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能となるという「地域リレー方式」を提案し、実現している。 



Ⅰ 人・農地プランの実質化と農地利用の最適化について 
 

長野県農政部農村振興課 

１ 今後の農業生産構造について 

担い手の減少や高齢化に伴う農業生産力や農村集落機能の低下、TPP11や日米貿易協定など 

国際化の進展等、農業農村が多くの課題に直面する中、長野県農業を将来にわたり持続的に発 

展させていくためには、地域農業を担う農業経営体の確保・育成と農地利用の効率化・高度 

化による農業生産構造の立て直しが喫緊の課題です。 

国は、地域ごとに人と農地の問題解決に向けた取組を加速させ、担い手への農地集積率を 

８割とする農業構造を目指し、人・農地プランの実質化とその実践を推進しています。 

一方、本県においては、農地の利用集積・集約化のみならず、主力の果樹産地における園 

地の円滑な継承や、中山間地域等担い手が不足する地域の農地を維持していくための体制構 

築など、５年後、10年後に向けた対応が急務となっています。 

このため、それぞれの地域が抱える課題を明確化し対応方針を整理した人・農地プランに 

基づき、農地利用の最適化を着実に進め、担い手農家が効率的かつ持続的に農業を展開する 

生産構造を再構築していくことが重要となります。 

併せて、担い手が不足する地域では、担い手組織の育成や、広域展開する農業法人の誘致、 

地元ＪＡが出資設立した農業法人等との連携強化などについて検討を具体化するとともに、 

小規模や兼業農家、その他地域の住民の共助により、地域内で相互に補完し合う体制を構築し 

ていくことが必要です。 

 

２ 人・農地プランの実質化及びその実践について 

農業生産構造の再構築に向け、その設計図となるのが人・農地プランであるため、県内 77 

市町村の全地域で、地域農業の将来ビジョンを明確化する「人・農地プランの実質化」が進 

められています。 

市町村は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」第 26条及び関係通達に基づき、人・ 

農地プランを作成・実践しますが、その際、同条３項により、農業委員及び農地利用最適化 

推進委員の積極的な関与が求められています。 

今後は、実質化された人・農地プランに基づき、利用集積・集約化など農地利用の最適化 

に向け、市町村と農業委員、農地利用最適化推進委員が中心となり、ＪＡや農地中間管理機 

構等と連携し、プランの方向性に応じた役割分担のもと、より積極的な利用調整活動や担い 

手確保の活動、活用困難な荒廃農地の非農地化等を実施していくこととなります。 

一方で、人・農地プランの実質化が遅れている地域では、引き続き、市町村や農業委員会 

が取組を進め、一刻も早く実質化を図る必要があります。 

 

３ 取組事例集の作成について 

   これまで人・農地プランの実質化を進めてきた市町村や農業委員会から、担い手不足の課 

題等への対応方針をまとめるにあたり、参考にできる優良事例の情報を求める声が多数寄せ 

られていることから、このたび、長野県農業会議と協力し、担い手不足などに対応するため、 

農地を維持し、地域農業の振興に取り組んでいる県内外の事例集を作成しました。 

   作成にあたって御協力を頂いた関係機関の皆さまに感謝するとともに、本事例集が各地域 

で人と農地の問題の解決に寄与することを心から期待します。 

 

令和３年３月 
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Ⅱ 農地の維持を図りながら地域農業の振興につなげている取組事例 

１ 担い手が育成されている地域における取組事例  

事例①Ａ市農業委員会（※事情により取組が続けられなくなったため、取組の手法を紹介する）  

「担い手間の話合いを重ね、人・農地プランを軸に農地集積・集約化を実践」 

農業委員・推進委員が中心となり、市農政課、ＪＡと連携して、人・農地プランを 

軸に、大規模な担い手の耕作状況を地図に落とし込み、地域協議において担い手間 

の話合いを重ね、担い手が借りている農地の近くから、農地中間管理事業を活用し 

て集積・集約を図った。 

 

◆地域の概要 

〇水稲を主体に、りんご、もも、プルーン、高原野菜、花卉等の栽培が行われている。 

〇人・農地プランは、すべて実質化されており、担い手への農地集積率は高い。 

 

◆取組の概要 

〇Ａ市Ｂ地区では、同市農業委員会長が、人・農地プランの作成をリードし、市農政課や 

ＪＡ、区長会との協議を平成 28年度から重ねてきた。 

〇令和３年度までに地区内の平野部の農地の 25%（15ha）を農地中間管理機構経由で担い 

手に貸し付ける計画で、これまでに 14haを集積してきた。 

〇Ｂ地区の取組は、Ｃ地区にも波及し、農地利用最適化推進委員が、農業委員や地区の区 

長４人と連携し、１年近くかけて平成 29年度末にプランをまとめ上げ、現在は対象の 

140筆のうち 68筆 15haを集積している。 

 

◆参考ポイント 

〇Ａ市では、農業委員や農地利用最適化推進委員が旗を振り、市農政課やＪＡともスクラ 

ムを組みながら、人・農地プランを軸とした農地の集積・集約化を実践している。 

〇地域農地の現状把握が、プラン作成の第一歩となるため、農業委員会長は「周辺の状況 

 に詳しい大規模な担い手から聞き込みを始めるのが有効」と考えた。また、農業者から 

 の信頼が厚いＪＡとマメに情報を共有する重要性も指摘する。 

〇Ｂ地区では、こうして得た耕作状況の情報を地図に落とし込んで地域協議に活用し、 

 担い手が借りている農地の近くから集積していく方針を固めていった。 

〇地権者の中には、「一度農地を貸したら返ってこないのではないか」との不安は根強く、 

 農地中間管理事業への誤解も多いことから、 

「万が一、受け皿の担い手が経営できなくな 

っても、機構なら円滑に次につなぐことがで 

きる」など、公的機関が間に入るメリットの 

説明を心掛けた。 

 

プラン作成の協議では地区の農地図を活用   
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２ 担い手がある程度見込める地域における取組事例  

事例②新潟県村上市農業委員会  

  「担い手が規模拡大しやすい環境を整備」 

   農業委員等が積極的に関わり、担い手の意向をしっかり聞いたところ、受け手に限界 

   感があり、将来、貸したくても受け手がいなくなる実態がわかり、担い手が規模拡大 

しやすいように、圃場の区画整理を行い作業しやすくすることを決め、基盤整備の実 

現に向けて動き始めている。 

 

◆地域の概要 

〇新潟県の最北端に位置し、県面積の 9.3%を占める広大な市。 

北から東にかけては山形県に接している。 

〇新潟を代表する銘柄米「岩船米」やブランド牛「村上牛」、地酒、 

 特有の鮭の食文化など、伝統文化とおいしさがギュッと詰まった 

 魅力あふれる街である。 

 

◆取組の概要 

〇農業委員会と市が連携して、集落ごとに開催している「地域農業の将来を考える話合

い」によって、地域の課題が浮き彫りとなった。 

〇「基盤整備が必要」という声に応えて、県やＪＡ、土地改良区も巻き込んで農地整備事 

業の説明を聞き、自治会や農家組合の役員などで推進委員会をつくり、基盤整備の実現

に向けて動き始めている。 

 

◆参考ポイント 

〇舘腰地区では、農業委員会と市が連携して、地域農業の将来を考えようと、集落ごとに 

 農業者が話し合う会合を開催している。平成 30年 11月～令和元年６月までに８集落で 

延べ 20 回開催した。農業委員２人と農地利用最適化推進委員１人が、進行役や説明者、

助言者となり運営している。 

〇農業委員会では、同地区をモデル地区として、「営農状況・意向調査」を実施した。 

集計結果を見ると、「受け手に限界感があり、将来、貸したくても受け手がいなくなる 

のではないか」という課題が浮き彫りとなった。アンケート結果をもとに、「舘腰地区 

の農業を考える〇〇集落の集い」を開催し、農地利用現況図を見ながら、ざっくばらん 

に意見交換を行った。 

小区画の水田が限界感の一つの要因であることがわかり、「基盤整備が必要」という声 

も聞かれたことから、２回目の会合には、県、ＪＡ、 

土地改良区が出席して、地権者負担ゼロで関心を集める 

農地中間管理機構関連農地整備事業について説明した。 

説明会を開いた集落では、自治会、農家組合役員などで 

推進委員会をつくり、基盤整備の実現に向けて動き始め 

ている。 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E5%B8%82#/map/0
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３ 担い手はいるが、不十分な地域における取組事例 

  事例③長野県飯島町  

 「農地の受け皿組織として（一社）田切の里営農組合を設立」 

  30年以上前から、将来的には限界が来るという危機感を持ち、町が主導し、ＪＡも協 

  力して、「地域営農センター構想」（将来も継続して農地を維持でき、農業で頑張れる 

体制）を推進。農地の管理を４組合に一元化し、皆が参加する形で、農地利用を調整 

し、農業経営を継続していく体制を作り上げた。 
 

◆地域の概要 

〇農業は、町の基幹産業として重要な位置を占め、農家戸数 946戸、 

 耕地面積は 895ha、（田 717ha、畑 178ha）となっている。 

〇昭和 61年に飯島町営農センターを設置するとともに、旧村単位 

 に全農家参加の地区営農組合を設立して地域複合営農を促進し、 

 米を基幹に花とキノコと果物・野菜の里づくりに取り組んでいる。 

 また、農用地の利用調整、流動化や農作業の受委託等も進んでお 

り、先進的な地域複合営農に取り組んでいる。 
                                         

◆取組の概要 

〇（一社）田切の里営農組合には、農地所有者全員が加入し、地権者と農業経営者が協力 

して、地域と農業を振興。 

〇地域の農業者の農地は、農地中間管理機構が借り受け集積した後、地域の担い手である

（一社）田切の里営農組合がすべて借り受け、交付金を活用するなどして担い手の育成

を進めながら、地区一丸となって農地の管理と保全に取り組んでいる。 

〇組合員を全住民に広げ、組合員である地権者に加え、その家族や地権者以外は准組合員 

として加入を可能にした。また、組合内に草刈りサポーターを結成し、地区営農組合が 

発注しサポーターは働いた時間に応じ賃金を受け取ることにより、サラリーマンやその 

家族でも准組合員になった人が多く、多少なりとも農業で収入を得ることができた。 

〇できるだけ多くの人に主体的に関わってもらうことが、地域の農業振興に必要なことと 

考えている。 
 

◆参考ポイント 

〇設立前は、小集落ごとの機械利用組合など農家個別の経営。 

〇各集落にあった組織を地区ごとに集約し、地区営農組合を設立し、農地の利用調整・ 

作業受託を行う。 

◎昭和 61年に営農センターを設立し、兼業農家・専業農家が、それぞれの向きに合った 

農業を町ぐるみ、地域ぐるみによる地域複合経営を目指す。 

◎平成 17年には、農家の高齢化、後継者不足を背景に、 

２階建ての担い手法人として(株)田切農産を設立。 

〇（一社）田切の里営農組合は、地域全体の農地の管理を行い、 

営農に関しては、(株)田切農産など担い手法人や地域の農業 

者などと役割分担している。  
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３ 担い手はいるが、不十分な地域における取組事例 

  事例④新潟県小千谷市  

  「中心的な経営体（有）農園ビギンが、地域内の分業体制で農地を維持」    

   地域の担い手となる法人として、水田を中心に地域の耕作放棄地を無くそうと、基本 

的に頼まれた農地は引き受けるというスタンスで経営している。出し手も、水の管理 

など役割を持ってもらい、地域との関わりを継続してもらうことが大事と考えている。 

 
◆地域の概要 

〇魚沼コシヒカリの産地でもあることから、経営耕地の 91%が水田。 
〇畑作は露地栽培が主体で、スイカ、カリフラワー、にんじん等の収量 

が多い。 
〇第二種兼業農家が 74%と最も多く、次いで専業農家が 16%、第一種兼 
 業農家が 10%。販売農家数は平成 27年時点で 1,402戸と減少傾向で、 
 農業人口における高齢化率は急激に増加しており、遊休農地の加速化 
が憂慮されている。 

 

◆取組の概要 

〇有限会社 農園ビギンは、この地域の担い手として、農地を積極的に受け、農地維持と 
 農業振興に貢献している。 
〈活動内容〉 

 ・経営面積：水稲 28ha、露地野菜 3.5ha  
プラス サツマイモ加工品の製造販売 

 ・水稲品種：コシヒカリ 20ha、餅用のコガネモチ８ha 
  露地野菜：サツマイモ１ha、スイカ、カリフラワー2.5ha 
 ・従 業 員：季節雇用７人、60代以上パート６人        若手育成にも積極的 
〈設立趣旨、理念〉 
 ・「地域の農地をしっかり守る」を理念に、多くの人に可能な範囲で農業に関わり続け 

てもらうことが、農地の保全につながると考えている。 
地域社会への関わりを大切に考え、地産地消を第一に、地域に密着した取組を行う。 

 ・一部の担い手が、隅々まで管理するのは非現実的。地域内、地域間での積極的な分業 
  を進めたい。 

 ・代表の南雲信幸さん（65歳）が、耕作放棄される水田があまりに多く、このままでは 
農業がダメになるとして、32歳で設立。 

 

◆参考ポイント 

〇耕作依頼を受けた農地は、基本的にすべて引き受ける。水利環境が良くない３a程度の 
 小規模な圃場も含む 34haは 95%借地。 
〇遠方の地主には、10a当たり３千円で、見回りや水管理を中心とした日常の管理作業を 
 委託する。【分業体制】 
〇常勤スタッフ７人は、年間 110日前後の休日取得。 
〇販売では、米の９割は卸へ。販売価格は１俵当たり、ＪＡ買取価格＋２千円が下限。 

コガネモチ（加工用米）は、１万５千円を最低価格とし、30t出荷。サツマイモを使っ 
たプリン、スイートポテトを２年がかりで開発。小千谷市内外の小中学校の学校給食や 
こだわりスーパー等に販売。年間売上額８千万円の３割を占める。 露地野菜は、県内 
の直売所６店舗等に出荷し、人気商品となっている。 

 

 

https://shop.ng-life.jp/wp-content/Cimy_User_Extra_Fields/nouenbigin/04.jpg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%8D%83%E8%B0%B7%E5%B8%82#/map/0
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４ 大規模経営の担い手はいないが、何とか農地は維持している取組事例 

  事例⑤岐阜県郡上市下栗巣   

  「条件不利地域で、集落営農法人（農）ファットリエ栗須を設立」 

   関係機関が連携して推進チームを結成し、自治会の協力を得て、話合いを重ね、地域 

合意に基づき、中山間地域において、今後、耕作できなくなる農地の受け皿となり、 

地域の農地を維持していくため、集落ぐるみの新たな受け皿組織を設立した。 

 

◆地域の概要 

〇中山間地域である旧大字単位をエリアとして、耕地面積 26ha、 

集落内戸数 53戸、農家数 49戸、農家（世帯主）の平均年齢 

67歳、水稲中心の個別経営が多く、高齢化により後継者が不足 

している。 

                                         

◆取組の概要 

〇担い手への集積率：「取組前 0％(0ha)」⇒「取組後 46％(12ha)」 

〇集落アンケートにより、５年以内、10年以内に営農が困難となる農地を明確化。 

〇新たに、「農事組合法人ファットリエ栗巣」を設立し、中心経営体に位置付けることで、 

地域農業を後継。 

 

◆参考ポイント 

１ 関係機関が連携して推進チームを結成し、将来の耕作放棄地を見える化 

（１）県、市、ＪＡによる推進チームを結成し、自治会の協力を得て、話合いを推進。 

５年以内、10年以内に耕作できなくなる農地を図示し、危機感を共有し、地域の 

農業を継続して担う集落営農法人の設立に向けた合意形成を進めた。 

（２）また、市は、制度説明や農地の出し手から相談窓口となり、県、ＪＡとの連絡調整 

   を行った。 

２ 地域住民の理解・協力を得るため説明会を実施 

  地域の営農を継続的・安定的に行うためには、地域住民の理解と協力が不可欠である 

ことから、営農組織の体制・営農計画等を作成し、全住民へ説明会を実施した。 

３ 県事業等を活用し、プランを実現化 

 農地中間管理機構を活用し、農地集積を図るとともに、集落営農の組織化に知見の 

ある者の派遣や合意形成への支援、新設した集落営農組織が行う農業用機械整備への 

支援など、県単事業等によりプランを実現化した。 
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４ 大規模経営の担い手はいないが、何とか農地は維持している取組事例 
  事例⑥長崎県松浦市   

  「中山間直接支払制度の集落協定活動から（農）長渓の風御厨木場を設立」 

   中山間地域等直接支払制度の集落協定を活用して、話合いの中で、地域の農地の受け 

皿組織として、新たに集落営農法人を設立し、集落協定に位置付けるとともに、人・ 

農地プランの中心経営体に位置付けている。 

 

◆地域の概要 

〇人口は２万３千人、炭鉱で栄えたピーク時の 50％以下に減少。 

〇農地は約 2,870ha。総農家数 1,378戸、認定農業者 167人。 

〇水稲を中心に、施設野菜・肉用牛が基幹作目で、ぶどう・みかん・ 

露地野菜、花卉等を組み合わせた複合経営が主体となっている。 

〇農業委員 19人、農地利用最適化推進委員 18人。 

〇農地集積率は 36.6%。 
 

◆取組の概要 

〇人・農地プランは、旧町村を区域として７プランで、毎年更新している。 

 ４プランは担い手が十分確保できているが、３プランは不十分となっている。 

 2014年、2018年に全農家対象のアンケートを実施。農業嘱託員 91人が配布と回収し、 

委員も回収。⇒2014年は、結果を圃場地図に落とし集落ごとに印刷し様々に活用した。 

〇御厨町木場集落では、中山間地域等直接支払制度の集落協定を活用した話合いから、 

2017年に集落営農法人を組織した。 
 

◆参考ポイント 

〇中山間地域等直接支払制度に 2000年から取り組み、現在５期目。 

〇木場集落営農組合を組織し、田植機、コンバイン、米乾燥機等を共同購入して利用して 

きた。 

◎しかし、条件が悪く、後継ぎの他出や農地の荒廃が進み、集落の維持が危ぶまれるとい 

 う危機感の中で、生産活動を維持しようとする機運が高まった。 

〇2016年４月から地区の農業委員を中心に、地域の担い手が集まり、集落営農法人の設立 

に向けた研究を開始した。 

〇長崎県県北振興局農林部や松浦市農林課の支援を受け、集落アンケートや説明会、ワー 

クショップ、先進地視察等を実施した。 

◎2017年６月、全ての協定参加者を組合員とする「農事組合法人 長渓の風 御厨木場」を 

 設立し、人・農地プランの担い手として、高齢化等で耕作が困難となった農地を借り上 

げ、水稲、ブロッコリーの栽培と水稲作業受託によりスタートした。構成員 35人、オ 

ペレーター４人。 

〇2020年現在、農地中間管理機構等を通じて約７haの農地を集積し、ドローンによる水 

 稲防除も開始し、作業受託約 12haも含めて集落の農地維持に取り組んでいる。 

〇経営の安定化のため、 

ブロッコリーの作付け拡大と 

新規作物を模索している。 
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４ 大規模経営の担い手はいないが、何とか農地は維持している取組事例 
事例⑦兵庫県上郡町奥地区  

  「多面的機能支払い制度を活用し、地域全体で農地と農村環境を維持管理」 

   多面的機能支払い制度を活用し、地域の農地を将来にわたり活用・保全できるよう、 
集落合意のもと、活用すべき農地の全てを農地中間管理機構が借り受け、地域の担い 

手の状況やゾーニング意向に基づき、農地の貸し付けを行う「いきいき農地バンク方 

式」の実施により、担い手と自給的農家等がそれぞれの役割を担いながら、地域全体 

で農地の有効活用を図っている。 

 

◆地域の概要 

〇中山間地域に位置する水稲主体の地域で、高齢化の進展が見込まれ、 

分散錯圃の解消、遊休農地化の防止や持続可能な営農体制の構築等 
が課題となっていた。 

 

◆取組の概要 

〇地区の保全すべき農地（23.3ha）の 91.2%（21.2ha）を担い手に集約化。 
〇受け手の声「まとまった農地を利用できて、管理作業の負担も軽減された。中山間地域 
 でも、集約化ができれば、その価値を高めることができる。」 
 

 

 

 

 

 

 
 

◆参考ポイント 

〇集落の農地を一括して農地バンクに預ける「いきいき農地バンク方式」を実践。 

〇保全すべき農地を担い手に集約するとともに、畦畔等の管理作業を地域で役割分担。 
〈取組内容〉 
①農地バンクと担い手の意見交換における分散錯圃解消の相談をきっかけに、本地区を 
 農地バンク事業のモデル地区に決定し、多面的機能支払いエリアで農地バンク事業を 
活用することを区長・農会長とともに検討した。 

 ②農地バンクが地区の話合いにおいて、集落ぐるみで農地を一括して借り入れる「いき 
  いき農地バンク方式」の実施を提案し、地区の同意で保全すべき農地として位置付け 

られた農地の９割超を３人の担い手に集約した。 
 ③地区内での危機感が共有され、農地管理等を担い手任せにせずに、集落と担い手が協 
  働して農地・農村環境を守ろうとする機運が醸成され、畦畔の草刈りや道・水路等の 
  管理作業等を地区と担い手が役割分担する体制が構築され、令和２年３月には、人・ 

農地プランも実質化されている。 
 

 

 

 

 

  【図：「いきいき農地バンク方式」のイメージ】  【写真：地域全体での管理作業の様子】 
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４ 大規模経営の担い手はいないが、何とか農地は維持している取組事例 

  事例⑧長野県筑北村   

「農地中間管理機構の仲介により法人が参入し、農地集積して、そばを栽培」 

   農地中間管理機構コーディネーターの仲介で、そばの国産原料確保のため生産地を探 

していた「(株)ファームめぶき」と、標高が高く昼夜の寒暖差が大きく、そばの理想 

的な生育環境にある筑北村とが結び付き、韃靼そば茶の原料の確保と遊休農地の解消 

を目指し、そば畑の集積に取り組んでいる。 

 

◆地域の概要 

〇筑北村は、標高 600m～1,000m程あり、内陸性気候のため昼夜の寒暖 

 差があることから、そばの理想的な生育環境にあり、村では作付け 

 補助金や製粉所、乾燥施設等を整備し、そばの生産を推奨している。 

〇中山間地域の山村であり、主要産業は農業で、農作物自体は品質を 

高く評価されており、需要が供給を上回っている状態が続いている 

にもかかわらず、高齢化に伴う離農に歯止めがかからず、担い手不 

足による遊休荒廃地の拡大が進んでいる。 

                                         

◆取組の概要 

〇筑北村に平成 29年１月 20日、「そばの一大産地」づくりを目指して、「(株)ファームめ 

ぶき」が誕生した。初年度は、3.5haほどの区画に韃靼そばを主体に、そばの若葉粉末 

用のためのそば栽培からスタートした。 

〇筑北村が、(株)ファームめぶきと連携し、韃靼そば茶の原料の確保や遊休農地の解消を 

目指し、50ha以上のそば畑の集積を目指している。 

 

◆参考ポイント 

〇平成 28年に(株)日穀製粉が、そばの国産の原料確保のために生産地を探していたところ 

 長野県農地中間管理機構の仲介により筑北村が紹介された。 

〇筑北村は、標高が高く昼夜の寒暖差が大きく、そばの理想的な生育環境にあることから 

 縁あって関連会社(株)ファームめぶきが、筑北村大沢新田地区で、そばの栽培を始めた。 

〇翌年、農業委員会と村では、農地の荒廃が心配されていた地区の農家を対象に、今後の 

農地利用の意向について聞き取り調査を行った。その結果を受けて、借り手のつかない 

山際の小規模な農地を、国や県の補助制度を利用し改良を行い、20数枚の畑を２枚に集 

約し、その畑を平成 30年から(株)ファームめぶきが、韃靼そばの生産を行っている。 

〇栽培した韃靼そばは、ペットボトルの韃靼そば茶の原料の一部としてＪＲ東日本の自動 

販売機で販売したところ、予想を上回る売れ行きで、原材料の増産が求められている。 

〇令和元年度には、西条地区でも農地利用の意向調査を行うなど、地区の農地をどのように 

守り生かしていくか、地域の皆さんと農業委員、農地利用最適化推進委員、村が一緒に考 

えている。 
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４ 大規模経営の担い手はいないが、何とか農地は維持している取組事例 

  事例⑨兵庫県淡路市野島地区  

「企画提案方式で、農地の借り受け企業を公募」 

   農地として開拓したが荒れてしまった土地を、関係機関が一緒になって、全国から企 

業を公募して、50を超す応募企業の中から３社を選定。農地中間管理機構関連農地 

整備事業を導入し、平均４haの集約された農地を転貸する予定。 
 

◆地域の概要 

〇淡路島北部の中山間地。近畿都市圏に近く、農業者の高齢化、担い手 

不足で遊休農地が増加。小区画で、道路幅が狭く、意欲低下につなが 

っている。 

〇農地は約 13.4ha、参入企業数３法人。 
 

◆取組の概要 

〇市、土地改良区を中心に、農地中間管理機構、県、ＪＡ等が連携し、企業誘致を推進 

（北淡路先端ファーム）。企業向けのＰＲ動画、パンフレットを作成。農水省の農業参入 

 フェアにも参加。令和元年８月に公募型の企画提案方式で全国から参入企業の募集を実 

施。３社を選定。 

〇農地中間管理機構関連農地整備事業を導入し、平均４haの集約された農地を転貸予定。 
 

◆参考ポイント 

〇今回の公募地の一部＝淡路市野島常盤 

 兵庫県の淡路島北部で農業を始めませんか‐ 

 北淡路土地改良区（理事長＝門康彦・淡路市長）は、県や淡路市 

などと連携し、同市北部の土地を借りて、 

野菜や果樹などを栽培する事業者を公募し 

ている。温暖な気候に加え、神戸・大阪か 

ら近く、まわりに観光施設もあるなどの魅 

力を伝え、遊休農地の有効活用を進める。 

◎今回募集した 13haは元ミカン畑で、平らな土地で好条件。事業主体は北淡路土地改良区。 

 農地中間管理機構を介して貸し出す。募集対象は野菜や花卉などの作物。契約は 15～50 

 年で、賃料は年間 10a当たり 7,500円。公募はプロポーザル方式で、書類審査と面接を 

 経て、10月中旬に事業者を決定し、2023年の営農開始を目指す。 

◎北淡路で先端農業を始めませんか‐。淡路島北部で山林化が進む耕作放棄地再生のため、

兵庫県が企業誘致に力を入れる。 

◎今回は、計 100haのうち、地権者との調整が整った 13ha。県は、「まとまった農地の企 

業向け公募は全国的にも珍しい。企業ならではの先端的な活用で農地再生につなげたい」

とする。 

◎農地は、高度成長期に国が 400haを造成。オレンジ輸入自由化などで衰退し、現在は、点

在する４分の１が耕作放棄地となっている。温暖で日照時間が長く、阪神間に近いなどの

好立地を生かそうと県が企業誘致に乗り出した。 
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５ 高齢化が進み、担い手がいない、農地維持が困難な地域における取組事例 

  事例⑩長野県松本市奈川  

  「中山間地域を維持するために、地域運営組織 (株)ふるさと奈川を設立」 

   農業だけに関わる組織でなく、地域振興全体に関わってくる活動を行う組織を設立し、 
農作業がない冬季を含め、通年での常勤雇用を可能にしている。急速に進む超少子高 
齢化で増え続ける地域課題への実行部隊として位置付け、若い人を雇用することで、 
地域の担い手として育成する狙いもある。 

 

◆地域の概要 

〇松本市奈川は、人口 669人、児童生徒 22人、高齢化率 49.9％、 

一人暮らし 52世帯であり、担い手不足をはじめ、学校の存続、 
地域振興など多くの課題を抱えている。 

〇このため、住み慣れた奈川で、ずっと暮らせる仕組みづくりが 
求められていた。         （令和２年４月１日現在） 

                  

◆取組の概要 

平成 29年 4月に「奈川地区地域づくり協議会ふるさと奈川をおこす会」を設立し、地域

振興部門、教育・健康福祉部門、防災・安全・環境部門の３部門を置いた。 

 この協議会の実行組織の設立に向け、「奈川営農組合（そばに関する補助金受入組織）」、
「奈川そば振興組合（機械利用組合）」及び「奈川振興公社農業部門（そば等農産物生産販
売、遊休化農地の活用）」を統合し、平成 30年５月に「地域運営法人(株)ふるさと奈川

（農林業部門）」を設立登記した。 
 これにより、高齢化に伴う地域農業の担い手の確保、安定生産や作業の効率化による収
入増、収入保険制度への加入、効率的な機械利用計画の策定、奈川の農村景観の維持など
のメリットが生まれた。 

 

◆参考ポイント  
〇令和２年度のそばの生産者は 84人（内 70歳以上は 53％） 

〇そばを中心とした農産物の生産に取り組んでおり、農家とは作業受委託により役割分担 
をしている。（播種及び土手の草刈りなどの農地の管理は各農家、コンバインによる刈 
取り・乾燥調製は㈱ふるさと奈川） 

〇そばの販売は JAと(株)ふるさと奈川が共同、経営所得安定対策交付金は、㈱ふるさと 
奈川が一括申請し、個別に精算を行っている。 

〇耕作者の高齢化に伴い、年々法人の経営面積が増加している。 
（H30年 ４ha → R１年 ６ha） 

〇奈川産食材を活用した６次産業化にも取り組んでおり、エゴマ油、保平カブのドレッシ 
ング、乾麺、半生麺等に加え、奈川在来のブランド力の向上に向けて、全国で通用する 
GI認証など認証登録を目指している。 

〇また、年５回のそばまつりの企画運営にも携わっており、 
そばの生産だけでなく、そばによる地域振興の旗振り役と 
なっている。 

〇そばの品質を高めるため、信州大学農学部の協力を得て種 

そばの選別機の導入を目指している。 
〇令和２年度より国の農の雇用制度を活用し、新規就農者の 
受入れ（１名）を行っており地域の新たな担い手となれる 
ように研修を実施している。 
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５ 高齢化が進み、担い手がいない、農地維持が困難な地域における取組事例 

事例⑪長野県泰阜村  

  「村と地元企業で担い手法人(株)ヌーベルファームを設立」 

   今後、増えてくる耕作できなくなる農地への対応と農業振興を図るため、自治体自ら 

が、新たな受け皿組織の設立に関与し、公共性の高い組織として運営を図っていく。 

村の施設も活用するなど色々な資源を総動員して、コスト低減を図りつつ、村の活性 

化につなげようとしている。 

 

◆地域の概要 

〇長野県南部に位置し、耕地が標高約 350m～800mの間に存在しており、 

 お茶や柚子などの暖かい地域の作物や、りんごなどの涼しい地域の 

 作物まで、多様な野菜や果樹が栽培されている。昼夜の温度差も大き 

 いため、美味しい野菜や果実が育っている。 

〇農家戸数 83戸、耕地面積は 52ha（田 26ha、畑 26ha）。 

                                         

◆取組の概要 

〇遊休化が進む農地の利活用と主要産業である農業の振興を図るため、泰阜村と地元企業 

 等が共同で出資し、平成 26年２月に「(株)ヌーベルファーム」を設立し、村内外の農 

地を借り受ける担い手法人として地域振興に寄与している。 

〈法人概要〉 

 ・資本金：500万円 

 ・従業員：８人（村内在住４人、近隣在住４人） 

 ・経営内容 

 ①トマト、干し柿生産 

  小学校跡地にパイプハウス 17棟（55a）を設置し、トマト栽培と市田柿の干場とし 

て活用している。経営面積は 10.4ha、生産量はトマト 52t、干し柿 75t。年間通じ 

20～25人の雇用にもなっている。 

 ②農地中間管理機構の活用と遊休農地の再生 

  柿農家で栽培できなくなった農地や遊休農地を農地中間管理機構から借り受け、 

市田柿を栽培するなど市田柿の面積も４haを超えている。 

 

◆参考ポイント 

〇泰阜村は、夏場は高原トマト、冬場は自然食品として人気のある干し柿をベースに、平 

 成 26年２月に全国のスーパーマーケット等に販売網を持つ丸西産業(株)をパートナーと 

 して、第三セクターによる農業法人(株)ヌーベルファーム泰阜を立ち上げた。 

〇この事業は、①遊休荒廃地の解消、②柿を栽培することによって農業者の所得確保、③ 

 廃校を活用することによって内発的な産業の創出として、村民のみならず、新規就農者 

 や Iターン者の雇用が大きく期待できるとして、行政が村の施設として推進し、基幹産 

業に育てたいと考えている。 
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５ 高齢化が進み、担い手がいない、農地維持が困難な地域における取組事例 

  事例⑫長野県阿南町  

  「町と町民、民間でトータルマーケティング組織を設立」 

（一社）信州あなんトータルマーケティング〔通称：信州アトム〕 

   町が関与して、産業の再生、交流の活性化、所得向上のため、行政と町民、民間を結 

ぶ支援組織を設立。非営利の一般社団法人で、構成員は農業者のほかに町やＪＡ、商 

工会等 360人で、町からも職員が派遣されている。「年金プラス 50万円」をスローガ 

ンに、農山村の活性化を目指した住民による「農活」を推進している。 

 

◆地域の概要 

〇長野県最南端で東海地方に向けて開けた人口約 4400人の町。 

農家戸数 215戸。標高 320ｍ～960ｍの起伏の多い傾斜地に集落が点在 

する山間地域。 

〇標高差があることから、気象条件も大きく異なる特徴を生かし、水稲を 

中心に露地野菜や施設でのトマト、キュウリ、夏秋イチゴの他花きや 

果樹などが栽培されている。 

 

【信州アトムについて】 

〇産業の再生と外貨獲得による住民の収入増加を図り暮らしを豊かにし、活力ある農山村

の形成に寄与し地域経済の活性化を目指す振興組織として、平成 21年に設立。 

〇「年金プラス 50万円」をスローガンに、行政と町民の連携による組織として、農山村の 

活性化を目指した住民による活動＝「農活」を推進。 

〇農林産物生産拡大・出荷販売事業と交流促進・観光振興事業を柱に、町の活性化に向け 

 た幅広い活動を展開。 

〇構成員 360人（令和 3年 3月現在）。 

〇生産拡大・出荷販売事業では、生産者から夏野菜を仕入れて提携した大手スーパーへの

販売及びふるさと納税返礼品として生産者からの米の買い入れが中心。 

〇令和３年度から水稲の受託作業を行う遊休農地対策プロジェクトを開始。 

 

◆取組の概要 

〇提携先への夏野菜の生産販売、ふるさと納税返礼品として信州アトムへの米の販売によ

り、「年金プラス 50万円」に向けて確実な収入確保が図られている。 

〇農家民宿事業の農作業体験受け入れなどを通し交流促進と活性化につながっている。 

〇農作物の生産販売や農作業体験受け入れ等、住民自ら活動することにより農山村コミュ

ニティ維持に貢献している。 

〇高齢化と後継者不足に対して、水稲の受託事業など町農業の担い手としての機能強化も

期待されている。 

 

 

 

 

http://www.town.anan.nagano.jp/tyosei/cat/000302.html
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◆参考ポイント 

１ 農業振興事業 

（１）生産拡大支援事業 

   ・提携販売先の情報等を織り込んだ推進品目の作付け計画の作成 

   ・営農・栽培技術指導と安全安心指導（農薬の適正使用）、モデル圃場の設置による 

技術向上と品質確保。 

 （２）出荷販売企画事業 

   ア 夏野菜出荷販売 

・仲卸と大手スーパー（静岡県内）と提携した夏野菜（7～10月）の出荷販売。 

・信州アトムが提携先との出荷計画、価格交渉及び検品を実施。 

    ・生産者が生産物を袋詰めなど販売先の指定の荷姿に調整したものを信州アトムが

集荷し、仲卸業者が大手スーパー店舗へ配送。大手スーパーが買取販売。 

    ・この他に、年間随時、夏野菜に限らず出荷物があれば近隣の直売所への卸も実施。 

   イ コメ販売事業 

    ・ふるさと納税返礼品、学校給食用、飲食店用、商店小売用として、生産者からの

米の買い入れ。 

    ・買い入れた米を精米し発送。 

２ 観光・都市との交流事業 

（１）農家民宿・セカンドスクール 

  ・農業者が経営する民宿での農業体験等、都会の小中学校、高校が、クラス全員で農村 

に来て、体験学習するセカンドスクール。平成 29年実績 1,317人 

  ・農山村体験プログラム、クラインガルテン。 

（２）特産品販売事業 

  ・南信州あなん便（五平餅、あまごの塩焼き等）は、町内の女性有志「祭り街道おあが 

りて連」が作る。 

 

信州アトム全景（事務棟、集荷棟、精米等、貯蔵棟） 

栽培指導会 
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５ 高齢化が進み、担い手がいない、農地維持が困難な地域における取組事例 

  事例⑬長野県下條村   

  「村と農業委員らが連携して、農業振興組織ＮＰＯ法人 元気だ下條を設立」 

   遊休農地の増大や担い手不足が深刻なため、村が村内の遊休農地をリスト化して管理 

しながら、新規就農者の支援や特産品の開発などを進めるため、「ＮＰＯ法人 元気だ 

下條」を設立した。理事長は発起人の村長で、理事は農業委員ら 18人。 

 

◆地域の概要 

〇長野県の最南端である下伊那郡のほぼ中央に位置しており、山林が約 

７割を占め、愛知県に近い村である。 

〇主要産業は農業で、農地は標高 332mから 828mに位置しており、中山 

間地域で圃場面積も小規模でありながら、水稲、そば、梨、りんご、 

干し柿などが栽培されている。また、親田地区で栽培されている「親 

田辛味大根」は、激辛大根であり、おろし蕎麦用の高級薬味として重 

宝されている。 

                                        

◆取組の概要 

〇遊休農地の増大や担い手不足が深刻な現状から、下條村が、 

村内の遊休農地をリストア化して管理しながら、新規就農者 

の支援や、特産品の開発などを進めるため、「ＮＰＯ法人元気 

だ下條」を令和元年 12月 26日に設立した。農業委員ら 18人 

を理事に。発起人の村長が理事長。令和２年４月から職員２人 

体制で活動を開始。 

〇この法人は、下條村を活性化するために、農業を中心とした 

産業の持続のために必要とする事業（職業紹介や中古農機具 

の仲介等）など、村民に望まれる事業に取り組む。 

 

◆参考ポイント 

〇これまでは、村や農業委員会が遊休農地の把握などをしてきたが、その後の管理や活用 

 に苦慮していた。村は、法人化することで、こうした課題に柔軟で迅速に対応できると 

 期待している。 
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６ 果樹地帯での園地の流動化による取組事例 

  事例⑭長野県長野市綿内東町地区  

「地元農業委員等が中心となった組織的な取組により、合意形成に２年間を費やし、 

中山間地で生産性の高い果樹団地と担い手への集積率 80％を実現」 

果樹地帯で、農業委員等が中心となり、時間をかけた話合い等により地域農業の将来 

の姿を明確にし、基盤整備により圃場の生産性と安全性の向上を図り担い手への集積 

を実現した事例。基盤整備は「農地中間管理機構関連農地整備事業」を活用。 

 

◆地域の概要 

〇扇状地に展開するりんごやぶどうを中心とした高品質果樹団地で 

ある。 

〇中山間地であり、傾斜が大きく、狭小・不整形な区画と石垣が支 

障となり、作業性が劣るとともに、栽培管理や防除作業機（SS） 

の走行の安全性が確保できない。 

〇高齢化の進行により地域の農家が減少し、遊休農地が増加してい 

る。 

 

◆取組の概要 

〇地区内に山新田（12.8ha）と清水（10.4ha）の 2つの団地（工区）において、農業委員 

等が中心となった組織的取組による、時間をかけた話合い等からの合意形成した将来ビジ

ョンに基づいて、「農地中間管理機構関連農地整備事業」を活用した基盤整備により、担

い手ヘの集積・集約の難しい中山間地の果樹団地において担い手への集積（集積率 80％）

と生産性の高い果樹団地への転換を実現。果樹園地の継承モデルでもある。 

受益面積 16ha、地権者 約 130人、筆数 約 530筆 

工期：令和元年～５年   補助率：国 62.5％、県 27.5％、市 10％（農家負担なし） 

【事業採択要件】 

 ア 事業計画の公告日までに、全ての事業対象農地に 15年以上の農地中間管理権を設定 

 イ 事業対象農地の 8割以上を事業完了後 5年以内に担い手に集団化。 

 ウ 地域の収益性を事業完了後 5年以内に（果樹は 10年以内）に 20％以上向上。 

 

〇基盤整備は山新田地区で令和２年 10月に着工し、両地区とも令和５年に３月までに完了

する予定。 

〇整備後の担い手への集積・集約は、所有者 130人程度だったところを、認定農業者 17人

を含む地元農家 22人が担うことになり、その年代も 70歳代が 65％だったものが整備後

は 30歳代 24％、40歳代 17％、50歳代 28％と大幅に若返る見込み。 

〇基盤整備により 1圃場当たりの面積が、平均 3aだったものが 30aに広がり、りんごでは

高密植・新わい化栽培も導入されるとともに、かん水施設も整備され、生産性と防除機

（ss）や乗用草刈機などの作業の安全性が格段に高まった。また、将来の生産のスマート

化も期待できるものとなっている。 

 

〇果樹園の新規開園に伴い、国の果樹経営支援対策制度を活用し、改新植と未収益期間の経

費の支援を受けた。 

〇農業委員等が中心となり、熱心な説明と話合いにより地域の将来像を明確にしていく中で 

合意形成を進め、それを実現していく「人・農地プランの実質化」から「プランの実行」

に至るモデル的な取組の成果である。 

user
テキスト ボックス
-19-



 

◆参考ポイント 

１ 地元農業委員・農地利用最適化推進委員が中心となった合意形成に向けた組織的な取組 

  耕作者の高齢化や圃場条件が悪いことなどから遊休化が目立っていた中で、国の農家負

担なしの「農地中間管理機構関連農地整備事業」の創設を機に、事業導入による産地復

活を目指して、地元の農業委員・農地利用最適化推進委員が中心となり事業導入に向け

た準備会、実行委員会を組織して取り組んだ。 

 

２ 時間をかけた丁寧な説明などによる合意形成と事業計画化（将来ビジョンの明確化） 

（１）回数を重ねた説明会と広報誌（綿内東町地区農地基盤整備だより）の地区内全戸配布 

による共通理解と情報共有 

（２）地権者、耕作者へのアンケートや個別面談の実施による意向確認 

（３）担い手公社（認定農業者）へのアンケートや懇談会の開催による意向確認 

（４）地元ＪＡとの連携による支援 

（５）行政（県、市、農地中間管理機構、市農業公社）との連携 

 

事業導入準備会の組織立ち上げから実行委員会による取組など約２年間を費やし、農地の 

継承、生産性の向上など将来ビジョンについて地元の合意形成と地権者の理解をいただき 

相続未登記圃場の解消や農地中間管理権の設定、担い手への集積など多くの高いハードル 

を乗り越え、事業採択された。 

 

【地元合意された綿内東町地区農場の将来の姿（ビジョン）の概要】 

果樹の適地であり品質も技術も高い地区であるが、圃場の条件が悪いことが問題。 

地区集落の維持には、農業と農地の維持は欠かせない。 

 

課題：「圃場の整備による生産性と安全性の向上」 

解決方策：国事業を活用した基盤整備 

    農地の集積（1圃場当たりの面積の拡大と段差解消、勾配修正） 

     将来のＩＣＴ技術導入まで見据えた基盤整備（かん水施設導入、各種機械が 

導入できる圃場基盤整備） 
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    地権者による換地区画同意調印会（写真中央が実行委員会の青木保事務局長）」 
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６ 果樹地帯での園地の流動化による取組事例 

  事例⑮佐賀県伊万里市  

  「果樹園の計画的な継承“地域リレー方式”」 

   意向調査を基に、園地将来マップを作成したところ、高齢化が進み、園地も荒れてき 
ていることに危機感を持ち、この取組に賛同する仲間が組合を作り、組合員があらか 
じめ一筆ごとに、何年までは管理できそうか申告しておくことで、前もって園地の次 
の耕作者を決められ、引き継ぐことが可能となるという「地域リレー方式」を提案し、 
実現している。 

 

◆地域の概要 

〇佐賀県の北西部に位置し、地域の特性を活かしながら、米・果樹・ 

施設園芸・畜産を中心とした農業生産が展開されており、近年では 

露地野菜を取り入れて経営安定を図る農家が増え、多種多様な営農 

が行われている。 

〇中山間地域で育てられた米をはじめ、畜産部門では肉用牛、果樹部 

門では梨・ぶどう・梅・桃、園芸部門ではキュウリ・イチゴ・小ネ 

ギ・アスパラガスなどが主な農産物である。特に、肉用牛と梨は 

「伊万里牛」「伊万里梨」として、全国でも有数のブランドとなって 

いる。 

 

◆取組の成果 

〇平成 28年、技連果樹部会では、栽培意向調査結果をもとに「園地将来マップ」を作成し 

JA梨部会で危機感を共有した。地域ぐるみで梨園地を守る取組“地域リレー方式”「地区

農地流動化計画」の説明資料を作成し、伊万里地区果樹振興大会で説明。その後、梨栽

培を行う全 10集落で座談会を開催し、粘り強く推進した。 

〇立川地区で熱心なリーダーのもとに「取り組もう！」と話が出て話合いが始まり、平成 

29年 12月に「伊万里梨発祥立川の梨園を守る会」を設立した。18ha（平成 31年には 

19.1haに増加）を農地中間管理機構に預け、今後 10年間の営農計画をまとめた。その 

後、平成 30年には、農業委員・農地利用最適化推進委員の働きかけにより、「府招上地 

区の樹園地を守る会」を設立した。（16.1haの貸借が成立） 
 
（参考）府招上地区の樹園地を守る会 前田会長のコメント 

    「10年先を見て、経営を考えるようになった。会員は改めて樹園地の大切さを 

     認識している。これはむらづくりである」 

 

◆取組のポイント 

〇中山間地域が大部分で、梨園の廃園が増加していた。そこで、農地中間管理事業を活用

し、年次ごとの「地区農地流動化計画」を策定。生産をやめて廃園される前に、次の耕

作者に引き継ぐなど、地域全体で園地を守る取組「地域リレー方式」により流動化が進

められている。 

 

※地域リレー方式とは、 
園地の地図を見ながら、現在、来年、３年後、10年後、園地を誰が栽培するか、 
誰にバトンを渡すか話し合う。計画に参加した者で、組織を設立。 
農地をすべて農地中間管理機構に預け、機構は計画に基づき園地を配分する。 
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「改植の必要がある木が多いが 

後継者のいない高齢農家などは

手付かずだった。今回の取組で

向こう１０年の素地ができた。

地域に新しい木を植え、がんば

ろうとの意欲が生まれた」 

手前の園地は古い木を伐採し、若木を植えた。（田代会長（右）と息子さん） 

守る会 田代会長（設立当時） 
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