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ページ 地区 取組内容 事業 採択年度

P.1 北海道雄武町
雄武・上幌内地区

優良農地を大区画化するとともに韃靼そばの粗放的な生産方法
を確立し、条件不利地の荒廃を防止

低コスト土地利用支援事業
（粗放的農地利用事業）

令和3年度

P.3 富山県立山町
釜ヶ渕地区

整備済の優良農地を集積するとともに新規就農者の受入・支援体
制等を構築し、管理負担の大きい荒廃農地を粗放的に利用するこ
とにより地域を活性化

低コスト土地利用支援事業
（粗放的農地利用事業）

令和3年度

P.5 大分県豊後高田市
香々地地区

集落協定法人による農地管理と、荒廃農地を活用したオリーブの
生産拡大

農地等活用推進事業 令和3年度

P.7 大分県豊後高田市
羽根地区

自治体による担い手の誘致と、荒廃農地を活用したボタンボウフ
ウの生産拡大

農地等活用推進事業 令和3年度

P.9 鹿児島県枕崎市
田布川地区

地域団体と養蜂家の連携による蜜源作物の作付で農地を保全 低コスト土地利用支援事業
（粗放的農地利用事業）

令和3年度

最適土地利用対策採択地区の計画概要
令和4年6月



優良農地を大区画化するとともに韃靼そばの粗放的な生産方法を確立し、
条件不利地の荒廃を防止

・条件の良い農地は、国営緊急農地再編整備事業等で
ほ場の大区画化を実施し、スマート農業を推進。
・条件の悪い農地は、韃靼そばによる粗放的な利用。
・持続的に農地の管理を行うため、農業生産法人の人
材育成など体制強化を行い、将来的な管理主体に位
置付け。
・整備完了後の令和４～６年度にかけ、土壌診断を行
い、収量・コスト・労働力のデータを検証。
・検証で得たノウハウを地域に還元し、粗放的利用に
よる栽培方法を普及。農用地の保全と収益向上が見
込まれ、今後、地域全体で安定的な畑作を確保。

【体制構築】
・平成21年、雄武町耕作放棄地対策協議会が発足。
・人・農地プランによる担い手への集積により、
平成25年度に176haあった荒廃農地を令和２年
度には31haまで減少させたが、担い手の不足、
作業効率の限界により、これ以上の集積は不可
能となっていた。
・本事業は同協議会が中心となり、町、農業委員
会、JA、農業者、地域住民が参画。
【話合いでの意見】
・高齢化、耕作条件不利による離農が進み、担い手の
数が減少している。
・牧草を生産するには、重粘土地、石礫が多い等
農地の条件が悪く、基盤整備なしでは生産性が
上がらない。
・農地の草刈りを行う時期と酪農の忙しい時期が重なり、
農地の保全管理に手が回らない。

・北海道雄武町はオホー
ツク海に面し、夏は気温
が上がらず、冬は厳しい
豪雪地帯。土壌が重粘土
地のため、酪農を中心と
した大規模土地利用型農
業に特化した地域。
・事業実施地区は町の中
心部及び幌内川流域の内
陸山間地にある酪農地帯。
・牧草の収量が見込めず
耕作を放棄した草地が多
く、笹や雑草が繁茂。

１．背景 ２．地域の体制構築・話合い ３．最適土地利用計画の概要

【北海道】

雄武町
【事業実施体制図】

農業者

将来の管理主体

代表者

事業運営責任者
経理責任者

協議会メンバー

農業生産法人

ＪＡ

農業委員会

雄武町

雄武町産業振興課長

農地所有者

事業実施前 整備後

話合いの様子 韃靼そば

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業）
おうむ かみほろない

北海道雄武町雄武・上幌内地区
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・条件の良い農地は、国営緊急農地再編整備事業等でほ場を大区画化しスマート農業を推進

・新規就農者を誘致し、担い手による集積・集約を実施

・条件の悪い農地は、韃靼そばによる粗放的な利用方法を検証

・持続的に農地の管理を行うため、体制強化を行った農業生産法人を管理主体に位置付け

雄武地区

上幌内地区

粗放的利用
（韃靼そば）

24ha

離農による
荒廃のおそれ

離農による
荒廃のおそれ

離農による
荒廃

将来構想地域の課題

地区 北海道雄武町雄武・上幌内地区
実施主体 雄武町耕作放棄地対

策協議会 作付作物 クローバー、韃靼そば 実施面積 519ha

管理主体 地域協議会 地域区分 特定、山村、過疎、
豪雪 整備面積 19haキーワード 国営緊急農地再編整備事業,そば,農業法人

かみほろないおうむ

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業）

最適土地利用計画のポイント

おうむ
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凡例

草地、韃靼そば

荒廃のおそれのある農地

荒廃農地（再生可能）

凡例

草地、韃靼そば

国営緊急農地再編整備
事業範囲

農地（粗放的利用）

国営緊急農地再編
整備事業等を活用し、
荒廃農地等を解消

雄武地区

上幌内地区

粗放的利用
（韃靼そば）

12ha



・整備済の条件の良い農地を担い手に集積するため、
地元農家の協力体制構築や地権者との仲介など、新
規就農者や担い手を支援。
・条件の悪い農地は、地域おこし協力隊や、ゲストハ
ウス経営の経験を持つ農業者等の移住者が参画し、
粗放的利用を実施。多様な知識・経験を活用し、カ
モミール等の省力作物の作付、馬等の放牧、養蜂利
用などにより農地を保全管理。
・移住農業起業者を管理主体として事業を実施する。
・多くの人が目にする農地が保全され、良好な景観が
形成されることで、地区住民の満足度向上に加え、
観光客による経済効果も見込まれ、農家を含む地区
住民全体の取組としての定着が期待される。

【体制構築】
・釜ヶ渕地区の中央部に位置する道源寺集落は駅
や小学校等の公共施設が集中しており、農用地
区域外の不整形な農地が多く、各農地の所有者
が保全管理のため草刈り等を実施。
・釜ヶ渕地区の南東に位置する末谷口集落は、山
際の農地が多く、近年イノシシやサルなどによ
る獣害に苦慮。
・本事業は町が主体となって始動し、自治振興会
の協力を得て地域住民、農地所有者、農業者、
移住者等が参画。
【話合いでの意見】
・農業従事者の高齢化が進み、後継者も減少。
・適切な管理がされず、農地が荒廃化。
・空き家が多く、店が少ない。働く場所が不足。
・観光地の近くだが、観光客は通り抜けるだけ。

・釜ヶ渕地区は、立山町
の西側に位置し、農地の
多くは、緩やかな勾配
（約２％）の場所に存在。
・人口約1700人の古くか
らの農村であり、農業が
主産業であったが、少子
高齢化が進む中で担い手
への集積が進み、専業農
家・兼業農家数がともに
減少。
・昭和40年代から基盤整
備事業が実施されてきた
が、民家や線路に挟まれ
た区画は基盤整備を行わ
ず、不整形な農地が残っ
た。

１．背景

写真（話合いの様
子）

写真（作物、
加工品など）

事業実施前

計画策定の検討会 養蜂用の巣箱

【事業実施体制図】

地元農業者

地域住民

管理主体

実施主体

事業運営

協力メンバー

移住農業起業者

地域おこし協力隊

自治振興会

立山町

農地所有者

【富山県】

立山町

農事組合法人（予定） 事業運営

整備済の優良農地を集積するとともに新規就農者の受入・支援体制等を構築し、
管理負担の大きい荒廃農地を粗放的に利用することにより地域を活性化

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業） 富山県立山町釜ヶ渕地区
かまがふち

２．地域の体制構築・話合い ３．最適土地利用計画の概要
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地区 富山県立山町釜ヶ渕地区
実施主体 立山町 作付作物 蜜源作物、緑肥作物、

放牧 実施面積 465ha

管理主体 移住農業起業者等 地域区分 豪雪 整備面積 2.59haキーワード 移住者,農業法人,担い手への集約

かまがふち

粗放的利用
（ハーブ等の
省力作物）

6.5ha

優良農地を
担い手に集積し、
生産性向上

粗放的利用
（蜜源作物）

0.2ha

粗放的利用
（放牧）
0.3ha

基盤整備されず狭小・不整形
草刈り等の保全管理を行っている

農地集積が
進みつつある

・条件の良い農地を担い手に集積するため、地元農家との協力体制構築や地権者との交渉を支援し、新規就農者や担い手を支援。
・条件の悪い農地は、粗放的利用（カモミール等の省力作物の作付、馬等の放牧、養蜂利用）を行い、農地の保全管理だけでなく良好な景観を形成。
・地域おこし協力隊や、ゲストハウス経営の経験を持つ農業者等の移住者が参画し、粗放的利用を実施。

将来構想地域の課題

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業）

最適土地利用計画のポイント
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凡例

農地
（担い手に集積）

荒廃のおそれの
ある農地

荒廃農地
（再生可能）

凡例

農地
（担い手に集積）

農地
（粗放的利用）



・豊後高田市は大分県の
北東部、国東半島の西側
にあり、本地区はその北
部の山あいに位置する。
地域農業は、果樹(オ
リーブ、柑橘)を主体に
肉用牛の繁殖経営が行わ
れている。
・昭和30～40年代に急斜
面の山肌で開拓パイロッ
ト事業が実施され、主に
みかんの栽培が行われて
きたが、高齢化の進行や
後継者不足から耕作放棄
された農地が増加。

・樹園地の伐採・整地を行い、今後５年間で2.14ha
の再生可能な荒廃農地を再生する。
・日当たりの良い高台のミカン樹園地跡にオリーブを
新植する。
・農地中間管理事業を活用し、新規就農者へ農地の集
積を行う。
・集落協定の参加者数を増加し、法人化を目指す。
・オリーブ生産、柑橘生産、肉用牛繁殖経営を行う各
農家が一体となって地域の農地を管理し、都市住民
との交流企画等を実施。
・生産・加工・販売まで一貫したオリーブ産業の拡大
により、地域の特産品とすることで農業の所得向上、
地域の雇用拡大が期待される。

【体制構築】
・平成23年度からオリーブの栽培により2.3ha、
平成28年度から放牧により8.9haの再生及び集
積を実施。
・令和3年時点の香々地地区の農業者は、担い手
の認定農業者2名、新規就農者２名を含む6名で
あり、中山間地域等直接支払の集落協定として
農業生産、共同活動を実施し、地域内の農地を
保全・管理。
【話合いでの意見】
・かつてミカンの樹園地だった荒廃農地を活用し
たい。
・荒廃農地が鳥獣の根城化しており、近隣地域を
含め、被害が多発している。
・現在、オリーブでは搾油施設も整備し、６次産
業化の取組及びふるさと納税返礼品への出品、
県外飲食業等との取引を行っているため、生産
を拡大したい。

１．背景

事業実施前 整備後

話合いの様子 オリーブ

【事業実施体制図】

農業者

地域住民

将来の管理主体
代表者

事業運営、経理責任者

農業者（地域協定法人）

農業者（担い手）

農業委員会

豊後高田市

農地所有者 豊後高田市

【大分県】 豊後高田市

小関オリーブ農園ＨＰより

集落協定法人による農地管理と、荒廃農地を活用したオリーブの生産拡大

最適土地利用対策のうち農地等活用推進事業
かがち

大分県豊後高田市香々地地区

２．地域の体制構築・話合い ３．最適土地利用計画の概要
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地区 大分県豊後高田市香々地地区
実施主体 豊後高田市 作付作物 オリーブ 実施面積 19.8ha

管理主体 地域協定 地域区分 特定、過疎、半島 整備面積 2.14ha
（予定）キーワード 特産品化,生産拡大,樹園地再生,中山間地域等直接支払交付金

凡例

樹園地、肉用牛放牧

オリーブ

荒廃農地

整備し、
オリーブを新植
2.1ha

非農地化

飼料畑、
樹園地等に
再生

・日当たりの良い高台のミカン樹園地跡を整備し、オリーブを新植する。
・長期的な集積を行うため、農地中間管理事業を活用。集落協定参加者の規模拡大をしながら、新規就農者への農地のあっせん、誘導を行う。
・集落協定の法人化を目指し、オリーブ生産、柑橘生産、肉用牛繁殖経営を行う各農家が一体となって地域の農地を管理し、都市住民との交流企画等を
実施する。

かかぢ

将来構想地域の課題

最適土地利用対策のうち農地等活用推進事業

最適土地利用計画のポイント
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凡例

樹園地、肉用牛放牧

オリーブ

非農地化（植林）

非農地化
（再生可能エネルギーの検討）

既存のオリーブ畑

荒廃した
ミカン樹園地

荒廃農地が
農地の
周囲に存在



・荒廃農地を整備し、地区内でボタンボウフウを栽培
している認定農業者に集積し、法人化を進める。
・担い手を確保するため、市が地域おこし協力隊を募
集し、任期終了後も認定農業者として定住を促進す
る。
・目標年度である令和７年度までに荒廃農地を解消し
て約３haの生産面積拡大を図り、合わせて段階的に
農道を整備する。
・健康志向のニーズに対応した販路開拓により紫ボタ
ンボウフウのブランド化を図り、生産拡大によって
地域の雇用拡大、新規就農による移住にも貢献する。
・圃場の管理に地域の高齢者を雇用することで、地域
所得の向上を図る。

【体制構築】
・地域内の高齢化により、耕作されてない農地の
荒廃化が課題。このため、人・農地プランの実
質化に取り組みつつ、市、地域住民、農業者、
農地所有者による話合いを開始。
【話合いでの意見】
・良いタバコを生産していた肥沃な農地なので、
将来にわたり畑として利用してほしい。
・当地区のボタンボウフウは茎が紫色の珍しい品
種であるため、生産を拡大し、ボタンボウフウ
を地域の新たな特産品にしたい。
・農地の集積と担い手の確保が急務。

・豊後高田市は大分県の
北東部、国東半島の西側
にあり、羽根地区はその
最北に位置する半農半漁
の集落。
・平成20年頃までは葉た
ばこ、野菜等を生産。
・しかし現在は２名の担
い手が大麦若葉を生産、
香々地ボタンボウフウ研
究会３名が青汁の原料と
なる健康野菜のボタンボ
ウフウを生産し、地区内
の住民が家庭菜園規模の
野菜を作付。

１．背景

事業実施前 整備後

話合いの様子 期待されるボタンボウフウ

【事業実施体制図】

農業者

地域住民

将来の管理主体
代表者

事業運営、経理責任者
農業法人

農業委員会

豊後高田市

農地所有者

豊後高田市

【大分県】 豊後高田市

自治体による担い手の誘致と、荒廃農地を活用したボタンボウフウの生産拡大

最適土地利用対策のうち農地等活用推進事業 大分県豊後高田市羽根地区

２．地域の体制構築・話合い ３．最適土地利用計画の概要
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地区 大分県豊後高田市羽根地区 実施主体 豊後高田市 作付作物 ボタンボウフウ 実施面積 10.4ha

管理主体 農業法人（予定） 地域区分 特定、過疎、半島 整備面積 2.98ha
（予定）キーワード 特産品化,生産拡大,人・農地プラン,農業法人,地域おこし協力隊

農地の周囲に
荒廃農地が存在

荒廃農地の
保全管理、非農地化

・ボタンボウフウ畑周辺の荒廃農地を整備、集積し、ボタンボウフウの栽培を行う。
・地区内でボタンボウフウを栽培している認定農業者を管理主体とし、法人化を進める。
・担い手を確保するため、市が地域おこし協力隊を募集し、任期終了後も認定農業者として定住を促進する。

将来構想地域の課題

最適土地利用対策のうち農地等活用推進事業

最適土地利用計画のポイント

狭い農道
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凡例

野菜、大麦、ボタンボウフウ

ボタンボウフウ

荒廃のおそれのある農地

荒廃農地（再生可能）

荒廃農地（再生困難）

既存の
ボタンボウフウ畑

荒廃農地、
荒廃のおそれ
のある農地

再生・集積し、
ボタンボウフウの
生産拡大
2.98ha

農道を整備

凡例

野菜、大麦、ボタンボウフウ

ボタンボウフウ

保全管理

非農地化（林地化）



・枕崎市は鹿児島県の南
西にあり、東シナ海に面
している。田布川地区は
その北部の山間部に位置
する農業地域。
・高齢者の割合が高く、
地域住民による営農の継
続や農地の農地保全が将
来的に危惧される地区で
あり、地域に居住する農
業の担い手も減少してお
り、急速な農地の荒廃化
が懸念される。

・条件の良い農地は、担い手農家が引き続き経営し、
甘しょや茶の耕作面積の維持・拡大を図る。
・市、JA、地域振興局等が連携して担い手の掘り起こ
し、営農集団の育成を行い、中間管理機構、農業委
員会による農地のあっせんを強化する。
・条件の悪い農地は粗放的利用し、蜜源作物（菜の花、
レンゲ草など）の作付を行い、養蜂家と連携して収
益を得ることで持続性を確保する。
・地域内の美化活動を行っている団体が主体となり、
将来の地域の農地保全を行う。
・再生利用が可能な荒廃農地30ａと遊休農地100ａの
計130ａを年間再生目標に掲げ、今後５年間で656a
の農地を再生。

【体制構築】
・現在、個人、法人合わせて７者の担い手（うち
認定農業者５名）が甘しょ・茶・果樹を作付し
ているが、特に個人の担い手は高齢で後継者が
おらず、今後の農地利用の方向性は未定。
・地域住民で組織する「夢蛍たぶがわ2016」が
地域の環境保全活動を実施している。
・蜜源を増やしたい養蜂業者と、農地の荒廃化を
防ぎたい地域との希望が一致したことがきっか
けとなり、以前から荒廃対策に取り組んでいた
枕崎市担い手育成総合支援協議会が実施主体と
なって事業申請をすることになった。
【話合いでの意見】
・ほ場整備実施地区の周辺部で荒廃農地が増加。
・地域全体の農地を保全するためには、個々の担
い手の取組では限界がある。
・保全管理の費用を調達する必要がある。

１．背景

事業実施前 整備後

話合いの様子

【事業実施体制図】

農業者

JA

将来の管理主体
代表者

事業運営、経理責任者

協議会メンバー

地域団体（地域住民）

枕崎市

農業委員会

枕崎市

農地所有者 農地中間管理機構

【鹿児島県】

枕崎市

レンゲ草，採蜜準備，加工品

２．地域の体制構築・話合い ３．最適土地利用計画の概要

地域団体と養蜂家の連携による蜜源作物の作付で農地を保全

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業）
たぶがわ

鹿児島県枕崎市田布川地区
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・条件の良い農地は、担い手農家が引き続き経営し、甘しょや茶の耕作面積の維持・拡大を図る。
・市、農協、地域振興局等が連携して担い手の掘り起こし、営農集団の育成を行い、中間管理機構、農業委員会による農地のあっせんを強化。
・条件の悪い農地は粗放的利用し、蜜源作物（菜の花、レンゲ草など）の作付を行い、養蜂家と連携して収益を得る。
・地域内の美化活動を行っている団体が主体となり、将来の地域の農地保全を行う。

最適土地利用対策のうち低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業）

将来構想地域の課題

最適土地利用計画のポイント

地区 鹿児島県枕崎市田布川地区
実施主体 枕崎市担い手育成総

合支援協議会 作付作物 蜜源作物
（菜の花、レンゲ） 実施面積 32.9ha

管理主体 地域団体（未定） 地域区分 過疎、半島 整備面積 6.56ha
（予定）キーワード 地域団体,養蜂家との連携

たぶがわ
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凡例

甘しょ、茶、水稲、
果樹等

保全管理

荒廃農地
（再生可能）

荒廃農地
（再生困難）

地域団体による
保全管理

農地の周囲に
荒廃農地が存在

粗放的利用
（蜜源作物）

13.9ha

凡例

甘しょ、茶、水稲、
果樹等

蜜源作物による
粗放的利用

保全管理

非農地化


