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担い手への農地集積により収益向上・地域の活性化を実現

【京都府京丹後市 久美浜町】

○集落の水田面積の約７割を集積することで規模拡大を実現
○地下水制御システム（FOEAS）の導入により、年間の安定した収穫を確立
○エコファーマーの認定を受け、環境保全型農業を実践、地域活性化の拠点へ

京丹後市

【京丹後市】

平成15年 6町の合併により誕生
総面積 約501平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ
総人口 約5万3千人
京都府の最北部に位置しており、丹後半島の
大部分を占めている。
冬に降雨量の多い日本海型山陰気候
100歳以上の長寿者が全国平均の約2.5倍在住

地域の課題

①地域の過疎・高齢化（高齢化率40%超）が進行し、農地
を守っていくことが困難に

②日本海側に特有な山陰気候にあわせ、冬場の深刻な
湿害による収量減・品質低下

①

②

排水制御システムの導入による収穫の安定化

・排水制御システム（FOEAS）を導入

品田地区は海のほど近くに立地し、冬に降雨量の
多い日本海型山陰気候である。そのため冬期の営
農には適しておらず、営農を休止する農家が多数を
占めていた。

冬期を含め、通年の安定した営農を樹立するため
に、当該地域において地下水制御システムを導入。

これにより、農地の給排水をコントロールできるよう
になり、水田の輪作・冬期の営農が可能となった。

・水稲と大豆のブロックローテーション確立

FOEASの導入により、水田の輪作が可能となったこ
とから、大豆とのブロックローテーションを実施。

冬場の湿害にも対応できることから、年間を通じて
安定した収穫が行えるようになり、品質が向上。
これにより計画的な営農が可能となった。

・地域を活性化していくために

京丹後市は現在高齢化率が40%を超え、過疎化も

進行している。そんななか、作物の収穫を安定させ、
一定の収入が保証できるような営農形態を確立す
ることは喫緊の課題である。

誠農海部㈱は地域の全農家からの資本で設立され、
地域の担い手として水田の受け入れ・冬期営農方
法の確立・安定的生産を実践している。九条ネギな
どの京野菜の生産も行っており、減農薬・減化学肥
料栽培を促進することで付加価値を高めている。
また、新規就農者の受け入れにも積極的であり、
今後の地域活性化のシンボル的存在といえる。

特定農業法人
誠農海部株式会社外観

会社の名前は、勢いのある「せえのっ」
というかけ声で海部の農業を活気づけ
ようという意味を込めて。
その他にも、誠心誠意、農業を通じて地
域を活性化していこうという熱意が込め
られている。

法人に農地を集積

・担い手への農地集積事例
・土地改良事業と連携した活用事例

【特定農業法人 誠農海部株式会社】

平成19年3月設立
27戸の農家から構成され、中心的担い手として
地域の農業を先導している。
主な作物は水稲・黒大豆・小豆・枝豆。

特定農業法人 誠農海部㈱の
黒大豆畑の様子

←久美浜町品田地区の集積の様子

毎年集積面積を拡大しており、

中間管理事業を活用して集
積した面積は平成29年末時
点で約18ヘクタール。

1 .
集落内全農家からの出資により設立した「特定農業法人
誠農海部株式会社」に地域の水田面積の7割以上を集積

→農地中間管理機構を活用した効率的な
農地の集積により、規模の拡大が可能に。

→過疎・高齢化が進む周辺集落の農地も、農地の条件
に関わらず積極的に引き受け、耕作放棄地の増加を
防止。

→他集落も巻き込んだ土地利用体系を確立し、
過疎・高齢化した集落を活性化

これから…

↑地下水制御システム（FOEAS）模式図
農研機構「水田輪作における地下水位制御システム活用

マニュアル」より引用

農業・食品産業技術総合研究機構と
(株)パディ研究所が開発したもの。
暗渠排水と地下灌漑、両方の機能を

併せ持ち、作物の種類や生育状況に
合わせて地下水位の調整を行うことが
可能。



年間を通じた‘なりわい’の創出により地域の雇用増を実現

【京都府与謝郡与謝野町 滝・金屋地区】

○農業収入の少なくなる冬期にも作業できる品目を増やすことにより通年の営農が可能に
○農商工連携や６次産業化を見込み、地域集積協力金を活用し地域の機械・設備を強化
○収入の安定により雇用の創出が可能となり、新規就農者の呼び込みも

与謝野町

【与謝野町】

平成18年 3町の合併により誕生
総面積 108平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ
総人口 約2万2千人
大江山連峰と野田川に囲まれ、
肥沃な平野を有する
冬に降雨量の多い日本海型山陰気候
丹後ちりめんの生産地として著名

地域の課題

①冬期の現金収入が少なく、安定した雇用ができない

②農商工連携や6次産業化を推進するための設備不足

②

①

通年実施可能な事業の創出

・椎茸の菌床栽培を実施

滝・金屋農業振興会が主体となり、
冬期に菌床栽培実験を希望する事業者を募集。

事業者は栽培に必要な建物や菌床にかかる費用を見
積もり、振興会に提示することにより補助が受けられる。

・ICT技術の導入

椎茸の菌床栽培施設にＩＣＴを活用することで生産を「見
える化」。生産の効率化・低コスト化・省力化を諮る。
データは解析を行い、生産に役立てている。

・持続可能な仕組みとなるために

滝・金屋農業振興会から補助を受けた事業者は、実験
栽培中のノウハウを振興会と共有し、栽培を検討してい
る事業者に対して積極的に情報を提供。

また、栽培によって得た利益の一部は振興会に納めら
れ、新たな試験栽培場の運転資金としてだけでなく、新
事業の立ち上げにも役立てられる。

・新規就農者の呼び込みも

滝・金屋地区では、年間を通じて安定した農業収入を得
られる品目を数多く作り出すことを目標に事業を推進し
ており、本菌床栽培もその一つ。

現在、菌床栽培活用を見込んでいる農家は2件のみで

あるが、今後も地域から、もしくは地域での新規就農者
から希望があれば、積極的に実施していく予定。

椎茸の菌床栽培以外にも、有用と見込まれる品目があ
れば、積極的に採用し挑戦していく。

今回ご協力頂いた
滝・金屋農業振興会 伊藤代表さま
㈲あっぷるふぁーむ 小田会長さま

〃 山本社長さま
与謝野町農林課 井上さま

機械・設備の導入

地域集積協力金活用事例

【農業法人有限会社あっぷるふぁーむ】

平成27年5月設立
特別栽培米「京の豆っこ米」の生産を始めとし、

オーナー制のりんご果樹園や多品目の野菜栽培、
花・畜産にいたるまで多彩に営農。
肥料・飼料・水・土、すべて加悦町産・自社生産
を目指し、「循環型農業」に取り組んでいる。

(有)あっぷるふぁーむの
菌床栽培実験施設

既存のガラスハウスを菌床栽培用
に改修して栽培実験を実施。内部は
断熱素材とヒーターおよびスプリンク
ラーにより温度・湿度が一定に保たれ
ており、ICTを活用した管理が行われ
ている。

植木鉢ほどの大きさの菌床（約1万2
千床）が整然と並んでいる

浸水された菌床は環境を整え、
衝撃を与えることで生育が始まる。
ひとつの菌床から約1.2㎏の椎茸を収
穫することができる。

与謝野町加悦に立地する複合施設
レストランや温泉、宿泊施設などを
有し、地区住民の憩いの場となっている。
地区の農福連携の拠点でもあり、
食品の一次加工受託も行っている。

1 .
地域の拠点となる複合施設に食品加工機械を導入

→地元で食品の一次加工ができるようになり、
地域食材を活かした新たな商品の開発や
販路の開拓が可能に

→青果ではなくペーストなど長期保存が可能で
比較的輸送が簡単である加工品が作れるため、
今後は海外への輸出も見込んでいる

2.
農産物を貯蔵する冷蔵施設を増設

→長期保存が可能になり、加工用野菜の生産量が増加

→流通の調整を図ることで市場価格が安定

⇒生産者だけでなく、加工業者・消費者にとっても
好循環となり地域活性化に貢献している。

3

これから…

協力金活用

協力金活用

振興会から事業者への補助原資に協力金活用



農地中間管理事業先行事例集

整備事業と
の連携事例

地元営農組織（農家組合）が事業主体となり「機構条件不利農地整備
支援事業」を並行実施した事例 （京丹波町 長瀬地区）

事例の
ポイント

京力農場プラン（人・農地プラン）に基づき、長瀬地区の中核的な担い手に農地を
集積するにあたり、一部鳥獣害対策が未実施であったことが受け手の選定を阻害
する一因となっていたため、「機構条件不利農地整備支援事業」を並行実施して円
滑な集積に繋げた事例

平成29年度農用地集積・配分計画 （長瀬地区）

●農用地 京丹波町長瀬地区内 ３８筆
総面積 41,314㎡ 地目 田・畑
所有者 全２０名

●配分予定者
京力農場プランに基づく中核的な担い手
全6名

集積前 集積後

機構条件不利農地整備支援事業概要
●事業概要

・有害鳥獣防止柵（シカ対策）の設置

・高さ H= 2.0m       延長 L=200.0m 対象面積 A=407.25a

●事業実施の必要性

・京丹波町長瀬地区は「京力農場プラン」を策定し、平成２９年に農地中間管理機構

を通じて農地集積を実施する。

・集積後は、地域の中核的担い手が借り受けて効率的な営農を実施するもの。

・集積予定の農地は、一部有害鳥獣防止柵の未設置区間があり、現状獣害が多発し

ている現状となっている。

柵設置予定箇所

・当該事業の実施に
より、集積後の農地
による収益性の向
上が図れるもの。



農地中間管理事業先行事例集

事例の
ポイント

【地域の概要】
農 用 地 南丹市園部町大西地区
農地面積 319,817㎡
担 い 手 農事組合法人、新規就農者
集積状況 187,905㎡
栽培品目 水稲、小麦、小豆

① 集落の全農家が参加し、法人化に合わせて農地集積
② 機構集積協力金を法人経営の初期投資、運営費に活用
③ 非農家も含めた全農家が農作業に参加し、集落全体で法人運営の気運を高めている。

課 題 取り組み 成 果

高齢化による担
い手不足

荒廃農地の発生

平成２６年に集
落全農家が参加
して法人化。法
人に農地を集約
し、地域の農地
保全と、集落の
活性化に取り組
んでいる。

【集積面積】
平成２７年度

162,590㎡
平成２８年度

13,299㎡
平成２９年度

10,179㎡

機構集積協力金
の活用事例

集落を活気づけ、農地を守るために、集落全農家が参加して営農
組合を法人化し、農地を集積した事例（南丹市園部町大西地区）

集積前
集積後

（青色＝法人集積）



農地中間管理事業先行事例集

担い手への集積
における活用事例

事例の
ポイント

①ほ場整備事業を契機に、集落の農地、農業について話合い、取組みを始める。
②集落営農組織を中心に、共同作業や推進品目の作付けに集落で取り組むなど、
集落の農地を集落全体で活用し、守る気運を高める。
③中心的担い手となった集落営農組織を法人化し、農地を集積。

集落営農組織が中心となって集落の農地、農業を守る取組みを進
め、設立した法人に農地を集積した事例 （亀岡市千歳町北谷地区）

法人化にともない、乾燥調製施設・農機具倉庫の建設、農業機械を整備

【地域の概要】
農 用 地 亀岡市千歳町北谷地区
農地面積 127,000㎡ 全農家数 16戸
担 い 手 農事組合法人きたや（平成29年4月設立）
経営品目 水稲、もち米、飼料用米、小豆、販売用冬野菜

平成20年 国営川東地区ほ場整備事業完了
平成21年 集落営農組織を中心に共同作業開始
平成24年 京力農場プラン作成
平成26年 法人化準備開始
平成29年 4月法人設立

10月～ 農地集積 【集積面積 117,135㎡】

農地中間管理事業による農地集積までの取組み

集積前 集積後



農地中間管理事業先行事例集

学校給食用や地域特産品（加工用）のための大豆が不足。安心安全な地域産大豆の増産と安定出荷を図るため、農地の汎用化を進め
る必要。

○平成27～28年度に農業基盤整備促進事業を実施。地元土地改良区が事業主
体となり、約1.3haの農地に地下水位制御システム（FOEAS）を導入し、畑作転
換・農地の汎用化を進めた。

○FOEASによる収益性や営農効率の向上効果を確認。当該地区の大規模法人が
積極的な導入による規模拡大等を検討。

○FOEASによる畑作転換をさらに（土地改良区管轄外など）広域的に進めるべく、
平成29年度以降は当該法人を事業主体に農地耕作条件改善事業による整備
事業に取り組む。（※H28年度から農地耕作条件改善事業の実施主体に「農業法人等」が追加）

○規模拡大にあたり、農地の貸借契約や賃料受払事務の一本化など、農地中間
管理事業を上手に活用。

○課 題

○主な取組

○今後の展望

FOEASを導入した農地では、排水性の向上や雑草の抑制など営農の効率化が図られた。
今後も農地中間管理事業と整備事業との連携により、収益性の向上と営農効率の向上を図り、大豆の一大産地化を目指す。

○基盤整備を契機に、農地中間管理事業を活用した事例（現在進行中）

～京都市右京区京北地域での事例～

【ここがポイント！】
・農地中間管理事業と農地耕作条件改善事業を活用し、収益性・営農効率を向上し規模拡大を進めている。
・農業法人が農地耕作条件改善事業の事業主体になることで、営農計画に即した機動的な取組が可能に。

農業基盤整備促進事業
（地元土地改良区）

H27 0.8ha 3,024千円

H28 0.5ha 2,592千円

農地耕作条件改善事業
（地元農業法人）

H29 1.3ha 6,000千円

農地中間管理事業
（地元農業法人）

H28 0.8ha

H29 2.4ha

降雨直後でも田面に水たまりができず、水はけが良いため根
腐れになりにくく、雑草対策も容易に。

活用した施策

大豆生育状況の比較



農地中間管理事業先行事例集

地域の大規模経営体が借り入れている農地の大部分について、利用権の一斉更新を
控え、膨大な事務量が予想される。

①地権者への制度説明
・当該経営体から地権者に対し、利用権更新についての連絡を郵送。農地中間管理
事業による契約更新を依頼。
・農地中間管理事業の説明については、市・機構現地駐在員が連携し、適宜対応。

②事務手続き
・当該経営体が利用権設定をしている農地104筆15.1haのうち、平成30年度に終期を

迎える77筆11.6ha（地権者49名）を対象に農地中間管理事業への切り替えを行う。
・現利用権の終期は平成30年秋だが、農繁期を避けるため、平成30年３月を目途に
契約関係の書類の回収等を進める。
・平成31年度以降に契約の更新を迎える農地も、農地中間管理事業へ適宜移行して
いく。

○課 題

○主な取組

○今後の展望

○大規模経営体の契約更新をサポート（現在進行中）
～京都市右京区京北地域での事例～

【ここがポイント！】
大規模に農地を借り入れている経営体が契約更新にあわせて農地中間管理事業を活用。
機構・行政のサポートにより円滑に契約更新を進めるとともに、今後の契約管理と賃料受払の負担等を軽減。

・当該経営体と地権者との個別契約から、農地中間管理機構を介した契約に一本化し、
契約管理や賃料受払の負担軽減などのメリット
・農地中間管理事業を大規模に活用することにより、将来的に当該経営体や地域が様々
な補助事業を活用する際に機動的な対応が可能となるメリット

当該経営体が利用権
設定している農地

当該地域は、京北地域においても比較的平坦で好条件の農地が広がる地域。

今回、農地中間管理事業の活用をすることにより、基盤整備など将来的に多様な制度を活用できることから、さらに地域のポテンシャ
ルを引き出せるような話し合いを継続していく。



農地中間管理事業先行事例集

新規就農者が増加し、優良農地が不足
→未整備農地（遊休農地予備軍）約2.3haを活用できないか？

①現状把握
・農地集積コーディネーター・土地改良区・最適化推進委員の連携
で地権者の状況を把握
・農地・水路・道の状況を確認するため、地域で草刈りを実施
②推進会議（継続的に）
・活用できる制度を調べる。理解を深める。
・新規就農者が農地をどのように使うのかを聞き取る。
・行政も参加し、整備素案作成や試算に協力。
・地域の将来像を考える上で、地域づくりの組織なども加わり
地域の農業と観光力を活かす具体的手法を検討。

○課 題

○今後の展望

農地耕作条件改善事業を活用した農道・水路の整備を計画中。
整備後は約2.3haを農地中間管理事業により新規就農者へ集積。新規就農者が地域の中核的担い手へと成長できる環境作りを目指す。

○最初に草刈りを実施したことは、取組と目的の共有、活動の見え
る化などで大きな意義があった（最初に「目に見える何かをやっ
てみる」ということが大切）。また、立ち入りのために地権者に承
諾を得る中で、地権者も取組に賛同するなどの効果もあった。

○取組・目的だけでなく、草刈りという体験・最初の成果を共有でき
たことで、推進会議では参加者が必要な情報を積極的に持ち寄
るようになった。

草刈り前

草刈り後

【制度を勉強して活用方法を検討】
・理想は面整備！でも費用負担が課題。
・新規就農者の多くは畑作中心。水路と農道の整備だけでも活用できるのでは。
・狭小すぎる区画は果樹や観光目的といった活用も？

高低差 大

農道が途切れている。狭い。

区画狭小・不整形

獣害対策

草刈り後に現場を確認

水路未整備

○遊休農地予備軍の農地を簡易整備し、新規就農者へ集積（現在進行中）

～京都市左京区大原古知平町の取組～

【ここがポイント！】
①農地集積コーディネーターが主体となり、土地改良区・農地利用最適化推進委員が連携して活動。
②地域と関係機関が課題・取組・目的を明確にし、共有できたことで、全員が話合いに積極的に参画。
③農地活用の話合いをきっかけに、新たな特産品開発や里の駅大原の売上倍増などの話合いに発展。

○主な取組



農地中間管理機構先行事例集

担い手への農地集積と荒廃農地対策を進めた事例 〔久御山町〕

２．荒廃農地再生利用の取組

活用した支援策

・耕作放棄地再生利用緊急対策交付金（国）（H28：再生作業、施設等補完整備）
・農地中間管理機構事業（農地中間管理機構が荒廃農地Ａ分類を借り入れ、担い手に転貸。）

10 a再生面積

京都府農地中間管理機構

水稲、野菜

取組主体

作付作物

佐古地区地区名

平成28年度取組年次

独自販路販路

農地中間管理機構を活用し、荒廃農地の再生と担い手への農地集積を実現

取組
○ 土地所有者は、高齢かつ他県在住であり、利用意向調査では耕作者のあっせんや遊休農
地の解消方法については行政に一任するとの意向であった。

○ 事前に農業委員が働きかけ、京都府から農地中間管理事業や耕作放棄地再生利用交付
金の概要について説明したことで、同機構が再生して担い手に貸し付けることで合意がとれ
た。国庫以外の再生費用１／２は、地権者が負担した。

成果
○ 担い手は、久御山町で水稲や果物を栽培している農業者。再生農地では、当面、水稲の作
付けを行っている。

１．地域農業の状況

○ 久御山町は京都府南部の
都市近郊地域で、平坦な土地
が広がっており、京都と大阪
を結ぶ高速道路や主要幹線
道路等により商業施設・企業・
工場等の進出が進んでいる。
農業の特徴は、市場に近く、

巨椋池（おぐらいけ）干拓田が
あること等から、府内でも比較
的、専業農家が多い。

○ 農産物としては、水稲のほか、淀苗、淀大根、軟弱野菜な
どが生産されている。

○ 本取組が行われた農地は、町外の農地所有者が耕作放棄
していたものを、農業委員が働きかけたことをきっかけに、町
農業委員会事務局・京都府山城広域振興局が一緒になって
解消策を協議し、農地中間管理機構を利用したものである。

荒廃農地（再生前） 再生された農地 再生後、水稲を作付けした農地



農地中間管理機構先行事例集

貸付希望農地を地道に掘り起こし、認定新規就農者等へ集積 〔宇治市〕

１．課題

・就農間もない認定新規就農者の農業経営の基盤強化・安定化のためには、農地集積による規模拡大が必須。
・宇治市内槇島地区等では、優良農地も多いが、農地の競争率が高く、農地中間管理機構への農地の貸付希望も乏しいことから、これら新
規就農者の規模拡大のためには、地道な貸付希望農地の掘り起こしが必要。

２．主な取組

①農家巡回による情報収集と農地の掘り起こし活動
市に１名配置している農地集積コーディネーターが、市内の農家をくまなく巡回（２～３件／日）しており、槇島地区については約３００軒の農
家を全戸訪問完了している。
特に新規就農者については、今後の営農計画と農地確保の見込みなどを綿密に聴き取り。
あわせて、周辺地区の農地所有者（小規模な自作地権者）等に今後の営農見込み等を確認し、貸付希望農地を掘り起こし。

３．成果

概ね認定新規就農者の希望・計画に沿った規模拡大が図られており、経営の早期安定化等に大きく貢献できた。
農家巡回を丹念に実施することで、出し手・受け手双方のニーズを把握しており、今後も農地の掘り起こしと円滑なマッチングに結びつける。

各新規就農者の規模拡大のペースに合わせ、適切な時期
に適切な規模の農地をマッチング

Ａ氏 Ｂ氏 Ｃ氏

農業経営開始 H26 H26 H28

営農類型 水稲 施設野菜
露地野菜
水稲

施設野菜
露地野菜
水稲

従前耕作面積 2.01ha 1.09ha 0.58ha

機構活用後耕作面積 4.91ha 1.85ha 1.16ha

②情報をベースにした適切なマッチング
関係機関等が集まる連絡調整会議において、掘り起こした農地の
位置、規模、耕作条件等を考慮の上、農地利用の最適化のために
は誰が耕作するのが最も適当かを検討し、認定新規就農者等へ
のマッチングを進めている。

＜新規就農者への貸付事例＞



農地中間管理機構先行事例集

ＪＡ京都やましろ加工野菜部会員への農地集積 〔宇治市〕
～入作が多い地域で、担い手への集積と野菜生産団地の形成を目指す～

１．地区概要と課題

○鴫沢地区
・巨椋池干拓田内、宇治市域北東端に位置。近接する西目川集落在住の農家を
中心に、他集落、市外からの入作者が混在。
・地区総面積は２２ha強
・区画整理され、道路も広いが、水稲中心の地域であり、畑作を展開するために
は冬期の水確保も課題

２．主な取組

①現状把握
・入作者が多い地域のため、農地集積コーディネーター及びＪＡの協力により、
耕作者や地権者情報など、入作の状況を地図等で整理。

②地区内の耕作者及び地権者への接触
・地区内耕作者の約半分が近接する西目川集落及び市内他集落の農家であり、
まずはこれら農家の理解を得るべく活動（出し手ターゲットの絞り込み）。
・経営規模等を勘案し、作業効率が高くないと思われる耕作者（自作地権者）に
対して、農地中間管理事業のメリットを伝えるべく文書を個別送付。併せて、農
地集積コーディネーターが地区内を回り、同内容を丹念に説明。

集落 農家数 認定農業者 後継者有

西目川集落 ２３名 １名 ７軒

他集落 ２２名 ７名 ０軒

市外 ４１名

＜入作の状況＞

＜農地集積のイメージ＞

農地の出し手として、西目川及び市内他集落の農家の協力を得られ
れば、一定規模の農地集積が可能と思われることから、これらの農家
で後継者がいない者や小規模自作地権者等をターゲットに取組

部会員が耕作する農地
１．３４ha

出し手としてターゲットとなり得
る農地を全て集積できれば、
合計８．８７haの団地となる。

３．今後の展望

引き続き出し手の理解を得ながら部会員への農地集積を進める。
将来的には部会員がこの地域で集中的かつ効率的に生産が行える体制を整え、
計画生産による価格安定、技術力向上による高位平準化、生産収量の安定、後
継者の育成に結びつける。


