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農山漁村振興交付金
（最適土地利用対策）
【申請編】

地域の農地どう守っていきますか
～簡易で粗放的な利用を考えよう～



アシやススキなどが繁茂 剪定しても継続栽培が困難

荒廃農地を解消したいけど、
これ以上手を広げられない…

農地が荒れると
景観も悪いわ…

先祖代々の農地、
管理しきれない…

農地をどのように
していくのか…

農業者 地域住民

農地所有者市町村

１．対策の概要

地域でこんな声がありませんか？

「最適土地利用対策」
ができました！

Ｒ３年度～

農業者 地域住民

無理せず農地を
利用できるね！

農地を利用する取組に
私も一緒にチャレンジ

したいわ！

農地所有者
市町村

地域のみなさんに農地を
安心して委ねられるわ！

担い手が耕作する農地と
そうでない農地を明確化して、
最適な構想を整理できた！

地域に合った維持管理や体制をつくりましょう！

専門家を入れた話合い 土地利用計画の策定

シソの取組

ミツマタの取組 エゴマの取組

放牧の取組



２．対策の概要

現状を把握しつつ、地域での話合いにより計画を随時見直しながら、
継続した取組にしていくことが大切です。

本対策は、人口減少や農業者の高齢化、担い手の不足が深刻する中、今後維
持管理が困難となる農地の増加が懸念されることから、農業者個々人の取組では
なく、地域全体の課題として捉えて取り組んでいただくことが必要です。
また、市町村、農地所有者、農業者、地域住民など、多様な立場からの参画を

得て、地域の農地の将来的な土地利用の在り方等を話合いによって定め、農地を
持続的に無理なく維持管理していくための体制を構築することが重要です。

【対策のイメージ】

継続した
取組

土地利用計画の策定 / 見直し

農地の有効利用
（粗放的利用）

地域ぐるみの話合い

省力化機械の購入

先行事例地区の視察や
専門家派遣

申請書類の作成・提出

荒廃農地等の簡易な基盤整備



・ 農山漁村振興推進計画及び事業実施計画書
・ 事業実施地区の範囲を示した図面
・ 実施地区内の農地面積一覧表
・ 規約等（地域協議会、地域運営組織の場合）
・ 事業実施体制図
・ 連携する事業に関する資料

３．申請までの流れ

• 事業計画の承認を受けるため、実施要領別記様式第１号に定める、「農山漁
村振興推進計画及び事業実施計画」を作成し、市町村に申請を行います。

• 申請の際は、以下の書類を提出します。

本対策では、守るべき農地を明確化した上で、今後維持管理が困難な農地をど
う利用していくか地域で話合い、地域の実情に沿った計画づくりから支援しています。
地区の設定や体制づくりにあたっては、人・農地プランや中山間地域等直接支払

交付金の協定範囲など、話合いが可能な地域集落の範囲をご検討ください。

• 申請にあたって必要な構成員を確保します。
（市町村及び農地所有者、農業者、地域住民は構成員として必須）
• 主体的な参加者を中心に、自治体、農業関係団体、地域運営組織や町内
会などに参画を依頼します。

• 集落の荒廃農地等を把握して、事業実施範囲を設定します。
• 併せて、農地の所有者や共有者の意向を確認し、参画を依頼します。

• 参画予定者を含めて話合い、集落の土地利用の方向性を概定します。

※ 詳細は農山漁村振興交付金（最適土地利用対策）実施要領を参照ください。

⑤市町村へ申請

申請までの手順

③ 土地利用の方向性を概定

② 体制づくり

① 申請地区の設定

④ 申請書類の作成



４．申請地区の設定

集落の荒廃農地等を把握して、事業実施範囲を設定します。
併せて、農地の所有者や共有者の意向を確認し、参画を依頼します。

地域内農地の現状把握と地区範囲の設定
• eMAFF農地ナビ（https://map.maff.go.jp/）等を活用し、対象とする農地周辺の

現状を確認しながら、取組可能な範囲を地図に落とし込みます。

• 荒廃農地の状況や、所有者、耕作者、利用状況の情報は、農業委員会等による利用
状況調査の結果をご活用ください。自治体によっては、農地情報図を整備している場合も
あります。

• 「人・農地プラン」や過去に実施した基盤整備事業等の計画や図面を有効活用することも
検討ください。

○ 実施範囲は地域で話合いを行う範囲で集落単位を基本とし、守るべき農地を含む10ha以上
（中山間地域は５ha以上）とします。

○ 実施範囲のうち、荒廃及びそのおそれのある農地累計0.5ha以上を整備面積とします。
※低コスト土地利用推進事業の場合

【農地情報図】自治体・農業委員会 【農地の状況】

【eMAFF農地ナビの画面イメージ】

地図情報の確認

https://map.maff.go.jp/


５．体制づくり

※ 本対策では、市町村及び農地所有者、農業者、地域住民は構成員として必須です。
既存の組織に構成員を追加するなどご検討ください。

申請にあたっては必要な構成員を確保し、地域ぐるみの話合いと計画づくりが
できる受け皿を用意することが必要です。

• 集落単位を基本に、地域の現状や課題を共有
できる範囲を概定。

• 主体的な参加者を中心に、自治体、農業関係
団体、地域運営組織や町内会などに参加を依
頼します。

○ 人・農地プランの範囲や既存の地域協議会を母
体とするとスムーズです。

○ 地域運営組織や町内会等の組織を地域住民と
して位置づけることも可能です。

【例２】

既存協議会
（市町村、農業委員会）

農地所有者

構成員を追加

地域運営組織
（地域住民として参画）

農業者

【例１】

市町村

農地所有者

町内会
（地域住民として参画）

農業者

参画を呼びかけ

地区名 A地区 B地区 C地区 D地区

実施主体 協議会
(耕作放棄地対策協議会)

市町村 協議会
(担い手育成総合支援協議会) 市町村

地区の範囲 市町村単位 複数集落 複数集落 集落協定

話合いの
形式 説明会方式 説明会方式 ワークショップ形式 ワークショップ形式

参加者 市町村、農業委員会、
JA、農業者 等

市町村、農業委員会、
JA、所有者、農業者、

地域住民 等

市町村、農業委員会、
JA、農地中間管理機
構、所有者、農業者、

地域住民

市町村、農業委員会、
農業者、地域住民

備考 既存協議会の
規約改正

既存協議会の
規約改正

中山間地域等
直接支払制度の

活用地区での実施

【参考】実施地区での採択後の話合い方法
• 採択後は地域農業の将来について話合い、地域の実情に沿った計画

策定を行います。
○ 申請にあたっては市町村、地域協議会が主導し、地域の意見をとりまとめ

た上で、申請書を作成し、採択後は、事業実施主体へ引き継いで話合いを
継続しています。

○ 密を避けるため、話合いは人数を絞っての開催とし、話合いの結果は広報
紙を活用し、構成員に共有する等の工夫をしています。

体制づくりのポイント
… …



６．申請書類の作成

計画の承認を受けるため、実施要領別記様式第1号に定める、「農山漁村振
興推進計画及び事業実施計画」を作成し、市町村に申請を行います。

農山漁村振興推進計画及び事業実施計画書の主な内容

① 実施地区の現状、課題
• 人・農地プランやプラン作成時のアンケー

ト結果等、既存の計画を有効活用し、
地域の現状や課題等を整理します。

（１）地区の概要
▸荒廃農地や不作付地の面積、担い手の
人数、年齢、人・農地プランの状況など

（２）営農の現状と課題
▸主な品目や作付面積、平均単収など

（３）農地の保全管理の現状と課題
▸保全管理を行っている主体、人数、時
間など

②期待される効果
• 事業による短期的な効果だけでなく、継

続することによる長期的な効果も記載く
ださい。

（１）事業実施による効果
▸取組内容と活用する荒廃農地や不作付
地の面積、どのように省力化、収益化、
持続化するのか

（２）長期的な効果
▸どのように取組を地域に定着させるか、
地域へどのようなメリットがあるか

③ 事業実施計画
• 主体的な参加者を中心に、本対策の参

画予定者を含めて話合いを行い、集落
の将来ビジョン（土地利用の方向性）
を概定します。

（１）取組のポイント
▸荒廃農地の解消、粗放的利用、管理主
体の育成など事業の全体像

（２）成果目標
▸実施要領別表３の成果目標から選択

（３）年別の取組内容
▸各成果目標の毎年の現状値と目標値、
取組内容

（４）将来の管理主体（※）
▸事業完了後、持続的に農地を管理する
主体の確保方法

（５）事業実施体制（※）
▸代表者、運営責任者、経理担当者、代
表者が不在となった場合の地位承継者等

④ 予定する事業（整備内容）
• 概定した土地利用方針に沿った整備内

容を整理します。
○荒廃農地等を基本に、所有者が判明して

いるなど調整が可能な農地を対象に概定
○申請時における整備費用は、見積もりや概

算積算による算出額で申請可能

※申請時に概定した計画（将来の管理主体、事業実施体制等）は、採択後、地域ぐるみの
話合いの結果により見直しも可能です。



７．粗放的利用の先行作物例

本例は、先行し、粗放的利用を行っている地区事例を基に整理したものであり、作物の導入
にあたっては、地域の特性、営農の条件などを考慮して、その地域にあった作物を検討してくだ
さい。
また、作物の選定は、地域の伝統野菜の見直しや新たな特産品の検討の契機にもなります。

継続した取組とするため、その販路や利用方法も検討しておく必要があります。

※ 作物の指定はしていませんが、収益が見込めない作物（景観作物等）は対象外です。

作物名

写真

概要

放牧

取組
事例

荒廃農地を活用した放牧により、
自給飼料の確保、雑草繁茂の
防止等の効果が期待

・広島県三次市（和牛繁殖牛）
・岩手県奥州市（ヒツジ）
・岩手県一関市（ヒツジ） など

※ 田で放牧や畑地化等を行うに当たっては、水利や土地改良区等の管理に関する課題についても
留意が必要です。

※ 中山間地域での粗放的利用の取組では、サルやイノシシ、シカ等の鳥獣害に遭いにくい作物の栽培
事例があります。

蜜源作物（レンゲ等）

養蜂家と連携し、蜜源を整備し、
蜂蜜の生産と共に生物多様性の
促進と生態系の保全にも貢献

・山梨県甲府市
・新潟県阿賀野市 など

エゴマ

特有の香りをイノシシやシカ等が
嫌うため、狙われにくく、防護柵等
の設置が必要なく生産者の労力
軽減に寄与

・埼玉県美里町（集落協定）
・新潟県阿賀野市 など

エリアンサス

シソには特有の香りと辛味があり、
イノシシやシカ等が嫌うため、狙わ
れにくい

・北海道夕張市
・滋賀県大津市 など

センダン

荒廃農地を利用し、草木系のバ
イオマス燃料となるエリアンサスを
栽培し、ペレット燃料に加工・販
売

・栃木県さくら市
※茨城、富山、長野、群馬、秋田、三重、
京都、新潟の自治体や事業者でも試験栽
培を実施

荒廃農地に早生樹であるセンダ
ンを植林し、下草刈りや通直な
材を得るため芽かき等を行い、用
材として利用

・熊本県芦北町ほか（センダン）
・広島県庄原市ほか（コウヨウザン）

シソ

写真

概要

取組
事例

作物名



８．ここが知りたい！最適土地利用対策

粗放的利用ってどうしたらいいの？Ｑ１

低コストな肥培管理が可能な作物等による農地利用
として、地域の合意を得た農地利用のことです。

粗放的利用ってなにを作付けしたらよいの？

粗放的利用の生産性の検証って
どうしたらよいの？

農業生産における労働力、各種経費、収量等により
検証を行います。その上で、検証で得たノウハウを地
域に還元し、粗放的利用を活かした利用方法を普及で
きるよう、資料をとりまとめて下さい。

栽培管理に手間をかけずに、管理費程度の収益が
見込める作物を想定しています。
先行事例などから地域にあった作物を選定してくだ

さい。

Ｑ２

Ｑ３

※ 生産性の検証にあたっては、検証に精通している学識経験者やコンサル事業者に加え、
ＪＡの営農指導員、県の普及員等にもご参加いただき、検証してください。
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