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　本冊子は、集落営農と高齢者のかかわり方を事例を通してまとめたもの

である。

　地域、市町村、都道府県では高齢者と集落営農をどのように関係付けて

いるのか、具体的に高齢者は集落営農をはじめとする農林水産業にどのよ

うに組み込まれていくのか、などの視点から整理した。

■事例のソースは以下のとおり

①　平成 18 年度集落営農緊急育成サポートツール開発事業の「集落

営農育成ノウハウ調査」（47 都道府県を対象に現在農業普及指導セン

ターが育成してきた集落営農組織に関する育成のための資料を収集）

から高齢者の視点を持った事例

②　社団法人　全国農業改良普及支援協会で運営している EK－

System「普及現地情報データベース」（2000 年以降）

③以下の

　★農林水産業の先進的取組事例システム「集落営農の組織化の事例」

　★島根県集落営農一覧

　★広島県集落営農法人事例

　　ウェブサイトのデータベース

「高齢者リーダーと地域農業への貢献―高齢者活動事例から―」

編 集 方 針
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１ 集落営農における高齢者の位置 

 

集落営農を育成するなかで高齢者はどのような位置を与えられているだろうか。 初に、

農林水産省の集落営農についての解説パンフレットの中にある高齢者にかかわる部分を見

てみよう。アンダーラインで示したところが該当する部分である。集落営農の活動におい

ても高齢者は女性とともに一定の役割が期待されている。 

 

集落営農のねらいと効果 

■効率的な生産体制の確立 

土地利用型作物での機械・施設の過剰投資を解消し、集落単位での農地利用の合理化や機

械・施設の共同利用、共同作業により農業生産コストの低減を図る。 

地域における専業農家、兼業農家や女性、高齢者の役割分担を明確化し、集落全体の営農意

欲の高揚を図る。 

 

■農地の有効利用 

女性や高齢者が営農の役割を担って参加した集落ぐるみの取り組みとサービス事業体等の

営農支援を利用した効率的な農業生産活動を行うことで、農地の有効利用と遊休農地の解消を

図る。 

 

■農村社会の活性化 

集落営農活動により地域住民の相互理解や連帯感が深まり、農村文化の継承や農村の景観保

全等の取り組みを通じて集落コミュニティーの活性化を図る。 

 

■経営、経済的な効果 

○大型機械の導入により、機械作業が省力化され作業能率が向上 

○機械・施設の共同利用により農業生産コストの低減が図られ所得向上が可能 

○オペレーターの作業により機械作業が均一化 

○栽培技術が統一され技術の個人差が解消され反収や品質が向上 

○農地の貸し借りや作業の委託が安心してできる 

○稲作の省力化により園芸や農産物加工などの複合経営が可能 

○耕作放棄地の解消や稲以外の作物の導入により耕地利用率が向上 

 

■集落生活環境の効果 

○生産性の高い魅力ある農業経営により農業経営者の育成・確保が可能 

○集落内での話し合い活動が活発化し、集落内、家庭内での親睦が深まる 

○農作業の省力化により、ゆとりある生活時間を確保 

○農業生産活動以外に集落の伝統行事や個人の趣味活動が促進 

 

資料：農林水産省、「集落営農への取組」（平成 17 年 3 月 25 日）パンフレット P.2 
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２ 都道府県等に見る高齢者と集落営農のかかわり 

 

つぎに都道府県ではどのような内容になっているのか、47 都道府県すべてをとりあげる

スペースはないので、以下に示す４県の内容を見てみる。とりあげた資料は、集落営農の

推進マニュアルであったり、地域政策であったり、将来方向であったりしている。 

栃木県では、集落営農の展開方向として具体的に多角的な経営視点の必要性を説き、そ

のなかで女性･高齢者の役割の大きさを示している。島根県の場合、集落営農育成の経験が

長く、多くのノウハウをもっている。そして多くの経験から集落営農の生産的部分を越え

て地域全体の活性化の必要性を説いている。山口県の場合、「山口型担い手組織」を提唱し、

高齢者が農業生産に積極的に参加できる方向性を描いている。香川県では短い文章だが、

「日常の担い手として高齢者」という位置づけをしている。 

 

都道府県 内容 出典 

栃木県 

近の農業経営をみますと、かつては想像もでき

なかった大規模経営、加工や販売部門まで取り入れ

た経営、研究開発を行う経営、消費者と直接的交流

を行っている経営など、多角化がすすみ内容も多岐

にわたってきました。農業は一次産業に分類されて

いますが、今や二、三次産業も合わせた｢六次産業｣

の色彩が強まってきています。こうした農業経営を

推進するには、若者の溌剌としたパワー、女性の感

性を生かした起業家精神、高齢者の経験と知恵など、

地域の人的資源を 大限に活用することが大切で

す。世代や性別にこだわらないで多様な担い手を育

成しましょう。 

栃木県農業試験場『集落営農推進マニ

ュアル Q&A』 

島根県 

過疎化･高齢化の厳しい島根県では、総合的な地域

活性化の施策、「元気な集落づくり」事業が実施さ

れている。その目的は、人々が自信と誇りをもって

暮らせる元気な集落の育成を通じて、集落を維持及

び活性化することにおいている。地域全体が高齢化、

過疎化している中山間地域などでは、総合的な対策

が不可欠である。 

島根県地域政策、中山間地域の活性

化の具体的施策 

山口県 

山口型担い手組織など高齢者の積極的活用。「出

し手」（農地所有者）組織を１～数集落単位でつく

り、農地の利用方向などを検討し、一方で「受け手」

（農業生産）組織を１～数集落単位で、集落方営農

組織、集落の範囲を越えて農業経営や農作業受託行

う農業者組織、さらに広域営農組織をつくって実施

する方式を山口型担い手組織という。これに併行し

て高齢者の有する多彩な技術や経験が活かせる作業

環境の整備などにより、高齢者の生産活動への参加

を進める。そして「ホリデイ営農塾」、「農業講座」

「林業教室」などの研修を実施する等、定年退職者

の就業を支援する方策を設けている。 

山口県農林業「未来に向けた取組み」

より 

香川県 集落営農 日常の担い手としての高齢者 
香川県「集落営農の手引き―集落営農

で地域農業を守りましょう」より 
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３ 高齢者が活躍する場面 

 
集落営農において高齢者をどのようなイメージで具体的に描いているのだろうか。今回

の収集事例の中では、集落営農設立の背景、要因として「高齢化」の用語を取り上げてい

るものが大多数であり、集落営農の中で高齢者がどのような役割なのか、具体的に記述さ

れている資料は少ない。 
農林水産省の資料では、「集落営農・特定農業団体に関するＱ＆Ａ」の中で「高齢者が

参加できる集落営農のイメージ」として下図の活動が示されている。 

 

 

 

農林水産省の「集落営農・特定農業団体に関するＱ＆Ａ」における回答より 

 

 

【問15】集落営農における女性、高齢者の役割を教えてください。 

1. 女性、高齢者については、これまでも農業面をはじめとして、集落内で重要な役割を担っているこ

とから、集落営農への参加を地域で積極的に促していくことが、集落営農の組織化にとって重要です。

2. 集落営農における女性や高齢者の具体的な役割については、例えば、集落営農で加工･販売部門を開

始する場合には、その企画立案や加工部門での作業、また、基幹作業の補助的作業や畦畔の管理、用

排水路の補修などが考えられます。 

3. 集落営農における役割分担については、地域の実態や女性、高齢者の経験、技術、知識、体力など

を勘案するとともに、不公平感や過重な負担感を覚えることのないように、十分な話し合いのもと、

取り組むようにしてください。 
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４ 高齢者のカテゴリと特徴 

 
●高齢者をどのようにカテゴライズするか 

高齢者は統計上、満 65 歳以上の人

びとを指す。 
高齢者の年齢基準を細かくして、

65 歳を基準に、４つのカテゴリに分

けることも可能であろう。 
こうした区分に「健康･体力」の基

準を加味することも考えられる。しか

しできるだけ多くの高齢者が参加で

きる仕組みの創出こそ必要なことで

あろう。 
 
●高齢者が背負った時代背景 

今年 65 歳を迎える人が生まれたの

は昭和 17 年（1942）であり、太平洋

戦争のさなかに生まれた世代である。

青春時代は 60 年代であり、東京オリ

ンピック（昭和 39 年）に 23 歳であ

った。この世代は、農林業から離れて

他産業に働くものが多くなり、現在農

村地域に暮らしていても多様な他産

業経験を豊富に持つ世代である。その

ため「技術経験による区分」も重要な

カテゴリ分類の大きな指標となる。

「農業経験程度による区分」も重要な

指標である。 
また高齢者であっても就業を続け

ている方もあるだろう。 
 

●高齢者は集落にいる 

後継者世代以上に日常を農村地域内で暮らしているものが多くなることは、農村高齢者

の大きな特徴であろう。愛媛県が高齢者を「日常の担い手としての高齢者」として位置づ

けていることは農村の高齢者の大きな特徴である。 

●性別による区分 

男性、女性 
●年齢による区分 

★65 歳以上を基準に 
55 歳～64 歳 高齢者予備軍 
65 歳～74 歳 前期高齢者 
75 歳～84 歳 中期高齢者 
84 歳以上 後期高齢者 

●健康状態･体力による区分 

十分に体力があり、すべての農作業に従事できる

健康状態･体力に課題があり、軽作業ならできる 
おしゃべり、手作業、短時間の作業なら可能 

●技術経験による区分 

農作業経験 
他産業での経験 

経理・簿記・パソコン・HP 作成・営業・ 
工程管理・コンピュータ制御・ 
建設機械などの運転操作 

●農業経験程度による区分 

●就業状況による区分 

農業に専従 
他産業でマネージメントに従事 
他産業で技術部門に従事 
家事が中心 
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５ 農作業への高齢者の参加 

 
集落営農の中心となる水稲

栽培では、土地集約型の農業

生産として機械化が大きな課

題である。耕起、代かき、田

植え、収穫と機械作業に依存

するものは若手のオペレータ

ーグループが担当するがそれ

以外の作業では、高齢者でも

可能な作業が存在する。 
また、機械を主とする耕起･

代かき、田植え、収穫などの

補助作業は、高齢者ができる

ものがある。図に示したもの

は大まかな稲作の作業の流れ

にそって高齢者で十分に作業

できるもの、高齢者が補助者

として作業できるものを色分

けした。 
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新潟県南魚沼市六日町の写真をもとに

少しぐらい足が不自由でも田んぼの見回りはできます。 

「居る」、「歩く」、「見る」、得た情報を連絡するのは大きな

仕事になります。 
島根県雲南市三刀屋町神代にて

６ 高齢者の「居る」、「歩く」と「見る」を活かした作業の創出 

 

●高齢者の活躍する部分は非常に多い 

高齢者は、日常の担い手として

期待ができる。言い換えるとその

場に「居る」ことであり、その場

を「見る」ことである。「居る」

ことだけでは、「見る」ことは十

分ではない。「歩く」ことを加え

ることにより農業者の目として

の役割が生まれる。そして「歩く」

ことは、高齢者の健康維持にも大

いに役立つ。 
そして高齢者を参加しやすく

するためには、稲作作業体系につ

いて高齢者を含めて検討を重ね

て、作業しやすい環境、高齢者で

も扱い可能な用具の整備などが

用意されることが望まれる。 
 

●高齢者の目を活かす作業の「見いだし」 

高齢者が日常の担い手として存在することは、稲作の生育状況をつぶさに観察でき、長

年の経験から生育状況がどのよ

うになっているのか、判断ができ

ることをうまく組み込むことが

必要になるだろう。高齢者が稲作

の生育状況をモニターするセン

サーとなる。「見ること」を作業

にカウントすると高齢者の役割

は広範囲になる。 
他産業に勤務する後継者世代

にとって重要な日中の作物の生

育の状況を把握する役割を高齢

者に依頼することができる。 
シニアの集落営農への参加は、シニアが参加しやすい作業をどのように整理し、ルーテ

ィン化するかによる。 



 8

７ シニアによる集落営農のサポート、活動参加 
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●集落営農の経営部門 

シニアの中には、集落営農の設立、運営などに欠くことができないリーダーがいること

が多い。経営部門には金銭の出入りを中心とする「経理・財務」の担当があり、生産され

た産品を「販売・企画」する部署や役割がある。人員の少ない場合、専従者をおくことは

出来ないもののこうした役割を担当するメンバーが必要である。こうした部署には、農業

経験は持たなくとも他産業を定年退職し、経験をもっているシニアが参加できる仕事でも

ある。 

オペレーター、作業者の従事状況を把握し、支払賃金、社会保険、労働環境等の「作業・

労務管理」の仕事は、法人化すると避けることが出来ない仕事である。ここにも定年退職

シニアの経験がいかせる部署がある。 

経営部門に配置しているが、現業部門全般にかかわる業務として「運搬・発送・倉庫」

にかかわる作業がある。生産機械以外の車両の管理もその役割名の中にある。こうした作

業もシニアが担当できるものもある。 

 

●稲作・転作作業部門 

稲作、麦・大豆など大型農業機械を駆使した作業は、「オペレーター」中心の大作業、そ

の補助をする役割など、健康なシニアはまだまだサポートできる項目がある。大きな作業

の間の細かい生育状況をモニターしながらの仕事があり、この点は前項で述べた。無駄の

ない作業をすることと生育状況を厳密に把握することにより作業の組替や人の手配、配置

など「作業工程管理」の役割を誰かが果たしている。他産業の定年退職者で生産工程管理

の経験を持つものがあればその情報をもたらす役割はシニアがいかせるものである。 

生産に用いる「機械・用具」の管理や手入れなど作業のうちシニアが十分にこなせる仕

事がある。 

「作業環境（草刈等）」も作業しやすいように、圃場全体の作業環境を良好に維持管理す

る仕事で、ここにもシニアの活躍の場がある。圃場区画の拡大にともなう法面の草刈、そ

の作業を軽減するためのカバープランツなどの工夫、牛、ヤギの「舌刈り」などの利活用

などシニアの作業の労働軽減と法面を利用した新たな作物の導入などシニアを配慮した事

例では多様な展開を見ることが出来る。 

 

●経営多角化部門 

シニアの労力、経験、技を活用することにより、経営を多角化することが可能になり、

持続的な活動をしている集落営農は、「園芸・そさい」部門を設け、それを「直売所」で販

売し、余力や施設があると「農産物加工」を導入、これらをもとに「グリーンツーリズム・

交流イベント」の開催、さらに「社会貢献活動（食育・環境保全）」に展開している事例が

ある。 
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稲作用大型農業機械 

 

大型乾燥機のある農業機械庫 

（いずれも新潟県南魚沼市にて） 
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１ 年齢と健康・体力でグループ化してシニアの仕事の明確化 

 
高齢者が集落営農組合などの組織の活動に参加する場合、明確な役割を設定することの

重要性は、農林水産省の「集落営農のねらいと効果」でも強調されている。 

 

全国的な著名な滋賀県甲賀市水口町「酒人ファ～ム」は、平成 14 年 12 月（2002）に設

立された農事組合法人である。集落営農が活発に活動できるひとつの要素として女性･高齢

者の参加を指摘している。高齢者を分類する基準には、 
①年齢 

②健康･体力 

③集落営農の趣旨への賛同 

を組み合わせた２つの高齢者カテゴリ（グループ）をつくっている。農業生産をしっか

り担う高齢者グループで「すこやか営農グループ」という名称が与えられている。もうひ

とつのシニアグループは「雑草取り」と「おしゃべり」を担当する「やすらぎ営農グルー

プ」であり、誰でも参加ができるボランティアとしての位置づけが与えられている。 
シニアが集落営農に明確に位置づけられることにより、集落営農組織の特徴が生まれ、

経営も多角化し、安定へと向かう。  
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２ 高齢者と後継者グループを組み合わせて技術の継承 

 
集落営農では、農作業技術の継承の問題がある。農作業の豊富な経験をもったシニア世

代は、その経験や技術をどのように後の世代に継承していくか、大きな課題となる。それ

を配慮した高齢者の位置づけを実施している例が島根県雲南市三刀屋町にある「フレッシ

ュファーム神代」である。 
 
●フレッシュファーム神代 

集落営農法人で島根県、中国地方でもモデルとなってい

る法人であるフレッシュファーム神代は、ほ場整備が完了

した翌年、昭和 54 年（1979）に農機具共同利用組合組織

を結成した。しかし、任意組織では農地集積ができないこ

とから平成 8 年（1996）に法人設立に向けての発起人会

ができ、平成 10 年に「農事組合法人フレッシュファーム

神代」が誕生した。 
1 集落 1 法人型の組織であるが、神代では別事業で昭和

58 年に「味噌加工所」を開設し、生活改善グループがそ

の中心となり、活動していた。法人化にあたっては、農機

具共同利用組合と農産加工所が合併するかたちにして当

初から農産加工活動を含んだ法人として出発した。 
 
●稲作作業における技術継承を意識した作業班作り 

神代は、「水稲部」「特産部」「加工部」「会計部」の 4 部構成で事業を実施している（平

成 17 年 1 月現在）。この中の水稲部は右に示したような作業班を持っている。班長は後継

者グループから選ばれるが、神代の特徴は、各班にその作業の豊富な経験をもつシニア世

代が加わっていることである。中山間地の集落のほ場であるために土地にあった技術が多

くあり、こうした体制を考え出した。右下図はそのイ

メージを示したものである。 
多くの集落営農組織ではオペレーターの若手グルー

プとシニア世代の作業補助グループに分けるが、長い

集落営農の経験から神代はこうした組織体制を編み出

した。 
後継者世代とシニア世代が各作業で協力し合って作業を行う体系は、地域の稲作作業体

系を綿密にメンバーで検討しあった結果生まれた方法である。 
（資料：フレッシュファーム神代の提供資料による）
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３ 集落営農部門多角化による高齢者の参加場面の創出 

 

集落営農への高齢者の参加を促進する方法として、経営部門を多角化することによって

地域の多くの人材を登用する方法が行われている。広島県東広島市の「ファーム･おだ」は

その事例のひとつである。この地域は、平成 16 年に 131 年間の歴史を誇る「小田小学校」

が閉校となり、この地区にあった保育所、診療所も他地区に統合される危機感があり、平

成 15 年に地域では自治組織「共和の郷：おだ」を設立した。自分たちの地域は自分たちの

手で作り、活性化しようと「むらづくり運動」が開始された。 
それを母体に小田小学校区をひとつの単位とした農場をつくり、効率的で安定的な農業

経営ができる集落法人をめざした。そして平成 17 年 11 月に「農事組合法人ファーム･おだ」

が設立された。経営規模は、水張面積 68ha、転作率 30％の規模で、水稲栽培は 47.6ha の

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ココノエモチ、ヒメノモチを作付けし、そのほか

大豆、16ha、そば、4.4ha の規模である。 
ファーム･おだは、地域にある大規模な肥育牧場と提携し、堆肥をつくり土壌をはじめと

する土地改良に努めている。また、休耕田･棚田を利用してそこに和牛を放牧し、牛の「舌

刈り」を開始した。なによりも大きい活動は高齢者、女性の活躍する場である「寄りん菜

屋」の直売所活動である。ここでは野菜の直売ばかりではなく、農産加工品の販売、農村

レストランの経営など多角的な展開を実施している。高齢者はこうした多角化の中で多様

な技術や経験を活かせる場所を得ている。（資料：広島県農業経営法人紹介のサイト等） 
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４ 地域資源を活用した高齢者活躍の場の確保 

 

中山間地域は農業の生産条件が悪く、高齢化や過疎化で大きな影響が生じる。しかし、

地域の資源は豊富であり、これを集落営農の要素に加えようとする地域は多くなり、高齢

者･女性などの技や経験をもとに多彩な活動が生まれる。岩手県遠野市に合併した宮守村に

ある宮守川上流地域は、こうした条件を要する地域である。 

「一集落一農場」を目指した効率農業経営をめざそうと平成8年に設立されたのが「農事

組合法人宮守川上流生産組合」である。 

 

ほ場整備により農地を集積し大型機械を導入し生産組合を組織化するが、このコンセプ

トに女性や高齢者の参加をどのように位置づけるかが大きな課題であった。ブルーベリー

園･わらび園の開設、豆腐･みその農産加工品製造、野菜を含めた農産物の直売施設など多

部門の活動を取り入れることによってこの課題を克服した。 

多部門になると研修が必要になり、高齢者の足を支援するために研修バスが導入された。

バスの導入は、研修ばかりでなく、地域高齢者の交流を目的とする「ホットサロン」の利

用者に便宜を供することにもなった。多角的な部門は小中学生を中心とする農業体験受け

入れに大きな役割を担った。女性たちの地域活動もより活発になっていった。 

（資料：全国農業改良普及支援協会 EK-SYSTEM「普及現地事例」による）
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５ 高齢者の直売所活動から集落営農組織へ 

 

島根県那賀郡旭町重富地区では、高齢者グループが設立した直売所「やつおもて野菜市」

の成功から「中山間地直接支払制度」における集落協定、そして集落営農組織へと展開し

た。高齢者グループが無人市で開始した直売所活動は、後継者グループの注目になり、協

力者が出始め、県の集落維持活性化緊急対策事業等を活用して野菜市の規模拡大を図り、

無人市から当番制の有人市に発展した。しかしながら、地域には高齢化、後継者不足、加

えてイノシシによる被害等さまざまな問題があり、創設された「中山間直接支払制度」を

利用し、集落協定が締結された。地域には４つの集落協定があり、隣接する地域との協議

を重ねて平成 17 年「重富営農組合」が設立された。その結果、集団基幹防除による高齢者

等の労力軽減、野菜市との連携による生産調整の実施とそれに伴う遊休農地の有効利用、

「重富ブランド」確立に向けた協議会設立などの成果が生まれた。 
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６ 高齢者が新たな地域資源を使って村おこし 

 
四国の山地も過疎化と高齢化で厳しい状況である。普及センターに愛媛県北宇和郡鬼北

町日向谷の集落代表が相談に現われたのが平成14年である。普及センターは手間がかから

ない農産物として「雑穀栽培」を提案した。高齢者にも取り組みやすく、田舎らしさをア

ピールする格好の作物である。イベント販売、食農教育実践、加工品開発を一体的に行う

ことを支援するため普及センターはメンバーに研修を実施した。研修には、特に「自立し

た組織運営」ができるように実践的な活動を組み込んだものにした。 
9月の収穫期後、会員が乾燥･脱穀し、10月から道の駅（日吉夢産地）でイベント販売を

開始した。オリジナルの幟とお揃いのエプロンを目印に雑穀入り杵つき餅、ぽん菓子の実 

 
演販売が実施された。 
食農教育活動では、地元小学3年生を対象に「ふれあい農園」で雑穀栽培を指導し、10月

には全校児童を対象に収穫祭が実施された。 
地元高等学校食品生産科と協力してオリジナル商品で濃紫色のきびもちを粉末にして練

りこんだ「もちきびパン」「もちきび蒸しパン」を開発し、商品化を進めることになった。 
集落営農の法人化はまだであるが、高齢者が中心となり地域の特性を活かした農産物、

農産加工、販売、それにもとづくイベント、食農教育、商品開発と大きな展開が見られた。 
（資料：全国農業改良普及支援協会EK-SYSTEM「普及現地事例」による） 
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７ 高齢者が中心になって農産加工品開発 

 

農産加工は、高齢者の技術や技がいかせる部門である。福井県福井市「三留生産組合」

では、高齢者が中心になって納豆、キムチの商品化に成功した。地場産にこだわり試行錯

誤し“逸品”納豆をつくりだした。「五位山納豆」と「五位山きむち」というブランドを

つけ地域で上々の評価を受けている。水稲生産だけではなく、農産加工を組み合わせるこ

と、メンバーの技量を考慮して普及指導センターの指導も加わって多部門化が進む。 

同組合は米のほか、転作で麦、大豆、ソバ、キュウリなどを栽培しているが、高齢者が

中心になって組合の組織の園芸クラブ（２７人）が、栽培した物を使って加工品ができな

いかと考えた。 

納豆は大豆「エンレイ」を使っているため、市販品より大粒となっている。発酵機に温

度センサーをつけるなど機械もメンバーの手によって用意した。 

一方、キムチは、ハクサイだけでなく、小松菜やカブの葉などを加えたものもある。市

内の直売所「丹生膳野菜」で販売している。 

高齢者等のメンバーの技、経験がいかされている。 

（資料：福井県提供資料による） 
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８ 交流活動と集落営農 

 
集落営農の多角的経営が、多くの人びとを地域に惹きつける 

島根県雲南市三刀屋町にあるフレッシュファーム神代は、先にも紹介したように歴史のあ

る集落営農組織で、中山間地の事例として全国的にも知られている事例である。

（資料：同法人提供資料による） 
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９ グリーンツーリズムから集落営農 

 
大分県宇佐市安心院町はグリーンツーリズムで名をはせたところである。その中心集落

が松本集落」で、56戸の居住者のうち実に16戸がI・Uターンの世帯であるという。稲作農

業が主体であった松本集落では、グリーンツーリズムが先行する形で地域振興が開始され

たが、その活動の内容を実質的にしたのが集落営農組織であり、農業の中心となる高齢者

なのである。 

高齢者にとって農産物の販売、特に直売所は、これまで出荷できなかった野菜が売れる

るようになったことであり、高齢者の自信を形成する大きな柱になっていった。大豆の生

産、大豆の加工品生産と女性高齢者も大きな自信が得られるようになった。いっそう交流

農業が活発になっていった。 
（資料：全国農業改良普及支援協会 EK－System 普及現地情報より）



 21

１０ 地域活動への展開 

 
栃木県真岡市西沼営農集団は、兼業農家、専業農家、高齢者の役割分担で、地域の「福

祉活動」「自然環境保全活動」を創出。栃木県集落営農のモデルとなっている。兼業農家、

専業農家、高齢者の間での明確な役割分担が実施されている。特に高齢者組織として営農

集団機械部会の下部組織である「高齢者企業活動部会」があり、水稲苗の生産、もみの運

搬を担当している。 

西沼営農集団は、集落の農業のことだけでなく、併行して県単むらづくり事業に取り組

み、「集落一丸となって明るい村づくりをしよう」と西沼むらづくり推進会を結成した。

集落の営農のあり方の検討と併せ快適な村づくりを目指すことととなり、このことが多様

な活動が生まれることになった。 

集落営農が開始されると集落内のコミュニケーションが活性化し、福祉活動としてミニ

デイホームを開設、高齢者慰労等の交流の催しが頻繁に行なわれるようになった。また、

女性が中心の「自然環境保全活動」としてメダカ保存会、メダカの里づくりなどの活動に

展開していった。こうした中で高齢者の果たした役割は大きい。 

 

 
（資料：栃木県提供 栃木県農業試験場編「集落営農推進マニュアル Q & A」より）
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１１ 定年退職者で営農組合を組織 

 
シニアでも他産業に定年まで従事し、退職後、集落営農組織を組織化して地域の稲作を

保全してきた組織がある。 
埼玉県加須市の「定年退職者学頭営農組合」である。 

定年退職者学頭営農組合は、昭和59年（1984）に設立され20年以上の歴史を持ち現在も

活発な活動を展開している埼玉県加須市にある営農組合である。元電力会社職員、元農協

指導課長、元農協整備課長、元農協指導課長、元中学校教師の５名が「自分と同じ定年を

迎えた人たちを農業の労働力として活かせないか、定年者の仲間で農業に取り組めないか」

と、初代組合長が集落の仲間に呼びかけ成立した。 

 

当時、担い手不足が危惧される中「若い人は工業で日本を支えなさい。農業はじい様が

守ってやる」という新たな担い手の発想で設立された組合で、平成6年の日本農業賞で大賞

(農林水産大臣賞)をもらった集団である。 

また、平成17年には、「農山村いきいきシニア活動」に係る表彰事業で農林水産大臣賞

を受けられた優良集団でもある。 

（資料：長谷川隆史、有馬洋太郎、丹野勝民、2006「「定年退職者学頭営農組合」にみ

る集落営農活動の成立と活動の継続性の要因等について」埼玉農業普及学会） 

■定年退職者学頭営農組合の活動の概要 

当地域は県内有数の肥沃な農業地帯であるにもかかわらず、集落には兼業農家が多く、機

械購入には多額の経費がかかるなど、経営規模の小さい兼業農家にとり大きな悩みとなって

いた。このため、定年退職者で農業を始めた有志が集まり、集落の今後の将来について話し

合い、昭和５９年に５名の定年退職者により営農組合を設立。 

組合は兼業農家の栽培管理をカバーするため、農業機械のオペレーターや農地の管理、計

画的な作付けや作業管理受託を行っており、組合員はサラリーマン時代のキャリアや経験を

組合運営に大いに生かして活動を行っている。 

受託面積は集落の水田面積の７０％に拡大し、地域や関係機関から高い評価を得るととも

に、他地域への波及効果にもなっている。 

また、市民農園利用者への栽培アドバイスやそば栽培・そば打ち体験、餅つき大会等の恒

例行事にも指導者として参加、市民との交流を深めている。 

 

農林水産省「平成17年度農山漁村いきいきシニア活動表彰」農村地域部門農林大臣賞、活動

概要より 
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１２ 高齢者の作業負担の軽減 

 
除草作業は、高齢者の仕事として割り振られていることが多い。単に除草作業を軽減す

るのではなく、島根県三森原の事例のようにカバープランツにハーブ類を植栽し、交流な

どの活動の幅を広げる例、新潟県松代町蓬平集落では、畦畔に山ウド、ゼンマイ等を用い

る例もある。 

 
内容 労働負担軽減 県名 地域 

法面保護植物の植裁による

除草労務の軽減 

 高齢化に伴い、重労働である畦畔の除草作

業の省力化が課題であったが、畦畔にヒメイ

ワダレソウを植裁することにより、その省力化

を図るとともに、良好な景観形成を図ってい

る。 

新潟県 県内各地 

農道舗装等による継続可能

な作業環境づくり 

 この集落では、将来の担い手不足が懸念さ

れることから、耕作者が高齢化等により耕作

できなくなった場合の対策として、集落内農道

の全面舗装を実施し、誰でも耕作を引き受け

られる環境づくりを行うこととしている。 

 また、法面保護のため、畦畔に山ウド、ゼン

マイ等の根の張る山菜類を植裁することとし

ている。 

新潟県 松代町蓬平集落 

カバープランツを導入して法

面の除草労務の軽減 

集落型農事組合法人「三森原」が、設立後初

の取り組みとして棚田圃場整備事業で整備さ

れた水田畦畔へ、本日、グランドカバープラン

ツ（シバザクラ、アークトセカ、ほふく性タイ

ム、ヘデラ）の定植を行った。 

 同法人は、集落内の全農地に利用権設定

を行い、米と転作作物の生産に加え、加工品

等の販売及び集落機能の発揮を目的として、

これまであった集落営農組織から発展設立さ

れた。 

 集落内の水田は棚田圃場整備事業により

整備されつつあるが、工事済み水田は畦畔

が大型化し、その管理方法について同法人

から普及部へ相談が寄せられていた。 

 普及部としては各地での取り組み事例等を

示して協議してきたが、同法人の女性（母ちゃ

ん）達がカバープランツ（中でもハーブ類）へ

の強い関心を示されたことから、先般報告し

たヤギによる方法と同様に、横田町における

中山間ふるさと水と土保全対策事業の現地

実証ほとして位置づけ支援することとした。 

 今後は草種ごとの被度の推移を比較検討

するとともに、「畦畔は第３の農地」として捉え

て、畦畔から生産されるものを活用した取り

組みについても検討支援することとしている。

島根県 

仁田町集落型農

事組合法人「三森

原」 
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新潟県上越市 法面に被覆されたカバープランツ 

除草作業 島根県雲南市三刀屋町 
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１ 集落営農における高齢者の活用事例リスト 

 

以下のリストは本冊子を作成するために全国の事例の中で集落営農において高齢者を積

極的に位置づけその役割分担を明確にしている事例である。表にした 17 事例は、以下のソ

ースをもとに作成したものである。 

 

① 農水省システム：農林水産業の先進的取組事例システム「集落営農の組織化の事例」 

② 島根県集落営農一覧 

③ 広島県集落営農法人事例 

 

県 法人名 高齢者の参加状況 所在地 ソース 

島根 
農事組合法人 

とんばら門営

農組合 

乾燥調整作業に 70 歳代の高齢者を活用。 飯南町 
島根県集落

営農一覧 

島根 
農事組合法人 

ひじきドリー

ム 

高齢者や女性の生きがい作りを基本方針のひと

つとしている。高齢者の活用により施設野菜（イ

チゴの高設栽培）の導入など品目を増やすことが

できた。 

美郷町 
島根県集落

営農一覧 

島根 
農事組合法人 

ビゴル門田 

●消費者交流と農村活性化 

 大豆栽培で培われた栽培技術などを活かし、地

元の特産品づくりを図ろうと、枝豆の栽培を開

始。平成 12 年度からオーナー制など交流部門に

も取り込む。枝豆は収穫調整に手間が掛かるが、

地元の女性高齢者など潜在的な労働力を発揮で

きる場として、農村活性化にも役立っている。 

●集落に密着した農業・農村振興 

 枝豆など決して楽とは言えない作物に取り組

むのは、潜在的な労働力があるから。高齢者など

が元気に活躍できる場を農業法人の立場から提

供。 

弥栄村 
島根県集落

営農一覧 

島根 
農事組合法人 

おくがの村 
お年寄りが死ぬまで集落に住めるしくみづくり 津和野町 

島根県集落

営農一覧 

広島 
農事組合法人 

ファーム･イ

ースト造賀 

限りなく進む高齢化農業の担い手として，定年

帰農者を中心に組合員一丸となって永続性のあ

る農業基盤確立に取り組んでいる。 

東広島市 
広島県集落

営農法人 

広島 
農事組合法人 

うづつき 

会議，検討会等を重ね，結果として「集落の農

地を守りながら，健全な経営にも心がけ，高齢者

の働きの場も考えながら，受け皿としての集落農

場づくり」を進めようとの結論。 

芸北町 
広島県集落

営農法人 

北海道 
和（やわら）

ブーム利用組

合 

高齢者が大規模複合経営を行うことは、後継者

不足も相まって作業負担が大きく、肥培管理等が

十分に行えない。また、高齢者と若い農業者との

間で営農に対する考えに隔たりが大きく、担い手

への農地集積が進まない。 若い農業者が作業受

託のオペレーターを行うことにより、高齢者は肥

培管理に集中できるようになり、若手は担い手と

して地域内でも理解され始め、また、本人たちに

も担い手としての自覚が芽生えることができた 

北竜町 
農水省シス

テム 
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県 法人名 高齢者の参加状況 所在地 ソース 

宮城 
川口グリーン

センター 

 農業生産法人として地域と共に協力をし、農業

就業者の高齢化による農地の荒廃を防ぐため、農

地の受け入れを中核となって進めていきたい。 

 また、高齢者にもできる範囲で自作地の畑で生

産された野菜等を、直売所での店頭販売をすす

め、農業活力の低下を防ぎ、地域を盛り立ててい

く役割を担っていきたい。 

栗原市 
農水省シス

テム 

宮城 
川口グリーン

センター 

 農業生産法人として地域と共に協力をし、農業

就業者の高齢化による農地の荒廃を防ぐため、農

地の受け入れを中核となって進めていきたい。 

 また、高齢者にもできる範囲で自作地の畑で生

産された野菜等を、直売所での店頭販売をすす

め、農業活力の低下を防ぎ、地域を盛り立ててい

く役割を担っていきたい。 

栗原市 
農水省シス

テム 

山形 
農事組合法人 

サンファーム

しらたか 

当集落から高齢者や女性を臨時雇用しており、

地域の雇用創出に貢献している。具体的にはオペ

レーター１名の他、育苗管理１名、スイートコー

ンの定植５～６名、しいたけの収穫作業４名を臨

時雇用している。 

白鷹町 
農水省シス

テム 

福島 
広瀬谷地営農

改善組合 

アスパラガスを導入し高齢者や女性には細か

な管理作業や直売所の運営を任せるなど、新たな

事業展開で収入へつなげている。  

会津坂下町 
農水省シス

テム 

栃木 西沼営農集団 

育苗は、営農集団機械部会の下部組織である

「高齢者企業活動部会」に委託することとした

が、水管理等は、集団としては受託せず、農地の

所有者が管理することとした。 

真岡市 
農水省シス

テム 

富山 寺坪生産組合 

共同、個人、草刈りといった作業は、管理作業の

一部の担い手として、高齢者、女性の労働力を活

用することとした。 

黒部市 
農水省シス

テム 

石川 市谷営農組合 

 育苗ハウスでは育苗終了後、集落内の女性や高

齢者の余剰労働力を活用し、切り花やミディトマ

ト等の園芸作物栽培にも取り組み、収穫された野

菜は地元の小学校の給食にも利用されている。 

津幡市 
農水省シス

テム 

石川 
内方新保協同

生産組合 

水管理は集落内の高齢者や女性層に委託する

ことにより、協同組合への参加意識を高めること

で集落全体の連帯感が強化されている。 

白山市 
農水省シス

テム 

福井 ハーネス河合 

効率的な組織運営で生まれた高齢者を中心と

する余剰労働力を活用し、水田園芸に取り組み、

地域内の活力につなげている。 

福井市 
農水省シス

テム 

滋賀 
西老蘇営農組

合 

効率よく作業従事者を確保するために、①責任

者・基幹作業者は、役員・オペレーターが担い、

補助作業者は所有面積に応じ割り当てている。②

各組合員に出役計画を提示し、都合の悪い場合は

各自で調整する。③水稲作の水管理・補植、豆の

選別等の作業は、老人会等を通じて高齢者等に依

頼する。という労務管理システムを作った。また、

出役料は、作業種類別に細則により、明文化した。

安土町 
農水省シス

テム 

宮崎 
農業生産法人

（有）ながえ

村生産組合 

水管理等の軽作業については、高齢者の理解を求

め、高齢者自ら行っている。 
えびの市 

農水省シス

テム 
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２ 本文で扱った事例一覧 

 
都道府県 所在地 集落営農組織 分野 頁 WEB 

岩手県 遠野市宮守町 宮守川上流生産組合 
高齢者活動の

場 
15   

栃木県 真岡市西沼 西沼営農集団 地域活動 21   

埼玉県 加須市学頭 
定年退職者学頭営農

組合 
定年退職者 22   

福井県 福井市清水町 三留生産組合 農産加工 18   

滋賀県 
甲賀市 

水口町酒人 
酒人ふぁ～む 稲作 12 http://www.sakoudo.jp/

島根県 
雲南市三刀屋町

神代 
フレッシュファーム神代 稲作・交流 

 13，

19 

http://www1.ocn.ne.jp 

/~koujiro/ 

島根県 那賀郡旭町重富 重富営農組合 直売所 16   

広島県 東広島市河内町 ファーム･おだ 経営多角化 14   

愛媛県 
北宇和郡 

鬼北町日向谷 
日向谷「穀彩村」 交流 17   

大分県 
宇佐市 

安心院町松本 
松本営農組合 交流 20 

http://www.ajimu.jp/ 

index.html 

 



平成 18 年度シニア能力活用促進事業

高齢者リーダーと地域農業への貢献

社団法人　全国農業改良普及支援協会

〒107-0052　東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル７階
TEL 03-5561-9562     FAX 03-5561-9569

編　集　後　記

　「集落営農の成否は女性･高齢者の活用如何である」と

い言葉を聞くことがある。高齢者、シニアの位置づけは、

農業の基幹的中枢が高齢者であることが多く、高齢者･

シニアという用語をあえて使用すると、すでに農業をも

リタイアした人びとをさしているように受け取られる。

　事例を収集するにも、高齢者の活動を拾い上げること

は難しい作業である。農作業の隙間を埋めたり、生育状

況を観察したりする作業は重要ではあるが、表に出にく

い、役割として明確化しにくいのかもしれない。

　今回の作業で「高齢者グループ」の組織化方法、シニ

アが参加しやすく、能力を発揮しやすい経営部門、シニ

アが働きやすい環境づくり、などの一端をつかまえるこ

とができたように思われる。

　この経験をいかしながら、シニアの活動をさらに明確

にしていくことが重要であることを改めて感じた。

（編集担当　富田祥之亮）




