
１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

○北陸地域の水田農業は、安定的兼業農家を中心とした集落単位での農業として展開。
今後、持続可能な水田農業経営としては、
①集落営農から法人経営へ発展。
②担い手農家が中心となって借地により規模を拡大し、法人経営（一戸一法人、農事組合法人等）へ発展。

○法人経営に移行すると、非農家出身者や地域の高齢者等の雇用が容易となり、経営規模の拡大、加工・販
売への取組（６次産業化）が加速され、ビジネスとしての農業経営の方向性が明確化。

○こうした動きを加速していくためには、戸別所得補償制度において、法人化加算、規模拡大加算等を措置す
るとともに、新規就農支援、 ６次産業化支援、金融支援、基盤整備、施設整備等の諸施策を総合的に推進し
ていく必要。

○借地権に依存した経営が、集落の範囲を超えて安定的に発展するための財務基盤の強化、円滑な経営
移譲が今後の課題。

【経営概要】
作付面積約43ha（構成員は約70戸）。水稲、麦、大豆のブロックローテーション。内、６ｈａは米粉用米生産。

【取組内容】
・平成８年に基盤整備を契機に機械利用組合を設立。
より効率的で安定的な組織運営のため、18年に集落の全農家が参加し法人化。
エコ農業にも取り組む（県認定）。

・コスト削減や作業の平準化のため水稲作付（約30ha）の約半分を不耕起Ｖ溝直播で
栽培。

・関連会社の(株)白山明峰で、米粉パンを製造・販売、県内の学校給食用米粉も販売。
・米粉加工で７名の新規雇用（集落内の高齢者）を創出。
・米粉関係の施設整備には、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用。

明峰ファーム 石川県小松市

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

■事例

1



○農政局との連携･協働
・農家や消費者、食品会社など地域での情報ネットワークを構築（情報収集、意見交換等）。
・各地での意欲的な取組を県・市町村・農業団体等とも連携して情報を発信。
・農業委員会、農地利用集積化円滑化団体等の活動強化等を支援。

(株)六星 石川県白山市

【経営概要】
作付面積130ha。（ほぼ借入地）。内、もち米を200t生産。
雇用数は70名（パート含む）。

【取組内容】
・昭和54年に、農家５名で農事組合法人を立ち上げ。その後、利用権設定
等により経営規模を拡大。平成19年に(株)六星として発展。

・ 「農の雇用事業」を活用した新規就農者の積極的な受け入れ。
・多様な農産加工品の製造販売、直売所の設置等により、地域農業の活
性化に貢献。

2



・羽咋市の神子原（みこはら）地区では、平成１７年
に 棚田で生産する米をローマ法王に献上。知名
度が向上しブランドを確立。
また、人工衛星を利用

した食味測定技術を開
発し良質米を選別。その
結果、１キロ７００円で販
売され、農家所得の向上
に寄与。

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

○里地・里山・里海の総合的な取組みへの支援

過疎・高齢化の進む農山漁村地域（里地・里山・里海）では、持続的農業と生物多様性の保全
を始めとして、地域資源を活用した産学官が連携した取組みを総合的に進めることが重要。

・持続的農業と生物多様性の保全の両立
・農作物のブランド化など付加価値の向上や林産物（山菜、きのこ）の生産拡大による農家
所得の向上（６次産業化の推進、里山の整備・保全等）

・グリーンツーリズムやエコツーリズムによる農家所得の向上

（修学旅行の誘致、世界重要農業資産システムへの登録の活用等）
※世界重要農業資産システム(Globally Important Agricultural Heritage Systems：GIAHS）とは、ＦＡＯが2002年から
主として途上国を対象に開始したプロジェクト。

・企業等の農業参入や里地里山の保全活動の推進
・地域再生の人材育成等

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

■事例

・佐渡市では、「生き物を育む農法」や「環境保全
型農業」等を要件とする「トキと暮らす郷づくり」
認証制度や農地・水・環境保全向上対策により
トキの野生復帰に向け、官民一体で取組む。

持続的農業と
生物多様性の保全の向上

農作物のブランド化

トキのエサ場（江の設置） 神子原米
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・金沢大学、石川県、奥能登市町村は、奥能登に
定住して、農林水産業、アグリビジネス、グリーン
ツーリズムを実践する地域のリーダーとなりうる人
材を育成するため、平成１９
年から「能登里山マイスター」
養成プログラムを実施。５年間
で６０名以上の人材育成を
目指す。

・（株）リコージャパンは、社会貢献活動の一環とし
て平成１８年から七尾市において棚田の再生、田
植え、稲刈り等の作業を社員や家族が実施し、過
去４年間で延べ５００人が
参加。石川県では、平成２２
年度に「いしかわ農村ボラン
ティア制度」を作り企業等と
のマッチングをサポート。

・氷見市の魚卸問屋の子会社（飲食部門）である
Ｔ－ＭＡＲＫＳは、ブドウの生産からワイン醸造ま
で手がけるため平成１９年に農業参入（耕作放棄
地の活用）。
親会社が水産会社の

ため、知り合いの業者か
らカキ殻を土壌改良材と
して投入する等、土作り
にも取組んでいる。

企業の里地里山の保全活動

企業の農業参入

地域再生の人材育成

○農政局との連携・協働
・中山間地域等直接支払い、農地・水・環境保全向上対策、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金等による支援
・６次産業化のためのサポート
・教育機関等を対象としたシンポジウムやモニターツアーの開催
・グリーンツーリズムや企業の農業参入・地域社会貢献活動について表彰、情報発信

・能登町の「春蘭の里」では、平成１５年の構造改
革特区認定により現在では約３０軒の農家民宿
が開業。里山での山菜、キノコ取り、炭焼き、農
業体験等の豊富な体験メニューにより小学校の
教育旅行や都市住民を受入れ。

農家民宿でのグリーンツーリズム

ワイン用ブドウ

4



１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

■新潟県での事例

・北陸はこれまで低湿地帯が多いという不利な生産条件を克服するため、ポンプ場等の排水改
良を重点的に実施し、我が国有数の米どころに。

・今後は、これまで築造した用排水施設の適正な維持管理・更新と長寿命化対策を推進。
その際、排水不良地域の条件不利性や用排水施設の有する公益性についても配慮が必要。

・更に、水田の排水改良と大区画化を進め、多様な農産物の生産と低コスト化、経営規模の拡
大に資する農地整備を推進。

○低コストで力強い水田農業の展開と地域社会の維持に不可欠な農地と水の整備を着実に推進

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

○ 常時排水地域の土地改良・水利費は、県平均より１．２倍、
全国平均より２．６倍割高

新潟県・全土連調べ（H11)

○ 新潟県の再建設費は北海道に次いで２番目に多い
○ 新潟県（４６％）は全国（３２％）に比べて老朽化施設の割合が多い

基幹水利施設の再建設費（億円）
うちＨ３０までに耐用年数を

迎える施設（億円）

新潟 １４，４００ ６，６００

富山 ３，９００ １，１００

石川 ２，２００ ５００

福井 １，９００ ８００

全国 １７１，０００ ５４，０００

大規模かつ老朽化した水利施設が多い

常時排水地域では生産コストが割高

（４６％）

（３２％）
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三条市「川通北地区」の事例

○農政局との連携・協働
・農家や土地改良区との密接な情報交換により、地域で必要とされるニーズを把握
・戸別所得補償制度と連携して、法人経営や新規就農拡大に資する大区画圃場整備を一層推進するとともに、
排水改良を進め、地下かんがいや水稲直播等の新たな技術を導入し低コスト営農を支援

・基幹的な用排水施設に対する長寿命化計画の適切な策定と更新事業の計画的な実施への支援
・一括交付金の配分においては、農業生産の重要性に鑑み、水利施設や農地面積等の要素の反映を配慮

担い手への集積率

県平均 圃場整備地区

５４％ ７２％

○Ｈ21年度までに完了した、圃場整備実施済みの106地
区では1万3700ｈａを担い手に集積

○集積率は72％に上り、県平均の54％を大きく上まわる
○担い手は認定農業者、特定農業法人、特定農業団体

圃場整備率

全国 新潟県

６１％ ５５％

○ 整備率は３０ａ以上に整備された水田の割合
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２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

○消費者ニーズにあった米粉の生産・流通体制の確立
・米粉は食料自給率向上のキー政策の１つ（１０年後の生産目標は５０万トン）。需要の拡大が急務。
・北陸は米粉利用の先進地。新潟県を筆頭に急速に米粉用米の生産が拡大。
・米粉の利用拡大が進むにつれ、実需者からは米粉の品質の不揃いを指摘する声が多く発生、米粉の
一層の普及の妨げとなっている。

・パン用、めん用など、用途（ニーズ）に応じた米粉の規格の確立が急務。

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

■管内の事例
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・新潟製粉㈱（胎内市）及び㈱ＳＳ製粉（黒部市）は製粉工場を新設・増設
（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用）。 製造された米粉は、
大手製パン会社に供給され、米粉パンとしてコンビニ等へ流通。

・生産者による米粉の製造・製品化として、㈲ＭＫ農産（魚津市）や㈱白山

明峰（小松市）等の事例が出始めており、６次産業化の取組として注目。

広がる米粉の用途

米粉バウムクーヘン 米粉めん 米粉ドリンク

パン、ケーキ等からめん類、ドリンク類へと用途が広がっている。
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主な用途 種 類

パン用 強力粉

めん用 中力粉

菓子類 薄力粉

小麦粉の用途分類の例

↑  米粉はまだこうした

用途別の規格が確立し
ていない。 ↓

【実需者】
・製パン、洋菓子店など米粉の実需者は「仕入れ先（製粉会社）によ
って米粉の品質（粒度、吸水性等）が均一でない」ことに強い不満。

・本格的に生産ラインにのせるには、「米粉の品質安定が不可欠」。

【米粉先進地・新潟県】
・山崎製パン㈱やエースコック㈱を巻き込んでＲ１０プロジェクト（輸入
小麦の１０％を米粉に置き換えようという運動）を推進中。

・米粉の用途拡大・需要拡大のために、米粉特性（粒度、吸水性等）

と製品との品質関係の解明、全国レベルでの米粉の規格化が必要。

■米粉普及に向けての課題

○農政局との連携・協働
・米粉の規格の確立については、技術会議に米粉の規格化に向けた研究の必要性を伝え、研究サ
イドへの働きかけを実施。（２４年度以降の研究課題として検討中）

・米粉の規格化（品種、製粉方法、粒度、吸水性等の違いを踏まえた用途分類）には、産学官の連
携が必要であり、農政局としては、引き続き県、関係業界、研究機関との連携強化を図る。

・また、米粉の需要拡大を図るため、県と連携して、実需者を対象としたマッチング、シンポジウム、
技術講習会等の開催、消費者を対象とした米粉製品販売店や米粉料理レシピの紹介等を推進。

8



２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

○農家の所得向上に直接につながる施設整備
・稲作経営主体で発展してきた北陸地域では、新たなニーズや多様化するニーズに対応できる

生産体制の確立が急務。
・野菜、果樹、花き等の加工需要・高品質需要やコメの細かな品質需要への対応のため、意欲

的な産地に対し、施設整備を核とし、地域と一体となった総合的支援が必要。

となみ野農協によるタマネギ産地確立

○農政局との連携･協働
・地域のニーズにきめ細かく応えた施設整備のため地元関係者との密接な連携や、新たな需要拡大のため
生産者と実需者等との結びつきの場としての意見交換会の実施等を積極的に推進。

えちご上越農協によるニーズに対応したコメ供給

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

タマネギの収穫作業 集出荷貯蔵施設 穀類乾燥調製貯蔵施設（ラック式倉庫）

・水田の有効利用、経営の複合化による農業所得の
確保のため、加工用原料を中心にタマネギの産地
確立を推進。(H21年8ha→H23年70ha計画) 

・農協による基幹施設の整備、県普及組織による機
械化一貫体系指導等により産地化を推進。

・特別栽培米等の地域のこだわり米生産を積極的に
推進。

・市場ニーズにきめ細かく応え、地域の特色を生かし
たブランド構築による販売力強化のため、小ロット販
売等が可能な乾燥調製貯蔵施設の整備等による安
全・安心な農産物の供給と農業所得の向上を推進。
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３．戸別所得補償制度のあり方

○戸別所得補償制度や関連する直接支払制度の充実
水田比率の高い北陸地域では、水稲を中心とした農業経営の安定・強化への施策が重要。
特に、戸別所得補償制度の安定的運用や米の輸出、環境保全型農業の展開に高い関心。

・戸別所得補償制度において、稲作経営者が安心できる財源の確保と制度の安定
・米の輸出促進を図るための支援
・環境保全型農業直接支払制度における地域の実情に応じた弾力的取扱い

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

○ 概要
1 戸別所得補償制度
（１）財源の確保と制度の安定
・稲作経営者は、米価が低迷する中、今後の国際交
渉の進捗等に伴う急激な米価下落に大きな不安。

・あぜ道キャラバン等における意見交換会などでも、
「米価が大幅に下がっているのに変動部分で十分
な補償がされるかが不安。」「将来に向かって財源
が続くのか。」との懸念の声。

・今後、更なる米価下落があっても、標準的な生産
費と販売価格の差額は補償する制度の根幹を維
持できる安定的な財源の確保と制度の安定が必
要。

米の相対取引価格の推移（年産別平均価格・18年産～）

注１）１８年～２０年産の全銘柄平均価格は、産地銘柄ごとの前年産検査数量ウエイトで加重平均した価格である。

注２）２１年産全銘柄年平均価格は、契約開始月から平成２２年９月までの加重平均であり、参考の価格である。

注３）２１年産各北陸各県のコシヒカリの年平均価格は、まだ公表となっていないため、北陸農政局が前年産（２０年産）コシヒカ
リの検査数量にて推計した価格である。
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沼）

18,272

16,390

17,166

16,301

15,363

18,502

16,626

17,563

16,712

15,668

18,549

16,621

17,538

16,672

15,648

16,068

14,863

15,937

15,227

13,755

15,570

14,547

15,278

14,812

15,596

13,766

15,572

14,939

13,106

15,203

14,164

15,146

14,525

12,781

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

１８年産 １９年産 ２０年産 ２１年産 ２２年産１０月

新潟コシヒ

カリ（一般）

新潟コシヒ

カリ（岩船）

新潟コシヒ

カリ（佐渡）

富山コシヒ

カリ

石川コシヒ

カリ

福井コシヒ

カリ

全国全銘

柄年平均

価格
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○農政局との連携・協働
・戸別所得補償制度について、今後とも、あぜ道キャラバン等を実施し、制度周知等に努めるとともに、地域の
意見の集約等に努力。

・米輸出に意欲ある農業者等に対して、情報提供に努めるとともに、地域の意見の集約等に努力。

２ 環境保全型農業直接支払制度
・環境保全型農業直接支払制度の導入によって、個々の農業者
の意欲的な取組に対しても支援可能。

・一方で、支援が４つの営農活動に限定されたため、現場からは
「冬期間に厳しい積雪のある中山間地域、豪雪地帯では冬期湛水の
取組が困難。冬期湛水管理と同等な効果が期待できる多様な取組
についても評価してほしい。」との声。

・地域の実情に応じて農政局長特認要件として認める等、弾力的
扱いが必要。

中山間地域での冬期湛水
（積雪により連続湛水が確保できない状態）

（２）米の輸出促進を図るための支援
・検疫条件緩和等の動きにより、中国向け米の輸出に対する期待
の高まり。

・今後、米の輸出拡大を推進するには、施設整備等とともに、意欲
ある稲作経営者に対し輸出米に対するインセンティブが必要。

・輸出オリエンテーションの会の場でも「米の輸出に対して、新規需
要米カウントだけでは生産費もかかり、割に合わない。」との意見。

・輸出向け米に対しても国内向けと同等の品質が求められることか
ら国内向け主食用米並みの支援（固定払15,000円/10a）等が必
要。

中国向け日本産米の輸出数量推移

(トン)

年 全国
うち
新潟
県産

2007(平19) 72 52 

2008(平20) 90 61 

2009(平21) 30 30 

注：1～12月の計
バイヤーとの商談

（輸出オリエンテーションの会（局主催））
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４．農林水産業の成長産業化のあり方

○他産業からの参入促進と地域農業の担い手の確保
・農地法の改正（H21.6）を機に、食品加工業等他産業からの農業参入が加速。遊休農地の解
消、雇用の増加、生産・加工・流通までの一体化（６次産業化）などに大きな効果。

・新規就農については、「農の雇用事業」を機に、法人への就農が増加傾向。
・企業等の新規参入を一層促進し、新規就農者を確保するためには、地元の受入体制の整備、
情報ネットワークの構築、きめ細かいフォローアップ指導（営農、金融面等）の充実が必要。

地元生産者
経験活用･雇用
契約栽培

ＪＡ
規格外品集荷
営農指導

神栄
農産部

企画
・

販売

神栄
アグリ
フーズ

生産
・

加工

自社農園
生産･研究
後継者育成

スーパー
惣菜ほか

食品加工
メーカー

・

食材宅配

業務筋問屋
外食･弁当
給食･中食

業務用需要
向けに販売

生産情報・需要情報

販売と連動した国産カット野菜の生産

国産原料野菜
の供給

自
治
体
か
ら
の
支
援

○ 食品流通業からの農業参入の事例
・平成22年３月から参入。借入農地10.4ha。
・繊維・食品等の総合商社（本社：神戸市）の現地法人。
・食の安全･安心意識の高まりから、国産野菜の生産
から販売までのﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築に取り組む。

・営農基盤が整備され受入体制が整っている国営総合
農地開発事業地区（坂井北部丘陵地）に新規参入。

・営農は、参入前１年間の実地研修を受講した社員と
ともに、地元から８名を雇用(契約社員、ﾊﾟｰﾄ等)。カッ
ト野菜工場での加工に３０名をﾊﾟｰﾄ雇用。

神栄ｱｸﾞﾘﾌｰｽﾞ(株) 福井県あわら市

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

(株)スギヨ 石川県七尾市

○水産加工業からの農業参入の事例
・平成19年５月から参入。借入農地21ha。
・水産練り製品加工・販売業が本業。他社製品との差
別化、地域貢献を目的に農業参入。

・参入に当たり若者１名を農業担当として新規雇用。
・キャベツ等の収穫物は自社製品の原材料に供する
ほか、カット野菜に加工し販売。

・近隣農家と共同で金沢市内の量販店に能登野菜ｺｰ
ﾅｰを設置し販売。

・農地・水・環境保全向上対策等の取組を通じ、地域
住民・農業者との信頼関係を構築。
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○農政局との連携･協働
・関係機関と連携しながら、新規就農セミナー等による新規就農情報の提供を積極的に推進。
・参入を希望する企業及び関係団体等への各種情報提供、意向調査等を精力的に実施。
・農業委員会、農地利用集積円滑化団体等との連携強化。

いしかわ耕稼塾 石川県

○地方自治体による新規就農者研修の事例
・石川県では、平成21年4月に農業支援に関する多彩なﾆｰｽﾞに対応
するためのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ型窓口、「(財)いしかわ農業人材機構」を設立。

・この機構の業務に「いしかわ耕稼塾」がある。
・特に、過疎･高齢化により耕作放棄地が懸念される奥能登での就農
希望者を対象に奥能登農業法人等による実践研修に支援している。
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○全国２６地区の小水力発電のうち９地区は北陸管内で
実施（農業農村整備事業）

○石川県 七ヶ用水発電所（手取川七ヶ用水土地改良区）
～水路の遊休落差を利用～

・発生した電力を用排水機場の電力として利用
することにより、維持管理費の節減やCO2の
削減に貢献

○都道府県別の自然エネルギー利活用状況
（自然エネルギーの年間推定発電量/年間電力需要量※１）

４．農林水産業の成長産業化のあり方

○地域資源（再生可能エネルギー等）の活用による農業農村の振興
北陸地域は豊富な農業用水量や落差を活用した小水力発電の実施により、土地改良施設に係る維持管理

費の軽減や低炭素社会づくりに貢献。また、バイオマスのエネルギー利用の取り組みが進められている。
さらに六次産業化法が成立し、農林漁業者が地域資源を活用した加工・販売施設等の整備を行うにあたり、

再生可能エネルギーの利活用が効果的であると見込まれる。 これを推進するため、①再生可能エネルギー
の全量買取制度の導入、②小水力発電に係る河川協議の認可手続きの簡素化、③地域の参考となるビジネ
スモデルの構築や各種情報提供など支援体制の強化を図る必要がある。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13H15 H17 H19 H21

発生電力量

（Mwh）

CO2削減量

（ｔ）

当該年度CO2削減量 当該年度発生電力量

北陸農政局の考え方（北陸地域の実態に鑑みた提言）

■事例 北陸管内での再生可能エネルギーの利活用状況

・北陸管内実施９地区でのCO2削減実績（推計）※

出典：千葉大学公共研究センター 永続地帯２００８年度版

都道府県 小水力発電※２ バイオマス発電 その他 計

新潟 8.07％ 2.10％ 0.25％ 10.43％

富山 23.89％ 0.11％ 0.33％ 24.34％

石川 4.73％ － 1.64％ 6.37％

福井 3.64％ － 0.32％ 3.96％

※１ 年間電力需要量は「民政部門」（家庭用と業務用の双方を含む）と「農業・水産業部門」の
年間消費電力量から推計

※２ 小水力発電は最大出力１万kW以下の水路式を対象

※ CO2削減量＝年間発電電力量（kWh）×二酸化炭素削減排出係数（0.555㎏- CO2/ kWh）
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・平成１７年より許可申請の際に必要となる
書類の簡素化を図るとともに平成２１年度に
申請書類作成のためのガイドブックを作成
し広報。

・平成２１年度に経産省は「買取制度小委
員会」を設置。

■再生可能エネルギーの全量買取制度の
導入【経済産業省】

■小水力発電に係る河川協議の許可手続き
の簡素化 【国土交通省】

・現在、国交省では、準特定水利使用
（0.3m3/s以上１m3/s未満等の小規模な水
利使用）に従属する小水力発電について、
国交省認可から都道府県知事認可とする
見直しを検討。

■支援体制の強化

・六次産業化法の成立に伴
い、今後は農林漁業者を対
象とした支援制度の整備を
強化
・更なるコスト削減に向けた
技術開発に対する支援
・地域の参考となるビジネス
モデルの構築や各種情報提
供

連携

○他省庁・農政局との連携・協働

○他の再生可能エネルギー（バイオマス）に関する取組

■生ゴミを原料に生産したバイオガスで発電 ■多収穫稲を原料としたバイオエタノールの実証事業

事業主体：JA全農
設置場所： 新潟県新潟市（コープケミカル新潟工場内）
施設能力： 0.1万キロリットル/年
原料： 非食用米
販売量： 3.3万kl/年
取組期間：平成19年7月～平成24年３月

事業主体：富山グリーンフードリサイクル（株）
設置場所：富山県富山市（エコタウン産業団地内）
施設能力：バイオガス450,000m3/年（発電出力30ｋW×3）
原料：食品廃棄物24.4ｔ/日
利用先：バイオガスは自社消費

■間伐材、建設廃材を粉砕しバイオマス燃料
として発電に利用

事業主体：サミット明星パワー（株）、明星セメント（株）
設置場所：新潟県糸魚川市
施設能力：発電出力５万ｋW
原料：木質系建設廃材、間伐材14万ｔ/年
利用先：明星セメント（株）糸魚川工場及び特定規模

電力事業者により、特定需要家への小売用と
して送電

・平成２２年１２月２２日 買取制度小委員
会は「全量買取制度」について、新設設備
を対象に買取価格を２０円/kwh、買取期間
を１５年を軸にして制度設計を推進。
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