
１－① 強い農業づくり交付金優良事例 １ ７ 年 度 実 施 、 ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 
富良野市、中富良

野町、上富良野町 
ふらの 

ふらの農業協

同組合 

需要に応じた

生産量の確保

地域特産

物 
色彩選別機 雑豆（赤豌豆） 150ha 

  
第１ 調査地区の概要 

１ ふらの地区の地勢 

 北海道の中央に位置し、東方に大雪山系の十勝岳、西方に夕張山系の芦

別岳などの連峰に囲まれた１市３町を区域とする地域で、気候は典型的な

内陸性気候となっている。農業が盛んな地域で、農耕地は南北に長く面積

は 22,000ha と広範囲であり、河川流域の平坦地は水田、丘陵地は畑、草

地として利用している。 

２ ふらの地区の農業概要 

耕作地は標高が 180ｍの低地帯から 600ｍの高台地帯まであり、それぞ

れの地形、気候に応じた営農形態が広がっている。中でも、水稲、小麦、

豆類、馬鈴しょ、玉ねぎ、甜菜及び酪農等の土地利用型農業が盛んである

が、一方で、昼夜（夏）の寒暖の差を利用した糖度の高いメロン等、高品

質な施設園芸作物の生産も可能な地域である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  国産赤豌豆の生産量は、ほぼ 100％が北海道上川管内で生産され、その中でも本地域が全体の５割を占めている。 

本地域の調製方法は手作業による選別であり、より精度の高い選別をするには多くの時間と人手がかかることから、豆類全般にお

いて輸入品が安価で流通している中、コスト削減のため選別精度を下げた等級品位にて出荷せざるを得ない状況となっていた。 

このため、既存の調製施設に色彩選別機を導入することで選別精度を向上し、安定的かつ確実な高品質出荷を推進し、需要に応じ

た生産量の確保及び農家所得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 

赤豌豆の生産量 255t 338t 461t 248% 

 

 ２ 定性的成果 

・異物混入等を完全に除去できたことにより品質が向上し、評価が高まり有利販売を行うことができた。 

・産地指定の契約栽培が増加した。 

・受益農家全戸が認定農業者となり、かつ受益農家へ約４０ha の農地集積が図られた。 

 

 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） 

 

赤豌豆収穫作業 

 

色彩選別機 色彩選別後の赤豌豆 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 (利用者)千葉裕一 氏 

色選機の導入により、未熟粒、着色

粒が除去され、整粒率が向上しまし

た。 

 

(利用者)岡久芳弘 氏 

収穫時には避けられない異物の混入を

色選機により効率的に除外出来るよう

になり、品質が向上しました。 

 

第４ 今後の課題等 

色彩選別機導入により、消費地からの産地指定による契約栽培に繋がっているが、今後も品質の維持に努め、安心安全な製品を提供

していく。 

 

（写真提供：ふらの農業協同組合） 



１－②（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 池田町 池田・利別 十勝池田町農

業協同組合 

需要に応

じた生産

量の確保

特産物
軟Ｘ線異物除去機 
フレコンスケール 大豆・雑豆 1,080ha 

  
第１ 調査地区の概要 

１ 池田・利別地区の地勢 

 本地区の所在する池田町は、北海道の東部、十勝平野のやや東部に位置し、

面積は 3,710.91k ㎡、北は士幌、本別、東は豊頃、西は音更、十勝川を隔て

幕別町にも接している。気候は内陸性気候で、年間の寒暖差が大きく、夏は

32℃程度、冬は-24℃まで下がり、年間平均気温は約 6℃、日照時間は年間約

2,000 時間、年間降水量は 900 ㎜程度である。 

２ 池田・利別地区の農業概要 

本地区では、かつては耕地の大部分で水稲が作付けされていたが、各種水

田対策の実施によりその殆どが転作されており、小麦･豆類･てん菜等が基幹

作物となっている。豆類については転作のみならず、畑作においても重要な

輪作作物と位置付けられ、特に昭和 45 年の米生産調整以来、小豆を中心と

して作付率が高く、気象条件や土壌肥沃度に恵まれ好成績を上げており、消

費者や実需者が高く評価する『十勝の豆』の品質を維持している。 

 
第２ 事業導入の経緯 

近年の農畜産物の価格低迷等の厳しい状況下にあって、産地間競争がますます激化する中、商品の安全性確保が以前にも増して重

要な差別化手段になると考え、当ＪＡでは国内産原料の品質維持と食の安全・安心を目指し、減化学肥料・減農薬栽培により環境に

優しい農業を推進するとともに、調製に多くの行程を要する豆類においては、選別精度の向上のための異物除去装置と大口契約先の

荷受け方式に対応したフレコンスケールを導入し、契約取引により安定的に生産出来る仕組みとユーザーのニーズを把握しそれを生

産に結びつける体制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 
大豆・雑豆の取扱量 36,060 俵/60kg 41,880 俵/60kg 45,500 俵/60kg 162% 

 
 ２ 定性的成果 
・装置導入以降、調製精度が向上し異物混入事故が皆無となった。 
・実需者の求める出荷方法に対応したことで信頼関係が強固となり、有利価格での契約取引数量が増加するとともに、生産者の手取り

金額が増加した。 
・「戻り容器」への切替えで、資材費、運賃が軽減され、産業廃棄物も減少した。 
・フレコンスケールの導入によって、作業効率が良くなり、作業時間も短縮され、作業コストを削減出来た。 
 
 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） 

   

小豆収穫作業 

 

軟Ｘ線異物除去機 

 

フレコンスケール 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 (利用者) 楜沢達也氏 

施設の導入により、『池田の豆』

の品質を認めるユーザーとの取

引数量が増え、契約栽培による

安定生産が可能となりました。

特別栽培による契約分は一般よ

り有利な価格で取引され、手取

り金額が向上しました。 

 

ＪＡ施設課長 松久氏 

20kg 紙袋から 1t フレコンバック

への変更で労働効率が向上し、急

なオーダーにも対応が可能となり

ました。また、調製後の最終段階

で出荷全量を異物除去装置に通す

ので、品質が高く安全な生産物を

自信を持って出荷出来るようにな

りました。 

 
第４ 今後の課題等 
豆類全般の価格低迷や水田･畑作経営所得安定対策の影響等で作付面積は微増に留まっているが、関係機関が連携し、実証圃の設置や

現地研修、栽培技術講習会の開催等により情報を生産者にフィードバックすることで技術の高位平準化に努めた結果、単収が向上し次

第に生産者の意識も高まってきた。今後も特別栽培を軸とした契約栽培面積を確保し、安定的に生産出来る仕組みの構築と生産者手取

りの向上を目指していく考えである。 
（写真提供：十勝池田町農業協同組合 大塚職員） 



１－③（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 愛別町 愛別 
スリーエー生産

組合 
生産性 

多角的農作

業コントラ

クター育成

不耕起播種機 

細断式ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ 

自走式ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼｰﾝ 

ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ 40ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 愛別地区の地勢 

愛別町は、東経 142 度、北緯 43 度と、北海道のほぼ中央、上川盆地の東北端、大雪山連邦の麓に位置し、東は上川町、西は比布

町、南は当麻町と接しており、北は山脈を境として士別市に接している。面積は 249.71k ㎡であるが、大部分が山に囲まれており、

平地は海抜 200 メートル程度である。また、河川については、石狩川と愛別川、その支流など 54 本の本支流が町内を流れている。 

気候については、夏は 30℃、冬は－20℃ほどになり、夏冬での寒暖の差が激しく、特に冬期間においては 1m を超える積雪があ

るが、風水害等の災害については比較的少ない。 

２ 愛別地区の農業概要 

   愛別町は、開拓当初から水稲を中心とした水田農業を実施してきているが、昭和 40 年代より始まった生産調整により、他の作物

への転換が求められるようになった。そのような中、昭和 47 年より 2 戸の農家が施設を建設しエノキ茸栽培に取り組んだのを皮

切りに、きのこ栽培が盛んに取り組まれるようになり、現在ではエノキ、マイタケ、シイタケ、ナメコの 4種類を栽培、全道一の

生産量になり、「きのこの里」として知られるようになった。 

   一方、水田農業においては、水稲を基軸としながらも、麦・大豆・そばの生産や施設野菜、飼料作物の栽培にも積極的に取り組

んでおり、より高性能の農業機械を導入、農作業受委託等による大規模な農業への確立、また、担い手の確保等に向けて、行政、

農協、農業団体、生産者等が連携した取り組みを行っている。 

   畜産においては、牛・豚・鶏を中心とし、経営の安定的な発展を図るため、より良い畜産物の生産と低コスト生産に向けた経営

体質の強化に取り組んでいる。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  愛別町においては、町の人口を超える牛の飼養頭数があり、町内で生産される牧草では供給量が足りない現状にあり、栄養価の高

い飼料作物の増産が求められていた。 

  水田を活用したデントコーンの栽培では、作業時期が水稲と同時期の作業となることから、播種作業について、耕起作業を省略化

できる不耕起播種機の導入により作業能率の向上を図るとともに、収穫作業については、作業能率の向上とサイレージ化のロス低減

を図るため、ロールラップサイレージが可能な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 計画 実績 達成率 

飼料作物作付面積 44.4ha 69.4ha 89.5ha 180% 

   

 ２ 定性的成果 

・従来の飼料作物の主流である牧草に、デントコーンを組み入れることによって、栄養価の高い粗飼料の安定的な供給ができた。 

・耕種農家としても、水田輪作体系確立によって、目標値を上回る飼料作物の作付増加につながった。 

・生産組合を組織化し、農作業の共同化によって効率的な農業経営ができた。 

 

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） 

   

デントコーン収穫作業 

 

ロールの梱包 肉用牛へのコーンサイレージの給与 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 (生産者) 矢部信一氏 

水田におけるデントコーンの作付は、

輪作体系を確立するうえでも重要で

あり、今後とも、各種支援策を活用し

ながら引き続き生産していきたい。 

 

 
(利用者) 入谷利春氏 

牛に対する栄養価の高い粗飼料の給与

は必要不可欠であり、配合飼料が高騰化

するなか、今後とも今以上のデントコー

ンサイレージの受入れをしていきたい。

 

第４ 今後の課題等 

今後は、単収の向上や、より良質なロールを生産するといった技術向上に努める。 

 

（写真提供：愛別町役場） 



１－④（強い農業づくり交付金優良事例）                    １ ７ 年度実施・２０年度評価地区

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 猿払村 16 浅茅野 
東宗谷農業協

同組合 
生産性 飼料基盤 

飼料貯蔵施設 

附帯機械一式 
牧草 844ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 浅茅野地区の地勢 

北海道宗谷支庁の北東部に位置し、東にオホーツク海に面し、海に向け次

第に準平原化した丘陵性台地から海岸段丘地と移行し、緩慢な斜面でオホー

ツク海に向かっている。 

土壌は、主に台地の排水良好な土壌である中粗粒褐色森林土壌及び低地に

分布する植物遺体からなる有機質土の低位泥炭土壌とその他の土壌に区分

される。 

２ 浅茅野地区の農業概要 

当地域は、草地酪農地帯であり、各種の事業導入により規模拡大を実施し

てきた地帯である。猿払村全体の４割の酪農家が集中する地域で、１戸平均

60ha の草地を所有し 620ｔの出荷乳量を生産している。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当地区において、更なる経営規模の拡大を図るためには、良質粗飼料の確保と自給率の向上による経営コストの低減、労働時間・労働

環境の徹底した合理化を図っていく必要があった。このため、次世代に向けた経営戦略としてＴＭＲセンターを設立し、①牧草サイレー

ジの高品質化、②利用農家の機械費の低減、③分業化による生産性向上と労働負担軽減などを図ることとした。 

 

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 

家畜飼養頭数 800 頭 1.038 頭 1,164 頭 153％ 

   

 ２ 定性的成果 

・牧草の栄養組成や発酵品質が向上し、参加農家の乳量及び乳成分が向上した。  
・飼料の安定供給により婦人の労働時間が軽減された。 

 

 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） 

 

フリーストール飼養管理状況 

 

牧草サイレージ調製風景 

 

ＴＭＲ供給風景 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

仲野代表 

定期的にＴＭＲ飼料が配送され、

冬場の飼料供給が特に楽になりま

した。 

 酪農情勢も厳しいですがＴＭＲ

飼料の生産コスト低減を進めて行

きます。 

 

ＪＡ営農部長 

ＪＡ管内には４つのＴＭＲセンタ

ーが稼働しており、当地区はその先駆

的役割を担っています。 

 今後は、地域の支援組織として中心

的役割も必要になっています。 

 

第４ 今後の課題等 

生産資材や飼料価格の高騰は、ＴＭＲ製造コストの上昇となっているため、草地更新による牧草の高栄養化及び適期収穫への対応を

強化していく。 

 東宗谷ＴＭＲ・コントラクター連絡協議会の機能を充実し、作業機共通部品の購入、作業料金の統一、更新機械の財源の確保をおこ

ない、ＴＭＲ安定供給のためＴＭＲセンターのセーフティネットを構築し補完をする。 

 

（写真提供：中野氏（本人写真）、東宗谷農業協同組合（営農部長写真）、宗谷農業改良普及センター（その他）） 



１－⑤（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 標津町 
川北・ 

古多糠 

ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｺﾝ

ﾄﾗｸﾄ 
生産性 飼料増産

自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀｰ 1 台、 

ﾌﾛﾝﾄﾓｱｺﾝ 1 台、 

ﾘｱﾓｱｺﾝ 1 台 

牧草 

 

 

第１ 調査地区の概要 

１ 川北・古多糠地区の地勢 

北海道の最東端に位置し、広大な草地面積を所有する草地型酪農地帯とな

っている。地形的には起伏の少ない均一的なほ場を形成している。土壌は、

摩周岳および雄阿寒岳の噴出物に由来する黒色火山性土である。 

２ 川北・古多糠地区の農業概要 

気候は、春から夏にかけて霧の発生が多く、夏は冷涼多湿となるが、秋か

ら冬は比較的日照日数も多くなり、降雪期間は１２～４月初旬で平均気温は、

６℃（５～９月１５℃）前後で、概ね温暖な気候であり牧草を主体とした酪

農専業地帯となっている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  当該地区の酪農経営は草地型酪農経営地帯であり、牧場の規模拡大により短期に良質なｻｲﾚｰｼを家族労働で確保する事が困難である

ため、今回共同利用による機械導入を図り良質サイレージの安定確保と飼料増産に伴う労働時間の軽減を図ることとした。 

 

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 

良質飼料面積 430ha 490ha 621ha 318% 

  

 ２ 定性的成果 

・機械の導入により牧草収穫作業が適期に行なうことが出来、良質ｻｲﾚｰｼﾞの安定確保、1 件当りの収穫作業に係る労働時間の短縮が

図られた。 

 ・機械導入後、作業時間の短縮が図られその余力により外部作業委託面積が増加している。 

 ・機械導入後、他地域においても同様の目的で利用組合組織が設立され活動を行なう手本となっている。 

 

 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） 

 

牧草刈取作業 

 

牧草収穫作業 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 短期に収穫作業が終了することで品質の安定した粗飼料を給餌できるようになりました。 

 また、短縮した労働時間を飼養管理等に回すことが出来、牛の疾病等も減少しました。 （代表 川瀬久宣氏） 

 

第４ 今後の課題等 

 機械導入後、地元建設会社の協力を仰ぎ適期収穫作業を行なうため活動してきた結果、予想以上の外部委託要望があり、1 件当りの

牧草収穫の労働時間は減少したが、構成員の労働時間削減と言う意味では外部委託面積が増えている分削減にはなっていない。 

 

（写真提供：標津町農業協同組合） 

 



１－⑥（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 南幌町 南幌地区 
南幌町蔬菜園芸組合

キャベツ部会 

生産性の向

上 
野菜 乗用移植機 5台 キャベツ 160ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 南幌地区の地勢 

南幌町は、北海道中西部にある空知支庁管内の西南端、石狩平野のほぼ中央

部に位置し、町域は東西に 11.77km、南北に 13.58km で総面積 81.49k ㎡を有し

ている。 

地域は全域が平坦であり、全体の 68.7%が農用地となっている。また、農用

地の大部分が田である。 

２ 南幌地区の農業概要 

南幌町農業は、平坦地のメリットを最大限に活かし、水稲を主体として大規

模な専業農家経営を展開してきたが、これまでの生産調整政策や近年の米価低

迷により、転作率も５０％を超える状況にあり、転作作物での収益確保に取り

組んでいる。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  新たな米政策改革大綱が示され、平成 16 年度からの担い手農業者を中心とする産地づくりを目指すなかで、特に、高収益作物に位

置づけられるキャベツについては、同年度に 114ha を栽培し、全道でも有数の産地となっていた。また、道内外の市場からの評価も

高く、増産要望もあったことから面積拡大と農家経営の安定を図るためには、一層の生産性向上が必要となったことから、キャベツ

労働時間の削減を図るべく乗用移植機の整備を行った。 

 

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 

労働時間 3hr/10a 2hr/10a 2hr/10a 100% 

 

 ２ 定性的成果 

 

労働時間の削減により、他作物の管理作業を行うことが可能となった。 

 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

キャベツ苗定植作業 

 

キャベツ苗定植状況 キャベツの収穫 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

キャベツ部会長：横谷 稔氏 

 キャベツの価格が低迷しており、

乗用移植機整備でコストが削減で

きていなかったら今よりもっと大

変な状況になっていたと思います。

 しかしながら、本年産の販売価格

では、コスト削減の努力が報われな

い状況となっています。 

 

 
南空知広域連野菜担当者 

 キャベツの市場価格が低迷してい

るなかで、乗用移植機整備により従来

より労働時間が削減でき、省力化とし

て作用しているのはキャベツ作付け

生産者の経営面でも助かっています

が、依然として再生産所得が確保でき

ない状況が続いています。 

 

第４ 今後の課題等 

産地としての信頼確保に向けた栽培面積の維持・拡大、生産（出荷）数量の維持とキャベツ価格の低迷への対応策を講じることが課

題と考え、新品種導入の検討、YES!Clean 登録による差別化、ＧＡＰの試験導入など、当該作物を含めた所得確保（安定）に向けた取

り組みを開始しているところである。 

 

（写真提供：ＪＡなんぽろ） 



１－⑦（強い農業づくり交付金優良事例）                       １７年度実施・２０年度評価地区

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 栗山町 栗山 栗山町農業協同組合 品質 土地利用 大豆調製施設 大豆 160ha 

 

第１ 調査地区の概要 

１ 栗山地区の地勢 

北海道の中央部に位置し、北は屈足山山系で岩見沢市と東は夕張

山系につづく緩やかな丘陵地帯で夕張市と接している。西南を夕

張川が蛇行して流れ、由仁町・長沼町との境界となっている。や

や南北に細長い町が形成されている。 

２ 栗山地区の農業概要 

農用地面積は 6,074ha で町全体の 54.6％となっており、うち田

は 4,271ha で 70.3％、畑が 1,781ha で 29.3％と水田経営が主体と

なった利用形態となっている。 

 本町の地形は南北に 25.1 ㎞と南北に細長く、東北部は夕張川に

沿う大部分は平坦であり、土壌については、本町を含む南空知一

帯は沖積土が主で、やや粘質な夕張川沖積土壌で一部には作土直

下にごく薄い火山灰が認められ、下層に泥炭の出る地帯もある。 

また、一部には沖積面よりも一段高い洪積土壌地帯もあり、その

土壌は粘質、賢密な性質を有している。気象については、日本海側気候の影響を受けることが多く、概ね穏和であり近年（過去 5

年）の平均気温は、7.1℃で、平成 18 年の最高気温は 36.3℃、最低気温は－26.0℃となっている。また、春は降水量が少なく乾燥

期が多いのに反し、夏（5～9 月）は例年 500～600 ㎜の降水量がある。晩夏から秋にかけて季節風が多く、冬の降雪量は近年では

300～400 ㎝である。作物は、水稲を中心に小麦、大豆等の転作対応型土地利用作物、玉葱、馬鈴薯、南瓜等の畑作物、長葱、メロ

ン等の園芸作物と多岐にわたり多種他品目の生産が行われている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

当地区における大豆の作業体系は個々の農家による人手作業による部分が多く、特に調製部分は簡易網選別で行っているため、異

形や異物の除去ができず、品質を下げている要因となっており、当時の大豆の出荷等級は 1等 6%、2 等 35%、3等 45%と上位等級の割

合が低かった。この状況を打開するため、均一された製品出荷、汚粒対策及び異物異形の除去による等級アップを目指し、大豆共同

調製施設を整備することとした。 

 

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 

上位等級比率 42％ 70％ 94.1％ 186% 

 

 ２ 定性的成果 

大豆については、町の基幹と位置付けて作付誘導していくという長期ビジョンをもって事業推進しており、普及センターと連携した

栽培技術指導等、転作作物としての作付推進とあわせ、調製施設を整備したことにより、面積の増加や品質の向上が図られ、担い手農

業者が安心して農業経営に取り組むことができる環境整備ができた。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

大豆収穫作業 

 

大豆調製施設（外観） 大豆調製施設（内部） 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 (利用者) 大塚史明氏 

経営面積が増える中で、大豆の面

積を増やしたかったが、個人の作

業体系の中では難しかった。この

施設のおかげで個人投資の必要性

も無くなり、安心して作付できる

ようになり、他作物との輪作も組

みやすくなったので、とても助か

っています。 

 

JA くりやま 田村修司主任

大豆調製施設ができたことによっ

て、町全体の品質向上につながり、

そして個々の生産者の作業効率向上

になったと思います。 

 

第４ 今後の課題等 

施設導入後３年経過したが、大きな課題は今のところ出てきていない。今後は実需の細かい要望に応えるべく調製技術を磨いていく。

 

（写真提供：ＪＡくりやま（大豆収穫作業）、栗山町役場（その他）） 



１－⑧（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 大樹町 大樹 
大樹町農業協

同組合 
品質向上 野菜 集出荷貯蔵施設 大根 60ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 大樹地区の地勢 

大樹町は北海道の東部、十勝の南に位置し、東は太平洋、西は日高山脈に

接し、中央部は広大な十勝平野が広がる変化に富んだ地形を有している。土

壌は､やや粗粒な樽前･有珠系の火山灰土からなっている。 

２ 大樹地区の農業概要 

   大樹町は冷涼な気候であるため、天候に左右されない酪農への転換が急速

に進み、現在では農家の 7割以上が酪農業を営む。農用地の多くは牧草地と

なっているが、耐冷作物の馬鈴しょ、てん菜をはじめ、豆類、小麦といった

主要作物の他、産地指定を受けているだいこんを中心とした野菜類が作付さ

れている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  大樹地区における大根の出荷は、表面予冷により市場へ提供されてきたが、近年、温暖化の影響から輸送中の温度変化を原因とす

る品質の劣化がみられ、市場の評価及び価格が下がる状況であった。生産者においては製品の品質向上を図るため、品種の選択、栽

培管理の技術向上に努力していたところであるが、冷却時間の短縮や、予冷効果の持続による更なる鮮度維持を図るため、真空予冷

施設を整備することとした。 

 

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 

 

大根の高品質化 

 

0% 100% 100% 100% 

  

 ２ 定性的成果 

・ 出荷した大根全てを真空予冷し、高品質な製品を計画以上に出荷することができた。 

・ 従来の表面予冷と比較し、冷却時間の短縮、予冷効果の持続が図られ、鮮度維持及び品質向上につながった。 

 

 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） 

 

大根のほ場 

 

大根の選果作業 予冷後の製品 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

・高温時の製品（選別後）事故が減少し、歩留りが良くなりました。（生産者） 

・夏場（８～９月）高温時の市場着荷状態が良く、事故（クレーム）が激減し、安定した品質を保持できるため、有利販売が常に可能

となりました。（ＪＡ担当者） 

 

第４ 今後の課題等 

 大根の作付面積は若干減少しているものの、作付農家戸数及び出荷量は着実に増えている。今後も栽培技術の高位平準化を図るため、

栽培技術講習会及び適正品種試験・検討会を引続き行っていく。 

 

（写真提供：大樹町総務企画課（地区概要）、ＪＡ大樹町農産部（営農状況）） 



１－⑨（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 芽室町 芽室第２ 
芽室町農業協

同組合 
環境保全 環境保全

浅層排水  0.4ha 

石礫除去 19.7ha 
－ 20.1ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 芽室町の地勢 

気温差の大きい内陸性気候を呈し、融雪期は4月上・中旬を普

通とし、初雪は11月上・中旬、積雪は70～80cmで12月中旬より

寒気が厳しくなり、気温は零下20～25℃に及ぶこともある寒冷

地である。 

地形は概ね平坦で農耕適地であるが、地域の北部および西部

はやや段丘傾斜をなし、一部十勝川などの沖積地を除き大部分

が火山灰土壌である。地域総面積51,391haのうち約38%にあたる

19,451haの経営耕地面積を有し、水田はなくそのほとんどを普

通畑が占める平地農業地域である。 

２ 芽室町の農業概要 

本地域においては、小麦、馬鈴しょ、豆類、てん菜の畑作

物を基幹作物とした輪作体系がとられている。本地域でも近年

農地集約化が進み、一戸あたりの面積も年々拡大している一方、

近年ながいも、ごぼう、だいこんなどの根菜類のほか、えだま

め、いんげんなど野菜類の導入も進んでおり、高齢化や後継者

不足等から、機械化が進展しているとは言え、労働力不足が深

刻化することが懸念されている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

近年、安全・安心な農畜産物の供給が求められるようになり、芽室町では、生産履歴記帳や減農薬による契約栽培等を推進し、消

費者のニーズに応えられるクリーンな農産物の生産体制の確立を図っている。一方で、農産物価格が低下する中、規模拡大や野菜等

労働集約的作物の導入を推進しているが、農作業の作物間の競合や生産者の高齢化により、省力的で収益の安定した小麦の作付が大

幅に増加し、連作が多くなっている。これにより、収量や品質の低下や土壌病害の発生等が危惧されている。このため、排水改善や

石礫除去により、持続型農業生産基盤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 

環境保全型農業に取り

組む農業者の割合 
11％ 22％ 29％ 163％ 

   

 ２ 定性的成果 

浅層排水、石礫除去の土地基盤整備により生産性が向上し、減化学肥料、減農薬栽培などに取り組みやすい環境が整備され、品質、収

量なども向上した。 

 

 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） 

特別栽培メークイン 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

・浅層排水により排水性が改善し、多雨の場合でもその影響が低減され、安定した生産ができるようになりました。（受益農家） 

・石礫除去により、作業性の改善に加え、少雨高温時の作物へのダメージが低減され、生産性が向上しました。（受益農家） 

 

第４ 今後の課題等 

肥料をはじめ諸資材の高騰もあり、コスト低減の観点からも環境保全型農業の重要性は増している。基盤整備やかんがい設備の普及

などにより改善は見られるものの特別栽培などの環境保全型農業は一般栽培に比べ生産性が劣っており、管理技術の向上が望まれる。

また、販売面においても収量を補完するだけの単価で取引されていないものも多く、販売の強化も課題である。 

 

（写真提供：芽室町役場（地区概要）、芽室農業協同組合 須藤昌彦（営農状況）） 



１－⑩（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 清水町 清水 
十勝清水町農業

協同組合 
環境保全 環境保全

石礫除去 15.42ha 

浅層排水  0.80ha 
－ 16.22ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 清水地区の地勢 

本地区は十勝支庁管内の西部に位置し、中央部は十勝川を

挟んだ低地、その南北は河岸段丘及び起伏の緩やかな洪積台

地で形成されている。 

２ 清水地区の農業概要 

   本地区は主要 4 品目（小麦、豆類、馬鈴しょ、てん菜）を

基本とする畑作と酪農の混在から成り立っているほか、野菜

導入による経営の複合化形態も一部に見られる。生産コスト

の低減・品質の向上・地力増進及び流通の合理化に取り組む

ものの、近年の輸入農産物の競合から農産物の需要が伸び悩

む傾向にある。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  圃場停滞水・低燐酸土壌・下層土の犂底盤形成・石礫等、作

物の生育に対する阻害要因が多いため、緑肥導入と併せて、小

規模土地基盤整備事業により圃場の栽培環境改善による生産性

向上を図り、減肥、減農薬への取り組みを推進することとした。 

 

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 

環境保全型農業に取り

組む農業者の割合 
13% 14% 24% 1,100% 

   

 ２ 定性的成果 

 

浅層排水により生産性が向上した。又石礫除去により作業効率が上がったとともに、減肥減農薬につながった。 

 

 

 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） 

除礫前 除礫後 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

除礫や浅層排水により、クリーン農業を進める環境が整ってきた。（ＪＡ戸田課長） 

 

 

 

第４ 今後の課題等 

 

今後も適切な輪作体系の確立により地力の維持・向上を図るとともに、環境保全型農業を時代のニーズとして推進していきたい。 

 

 

（写真提供：十勝清水町農業協同組合） 



１－⑪（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 音更町 音更 
音更町農業協

同組合 

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 

人参洗浄選別予

冷施設 

人参収穫機 

人参 320ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 音更地区の地勢 

  北海道の東部、十勝平野のほぼ中央にあり、東部のオサルシナイ丘陵を除

いておおむね平坦で、中央部の音更川、東部の士幌川、西部の然別川が南北

に貫流している。土地利用は、帯広市に接する南部の一部で都市化が進んで

いるほかは、丘陵部を除いた大部分が畑作地帯となっている。土壌は火山灰

土が主である。 

２ 音更地区の農業概要 

   標高 50m～300m、平均気温 6.4℃、年間降水量 948mm、年間日照時間 1,885

時間で、寒暖の差が激しい内陸性気候である。平坦な地形を生かした大規模

農業により、小麦、豆類、てん菜、馬鈴しょ等主要作物の作付面積は日本有

数で、近年では人参、ブロッコリー等野菜の作付面積も増加している。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  音更地区では、小麦、豆類、てん菜、馬鈴しょの基幹作物の作付けが全耕作面積 18,500ha のうち 15,004ha（81％）を占めていた

ため、この偏重傾向から脱却するべく野菜類の振興に乗り出した。その結果、一時は 370ha まで作付面積が拡大したものの、その後

は輸入農産物に起因する価格低迷や消費者ニーズの変化等によって、作付面積が 200ha 台半ばに留まる傾向が続き、地区内農家の基

幹作物偏重体質からの転換が容易に進まなかった。 

  このため、野菜類の中でも作付けが比較的定着していた人参に着目し、人参の収穫量の増加を図るための人参収穫機の導入ととも

に、高付加価値化によって消費者ニーズに応える条件の整備を図るため、人参洗浄選別予冷施設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 

項目 現況 計画 実績 達成率 

高品質化割合 0% 100% 100% 100% 

高品質化生食用人参の

製品出荷量 
0ｔ 9,223ｔ 12,883ｔ 140％ 

 

 ２ 定性的成果 

・市場の評価が向上し、産地の強化が図られた。 

・施設の導入により、生産者同士の競争意識が芽生え、品質向上の取組が強化された。 

・農業所得の向上により、担い手が増加した。 

 

 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） 

 

馬鈴しょと豆類の収穫 

 

洗浄選別予冷施設内での選別作業 

 

農協による人参収穫機の収穫 

 

４ 受益者農家の声 

 

(利用者) 細木秀則氏 

人参は収穫時からの傷みが早く、鮮度

の保持が課題でしたが、洗浄選別予冷施

設ができたことで、高品質の製品をより

早く出荷できるようになり、他産地との

差別化により、音更の人参の高付加価値

化につながるとともに、農業者の所得向

上にもつながりました。 

音更の人参の躍進は、出荷施設のみな

らず、委託方式を含めた生産体制のシス

テによるものと考えています。 

(利用者) 茂古沼美則氏 

農協の委託方式による人参栽培は、

種や資材の調達から収穫作業まで農

協でしてくれるので、農家側の労力が

少なくて済むし、収穫機等の機械も農

協が持っているので、個人での機械の

新規導入といった投資も不要であり、

大変助かっています。 

この方式は農家側の負担が少なく、

今まで人参を作ったことのない農家

でも取組み易いと思います。 

 

第４ 今後の課題等 

この成果を一時的なものとしないよう、人参作付農家への栽培技術の指導や販路拡大を今後も継続的に推進し、産地競争力の維持・

強化に努める必要がある。また、人参の鮮度保持の点では、畑から製品出荷段階までの予冷化は進んでいるが、今後は市場を含めた流

通過程全体での予冷化の取り組みも必要と考える。 

（写真提供：音更町役場（受益農家）、音更町農業協同組合（その他）） 



２－①（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 田舎館村 田 舎 館

地区 
津軽みなみ農業協同組

合（現 JA津軽みらい）
環境保全 土地利用

型 
産地管理施設

(色彩選別機) 
水稲 ３７７ha 

  
第１ 調査地区の概要 
 １ 田舎館地区の地勢 
     本地域は、津軽平野の南部に位置しており、東の

八甲田山はオホーツク海からのヤマセ、西の岩木山

は大陸からの偏西風を防いでいる。 

面積は 22.31k ㎡で中央を東西に浅瀬石川、弘前市

との境を南北に平川が流れている。 

２ 田舎館地区の農業概要 

     本地域の耕作地は水田が1,170ha、樹園地が271ha、

普通畑が43haと総面積の約６７％が農業に利用され

ている。 

土壌の大部分は沖積土でおおわれ地味肥沃であり、

稲作に関しては旧来からの良質米の多収地帯として

知られ、りんごに関しても食味が良く産地化されて

いる。 

 
第２ 事業導入の経緯 
 消費者・実需者ニーズに応えるためにも食の安全・安心、自然環境に配慮した売れる米づくりを進める中で、減農薬栽培への取組み

を推進する必要がある一方で、近年増加しているカメムシ食害による着色粒混入による落等を防ぎ一等米比率の向上を図る必要があっ

たことから、低農薬でなおかつ品質のよい良食味米を提供できるよう産地管理施設を導入したものである。 
 
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 
環境保全取組農家数の増加 ３７人 ４１８人 ５５３人 １３５％ 
   
 ２ 定性的成果 
・施設の導入により、着色粒の混入が皆無となった。 
・事業として取り組んだことで、生産者の農薬節減と品質向上に関する取組意識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） 
地域の営農状況等 
○写真提供：田舎館村役場産業課 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域の営農状況等 
○写真提供：ＪＡ津軽みらい 
 

施設の導入成果発現状況 
○写真提供：ＪＡ津軽みらい 
 

集落営農研修会 

 
 
 
 
 

色彩選別機 

 

色彩選別機使用後 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

○写真提供：認定農

業者 田澤 静一氏 
 

 
  

色彩選別機導入により着色粒を除去

できるようになったことから、農薬の

節減につながった。 
反面、害虫の発生が増加傾向にあり、

より効率的な防除体系の確立が今後

の課題といえる。 

 ○写真提供：ＪＡ津軽

みらい 三上 耕世氏

色彩選別機に通すことにより、調製コス

トは増加したが、着色粒の混入がなくな

ったため消費者・実需者からの評価は高

まっている。 

 
第４ 今後の課題等 
 カメムシだけではなく、近年高温による胴割粒の多発により１等米比率が 89.7％と低調傾向にある。また、米価の安値から一部の地

域に無防除のところもあり、重要な病害虫防除を抑えて経費を削減する傾向がある。 

 このことから、消費者・実需者ニーズに応える「売れる米づくり」を進めるためには、ポイントをおさえた適期防除の徹底を前提と

した農薬の節減と高品質な良食味米の生産がより一層重要であることを、栽培指導等を通じて地区の全生産者に啓蒙し、農薬節減米の

作付面積拡大と１等米比率の向上に努めていく必要がある。 

 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真） 
○写真提供：田舎館村役場産業課 
 
 
 
 
 
 
 
 



２－②（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 二戸市、軽米

町、九戸村 
同左 北いわて農業協同組合

(現:新岩手農業協同
組合) 

需 要 果樹 
 

集出荷選果施設 りんご 194戸 
187ha 

                    
第１ 調査地区の概要 
 １ 当該地区の地勢 
     当該地区は、本県の北端に位置する二戸市、軽米町、九戸村の３市町村からなり、

西方に北部奥羽山脈、東方に北部北上山地が縦走し、標高 700～1,000ｍ前後のなだ

らかな山々と丘陵地で占められている。平坦地は、区域内を流れる馬淵川、安比川等

の標高 100～200ｍほどの河川沿いに形成されている。 

２ 当該地区の農業概要 

土壌は、主に火山灰土壌である。年間降水量は 1,000mm 前後と県内で最も少なく、

梅雨の影響も少ない。年間平均気温は９度前後と冷涼で、積雪期間が長く、寒冷地と

して厳しい条件下にあるが、稲作と野菜、果樹、花卉、畜産等を組み合わせた複合経

営が営まれており、りんごについては、最高気温と最低気温の差が大きい内陸性気候

を活かし着色が優れた果実の栽培がなされている。 

 

第２ 事業導入の経緯 
  当該地区は、予てより盛んにりんご栽培に取り組んできたが、近年は樹の老齢化に伴う品質の低下や生産量の減少、りんご価格の

低迷などにより経営が悪化しているため、改植により消費者ニーズに対応した品種・系統の導入を進め、生産性並びに品質の向上に

努めている。これら果実の品質を保証し、差別化による有利販売を展開することで農家所得の向上を図る目的から、当該地区では、

蜜入り・糖度・内部褐変が判定できる選果機を導入することとした。また、２カ所にある選果場を１カ所に集約し、一元集荷・多元

販売により消費市場との結びつきを強化し、産地間競争に対応できる集出荷体制を整備することとした。 
 
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 
りんごの内部品質に応

じて出荷する割合を

90％まで高める 

９％（平成 16年度） ９０％（平成 19年度） ９３．８％（平成 19 年
度） 
 

１０４．６％ 

   
 ２ 定性的成果 
・施設の導入により、生産者の良質りんご（ふじ）生産への意欲が高まり、適期収穫に努めるなど品質向上につながっている。 
・蜜入りを保証する独自ブランド「カシオペア・クイーン・サンふじ」は高値で取引されており、取扱数量の拡大が見込まれている。

・内部褐変や害虫の侵入痕の一部を検出できることから被害果の除去に活用しており、鮮度保持や検疫対策が必要となる輸出への取り

組みも円滑に進んでいる。 
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（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 

改植の風景（支柱建て込み後、植栽前） 

 

選果風景 

 

台湾における販売風景 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

新岩手農業協同組合

北部りんご部会長 
（顔写真省略） 

本施設の導入により、りんごの内部

品質を重視しての選果が可能となっ

たことから、独自ブランドでの生産・

販売体制が整備され、また、部会員の

所得向上に貢献している。 

 新岩手農業協同組合北

部営農経済センター 
米穀園芸課課長補佐 
（顔写真省略） 

 当地域では積極的に改植に取り組ん

でおり、その結果、品質の高いりんごが

収穫されている。この品質の高いりんご

の有利販売と農家所得の向上を図るた

め、本施設は重要な位置付けにある。 
また、当施設の導入に併せて集荷場を

一元化したことから、規格と数量がまと

まり市場ニーズに対応しやすくなった。

 
第４ 今後の課題等 
更なる農家所得の向上を実現するため、蜜入り保証りんご「カシオペア・クイーン・サンふじ」の販売量の向上をめざし、生産量の

増加と品質向上に取り組むとともに、県内のデパート・大手量販店・生協での季節のギフト用高級果物としての取扱量の拡大を図る。

導入施設により得られた内部品質データは、生産者毎に整理し技術指導等に活用することで、品質の向上に役立てる。 
 

地区の概況写真 

 



２－③（強い農業づくり交付金優良事例） １７年度実施（旧自給飼料増産総合対策事業継続地区）

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 岩泉町 
軽米町 

 
（社）岩手県農業公社 生産性 飼料増産

細断型ﾛ - ﾙ
ﾍﾞ-ﾗ ﾃﾞﾝﾄｺ-ﾝ １６．０ha

 
第１ 調査地区の概要                   
  １ 当該地区の地勢                    

岩手県の北部および北東部に位置し、東は太平洋に臨

み、西は北上高地に連なる。 
内陸部は地形が複雑かつ起伏が多く山岳状を呈し、平

坦部は少なく、耕地は山裾に点在している。また山頂付

近はなだらかな高原状で、牧野として活用されている。 
２ 当該地区の農業概要 

当該地区のうち岩泉町の農業粗生産額は、大家畜を主

に７割を畜産が占めている。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 
  牧草のロ－ルベ－ラ・ラップ体系の普及による品質の安定と獣害によりデントコ－ンの作付けは減少している。 

岩泉町釜津田地区における粗飼料生産も山頂付近の牧草地を活用し、ロ－ルベ－ラ・ラップ体系により行われてきた。 
しかし、新たにデントコ－ンもラップできる機械が開発されたことから、牧草を高収量、高栄養のデントコ－ンに転換し、飼料自

給率の向上を図ることとした。 
また、このことにより濃厚飼料をゼロにし、デントコ－ンのラップサイレ－ジを主体に全て国産の飼料で肥育し、プレミア短角牛

として有利販売することとした。 
 

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 
デントコ－ン収穫作業面積の

増加 ８.０ha １６.０ha １４.７ha ８４％ 

 
  ２ 定性的成果 
【成果】 
・短角牛に対する消費者の評価が高まり、産地の強化が図られた。 
・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、減少していた作付面積が拡大した。 
・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。 
【未達成理由】 
・高冷地(標高約 1,000ｍ)での栽培であり、粗飼料生産の安定確保を図るため、牧草からデントコーンへ徐々に切替えたことに加え、作
業委託先のラップ作業体系に対する理解醸成が不十分であったこと等から、目標を達成できなかった。 
現在では問題も解消され、２１haの収穫に取り組んでおり、計画を達成している。 

 
 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 

 
デントコ－ン生育状況 

 

伴走による刈取と梱包作業 

 

密封されたロ－ル状のデントコ－ン 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
畠山利勝さん 

購入飼料はただ買うだけだが自給飼

料は自分が稼いだ分、金に跳ね返る。

今後も、自分でできる飼料の生産をで

きるだけ増やしていきたい。 

 

 
佐藤安美さん 

食の安全が問われている昨今、私たちが

種をまき生産した飼料で育てた短角牛

は全てにおいて国産です。 
短角牛の肉はヘルシ－でとにかく安全

です。みなさんもぜひ食してみて下さ

い。 

 
第４ 今後の課題等 
デントコ－ン肥育は短角牛を対象とした技術で、他の品種では確立されていない。 
食の安全・安心の見地から、消費者に対して短角牛の良さを関係機関・団体がＰＲしていく必要がある。 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真 
 

 
                     撮影者 斉藤哲郎 

山頂のなだらか

な耕地を利用し

た短角牛の放牧

風景 



２－④（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区
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

20ha秋田県 由利本荘市 大内地区 大内飼料稲生産 生産性 耕種作物活用 マニュアスプレ 稲ワラ
組合 型飼料増産 ッダ２台 稲ＷＣＳ

第１ 調査地区の概要
１ 大内地区の地勢

秋田県の南西部に位置し、鳥海山のすそ野に広がる 大内地区における堆肥散布作業風景 散布を待つ堆肥
出羽丘陵に接している。
森林面積が ％を占め、子吉川流域の芋川に沿っ84

て耕地が広がる。人口密度は 人ｋ㎡と秋田県の53.9 /
典型的な農山村地帯である。

２ 大内地区の農業概要
水稲を基幹として畜産、野菜、花きとの複合経営を

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り、公共牧場への放牧が盛んに行
われている。
黒毛和種の銘柄「秋田由利牛」の子牛生産基地であ

る。 (提供者：由利本荘市大内総合支所) (撮影者：由利普及)

第２ 事業導入の経緯
全国的な稲発酵粗飼料生産の拡大に伴い、当組合でも平成１４年に飼料イネ専用収穫機等の導入が行われ、稲発酵粗飼料の生産

が始まった。従来は不要であった稲ワラを有機質資源として圃場へ還元したのに対し、飼料イネ生産は茎葉全体を圃場から収奪す
るため、継続的に生産するためには別途有機質資材を圃場へ投入する必要があった。
また、稲ワラについても以前から畜産農家個々で乾燥ワラを生産しているが、労働者不足や高齢化等により堆肥散布がままなら

ず、圃場から稲ワラを持ち出すことによる地力低下が問題になっていた。
そこで、高能率なマニュアスプレッダを集団で導入し、天候不順な秋作業を効率的に行うことで作業時間の短縮と労働力の軽減

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H16 H19 H19
事業受益面積の増加 稲ワラ 稲ワラ 稲ワラ ％0 ha 22.0 ha 22.5 ha 81.3

3.0 ha 18.0 ha 10.6 ha稲ＷＣＳ 稲ＷＣＳ 稲ＷＣＳ

２ 定性的成果
【成果】
・畜産農家で構成する当組合の組合員が相対で耕種農家と交渉し、必要面積を確保している。
・継続的な稲発酵粗飼料生産により、管内畜産農家に広く認知されるようになった。
・稲発酵粗飼料や稲ワラを収穫した圃場に畜産農家の堆肥を還元することで、資源循環への意識が高まった。
【未達成理由】
・稲 は、作業の遅れ等のため計画を下回った。WCS

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ＷＣＳの収穫作業風景： 待機中のマニュアスプレッダ： 収穫された給与前の稲ＷＣＳ：

コ 秋 毎
ントラクター常時５名で、晴れの日 ( 月)に散布しており、降雪で撒きき 年稲ＷＣＳを収穫している圃場も多い11
を狙って集中的に収穫作業を行って れなかった場合は翌春( 月)に散布して が、品質・収量ともに十分確保してい4
いる。 (撮影者：由利普及) いる。 (撮影者：由利普及) る。 (撮影者：由利普及)

４ 受益者農家及び関係者の声

堆肥を圃場へ投入することで地力が 稲ＷＣＳで世話になった耕種農家の
増し、サラサラな土になった。 圃場へ畜産農家の堆肥を還元してい
おかげで、化学肥料は多く必要とし る。このマニュアスプレッダが無いと

ないし、結果として全量一等米を確保 耕畜連携が出来なかった。
している。 期待どおりの品質・収量が確保でき

(撮影者：由利普及) ている。 (撮影者：由利普及)

大内飼料稲生産組合 大
小笠原 公毅氏 内飼料稲生産組合

渡部 功氏

第４ 今後の課題等
・稲刈りや採草作業などの時期が重なったり、天候が不安定だったりで、予定した日に作業が行えないことが多い。
・当組合の堆肥の量が限られており、全面積に堆肥散布ができない。そのため隔年で全面積に散布するようにしている。
・組合で作業する圃場は遠いところで２５㎞もあり、飼料イネ専用収穫機を移動するのに半日費やしてしまう。



２－⑤（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 東根市 東根､高崎､東郷 東根市農業協

同組合 生産性 花き 花木促成施設 啓翁桜 16ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 東根､高崎､東郷地区の地勢 

東根市は山形県のほぼ中央部に位置し、東に奥羽山

脈、西は最上川に接している。幹線道路である国道 13
号、48号、287号線を有し、また、山形空港や東北中
央自動車道路などの高速交通網が整備されており、農

産物の流通面においても有利な条件を有している。気

候は内陸型で、年間降雨量 1,127mm、平均気温は
11.2℃、周囲が山に囲まれているので、風水害等の災
害が比較的少ない地区である。 

 
２ 東根､高崎､東郷地区の農業概要 

当該地区の農業は、基幹作物として水稲約1,000ha
と果樹約1,200haであり、畜産、花木などを組み合わせた複合経営を行なっており、県内でもトップクラスの粗生産額と生産所
得を上げている。啓翁桜は、特に昼夜の気温差が大きく、降雨量、降雪量が少ない中山間地としての適地適作品目として力を

注いでおり、優良品種の啓翁桜の植栽面積の拡大を図っている。 
 
第２ 事業導入の経緯 

生産者と農協が一体となり、良品質花木の出荷を目指し、昭和58年度に田中地区、平成2年度上悪戸地区、さらに平成9年度原
宿地区に花木促成施設の導入を図ったことにより、市場ニーズ対応性が高まり、一大産地として産地銘柄の定着化に成功し、日

本一の啓翁桜の産地へと発展してきた。そして、促成量の急増と共に100%の利用率を得、さらには、需要期が極端に12月に集中
しているなかで、さらなる当地域農業の確立を図るため、当該地域に導入した既存施設と併せて有効活用しながら産地の銘柄を

益々強固なものとし、本市の主要作物として位置付け、本地区の意欲ある農家の所得増大を図る事を目的として事業導入を行っ

た。 
 
第３ 事業実施による成果 
  １ 定量的成果 

項目 現況（計画策定時） 計画 実績 達成率 
啓翁桜促成処理労働時

間の削減 10ａ当たり 27h 10ａ当たり 12h 10ａ当たり 12h 100％ 

 
  ２ 定性的成果 

促成施設に啓翁桜が入りきれないという状況を回避することができ、また、農業所得の向上と生産者の増加が図られた。 

 
  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） 

 
啓翁桜の出荷、荷造り作業風景  施設内での出荷、荷造り作業風景 啓翁桜の出発式 

 
４ 受益者農家及び関係者の声 

  
施設利用者 大江氏 

 
啓翁桜の生産も伸び、所得も安

定してきた。日本一の産地とし

て、これからもがんばりたい。 

 

施設利用者 東海林氏

 
全国の方々から喜ばれて、生産

者としての喜びを感じている。こ

れからも技術を向上し、品質を高

めていきたい。 

 
第４ 今後の課題等 

 市場の拡大により売上高を上げるとともに、価格安定のため今後も品質の向上を継続して行うこと。そして、施設を有効活

用して産地の発展と生産者の拡大、育成に努めていく。 

 

地区の概況写真（啓翁桜） 

  



２－⑥（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 西郷地区 西郷南部地区無

人ヘリ防除組合 品 質 土地利用 無人ヘリコプター

（R.MAX.TypeⅡG） 水稲 101.0ha 

            
第１ 調査地区の概要   

１ 西郷地区の地勢 

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・羽黒産の出羽三山、北に鳥海山を望み、総面積  

234.19km2、庄内地方の中核都市であり、総面積のうち、田及び畑の農 

地は約 30％を占め、他は山林 29％、宅地 8％等となっている。 

２ 西郷地区の農業概要 

鶴岡市は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ではえ  

ぬきが 12 年連続「特Ａ」の評価を得ている。また、平坦部、砂丘地、 

中山間地等多様な地理的条件を活かして枝豆やメロン、花卉等の複合品 

目の導入が図られ、とくに枝豆（だだちゃ豆）とネットメロンは全国有 

数の産地となっている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

本市農家１戸当りの平均耕作面積は 2.8ha で、県平均を 1ha ほど上回る大規模経営が多く、経営形態は家族労働力を主とした

個別完結型が大多数を占める。農業者の高齢化の割合が高く、特に兼業農家の高齢化が加速する傾向にあり、農業生産基盤や農

村集落の脆弱化につながり、地域の担い手づくりと生産組織の見直しや農業経営基盤の強化・再編が課題となっている。このよ

うな状況を踏まえ、安全安心の農産物生産を図り、集落としての営農展開と生産基盤の再構築に向けた新たな振興実践活動を展

開する必要がある。特別栽培米等の生産拡大を推進する一方、水稲育苗施設において薬剤使用ではなく温湯による種子消毒を広

く実践する。また、水稲には欠かせない土づくりに必要な堆肥を効率的に散布するためマニアスプレッダを導入するとともに、

適期・適量防除により米の品質向上、トータルコストの低減、担い手経営体の育成推進と農地や農作業の集積を図るべく、共同

利用機械（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 
90% 100% 100% 100% 

  

 ２ 定性的成果 

・適期・適量防除により米の品質向上と防除作業の負担が低減された。 

・作業の効率化、実施圃場の連担化が成され、目標面積を上回る実績となった。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（撮影：阿部国広） 

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

 

西郷地区は水田では水稲・大豆、砂丘畑で

はメロンの栽培が盛んである。 

 

無人ヘリによる水稲防除は７月下旬から

８月下旬まで約１ヶ月間行う。 

19 年産米はカメムシ被害が

ほとんどなかった。 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 
施設利用者 大滝氏 

 
本田防除の負担が軽減され、その

分園芸作物へ力を注ぐことがで

き、たいへん助かります。カメム

シ被害も少なくて良かったです。

 
 
 

（撮影：今野大介）

 
施設利用者 池田氏 

 
安全運行で丁寧に作業してくれる

ので、安心して防除を任せられま

す。また、細かな要望にも対応して

くれるので大変感謝しています。 
 
 
 

（撮影：阿部国広）

 

第４ 今後の課題等 

・防除作業技術の向上と効率化。 

・防除面積の拡大。 

（撮影：阿部国広）



３－①（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価

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

埼玉県 深谷市 明戸・八

基・川本 

ふかや農協 輸入急増農産物

における国産シ

ェアの奪回 

野菜 共同利用機械

ねぎ平床移植

機（15台） 

ねぎ 8.6ha 

 

 

第１ 調査地区の概要 

１ 明戸・八基・川本地区の地勢 

埼玉県北部に位置し、北部は、利根川流域の肥沃な沖積土壌を活かした、水

稲や野菜生産が中心であり、南部は、洪積土壌を活かした、野菜、花卉、植木、

畜産等が盛んである。 

 

２ 明戸・八基・川本地区の農業概要 

夏場は、高温多湿、冬場は、乾燥低温と内陸性気候独特の気象条件である。

深谷市の農業生産額は県内で上位であり、特にねぎ、きゅうり、ほうれんそう

の生産が盛んである。 

 

 

第２ 事業導入の経緯 

当該地域は全国でも有数のねぎ産地であるが、生産者の高齢化に伴う労働力の減少や、中国をはじめとする輸入野菜の増加に伴

い、生産性の向上による低コスト生産と多様化する消費者ニーズの変化に対応した新しい農産業の開発が求められていた。 

そこで、国高度化事業を活用し、埼玉県農林総合研究センター、井関農機㈱、ふかや農業協同組合の３者共同で開発したこの地

域で普及している挿植方式の機械を導入することで、作業の省力化を図るとともに、より高品質化を可能とする栽培技術の普及に

より、国際競争力を有する足腰の強い産地を育成することとした。 

 

 

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 

ネギ定植作業時間の削減 10ａ当たり労働時間 

271hr 

10ａ当たり労働時間 

241hr 

10ａ当たり労働時間 

219hr 

173.3% 

 

２ 定性的成果 

・労働時間の削減により生産面積の拡大が図られた。 

・定植機に合った苗を作ることにより、更なる労働時間の削減につながった。 

 

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） 

 ・作業は１人若しくは２

人で行う。 

・作業はねぎ苗を苗カッ

プに投入するだけ。事

前に空運転で溝を作っ

ておけば、機械に触れ

ることなく溝に沿って

自走する。 

 ・慣行ねぎ苗（葉切り・

28㎝以下）を平床で２

条千鳥植え。 

・手作業に比べ移植作業

時間は1/2に削減され、

腰を曲げる作業姿勢の

時間は１/10に削減さ

れる。 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 機械に対応した苗を作

ることにより、ロスも少

なく、効率よく定植でき

た。慣行手植えと比べて

も、収量・品質には大き

な差は見受けられなかっ

た。カップがもう少し深

ければよかった。 

 カップに苗を入れる単

純作業なため、誰でも簡

単に作業ができ、１人作

業においても、慣行手植

えに比べて、大幅な定植

作業の短縮ができた。く

ちばし部分の強度が不十

分であった。 

 

第４ 今後の課題等 

慣行の手作業に比べ大幅な労働時間の削減されたことを作付拡大に結びつけるため、農用地の流動化を進め、さらなる経営規模の拡

大を図る必要がある。また、収穫作業の機械化や、コンテナ出荷についても導入を推進することで一層の生産性の向上を図る必要が

ある。 

※農家の写真の撮影者はＪＡふかやの植竹和彦さんです。写真公表可の農家さんを撮影しています。 



３－②（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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

群馬県 前橋市  － （財）群馬県 
農業公社 

生産性の

向上 
 

飼料増産 細断型ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ 1台 
コーンﾊｰﾍﾞｽﾀｰ  １台 
ワゴン        １台 

青刈りとうも

ろこし 
(計画) 
 ３０ 

ﾍｸﾀｰﾙ

 
 
第１ 調査地区の概要 
１ 群馬県の地勢 
本県は、本州のほぼ中央に位置し、県西・県北の県境には標高２０

００メートル級の山々が連なり、日本三大河川の一つである利根川（県

内延長１５２キロメートル）が県中央部を貫流し、県南東部には、関

東平野が開ける内陸県である。県土面積は、約６３６３平方キロメー

トルで全国２１番目の大きさであるが、その約３分の２が丘陵山岳地

帯で占められている。 
 
２ 群馬県の農業概要 
豊富な水資源に恵まれ、農耕地が標高１０メートルから１４００メー

トルの間に分布し、首都１００キロメートル圏内の大消費地に近い有

利な立地条件を活かした多彩で多様な農業が展開されている。 

本県における農業産出額の品目別では、畜産物と野菜の農業算出額が

全体の約８割を占めており、全国でも上位の算出額となっている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
  家族経営の畜産農家では、労働力の関係から家畜の世話をしながら飼料の増産を図ることが困難となっており、また、農家個々が

機械を所有して収穫・調製作業を実施することは、非効率であることなどから、（財）群馬県農業公社が専用機械を導入し、飼料作

物の収穫・調製作業を受託する組織（畜産コントラクター）として活動することで、効率的な機械利用と畜産農家の労働力不足を補

うこととした。 

 
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 
作業受託面積の増加 なし ３０ﾍｸﾀｰﾙ ３２．８ﾍｸﾀｰﾙ １０９％ 

 
 ２ 定性的成果 
細断型ロールベーラを導入し、栄養価の高い粗飼料である青刈りとうもろこしをラッピングサイレージ調製して農家に供給することに

より、夏場でも品質の安定した飼料を家畜に給与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） 
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 

 

ラッピングサイレージされた製品 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

とうもろこしサイレ

ージ（群馬県撮影） 
 

受益農家のコメント 
「これまでのサイレージづくりは、大

変だった。糞尿も畑に還元できるし、

何よりも重労働から解放される。機械

代、手間など総合的に考えれば作業料

金も手頃だと思う。」 

 飼養家畜（群馬県撮影）

 
受益農家のコメント 
「サイレージの品質が安定しているの

で、もっと作業を委託し、とうもろこし

の給与量を増やしたいが、一方で収穫の

時期が全体の作業の進み具合で思うよ

うにならないので、改善してもらいた

い。」 
 

 
第４ 今後の課題等 
（財）群馬県農業公社では、平成１７年度以降、青刈りとうもろこし等の収穫調製作業を順次拡大し受託してきたが、作業受託能力は、

飼料価格の高騰等から年々増大する作業委託要望量に対応できなくなってきており、機械装備・作業人員の確保が急務である。 

将来的には、既存のコントラクター機能の拡充と併せて、新たな作業受託組織の育成に向けた取組を進める必要があると思われる。 
 

地区の概況写真（群馬県浅間家畜育成牧場群馬県撮影） 



３－③（強い農業づくり交付金優良事例） １７年度実施・２０年度評価地区

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 伊那市 伊那市ほ

か 

上伊那農協 輸入急増農産物における

国産シェアの奪回 

野菜 集出荷貯蔵

施設 

白ねぎ 19.4ha 

  
第１ 調査地区の概要 

 １ 地区の地勢 

上伊那地方は長野県の南部、天竜川に沿った伊那盆  

地の北部に位置し、東に南アルプス、西に中央アルプスと

いずれも 3,000ｍ級の峰を有する峻険な山脈が南北に走っ
ており、その間を北から南へ流れる天竜川の両岸に広がる

河岸段丘と扇状地からなる地域です。 
２ 地区の農業概要 

農業は、標高差等の自然的立地条件、高速自動車道の整

備による市場立地条件に恵まれ、米作をはじめ、畜産、果

樹、野菜、きのこ等の都市近郊型農業が進められ、農畜産

物の総合生産基地となっている。 
耕地は標高 480ｍから 1,000ｍに及ぶが、大部分は標高

600ｍ～800ｍの天竜川河岸段丘地域にある。気候は 太平
洋側気候に近い内陸性気候で、降雪量は一般的に少なく、

冬は晴天率が高く日照も豊富である。耕地面積は、

13,200ha、農家１戸当たり耕地面積は 96aであり、県平均
90aを上回っている。 

 

第２ 事業導入の経緯                            

   白ねぎ生産において一番労力負担の大きい作業が収穫調整作業である。これまで、収穫調整作業は生産者個人で行なっており、

根切り、葉切り、皮剥ぎ、選別、荷造り等出荷作業の効率化が経営規模を拡大する上での課題であった。さらに生産者の高齢化が

進行する中、作付面積の拡大を進めるためには、ねぎ前処理施設の導入が必要であった。 
   また、輸入ねぎの急増に伴い、安価なねぎの流通が増加しており、品質面では国産が有利であるが今後ますます販売の激化が予

想されるため、ＪＡとしては共選体系を確立し、出荷・調整作業にかかる省力・低コスト化及び規格の精度を高め、予約販売等契

約取引を増大し、販売の強化・安定を図ることが必要であった。 
 

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 

契約取引の割合 ６．６％ ８．０％ ８．５％ 136％ 
  
 ２ 定性的成果 

・白ねぎは他品目に比べて収穫期間が長いという特徴を生かし、管内の基幹品目として位置づけ、最大限出荷できる体制を整えた。 

・特定販路の拡大が図られた。（業務用のバラ出荷、Ｌ級の２本結束） 

・機械収穫機の共同導入による省力・低コスト化が図られている。 
 
 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） 

   

収穫機を使用した効率的作業 

 

施設に持ち込まれた原料 

 

皮むき選別後に各階級ラインへ流れる 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

  

共同選荷施設組合長 唐木光景氏 

・規模拡大の妨げとなっていた収穫

荷造り作業が大幅に軽減され、個

人・団体での作付面積が拡大されて

きている。今後も大いに活用してい

きたい。 

 伊那市西箕輪地区生産者 清水芳利氏 

・生産者の高齢化により掘り取り後の荷

造りが大変であったが、共選出荷が出来

るようになってから安心して栽培が拡

大できている。 

 

第４ 今後の課題等 

・出荷期間を拡大するためには８月からの出荷が必要であり、今後、育苗体制や品種検討を行い、前進出荷を行なう予定である。 

・集落営農組織やＪＡ出資法人での取組拡大により、作付面積、出荷量の拡大を図りたい。 

※全写真撮影（ＪＡ上伊那 小出順誠） 

 

           栽培環境及び出荷形態 



４－①（強い農業づくり交付金優良事例） １ ７ 年 度 実 施 ・ ２ ０ 年 度 評 価 地 区

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 羽咋市 太田町地

区 
太田町直播組

合 
品質向上 水稲 

 
水稲直播播種機

械 
水稲 １３ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 羽咋郡市地区の地勢 

石川県の能登半島ほぼ中間に位置し、羽咋郡市の１市２町からなり、南北４

５km、東西８km の中の３市町が日本海沿いに南北一列に南北に並んだ形とな

っている地域で、海岸砂丘地、平坦地、中山間地に区分される。 
総面積は４４０k ㎡で県土の１０．５%を占め、総人口 69,346 人で、地区内

の中央には邑知地溝帯が東西に横切っており、南部には能登地域で最高峰の宝

達山がそびえ、北部には中能登丘陵が広がっている。 
土壌は、畑作地帯が砂壌土・沖積埴壌土・粘質土壌（赤土）等、水田地帯は

沖積埴壌土等で肥沃である。 
 
２ 羽咋郡市地区の農業概要 

気象条件（平成 17年観測地点の平年値：輪島市）は平均気温）13.2℃、年間
降水量 2,156mm、年間日照時間 1,581時間である。また、夏期は高温多湿、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。 
農家戸数・農家人口及び農業従事者数は総農家戸数 5,440戸で、１０年前（９５年農林業センサス）に比べて 13%減少して

いる。特に第１種兼業農家の減少が大きく、次いで専業農家、第２種兼業農家の減少となっている。農家人口も５年前に比べ

て減少している。 
耕地面積は 6,980haでうち水田が 85.5%を占めている。海岸の砂丘地帯（羽咋市千里浜海岸沿い）や山間地の開発地を中心

に普通畑や樹園地、牧草地が広がっており、野菜 10.6%、果樹 3.0%、飼料作物 1.0%の順になっている。 
 

第２ 事業導入の経緯 
  当実施地区（当初計画時）は、主要作物である水稲作付面積は 43ha、農家戸数は 37戸であった。課題としては、農業者の高
齢化、後継者不足が深刻化しており担い手の育成が急務となっていた。また、地区の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負担が高くなっていた。 
このような中、コストの削減、労力の軽減、消費者ニーズに応えた高品質な米生産を行うために、水稲の直播栽培の導入によ

り安定した農業経営の確立を図ることを目的とした。 
このため、当実施地区の水田基盤整備を契機に、県が推進していた水稲の省力・低コスト生産技術である直播栽培に取り組む

ことを決め、平成１７年に太田町直播組合を設立した。 
（組合設立当初：組合員数 20 名、経営面積 13ha（うち、直播面積 10ha）→現在：20 名、22ha（うち、直播面積 16ha）に拡
大） 

 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現況(平成 16年度) 計画（平成 19年度） 実績平成(19年度) 達成率 
①米の品質向上(品質分析) 
②  〃  (米等級比率) 
③経営耕作面積 

品質分析実施割合 ４７％
１等比率    －％

１３．０ha 

品質分析実施割合 ７０％
１等比率   ７０％

      ２０．０ha 

品質分析実施割合 ７３％ 
１等比率 ９６％ 

２２．３ha 

１１３％

１３７％ 
１３３％ 

④水稲直播面積 １０．４ha ２０．０ha １６．１ha ５９％

⑤水稲直播の単収 ( /10a) 
（移植） 

２８８kg 
（５０２kg） 

      ４５０kg
  （５４０ｋｇ）

４２０kg 
（５１０kg） 

８１％

(２１％)
⑥直播栽培の労働時間 
(時間/10a) (移植）   

－

（３８時間）

－

（２０時間）

6.5時間 
(8.1時間) 

－

 （１６６％）

  
 ２ 定性的成果 
・米の品質向上は、中生品種コシヒカリの１等比率は１００％であり達成出来た。その他の早生と糯品種が２等であったが、羽咋郡市

平均８３％より高い成績であった。 
・施設の導入により、生産者同士の集落の水田を守る意識が高揚し、また、競争意識が芽生え、品質向上の取組が強化され、産地の強

化も図られた。 
・水稲直播の導入により労働費や資材費等のコスト削減が図られたが、農業所得は米価の下落により激減した。水稲直播栽培を導入し

たことで、組合員の協力体制及び団結力が向上してきている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

田園風景【太田地区から見た市街地】



 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 
・近年、担い手への農地集積と水田

経営所得安定対策への加入が進

んでいる。 
 

 施設の稼働状況等 
・水稲直播栽培を導入したことで、コ

スト低減が図られた。水稲直播機の

導入(稼働)面積は当初の 10.4haより
拡大し、現在は 16ha(155%)であり、
目標の 80％になっている。 
・今後は、当初目標を達成したい考え

である。 
 

 施設の成果発現状況等 
・水稲直播栽培が太田町集落の方々に認

められたことで、栽培面積が増大傾向

にある。 
・羽咋郡市と七尾鹿島郡市にある水稲直

播研究会の技術交流を開始した。 
  このため、直播栽培技術は、飛躍的

に伸び、稲の生育旺盛期の容姿では移

植と比較しても遜色がなくなった。収

量面では単収 30kg/10a 少ない程度ま
でになった。 

 

 
 

 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 
施設利用者：太田町直播組合 
組合長 山邊吉信氏 

・当実施地区は、平成１５年度に水田基盤整備の実

施を契機に水稲直播栽培を導入した。しかし、不

慣れなことから栽培にはかなり手こずり１年目の

単収は半減したことが苦渋の経験となった。 
 
・２年目以降は、適期播種(代掻き翌日播種)等基本技
術の徹底により、覆土が安定し、鳥害がかなり無

くなり収量は安定した。 
 
・平成１９年度では、技術は向上し水稲直播栽培の

単収は７俵半/10a となり、精神的な気苦労から解
放された。 

 
・この数年間で、この水稲直播栽培技術を習得出来

たことを喜んでいる。 
 

コメント 
・当初、除草剤散布の適期時期を見極めること

に気苦労を要した。この課題解決のため、苗

立ち数の確保や雑草の発生の有無にかかわ

らず、適期散布時期表に併せた散布方法に変

更したことが良く、このことが一気に問題解

決につながった。 
 
・新たに使用する除草剤も試験田で実施したこ

とで、問題を解決をしてきた。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第４ 今後の課題等 
・今後も、米の品質向上に関する試験田を毎年設置し、この試験田で工夫した土壌改良資材等の投入を図り、水稲直播で特別栽培米づ

くり（おかずのいらない米の味）を目指したい。 
 
・また、地の利のある地元直売所等での米販売等も進める。そのためにも、生産技術と販売手法のこの両輪の学習を怠ることなく習得

し、安定した経営としたい。 
 
・更に、この経営体は若い担い手の育成を進めなければ発展・維持は無いものと覚悟している。 

 
 

羽咋郡市・七尾鹿島水稲直播研究会現地検討会 

事業により導入した水稲直播機 




