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村が農業者に働きかけ、地域農業の将来にわたっての担い手となる法人を設立
（青森県西目屋村 大秋・白沢地区）

青森県

地域の特徴

・ 西目屋村は、村の93％を山林が占める山間地域に所在
山間農業
・ 村の販売農家数は105戸（60歳以上が８割、７割が１ha未満の小規模経営）
地域
・ 村の農地面積は水田190ha・畑地205ha、主な作物は水稲・そば・大豆・りんご、耕作放棄地は42ha

取組前
○ 農家数の減少・高齢化
・ 村内の販売農家数
Ｈ17：182戸 → Ｈ27：105戸
・ 60歳以上の販売農家の割合
Ｈ17：68％ → Ｈ27：78％
※ 担い手不足はもう目前に迫っている

このままでは
村の農業の将来が危うい

取組内容
○ 農業者の高齢化により将来の担い手不足に危
機感を持った村の担当職員（30歳代）が、村の
農業の持続的担い手として水稲生産組合とそ
ば生産組合を一本化した法人の設立を提案
〈農業者の反応〉

法人化して、うまくやって
いけるのだろうか？

○ 村長の陣頭指揮の下、
村職員が、
・ 村内の生産組合の役員等に対し、会議、打合
せの度に法人化の必要性、メリット、支援措置
などを繰り返し説明（H27.8～H28.8 ８回）
※ 法人化、担い手の明確化の必要性
※ 図面を活用した農地集積・集約化（案）の提案

【従来の対応】
・ 国や県の補助事業を活用し、
農業者・生産組合の要望に随
時対応
・ 水稲生産組合やそば生産組
合が各地域に存在
・ 村出資の第３セクターでそば
や豆腐を製造・加工・販売

・ 法人化に賛同した２組合の構成員全員（約70
人）に対し、２ヶ月掛けて個別相談を実施
※ 村の担当２名で日程調整し、夜間に集会所で相談会を開催

・ 税理士等による法人経理の勉強会開催(H27.11
～H28.3 計３回）
等を行い、農業者の不安を払拭 ! !
○ 村から、ＪＡ、県民局、農地中間管理機構に協
力を求め、４者が考え方を共有して支援
○ ＪＡが法人の経理事務を支援

西目屋村

成果（現状）
【成果】
○ 地域農業の将来にわたっての担い手
として法人を設立《Ｈ28．9》
・ 地区内農地（143ha）の57％(81ha）を農地
中間管理機構を活用して集積・集約、耕
作放棄地の発生も未然防止（7ha）
※ 認定農業者の耕作農地と合わせて、地区
内の担い手への集積率は85％
※ 法人の特定農作業受託も含めた集積面積
は105ha（集積率73%)

・ 地区の農業者１名（40歳代)をオペ
レーターとして専従雇用（将来の法人
の担い手候補）
※ 基幹的な作業はオペレーター１名で実施
（農繁期には地区内の若手をアルバイト雇用）

※ 水田の水管理や道水路の草刈り等は法人内で
役割分担（高齢の構成員が実施）

・ 補助事業を活用しトラクター等導入
※ 法人化、機構活用によりポイント確保

・ Ｒ１年度末に他の村内３地区の生産
組合と合併

【今後の方向】
○ 村１本の集落営農法人として、農業の
ほか地域貢献活動についても取り組む
予定

農業者団体等で構成する「活性化協議会」が先導し一集落一農場を推進
（青森県外ヶ浜町 蟹田南沢地区）
地域の特徴

・ 外ヶ浜町は、総面積の約９割が山林で、集落と農地は海岸線や河川の流域に点在
・ 町の総農家数は176戸（販売農家数 59戸 うち60歳以上が８割、自給的農家数 117戸）
・ 販売農家が減少する中、活性化協議会が中心となり町内７つの集落営農組織を順次法人化

山間農業
地域

外ヶ浜町

青森県

取組前

取組内容

成果（現状）

○ 農家数の減少・高齢化(旧蟹田町)

○ 集落営農の代表でもある活性化協議会会長
自ら地区農業者へ機会あるごとに働き掛け、継
続的な話合いを実施
・ 町内の他地区の先行事例を参考に、基盤整
備事業への取組を提案

【成果】
○ 機構事業と基盤整備事業を契機
とし集落営農組織を法人化《Ｈ27.１》
・ 基盤整備後の全農地34.8haを耕
作（うち機構活用32.9ha、94.5％）
・ 地域集積協力金、経営体育成
支援事業、農業経営基盤強化準
備金等を活用し、トラクター等の農
業機械を導入
○ 一集落一農場の実現
・ 高齢農業者も法人の営農活動
（草刈り、水路維持等）に参加し、
集落ぐるみでの営農体制を確立
○ 基盤整備による生産性の向上
・ 区画拡大（30～50a）と直播栽培
の相乗効果による作業の効率化
が図られ、作業時間の短縮及び労
働力不足を緩和
【今後の方向】
○ 町内の６法人で設立した広域連
携法人によるライスセンターを核と
した持続的な農業生産を展開

・ 販売農家数
Ｈ17：147戸 → Ｈ27：35戸
・ 60歳以上の販売農家数の割合
Ｈ17：53％ → Ｈ27：83％

○ 基盤整備の遅れ
・ 蟹田南沢地区の水田の区画は10aと
狭小で暗渠排水も未整備

※ 平成19年に一集落一農場を目
指し集落営農組織設立
持続可能な集落営農
の構築が急務
【外ヶ浜町農業・農村活性化協議会】
構成団体の事務受託の他、資材の
共同購入など地域の営農活動を一
元的かつ効率的に支援（H21設立）
・ 構成団体
集落営農法人(6)、営農組合(1)、ほ場
整備組合(1)、集落協定、保全の会(10)
・ 支援団体
JA青森、町、東青地域県民局

※ 南沢地区農地整備事業 H24年度採択

・ 集落営農の法人化と農地の集積・集約化を提
案、話合いに向けた取組を企画立案
※ 集落営農組織役員の自主性・自立性を育てるため、先
行地区の法人代表による講演や、法人化に向けた課題
解決に向けた勉強会を開催（H17～19年５回）
成功事例を提示し、地域農業者自ら考える必要性を意識付け

※ 役員による組合員への説明、相談会開催（H17～18年
５回）
※ 昼夜を問わずに、機構を活用した農地の集積・集約化
及び地域集積協力金等の各種メリット措置の活用に向
け説明会を開催（H18～19年２回）

○ 法人設立後の経営安定に向け普及組織によ
るサポートを実施
・ 作付計画や収支計画の作成支援
・ 水稲乾田Ｖ溝直播栽培導入による、作業の効率化と労
働力不足の緩和を支援
・ にんにく種子（高収益作物）の栽培支援
・ 大豆、そばの刈取り、乾燥調製はＪＡへ委託

基盤整備と機構活用を契機に、担い手を迎え入れ新たな地域農業を目指す
（青森県五戸町 粒ケ谷地地区）

青森県

地域の特徴

・ 五戸川左岸沿いに広がる水稲を主体とした水田地帯。多くの小規模農家が未整備農地を耕作
中間農業
・ 地区の総農家数は51戸（65歳以上が５割、意欲ある農家が減少）
地域
・ 殆どが第２種兼業農家で規模も零細(平均0.6ha)。農業機械も個別に保有しており過剰投資の状況

取組前
○ 農家の高齢化
・ 販売農家数（H28）
51戸（うち65歳以上27戸：53％）
・ 販売農家のうち担い手数（H28）
17戸（うち65歳以上８戸：47％）

○ 基盤整備の遅れ
・ 水田は10aの小区画で農道も狭く、
用排兼用水路で暗渠排水も未整備

○ 耕作放棄地の発生が懸念
・ 農地を貸したいが、未整備で受け
手がいない
地区面積31haのうち約５haが未
作付けで保全管理の状態

・

このままでは耕作放棄地
になるのを待っているだけ！
【従来の対応】
多面的機能支払交付金を活用
し農地の維持活動を実施
（近年は、農家の高齢化に伴い水路の
泥上げや法面の草刈りも大変）

取組内容

五戸町

成果（現状）

○ アンケート調査を行い、将来の農業に危機感
を持った町と土地改良区が連携し、ほ場整備推
進協議会を立ち上げ。基盤整備事業に併せて農
地中間管理事業の活用を目指して地域の話合
いを誘導。
お金を負担してまで基盤
〈農業者の声〉
整備はしたくない！！

【成果】
○ 基盤整備を契機に、人・農地プ
ランによる地域での話合いを進め、
将来の地域農業の姿を明確化

【解決するための取組】
○ 集落座談会を開催し、機構事業や地域で活用
できる地域集積協力金のメリットを粘り強く説明し
た結果、協力金を地元負担金借入の利息分に充
当することで合意。
○ 話合いの場を通じて、農地集積・集約化の対象
とする担い手を、地区外法人と規模拡大志向農
家に決定。機構を活用し権利設定。
○ 機構が「法人」の申請書類を作成、推進協議会
の役員が「出し手・受け手」の申請書類を配布、
町が書類作成をする等、役割を分担。地元役員・
町・機構が連携して事業活用を後押し。
○ 法人経営体は露地野菜で参入。規模拡大によ
る収益増加と、農作業時間の低減を目指す。

○ 水田の区画整理・汎用化により、
稲作から高収益作物への転換を
目指す農家が増加（４名）し、未作
付け地も解消
○ 機構活用により、地区外法人の
経営農地の団地化を実現

※法人借受面積7.5ha、うち高収益作物（大根ほか）7.5ha

※ 担い手の所有農地も含め、機構を活
用し担い手への農地集積・集約化を地
域で合意

※ 7.5ha２団地（3.8ha/１団地）

○ 若い担い手がリーダーとして地
域農業を牽引
※ 農業法人の他、地域の話合いを契機に、
親から経営を引継ぎ新たな担い手へ（１名）

【今後の方向】
○ 地域農業を守るため、地区内外
の担い手等と連携した協業体制
の確立を目指すとともに、若手農
業者の育成に取り組む

ほ場整備実施地区への一貫した支援体制を整備し、法人化及び農地集積を実現
（岩手県 奥州市江刺区 梁川西部・角川原地区）
地域の特徴

・梁川西部・角川原地区(奥州市江刺地域)は、昭和30年代に開拓事業により造成された丘陵な中山間地帯。
・江刺地域の農家の概要 販売農家数2,737戸（60歳以上が7割、5割が1ha未満の耕地面積）
・江刺地域の経営耕地面積は、水田4,682ha、畑地1,042ha、耕作放棄地は600ha

取組内容

取組前

・地区農地の約８割が3-5a区画で不整形。

※支援対象をほ場整備地区に絞込み(担い手育成・生産性向上の絶好の機会)

「いわて農業経営相談ｾﾝﾀｰ」
(H30.4～JA岩手県中央会が主体)

「胆江地方農林業振興協議会」の

「担い手育成支援班」

・用排水路の未整備により排水不良。

の「現地支援ﾁｰﾑ」（担い手育成支援班）

（H23～県普及ｾﾝﾀｰ主体で活動）

・耕作放棄地 H17:334ha→H27:600ha

規模拡大や法人化を志向する認定農業者、集
落営農の法人化等を支援

H30～「いわて農業経営相談ｾﾝﾀｰ」
の「現地支援ﾁｰﾑ」としても活動

②自己完結型農業が主流
・第2種兼業農家1,757戸(64%)(H27)

③高齢化・担い手不足
・60歳以上販売農家 H17:52%→H27:74%

「ほ場整備地区営農推進サポートチーム」
編成(H30.6～)
サポートチームを中心に、ほ場整備の実施・計画全地区
の現状・ 課題を一元的に整理、進行管理

・販売農家数 H17:3,856戸→H27:2,737戸
ほ場整備をきっかけに
営農を高度化・効率化

「農業農村整備事業地区
担い手育成支援ﾁｰﾑ」
(H6～県農村整備室が主体)
ほ場整備地区営農体制構築を支援)

【従来の状況】
各支援部局の機能・連携不十分
○ほ場整備部局では、
→地区の合意・課題が十分把握されてい
ない。
○法人化等支援部局では、
→法人化予定組織の合意状況、課題等
が十分把握されていない。
○農地集積・集約化部局では、
→出し手・受け手の意向等の情報を迅速
に提供できていない。

中間農業
地域

岩手県

成果（現状）

【支援体制の整備】

①圃場の悪条件・耕作放棄地増加

奥州市

「農地中間管理事業推進ﾁｰﾑ」
（H26～市町村が主体)
「地域農業マスタープラン」実現に向
け農地集積・集約化

【支援対象地区が法人化に至るまでの取組】
○梁川西部地区
・地域の若手農業者がほ場整備の話合いを契機に法人化を提案。
・元公務員が、法人化に向けて司法書士と定款作成・登記手続等
の準備を実施。 設立まで県・市・改良区等と話合い(約15回)。
・法人化に関心が無かった地域は、法人化のメリットと若者が就
農しやすい環境を整備したことを評価して合意。
○角川原地区
・構成員の１人がｱｸﾞﾘﾌﾛﾝﾃｨｱｽｸｰﾙを卒業。相談会や研修会へ
参画。ほ場整備事業が進む中で法人化を急務と感じ活動。設立
まで県・市・改良区等と話合いを実施(約50回)。

○支援体制の整備
①「いわて農業経営相談センター」の「現地支
援チーム」が法人設立を支援、
②「農地中間管理事業推進チーム」が農地を
集積・集約、
する等、継続的な相談対応・支援を実施。

・「サポートチーム」を編成したことにより、
圃場整備→法人化→農地集積・集約化の
途切れのない支援体制が可能。
＜法人設立＞
・梁川西部地区→(同)やながわｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ
(H30.10設立、構成員3名)

「現地支援チーム」が登記書類の確認等の法
人化支援。農地の集積・集約化については「農
地中間管理事業推進チーム」に引継ぎ。

・角川原地区→(農)つのかわら
(H31.2設立、構成員3名)

「現地支援チーム」が営農計画や定款作成等
を行い法人化を支援。

○「農地中間管理事業推進チーム」の支援に
より機構を活用して農地の集積・集約化
梁川西部地区
・区画整理面積(33.3ha)の94.3%(31.4ha)を集積。
・今後は高収益作物(キュウリ等)に取組む予定。

角川原地区
・区画整理面積(49.9ha)の89.0%(44.4ha)を集積。
・今後はキュウリ、ニンニク等を導入予定。

岩手県

集落営農組織の法人化により地区のほぼ全ての農地を集積
（岩手県 一関市大東町 山口地区）
地域の特徴

一関市

・山口地区(一関市大東町大原)は、中山間地域で東西方向に細長く延びた水田地帯。
・旧大東町の農家の概要 販売農家数1,461戸(60歳以上が7割、6割が1ha未満の耕地面積)
・旧大東町の経営耕地面積は、水田928ha、畑地863ha、耕作放棄地は677ha

取組前

取組内容

中間農業
地域

成果(現状)

○作業効率の悪い圃場条件

◯農地整備事業の導入と集落営農の法人化

○ 法人への農地集積

農道は幅員が約3mと狭く、区画
も狭小で不整形のため大型農業機
械による作業が困難。担い手への
農地集積の大きな阻害要因。

・ 地域の水田農業を守るため、地区内唯一の認定農業者が
リーダーとなり、効率的な営農の実現のため農地整備事業
導入の必要性を関係機関に働きかける。
・ 事業着手と同時に、県の指導により集落営農ビジョンを作
成。リーダーが牽引し、集落営農組織「特定農業法人山口営
農組合」を設立。（H25.3）
・ JAなどが中心となり、法人の営農計画や機構による農地
集積手法について説明会を開催。集積後の農地利用図を作
成し、団地化の必要性等、意識を共有。
・ 機構農地コーディネーターと市による農地貸出関係書類の
作成会を開催。
・ 農地整備事業により5a区画だった
圃場を30a区画に整備。（H29完了）
・ H30.3、山口営農組合を母体とし
地区の9割以上の農家を構成員と
する「農事組合法人やまぐち」を設立。 （地域での話合いの様子）

・ 機構を活用し、地区内農地22ha（集積
率92%）を集積。主食用米（5ha）の他、飼
料用米（14ha）などを作付け。
・ 地域集積協力金を活用し、R２年春に
田植機を購入し地域で活用予定。
・ 水管理や畦畔草刈作業は構成員（出し
手）に委託し、地域一体となった営農を実
現。

地域を維持するため
には圃場条件の整
備が必要不可欠！

○高齢化・担い手不足
・ 販売農家数の減少
H17:1,996戸 → H27:1,461戸（27%減）
・ 60歳以上販売農家の増加
H17:62% → H27:79%
・ 地区内には水田農業の担い手が
不在。
・ 多くの農家は、農業従事者の高齢
化や後継者不足により地域農業の
将来に危機感。

◯地域ぐるみの取組
・ 地域農業の活性化を図るため、リーダーが地域を先導し、
中山間直接支払交付金等の活用により、直売施設「産直山
ちゃん」を国道沿いに整備。（H18）
・ 施設の運営は、法人メンバーで構成する「山口産直組合」
が担い、地域に貢献。同組合が主催する「山ちゃん祭り」は
地域を盛り上げる行事として定着。

○６次産業化の取組による収益向上
・ 「産直山ちゃん」内に食堂や加工施設
を併設。年々来訪者も増加し、地区住民
の所得向上や雇用の場を創出。
・ 現在、商品の多様化・付加価値の向上
を目指し、地場産品を利用した加工品の
開発を検討中。

（「産直山ちゃん」外観）

（食堂）

市、農業委員会、担い手が協力して、農地の集約化に向けた地域合意を実現
（宮城県角田市 西根地区）
地域の特徴

・ 西根地区は、山麓に位置し、農地が山間から平場に広がる地域
・ 農地のほとんどが水田(708ha)で、米作付けが424ha、転作作物作付けが175ha、保全管理が109ha
・ 農家の平均年齢は64.3歳、離農農家の増加で農地集積は進みつつあるが、担い手の耕作地が分散

取組前
○農家の減少・高齢化
（H12年：499戸→H27年：293戸）
（H17年：54.6歳→H27年：64.3歳）

○担い手農家の負担増
１）農地の受け皿体制の整備
２）農地分散への対応
３）農地や水路等の老朽化

角田市

中間農業
地域

宮城県

取組内容

成果（現状）

○市が人・農地プランを地区ごと（旧市町村 単位７地
区）に作成することを農家に提案し、アンケートを通
じて営農意向を確認

○７割の出し手が機構事業の活用に
合意、121haが担い手に集約化

○市が担い手農家（法人を含む）に呼びかけ、「西根
地区担い手農家協議会」を設立
○市と担い手農家協議会で話合いを重ねて「担い手
農家ごとの土地利用計画（案）」を作成 (※右図参照)
○担い手農家協議会が地域統一の借受条件を設定

受け手の限界
これ以上、引き受けられない
市全体の耕作放棄地の42％
(111ha)が西根地区に

【従来の対応】
○出し手から頼まれて相対で
担い手が借入れ
○１市１プラン（プランの範囲が
広すぎて山場と平場で課題
が異なり話がかみ合わず、
話合いも停滞）

（誰に貸しても賃料等が 同じとなり、
貸付地の交換が容易に）

現実をデータで示し、
目先ではなく、将来を
○市と担い手農家協議会が協力し、考える必要性を訴え

話合いのための資料を作成
・ 地区の専業・１種兼業農家及び農家数の年齢別推移
・ 地区の担い手等借入農地面積の推移 集積計画を具体的に
・ 担い手農家の土地利用計画（案）
図面で示して提案
・ 機構事業の活用を提案
担い手個々ではなく、
担い手全員で地域の

○農業委員・最適化推進委員が
農地を守ることを約束
個々の農家に直接声がけし、
西根地区の農業を将来も持続
地域の話合いを積み重ね

（１年間に20回の話合いを実施） させていくために何をすべきか

市や土地改良区からも開催通知や電話で話合いへ
の参加を呼びかけ

【集約化の効果】
○担い手の経営余力が拡大、将来
の営農計画も立てやすく
・ 更なる引受け（規模拡大）が可能に
・ 水系単位の水管理が可能に
→乾田直播によるコスト削減
→他品種・多品目へのチャレンジ

○農地整備事業のスムーズな実施
・ 農地や水路等の整備が実現

○取組が近隣の地区にも波及
・ 他地区でも話合いを開始

農地整備を契機に経営規模を拡大・高付加価値農産物の販売を実現
（宮城県栗原市瀬峰 上富地区）
地域の特徴

栗原市

・ 上富地区は1級河川(小山田川)と丘陵地に囲まれた小規模で平坦な水田地帯。
平場地域
・ 水稲を中心とした、畜産、野菜等の複合農業経営が主体。
・ 昭和30年代に整備した10aの小区画ほ場。農道は狭く、水路等も未整備であり営農に支障。

宮城県

取組前

取組内容

成果（現状）

◯「瀬峰農場」の取組み
・ 水稲、畜産の複合農業経営を
生かし、旧瀬峰町全体で耕畜連
携による循環型農業に取組む
（耕種農家400戸程、畜産農家
100戸程）。
・ 特別栽培農産物を「エコ・せみ
ね」として商標登録し、高付加価
値販売。

◯上富地区ほ場整備推進委員会を結成
・ 地域農業の将来を案じた土地改良区理事長が陣
頭に立ち、「上富地区ほ場整備推進委員会」（以下、
「推進委員会」）を結成(H19.12)。
・ 「推進委員会」が地区の抱える課題
を提起する広報を作成・配布し、その
上で地区の現状把握・将来の方向性
を検討する勉強会を開催（年10回程度）。
参加者から「『瀬峰農場』に参加する
ためには、農地整備事業の活用が必 広報でほ場整備・機構
須」との声があがり、勉強会を重ねて 活用状況をお知らせ。
機運を醸成。農地整備事業の活用を決定。
◯担い手の確保に向けた取組
・ 「推進委員会」による勉強会を通じて、地区の後継
者情報等を取りまとめ、「瀬峰農場」に参加する担い
手をピックアップ。
◯農地中間管理事業の導入に向けた合意形成
・ H26年の機構事業創設を機に、土地改良区から機
構事業及び機構集積協力金の活用を働きかけ。
「推進委員会」が機構集積協力金の受け皿となり、
農地整備事業の農家負担分として活用。
・ 担い手自らが出し手を個別訪問。本人・家族に対し
て機構事業の説明を行った結果、農地の貸付に同
意。

◯担い手への農地集積・集約化
・ 地区内の担い手が受け手となり、地
区農地(49.5ha)の約８割を集積。機構
事業を活用して12.7haを借受。

◯上富地区では循環型農業への
取組が困難
【原因１】不利な営農条件
・ 小区画ほ場で、かつ分散。
・ 農道、用排水路等が未整備。

【原因２】担い手不足
・ 販売農家数の減少H17:417戸→H27:317戸
・ 販売農家の高齢化(60歳以上)
H17:34%→H27:69%（倍増!）

営農を効率化し、当
地区も本格的に循環
型農業に取組みたい

・平均経営面積 5.6ha→9.5ha
・集積率 57%(28.2ha)→77%(38.0ha)
・ほ場作業時間/10a 約20%減
・管理作業時間/10a 約65%減

〈担い手の農地利用状況（28年度)〉

経営体（色つき）の農地バンク活用ほ場
〔経営体（色つき）の農地バンク活用ほ場〕

◯効率的な営農を実現し「瀬峰農場」に
取組む
・ 稲わらは家畜
の飼料等として
活用し、良質な
堆きゅう肥を作
る循環型農業を 瀬峰農場のPR資料（市・JA作成）から
抜粋。
本格化。
米は、600円/kg程で宮城県、関東圏
・ 農薬・化学肥料 内で販売。
を削減して特別栽培米等を生産し、「エ
コ・せみね」ブランドで販売。

農地利用の再編を契機に、地域の未来を切り開く農業を展開
（秋田県 北秋田市）
地域の特徴

・北秋田市は、市の85％を山林が占め、農地はわずか5.7％でその過半が中山間地
・市の販売農家数は1,391戸（60歳以上が８割、４割が１ha未満の小規模経営）
・市の農地6,290haの約９割が水田(5,390ha)。稲作を基幹とした畜産・野菜等の複合経営を展開

・ 市内の販売農家数
Ｈ17：2,421戸 → Ｈ27：1,391戸
・ 60歳以上の販売農家の割合
Ｈ17年：62％ → Ｈ27：80％

○ 耕作放棄地の増加
・ 耕作放棄地の面積
Ｈ17：263ha → Ｈ27：575ha

高齢農家は今後も増加、
誰が地域農業を守るのか不安
【従来の対応】
○ 市は農業委員会、ＪＡ、県（出
先機関）と再生協議会を設置し、
稲作を中心とした合理的な複合
経営による生産性の向上と、農
業の効率化を図るため、集落営
農の組織化・体制強化を推進
・ 集落営農数の推移
Ｈ17年：11集落営農（うち法人1）
Ｈ27年：43集落営農（うち法人8）

山間農業
地域

秋田県

取組内容

成果（現状）

○ 市、農業委員会、ＪＡ、土地改良区、機構の関
係機関が一体となり、基盤整備を契機に集落
営農法人等の担い手への農地集積と集約化
（機構による再配分）を推進

○ 目指すべき地域農業の具現化へ
向け着実に取組を実施
【成果】

取組前
○ 農家数の減少・高齢化

北秋田市

《 向黒沢地区 》
・ ほ場整備の完了から長期間が経過し、担い手の経
営農地の分散・錯綜が進行。機構設立を契機に土地改
良区がコーディネーター役となり、利用権交換後の姿を
地図で提示し、担い手への新たな集積と担い手間の耕
作地交換に向けた話し合いを実施（Ｈ25～27年4回）
※ 担い手同士の農地交換が円滑に進むよう、市と関
係機関が協力して地区内調整を行い、貸付条件（賃
料等）を統一

《 向黒沢地区 》
・ 担い手への集積率
Ｈ26：61％ → Ｈ29：91％
※ 地域集積協力金を活用し格納施設等を導入

・ 担い手の集積・集約化の状況（H29)
団地化が
実現

経 営 体
農業法人Ａ

《 堂ヶ岱地区、高野尻地区 》
・ 基盤整備、園芸メガ団地、機構事業の三位一体によ
る「あきた型ほ場整備」への取り組みに合わせ、地区内
の農業法人と、他のほ場整備実施地区の農業法人が
新たな農業法人を設立（H29）。当該法人を核に大規模
な「えだまめ」の産地化に取り組む
※ 複数の基盤整備実施地区のネットワーク化を図り、
生産・販売等で連携

《 大沢地区 》
・ 「あきた型ほ場整備」により、水管理の省力化、高収
益作物の導入（自然薯、リンドウ、ウド）等を図り、中山
間地域でのモデル経営の実現に向け取り組む

区分

H26
26.0ha

H29
摘 要
46.2ha 集積・集約化

農業法人Ｂ
個別経営体Ｃ

11.0ha
1.2ha

12.0ha 集約化
1.4ha 集約化

個別経営体Ｄ
個別農家

1.2ha
21.6ha

1.4ha 集約化
0.0ha 法人Ａへ集積

【今後の方向】
《 堂ヶ岱地区､高野尻地区､大沢地区 》
・ 農業法人への集積・集約化を図り集積
率100％を目指す。
基盤整備の予定がない地域へのフォロー
・ 市の担当者が機構事業の理解促進を
図るため、出し手、受け手から説明を聞き
たいとの声があれば、昼夜を問わず説明
会を開催（H25～31年61回）

農地バンクを活用して地区内全農地を３法人に集積・集約化
（秋田県 大館市 浦山地区）
地域の特徴

・浦山地区(十二所町内)は、1級河川(米代川)と北部に広がる山地に囲まれた標高約100ｍの水田
地域で、地下水位が高く、稲作偏重。
・昭和20年代に整備した小区画で、未整備地も多く効率的な農業に支障。

取組前
（改行用）

◯作業効率を妨げる圃場条件
・農道は幅員2m程度と狭く、用排
水路(土水路)の維持や水管理に
多大な負担。
・地区の大部分が未整備農地であ
り、区画狭小・不整形で効率的な
農作業に支障
(改行用)

◯担い手不足
・販売農家数の減少
H17:358戸→H27:214戸
・販売農家の高齢化(60歳以上)
H17:62%→H27:81%
【地区の現状】
・平均経営規模は0.8ha/戸、水
稲栽培面積が9割強。
(主食用米48％、飼料用米45％)

・世代交代を機に、経営規模拡
大志向農家が出現。基盤整備
による低コスト化、高収益作
物の導入を計画。

取組内容
◯地域リーダー主導による「ほ場整備事業推進協議
会」の結成、関係機関と連携して事業を導入
・地域農業の将来に危機感を持った地域リーダーが中心
となり、地区内農家で構成する「ほ場整備事業推進協議
会」(以下、「協議会」)を結成(H29.11)。
・県、市、改良区等関係機関と連携、推進体制を整備し、
ほ場整備事業の導入を推進。
◯機構関連農地整備事業導入に向け集落説明会、合意
形成
・「協議会」が主導し、県、市、
改良区、農地バンク等の支援
のもと、機構関連農地整備事
業に関する集落説明会や個
別相談会を開催、合意形成
に向けた取組を実施。
・説明会：H30.5～H30.9 、延べ10回程
・相談会：H30.8～H30.9 、延べ6回程

相談会：図面に基づき農家説明
主に夜間、休日に開催

◯担い手の育成・確保に向けた取組
・農地整備事業の農家負担軽減、 水稲から高収益作物へ
の転換を目的に、地域リーダーを中心に県・市・JAあきた
北の支援のもと、法人を新設(H31.1設立)。
・秋田県が推進する「園芸メガ団地」構想の実現に向けて
JA等が支援し、新設法人、既存2法人と近隣地区が連携
してニンニク、ネギの生産販売を行うよう、代表者会議を
通 じて合意形成。

大館市

中間農業
地域

秋田県

目標・計画
◯担い手への農地集積・集約化
・地区内の新設法人(地域リーダーが代
表)と2つの既存法人が、農地バンクを
活用し、地区内全農地(54ha)を借受予
定（担い手の集積率100％）。
・新設法人(7名、23.6ha)
・既存法人(Ａ法人、3名、20.5ha)
・既存法人(Ｂ法人、2名、10.2ha)
※( )内は、構成員数及び地区内の農地面積
（改

〈担い手の農地利用状況（30年度)〉

（改行用） 赤、緑色は機構活用面積(30年度時点)
黄色は既利用面積

◯担い手が目指す農業経営
・園芸メガ団地を整備し、令和6年度まで
に販売額1億円を目標に、土地利用型
の高収益作物等を導入予定。
・枝豆(7ha)、ニンニク(6ha)、ネギ(3ha)、等

・機構集積協力金(30年度交付)を活用し、
ニンニク、ネギの集出荷施設、農機具
格納庫等を整備予定。

営農法人と地域住民の協力で活力ある農業・農村づくりを目指す
（山形県山形市 村木沢地区）
地域の特徴

・ 村木沢地区はなだらかな丘陵地で14集落で構成され小区画の水田や果樹園が広がる田園地帯。
都市的
・ 大豆、小麦等の転作作物の土地利用型の経営が主体。
地域
・ 地区内販売農家の高齢化が伸展。

取組前
〇地域農家の高齢化
・販売農家数
H17年：224戸→H27年：93戸
・販売農家の高齢化（70歳以上）
H17年：34%→H27年：45%
※ 高齢化、後継者不足で次代の担い
手の確保が喫緊の課題
※ 地域農業への多様な住民参加と役
割分担が課題
地域農業・農村を維持できない！
地域の将来が不安

〇これまでの対応
・人・農地プランの話合いから集落営
農組織を法人化。（H25年）
・基盤整備による地下水位制御システ
ムを導入、水田畑地化で大豆と小麦の
2年3作体系に取り組む。
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1年目
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大豆
小麦
大豆

・農産物の6次産業化にチャレンジ。
（味噌、ラーメン等）

山形県
山形県

取組内容

成果（現状）

○「地域農業をみんなで守る」の理念のもと、集落
の枠を超えた地域農業・農村づくりの実践。

○農地集積・集約で経営基盤を強化

○農業情勢の変化による地域営農計画の見直し

・計画的な機構活用で地区内農地の100ha
を担い手に集積・集約し、地域農業の経営基
盤の強化を図る。
＜担い手の農地利用状況（28年度）＞

法人の担い手が中心となって地域に呼びかけ、地域全体
の発展のための「村木沢集落営農ビジョン」を作成。生産拡
大と効率化を目指す。（Ｈ27年）

○機構活用による農地の集積・集約化を加速
法人が旗振り役となり各農家を訪問するとともに、機構、Ｊ
Ａ、市農林課・農業委員会、県等が連携・協力して地区説明
会を開催。（H27年）

○人・農地プランの話合いを通じて地域の合意形成
白紙委任や10年の賃借は長い等の地元の不安を払拭する
ため、協力金の活用、地域の農地保全、雇用の確保等の集
積・集約化がもたらす地域へのメリットを丁寧に説明。 （H27年）

〇豊かな地域づくりに向けてイベント開催
法人が主体となり、消費
者との交流事業を企画。
収穫体験や食育教室な
ど多様な住民参加型のイ
ベントを数多く開催して地
域賑わいを創出。地域内
外から年間延べ5千人以上
が参加。

○生産性・収益性の向上
・農地の集積・集約により生産規模が拡大
すると同時に作業効率が向上。
・収益性の高い園芸品目や付加価値の高い
あくど
地区に伝わる幻の里芋「悪戸いも」の生産拡
大など、地域の特色ある産地づくりを実践。

○地域農業・農村の担い手を確保
・法人の労働環境（給与、
休日等）を整備して若者
の就農・雇用を促進。
（枝豆もぎ取り体験イベントの様子）

※R元年度 女性1名を含
む3名の雇用

（若手グループ「農メンズ」）

機構関連農地整備事業導入を契機に新たな農地利用を目指す
（山形県朝日町 元能中地区）
地域の特徴

・ 町の76％を山林が占めており、農地は約５％。販売農家の減少が顕著。
・ 水稲を中心に大豆、りんご、畜産による複合経営が主体。
・ 10a～20a区画の小区画・不整形な農地が多く分散。

取組内容

取組前
◯中山間地域特有の不利な営農条件
・ 小区画・不整形等ほ場が分散。
・ 水路は昭和初期に築造。老朽化が
顕著で、水管理に苦慮。
・ 農道は狭小のため、通行が不便。
・ 地区内農家は兼業農家が６割で、
平均経営規模は0.4ha。作付面積の
９割以上が水稲。
・ 高齢化による耕作放棄地の発生が
懸念。
◯担い手も不足
・販売農家数が10年で半減

H17：224戸 → H27：114戸
・販売農家数の高齢化（60歳以上）

H17：61% → H27：74%

非効率な営農環
境により、条件整
備は待ったなし！

◯「プロジェクトチーム」を設立し、事業推進
くぬぎだいら

・ 隣接する「椹平地区（日本の棚田100選）」の先進的な活動
に刺激を受け、元朝日町土地改良区理事長が、先行きが見
えない地区農業の発展のため、平成29年に「経営体育成対
策プロジェクトチーム」（構成員７名）を結成。話合いを主導
し、ほ場整備の導入を検討。
・ 町は、「ほ場整備を活用した中山間地域におけるモデル事
例」を目指して全面的に支援。
主な支援として、ほ場整備事業の採択に向けたコーディネ
ートや事業費の10%を負担。

朝日町

中間農業
地域

山形県

成果・目標
◯担い手への農地集積・集約化を促進
・ 地区内の３経営体、地区外の1経営体
の計４経営体が、農地バンクを活用し、
地区内全農地(7.4ha）を借受。
・ 平均経営規模は0.4ha→1.9haに拡大。
〈担い手の農地利用状況（29→30年度)〉

◯機構関連農地整備事業導入に向けた地域の合意形成
・ 土地改良区が合意形成に向けた
調整を主導し、農地バンクと連携。
事業に関する集落説明会や個別相
談会を開催（出席できない農家に
対しては、自宅へ戸別訪問する等
きめ細かく対応。）。
・ 説明会では、土地改良区が作成し
（話合いの様子）
た「地区農業者の経営意向や年齢
情報等を記載した地図」を活用し、話合いを誘導。
個別相談会：H29.4 ～H31.3 ７回程
集落説明会：H29.10～H30.8 ３回程
・ 機構関連農地整備事業（工期：H31～R5）。
・ 地域集積協力金は、水利施設等管理費等に活用。

◯担い手の育成・確保に向けた取組
・ 事業を契機として、規模拡大志向の地区外担い手を入作
者として確保。入作者は、りんご等の集約化を計画。

経営体（色付き）の機構活用ほ場(30年度時点)

◯将来の目標
・ ほ場整備による作業の効率化
米生産コスト：約６割削減
10a当たり作業時間：約５割削減

・ 地区内農地の３割以上で高収益作物
（枝豆、りんご等)を導入し、農業所得
を向上。
・ 新規就農者１名(りんご等)を研修生と
して受入れ、地区の担い手として期待。

被災酪農家が自給飼料確保のため、遊休農地を再生し地域ぐるみで約47haを集積

福島市

（福島県 福島市 水保地区）
地域の特徴

・ 福島市水保地区（農地面積231ha）は、市西部の吾妻山麓に位置し、樹園地を中心に普通畑や牧草畑が混在
・ 福島市水保地区の販売農家数は160戸（65歳以上が６割、2ha未満の経営規模が８割弱）
・ 地区内の農地面積は、水田約105ha、樹園地54ha、畑72ha 主な作物は、水稲、もも、なし等

都市的
地域

福島県

取組前

取組内容

成果（現状）

養蚕業の衰退により、農業後継
者の減少とともに遊休農地が増
加し鳥獣被害（熊、猪等）が深刻

○ 平成25年、福島県酪農業協同組合は、東日本
大震災からの早期復興・避難休業者の酪農再開
に向け、酪農先進モデルとして当地区に「復興牧
場」を計画

【成果】
○ 法人が地区内農家の総意により
人・農地プランの中心経営体に位置
付けられ、遊休農地24.5haを再生

・地区内の販売農家数
H17年229戸→H27年160戸
・地区内の遊休農地面積
H17年88ha→H27年111ha
･地区内の人口
H17年2,118人→H27年1,795人

※ 「復興牧場」の計画概要
・工事期間：H26年3月～H27年9月
・経営規模：乳牛580頭、年間生乳5,000ﾄﾝ（日量15ﾄﾝ）
・運営形態：原発事故避難休業酪農家（5戸）で組織する「農地
所有適格法人(株)フェリスラテ（平成26.4月設立）」（以
下、法人）が牧場施設を借り受けて経営。

このままでは、農業の
維持どころか、集落の
存在が危惧される状況

○ H26年、法人の自給飼料確保と遊休農地
解消を目的に、行政区長、農業委員等による「水
保地区遊休農地対策協議会」（以下、「対策協議
会」）を立ち上げ

（地区面積の約５割）

【従来の対応】
なす術もなく、遊休農地は鳥
獣の住み処となり、農業者の減、
遊休農地の増、集落人口の減
の悪循環

○ H26年以降、対策協議会 （区長会が中心と
なり）が、説明会を開催し、遊休農地の洗い出し
と地権者を特定。（遊休農地52ｈａ、地権者186人）。
法人が国の補助事業（※）を活用し24.5ｈａを再
生するとともに、農地中間管理機構（以下、「機
構事業」）を活用し、47ｈａを法人へ集積
※ 「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」
・事業主体：福島市地域農業再生協議会、対策協議会
・事業期間：H27、H28、H29年度

○ 再生した遊休農地24.5haと出し手
農家の22.5haをあわせた47ha（地区
内農地の26％）を機構事業を活用し
法人へ集積
※ 地区内の機構事業活用面積
・H26年度～H30年度
（計：52.8ｈａ、活用率28.6％）
※ 地区内の担い手への集積面積・集積率
・H26年度末（ 4.3ha、2.3％）
・H30年度末（52.8ha、28.6％）

【今後の方向】
地区内にまだ遊休農地が点在。福
島市の協力を得て、引き続き法人と対
策協議会が連携し、遊休農地解消と
農地集積を一体的に取り組みたい。
〈㈱フェリスラテ代表、協議会会長〉

集落営農法人の設立と機構活用で地域農業の着実な進展を目指す
（福島県会津若松市 平塚地区）
地域の特徴

・ 会津盆地のほぼ中央に位置し、粘土質の強い土壌条件のほ場が多い水田地帯。稲作を基幹
として集落営農での取組が進展している地域
・ 工業団地（６団地155ha）や観光資源が豊富なことから、安定した兼業先が多い

取組内容

取組前
○ 非効率な農業経営
・ 農家各々がトラクターや田植機、コ
ンバイン等の農業用機械を保有

○ 農家の高齢化と後継者不足
・ 60歳以上の販売農家の割合
Ｈ22年：75.9％→Ｈ27年：77.7％

※ 次代を担う若手農業者の育成が
喫緊の課題

○ 市、県の支援を受け、人・農地プランや多面的
機能支払への取組を実施。取組を通じて、地域
農業の将来方向、制度の有効活用や法人化の
必要性等の意識が醸成。
○ Ｈ27年に、「若者に魅力ある職場、孫や
嫁さん達が喜ぶ集落環境」を経営理念・方針
として法人化。
〈農家の声〉

○ 肥料の共同購入等に取り組む
ため集落営農組織を設立
・

地区の農家26戸のうち11戸により
H23.3に集落営農組織「平塚農業生
産組合」を設立
※ 構成員の高齢化、リーダー育成
が課題

法人化しても収入は
減らないの？

※ 組合長が強力なリーダーシップを発揮し各方面に働き
掛け、法人化のメリットや機構事業等支援施策の説明会
を開催
※ 専業農家を最優先に話合いを重ねて理解を醸成、集
落を取りまとめ
※ 当面の経営面積を50haと定め、機構を活用し着実に
経営面積を拡大
<担い手の農地利用状況（30年度）>

〈地域住民の声〉
隣の集落は存続が難しい状況！
私達の集落の将来が不安 ! !
※ 法人の経営農地 29.4ha（緑色：地区面積46haの64％）
※ 他地区も含めるとR元の経営面積は42.1ha

平地農業
地域

会津若松市

福島県

成果（現状）
【成果】
○ 若者が主体の「会津ひらつか農
園」を設立《 Ｈ27.11 》
・ 構成員８名のうち60代以下４名
・ 集落の若者６名を臨時従業員と
して雇用（今後は正社員として雇用検討）
・ 経営農地の全てを機構から借受
※ 地域集積協力金を法人設立資金等
に活用
※ 機構を活用したことにより、農地所有
者（22名）への賃料支払業務が効率化
※ 経営面積（42.1ha）は設立時から1.5倍、
売り上げも1.7倍に増加

【今後の方向】
○ 水 稲の 「密 苗」 移植栽 培技 術導入
に よる、 育苗 コ ス ト ・ 移 植 作業 労 力
の削減を目指す（Ｒ元に10haで試験
栽培、Ｒ２年は16haの予定）
○ 集落内の若い担い手をターゲット
とし、施設園芸（野菜）の導入に向
けた研修会等を計画（各地先進地視察）
○ 集落の若者が会社勤めでもで
きる作業体系を模索中

