


＜利用上の留意点＞

、 、○ 取組内容・効果等別のタイプ別 都道府県別に目次をつけていますので

検索にご活用ください。

○ 各事例は、それぞれのタイプに沿った特徴・効果を赤文字で、その他の

特徴・効果を青文字で、更新内容を緑文字で記載しています。

タイプ別の整理に当たっては、各組織の取組の中で、特徴的な部分を基

に分類していますので、事例の中には、別のタイプにも該当するものもあ

ります。

○ 今回、新規掲載する事例については、目次の各項目の点線の上にある集

落営農となっています。

○ なお、本事例で紹介している組織への視察等を計画される際には、各組

織の営農活動等に支障を来すことがないよう、ご配慮願います。

【お問い合わせ先】 
農林水産省経営局経営政策課 

担当：集落営農グループ 

（直）03－6744－2143 



集落営農に取り組んでいる方々、 
    これから取り組もうとする方々へ 

○ 集落営農は、農家の方々が話し合いを重ねて地域農業の将来を考える

中で、これからの農業を発展させていく一つの手段として、現場にもか

なり浸透してきています。 

○ これまで集落営農で行われてきた取組としては、米、麦、大豆などの

作業を共同化することを基本に、 

① 新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減、 

② 環境に配慮した米づくり、 

③ 経営の多角化・複合化、 

④ 適切な役割分担による組織運営  

など創意・工夫に富んだ様々な取り組みが行われています。 

（※取り組み内容の概要は次のページをご覧ください） 

○ この事例集は、集落営農に取り組む方々が、その経営を発展させるた

め、懸命に努力されている姿を取りまとめたものであり、これから集落

営農に取り組もうする方々にとっても、集落営農についての具体的なイ

メージを持っていただく上で参考になるのではないかと考えております

。 

○ 今後とも、この事例集をみなさんの参考となるよう日々充実させてい

きたいと考えております。 



集落営農による主な取組内容 

＜農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減＞ 

 経営の効率化を推進するため、田植え・収穫作業は構成員所有の農業機械を使

用せず、組織所有の大型農業機械で対応。 

 １ヶ月程度を見越した綿密な作業計画を作成し、各構成員の作業を平準化。 

 

＜新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減＞ 

 水稲湛水直播、高度施肥管理、耕起・施肥・播種同時作業等新たな技術を積極

的に導入し、労働時間・生産コスト等を削減。 

 法人化に伴い、月別資金繰り計画や機械施設の導入計画を策定するなど、経営

管理面を強化し、収益状況に応じた効率的な運営を実践。 

 

＜環境に配慮した米づくりを実践＞ 

 稲の栽培方法を統一し、全面積で特別栽培米に取り組んでいるほか、ＪＡを通じ

た外食業者との契約取引により安定的な収益を確保。 

 市と地元ＪＡ、大手商社との連携のもと、桧山川水系の清水、こだわりの専用肥

料、農薬の使用成分回数を10成分以下に抑えた環境にやさしい米づくりを実施、栽

培面積を40haに拡大し、所得の向上に努力。 

 

＜耕畜連携に取り組み＞ 

 大型畜産法人との耕畜連携（稲わらと堆肥の交換）を実施、堆肥の施用、プラウ

耕による深耕の実施、定期的な土壌診断等徹底的な土作りにより、高い土地利用

率と高収量を実現。 

 

 



＜経営の多角化・複合化＞ 

 大豆加工（味噌、豆腐）や米粉、もち粉加工に取り組み、ＪＡ産直センター等で販売

。更に、豆乳ソフトクリームを期間限定で販売する付加価値向上に努力。 

 水稲の育苗ハウスを活用し、園芸品目（花き、メロン、えだまめなど）の栽培に取組

み、年間を通じた所得機会の確保に努力。 

 

＜６次産業化により収益向上に努力＞ 

 県内外の食品加工業者と連携し、やまごぼう、しゃくし菜の一次加工（塩蔵）に取り

組むほか、地元の食品製造業者等と連携した漬物の商品開発や、地元流通小売業

者と連携したインショップ（野菜、米等）展開に取り組むなど、地域の安定した雇用確

保と収益性向上を実践。 

 

＜後継者育成に努力＞ 

 組織活動を通じて集落機能の強化を図るとともに、兼業農家の若手後継者をオペ

レーターとして確保するなど、次世代の担い手を育成。 

 

＜適切な役割分担による組織運営＞ 

 管理部門（総務、経理、企画、外商）と生産部門（稲作転作、機械施設、新規生産

物）を設置。全員で役割分担しながら、責任を持って組織を運営。 

 基幹作業は青壮年が担う一方、手間のかかるハウス野菜は、意欲のある女性・高

齢者が担当。 

 

＜地域社会の維持・発展に貢献＞  

 市から高齢者等外出支援サービス事業を受託し、高齢者の通院、買い物等の送

迎に取り組むなど地域社会の維持・発展にも貢献。 

 消費者との繋がりを強めるため、田植え、稲刈り、麦踏みなど年間を通してイベン

トを開催。「麦踏み大会」には、県内外から家族連れ約200人が参加。 



目 次

※各項目の点線の上にある集落営農は、今回、新規掲載されたものです。

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減

・ ぐるみ型組織から尐人数のオペレーター型組織として法人化し、集落内 －－－－１

の農地集積も推進。

（農事組合法人 出来島みらい集落営農組合（青森県））
で き しま

・ 戸別所得補償モデル対策を契機に７集落が一体となった組織を設立。 －－－－２

（弁城地区営農組合農作業受託部会（福岡県））
べん じよう

・ 農業用機械の共同利用や農作業の共同化により生産コストを削減。 －－－－３

（宇文西生産組合（北海道））
うぶんにし

・ 水稲も含めた総合的な作物作付、機械作業はオペレーターが専門的に実 －－－－４

施し、その他の作業は組合員が積極的に関与。

（漆 立集落営農組合（岩手県））
うるしだち

・ 集落農家に機械の共同所有のメリットを提示し、３分の１に縮減。 －－－－５

（谷地営農組合（秋田県））
や ち

・ 機械の共同利用や、不耕起直播栽培技術の導入によりコストを削減。 －－－－６

（町田集落営農組合（茨城県））
まち だ

・ 構成員所有の農業機械を使用せず、組織所有の大型農業機械で対応。 －－－－７

（農業組合法人 みらいファームかみごう（栃木県））

・ 旧市町村の水稲と転作の農作業を100％受託し、大型機械の導入を行った－－－－８

結果、作業効率が向上。

（川合農事組合法人（岐阜県））
か わ い

・ 農業用機械の整理・合理化のため、組織で機械を購入し、個人所有の機 －－－－９

械を順次処分。

（千足集落営農生産組合（愛知県））
せんぞく

・ 米、麦、大豆による２年３作体系の確立、自作農機具等による省力化、 －－－－10

低コスト化を実現。

（農事組合法人クマダ（三重県））

・ 綿密な作業計画の策定と作業の専門化等により、労働時間を大幅に削減 －－－－11

し、収益アップを実現。

（農事組合法人エコファーム石寺（滋賀県））
いしでら

・ 農業機械の共同利用により水稲10ａ当たり生産コストが個別経営時の －－－－12

20万円から８万円にダウン。労働時間も50時間から16時間と省力化。

（農事組合法人新免営農組合（滋賀県））
しんめん

・ 大型農業機械の共同利用やオペレーターによる作業受託等の取組により、－－－－13

組織化前の機械過剰投資による赤字経営を黒字経営に転換。

（農事組合法人玉野町営農組合（兵庫県）
たまのちょう



・ 農業用機械の過剰投資を解消するため、３集落で協業経営の法人を設立。－－－－14

（農事組合法人灘手東部（鳥取県））
な だ て と う ぶ

・ 農業用機械の共同利用、農産物の生産から出荷までの作業等を行い、個 －－－－15

人の労力負担と経営費等を削減。

（農事組合法人しげとも（徳島県））

・ 米を含めて地域農業の受け皿組織となるとともに、経営の高度化を促進。－－－－16

（宮ノ陣営農組合（福岡県））
みやのじん

・ 大型機械による一貫作業体系を確立し、生産性の高い経営を実現。 －－－－17

（農事組合法人百 世（福岡県））
ひゃくせい

・ 機械の共同利用により、土地利用型農業（水稲・麦・大豆の作業効率化 －－－－18

を実施。

（Farm ＺＥＮ（福岡県））
ふぁーむ ぜん

・ 60数台あったコンバインを６台に集約、大幅な機械費用削減を実現。 －－－－19

（吉野ヶ里中部営農生産組合（佐賀県））
よ し の が り ち ゆ う ぶ

・ 組織の設立と同時に大型機械を導入し、労働時間を２割以上短縮。 －－－－20

（平人生産組合（長崎県））
ひろうと

・ 調整組織と受託組織の２階建て手法により、効率的な生産体制を構築し、－－－－21

経営規模の拡大を図る。

（三久保集落営農組合（熊本県））
み く ぼ

・ 大型機械・省力作業機の導入により、コスト削減、労働力の縮減を実現。－－－－22

（有限会社葛原アグリ（大分県））
くずはら

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減

・ 米、大麦の収支一切を完全プール方式とし、組合運営が透明化され協業 －－－－23

意識が向上。

（下桧和田生産組合（宮城県））
しもひわだ

・ 協業経営による農業機械のコスト低減や資材の一括購入など、 効率的な －－－－24

農業経営を実現。

（農事組合法人寺坪営農組合（富山県））
てらつぼ

・ 月別資金繰り計画や機械施設の導入計画の策定、徹底した肥培管理によ －－－－25

り、徹底した経費削減を図り、経営を効率化。

（農事組合法人つるぎ（富山県））

・ 全ての組合員の自宅にＦＡＸを配置し、農業情報等の提供により組合員 －－－－26

の技術の平準化を図る。

（農事組合法人広谷営農（富山県））
ひろたに

・ 地区の転作を全面受託し、新技術導入により高品質、高収量を実現。 －－－－27

（農事組合法人アグリBANDEN（福井県））
ば ん で ん



・ 会計・作業日報の蓄積データを活用し、コスト分析を行った上で、経営 －－－－28

を改善。

（農事組合法人倉橋部町グリーンファーム（滋賀県））
くらはしべちよう

・ 直播栽培等の新たな技術を積極的に導入し、労働時間・生産コスト等の －－－－29

削減に努める他、栽培技術等の向上に取り組み、高品質・多収量を実現。

（北山営農組合（兵庫県））
きたやま

・ 水稲では、疎植栽培とカルパーコーティング直播等を採用し、コストを －－－－30

低減と省力化。

（農事組合法人八幡営農組合（兵庫県））
や は た

・ 専門家（普及指導センター、税理士等）の指導により、経理・運営のマ －－－－31

ニュアルを作成。

（株式会社ささ営農（兵庫県））

・ 地域の認定農業者との連絡調整を密に行い、生産の団地化、ブロックロ －－－－32

ーテーションを円滑に実施。

（箕蚊屋大豆組合（鳥取県））
み の か や

・ 共同作業を円滑に進めるため作業の年間計画を立てるとともに、タイム －－－－33

カードで労働時間を管理。

（沢営農組合（島根県））
さわ

・ ＧＩＳを活用して、米・麦・大豆の団地化を行い、作業を効率化。 －－－－34

（中村集落営農組合（佐賀県））
なかむら

・ 園芸農家が中心となって組織化し、稲作作業を省力化。 －－－－35

（農事組合法人宇土割営農生産組合（熊本県））
う と わ り

環境に配慮した米づくりを実践

・ 特別栽培米に取り組みエコファーマーとして登録。 －－－－36

（阿古耶営農組合（岩手県））
あ こ や

・ 水稲栽培方法を統一し、全面積で特別栽培米に取り組み、ＪＡを通じて －－－－37

外食業者との契約取引により安定的な収益を確保。

（アグリ笹森（岩手県））
ささもり

・ 大手商社と連携して「こだわりのブランド米」生産に地域をあげてトラ －－－－38

イ！

（農事組合法人アグリ檜山（秋田県））
ひ や ま

・ 集落の農家・住民の内発的取組により集落営農を組織化。特別栽培米を －－－－39

生産し、直売所等で販売。

（大桶集落営農組合（栃木県））
お お け

・ 集落内一農場の視点に立ち、集落内の組織で役割分担を実施。全組合員 －－－－40

が水稲のエコファーマーの認定を受け、減農薬・減化学肥料栽培を生産。

（玉田集落営農組合（栃木県））
た ま だ



・ エコファーマーの認定を受け、減農薬減化学肥料栽培により特別栽培米 －－－－41

を生産。

（農事組合法人岡御所営農組合（富山県））
おかご し よ

・ 集団的なブロックローテーション方式により、効率的な集落農業を実施。－－－－42

（農事組合法人グリーンファーム角屋（福井県））
す み や

・ 効率的な土地利用型農業と資源循環型農業を実践。 －－－－43

（おきす営農組合（島根県））

・ 化学肥料や農薬の使用を抑えた米生産により、有利販売とコスト削減を －－－－44

実現。

（農事組合法人北の郷ファーム（島根県））
きた さと

・ 大区画ほ場整備で実現した大型農業機械の導入により、農作業が効率化。－－－－45

大規模集落営農による大幅なコスト低減を達成。

（農事組合法人宇賀荘（島根県））
うかしょう

・ 主業のトマト・肉用牛は個別に経営し、水稲、転作(飼料作物)を協業化 －－－－46

し生産コストを低減。

（農事組合法人金谷営農生産組合（山口県））
かんだに

・ 組織として、ＪＧＡＰ認証を取得し、安全で高品質な稲作を展開。 －－－－47

（農事組合法人二条窪（山口県））
にじょうくぼ

・ 法人設立を機に、麦・大豆の生産に加えて、利用権設定による水稲生産に－－－－48

取り組み、経営面積を拡大。

（農事組合法人竹原営農（福岡県））
たけはら

・ 集落独自の減農薬栽培基準を設定、生産農家全員がエコファーマーの認 －－－－49

証を受け、安全・安心な米を販売。

（農事組合法人エコファーム永池（鹿児島県））
ながいけ

耕畜連携に取り組み

・ 養豚組合との連携により、堆肥をほ場に還元することで環境保全型に取 －－－－50

り組む。

（農事組合法人一方井地区営農組合（岩手県））
い っ か た い ち く

・ 有機肥料生産施設の堆肥を使用し、循環型農業を推進。 －－－－51

（片子沢営農組合（岩手県））
かたござわ

・ 水稲ＷＣＳによる地域の畜産農家との耕畜連携のほか、そば、山菜等に －－－－52

も取組む。

（株式会社和農日向（山形県））
わのうにっこう

・ 水稲の農作業受託を継続するため畜産農家が中心となって法人化。 －－－－53

（農事組合法人鼻毛石機械利用組合（群馬県））
はなげいし

・ 畜産農家と麦わら、稲わらと堆肥の交換を実施、麦わらは堆肥センター －－－－54

への供給するなど資源の有効活用を実践。

（有限会社中 条農産サービス（埼玉県））
ちゅうじょう



・ 大型畜産法人との耕畜連携（稲わらと堆肥の交換）を実施、定期的な土 －－－－55

壌診断等徹底的な土作りにより、高い土地利用率と高収量を実現。

（農事組合法人ファーム・おだ（広島県））

経営の多角化・複合化

・ 高収益な新規作物の導入や加工部門の強化を進めながら、企業的な農業 －－－－56

経営の実践と地域の雇用拡大に貢献。

（農事組合法人滝本水稲生産組合（青森県））
たき もと

・ 水稲、大豆のブロックローテーションを確立し、余剰労働力を活用して －－－－57

新規作目の導入、米粉パンの加工・販売に取り組む。

（農事組合法人原体ファーム（岩手県））
はらたい

・ 水稲と露地野菜の生産拡大により、収益の向上を実現。 －－－－58

（矢神堰営農組合（秋田県））
や が みぜき

・ 水稲育苗ハウスを活用し、園芸作物の栽培に取り組む。 －－－－59

（農事組合法人青山農場（山形県））
あおやま

・ 地域の園芸専業農家が中心となって法人を設立し、地域の転作を担う。 －－－－60

（有限会社恵みのファーム（福島県））
め ぐ み

・ イチゴ農園開設など、転作田の有効利用による経営の多角化。 －－－－61

（農事組合法人米本（千葉県））
よなもと

・ 野菜・花きなどの生産などに積極的に取り組み、所得を確保。 －－－－62

（農事組合法人ファーム貞杉（富山県））
さだすぎ

・ 果樹農家の稲作部門や果樹の収穫作業の効率化を図るため、集落営農で －－－－63

共同作業。

（南杭瀬営農生産組合（岐阜県））
みなみくいせ

・ 水稲・麦・大豆に加え、ハウス小松菜の導入で、女性や高齢者の作業機 －－－－64

会が増加。

（有限会社クリーンファーム日吉（岐阜県））
ひ よ し

・ 大区画ほ場で効率的な農作業に取り組む他、野菜生産も実施。 －－－－65

（農事組合法人農～夢せきのつ（滋賀県））
のう ～ む

・ 水稲、大豆のブロックローテーションを確立し、減農薬・減化学肥料に －－－－66

よる環境保全型農業と収益作物の組合せにより収益向上を実現。

（株式会社誠農海部（京都府））
せいのうか い べ

・ 新規作物として地元で自給的栽培のサトイモを特産物として栽培し産地 －－－－67

化に取り組む。

（農事組合法人南檜垣営農組合（奈良県））
みなみひがい

・ 余剰労働力を活用して野菜等の生産に取り組むほか、交流事業にも力を －－－－68

入れ、経営を多角化。

（農事組合法人あかつきファーム今在家（島根県））
いまざいけ



・ 野菜を軸にした法人経営で地域を活性化。 －－－－69

（農事組合法人星ヶ丘（島根県））
ほしがおか

・ 新規作物導入による経営の複合化等を通じて「儲かる農業経営」を実践。－－－－70

（農事組合法人いなぎ（島根県））

・ 法人化による効率的な作業体系を確立し、女性労働力を活用し、園芸作 －－－－71

物を導入。

（農事組合法人アグリ堀坂（岡山県））
ほりさか

・ 地域の梅農家が参集し、将来を見据えた梅生産・加工・販売体制の確立。－－－－72

（農事組合法人ななおれ梅組合（愛媛県））

・ 水稲、麦、大豆の主要作業の共同化により、余剰労働力を活用して玉葱 －－－－73

の作付けに取り組む。

（北川副東部営農組合（佐賀県））
きたかわそえと う ぶ

・ ばれいしょ、かんしょ、里芋、ほうれん草は、加工業者との契約栽培に －－－－74

取り組み、安定的な経営を実現。

（農事組合法人きらり農場高木（宮崎県））
た か ぎ

６次産業化により収益向上に努力

・ １集落１農場制を実践しながら、地域全体での所得向上、雇用の創出、 －－－－75

後継者育成に取り組む。

（農事組合法人上小国ファーム（青森県））
かみ お ぐに

・ 大区画水田と転作に対応した地域ぐるみの営農を実践しながら、グリ －－－－76

ーン・ツーリズムや６次産業化による経営の多角化に取り組む。

（大利営農組合（青森県））
おお り

・ 経営の複合化、多角化により地域の雇用を創出。 －－－－77

（農事組合法人中仙さくらファーム（秋田県））
なか せん

・ 食品製造業者等と連携した農産物の高付加価値化と有利販売による収 －－－－78

益性向上と雇用の場づくりを実践。

（農事組合法人くらいし（青森県））

・ 高品質農産物の栽培から加工・販売・交流による経営の多角化を実現。 －－－－79

（農事組合法人駒崎転作組合（埼玉県））
こまさき

・ 女性が中心となって、特産品の「雪太郎だいこん」の生産・加工・販 －－－－80

売に取り組み、収益性を確保。

（農事組合法人雪太郎の郷（新潟県））
ゆきたろう さと

・ オペレーターの業務量を確保するため、農産物加工に取組。 －－－－81

（農事組合法人ファーム八乙女（富山県））
や お と め

・ 減農薬、有機肥料使用の特別栽培米を生産する他、米粉パンの製造・販 －－－－82

売にも取り組む。

（農事組合法人明峰ファーム（石川県））
めいほう



・ 大型飲食店と米の契約栽培を締結。 －－－－83

（農事組合法人サンファーム法養寺（滋賀県））
ほうようじ

・ 在日韓国人「ハナロ会」との交流により 「キムチ」の製造を習得し、 －－－－84、

市内を中心に店舗で販売。

（新田後営農組合（島根県））
しんでんうしろ

・ 自家加工に取り組み、農家女性の労働の場を確保。 －－－－85

（農事組合法人フレッシュファーム神代（島根県））
こうじろ

・ 女性グループが中心となって、新たな農産加工品の開発に取組。 －－－－86

（農事組合法人どんどんファーム古殿（鹿児島県））
ふるどの

後継者育成に努力

・ 特定農業団体から特定農業法人へと発展し、地域農業の担い手として更 －－－－87

なる経営発展を目指す。

（株式会社ファームおそのづか（山形県））

・ 繁忙期に各構成員の子弟が機械作業の手伝いや指導を受け後継者として －－－－88

育成中。

（農事組合法人グリーンサポート共和（秋田県））
きょうわ

・ 集落内の高校生が作業に参加することで将来の後継者を養成。 －－－－89

（農事組合法人十二牲担い手生産組合（秋田県））
じゅうにしょう

・ 従業員を常時雇用し、栽培技術研修や大型機械のオペレータ研修など －－－－90

に参加させ、後継者として育成。

（有限会社那須野農産（栃木県））
な す の

・ 定年退職者を確保するほか、新規就農里親制度の活用により新規就農 －－－－91

者を確保。

（農事組合法人山室（長野県））
やまむろ

・ 「自分の農地は自分で守る」そして「集落の農地は集落で守る」をモッ －－－－92

トーに全戸参加型の法人を設立し、地域農業を維持。

（農事組合法人エコ・ファームてらお（福井県））

・ 集落内の40歳代の者を対象にトラクターの運転免許取得を目的とした講習－－－－93

会を開催。

（農事組合法人やこうげ（岡山県））

・ 集落営農を通じて、中核的な担い手農家の育成、農作業の集約を推進。 －－－－94

（あおば営農生産組合（福岡県））

・ 専業・兼業の区別なく30～50歳代のオペレーターを育成・確保。機械利 －－－－95

用組合の設立により、他出した後継者の通勤農業も可能に。

（小松共同機械利用組合（佐賀県））
こ ま つ



適切な役割分担による組織運営

・ 部門別の経営診断による生産コストの削減と省力化農業の確立。 －－－－96

（農事組合法人日の出生産組合（北海道））
ひ で

・ 稲作、転作、加工などの５部門を設け、各人がそれぞれの分野で能力を －－－－97

発揮。

（農事組合法人 坊沢営農組合（秋田県））
ぼう ざわ

・ 組合員外を含めて水稲育苗に取組、女性や高齢者を活用して、園芸栽培 －－－－98

に取組。

（農事組合法人室岡営農組合（岩手県））
むろおか

・ 構成員が水稲・麦の土地利用型部門を担当、女性・高齢者が水管理を担 －－－－99

当するなどの役割を明確化。

（農事組合法人石田ファーム（栃木県））
い し だ

・ 地域から集積した農地について、オペレーターが主導して、地主は草刈－－－－100

り・水管理を再委託することで負担軽減。

（農事組合法人関原営農組合（千葉県））
せきばら

・ 従来の営農組合に土地利用調整機能を委ね、農地の受け皿となる法人を－－－－101

設立。

（株式会社田切農産（長野県））
た ぎ り

・ 担い手農家を含む集落全体で役割分担を図りつつ、耕作放棄地を解消し、－－－102

集落の農地・農業の維持・発展に取り組むシステムを構築。

（農事組合法人宮之下生産組合（新潟県））
みやのした

・ 構成員間で役割分担して作業の効率化を図り、作業時間を２割程度短縮。－－－103

（農事組合法人ファーム矢部（富山県））
や べ

・ 防除作業や乾燥調製作業を外部機関に委託し生産コストを削減。 －－－－104

（ＰＦ上吉川営農組合（富山県））
ぴーえふかみよしかわ

・ 基幹作業は、法人の専従者が行い、水田管理作業を地権者が委託する運－－－－105

営。

（農事組合法人ファームとちや（富山県））

・ 集落内の農地の９割を管理・運営。 －－－－106

（農事組合法人アグリ松 東（石川県）
しょうとう

・ 基幹作業をオペレーターに委託することによって余剰労働力を活用して－－－－107

加工野菜に栽培に取り組む。

（農事組合法人名田の荘（福井県））
みょうでんのしょう

・ 集落一農場方式による法人経営を行う中で、組合員の能力を活用した役－－－－108

割分担で事業経営全般を支えている。

（農事組合法人ファームにしおいそ（滋賀県））



・ 年齢、作業能力等に応じた役割分担により構成員のやりがいを創出。集－－－－109

落１農場方式で土地利用を集団化し、作業効率を向上することで所得を確保。

（農事組合法人酒人ふぁ～む（滋賀県））
さこうど

・ 集落内の水田面積の約９割を法人が一括して管理・運営。理事５人が組－－－－110

織運営に当たるとともに女性部と壮年部を設置。

（農事組合法人あぐ里興（京都府））
り おき

・ 営農組合が中心となって全農家が営農活動に参加し集落ぐるみで村づく －－－－111

り。

（山田営農組合（兵庫県））
や ま だ

・ 構成員間の役割分担と作付けの団地化、大型機械導入により作業の効率－－－－112

化を図ることで、作業時間を短縮。

（馬場営農組合（兵庫県））
う ま ば

・ 全構成員の水田管理状況を点検し、全体的に技術が向上。 －－－－113

（農事組合法人やまのうえ（鳥取県））

・ 個別経営の限界を打開するため組織化。農業機械の共同利用や協業経営－－－－114

による農作業の効率化、低コスト化に取り組み、収益性が向上。

（農事組合法人カサーレ出雲郷（島根県））
あ だ か え

・ 地元の建設会社と連携し、労働力を確保。 －－－－115

（農事組合法人眞栄グループ（島根県））
しんえい

・ 組合員各々の特性や体力に応じた役割分担により、全員が営農活動に参－－－－116

加する。

（農事組合法人吉見ファーム（山口県））
よ し み

・ オペレーターと構成員の役割分担のもと、集落全体で中山間地域の農地－－－－117

の保全と農業の維持・発展を目指す。

（アグリ天神（香川県））
てんじん

・ 転作田の団地化、各構成員の特性や体力に応じた作業の役割分担により－－－－118

効率的な営農を実践。

（キタカタ営農生産組合（鹿児島県））

地域社会の維持・発展に貢献

・ 中越大震災を契機に農事組合法人を設立。災害ボランティア活動をきっ－－－－119

かけに、地区住民と都市住民との農作業体験交流を実施。

（農事組合法人 ファーム田麦山（新潟県））
た む ぎ や ま

・ 地域貢献事業として冬期の除雪、雪下ろし作業を実施や農業コミュニ －－－－120

ティー事業を導入し、児童などへの収穫・試食体験の実施など地域交流に貢献。

（有限会社ライスファーム野口（長野県））
の ぐ ち

・ 地域の子供達を対象とした「キッズ農園」に取り組み、非農家とも交流。－－－121

（農事組合法人北の原（長野県））
きた はら



・ 営農組合が中心となり、水路清掃や補修、除草など地域全員参加の取組。－－－122

（小薮営農組合（岐阜県））
こ や ぶ

・ 三世代による豆腐作りやそば作りをするとともに、保育園、老人会との－－－－123

コスモス栽培、農業体験等を実施。

（農事組合法人農夢おおまき（岐阜県））
の う む

・ 収穫祭の開催、教育委員会と連携した農作業体験など、地域住民と積極－－－－124

的に交流。

（農事組合法人コスモス（三重県））

・ 「地域のために地域とともに」をモットーに、農業生産に限らずコミュ－－－－125

ニティ事業にも取り組み、地域貢献型集落営農として地域社会の維持・発展に貢献。

（有限会社グリーンワーク（島根県））

・ 小学生を対象とした農作業体験の取組や地域の遊休農地の受け皿とし －－－－126

て、荒廃地防止に貢献。

（有限会社林泉（香川県））
りんせん

・ 味噌等の加工品を地域住民を中心に販売するほか、田植え、稲刈り、 －－－－127

麦踏みなど年間を通して消費者を交えたイベントを開催。

（農事組合法人大肥郷ふるさと農業振興会（大分県））
おおひごう



都道府県(索引）

※各都道府県の太字の集落営農は、今回、新規に掲載されたものです。

北海道 千葉県

宇文西生産組合(中富良野町)・・・・・・・・・・・・・・・ 3 農事組合法人米本(八千代市)・・・・・・・・・・・・・・ 61
うぶんにし よなもと

・・・・・・・・・・・・ 96 農事組合法人関原営農組合(長南町)・・・・・・・・・・・100農事組合法人日の出生産組合(旭川市)
ひ で せきばら

青森県 長野県

・・・・・・ 1 農事組合法人山室(伊那市)・・・・・・・・・・・・・・・ 91農事組合法人 出来島みらい集落営農組合(つがる市)
で き しま やまむろ

・・・・・・・・・・・ 56 株式会社田切農産(飯島町)・・・・・・・・・・・・・・・101農事組合法人滝本水稲生産組合(平川市)
たきもと たぎり

・・・・・・・・・・・・75 有限会社ライスファーム野口(大町市)・・・・・・・・・・120農事組合法人上小国ファーム(外ヶ浜町)
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ぐるみ型組織から尐人数のオペレーター型組織として法人化し、集
落内の農地集積も推進。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 出来島みらい集落営農組合（平成22年６月設立） 
【所  在】青森県つがる市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 9戸 
【経営規模】 
 水稲作業受託  44ha 
 小麦作業受託 15ha 
  大豆作業受託  84ha 
 水稲     15ha 
  採種小麦     20ha 
 採種大豆    15ha 
 えだまめ   0.7ha 

○ 尐人数によるオペレーター型法人として、集落内66戸の転作農地を受
託。前身組織の構成員から法人への農地集積を徐々に拡大させる意向。 

○ 水稲、大豆、小麦（大豆立毛間播種）のブロックローテーションを行
い連作障害を回避し、収量・品質の向上を図る。  

○ 大豆の付加価値向上、地域内自給を目的として味噌加工に取り組む。 
○ 水稲作業の省力化を図るため、直播栽培の面積拡大に着手。 
○ 収益性向上のため、枝豆栽培に取り組むほか、味噌以外の大豆加工品
の開発・販売を検討。  

取組の特徴・効果 

【類型】 

○ 集落には水稲とメロン・スイカ等との複合経営が多く、水田作の労力    
の軽減を図りたい農家から既存の集落営農組織への作業委託が増加。 

○ また、小麦、大豆の転作面積拡大に伴い、集落営農組織のオペレー
ター（役員）への負担が増大し、収量・品質の低下が問題化。 

○ このため、農地の利用権設定による集落単位での計画的な作付体系の
確立や、役員、オペレーターの労務に見合った報酬支給などにより、安
心して働き続けることができる経営体とするため、平成22年に法人化。 

設立の経緯 

水稲 

写真 

水稲の湛水直播栽培 

大豆 小麦 ＋ ＋ 

できしま 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 

１ 



戸別所得補償モデル対策を契機に７集落が一体となった組織を設立。 

 
 
 
【組織名】弁城地区営農組合農作業受託部会（平成２２年２月設立） 
【所 在】福岡県福智町 
【農業地域類型】平地農業地域 
       （一部中山間地域含む） 
【構成農家戸数】150戸 
  
【経営規模】 
水稲      82ha 
麦       47ha 
大豆      38ha 

【類型】 

オペレーターによる麦の収穫 

○ 当地域は７集落あり、従来、４集落がそれぞれの組織でブロックロー
テーション、他の３集落ではバラ転作により生産調整を実施。 

○ 戸別所得補償モデル対策の導入を契機として、より効率的な作業形態
とするためには７集落が一体となった営農組織による取組が効果的であ
るとの結論に至り、各集落の代表者による会合を重ね、平成２２年２月
に農作業受託部会を設立。 

○ 経営体育成交付金を活用し、機械導入による米・麦・大豆等の効率的
な作付体系の確立を図った。 

設立の経緯 

べんじょう 

水稲 麦 ＋ ＋ 大豆 

○ 営農組合の傘下に農作業受託部会を置き、７集落の代表が中心となり、
水路や４０カ所に及ぶため池の配置等を考慮した麦・大豆の適期作業の
分担等を調整し、オペレーターに指示。各集落３～５名で構成する熟練
したオペレーターによる効率的な作業体系を確立。 

○ 現在、麦・大豆の共同作業・共同販売経理が行われており、今後は水
稲の共同化に向けて、個人所有の機械の処分に取り組む予定。 

○ 中山間地域の耕作放棄地を活用した新規作物（玉葱、オリーブ等）の
導入、生産物の学校給食への供給など、経営の多角化・安定化に向けた
取組を検討中。 

取組の特徴・効果 

２ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



農業用機械の共同利用や農作業の共同化により生産コストを削減。 

 
 
 
【組織名】宇文西生産組合（平成18年9月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】北海道中富良野町 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 7戸 
 
【経営規模】 
水稲       16.7ha 
小麦      25.1ha 
大豆        1.6ha 

○ 将来に向けた労働力の確保や、作業の効率化による生産コストの削減   
などの集落営農のメリットに着目し、水田・畑作経営所得安定対策の導
入を契機に、平成18年に組織を設立。 

水稲 【類型】 ＋ 小麦 ＋ 大豆 

23年産小麦の収穫の様子 

３ 

○  水稲、麦類、大豆の生産から販売まで一貫して行い、生産する全て 
 の作物について農薬の使用をできる限り抑えた栽培や、有機肥料での 
 栽培を実施。特に水稲作付面積の多くは、「クリーン米」ブランドと 
 して栽培方法を徹底し、クリーン農業へ意欲的に取り組む。 
○ 近隣集落から麦類および大豆の作業を受託。今後、受託作業を拡大 
 することにより、農業用機械の効率的運用を図り、コスト削減を目指 
 す。 
○ 地域農業者の高齢化が進む中、将来的には個々の農家で生産する水 
 稲、麦類、大豆の作業受託に加え、現在たまねぎの作付を集約してお 
 り、今後作業を一本化することで法人化を検討。 

うぶんにし 

設立の経緯 

取組の特徴・効果 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



水稲も含めた総合的な作物作付、機械作業はオペレーターが専門的に
実施し、その他の作業は組合員が積極的に関与。 

 
 
 
【組織名】漆立集落営農組合（平成18年10月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】岩手県紫波町 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 37戸 
 
【経営規模】 
水稲        39ha 
小麦         10ha 
飼料作物(牧草)    6ha 
その他野菜     7ha 

○ 水稲、小麦、飼料作物の機械作業は、オペレーターが専門的に実施、 
 それ以外の除草、防除作業等については組合員が積極的に関与。 
○ 初期投資を抑制するため、組合員等が所有する農業機械を借り受け
て農業機械を確保。 

○ 集落全体で、作付作物を決定でき、小麦のブロックローテーション
が円滑化。 

○ 小麦は、排水対策の徹底等、基本技術の徹底により、高収量（ナン
ブコムギ 240kg/10a）を実現。 

○ 経営規模の拡大に伴い、販売額を増加（１割）させながら、農機具
費、労働費の低下（１割）を実現。 

取組の特徴・効果 

水稲 小麦 ＋ ＋ 飼料作物 【類型】 

うるしだち 

麦栽培ほ場の様子 

４ 

○ 従来より、転作小麦のブロックローテーションに取り組んできたが、
ほ場が固定化してしまったため、ローテーションが困難化。このため、
集落全体の取組として、水稲も含めた多様な作物の作付けに取り組める
よう、平成18年に組織を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



○ 豊かなむらづくりを目標に住民が話し合い、生活面、営農面、老後ま 
 で視野に入れたアンケートを実施。その結果、「個別での農業経営は困
難」との意見が集約されたため、平成14年に組織を設立。 

集落農家に機械の共同所有のメリットを提示し、３分の１に縮減。 

 
 
 
【組織名】谷地営農組合（平成14年３月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】秋田県由利本荘市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 12戸 
 
【経営規模】 
水稲             18.4ha 
飼料用米          1.1ha 
大豆              2.5ha 
その他          1.0ha 
  
 

○ 「機械を共同所有するとコストが下がる」ことを数字で構成員に提

示。個人が所有するトラクターやコンバインなどの機械をＪＡに一括

査定してもらい、その中からよいものを組合が購入し、共同利用を開

始。機械台数は、組織化前の３分の１に減尐。 

○ 農薬・肥料も統一し、組織で一括購入することで、経費を節減。  

○ 作業は、専業農家が平日、兼業農家が土日を中心に行っており、み

んなで話し合いを持ちながら日程調整を行った上で、作業工程を作成。          

また、経理は構成員の中で経理に精通した担当者が後任の育成を図る。 

○ 主食用米は消費減で将来性に乏しいので、畜産農家との契約に基づ

く飼料用米や小菊・長なすなどに取り組むなど経営の複合化に注力。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 ＋ 大豆 

設立の経緯 

＋ その他 

５ 

やち 

機械の共同利用によるコスト低減 
（写真後部：秋田県立大学） 

飼料用米 ＋ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



【組織名】町田集落営農組合（平成18年１月設立） 
     ＜特定農業団体＞ 
【所在地】茨城県筑西市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 20戸 
 
【経営規模】 
 水稲       32ha 
 麦           26ha 
 大豆       24ha 

○ 共同利用機械を導入し、構成員所有の農業機械の更新を抑制。また、
不耕起直播栽培技術の導入などによりコスト低減に取り組む。 

○ 法人化に向けて、消費者ニーズに対応した売れる米づくりを行う体制
とするため、食品残さを活かした堆厩肥などを投入しながら、特別栽培
米の生産やトレーサビリティーに着手。 

○ 次世代に継承可能な経営とするため、経営の多角化・複合化に取り組
んでいる。 

取組の特徴・効果 

機械の共同利用や、不耕起直播栽培技術の導入によりコストを削減。 

水稲 【類型】 ＋ 大豆 麦 ＋ 

６ 

○ 農業従事者の高齢化、兼業化が進む中で、地域農業の担い手を確保す
る必要があるとの意識が高まり、生産意欲の高い農家を中心に、平成18
年に組織を設立（県下初の特定農業団体）。 

設立の経緯 

まちだ 

汎用コンバインによる麦の収穫 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



構成員所有の農業機械を使用せず、組織所有の大型農業機械で対応｡ 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 みらいファームかみごう（平成21年2月設立） 
【所 在】栃木県上三川町 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 25戸 
 
【経営規模】 
水稲     24ha 
麦      22ha 

○ 構成員の全農地を共同利用による一括管理・運営することにより、農
地の面的集積が進み作業効率が向上。この結果、遊休農地を含む集落内
農地の８割弱を集積。 

○ 経営の効率化を推進するため、田植え・収穫作業は構成員所有の農業
機械を使用せず、組織所有の大型農業機械で対応。 

○ 会社勤めの構成員が出役できるよう、土日など休日の作業計画を工夫。 
○ 集落内の非農家に呼びかけ、集落ぐるみで地域活動の活性化に取り組
む。 

取組の特徴・効果 

水稲 麦 ＋ 【類型】 

組合員の皆さんの会合風景 

７ 

○ 集落の６割が中小規模農家という状況の中で、集落農業を維持するた
め、集落内の作業を担う認定農業者が中心メンバーとなって、平成18年
に組織を設立。平成21年2月に法人化。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



旧市町村の水稲と転作の農作業を100％受託し、大型機械の導入を
行った結果、作業効率が向上。 

 
 
 
【組織名】川合農事組合法人（平成18年７月設立） 
【所 在】岐阜県大野町 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 36戸 
  
【経営規模】 
水稲          11ha  
麦           22ha 
大豆           1ha 

○ 旧市町村内の転作（麦）と水稲の農作業受託を100％引き受け、生産 
 から販売までを実施。また、できるだけ農薬や化学肥料を低減。 
○ 年間を通して労働力を活用し、経営安定させるため、大豆栽培を試験
導入。 

○ 受託面積の拡大とともに、大型機械の導入を行った結果、作業効率が
向上。農業労働時間の短縮効果が計られた。 

取組の特徴・効果 

法人所有のトラクター 

水稲 大豆 ＋ ＋ 麦 【類型】 ＋ 加工・販売 

かわい 

８ 

○ 高齢化や兼業化が進行し、全般的な生産意欲や転作作物の作付けが停
滞する中で、従来からの麦作付組合をベースとして、他地区の農家の参
加も得て平成18年に法人を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



農業用機械の整理・合理化のため、組織で機械を購入し、個人所有
の機械を順次処分。 

 
 
 
 
【組織名】千足集落営農生産組合（平成18年９月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】愛知県豊田市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 47戸 
 
【経営規模】 
 水稲       13ha 
 麦         10ha 
 大豆         2ha 

○ 「集落営農育成・確保緊急支援事業」を活用しながら、担い手対策に
詳しい行政ＯＢが集落のリーダーとなって、関係機関、農家と意見を調
整。 

○ 農業機械の整理合理化を進めるため、平成19年度から組織において農
業機械の購入を始めた。個人所有の農業機械は順次処分。 

○ 遊休農地が減尐したほか、農機具費や農業労働時間も減尐。 
○ 地域の環境美化にとどまらず、エコファーマーの取得も視野に入れて、
農地・水・環境保全向上対策に取り組んでいる。 

○ 平成23年度に法人化を予定している。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 大豆 ＋ 麦 

組合のオペレーターと農業用機械 

せんぞく 

組合のオペレータと農
業用機械 

９ 

○ 集落内に認定農業者が不在な中で、各種の担い手支援策を活用しなが
ら、地域農業の維持を図るために平成18年に組織を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



米、麦、大豆による２年３作体系の確立、自作農機具等による省力
化、低コスト化を実現 。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 クマダ（平成９年10月設立） 
【所 在】三重県鈴鹿市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 245戸 
 
【経営規模】 
水稲         33ha 
麦類         46ha 
大豆         46ha 
ひのな      0.3ha 

 

○ 地区内はもとより、近隣地域からの作業受託も引き受け、地域農業の
担い手として着実に経営規模を拡大。 

○ 米、麦、大豆による2年3作体系を確立するとともに、自作農機具等に 
 よる省力化、低コスト化を実践。 
○ 麦のブロックローテーションは市内で唯一の実施地区であったため、 
 その取組を集団麦作及び麦後大豆栽培のモデルとして波及し、他地域に 
 おける集団麦作の復活に影響を与えた。 
○ 農閑期対策として、餅、あられ、みそ、ひのな漬けの加工を手がけ、 
 経営を多角化することで収益性が向上した。また、安定的な周年雇用を
実現。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 麦類 ＋ 大豆 

総会の様子 

１０ 

ひのな ＋ 

○ 高齢化に伴い、地域農業の担い手の確保が課題となる中で、５つの集 
 落の参加による大規模土地利用型集落営農法人を平成９年に設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



綿密な作業計画の策定と作業の専門化等により、労働時間を大幅に
削減し、収益アップを実現 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 エコファーム石寺（平成22年２月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】滋賀県近江八幡市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 94戸 
【経営規模】 
 水稲        53.6ha 
 麦        23.5ha 
 大豆       13.7ha 
 作業受託       0.6ha  

○ １ヶ月程度を見越した綿密な作業計画を作成し、各構成員の作業を平
準化。また、春作業における荒代掻き・代掻き・田植えの３作業につい
て、専任担当者を決めて対応することで作業効率が大幅に向上。 

○ 圃場の連担化、作付の団地化により、農機具の移動時間の短縮、農作
業の効率化が図られ、10a当たり投下労働時間は、水稲で11時間(県平均
の45.8%）まで縮減。 

○ 大型機械の導入で、作業効率が大幅にアップし、減価償却費が削減
（自己完結型農業では、集落全体で農機具総額が約３億円、減価償却費
３千万円(10年更新)だったのが、現在は約１千万円の減価償却費）。 

○ 近隣３集落との連携により、資材等を共同購入しコスト削減。 
○ 若いオペレーター（20代３名、30代２名）も多く、後継者育成に貢献。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

いしでら 

○ 平成７年のほ場整備事業の完了を契機に、個別農家による機械への過
剰投資を抑制し、大型機械の共同利用による作業の効率化を図るため、
平成11年に機械の共同利用組織を設立。 

○ 水田・畑作経営所得安定対策の導入を契機に、集落内全ての個人所有
農業用機械の整理・合理化を進め、集落一農場形式の協業経営を目指し
平成17年に石寺営農組合を立ち上げ、平成18年には特定農業団体となる。 

○ 営農体制の拡充強化、組合員意識の高揚から法人化計画を繰り上げ平
成22年２月に農事組合法人エコファーム石寺を設立。 

設立の経緯 

大豆 

最小限の機械で効率的作業 
を実現(麦の播種風景) 

＋ 

１１ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



農業機械の共同利用により水稲１０ａ当たり生産コストが個別経営時
の２０万円から８万円にダウン。労働時間も５０時間から１６時間と
省力化。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 新免営農組合（平成８年６月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】滋賀県大津市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 28戸 
 
【経営規模】 
水稲           15.4ha  
麦           5.8ha 
大豆          5.3ha 
野菜          0.1ha 

○ 農業機械の共同化により、投資額を個人経営時の５分の１に抑制する 
 とともに、資材の一括購入なども実施し経費を節減。 
○ 女性による農産加工所「アグリピア新免」を開設し、同組合で収穫し 
 た大豆で味噌加工に取り組む。 
○ 水稲10ａ当たりの生産コストを個別経営時の20万円から８万円に抑え 
 るとともに、労働時間は10ａ当たり50時間から16時間に短縮。 
○ 農薬の使用量や散布回数を減らすため、「水稲病害虫発生予察員」を
独自に設けて調査活動を行っている。農薬使用の抑制等の取組が評価さ
れ、市内の飲食店と米の直接販売契約を締結。 

取組の特徴・効果 

水稲 麦 ＋ ＋ 【類型】 大豆 

しんめん 

野菜 ＋ 

営農組合倉庫と農業用機械 

１２ 

○ 集落の農家すべてが第２種兼業農家で、担い手、後継者不足が課題と
なる中、平成５年に、機械の共同利用を目的とする営農組合が設立され
た。 

○ 合理的な経営による営農の安定化を図るため、営農基盤の強化、企業
会計方式の導入、コンピューター研修等の取組を進め、平成８年に法人
を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



大型農業機械の共同利用やオペレーターによる作業受託等の取組に
より、組織化前の機械過剰投資による赤字経営を黒字経営に転換。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 玉野町営農組合（平成22年8月設立） 
【所  在】兵庫県加西市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 109戸 
 
【経営規模】 
水稲     26.7ha 
麦       17.5ha 
大豆     10.0ha 
そば      5.0ha 
野菜      0.3ha 
 
 

○ オペレーターを組織化し大型農業用機械を導入。また、水稲・麦・大
豆のブロックローテーションに取り組み、農作業の省力化・効率化を実
現。 

○ 大豆の狭条密植栽培、水稲の湛水直播栽培等の新技術を積極的に導入。 
○ 個人の管理作業（除草、水管理等）を明確にし、女性・高齢者はそれ
ぞれの体力にあった作業に従事。 

○ 組織化前の個別経営は、農業機械の過剰投資のため赤字であったが、
協業化後は大幅なコストダウンを実現し黒字に転換。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ ＋ 大豆 

ほ場整備記念碑 

たまのちょう 

１３ 

○ ほ場整備を契機に、協業による効率的な農業経営を目指して、平成８
年に組織を設立（平成18年に特定農業団体）。平成22年8月に法人化（農
事組合法人） 

○ 正副組合長は集落の区長などが兼任しており、営農組合を核として自 
 治会組織と密接に連携した村づくりを実践。 

設立の経緯 

野菜 ＋ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



農業用機械の過剰投資を解消するため、３集落で協業経営の法人を設
立。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人灘手東部（平成16年3月設立） 
      
【所  在】鳥取県倉吉市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 62戸 
 
【経営規模】 
米       18.7ha 
麦        3.2ha 
大豆             4.7ha 

○ ３集落１農場による協業経営の法人を設立。 
○ 法人化することにより、協業経営の意識が高まった。また、組合員が
相対で行っていた農地の利用権設定を解約し、法人に集中して利用権を
設定。 

○ 法人には地域内で農地を守る担い手としての意識も醸成され、若年者
を積極的にオペレーターとして受入れている。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 

大型コンバインによる収穫作業 

＋ ＋ 麦 大豆 

なだてとうぶ 

１４ 

○ 農家が自己完結の農作業を実施する中で、機械の過剰装備が問題化。
このため、ほ場整備を契機に、機械利用組合を設立。その後、地域農地
の維持・保全を目的として、平成16年に法人を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



農業用機械の共同利用、農産物の生産から出荷までの作業等を行い、
個人の労力負担と経営費等を削減。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人  しげとも（平成17年12月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】徳島県阿南市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 48戸 
 
【経営規模】（平成23年取組状況） 
水稲             15 ha 
（うち飼料用     3 ha） 
麦               4 ha 

○ 農業用機械を共同利用するほか、用水や農機具の管理、生産から出荷
までの作業等を実施。水稲は、用水や畦畔管理等、日々の管理作業を構
成員に再委託し、米の収量に応じて管理料を支払っている。 

○ 機械の共同利用等により、個人の労働負担と生産コストの削減等に取
組。 

○ 農業経営基盤強化準備金を活用し、今後、農機具の更新を随時実 
 施。 
○ 地元養鶏業者と契約し、飼料用米の提供を行っている。 
○ 水稲、飼料用米については、環境保全型農業にも取り組んでいる。 

取組の特徴・効果 

【類型】 ＋ 水稲 麦 ＋ 飼料用米 

共同作業による水稲収穫風景 

１５ 

○ 地域の担い手不足の解消、生産性の向上、集落の農地の維持管理のた 
 め、従来から活動していたコンバイン利用組合の組合員が中心となっ 
 て、平成17年に法人を設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



米を含めて地域農業の受け皿組織となるとともに、経営の高度化を
促進。 

 
 
 
【組織名】宮ノ陣営農組合（平成９年４月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】福岡県久留米市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】  159戸 
 
【経営規模】 
水稲        120ha 
麦          192ha 
大豆            93ha 
 
 
 

○ ４集落の農地面積の約９割を集積する久留米市内最大の集落営農組
織。参加農家数も設立時から約１割増加し地域農業の中核と位置付け。 

○ ブロックローテーションに取り組むとともに、土地利用型作物の農 
 作業受託を中心に規模拡大し、大型農業機械の共同利用によるコスト 
 低減を実現。 
○ 権利設定を明確にするとともに社会保障制度の充実を図るため、オ
ペレーター部会を法人化（(有)宮ノ陣オペレーターユニオン）。これ
により、農作業の受け皿としての役割が明確化。 

○ 組織内には園芸や畜産の認定農業者も多く存在し、オペレーターや 
 役員としての役割を発揮。 

取組の特徴・効果 

水稲 麦 ＋ ＋ 大豆 【類型】 

みやのじん 

コンバインによる刈り取り風景 

１６ 

○ 米の生産調整に対応したブロックローテーションを実施し、高性能の
機械を共同利用するなど農作物の生産コストの軽減を実現しながら効率
的な営農を進めるため、任意組織を平成９年に設立。 

設立の経緯 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



【組織名】農事組合法人百世（平成18年３月設立） 
【所在地】福岡県筑後市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 66戸 
 
【経営規模】 
 水稲         68ha 
 麦           90ha 
 大豆        32ha 
 スィートコーン  0.5ha 
 キャベツ     0.8ha 

○ 大型機械による一貫作業体系を確立し省力化を図るとともに、熟練オ
ペレーターの一斉作業（大豆の全面積を３日程度で播種）による適期作
業を実施。 

○ すべての麦・大豆のほ場では、本暗渠、弾丸暗渠、エアーインジェク
ター（土壌中に圧搾空気を送る機械）等の導入により、排水機能を高め
るとともに、レーザーレベラーによる均平化を図るなど、農地の再整備
を行い、高度なほ場管理を実施。 

○ 作業の省力化などにより、生産費は県平均に比べて、水稲65％、麦
44％、大豆23％まで低減。各品目の収量も、県平均より高い水準。 

○ 将来的に法人の中核となる若手（２名）が就農。十分な所得が確保で
きるよう、機械装備を充実し、収益性の高い園芸作物（スィートコーン
とキャベツ）が定着。 

取組の特徴・効果 

大型機械による一貫作業体系を確立し、生産性の高い経営を実現。 

大豆 【類型】 水稲 ＋ 麦 ＋ 

ひゃくせい 

１７ 

○ ほ場整備を契機に、水稲、麦、大豆の組み合わせによる高い土地利用
率を実現。水系ごとのブロックローテーションなど広域的な土地利用体
制を確立するため、平成18年に法人を設立。 

設立の経緯 

＋ 園芸作物 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



機械の共同利用により、土地利用型農業（水稲・麦・大豆）の作業
効率化を実施。 

 
 
 
【組織名】Farm ZEN（平成18年11月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所  在】福岡県久留米市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 189戸 
 
【経営規模】 
 水稲          120ha 
  麦                  27ha 
 大豆         13ha 

○ 機械の共同利用による作業の効率化を推進し、米、麦、大豆160haを7
台のコンバインで対応。 

○ 周辺で酪農が多く営まれている特長を生かし、たい肥を利用した特別
栽培米の作付けを進め、プライベートブランド米「ほとめき」として地
元直売所で販売。Ｈ23年産からは、たい肥投入量を１t/10aから２t/10a
に増やし、収量・品質の向上に取組。 

○ PB米のデザイン、ネーミングは市内高校に頼み、地元に密着した生産
販売と、地域循環型農業を推進。 

○ カントリーエレベーターの受益地区の３組織で連絡協議会を設立し、
オペレーターの障害保険加入や事務員の雇用を共同で実施。  

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

ふぁーむ ぜん 

○ 米、麦、大豆を中心とした土地利用型農業が盛んな地域であり、従前 
 から機械利用組合を設立し、機械の共同利用による生産を行ってきたが、 
 近年、高齢化によるオペレーター不足が懸念。 
○ このため水田・畑作経営所得安定対策の導入を契機に、地域農業の担 
 い手となる組織立ち上げを目指した話し合いを始め、平成18年に組織を 
 立ち上げ、その後機械利用組合を統合し、平成21年２月に「 FarmZEN」 
 として運営を開始。 

設立の経緯 

＋ 大豆 

Farm ZENを支える担い手たち 

１８ 



60数台あったコンバインを６台に集約、大幅な機械費用削減を実現。 

 
 
 
【組織名】吉野ヶ里中部営農生産組合（平成18年６月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】佐賀県吉野ヶ里町 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 95戸 
 
【経営規模】 
 水稲           90.8ha 
  麦                  75.6ha 
 大豆         43.2ha 

○ 組織設立前に個人所有で60数台あったコンバインを６台に集約し、機
械費用を大幅に削減できた他、作業が早く終了した担当者は他の地区の
作業に加勢する等効率的な生産体制を構築。 

○ 独自の地図システムを導入し、土地利用に関する調整状況の確認を可
視化することにより、作付計画の作成・作業管理を効率化。 

○ 広域で組合員数が多いことから、月１回定例会を開催して要望の把
握・改善策の検討・合意形成などに注力。 

○ 米、麦、大豆作業の共同化で作業の省力化が図られたことにより、高
齢者・女性が中心となって露地野菜の生産を検討。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

よしのがりちゅうぶ 

○ 当地区では共乾施設の建設を契機にして、米、麦、大豆の効率的な生 
 産体制の構築を図ってきたが、近年の農産物価格の低迷、兼業化の進行 
 により、不作付ほ場が散見されるようになったため、地域として早急な  
 対応が必要と判断。 
○ このため、町役場やJAなどの協力を得て、「集落形態でなければ、地 
 域農業を将来にわたって存続させて行くのは困難」という信念の下に、 
 集落内での説明会を開催して合意形成に努力し、平成18年に吉野ヶ里中 
 部営農生産組合を設立。 

設立の経緯 

＋ 大豆 

共同作業による麦の収穫 

１９ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



○ 兼業化・高齢化が進行する中、平成12年に圃場整備が完了したことを
契機に、生産組合が設立された。 

○ その後、水田・畑作経営所得安定対策の実施に伴い、関係機関の協力
を得ながら生産組合の構成員で話し合いを重ね、平成18年に組織化。 

組織の設立と同時に大型機械を導入し、労働時間を２割以上短縮。 

 
 
 
【組織名】平人生産組合（平成18年３月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】長崎県壱岐市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 35戸 
 
【経営規模】 
水稲              5.6ha 
麦               10.1ha 
大豆         5.0ha 
  
 

○ 集落営農組織が設立されると同時に大型機械を導入。個人所有の農業
機械はある程度処分が進んだ。 

○ 組織化により農業労働時間が２割以上短縮。 
○ 平人地区では、住民が主体となって、環境保全や観光誘致のための
「ほたるの里事業」を展開しており、同組合も積極的に参加。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ ＋ 大豆 

設立の経緯 

農機具の収納施設 

ひろうと 

２０ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



調整組織と受託組織の２階建て手法により、効率的な生産体制を構
築し、経営規模の拡大を図る。 

 
 
 
【組織名】三久保集落営農組合（平成17年12月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所  在】熊本県阿蘇市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 60戸 
 
【経営規模】 
 水稲           75ha 
 麦                 30ha 
 大豆         27ha 
 飼料用稲       5ha 
  

○ 大型機械作業による効率化、作業時間やコスト削減。 
○ 阿蘇地域では米、麦、大豆の輪作体系（２年３作）で、麦収穫後梅雨
入りまでに大豆を播種する必要があることから地域で初めて畦立同時播
種機を導入。 

○ 将来も安定した組織運営が必要と考え、H21年3月、構成員の中の一部
（オペレーター）による(株)阿蘇三久保ファームを設立。同法人は、集
落営農組合の受託事業を承継し、経営面積の拡大等に取組。  

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

水稲収穫作業 

みくぼ 

○ 平成16年１月に水田農業推進協議会が設立されたことを契機として、  
 土地利用型農業を担う集落営農の組織づくりに向け、話し合いを始めた  
 が、リーダーがいないこと、「米はこれからも自分で作りたい」という   
 意見が多かったことで、組織化には至らなかったが、その後、認定農 
 業者、JA、町からの全面的な協力を得て、３集落がひとつになって営農 
 組合を立ち上げ。 
○ その後、隣接集落を加えて、４集落をエリアとした営農組合になり、 
 平成21年には「自分たちが頑張れる間に後継者を育てることが地域を守 
 ることである」という理念の下、より安定した組織運営が必要と考え、 
 ３月に（株）阿蘇三久保ファームを設立。 

設立の経緯 

＋ 大豆 

２１ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



大型機械・省力作業機の導入により、コスト削減、労働力の縮減を実
現。 

 
 
 
【組織名】有限会社 葛原アグリ（平成17年８月設立） 
【所  在】大分県宇佐市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 9戸 
 
【経営規模】 
 水稲           2ha 
 麦         57ha 
 大豆        30ha 
  

 
○ 麦、大豆の作業受託（特定農作業受託が主）により経営規模を拡大。
大型機械の一貫体系整備とシーディングロータリー等省力作業機の導入
によりコストの低減を実践し、麦の労働時間は10a当たり4.8時間（県平
均10a当たり7.1時間)。 

○ 土壌改良資材の連年施用、シートパイプ暗渠の計画的施工、大豆の
フェロモントラップ利用などにより麦・大豆の収量及び品質は高く、平
成21年度全国麦作共励会において全国麦作改良協会長賞を受賞。 

○ 肥料等資材については、会社として一括購入する他、予約大口割引、
直送割引等各種割引制度を利用して資材費を削減。   

○ 耕作放棄地の引き受け、集落内の農道、河川の清掃作業の請け負い
など地域の環境保全にも積極的に貢献。 

 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

くずはら 

○ 都市近郊に位置し、非農家が増加する中、農地の利用調整を行うため 
 の話し合い組織として葛原アグリクラブを設立（平成9年に26戸） 
○ その後、農業機械の過剰投資を解消するため、平成11年に中核農家10 
 人で農作業受託を行う葛原機械利用組合を組織し、農作業の受託体制を 
 確立。 
○ その後、さらなる経営発展、後継者育成を目的に、平成17年8月に法 
 人化。  

設立の経緯 

＋ 大豆 

メンバー全員集合！ 

２２ 

農作業の共同化、機械の共同利用によるコスト削減 



米、大麦の収支一切を完全プール方式とし、組合運営が透明化され協
業意識が向上。 

 
 
 
【組織名】下桧和田生産組合（平成18年７月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】宮城県大和町 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 16戸 
 
【経営規模】 
水稲      29ha 
大麦       13ha 
野菜       1ha 
加工用米    9ha  
 
 

○ 全作業完全受託方式を採用。農業機械は、リース事業を活用して経費
を節減。 

○ 大麦栽培については完全団地化を図り、作業効率を向上。 
○ トレサビリティー（生産履歴記帳）及び地域内の一斉防除を徹底。 
○ 米、大麦の収支一切を完全プール方式（面積割利益公平配分方式）と
したことにより、組合運営の透明性が確保され、協業意識が向上。 

○ 大麦の裏作として、加工用米（やまとしずく）を作付けし、二毛作で
の農地の有効活用を図っている。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 大麦 

小畑組合長 

しもひわだ 

２３ 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 

○ 平成14年から集落内で転作大麦の協業化を進めてきたことを背景に、
水田・畑作経営所得安定対策の導入を契機として、平成18年に米も含め
た組織を設立（「農地は皆の共有財産、一集落一農場」が目標）。 

設立の経緯 

＋ 野菜 



協業経営による農業機械のコスト低減や資材の一括購入など、効率的
な農業経営を実現。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 寺坪営農組合（平成19年４月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】富山県黒部市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 18戸 
 
【経営規模】 
水稲     11.1ha 
大豆       2.9ha 
もも       0.3ha 
農作業受託   4.0ha 

○ 任意組織設立当初から、集団的な土地利用による１集落１農場方式の
協業経営を実践し、実質的に一つの経営体としての営農を展開。 

○ 組織設立時に個人所有の機械を処分し、組織所有の大型高性能機械を
導入。協業経営による農業機械コストの低減のほか、資材の一括購入な
どを通じて効率的な農業経営を実現し、構成員への配当は県平均よりも
高い水準を達成。 

○ 経営の複合化（もも）を行うとともに、近隣集落からの農作業受託に
よる経営規模の拡大に取り組む。 

○ 組織活動を通じて集落機能の強化を図るとともに、兼業農家の若手後 
 継者をオペレーターとして確保するなど、次世代の担い手を育成。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 大豆 ＋ 農作業受託 もも 

てらつぼ 

２４ 

「もも」による複合経営 

＋ 

○ 地域の農家のほとんどが兼業農家という状況の中で、昭和63年に、農
作業の効率化を図るため任意組織を設立。平成16年の特定農業団体とし
ての認定を経て、平成19年に法人を設立。 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



月別資金繰り計画や機械施設の導入計画の策定、徹底した肥培管理 
により、徹底した経費削減を図り、経営を効率化。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 つるぎ（平成20年3月設立） 
【所  在】富山県上市町 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 21戸 
 
【経営規模】 
 水稲          20ha 
 麦          7ha 
 その他       1ha 

○ 水稲の品種別作付、大麦の団地化により、農作業の効率化を図り労働
時間の短縮を実現した他、肥培管理の面でも、病害虫の発生予察実証の
実施により、農薬の使用回数やコストの低減を目指すなど新たな防除体
系の確立にも意欲的。 

○ 農作業は全員参加を基本とするが、基幹作業や補助作業等を各人の能
力や年齢に応じ分担。 

○ 法人化に伴い、月別資金繰り計画や機械施設の導入計画を策定するな
ど、経営管理面を強化し、収益状況に応じた効率的な運営を実践。 

○ 当該法人のこれまでの取組が他の特定農業団体等のモデルとなり、町
内で新たに３組織が法人化に向けた話し合いを開始。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

○ 兼業農家が大半を占める地域において、集落ぐるみの機械の共同利用 
 等によるコスト削減、収益向上を目指し、農家の９割以上の参加を得て、 
 平成18年に組織を立ち上げ、同年秋には特定農業団体としての認定も取 
 得。 
○ その後、経営管理や運営方法が明確で安定的な組織体制へ移行するこ 
 とを検討し、平成20年に法人を設立。 

設立の経緯 

作業風景  

２５ 
（平成21年現在） 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



全ての組合員の自宅にＦＡＸを配置し、農業情報等の提供により組
合員の技術の平準化を図る。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 広谷営農（平成20年１月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】富山県南砺市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 29戸 
 
【経営規模】 
水稲      31ha 
大豆       7ha  
 

○ 全組合員の自宅にFAXを配置し、迅速に営農情報等を提供。これによ
り、組合員の技術を平準化するとともに、意思疎通を円滑化。 

○ 組合員全てをオペレーターと位置付けることで、多様な年代層の農家
を確保し、技術継承や世代交代をスムーズに実施。 

○ 大型農業機械は全て組織所有。また、水稲直播栽培を取り入れ、省力
化や低コスト化を実現。 

○ 土づくりのため、集落内畜産農家と連携して堆肥を調達。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 大豆 

ひろたに 

収穫の秋 稲刈り後のはさ掛け（乾燥）風景 

２６ 

○ 集落内のすべての農家（兼業農家）が参加し、任意組織を設立。その
後、特定農業法人として平成20年に法人化。 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



地区の転作を全面受託し、新技術導入により高品質、高収量を実現。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 アグリBANDEN（平成18年10月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】福井県あわら市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 ７戸 
 （常時 ７名、臨時 ６名） 
 
【経営規模】 
 水稲      16.7ha 
 大麦      14.1ha 
 大豆      11.8ha 
 そば      5.0ha 
 水稲作業     7.6ha 

○ 水稲作業受託面積は、地区内の営農困難となった農家からの受託を受
け増加傾向。 

○ 大麦作、大豆作において新技術を導入し、高品質、高収量を実現。 
○ 水稲直播栽培（7.0ha）、大麦の基肥一括施肥（14.1ha）により生産
コストを低減。 

○ 転作作物の品質・収量の向上を実現しながら、作業時間を20％以上縮
減。 

取組の特徴・効果 

水稲 大麦 ＋ ＋ 大豆 【類型】 ＋ 水稲作業受託 

ばんでん 

＋ そば 

組合員の皆さん（大豆のほ場にて） 

２７ 

○ ほ場整備を契機に設立された水稲の機械作業受託組合をベースに、地
域の転作作物も含めた地域農業の受け皿として、平成18年に法人を設 

 立。 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



会計・作業日報の蓄積データを活用し、コスト分析を行った上で、経営
を改善。 

 
 
   
【組織名】農事組合法人倉橋部町グリーンファーム（平成22年11月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】滋賀県近江八幡市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【組合員】 30名 
 
【経営規模】 
水稲         14ha 
小麦        6ha 
白大豆        2ha 
 
 

○ 白大豆（オオツル）の狭条密播栽培の拡大など、収益の向上を図るた
めの技術改善に積極的に取り組み。同時に、機械投資を節減。 

○ 経営管理については、構成員が本職（経理事務職、ＪＡ職員、公務員、
自動車整備工など）で培った専門知識を活用。特に、複式簿記や作業日
報は詳細なデータを蓄積している。これにより、組織運営のコスト分析
を実施し、経営改善に活用している。 

○ 今後は、労務における更なる省力化や低コスト技術の導入を検討。 
○ 近隣集落と連携して、米のブランド化や米の地産地消の推進に向けて
の話し合いを開始。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 

くらはしべちょう 

○ 平成16年に麦作の協業経営に取り組む「倉橋部町転作組合」を設立し
たが、高齢化などによる後継者不足が問題となっていた。 

○ このため、米も含めた集落全体での協業経営を目指し、平成19年に組
織を設立（特定農業団体）。平成22年に法人化。 

設立の経緯 

＋ 小麦 ＋ 白大豆 

２８ 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



直播栽培等の新たな技術を積極的に導入し、労働時間・生産コスト
等の削減に努める他、栽培技術等の向上に取り組み、高品質・多収
量を実現。 

 
 
 
【組織名】北山営農組合（昭和63年12月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】兵庫県たつの市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 59戸 
 
【経営規模】 
 水稲            15ha 
 麦         11.7ha 
 大豆         2.6ha 
 (特定作業受託：1ha) 
  

○ 「損をしない農業、地域の農地は地域で守る」をスローガンに、一集
落一農場方式の全員参加(働ける時は働いてもらう)の共同作業を実践。 

○ 水稲湛水直播、高度施肥管理、耕起・施肥・播種同時作業等新たな技
術を積極的に導入し、労働時間・生産コスト等を削減（米の生産コスト
について、10ａ当たり個人経営で12万５千円程かかっていたのが営農組
合では７万４千円程に削減）。 

○ 地元醤油会社との契約栽培により、高たんぱく小麦、高たんぱく大豆
を生産。普及センター・ＪＡ・市・醤油会社と協力しながら、市内22集
落が集まった集落営農連絡協議会全体で肥料や農薬を統一するなど、醤
油づくりに適した高品質・多収量の小麦・大豆の生産を行い、地域ブラ
ンド化を推進。また、醤油カスを肥料にするなど循環型農業にも取組。 

○ 正・副組合長含め10名の役員で組織を運営している他、役員以外にサ
ブリーダー等（20才代が３から４人）を決め組織内の後継者を育成。  

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

○ 平成２年の大規模ほ場整備の換地により、畦がなくなり個人所有意識
が薄れたことをきっかけに、将来の農業の維持・発展のためには、高齢
化や後継者不在、農機具の過剰投資等が問題と考え、元ＪＡ組合長で
あった先代組合長を中心に６ヶ月間の役員協議の上、集落全員の合意を
取り付け、一集落一農場型の組織を設立。  

○ 平成18年11月に特定農業団体となり、現在、平成23年度を目途に近隣
６営農組合と広域合併し、100ha規模の法人設立を指向。 

設立の経緯 

＋ 大豆 

水稲湛水直播 

きたやま 

２９ 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



水稲では、疎植栽培とカルパーコーティング直播等を採用し、コスト
を低減と省力化 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 八幡営農組合（平成17年５月設立） 
【所 在】兵庫県加古川市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 642戸 
 
【経営規模】 
水稲        44.4ha 
麦類       80.0ha 
大豆       30.0ha 
そば      11.8ha 
野菜         3ha 
水稲作業受託     30ha 
 

○ 大型機械化体系を確立し、多くの小規模農家の農地の受け手となり、 
 地域の関係水田面積の約５割をカバー、約1200筆の経営農地の管理は地
図情報システムを活用し、作業指示の効率化、作業計画・履歴を作成。 

○ 水稲では、疎植栽培とカルパーコーティング直播、不耕起乾田直播を
採用し、コスト低減と省力化を達成。 

○ 営農組合で栽培した大豆は地元豆腐業者と連携し豆腐加工、ソバは自
家製粉しＪＡ直売所や組合直営の飲食店で販売、野菜はＪＡ直売所や飲
食店での販売のほか一部は市場出荷や学校給食(食育)に提供。 

○ 農産物の栽培から加工・販売までを行うことで、従業員７人、臨時３
人、パート20人の雇用を確保。農繁期の臨時作業員に10～20人が登録。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 麦類 ＋ 大豆 

大麦刈り取り風景 

やはた 

作業受託 野菜 そば 

○ 平成16年に八幡町内の近隣６集落の農会長と町内会長による法人化準
備委員会を結成。コンサルや市・県農業会議の指導を受け農事組合法人
の定款、集落営農からの資産引継や税対策等に関して検討を開始。 

○ 農会長が各自の集落で座談会を開催。行政やＪＡも参加し、質問に対
し農会長や各関係機関が即答することで農家の理解と集落リーダーへの
信頼を高め、農家の合意形成に役立った。 

○ 平成17年に集落完結型農業から地域完結型農業へ転換するため、近隣
６集落の任意組織を統合し、地域の全農家が参加する営農組合を設立。  

設立の経緯 

＋ ＋ ＋ ＋ 加工・販売 

３０ 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



専門家（普及指導センター、税理士等）の指導により、経理・運営の
マニュアルを作成。 

 
 
 
【組織名】株式会社 ささ営農 （平成18年７月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】兵庫県たつの市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】  82戸 
【経営規模】 
水稲           23.5ha  
小麦           12.0ha 
大豆(黒大豆・白大豆）12.9ha 
バジル                1ha 
その他野菜       3ha  

○ 近隣に株式会社化した例がなかったため、県農業会議、普及指導セン
ター、税理士など専門家の指導を受けて、経理・運営などのマニュアル
を作成し運営。 

○ 県下初の株式会社設立は、多くのメディアで全国にＰＲされ、各地か
ら視察、商談の問い合わせがあった。このため、周囲の見る目が変わり
信用度が一層向上したと実感。 

○ 個人が所有していた農機具を処分したため、個別経営の時と比べると、 
 機械投資や維持費、資材費等のコストが軽減。 
○ 法人化により、構成員の役割分担と責任の所在が明確化し意欲的に経
営。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ ＋ 大豆 野菜 ＋ 小麦 

地域農業管理施設・格納庫 全景 

３１ 

○ 地域内農家の全員が第２種兼業農家という状況の下、今後の集落農業 
 の担い手のあり方を検討した結果、法人であれば「経営体」としての位
置づけが明確化し地域に対する責任が増す一方で、周囲からは信用して
もらえると考え、従来の営農組合をベースに、平成18年に法人を設立。 

○ 意思決定の迅速さ、県下初の注目度、対外的な信用力向上の有利性か
ら、株式会社を選択（平成18年５月の最低資本金1000万円規定の廃止も
後押し）。 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



地域の認定農業者との連絡調整を密に行い、生産の団地化、ブロック
ローテーションを円滑に実施。 

 
 
 
【組織名】箕蚊屋大豆組合（平成19年４月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】鳥取県米子市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 64戸 
 
【経営規模】 
大豆       24.3ha 

○ 組合は、ブロックローテーション等の土地利用調整に加えて大豆品種
の統一や栽培方法の標準化を進め、作業計画を一元的に作成することで、
農地の効率的な利用を図っている。 

○ 構成員の認定農業者が中心となって基幹作業を行い、作業機械も認定
農業者のものを使用することで、組織としての機械の過剰投資を防止。 

○ 作業の平準化、共同化を図るため、組織での栽培講習や研修を実施。 
○ さらなる単収の向上、上位等級区分での出荷を目指し、施肥技術や新
技術への試験的な取組を実施。 

取組の特徴・効果 

大豆 【類型】 

みのかや 

３２ 

○ 水田・畑作経営所得安定対策の導入を契機に、大豆の集団転作を行っ
てきた５集落が共同で勉強会を開催。 

○ 将来にわたり生産の継続が可能となるよう、一般の農業者と認定農業
者を構成員とした大豆に特化した組織を平成19年に設立。 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



○ 圃場整備を契機に、水稲の作業の共同化を進めるとともに、組織化の
協議を進め、集落の農家のほぼ全戸が参加し、平成10年に組織を設立。 

共同作業を円滑に進めるため作業の年間計画を立てるとともに、タイ
ムカードで労働時間を管理。 

 
 
 
【組織名】沢営農組合（平成10年２月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】島根県安来市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 50戸 
 
【経営規模】 
水稲         30ha 
大豆         10ha 
飼料作物等    6ha  
   

 
 
○ 水稲（コシヒカリ）では、コストや労力の削減のため、直播栽培にも 
 取り組む。 
○ 農作業は構成員の共同作業とし、作業が進めやすいよう年間の計画を 
 立てるとともに、タイムカードにより労働時間を管理。 
○ 組織化前に比べると、農機具費が５割低下するとともに、労働時間も 
 ２割減尐。 
○ 共同作業の実施により、集落内のまとまりがよくなり、高齢者にも活 
 気。また、耕作放棄地や遊休農地が減尐。 
 
 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 大豆 ＋ ＋ 飼料作物等 

沢営農組合倉庫 

さわ 

３３ 

設立の経緯 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



【組織名】中村集落営農組合（平成18年８月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所在地】佐賀県佐賀市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 33戸 
 
【経営規模】 
 水稲          56ha 
 麦            63ha 
 大豆         15ha 

○ 地理情報システム（ＧＩＳ）を活用し、管内380筆のほ場情報を管理。
これを基に、米、麦、大豆の作物品種別の団地化を進め、機械の移動時
間の最小化や、生産資材の統一化などに取り組み、効率的な作業体系を
確立。 

○ 地理情報の活用によって、各ほ場の土壌分析、適性施用、生産資材の
輸送などの作業が効率化し、コストが低下。 

○ 従来、米、麦、大豆やその他の園芸作物（イチゴ、花卉、アスパラガ
スなど）を生産していた複合専業農家は、米・麦・大豆部門が集落営農
組織による協業化によって省力化したため、その余力で各専門部門の生
産に集中することが可能になった。 

○ 畦畔にセンチピードグラス（芝状の植物で雑草が生えにくい）を移植
し、草刈りなどの労力を軽減。非農家との交流を通じて、農地・水保全
管理支払にも取り組む。 

取組の特徴・効果 

ＧＩＳを活用して、米・麦・大豆の団地化を行い、作業を効率化。 

大豆 【類型】 水稲 ＋ 麦 ＋ 

３４ 

○ 従来からの機械利用組合（４つ）をベースとし、水田経営所得安定対
策の導入を契機に、平成18年に組織を設立。 

設立の経緯 

なかむら 

機械点検・清掃作業

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



園芸農家が中心となって組織化し、稲作作業を省力化。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 宇土割営農生産組合（平成16年12月設立） 
【所 在】熊本県宇城市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 66戸 
  
【経営規模】 
水稲（飼料用米含）13.9ha 
麦          5.5ha 
作業受託(3作業)   54.8ha 

○ 麦播種機を利用した水稲乾田直播（4.3ha）と疎植栽培（10ha 
 （30×28㎝植（通常比３割減））を導入。 
○ 担い手農家は殆どが園芸農家で、オペレータの確保が難しかったが、
法人化を機に専従のオペレータを雇用。 

○ 様々な取り組みによって、組織の信用力が高まり、集落内の農家から
の全作業受託が増加。 

○ 直播等の取り組みにより、種子代の削減や省力化を実現。 

取組の特徴・効果 

水稲 作業受託 ＋ 【類型】 

水稲の乾田直播 

うとわり 

３５ 

○ トマト、メロン等の施設園芸を中心とした農家がこれら作物に重点的 
 に取り組めるよう、稲作の「省力化」「低コスト化」を図ることが目的。
従来からあった任意組織をベースに、ＪＡも出資者に加え、平成16年に
法人を設立。 

設立の経緯 

麦 ＋ 

新技術導入・経営管理の徹底によるコスト削減 



特別栽培米に取り組みエコファーマーとして登録。 

 
 
 
【組織名】阿古耶営農組合（平成18年10月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所 在】岩手県北上市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 20戸 
 
【経営規模】 
水稲       29ha 
小麦        7ha 
大豆        15ha 
水稲作業受託   6ha 

○ 農作業の共同化や農作業受託を通じて効率的な農業経営を実現。農用
地の利用集積を図るため、転作小麦・大豆に加え、水稲作業を受託。 

○ 転作小麦の省力化を図るため冬期播種技術に取り組むほか、小麦の連 
 作障害回避のため大豆栽培に取り組む。 
○ 集落営農組織が転作や水稲作業を引き受けることでコストが低減され、 
 各農家はそれ以外の部門に専念。 
○ 耕畜連携を図りながら特別栽培米に取り組み、エコファーマーとして
登録。環境に配慮した持続性の高い農業経営を目指す。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 小麦 ＋ ＋ 水稲作業受託 大豆 

   小麦の冬期播種 
（トラクターによる覆土作業） 

あこや 

３６ 

環境に配慮した米づくりを実践 

○ 米、麦、野菜、果樹、畜産等多彩な農業が展開する集落にあって、農 
 家の高齢化や担い手不足による耕作放棄地の増加に対応するため、平成 
 14年に転作小麦の受託組織を設立。 
○ 地域水田農業の安定経営を目指し、地区内全農家を対象としたアン 
 ケート（２回）や、県・市・JAの農政担当者との勉強会（３回）、集落
内での話し合い（６回）、先進地研修等の取組を経て、平成18年に新た
な集落営農組織を設立。 

設立の経緯 



水稲栽培方法を統一し、全面積で特別栽培米に取り組み、ＪＡを通
じて外食業者との契約取引により安定的な収益を確保。 

 
 
 
【組織名】アグリ笹森（平成18年10月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】岩手県奥州市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 29戸 
 
【経営規模】 
水稲       46.2ha 

○ 特定農業団体の設立当初は、水稲部門で個別営農スタイルが継続して
いた（枝番）が、構成員農家に対して、個別経営収支の実態（赤字）と
組織として合理化した場合のコスト削減などのメリットを説明。 

○ その結果、農家のコスト意識が芽生え、組織としての農作業受託が加
速化した。農家個々で農業機械を更新しない取り決めを交わし、協業化
が進展。 

○ 法人化の際には、初期投資の負担軽減を図るため、個別農家が所有し
ていた機械を当面借り上げて使用。 

○ 水稲の栽培方法を統一し、全面積で特別栽培米に取り組んでいるほか、
ＪＡを通じた外食業者との契約取引により安定的な収益を確保。 

○ 平成23年からは、農業法人が連携する組織に参加し、農産物の共同販
売や販路開拓にも取り組む。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 

３７ 

○ ほ場整備事業の導入を契機に、農地の利用調整や計画的な作付を行う
ため、平成15年に農用地利用改善団体と特定農業団体を設立。 

○ 農家の後継者不足が深刻化する中、地域農業の担い手としての機能を
強化するため、法人化計画を前倒しし、平成18年に法人化（特定農業法
人）。 

設立の経緯 

ささもり 

環境に配慮した米づくりを実践 



 大手商社と連携して「こだわりのブランド米」生産に地域をあげ
てトライ！ 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 アグリ檜山（平成15年11月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】秋田県能代市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 55戸 
 （うち事業従事者 11名） 
 
【経営規模】 
水稲         52ha 
大豆           8ha 
作業受託       18ha 
ハウス利用の園芸作目など 

○ 法人と同時に設立された農用地利用改善団体が水田の利用調整を行い、
法人は作業を実施。内部組織として、総務・稲作・大豆・ハウス利用の
４部門を設置。 

○ 市と地元ＪＡ、大手商社との連携のもと、桧山川水系の清水、こだわ
りの専用肥料、農薬の使用成分回数を10成分以下に抑えた環境にやさし
い米づくりを実施、栽培面積を40haに拡大し、所得の向上に努力。 

○ 毎年10月末に独自に「桧山まつり」を開催し、法人で収穫された米や
野菜、個人で作った農産物加工品を販売するとともに、地元小学校の農
作業体験の受け入れ等を実施。 

取組の特徴・効果 

水稲（主食用） 【類型】 ＋ 水稲（加工用） ＋ ＋ 園芸作目 大豆 

アグリ檜山の組合員と関係者の皆さん 

ひやま 

３８ 

○ 水稲主体の小規模兼業農家が多い中で、大区画圃場整備を契機に平成
15年に法人を設立。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



集落の農家・住民の内発的取組により集落営農を組織化。特別栽培
米を生産し、直売所等で販売。 

 
 
 
【組織名】大桶集落営農組合（平成19年２月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所  在】栃木県那須烏山市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 30戸 
 
【経営規模】 
 水稲          30ha 
 麦         16ha 
 大豆         8ha 

○ 集落内の作付状況を地図に落とすことにより、他集落からの入り作や
会員内作付地等を「見える化」し、ブロックローテーションの有効性を
向上。 

○ 特別栽培米生産に20haで取り組み、環境に優しい農業を実践。畦畔管
理植物としてペニーロイヤルミントを導入し除草作業を軽減。 

○ 水稲育苗ハウスを利用した野菜生産や特別栽培米「地域の力まごこ
ろ」等の直売所出荷により、高齢者・女性の活躍の場の創出にも寄与。 

○ 集落の子供達が伝統行事や地域の豊かな自然に触れ、共同スペースで
収穫を体験する中で、昔から受け継がれてきた文化や技術の伝承活動に
触れることにより、次世代の後継者育成にも寄与。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

おおけ 

○ 集落営農への参加意向アンケートを行った結果、7割以上の賛同を得
たことから、集落営農の組織づくりに着手。 

○ 昔からの財産・資源の継承と薄れつつある協調性「結(ゆい)」を取り
戻すことを目的として、徹底した話し合いを行い、また、理解が得られ
ない者や不参加者への説明など地道な活動を長期にわたって行い、平成
19年に全員参加型の集落営農組織を設立。 

設立の経緯 

＋ 大豆 

収穫の様子 

３９ 

環境に配慮した米づくりを実践 



集落内一農場の視点に立ち、集落内の組織で役割分担を実施。全組
合員が水稲のエコファーマーの認定を受け、減農薬・減化学肥料栽
培を生産。 

 
 
 
【組織名】玉田集落営農組合（平成19年２月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所  在】栃木県矢板市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】  9戸 
 
【経営規模】（平成22年産） 
 水稲            8ha 
 新規需要米(飼料米)    2ha 
  野菜(ｲﾝｹﾞﾝ､ｶﾎﾞﾁｬ等)   2ha  
 その他         3ha 
   

○ 組合員全員が水稲でエコファーマーの認定を受けており、減農薬・減
化学肥料栽培による米づくりを行うほか、飼料用稲や野菜の生産にも取
り組み収益向上に努力。 

○ 野菜は、市場出荷するだけでなく、オリジナルラベルを貼り付けるな
ど差別化した上で直売所で販売。また、飼料用稲は、畜産農家に提供し、
畜産農家からは堆肥の提供を受けるなど、集落内での循環型農業を確立。 

○ 集落内の組織（「長男会」(後継者)、「母の会」(女性)、「高砂会」
(高齢者)、「環境を良くする会」(農地・水・環境保全)）と連携して、
農作業補助や畦畔・水路の維持管理等の協力を得ながら、集落全員で農
業・農村を支える活動を実践。 

○ 集落全員で取り組む水田アートは、多くの近隣住民の参加を得て、都
市住民との交流イベントとして定着し、地域活性化にも貢献。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 ＋ 

たまだ 

○ 農業従事者の高齢化及び兼業化が進み、耕作放棄地の増加や住環境の     
 悪化が懸念される中、優良事例の視察研修や組織設立後の経営試算など 
 を行う玉田集落営農研究会を平成17年に発足。  
○ 同研究会による１年７ヶ月の調査研究・検討を経て、ＪＡや県の支援 
 及び研究会会長の強力なリーダーシップの下、集落一農場を目標とする 
 集落営農組合を矢板市で初めて設立。  

設立の経緯 

野菜 

古代米で水田アート 

４０ 

環境に配慮した米づくりを実践 



エコファーマーの認定を受け、減農薬減化学肥料栽培により特別栽
培米を生産。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 岡御所営農組合（平成20年２月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】富山県高岡市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 25戸 
 
【経営規模】 
 水稲          18ha 
 麦          9ha 
 ねぎ              0.2ha 
  

○ 協業経営型の組織への再編・法人化に合わせて、農業用機械を法人に
集約し、低コスト生産体制を確立。 

○ 大麦アトほ場での緑肥作付け、全てのほ場での発酵鶏糞の継続施用な
ど有機物施用の取り組みを発展させ、土づくりを基本とした減農薬減化学肥
料米を生産。 

○ 平成18年3月にはエコファーマーの認定を受けて、翌年から全面的に減農
薬減化学肥料による特別栽培米の生産に取り組むとともに、化学肥料・化学
合成農薬の使用を5割以上削減する先進的営農支援の対象組織にもなる。   

○ 農地・水・環境保全向上対策にも、その中核として参加し、排水路法面への
ヒメイワダレソウの植栽を進めるなど農地・水環境の保全にも積極的に貢献。 

○  また、育苗終了後のハウスにおいて、構成員家族の女性によるネギの栽培
を開始し、女性の経営参画と意欲の向上を実践。  

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

おかごしょ 

○ 昭和46年の第二次構造改善事業によって整備した育苗施設、トラク 
 ター等の共同利用を契機として、機械利用組合を設立。  
○ その後、集落の農業の将来についての危機感が高まり、集落内の全戸 
 が参加する協業経営型の組織に再編し、平成20年に法人化。  

設立の経緯 

写真 

ねぎ栽培講習会 

＋ ねぎ 

４１ 
（平成22年現在） 

環境に配慮した米づくりを実践 



○ 平成２年に転作対応のための生産組合を設立。同組合の所有している
コンバインの更新に当たり、生産組合の存続について話し合いを重ね、
集落の将来を考えて、１集落１農場を立ち上げることとし、平成11年に
法人を設立。 

集団的なブロックローテーション方式により、効率的な集落農業を
実施。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 グリーンファーム角屋（平成11年10月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】福井県あわら市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 16戸 
 
【経営規模】 
 水稲             11.9ha 
 大麦              6.5ha 
 大豆             6.5ha 
 

○ 集団的なブロックローテーション方式により、水稲→麦→大豆体系に
よる効率的な生産を実施。 

○ 農地・水・環境保全向上対策の活用により、特別栽培米を導入し、直
接販売も実施。 

○ 後継者を育成するため、オペレーターは誰か１人に作業が集中しない
よう調整。 

○ 育苗ハウスを活用して、枝豆の生産を開始し、ＪＡ直売所などで販売。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 

設立の経緯 

大麦 大豆 ＋ ＋ 

４２ 

すみや 

環境に配慮した米づくりを実践 



効率的な土地利用型農業と資源循環型農業を実践。 

 

 

 
【組織名】おきす営農組合（平成16年９月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体）＞ 
【所  在】島根県斐川町 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 43戸 
 
【経営規模】 
 水稲          38ha 
 麦         24ha 
 野菜等その他作物   28ha 

○ 構成員間での話し合いにより、ほ場区画の畦畔を撤去し、作業の効率
化を実現。  

○ 転作作物（大麦）の後作にひまわりを栽培し、地域イベント「ひまわ
り祭り」では、収穫した種子を食用オイル、化粧品素材等さまざまな商
品に加工し、直売。   

○ 環境にやさしい資源循環型農業として、ひまわりの絞りかすを肥料と
して活用し、特別栽培米の取組を推進する他、酪農家との稲・麦藁と堆
肥の交換による耕畜連携を実現。 

○ 冬場の雇用の確保と営農組合への積極的な女性参画の一環として、白
ネギの栽培を開始するなど、耕地利用率133％を実現。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

○ 従来から、隣接する３つの営農組合（東島・昭和・瑞穂）が、構成員 
 間等の機械貸借により転作麦の栽培を行ってきたが、借り入れ機械では 
 適期作業が困難で、機動性に欠けるなどの課題がある他、農業従事者の 
 高齢化が進行する中で、次代を担う後継者の不足が顕在化。 
○ このため、３つの営農組合を統合し平成16年９月に組織を設立。 

設立の経緯 

＋ 野菜 

ひまわりの景観 

４３ 

環境に配慮した米づくりを実践 



化学肥料や農薬の使用を抑えた米生産により、有利販売とコスト削
減を実現。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 北の郷ファーム（平成18年12月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】島根県邑南町 
【農業地域類型】山間農業地域 
【構成農家戸数】 60戸 
 （うち事業従事者 11名） 
 
【経営規模】 
水稲         22ha 
ねぎ            60a 
広島菜      25a 
ミニトマト    7.2a 

○ クローバーをすき込んで栽培する地域のブランド米「石見高原ハーブ 
 米」(島根県推奨エコロジー農産物)の生産にエコファーマーとして取り 
 組んでおり、１８ｈａを栽培。 
○ 「石見高原ハーブ米」は、慣行栽培のコシヒカリより３０ｋｇ当たり 
 ５００円高く販売されており、農薬や化学肥料を慣行栽培より抑えてい 
 るため生産コストの低減ともなることから、収益性が向上。 
○ 平成２１年から水稲育苗ハウスを活用した移動式尐量培地耕(通称： 
 トロ箱栽培)によるミニトマト生産も開始し、女性や高齢者の力も活用。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 施設野菜 露地野菜 ＋ 

北の郷ファームほ場風景（ねぎ） 

きた  さと 

４４ 

○ 従来からの水稲、野菜、花き等の共同作業を行う営農組合をベースと
して、中山間地域等直接支払制度の特定農業法人設立加算を活用しつつ、
平成18年に法人を設立。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



大区画ほ場整備で実現した大型農業機械の導入により、農作業が効
率化。大規模集落営農による大幅なコスト低減を達成。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 宇賀荘（平成20年３月設立） 
【所  在】島根県安来市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 247戸 
 
【経営規模】 
水稲       81ha 
大豆        97ha 

○ 経営構造対策等の補助事業を活用して大型農業機械を導入するととも
に、水稲・大豆を中心とした土地利用型作物の作付体系を確立し、労働
時間及び生産費を１／２に圧縮。 

○ 基幹作業はオペレーター27名（うち女性１名）が担い、補助作業は人
材バンクに登録した一般組合員が計画的に出役。 

○ 安来節で知られる「どじょう」を水田に放流して栽培した「どじょう
米（無農薬・無化学肥料米）」の栽培など、環境にやさしい農業に取り
組む。 

○ 地域の子供達との交流やビオトープ設置などを通じて、地域の自然を
次世代へ引き継ぐことが可能な農業を実践。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 大豆 ＋ 

オペレーターのみなさん 

うかしょう  

４５ 

○ 大区画ほ場整備事業の着手を契機に、島根県最大の集落営農組織が平
成14年に設立された。次世代に引き継ぎが可能な組織とするため、平成
20年に法人を設立。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



主業のトマト・肉用牛は個別に経営し、水稲、転作（飼料作物）を
協業化し生産コストを低減。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人金谷営農生産組合（平成20年２月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】山口県萩市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 9戸（17名） 
 
【経営規模】 
水稲      12ha 
飼料作物     4ha 

○ 本業であるトマト及び肉用牛生産は個別に経営。水稲及び転作（飼料 
 作物）を集落営農で協業化することにより、生産性と所得の向上を目指
している。 

○ 機械利用の共同化を進めるため、個別に所有する農機具更新の自粛を 
 申し合わせ、農業機械の整理・合理化を推進。 
○ 飼料作物は地域の畜産農家に供給し、堆肥をほ場に還元するなど、耕 
 畜連携に取り組む。 
○ 水稲部門はエコファーマーとして特別栽培米を生産。共同防除の実施
により、生産コストを削減。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 飼料作物 ＋ 

金谷集落 

かんだに 

４６ 

○ 地域の農地は地域で守ることを目的に、集落内のＪＡのＯＢがリー
ダーとなり、ＪＡと連携して組織を設立。当時は、山口県初の特定農業
団体。その後、平成20年に法人化。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



 
【組織名】農事組合法人二条窪（平成18年12月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所在地】山口長門市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 13戸 
 
【経営規模】 
水稲      9.8ha 
飼料作物    3.0ha 
長門ゆずきち   20a 
たまねぎ     15a  

○ 経理面の精通者がおらず、事務処理に不安があったが、組織内の話し
合いにより、勤務先で経理経験のある兼業農家を探しあて、経理事務を
担当してもらうことに。 

○ 水稲作については、組織としてエコファーマー・エコやまぐち５０・

ＪＧＡＰ認証を取得し、安全で高品質な稲作を展開。 

○ 構成員の多くがサラリーマンであるため、作業は綿密な計画の下、短

期集中で一斉に実施。 

○ 近隣の畜産農家との耕畜連携を密にし、稲わら・飼料作物と堆肥の交

換を実施。 

取組の特徴・効果 

組織として、ＪＧＡＰ認証を取得し、安全で高品質な稲作を展開。 

水稲 【類型】 ＋ 

にじょうくぼ 

飼料作物 

４７ 

○ 高齢化等で、個人で農地を維持していくのが困難な状況となってきた
ため、集落内で話し合いを重ね、平成18年に法人を設立。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



法人設立を機に、麦・大豆の生産に加えて、利用権設定による水稲生
産に取り組み、経営面積を拡大。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 竹原営農（平成17年４月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】福岡県宮若市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 49戸 
 
【経営規模】 
水稲         1ha 
麦         21ha 
大豆       6ha 
 
 

○ 法人設立を機に、麦・大豆の生産に加えて、利用権設定による水稲生
産に取り組み、経営面積を拡大。 

○ 水稲は、福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度を活用し、「わざあ
り米」のブランドで販売。 

○ 畜産農家の牛糞堆肥と稲わらを交換し、循環型農業と土づくりを実践。 
○ 作業班体制による計画的な労務管理を行い、労災・傷害保険に加入し
て、安心して働ける体制を整備。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 麦 ＋ 大豆 

たけはら 

４８ 

○ 早期米の共同育苗、大豆の団地化の取組を契機として、平成３年に竹
原営農組合を設立。地域の担い手としての位置付けを明確にするため、
平成17年に法人を設立。 

設立の経緯 

大豆中耕培土作業状況 

環境に配慮した米づくりを実践 



集落独自の減農薬栽培基準を設定、生産農家全員がエコファー
マーの認証を受け、安全・安心な米を販売。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 エコファーム永池（平成18年９月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】鹿児島県菱刈町 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 24戸＋1農協 
 （うちオペレーター 6名） 
 
【経営規模】 
水稲          21ha 
その他(野菜)       9ha 

○ 集落では米の単収が低かったことから、付加価値を付けた米を販売し 
 収益を上げる努力を行っている。集落独自の減農薬栽培基準を設けて生
産農家全員がエコファーマーの認証を受け、安全・安心な農産物を生産。 

○ 付加価値の高い農産物を安定的に供給できるようになったため、市場
価格より高価で販売。外食産業への出荷（生産量の約70％）を行ってい
るほか、直売所やネット販売を行うなど新たな販路が拡大しており、収
益性も向上。 

○ 中山間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払を活用し、地域ぐ
るみでの農地保全活動等を実施。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 その他（野菜） ＋ 

 
     

 
  倉庫        倉庫   
 
 
 
 
 
 

  籾すり機    汎用コンバイン 

ながいけ 

４９ 

○ 多くの農家が抱える機械の過剰投資問題を解消するため設立された作
業受託組合をベースに、平成18年に法人を設立。 

設立の経緯 

環境に配慮した米づくりを実践 



養豚組合との連携により、堆肥をほ場に還元することで環境保全型
に取り組む。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 一方井地区営農組合（平成19年２月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】岩手県岩手町 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 45戸 
  
【経営規模】 
水稲     15.3ha 
大豆      16.4ha 
りんどう    0.9ha 
ブルーベリー  0.3ha   

○ 平成19年度から、りんどう、ブルーベリーを導入し、経営の複合化を
推進。 

○ 町内養豚組合との耕畜連携により、化学肥料に代えて堆肥をほ場還元 
 するなど、環境保全型の取組を推進。 
○ 水田の一元的管理により、作業の効率化や品質の向上・平準化を実現。 
 米は、町内のみならず、県内３市町村において学校給食用に供給。 
○ 女性や高齢者は、水管理、除草、育苗箱の運搬・洗浄等に従事し経営 
 に参加。また、子供達を対象に地域文化、伝統行事、郷土料理等の体験
学習を実施。 

取組の特徴・効果 

田植え後の水田 

水稲 ＋ 黒大豆 【類型】 

耕畜連携に取り組み 

いっかたいちく 

５０ 

○ 水稲以外の転作作物を主力とする農家が多く、水稲と転作作物の労力
面での競合が課題となる中、転作作物と水稲を合わせた集落の水田を一
元的に管理することで、効率的な営農が展開できるよう、平成13年に任
意組織を設立。 

○ この組織を地域の担い手と位置付け、水田・畑作経営所得安定対策の 
 導入を契機に、平成19年に法人を設立。  

設立の経緯 



有機肥料生産施設の堆肥を使用し、循環型農業を推進。 

 
 
 
【組織名】片子沢営農組合（平成18年11月設立） 
     ＜任意組織（特定農業団体と 
      同様の要件を満たす組織）＞ 
【所  在】岩手県雫石町 
【農業地域類型】山間農業地域 
【構成農家戸数】 31戸 
 
【経営規模】 
 水稲          26.0ha 
 麦         14.3ha 
 大豆        14.0ha 
 その他(菜の花等）  4.8ha 

○ 個人での農業機械の更新はしないよう取り決めた他、生産資材の購入や生 

 産物の販売を組織で一括して行うことにより、経費を削減。 

○ 小麦・大豆の地力増進と連作障害を防止するため、町営の有機肥料生産 

 施設（アグリリサイクルセンター）の堆肥を使用し、完熟堆肥による循環型農 

 業を推進。 

○ 雫石町「菜のテクノロジープロジェクト」にも参画し、転作対応として小麦との 

 ローテーションで「菜の花」も取り入れ、地域資源循環社会の構築にも貢献。 

○ 平成24年1月の法人化を目指して活動。 

取組の特徴・効果 

【類型】 水稲 麦 ＋ 

効率化が図られた防除作業 

かたごさわ 

○ 水田農業経営確立対策により水田転作に取り組むに当たり、これまでの個 

 別転作をやめ、団地化を図り指定作物の省力・低コスト栽培に取り組むことを 

 決定し、集団転作を請け負う組織として平成13年に片子沢２００１生産組合を 

 設立。 

○  その後、水田・畑作経営所得安定対策の導入を契機に、「片子沢営農組  

 合」に組織を再編。 

設立の経緯 

＋ 大豆 ＋ その他 

５１ 

耕畜連携に取り組み 



水稲ＷＣＳによる地域の畜産農家との耕畜連携のほか、そば、山菜
等にも取組む。 

 
 
 
【組織名】株式会社和農日向（平成１９年２月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所  在】山形県酒田市 
【農業地域類型】山間農業地域 
【構成農家戸数】６戸 
 
【経営規模】 
水稲     32.0ha  
水稲WCS     7.0ha（受託：26.5 ha） 
そば      3.5ha 
牧草       3ha 
その他作物   4.3ha 
 

○ 組織形態を株式会社とすることにより、迅速な意思決定による機動的 
 な運営を実践。  
○  ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）の生産など、地域内の耕畜連携
の取組を実践。 

○ 高冷地の条件を活かしたそばや山菜の生産など、複合化を進めること
により、経営が安定。 

取組の特徴・効果 

水稲 ＋  水稲ＷＣＳ 【類型】 

水稲ＷＣＳの収穫調製 
（ロールベール）作業 

わのうにっこう 

＋ そば ＋ 牧草 ＋ 

５２ 

○  中山間地域等直接支払制度を活用して共同取組活動を続ける中で、担 
 い手不足や耕作放棄地の増加に対する危機感が高まり、集落営農組織（
任意組織）の設立を検討。 

○  後継者を確保しやすい収益性の高い経営、将来の農外事業への進出の
可能性を考慮して、任意組織ではなく株式会社を選択し、平成19年に法
人を設立。 

設立の経緯 

山菜等 

耕畜連携に取り組み 



水稲の農作業受託を継続するため畜産農家が中心となって法人化。 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 鼻毛石機械利用組合（平成18年５月設立） 
【所 在】群馬県前橋市 
【農業地域類型】平地農業地域 
【構成農家戸数】 10戸 
  
【経営規模】 
水稲           3ha 
水稲収穫作業受託 17ha  
二条大麦       11ha 
飼料イネ      11ha 

○ 構成農家の大半が認定農業者等の担い手として個々の畜産経営に力を
入れている。 

○ 同組合で栽培している飼料イネの全量と、水稲の稲わらの殆どを、自
給粗飼料として各構成農家が消費。 

○ 共同で自給粗飼料としての飼料イネの栽培を行っているので、円滑な
農地利用調整が行われている。 

○ 飼料イネは直播栽培で省力化。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 

はなげいし 

＋ 二条大麦 

飼料イネの栽培 

飼料イネ ＋ 

５３ 

○ 畑作や畜産が盛んな地域で、水稲作業は従来からＪＡが作業受託。 
 ＪＡの作業受託中止を契機に、畜産農家10戸が中心になって作業受託 
 組織を設立。 
○ 組織化後は麦作や飼料イネの生産にも取り組み、平成18年に法人化。 

設立の経緯 

耕畜連携に取り組み 



畜産農家と麦わら、稲わらと堆肥の交換を実施、麦わらは堆肥セン
ターへの供給するなど資源の有効活用を実践。 

 
 
 
【組織名】有限会社 中条農産サービス（平成15年９月） 
【所 在】埼玉県熊谷市 
【農業地域類型】都市的地域 
【構成農家戸数】 4戸 
  
【経営規模】 
水稲         51ha 
麦           60ha 

○ 麦わら・稲わら収集を行い、畜産農家へ稲わらを提供し、畜糞堆肥を
ほ場に還元、麦わらは堆肥センターへ供給するなど資源の有効活用を実
践。 

○ 県内の酒造会社と酒米の契約栽培を実施し、安定した取引を実現。 
○ パート雇用している従業員（同地区内30歳代）による、大型けん引免
許の取得等を進め、同法人の後継者、地域の担い手として育成中。 

○ 大型機械を購入したことにより作業時間が短縮され、更なる経営規模
の拡大が可能。 

取組の特徴・効果 

水稲 【類型】 ＋ 加工・販売 麦 ＋ 

外国製大型コンバインと大規模ほ場 

ちゅうじょう 

５４ 

○ 高齢化、後継者不足が深刻となる中、農地管理を引き受ける団体が必
要と考え、熊谷市で初の土地利用型の会社法人として、平成15年に設立。 

設立の経緯 

耕畜連携に取り組み 



大型畜産法人との耕畜連携（稲わらと堆肥の交換）を実施、定期的な
土壌診断等徹底的な土作りにより、高い土地利用率と高収量を実現 

 
 
 
【組織名】農事組合法人 ファーム・おだ（平成17年11月設立） 
     ＜特定農業法人＞ 
【所 在】広島県東広島市 
【農業地域類型】中間農業地域 
【構成農家戸数】 128戸 
 
【経営規模】 
水稲        46.4ha 
大豆          18.7ha 
小麦      18.7ha 
そば        3.7ha 
野菜他      1.2ha 

○ 女性を中心とした加工部「おだ・ビーンズ」では、大豆などを主原料
とした30種以上の加工品を開発し、地元の直売所等で販売。歳暮時期に
は詰め合わせたギフトを「ふるさとの味パック」として商品化。 

○ 大型畜産法人との耕畜連携（稲わらと堆肥の交換）を実施、堆肥の施
用、プラウ耕による深耕の実施、定期的な土壌診断等徹底的な土作りに
より、高い土地利用率と高収量を実現。 

○ 法人の成果が見えてくるに従って、若い就農者グループが積極的に関
わり、土日の作業を中心にオペレーターとして活躍。 

取組の特徴・効果 

水稲 ＋ ＋ そば 【類型】 大豆 野菜 ＋ 加工・販売 ＋ 

直売施設 「寄りん菜屋」 

５５ 

○ 市町村合併に伴って、小学校の廃校や診療所の統廃合が進み、地区に
とって危機的状況が訪れる中、自治組織が中心になって、法人の集落営
農組織を平成17年に設立。 

設立の経緯 

小麦 ＋ 

耕畜連携に取り組み 


