
１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

香酸かんきつ「新姫」は、熊野市が平成９年に新しい香酸かんきつとして品種登録し、市の特産品として積極的に販
売することとしている。このため、荒廃農地を樹園地に再生し、新姫の栽培面積を拡大しつつある。また、有害鳥獣の
被害対策のほか、果実や加工品の販売拡大に伴う収益性の確保が課題となっている。

○ 熊野市紀和町は、高齢化に伴う担い手不足や鳥獣被害の影響から荒廃農地が増加傾向。紀和町内には耕作
放棄地が26ha（2015年農林業センサス）存在し、農地の利活用や景観保全の観点から荒廃農地の再生が求めら
れている。

○ 熊野市では荒廃農地の再生及び有効利用を図るため、市特産の香酸かんきつ「新姫」の栽培面積の拡大と果
実やその加工品による収益事業の拡大を目指している（紀和町大栗須地区・矢ノ川地区）。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑪市の特産品生産拡大に向けて市自ら荒廃農地を再生・利用した事例
【三重県熊野市】

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 作業の概要

３ｈａ
市の特産品である「新姫」の生産拡大や販売促
進を行うため、市自ら荒廃農地を樹園地に再生。

（一財）熊野市ふるさと振興公社が、耕作放棄地再生利用
交付金を活用し、草刈り、基盤整備を行った後、整地、畝づく
り、電柵整備、「新姫」の定植を行った。

H22.12
雑草が覆い茂った状態

H23.2
整地後、ユンボでの定植準備

H23.3
「新姫」定植後の状況

H28.6
栽培された「新姫」



⑫有機農業で新規就農した生産者が棚田を保全し荒廃農地の発生を防止した事例
【岐阜県白川町】

１．荒廃農地の再生状況

［解消前の状況］

２．今後の課題等

○ 集落を貫く車道の整備や獣害対策等の居住環境の維持は個人で担えるものではなく、長期的には棚田
の維持管理だけでなく、集落の後継者問題にも向き合う必要がある。

○ 大規模集約化には向かない山間地の農地の維持は、現在、耕作者個人に殆どを依存している。他にも
集落内に棚田があるが、後継者のいない高齢農家が耕作しており、これらも含めて荒廃農地予備軍であ
る。今後、棚田といった特殊な技術の必要な耕作地の担い手を増やし、持続的に耕作できる仕組みづくり
が必要である。

○ 町外から有機農業で就農した生産者が、荒廃の危機に瀕した棚田を保全。

［現在の状況］

取組に至った経緯 取組の概要と特徴

・ 白川町室山地区は、山間の集落で棚田が多く、
65歳以上が９割を占める『限界集落』で、後継者
もほとんどいない。
・ 一方で、白川町では、以前より町内の有機農
業者が設立したNPO法人が、有機農業による新
規就農者の参入促進と町内定住を支援する活
動を行っており、町外から移住する若い新規就
農者が増加している。
・ こうした中、このＮＰＯ法人の仲介により新規
就農した生産者の１人が、生産者が亡くなり後
継者もいない棚田を借り受けることとなった。
・ この新規就農者は、近隣農家から、棚田特有
の稲作技術や生活の知恵などを学びながら、前
の生産者が耕作していた８枚の棚田に加え、耕
作されていなかった２枚の棚田にも新たに作付
けし、計10枚20aで栽培を行っている。
・ これにより、放置すれば荒廃農地となっていた
棚田で耕作が継続され、保全が図られた。

・ 棚田での耕作は、整地され大型機械が導入
できる田と比べ取水から刈取りまで全ての行
程において手間が掛かるが、その歴史的文化
的価値に耕作意義を認め、田植えや刈取りイ
ベントの場や販売の場で伝えている。
・ イベントでは、農作業だけでなく、集落のお年
寄りの協力で稲作と関連の深い郷土料理を提
供するとともに、水源や荒廃田巡りを行い、山
間地の集落の現状や棚田と山との関わりを説
明している。
・ 穫れた米は「山の沢から水を引いた田んぼで、
農薬や化学肥料を使わず、手植え、はざ干し
で作るお米ー室山棚田米」として価値を理解
する人に個別販売している。
・ 不便さはあるものの、棚田を含めた集落の景
観や生態系、稲作技術を継承し、それらを主
に都市部在住の人に知ってもらう取組みに力
を入れることで棚田での耕作を維持している。

管理を引き継いだ棚田

周辺の荒廃している棚田

棚田米のパンフレット



⑬休耕地等の再整備を図り就農者に斡旋した事例
【岐阜県高山市丹生川町】

１．休耕地等の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

就農研修を受ける研修生は、高山市内及び市（県）外から安定した人数が確保されている。就農相談は増加してい
ることから、今後もこの気運を逃さず、飛騨牛や飛騨ほうれんそう、飛騨トマトをＰＲし、農業を志す青年をより多く呼び
込む必要がある。また、新規就農者を確実に定着させることが重要な課題となっている。

○ 休耕地等を耕作しやすいように再整備し、新規就農希望者に斡旋するとともに、関係機関（生産者組織、ＪＡ、市、
県）が連携し、就農者に対して継続的で効果的なサポートを実施。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

【耕作地と休耕地・未使用ハウスが混在】

【地域一帯に広がるハウス】

【再整備中】

① 取組の背景
・ 就農への準備として農地の確保が課題となる中、高山市では高齢化などから荒廃農地が増加傾向にあった。

② 取組の概要
・ 高山市では、平成21年度に生産者組織、JA、市、県等の関係機関が連携し就農移住者支援ネットワーク会議を立ち上げ、高山市で就農を考えて
いる方に対して、体感ツアーや短期、長期の農業研修を実施しサポートしている。また、就農準備支援として、就農計画の作成支援、補助事業等の
紹介や機械施設導入へのアドバイス、就農後の営農定着支援として技術・経営の指導や部会紹介などを行っている。
・ ネットワーク会議では、丹生川町法力中根団地を農地利用集積モデル地域として支援。農地が傾斜地であることから、中部縦貫道の残土を用いて
傾斜を緩やかにするなど休耕地等の再整備を図り、新規就農者に斡旋を行うとともに、関係機関が連携しながら専門分野等を役割分担し継続的で
効果的な支援を行っている。

③ 現在の状況
・ 団地全体の面積は32.5haで、現在、借受人は11名、うち県外からは2名が入植し、主に施設トマトやほうれんそうを栽培している。



１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

○ 地域の実情と将来に対する農家の意向を基に荒廃農地の動向を継続的に把握し、担い手育成の方策を検討し
ていく。

○ 野生鳥獣・生物による農作物被害を集落単位で防止できるよう、鳥獣害対策を継続し、生産意欲の減退に歯止
めをかけていく。

○ 下呂市は、農業従事者の高齢化により耕作放棄地の伸び率が16.5%と県下でも高い地域。
○ 市では国の交付金等を活用して耕作放棄地の実態を調査し、担い手育成の方策を検討。併せて鳥獣害防止柵
等を整備。

○ 平成21年度～23年度の３年間で遊休農地を3.8ha解消。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑭ 行政主導により荒廃農地を再生した事例
（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金） 【岐阜県下呂市】

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

３．８ｈａ

農業従事者の高齢化や鳥獣被害の増大等により営農
意欲が減退し、荒廃農地が増加傾向にあるため、荒廃
農地解消が急務となっており、下呂市が中心となってこ
れに取り組む必要があった。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の遊休農地解消支援の
ソフト事業メニュー及び総合鳥獣害防止施設、基盤整備（農業用用
排水施設）等のハード事業メニューを活用。下呂市内の農地206ha
について耕作放棄地の実態を調査するとともに、鳥獣害防止柵（９
km）や用排水路（4.7km）を整備した。

鳥獣被害防止施設の設置



１．荒廃農地の再生状況

［解消前の状況］

２．今後の課題等

獣害防止対策の継続により野生鳥獣・生物と農地の離隔を進め、荒廃農地の再生に結びつけていく。

○ 飛騨市では、獣害の増加に伴い、生産意欲の減退、荒廃農地の増加が懸念されている状況。
○ 同市河合町有家地区において、荒廃農地の再生が図られるよう、市の単独事業も活用し、獣害防止柵（電気
柵）を設置。

○ 平成20年度～22年度の３年間で荒廃農地を3.6ｈａ解消。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑮市単独事業も活用し荒廃農地を再生した事例
（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金） 【岐阜県飛騨市】

（※各状況の写真は同一の農地ではない。）

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

３．６ｈａ

飛騨市では、獣害が年々増加しており、営農意欲の減
退、荒廃農地の増加に結びついていることから、飛騨市
や飛騨市農業改良組合長会が中心となって獣害防止
対策に取り組もうとしたことがきっかけとなっている。

飛騨市単独事業にて獣害防止柵（電気柵）を設置するなど、荒廃
農地の再生に取り組んだ。獣害防止柵（電気柵）の設置にあたって
は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の総合鳥獣害防止施
設のハード事業メニューも活用した。

鳥獣被害防止施設の設置（右側上部）



１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

「野原村元気づくり協議会」は、野原区民36人により平成20年に組織された。現在、各種体験を通して地域外との交流を図る「体験交
流Ｇ」や鹿・猪肉、地元食材を活用した特産品開発を行う「野原の食Ｇ」など、５つの実践グループに分かれて活動を行っている。その中
で、協議会の自立運営や収益の確保に向け、小学生のアイデアにより商品化されたお茶の売上げを拡大するため、将来的には管理放
棄された茶園をすべて再生したいが、茶園を管理する担い手が不足しているため茶園の規模拡大が容易でない。

○ 大紀町野原地区の農業の現状は、経営耕地面積が小さく、農家の高齢化や担い手不足等により荒廃農地が増加傾向。さらに、シ
カやイノシシ等による農産物の食害も拡大しており、これら獣害対策も地域の課題。

○ 地域活性化に取り組む「野原村元気づくり協議会」が、地元農家と協力しながら廃園された茶園の０．３ｈａを再生（なお、茶園を復
活させるのに３年を要した）。牛の肥育農家が多いことから、牛糞堆肥の確保が容易で、有機茶の栽培に取り組んでいる。
現在は、地元農家、地域住民、小学生、一般参加者を募集し、茶摘み作業や茶園の管理作業等を実施している。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑯地域協議会主導により荒廃農地を再生した事例
【三重県大紀町】

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

３０ａ

「野原村元気づくり協議会」が地元小学校の総合
学習と連携し、地域の特産であったお茶の商品化
に取り組んだ。その際に、地元農家と協力しながら
管理放棄された茶園30aの再生を行った。

国からの交付金（食と地域の交流促進対策交付金等）を活
用し、地域協議会が中心となり、茶園再生に係る土作りや茶
摘みなどの実践活動を行った。

管理放棄された茶園
（平成21年当時）

地元農家、地域住民、小学生、キャノン
のＣＳＲ活動と連携し、土作りを始め茶
園を再生

地元農家、小学生や公募による一般
参加者との交流の場となっている再
生茶園



１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

平成24年７月、構成員６戸で能郷営農組合が設立され、４～５ｈａの農地を集積した。また、平成25年７月、新たに１名、同地
区を含むエリアの認定農業者が誕生した。山間地で担い手が極端に不足している地域だが、このような新しい動きが出てきて
いるので、既存の農家と新たな担い手等とが連携した形で集落機能を維持していけるよう進める必要がある。

○ 異業種からの農業参入による荒廃農地の再生 （株式会社 ユニオン）
本巣市根尾能郷地区では、過疎化により農地の荒廃が課題。市やJA等のアドバイスを受け、当地にまとまった農
地を見つけ、特定法人貸付事業を活用して当該農地を借り受けて、平成22年に農業に参入。現在、加工会社と提
携したコンニャク芋の栽培をはじめ、ニンニク、ナス、ブロッコリー等の野菜をＪＡを通じ共同出荷のほか直売所へも
販売。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑰建設コンサルタントの農業参入により荒廃農地を再生した事例
【岐阜県本巣市】

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

３０ａ
建設コンサルタント会社を経営しており、荒廃農
地が増加する現状を踏まえ、農地保全や地域活
性化に貢献のため農業に参入した。

特定法人貸付事業を活用して農地を借り受けるとともに、
農業機械メーカーのクボタが立ち上げたクボタｅプロジェクト
による支援を受けて耕作放棄地を再生している。

獣害防止するため全ての農地に防止
柵を設置

ブロッコリーを栽培



１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

同地区は、圃場整備が進んでおらず、農地は極小な棚田が多く、大型機械での作業も困難な地域で、担い手不
足と高齢化に悩まされている。地区内の担い手は、落合土建（株）と５０代の個人の認定農業者（水稲栽培と造園
業）のみであり、落合土建（株）による荒廃農地の再生・利用に大きな期待がかけられているものの、これらの担い
手のみでは地区内の農地を守っていくことは困難な状況である。

○ 異業種からの農業参入による荒廃農地の再生 （落合土建株式会社）
中津川市落合地区において、平成17年に、社長が荒廃した農地を借入れ、野菜、栗の生産に取り組んできたが、
平成23年からは自ら経営する会社で農地を借入れ、建設機械など建設業の経営資源を活用し、本格的に農業に参
入。また、地域特産物の「あじめコショウ」や各種野菜（約140種類）を栽培するとともに、野菜を乾燥させた加工品も
販売。

［現在の状況］

⑱建設会社が建設機械を活用して農業参入し荒廃農地を再生した事例
【岐阜県中津川市】

「あじめコショウ」の乾燥作業 「七つ平高原」において農産物の
栽培

① 再生面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

１．６ｈａ
建設会社を経営しており、建設事業の減少と地
域の荒廃農地の増加により、地域に貢献（雇用
等）をしたい思いから農業に参入した。

建設会社の経営資源である建設機械を活用して荒廃農地
を再生し、農産物の生産・加工をしている。



⑲ 建設会社の農業参入による荒廃農地解消の取組事例
（経営体育成支援事業、耕作放棄地再生利用交付金）【岐阜県恵那市東野地区】

１．荒廃農地の解消の状況

２．今後の課題等

地域の農業者が高齢化しており、今後も荒廃農地が増える可能性が大きい。

〇農業参入した農地所有適格法人が、「にんにく」を栽培することで、荒廃農地を解消

【荒廃農地】

① 解消面積

２.９７ha

② 取組に至った経緯 ③ 取組の概要

・ （有）東野は、恵那市の中山間地域で建設業を営んでい
るが、地域農家の高齢化等を懸念し、平成２０年に農業参
入を始め、荒廃農地を解消し、「にんにく」の栽培を始めた。

また、収穫した「にんにく」を自社で加工販売する六次産
業化にも取り組んでいる。

・平成２５年度から２９年度まで、耕作放棄地再生利用交付金を活用し
荒廃農地を再生（2.97ha）。
・平成２２年度に経営体育成支援事業を活用して、ニンニクの植え付け
機械を購入し、農地の再生利用を図った（30a）。
・現在は主力のニンニクの他に、カボチャ、米、モロヘイヤ、青唐辛子等
の生産を行い、それらの加工品開発も手掛けるなど事業拡大が図られ
ている。

【加工品の販売】【にんにくの作付け】

［解消前の状況］ ［解消の具体的取組状況］ ［現在の状況］



１．荒廃農地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

当事業の経営を安定させるためには、農地40ha以上の規模拡大が必要であり、近隣市町村の荒廃農地を借り受
け対応している。また、災害等のリスク回避をするためには、多品目の作物の栽培が必要なことから、新たな飼料
作物の栽培について検討していく。

○ 異業種からの農業参入による荒廃農地の再生 （株式会社 エイゼン）
平成22年度に愛知県の「あいちｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ・ｺﾐｭﾆﾃｨ構想具体化支援事業」を契機に、①食品産業物のコンポス
ト化、家畜糞尿の堆肥化、②耕作放棄地を活用した飼料作物の生産、③畜産農家に飼料を供給する「循環型リサ
イクル」を確立するため農業に参入。現在４市３町の耕作放棄地において、飼料作物のデントコーンを生産し、畜
産農家に販売。

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

⑳産廃会社が循環型リサイクル確立のため農業参入し荒廃農地を再生した事例
【愛知県半田市、大府市、豊明市、常滑市、東浦町、武豊町、美浜町】

① 解消面積 ②取組に至った経緯 ③ 取組の概要

３０ｈａ
産業廃棄物処理会社を経営しており、地域の耕
作放棄地が増加する現状を踏まえ、循環型リサイ
クルを確立するため農業参入した。

愛知県補助事業「あいちｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ・ｺﾐｭﾆﾃｨ構想具体化支
援事業」（ふるさと雇用再生特別交付金）を受けて農業に参
入し耕作放棄地を再生している。

食品廃棄物を処理する施設 デントコーンの作付



㉑ ボランティアと肉牛生産者の協力により荒廃農地を放牧利用した事例
【岐阜県下呂市】

１．荒廃農地の再生状況

写 真

［再生前の状況］

２．今後の課題等

獣害被害への対応。

○ 下呂市馬瀬西村地区において、荒廃農地と野草地の雑草対策として肉用繁殖雌牛を放牧に利
用。

写 真 写 真

［具体的取組状況］ ［現在の状況］

① 再生面積

２ｈａ

② 取組に至った経緯 ③ 取組の概要

・ 養蚕の衰退とともに馬瀬地域の桑畑が荒廃農地となってい
た。そのため、その周辺地域で雑草が繁茂し、農作物への獣
害問題も発生した。
・ そこで、地域のボランティアと近隣で肉用牛の繁殖経営をし
ていた方が協力し、問題の解決のため、肉用繁殖雌牛の放牧
による荒廃農地対策を計画した。

・ 放牧面積：２ｈａ
・ 放牧頭数：５頭
・ 放牧期間：５月～１１月上旬
・ 取組の成果として、除草作業の軽減や景観の改善。
また、肉用牛繁殖経営農家には、放牧牛の飼料費節約、
飼養管理の省力化に貢献している。

桑畑跡地 放牧の状況



㉒女性農業委員が園児の食育活動のため休耕地を再生した事例
【岐阜県飛騨市】

１．休耕地の再生状況

［再生前の状況］

２．今後の課題等

飛騨地域には荒廃農地等が多くあり、取組拡大の要望はあるものの、現在の人員ではこれ以上の面積の拡大は難
しい。

○ 飛騨市古川町において、食育活動に利用する大豆を休耕地で生産し、農地の有効活用を図る。
○ 地元の素材を生かした食育や食農教育は、農業委員会の大切な活動の一つ。

［解消の具体的取組状況］ ［現在の状況］

① 再生面積

１４ａ

② 取組に至った経緯 ③ 取組の概要

・ 飛騨市の食育活動として、飛騨市女性農業委員が中心
となった10名の女性が、平成23年度に県単独事業「旬の
野菜と学ぶキッズキッチン事業」に参加し活動を始める。
・ 食育活動に使う大豆を栽培するため、休耕地５aを活用
することとなり、耕作可能な状況に再生した。

・ 飛騨市内の保育園で、休耕地で作った大豆を原料に、
枝豆、おはぎ、味噌汁などを園児とともに作って食べ、
五感を使って食の大切さを伝えている。
・ 現在、休耕地を使った大豆の栽培面積は古川町内
で14aまで拡大した。

再生農地で大豆播種 収穫作業



㉓ 施設園芸による荒廃農地解消の取組事例
（耕作放棄地再生利用緊急対策交付金）【愛知県田原市】

１．荒廃農地の解消の状況

写 真

［解消前の状況］

２．今後の課題等

農業者の高齢化や担い手の減少に伴い、今後は荒廃農地を解消することだけでなく、既存の農地をいかに維持するか（荒廃農地の発
生防止）という取組が重要となる。このため、農地バンク事業による農地流動化の斡旋業務や、農業委員、農地利用最適化推進委員に
よる地域内流動化の掘り起こしなど、農地の有効利用や流動化の促進活動等を充実・強化する必要がある。

〇施設園芸の利用による荒廃農地の解消事例

［解消の具体的取組状況］ ［現在の状況］

【荒廃農地】

① 解消面積

4.03ha

② 取組に至った経緯 ③ 取組の概要

・ 田原市は愛知県の南端に位置し、農業産出額は全国市町村第１
位（平成２７年）であり、電照菊などの花き、キャベツやブロッコリー、
トマトなどの野菜、肉用牛や豚などの畜産がさかんである。

その一方で、農業者の高齢化や担い手の減少などにより、荒廃農
地は全農地の7.2%を占めており、荒廃農地の解消は農政の大きな
課題の一つとなっている。

・平成２１年度から平成２８年度までの８年間で耕作放棄地再生利用緊
急対策交付金（再生作業、土壌改良、営農定着、施設等補完整備）を活
用して、98件20.19haの荒廃農地を再生した。
・耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用したもののうち、2割にあ
たる4.03haが園芸施設用地となっている。
・花き栽培等の規模拡大と経営農地の集積により、担い手農家の経営
基盤の強化が図られている。

【再生による施設内】【園芸施設外観】


