
６－③（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

和歌山県 印南町 切 目 
切目川施設組

合 

輸入急増農産

物における国

産シェアの奪

回 

輸入急増

野菜 

低コスト耐候

性ハウス 
ミニトマト １．５６ha 

第１ 調査地区の概要 

 １ 切目地区の地勢 

本町は和歌山県西岸部のほぼ中央に位置し、総面積は 113.63 ㎞ 2

で県全体の約 2．4％を占めている。切目地区は、町の南東部に位置

し、切目川を軸として集落が点在している。気候は、温暖であり、

沿岸地域では冬期においても降霜のない無霜地帯が広がっている。 

 

 

 

２ 切目地区の農業概要 

当地域の農業は、温暖な気候条件を生かし、野菜、花き、果樹の

生産が盛んである。特に、野菜栽培は当地域農業の基幹となってお

り、ウスイエンドウは、全国有数の生産量を誇るほか、ミニトマト、

スイカなどの栽培が盛んである。 

 ミニトマトの栽培は、昭和 58 年頃に始まり、現在では県下最大の

産地となっている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

当地域では輸入品や他産地品との差別化を図るため、生産者と JA

みなべいなみ等関係機関が一体となり、房どり完熟ミニトマト｢赤糖房｣をはじめ、甘くておいしい高品質ミニトマトの生産を推進して

いる。しかしながら、当地域は台風の接近が多く、従来からのパイプハウスでは、台風が接近するたびにハウスの損壊を防ぐためのビ

ニール被覆撤去作業が余儀なくされ、生産者に多大な労力がかかっている。また、ビニール被覆撤去は、作物への物理的なダメージや

病害虫被害につながり、ミニトマトの品質低下が問題となっている。このような状況を打開するため、低コスト耐候性ハウスを建設し、

台風や病害虫の影響をさけるとともに、施設内環境を改善しミニトマトの安定生産を図り、印南ブランドの確立をすすめることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

高品質ミニトマトの生

産量の増加 
85% 91% 92% 117% 

 ２ 定性的成果 

・温度管理、水管理が容易になり、秀品率が上がり高糖度のブランドミニトマトの生産が可能になった。 

・施設導入により、作業時間の短縮が図られるようになり、他作物の栽培面積も増加している。 

 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） 

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 

 

低コストハウス（外観） 低コストハウス（内部） 安定した品質確保がされている 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

(組合長)寺西 幸弘 

 

台風時期の早期定植が

可能となり、高品質なミ

ニトマト生産に努めて

いきます。 

 

 

(利用者)為橋 晶之 

 

ハウスの温度管理が容易

に行えるようになり労働

時間が軽減でき、生産者

の作業効率向上につなが

ったと思います。 

※撮影者名 片山敬唯 

第４ 今後の課題等 

今後の課題としては、難防除病害虫発生が問題となっており、防除方法等検討を重ねているところです。 

 

 



 

６－④（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

兵庫県 川西市 久代 久代生産組合 
需要に応じた

生産量の確保 
果樹 集出荷施設 いちじく ３．８ｈａ 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 久代地区の地勢 

兵庫県の南東部にあり、東は、猪名川を挟んで、大阪府と隣接し、南

は、伊丹市、西は、宝塚市と隣接した位置にある｡比較的平坦で都市的

地域となっている｡土壌は、畑作地帯は、れきをかなり含んだ砂地であ

り、水田地帯は、沖積層土壌で肥沃である｡ 

 

２ 久代地区の農業概要 

平均気温 14.7℃、年間降水量８７４㎜と温暖で、農産物の生産に最

適の地域であり、いちじく以外では、糖度の高いハウストマトや軟弱野

菜の生産が盛んに行われている｡ 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当地区は、昭和初期からいちじくの栽培を中心とした農業が営まれて

きた｡川西のいちじくは朝取り、完熟をモットーに品質の統一を図り、

出荷してきた｡しかし、近年、いちじくの生産は全国各地で広がってお

り、産地競争力を強化するため、新しく整備された施設で品質を強化し、

地域ブランド力を高め、量販店等実需者との契約取引を推進することで、出荷量の確保と、農業経営の安定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 

頄目 現況（１７年度） 計画 実績 達成率 

 

契約取引割合の増加 

 

０％ 

 

３０ポイント増加 

（３０％） 

 

５７ポイント増加 

（５７％） 

 

１９０％ 

 

   

 ２ 定性的成果 

 

 

 

 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） 

 

周辺で都市化が進む都市農業 

 

      集出荷施設を積極的に活用 

 

 朝採り完熟 

 
住宅地に囲まれたイチジク畑 久代地区の川西南部直売所 夜明け前の収穫 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

施設利用者の 

西田さん 

 

施設の導入により、市場の評価が向上

し、市場単価の底上げにより、農家所得

が向上した｡ 

   

 

第４ 今後の課題等 

 

 当地区のいちじく出荷は、共選による出荷のため、生産者の顔が見え、消費者に安心して購入いただくために、生産者番号の入った 

ラベルを入れているが、流通段階でそれが徹底しているかを確認するシステムの構築が必要で、関係団体等に働きかけを行っていく｡ 

 

 

久代地区の出荷風景（撮影：川西市） 

集荷出荷作業の効率化により、作業負担軽減につながった。また、施設整備により、安定供給が可能になり市場単価向上にもつなが

った。 



 

６－⑤（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

兵庫県 篠山市 
篠山

地区 

丹波ささ

やま農協 

生産性向

上 

産地競争

力の強化

に向けた

総合的推

進 

田植機 

コンバイン 

トラクター 

水稲 
受託面積

325ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 篠山市の地勢 

    篠山市は、兵庫県の中東部に位置する内陸地域で 

京阪神の各都市から 40～50 ㎞にあり、交通アクセスは 

１時間程度である。加古川につながる篠山川を中心に、 

平野部が形成されている。                      

２ 篠山市の農業概要 

    標高は 200m～300m、平均気温 12.4℃、年間降水量 

   1400 ㎜である。昼夜の寒暖差が大きい盆地特有の気候の 

   ため、黒大豆、黒大豆枝豆、山の芋、大納言小豆、栗、茶 

   米、丹波篠山牛などの特産物が育まれている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  農家の高齢化、担い手不足が深刻な問題となる中、機械   

を導入し、作業受託を推進することにより、担い手への農 

 地集積への条件整備ができるまでの支援を行う。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

受託面積の増加 325ha 391ha 561ha 357％ 

  

２ 定性的成果 

 

農家の高齢化、担い手不足が深刻な問題となる中、機械導入を行うことにより農作業受委託の活動強化を行うことができた。その結果、

受託作業面積の拡大については、当初目標を達成することができた。 

 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

     

稲刈りの様子 丹波黒大豆のほ場の様子 本事業により導入した機械 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

  

 大型機械の導入により、作業効率が

向上し、よりたくさんの農地を受託す

ることが可能になり、地元から大変喜

ばれています！ 

 

オペレーター 森田洋文 

   

 私たちが水稲の作業を受託すること

により、農家のみなさんには地域特産物

の黒大豆や山の芋をもっと作っていた

だけるようになればうれしいです。 

 

オペレーター 原田保寿志 

 

第４ 今後の課題等 

 

受託作業においては、当初目標を達成したが、多くの農業者が規模縮小、農作業委託、そして農地の利用権設定等による農地の預託を

指向しているため、今後も農作業委託希望の増加が見込まれる。よって、新たなオペレーターの育成を行い、今後もさらなる活動の強

化を図る。 

 

 

 

 

 



 

７－①（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

鳥取県 北栄町 
大栄地

区 

鳥取中央農業

協同組合 
品質向上 野菜 

集出荷選果施

設 
すいか 

208.7ha(H18) 

190.0ha(H20) 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 大栄地区の地勢 

本地域は県中央部に位置している。大山の麓の南西部はなだらかな

火山灰土の丘陵地、地区の中央部を流れ日本海に注ぐ由良川の沿岸と

東部には沖積平野が開け、砂丘地に連なっている。海岸線は出入りの

尐ない単調な砂浜で、海岸に沿って砂丘が発達している。 

 

２ 大栄地区の農業概要 

 大山火山灰大地はすいかなどの野菜と畜産、沖積平野は水稲、砂丘

地はながいも、らっきょうなどの耕地としてよく利用されている。な

かでもすいかは火山灰大地の黒ぼく畑における为要作物の 1 つであり、

全国でも有数の生産量を誇っている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 すいかは、店頭でカット、糖度表示して販売されるため、カット後

の果実の見た目や糖度の高さが強く求められている。一方、安全・安心の面でも、産地での環境保全型農業の取組みと、これにより生

産した特色あるすいかの出荷が求められている。 

 消費者ニーズに応える生産・出荷を目指すため、事業を活用した新選果施設の導入により、次のように課題解決を図ることとした。 

①新施設で空洞、外観、糖度、熟度を全量品質検査することで、糖度１１度以上で内部品質に優れるすいかを安定的に供給する。 

②各農家の詳細な選果データを整理・提供することにより、糖度向上に向けた農家個々の生産技術の見直しを進め、産地全体の品質向

上につなげる。 

③環境保全型農業で生産したすいかや高糖度すいかを区分出荷することで、付加価値販売を行う。 

 

第３ 事業実施による成果 

１ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

全出荷量のうち、高品質

化に取り組む割合の増

加 

８２．３％（H17） ９１．０％（H20） ９５．８％（H20） １５５．２％ 

 

２ 定性的成果 

・各農家ごとの選果データ（外観判定、糖度、空洞・内部判定等）と土壌分析等を活用して、品質向上に向けた農家個々の生産技術の

見直しを進め、産地全体の品質向上の取組が強化された。生産者の個人名入りのシールを添付するラベリングシステム導入時と同様に

生産者の意識改革につながっている。 

 

３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

地域の営農状況 

 

 施設の稼働状況 

 

 施設の稼動状況 

 

ハウスすいかの栽培風景 センサーによるすいかの糖度測定 ラベリングシステムによるシール貼付 

写真提供者：ＪＡ鳥取中央北栄営農センター長 増本 俊和 

 

写真提供者：ＪＡ鳥取中央北栄営農センター長 増本 俊和 



４ 受益者農家及び関係者の声 

大栄西瓜組合協議会 

会長 福山 浩 

施設の導入により市場の評価が向上

し、近年の厳しい社会情勢のなかに

おいては、市場単価の底上げにより、

農家所得が向上している。 

 

大栄西瓜組合協議会 

前会長 濵坂 良男 

安定的な所得確保には安定的品質の

出荷が前提である。果実においては、

特に個々の品質にバラツキがないこ

とが安定単価の条件となる。すいかで

は甘さ(糖度)と空洞の有無が品質決定

の大きな要因で、それを１個ずつ一定

基準で選別が可能となり、出荷者の意

識高揚とブランド産地として、評価を

高める大きな原動力となることで施

設はその機能を発揮している。 

写真提供者：ＪＡ鳥取中央北栄営農センター長 増本 俊和 

 

第４ 今後の課題等 

・新規栽培者の減尐による産地の高齢化及び栽培面積の減尐。 

・資材、肥料等の生産コスト増加。 

・ミツバチ交配の導入による全国的なミツバチの数量不足。 

・新規就農者や退職者に向けたすいか栽培者の基礎知識の習得の機会が不足がち。 

・進物等、消費者ニーズに対応した高糖度すいかの高付加価値販売を推進方策。 

・関東方面へのＰＲ活動不足で大栄すいかが認識されておらず、直販率の低迷、伸び悩みがあり、更なるブランドイメージの強化・定

着活動が必要となっている。 

 

 



 

７－②（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

鳥取県 倉吉市 

倉吉市・三

朝町・湯梨

浜町 

鳥取中央農業

協同組合 

農畜産業の環

境保全 

土地利用

型作物 

床土及び種も

み処理施設 
稲 

2,397ha(H18) 

2,415ha(H20) 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 倉吉市・三朝町・湯梨浜町地区の地勢 

 本地区は県中央部のやや東側に位置し、平坦地、中山間地、山間地の多様な

地形に位置している。 

 

２ 倉吉市・三朝町・湯梨浜町地区の農業概要 

 倉吉市の大山火山灰大地の黒ぼく地帯ではすいかや梨、三朝町の中山間地で

は水稲と梨、湯梨浜町では特産の二十世紀梨の産地である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 本地区の水稲栽培は、多様な地形の中で行われ、天日乾燥米、再生紙マルチ

米等の独自の特徴をもった販売を実践しているが、本県産の価格評価は低かっ

た。このような中で、消費者は環境保全型農業で生産された安全・安心な米を

求めており、温湯種子消毒施設の導入と併せて、環境保全型農業実践者として

エコファーマーの育成を行うこととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

環境保全型農業に取り

組む農業者の増加割合 
１．７％（Ｈ１８） １０．０７％（Ｈ２０） ７７．３５％（Ｈ２０） ９１０．１％ 

 

 ２ 定性的成果 

 県・関係市町とＪＡが一体的な取組として、エコファーマー育成推進プロジェクトを立ち上げ、環境保全型農業実践者への養成を行

ったなかで、生産者の関心は高く取組農家は、４，５００％増加した。平成２０年産米からはその生産者が栽培した米をエコファーマ

ー米として、有利販売への取組を進めている。 

 

 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） 

 

 

 

 管内のＪＡ育苗センターか

ら供給する水稲苗の全て、

自家育苗農家へ供給する種

籾全てに温湯種子消毒を施

し、供給しており、利用実

績は目標の１３０．２％と

なっている。 

温湯消毒作業 育苗播種作業  

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

倉吉市関金町 山崎正美さん 

種子消毒作業がなくなり、労力

の軽減ができ農薬も使用しな

いため、消毒後の廃液処理の問

題がなくなった。 

また、農薬の使用回数が減るの

で、安心・安全な米づくりがで

きる。 

 

 

倉吉市古川沢 西谷隆徳さん 

種籾のネット詰め作業や種子

消毒後の陰干し作業の労力が

軽減された。 

また、種子消毒液の廃棄処理の

問題も解消され、病害虫の発生

も尐なくなった。 

 

 

第４ 今後の課題等 

 

今後も、生産者及びＪＡ等の関係者が一体となって取組みを推進することが、地域全体の環境保全型農業の定着に必要と考える。 

 

写真提供 温湯消毒施設  ＪＡ鳥取中央総務部教育広報課  松田 優子 

 

 



 

７－③（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

島根県 大田市 大田地区 

石東地区無人

ヘリコプター

オペレーター

協議会 

生産性向上 

競争力強

化総合推

進 

無人ヘリコプ

ター 
水稲・大豆 1,353ha 

第１ 調査地区の概要 

 １ 大田市の地勢 

    島根県のほぼ中央部にあり、出雲圏域と石見圏域 

   の結節点に位置している。海岸部、市街地部、山間 

部にわかれており、中央部に鉱山・産業遺跡として 

世界遺産登録された石見銀山遺跡、南東部には大山 

隠岐国立公園に属する三瓶山がある。中国山地が海 

岸部まで迫っていることから、山林原野が多く平坦 

地が尐なく、農地の利用にあたって制限が多い。 

２ 大田市の農業概要 

     標高は 0ｍ～500ｍ、平均気温 15.9℃、年間降水 

    量 1,671ｍｍ（ほぼ平均的な地域）、年間日照時間 

    1,721 時間（尐ない地域）と、曇りの日が多い。 

     農業の形態は、水稲を基幹として畜産、果樹、施 

    設園芸を組合せた複合経営が中心である。また、畜 

    産業は大型経営も多く、県内有数の生産地である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当該産地は、水稲を基幹としているが、中山間地域における水稲、大豆栽培は生産コスト、労力の面で平坦地に比べて負担が大

きく安定した農業経営を行う上で大きな問題となっているため、防除組織による無人ヘリコプター防除を行い、中山間地域での計

画的な適期防除による効率的かつ安定的な作業体系を確立し、防除作業のコスト及び労力の軽減による安定した農業経営の構築を

図ることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

水稲・大豆のコスト削減 
水稲 127,781 円/10a 

大豆 109,226 円/10a 

水稲 114,600 円/10a 

大豆 102,320 円/10a 

水稲 117,394 円/10a 

大豆  97,334 円/10a 

７９％ 

１７２％ 

 

 ２ 定性的成果 

・無人ヘリコプター防除により、労力の軽減につながった 

・無人ヘリコプター防除を集落単位で取り組むことで耕作放棄地の防止に役立っている。 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（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 

 

 水稲収穫時期  無人ヘリコプター飛行状況  無人ヘリコプター防除実施 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

 

 

 

ヘリ防除利用者：森氏 

撮影：大田市産業振興部 

 

無人ヘリコプターにより、集落で一斉

防除を行えるため、今までと比較して

防除の効果が向上した。また、高齢化

が進む地域の中で、防除組織により実

施されることは、労力軽減の意味合い

も大きい。 

  

 

 

 

 

NOSAI いわみ事務所 

撮影：大田市産業振興部 

 

無人ヘリ防除は、粉剤などの防除に比べ

農薬の飛散が尐ない。また中山間地域で

は高齢化が進み労働力が不足しており、

短時間で広範囲を防除できる無人ヘリ

防除の要望は高まっている。 

 

第４ 今後の課題等 

無人ヘリ防除により農家のコスト、労力の軽減は一定程度進みつつあるが、今後、更なる効率的な防除作業と各農家の作業の効率化

のために、作目・品種の連担化、適期防除のためのオペレーターの育成、効果的かつ安価な薬剤等の選択を、関係機関・事業为体と連

携して推進する必要がある。また。狭隘な地形での防除は常に墜落事故の危険を伴うことから、関係機関と連携して技術講習会を強化

し、技術の向上に努める。                                      （大田市産業振興部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影地：大田市温泉津町 撮影：大田市産業振興部 



７－④（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 
受益 

面積等 

岡山県 岡山市 
岡山市東区

邑久郷 

邑久郷粗飼料

生産組合 
生産性向上 飼料作物 

飼料用ｺﾝﾊﾞｲﾝﾍﾞｰﾗ 

自走ﾗｯﾌﾟﾏｼｰﾝ 

ﾃﾞｨｽｸﾓｱ 

飼料用稲 

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 

稲わら 

73.08 

ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 岡山市東区邑久郷地区の地勢 

 岡山市の南東部に位置しており、岡山県の 3 大 

河川の 1 つである吉井川に沿って広がった、肥沃 

で平坦な地域である。当該地区は、水田大型区画 

整理事業によって、整然と区画された水田地帯が 

広がっており、1 枚の田の標準区画は長辺 120m× 

短辺 100m と大規模ほ場である。土壌は、灰色低 

地土、グライ土を为体に黄色土が分布する。 

２ 岡山市東区邑久郷地区の農業概要 

     標高は、100m 以下、平均気温 16.4℃、年間降 

水量 733mm（尐ない地域）、年間日照時間 2,116   

時間（多い地域）と、瀬戸内海特有の穏やかな気 

候により、農産物の生産に適した地域であり、県 

内有数の穀倉地帯である。 

 また、畜産業においては、岡山市内でも酪農が 

盛んな地域である。            

 

第２ 事業導入の経緯 

   邑久郷粗飼料生産組合では、大型機械を駆使して水田での各種作業を請け負ってきたが、農家の高齢化により、作業の請負面積 

が年々増加していた。また、消費者の安全・安心への関心が高まる中、購入飼料から自給飼料への切り替えが必要となり、転作の 

推進を図るためにも、転作作物としてイタリアンライグラスや飼料用稲等の作付面積をさらに拡大する必要があったため、当該事

業を活用し、飼料収穫用機械等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 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

飼料作物の生産向上 64.13ha 73.08ha 73.42ha 100.5% 

 ２ 定性的成果 

・自給飼料の増産により、購入飼料の削減が図れた。 

・飼料用稲専用のロールベーラを使用することにより、高品質な稲 WCS に仕上がり、牛の嗜好性がよい。 

・飼料作付面積の増加により、堆肥の利用量が増加した。 

 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） 

 

 

 

 

 

飼料用稲 飼料収穫作業 自給飼料給与 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

機械導入により、作業効率が

向上し、飼料の取組面積が拡大

した。 

 

第４ 今後の課題等 

 今後も耕種農家の高齢化により、作業委託の要望が増加するものと思われるが、飼料作付面積をさらに拡大していくためには労働力

の確保が課題となる。また、いままで組合員で自給飼料を利用していたが、飼料作付面積を拡大し、県内の自給飼料率の向上を図るた

めにも、関係機関等と協力しながら、組合員以外の牛飼養農家へ自給飼料の流通を図っていく必要がある。 

 



 

７－⑥(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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

香川県 － 県全域 
香川県農業協

同組合 

需要に応じた

生産量の確保 

土地利用

型作物(水

稲種子･麦

種子) 

为要農作物種

子乾燥調製施

設の調製能力

の増強 

自動給袋施設 

水稲種子 

麦種子 
162.1ha 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 香川県の地勢 

香川県は四国の北東部に位置し、南に連なる讃岐山   

脈と、これより北に向かって多数のため池が点在する  

讃岐平野が広がっている。北に臨む瀬戸内海には、県   

花県木であるオリーブの産地として有名な小豆島をは  

じめとする大小 116余の島々が点在しており、総延長 

700㎞に及ぶ複雑な海岸線により風光明媚な地域を形 

成している。 

本県の気候は、年間日照時間が 2,076.8時間(全国項 

位 6位)、年間降水量が 1,123.6mm(全国項位 44位)、平  

年気温が 15.8 ℃と温暖尐雨の瀬戸内式気候である。 

降水量が尐ないことから、満濃池をはじめとする大 

小 14,600余りのため池が県下全域に作られており(た 

め池数全国 3位)、水資源の確保とあわせて、特徴ある 

本県の農村風景を構成している。                             提供者：平田雅規(JA香川県) 

２ 香川県の農業概要 

    本県の農家１戸当たりの耕地面積は約 70ａであり、全国平均の半分以下と経営規模の零細性は否めないが、年間日照時間が長

く温暖で、多彩な農産物の栽培が可能であり、かつ京阪神市場に近いなど恵まれた自然条件や地理的条件を生かし、米と園芸作

物や畜産などを組み合わせた複合的な経営や、施設園芸などの集約的な経営が展開され、経営規模の零細性を補う土地生産性の

高い農業が展開されている。その生産をみると、近年、担い手の減尐や高齢化の進行等により、作付面積は減尐しているが、先

人から受け継がれてきた優れた農業技術や農業者の創意工夫により、高収益作物を中心に全国に誇れる数々の品目を有し、県内

はもとより、京浜や京阪神地域などに対し、新鮮で良質な農産物を供給している。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   香川県農業協同組合においては、異品種混入防止を図り安全で安心な米麦の供給を図ることを目的に、種子更新率を 100％に向

上させるため、水稲及び麦種子の生産量の増加を図ることとしている。 

   一方、種子センターの現状の調製能力では、生産量の増加に伴い配送時期までに調製・袋詰めを完了させることができないこと

から、調製能力の増強を図る必要がある。 

また、種苗法の改正に伴い、JA各支店等で行っていた種子の小分け作業ができなくなることから、県外産種子も含めて戸配送が

可能な小袋への袋詰め作業を行う必要がある。 

   このため、種子乾燥調製施設の調製能力の増強及び自動給袋施設の導入を行うこととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

为要農作物種子(水稲種
子、麦種子)の生産量を

20％以上増加 

水稲種子 
273.0t 
麦種子 
157.6t 

 
生産量計 
430.6t 

水稲種子 
328t 
麦種子 
189t 

 
生産量計 

517t 

水稲種子 
307.5t 
麦種子 
212.9t 

 
生産量計 
520.4t 

103.9％ 

为要農作物種子(水稲種
子、麦種子)のほ場審査
合格率の向上割合を
107.5％以上とする。 

水稲種子 
81.2％ 
麦種子 
70.5％ 

 
合計 
75.7％ 

水稲種子 
85.0％ 
麦種子 
80.0％ 

 
合計 
83.0％ 

水稲種子 
97.1％ 
麦種子 
84.3％ 

 
合計 
90.7％ 

205.5％ 

 

 ２ 定性的成果 

・品種来歴の明確な種子の提供や異品種混入防止の徹底が図られことにより、県産米･麦の供給体制が確立し、産地の強化が図られた。 

・施設の導入を契機として、種子生産者の栽培管理技術の向上が図られたとともに、種子生産の重要性について一定の理解を得た。 

・銘柄が確認された種子により生産された米(毎年種子更新)である安全･安心なブランド米「JA香川米」の生産に寄与した。 

 

 

 

 

 



 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) 

 

   

種子生産ほ場での審査状況          現地巡回指導状況 自動給袋機 

提供者：平田雅規(JA香川県) 

４ 関係者の声 

 

・種子乾燥調製施設の調製能力の増強及び自動給袋施設の導入により、効率的な

作業が可能となり、水稲及び麦種子の生産量の増加に対応することができた。 

・さらに、人的作業に余裕が生まれ、調製精度の向上効果も見られた。 

・自動給袋機についても、JA 各支店等での小分け作業が必要なくなり、混種事故

の軽減に効果的であった。 

香川県農業協同組合種子センター職員 岡本滋則 

提供者：平田雅規(JA香川県) 

 

第４ 今後の課題等 

 

・本事業の導入により、安全･安心なブランド米「JA 香川米」の生産が項調に拡大しているが、種子生産は県下の米麦の起点である重

要性を踏まえ、種子生産者に対して一層の種子栽培管理技術の向上を図り、ほ場審査合格率の向上を図る必要がある。 

 

 



 

７－⑦（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

香川県 三豊市 
豊中地

区 
香川県農協 

需要に応じた

生産量の確保 
野菜 集出荷施設 

ブロッコリ

ー 
120ha 

  

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 三豊市の地勢 

    香川県の西部に位置し、南部から北東部にかけて   

は中蓮寺峰や大麻山などの山々が連なり、北西部に 

は内海に突き出た荘内半島がある。中央部の三豊平 

野には財田川や高瀬川などの河川が流れ、豊かな田 

園地帯を形成している。 

  

２ 三豊市の農業概要 

瀬戸内式気候に属し、平均気温は 15℃～17℃、年 

間降水量は 1200mm前後である。 

瀬戸内海に面する地帯は古くから花の栽培が盛ん 

で、日本一のマーガレットの産地が形成されている。 

また、平野部から山間地にかけては、多くの野菜 

や果樹が栽培されている他、工芸作物の栽培や畜産  

も盛んで、多彩な農業が展開されている。                     撮影者：香川県農業生産流通課 相澤美里 

 

第２ 事業導入の経緯                          

   当該地域のブロッコリーは、品質の向上を図るため、共選と氷詰め出荷に取り組んだ結果、市場等から取引量の増加が求められ

ている。 

また、新たに取り組む農家、面積拡大を希望する農家が増加しているほか、豊中集荷場へ搬入するエリアも拡大してきた。 

しかし、現在（Ｈ16年）の集出荷場の能力が産地規模を大きく下回っており、品質管理や作業面でも問題が発生しやすい状況に

ある。 

そこで、集出荷施設を整備し、集荷量に見合う荷作り調整スペース及びスムーズな商品積込みができるスペースの確保を図るこ

ととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況（H16） 計画(H20) (a) 実績(H20) (b) 達成率(b/a) 

契約取引の推進 取引数量 1,038 t 取引数量 1,344 t 取引数量     1,665 t 123％ 

秀品率の向上 秀品率   40％  秀品率    62.4％  

  

２ 定性的成果 

集荷対象エリアや栽培面積の拡大に対応することが出来た結果、品質の安定と定量出荷が確保され、景気低迷時でも需要量と価格が

維持されたことから、栽培意欲の維持･向上につながる成果を挙げることができた。 

特に、「市場に対して、長期にわたり継続して取引が出来る産地としてのイメージを構築できた。」ことや、「豊中地区の取組みが、香

川県内へ波及した結果としてブロッコリーが県を代表する品目に成長した。」ことが大きい。 

 

 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） 

 

 

 

 

 

 

集出荷場内部 

パレット、コンテナ、ブルーシートなど、

身近にある材料を利用して、簡易的な荷受

け選別ラインを構成。 

選別調整作業状況 

頂花蕾の収穫量が尐ない時期は、側枝の

集荷・調整を実施。これによって継続的

な雇用と労働生産性の向上も図ることが

可能。 

箱詰め作業 

取引内容により、コンテナ詰めとダンボー

ル詰めに分けることができ、どちらも氷を

詰めて出荷。 

撮影者：香川県農業生産流通課 相澤美里 

 

 



４ 受益者農家及び関係者の声 

森  委員長

 

「取扱量が多くなったにもかかわ

らず品質が安定し、安心して取扱う

ことができる。」と市場評価も上々

です。これは、地域事情に即応して

施設の充実を図ることができた結

果だと喜んでいます。 

滝本 集荷場所長 

 

集荷スペースが広がり、フォークリ

フトや軽トラックの往来がスムー

ズになりました。これは、作業場内

の事故を回避することにもつなが

っています。また、雨天時でも施設

内で積み込み作業が出来るように

なり、助かっています。 

提供者：ＪＡ香川県豊中本山支店 

 

第４ 今後の課題等 

 

三豊市管内の集約的集荷施設としての機能を強化し、ストックコントロール、継続出荷、予約相対的取引を実現することができた。 

一方、栽培品種や植付時期を見直す等の根本的な改善策を講じてはいるものの、多量の収穫物が３月上旬の数日に集中して搬入され

る傾向は解消されていない。 

いかなる状況下でも予約相対的取引による有利販売を実施することが必要であることから、１０日間程度のわずかな期間ではあるが、

新たな荷受け体制が必要と考える。 

本年から稼働する三豊地区本部観音寺集荷場の新たな集荷施設やエリア内の旧ＪＡの集荷施設との連携により、「短期間に集中して持

ち込まれる多量のブロッコリーの鮮度をいかにして保持するか。」が今後の課題となる。 

 



 

７－⑧（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

愛媛県 今治市 盛 

盛地区農作物

被害対策推進

協議会 

生産性向上 

産地競争

力の強化

に向けた

総合的推

進 

イノシシ防護

柵 

果樹（柑橘

類） 
112ha 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 盛地区の地勢 

愛媛県内で最北端、瀬戸内海のほぼ中央、越智諸島に属  

する大三島の東半分を占める上浦町の北端に位置する。上

浦町は瀬戸内しまなみ海道の開通により、本州側尾道へ約

３０km、四国今治へ約２６km とほぼ中間地点である。 

部落を中心に北と東が海と接し、西と南には山際から海

岸にかけて農地が広がる中山間地域となっている。 

 

２ 盛地区の農業概要 

 瀬戸内海地方特有の温暖寡雨の気候で、気温の高低差が

尐ない。年間平均気温は 15~17℃で、冬季でも氷点下にな

ることはまれであり、降水量は 1,000mm~1,200mm 程度で

あり、このような気候は、柑橘類の栽培に適している。 

当地区は、昔ながらの柑橘類の畑の周辺に、いちごや新品

種の柑橘類のハウスが見られ、尐量多品目で、多角的な農

業を営んでいる。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 平成１４年７月に初めて盛地区にイノシシによる農地

（果樹園）の掘り起こし被害を確認して以来、年ごとに被

害が増大し、タケノコやさつまいもに加えて、販売目的の果実類（桃・柿・柑橘類）への被害も発生した。平成１７年の極早生みかん

から被害が甚大で、本格的な柑橘シーズンには相当な被害が予想されることから、地域ぐるみでのイノシシ対策が検討され、上浦町に

おいて鳥獣害防止対策研修会の開催、また近隣の広島県呉市豊町への視察研修を実施、地域全体で協議を重ね総世帯３００戸の合意を

得て盛地区農作物被害対策協議会を設立した。 

 その後協議会において盛地区に適応した補助事業を検討した結果、強い農業づくり交付金事業を選択し、地区全体をワイヤーメッシ

ュ防護柵 11.5km を地区住民自らで設置して囲むこととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

被害面積軽減 被害面積０．１％ 被害軽減面積１００ha 被害軽減面積１００ha 被害軽減１００％ 

 

 ２ 定性的成果 

防護柵設置によるイノシシ被害防止により、農家の生産意欲向上、特に担い手による品種更新や施設栽培が増加した。 

他地区においては、イノシシ被害により、農家の高齢化・後継者不足等により耕作意欲が無くなっているが、当地区においては農地及

び農道、水路等の農業施設の維持管理を行い、生産向上を図っている。 

地域一丸となって防護柵設置及び共同維持管理作業により、地域のコミュニティーが強化された。 

 

 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） 

地域の営農状況等 

 

 施設の実施状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

 

イノシシによる柑橘（みかん）の食

害 

 

地区住民によるイノシシ防護柵設置

（材料運搬）状況 

 

 

イノシシ防護柵設置完成 

総延長１１．５ｋｍ 

 

 

 

  

     

撮影者 今治市上浦支所産業建設課  松浦 



 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

早く事業に着手したこと

で、効果が十分にあり、当時

の作業は大変ではあったが、

非常に良かった。 

共同設置により、各農家の

負担が軽減された。 

農業に対して意欲が薄れ

なかった。 

 

 

 

 地域が一丸となって事業に

取組み団結力がよりいっそう

充実した。現在も年２回定期的

に一斉の除草作業を行い、また

全路線の定期的な管理を３～

４人１組で１６班で月数回見

回りを実施するなど作業は大

変であるが効果は絶大である。 

 

第４ 今後の課題等 

 

 今後の、イノシシの増加による駆除と、防護対策の強化。 

高齢化により防護柵の維持管理にあたる農家の負担が増加すること、また遊休農地の増加が懸念されることから、防護柵の維持管理

体制の見直しも余儀なくされるのではないか。 

 

 



 

７－⑨（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 事業実施为体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

愛媛県 西予市 
野村・ 

城川 
東宇和農協 品質向上 

産地競争

力の強化 
精米施設 水稲 690ha 

第１ 調査地区の概要 

 １ 野村･城川地区の地勢 

西予市は愛媛県南部中央に位置し、宇和海に臨む沿

岸部から標高 1,400m の四国カルストに至るなど起伏

に富んだ中山間地域である。その中で野村・城川地区

は西予市の東部に位置し、高知県と接して山間部が多

く、山と川が入り組んだ複雑な地形である。 

２ 野村･城川地区の農業概要 

標高は 100~1,400ｍ、平均気温 14.3℃、年間降水量

1,906mm、年間日照時間 1,872 時間であり、昼夜の寒

暖差が大きく多様な気候性がある。中四国有数の畜産

地帯であり、副産物である豊富な堆肥を活用した、水

稲や野菜の栽培も盛んに行われている。 

 

第２ 事業導入の経緯   

当該当地では、近年の高齢化と米価低迷で生産意欲

が衰退している。特に両地区は中山間地や山間地の棚

田が多く、生産コストが合理化できない環境にある。

一等米比率は年々低下しつつあり、県境を背にするこ

の地区は、豊かな清流と昼夜の寒暖差により元々良質

な米を生産していたにも拘わらず、その長所を活かせずにいるのが現状である。 

そのため、城川町・野村町域を対象として生産指導に努め、山あいの里特栽米を普及するとともに一等米比率を 80%まで指導強化で

上昇させ、経営所得の安定と基盤の強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 

頄目 現況 計画 実績 達成率 

水稲の品質向上 品質分析 70% 品質分析 80% 品質分析 100% 300% 

 

 ２ 定性的成果 

１） 成分分析内容 

  蛋白、水分、アミロース、脂肪酸、老化性、評価値 

２）米の蛋白値平均は、平成１９年産は 7.1 であり、平成２０年産は 6.9 となった。美味しいと言われるお米は 6.5 前後なので努力し

たい。 

 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

魚成川向地区 

４月２５日植の早期米田植え 

 施設の稼働状況等 

精米施設外観 

美味しく精米するために精米温度と白

米度に注意している。 

 施設の導入成果発現状況等 

城川米検査状況 

９月１５日検査 

大型機械の導入による円滑な作業進

行が可能 

平成１８年度施設導入 

年間処理 220 日 

城川野村米倉庫で検査後、早々に低温貯

蔵庫で保管。 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

清水健志氏 

安定した米価が推移することは圃場

景観を守ることにつながり重要な要

件です。精米施設を充分に活用し、販

売努力によって生産者の意欲が向上

することを期待しています。 

 

撮影 明智祥勝 

 

 

山内誠二氏 

米価が安いと機械化組合へ作業委託も

出来なくなります。そうなれば作付け意

欲もなくなり、土地が荒廃します。精米

施設ができたことにより、付加価値をつ

けた販売により、地域の米作りが持続で

きるよう期待しています。 

撮影 明智祥勝 

 

第４ 今後の課題等 

１）温暖化で品質の善し悪しが左右されている。栽培対策の検討・適地品種の選抜が必要。 

２）当産地独自の育成米「新ブランド」を選考し、試験栽培等も開始する。 

３）減農薬栽培に取り組むとともに、使用農薬の種類を毎年度変更するなどして除草効果の低下を防ぐ。 

４）尐子化・過疎化は南予地方の米消費量を低下させている。新たな市場開拓に取り組むと共に安定供給に努める。 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真 

 

田植え河野義孝氏  田穂の棚田 100 選 実りの秋    刈り取り作業 

 

城川米検査景観    肱川一憲氏   西予米５Kg  精米施設機器 

  撮影者 富永誠司 




