
 
３－④（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 

神奈川県 
藤沢市 
海老名市 

藤沢市打

戻・宮原、

海老名市

本郷地区 

さがみ農業協

同組合 

輸入急増農産物

における国産シ

ェアの拡大 

輸入急増農産物に

おける産地構造改

革の推進 

低コスト

耐候性ハ

ウス 
トマト 0.88ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 藤沢市打戻・宮原地区および海老名市本郷地区の地勢 

藤沢市は県のほぼ中央南端に位置し、南は相模湾を臨み、

北は相模原台地のなだらかな丘陵が続く温暖で自然環境が

豊富なまちである。古くから東海道の宿場町として栄え、

首都東京から約 50 ㎞の距離であり、JR 東海道線をはじめ

とした交通網が整備され、都心まで 1 時間圏内という利便

性から、昭和 30 年代以降、都市開発が活発に進んだ。本地

区は藤沢市の北西および海老名市南東部に位置し、市内で

も農地や樹林地が多く残る地域である。 
２ 地区の農業概要 

年間平均気温 16.7 度という温暖な気候と消費地を多く抱

える立地条件から、ホウレンソウ、キャベツなどの葉菜類

を中心とした露地野菜、トマト、キュウリを中心とした施

設野菜がさかんに行われている。 
特に 3 月～6 月にかけて収穫される冬春トマトは、国の産地指定を受け「湘南トマト」としてのブランドを確立している。 
 

第２ 事業導入の経緯 
 地域の主要品目である施設トマトは、農協管内で 204 戸、89ha の作付けがあり、年間約 6,000t が生産されている。今後も、安

定した生産を維持していくためには、コストを削減し、消費者ニーズでもある環境に配慮した低農薬栽培などの栽培方法を確立す

る必要がある。そこで、低コスト耐候性ハウスを導入することにより、大幅なコスト削減による施設拡大を図り、同時に、技術の

高位平準化や契約取引、値決め販売等に取り組んだ。 
 

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 

トマトの高付加価値化 低農薬栽培トマト 70％ 低農薬栽培トマト 100％ 低農薬栽培トマト 100％ 低農薬栽培トマト 100％

 
 ２ 定性的成果 
・ 環境に配慮した低農薬栽培の更なる実践と、高付加価値化、高品質化が図られている。 
・ 完熟での収穫等により付加価値をつけた販売を実践し、有利販売につながっている。 
・ 生産技術の改善等により、出荷量の増大がはかられている。 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

  

低コスト耐候性ハウス外観 トマトの定植後管理作業風景 トマトの誘引作業風景 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

低コスト耐候性ハウスの導入によ

り、周年栽培が可能となり、収量が

増加しました。低農薬栽培という高

付加価値化による単価増大により、

所得向上が図られました。 

 
苗の共同定植作業や共同防除による防

除回数の削減等により、労働時間の減少

が図られました。また、軒高が上がった

ことでハウス内の空気循環が良好とな

り、病気の発生が減少し、品質の向上を

図ることができています。 
施設利用者 施設利用者 

 
第４ 今後の課題等 

この事例により、他地域への波及効果が現れ、翌年（平成 19 年度）にも低コスト耐候性ハウスを導入する地域があった。現在は、市

場出荷を中心に量販店向けの契約出荷を行うなど順調な販売を実践している。今後、周年出荷や高付加価値化などのメリットを生かし、

市内への流通など地産地消の面での産地強化についても検討を行っていきたい。 

藤沢市（打戻・宮原地区）・海老名市（本郷地区）の風景 



 
３－⑤（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

山梨県 北杜市 
清里 
地区 

清里飼料生産 
組合 

生産性 
向 上 

飼料増産
細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ   1 台 
ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼｰﾝ     1 台 

青刈りとうも

ろこし 
(計画) 
11.2ha

 
 
第１ 調査地区の概要 
１ 清里地区の地勢 
 清里地区は、山梨県の中央にある甲府盆地の北西部に位置し、八ヶ岳 

連峰南麓に広がる火山性の台地地域である。気候は、昼夜や夏冬の気温 

較差が大きく、年間降水量は1,138mmと少なく、年間日照時間が2,081時間 

と長い内陸性気候の特徴を示している。 

 

２ 清里地区の農業概要 
 当地域は、標高が 700m～1,200m と高く、急傾斜地が多く存在す 
るという条件の中で、夏の冷涼な気候条件を活かして、高冷地野菜、 
そば、豆類などの多種多様な作付けが行われている。 

また、当地区では酪農、肉用牛、馬の畜産団地が形成されており、   

飼料用とうもろこしなど飼料用作物の生産拡大、耕作放棄地を活用した

放牧への取組が行われている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
  従前より、共同作業体系によりとうもろこしサイレージの生産に取り組んできたが、収穫・調製時の効率性及び給与時の労力軽減

が課題となっていた。また、更なる品質の向上と作付面積の拡大を図るため、青刈りとうもろこしのロールベール体系を導入するこ

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 

飼料作物作付面積の増加 ８．５７ｈａ １１．２ｈａ １２．５ｈａ １１２％ 

 
 ２ 定性的成果 

細断型ロールベーラーの導入により、作業時間の短縮及び作業時期の分散化が可能となり、作付面積の拡大が可能となった。また、ラ

ッピングサイレージに調製することにより、年間を通して安定した品質の飼料給与が可能となった。 

 
 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 

 

青刈りとうもろこしの収穫作業 細断型ロールベーラによる調製作業 製品のラッピング作業 
 

４ 受益者農家及び関係者の声 
とうもろこしサイレ

ージ 

 

 
「これまではサイロ詰めであったた

め、収穫・調製に係る作業に加え、給

与の際も重労働だった。ロールサイレ

ージは、二次発酵によるロスも少な

く、嗜好性も良好である。」 

 飼養家畜（山梨県撮影）  
「収穫・調製作業が効率化されたことか

ら、作付面積の拡大が可能になった。今

後、収穫に係る作業をコントラクターに

委託できれば、より効率的になる。」 
 

 
第４ 今後の課題等 
 細断型ロールベーラーの導入により、作業体系の効率化と良質サイレージの増産が可能となった。更なる増産に対し、意欲はあるが、

共同作業による作業能力では対応が厳しい状況である。 
現在、収穫・調製に係る作業の一部を外部委託することで作業人員の養成を行っており、将来的には、コントラクターによる生産体

制確立に向けた取組の推進が必要である。 
                                         

山梨県立八ヶ岳牧場 山梨県撮影 

 



 
３－⑥（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 

静岡県 掛川市 
桜木地

区 

有限会社 
掛川グリー

ンファーム 

需要に応

じた生産

量の確保

畑作物・

地域特産

物（茶）

乗用型茶複合管理機(乗用型

防除・施肥・深耕機、乗用型

防除・施肥機各 1 台) 
茶 

10ha（平成 17
年度） 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 桜木地区の地勢 

本地区は、旧掛川市の中部丘陵地に位置し、年間の平均気温は

17℃、年間降水量は 2,000mm 前後と温暖な気候に恵まれている。 
２ 桜木地区の農業概要 

昭和 40 年代から水田、茶園等の生産基盤をはじめ用排水路や

農道の整備が進められ、丘陵地では茶園、平坦地では水田や施設

園芸などが展開されている。 
 
第２ 事業導入の経緯 

 掛川市は、茶を基幹作物としており、全国一の茶産出額をもつ静岡

県の中でも茶園面積は 2,353ha で県内第 3 位、荒茶生産量は 5,820t
で県内第 2 位の生産量を誇る産地である。掛川グリーンファームは、

茶園管理の組織経営体として平成 16 年に設立され、全茶園の利用権

を会社に設定し、共同管理を行っている。目標とする栽培面積を 23ha
としており、経営規模の拡大には、茶園管理作業の機械化・省力化の

推進が必要であることから、本事業により、防除・施肥・深耕の乗用

型茶複合管理機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 
茶生葉の生産数量 168,978kg 205,000kg 248,633kg 221% 

その他(栽培面積の拡大) 10ha  20ha  
 
 ２ 定性的成果 
・乗用型茶複合管理機の導入により栽培体系の機械化が図られ、経営規模が拡大した。 
・経営規模拡大、経営の安定化が進んだことで、担い手が増加した。 
・農業生産法人による茶園管理により、女性の労力負担が軽減するとともに、補助作業への出役による賃金収入によって意欲向上につ

ながっている。 
 
 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 

 

 施設の稼働状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 
秋整枝後の茶園 乗用型複合管理機での防除作業 乗用型複合管理機での深耕作業 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
山崎育司取締役(一番右) 

 
防除作業が軽減し、

作業面積が拡大し

ました。 

 
第４ 今後の課題等 
後継者不足の解消。 
優良農地の確保、集積を進めていきたい。 

 

掛川グリーンファーム管理茶園 

 



 
３－⑦（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

静岡県 掛川市 山崎地区 
農事組合法人

グリーンティ

山崎 

需要に応じた

生産量の確保

畑作

物・地

域特産

物（茶）

荒茶加工機一式 茶 
18.8ha（平

成 17 年度）

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 山崎地区の地勢 

山崎地区は、掛川市南部にそびえる小笠山の南西部に位置し、年平均

気温 17℃と温暖であり、茶の早場地帯として発展してきた。 
２ 山崎地区の農業概要 

丘陵地帯には、古くからお茶が栽培されているほか、茶園の南部には

水田が広がり、組合員の多くは、水稲との複合経営を行っている。 
 
第２ 事業導入の経緯 

 掛川市は、茶を基幹作物としており、全国一の茶産出額をもつ静岡県の中

でも茶園面積は 2,353ha で県内第 3 位、荒茶生産量は 5,820t で県内第 2 位

の生産量を誇る産地である。山崎地区は、基盤整備の進んだ茶園が多く、効

率的な生葉生産が可能であり、山崎茶農協(昭和 55 年設立)が生葉の共同製

茶事業を行っていた。しかし、効率的な組織への体制刷新の必要性から茶農

協組織を解散し、10 戸により農事組合法人グリーンティ山崎が設立された。

法人では、販売先の求める荒茶品質の向上のために、最新の荒茶加工機を導

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 
荒茶生産数量 42,509kg 51,500kg 53,915kg 126% 

その他（受益地） 18.8ha  22.5ha  
  ２ 定性的成果 
・組合内に乗用型管理機利用組合を組織し、乗用型茶複合管理機（中切り機・深耕機）を共同利用している。 
・新しい荒茶加工機の導入により、荒茶品質が安定し、荒茶価格も安定した取引が行われている。 
・茶商の要望に応じた荒茶の製造が可能になった。 
・共同摘採を一部導入して、作業の効率化が進んでいる。 
 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 

 

 施設の稼働状況等 施設の稼働状況等 

(農)グリーンティ山崎茶工場外観 荒茶加工機(揉捻機、中揉機など) 荒茶加工機(精揉機) 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
組合員集合写真 
服部清一組合長（後列左から 3 人目） 

 
新しい荒茶加工機の導入により荒茶

の品質向上が図られました。 

 

 
第４ 今後の課題等 

今まで以上に荒茶価格の向上に努めていく。 

グリーンティ山崎管理茶園 



３－⑧(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

長野県 小谷村  小谷村 
需要に応じた

生産量の確保
地域特産物 そば収穫機 そば 27ha 

第 1 調査地区の概要 
1 小谷村の地勢 

小谷村は、長野県の最北西部に位置し、面積は 267.91 平方キロメートル、

東西約 14km、南北 20.5km に及んでいる。村の中央を日本海に北流する姫川

が流れ、これを底辺に標高 1,600～2,800 メートルの高山が連なり、これに囲

まれた急峻な峡谷型の地勢で、この姫川沿いにＪＲ大糸線と国道 148 号線が並

行して走り、社会経済の動脈となっている。 
2 小谷村の農業概要 

村の面積の 88％を森林が占め、農用地面積はわずか 2％と少なく、姫川とそ

の支流の中谷川、土谷川に沿って 54 の集落が散在し、急傾斜地に小規模水田

が点在する山間地農業である。また、冬期間の積雪が多く、日本有数の豪雪地

帯であり、その立地条件と特殊事情により条件不利な点が多くみられる。さら

に、人口では、昭和 22 年の 8,578 人をピークに、平成 21 年 3 月末では、3,457
人と大きな減少傾向にあり、それに伴う過疎化が交通や産業発展の障害となっ

ている。加えて離村等農業振興だけでなく、村の活性化においても厳しい状況

にある。 
農業は、稲作が中心で養蚕も昭和 50 年代後半まで行われていたが衰退し、平成 2 年までは生乳の生産もあったが、冬期間の集乳

が困難なことから、野豚および繁殖用肉牛経営への転換を図るべく畜産振興対策に取り組んできた。現在では、水稲・肉用牛・野

菜のほか、気象条件を生かしたきのこ栽培・山菜・山ぶどう等の地域特産品の生産に努めている。 
農家と呼ばれるその殆どを兼業農家が占め、1 農家当たりの経営規模が約 30a と少なく、自家用栽培程度の経営規模であり、労

働時間等においても大規模農業地域との差があることから、機械の導入によって労働時間の短縮、軽作業化し、経営規模の拡大を

図り、基盤整備、農道、水路について改修を行ってきたが、近年、遊休農地の増加、さらには営農団地の空洞化で景観も悪化して

きている。 
第 2 事業導入の経緯 
 そばは天候によって大きく左右される農作物で、収穫適期までに収穫を終えることができず、刈り遅れとなった圃場では、脱粒によ

り収量の大幅な低下が見られる。高齢農家や兼業農家支援のために受託面積増加が見込まれる中、適期に収穫を行い、需要に応じた高

品質なそば生産を確保し、安定供給させるには、新たな機械導入が必要であった。 
 当時、そば収穫機 1 台を最大限に稼働しても、適期収穫により生産量を確保するためには、南小谷地区分が限度となっていた。平坦

地域と比較すると面積的には少ないが山間地域であり、耕作地までの農道が未整備で、かつ水田が小規模で点在し、通作にも時間を要

するため、新たな「そば収穫機」で面積増加予定分を補い、需要に応じた生産量の確保を図るために事業を実施した。 
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 
そばの収穫量 2.7t 4.9t 16t(H20 年) 326% 

 2 定性的成果 
・遊休農地をそば畑に復旧する事業が定着したため、平成 17 年度に目標として設定した「平成 20 年度作業受託面積 21ha」を大

きく上回る 27ha にまで面積を拡大できた。 
・そば収穫機を導入したことで、適期収穫が可能となり、収量増加に繋がった。 

 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） 

 

 

そば収穫風景 そば収穫風景 
４ 受益者農家及び関係者の声 

小谷村農作業受託組合員 
平川富洋氏より 

収穫機をさらに 1 台入れたことにより、適期収穫を行うことができ、収量が増加しました。また、

機械の消耗を遅らせることができ、その結果、余計な経費が出ることがなくなりました。さらに、

スムーズな作業を行うこともできるようになり、大変感謝しています。 
受託面積が増えた際は、またお願いします。 

第４ 今後の課題等 
 小谷村では高齢化が進み、農業を自分で行えない方が増加することが懸念される。集落営農組織が設立されていない地域にと

っては、村直営の農作業受託組合等の組織に依頼することとなる。 
 これに伴い、農作業受託組織に作業受託することが加速すると、農作業機械の使用時間・面積が多くなり、機械に大きく負担

がかかってくる。このため、今後機械維持管理及び機械更新等の負担増が心配される。 
 
 

※小谷村役場提供 



 
４－①（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

石川県 
鹿島郡 
中能登町 

鹿島北部地

区 
能登わかば農業

協同組合 
需要に応じた

生産量の確保

土地利用

型作物 
大豆管理 
ビークル 

土地利用型

作物（大豆）
18ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 中能登地区の地勢 

  
２ 中能登地区の農業概要 

気象条件（平成 19 年観測地点の平年値：輪島市）は平   
均気温 14.0℃、年間降水量 1,903mm、年間日照時間 1,593 
時間である。また、夏季は高温多湿、冬季は豪雪という北 
陸特有の気象の中にあって、管内の積雪は比較的少ないが、 
冬の日本海側からの季節風が特に強い。 

耕地面積は 1,727ha でそのうち水田が 93%を占めてい 
る水稲単作地帯である。農業粗生産額は、10 年前の約 7
割まで減少し、品目別に見ても総じて減少傾向にあり、農

家戸数については専業農家層が微増してはいるが、全体と

しては大幅な減少傾向にある。また、農業従事者数に占め

る高齢化率は非常に高く、今後さらに高齢化率が高まることも予想され、担い手構造の益々の脆弱化が懸念される。 
 
第２ 事業導入の経緯 
   中能登地区は、主要作物である水稲と生産調整品目の柱として「大豆」の作付けを進めており、生産体制の合理化を図る上で、

団地化を進めてきたが、近年、農業者の高齢化が著しく、担い手の育成が急務となっている。また、農業機械の所有形態は自己完

結型であるため、農業経営に占める農業機械の負担割合が高くなっていた。 
   このような中、平成１９年度からスタートした水田経営所得安定対策にあわせて集落営農に取り組み、生産調整における転作の

柱となる「大豆」を米とならぶ品目として定着させ、また、収量の安定確保と品質向上を図るとともに、大区画の圃場においては

大型機械化一貫作業体系による低コスト生産を実現するために機械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 18 年） 計画（平成 20 年） 実績（平成 20 年） 達成率 
①契約栽培割合（面積）

を 72%とする 
②担い手の育成 
 （認定農業者数） 
③稼動面積 

11.6ha 
 

27 人 
 

－ 

20ha

35 人

20ha

19.6ha 
 

86 人 
 

20.2ha 

98％
 

246％

101％
 
  ２ 定性的成果 

・機械化一貫体系の確立と防除効果による品質向上により、効率的な水田利用が図られている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

能登半島の中央部に位置し、総面積は 89ｋ㎡で県土の

2.1%を占め、総人口 19,931 人で、東には石動山系、西は

眉丈山系に挟まれた邑知地溝帯を中心としている平坦地が

中心となっている。 
   土壌については、当地区の大部分を占める水田地帯は沖

積埴壌土等で肥沃である。 

 



 
 
 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） 
 

地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

  

大豆管理機ﾋﾞｰｸﾙによる除草剤、農薬散布作

業が効率的にしかも作業者も安全・快適に農

作業が実施できるようになった。 

３連カルチによる培土作業は２回以上を目標

にしている。 

 
４ 受益者農家及び関係者の声 

  
計画的に各作業が実施出来る

ようになり、大豆の作付面積

の拡大につながつた。 
しかし、利用料金等に割高感

があり見直しを検討中。 

 
第４ 今後の課題等 
 

 ・大豆価格が低迷する中、さらなる低コスト生産技術の構築を目指す。 

 



 
５－①（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

愛知県 豊田市 豊田地区 農事組合法人逢妻 品質向上 土地利用型作物 施肥播種同時作業機械 小麦 75ha 
 
 
第１ 調査地区の概要 
 １ 豊田市（豊田地区）の地勢 

豊田市は、矢作川流域にあって、愛知県のほぼ中央に位      

置する。市の南西部は比較的平坦地の都市近郊型農村地帯

である。一方、北部は丘陵地帯を形成し東部は中山間農業

地域で地形の関係から谷間に農地が散在している。 

豊田地区の土壌は、矢作川の肥よくな沖積層地帯が広が

っている。 
２ 豊田市（豊田地区）の農業概要 

地区の標高は10ｍ前後で、年平均気温は14.5℃、年間降 

水量1,461mm、比較的温暖な気候で降水量は比較的少ない。 

市全体では米（平坦地）をはじめ果樹（丘陵地）、観葉

植物及び茶（平坦地～中山間地）などさまざまな農産物が

生産され、地域の特性を生かした特色ある農業が営まれて

いる。 
豊田地区を含む平坦地の水田作については、ほ場整備、

カントリーエレベータなどの基幹施設の整備を背景に、大規模農業法人を中心とした稲、麦、大豆作が営まれている。 
 
 
第２ 事業導入の経緯 
  豊田市は、都市化が進展しつつあるものの、市街地周辺から山間地にいたるまで様々な条件のもとに特色ある営農を展開し、県

内でも有数の農業地帯となっている。このうち、当事業実施地区は豊田市の西部に位置しており、都市化及び混住化が進むと共に、

都市計画事業等の推進により農地は減少傾向にあるが、矢作川及び逢妻川沿いの平野部に残る農地では、水稲、小麦、野菜及び果

樹の栽培に懸命に取り組んでいる。水田においては、個人の担い手ばかりではなく、受託部会や農事組合法人によって水稲及び小

麦のブロックローテーションによる作付け及びこれら担い手への土地利用集積が進められている。 
このような地区の状況のもと、当事業実施主体へも土地利用集積が進められ、経営規模が拡大してきた。小麦については、現在

2 台の播種機で播種作業を行っているが、面積の増加に伴い稲・麦・大豆の作業時期が競合集中することが多くなり機械装備が不

足していた。このため、新品種イワイノダイチの作付けを拡大し、適期作業の推進による小麦の品質向上を図るために事業を導入

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 
麦新品種(ｲﾜｲﾉﾀﾞｲﾁ)の作付割合の増加 70.6% 73.3% 90.8% 748%
その他 
適期作業の推進による 1 等比率の向上 
適期作業の推進による収量の向上 
適期作業の推進による労働生産性の向上 

79.2%
228kg／10a

59,999 円／10a

 
100.0% 

250kg／10a 
59,421 円／10a 

 
 
 ２ 定性的成果 
定性的な成果を記述する。 
・新品種を増加し適期作業の推進ができたことにより品質が向上し産地の強化が図られた。 
・適期作業を推進することにより、適切な労働配分が進み労働者の過密労働が軽減され労働環境の向上が図られた。 
・適期作業を推進することにより作業時間に余裕ができ排水対策の徹底を図ることができ、受託農地の麦作の品質・収量が向上し受託

者の信頼につながった。 
 
 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） 
施設の稼働状況等 

 

 地域の営農状況等 

 

 施設の導入成果発現状況等 

 

施肥播種同時作業機による播種風景 収穫風景 収穫された品質の良い子実 
 

 



 
４ 受益者農家及び関係者の声 
農事組合法人逢妻 

 

受益者農家の声 
 新規で機械を導入できた

ため適期作業ができ、ほ場

管理が充実し品質が向上し

た。当地区は湿地帯が多い

ため適期作業をする必要が

ある。今後、さらなる機械

施設を整備・充実させ経営

強化並びに産地としての評

価を高めていきたい。 
 
提供者：逢妻 

関係者の声 
兼業で農業を営んでいたが、高齢となり後継者

は農業をやらず、機械の更新にも費用がかかるた

め当法人に委託している。大型の機械にもかかわ

らずほ場管理が丁寧で安心して委託を任せられ

る。 

 
 
第４ 今後の課題等 
 担い手への農地の集積や稲・麦・大豆での団地化が進んできてはいるが、作業受託が多く利用権設定による担い手への農地集積が十

分進んでいないため、転作の小麦・大豆の団地化(ブロックローテーション)を一部地域では取り組めていない。このため農地の利用集

積と利用調整の促進は引き続き促進し、転作としての小麦・大豆の団地(ブロックローテーション)の維持発展に努める。また、優良農

地の持続的な保全が課題となっており、優良農地の保全・確保体制を確立するため、産業用地等の都市的開発の適正な誘導を図ること

によって、スプロール的な農地転用を抑制し、優良農地の持続的な確保に努めるため関係団体等に働きかけを行っていく。 
 
 



 
５－②（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

愛知県 

美浜町 
南知多町 
常滑市 
武豊町 

知多南

部 
あいち知多農

業協同組合 
需要に応じた

生産量の確保
果樹 集出荷施設 

うんしゅう

みかん 
１１０ｈａ

 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 知多南部地区の地勢 

愛知県知多半島の南部に位置し、東は三河湾、                                         

西には伊勢湾に面した丘陵な地域となっている。 
地質は、中央丘陵地が旧洪積層、南部は第三紀                                     

層であり、耕地の土性は、壌土又は植壌土である。  
２ 知多南部地区の農業概要 

    年平均気温は、16.4 度、年間降水量は 1,600                                     

mm と温暖な気候であり、柑橘栽培には適地とな

っている。柑橘生産の中心は、半島の中央部分の

丘陵地に多くみられ、傾斜が少なく、日照条件も

良好であり、立地条件、作業性に優れている。   
 
第２ 事業導入の経緯 
   当該産地は、古くからのうんしゅうみかん産地であり、昭和 53 年からはハウス栽培が始まり、「みはまっこ」のブランド名で有

利販売されている。しかし、生産者の高齢化、生産コストの上昇、販売価格の低迷等、産地を取り巻く環境は厳しい状況となって

いる。こうした中、消費者が求める高品質な果実生産を行うため、マルチ栽培を推進している。また、光センサーによる荷受け評

価ラインを設置し、より多くのサンプルを園地別に抽出して品質検査を行いデータベース化し、このデータを基にマルチ栽培への

誘導、条件の悪い園地では雑柑類への改植を勧め、産地全体の果実の高品質化を図ることとした。 
 
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 
販売単価 ９７円／ｋｇ １２２円／ｋｇ １８２円／ｋｇ    ３４０％ 

 ２ 定性的成果 
・ マルチみかんの栽培面積が増加した。 
・ 施設の導入により、園地別指導を拡充することができ、産地全体の果実の高品質化が図られた。 
・ 認定農業者が増加した。 
 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） 
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 

 マルチみかん栽培状況  計測ライン風景  評価伝票の形式 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
あいち知多かんきつ出荷

組合長 榊原 博文氏 

 これまでの評価から比べると

数段に細かい情報が手に入り、

産地全体の傾向が把握できるよ

うになった。生産者もより高い

品質を追及するようになり、特

別栽培加入の増加にも寄与した

と考えている。  
ﾊｳｽみかん部会長 
冨谷 茂寿氏 

 評価伝票を見るだけで出荷荷口の

細かい情報が見えるようになり、より

品質の高い果実生産に意欲が増す。ま

た、出荷終了には園地別成績表が発行

され、今年の出来栄えを確認でき、来

年度の対策がしやすくなった。 
 

 
第４ 今後の課題等 

光センサーによる評価データが３年分ストックされ、園地の平均的傾向がみられるようになったが、完全にマルチ栽培の適地、不適

地が分けられ推進限界もみられる。マルチ栽培の優位性は生産者に認知されているが、栽培適地でないほ場が多く確認されたことから、

園地整備を行うなどの対策が必要であり、拡大推進方策を検討しつつ、新規推進を図る。 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

撮影者：ＪＡあいち知多 冨谷 友宏 



５－③（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

岐阜県 瑞浪市 
日吉地

区 
日吉北部牧草

地管理組合 
生産性向上 飼料増産 牧柵 牧草 ０．８８ha

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 日吉地区の地勢 
瑞浪市は岐阜県の南東部に位置し、総面積１７５㎞ 2のうち１２３㎞２

を森林が占めており丘陵地の間に狭隘な農地が点在する中山間地域であ

る。日吉地区は瑞浪市北部の市境に位置し、御嵩町、八百津町、恵那市

と接している。旧中山道が通っており、かつての宿場町「大湫宿」「細久

手宿」も現存している。 
２ 日吉地区の農業概要 

瑞浪市は農業の中で畜産業が主となっており、農業算出額７２．２億

のうち６４．８億を占めている。その中心は養鶏であり、酪農家は減少

しているが、酪農からの転換により肉用牛飼育農家は増加している。日

吉地区でも中心は養鶏であり、酪農、肉用牛、養豚も行われている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
 酪農から肉用牛繁殖経営あるいは乳肉複合経営へ転換しようとする農

家が多いが、飼料基盤をほとんど持たず購入飼料に頼っている農家もあ

る。また、高齢や他作物との兼業により、日常の飼料管理作業が負担に

なっている農家もある。耕作放棄地を共同放牧地として整備し、放牧す

ることによる自給飼料の確保、日常管理作業の負担軽減を目的として事

業導入を行った。また、耕作放棄地対策の有効利用モデルとしての活用も期待した。 
 
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 
放牧面積の増加 ０ha ０．８８ha ０．８８ha １００％ 

 ２ 定性的成果 
 
・耕作放棄地となった飼料畑を放牧地として活用することができた。 
・飼料自給率の向上、飼養管理労力の軽減を行うことができた。 
・耕作放棄地の有効利用モデルとして、地域内での放牧を促進することができた。 
・地域内の和牛繁殖雌牛の増頭につなげることができた。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（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

放牧前の耕作放棄地（飼料畑） 牧柵設置後、放牧を行っています。 別の場所でも放牧が始まりました。 
（写真提供：岐阜県東濃農林事務所） 

４ 受益者農家の声 
 放牧を行うことで、労力と飼料費を低減する

ことができたと感じています。また、和牛の増

頭も行えたことは助かっています。市内でも放

牧が広まってきているので、これからも出来る

限り放牧を行っていきたいと思っています。 
 
（日吉北部牧草地管理組合長 岩井一夫） 
 
第４ 今後の課題等 
・畜産農家の労働負担軽減、飼料費軽減のためにさらに放牧を推進していく。 
・地域内の耕作放棄地解消の方策の１つとしての放牧に取り組んでいく。 
 
 

「細久手宿」 

※提供者 瑞浪市商工課 



６－①（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

滋賀県 甲賀市 春日 
農事組合法人

春日営農組合

農畜産業の 
環境保全 

環境保全

有機物処理･

利用施設（堆

肥舎・切り返

し機） 

水稲、麦、

野菜 
３７ｈａ 

第１ 調査地区の概要 
 １ 春日地区の地勢 
 滋賀県の南東部の甲賀市北部に位置し、地区の大半が山間地  
を占めているが、中央部には坊谷川に沿って基盤整備されたほ場  
が広がっている。 

２ 春日地区の農業概要 
  水稲を中心とした土地利用型作物主体の農業地域である。 

平成１３年に春日営農組合が設立されてからは麦・大豆  
のブロックローテーションによる集団転作が進められている。 

 
第２ 事業導入の経緯 
  当地区では平成１５年度より畜産農家に飼料稲わらを供給し、  
畜産農家から牛糞の提供を受け、環境に配慮した安全、安心な売  
れる米作りに取り組んできた。平成１３年度に設立された春日営 
農組合は、環境にこだわった農作物栽培に取り組み、水稲、麦、 
大豆の経営を拡大してきたところである。畜産農家からの堆肥は 
運搬後、直接ほ場に散布していたが、経営面積の拡大を図りなが 
ら環境にこだわった農産物を拡大すると散布時期が集中するた 
め、従来の散布方法では堆肥が不足するようになってきた。堆肥 

を集中的に散布するためには畜産農家が一時醗酵させた堆肥を随時 
運搬し、集落で完熟化・保管する堆肥舎が必要となり、本事業により堆肥舎及び切り返し機の整備を行うこととなった。 

 
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 
環境保全型農業に取組

む農家数の増加 
農家数の割合  30% 農家数の割合  55% 農家数の割合  80% ２００％ 

 ２ 定性的成果 
・土壌の肥沃化により秋落ち等の心配がなくなった。 
・県認証の環境こだわり農産物に取り組みやすくなった。 
・施設の導入により安全安心な農産物栽培の意識が向上した。 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

  

飼料用に収穫された稲わら 堆肥舎 堆肥舎にて完熟化された堆肥 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

山間地域で兼業農家 100％
の集落で担い手が無く、８年

前に集落営農組合を設立し、

平成１９年に法人化を行いま

した。 
また、早くから近くの畜産

農家と契約し、圃場に堆肥を

播き、稲わらを飼料提供し耕

畜連携を行って来ました。 
春日営農組合長 萩本市太郎

 当地区は農家数に対して耕

作面積が少なく、若者が農業か

ら離れて行き、農業者の高齢化

が進み、農地を守ることが出来

なくなりました。こんな時、地

域に集落営農ができ、安心して

耕地を任せられるようになり、

また治水施設や環境を守るこ

とが出来るようになりました。

組合員 宿谷忠五 
 
第４ 今後の課題等 
堆肥散布時に堆肥のにおいが生じる場合があるので、散布後の耕起を敏速に行うよう努める。 

 
 



 
６－②（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

滋賀県 日野町 
日野町

全域 
(有)日野ｱｸﾞﾘｻ

ﾎﾟｰﾄ 
生産性向上 

耕種作物

活用型飼

料増産 

ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ収穫

機､ﾗｯﾌﾟﾏｼｰﾝ､

ﾛｰﾙｸﾞﾗﾌﾞ 
飼料作物 飼料稲 18ha

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 日野町の地勢 
 日野町は琵琶湖の東南部、鈴鹿山系の西麓に位置し霊峰 

 綿向山を東に眺める花と緑があふれる自然豊かな町です。 
 琵琶湖へそそぐ日野川、佐久良川流域を中心に肥沃な土 
地は古くから良質米を生産し、酪農が盛んに行われていま 
した。 

２ 日野の農業概要 
  日野町は、平坦地と中山間地域としての自然条件を併せ 

持つことから水稲単作経営と酪農経営および茶経営を主体 
 とする個別完結型の農業生産が展開されてきました。農家 
 一戸当りの耕作面積は小規模であり農業所得率は総じて低 
 いことから、他産業への恒常的勤務による安定兼業農家へ 
 と移行してきました。 
 
第２ 事業導入の経緯 
  日野町は、麦・大豆作に適さない重粘土質土壌であり、不適地に合う作物を探していました。また、鹿、猿、猪等の獣害で作物生 

産できる区域が狭まっており、その区域を有効に利用できる作物の作付けができないかという農業の課題がありました。町には、畜

産農家が多数あり、平成１３年頃より転作作物として適している飼料作物の作付けを始めました。その後、国内産粗飼料の確保対策

と飼料価格の高騰が取組みを後押し、産地づくり対策により、水田農業ビジョンにも位置づけることができました。以前からグリー

ン近江農協で堆肥散布を請け負っており、耕種農家と畜産農家との結びつきがあり、長年による飼料作物への取組みにより今では約

４０ｈａの規模にまで拡大することができました。 
 
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 
飼料作物面積 １１．１ｈａ １６．０ｈａ １８．６ｈａ １５３％ 

 ２ 定性的成果 
・耕種農家と畜産農家とが連携した供給体制が構築でき、堆肥散布など有機物の利用が拡大された。 
・飼料作物を作付けすることで減反制度による転作田に産地確立交付金が耕種農家に交付され収入となった。 
・飼料作物を通じて農家どうしの意見交流が図られ土地の集積や収量を上げることへの努力をされるようになった。 
 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） 

 

 

コスト軽減に取組んだ直播栽培 ホールクロップ収穫機による刈取作業 ラップマシーンで収穫された飼料稲 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 当集落の生産調整方法は、各

農家による（バラ転）で調整水

田、保全管理で行ってきました。

農地保全等のため飼料用稲の栽

培に取り組み、今では 1.7ha の

栽培になり自分の農地は自分で

守るという考えからすると取組

は成功だと考えています。今後

も栽培農家全員で取組んで行き

たい。 
寺尻転作部会 福本氏 

  畜産農家と耕種農家と結びつ

きのあるこの日野で生産調整の

転作作物から本作物として利用

されるようになりました。商品と

しての飼料稲としても有効で今

後も発展していくよう努力して

いきたい。 
有限会社日野アグリサポート

坂田氏 

第４ 今後の課題等 
 面積拡大という目標達成は出来ましたが、今後も引き続き耕畜連携の取り組みが継続的発展するよう、飼料稲の品質向上に向けた総

合的な取り組みが必要です。 


