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年をとって農
業ができない。
後継者がいな
いな…。

相続した農地が
あるが、農業を
していない。
当分の間、農地
を預けたい…。

地域に管理のできな
い農地が増えてきた
なあ…。
このままだと田んぼ
や畑が荒れてしまう。

農地を広げて規模を
拡大したい！
分散した農地をまと
めたい！

農業者の高齢化や後継者不足などの影響で、耕作放棄地の増加が課題となっています。一方で、規模を拡大した
い農業者はまとまった農地を求めています。そこで、県では、管理の難しくなった農地を持つ人と新たな農地を必
要とする人を結ぶ農地中間管理事業を進めています。

大分県農地中間管理機構（大分県農業農村振興公社）は、農地を貸したい農家『出し手』から農地を集めて、必要として
いる農業の担い手『受け手』に貸し、農地の有効利用に努めています。
大分大分分県県農農地中地中中間間管管理理機機構（大（大分大分分県県農農業業農村農村村振振興公興公社公社）社）は、は、農農地を地をを貸したたいい農農家『『出しし手』手』からら農農地を地を集を集集めてめて、て、必必要と要としてて

いるいるる農農業の業のの担担い手い手『『受受けけ手』手』にに貸し、し、農農地の地の有の有有効利効利利用にに努努めてめてていいますます。す。
大分県農地中間管理機構（大分県農業農村振興公社）は、農地を貸したい農家『出し手』から農地を集めて、必要として
いる農業の担い手『受け手』に貸し、農地の有効利用に努めています。

●農地を出し手から借り受けます。
●借り受けた農地を受け手に貸し
出します。
●受け手の作業の効率化やコスト
削減のため、まとまりのある農
地を借り受けられるよう配慮し
ます。
●賃借料はまとめて機構が徴収し
ます。出し手が複数でも受け手
の支払先は一つですみます。
●住んでいる地区以外でも機構を
通じて農地を探せます。
●借入期間が過ぎた農地は確実に
出し手に返却します。（更新可）

農地中間管理機構農地中間管理機構出し手 受け手

竹田市九重野地区では、農業ができなくなった地域の人が機構に農地を貸し、
貸し出された農地を農事組合法人九重野や地域の担い手が機構から借り受け、
耕作を行っています。
農事組合法人九重野は、地域の農地を組織としてしっかり守ろうと平成 19

年に地元の農業者で立ち上げました。現在、６名で活動しており、約 100 カ所
の農地を借り、米や大豆を作っています。機構を利用することで、賃借料は年
に１回まとめて支払えばよいので事務作業がずいぶん楽になったそうです。ま
た、地域では、出し手が機構に農地を貸す条件となる相続の手続きが進みました。
こうした機構を介した地域や法人の活動により、現在でも耕作放棄地の発生

はなく、将来にわたって農地が有効に活用されるようになりました。
事務局長の井出さんは、｢借り受けた農地は地域の方々の先祖代々受け継がれ

た大事な土地。地元に農地を守ってくれる法人があってよかったと思ってもら
えるよう、これからも中間管理事業を活用していきたい。｣と語ってくれました。

竹田市九重野地区では、農業ができなくなった地域の人が機構に農地を貸し、
貸し出された農地を農事組合法人九重野や地域の担い手が機構から借り受け、
耕作を行っています。
農事組合法人九重野は、地域の農地を組織としてしっかり守ろうと平成 19

年に地元の農業者で立ち上げました。現在、６名で活動しており、約 100 カ所
の農地を借り、米や大豆を作っています。機構を利用することで、賃借料は年
に１回まとめて支払えばよいので事務作業がずいぶん楽になったそうです。ま
た、地域では、出し手が機構に農地を貸す条件となる相続の手続きが進みました。
こうした機構を介した地域や法人の活動により、現在でも耕作放棄地の発生

はなく、将来にわたって農地が有効に活用されるようになりました。
事務局長の井出さんは、｢借り受けた農地は地域の方々の先祖代々受け継がれ

た大事な土地。地元に農地を守ってくれる法人があってよかったと思ってもら
えるよう、これからも中間管理事業を活用していきたい。｣と語ってくれました。

農地中間管理事業を進めるため、農地を全て提供した出し手やまとまった農地を貸し付けた地域の出し手に対して、協力
金を交付する国の制度があります。また、大分県独自の制度として、まとまった農地を借りる契約を結んだ認定農業者など
を対象に｢大分県農地集積担い手交付金｣を創設しています。

農農地中地中中間間管管理事理事事業を業をを進進めめるたため、め、農農地を地を全を全て全てて提供提供ししたた出しし手や手ややまとまったた農農地を地をを貸しし付付けけたた地地域の域のの出しし手手にに対してして、て、協力協力
金を金をを交付交付す付するする国の国のの制度制度が度があがありますます。す。ままた、た、大分大分分県県独自のの制度制度と度としてして、て、まとまったた農農地を地を借を借りるる契約契約約をを結ん結んんだだ認定認定定農農業者業者な者など
をを対対象象に｢大｢大分大分分県県農農地地集積集積積担担い手い手交手交付交付金付金｣金｣をを創創設してしてていいますます。す。

農地中間管理事業を進めるため、農地を全て提供した出し手やまとまった農地を貸し付けた地域の出し手に対して、協力
金を交付する国の制度があります。また、大分県独自の制度として、まとまった農地を借りる契約を結んだ認定農業者など
を対象に｢大分県農地集積担い手交付金｣を創設しています。

問　 農地活用・集落営農課　☎097－506－3593　 農地活用・集落営農課　☎097－506－3593

農事組合法人九重野

　　代表理事　吉良  典憲さん（左）
　　事務局長　井出  三義さん（右）

農事組合法人九重野

　　代表理事　吉良  典憲さん（左）
　　事務局長　井出  三義さん（右）

き ら みち のりき ら みち のり

い で みつ よしい で みつ よし

農地を守り、活かし、次世代につなげましょう　 県民ひろば県民ひろば❶❶！

検索大分県農業農村振興公社

農地中間管理事業のしくみ

※農地を貸したい場合は｢農用地等
の貸付希望調書｣を農地所在の市
町村に提出

※農地を借りたい場合は隔月（偶数
月）で機構が行う公募に各市町村
を通じて応募

地域の農地をみんなで守る
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大分県には、国や県が指定する重要な文化財が数多くあります。
今回は、おおいたの誇る文化財の中から、平成27年度に「日本遺産（Japan Heritage）」に認定
されたものを紹介します。

地域の皆さんが大切に守ってきた遺産を多くの人に知ってもらい、地域の活性化につなげようと、
県では、咸宜園跡などに続く日本遺産認定を目指しています。

県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク県県政ふ政ふれあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

広報広聴課　☎097－506－2096

知事は、下記の地域で県民の
皆さんと意見交換を行いました。

丸山自治会の皆さん 竹田支援学校の皆さん 農事組合法人 芦刈農産の皆さん

日本遺産（Japan Heritage）とは？日本遺産（Japan Heritage）とは？

ストーリーを構成する主な文化財ストーリーを構成する主な文化財

ストーリーの概要ストーリーの概要

文化財が持つ歴史的経緯や、地域の風土に根ざした世代を超えて受け継がれている伝承、風習などをふまえたストーリーを
「日本遺産」として文化庁が認定するものです。平成27年度に創設され、現在までに全国で37件が認定されています。
文化財を活用した観光の振興だけでなく、地域が主体となって文化財を整備・活用し、発信することで地域の活性化が期待されます。

我が国では、近代教育制度の導入以前から、支配者層である武士のみならず、多くの庶民も読み書き・算術ができ、礼儀正しさ
を身に付けるなど、高い教育水準を示しました。
これは、藩校や郷学、私塾など、様々な階層を対象とした学校の普及による影響が大きく、明治維新以降のいち早い近代化の
原動力となり、現代においても、学問・教育に力を入れ、礼節を重んじる日本人の国民性として受け継がれています。

県内の認定第一号は ｢近世日本の教育遺産群  ─学ぶ心・礼節の本源─｣県内の認定第一号は ｢近世日本の教育遺産群  ─学ぶ心・礼節の本源─｣
県内では、日田市が茨城県水戸市・栃木県足利市・岡山県備前市と共同で申請を行い、初の「日本遺産」に認定されています。

かん ぎ えんひろ せ たん そう

７月20日㈬ 竹田市・豊後大野市

廣瀬淡窓が創設した近世日本最大規模の私塾 私塾咸宜園と共生したまち

日本最古の学校 日本最古の庶民の学校

日本最大規模の藩校

おおいたの日本遺産

問

県民ひろば県民ひろば❷❷

問

咸宜園跡（秋風庵）／日田市 足利学校跡／栃木県足利市

豆田町／日田市

旧閑谷学校／岡山県備前市

旧弘道館／茨城県水戸市

県政ふれあいトーク　知事通信 検索

　文化課   ☎097－506－5498
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『くらのかみ』　小野不由美／著
講談社　2003年

第20回うすき竹宵
開催日／11月５日㈯～６日㈰
場　所／臼杵市二王座周辺
■問うすき竹宵実行委員会事務局
☎0972－64－6080

三光コスモス祭り
開催日／10月９日㈰～30日㈰
場　所／中津市三光下田口・成恒
■問三光コスモス祭り実行委員会事務局
☎0979－43－2050

ケベス祭り
開催日／10月１４日㈮ 18時30分～
場　所／国東市国見町櫛来
 櫛来社（岩倉八幡社）
■問国東市観光課
☎0978－72－5168

小野不由美は中津市出身の小説家です。

代表作である「悪霊シリーズ（ゴーストハ

ントシリーズ）」や「十二国記シリーズ」

は、発表から20年以上経った今でも多

くの人に愛されています。また、2013

年には『残穢』で山本周五郎賞を受賞しま

した。

『くらのかみ』は６人の子どもたちが少

年探偵団を結成し、大人に代わって怪奇

現象や事件を解いていくお話です。６人

の中の誰かが座敷童子というホラー要素

もあり、大人も楽しめる子ども向けのミ

ステリー作品となっています。

「ＬＧＢＴ」という言葉をご存知ですか？
Ｌはレズビアン（女性の同性愛者）、Ｇはゲ
イ（男性の同性愛者）、Ｂはバイセクシュ

アル（両性愛者）、Ｔはトランスジェンダー（身
体の性と心の性に違和感を感じている人）で、

性的マイノリティのことをこの４つの頭文字をとってＬＧＢＴと総称して
います。
2015年に㈱電通が全国約７万人を対象にした調査では、7.6％の人

が LGBT層に該当するという結果でした。学校で例えると 35人学級
に２～３人という驚くべき数字です。

日本人選手の活躍が記憶に新しいリオ五輪で、性的マイノリティを公
表している選手は、過去最多の 49人に上ったそうです。選手の多くは
欧米出身。マイノリティにどれだけ寛容な国であるかに左右されるよう
です。
日本ではどうでしょう。ここ数年でようやく学校や企業、自治体等

で差別や偏見をなくすための取組が見られるようになりましたが、ま
だまだ限定的です。五輪憲章では2014年に「性的指向による差別禁止」
が盛り込まれ、2020年の東京開催に向けてホスト国日本の LGBT対
応が注目されています。

多様性を認め合う社会への歩みの一歩です。みなさんもＬＧＢＴにつ
いて知ることから始めてみませんか。

おおいたゆかりの図書
オリンピックと「ＬＧＢＴ」

ざん え

申込締切／ 10月７日㈮  必着

問建設政策課
☎097－506－4555

大分県農林水産祭
“おおいたみのりフェスタ”
消費者と生産者のふれあいを通じ、
大分県の農林水産物の良さや農山漁村
の魅力を発信する一大イベントです。
〈農・林業部門〉
開催日／10月15日㈯～16日㈰
場　所／別府公園
内　容／農産物、加工品の販売、ジビエ

料理コーナーなど
※マイ箸、マイ食器、マイバックを持
参し、会場内のごみの削減にご協力
ください。マイ食器の協力店で食事
をすると、図書カードなどが当たる
抽選券を配布します。
問地域農業振興課
☎097－506－3582

〈水産部門〉
開催日／10月22日㈯～23日㈰
場　所／別府市亀川漁港
内　容／鮮魚販売や魚のつかみどりなど

問大分県漁業協同組合
☎097－532－6611

健康教室について
大分県立病院では、
医療の知識、病気の
予防について広く
知ってもらうため、
県内各地で健康教室
を開催しています。
日　時／11月５日㈯
 14時～16時
場　所／ホルトホール大分（大分市）
内　容／胃がん、大腸がん、前立腺がん

の早期発見と治療等について

問大分県立病院総務経営課
☎097－546－7454

大分県人権啓発イメージキャラクター

こころちゃん

市 町 村 の 催 し
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県 か ら の お 知 ら せ

案 内

社会生活基本調査に
ご協力ください

10月20日現在において、私たち
が１日のうちどのくらいの時間を仕事、
家事、地域の活動などに費やしている
か、過去１年間の自由時間にどのよう
な活動を行ったかなどを総務省統計局
が調査します。
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の推進、少子高齢化対策な
どの政策に必要な情報を得ることが目
的です。
９月上旬から 10月中旬にかけて調
査員が伺います。ご協力お願いします。

調査対象者／無作為に選ばれた県内の
1,596世帯

回 答 方 法／調査員が配布する調査票
またはインターネット

問統計調査課
☎097－506－2465

子育て・高齢者世帯
リフォーム支援事業

子育て世帯の住環境の向上や高齢者
の暮らしの安全を確保するため、住宅
改修工事に係る費用の補助を行ってい
ます。
18歳未満のお子さんがいる世帯、
三世代同居世帯、65歳以上の高齢者
世帯が対象です。
※所得要件などの条件があります。

■問建築住宅課
☎097－506－4677

「おおいた子育て応援
パスポート」応援店募集中
18歳未満の子どものいる家庭や妊
娠中の方に、乳幼児連れの外出支援や
割引サービスなどを提供していただけ
るお店を募集しています。大分の未来
を担う子どもたちや子育て家庭を地域
ぐるみで応援しましょう。
利用者は、事前
に入手した「おお
いた子育て応援パ
スポート」を応援
店に提示すること
でサービスが受け
られます。

〈応援店応募方法〉
https://www.oita-kosodate.jp/shops/entry

にアクセスし、お店の情報や応援サー
ビスなどを入力。

〈利用者のパスポート発行方法〉
※10月１日㈯から登録開始
①パソコン、スマートフォン

http://www.oita-kosodate.jp/

②携帯電話、ＱＲコード
http://www.oita-kosodate.jp/m/

① ②にアクセスし、子どもの生年月日、
市町村名などを登録。

問こども未来課
☎097－506－2712

One Rugby, One Oita大作戦
大分のラグビーを

盛り上げましょう！
日本ラグビーの最高峰「ジャパンラ
グビートップリーグ」の試合「キヤノ
ンイーグルスVS神戸製鋼コベルコス
ティーラーズ」が開催されます。飲食
スペースやグッズ販売などご家族で楽
しめるコーナーも設置します。

開 催 日／ 10月16日㈰
 13時キックオフ
場　　所／ 大分スポーツ公園
 大分銀行ドーム
チケット／ チケットぴあ、コンビニエ

ンスストア等で販売中
（詳しくは、大分県ラグビーフットボール
協会　☎050－3786－2019）

問国際スポーツ誘致・推進室
☎097－506－2082

第13回大分アジア彫刻展
豊後大野市朝地町出身の彫刻家、朝
倉文夫を顕彰し、アジア各地の若い彫
刻家たちのエネルギッシュな現代彫刻
作品が集う展覧会です。アジア15カ
国から 411点の応募があり、入選作
品30点を展示しています。
また、期間中は土日を中心に子ども
向けのイベントなども開催します。
開催日／ 10月８日㈯～11月27日㈰
場　所／ 朝倉文夫記念文化ホール

（豊後大野市）
〈受賞作家トークイベント〉
日　時／ 10月９日㈰ 14時～16時
場　所／ 大分県立芸術文化短期大学

問芸術文化振興課
☎097－506－2055

第26回
親子と土木のふれあい見学会
私たちの生活を支えている土木のこ
とをもっと知ってもらうためのバスツ
アーです。今回はトンネル掘削現場
（中津市）等を見学します。
開催日時／ 11月12日㈯
 ８時30分～16時
対　　象／ 小学生とその保護者
定　　員／ 80名（抽選後、参加の可否

を応募者全員に郵送で通知）
参 加 費／無料（昼食あり）
集合場所／ＪＲ大分駅
申込内容／参加者全員の①住所②氏名

③年齢④電話番号
申込方法／ 【ハガキ】
 〒870－8501
 大分市大手町3－1－1
 【電子メール】
 a18700@pref.oita.lg.jp

募 集

催 し

子育てのタネ 検索

子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業

検索

朝倉文夫記念館 検索
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http：//www.pref.oita.jp/

由布市にある株式会社由布ポタジェは、実り豊かな由布の大地で育った農産物の
地産地消を進めるため、料理人と農家が持つ情報をつなげる活動を行っています。
今回は、代表取締役の佐藤周二さんに教えていただいた「グリーン柚子胡椒カレー」

を紹介します。料理教室でも評判が高かったそうです。
最後に柚子胡椒を入れることで、柚子のさわやかな香りが楽しめ、色鮮やかな野菜

をぴりっとした辛さが引き立てます。

グリーン柚子胡椒カレー【由布市】

材　　料（４人分）
〈カレールー〉 鶏肉…150ｇ、おろしにんにく、おろししょ
うが…各小さじ１、ほうれん草…１束、豆乳…200cc、カレー
粉…小さじ２～３、ナンプラー…小さじ２、中華だし汁…小さ
じ１、柚子胡椒…小さじ２～３
〈盛りつけ野菜〉 干し椎茸…４個、ナス…２本、パプリカ赤、
黄…各２個、タマネギ…１個
調理方法
　～カレールーの作り方～
1フライパンに一口大に切った鶏肉、おろしにんにく、おろし
しょうがを入れ、炒める

2ほうれん草をザク切りにし、豆乳と一緒にミキサーにかける
31に2を入れて煮立ったら、カレー粉、ナンプラー、中華だ
し汁を入れ、さらに５分煮た後、柚子胡椒を入れる

　～盛りつけ野菜の作り方～
1干し椎茸を水で戻した後、石づきを取り、４等分にする
2ナス、パプリカ、タマネギを一口大に切る
3素揚げする

9月・10月号  クイズ＆プレゼント
本紙を参考に●○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかインター
ネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に由布市
の特産品詰め合わせ（2,000円分）をプレゼントします。

問
題

〒870─8501

大分県庁
広報広聴課
9月・10月号
クイズ係行

①クイズの答え
②郵便番号、住所
③氏名　　④年齢
⑤職業
⑥電話番号
⑦興味を持った
　内容・感想
⑧広報紙に対する
　ご意見

【締め切り】
10月31日㈪

応募ページのアドレス
http://www.pref.oita.jp/site/sinzidai/

当日消印有効

当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。
7月・8月号のクイズの答
えは、満足度、寿命、雇用率
でした。たくさんのご応募
をありがとうございました。

▼テレビ
TOS 「ほっとはーとOITA」 土曜日／午前11：30～11：45
OAB 「お！」 日曜日／午後 5：55～ 5：59
OBS 「オオイタコレクション」 月曜日／午後 ６：55～ ６：59

▼インターネット
動画配信サイト 「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
  （http://www.onsenkenoita-ch.com/）
　　　　　　県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

OBS 「くらしのたより」（2分10秒）  月～金曜日／午前 ９：10～
  土曜日／午前 ６：57～、日曜日／午前 ６：55～

OBS 「たんねるけん！」
 毎月 第１・第３土曜日 ／午前10：40～54（14分間）
 翌日曜日 ／午前 ５：30～44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」　（ホワッツニューオオイタ　4分間）
  月～金曜日／午前 ９：00～、土曜日／午前 ９：25～
  日曜日／午前 ８：55～

▼ラジオ

県
政
番
組
ガ
イ
ド

取材協力：株式会社由布ポタジェ  ☎097－582－0322

※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。 再生紙を使用しています。

●A 肉質が４等級以上の「おおいた豊後牛●○」
●B「ごみゼロおおいた作戦」から

「おおいた●○●○●○●○作戦」へ
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スマートフォンからも
ご覧いただけます♪


