
 

茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のうち 

荒廃農地等再生支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

   国内外で需要が拡大しているかんしょについて、県内での生産拡大を進

めるため、規模拡大の意向のあるかんしょ農家及び新規でかんしょの栽培

を希望する者等を対象に、荒廃農地の再生等によるかんしょ生産農地の確

保のための取組に対して支援を行う。 

 

第２ 定義 

   この事業において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号 

に定めるところによる。 

１ 事業実施主体 令和４年度及び令和５年度にかんしょの生産拡大意向の

ある農業者及び農業者団体又は新規でかんしょの栽培を希望する者等をい

う（ただし、販売を目的としてかんしょを栽培する者に限る）。 

２ 再生作業 賃借等により当該農地を長期間にわたって耕作する者を確保 

して、又はその見通しをもって行う障害物除去、深耕、整地及び土壌改良 

をいう。 

 ３ 耕作放棄地 以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、

しかもこの数年の間に再び耕作するはっきりとした考えのない土地をいう。 

 ４ 放任樹園地 過去１年以上、当該農地において果実を収穫しておらずか

つ、今後、数年以上果実を収穫するはっきりとした考えのない土地をいう。 

 ５ 輪作作物 かんしょ生産者が作業の通年化による経営安定化と規模拡大

のために、かんしょと組み合わせて栽培する別作物のことをいう。ただし、

農地を１年以上占有する品目は除く。 

 

第３ 対象農地等 

この事業における対象となる土地は、荒廃農地、遊休農地、耕作放棄地（荒

廃農地及び遊休農地に該当する農地を除く。）、陸田（令和３年度もしくは令

和４年度に水稲の作付があったものに限る。）又は放任樹園地（荒廃農地及

び遊休農地に該当する農地を除く。）等とする。ただし、再生した農地にお

いて、営農型太陽光発電等、事業効果を減じる行為を行う場合は対象としな

い。 

 

第４ 交付対象となる経費の範囲 

   この事業において、交付対象となる経費は、第３の対象農地の再生作業



 

のうち重機を用いた樹木の抜根を伴わない場合は１、重機を用いた樹木の

抜根を伴う場合は１及びこれと併せて必要となる２とする。 

   なお、各費目の内容は別表１のとおりとする。 

１ 荒廃農地等の再生整備 

（１） 障害物除去、深耕及び整地等（客土を伴うものは除く）に必要な資  

材費、機械経費、工事雑費、委託費並びに労務費（事業実施主体自らが

再生作業を行う際に発生する労務費を含む。） 

（２） 再生作業と併せて行う土壌改良（有機質資材の投入、緑肥作物の栽培

等）に必要な資材費 

２ 重機を用いた樹木の抜根を伴う荒廃農地等の再生整備 

樹木の抜根作業に必要な資材費、機械経費、工事雑費、委託費及び労務 

  費 

 

第５ 採択要件 

   別表２の通りとする。 

 

第６ 事業の実施手続等 

 １ 事業実施計画の作成 

事業実施主体は、別紙様式第１号及び第２－１号により事業実施計画書を

作成するものとする。ただし、この事業のうち、第４の１に定める荒廃農地

等の再生整備については、別紙様式第２－１号に代わり、別紙様式第２－２

号により事業実施計画書を作成することもできる。 

なお、事業実施主体は、②輪作タイプの事業に申請する場合、別紙様式第

３号（栽培計画事前報告書）をあわせて作成するものとする。 

 ２ 実施手続 

 （１） 事業実施主体は、事業の対象農地が所在する市町村長を経由して令

和５年１月 31 日までに事業実施計画書を知事に提出するものとする。

なお、事業実施計画書の作成に当たっては、市町村に事前相談するも

のとする。 

 （２） 市町村長は、（１）の事業実施計画書の提出があった場合には、当該

事業実施計画書について、荒廃農地等の地番や面積等を確認の上、別

紙様式第５号により知事に提出するものとする。 

 （３） 農林事務所長は（２）の事業実施計画書の提出があった場合には、

荒廃農地等再生支援事業実施計画書補助簿（別紙様式第４号）に当該

事業実施計画書に記載している事業費や面積等を記入し、当該事業実

施計画書と補助簿の補助額が一致するか確認の上、当該事業実施計画



 

書に添えて、知事に提出するものとする。 

 （４） 知事は、当該事業実施計画書の内容が第５に定める採択要件に適合

すると認めた場合には、事業実施主体には別紙様式第６号により、市

町村には別紙様式第７号により通知するものとする。 

 （５） 事業実施計画の重要な変更については、（１）から（４）までに準じ

て手続を行うものとし、重要な変更とは以下のアからエまでのとおり

とする。 

   ア 事業実施主体の変更 

   イ 事業の新設又は廃止 

   ウ 補助対象経費の 30％を超える増又は県補助金の増 

   エ 補助対象経費又は県補助金の 30％を超える減 

３ 事業の着手 

（１） 事業の着手は、原則として、茨城かんしょトップランナー産地拡大

事業補助金交付要項に基づく補助金の交付決定後に行うものとする。 

（２） 計画承認後、事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得な

い事情により交付決定前に事業着手が必要な場合、事前着手届（別紙

様式第８号）を知事に提出する。この場合において、事業実施主体は、

交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で

行うものとする。 

    ただし、再生した農地で令和４年にかんしょを作付けする場合、こ

の限りではない。 

 

第７ 事業の推進体制 

県は、市町村及び関係機関の協力を得て事業を適正に推進するものとする。 

 

第８ 事業完了の報告 

   事業実施主体は、事業終了後速やかに事業完了報告書（別紙様式第９号） 

に、作業写真整理帳（別紙様式第 10号）を添えて、市町村長を経由して知

事に提出する。 

   農林事務所は、市町村長を経由して事業完了報告書が提出された場合に

は、速やかに現地確認を行うものとする。 

 

第９ 効率的かつ適正な執行の確保 

 １ 県は、本事業の実施に関し、必要な限度において、事業実施主体に対し、

報告又は資料の提出を求めることができる。 

 ２ 県は、本事業の実施に関し監督上必要があるときは、その対象事業を検



 

査するとともに、その結果、違反の事実があると認められるときには、そ

の違反を是正するために、事業実施主体に対し、必要な措置を講ずるよう

指導することができる。 

 

第 10 事業実施状況の報告等 

 １ 事業実施主体は、再生作業後、①単作タイプの場合は連続５作かんしょ

を、②輪作タイプの場合は７年間かんしょまたは輪作作物を作付けるまで、

毎年度７月末日までに、報告年度において作付したかんしょの面積及び直

近の会計年度における販売金額について記載した別紙様式第 11号を知事に

提出するものとする。ただし、事業実施主体は、再生作業と同年度にかん

しょを作付けた場合、１作目及び２作目のかんしょ作付面積及び直近２年

分の会計年度における販売金額について、再生作業の翌年度に別紙様式第

11 号を知事に提出するものとする。なお、３作目以降は報告年度ごとに別

紙様式第 11号を知事に提出するものとする。 

 ２ 知事は、１の報告を受けた場合、その内容を確認し、必要に応じ、事業

実施主体に対して適切な措置を講ずるものとする。 

 

第 11 県の助成措置 

   県は、予算の範囲内において、必要な経費について、別に定めるところ

により補助するものとする。 

 

第 12 留意事項 

１ 事業実施主体は、再生した農地において、原則、再生作業後から①単作

タイプの場合は合計５作かんしょを、②輪作タイプの場合は７年間のうち５

作以上かんしょ（再生作業後の最初の作付けはかんしょを必須とする）を作

付けしなければならない。ただし、（１）に掲げる休作の要件のいずれか並

びに（２）に掲げる事業の中止の要件のいずれかに該当すると知事が認める

場合は、この限りでない。 

なお、休作期間は作付の年数に含めない。 

（１） 休作 

  別表３のとおりとする。 

（２） 事業の中止 

  別表３のとおりとする。 

２ 事業実施主体は、１の（１）並びに（２）に掲げる要件のいずれかに該

当する場合は、別紙様式第 12 号による申請書を知事に提出するものとす

る。 



 

３ 再生した農地の貸借契約を地権者の意向により解約し、かんしょ栽培 

が継続できない場合、補助金の返還を命じることとする。 

ただし、令和元年度、令和２年度及び令和３年度の荒廃農地等再生支援

事業の事業実施主体においては、再生作業を実施した農地と同等以上の面

積の代替農地でかんしょ栽培を継続する場合、補助金の返還を求めないこ

ととする。なお、事業対象農地の変更は２に準じて手続を行うものとする。 

４ 令和元年度、令和２年度及び令和３年度の荒廃農地等再生支援事業の事

業実施主体が、再生作業を実施した農地で輪作を実施しようとする場合、

別紙様式第 13号による申請書を知事に提出するものとする。 

  ただし、当該農地でかんしょの栽培実績があることを必須とする。 

５ 知事は、２、３及び４による事業実施主体からの申請が適当であると認

める場合は、別紙様式第 14号により事業実施主体に通知するものとする。 

 

第 13 補則 

本要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、

知事が別に定める。 

 

 

付 則 

 この要領は、令和元年 10月 31日から施行する 

 

   付 則（令和元年 11月 27日付産振第 518号） 

この通知による改正は、令和元年 11月 27 日から施行する 

 

   付 則（令和元年 12月９日付産振第 559号） 

この通知による改正は、令和元年 12月９日から施行する 

 

   付 則（令和２年１月 21日付産振第 630号） 

この通知による改正は、令和２年１月 21日から施行する 

 

   付 則（令和２年５月７日付産振第 121号） 

１ この要領の改正は、令和２年５月７日から施行する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち荒廃農地等再生支援事業実施要領に基づく事業については、なお従前の例

による。 

 



 

付 則（令和３年５月 28日付産振第 144号） 

１ この要領の改正は、令和３年５月 28日から施行する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち荒廃農地等再生支援事業実施要領に基づく事業については、なお従前の例

による。 

 

付 則（令和４年２月７日付産振第 616号） 

１ この要領の改正は、令和４年２月７日から施行する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち荒廃農地等再生支援事業実施要領に基づく事業については、第 12 の１を

除き、なお従前の例による。 

 

付 則（令和４年５月 31日付産振第 144号） 

１ この要領の改正は、令和４年４月１日から適用する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち荒廃農地等再生支援事業実施要領に基づく事業については、第 12を除き、

なお従前の例による。 



 

別表１  荒廃農地等再生支援事業における交付対象となる経費の内容について 

 

本事業における交付対象となる経費の内容について、以下のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費目 内容 

資材費 再生作業に使用した機械の燃料代及びその他消耗品代、ほ場の土壌改良のための資材費及び緑肥作物

の種子代 

機械経費 自主施工の場合は機械損料、リースの場合はリース代 

工事雑費 再生作業に係る保険料等 

委託費 再生作業に係る委託費等、再生作業によって生じた廃棄物の処分料 

労務費 荒廃農地等の再生整備に係る者の人件費 



 

別表２  事業タイプごとの採択要件について 

 

本事業に採択されるためには、以下の要件を全て満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

①単作タイプ ②輪作タイプ 

１ 事業実施主体は再生した農地において、５作連続して、収量

及び品質の向上に努めながらかんしょを生産すること。 

２ 農地の所有者と事業実施主体が異なる場合は、事業実施主体

が貸借権の設定等によって、５作分かんしょを栽培できる期間

当該農地を耕作する権利等を有していること、又は有すること

が見込まれること。 

３ 本事業の実施により、事業実施主体のかんしょの栽培面積

が、令和４年に作付けする場合は令和３年産より、令和５年に

作付けする場合は令和４年産より、それぞれ増加すること。 

４ 事業実施主体は、対象農地の再生作業を令和４年４月１日以

降に着手し、令和５年３月 31 日までに完了すること。また事

業実施主体は、再生作業実施時には当該農地を再生する権利を

有していること、又は有することが見込まれること。 

１ 事業実施主体は再生した農地において、７年間、収量及び品質

の向上に努めながらかんしょを５作以上作付けするものとし、２

年間を上限に輪作作物を導入できるものとする。ただし、再生作

業後、初年度は必ずかんしょを作付けすること。 

２ 農地の所有者と事業実施主体が異なる場合は、事業実施主体が

貸借権の設定等によって、７年間、当該農地を耕作する権利等を

有していること、又は有することが見込まれること。 

３ 本事業の実施により、事業実施主体のかんしょの栽培面積が、

令和４年に作付けする場合は令和３年産より、令和５年に作付け

する場合は令和４年産より、それぞれ増加すること。 

４ 事業実施主体は、対象農地の再生作業を令和４年４月１日以

降に着手し、令和５年３月 31 日までに完了すること。また事業

実施主体は、再生作業実施時には当該農地を再生する権利を有し

ていること、又は有することが見込まれること。 

５ 事業実施主体は、令和元年度、令和２年度及び令和３年度の荒

廃農地等再生支援事業の事業実施主体であること。 



 

別表３  事業タイプごとの休作・事業の中止要件について 

 

 

①単作タイプ ②輪作タイプ 

（１） 休作 

ア かんしょの作付を行ったものの、かんしょの生育に明らかな

支障が生じた場合 

イ かんしょの栽培中に連作障害が発生し、連作障害を回避する

ため、一時的に他の作物を栽培する場合 

ウ 豪雨、地震等の自然災害により、かんしょの栽培が一時的に

困難である場合 

エ 前各号に掲げる場合のほか、事業実施主体の責めに帰さない

事由で一時的にかんしょの栽培が困難となった場合 

（２） 事業の中止 

ア かんしょの市場価格等の大幅な下落により、より高収益な品

目へ転換する場合 

イ 豪雨、地震等の自然災害により、かんしょの栽培が困難であ

る場合 

ウ 事業実施主体において、農業者本人の死亡及び高齢又は農業

者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する事由に

よりかんしょ栽培の継続が困難である場合 

エ 事業実施主体において、農業者等の組織する団体の構成員が

死亡したこと等により団体としてかんしょの栽培の継続が困

難である場合 

オ 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）等に基づき収用若し

くは使用を受けた場合又は同法第３条の「土地を収用し、又は

使用することができる事業」の要請により任意に売り渡し、若

しくは使用させた場合 

（１） 休作 

ア かんしょまたは輪作作物の作付を行ったものの、生育に明ら

かな支障が生じ、翌年度かんしょの栽培に影響が出る場合 

イ かんしょの栽培中に連作障害が発生し、連作障害を回避する

ため、一時的に他の作物を栽培する場合 

ウ 豪雨、地震等の自然災害により、かんしょまたは輪作作物の

栽培が一時的に困難である場合 

エ 前各号に掲げる場合のほか、事業実施主体の責めに帰さない

事由で一時的にかんしょまたは輪作作物の栽培が困難となっ

た場合 

（２） 事業の中止 

ア かんしょの市場価格等の大幅な下落により、より高収益な品

目へ転換する場合 

イ 豪雨、地震等の自然災害により、かんしょまたは輪作作物の

栽培が困難である場合 

ウ 事業実施主体において、農業者本人の死亡及び高齢又は農業

者本人若しくはその家族の病気その他これらに類する事由に

よりかんしょまたは輪作作物の栽培の継続が困難である場合 

エ 事業実施主体において、農業者等の組織する団体の構成員が

死亡したこと等により団体としてかんしょまたは輪作作物の

栽培の継続が困難である場合 

オ 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）等に基づき収用若し

くは使用を受けた場合又は同法第３条の「土地を収用し、又は

使用することができる事業」の要請により任意に売り渡し、若

しくは使用させた場合 



 

茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のうち 

農地貸付協力金交付事業実施要領 

 

第１ 趣旨 

県産かんしょの生産拡大を図るため、農地中間管理事業を通じて、かんし

ょ農家の規模拡大に必要な農地を貸し付ける者に対して、協力金を交付する。 

 

第２ 交付対象者 

   農地中間管理機構（農地集積バンク）を活用して、規模拡大意向のある

かんしょ農家又は新規栽培希望者に必要な農地を貸し付ける農家及び農地

の相続人（以下「貸付者」という。）とする。 

 

第３ 交付要件 

貸付者が、協力金の交付を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要

がある。 

１ 農地中間管理事業による貸借が令和４年４月１日から令和５年３月 31 日

までに成立すること。 

２ 農地中間管理事業を通じて貸借される農地であって、次号のいずれにも該

当すること。 

（１） 農地中間管理事業を通じて貸借される農地の面積が 20a以上であるこ

と（複数の貸付者による農地面積の合算が 20a以上である場合又は新たに

貸付される農地が 20a未満であっても、隣接するかんしょ栽培農地と合わ

せて 20a以上となる場合を含む。）。 

（２）令和４年度作付け予定の農地においては令和３年度に、令和５年度作付

け予定の農地においては令和４年度にかんしょを栽培していないこと。 

（３）荒廃農地ではないこと。 

３ ２により貸し付けられた農地において、７年間のうちかんしょを５作以上

作付けることを明記した別紙様式第３号（栽培計画事前報告書）を貸付先か

らもらうこと。なお、貸借後の最初の作付けはかんしょを作付けることを明

記すること。 

 

第４ 効率的かつ適正な執行の確保 

 １ 県は、本事業の実施に関し、必要な限度において、事業実施主体に対し、

報告又は資料の提出を求めることができる。 

 ２ 県は、本事業の実施に関し監督上必要があるときは、その対象事業を検

査するとともに、その結果、違反の事実があると認められるときには、そ



 

の違反を是正するために、事業実施主体に対し、必要な措置を講ずるよう

指導することができる。 

 

第５ 県の助成措置 

   県は、予算の範囲内において、別に定めるところにより補助するものと

する。 

 

第６ 補則 

本要領に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項については、

知事が別に定める。 

 

 

付 則 

 この要領は、令和元年 10月 31日から施行する。 

 

付 則（令和２年５月７日付産振第 121号） 

１ この要領の改正は、令和２年５月７日から施行する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち農地貸付協力金交付事業実施要領に基づく事業については、なお従前の例

による。 

 

付 則（令和３年５月 28日付産振第 144号） 

１ この要領の改正は、令和３年５月 28日から施行する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち農地貸付協力金交付事業実施要領に基づく事業については、なお従前の例

による。 

 

付 則（令和４年５月 31日付産振第 144号） 

１ この要領の改正は、令和４年４月１日から適用する。 

２ この通知による改正前の茨城かんしょトップランナー産地拡大事業のう

ち農地貸付協力金交付事業実施要領に基づく事業については、なお従前の例

による。 

 


