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境界木（空木）の撤去による畑地帯の農地集積・集約化の取組み

① 茨城県全域

① 本県の農地中間管理事業において、転貸ストックに占める畑の割合は２割に留まっている。畑の活用が進んでいない理由の１つとして境界木の存

在があげられ、担い手が境界木を避けながら耕作しているケースも散見されることから、境界木の撤去は畑地帯の農地集積・集約化に向けた解決

すべき課題となっている。

② この課題を解消すべく、平成28年度から金属探知機など現場で活用可能な方法の検討を開始し、令和２年度以降に複数市町村における実証実験

を経て、地中マーカー（電子杭）の活用が課題解消の１つの有効な手法であることが分かった。

③ 境界木がある畑は、境界木の周辺部を避けながら耕うんや除草剤を散布するなど作業効率が悪かったが、実証実験の結果では、地中マーカーを

活用することによって、区画が拡大し作業性が高まるなど今後の畑地帯における担い手への農地集積・集約化の促進を担うことが期待されている。

※ 国調による境界杭は対象外であり測量も伴わない、あくまでも空木等の代替

取組の内容

農地中間管理事業により複数筆の農地を集約した（する）際に境界木が支障となっていることから、境界木の撤去・復元に向

けた手法の開発が課題。

取組の概要

いばらきけん ぜんいき

【写真左】
専用探知器

作業工程

【写真右】
地中マーカー

【地中マーカー探知の原理と動作】

① 決められた周波数の地中マーカーを埋設（深さ70～１００ｃｍ）。
② 専用探知器を使用し、地中マーカーに同調する一次磁界を送信。
③ 送信された一次磁界によって、地中マーカーは二次磁界を発生。
④ 専用探知器は、地中マーカーから発生した二次磁界を受信し、地中マーカーの位置を探知。

【その他参考】

① 簡単な操作で地中マーカーの探査が可能。１台で２種類の地中マーカーを探知することが可能。
② ほかの金属物に反応しない。地中マーカー設置は、特別な施工や作業が必要ない。

うつぎ

１



茨城モデル水稲メガファーム育成事業による大規模な集積・集約化

② 茨城県稲敷市東地区

① 本県は、農業の成長産業化を目指し、100ha超規模の大規模水稲経営体を短期間で育成する取組みとして、平成

30年度から「茨城モデル水稲メガファーム育成事業」を創設し、メガファーム化を目指す地区・農家を公募により選定・

認定し、農地中間管理事業を活用した大規模な集積・集約化及び省力化作業体系の確立に向けた取組を開始。

② 上記事業の認定法人は、市内外で水稲を中心とした経営をしていたが、農地が市内外で点在し、作業の効率化・省

力化が課題となっていたことから、上記事業に応募。

③ 今回の取組みを契機に、認定法人への農地集積に加え、当地区のみならず近隣地区を含めた担い手同士の耕作

地の交換が進み、担い手拠点エリアの明確化や担い手耕作地の団地化により、令和２年度に１００ｈａ超の経営体を

育成した。

④ また、認定法人は、「スマート農業実証プロジェクト」にも参加し、労働コストの低減や更なる作業の効率化・省力化

及び経営規模の拡大に向けた活動を実施。

○各機関の役割分担

・ 市、農業委員会：地区説明、合

意形成

・ 県南農林事務所：事業推進

・ 稲敷地域農業改良普及セン

ター：営農指導等

・ 農地中間管理機構：地区説明、

合意形成

取組の内容

東地区（結佐地区・八千石地区・六角地区の一部）は市の南東部に位置し、南北を利根川及び新利根川の両一級河川には

さまれた平坦な水田地帯であるが、水田428ｈａに対し地権者は約300人、担い手は約100人の状況のため、ほ場の集約化が

課題。

地区の概要

取組に携わった関係者

いなしきし あずま

バンク活用前（H29）

地区内農地面積 427.8 ha

認定法人の
経営面積

33 ha 107 ha

バンク活用後（R2） 【茨城モデル水稲メガファーム育成事業】

１．農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化
（１）農地貸付協力金：農地貸付に協力した農地所有者に対し交付

補助額：上限８万円/10a
（２）農地集約化奨励金：農地交換に協力する耕作者に対し交付

補助額：２万円/10a
（３）大規模経営体の育成に向けた地域の合意形成を支援

２．効率的な農業経営を実現する省力化作業体系の確立
（１）ＩＣＴ等先端技術の導入に対する支援
補助率：１/６（国補事業を活用した場合に県が上乗せ補助）

水田センサー ドローン

【ＩＣＴ等先端技術】【農地の集積・集約化】

100ha

２

うち農地バンク
活用面積 78.8 ha

認定法人の
経営面積

2.8 ha
(0.7 %)

78.8 ha
(18.4 %)



野菜エリア
（法人参入）

野菜エリア
（個人）

梨エリア

作物ごとのゾーニングによる担い手の確保

③ 栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田地区

① 町、ＪＡ、農業者において、地区内に点在する梨畑と周辺の畑地を一体的に整備し「梨及び露地野菜の大規模団地

化」を図り、効率的かつ収益性の高い農業を目指す方針を決定。

② 農地バンクの現地コーディネーターと県（農村整備部）は、本方針の実現に向け、整備計画の段階から地域の話し

合いに参加し、農地バンク関連整備事業の実施を提案するとともに、現状の園地を基本とした農作業の効率化に重

点を置いたゾーン分けの考え方を整理し、地域の話し合いに基づいた梨エリアや野菜エリア(法人、個人)のゾーニン

グを実施。

③ 現地コーディネーター、農業委員会、土地改良区は、エリア外に移動する農業者等に対し、「地域農業の衰退する

前に効率的な収益性の高い産地」をスローガンに団地化の協力への同意に奔走。

④ 基盤整備及び作物毎のゾーニングにより農地が集約化され、効率的な営農が可能になったことにより経営面積の

増加が図られた。また、まとまった農地利用が可能になったことから、町を中心に外部から農業法人の誘致が図られ

た。

○各機関の役割分担

・ 稲毛田地区ほ場整備事業推

進協議会：担い手候補の選定

・ 土地改良区：計画設計業務、

換地マッチング

・ 町：話合い開催、企業誘致

・ 農業委員会：意向把握、受け

手の掘り起こし

・ 県：農地バンク関連整備事業

の計画作成

取組の内容

本地区は、栃木県東部、鬼怒川左岸の芳賀台地に位置しており、梨生産及び土地利用型農業が盛んであるが、高齢化によ

り、耕作面積、生産者数ともに減少傾向にあり、また、基盤整備が未実施であるため、将来の担い手不足が懸念されていた。

地区の概要

5

農地バンク
活用面積

借入面積 22.0ha

転貸面積 22.0ha

地区内農地面積 27.3ha

集積面積・集積率 8.8ha(32.2%) 22.0ha(80.5%)

平均経営面積 0.8ha/経営体 1.5ha/経営体

平均団地面積 0.6ha/団地 1.3ha/団地

担い手数 11経営体 15経営体

はがぐん はがまち いなげた

バンク活用後（R2）バンク活用前（H30）

取組に携わった関係者

３



人・農地プランの実質化を通じた農地集積・集約化

④ 栃木県上三川町全域

① 令和元年度から人・農地プランの実質化を進めるに当たり、農業委員・最適化推進委員（以下「農業委員等」とい

う。）から町に対して「話合いの具体的な進め方がわからない」等の意見があった。

② 県と町は、話合いの「具体的な進め方」の手法を作成し、農業委員等の協力のもと、上蒲生地区で「集落実態調査

（「実際の耕作者」をあぶり出す作業）」をモデル的に実施し、マニュアル化を図った。

③ マニュアルでは、農業委員等が事前準備のためのワークショップを実施し、作成したプラン素案をもとに、各区域の

担い手や農地の出し手・自治会関係者等幅広い立場の人に参加いただき、集落の話合いを実施することとした。

④ 実際の話合いは、農業委員等が司会進行や合意形成役を担い、農業者にとって馴染みのない単語は使用せず、

農業の将来を考える地域会合として、会合に出席した人たちが意見を言いやすいように地図を見て雑談も踏まえなが

ら意見交換を行う等の工夫により、お互いの信頼関係を構築した。

⑤ 今後は、地域の話合いで明らかになった地域の担い手に効率的に農地を集積・集約化できるよう農地バンクを活用

することとしている。

○各機関の役割分担

・ 町：話合いの開催、人・農地プ

ランの作成・取りまとめ

・ 農業委員会：実際の耕作者あ

ぶり出し、話合いの場で意見出

し・合意形成

・ 県：マニュアル作成支援、合意

形成支援

・ ＪＡ・町農業公社：話合いの場

での意見出し

取組の内容

町は県の中部、鬼怒川の西岸に位置し、平坦で広大な農地を利用し米麦・露地野菜等の土地利用型農業が中心。

地区の概要

かみのかわまち ぜんいき

農地利用図

【事前準備のためのワークショップ】
① 町の農地利用図（年齢別、経営類型別）を活用。
② 農業委員等が把握している「実際の耕作者情報」を農地利用図に落とし込む。
③ 集落の実情を、あらかじめ想定していた３つのパターンに整理。

パターン１ 担い手が十分いる地域
パターン２ 担い手や多様な農業者がいる地域
パターン３ 担い手不足、農地の出し手が多い地域

④ 農業委員等自らが、集落の実情を把握・共有。
⑤ 地域農業の将来について意見やアイデアを出し、人・農地プランの素案を作成。

取組に携わった関係者

集落実態を想定した３タイプ ４



畜産法人による遊休農地の有効活用と農地の集積・集約化

⑤ 群馬県嬬恋村干俣バラギ地区

① 石礫による農業機械の故障が多数発生することを理由に、30年程前から耕作を断念する農業者が目立つように

なった。事態を重くみた農業委員会は、平成24年頃から試験的な石礫除去を試みるが、予想を上回る量・大きさの石

礫が出土したことから、広範囲に及ぶ農地の石礫除去は事実上不可能との結論に至った。

② 農業委員会会長が解決策を模索する中で、表土が薄くても牧草栽培であれば可能と分かり、周辺市町村を含めて

受け手を捜索したところ、隣接町の畜産農家が大規模な牧草栽培用の農地を探している情報を入手。

③ 令和２年度以降、農業委員・最適化推進委員を中心に、地区内の農地所有者等の意向把握・調整の実施とあわせ

て農地中間管理事業と地域集積協力金交付事業を活用し、隣接町の畜産農家が地区内遊休農地の約4.5haを解消

に結び付けた。

④ 当地区の活動をきっかけに、同様の課題を抱えている近隣地区においても、牧草地としての活用が促進され、遊休

農地の解消及び発生抑制に係る活動機運が高まっている。

○各機関の役割分担

・ 村・農業委員会：説明会や話合

いの開催

・ 農業委員・最適化推進委員：出

し手の意向把握

取組の内容

昭和40年代以降に農用地等開発事業が実施されたが、その後、春先の融雪や豪雨等の影響により表土が流出し、現在は

埋もれていた火山堆積岩が多く出現し、石礫により農業用機械が壊れるため、徐々に農業者が耕作を断念し、遊休農地の発

生が課題。

地区の概要

7

農地バンク
活用面積

借入面積 4.5 ha

転貸面積 4.5 ha

地区内農地面積 36.1 ha

集積面積・集積率 0.5 ha(1.3 %) 4.5 ha(12.4 %)

平均経営面積 0.5 ha/経営体 4.5 ha/経営体

平均団地面積 0.5 ha/団地 4.5 ha/団地

担い手数 １ 経営体 １ 経営体

つまごいむら ほしまた ばらぎ

バンク活用前（R1）

取組に携わった関係者

バンク活用後（R2）

５



本地区は、長野市の東部に位置し、りんごやぶどうを中心とした傾斜地にあり、勾配が大きく小区画で石垣の段差があること

から、隣接農地への移動等、営農の妨げになっており、併せて、近年の農業従事者の高齢化等による遊休農地の発生が課

題。

基盤整備事業を契機に果樹園地の再編

⑥ 長野県長野市綿内東町地区

① 当市は、全国有数の果樹産地だが、農業従事者の高齢化等に伴って果樹農家の減少及び遊休農地の発生が目立

ち始めていたことから、果樹産地復興のため、地区の農地や営農事情に詳しい地元農業委員等が主体となって長野

市農業公社等と連携し、担い手選定のアンケート調査・現地説明を重ね機構関連農地整備事業（以下「基盤整備事

業」という。）の実施に結び付けた。

② 基盤整備事業の実施に当たっては、営農効率を確保するとともに、気象災害のリスク軽減や標高差と多品種を組み

合わせたリレー栽培による作業の平準化が図られるよう、担い手への集団化面積を１箇所20～40ａ程度に設定。

③ 畑地かんがい施設を整備し、高単収・早期成園化が可能な「りんご新わい化栽培」の導入。

④ 将来的に防除・除草の自動化などのＩＣＴ技術の導入を見据え、生産性・収益性の高い果樹団地としての再生を目

指している。

○各機関の役割分担

・ 農業委員、最適化推進委員：地

区説明、合意形成

・ 市、市農業公社、県、長野県土

地改良事業団体連合会 ：説明会

の開催、合意形成

取組の内容

地区の概要

農地バンク
活用面積

借入面積 15.1 ha

転貸面積 15.1 ha

地区内農地面積 15.1 ha

集積面積・集積率 2.8 ha(18.5 %) 13.8 ha(85.2 %)

平均経営面積 0.4 ha/経営体 0.4 ha/経営体

ながのし わたうちひがしまち

バンク活用後
（R5計画）

バンク活用前
（H30）

取組に携わった関係者

清水工区
主傾斜23%

山新田工区
主傾斜12%

山
新
田
工
区

計画

全

体

６



土地改良施設の老朽化を基盤整備事業と農地バンク事業で解消

⑦ 静岡県浜松市北区細江町中川地区

① 当地区は、既存用水路の老朽化及び漏水に伴う慢性的な用水不足が課題であったことから、平成26年以前の旧農

地利用集積円滑化事業を活用した担い手への農地集積・集約化の推進が停滞していた。

② 農地中間管理機構事業の創設に伴い、担い手への農地集積・集約化と基盤整備事業の実施に対する機運の高ま

りを受け、水田利用調整協議会と土地改良区が主体となり、基盤整備事業の実施と農地バンク事業の活用の合意形

成を図った。

③ 農地利用集積円滑化事業の活用時から農地利用調整に係る話合いの土台があり、地区の合意形成はスムーズに

実施でき、地域集積協力金交付事業の活用により、基盤整備事業の地元負担軽減に結び付けた。

※ 水田利用調整協議会：市、農業委員会、担い手組織、部農会、JA、県等で構成される農地利用調整組織

○各機関の役割分担

・ 水田利用調整協議会：貸付希

望者と担い手のマッチング

・ 細江町土地改良連合会：基盤

整備事業の地元調整

・ ＪＡとぴあ浜松、市：地元説明会

の開催等

取組の内容

当地区は旧細江町に広がる水田地帯であるが、既設用水路が老朽化し、漏水により慢性的な用水不足が課題。

地区の概要

農地バンク
活用面積

借入面積 64.9 ha

転貸面積 64.8 ha

地区内農地面積 151.4 ha

集積面積・集積率 37.3 ha(24.6 %) 64.7 ha(42.7 %)

平均経営面積 6.2 ha/経営体 8.1 ha/経営体

はままつし きたく ほそえちょうなかがわ

バンク活用後（R2）バンク活用前（H27）

取組に携わった関係者

写真
基盤整備前（左）、基盤整備後（右）

７


