
Ⅷ まとまりのある集団的な取組や需要と結びついた取組の現場における推進方策等について

１ まとまりのある集団的な取組の事例

主 体（地 区） 概 要 備 考

平成9年5月に農協の配送部門を別会社で扱っていた6人と農協が出資 ○今後の課題
(有）ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ旭川 して設立。 ・機械施設の資本投入が多額
（北海道旭川市） 購入・借入によって農地を集積している大規模稲作専業農家から農 ・冬期間の就業確保（除雪作業等）

作業を受託（水稲の耕起、整地、防除を中心に小麦、小豆、飼料作物 ・農外からの人材確保等
等約200haを請負 （平成10年当時）。

担い手不足が深刻化する中で、後継者が営農を引き継いでいけるよ ○平成9年6月特定農業法人として認定。
うな体制を整備することを目的として、町や農協の支援・指導を得な ○所得の安定確保、通年就業確立のために、も

（有)協和農産 がら法人を設立。 ち米の製造加工、観光農業等経営多角化の検
（北海道愛別町） 役員が5戸。その他地域の農業者全てが臨時雇用 討

役員が２haずつ法人に貸し付けた農地と、構成員以外からの借地に
水稲を作付する。その他高齢農家から全作業受託
集積は144ha（経営面積 35ha、作業受託面積 109ha （平成14年 ））
地域の農地(281ha)の半分以上を利用集積することとしている

町内の農地は9500ha、大半が水田 米価の下落に伴い、作業委託料が負担となって
町内の各行政区の中で、規模拡大を図っていこうという農家を立候 きてるため、 受託面積は頭打ち傾向

長沼町の営農集団 補させ 地域全員の同意の下 当該農家によるグループを農協に登録 受託農家を構成する農家がいずれも専業農家で、 、 。
（北海道長沼町） 農協はこれらの農家に30万の活動補助金を交付するとともに、町内 専任オペレータ体制をとっておらず、共有機械

の全農家から、農作業の受託、農地の賃貸借の申し出を募集。 の使い回しだけで、本来の共同利用につながっ
それを原則として同じ集落内で登録されているグループに一括して ていない状況

任せ、グループ内の話し合いで割振り等を行う。請負面積は828ha このため、作業受託を借地へシフトさせ、コス
町も、国や道の補助事業をこれらのグループへ適用を図る。 ト削減をめざす
一部の地区では道の駅での直売、農産物の加工販売に取り組み。

豊里農業経営活性 地域の稲作農家48戸で構成する豊里農業経営活性化協議会の中に麦
化協議会 ・大豆部会を設置。高位生産技術の習得を図るとともに、ほ場の団地
麦・大豆部会 化と農作業の受委託の実施。
（北海道北村）



主体（地区） 概 要 備 考

JAいわみざわ 売れる米づくりを一層進めるために、近隣5農協とともに、広域産地 牛丼のチェーン店の産地指定を受けている。
「情熱米ターミ 化を推進。簡易食味分析や営農指導の徹底により、食味向上に取り組 道内の他地区においても、ホクレンとタイア

ナル」 む 「お米の通信簿」を作成し、良食味群と不良群を分けて生産者に提 ップして、卸業者、実需者との結びつき。。
（北海道岩見沢市） 示。栽培基準をクリアした高品質米を集荷し、大ロットで均質な米の

安定供給を行うため、玄米バラ集出荷施設の「情熱米ターミナル」を
設置。同施設は平成9年産から稼働。

幌美地区契約野菜 10戸の稲作農家が、転作作物としてレタスを栽培。 平成8年度の環境保全型農業推進コンクール
出荷組合 堆肥の使用、減農薬、除草剤の不使用による減農薬栽培。 奨励賞

（北海道北村） 契約栽培により、札幌のスーパー及び全道に販売。
（水稲70ha、レタス9.5ha、南瓜2.9ha）

JAいわて中央 13年に「全農家・全面積の減農薬栽培」を提案。13年の取組は一部 生産された減農薬米は卸のほか、量販店に全
（岩手県盛岡市 ） 地域だったものの、14年は全稲作農家5200戸が取組み。台風被害のた 農として直接販売。、
紫波町 矢巾町等) めに農薬散布せざるを得なかった農地を除き、ほぼ全ての農地で減農 価格は、普通米と同じ価格を設定しつつ、商、

薬栽培を実施。農家には減農薬栽培計画と栽培管理記録簿を配布し、 品の差別化に取組。
計画作成段階と収穫段階で、販売先や全国穀物検定協会の検査を受け
る。今後は、減化学肥料にも取り組む予定。また、現在、集落ごとに
担い手を育成するため、モデル受委託組織作りに取組。

平地農村 水稲単作地帯 ○今後の課題
、 、宮城県南郷町の 平成8年以降ブロックローテーションを確立 ・左記の構造改革を進めるため 今後5年間で

取組 汎用田を活用しながら3年に1回全農家が全反実施する形で生産調整 農地流動化対策の実施を予定
を実施してきている。全国とも補償の他、全農家転作実施のための全 (農地の出し手に対し、助成を行う一方、認
農家参画による、地域とも補償を活用してきた。 定農業者農地集積促進事業等を活用しつ

しかし、品質向上等水田営農の安定化を図るため、16年より、農地 つ、受手の認定農業者に農地を集積）
を3分割し、作付を固定（水稲、麦・大豆、その他米に代わる作物）す
る予定。

産地間競争に打ち勝つ良質米生産団地の確立、稲作に依存しない土
地利用型野菜、果樹の生産団地の確立等生産構造の改革を目指す。



主 体（地区） 概 要 備 考

集落の全農家（17世帯）の参加により 「広瀬谷地営農改善組合」を 将来的には農地利用調整を行う営農改善組合、
谷地生産組合 組織し、農地利用調整を行うとともに、集落内の作業は谷地生産組合 と担い手である生産組合を軸とした「一集落

（福島県会津 が受託。谷地生産組合の構成員は9名（認定農業者4名） 一農場」の実現を目指す。
坂下町） 作業受託の面積は水稲24ha、小麦6.7ha、アスパラ1.0ha

法人化に向けた検討を開始。

（有）YSアグリ 構成員は7人 （うち、認定農業者6人） 「売れる米づくり 「売れる大豆づくり」に、 」、
プラント 平成11年度に大豆の受託組織としてスタート。 向けた品質向上が課題

（新潟県西川町） 平成13年度より法人化
5つの集落の担い手による組織化により、農地集積、作業委託を拡大
現在、水稲41ha、大豆65haの経営（全面作業受託含む）

集落協議会で生産調整の配分面積に応じ、ブロックローテーション
小粟田生産組合 の面積及び位置を決定 （転作団地内に経営面積全体が包含された生産。
（新潟県 者に対しては、協議会がそれぞれの事情に応じて飯米を提供したり、

小千谷市） 団地外に飯米用の農地を確保）
地域内における生産調整のほぼ全量を配分・調整・受託している。

町内の7法人、5生産組織、１中核農家による１町１農場方式の町全 東京都有機農産物及び特別栽培米農産物流通
体で取り組むブロックローテーション（麦・大豆・そば） 指針に基づく都内向けの減農薬、減化学肥料

JA越後さんとう 集落内の話し合いにより、集落に配分された転作面積に見合う転作 栽培米の生産、販売。
（新潟県越路町） 団地を造成し、集落の担い手である法人や生産組織に作付を委託。

法人等は転作団地を受託し、大型機械による作付を実施。 大豆やそばの加工等付加価値をつけた販売戦
委託者は全国とも補償と経営確立助成を受け、受託者は町独自の地 略の構築。

域とも補償を受け取る。 大豆については堆肥散布による土づくりを基
本とした差別化戦略を実践。



主 体（地 区） 概 要 備 考

（農） 昭和52年２月設立、組合員数72名（専従者3名） 専従者の冬季作業の確保（農産加工等）が課
長畝生産組合 生産調整目標面積が集落に配分された後、集落内でブロックローテ 題
（新潟県新穂村） ーションにより団地（大豆）を設定。生産コストの低減を実現（県平

均の70％程度 。生産調整に係る作業は、全て当該組合が実施。）
経営規模 水稲70ha 大豆13ha そば1ha、飼料作物12ha
高齢化や後継者難に対応し、平成14年度から専従者3名を確保。

転作を集落ごとのブロックローテーション（小麦)で対応している集
(株) 落が多い町であったが、いわゆるバラ転作で転作対応していた町内の
グリーンちゅうず いくつかの集落において、生産調整に係る小麦大豆等の作業を一手に
（滋賀県中主町) 引き受けることにより、集落内での団地形成、ブロックローテーショ

ンに向けた話し合いを誘導。

ほ場整備を契機に、機械利用組合が中心となり大区画ほ場整備と生 法人格を持っていないため、補助金の交付対
鳥取県倉吉市 産体制の再編に取り組み。 象者となれず、補助金の配分、とも補償拠出金

4つの生産組合で47.8haの水田（水稲31.3ha 麦7.3ha 大豆9.3ha）を の精算等に係る事務が複雑化
団地化しつつ耕作。 法人化について、今後検討する予定

水田62ha、樹園地（みかん）167haの果樹園芸地帯。
白浜営農組合 みかんへの精力集中、水田基盤の未整備という課題解決のため、水
(熊本県熊本市） 田の基盤整備と併せ、平成元年に米・麦・大豆の生産、販売、収支計

算、収益配分まで経営の全てを完全に共同で行う地域内全農家参加に
よる当組合を設立。

大型機械の導入、ライスセンターの設立により、早期水稲、普通期
水稲、大豆、小麦等をブロックローテーションで栽培。

水田208ha（水稲102 麦30ha 大豆70ha 、畑地面積37haの水田地帯。 ○今後の課題）
。秋津営農組合 大豆による集団転作を実施するために、当組合を設立。 ・受託作業の増加に伴い組織活動の労力調整

（熊本県熊本市） 大豆、麦の作付作業、大豆、麦、水稲の収穫作業の請負。 ・法人化あるいは、特定農業法人制度の活用
72haの水稲収穫作業を実施。
専業農家12名がオペレーターとして受託



主 体（地 区） 概 要 備 考

JA佐城 大豆を中心として転作対応している地区。団地化や集団での栽培を 佐賀県独自の事業で、中山間地と平野部との
（佐賀県川副町、 図るためにブロックローテーションや互助制度の仕組みを整備。 地域間調整を行い、平野部での大豆栽培に取り
東与賀町等 大豆共同乾燥施設を核とする共乾施設利用組合により、大豆コンバ 組む。
９市町） インや無人ヘリの利活用が行われ、品質の向上、販売に取り組み。



２ 需要先と結びついた取組の事例

主 体（地 区） 需要との結びつき状況 備 考

庄内こめ工房 有機米等を作付（ひとめぼれ、はえぬき等)。外食チェーン、 地区の転作大豆の作業を受託
(山形県) 産直、米小売店、スーパーに対し、バイヤーごとのきめ細かな供

給に対応。 過剰米処理について、需要先と結びつきのあ
3月まで需要者ニーズの調査を行い、大枠を決めた後、作付を る生産者については、別の者に過剰米処理を金

実施。6～9月の間に各々の仕入担当やバイヤーに現場を見てもら 銭で依頼することにより、豊作分を区分出荷し
ったうえで、数量の調整を行う。 たこととみなす等の取組について提起

民間検査の資格を取るとともに、自力で低温倉庫を整備し、供
給体制を整備。

「 」 、 、昭和60年からJA内にある3ヵ所の堆肥センターを核にJA全体の 小売店では 福島特選栽培米 として 表示
JA本宮 1/4に当たる2万2千俵を特別栽培米（減農薬・減化学肥料） とし 販売。

（福島県本宮町、 て、生産・出荷に取り組んでいる。
白沢村、大玉村） コシヒカリ 1200t 300ha ひとめぼれ 120t 30ha

出荷形態は大手スーパーとの相対取引

６つの生産組合で組織され、団地化された水田において独自に 参加者は116名、事務局はすかがわ岩瀬農業協
岩瀬清流米 開発した肥料を統一された基準で使用する栽培管理に基づき、栽 同組合。

生産組合 培、出荷 （水稲 約140ha）。
(福島県岩瀬村) 首都圏の消費者と農業を通した交流会の開催。村内で生産され

た米、野菜等の農産物のPRや、岩瀬村の歴史文化も紹介。

「さゆり米」の名称で有機栽培米や減化学肥料栽培米を生産。
緑と太陽の会 首都圏の米穀小売商や近畿圏の生協、各地の消費者グループと
（福島県 独自の販売ルートを確立。

熱塩加納村） 栽培にあたって、消費者・生産者が互いに合意の上、栽培マニ
ュアルを策定し、交流会・シンポジウムを通じて相互信頼を深め
る取組を実施。



主 体（地 区） 需要との結びつき状況 備 考

昭和59年に法人化。経営面積40ha（うち 水稲31ha） ○当法人への配分面積のうち、比較的団地化さ
（有）神林 受託面積24ha （大豆 14ha、WCS 10ha） れた地域等を活用し17haでWCSを栽培。、

カントリー 役員3名 従業員7名 米の販売 38.7t (95%が直販) 収穫物は酪農家へ供給。収穫作業は酪農家へ
（新潟県神林村） 米等の農産物販売の他、生切り餅、みそ、梅干等の農産加工に の作業委託

取組。 ○以下の点を課題として提起
会員制をとり、1ヶ月あたりの一定量をコースに分けて250世帯 ・生産調整実施農地の固定化による経営の安

の会員に米の年間供給。30t 定化（栽培作物の安定、品質向上)
もち米をもち加工メーカと契約栽培するとともに、自社でもも ・生産調整実施者が直接栽培管理しない場合

ち加工を実施。消費者への直売等販路を開拓。 もあることから、管理者（生産組織や法人)
村内の認定農業者と栽培基準を統一したうえで、生産された農 を含め地域全体で協議を行う体制の整備

産物をJAを通じて販売 ・助成総額に大きな変化がないことを希望
周囲の野菜農家70戸が参加する野菜直売所を運営。 ・生産調整の面積配分について担い手に対し

て緩和することを希望。

昭和53年に首都圏生協と野菜の産直を開始し、順次、米やもち 平成14年に地元産大豆を活用した豆腐を製造
JAささかみ など産直品目を拡大。米販売のうち8割を生協等に販売。 する会社を設立、新潟や首都圏に豆腐を供給
（新潟県笹神村） 平成12年に、生協、農協、村の3者により「食料と農業に関す 昭和50年代は、生産調整未達成だったが、達

る基本協定」を締結。 成に転換
JA管内水稲作付面積 1,450ha 集荷状況 5,760t

経営面積6ha 受託面積64ha 販売量 240t(6割が直販)。
(有) 山波農場 業者、個人への直販による販路の拡大。
（新潟県柏崎市） 低温倉庫を手作りで整備し、品質保持の取組をした上で、独自

に販路の確保・拡大に取組み。
今後、もち加工施設を整備し、もち製品の開発、販売にも取組

む予定。
生産調整は、大豆2ha、そば9haを作付、直播栽培にも取組み。



主 体（地 区） 需要との結びつき状況 備 考

(農) 経営面積102.7ha うち借入面積98.2ha ○今後の課題
大潟ナショナル 販売量 409 t (6割が直販) ・独自マーケティングの拡大
カントリー 構成員 組合員8名、従業員5名 ・ 米の生産履歴」の取組推進「
（新潟県大潟町） 各々の需要者に対し、求められるものの供給にきめ細かく対応 ・ 需要と結びついている法人は豊作分の過「

首都圏の生協（有機コシヒカリ 、通販業者（減農薬コシヒカ 剰についても自ら売り切らせてほしい」）
リ 、加工業者（減農薬モチ米 、酒造業者（酒米）等。 との希望。） ）

生産調整は33.3ha
(大豆20ha WCS2.5ha 加工用米5.8ha 等で対応)

JA筑前あさくら 「安全・安心な筑前あさくら米」を打ち出しつつ、共同乾燥施 共同乾燥施設、機械共同利用組合を中核とし
米販売戦略 設を活用した多様な販売戦略を構築し、固定客作りに取組。 た米生産の組織化、集落営農の組織化、栽培暦

(福岡県 ・品種、等級、水分・篩い目等について米販売店との協議 に沿った栽培管理等を進めることにより、地域甘木市、朝
１市4町2村 ・減化学肥料・有機肥料使用栽培米用のサイロを準備し、生協 （施設）別・品種別作付構成を徹底。倉町等 ）

への販売、 今後、共同乾燥施設利用率向上とともに、栽
・直売所での地域限定販売 培管理簿記帳の徹底、食味分析と水田台帳のリ
今後、山間地・中山間地の棚田米の販売強化、地域の特徴を活 ンケージによる営農指導等栽培管理の徹底にも

かしたブランド米の開発 消費者と生産者の交流充実に取り組む 取り組む。、 。

地域特産物の生産者直売、米の販売拡大に向け、町が事業主体
嘉穂町の地産地消 となって、平成9年に物産館を国道沿いに整備。
に向けた取組 町内の生産者が作った農産物（農産加工品、生鮮野菜、米、切
（福岡県嘉穂町） 花等）を展示販売。

販売手数料15％（農協共販物は別扱い）

佐賀県における取組 外食向けの大量炊飯用米をJA、経済連で提案。 共同乾燥施設単位で米栽培基準を統一し、栽
低タンパク米を生産し、東京、京都の米穀店に提供。 培台帳記帳に取り組むことにより 「安全・安、
もち米の播種前契約栽培の実施。 心｣を訴える。
共同乾燥により均質な米を安定供給。



主 体（地 区） 需要との結びつき状況 備 考

白水村おあしす 無農薬栽培農家20名で構成。年間契約を基本とし、約700世帯
米生産組合 に67トンを供給。

（熊本県白水村） 農家同士の米を混ぜず、精米・発送作業は個々の農家で行って
いる。消費者と農家の直接取引きが原則。


