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特集編

北陸地域における水田農業の新たな展開に向けて

北陸地域では、夏季は高温・多照で冬は多雪・寒冷であり、水・土壌条件に恵まれ、

良質米の産地となっており、耕地面積の９割が水田となっています。また、麦、大豆等

を組合わせ、各地域の特色を活かしながら、稲作を中心とした水田農業が営まれ、専業

農家や兼業農家、集落営農に代表される営農組織、企業的経営の農業法人等により、地

域ごとに多様な農業が展開されています。

一方、農業就業者の高齢化、減少が進行し、後継者不足は深刻であり、また、水田に

作付けされる米は、食生活の多様化から全国で年間約８万トン需要量が減少する傾向に

あります。このため、いかに次世代を担う持続的な農業経営体を確保し、需要に応じた

米生産を展開しつつ、水田をフル活用して生産性と収益性の高い水田農業に発展させて

いくかが大きな課題です。

これらの課題を解決し、北陸地域における水田農業の新たな展開を実現するためには、

地域農業の担い手に農地を集積し、集約化していくことが極めて重要です。具体的には、

地域の合意形成により将来の地域農業を担う経営体や農地利用のあり方を計画として取

りまとめ、農地中間管理機構や基盤整備を活用して、農地の集積・集約化を実現してい

く必要があります。その際、農道や水路等の保全管理面も含めて地域の農地を託す担い

手を支える体制を継続的に確保していくことも不可欠です。

また、需要に応じた米の生産の推進、戦略作物等の生産推進及び園芸作物導入による

経営の複合化により農業所得を増大する道筋を示すとともに、新規就農、企業参入、女

性の活躍、農業経営の法人化等により、水田農業を担う人材を育成・確保することが重

要となっています。

そのために、北陸地域での水田農業の先進的な事例を紹介するとともに、現状と課題

を明確にし、水田農業の新たな展開に向けた方向性を明らかにします。
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第１章 北陸地域の水田農業の現状

１．水田農業をめぐる情勢の変化～農業構造の動向～

北陸地域（新潟県、富山県、石川県及び福井県）における平成27（2015）年の耕地面積

は31万3,400haで、昭和60（1985）年に比べ６万2,600ha（16.6％）減少しています。北陸

管内各県においても、27（2015）年の耕地面積は60（1985）年に比べいずれも減少してい

ます（図－１）。

北陸地域における27（2015）年の耕地面積に占める水田面積の割合は、89.6％と全国

（54.4％）に比べ高く、また、区画整理された水田の割合も富山県及び福井県は高くなっ

ていますが、新潟県及び石川県は全国平均を下回っている状況です（図－２、３）。

図－１ 耕地面積の推移

図－２ 耕地面積に占める水田面積割合 図－３ 30ａ程度以上区画整理済面積割合

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 資料：農林水産省「農業基盤情報基礎調査」
（平成27（2015）年） （平成27（2015）年３月31日）
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北陸地域における27（2015）年の農業就業人口は13万6,400人で、２（1990）年に比べ

18万3,200人（57.3％）減少し、また、27（2015）年を年齢別にみると65歳以上が９万

5,600人と７割を占めており、農業就業者の減少と高齢化が著しく進行し、さらに後継者

不足が深刻化しています（図－４、５）。

図－４ 年齢別農業就業人口の推移

図－５ 農業後継者の有無の割合（販売農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：農業就業人口は、自営農業に従事した世帯員（農業従事者）のうち、調査期日１年間に「自営農業のみ

に従事した者」又は「農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者」をいう。

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：販売農家は、経営耕地面積30ａ以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家
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北陸地域における27（2015）年の総農家数は14万６千戸で、60（1985）年に比べ18万戸

（55.2％）減少し、また、27（2015）年の兼業農家数は８万戸で、60（1985）年に比べ

18万１千戸（69.3％）減少しましたが、27（2015）年の土地持ち非農家数は15万２千戸で、

60（1985）年に比べ10万５千戸（223.4％）、大幅に増加し、総農家数を上回る状況となっ

ています（図－６、７）。

図－７ 兼業農家数の推移

図－６ 総農家数と土地持ち非農家数

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：1）農家は、経営耕地面積10ａ以上の農業を営む世帯又は農産物販売金額が年間15万円以

上ある世帯

2）土地持ち非農家とは、農家以外で耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有している世帯

北陸（左目盛）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。
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北陸地域における27（2015）年の耕作放棄地面積は２万900haで、60（1985）年に比べ

１万4,400ha（221.5％）増加し、農地の荒廃が進行しています（図－８）。

北陸地域の米の相対取引価格は、18（2006）年産以降、年ごとに価格の変動はあるもの

の下降傾向となっており、水田農業経営の１経営体当たりの所得も、同様の状況となっ

ています（図－９、10）。

図－８ 耕作放棄地面積の推移

図－９ 米の相対取引価格（出荷業者・通年平均）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：1）耕作放棄地とは、以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の

間に再び作付け(栽培)する意思のない土地をいい、農家等の自己申告による主観的な数値である。

2）四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

資料：農林水産省「米の相対取引価格」
注：各県毎の銘柄はコシヒカリ。ただし、新潟県のコシヒカリは「新潟一般」、「魚沼」、「岩船」、

「佐渡」の４銘柄に地域区分され、そのうちの「新潟一般」
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需要に応じた米生産の推進を図るため、水田をフル活用し、飼料用米、米粉用米、麦、

大豆等の戦略作物の生産性の向上と生産拡大を推進しています。特に飼料用米の作付面

積が増加しています（図－11）。

- ８

図－11 飼料用米の作付面積の推移

図－10 水田農業経営の１経営体当たりの所得（農業所得の推移）

資料：農林水産省「営農類型別経営統計」

資料：農林水産省「新規需要米の取組計画認定状況」
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２．水田農業の持続的な発展に関する施策

農林水産省では、水田農業の持続的な発展に関する様々な施策に取り組んでいます。

具体的には、①新規就農や人材の育成・確保、経営継承等の支援（青年層の新規就農、

経営感覚を持った農業者の育成・確保、次世代の担い手への円滑な経営継承、企業の農業

参入、女性の活躍推進）、②法人化、経営の多角化等を通じた経営発展の後押し（担い手

への重点的な支援の実施、農業経営の法人化等の加速化の促進、経営の多角化・複合化の

推進）、③農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化※１と農地の確

保（担い手への農地集積・集約化の推進、荒廃農地の発生防止・解消等）、④需要構造等

の変化に対応した生産・供給体制の改革（米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作

物の生産拡大、実需者ニーズ等に対応した園芸作物等の供給力の強化等）、⑤構造改革の

加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進（力強い農業を支える農業生産基
きようじん

盤整備の推進、老朽化等に対応した農業水利施設の持続的な保全管理の推進）、⑥コスト

削減や高付加価値化を実現する生産・流通現場の技術革新等の推進（先端技術の活用等に

よる生産・流通システムの革新を図るため、スマート農業※２の実現に向けた取組等）、⑦

官民一体となった農林水産物・食品の輸出促進（オールジャパンでの輸出促進体制の整備、

輸出阻害要因の解消等による輸出環境の整備、輸出促進等に向けた日本食や日本の食文化

の海外展開）等の取組を推進しています。

３．北陸地域における水田農業の課題に対する対応状況

（１）担い手の育成・確保の取組

（新規就農）

北陸地域における販売農家の基幹的農業従事者※３の平均年齢は、平成28（2016）年で

68.8歳と高齢化が進展しており、持続可能な力強い農業を実現していくため、青年新規就

農者を大幅に増加させることが重要です。

このため、24（2012）年度から就農意欲の喚起と就農後の定着を図るための青年就農給

付金※４を給付しています。そのうち、27（2015）年度に経営開始した者の多くが露地野菜

や施設園芸等に取り組んでいます。

また、新規参入者のうち独立自営農業を行う者の４割以上が野菜を栽培しています。

※１ 農地集積・集約化

農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいう。

農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等により、農作業を連続的に支障なく行えるようにすることをい

う。

※２ スマート農業とは、ロボット技術やICTを活用して、超省力・高品質生産を実現する新たな農業

※３ 基幹的農業従事者とは、自営農業に主として従事していた世帯員（農業就業人口）のうち、ふだん仕事として主

に自営農業に従事している者をいう。

※４ 青年就農給付金は、平成29（2017）年度から農業次世代人材投資資金として交付
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ふくい園芸カレッジ（福井県あわら市）
えんげい

【組織の概要】

◇平成26（2014）年６月に開校

◇設立目的 全国から就農希望者を募り、園芸分野の生産技術

等就農に必要な技能や経営ノウハウ等、必要な知

識を指導するとともに、水田園芸に新たに取り組

む集落営農組織を対象にした技術研修を行うこと

により、園芸分野の即戦力となる人材を育成し、園

芸の振興を図ることを目的に設立

◇職員 11名（うち講師８名）、アルバイト １名

◇研修用ハウス 45棟（180㎡／１棟）、ガラス温室 ５棟

◇研修用露地畑 約３ha

田 約0.2ha

◇研修コース

〈新規就農コース研修生〉

◇研修生の平均年齢 39歳（26（2014）～28（2016）年の３か年平均）

◇研修生の男女割合 男性８割、女性２割

◇研修生の出身県 県外63％、県内37％

【取組を行った経緯（きっかけ）・概要】

・24（2012）年度から青年就農給付金制度が始まり、これを受けて、新規就農者を受け入

れる研修施設として、26（2014）年６月に開校しました。

研修施設では、研修生が専用ハウスや露地畑を管理し、生産から販売までを一貫して行

う模擬経営を２年間取り組むことにより、就農後に必要な実践力が養えるものとなってい

ます。２年目は農家での実習（里親制度）を行い、地域の人と交流することにより、就農

時の農地や農業機械の借受け等、就農しやすい環境を作っています。

福井県あわら市

●

福井県

事例１ 新規就農支援の事例

資料：福井県「ふくい園芸カレッジ」を基に北陸農政局で作成

コース名 定員 研修内容 期間
28（2016）年度
入校生数

新規就農コース 30名
作物の栽培から販売まで独立採算で
模擬経営

２年間 31名

プラス園芸コース
70名

（前後期各35名）
水稲農家、集落営農組織で福井県園
芸推進品目の栽培や出荷販売の実習

各期４か月
（８回）

前期　27名
後期　43名

スマート園芸コース ３名
大規模園芸施設で周年栽培等の高度
な技術研修

１年間 ３名
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新規就農コースの研修カリキュラムでは、模擬経営のほか、野菜栽培論や病害虫の診断

と防除等の技術力、農業政策や経営戦略等の経営力、農産物の市場・流通や直販等の販売

力、農業機械研修での操作技術や免許の取得、コミュニケーション研修でのコミュニケー

ション力の向上等、就農後、収益を確保し、経営発展のために必要な経営力や販売力が養

えるカリキュラムとなっています。

また、就農までは、ふくい園芸カレッジを中心に地域全体で就農計画づくりや就農予定

地域との調整、農地確保等、就農・独立に向けたサポートを実施しています。

プラス園芸コースでは、県内の水稲農家や集落営農組織で新たに園芸に取り組む者を対

象に、共同ほ場を使った県推進品目であるトマト、メロン、ネギ等の栽培実習を行ってい

ます。

研修期間中や就農後は、青年就農給付金や福井県独自の支援制度※である研修奨励金等

の支援制度があり、給付要件により給付を受けることができます。

【課題・問題点及び改善方法】

・研修生の確保に当たり、東京、名古屋、大阪で開催される「新農業人フェア」、県主催

のフェアへの参加や県内の各大学のセミナーに出席し、研修生の確保を図っています。ま

た、インターン体験ツアーの開催や福井県の園芸農業を実際に体験する体験バスツアーを

年に２回実施しています。28（2016）年度は県外からの研修生が増加し、体験バスツアー

参加者の中から研修生となった者もいます。

・研修生の就農時の資金について日本政策金融公庫の新規参入用の融資や福井県独自の支

援制度を受ける際には、研修２年目の春には就農地を決定し、ハウスの建設や機械の導入

計画を立て、８月には市町に申請することになり、研修１年目の後半には、作付面積、品

目を設定し、研修２年目にはそれに応じた実習先（里親制度）等を決めることとなります。

そのため、研修生からの資金計画や就農地の決定等の相談に応じるとともに関係機関と連

携して取り組んでいます。

資料：ふくい園芸カレッジからの聞き取りを基に北陸農政局で作成

表－１ 研修（新規就農コース）終了後の就農状況（就農人数）

男性 女性 男性 女性 男性 女性

23 18 5 17 13 4 6 5 1

30 23 7 19 16 3 11 7 4

31 27 4 - - - - - -

内訳

新規自営農業就農者 新規雇用就農者

人数
内訳

人数
内訳

入校年次

26（2014）年度入校

27（2015）年度入校

28（2016）年度入校

人数
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【今後の予定（新たな取組等）】

・今後のふくい園芸カレッジの運営方針として、各農林総合事務所、農協、丘陵地農業支

援センター、砂丘地農業支援センター等、関係機関と連携を取りながら、研修生がスムー

ズに就農できるよう取組を行っていくこととしています。

※ 福井県独自の支援制度

【就農前】

・研修奨励金 対象者：県外から福井県に移住し、就農に向けて研修を受講する方(但し、就農予定時の年齢

が60歳未満の方)

給付額：月５万円(年間60万円) ※研修終了後、就農しなかった場合、奨励金全額返還

・就農給付金 対象者：ふくい園芸カレッジの研修生で県外から移り住んで研修を受講する方(但し、就農予定時

の年齢が45歳以上60歳未満の方)

給付額：年間90万円 ※研修終了後、就農しなかった場合、奨励金全額返還

【就農後】

・就農奨励金 対象者：新規就農した方(就農時の年齢が45歳以上60歳未満)

給付額：(非農家出身者)１年目180万円 ２年目120万円 ３年目60万円

(兼業農家出身者)１年目180万円

(専業農家出身者)１年目60万円

※奨励金受給終了後、３年間営農を継続しない場合、奨励金全額返還

研修施設 研修用ハウス

・小農具等整備奨励金 経営開始に必要な小農具等の購入費の一部を助成

対象者：非農家出身者

補助率：県１／４以内、市町１／４以内(事業費上限100万円)

※奨励金受給終了後、３年間営農を継続しない場合、奨励金全額返還

・新規就農者融資主体型補助事業（国の事業名：経営体育成支援事業）

認定新規農業者(就農５年以内)が融資を受け農業用機械等を導入する際の助成制度

補助率：国３／10以内、県１／８～１／６以内、市町１／８～１／６以内

または

：県１／４～１／３以内、市町１／４～１／３以内

（事業費上限1,000万円）
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（企業参入）

平成21（2009）年12月の農地法の改正により、リース方式については企業を含め、誰で

も農地を借りて農業に参入できるようになりました。

この改正後から28（2016）年６月末までの６年半で、新たに117の企業が農業に参入し、

改正農地法施行以前の６年半に参入した55法人の約２倍となっています。

これら農業に参入した企業を業種別にみると、建設業35、食品業27、農業（農業部門に

ついて法人を新たに設立）17、その他38となっています。また、営農作物別にみると、野

菜47、米麦等33、複合18、その他19となっています。

企業の農業参入は、特に担い手が十分にいない地域では、地域農業の担い手となり得る

存在であり、今後も新たな担い手としての新規参入が期待されています。このため、農業

への参入を希望する企業と企業を誘致したい地域等の関係者を一堂に集めた農業参入フェ

ア2016が全国４か所で開催され、当局は東京会場と大阪会場に参加し企業の農業参入の

ピーアールに努めています。
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農地所有適格法人 株式会社ローソンファーム新潟（新潟県新潟市）
にいがた にいがた し

（パートナー企業 農地所有適格法人 株式会社 アグリライフ）

【農業経営・組織の概要】

◇平成27（2015）年３月17日設立

代表取締役 後藤 竜佑 氏
ご とう りようすけ

◇役 員 ５名 監査役 １名（うち農業従事者３名）

従業員 ２名

◇経営面積 11.6ha

田 10.4ha（うち借地10.4ha）（新潟市江南区大淵地区）
にいがた し こうなん く おおぶち

畑 1.2ha（うち借地 1.2ha）（新潟市北区大夫浜地区、耕作放棄地を解消）
にいがた し きた く た ゆうはま

◇水稲（コシヒカリ5.8ha、こしいぶき（加工用）4.6ha）、さつまいも、ねぎの栽培

◇収穫量 58.2t（コシヒカリ33.9t、こしいぶき24.3t）（28（2016）年産）

◇出資者 後藤 竜佑氏 74％、高橋 徹氏 １％、
ご とう りようすけ たかはし とおる

株式会社RAG ９％、山谷 隆氏 １％、株式会社ローソン 15％
や ま や たかし

【取組の概要】

・26（2014）年５月１日、新潟市が国家戦略特別区域※１（以下「国家戦略特区」という。）
にいがた し

に指定され、農業分野において全国でローソンファームを展開する株式会社ローソンが特

定事業者に認定されました。株式会社ローソンは、国家戦略特区の規制緩和（役員要件の

緩和）を活用し、27（2015）年３月17日に株式会社ローソンファーム新潟（以下「ローソ

ンファーム新潟」という。）を設立し、３月25日に全国初となる特例農業法人に移行しま

した。

ローソンファームは、ローソングループ店舗への野菜や果物の安定供給や、オリジナル

商品の原材料としての使用を目的として全国各地で設立されており、ローソンファーム新

潟は全国23か所目として設立されました。

・収穫された農作物は、ローソンの中食商品原料として出荷されており、コシヒカリは、

関東・甲信越エリアのローソン限定で、おにぎりセットとして販売され、また、ローソン

ストア100では、精米２㎏袋が販売されています。また、商品開発や営業・販売について

は、株式会社ローソンと協力し計画しています。

・ローソンファーム新潟では、より一層食の安全の確保に取り組むと同時に、適切な農場

管理体制を構築するために、ＪＧＡＰ＊２の認証（申請品目：米）を取得しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・株式会社ローソンは、26（2014）年５月に新潟市が国家戦略特区に指定されたことを受
にいがた し

け、国家戦略特別区域会議の構成員（特定事業を実施すると見込まれる者）に応募し、７

月に特定事業者として選定されました。その後、10月にローソンファーム新潟の候補者の

新潟県新潟市

事例２ 企業参入の事例

●

新潟県
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公募を開始し、参加を希望する生産者に説明会や個別の打合せを行った結果、パートナー

企業として株式会社アグリライフが決定し、27（2015）年３月にローソンファーム新潟が

設立されました。

株式会社アグリライフは、今後、農業を続けていく上で、大手企業と手を組むことで今

までにないチャンスをつかむ可能性と、販売先が決まり安定した経営ができると見込まれ

たことから、経営に参画しました。

【課題・問題点及び改善方法】

・農地集積・集約化については、土地の賃借先の制約や交換先とのマッチングが難しく、

新潟市や農地中間管理機構と情報交換を行いながら利用調整を行っています。
にいがた し

・農作業の行程において、作物の生育中や出荷までには様々なトラブルが発生しますが、

これらの対応に時間がかかれば作物の品質が低下してしまうため、時間との戦いとなりま

す。問題が起きた時の職員間での共有と迅速な対応が課題となっています。

・自治体からは広くバックアップを受けていますが、農地の賃借や集積等、最終的に個人

間での調整が必要となる部分についてはローソンファーム新潟が行っています。事業に関

する相談や助成等の情報提供を受けるため、定期的に自治体と打ち合わせを行っています。

ほ場の様子 後藤代表

【今後の予定（新たな取組等）】

・今後、農地の集積・集約化により経営面積の拡大を目指すほか、ＩＣＴを活用した効率

的な営農を行っていきたいとしています。

・今後の規模拡大時に重要となる水稲の刈り取り時期の分散化のため、新たな取組として、

晩生品種の試験栽培を行うこととしています。

※１ 国家戦略特別区域とは、日本経済の再生に向けた第三の矢としての成長戦略である、「日本再興戦略－

JAPAN is BACK」（平成25（2013）年６月14日閣議決定）において、国の成長戦略を実現するため、金融や税

制の大胆な規制緩和等を実行するための突破口として、創設された特定の地域

※２ ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可

能性を確保するための生産工程管理の取組

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.とは、ドイツのFood PLUS GｍｂHが策定したGAP認証。主に欧州で普及している。

ＪＧＡＰとは、一般財団法人日本ＧＡＰ協会が策定した日本発のGAP認証。 28（2016）年にJGAP

Advance、JGAP Basicの運用開始（29（2017）年にそれぞれASIA GAP及びJGAPに改名）
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（農業経営の法人化）

農業経営の法人化は、経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承、雇用

による就農機会の拡大等を通じ、効率的・安定的な経営に向けてメリットが大きいもので

す。

特に、任意組織の集落営農や大規模な家族経営体の法人化は、経営の継続性を高め、発

展させるためにも重要なものです。

このため、平成25（2013）年６月に政府が策定した「日本再興戦略」では、農業法人の

数を今後10年間（35（2023）年まで）で22（2010）年比約４倍の５万法人とすることを目

標に掲げています。

北陸地域では、27（2015）年２月時点で2,060法人と22（2010）年に比べ586法人増加し

たものの、目標達成に向けては、施策の更なる推進により、法人経営体の増加ペースを加

速する必要があります。

このため、県段階において、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、地域金融機関、

農業経営アドバイザー等の専門家を加えた支援体制を整備し、法人化に向けた相談窓口を

設置するとともに、法人化、経営改善に向けた支援、セミナー・研修会の開催等を行って

います。
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農事組合法人 あぐりばんば（石川県鹿島郡中能登町）
か しまぐんなか の と まち

【農業経営・組織の概要】

◇平成20（2008）年10月設立

◇労働力 オペレータ（主に水稲栽培を担当）10名

常雇３名（うち野菜部門１名）、

臨時雇用２～３名（29（2017）年３月現在）

◇経営面積 46.8ha（28（2016）年産）

◇水稲31ha（コシヒカリ）、大麦・そば13.9ha、

野菜（能登野菜等）1.7ha、花き類（フリージア、葉牡丹等）４ａの栽培

作業受託10ha（大麦・そば）

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・「農事組合法人あぐりばんば」は、石川県能登半島のほぼ中央部にある鹿島郡中能登町
の と か しまぐんなか の と まち

に位置し、20（2008）年10月に設立されました。

中能登町東馬場地区のほ場整備は、19（2007）年から実施され、農地の大区画化や石
なか の と まちひがしばん ば

川県内初の地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の整備、パイプライン化により、生産性

の高い汎用化農地を整備しました。農地の大区画化により大型機械の導入が可能となり、

農作業の効率化が図られ、生産性が向上しています。

水稲はコシヒカリを作付けし、また、大麦やそばのほか、能登白ねぎ、青かぶ、中島菜、
の と しろ あお なかじま な

金糸瓜等の能登野菜や、石川県オリジナルのフリージア品種「エアリーフローラ」等の高
きん し うり

収益作物を栽培しています。

同法人の労働力は、オペレータが10名

で、そのほか、経営規模の拡大に伴い、

全作業で常時雇用１名、麦及びそばに常

時雇用１名、臨時雇用２～３名、野菜に

常時雇用１名となっています。

収穫された農産物は、農協へ出荷する

ほか、地区に近接する道の駅「織姫の里
おりひめ さと

なかのと」で直接販売しています。特に

野菜・花き類の販売額は、21（2009）年

の約100万円から28（2016）年には約600

万円と６倍に増加しています（図－12）。

・同地区における担い手への農地集積状

況は、ほ場整備を契機に設立された同法

人と認定農業者（１名）に、地区の８割

石川県鹿島郡中能登町

事例３ 農業経営の法人化

●

石川県

図－12 農作物販売額の変化

資料：あぐりばんばからの聞き取りを基に

北陸農政局で作成
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にあたる43haの農地を集積し、営農を展開しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・同地区のほ場整備は、昭和32（1957）年頃に１区

画７ａで１次整備され、１人当たり20～30枚の水田

を所有していましたが、小区画で農道が狭く、用排

水路も老朽化が著しかったことから効率的な農作業

ができず、農作業や維持管理に多大な時間と労力を

要していました。

19（2007）年から実施されたほ場整備は、中能登町
なか の と まち

には土地改良区がなかったことから区長の主導によ

り地区内の調整が行われ、石川県の働きかけや指導も

あり、当地区と周辺７集落を合わせ実施されました。その結果、水田を大区画化（約１ha

区画）するとともに、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の整備及びパイプライン化に

より水管理の省力化が図られました。

・19（2007）年当時の品目横断的経営安定対策の実施に合わせ、集落営農組合を立ち上げ、

その後、地区の持続的な農業の発展と次世代への継承には大規模化が不可欠との考えのも

と法人化されました。

【課題・問題点及び改善方法】

・19（2007）年以前のほ場整備前は、間断かんがいの時期の水管理に労力を要していまし

たが、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の導入後は、水位を低く（地表から－10㎝程

度）保っておくことで、水位調整が容易になり、節水が図られています。

・法人化当初は構成員の中からオペレータとして参加する者や、大麦やそばの農作業を手

伝ってくれる者もいましたが、次第に減少してきたこともあり、代表理事（常時雇用）に

加え、25（2013）年から当時、農協の担当職員であった若手を常時雇用しています。常時

雇用者の冬場の作業は、青かぶ（露地）や能登白ねぎ（ハウス）等の栽培作業を行ってい

ます。

・野菜等は農協に出荷していますが、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）導入の汎用化

水田が少なく産地化ができていないなど、販路が課題となっています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・今後、同法人の構成員の高齢化が進むこと、また、新たに9.5haの経営規模の拡大を図

ることから、常時雇用者をハローワークで募集し、元会社員であった方を新たに雇用（29

（2017）年６月雇用予定）することとしています。

・野菜等については、これまで11品目を栽培してきましたが、29（2017）年は収益性のあ

るキャベツを主に作付けすることとしています。

注：農業経営の法人化の取組事例（株式会社 若狭の 恵 ）は、動向編第５章２．（１）131ページに掲載
わかさ めぐみ

収穫作業の様子
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（女性の活躍）

2015年農林業センサスによると、北陸地域における販売農家の農業就業人口のうち女性

は47.9％であり、女性は農業や地域社会の担い手として重要な役割を果たしています。

社会全体で女性農業者の存在感を高め、併せて職業として農業を選択する若手女性の増

加を図るため、平成25（2013）年度に発足した「農業女子プロジェクト」では、農業内外

の多様な企業・団体と連携し、農業で活躍する女性の姿を様々な切り口から情報発信して

います。

北陸地域の農業女子プロジェクトメンバーは31人（29（2017）年３月現在）で、そのう

ち16人が野菜の栽培に取り組むほか、プロジェクトを通して女性目線での農業への魅力を

全国に発信しています。
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株式会社アグリたきもと（富山県下新川郡入善町）
しもにいかわぐんにゆうぜんまち

【農業経営・組織の概要】

◇平成22（2010）年３月２日設立

◇労働力 取締役３名（うち女性２名）、

常雇４名（うち女性１名）（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 97ha（28（2016）年産）

◇水稲63㏊（コシヒカリ47㏊、ミルキークイーン16㏊）、大豆34

㏊、ハウスねぎ５ａ、ブルーベリー２ａ、ジャンボ西瓜0.2haの栽培

【取組の概要】

・15（2003）年に現取締役の瀧本みどり氏の夫が専業農家として経営を開始し、経営面積
たきもと

の拡大とともに18（2006）年に瀧本みどり氏と次女の海道瑞穂氏が就農しました。
かいどうみず ほ

22（2010）年に法人化し「株式会社アグリたきもと」を設立し、瀧本みどり氏が取締役

に就任、次女の海道瑞穂氏が代表取締役に就任しました。取締役３名のうち２名が女性で、

また、常雇４名のうち１名が女性となっています。

経営面積は年々拡大し、水稲63ha、大豆34ha、計97haと大規模経営を行っています。労

働力は７名のうち３名が女性で、代表取締役の海道瑞穂氏はオペレータをしています。

作業場を建設するに当たっては、女性の視点を活かし明るい雰囲気となるよう柱をピン

クに塗装したり、29（2017）年２月に完成した事務所においては、２階に女性専用の部屋

を設け、また、２階を禁煙とするなど女性に配慮した取組を行っています。

水稲は整備した高性能な乾燥調製施設で品質の高い米に仕上げ、農協中心に出荷してい

ます。

また、瀧本みどり氏は、28（2016）年度まで、富山県下新川郡２町の若手女性農業者の
しもにいかわぐん

交流を目的とした「真樹の会」の会長や女性農業者組織「入善町女性農業士ＧＯＧＯ農会」
しんじゆ かい にゆうぜんまちじよせいのうぎよう し ご ー ご ー の う か い

の会長を務め、地域の女性農業者のリーダーとして活躍しました。

これらの活動は、女性が就農しやすい経営体の先導的な事例となり、23（2011）年以降、

入善町内で女性が代表者や取締役になる法人が増えています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・瀧本みどり氏の夫は、14（2002）年に勤務していた会社を退職し、町内の農業法人で研

修を受けた後、15（2003）年に実家の農業を継承しました。当初は経営面積は1.5㏊で、

一人で作業し、農繁期には家族が手伝いをしていましたが、年々経営面積を拡大し、18

（2006）年には水稲15㏊、大豆15㏊を作付けすることになり一人では作業しきれなくなり

ました。そのため、瀧本みどり氏が会社を退職し、専門学校を卒業した次女の海道瑞穂氏

とともに就農しました。

・21（2009）年には経営面積は50㏊と急増したことから、機械化による効率化や法人化を

富山県下新川郡入善町

富山県

●

事例４ 女性の活躍の取組事例
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検討し始め、22（2010）年に法人化し、同年の秋には作業場と乾燥調製施設が完成しまし

た。

法人化する際に家族で話し合い、「これからは女性の時代。女性だからできない、させ

ないということにはならない。」との考えの下、海道瑞穂氏が代表取締役に就任しました。

【課題・問題点及び改善方法】

・女性が農業経営をするに当たり、出産・育児、介護等も考慮し農薬散布作業に従事しな

いことや介護休暇の導入等の就業ルールを作ったほか、女性トイレの設置や女性の休憩室、

シャワー室、分煙を取り入れ、若い女性が農業に参入しやすい環境を整備しています。

作業場兼格納庫 ご家族の皆さん（中央 海道代表取締役）

【今後の予定（新たな取組等）】

・海道瑞穂氏は、経営面積の拡大に伴い従業員を増やしたことから、今後は農閑期を利用

し自社で栽培した農産物を利用した食品加工等の６次産業化に取り組みたいとしていま

す。また、将来的にはカフェ等を開き自社の食品加工品の提供を行いたいとしています。

・海道瑞穂氏の夫も就農し、28（2016）年には海道氏の姉も就農しており、瀧本みどり氏

夫婦が行っていた経営管理や地域との渉外活動等の経営スキルを徐々に海道夫婦に継承し

ながら、持続性のある信頼される会社を目指しています。



- 22 -

（２）担い手への農地集積・集約化の取組

農業者の高齢化が進む中で、担い手への農地の利用集積・集約化が極めて重要であるこ

とから、担い手が利用する農地面積の割合を平成35（2023）年度までに全国で８割まで引

き上げることを目標に農地の利用集積・集約化を進めています。

担い手への農地利用集積面積は、28（2016）年度末には18万５千haとなり、担い手への

農地利用集積率は59.1％となっています。この担い手への農地利用集積率は、全国平均

（54.0％）を上回り、ブロック別では北海道に次ぐ２番目になっています。これは、北陸

地域においては、土地利用型農業が多いことから担い手の規模拡大意欲が高いことや、27

（2015）年度に認定農業者が増加したこと、農地中間管理事業※を積極的に推進したこと

等が要因と考えられます。

29（2017）年３月末までの１年間の農地中間管理事業の実績は、貸付面積7,385ha、そ

のうち担い手への新規集積面積3,343haとなりました。

北陸農政局では、各県ごとの取組状況や課題、その対応方針を決めた上で、取組の成果

が上がるように、積極的に市町村や土地改良区、農業法人や大規模農家に出向き（28

（2016）年４月から29（2017）年３月末までに54回）、本事業の活用を要請するなど、農

地中間管理事業を推進しています。

※ 農地中間管理事業とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域（農業振興地域

の整備に関する法律第６条第１項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。）を事業実施地域とし

て農地の貸し付け業務等を行う事業であって、農地中間管理機構が行うものをいう。
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福井県三方上中郡若狭町東黒田地区
み かたかみなかぐんわか さ ちようひがしくろ だ

【地区の概要】

◇農地面積 39ha（田37ha、畑２ha）

◇世 帯 数 43世帯

◇農家戸数 41戸

◇ほ場条件 区画30ａ、パイプライン整備済

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・若狭町東黒田地区は、福井県の南西部に位置する中山間地域の水田地帯で、水稲、大
わか さ ちよう

麦の作付けが行われています。ほ場の地盤は軟弱なため耕作条件は良好ではなく、農家の

高齢化と集落内に担い手がいないこともあり、集落外の３人の担い手が一部の農地で入作

していましたが、農地は分散しており非効率な経営を行っていました。

このことから東黒田地区在住の農政推進委員（若狭町独自の制度）を中心に、集落内
わか さ ちよう

41戸全ての農家への個別訪問や担い手との話し合いを重ねた結果、農地中間管理事業を活

用し集落外の３人の担い手に農地をまとまった形で集積し、担い手への集積率は40％から

83％に大幅に上昇しました。

さらに、その取組をモデルケースとして、若狭町内の12集落において取組が拡大してい

ます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・若狭町東黒田地区においては、集落内の農業従事者の７割が65歳以上で担い手もいな
わか さ ちよう

いことから、９年程前から集落外の３人の担い手が入作していましたが、農地は分散し非

効率な経営を行ってきました。３人の担い手は、集落の行事にも積極的に参加し、集落の

信頼関係の醸成に努めていましたが、農地集積や集約化を進めるに当たり、地区外の担い

手であるため話し合いは進みませんでした。

若狭町では、担い手へ農地を集積・集約化する方向で、24（2012）年12月に人・農地
わか さ ちよう

プラン※を作成しました。また、10年前から各集落に１人、地域の事情に精通した農政推

進委員を委嘱し、生産数量目標等の農政情報を集落に周知する役割を担わせていました。

東黒田地区では、26（2014）年に農政推進委員が中心となって、集落内41戸全ての農家

への個別訪問や集落外の担い手との話し合いを重ねた結果、農地中間管理事業を活用して、

集落の全農地の83％にあたる32haを集落外の担い手（３経営体）に集積しました（図－13）。

福井県三方上中郡若狭町

事例 担い手への農地集積の事例

●

福井県

※ 人・農地プランとは、農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、

基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があり、このため、それぞれの集落・地域において

徹底的な話し合いを行い作成した、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」
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【課題・問題点及び改善方法】

・東黒田地区の農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積を行うに当たり、ほ場は

標準区画30aに整備されパイプラインも整備されていたこと、農業者の高齢化に加え集落

内に担い手がいなかったこと、農地の地盤が軟弱であり出し手側の農家も抵抗感がなかっ

たこと、軟弱地盤対策や鳥獣害対策等の対応を今後集落で負担すること等について農家（出

し手）と３人の担い手（受け手）の役割分担を明確にしたこと、特に地域の実情に詳しく

フットワークの軽い農政推進委員の存在があったことが、利用調整が実現した要因となっ

ています。

・農道・水路の維持管理等は、従来から農地・水保全管理支払交付金（26（2014）年度か

ら多面的機能支払交付金）を活用した取組を行ってきましたが、土地持ち非農家の増加、

高齢化や集落内に担い手がいない現状を踏まえ、農地集積・集約化を契機として、持続的

な農業の振興と農地保全を行うため、農道・水路の維持補修や除草作業、鳥獣害防止柵の

維持管理等について、担い手と住民が役割分担等を定めた覚書を取り交わし、協力して地

域農業を守ることとしています（図－14）。

東黒田区

（意思決定）

・農道・水路等の維持補修箇所の検討
・地域集積協力金の使途の決定
・定期的な意見交換会の開催 等

東黒田区美農里会

（作業）

・農道・水路等の維持補修、除草作業
・山際の鳥獣害防止柵（恒久柵）の維持補修
・ほ場周りの鳥獣害防止柵（電気柵）の設置作
業への協力
※担い手との日程調整等

担い手（耕作者）

・借り受けた農地の耕作、適正管理
・畦畔の除草作業（農道・水路等の
除草作業への協力）
・ほ場周りの鳥獣害防止柵（電気柵）
の設置 等

東黒田区の構成メンバー
・東黒田区区長
・区役（区の役員５名）
・土地改良区理事
・集落連絡員（役場の職員）
・農政推進員

東黒田区美農里会の構成メンバー
・東黒田地区の全世帯

多面的機能
支払交付金の
受け皿・作業

美農里会は、担い手と地区住民との調整を行う

図－14 東黒田農地保全組織体制図

担い手Ａ

担い手Ｂ

担い手Ｃ

その他

〔借受者〕

担い手Ａ

担い手Ｂ

担い手Ｃ

担い手の集積面積・集積率：15.59ha(40.2%)

担い手の平均経営面積：5.2ha/経営体

担い手の集積面積・集積率：32.08ha(82.7%)

担い手の平均経営面積：10.7ha/経営体

図－13 農地中間管理事業実施前後の集積状況

【実施前】 【実施後】
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【今後の予定（新たな取組等）】

・東黒田地区をモデルケースとして若狭町内に紹介し、27（2015）年度には12地区におい

て農地中間管理事業活用の横展開が図られました。

・３人の担い手（受け手）のうち１人が高齢であり、将来その方がリタイアした時には、

残った２人に農地を再集積することとしています。
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（３）主食用米の需要に応じた生産の推進及び水田フル活用の取組

主食用米については、需要に応じた生産を推進するため、中食・外食等のニーズに応

じた米の生産と安定取引の一層の推進や、米の都道府県別の販売進捗及び在庫情報・価

格情報等、きめ細かい情報提供等の環境整備を進め、平成30（2018）年産米から行政に

よる生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産

者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産を行える状況になるよう、

行政・生産者団体・現場が一体となって取り組むこととしています。

また、将来にわたって安全な食料の安定供給を確保するため、国内農業の食料供給力

（食料自給力※１）を強化し、食料自給率※２を向上させることが不可避な課題となってお

り、食料自給力・自給率の維持向上を図るためには、麦、大豆、飼料用米等の作物の生

産性向上や高付加価値化を推進することにより、水田を有効に活用（水田フル活用※３）

していくことが重要です。

このため、消費者や実需者の需要に応じて生産・供給を行うというマーケットインの

発想に基づき、麦、大豆、飼料用米等、需要のある作物の生産を振興し、生産意欲の高

い農業者が自らの経営判断で作物を選択することができる環境整備を進めることとして

います。また、地域の特色のある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組をさらに支援

する観点から地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、高付

加価値化や低コスト化を図りながら、水田活用の直接支払交付金（産地交付金）の活用

により、水田における麦、大豆等の生産性向上等の取組や、野菜、そば、なたね等の地

域振興作物の生産の取組等を支援し、水田のフル活用により、食料自給率・自給力の向

上を図ることとしています。

※１ 食料自給力とは、国内農林水産業生産による食料の潜在能力を示す概念

※２ 食料自給率とは、国内の食料消費が、国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標

※３ 水田フル活用とは、国内農業の食料供給力の強化に当たって、主食用米の需要量に見合った作付けを行う

必要があり、水田をフルに活用していくため、自給率の低い麦、大豆、飼料用作物等の生産を推進する施策
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農事組合法人 イーノなかのはま１００（福井県あわら市）

【農業経営・組織の概要】

◇平成18（2006）年10月11日設立

◇役員 理事10名（代表理事組合長を含む。）、監事２名

班長８名

◇構成員 中浜地区農業者64名（農業従事者）
なかのはま

地区外１名（農地の権利提供者）

◇経営面積 102.2ha

（区画 100筆、区画面積 平均１ha、

大きいものは1.5ha）

◇水稲67.2ha、大麦34.4ha、大豆28.6ha

そば5.8haの栽培（28（2016）年産）

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・中浜地区は福井県あわら市の南西部に位置し、水田を主体とした農業集落で、地区が抱

えている高齢化や後継者不足等の問題から、18（2006）年10月に「１集落１農場」の農事

組合法人として「イーノなかのはま１００」を設立しました。

「イーノ」はこの地方の方言で「良い」を意味し、「良い農業」との意味も掛け合わせ

ています。また、経営面積は102.2haで、１集落１農場で100ha以上であるため、「イーノ

なかのはま１００」とネーミングしました。

同法人の組織は、総務、営農、機械施設の３部門を設置し、農作業は構成員を８班に分

け、全戸出役を基本に取り組んでいます。

水稲は、ハナエチゼン、はえぬき、コシヒカリ、あきさか

り及びタンチョウモチを作付けし、移植、Ｖ溝乾田直播及
ぶいみぞかんでんちよくはん

び湛水直播を行い、移植や直播を組み合わせて収穫期を分
たんすいちよくはん

散して、コンバイン等の農業機械をフルに使うようにしてい

ます。また、Ｖ溝乾田直播を拡大し冬期代かきを実施して、

春作業の分散化を図るなど省力化にも努めています。栽培品

種のハナエチゼン、はえぬき及びあきさかりは外食、中食の

業務用米として、コシヒカリ及びタンチョウモチは、自家用

米として栽培しています。

生産調整として、六条大麦、その後、大豆又はそばを栽培し、２年３作体系に取り組ん

でいます。なかでも28（2016）年産大豆の10ａ当たり平均収量は、福井県産の平均収量の

208kg（全国１位）を大きく上回り、イーノなかのはま１００は328㎏となっています。

福井県あわら市

●

福井県

事例 水田フル活用と水管理のＩＣＴ化実証の事例

水稲収穫作業

事務所兼倉庫・乾燥調製施設
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同法人の売上高は年々増加し、過去３か年（26（2014）年

度から28（2016）年度）ともいずれも１億円を超えています。

・中浜地区では、九頭竜川下流農業水利事業所とともに、次

世代型水利システムによる高度水利用型水田農業※１の実証試

験を実施しています。28（2016）年度の実証試験は、給水バ

ルブに多機能給水栓や地下水位制御システムを設置し約22ha

のほ場でバルブ（仕切弁）一括操作（半自動）、給水栓の遠

隔操作による給水・止水、夜間かんがいの遠隔操作、タイ

マー機能で給水・止水、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）での水管理を行っています。

同法人の構成員は、「水管理はたいへん省力化された」、「500km離れた東京に出張していて

も水管理できた」、「農業は休日がなく、若い人の農業離れを食い止めるにはシステムが必

要」等と実感し、労力の軽減にも効果が出ており、今後の実用化が期待されます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・中浜地区では、小規模経営の兼業農家がほとんどで農家の高齢化や後継者不足等の問題

もあり、18（2006）年の品目横断的経営安定対策※２の実施を契機に、将来の担い手や経営

方針等について農家組合を中心に協議を開始しました。18（2006）年２月に組合員へアン

ケート調査を実施し、その結果を受け集落営農を立ち上げる方針で協議を開始しました。

同年７月にあわら市から法人化について助言を受け、組合員へ法人設立意向調査を実施し

法人設立を確認しました。８月から９月にかけて法人設立準備委員会において10数回の検

討を重ね、10月に「イーノなかのはま１００」を設立しました。法人設立当初は、水稲を

主体に作付けしていましたが、所得向上のため大麦及び大豆を作付けすることとし、22

（2010）年頃から水稲、大麦、大豆又はそばの作付け体系としています。

・28（2016）年から農林水産省において、パイプライン化とＩＣＴ活用による次世代型水

利システム導入のための実証試験が全国２か所で実施されることになりました。調査対象

地として、ほ場整備やパイプライン化がされていること、大規模な経営体があること、更

なる農地集積の可能性があること等の条件から、国営かんがい排水事業により用水路がパ

イプライン化された「九頭竜川下流地区」が選定され、事業地区内にある「イーノなかの

はま１００」が経営体として実証試験に協力しています。

※１ 次世代型水利システムによる高度水利用型水田農業とは、パイプライン化とＩＣＴ（パソコンやスマート

フォン等を使用した情報通信技術）を活用し、各ほ場への自動給水栓や地下水位制御システム等による効率

的かつ多様な水利用により、大規模経営体による生産コストの削減、農作物の品質向上、反収の増加、作付

け率の向上を図り、高度な水利用による競争力のある水田営農体系の構築と、水路や田面での用水管理ロス

の発生を解消し、用水の効率的利用、機械排水経費の削減等を図り、高度な農業用水管理を行う農業

※２ 品目横断的経営安定対策とは、18（2006）年産まで全農家を一律として品目ごとに講じられていた経営安

定対策を見直し、担い手を明確化したうえで、その経営の安定を図る施策

大豆畝たて作業
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【課題・問題点及び改善方法】

・ほ場については、１ha区画（標準）に整備済みであり大区画化による省力化が実現され

ています。暗渠排水は、昭和58（1983）年から60（1985）年に事業を実施し整備しました
あんきよ

が、現在３割のみ更新されています。暗渠を更新する事業を実施する場合、かなりの負担

金が必要となり、当法人としては、準備金（積立金）を使用することとしています。

・中浜地区では農家の高齢化や担い手不足の問題がありましたが、農事組合法人として法

人化後は、各年代にバランス良く構成員がおり、将来的にも農地が守られる見込みとなっ

ています。また、25（2013）年から後継者育成の一つの方法として、農業機械のオペレー

タ講習会を毎年行っています（図－15）。

【今後の予定（新たな取組等）】

・次世代型水利システムによる高度水利用型水田農業の実証試験は、規模は小さくなった

ものの遠隔操作を中心として水位・水温をリアルタイムに確認できる「ほ場の見える化」

について、28（2016）年度に引き続き29（2017）年度もＩＣＴを活用した水管理等に取り

組んでいきます。実証試験を終えた後は、関係機関と実用化に向け協議することとしてい

ます。

・『人の輪・集落の和』を合い言葉に未来永劫にわたり持続する集落営農に取り組みなが

ら、集落の農地の持続的維持管理と安全・安心な農産物の生産を行い、自然と共生を図り

集落と農地を守っていくこととしています。

図－15 基幹的農業従事者とイーノなかのはま１００の構成員の年齢構成

資料：基幹的農業従事者は「2015年農林業センサス」

イーノなかのはま１００は聞き取りを基に北陸農政局で作成
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（４）水田への園芸作物導入の推進

水田において野菜等の園芸作物を導入する場合、①需要に対応した販売先の確保、

②生育を安定させるための排水対策の徹底等栽培技術の確立、③省力・軽労化のための

農業機械・施設の導入が重要になります。

このため、各県、農協を中心に、小売店や加工業者等への販路の確保・拡大、導入農

家に対する研修・指導、農業機械導入への支援を進めています。

例えば、富山県では「１億円産地づくり」の取組（農協毎に戦略品目を定め、新規生

産者の掘り起こしや販路拡大を推進）により、ＪＡとなみ野のたまねぎ、ＪＡいみず野

のえだまめ等で販売額が増加しています。また、栽培技術については、新潟県柏崎市に
かしわざき し

おいてブロッコリー栽培農家を対象とした補助的な暗きょ排水路の施工の実演研修、福

井県では農協営農指導員を対象とした加工・業務用キャベツの生産安定に向けた研修等

が開催されています。

また、北陸農政局では、農業基盤の整備、強い農業づくり交付金※１や産地パワーアッ

プ事業※２等を活用した農業機械、施設への支援を行っています。

※１ 強い農業づくり交付金とは、生産から流通までの総合的な強い農業づくりを支援するため、農畜産物の高

品質化・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集積の促

進、食品流通の効率化・合理化等、地域における川上から川下までの対策を総合的に推進するもの

※２ 産地パワーアップ事業とは、水田・畑作・野菜・果樹等について、平場・中山間地域等、地域の営農戦略

として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換

を図るための取組を全ての農作物を対象として総合的に支援
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となみ野農業協同組合（富山県砺波市、南砺市）
の のうぎようきようどうくみあい と なみ し なん と し

【となみ野農業協同組合管内の概要】

◇管轄地域 富山県砺波市（旧砺波市、旧東礪波郡庄川町）、
と なみ し と なみ し ひがし と なみぐんしようがわまち

南砺市（旧東礪波郡福野町、旧井波町、旧利賀村）
なん と し ひがし と なみぐんふく の まち い なみまち と が むら

◇管内水田面積 7,410ha（耕地面積の96％が水田）

◇水稲5,117㏊を中心に大豆1,024㏊、大麦782㏊、たまねぎ104㏊、

球根（チューリップ）50㏊を栽培（平成28（2016）年産）

◇たまねぎ栽培の概要

播 種 ８月下旬～９月上旬

定 植 10月中旬～11月上旬

収 穫 ６月中旬～７月上旬

主力品種 ターザン（中生）90％、もみじ３号（晩生）10％

【取組の概要】

・砺波平野は、富山県西部に位置する穀倉地帯で、耕地面積の96％を水田が占め、また、

全国に先駆けてほ場整備が進み、水稲主体の営農が展開されています。

となみ野農業協同組合（以下「となみ野農協」という。）では、農業所得の向上及び経

営基盤の強化を図るため、園芸作物等を導入した経営の複合化を目指し、「たまねぎ」を

戦略品目と位置づけ、生産拡大を推進しています。

「たまねぎ」の産地化に向けた取組として、水田園芸導入に向けた畝立てから乾燥・調

製・選別までの機械化一貫体系に対応した技術の確立、積雪等の北陸の気象条件に対応し

た新たな技術の確立、安定生産のための各経営体の技術レベルの底上げに取り組んでいま

す。特に機械化一貫体系の技術の確立に向けて、当初は畝立成型機及び定植機等は、生産

者に貸出しを行い、乾燥貯蔵施設、選別調製施設

は、となみ野農協で整備し乾燥・調製・選別を請

け負っていました。現在は、生産者が「ＪＡとな

み野たまねぎ出荷組合」を設立し、定植機械や収

穫機械等を購入していることから、となみ野農協

では機械の貸し出しは行っていません。

また、となみ野農協では、「たまねぎ」を中心と

した複合経営の推進のため特産振興課を設置し、

管内を７地区に分け、地区ごとに課の職員を１名

ずつ配置し栽培技術や営農指導を行っています。

となみ野農協、県、全農等の技術指導者で、「砺波地域たまねぎ生産振興プロジェクト

チーム」（以下「プロジェクトチーム」という。）を立ち上げ、栽培技術の指導体制の整備

と、育苗マニュアル及び栽培マニュアルの作成、ほ場巡回、研修会の開催等に取り組んだ

事例 水田への園芸作物の導入事例

たまねぎ収穫作業

富山県

砺波市・南砺市

富山県

砺波市

南砺市
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結果、生産量及び販売金額は飛躍的に増加しました。

となみ野産「たまねぎ」は、定植後、冬は雪に

埋もれ、春には雪解けの水を吸収するため、みず

みずしく肉厚に育つのが特徴で、全国でも珍しく

雪の下で生育することから、「雪たまねぎ」として

商標登録しブランド化を図っています。

また、「たまねぎ」を使ったスープ、レトルトカ

レー、焼酎等のオリジナル商品を開発し、直売所、

アンテナショップ、ネット販売を行っています。

・富山県では、22（2010）年から「１億円産地づ

くり支援事業（県単独事業）」※1を実施し、農協が主体となった新たな大規模園芸産地づ

くり（１億円産地づくり）を推進しています。現在、県内15の農協で各々戦略品目が選定

され、販売金額１億円の増加を目標に取り組まれています。となみ野農協が戦略品目に選

定した「たまねぎ」は、21（2009）年産から４年目で販売金額目標が達成されています

（表－２）。

表－２ となみ野農業協同組合管内のたまねぎ作付面積等

年産 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

目標 目標

作付面積 （㏊） 8 58 63 60 53 66 83 104 118 200

経営体数 （戸） 24 104 118 98 92 98 105 112 107 130

生産量 （ｔ） 119 571 930 1,667 1,760 2,700 2,777 5,519 5,900 10,000

販売金額（百万円） 13 32 39 129 127 230 293 487 500 1,000

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・となみ野農協では、米の生産調整が進む中、近年の米価の下落等により所得が減少して

いたことから、農業所得の向上及び経営基盤の強化を図るため、園芸作物等を導入した経

営の複合化を目指し、①県内に産地がないこと、②労力がかからず機械化が図られる作物

であること、③水稲と作期が重ならないこと、また、古くからチューリップ球根栽培を行

ってきており作型が似ていることから、「たまねぎ」を戦略品目に選定し、20（2008）年

から生産拡大を推進してきました。

・21（2009）年当時、富山県の農業産出額は米が７割を占め、園芸作物は１割と少なく、

特に野菜産出額は、都道府県別で最下位となっていました。また、農業産出額の低迷や水

稲主体の農業構造の転換及び既存の園芸産地の生産者の高齢化や後継者不足等が喫緊の課

題となっていました。このため県では、これまでの取組に加え、22（2010）年から「１億

円産地づくり支援事業（県単独事業）」を実施し、新たな大規模園芸産地づくりを支援し

ています。

資料：となみ野農業協同組合からの聞き取りを基に北陸農政局で作成

冬期のほ場
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【取組を行った上での課題・問題点及び改善点】

・「たまねぎ」栽培を開始した21（2009）年産は、作付面積８㏊、経営体24戸で取り組み

ましたが、栽培ノウハウ等の知識がないまま手探り状態で取り組んだことから、23（2011）

年産までは単収は伸びない状態でした。そのため、安定的な生産を図るため、23（2011）

年にプロジェクトチームを立ち上げ、取組の検証、育苗マニュアルや栽培マニュアルの作

成、ほ場巡回、研修会の開催等を実施しました。特に排水対策は、プロジェクトチームで

検討を行い、「たまねぎ」のほ場では必ず額縁排水※２や弾丸暗渠※３を実施することを義務
あんきよ

付けています。

生産者毎に生産技術の違いがあり底上げが必要であるため、プロジェクトチームにおい

て生産者全戸の生育調査を実施し、生産現場において肥培管理等を指導しながら、毎年デ

ータを蓄積しています。その結果、28（2016）年３月にべと病※４を早期発見（通常は４月

から５月に初発）することができ、全生産者に病害発生の特報を発信し、被害の未然防止

や生産者のべと病への理解等、生産技術のレベルアップにつながっています。また、国内

の他の産地では、べと病の被害が発生していることから、栽培マニュアルにより連作の禁

止（１年以上空けること）を徹底しています。

収穫物の運搬について、当初は収穫物を入れたプラスチックコンテナを人力で運搬して

いましたが、大容量の鉄コンテナに変更し機械で運搬することにより労働力の省力化を図

っています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・となみ野農協では、「たまねぎ」の販売金額１億円の目標を24（2012）年産で達成しま

した。また、作付面積は、28（2016）年産で100㏊を超え、次の目標として、作付面積200

㏊、販売金額10億円を掲げています。

作付面積の飛躍的な拡大により乾燥施設等が不足しており、となみ野農協において

１万ｔの乾燥・調製施設を整備しています。

・当地域の「たまねぎ」の出荷時期が７月から８月であり、2020年東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催時期と重なることから、出荷するためのＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.や

ＪＧＡＰの導入、生産コストへの影響について検討しています。

※１ １億円産地づくり支援事業（県単独事業）とは、農協が主体となって、農協営農指導員等に対する園芸指

導力の向上、栽培技術の実証・確立、販路の開拓、専用機械や共同施設の整備等、新たな大規模園芸産地づ

くりを推進する事業

※２ 額縁排水とは、ほ場内の排水性を向上させるため、畦畔に沿って額縁状に明渠施工する地表排水

※３ 弾丸暗渠とは、弾丸の形をした機材をトラクターに取り付け、引っ張ることによって耕盤を破砕し土中に

水が流れる孔を作る暗渠排水

※４ べと病とは、卵菌類により引き起こされる病害であり、たまねぎにおいて被害の大きな病害の一つで、罹

病すると葉、茎が枯死する。
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（５）土地改良事業による農業基盤整備

水田におけるほ場の大区画化、用水路のパイプライン化、暗渠排水による排水機能の強

化等を図るためには、土地改良事業による農業基盤の整備を進めることが重要です。

例えば、国営かんがい排水事業「九頭竜川下流地区」では、用水のパイプライン化に

より農業水利施設を活かした農村の活性化を推進しています。

当該地区の取組として、関連の基盤整備事業による更なるほ場の大区画化や水管理作業

の省力化による経営規模の拡大、パイプラインの冷たい水を活かした夜間かんがいを導入

し高温障害の防止と米の高食味化の実現、塩害により耕作が制限されていた農地等におけ

る作物の生産拡大(らっきょう､トマト等)や新たな作物導入(にんじん､ほうれんそう等)、

また、集落営農組織等の所得を確保するため、ねぎ、キャベツ等の契約栽培を拡大するこ

とで、移植機や収穫機、皮むき機等の機械化一貫体系の導入の促進、パイプライン化によ

るチューブかん水や地下かんがいの技術の普及、露地大規模野菜栽培の導入の推進、気象

条件に適した品種の導入による新たな果樹産地の育成、基盤整備事業による大区画ほ場で

の乾田直 播導入・低コスト稲作の実現 、暗渠排水等のきめ細かい排水改良や耐候性ハウ
ちよくはん

スの導入等による水田を活用した園芸作物導入の拡大、さらに、｢ふくい園芸カレッジ｣等

との連携の下、新規就農や企業参入を促進し、新たな担い手の確保に努めています。

土地改良事業による基盤整備により、農業水利施設を活かした米の品質向上、稲作経

営の大規模化、園芸作物の導入等、農村の活性化を推進しています。
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農事組合法人 上江ファーム（福井県坂井市）
うあ え さか い し

【農業経営・組織の概要】

◇平成23（2011）年12月設立

◇役員 ６名、監事 １名

◇構成員 ７名（戸）

◇パート ３名（加工品製造２名（常時雇用）、直売所１名）

◇経営面積 40ha（農地中間管理機構を通して借入）

◇水稲40ha（主食用米20.5ha、酒米1.4ha、飼料用米５ha等）、大麦８ha、大豆2.3ha、そ

ば 2.6ha、キャベツ0.9ha（大麦の後にキャベツを作付け）の栽培、作業受託（大麦含

む。）22ha

◇酒米「九頭竜」、キャベツ等の農産物販売、６次産業化による豆乳、豆腐、厚揚げ、水

ようかん等の販売

【取組の概要】

・農事組合法人上江ファームは、福井県北東部にあって九頭竜川の右岸に広がる坂井平野

に位置しています。この地域の農業用用水路は以前は開水路でしたが、24（2012）年に国

営かんがい排水事業（九頭竜川下流地区）によってパイプライン化され、供用が開始され

ました。冷たくきれいな水を利用した農地で、米、緑豆、黒豆、大麦、そば、キャベツ等

を生産しています。作付けは、集落内の生産調整に合わせ、米の後に大麦、そば、大豆、

キャベツを組み合わせています。

この地域は農業用用水路の下流域で、開水路時

には雑草やその種が混入し、作業受託した水田で

は雑草やヒエが多くありましたが、パイプライン

化になり水田の雑草等は極端に減っています。

また、チューブかんがい及び夜間かんがいを行

っており、キャベツや大豆の栽培では、パイプラ

イン化によりチューブの目詰まりもなく、夜間か

んがいの冷たい水はキャベツ等の苗の活着も良好

で、作業が効率化・省力化されています。

・27（2015）年から酒米「九頭竜」を作付けして

います。「九頭竜」は、15（2003）年まで、福井県奥越地方で作付けされていた酒米で、
おくえつ ち ほう

パイプライン化を契機に上江ファームで作付けし復活させ、酒造会社に出荷しています。

・６次産業化にも力を入れており、商標登録した緑豆や黒豆を生産し、豆腐店に豆乳や厚

揚げの製造を委託、全品買い上げを行い、直売所等で販売を行っています。また、豆乳は

関東や関西地方の飲食店にも出荷しています。そのほか、黒豆を使用した「水ようかん」

は、年配者向けのバレンタインデーの商品として、コーヒーを加えて甘みを抑え、ハート

福井県坂井市

事例 国営事業による用水路のパイプライン化と水田への園芸作物導入

●

福井県

チューブかんがいの状況
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型の容器で販売するなど、大豆を使用した製品の需要拡大に努めています。

・「食育の原点は食材作りから始まる」との考えの下、農業高校生のインターシップによ

る農業後継者の育成や、保育園児を対象としたキャベツ栽培等の食育活動も行っています。

キャベツの収穫体験では、「普段キャベツを食べない子供が、自分で収穫したキャベツを

おいしそうに食べました」と保護者から感謝の手紙が届いています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・上江集落において、個人の兼業農家では農業を続けていくことが難しくなってきたこと

から、有志８名が集まり、昭和61（1986）年10月に機械利用組合を設立しました。平成３

（1991）年頃に農業生産組合に名称変更し、水稲に加え転作作物（大豆、大麦、そば）を

作付けし、その頃から少量のキャベツを作付けし始めました。

23（2011）年12月には、農業機械の老朽化や集落内に後継者がいないこと、また、農業

生産組合で引き受ける農地が増加したことから福井県の指導を受け、農事組合法人へ法人

化しました。

24（2012）年に国営かんがい排水事業（九頭竜川下流地区）により農業用水がパイプラ

イン化されたことから、キャベツや大豆の栽培にチューブかんがいや夜間かんがいを導入

しました。また、パイプラインの用水は、開水路の用水に比べ夏場でも水温が２℃から

３℃低いことから酒米に適していると聞き、15（2003）年まで福井県奥越地方で作られ認

定品種であった酒米「九頭竜」を作付けしました。

【課題・問題点及び改善方法】

・水田園芸における排水性の改善のため、水田の周りにかなり深い額縁排水を行う必要が

あります。水田用の排水口は高く、水田園芸を行う際には排水口は兼用できないため、水

田用の排水口の手前に素掘りのピットを作り、そこに排水を溜めてオーバーフローした分

を排水しています。

・酒米「九頭竜」を酒造会社に出荷していますが、

取り扱う酒造会社は、27（2015）年には３社に増

えました。販売される酒の名称も、酒造会社と連

携して商標登録上の問題も考え工夫しています。

27（2015）年には、パイプライン化による冷たい

水で栽培された酒米「九頭竜」で作られた純米吟

醸酒が販売されました。酒米「九頭竜」は、29

（2017）年２月時点で産地品種銘柄の登録申請を

行っており、品種登録されれば、商品価値が上が

りさらに需要が増えるものと期待されます。

・６次産業化の取組として、豆腐店と連携し、「緑まめ豆乳」、「黒まめ豆乳」、「緑まめの

厚揚げ」、「黒まめの厚揚げ」や、同法人が加工した「水ようかん」と「もみ殻固形燃料」

を販売していますが、販路を拡大するためには、人や企業（飲食店）等の横のつながりを

重視し、また、２、３年ごとに新商品を開発することが継続のカギと考え、常に新商品を

開発するなど経営感覚を持って農業を行っています。

酒米「九頭竜」
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【今後の予定（新たな取組等）】

・同法人がある坂井市春江町藤鷲塚集落内の水田は約65haあり、そのうち法人は約40ha
はる え ちようふじわしづか

を経営し、残りは兼業農家が経営しています。

集落内の法人以外の水田が今後、高齢化等で営

農できなくなったときのことについて、集落の会

合時に話し合いを行っています。将来的には、法

人で作業を請け負い、経営規模を拡大し、１集落

１農場とすることを見据えています。

・農業経営については、「押し売り農業ではなく、

認めてもらう農業が大事である。」との方針の下

で、堅実に経営し、同法人と一緒に農業をやりた

いと思ってもらえるような取組を進めていくこと

としています。

・ほ場は60a区画が標準ですが、作業の効率化を図るため、28（2016）年も畔倒し（ほ場

の大区画化）を行いました。29（2017）年から１区画を試験的に２ha区画にする予定です。

今後、水管理等栽培管理に支障がなければ、２ha区画のほ場を増やしていくこととしてい

ます。

注：水管理のＩＣＴ化実証の事例（農事組合法人 イーノなかのはま１００）は、特集編第１章３．（３）27ページに

掲載

農事組合法人 上江ファーム

農事組合法人 上江ファーム
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（６）生産コスト低減に向けた取組

平成28（2016）年11月、政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農業

競争力強化プログラム」が決定され、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の中に位置

づけられました。また、本プログラムを踏まえて、29（2017）年２月に農業競争力強化支

援法案が国会に提出されました。今後、本案の成立を受け、農業者の生産コストを低減し、

所得向上を図る観点から、生産資材に関する業界の再編や、各種法制度等の総点検・見直

しを行うとともに、民間のノウハウを活用した、農業者が生産資材の価格等を比較選択で

きる環境の整備（「見える化」）を実施するなど、生産資材価格引下げに向けた施策を着実

に実施することとしています。

また、米の生産コストについては、「日本再興戦略2016」(28年６月２日閣議決定)にお

いて、「今後10年間（2023年まで）で、全農地面積の８割が担い手によって利用される」、

「今後10年間（2023年まで）で、資材・流通面等での産業界の努力も反映して担い手の

コメの生産コストを現状全国平均比４割削減する」（2011年産の全国平均のコメの生産コ

スト：16,001円／60kg）ことをＫＰＩ（達成すべき成果目標）とし、米の生産コストの

削減に向け、担い手への農地集積・集約を加速化するとともに、大規模経営に適合した

省力栽培技術・品種の開発・導入を進め、産業界の努力も反映して農機具費等の生産資

材費の低減を推進しています。
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有限会社 穂海農耕（新潟県上越市）
ほ うみのうこう じようえつ し

【農業経営・組織の概要】

◇平成17（2005）年12月 有限会社穂海を設立

23（2011）年６月 有限会社穂海農耕に名称変更

23（2011）年６月 米の集荷販売を行う株式会社穂海を設立

◇従業員 ７名（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 125ha（28（2016）年産）

◇水稲（みずほの輝き32ha、コシヒカリ22ha、みつひかり20ha

等）の栽培、作業受託

【取組の概要】

・水稲は、中生品種の「コシヒカリ」だけでなく、早生品種

の「ゆきん子舞」や超晩生品種の「みつひかり」等、収穫時

期の異なる複数の品種を作付けし、農作業の分散・平準化に

取り組むとともに、少ない機械で多くの面積を経営すること

により機械稼働率の向上と減価償却費の低減を図っています。

また、外食チェーンや大手商社等出荷先の用途に即した業

務用米の生産、販売に取り組んでいます。

・ＪＧＡＰの認証を取得し、食の安全や環境保全に取り組み、

農業経営の質の向上を図っています。

新潟県上越市

事例１ 品種構成によるコスト低減

表－３ 主な水稲の作付け・収穫スケジュール（28（2016）年産）

資料：有限会社穂海農耕からの聞き取りを基に北陸農政局で作成

稲刈り作業

品種名 作付面積 作期

五百万石（酒米） ７ha 早生

ゆきん子舞 １１ha 早生

コシヒカリ ２２ha 中生

笑みの絆 ２ha 晩生

みずほの輝き ３２ha 晩生

あきだわら 3.2ha 晩生

やまだわら ２ha 晩生

みつひかり ２０ha 超晩生

田植え 収穫

１０月 １１月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

●

新潟県
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【取組を行った経緯（きっかけ）】

・就農当初は「コシヒカリ」のみを作付けして

いましたが、大手外食チェーンからの依頼を受

け、全量契約栽培で「みつひかり」を作付けす

るようになりました。「コシヒカリ」の稲刈りは

９月中旬から10月初めまでで、「みつひかり」の

稲刈りは10月末頃であり、その間に稲刈りがで

きる品種や「コシヒカリ」の前に稲刈りができ

る品種がないかという発想から作期分散の取組

が始まりました。作期分散に取り組んだことに

より機械の稼働率が向上し、減価償却費の低減

につながっています。また、複数の品種を作付

けすることは、天候リスクの分散にもなってい

ます。

・有限会社 穂海農耕は、米を年間約１万２千俵

（720ｔ）出荷しており、万一、農産物の安全を

確保できないような事故を起こしてしまうと社会的に影響が大きく、安全を確保すること

が社会的責任と考えています。そのため、万一、事故を起こした場合、会社の存続が危う

くなり、社員及びその家族を路頭に迷わせることになることから、経営者として食の安全

は、会社としての一番根底の部分であるとの考えの下、ＧＡＰを導入しています。

【課題・問題点及び改善方法】

・面積の拡大に伴い、作期分散と機械の効率的利用のため栽培品種も増えています。様々

な品種を作付けしているため、先を見据えた作業が行えるよう作業計画を立てることが重

要となっています。

・新潟県内では、冬場に雪が降るため、今の作期が限界と考えています。地域という枠組

みを超えた連携、県外への自社農場の進出も重要と考えています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・将来的には、一つのメガファームという中で、上越市で500ha程度を効率的に経営し、
じようえつ し

原料供給メーカーという立ち位置を明確にして経営することを目指したいとしています。

農業は、小規模農家においしいものを作ってもらうことも必要であり、一方で大規模農

家が農地を守る役割を担いつつ、ある程度安い米を供給していくことが必要と考え取り組

んでいます。

また、積雪のない県外に進出する取組を進めています。既に山口県に自社農場があり、

水稲作付面積は10haで更なる面積拡大を目指しています。

表－４ 使用機械

資料：有限会社穂海農耕からの聞き取りを

基に北陸農政局で作成
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・ＧＡＰの取組は、朝礼を行う、日報を

記載するなどと同じような日常的な取組

として、今後はコストをかけない方法を

検討することとしています。

有限会社 穂海農耕の皆さん

（左側 丸田代表取締役）

（平成28（2016）年４月撮影）
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農事組合法人 アグリスターオナガ（石川県羽咋市）
は くい し

【農業経営・組織の概要】

◇平成18（2006）年２月22日設立

◇労働力 役員４名、従業員１名、パート３名（常雇１名、午前中

のみ２名）（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 37.5ha（28（2016）年産）

（うち借地31ha、自作地6.5ha）

◇水稲32㏊（ゆめみづほ6.0ha、ほほほの穂2.5ha、コシヒカリ12.0ha、あきだわら6.7ha、

五百万石1.5ha（酒米）、カグラモチ3.3ha（もち））、露地野菜20a（オクラ、キャベツ、

はくさい）、施設野菜30a（レタス、小松菜、ほうれんそう、メロン、トマト）の栽培、

水耕栽培６a（レタスほか40種類）、自己保全4.9ha

【取組の概要】

・農事組合法人アグリスターオナガは、能登

半島中央部の石川県羽咋市に位置し、18
は くい し

（2006）年２月に設立されました。

水稲は、ゆめみづほ、ほほほの穂、コシヒ

カリ、あきだわら、五百万石、カグラモチを

計32ha栽培し、そのほかオクラ、キャベツ等

の野菜も栽培しています。

28（2016）年産から水稲全品種で高密度播

種育苗に取り組み、さらに多収米品種（あきだわら３㏊）の追肥は、水口からの流し込み
みなくち

施肥により軽労化及び省力化に取り組んでいます。

高密度播種育苗は、田植機にアタッチメントを装着し、高密度に播種した稚苗の移植に

より苗箱数を大幅に削減する取組です。乾籾の播種量を育苗箱１箱当たり通常の３倍の
かんもみ

250～300ｇの高密度で播種し、苗箱数は10ａ当たり通常の24～25箱から７箱程度と大幅に

削減されるため、労働力及び移植作業時間の低減が図られています。追肥の流し込み施肥

は、水口から専用の液肥を流し込むもので、用水の流入量が豊富なほ場において、多収米

品種に導入しています。また、作業者が多数の水田を効率的に作業するためＩＣＴ農業管

理ツールを活用し、自動で作成された日毎の作業計画について進捗状況や作業日報の管理

をスマートフォンで行い、農作業の効率化が図られています。

・実需者のニーズに応じた米づくりのために、ゆめみづほ、ほほほの穂、あきだわらの作

付前契約によるオーダーメイド栽培（作付面積18ha）を実施しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・将来、農業経営を家族やほかの者に継承するときに備え、個人の生活と農業経営を明確

石川県羽咋市

事例２ 高密度播種育苗及び追肥の省力化によるコスト低減

●

石川県

高密度播種苗
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に分けておきたいとの思いがあったことや、県から、税制面や公的な助成を受けるために

は法人化が有効であるとの指導があったことから法人化を行いました。

・高密度播種育苗に取り組む以前は、苗箱数を減らすために疎植栽培を行っていました。

そのほ場を見た県内の農業法人が興味を示し、更に苗箱数を減らすために協力して高密度

播種育苗に取り組むことになりました。

・追肥の流し込み施肥は、商社からの斡旋で取組を始めました。多収米を栽培する場合は、

１回の施肥では生育が悪く追肥が必要となります。追肥の時期は夏場であるため施肥作業

の軽減のため流し込み施肥に取り組みました。

・ＩＣＴ農業管理ツールの活用について石川県から導入の話があり、同法人が先駆けて導

入に応じました。ツールの活用では、作業員に対し、整理、整頓、清掃に加え作業予定及

び相談を含めスマートフォンで指示があり、効率的に作業ができ、また、開発企業や県の

サポートも受けられる体制が整備されています。

・作付前契約によるオーダーメイド栽培は、アグリスターオナガの代表が、学生時代に半

年間研修を受けた農業法人が行っていたもので、当時からニーズに応じた最適な仕組みで

あると考えていたことから、法人から方法等を教わり取り組んだものです。野菜について

も同じようにオーダーメイド栽培を実施しています。

【取組を行った上での課題・問題点及び改善方法】

・高密度播種育苗は、育苗箱のマットに根がしっかり張

って形成されるので、育苗期間が通常は20日間のところ

14日間で田植えができます。また、田植え時の苗箱が非

常に少なく済むため労働力及び移植作業時間の低減につ

ながっています。一方で、高密度播種育苗は、苗が短く、

ほ場が均平でないと浮き苗になり欠株が多くなる恐れが

あります。

追肥の流し込み施肥は、追肥が必要となる多収米で実

施しており、水口より少量づつ施肥し、水深が５㎝高に

なるまで水を流入し、追肥が均一になるよう対流させま

す。追肥時期が中干し時期と重複するため、用水が十分

確保できるほ場（27年産は５㏊、28年産は３㏊）が条件となっています。

ＩＣＴ農業管理ツールにより作業環境の改善や効率化が図られ、農作業に対する意識の

向上につながっています。

【今後の予定（新たな取組等）】

石川県農林総合研究センター農業試験場の提案により、チッ素、リン酸及びカリウムの

施肥について、３年間分のリン酸とカリウムを一度に施肥し、田植え時に少量のチッ素の

みを施肥する方法を29（2017）年から試行することとしています。

また、農閑期である冬期間にパイプハウスを活用し、栽培技術や管理が簡易である県が

開発したフリージアの新品種のエアリーフローラを栽培し、東京市場への出荷を目指して

います。

濱田代表
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石川県（石川県金沢市）
かなざわ し

【取組の概要】

・石川県は、近年の農業・農村を取り巻く状況の変化を踏まえ、

平成28（2016）年５月に新たなビジョンを策定しました。新た

なビジョンでは、次世代に向けた他産業との連携による農業の

収益性向上の取組として、製造業等他産業の技術・ノウハウを

活用し、農業生産の見える化に加え、コストの削減、生産性の

向上や軽労化等を通じて収益性の向上を図る施策を推進してい

ます。

・他産業の技術・ノウハウを活かした収益性向上の取組として、株式会社小松製作所（以

下「コマツ」という。）と連携し、ＩＣＴ機能を持つ多機能型ブルドーザを活用した生産

コスト４割削減を目指す実証試験を行っています。

実証試験では、多機能型ブルドーザによる乾

田直 播栽培において、ブルドーザ１台で水田の
ちよくはん

均平、耕起、代かき、乾田直播を行うことによ

る機械経費の削減、育苗・田植えの廃止による

労働力の削減に加え、多収品種を採用すること

により、生産コストの削減を目指しています。

多機能型ブルドーザは、小型で接地圧は65馬

力のクローラ型トラクターとほぼ同等で、耕起

及び代かき用のロータリーやＶ溝播種機等の従

来のトラクター用のアタッチメントが装着でき

るよう改良されています。

27（2015）年から、石川県農林総合研究セン

ターの１ha区画の試験ほ場において、多収品種

を用いてＶ溝直播の実証試験に取り組みました。

その結果、多機能型ブルドーザによる耕起・代

かき、Ｖ溝直播作業は、それぞれの作業時間及

び作業精度ともトラクターと同程度で、耐久性

に優れたブルドーザの利用等による機械コスト

の削減や多収効果と合わせて、従来の移植栽培

に比べ、生産コスト４割削減を達成しました。

・石川県は、26（2014）年から県内の５農業法

人において、トヨタ自動車株式会社（以下「ト

ヨタ」という。）が開発した農業支援システム、

農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を導入し、米づくりの作業の見える化や効率化を図るた

石川県金沢市

事例３ 他産業のノウハウを活用した生産コスト低減の実証

●

石川県

多機能型ブルドーザによる

Ｖ溝直 播作業
ちよくはん

多機能型ブルドーザによる耕起作業
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めの実証試験に取り組んでいます。

農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」は、営農面積や従業員の数等を入力すると一日ごとの

作業計画が作成され、従業員のスマートフォンに当日の作業計画が配信される仕組みとな

っています。また、従業員が業務の開始・終了時刻、収穫量等をスマートフォンで入力す

ることによりデータが一括管理され、従業員個々の作業の進捗状況、作業効率やコスト等

の把握・分析が可能となり、抽出された問題点をトヨタの現場改善活動を通じて解決を図

ることで農業法人の収益性向上や人材育成につなげることができます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・農業の生産現場では経験に頼るところが多く、生産コストを下げ、収益性を高めていく

という、製造業では当たり前のことが十分に浸透していない現実がある中で、石川県にお

いては、「ものづくり産業の集積」という強みを活かし、コマツやトヨタ等日本を代表す

る企業のノウハウを積極的に取り入れ農家の収益性の向上を図ることとしています。

具体的には、公益財団法人いしかわ農業総合支援機構が中心となり、企業等の技術・ノ

ウハウを活かしたコスト低減や高収益化の取組を推進しています。

コマツとは、収益性の高い農業経営の実現と農業人材の育成を目的に、25（2013）年

６月に「農業に関する包括連携協定」を締結し、農林水産省の研究実証事業を積極的に活

用し、多機能型ブルドーザを用いた水田の均平、多収米の乾田直播による低コスト水稲生

産モデルの構築を目指し取組を進めています。

トヨタとは、農林水産省のモデル事業の採択を受け、26（2014）年７月に石川県、トヨ

タ及び農業法人との連携による農業プロジェクト「米づくりカイゼンネットワーク」コン

ソーシアムを発足させ、農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を活用し、生産・経営の効率化

や人材育成の促進を目指した取組を進めています。

【取組を行った上での課題と今後の取組】

・多機能型ブルドーザを活用した水稲生産コスト削減の取組については、実用化に向けて、

土壌別の直播栽培管理技術や、多機能型ブルドーザの水田転作等への汎用化利用等につい

て、生産現場での実証が必要となっています。

このため、農林水産省の28（2016）年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」※

の採択を受け、29（2017）年度から31（2019）年度までの３年間にわたり、コマツ、大規

模農業法人と連携し、現地実証や機械の改良等に取り組みます。

・農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を導入した農業法人の経営の効率化については、29

（2017）年３月に、石川県とトヨタで「農業の収益力向上に関する協定」を締結し、稲作

だけでなく、野菜等と組み合わせた複合経営への導入についても実証を拡大するとともに、

普及指導員によるサポート体制の強化にも取り組みます。

※ 革新的技術開発・緊急展開事業とは、農林水産省において、明確な開発目標の下、農林漁業者・企画（ベン

チャー企業等）・大学・研究機関がチームを組んで、農林漁業者への実装までを視野に入れた技術開発を確実に

実施する事業のこと
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第２章 水田農業の維持発展 ～所得向上を目指して～

１．新規就農、企業参入、農業経営の法人化、女性の活躍等による担い手の育成・確保

北陸地域における青年新規就農者を大幅に増加させるため、青年就農意欲の喚起と就農

後の定着を図るための青年就農給付金の給付や、青年の農業法人への雇用就農を促進する

農の雇用事業、今後の地域農業のリーダーを育成する農業経営者育成教育事業を行ってい

ます。

企業の農業参入については、今後も農業参入フェア等を活用して、地域農業の担い手

として企業の農業参入を促進していきます。

また、農地を所有できる法人（農地所有適格法人※）の要件が、平成28（2016）年４月

から緩和（農業関係者の議決権が総議決権の１／２超、役員又は重要な使用人のうち

１人以上が農作業に従事等）されたことを受け、当該制度を周知しながら、農業経営の

法人化を進め、地域農業の担い手を確保していきます。

農業経営の法人化については、法人経営体を増加させるため、県段階における法人化

に向けた相談窓口を設置し、セミナー・研修会の開催等を行い、法人化、経営改善に向

けた支援を行っていきます。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に国際水準の農業生産工程管

理（以下「ＧＡＰ」という。）の実践の必要性が高まっています。ＧＡＰは食品安全、環

境保全、労働安全を確保する取組であり、また、自らの農業経営を見直し生産資材コスト

の低減にもつながる取組でもあります。さらには、品質向上、法人等に雇用されている者

のスキルアップ等の効果が期待でき、経営体の強化につながることから、特に北陸管内に

おいては、法人経営体における必須の取組であるとの認識の下、ＧＡＰの実践・認証の取

得に対し積極的な支援を行っていきます。

女性の活躍については、「農業女子プロジェクト」を通して女性目線での農業への魅力

を全国に発信していきます。

２．担い手と兼業農家、土地持ち非農家等の相互理解と役割分担による地域農業の体制の

強化

水田農業は、個々の農業者による農業生産と農村のコミュニティによる農業用水の配分

や農道・水路等の維持管理によって地域農業の体制が成り立ってきました。しかしながら、

担い手への農地集積・集約化が進む中で、土地持ち非農家が増えるとともに高齢化や世代

交代により、地域で行う農道・水路等の維持管理の共同活動から離脱する者が散見される

地域もあり、これまでの農道・水路等の維持管理体制を存続させることが難しくなること

が懸念されます。

また、集落の話し合いにおいては、本来、担い手への農地集積・集約化と集積された農

地に対し、担い手を支援する農道・水路等の維持管理体制を一体として話し合うことが望

まれますが、これまでは別々に話し合われている例も多く見られます。

※ 農地所有適格法人とは、農地を所有できる法人について、法人が６次産業化等を図り経営を発展させやすく

する観点から要件を見直すとともに、農地を所有できる法人の要件であることを明確にした、農地法上の法人

の呼称
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今後、地域農業の維持発展のためには、その地域の農業生産と農道・水路等の維持管理

を、担い手と兼業農家、土地持ち非農家等とが適切に役割分担して、分担した役割を各々

が着実に果たしていくことが重要です。

そのためには、担い手の明確化と農地の集積・集約化の推進（人・農地プラン）及び農

道・水路等の地域資源の保全（多面的機能支払）等の施策について連携した取組を行い、

地域農業の体制の強化を図る必要があります。

管内では、こうした取組を行い、農地の集積・集約化につながった集落をモデル集落と

して、周辺集落へと広がりを見せている事例もあり、こういった取組の成果を広めていく

ことで水田農業の維持発展を目指していくこととしています。

３．主食用米の需要に応じた生産の推進及び農業所得確保に向けた水田フル活用の推進

主食用米については、引き続き、需要に応じた生産を推進するため、行政・生産者団

体・現場が一体となって取り組んでいきます。

優れた生産基盤である水田をフルに活用し、食料自給率・自給力の維持向上を図るた

め、麦、大豆、飼料用米等の戦略作物の生産性の向上と生産拡大を推進していくことが

重要です。

また、実需者のニーズに対応した生産・供給を行うというマーケットインの発想に基

づき、地域の条件に適応する生育特性や加工適性、多収性を備えた品種の導入等を促進

します。麦・大豆の作付が困難な地域においては、機械装備等や生産管理が主食用米と

一体的に実施できる飼料用米及び輸出用米等の新規需要米※、加工用米、備蓄米を作付け

するなど、水田のフル活用を推進しながら産地育成を進め、農業所得の確保を図る必要

があります。

４．水田への園芸作物導入による経営の複合化で農業所得の確保

水田率の高い当管内において水田農業を維持発展させるためには、水田をフル活用し

ていくことが重要であり、そのためには、麦・大豆・飼料用米等戦略作物への転換に加

え、野菜、花き等の高収益が見込まれる園芸作物に対する取組拡大を進める必要があり

ます。

今後、園芸作物導入による経営の複合化を進めるためには、マーケットインの発想に

基づく導入作物の的確な選定、労働負荷軽減に向けた機械化一貫体系の確立、地下水位

制御システム（ＦＯＥＡＳ）の導入を始めとする排水改良によるほ場条件の改善、新た

な導入作物の栽培技術の習得、出荷・調製等施設の整備が必要であり、県の普及組織や

農協等が一体となって支援を行うことにより、園芸作物を導入した経営体が「もうかる」

農業を展開し、後継者や通年雇用の確保を図ることが重要です。

５．土地改良事業による農業基盤整備

農業経営体の体質強化に向け、基盤整備事業による更なるほ場の大区画化や用水路のパ

イプライン化、ＩＣＴの活用等を通じて機械作業の効率化や水管理作業の省力化を推進し、

※ 新規需要米とは、飼料用、米粉用（パン、麺等の従来とは異なる用途）、輸出用、バイオエタノール用等の米
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経営規模の拡大を目指します。

水田への園芸作物導入には、ほ場の暗渠排水等の整備による排水改良が重要であり、野

菜等の高収益作物の栽培に欠かせません。

また、農業用水の河川からの取水口から末端のほ場までの開水路をパイプライン化する

ことにより、冷たい水を活かした夜間かんがいによって、高温障害を防止しつつ米の食味

を高めるなどの例もあり、農業水利施設を活かした農産物の高付加価値化等、農業の活性

化を推進します。

６．水田農業における更なる省力化、低コスト化

今後、担い手を中心として地域農業を発展させるためには、農地中間管理事業を活用

した担い手への農地集積・集約化や複数の集落営農組織等を統合した大規模な営農組織

の育成等による規模拡大を推進するとともに、農地の大区画化・汎用化、大規模経営に

適合した水稲直播等の省力・低コスト技術の導入、ロボット技術及びＩＣＴを活用した
ちよくはん

高度な生産管理（スマート農業）等による省力化・自動化等、生産コスト低減に向けた

取組を推進し、一層の農業所得の向上を図る必要があります。

あとがき

水田農業の維持発展の基礎として、従来にも増して、将来を担う持続可能な経営体を確

保するとともに、農村のコミュニティが農道・水路等の維持管理を積極的に担っていくこ

とが重要となっています。このためには、農業法人を含む担い手への農地の集積・集約化

を促進するとともに大規模な家族経営体や集落営農等の担い手を中心に法人化を促進する

必要があります。そして法人化された後は、着実に農地や農業経営を継承するため、規模

拡大に応じて常時雇用による新規就農者の確保や、女性の活躍等による労働力の確保を図

っていく必要があります。

また、農地の集積・集約化を促進する過程では、農地中間管理事業や農地の大区画化及

び汎用化を推進する農業基盤整備を活用するとともに、農地集積後の農道・水路等の維持

管理体制について地域で合意形成を図っていくことも重要となっています。

水田農業における所得向上には、生産コストの低減と収益性の向上が重要となります。

このためには、農業機械の作業効率の向上や大型機械の導入を図るための農地の大区画化

の推進とともに、生産コストの低減に向け、作期分散や直播栽培の導入、ＩＣＴの活用等

を図る必要があります。

また、需要に応じた米生産や、麦、大豆、飼料用米及び輸出用米等の新規需要米、加

工用米、備蓄米の作付けによる水田のフル活用の推進、さらには、水田への野菜、花き

等の高収益が見込まれる園芸作物の導入については、行政や農協等が主導し、ほ場の排

水改良、機械化一貫体系の導入、生産技術の指導及び販路の確保等の支援を行っていく

必要があります。

北陸地域の様々な取組を踏まえ、水田農業の維持発展とともに所得の向上を目指して、

担い手の育成・確保、担い手への農地集積・集約化、農業生産基盤の整備、需要に応じ

た米生産や水田のフル活用、水田への園芸作物の導入、生産技術の向上、国際水準ＧＡ

Ｐの認証取得の拡大等の施策を総合的に展開していきます。


