
 
１－①（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

北海道 倶知安町 
他 8 町村 

留寿都・京

極・倶知安 
ようてい農業

協同組合 
需要に応じた

生産量の確保

野菜 集出荷貯蔵施設 
空洞判定装置 

食用馬鈴し

ょ 
2,623ha 

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 留寿都・京極・倶知安地区の地勢 
   北海道の南西部の後志支庁管内の中西部に位置し、気候は、日本 
  海側気候に属し、春から夏にかけて温暖で晴天に恵まれる日が多い 

が、冬は西からの季節風を受け降雪量が多く、根雪が１１月中旬か 
ら４月中旬に及ぶ。 

２ 留寿都・京極・倶知安地区の農業概要 
    稲作・畑作・野菜・畜産など幅広い生産が行われており、気候・ 

土壌・風土条件に適合した多様な経営形態が形成されている。 
生産される作物は、水稲・食用馬鈴しょ・小豆・大豆・小麦・ 

てん菜・畜産を基幹作物とし、その他大根・人参・ゆり根などの野 
菜を重点戦略作物とし、高品質な農産物生産と全国消費地への安定 
出荷を推進している。 

 
第２ 事業導入の経緯 
    当地域の馬鈴しょは、昭和４９年度に「羊蹄山麓」地域として野菜指定産地の指定を受け、以来、精力的に生産振興を図った 

結果、北海道の食用馬鈴しょの主産地として評価を得るに至っている。さらに「ようてい」ブランド高品質馬鈴しょの安定出荷 
体制確立に向け、広域共販体制のための拠点選別施設と、周年出荷を行うための貯蔵施設の整備を進めてきた。 
 しかし、近年の異常気象の中、大玉のみに発生が集中していた空洞発生が、Ｌ規格にも広がり、市場販売後のクレーム増加に

よる産地ブランドのイメージダウン及び馬鈴しょ全体の価格低迷の一因になっていた。 
    空洞は、外見で確認することができず、栽培面からの改善にも限界があるため、選果上で空洞を判別し除去することができれ

ば、卸市場や実需・量販店等、売り先からの信頼性の向上につながり、高品位馬鈴しょ産地としての地位確立、生産者の経営安

定を図ることができることから、事業による導入を行った。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

契約取引の増加 １５．７％ ２０．３％ ２６．５％ １３０．５％ 

 ２ 定性的成果 

整備により空洞果の市場出荷を防止でき、クレームが激減した。同時に高品質馬鈴しょ産地として市場評価が高まり、産地の強化が図

られた。 

 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬鈴しょ収穫作業                             馬鈴薯集出荷貯蔵施設                         空洞判定装置 
 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

ようてい農協食用馬鈴薯生産組合

組合長 三好紳仁氏 
気象条件によっては空洞が多発す

る年もあり、営農技術だけでは対

応し得ないことが本機導入により

安心して出荷できるようになった

ことは、生産者にとっても非常に

メリットがあると思います。 

ようてい農協食用馬鈴薯生産組合 
副組合長 四宮幸一氏 

消費者へ、より安心な安定した商品

を供給することが可能となったこ

とは、産地・生産者にとって非常に

喜ばしいことであり、本機導入に

大の効果であると思います。 

第４ 今後の課題等 
物価下落や産地間競争など、厳しい状況であるが、より信頼される産地として認知されるよう、引き続き生産面も含めた品質向上に努

めていく。 
（写真提供：ようてい農業協同組合） 

 



 
１－②（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

北海道 
北見市 
置戸町 

き た み

らい 
きたみらい農

業協同組合 
品質向上 

土地利用

型作物 
穀類乾燥調整

貯蔵施設 
麦 2,391ha 

  
第１ 調査地区の概要 
 １ きたみらい地区の地勢 

きたみらい地区は、網走支庁管内のほぼ中央に位置

し、北見市・訓子府町・ 置戸町の 1 市 2 町が エリア

で、北見市を中心とした経済圏で結ばれている。北見

盆地の中心を常呂川・無加川が流れており、その流域

に広がる河岸段丘土壌は比較的地力が高い。 
２ きたみらい地区の農業概要 

農耕期間（5－9 月）の平均積算気温 2,417℃で気温

の日・年較差が大きい。日照時間 662 時間で年間通し

日照率が高く、すみきったオホーツクブルーの青空が

特徴である。反面降水量は 417mm と少なく降水不足

の影響を受けやすい地区である。農業は、生産基盤に

全国一の産地となる玉葱をはじめ道内有数となる馬

鈴しょ・小麦・てん菜・豆類などの畑作物、もち米並

びに乳牛・肉牛等の畜産物・園芸など多様な農業資源を保有している。 
第２ 事業導入の経緯 

 きたみらい地域では、集団の施設が分散しており施設毎に乾燥機の能力差があることから品質の統一・均一化が困難となってい

た。このため広域的な穀類乾燥調製貯蔵施設を JA きたみらい全地域生産者を対象に整備し、新規施設を核とした麦生産体制のシ

ステム化を推進するとともに、均一で高品質な小麦の安定出荷体制を確立した。広域施設整備により、生麦を受入れ、乾燥・調製

を行なうことにより農家労働力を質的に緩和し、省力化地域農業生産システムを推進する。 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
Ａランク評価数量割合 Ａランク１００％ Ａランク９９．５％ Ａランク１００％ １００．５％ 
   
 ２ 定性的成果 
定性的な成果を記述する。 
・一元集荷が可能となり高性能比重選別機及びアミロ選別機の導入で実需者が望む均一化された高品質麦の供給が可能となった。 
・高水分収穫が可能となり、適期収穫にて補発芽等の品質劣化を低減。 
・生産者が出役している施設を集約したことから麦の適期収穫、玉葱・馬鈴薯等前進栽培・早期出荷が可能となることから生産者所得

の向上につながった。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
小麦収穫風景 

 

 荷受ホッパー 20t×7 機 

 

 サイロ 650t×17 基 

 

【大型コンバインによる刈り取り】 【大型車７台まで受入可能な荷口】 【貯蔵設備のサイロ 保管容量 11,050t】
 

４ 受益者農家及び関係者の声 
麦作振興会会長 高谷 勲氏  

 
施設整備により乾燥効率が高まり、収

容能力がアップしたことにより適期

収穫が行われ品質･歩留まりが向上す

ることが出来た。 

 

販売企画部農産G高橋担当

 広範囲にわたる地域を受益地としてい

るため、個別には品質及び成分にバラツ

キがあるが、集約を行い高性能な機械で

調整することにより、均一で高品質な小

麦を出荷することが可能となった。 

 
第４ 今後の課題等 

品質及び収量性が優れる「きたほなみ」への段階的な移行を行っているが、全量「きたほなみ」となり、収量がどの程度増加するかに

よっては、保管能力および乾燥能力の不足が懸念される。 

 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※写真添付の際は相手方に公表することを説明し同意の上、提供を受

けるとともに、提供者または撮影者名を記載すること 

撮影：堀 仁志（広報担当） 
【施設全景と収穫風景】 

【撮影：きたみらい職員】 【撮影：きたみらい職員】 



２―①（平成１８年度強い農業づくり交付金整備事業優良事例 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

青森県 平川市 
平 賀 ・ 田

舎館地区 

津 軽 み ら い 農

協（旧津軽みな

み農協） 

需要に応じた

生産量の確保
果樹 

集出荷貯蔵施設

（カラー内部品質

センサー選果機） 

りんご 1,342ha 

第１ 調査地区の概要  

１ 平賀地区の地勢 

平川市は青森県南部、津軽平野の南端に位置し、東は十和田湖を境に

して十和田市、秋田県小坂町、西は平川を隔てて弘前市、大鰐町と接し、

北は、青森市、黒石市、南は秋田県に接している。田舎館村は、平川市の

北に位置する。 

津軽平野の一部で、農業に適した肥沃な土壌の地質を持ち、水田地帯と

して利用される平坦地、標高 20～300ｍのりんご栽培に適した台地、八甲

田・十和田火山群の一部に属した山間地となっている。 

 

２ 平賀・田舎館地区の農業概要 

当地区は標高形状等から、概ね西部地域が水田地帯、中部地域が樹園

地帯、東部地域が普通畑地帯に区分され、旧平賀町での作物別耕地面積

の割合は、水田が 48％・樹園地が 38％・普通畑が 10％となっており、作物

別の粗生産額の割合では、米が 24％・果実が 57％・野菜が 17％で、このう

ちりんご園地面積は 1,200ha で粗生産額に占める割合は 57％となっている。また、田舎館村の作物別耕地面積の割合は、水田が 79％・樹園

地が 18％・普通畑が 3％となっており、作物別の粗生産額別の割合は、米が 44％・果実が 33％・野菜が２％で、このうちりんご園地面積は

225ha であり粗生産額に占める割合は 31％となっている。 

第２ 事業導入の経緯 

当該地区は、りんごの主産地でありながら選果を従前の重量選果機で行っており、人力に頼る部分が大きく、市場や販売店の要望に対して

効率的な選果体制を取ることができなかった。そこで、内部品質センサーとカラーセンサーを導入することで、これまで見逃されていたつる割れ

や内部褐変した果実除去能力の向上、選果や荷造りの大幅な省力化、選果データを活用した生産指導、それによる高品質果実の生産と品質

規格の統一化によるブランドの確立を図ることとした。 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

内部品質に応じて出荷する割合 ０％（19,086ｔ） １００％（19,369ｔ） １００％（22,496ｔ） １００％ 

りんごの品質向上 秀品率６９％ 秀品率７５％ 秀品率８２％ ２１７％ 

  ２ 定性的成果 

・つる割れや内部褐変果実を取り除くことができ、市場の評価・信頼性が向上した。 

・施設の導入により、営農指導が強化され、品質向上が図られた。 

・集荷量の増加、出荷品質が向上した。 

  ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

  

りんごの収穫作業風景 内部品質センサー 選果作業 

４ 受益者農家及び関係者の声 

（施設利用者）外川精輝氏 

選果機の導入によって、

選果内容がキメ細かく表示さ

れてくるので、りんごの品質

向上を図るため今まで以上

に栽培に励んでいます。 
 

（京都合同青果）原口猛氏 

選果機の導入によって、市

場に来るりんごは、着色、大き

さも揃えられ、また、内部褐変

果も完全に取り除かれているた

め、市場の評価が向上し、市

場単価の底上げに繋がりまし

た。 

第４ 今後の課題等 

センサー選果に加えて、産地段階でトレーサビリティシステムを導入しているが流通段階では導入していないため、生産・流通全体のシステムを

確立していく。 

選果データを用いた指導は、現段階では一部の農家に限られていることから、全農家への指導を行うとともに、土壌診断や園地診断と選果デー

タを組み合わせた指導へ拡大していく必要がある。 



 
２―②（平成１８年度強い農業づくり交付金整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 
導入施

設 
対象作物 受益面積等 

岩手県 軽米町 
二 戸 ・軽

米・九戸 
北いわて農業協同組合

(現：新岩手農業協同組合)
需要 

畑作物・ 
地域特産物

雑穀精

選施設 
雑穀 37.5ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 二戸市、軽米町、九戸村地区の地勢 

岩手県の 北部に位置し、青森県と隣接した地域で

ある。東部と西部の間には標高 852ｍの折爪岳を中心

とした山々が連なるが、全体的には平地が広がる緩や

かな丘陵地帯となっている。土壌は、概ね肥沃な腐植

質土壌で占められ、土層も深く恵まれた地域となって

いる。 
２ 二戸市、軽米町、九戸村地区の農業概要 

平均気温 7℃～9℃前後で、山間部はヤマセ（偏東風）

による冷害が起こりやすく、年間降水量は 1,000mm
前後と県内では少ない地域である。農業は、夏期に冷

涼な気候と広大な農用地などの立地を活かした、園芸

作物を中心とした畑作と県内トップのブロイラーを

はじめ酪農・肉用牛等の畜産が基幹となっている。 
 

第２ 事業導入の経緯 
 当該産地は、昔から雑穀地帯として独特の食文化や栽培技術が育まれてきた。近年、食の安全・安心への関心の高まりや健康食

ブーム等により、雑穀に対するニーズが高まってきており、地域での生産量も増えてきた。しかしながら、地域では玄穀出荷が中

心であったため、生産者の調整作業に非常に多くの手間がかかるとともに販売単価も低く有利販売につながらなかった。そのため

精選精白調整施設を導入することにより、調整作業にかかる労力を大幅に省力化し栽培面積を拡大するとともに、精白出荷により

高価販売をして農家所得向上を図ることとした。また、併せて精白小袋出荷を可能とすることにより、産地表示をして販売しトレ

ーサビリティによる消費者への安全・安心な雑穀製品の提供を図ることとした。 
 

第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
雑穀の生産量の増加 69.70ｔ 100.00ｔ 186.79ｔ 386.4％ 

 ２ 定性的成果 
・栽培面積拡大により、受益農家数（認定農業者数）が増加した。 
・発酵鶏糞などの有機質資源活用による土づくりや無農薬栽培、生産履歴の記帳をするなどの独自の雑穀栽培基準を設け、産地のブラ

ンド化を図り高品質な雑穀生産を行っている。 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 
地域の営農状況等 
 

    
 

雑穀の刈取風景 精選精白風景 雑穀商品の例 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 
 
 
 
 

 精白施設の整備により地域の特

産品として『雑穀生活』ブランドマ

ークの雑穀商品が店頭に並ぶよう

になり、大変うれしく思っている。

今後さらに、自分達が生産したも

のが地域で加工され、付加価値を付

けた商品となるよう地域一体とな

って取り組んで行きたい。 
（施設利用者 川原木 賢一氏） 

   施設導入後は精白から袋詰めまで

の処理が可能となり、生産者も喜んで

いる。施設整備により産地のブランド

化、生産拡大を図ることができた。今

後は、更に精白での製品割合を増や

し、生産者に還元できるよう頑張って

いきたい。 
（事業主体 新岩手農業協同組合北

部営農経済センター 大村錦一氏） 
 
第４ 今後の課題等 
 健康食など雑穀需要の高まりにより、地域の雑穀栽培面積や生産量が年々拡大しており、現在の精選精白調整施設では処理しきれず、

施設の増設等が必要となっている。 
 
 

 



２－③（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

岩手県 遠野市 
 

(社)岩手県農業公社 生産性向上 飼料 
細断型ﾛ-ﾙﾍﾞ-ﾗ１台 
畑地転換工事２ha 

ﾃﾞﾝﾄｺ-ﾝ 10.0ha 

  
第１ 調査地区の概要                   
  １ 当該地区の地勢                    
   当該地区のうち、遠野市は岩手県の東部に位置し、東は北上                              

山脈から太平洋まで、西は県中央部の平坦地に接するいわゆる

中山間地帯である。 
畜産は山頂付近のなだらかな高原を利用した公共牧場が 10

カ所あり、盆地状の市を囲んでいる。 
２ 当該地区の農業概要 

    当該地区のうち、遠野市は農業粗生産額のうち大家畜が約 8                              

割を占めている。 
    畜産の歴史は古く、乳牛導入から１００年以上経過し、 

 肉用牛の日本短角種は山頂の高原に広がる広大な放牧地  
を活用した夏山冬里方式により飼養され、繁殖から肥育まで 
一貫した生産体系がとられ、県内でも有数の産地となってい 
る。 

 
第２ 事業導入の経緯 
  遠野市は人口 31 千人のうち 1/2 の 15 千人が農家で 1/3 の 10 千人が老齢人口となっている。また、市内には建設業者が 22 社あり、

各社生き残りを懸けて「菌床シイタケ」や「ほうれん草」の生産に乗り出すなど異業種への参入をおこなっていた。 
そのような建設業の環境の中で(有)タイチ工業では従業員に畜産農家もいたことから、粗飼料生産のコントラクタ－として農業参入

することを決めた。 
 

第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ体系における細断型ﾛｰ

ﾙﾍﾞｰﾗによる作業受託ｼｽﾃﾑの構

築と作業面積の増 

細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗの未導入 
作業受託ｼｽﾃﾑの未実施 

10.0ha 
10.0ha 

(市内 6.0ha、市外 4.0ha) 
100.0％ 

 ２ 定性的成果 
・ 水田輪作体系確立により飼料作物の作付け面積増加が図られた。 
・ 新たな機械作業体系の導入により、栄養価の高いデントコ－ン栽培が見直された。 
・ デントコ－ンサイレ－ジの品質の保持と流通が容易となり飼料自給率の向上が図られた。 
・ 建設会社の農業参入の第一歩目となった。 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 
 

 施設の稼働状況等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 施設の導入成果発現状況等 
 

転作田でのデントコ－ン生育状況 伴走による刈取と梱包作業 建設会社の機動力を活かした運搬作業 

４ 受益者農家及び関係者の声 
 
 
 
 
 
 
 
タイチ工業社長：小松功さん 

作業受託だけでなく自らもデン

トコ－ンを作付けし販売を始め

た。 
 生産も販売もまだまだ試行錯誤

の状態だが、農家のニ－ズには必

ず合致する。 
 今後も、農家の声を聞きながら

需要を拡大していきたい。 

 
 
 
 
 
 
 
利用者：菊池勝重さん 

現在、経産牛 23 頭、飼料基盤 9ha
で酪農経営をしている。 
 デントコ－ンのラップサイレ－ジ

を給餌して 3 年になるが、今では収穫

作業の委託が当たり前の事となって

おり、機械も製品も非常に満足してい

る。 

 
第４ 今後の課題等 

デントコ－ンの流通は容易になったが、量やル－トがまだまだ確立されていない。 
利用率の低調な公共牧場が増えている中で、コントラ組織を活用した飼料生産供給基地としての役割を担う可能性を包蔵しており、

これらの実現のためにもコントラ組織への技術を含めた支援が必要である。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

撮影者 斉藤哲郎 

遠野市全景。周りには公共牧場が広がる。 



２―④（平成１８年度強い農業づくり交付金整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

秋田県 湯沢市 雄勝地区 
雄勝酪農農業

協同組合 
生産性 畜産生産 共同利用畜舎 乳用牛 180 頭 

第１ 調査地区の概要 
 １ 雄勝地区の地勢 

県南東部に位置し、岩手・宮

城・山形の県境と接し、東方の

奥羽山脈、西方の出羽丘陵に囲

まれた横手盆地を貫流する雄物

川と、その支流である皆瀬川、

役内川沿いに豊かな水田地帯を

形成している。県境付近の西栗

駒一帯は、雄大な自然林を有し

ているほか、豊富な温泉群に恵

まれている。 
２ 雄勝地区の農業概要 

平成１８年の農業粗生産額は

１８３億７千万円で、作物別に

は米が４８％、野菜２２％、畜

産１９％、果樹７％と稲作を基

幹として園芸作物や畜産等の複

合的農業が県内において比較的定着している地域である。 
第２ 事業導入の経緯 
   当酪農協では酪農家戸数の減少、酪農従事者の高齢化と後継者不足などにより、生乳生産力のぜい弱化が懸念され、生乳生産量

も下降線を辿っていた。このため、生乳生産を図るため酪農を志す３戸の新規就農者に対し、本事業によりフリーストール牛舎・

搾乳ロボット導入による搾乳労働の軽減と、コンピューターを使いネットワークでつなぐ共同飼養管理による低コスト生産を実現

し、粗飼料生産の拡大を目指した地域循環型農業の展開を図ることとした。 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 目標 実績 達成率 
労働時間 10％以上削減 4,221 時間／年間 1 人 

(H18 年度計画時) 
3,166 時間／年間 1 人(H20 年度) 
2,494 時間／年間 1 人(H20 年度) 

163.7％ 
（削減実績／削減目標）

 
  ２ 定性的成果 
・労働時間削減割合の目標 25%に対し、40.9％と大幅な削減を達成している。 
・施設の導入により、生産者同士の競争意識が芽生え、品質向上の取り組みが強化された。 
・稲 WCS を 13.4ha から 24.6ha と粗飼料生産を拡大し自給率を上げる事が出来た。 
・組合の生乳生産量を 1,400t から 2,500t（178%）まで増産することができた。 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 
地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等  施設の稼働状況等

データー検討風景 ロボット搾乳風景 フリーストール牛舎の風景 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 
施設利用者 千葉氏 

 
搾乳ロボットを利用することで家族

との時間が持てるこが嬉しい。 
子供の入院や妻の出産にも牛舎の仕

事をあまり気にせず対応できるため

大変助かっています。 

 顔写真 

施設利用者 藤原氏 

 
従来の搾乳方法と違い、搾乳作業に大幅

に時間を取られることもなく、総体的に

自給飼料生産を行う時間も増えた。作業

に追われることもなく良質な粗飼料生

産を行うことが出来本当に助かってい

ます。 

第４ 今後の課題等 
現在の搾乳頭数 47 頭／戸から H23 年度までに 60 頭に増頭し、平均産乳量 9,000kg 以上を目標とする。H22 年度には、生乳生産量

向上を図るため細断型ロールベーラーによる良質コーンサイレージの給与体型をつくり自給率および収益率の向上を図る。 
 

 



２―⑤（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

秋田県 由利本荘市 鳥海 
上原粗飼料利

用組合 
生産性 耕種作物

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ 
ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ 

稲わら 
牧草 

17.7ha 

 
第１ 調査地区の概要 

 １ 鳥海地区の地勢 

秋田県の南端、山形県境にそびえる鳥海山北東に 

位置している。 

気象は内陸型で、積雪量は中山間部で3ｍ以上に及 

   ぶ典型的な豪雪地帯である。 

２ 鳥海地区の農業概要 

基幹作物は水稲で、良質米の安定生産と畜産、野菜、 

 花き等との複合経営を推進しており、畜産については 

 特に肉用牛生産が古くから盛んな地域である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   飼料収穫機械が未整備のため、稲わらについては粗飼料

として有効に活用することが困難であった。また、牧草に

ついては収穫作業の大部分を作業委託に頼っており、適期

作業が効率的に実施できなかった。このため、高能率な収

穫・収集作業機械を導入し、良質粗飼料の増産・安定確保

を図ることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
事業受益面積の増加 稲わら   0 ha 

牧草  11.1 ha 
稲わら 6.6 ha 
牧草  11.1 ha 

稲わら 6.6 ha 
牧草  11.1 ha 

100% 

   
 ２ 定性的成果 
・機械導入により、これまで作業委託や人力での収集に頼っていた牧草収穫・調整作業が、適期に効率よく行うことができ、良質粗飼

料が安定的に確保できるようになった。 
・これまで労働力不足の問題から実施できなかった、稲わらの収集も可能となり、自給粗飼料の増産につながた。 
・稲わら収集圃場については、受益者農家において生産される堆肥を還元しており、資源の循環が図られている。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 
天気に左右されず、短期間で収穫作

業ができるので助かっている。 
機械が重いので、稲わら収集圃場の

排水管理に特に注意している。 
 
（佐藤久一氏） 

 
労力的な負担が軽くなって良かった。 
ラップすると、外に保管出来るので便利

である。 
排水対策を夏場にきちんと行って、作業

効率がより良くなるよう心がけている。

（高橋幸史氏） 

 
第４ 今後の課題等 
稲わら収集圃場の排水が悪いため、今後も排水対策をきちんと行って、作業の効率化を図りたい。 
                                   （写真提供 由利本荘市鳥海総合支所、由利地域振興局） 
 
 

由利本荘市営 奥山放牧場 

 
稲わら収集作業 

 
ラッピング作業 



２―⑥（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

宮城県 加美町  東米泉飼料生

産組合 
生産性向上 耕種作物

活用型飼

料増産 

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ，ﾍｲﾚ

ｰｷ，ﾏﾆｱｽﾌﾟﾚｯ

ﾀﾞ 

稲わら，牧

草 
46.7ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 地区の地勢 

加美町は宮城県の北西部に位置し、西方は奥羽山

脈に、東は大崎市に接している。面積は約４６１ｋ

㎡で、西部、北部、南部が山岳、丘陵地帯となって

おり、そこからは鳴瀬川や田川などが貫流し、その

流域は肥沃な田園地帯が広がっている。 
                  

２ 地区の農業概要 
     本町の農業は、良質米の生産地として稲作を主体 

 に、豊富な飼料供給基盤を背景とした畜産の振興や 
花卉、野菜等の施設園芸の導入も図られている。 

 
第２ 事業導入の経緯 
   当組合は５名の酪農家で構成され、受益面積は牧草、稲わら合わせて４６．７ha であったが、組合員において増頭計画があり、

牧草地の借用面積にも限界があることから、稲わら収集面積を増やすためにロールべーラー、ヘイレーキを導入することにした。    

また、畜産農家と耕種農家の連携を図り、有機質肥料のほ場還元や水田での飼料作物の生産などを推進するため、家畜ふん尿土壌

還元用機械（マニアスプレッダ）を導入することとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況（平成１７年） 計画 実績（平成２０年） 達成率 

事業受益面積の増加 
受益面積 ４６．７ｈa 
うち稲わら  5.0ha 
牧 草 41.7ha 

３２．３ｈa 増加 
受益面積 ７９．０ｈa
うち稲わら 17.0ha 

牧 草 62.0ha 

９３．４ｈa 増加 
受益面積 １４０．１ｈa 
うち稲わら 16.0ha 
牧 草 124.1ha 

２８９％ 

   
 ２ 定性的成果 

・機械の導入により、作業時間が低減された。 
・堆肥を還元することにより、コストを低減できた。 
・ロールベーラ導入により、良質な牧草及び稲わらを確保できるようになった。 

 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
 
 

    

ヘイレーキによる稲わら収集 ロールべーラーによる稲わら収集 収集ロールの積み込み作業 
 

４ 受益者農家及び関係者の声 
 
 
 
 
 
 
受益者農家：猪股英雄氏 

 
本事業により作業が効率化され

稲わら収集面積を拡大することが

できた。 

  
 
 
 
 
 
受益者農家：石川耕志氏

 
牧草生産面積の拡大により

良質な飼料の確保が可能とな

った。 

 
第４ 今後の課題等 
・牧草や稲わらの収穫時期が競合するため、適期での収穫ができないことがある。 
・受益面積が、計画面積を大幅に上回っているため、稼働時間が増加し機械部品の消耗が早まってきており、修繕費の支出増が懸念さ

れる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    きれいに管理されている牧草地（下多田川字道地内） 



２―⑦（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

山形県 上山市 西郷地区 
西郷地区前川トップ

ブランド米生産組合
品質向上 土地利用 無人ヘリコプター 水稲 １０３ha 

第１ 調査地区の概要 
 １ 西郷地区の地勢 

本地区は、市の中央南部に位置し、北側に三方山、南側に大石田山、半天子山など   

の山々があり、南から北に向かって思川が流れ、前川に合流している。総面積は 30.63   

ｋ㎡（市域面積の 12.7％）、人口は 2,678 人（総人口の 7.5％）となっている。 

２ 西郷地区の農業概要 
農家数 375 戸のうち 67 戸、18％が専業農家となっており、専業農家の占める割合が  

市の平均よりも高くなっている。営農類型としては、県内でも有数の産地を形成して  
いる果樹と水稲を組み合わせた複合経営が多い。   

特に米については、売れる米づくりに努めてきたことで県内でも高く評価されてお 
り、トップブランド米（山形こだわり自慢）生産の里として県の第１号認証を受け、 
また、地域の米づくりコンクールでも本地域から多数の受賞者が出る等、地域ぐるみ 
で行っている良質米生産が高く評価されている。 
 

第２ 事業導入の経緯 
   西郷地区では売れる米づくりを推進するため減農薬栽培に取り組むとともに、食味・品質分析を実施し、分析したデータをもと

に栽培技術の向上に努めていたが、品質分析については組合員の７割の実施のみであった。 
近年、安全・安心な農産物への関心の高まりとともに消費者ニーズが多様化し、地球環境にも配慮した農業生産活動が求められ

るようになり、今後、産地間競争に勝ち抜きブランド化を図るためには、更なる品質向上が必要であった。 
このため、現在、組合員の７割にとどまっている食味・品質分析を全組合員対象に実施することで、受益地内産米の評価向上並

びに信頼性確保を図る。分析したデータは生産者にフィードバックし、現状を把握した上で個々の状況に応じた栽培への取り組み

を行う。また、これと並行して環境に配慮した取り組みを強化し、病害虫防除への効果が高く、飛散も少なくきめ細かな防除を行

うことができる無人ヘリを導入することとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
品質分析（米の食味値

等）の実施生産者の割合 
７０％ １００％ １００％ １００％ 

 ２ 定性的成果 
・適期防除、環境に配慮したきめ細かな防除の実施により、品質が向上した。 
・品質分析を全組合員が実施し、個々の分析結果に応じた栽培を行ったことで食味値が向上した。 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（撮影：鏡直紀） 
地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

施設の導入成果発現状況等 

   
地産地消の取組として、市内みそ屋と連

携し、西郷地区の大豆、米を使用して作っ

た、「みそ・上山」が市内で販売されている。 

無人ヘリによる水稲防除は、８月

上旬と中旬の２回実施されている。

「山形県トップブランド米生産の里」として

認定に加え、山形セレクションにも認定され

る高品質な米が生産された。 
４ 受益者農家及び関係者の声 

    山口組合長 

 
環境に配慮したきめ細

かな防除、全組合員によ

る品質分析の実施によ

り、品質・食味とも向上

してよかったです。 
 
 
 

（撮影：鏡直紀）

 

 

  
品質向上を図るた

め、無人ヘリ防除、品

質分析以外にも穂肥講

習会や稲作だより、栽

培マニュアル等を活用

し品質向上に努めてい

る。 
 

   （撮影：鏡直紀）

第４ 今後の課題等 
・更なる品質向上と品質の均一化 
・特別栽培米の取組み 



２―⑧（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

山形県 鶴岡市 鶴岡地区 ㈲ソイビーン 生産性向上 土地利用 
色彩選別

機 
大豆 45ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 鶴岡地区の地勢 
鶴岡市鶴岡地区（旧鶴岡市）は山形県の日本海側庄内平野の南部に位置し、南に朝

日連峰、東に月山・湯殿山・羽黒山の出羽三山、北に鳥海山を望む。総面積は 234.19
ｋ㎡、庄内地方の中核都市であり、総面積のうち農地は約 30％を占め、他は山林 29％、

宅地 8％等となっている。 
２ 鶴岡地区の農業概要 

豊かな水と土壌に恵まれ、古くから日本の穀倉地帯として良質米を生産しており、

現在は穀物検定協会による食味ランキング 13 年連続｢特Ａ｣のはえぬきが５割以上を

占めている。また 22 年に本格的に市場デビュー予定の本県期待の新品種「つや姫」の

適作地として、導入に向けた準備を進めている。一方、農業者の高齢化の割合が高い

ことから、地域の担い手となる人づくりと生産組織の見直しや農業経営基盤の強化・

再編に向けた取り組みを進めている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
転作の受託として大豆の作付けを実施してきたが、その圃場の固定化や条件不利地圃場への委託希望が多くなってきており、連作障

害や病害虫の発生により収量や品質低下が問題となっていることから、色彩選別機の導入による商品化率の向上とともに、委託者に対

する圃場ローテーションへの理解と啓蒙を図り、収量・品質の向上を図ることとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
大豆の単収(10a 当たり) 87ｋｇ 137ｋｇ 138ｋｇ 102％ 
 
 ２ 定性的成果 
・導入により全体的に品質が向上し、導入時に比べ 1 等・2 等比率が上昇した。 
・導入により品質が向上したことから、商品収量が以前に比べ向上した。 
・担い手への集積が高まった。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 

 

 施設の稼動状況等 

  

  

鶴岡地域の大豆風景 色彩選別機  
 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 
色彩選別機の導入による品質向上は

もとより、無駄をなくすという観点

から考えても地域の農業への貢献を

感じ、嬉しく思っております。 

   

代表者：佐藤茂一 
写真提供者：鶴岡市農政課 

 
第４ 今後の課題等 
 色彩選別機の導入により商品収量の増加を図ることは出来たが、より収量を上げ、収益性の増大を図るため、県の推奨品種の積極的

な導入はもとより、市場ニーズの高い品種の導入、排水対策・品質向上に向けた農法の導入や、それに向けた研修への参加などにも積

極的に取り組んでいきたいと考えている。 

 



２―⑨（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

福島県 三春町 
田村市 
三春町 

たむら農業協

同組合 
輸入急増 野菜 

集出荷貯蔵施

設 
ピーマン 30.2ha 

  
第１ 調査地区の概要 

１ 田村地区の地勢 
当地域は福島県中通り地方の中東部に位置し、田村市、   

田村郡三春町、同小野町で構成されている。 
 管内の東西を磐越自動車道、国道 288 号線、ＪＲ磐越 
東線が横断し、県内の主要都市である郡山市、いわき市 
へ１時間程度で往来可能である。 

２ 田村地区の農業概要 
 阿武隈山地に属する中山間地域で、耕地は標高 250～  
600m 程度に存在している。 

総面積 65,617ha のうち耕地面積は 8,970ha でうち水田  
は 4,555ha(51％)畑地 4,415ha(49％)と県平均に比べて畑地  
の占める割合が大きいのが特徴である。 

 
第２ 事業導入の経緯 
  当地域は「葉たばこ」「養蚕」の主産地として名声をなし  
たが、これらの作物が時代の流れに抗えず、減、廃作され、代替作物として「ピーマン」、「トマト」、「なす」、「さやいんげん」、等を

振興作物として推奨し、現在に至っている。 
 「ピーマン」については三春町管内で栽培が始まり、平成２年度に野菜指定産地の認定を受け、同時期に自動軽量包装機を導入し

たことにより省力化が図られ、栽培が増加した。 
 その後、田村市、小野町でも栽培が増加したため、平成８年度に大型選果施設を導入し、共同選果により指定消費地へ出荷されて

いたが、消費者のニーズが多様化し、取引形態についても様々な対応が求められるようになり、既存の施設では対応が困難となった。 
特に有利販売が可能な契約取引については、250g 袋詰やバラ出荷などの細かいニーズに対応出来ず、契約取引の増加を妨げる要因

となっていた。 
これらの問題解決のため、250g 袋対応の包装機とバラ出荷対応の計量器を整備し、契約取引数量の増加を目指した。 

 
第３ 事業実施による成果 
 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
契約取引拡大      4.64%     11.19%     18.04% １７５％ 
 
 ２ 定性的成果 
 

・取引市場や販売先からの多様な商品形態に対応でき契約取引数量の増加が図られた。（販路拡大） 

・契約取引については、安定した数量・単価で取引され、生産農家の所得向上につながった。（価格の底上げ） 

 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等  施設の稼働状況等 

 
 施設の導入成果発現状況等 

 

ピーマン圃場での現地指導会 施設の稼働状況 
コンテナ詰めされた 

量販店からのオーダー品 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収穫初期のピーマン圃場（6 月下旬） 



４ 受益者農家及び関係者の声 
 
 
 
 
 
 
ＪＡたむら園芸部会 
ピーマン専門部会長 
安部 昭市 氏 

 
私たちが生産する夏秋ピーマンは、

一年の中で も販売価格が低迷する

期間であり、生産面積を維持・拡大し

て行くためには、再生産につながる安

定価格の確保が部会としての課題と

なっておりました。 
この度の施設の導入は、多様化する

販売先の取引形態に対応できるため、

販売先の確保につながり、価格の底上

げが図られ結果的には私たち生産者

の所得向上に大きく貢献しておりま

す。 
今後も、部会員一丸となって、施設

の有効利用を図り、供給産地としての

維持・拡大を図って参りたいと考えて

おります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
たむら農業協同組合 
代表理事組合長  
安藤 善凱 氏 
 

 
田村管内でのピーマンの作付けは 20

年余と比較的短いですが、現在、管内の

農業において、ピーマンは欠かすことの

出来ない基幹品目となっております。 
当組合では、生産者の出荷作業の労力

軽減と有利販売を目的に、選果施設を導

入して参りましたが、時代の変化と共に

お客様の販売形態が多様化し、従来の施

設ではその要望に応えられず、今回の施

設の導入となりました。 
導入後は予想を超えるお客様からの

商談があり、契約取引の増加が図られ、

契約による販売数量は目標値を大幅に

上回り利用率の向上につながりました。

今後も生産部会を中心に施設を有効

に利用し、農業所得の安定確保と販路の

拡大に努めたいと思います。 
 
第４ 今後の課題等 
 
 

当地域のピーマン栽培は、ほとんどが露地栽培であり作柄や品質・生産量は天候に大きく左右されている。 
このため、病害の発生も多く、近年は「炭そ病」が増加し、管内に拡大しつつあるため、防除体系の確立が急務である。 
また、長期安定生産及び品質向上のため、施設化やトンネル栽培の導入拡大により作型分化を図り、面積の拡大が必要である。 
一方では生産者の高齢化が進んでおり、産地の維持拡大のためには、後継者の育成確保が重要な課題である。   

 
 
 
 



 
２―⑩（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 
事業実施

主体 
政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

福島県 

会津美里町 
会津坂下町 

柳津町 
湯川村 

会津美里町 
会津坂下町 

柳津町 
湯川村 

会津みど

り農業協

同組合 
需要 果樹 

集出荷貯蔵

施設 
透過光方式

センサー型

果実選果機

果樹（りんご） 
(柿) 
（桃） 
（梨） 

野菜（トマト） 

94.7ha
30.0ha
13.6ha

5.3ha
6.5ha

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 会津美里、会津坂下、柳津、湯川地区の地勢 
福島県の西部、会津盆地の南東部に位置し、周りを磐梯朝日

国立公園、日光国立公園、越後三山只見国定公園など豊かな自

然に囲まれている。 
会津盆地を縦断する阿賀川（大川）や西部から流れ込む只見

川など大小の河川が多数あり、会津盆地の平坦地域及び西部の

中山間地域から構成されている。 
２ 会津美里、会津坂下、柳津、湯川地区の農業概要 

会津盆地を中心とした平坦地域は標高 170ｍ～300ｍで、水

稲中心に生産が行われ、中山間地域では標高差が 650ｍにも及

び、盆地特有の高温多湿な気候により、大幅な日較差があるた

め、果実・野菜共に糖度の高い高品質な作物生産が行われてい

る。 
 
第２ 事業導入の経緯 
当該産地は水稲中心の農家経営から、園芸作物の導入による農家所得の向上を目指してきた。果樹及び野菜の栽培では、会津盆地の

気候風土により高品質の作物が栽培されているが、重量選別のため、食味重視の販売ができなかった。そのため、品質保証や規格統一

ができ、個人選果の労力軽減のできる出荷体制の整備が必要となり、光センサーを備えた選果システムを導入することとした。また、

光センサーのデータを活用しながら生産者一人一人の栽培技術向上を図り、産地化の確立を目指すこととした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
全出荷量のうち内部品

質に応じて出荷する割

合を高める 
０％ １００％ １００％ １００％ 

 
 ２ 定性的成果 
・品質が数字に表れる為、生産者の栽培意識が向上した。 
・高品質化、規格統一が図られ、市場評価があがったことにより、単価アップになった。 
・個人での選果時間が無くなった分、作付面積が増えた。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

 施設の導入成果発現状況等 

 

りんご収穫風景 りんご選果風景 りんご箱詰め風景 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

光センサー選果機導入で品質が向上

し、市場の評価も良く、大型スーパ

ーでのＪＡ会津みどりトマト部会の

売り場も確保された。販売価格も個

選の産地より高く、我々農家の所得

向上につながった。 
・ＪＡ会津みどりトマト部会 
   部会長 渡部大介 

 等階級の統一はもとより、糖度や着色の

統一が完璧に出来るため、それらが販売

価格に反映され、我々栽培農家の生産意

欲が向上した。 
 
・ＪＡ会津みどり果樹専門部会 

リンゴ部長 小山一夫 

※撮影者名 会津みどり農業協同組合 指導販売係長 鈴木 智 
 

 

 

※撮影者名 会津みどり農業協同組合 指導販売係長 鈴木 智 



第４ 今後の課題等 
光センサー選果機の導入により、規格、品質の統一など従来に比べ飛躍的に選果形態が進歩し、市場等の評価が上っている中で、果

形や、糖度、熟度といった数字的な実績による指導が、一部の高齢生産者には理解が難しい。今後指導会等の回数を増やすことや、数

値と現物の対照をするなど工夫し、高齢生産者にも理解しやすい指導方法を検討している。また、安全安心な農作物の提供を目指し、

産地段階でトレーサビリティシステムを導入しているが、流通段階では導入していないため、生産・流通全体でのシステム構築が課題

となっている。 
 



 
３－①（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

栃木県 真岡市 二宮地区 はが野農協 
需要に応じた

生産量の確保
野菜 

低コスト耐候

性ハウス 
いちご 9,007 ㎡ 

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 二宮地区の地勢 

真岡市の二宮地区は、栃木県の東南部に位置してい

る。都心から 100km 圏内で茨城県に隣接し、東西約

14 ㎞、南北約９㎞、総面積は 5,545ha となっている。

総面積のうち耕地面積は 2,697ha であり、その内水田

面積が 2,277ha で 84.4％を占める関東平野の肥沃な

田園地帯である。 
２ 二宮地区の農業概要 

農家戸数は 1,442 戸、うち専業農家は 299 戸で農家

戸数の 20.7％を占めている。１戸あたりの平均耕作面

積は 1.58ha である。ほ場整備率は９割を超え、未整

備地区においても今後計画的に整備を進める計画で

ある。作物別では、米・麦・大豆はもとより、いちご、

にら、たまねぎなどの園芸も盛んである。特にいちご

は、平成 18 年産で 50 億円を超え、面積、生産量とも

日本一の産地である。 
 
第２ 事業導入の経緯 
  当該地区の事業実施前のいちごの流通形態は、京浜・東北等への市場流通が主であり、契約取引等の多様な流通形態に対応できて

いない状況であった。このため、低コスト耐候性ハウスを導入し、高設養液栽培により単収増や品質向上を図り、多様なニーズに対

応できる産地づくりを進めることとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
契約取引数量 １． ５t ４０．０ｔ ４９．９ｔ １２４％ 

 
 ２ 定性的成果 
・高設養液栽培により、単収が 10a あたり約 0.5t 増加し５ｔになるとともに、品質の向上も図られた。 
・低コスト耐候性ハウスでの導入により、バイヤー等へ魅せるいちご産地としてのイメージ戦略を進めており、単収の増加とあいまっ

て契約取引が順調に伸びている。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

高設ベンチでのいちごの栽培状況 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

(施設利用者) 
ハウスの導入により、作業が効率的になり、経営面積が 10ａ増えた。 
また、土耕に比べ衛生面でも優れていることから、雇用や新たな取引先の確保も有利に進められると考

えている。 

 
第４ 今後の課題等 

栽培技術の向上に努め、さらに収量をアップし、所得の向上を図る。 

 

 
※整備されたほ場といちごハウス 



 

３－②（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都 道 府 県

名 

市 町 村

名 
地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 

受 益 面 積

等 

 茨  城  筑西市 黒子・関本地区  関城農作業受託組合
生産性の向

上 

飼 料 増

産 

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ 

ﾛｰﾀﾘｰﾚｰｷ 

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙ積込機 

 水稲 

（稲わら） 
  145ha 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 筑西市の地勢 

  筑西市は、下館市・関城町・明野町・協和町の１市３町が合併    
 し、平成 17 年 3 月 28 日に誕生した。茨城県の西部に位置し、南 

 は下妻市及び日本を代表する科学技術中枢都市のつくば市に隣接 

 し、東は岩瀬町、大和村及び真壁町に、西は結城市、八千代町に 

 及び栃木県小山市にそして北は栃木県二宮町に隣接している。 

  また地形は、北部に阿武隈山系の一部につながる丘陵地帯があ 

 るが、おおむね平坦で、鬼怒川・小貝川が南北に貫流し、肥沃な 

 田園地帯を形成している 

  ２ 筑西市の農業概要 

    筑西市は、平坦で広大な農地と豊かな土壌・水利に恵まれ、米 

 や野菜を中心とした都市近郊型農業が営まれているほか、全国有 

 数の生産量を誇るこだますいかをはじめ、ナシ、いちごなどの果 

 樹や花きの生産など、多彩な農業が展開されている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   当組合では、組合員での農地において米・麦・大豆等を生産するとともに、組合員外からも農作業を受託していたが、水田の稲わ 

 らについては圃場に鋤込んだり、他の業者が収集したりしていた。10～11 月の農閑期を有効に活用するとともに、飼料用稲わらを 

 収集しロールベールを生産することにより，耕畜連携及び循環型農業に積極的に取り組んでいくこととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

 稲わら収集面積の増加      １５ｈａ         ３０ｈａ       １４５ｈａ       ４８３％ 

 

 ２ 定性的成果 

・稲わら収集作業の効率化が図られた 

・ロールベールの品質が安定した。 

 

 

３ 受益者農家及び関係者の声 

 

  効率的な収集作業ができるようになった。 

 隣接する圃場の耕作者からも依頼があるなど目標を大きく

上回る実績を上げることができた。 

 

 

第４ 今後の課題等 

 
 今後も収集面積の拡大を図るうえで、他の農作業との兼ね合いを勘案しながら収集作業を行い，品質の安定した良い稲わらを提供

していく。 

 



 
３－③（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等

千葉県 香取市 
山 田 地

区 
山田機械利用

組合 
生産性向上 飼料増産

細断型ロール

ベーラ １台 
自走ラップマ

シン   1 台 
コーンハーベ

スタ    1 台 
他 

青刈とうも

ろこし 
ｿﾙｶﾞﾑ 

49.2ha 
(計画) 

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 山田地区の地勢 
   千葉県香取市は、県の北東部に位置し、利根川沿いは、肥沃な水田地帯と関東ローム層の赤土に覆われた標高３０～４０ｍの

台地である。山田地区はその台地に位置している。 
 

２ 山田地区の農業概要 
  県下で有数の農業生産力を誇る香取地域にあって、香取市山田地区は、米、野菜、いも類、及び畜産物をバランス良く生産す

る食料供給地帯として重要な役割を担っている。 
  この地域は現在 24 戸の酪農家がおり約 1,200 頭の乳牛を飼養しており、香取管内でも有数の酪農地域である。 

 
第２ 事業導入の経緯 
  事業実施地区は、２４戸約１,２００頭の乳牛を飼養しているが、飼料作物等の作付面積は約２６ha であり推定の粗飼料自給率は、

約７．４％で大半は輸入飼料に依存している。そのため、輸入飼料への依存率を下げ、安全で高品質な自給飼料を生産利用を大幅に

拡大するため、飼料作物の生産調製貯蔵用機械を導入し、効率的な飼料生産・貯蔵体制の確立と飼料自給率の向上を図ることとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 
飼料作物作付収穫面積

の増加 
19.4ha 49.2ha 54.6ha 111% 

   
 ２ 定性的成果 

・共同利用機械の導入により、組合員（酪農家）の自給飼料生産に対する意識が向上し、飼料作物の作付面積を大幅に拡大

することができた。その結果、輸入飼料に大きく依存した経営から自給飼料に力点を置いた経営に移行し、飼料自給率の向

上を実現した。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等）                                     

   

コーンハーベスター、グレ

イスローダー＋ローダーバ

ケットで収穫 

細断型ロールベーラーへ ラッピング作業 

 
４ 受益者農家及び関係者の声 
 

 

 
第４ 今後の課題等 

昔から行われてきた粗飼料自給は、酪農経営の規模拡大に伴い、輸入飼料の購入依存型に形が変わってきた。しかし、このため

現在の飼料価格高騰や輸送費の値上がりは、酪農経営に甚大なる影響を与えており、今や、酪農経営の更なる低コスト化が課題と

なっている。現在、個人から生産集団に形は変わり、再び粗飼料自給という体系が取り組まれるようになった。今後も、耕作放棄

地等の活用による面積拡大、稲 WCS の利用など畜産農家と耕種農家との連携による粗飼料の増産に取り組んで行く。 
 

ロールベールサイレージの収穫・

調製機械を整備し、共同利用を図

ることで、自給飼料の生産意識が

高まり、面積も増加してきている。

今後も面積拡大に取り組んでいき

たい。 




