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実証栽培圃場との一体利用を目的に、隣接した荒廃農地を再生
（福岡県うきは市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 2,780ha
（田1,590ha 畑1,190ha）
・荒廃農地面積 272ha
（田39ha 畑204ha 樹園
地29ha）
・農業産出額
838千万円

・主要農産物
果実、花き、野菜
※うきは市わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（福岡県うきは市）

現状・課題

○水稲、果樹栽培が中心。

○高齢化による担い手不足
や鳥獣害により荒廃農地が
増加。

取組のきっかけ

○JAと市の共同出資によ
る農業生産法人「(株)うき
はレインボーファーム」の
設立。

取組の効果

○約30aの荒廃農地を再生利用。

○荒廃農地の再生以外にも、荒
廃が懸念される農地を借り受け
て栽培、鳥獣害対策の実施など、
発生防止にも貢献。

目指すべき姿

○実証圃場の栽培結果を
検証した地域振興作物の
検討、農業体験等のイベ
ント活動を通じた中山間
地域の農業振興。

○果樹等の永年性作物導
入を契機とした新規就農
者の確保。

具体的な取組

○地域に適した作物を検討す
るための実証栽培圃場の整備
と共に、隣接する荒廃農地を
再生。

○実証栽培圃場と併せて新規
導入作物の検討開始。

○ワイヤーメッシュも設置し、
鳥獣害対策の実証も開始。
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地区内の環境整備を契機に、荒廃した果樹園の再生利用を開始
（佐賀県小城市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,560ha
（田3,160ha 畑399ha）
・荒廃農地面積 88ha
（田13ha 畑55ha 樹園地
20ha）
・農業産出額
609千万円

・主要農産物
米、小麦、みかん
※小城市わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（佐賀県小城市）

現状・課題

○水稲、果樹栽培が中心。

○高齢化、後継者不足、鳥
獣害を要因に荒廃農が増加。

取組のきっかけ

○地区内農地の荒廃状況を
憂い、荒廃農地撲滅を目指
し、本業勤務の傍ら再生や
保全管理活動を開始。

取組の効果

○地区内で草刈りなどの保
全管理を実施する者が現れ
始めた。

○荒廃農地の再生以外にも、
竹藪伐採など地域の環境保
全に取り組んだ結果、鳥獣
害の減少等の効果が見られ
た。

目指すべき姿

○本業を定年退職後に認
定農業者となり、地域の
担い手として、更に規模
拡大を目指す。

○地域の農業振興を目指
し、新規作物導入や六次
産業化にも取り組む。

具体的な取組

○父親の農業経営規模拡大を
見据え、実家の果樹園の隣接
地等を再生し、ミカンやクリ
を栽培。

○収穫後は直売所、ＪＡへ出
荷。
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地域資源である椿の作付け推進による、荒廃農地の解消と発生防止
（長崎県五島市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 4,800ha
（田1,480ha 畑3,330ha）
・荒廃農地面積 479ha
（田186ha 畑293ha）

・農業産出額
804千万円

・主要農産物
ブロッコリー、キュウリ
※五島市わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（長崎県五島市）

現状・課題

○畑作を中心に、肉用牛、
葉たばこを主に栽培。

○高齢化、担い手不足、
自然災害等により荒廃農
地が増加。

取組のきっかけ

○古くから椿油が生産され
てきたことを活かし、椿の
作付面積拡大による椿油増
産と荒廃農地再生を目的と
して、市単独事業を予算措
置。

取組の効果

○荒廃が懸念されていた農
地、荒廃農地の再生により
累計で約67haで椿を植栽。

目指すべき姿

○椿油の需要に応えるた
め、生産量安定を目的に
更に作付けを推進。

具体的な取組

○市単独事業「遊休農地解消
対策事業（椿植栽）」に取り
組む者を公募し、取組主体が
荒廃農地を再生利用する場合
の作業経費等を支援。

○収穫後は地元搾油所に出荷
して椿油に精油。
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飼料用トウモロコシの作付けによる荒廃農地解消
（熊本県錦町）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 1,710ha
（田1,350ha 畑364ha）
・荒廃農地面積 7ha
（田4ha 畑3ha）

・農業産出額
1,153千万円

・主要農産物
米、なし、肉用牛
※錦町わがマチ・わがムラ（統
計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（熊本県錦町）

現状・課題

○畜産と果樹栽培が中心。

○高齢化、後継者不足によ
り荒廃農地が増加。

取組のきっかけ

○地元建設会社が公共事業
需要減少に対応するため、
新たに飼料用作物の農作業
受託を行う法人を設立。

○自社栽培用に荒廃農地を
借り受けて再生利用。

取組の効果

○累計で３haもの荒廃農地を再
生利用。

○再生利用や作業受託依頼が増
加し、再生利用と発生防止に貢
献。

○景観向上、鳥獣害減少。

目指すべき姿

○更なる栽培面積の拡大。

具体的な取組

○荒廃農地所有者から再生利
用の要望を受け、再生作業と
作付けを実施。

○自社栽培による飼料作物は
県内の畜産（酪農）農家に販
売。
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ソバの作付けによる荒廃農地の解消
（大分県豊後高田市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,020ha
（田1,800ha 畑1,210ha）
・荒廃農地面積 52ha
（田17ha 畑35ha）

・農業産出額
1,258千万円

・主要農産物
米、ねぎ、小麦
※豊後高田市わがマチ・わがム
ラ（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（大分県豊後高田市）

現状・課題

○米、白ネギ、畜産を中心
に園芸作物やソバ栽培が盛
ん。

○高齢化、後継者不足によ
り荒廃農地が増加。

○タバコ需要の低下に伴う
タバコ畑の荒廃

取組のきっかけ

○地区内の農地を守ること
を目的に農作業受託組織が
設立され、その後「(農)グ
リーンファーム畑として法
人化。

○市振興作物であるソバ栽
培による荒廃農地解消開始。

取組の効果

○累計で約３haもの荒廃農
地を再生利用。

○再生利用以外にも保全管理
(センチピードグラス定植に
よる畦畔管理)にも取り組ん
でおり、地区内の荒廃農地発
生や再生利用に貢献。

目指すべき姿

○連作障害対策を目的と
した新規導入作物の検討。

○六次産業化による地域
の活性化。

○行政等、関係機関と一
体となった圃場整備によ
る担い手確保に向けた取
組検討。

具体的な取組

○地元建設業者から重機を
リースで借り受け、グリーン
ファーム畑のオペレーターが
再生作業実施。

○再生後はソバを作付けし、
地元のソバ生産組合に出荷。
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飼料用作物の作付けによる荒廃農地の解消
（宮崎県高原町）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 2,200ha
（田916ha 畑1,280ha）
・荒廃農地面積 45ha
（田12ha 畑32ha）

・農業産出額
694千万円

・主要農産物
米、肉用牛、甘藷
※高原町わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（宮崎県高原町）

現状・課題

○高原町内でも畜産が盛ん
な地域であり、飼料畑が多
い。

○高齢化や後継者不足によ
り荒廃農地が増加。

取組のきっかけ

○後継者が出来たため規模
拡大を検討開始。

○肉用牛増産に必要な飼料
畑の不足。

取組の効果

○良好な栽培状況等による荒廃
農地所有者からの依頼増加や地
区外農家からの依頼により、荒
廃農地再生利用に貢献。

目指すべき姿

○肉用牛肥育頭数の拡大、
飼料用畑の集積推進。

具体的な取組

○道路設置状況や規模等、一
定の要件を満たす農地を選定
し再生。飼料用作物を作付け。

○収穫した飼料用作物は全量
自家用飼料に供する。

○農地情報や所有者情報、所
有者との交渉に農業委員会が
積極的に関与。
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規模拡大に伴い、畜産農家が荒廃農地を再生し自家用飼料を作付
（鹿児島県志布志市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 6,610ha
（田1,530ha 畑5,090ha）
・荒廃農地面積 236ha
（田105ha 畑131ha）

・農業産出額
3,919千万円

・主要農産物
甘藷、茶、肉用牛
※志布志市わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状
況に関する調査におけるA分類
（平成29年）

（鹿児島県志布志市）

現状・課題

○茶、甘藷、飼料作物等が
中心。

○高齢化、後継者不足によ
り荒廃農地が増加。

取組のきっかけ

○肉用牛の規模拡大を検討
していたが、飼料畑が不足。

○市単独事業の存在。

取組の効果

○自己の規模拡大と経営安定に
繋がった。

目指すべき姿

○労働力確保による規模
拡大。

○現時点では後継者が確
保出来ておらず、現状維
持とせざる得ない状況。

具体的な取組

○市単独事業「よみがえる農
地復元対策事業」を活用する
ため、地権者と５年以上の利
用権設定契約を締結。

○再生に重機が必要な場合は、
作業を地元建設業者に委託。

○作業経費は市単独事業で一
定額を支援。
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再生面積：約３１ (平成 年末累計) 取組年次：平成２７年～a 30
作付作物：野菜 販路：ＪＡ、直売施設、道の駅

:活用した事業

荒廃農地等利活用促進交付金事業

(農林水産省所管事業、再生作業等に活用)

【福岡県うきは市小塩・真美野地区】

実証栽培圃場との一体利用を目的として、隣接した荒廃農地を再生

した取組

主な取組主体： 株）うきはレインボーファーム（

再生された農地の状況

○概要

ＪＡと市の共同出資で設立された法人が、隣接した農地と一体的に実証圃場

として供するために、荒廃農地を再生利用。
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小塩・真美野地区は耳納北麓に位置し、米や柿、ブドウ、梨など果樹が主に栽培さ

れている。

近年は高齢化による担い手不足、鳥獣被害により荒廃農地が発生し、市内の他の地

域よりも荒廃農地が増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

27株式会社レインボーファームは、平成

年６月に、ＪＡにじとうきは市の共同出資
．． ．．．

で設立された農業生産法人である。主にト

マト栽培による農業経営を行いながら新規

就農希望者を受入れ、栽培技術習得や就農

に向けた経営計画策定等を内容とした研修

を行っており、平成 年末の時点で４名が30
研修を修了、トマト栽培農家として就農し

ている。

これらと併せて、荒廃農地対策や鳥獣被害対

策等の中山間地域の農業振興にも取り組んでい

る。

(２)対象用地の選定

平成 年、真美野地区において地域に適合した作物の実証栽培等を行うことを目27
的として、 の農地を新たに借り受けたが、隣接する農地が荒廃していたことか1.7ha
ら、これを再生し一体的に実証栽培圃場として活用することとなった。中山間地域の

荒廃地対策の一環として取り組んだ面もある。

(３)土地利用調整の経過

隣接した荒廃農地の所有者に対しては （株）レインボーファーム代表の高浪氏自、

らが、借り受けと再生利用について調整を行った。再生して農地として活用される

ことから、所有者の了解もスムーズに得られた。

平成 年以降、これ以外の荒廃農地の再生利用を行っているが、取り組む際は利27
用権設定により対応している。

(４)再生作業

平成 年の取り組みの際は、柿園が荒廃したものであったため、再生には伐採、抜27
根が必要であり、多くの時間と労力、経費を要する状況にあった。

このため 「荒廃農地利活用交付金」を活用し、伐採、抜根、造成等を中心とした、

再生作業を、地元土木業者に委託することにより対応することとなった。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材に応じていただいた(株)レインボーフ

ァーム代表の高浪眞次さん
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(５)作付け指導

（株）レインボーファームには、中山間地域の農業振興業務を担当する職員として

地元の果樹農家が配置されており、本実証圃場の作付等に関する管理はこの職員が対

応している。

ただし、実証圃場には果樹以外の作物が栽培されることとなったため、新たに県普

及指導センターやＪＡにじの指導を受けている。

それ以外にも、新規導入作物の栽培については、普及センターやＪＡの指導を

受けている。

(６)現在の状況

再生した実証圃場 にはブロッコリー等の野菜が作付けされることとなった。31a
真美野地区では、実証圃場として借り受けた農地以外に、約２ の農地を借り受ha

けており、従来からここで栽培されていた柿やぶどう、キウイなど果樹が引き続き作

付けされている。

また、鳥獣害対策としてワイヤーメッシュを新たに設置されることとなっ

たが、目隠しシートをワイヤーメッシュに巻いて、その効果の実証試験も

実施されている。

(７)販路確保

収穫された果物は の共販へ出荷するが、規格外のものや野菜は近隣の直売施設JA
である「耳納の里」や「道の駅うきは」で販売している。

年末の段階で、累計で約 の荒廃農地を再生することとなった。再生利用以30 31a
外にも、荒廃が懸念される農地をレインボーファームが引き受け、引き続き栽培して

いくことにより、鳥獣被害対策、実証栽培等の取り組みと併せて、荒廃農地の発生防

止に繋がっている。

３．取組の効果

再生作業後再生作業前
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レインボーファームでは通常の農作物栽培の他に、中山間地域の農業振興を目的と

して、約２ｈａの農地を活用した実証栽培、イベント等の農業体験などの活動を行っ

ているが、これに必要な労働力が不足していることが課題となっている。

このため、将来的に果樹等の永年作物は、新規就農者等へ栽培を引継いでいきたい

と考えている。また、実証圃場の作物の栽培結果を検証し、地域の振興作物として広

げていくこととも検討されている。

これ以外にも、 年 月 に は 福 祉 関 係 の 事 業 所 と 連 携 し た 高 菜 の 植29 11
栽 体 験 、 農福連携や農業体験等の取組を実施するなど、活動は多岐に亘っている。

○問い合わせ先

0946-75-4975うきは市農林振興課 ℡：

４．今後の課題・方針
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再生面積：約 (平成 年末累計) 取組年次：平成２４年～1.5ha 30
作付作物：ミカン、クリ 販路：ＪＡ、直売所

:活用した事業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(農林水産省所管事業、再生作業等に活用)

【佐賀県小城市原田地区】

地区内の環境整備を契機に、荒廃した果樹園の再生利用も開始した取組

主な取組主体：個人

○概要

家業の果樹園経営を手伝う中で、地区内の荒廃した果樹園を再生利用。景観保全

にも取り組む。

再生後の果樹園の状況
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原田地区は北に秀峰天山を擁する天山山系の穏やかな山並みの麓に位置し、水稲に

加えて、ミカン等の果樹栽培が盛んな地域となっている。

近年は高齢化や後継者不足、鳥獣被害などを要因として荒廃農地が発生している。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である江里口博氏は、本業勤務

の傍ら父親の果樹経営を手伝っていたが、原田地区

内の農地の荒廃状況を憂い、地区内の荒廃農地撲滅

を目指して、再生や保全管理にも取り組み始めた。

当初は維持管理を主眼に始めた取り組みではあっ

たが、父親の農業経営の規模拡大も見据え、荒廃し

た果樹園の再生利用によるミカンやクリ栽培も開始

することとなった。

(２)対象用地の選定

果樹園として再生する場合は、再生後の農作業効率を考慮し、父親の果樹園に隣接

した土地が選定されている。なお、地区内の環境整備面を重視し、隣接地以外でも再

生に取り組む場合が少なくない。

(３)土地利用調整の経過

江里口氏は原田地区内に居住しており、土地所有者も地区内に居住していることが

多いため、再生する場合は氏が直接交渉を行っている。所有者の多くは荒廃させたこ

とに負い目を感じていることが多く、氏が集落の役員をしていたこともあり、了承は

得やすい。

(４)再生作業

原田地区は過去に樹園地として整備された地区であるため、再生作業は比較的容易

なことが多いが、重機が必要になることもある。このような場合は地元の建設業者に

作業委託を行う。

再生作業には耕作放棄地再生利用緊急対策交付金(現･荒廃農地利活用交付金)が活用

されているが、小城市の追加支援があり、費用負担は更に軽減される。

なお、中山間地域で課題となる急傾斜地除草作業の手法を検討するため、羊の放牧

による除草効果の実証実験が行われている。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材に応じていただいた江里口

博さん
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(５)作付け指導

再生後にミカンを作付けする場合、江里口氏は台木として矮性台木である「ヒリュ

ウ」を使用している。柑橘類の台木として使用した場合、木がコンパクトになり、さ

らに糖度も向上するため、これを利用することとなった。

また、主幹形仕立ての栽培(主幹形栽培)とすることで、作業が容易な樹形での栽培

に取り組んでいる。

主幹形栽培は、広島県立総合技術研究所農業技術センターが平成３年に早生温州を

対象に考案した栽培方法であるが、地区内では初の試みであった。また、ヒリュウを

、 、台木とする場合 適切な管理をしないと樹冠の拡大が遅れる等の問題も見られるため

植え付け時から綿密な管理が必要である。

このため、佐賀県農業改良普及センターに技術指導を仰ぎながら取り組むこととな

った。当初は苗木栽培に失敗するなどの苦労があったが、普及員や農業委員会の支援

もあり、課題はほぼ克服されている。

(６)現在の状況

平成 年から取り組みが始まり、これまで累計で約 荒廃農地が再生され、24 1.5ha
ミカンやクリが作付けされている。

なお、 のうち は交付金を活用しておらず、自己負担で再生されたもの1.5ha 0.5ha

再生作業前 再生作業後

(左の写真の地区を上空から撮影)

栽培風景(主幹形栽培) 羊の放牧による除草効果の実証実験
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である。

(７)販路確保

ミカンは地元ＪＡを通じた系統出荷、クリは地元の農産物直売所「ほたるの郷」へ

出荷されている。

江里口氏の取組開始後に、荒廃が懸念される農地で草刈りなどの管理を始めたり、

荒廃した水田の所有者が再生利用を始めるといった動きが出てくるなど、地区内の荒

廃農地の発生防止や再生促進に貢献している。

また、荒廃農地の再生に限らず、環境整備面から竹藪の伐採などにも取り組んだ結

果、高齢者が改植を始める、鳥獣害が減少するといった副次的な効果もあり、地区内

の雰囲気向上が実感されている。

江里口氏は、今後本業を定年退職後に認定農業者となる予定であり、地域の担い手

として期待されていることから、更に規模拡大を進めていく方針である。規模拡大に

際して農地中間管理機構の活用も予定している。

また、規模拡大を進める中で、ミカンやクリ以外にもスモモ栽培や、水田裏作とし

て麦の作付け開始も検討されており、将来的には地域の農業振興を目指して六次産業

化にも取り組むこととしている。

これまで再生利用に活用してきた交付金が、 年度限りで廃止されるため、他の交30
付金や事業活用の検討が課題となっている。ただし、活用出来る事業がなければ自力

で再生利用を進めていきたい、との強い意志が氏にはある。

○問い合わせ先

0952-37-6126小城市農業委員会 ℡：

３．取組の効果

４．今後の課題・方針
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再生面積：約 (平成 年末累計) 取組年次：平成２０年～67ha 30
作付作物：椿 販路：市内搾油所

:活用した事業

椿植栽推進事業

(五島市単独事業、再生や植栽作業等に活用)

【長崎県五島市】

地域資源である椿の作付け推進による、荒廃農地の解消と発生防止

に向けた取組

主な取組主体：五島市

荒廃農地再生後の栽培風景

○概要

市の特産品である椿の植栽推進により、荒廃農地の再生や発生防止を実施。

収穫された実から搾油される椿油による産業振興にも取り組む。
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五島市は九州の最西端、長崎県の西方海上約 に位置している。耕地に占める100km
水田率は約 ％と低く、農業は畑作中心の農業経営形態で、肉用牛、葉たばこ、米が30
主流となっている。

近年は温暖な気候を生かして、ブロッコリー、高菜、アスパラガス、レタス、スナ

ップえんどう、中玉トマト等の産地化を進められている。

農業者や農村地域全体の高齢化等による担い手や後継者不足、生産コスト増大や価

格低迷及び自然災害や有害鳥獣による被害が荒廃農地の主な発生要因となっている。

(１)取組が開始された背景

五島市は椿の自生種が約 万本もあることから、440
古くから椿の実の採取が行われ、椿油が生産されて

きた。

このような背景もあり、平成 年から、さらなる20
増産と荒廃農地の解消を目的として、五島市の単独

事業である遊休農地解消対策事業（椿植栽）補助金

が予算措置されることとなった。

(２)対象用地の選定

毎年９月、本事業の取り組み希望者を市が公募する。募集の結果、再生利用と椿の

植栽を希望する者が市役所に相談に来る。用地選定は希望者が行った上で相談するこ

ととなるが、土地所有者が自己の荒廃農地を再生して植栽に取り組むことが多い。

相談を受け付けた後は、植栽を希望する者と市職員とで現地確認を行い、水はけな

どから椿栽培の適地と判断されれば、希望者に事業の本申請をしてもらい、再生と植

栽作業、補助金の交付申請を行うこととなる。

(３)土地利用調整の経過

所有者以外の者が取り組みを希望する場合、所有者との間でトラブルにならないよ

うに職員が配慮している。

具体的には、取り組み対象地が相続未登記の場合は、土地選定の再検討を促す、共

、 、 。有地となっている場合は 共有者の同意状況を職員が確認する といったものである

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材を受けていただいた五島市役所

農林整備課の大坪頼美さん
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(４)再生作業

事業の取組主体によって作業形態

は異なり、人を雇って重機を使用し

て再生する者、自ら再生作業を行う

者など様々である。

なお、再生作業に要する経費は市

単独事業で補填される。

(５)作付け指導

植栽に際しての簡単な相談は市役所で対応する。長崎県農業技術（森林部門）セン

ターの職員が年に数回は五島市を訪れ、相談対応に必要な技術を市職員に指導してい

る。

市で対応が困難な場合は、農林技術開発センター研究員に対応を依頼したり、市内

で椿栽培活動を行っている 法人が相談を受けることもある。過去に事業に取り組NPO
んだ者を呼んで植栽講座を行うこともある。

(６)現在の状況

平成 年の取組当初は、荒廃農地 が再生され約２万本の椿が植栽された。20 20ha
「 」 、平成 年には 椿による五島列島活性化特区 を新上五島町と長崎県と共に申請し24

平成 年には特区認定を受けることとなった。25
平成 年以降は、植栽後５年間は維持管理状況報告を取組主体に義務づけており、27

市職員が現地確認を行っている。

、 、 、このような取組の結果 平成 年末の段階で 累計で荒廃農地が約 再生され30 67ha
約 万本もの椿が植栽されている。6.7

(７)販路確保

収穫された椿の実は、取組主体が市内の精油所に出荷し搾油される。精油所から化

粧品などの加工業者に販売されるものもある。

近年では、椿の実の加工以外に椿の葉を使った茶や木の幹を加工した食器もある。

また、特産品の五島うどんに椿油を塗り込むことにより、良好なのどごしが図られる

など、その用途は多岐に亘っている。

本取組により荒廃農地発生防止と再生利用が促進され、荒廃農地化が懸念されてい

た農地を含め、累計で約 が椿の植栽に供されている。67ha
本取組をみて、離農を検討している農家や荒廃農地を所有している農家などから再

３．取組の効果

再生作業後の栽培風景
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生利用の相談が市に来ることもあり、再生後には所有者から大変感謝されている。

また、他県の自治体から「荒廃農地を再生して椿を作付けをしたいがどうすればよ

いか」といった照会、企業からの椿油を原料とした加工品に関する問合せも増加して

いる。

近年では荒廃農地の再生利用だけではなく、椿の良さをより多くの消費者に伝える

ために毎年椿祭りを開催、 年には五島市で国際椿会議･全国椿サミットを開催す2020
るなど、椿栽培の普及に大きく貢献している。

椿油の生産量は東京都と首位の座を争っており、 五島市は過去 年間で４度日本10
一の生産量となった。今後も作付け推進の方針であるが、作業環境の未整備、採取者

の高齢化、相続未登記等の問題、豊凶の差が大きいため生産量が安定しないといった

課題もある。

また、椿は植栽から収穫まで約 年を要するうえに、収穫･皮むき等の作業時間や10
労力に比較して収入が少なく、採算の面も課題となっている。

○問い合わせ先

0959-88-9533五島市農林水産部農林整備課 ℡：

４．今後の課題・方針
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再生面積：約 (平成 年度末累計) 取組年次：平成２１年～3ha 30
作付作物：飼料用トウモロコシ 販路：県内酪農家

:活用した事業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金、荒廃農地等利活用促進交付金

(農林水産省所管事業、再生作業等に活用)

【熊本県錦町一武地区他】

飼料用トウモロコシの作付けによる荒廃農地解消の取組

主な取組主体： 株）興陽農援（

再生作業後の状況

○概要

建設会社が新たに法人を設立して農業参入。飼料用作物の作業受託面積を拡大す

る中で、荒廃農地の再生利用により飼料用トウモロコシの作付けを開始。
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錦町は、畜産と果樹栽培が盛んな地域であるが、近年は、農業者の高齢化や後継者

不足により一部の圃場では荒廃農地が増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

錦町内の建設会社「 株）興陽建設」では、（

平成 年以降の公共事業需要減少に対応する17
ため、新たな分野への進出が検討されていた。

そのような中、社長の知人の勧めで農作業受

託の話が持ち上がり、平成 年に(株)興陽農21
、 、援が設立され 飼料作物(飼料用トウモロコシ

飼料用稲)の農作業受託が始まった。

栽培受託面積拡大を進める中、自社栽培に

よる作付けも開始し、荒廃農地の再生利用に

取り組むこととなった。

(２)対象用地の選定

作業効率の面から、段差が無く１筆で広い面積を有すること等の条件を基に、用地

選定を行っている。トウモロコシを作付けする場合は、水はけが良好であることも重

要である。

(３)土地利用調整の経過

荒廃農地の再生利用は土地を借り受けて行っ

ている。所有者から借りて欲しいとの要望が来

ることが多いため、交渉はスムーズに進んでい

る。

法人設立当初は、近隣市町村の酪農家 軒を140
回り、パンフレットを配布して営業活動を行う

などの苦労もあったが、作業状況が良好なこと

もあり、口伝えで依頼件数が増加することとな

った。

(４)再生作業

再生に抜根等の土木作業を要する場合は、(株)興陽建設に作業を委託する。それ以

外の場合は、(株)興陽農援の従業員が自ら再生作業を行うことが多い。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材に応じていただいた

(株)興陽農援代表取締役 久留一雄さん

再生され播種を待つ農地
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(５)作付指導

(株)興陽農援の代表取締役の実家は農家であったが、飼料用トウモロコシの栽培経

験はなかった。このため、栽培については酪農家に指導を受け、農業機械の操作につ

いては農機具メーカ－のヤンマーアグリジャパンに指導を受けることとなった。

(６)現在の状況

平成 年末の時点で、自社栽培面積は約８ となっているが、このうち約３ は30 ha ha
21 61ha荒廃農地の再生利用によるものである 農作業受託面積は平成 年の参入時点で。

であったが、現在は を超えており、荒廃農地の発生防止に繋がっている。340ha
近年は、畜産(酪農)農家の高齢化や後継者不足による廃業、繁殖農家への転換があ

り、飼料用トウモロコシの作業受託面積自体は減少しつつある。ただし、繁殖農家の

減少率は低く、また、地域で飼料用稲の作付が広く普及していることから、飼料用稲

の刈り取り受託面積は増加傾向にある。

(７)販路確保

自社栽培による飼料用作物は、知人の酪農家の紹介により販路が確保され、現在熊

本県内の酪農家に毎月出荷されている。

再生作業前 再生作業中

再生作業後 飼料用トウモロコシの収穫風景
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、「 」「 」再生作業を行った農地の近隣住民からは 景観が良くなった 鳥獣害が減少した

といった喜びの声が出ている。また、近隣の高齢農家から「農作業が難しくなったの

で農地を利用してほしい」との依頼も増加しており、(株)興陽農援の取組が地域の荒

廃農地の発生防止や再生利用に大きく貢献している。

錦町内の農地は山林に近接していることが多く、鳥獣害が多数発生している。特に

、 、 、イノシシ 鹿の被害が多く トウモロコシの新芽を食い荒らされ全滅した圃場もあり

早急に電柵やネットの設置が必要となっている。

このような課題はあるが、(株)興陽農援は畜産業の支援も見据えて設立したもので

あり、今後も栽培面積は拡大する方針となっている。

○問い合わせ先

0966-38-4948錦町農林振興課 ℡：

３．取組の効果

４．今後の課題・方針
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再生面積：約３ ha (平成 30年末累計) 取組年次：平成２２年～

作付作物：そば 販路：豊後高田そば生産組合

活用した事業:
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金･荒廃農地等利活用促進交付金

(農林水産省所管事業、再生作業等に活用)

【大分県豊後高田市畑地区他】

ソバの作付けによる荒廃農地の解消の取組

主な取組主体：農事組合法人グリーンファーム畑

平成 29年の本村地区再生作業の様子

○概要

市の振興作物であるソバの作付けを中心に、地区内外の荒廃農地を再生利用。

加工所の設置により六次産業化にも取り組む。
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豊後高田市は大分県北東部、国東半島の西側に位置しており、米・白葱・畜産を中

心に園芸品目(野菜・花き)や蕎麦・椎茸の栽培も盛んであり、特に白葱は西日本有数、

春蕎麦は日本一の産地となっている。荒廃農地については、農業従事者の高齢化、後

継者不足等により荒廃農地が増加している。本事例の畑地区では、タバコ需要の低下

に伴い、タバコ畑を中心に荒廃農地が増加傾向にあった。

(１)取組が開始された背景

平成 18 年に畑地区の住民が集落内の農地を守る

ことを目的として、麦、ソバの農作業受託組織とし

て「畑営農組合」を設立した。その後、地区内の担

い手８名が発起人となり、水稲を含めて農地･作業･

経営を一元化し、将来に向けて安定的な経営を行う

ため、（農）グリーンファーム畑として平成 22 年に

法人化されることとなった。

市の振興作物であるソバの作付面積拡大等による

荒廃農地解消の他、鳥獣害対策の推進など荒廃農地

発生防止に繋がる取り組みも行われている。

(２)対象用地の選定

ソバ栽培には、排水と日当たりの良好な土地が適しているため、これらの条件を満

たした土地が選定される。

平成 18年にソバの栽培を開始して以降、順調に作付け面積の拡大が進められてきた

が、近年は連作障害に悩まされることも多くなったため、平成 29年には新たに畑地区

近隣の本村地区の荒廃農地約 3,000㎡が再生されることとなった。

(３)土地利用調整の経過

29 年の再生の際は、所有者が集落内(本村地区)に居住していたため、早田代表が自

ら交渉を行い、土地の借受と再生利用の同意を得た。

29年以前の再生の際も、早田代表自らが交渉を行っている。

(４)再生作業

地元建設会社から重機をリースで借り受け、法人のオペレーターがが再生作業を行

っている。29 年に再生された荒廃農地は 3,000 ㎡弱であるが、農地の一部が竹林化し

ていたこと、進入路がなく重機を圃場に持ち込むために手間を要したため再生作業完

了まで２ヶ月程度を要することとなった。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材に応じていただいた（農）グリ

ーンファーム畑代表の早田孝伸さん
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(５)作付け指導

作業受託組織として設立された平成 18 年当時からソバ栽培に取り組んでおり、10
年以上の栽培実績があるが、現在でも必要に応じて、加入組織である豊後高田そば生

産組合に栽培指導を仰いでいる。

また、県の技術指導員や市の指導員も定期的に栽培指導を行っている。

(６)現在の状況

平成 22年の法人化以降、市の振興作物であるソバの作付けを中心として再生利用を

行っており、累計で約３ haの荒廃農地が解消されることとなった。

(７)販路確保

収穫されたソバ、ナタネは、全量加入組織である豊後高田そば生産組合に出荷され

ている。

地域からの農地管理の要望に応え、経営規模の拡大に必要な荒廃農地の再生利用や、

保全管理を進めている。保全管理面では、雑草抑制のためセンチビードグラスを植え

付けし、畦畔管理にも取り組んでいる。このような活動に対して畑地区内の農地が守

ってもらえるとの感謝の声が地区内外の住民から出ている。

３．取組の効果

再生前 再生作業後
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連作障害対策のため、ソバ以外にもハト麦やナタネの栽培も試験的に導入を開始し

ており、平成 28年には農産物の高付加価値化や６次産業化に取り組むことで、地域の

活性化を図るため、県の補助事業を活用して新たに加工所を建設した。この加工所で

は、女性を中心とした加工部門「はたむすめ」が加工事業に取り組み、かきもちや白

餅、干しニンジンなどの乾燥野菜の製造を開始するなど、荒廃農地の再生利用だけで

なく、地域の活性化や農家所得の向上に寄与している。また、学校給食用の野菜とし

て園芸作物の作付けも開始した。

グリーンファーム畑は集落営農に取り組むであるが、地域内外の離農農家が年々増

えており管理面積が増加している。また、未整備の農地もあることから、維持してい

くためには、行政等と一体となってほ場の整備を行い、担い手が耕作しやすい環境を

整えることが必要である。

○問い合わせ先

農事組合法人グリーンファーム畑 ℡：0978-25-4801

４．今後の課題・方針
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再生面積：約４ (平成 ) 取組年次：平成２３年～ha 30 年末累計

作付作物：飼料用作物 販路：－(自家用飼料)

:活用した事業

－

(自己資金による再生)

【宮崎県高原町後川内地区他】

飼料用作物の作付けによる荒廃農地の解消の取組

主な取組主体：畜産農家(個人)

再生作業の状況

○概要

規模拡大に伴う飼料増産のため、畜産農家が近隣の荒廃農地を飼料畑として再生

利用。

-28-



高原町後川内地区は、町内でも畜産が盛んな地域であり、多くの飼料畑があるが、

近年は、農業者の高齢化や後継者不足により荒廃農地が増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である小久保強氏

は高原町内の畜産農家である。 年前10
に後継者が出来たことから、肉用牛の

増産を検討することとなったが、これ

に必要な飼料畑が不足していた。

平成 年に地元ＪＡや農業委員会に23
相談したところ、小久保氏が所有する

、飼料畑の近くに荒廃農地があったため

これを再生して飼料畑として利用する

こととなった。地区内農地の荒廃を食

い止めたいとの氏の思いや、農業委員

会の要請も再生に取り組む大きな要因

となった。

(２)対象用地の選定

作業効率の面から、ある程度まとまった面積を有していること、広い道路に接して

いること、日陰に係る面積が少ないことなどの条件を基に、対象農地の選定を行って

いる。位置選定に必要な情報は農業委員会がすぐに提供してくれるなど、取組には農

業委員会が積極的に関わっている。

(３)土地利用調整の経過

所有者との交渉は農業委員会立ち会いの下で

小久保氏が行っている。

所有者と相対で交渉すると警戒されることも

あるが、公的機関である農業委員会の職員が同

席することで所有者にも信頼してもらえるとの

メリットを感じている。農業委員会の協力もあ

り、再生後に所有者とトラブルになったことは

ない。

(４)再生作業

小久保氏が所有する農業用機械を活用し、再生作業を行うことが多い。表面の刈り

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

再生され播種を待つ農地

取材に応じていただいた小久保強さんと

高原町農業委員会の留山主事
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払い作業などは比較的短時間で終わる。ただし、再生作業後に圃場に残留する雑草の

種子対策に必要な、天地返し等の土壌改良作業に時間を要することが多い。

(５)作付け指導

平成 年の就農当時は、親やＪＡからの栽培指導に加えて、先進地の視察を行うな7
ど研鑽に努めた。

(６)現在の状況

後継者が出来たこともあり、２ から始まった飼料作物栽培も、約９ まで栽培ha ha
面積が増加している。そのうち約４ もの面積が、荒廃農地の再生によるものとなっha
ている。

(７)販路確保

全量が自家用飼料に供されるため、販売は行っていない。

良好な栽培状況により、所有者も安心して農地を任せている。小久保氏の取組を見

て地区外の農家から声がかかることもあるなど、地域の荒廃農地の再生利用や発生防

止に大きく貢献している。

３．取組の効果

再生前 再生作業中

再生作業後
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後継者が確保出来たこともあり、飼養頭数の拡大や飼料用畑の集積を今後更に進め

ていく方針となっている。

規模拡大のために農業機械を高性能なものに更新していきたいが、機械導入に活用

可能な補助事業の要件を満たすことが難しくなっている。

飼料用トウモロコシの新芽が食い荒らされた圃場もあり、鳥獣害対策も課題となっ

ている。

○問い合わせ先

0984-42-5134高原町農業委員会事務局 ℡：

４．今後の課題・方針
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再生面積：６５ (平成 年時点累計) 取組年次：平成２７年～a 30
作付作物：飼料用作物 販路：自家用飼料として利用

:活用した事業

よみがえる農地復元対策事業

(志布志市単独事業 再生作業等に活用)、

【鹿児島県志布志市野神地区】

規模拡大に伴い、畜産農家が荒廃農地を再生し自家用飼料を作付した取組

主な取組主体：畜産農家(個人)

再生された農地での栽培状況

○概要

志布志市単独事業「よみがえる農地復元対策事業」を活用し、平成２７年以降荒

廃農地を再生し飼料作物を作付。
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志布志市有明町野神地区は市東部に位置しており、茶、甘藷、飼料作物等が主な作

物となっている。

近年は農家の高齢化、後継者の不足等により荒廃農地が発生、増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である草清義和氏は、野神地区で主に肉用牛の肥育を営む畜産農

家である。平成 年当時、肉用牛生産の規模拡大に着手していたが、自家用の飼料を27
栽培する畑が不足していた。このような折り、平成 年に予算措置された志布志市市21
単独事業「よみがえる農地復元対策事業」の存在を知ることとなり、荒廃農地を再生

し飼料作物栽培に取り組むこととなった。

(２)対象用地の選定

、 。かつて肉用牛生産を行っていた 草清氏の親族が利用していた飼料畑が選定された

畜舎から直線距離で約 Ｋｍ程度と利便性は良好であったが、当時親族は既に亡く1.7
なっており、後継者もなく荒廃農地となっていたため、再生作業が必要であった。

この土地は農振農用地区域外に位置していたが、市単独事業は農用地区域外農地を

補助対象としていたことも、この土地を再生利用する後押しとなった。

(３)土地利用調整の経過

事業要件として、再生利用者は地権者と 年5
以上の利用権設定が必要となっているため、利

用権設定を受けて再生作業を開始することとな

。 、った 利用権設定に際しての所有者との調整は

所有者が親族であったこともあり、順調に進ん

だ。

(４)再生作業

荒廃が進行しており、再生には伐採、抜根、造成等の作業を要したため、再生作業

は地元建設業者に委託することとなった。作業委託費のうち一定額は市単独事業で補

助されている。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

再生され播種を待つ農地
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(５)作付け指導

草清氏自身が畜産農家であり、これまでも自家用に飼料用作物の作付けしてきた

こともあり、作付指導等は受けていない。

(６)現在の状況

平成 年以降、市単独事業を活用し約 の荒廃農地が再生され、自家用飼料用作27 65a
物が作付けされている。

(７)販路確保

収穫した飼料は全て自己の肉用牛肥育用に供されている。

平成 年には母牛飼養頭数は 頭であったが、再生利用により飼料畑を拡大し増27 64
頭に必要な飼料確保が可能となったため、平成 年には同頭数が 頭となり、規模30 110
拡大と経営安定に繋がることとなった。

再生作業前

再生作業中

再生作業後

３．取組の効果
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後継者確保が課題となっている。このため、更なる規模拡大は困難な状況であり、

当面は現状維持とせざる得ない。

なお、活用された志布志市単独事業は、市の補助事業見直し方針に伴い、平成 年31
度で終了予定である。

本事業終了に伴い、荒廃農地の発生と増加が危惧されるところであり、今後は国や

県事業の活用が検討されている。

○問い合わせ先

志布志市農業委員会事務局 ℡： （代表）099-487-2111

４．今後の課題・方針
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荒廃農地の再生利用等に活用できる平成31年度予算事業

荒廃農地解消に向けた取組を進めるために、農林水産省では目的に応じてい

ろいろな事業を予算措置しています。

取組内容別に主な事業をまとめてみましたので、事業の活用を検討する際に

ご参考ください。

○現状把握に活用できる事業
No.1【機構集積支援事業】

遊休農地の所有者の利用意向調査、所有者不明農地等の権利関係調査、支援内容

農地情報公開システムの維持管理、農業委員及び農地利用最適化推進委

員の資質向上に向けた研修等を支援

農業委員会等対象者･要件等 対象者:

No.2【農地利用最適化交付金】

農地利用の最適化のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極支援内容

的な活動に要する経費を交付

農業委員会等対象者･要件等 対象者:

○荒廃農地の再生に活用できる事業

(１)農地整備と併せて荒廃農地を再生
No.3 【 】国営緊急農地再編整備事業

広域的な農地の大区画化や排水改良を行い、担い手への農地集積を加速支援内容

化するとともに、耕作放棄地の解消・未然防止を図りつつ、産地収益力

等の向上のための生産コスト低減や高収益作物への転換等の地域の取組

を促進

要 件:受益面積400ha以上（基幹事業（区画整理）200ha以上）対象者･要件等

耕作放棄地及び耕作放棄のおそれがある農地が 定割合(10％）

以上

No.4 【 】農業競争力強化農地整備事業

農地の大区画化や排水対策等を実施し、農地中間管理機構による担い手支援内容

への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等を推進

対象者:都道府県、市町村、土地改良区対象者･要件等

（ 、 ）要 件:受益面積20ha以上 中山間地域型 中山間傾斜農地型は10ha以上

担い手への農地利用集積の一定以上増加（耕作放棄地型を除く）

No.5 【 】農地中間管理機構関連農地整備事業

担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、農地中間管理機構が支援内容

、 、借り入れている農地について 農業者の申請・同意・費用負担によらず
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都道府県が実施する基盤整備を推進

対象者:都道府県対象者･要件等

要 件:受益面積10ha以上（中山間地域は5ha以上）

事業施行地域内農用地の全てについて農地中間管理機構が農地中

間管理権を有すること

一定規模連担化していること等

No.6 【 】農山漁村地域整備交付金（農地整備事業）

効率的かつ安定的な農業経営を確保するため、地域農業の展開方向、生支援内容

産基盤の状況等を勘案し、必要な生産基盤及び営農環境の整備と経営体

の育成・支援を一体的に実施

対象者:都道府県、市町村、土地改良区対象者･要件等

要 件:受益面積20ha以上

担い手農地集積率が一定以上増加すること（経営体育成型）

耕作放棄地率が６％以上（耕作放棄地型）

(２)簡易な農地整備と併せて荒廃農地を再生
No.7 【 】農地耕作条件改善事業

農地中間管理事業の重点実施区域等において、農地中間管理機構と連携支援内容

しつつ、担い手への農地集積の推進や高収益作物への転換を図るための

計画策定や基盤整備、営農定着に必要な取組を一括支援

対象者:都道府県、市町村、農地中間管理機構、農業協同組合その他の農対象者･要件等

業者等の組織する団体、農地所有適格法人その他の団体等

要 件:事業費200万円以上

受益者数が農業者２者以上

農振農用地のうち農地中間管理事業の重点実施区域

○放牧による保全管理に活用できる事業
No.8 【 】畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策

放牧、国産濃厚飼料、未利用資源を利用する取組を支援するとともに、支援内容

。有機畜産物生産の普及の取組を支援

・対象者:農業者集団、民間団体対象者･要件等

・要 件:各取組により要件を設定

-37-



○地域での解消や発生防止活動に活用できる事業
No.9 【 】多面的機能支払交付金

農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保支援内容

全活動、植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全といった地域資

源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等を支援

・対 象 者:農業者等の組織する団体対象者･要件等

・対象農用地：農振農用地区域内の農用地、または、地方公共団体が多

面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地

・活 動 期 間：原則5年間

No.10 【 】中山間地域等直接支払交付金

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地支援内容

を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって

農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付

・対象者:集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継対象者･要件等

続する農業者・特定農業法人等

・対象となる地域及び農用地：

地域振興立法等で指定された地域において、傾斜がある等の基

準を満たす農用地
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○各種制度・事業のお問い合わせ先

No. 1 機構集積支援事業

担当：経営・事業支援部農地政策推進課 096-211-9111(内線4451、4983)

No. 2 農地利用最適化交付金

担当：経営・事業支援部農地政策推進課 096-211-9111(内線4487、4983)

No. 3 国営緊急農地再編整備事業

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4781、4777)

No. 4 農業競争力強化農地整備事業

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4781、4783)

No. 5 農地中間管理機構関連農地整備事業

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4781、4783)

No. 6 農山漁村地域整備交付金（農地整備事業）

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4781、4783)

No. 7 農地耕作条件改善事業

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4781、4783)

No. 8 畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策

担当：生産部畜産課 096-211-9111(内線4484、4483)

No. 9 多面的機能支払交付金

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4779、4772)

No.10 中山間地域等直接支払交付金

担当：農村振興部農村計画課 096-211-9111(内線4617、4632)

-39-



農地法に基づく遊休農地の措置

○農地法に基づく遊休農地の措置のお問い合わせ先

経営・事業支援部農地政策推進課 096-211-9111(内線4433、4983)
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○本事例集についてのお問い合わせ先
※各種制度・事業に関するお問い合わせは、Ｐ39～40に記載している担当までお願いします。

九州農政局

〒860-8527熊本市西区春日2丁目10番1号 電話096-211-9111（代表）

農村振興部農村計画課 内線 ４６２６、４６１４
ＦＡＸ ０９６－２１１－９８１２

荒廃農地解消対策に関する各種情報については、

九州農政局のホームページをご覧下さい。
lhttp://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/kousakuhoukiti/top1.html
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