
２－① １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等 
北海道 帯広市 大正 帯広大正 

農業協同組合

競争力強化生

産総合タイプ

品質向上 集出荷貯蔵施

設 
廃水処理施設

大根、 
長いも 

大根   205.5ha 
長いも 190.0ha 

   
第１ 調査地区の概要 
 
 １ 大正地区の地勢 

北海道のおよそ 10％を占める広大な十勝平野の真ん中に位置する帯
広市は、西は日高山脈、北は石狩山地、東は白糠丘陵に囲まれる火山灰

土の土壌であり、大正地区は、その帯広のおよそ南 17㎞に位置する。 
 
２ 大正地区の農業概要 
平均気温 6.9度、年間日照時間 2､059ｈ。雨が少なく日照時間が多い

広大な十勝平野において、小麦、馬鈴薯、てん菜、豆類を基幹作物とし

ながら、近年は野菜の作付けが増加している畑作地帯及び酪農地帯であ

る。 
 
第２ 事業導入の経緯 
 

平成 12 年から 16 年の５年間の作付面積の増加率をみると大根がお
よそ 45％、長いもが 55％増加しており、生産量増加に伴う施設の能力
不足が問題となっていた。また、主な出荷先となっている道外への輸送

には日数がかかり品質低下をおこす懸念があった。このため、当該品目

では全国初となるオゾン殺菌水を利用した洗浄選別施設とそれに伴う

廃水処理施設、予冷貯蔵施設を整備し、選別速度・能率の大幅な向上と市場での評価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                           ※選果作業が終了していないため 18年産の数値を計上 

項目 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
秀品率の向上（大根）  84％ 87％ 91％ 233％
秀品率の向上（長いも） 62％ 65％ ※49％ ▲430％
長いもについては、施設整備により受入制限がなくなり、品質のよい秋掘りの取扱量を増加させているが、夏期に高温が続いた影響に

より変形が多く発生し秀品率が低下した。 
 
 ２ 定性的成果 
これまで、大根の作付面積は、急激に増えてきたものの、洗浄選別施設能力の限界から、受入抑制がされていたが、この制限が回避

され、適期の収穫・出荷ができるようになったことで品質の向上が図られた。 
長いもは、品質が低下しやすい春堀りよりも、秋掘りの割合を増やすことで品質向上を図ることが課題となっていた。しかし、作付

面積が増加している中、洗浄選別施設や予冷貯蔵庫の能力の限界により、秋掘りの長いもについては受入に限界があった。今事業の整

備により、秋掘りの受入制限が解消し、受入体制を整えることができた。また、貯蔵期間中に発生していた長いもの腐敗が減少し、歩

留まりについて改善が図られた。 
土壌菌の原因による表面腐敗等の品質低下（大根と長いも共通）が、オゾン殺菌水を利用した選果施設により品質維持効果が図られ

市場評価が向上した。 
 
 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） 

 
写真提供：ＪＡ帯広大正 撮影：北海道農政事務所 撮影：北海道農政事務所 

長いもの収穫作業 

 

オゾン殺菌水で洗浄される大根 

 

洗浄（オゾン殺菌水）と選果後、箱詰

めされる大根 
 
 

帯広大正地区の景観 

写真提供：ＪＡ帯広大正



 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

長いも受益者農家 滝上 和義氏 

長いもは貯蔵期間が長い

ため、貯蔵中に品質が低下す

る心配がありました、新しい

予冷庫に貯蔵されているの

をみると非常に保管状態が

良く、安心できます。 
最近は販売価格が低下し

ており農業経営は厳しい現

状にありますが、これからも

消費者に安心して購入して

もらえるものをつくってい

きたい。 

ＪＡ帯広大正 生産販売部

青果課長 佐藤貴嗣氏 

北海道から本州へ出荷する

場合、店頭に並ぶまでは、最低

でも２、３日かかります。この

ため、オゾン殺菌水を利用する

当ＪＡの製品は、棚保ちすると

高評価を受けています。 
また、予冷貯蔵施設の整備に

より需要のある時期に出荷が

できることで有利販売を行う

ことができるようになりまし

た。 
 

 
第４ 今後の課題等 
一戸あたりの面積が増加していることから、圃場の管理作業の徹底を図る。また、栽培技術の提供を図り、生産者個々に営農指導を

行うことで品質の向上を目指す。特に最近、増えた新規農家について栽培技術の指導強化が必要である。 
平成 20年に関係機関と連携して、長いもの施肥栽培試験を行っているが、その分析結果を活用し更に品質向上を目指す。 

 
 



２－② １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区事例（２０年度中間評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

北海道 豊富町 サロベ

ツ地区 
JA豊富 競争力強化生

産総合タイプ

生産性の

向上 
家畜飼養管理施

設（畜舎 1棟、搾
乳ロボット 2 基
等） 

乳牛  
 
－ 

 
   
第１ 調査地区の概要 
 １ 豊富町サロベツ地区の地勢 

豊富町、日本最北の大湿原「サロベツ原生花園」を有し

ており、最北端の街、稚内市から南に４０㎞の距離にある。 
 
 
 
２ サロベツ地区の農業概要 
 平均気温約 6.4 度、年間平均日照時間約 1,300ｈ。北海
道最北部の冷涼な気候の下、耕地面積（13,300ｈａ）の大
半を牧草地（13,000ｈａ）が占めており、牧草地を基盤と
した酪農経営が農業においての主要部門となっている。 

 
 
 
第２ 事業導入の経緯 
 
 地域の酪農の状況として、高齢化等により戸数は減少傾向にあ

るが、一戸当たりの飼養頭数は増加している。今後もこのような

傾向が続くと見られ、規模拡大も進んで行くと見られるが、課題

として労働力不足がある。 
 その解決方法として、搾乳ロボット等の導入により、労働力の

省力化による生産性や効率性向上の実証を行ってきたが、フリーストール牛舎では疾病率の増加等の問題が発生している。また、食の

安心・安全を追求して、消費者に受け入れられる商品の生産、広大な土地の有効利用と農村景観への配慮、消費者との交流などをとお

して、酪農への理解を深めてもらうことが必要となっている。 
 その解決策として、搾乳ロボットの導入と放牧型酪農を取り込んだ経営モデルの実証をし、問題の解決を目指す。 
  
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H21年度） 実績（H19年度） 達成率 
労働時間の低減  146.6時間／頭 40.7時間／頭 40.7時間／頭 100.0% 
                        
 ２ 定性的成果 
・ 放牧により乳牛の足蹄の状態が改善され、通常のフリーストール牛舎飼いと比較して疾病が少ない。 
・ 小人数での酪農経営が可能となった。 
・ ロボット牛舎の導入を検討する酪農家に見学してもらい、普及を促した。 
・ 一般消費者にも見学してもらい、牛乳の生産について理解を深めてもらった。 
 
 
 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） 

撮影：北海道農政事務所 

 
撮影：北海道農政事務所 

 
撮影：北海道農政事務所 

酪農が主体な地域であり、広大な放牧

地が広がっている。 

 

現在、当牛舎では、ロボット搾乳機を

２台導入し、１台当たり経産牛約 60
頭、合計 120頭を飼育している。 

 

冬期間を除いて、搾乳牛は２群に分かれ

て、放牧されている。放牧された搾乳牛

は、通常のフリーストール牛舎飼いと比

べ足蹄の疾病が少ない。 
 

豊富地区 牧草地帯の景観

撮影：北海道農政事務所 



 
 
 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
白田牧場主 白田謙一氏 

本施設を導入したこ

とによりまして、120頭
近くの経産牛の飼育が

ほぼ１人で可能となり

ました。また、導入前は

6･7 月の牧草収穫期に
作業が滞ることもあり

ましたが、ロボット搾乳

により収穫作業に集中

できるようになりまし

た。 
乳牛の状態も放牧を

導入することにより、フ

リーストール牛舎で発

生が多い足蹄の疾病が

抑制されました。 
 

ＪＡ豊富 磯部孝治営農部 
        相談課長 

当地区では臨時雇用の

確保が難しく、ロボット

牛舎の導入に当たって

は、人手不足の解決策と

して、期待が出来ますが、

価格の高さが大きな障害

となっています。導入の

検討に当たっては、現在

の価格の１／３程度まで

下がると普及するものと

思われます。 

 
 
第４ 今後の課題等 
生産調整などの影響により、出荷乳量が減少したことにより、収入については当初計画より減少となった。今後は、生産調整も解除さ

れ、出荷乳量を伸ばすことにより収入を確保する。また、近年の飼料価格高騰や燃料費、資材費の高騰により経費が増加することが予

想されるので所得確保のためにも増頭による収入増、費用の見直しを図るなど、更なる経営努力が必要となる。また、放牧地について

も、電牧で区分けすることにより、管理を細分化し、乳牛が容易に採食出来るように草丈を調整し、飼料代の低減に繋げていきたい。

 
 
 



２－③ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度中間評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

北海道 湧別町 芭露地

区 
(有 )アグリサ
ポートばろう

競争力強化生

産総合タイプ

生産性の向上 飼料作物関

連施設 
デントコー

ン他 
１５戸 

   
第１ 調査地区の概要 
 １ 湧別町芭露地区の地勢 

北海道の北東部、オホーツク海沿岸の中央部に面しており、

網走支庁管内の中心都市である北見市から北に約７０㎞の

距離にある。東には道内で一番大きな湖であるサロマ湖を擁

している。 
 
２ 湧別町芭露地区の農業概要 
 平均気温約 5.8 度、年間平均日照時間約 1,800ｈ。日照時
間が長く、降水量が少ない、冷涼な気候が特徴であるオホー

ツク海型気候の下、酪農と畑作を主体に農業が営まれている。 
 乳用牛約 11,000頭、肉用牛約 7,000頭が飼育されており、
畑作物については小麦やビート、豆類、トウモロコシなどの

生産が主体となっている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
 当該地区は、平成１６年時点において、全農家 215戸のうち酪農
家が 151戸で構成され、乳牛の飼養頭数も 11,000頭となっている。
生乳生産量は約 52,000ｔ、1 戸当たりで見ると約 350ｔとなり、前
年（325ｔ）に比べ増加傾向にあるが、離農者も発生しているため地域の生乳生産量は横ばいとなっている。飼料作物作付面積は 5,260
ｈａで、その内 1,100ｈａがサイレージ用トウモロコシである。成牛換算１頭当たり面積は 0.5ｈａ程度で、地域全体としては粗飼料不
足の傾向にある。 
地域ではコントラクター事業が活用され、個人所有の機械の投資削減を図り、良質な粗飼料確保を図ってきたが、一部酪農家では粗

飼料不足を補うため、町外からの粗飼料購入が見られる。また、地域での飼料として利用可能な未利用資源等の利活用が進んでいない。 
離農跡地を牧草地として利用はしているが、「飛び地」となっており、農地の分散化、収穫作業面での能率低下が見られるほか、一戸

当たりの規模拡大とともに、給餌作業面での労働過重や繁殖などの管理作業がおろそかになるといった問題が発生してきている。 
 効率的な飼料生産を図り、酪農経営の安定的な拡大を目指すには、既存のコントラクター組織を利用するとともに、センター方式に

よるＴＭＲの低コスト・安定供給体制の確立が必要となった。また、地域未利用資源（スイートコーン加工残さ）をＴＭＲ飼料の一部

として活用し、飼料自給率の向上を図る。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H21年度） 実績（H19年度） 達成率 
飼料自給率の向上  飼料ＴＤＮ自給率50.9% 飼料ＴＤＮ自給率53.6% 飼料ＴＤＮ自給率63.5% 466.7% 
その他 （構成員一日当

たり労働時間の削減） 
1,806時間／日  1,009時間／日  

   
 ２ 定性的成果 
・ 地域のコントラクターを活用することで効率的な粗飼料生産を行うとともに、高品質の粗飼料の確保が図られた。また、腐敗等に

よる廃棄の減少や臭気の抑制にも繋がった。 
・ 地域未利用資源の TMRへの活用により、原料コストの削減が図られた。 
・ 高品質で安定した TMRの給与によって牛の健康状態が改善され、乳質が安定し、個体乳量の増加も図られた。 
・ 構成員の飼料生産・給餌作業における省力化が図られ、牛の飼養管理に集中できるとともに、飼養規模拡大が図れるようになった。

  
 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） 

 
撮影：北海道農政事務所 撮影：北海道農政事務所 撮影：北海道農政事務所 

酪農が盛んな地域であり、デントコ

ーンが多く見られる。 

 

本年の供給量は 18,924t。目標に対し
て 82.8%となった。 

 

構成員において一頭当たりの乳量が増

加した。 
 

 

湧別町芭露地区 デントコーンの景観

  

撮影：北海道農政事務所 



４ 受益者農家及び関係者の声 

 
（有）アグリサポートばろう  
   菊地 厚社長 

本施設を導入したこ

とにより、構成員の

乳質の向上、廃棄牛

乳の減少、腐敗が低

減し粗飼料品質が安

定しました。また、

地域未利用残さを活

用することにより、

飼料コストの抑制に

繋げることが出来ま

した。地域からは、

ＴＭＲ飼料の要望も

多く、施設の有効活

用の観点から構成員

の増加も検討してい

ます。 

 

 
構成員酪農家 坂東 守・素美子夫妻 

ＴＭＲ飼料が、定期

的に配達され、バン

カーサイロの詰め

込み、牛舎への飼料

搬入作業等の飼料

関連作業から解放

され、作業の負担が

軽減されました。 
高齢化が進む中

で酪農を続けて行

くには、労力の負担

が大きい飼料関連

作業の低減を図る

ことは必要である

と思います。 

 
第４ 今後の課題等 
昨今の飼料価格高騰により、生産コストが増加している。ＴＭＲ飼料へのデントコーンの配合率を高めると共に草地更新を進め、高

騰している購入飼料に備える。資材費、燃料費の高騰もあり、構成員の所得確保に向けて、更なる経営努力が必要である。また、現状

では乳量を向上するためには飼養環境の整備が必要となるが、設備投資は難しいところである。ウォータカップの清掃の徹底等、管理

作業の積み重ね及びサポートチームによる巡回指導、共済組合又はコンサルタントによる繁殖検診を実施し改善を図る。 
 
 
 



２－④ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度中間評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

岩手県 一戸町 奥中山

地  区 
有限会社  
岡外牧場 

競争力強化生

産総合タイプ

生産性向上 家畜飼養管

理施設（畜舎

1 棟、搾乳ロ
ボット 2 基
他、TMR）  

乳用牛 150 
（経産牛）

                                                                 

第１ 調査地区の概要 
 １ 奥中山地区の地勢 

岩手県の内陸北部に位置し、一戸町の最南部にある。西には西岳や 
奥羽山脈、東は北上山地からなる山地、丘陵地が大半を占めている。   
北上川と馬淵川の分水嶺となっていて、各支流が馬淵川に合流し、町 
の中心部を南北に馬淵川が流れている。土壌は、火山灰の影響を受け    
た多湿黒ボク土で急傾斜地が多いため、水田は少なく畑作が多い地域 
である。 

２ 奥中山地区の農業概要 
    標高は、400 m～800m、平均気温 7.7℃、年間降水量 1,165mm、年 

間日照時間 1,569時間と、夏期冷涼な高原型の気候で、降雪は 11月下   
旬から 4月上旬までの約 6ヶ月、積雪 1mと厳しい自然条件である。 
一戸町の南部地区の奥中山高原では夏期の冷涼な気象、標高差を活か 
したレタスなどの高原野菜や酪農が盛んに行われている。 

    
第２ 事業導入の経緯 
   該当地区は、戦後開拓された入植地で酪農が主体の地域である。現在の経営者は高齢となり後継者への経営移譲を行おうとして

も後継者の不在、確保が難しく離農せざるを得ない農家もあり、後継者が確保できても家族で経営して行くためには所得向上が課

題となっている農家もある。このため、今後も地域の基幹産業である酪農を永続的に行うため、地域のモデル農場として自動搾乳

ロボット等を導入し、労働力の軽減と収益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 現状（H16年度） 目標（H22年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標（労働時間の

65％削減）  
搾乳牛１頭当/年 174.6
時間 

搾乳牛１頭当/年 60.5 時
間 

搾乳牛１頭当/年 54.6 時
間 105．3％ 

 ２ 定性的成果 
・労働時間が削減された。 
・乳用牛検定データを活用した牛群管理により搾乳牛 1頭当たり乳量が増加した。 
・自動給餌システムによる多回給餌効果により牛の健康状態が良くなった。 
・自動哺育システムにより哺育時間が短縮された。 
・監視・遠隔操作システムの導入により子牛疾病の早期発見につながり、事故率の低減が図られた。 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 
地域の営農状況等 

 

施設の稼働状況等 施設の導入成果の発現状況等 

宇別牧場放牧風景 

 

飼養管理作業 

 

ロボット搾乳 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
岡外 澄男さん 

毎日の朝夕の搾乳開始時間を気に

しなくても良くなり生活時間に余裕

が出来た。ロボット搾乳により１頭当

たり搾乳量が増加し収入が増えた。 
 

 

 
加藤 岳夫さん 

労働力軽減と規模拡大により農業収

入が増加したことと、親子２世代での経

営が可能となり、法人化への移行も含め

安定した酪農経営体の実現ができた。 

 
第４ 今後の課題等 
労働時間削減目標は達成され、飼養頭数拡大と搾乳牛１頭当たり乳量は増加してきているが、配合飼料価格をはじめとする資材の高

騰により経営は圧迫されている。牛乳のみでの収益増加は今後も厳しいと思われることから、更なる、自給飼料の増産、事故率の低減

等によりコストを削減し、収益の増加を図る。 
 

地区の概況写真 
 



２－⑤ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度中間評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

岩手県 八幡平市 
(旧西根町） 

西根町

松尾村 
農事組合法人

岩手山麓ディ

リーサポート

競争力強化生

産総合タイプ

生産性向上 飼料作物関連

施設（飼料作物

収穫調製貯蔵

施設、混合飼料

調製施設）、飼

料収穫機械 

飼料作物 113．51ｈａ
107 ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 西根町・松尾村地区の地勢 
   岩手県の北西に位置し、八幡平市の南部にある。南には岩手山がそび 

え、西に八幡平をはじめとする奥羽山脈の山々が南北に連なっている。    
東南部は北上川水系に属する河川が集まり肥沃な盆地を形成して平地 
農業地域に属している。土壌は、水田地帯が火山灰の影響を受けた多湿 
黒ボク土や風積火山灰土の砂壌土、畑作地帯は黒ボク土で肥沃である。 
２ 西根・松尾地区の農業概要 

    標高は 230～400m、平均気温 9.3℃、平均年間降水量 1,165.8mm、 
平均年間日照時間 1,467.9時間と夏冬の寒暖の差が大きく、夏の降水量 
は比較的少ないが冬の降雪量の多い地域である。農産物の栽培は、米、 
野菜が中心で、パイプハウスを利用した雨よけほうれん草は天皇杯を受 
賞している。また、畜産関係もブロイラー、酪農、肉牛の経営が盛ん   
に行われている。 

 
第２ 事業導入の経緯 
   該当地区の飼料作物作付面積は、転作田の活用や畜産廃業農家の草地借受けにより増加しているが、飼料作物生産に係る作業時

間が増加し、これ以上の飼料作物作付面積の拡大は限界となっている。また、飼料作物作付面積の拡大に伴い作業機械への投資が

増加し、飼料生産コストも増加している。このため、公共草地の活用と農地集積による飼料基盤の確保、地域未利用資源を活用し

た発酵型ＴＭＲ飼料の給与により生産性の向上、コントラクターを活用した労働時間の削減を図るため、発酵型ＴＭＲ飼料製造施

設及びコントラクター事業関連機械を整備し、飼料生産コストの削減とゆとりある酪農経営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 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標(自給飼料生産費) 11.97円/kg 8.26円/kg 8.68円/kg 89 ％ 
 ２ 定性的成果 
・飼料収穫面積を積極的に拡大して自給飼料の増産を行うことで、購入飼料費の低減に努めた。 
・発酵型ＴＭＲの供給により飼料給与時間が減少した。 
・飼料畑を一括管理し栄養設計された発酵型ＴＭＲ給与により、搾乳量の増加と分娩間隔が短縮した。 
・コントラクターを活用し労働力不足の解消と家族労働時間（飼料畑の肥培管理）が減少した。 
・発酵型ＴＭＲの圧縮梱包することにより長期保管することができ、各農家への配送等の効率化ができた。 
 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 施設の導入成果の発現状況等 

牧草収穫後の風景 

 

自走式ハーベスターによる収穫・運搬

 

圧縮梱包した発酵型ＴＭＲの製造 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
田村 亨さん 

自給飼料作物に使用する肥料価格

等の資材が高騰したが、農機具を組織

で共同利用し、発酵ＴＭＲ価格を抑え

て供給することができた。粗飼料を

100％の自給しており、安心して給与
している。 

 

 
伊藤 一稔さん 

機械の作業効率が良く、牧草の適期刈

りができることから品質、栄養価が高く

組織構成員の搾乳量はこの地域では平

均以上となっている。また、搾乳等の飼

養管理作業に専念することができた。 

 
第４ 今後の課題等 
粗飼料の収穫量確保。化成肥料高騰への対策として糞尿の活用を第一に挙げ指導機関との連携による肥培管理に努める。また、デン

トコーンの熊等の食害対策については、一定量の食害は認めた上で必要収穫量確保のための面積拡大に努める。地域畜産酪農家への発

酵ＴＭＲ供給と併せて収穫作業の低コストを目的に自走式ハーベスターの利用を推進普及する。 

地区の概況写真 

 
 



２－⑥ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 

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

山形県 鮭川村 大豊 

地区 

(有)熊谷園芸 競争力強化生

産総合タイプ

 

生産性向上 生産技術高度

化施設 

低コスト耐候

性ハウス 

花き（バラ) 0.475ha 

   

第１ 調査地区の概要 

 １ 鮭川村・大豊地区の地勢 

鮭川村は山形県の北部、最上圏域北西部に位置

し東西 20km、南北 12kmにわたる農山村で、県
都山形市の北方 71kmに位置する。 
本村は、奥羽山脈の連なりと出羽丘陵によって

囲まれた盆地で、中央を南下する一級河川・鮭川

の支流に沿って農用地、居住地が開けてきた。鮭

川の東部は比較的平坦部で耕地が多く、西部は出

羽丘陵とその裾野の山間部に大きく分かれる。 

２ 大豊地区の農業概要 

標高は 41ｍ～702ｍ、年平均気温 10.7℃、年間

日照時間 1350hr、年間降水量 1800 ㎜前後で、奥

羽山脈の支脈と出羽丘陵に囲まれた盆地にある

ため、冬は積雪寒冷地帯に属し、春から夏にかけ

ては多雨多湿であり、夏は冷涼である。積雪期間

は 12 月中旬から 3 月中旬で、冬は低温・寡照と

なる。 

この地区の農業は水稲の単作地帯である他に  

きのこの栽培も盛んであり、全国有数の産地となっている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

平成元年にバラ栽培を開始して以来、関東以北の市場を中心に出荷してきた。その後、夏期の冷涼な気候を利用して栽培された夏

バラは、色・日持ち性で市場からの高い評価を得られるようになり、夏期に品質の低下しがちな関西方面からの需要に応えるべく規

模を拡大し、平成１６年５月から関西方面への出荷を開始した。しかし、市場からの評価は高かったものの、平成１６年当時の生産

規模では市場の要望に応えられる出荷数量を確保することが難しい状況になっていた。 

このため、本事業を導入して規模拡大を図ると同時に冬期間の日照量不足による収量低下を解決し、周年安定的に高品質なバラ生

産を行うことで需要に対応した継続出荷を実現するため、新技術である高圧ナトリウムランプによる補光及び炭酸ガスの施用を併用

した栽培技術を導入することとした。これにより、品質の向上、単位当たり収量を増加させ１本当たり生産コストの削減を図ること

とした。 

 
 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現状（H15 年度） 目標（H19 年度） 実績（H19 年度） 達成率 

成果目標 

（単収増加による切り

花１本当たり生産コス

トの削減） 

10a 当たり収量 

14 万 8 千本 

切り花１本当たり 

生産コスト 

56 円/本 

10a 当たり収量 

17 万 6 千本 

切り花１本当たり 

生産コスト 

51 円/本 

10a 当たり収量 

19 万 4 千本 

切り花１本当たり 

生産コスト 

52 円/本(注) 

 

164 % 

 

 

80 % 

その他 （     ）     

注： 事業開始時の重油単価が 30 円/㍑であったが、本年３月では 83.9 円/㍑となりコスト削減を大幅に抑制する結果となった。 

なお、重油単価を当初計画時の単価 30 円／㍑で試算すると、平成１９年度の切り花１本当たりの生産コストは４５円となる。 

 

 ２ 定性的成果 

・ 高圧ナトリウムランプによる補光及び炭酸ガスの施用で、上位規格割合の増加及び従来のバラに比べ日持ち性が向上したことで市

場及び消費者の評価が高くなった。この結果、１本当たり販売単価が上昇し産地の強化が図られた。 
・ 本施設の導入により、品質向上による販売単価の上昇等を実証出来たことで、管内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。 

・ ナトリウムランプの施用効果についてＰＲしたことで、県内外からナトリウムランプの視察等があり、ナトリウムランプ設置ハウ

スが増加するものと考えられることから、本技術の波及が期待される。 

  

 

 

 

 

 

提供：(有)熊谷園芸



 

 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 導 入 成 果 の 発 現 状 況 等

上：バラの収穫作業風景 

下：バラの調整作業風景 

 

上：ナトリウムランプ消灯時、点灯時 

下：炭酸ガス発生機、施設外観 

上：高規格バラの花束 

下：規格の整ったバラ 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
熊谷市夫 代表取締役 

高圧ナトリウムランプによる補光及

び炭酸ガス施用を併用した栽培技術を導

入したことにより、年間を通して安定的

に需要に応えられる出荷ができるように

なったことに加え、品質の面からも市場

の評価が高くなり、１本当たり販売単価

の上昇につながっている。 

        

 

第４ 今後の課題等 

本事業の導入（高圧ナトリウムランプ及び炭酸ガス発生器の導入等）したことで、10ａ当たり収量の増加、品質の向上、市場評価の

上昇等の効果があり、１本当たり生産コストも削減（Ｈ１５：５６円/本→Ｈ１９：５２円/本）でき大きな効果が得られた。しかし、

最近の原油価格高騰（当初計画時の約３倍）により想定外のコスト上昇に見舞われている。このため、このコストアップに対応できる

ような新たな対策が必要となっており、現在、重油燃料による暖房に補助的な暖房機器としてヒートポンプ（電気）を導入し、コスト

ダウンを図る計画である。 

 



２－⑦ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

栃木県 足利市 安足 足利市農業協

同組合 
競争力強化生

産総合タイプ

いちごの高品

質化 
Ｌ以上秀品率

70％以上 

超低コスト

ハウス 
いちご 0.98ha 

   
第１ 調査地区の概要 
１ 安足地区の地勢                          
   安足地区は栃木県の南西部、関東平野の北縁に位置し、山地と平野の   

接点に位置する。ほぼ全ての地域が足尾山地を源とする渡良瀬川の流域 
に含まれる地域である。 

 
２ 安足地区の農業概要                           
  平坦地では米・麦を主体とする農業生産を展開してきたが、近年、新 
 規就農者をはじめ、若年農業者に施設園芸の傾向が強くなってきており、 
 いちご・花き等の園芸作物と組み合わせた複合経営が盛んである。 
中山間地域では、農村レストランや直売所等の交流施設を核としたそ 
ばの生産が定着しているが、高齢化と鳥獣害の多発が原因で生産意欲の                      
衰退による耕作放棄地が増加している。 

 
第２ 事業導入の経緯 
    ＪＡ足利のいちご部会は、県内でいち早くいちご栽培に取り組み、 

栃木県をリードする産地として発展してきたが、生産者の高齢化により生産者数及び栽培面積は伸びず、産地の規模拡大は停滞

している。この閉塞感の打破に向け、当事業の活用によりＪＡ足利が事業主体となり全国に先駆け超低コストハウスを建設し、

担い手となる５名の生産者が利用組合を立ち上げ、同施設を利用し、高設養液栽培によるいちご生産に取り組んでいる。 
    目標は、いちごの品質の向上・均一化を図ることであるが、規模拡大による作型の分散を実施し、１１月～６月までの長期出

荷の実施を目指す。    
  
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標（高品質化Ｌ以上

秀品率 70％以上） 
６５．１％ ７０．２％ ７０．６％ １０７．８％ 

   
 ２ 定性的成果 
・架設ベッドによる水耕栽培のため低姿勢の作業が無くなり負担が大幅に軽減されるとともに、きめ細かな栽培管理が可能となった。

・規模拡大により、長期間の出荷ができるようになった。（出荷期間H16 ６ヶ月 → H19 ８ヶ月） 
・ＧＡＰの取組が、いちご部会全体に波及した。 
  
 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 

 

施設の導入成果の発現状況等 

コメント 施設の外観 

 

コメント 架設ベッドでの栽培状況 

 

コメント 小さくなった基礎部分状況

 ４ 受益者農家及び関係者の声 

 

スペースがあり、作業効

率が良くなった。以前から

いちごの高品質化には取

り組んできていたが、収穫

期間の長期化により生産

量のアップも期待できる。

 

 

支柱の土台が少なくな

り、作業効率が上がった。

最近はいちごの値段が低

迷し、資材が高騰している

ことから生産量の増加に

向け努力している。 
 

第４ 今後の課題等 
コメント 
・事業最終年度の目標単収は達成できなかったが、翌年度（２０年度）の春採りは順調であり、冬採りが順調であれば当初目標を達成

する見込みである。 

写真撮影：関東農政局栃木農政事務所農政推進課  当該資料のＨＰ掲載等了承済み 



２－⑧ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等 
新潟県 十 日 町 市 

（旧中里村） 
中里 

 
十日町農協 競争力強化生

産総合タイプ

品質向上 籾乾燥調整貯

蔵施設 
水稲 ６４８ha 

第１ 調査地区の概要 
 １ 中里地区の地勢 
    新潟県の南部、長野県との県境で千曲川が信濃川 

    と名前を変えて間もないところに位置する。地区の 
   中心を清津川が流れ信濃川と合流、河岸段丘を形成 
   し標高差を利用した栽培が行われている。また、南   
   部は上信越国立公園に指定され、日本三大渓谷の一 
   つ清津峡の他、雄大な自然景観が多く存在するとと 
   もに、豊かな森林資源に恵まれ豊富な水の水源にな 
   っている。 
２ 中里地区の農業概要 

     中里地区は全て中山間地域に属しており、平均気       
    温 12.3℃、降水量 2549mmとやや多く、平均積雪量 
    は３ｍを越える豪雪地帯である。下流地域では基盤 
    整備も進んでいるが、上流に進むにつれ棚田も多く 
    存在する。また、国営開拓事業により、農地造成が 
    整備され野菜・花き栽培も盛んである。 
第２ 事業導入の経緯 
   当該地区は全国的に有名な魚沼コシヒカリの産地であ 
  るが、既存の施設は処理能力が１００％を越え限界が近 
  づいて来ている。このような中、増設により荷受け時に 
  品質分析を行い、食味別に乾燥・貯蔵することで差別化し高付加価値を付け販売量増加を図るとともに、食味値をほ場別にデータ

ベース化し分析を行い、農家に適切な栽培管理、指導し地区全体で高品質・安定生産を図り「売れる米作り」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 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 

品質分析の実施率 ２４％ ５５％     ４７％     ８６％ 
●目標未達の理由：水田面積の集約による農作業受託者の規模拡大や景気低迷により建設業従事者を中心に失業・休業者が増加し、乾

燥施設所有者が自己で乾燥・調製作業を実施する傾向となったこと等により当該施設利用者が減少したため。 
 

 ２ 定性的成果 
・カントリー増設により品質分析（タンパク質含有量）を行い、特栽・慣行米を数値別に仕分け、乾燥・調製・保管することができた。

・品質分析の実施により、生産者のほ場毎のタンパク質含有量が把握できた上、食味値のデータベース化や分析結果に基づき個別に栽

培指導を行った結果、地区全体で品質向上の取組が強化された。 
・施設利用により、大規模な担い手を中心に作業効率が向上し、生産コスト・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） 

  
水稲の収穫作業風景 

 

品質別に分けられた籾貯蔵庫 

 

荷受け時の品質分析実施の状況 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
受益者農家 
吉楽 隆司 氏 

 カントリーが増設されたことにより

適期に収穫する事ができ、労働時間・経

費等の生産コストを大幅に削減するこ

とが出来ました。また、荷受け時に品質

分析を実施し食味別に区別するため、よ

り高い食味向上の米作りに努めていま

す。今後も消費者に喜んでもらえるよう

頑張っていきたいと思います。 
                   

ＪＡ十日町 
村山 敦 氏 

 今回の事業により荷受けビンが増えたことか

ら、今まで受益者の方に不便をおかけしていま

したが、解消され喜ばれています。また、荷受

け時に品質分析を実施し、ほ場別データ分析結

果を農家に還元することで次年度の栽培に役立

ててもらう事ができ、地区全体で高品質米を生

産しようと意識も高まりました。今後もＤＡＧ

方式（自然乾燥）をＰＲし、消費者に信頼され

る安心・安全でおいしい「魚沼コシヒカリ」を

提供していきたいと思います。 
第４ 今後の課題等 
  地区内では、所有機械が利用できるまでは利用する自己完結型農家が多い。また、大規模農家の乾燥施設との競合や小規模ライス

 センターへの搬入がみられる。利用の呼びかけや割引料金設定等の取り組みを行ったことにより稼働率は向上したが、更にカントリ

 ーＤＡＧ方式の有利性をＰＲし利用拡大を図ることが必要である。 

 
地区を流れる「清流」清津川  日本三大渓谷の一つ清津峡 

 
基盤整備された水田地帯   国営事業で造成された畑地帯 



２－⑨ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

岐阜県 海津市 平田地

区 
西美濃農業 
協同組合 

競争力強化生

産総合タイプ

品質向上 大豆乾燥 
調製施設 

大豆 280ha 

   
第１ 調査地区の概要 
１ 平田地区の地勢 

平田地区のある海津市は、岐阜県の最南端に位置し、東部を木 

曽川、長良川で愛知県と接し、中央部を流れる揖斐川以東の地域 

は平地が広がる豊かな田園地帯となっている。海抜は０～３mと 

低く、古くから洪水に備えて堤防を築いたことからこの地方独特 

の光景でもある「高須輪中」の一部を形成している。 

 
２ 平田地区の農業概要 
 比較的温暖な気候で農作物の生産には適しており、水稲－麦－ 

大豆の土地利用型農業を中心に、ダイコンや、イチゴ、きゅうり 

などの施設園芸、畜産などが行われている。 

 
第２ 事業導入の経緯 
 当地区ではこれまで米の生産調整に積極的に取組み、水稲－麦－大豆の２年３作のブロックローテーションによる土地利用型作物

の作付を推進してきた。大豆については、水田の有効活用、収入確保の面からも麦跡への作付拡大が進められてきたが、当該地区の

担い手は既に大規模水田経営体となっており、労力不足や稲－麦－大豆の２年３作体系での作業競合による品質低下が問題となって

いた。 
また、大豆の乾燥・調製は、品質を大きく左右する要素であり、実需者のニーズに対応した大豆の生産を図るためには、栽培面で

の技術の向上とともに、生産状況に見合った適正な選別・調製が必要であるが、当地域では生産量の拡大に処理能力が追いつかず、

必ずしも十分な選別・調製とはなっていなかった。 
これらのことから、栽培面においては、２年３作体系の中で麦早生品種「イワイノダイチ」と、大豆の既存品種である「フクユタ

カ」に加え大豆中生品種「つやほまれ」の導入による作期分散を図り、さらに狭畦無中耕無培土栽培による中耕作業の省力化につい

て検討することにより、より効率的で安定的な生産を目指すこととした。加えて、生産量に応じた乾燥調製施設を新たに整備するこ

とにより、適期収穫を推進するとともに色彩選別による高度な調製により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 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標: 上位等級（1.2等）比率の７％向上 ６３％ ７０％ ７６％ １８５％ 
  
 ２ 定性的成果 
・ 麦早生品種「イワイノダイチ」の導入により麦の収穫作業の適期幅が広がり、これにより大豆の播種時期の拡大にもつながった。

・ 「フクユタカ」の晩播による狭畦無中耕無培土栽培により、省力化と収量の確保が図られた。 
  
 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） 
地域の営農状況等 
 

施設の稼働状況等 
 

 

コメント 大豆の狭畦栽培圃場 

 

コメント 大豆の収穫作業 

 

コメント 大豆調製プラント 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
 

コメント（受益農家） 
（有）平田ﾊﾟｲﾛｯﾄ 浅野広司氏 
面的集積により、水稲麦大豆の均

衡が取れ、きめ細やかな栽培管理も

可能となり、適期収穫、色彩選別に

より上位等級となりました。 
 

 コメント（受益農家） 
高田グリーン 菱田孝氏 
経営所得安定対策加入と同時

に大豆栽培を初め、今年で２年

目です。 
施設が出来たことによって、

栽培に専念して水稲・麦・大豆

に取組む事が出来ました。 
写真提供：西美濃農協 

第４ 今後の課題等 
コメント 
・大豆中生品種「つやほまれ」は病害虫被害などにより県下での作付けが中止となり、「フクユタカ」一品種へ集中することになったた

め、今後はこれに代わる中生品種、省力化技術の組み合わせによる栽培体系の検討と、荷受け集中への対策が必要である。  

地区の概況写真（田園地帯に広がる大豆畑：写真中央） 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

写真提供： 
                       西美濃農協



  事業種類 共同育苗施設 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

滋賀県 東近江市 旧蒲生町 滋賀蒲生町農協 競争力強化生

産総合タイプ

生産性向上 共同育苗施

設 
水稲 250ha 

   
第１ 調査地区の概要 
 １ 旧蒲生町地区の地勢 

旧蒲生町は湖東平野の南部に位置し北には布引丘

陵、 南には鏡山丘陵と呼ばれる古琵琶湖層の緩や

かな丘が町域を区切り、中央部は佐久良川と日野川

によって沖積された肥沃な低地が広がっている。 
２ 旧蒲生町地区の農業概要 
古くから近江の穀倉地帯として栄えていたが、特

に味覚良好な米と肉牛は広く消費者に知られ、純農

村地帯として発展してきた。更に農業振興を図るた

め土地基盤整備、農業用水改良など一連の土地改良

事業の実施により、今日、京阪神圏と中京圏の中間

に位置し各道路網に恵まれており、消費地と直結し

た都市近郊農業を実践している。 
 
第２ 事業導入の経緯 

旧蒲生町では水稲を中心に麦・大豆等を組み合わせた生産性の高い水田農業の確立に向けて取り組んでいるが、土地利用型農業

の担い手となる農業者や生産組織の育成のためには、安定した経営を確保することが必要であり、そのためにもさらなる生産コス

トの低減が求められている。また、水稲については琵琶湖への環境に配慮した環境保全型稲作が急務となっている。一方、米の品

質においては、タンパク含量が高く食味の評価が低いため、近年の良食味志向に対応した食味水準の向上に努めるとともに、安全

安心を求める消費者の声に応えるための栽培の推進や、低コスト農業の実践に向けた直播栽培の推進や安定的な消費者のニーズに

合った米の生産を行なうため生産農家への苗の供給体制を確立することにより、低コスト・省力化栽培を推進する。 
  
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目  現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
水稲 10ａ当りの費用合計を 10%以上削減 141,000円／10ａ 126,000円／10ａ 126,000／10ａ 100.0% 
その他 （     ）     
 ２ 定性的成果 
・計画的な苗の生産・供給体制の構築ができた。 
・早生品種（コシヒカリ・キヌヒカリ）の遅植えや中生品種（日本晴・秋の詩）への作付転換の推進につながった。 
・温湯種子消毒と天敵微生物を用いた種子消毒施設の設置により育苗段階での農薬が不必要となることから、減農薬栽培に取り組みや

すくなり、環境こだわり米の栽培面積が大幅に拡大した。 
 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） 
 

 

 
 

 
 

高性能田植機による移植作業 

 

自動かん水装置による育苗管理 

 

天敵微生物資材による種子消毒 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

コメント 
育苗施設の苗を供給してもらって

コストの低減が図られ減農薬栽培に

取り組みやすくなり環境こだわり米

の栽培面積が増えました。 

  

 

コメント 
水稲苗づくりは、難しく大変でした。

費用面では、資材労務等を計算比較する

と安価に健苗を供給してもらい喜んで

います。 

第４ 今後の課題等 
コメント 
 成果目標が達成できなかったが、さらに、生産コストの削減を目指したい。 
 
 

 
  

２－⑩ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 



地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真） 

  

２－⑪ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

島根県 六日市町 六日市 (有)ダイノー

エッグ 

競争力強化生

産総合タイプ

生産性の向上 畜産物共同

利用施設 
採卵鶏 
12万羽 

３戸 

   
第１ 調査地区の概要 
 １ 吉賀地区の地勢 

島根県の西南端に位置し、県境で山口県に接してい

て中国自動車道の IC を有している。また中国山地の

西端に位置し、周囲を安蔵寺山、香仙原、鈴の大谷山、

平家ヶ岳、弟見山、莇ヶ岳、香仙原等 1,000ｍ級の山々

に囲まれ、いたって急峻な地形の影響を受けている。

気候は典型的な山陰型を示し、年間の平均気温は

13.3℃程度、降水量は 1,900mm 前後で、夏は高温多

湿、冬は低温多湿と厳しい自然条件である。 

 
２ 吉賀地区の農業概要 
本町の土地概況は、総面積 33,629ha のうち山林が

31,013ha で 92％以上をしめ、農用地は 767ha で２％、宅地 180ha と１％となっている。農業経営の状況は、総農家数及び農業人

口も減少しており、農業生産額も減少傾向にある。また農地がやや減少傾向にあり、農業産出額も減少傾向にある。農地が少ない

ため、小規模零細経営の農家が多く、60 歳以上の農業経営が 70％を越え、後継者がいる世帯は４割にも満たないという状況であ

る。また、急峻な地形に加えて、農業者の高齢化・担い手不足により遊休農地などが生じ、農地がやや減少傾向にある。 

 
第２ 事業導入の経緯 
  島根県吉賀町と山口県阿東町の２ヶ所にて養鶏を営んでいる中で、16 年の高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、阿東町にある

半開放型鶏舎では野鳥の進入を防止することが困難であることから、阿東町の鶏舎を廃止し、野鳥防止の効果が高いウインドレス鶏

舎を吉賀町に整備する。また、２ヶ所になった農場の集約することにより搬送時間が短縮される等、労働時間が短縮され、経営の効

率化が図られる。 

 
第３ 事業実施による成果 
 
 １ 定量的成果  項目 現状（H16 年度） 目標（H19 年度） 実績（H19 年度） 達成率 

成果目標（労働時間の削減） 183hr/千羽 92hr/千羽 71hr/千羽 123% 

その他 （     ）     

   
 ２ 定性的成果 
・集卵舎からＧＰセンターまでの搬送距離の短縮により、搬送時の破卵が抑制された。 

・鶏舎と集卵舎を併設したことにより、労働時間が現状の 183hr/千羽から 71hr/千羽と大幅に労働時間が短縮された。 
  
 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 

 

施設の稼働状況等 

 

施設の導入成果の発現状況等 

 
採卵鶏約 30 万羽を飼養 

 

平成 18 年４月より順調に稼働 

 

産卵成績・正常卵率は既設鶏舎を上回る

 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 

コメント 
今回の事業により、鳥インフルエン

ザ等からの防疫対策の向上だけでな

く、生産成績の向上や生産コストの

圧縮が実現できました。 
今後は、地域に根付いた養鶏を実現

させることを目標に取り組んでいき

たいと思います。 

 

 
第４ 今後の課題等 
・国内でも高病原性鳥インフルエンザが発生したことにより、当農場でもウインドレス鶏舎を新設したものの、農場の敷地内には老朽

化した鶏舎もあることから、高病原性鳥インフルエンザ防止に努めていく必要がある。 
・昨今の飼料高騰により、経費が上昇していることから、輸入飼料に代わる新たな飼料の検討を行う必要がある。 
 

日本棚田百選の一つ 
大井谷地区の棚田 

「みろく公園」にある

樹齢 300 年のしだれ桜



２－⑫ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 高モデル・先進型事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

山口県 長門市 JA 長門

大津全域 
長門大津農業

協同組合 
競争力強化

生産総合タ

イプ 

品質向上 集出荷貯蔵施

設（品質向上物

流合理化施設） 

水稲 2,033戸
1,739ha

  

第１ 調査地区の概要 
 １ 長門大津地区の地勢 
 山口県の北西部に位置し、東は萩市、西は下関市（旧豊北町地

区）、南は美祢市に接した長門市（旧長門市、三隅町、日置町、油

谷町）で構成され、北部は日本海に面して比較的温暖の地から、

山間部は豊富な森林、美しい田園風景を有した自然景観に優れ

た地域である。 
気象は、平年で平均気温１５.４度、年間降水量は１６５０ｍｍで
ある。また、冬季には山間部(俵山・真木・渋木)では最低気温が氷
点下またはそれ近くまで下がり、１～３月にかけて積雪も時々見受

けられる。 
 また、最近では台風の影響を受けることも年数回あり、北浦特有

な冬季寡日照地帯である。 
  

 
 
２ 長門大津地区の農業概要 
基幹作物である水稲を中心にして、水田の活用活性化対策では大豆４５ｈａ(平成 19年度)を始め、イチゴ・スイカ・なす・キャベ

ツ等のメジャー産地形成を目指しつつ畜産の振興対策にも積極的に取り組み、水田への飼料作物の導入は１１２ｈａ(平成 19 年度)と
年々増えつつある、しかし全体としては依然生産性の低い営農体系を続けている。農家においては、労働力の高齢化や地域における担

い手の不足、加えて農業所得の低下、農家経営基盤の衰退等、一気に変革の時を迎えているところであるが、地域全体では米に依存し

なければ生きて行けない農家の現実がある。 
 

第２ 事業導入の経緯 
 

 消費においては出来るだけ低価格のものが求められている一方、高品質・良食味やこだわりの農産物が求められている中で、「生産者の顔がそ

のまま見える」農産物のニーズが年々確実に増している。これら背景のなか、産地と消費者の間で安心と安全の信頼関係で繋がれた取引が持続

出来るよう「流通・販売の総合的な対策」が必要となってきた。 

 また、平成１６年度からの米政策改革を踏まえ、長門大津地区水田農業推進協議会が策定した「水田農業ビジョン」に基づき、生産振興対策と流

通販売対策の計画的かつ確実な実施により、地域の担い手農家による高品質・良食味米の生産拡大及び安全・安心を基本として、売れる米づくり

の対策が急務の課題である。 

このことから、売れる米づくりに向けて、「生産者の顔」が見える確固たる産地確立と有利販売を戦略的に展開し、さらなる農業所得の向上と元気

な農業、存在感のある地域農業の持続的かつ安定的な振興に貢献することを目的として、当該事業を導入した。 

 
第３ 事業実施による成果 
 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１５年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標（食味値分析を

行う生産者の割合を５

割以上とする。） 

 
４０００点 ４２００点

 
４３２１点 １６０．５％

その他 （     ）     
 
 ２ 定性的成果 
・ 施設の整備により、生産者毎の保管によるトレサビリティーが可能となり、消費者に安全・安心な米を届けることが可能となった。

・ また、実需者ニーズに対応した合理的な米保管管理流通システムの施設再編が図られ、バラ流通率や定温化率が向上し米流通コス

トの低減と販売力の強化が図られた。  
・ 通い袋や通いフレコンによる荷受けを実施し、石抜きや色選作業、粒選別を行うことにより、品質の向上と従来の３０ｋｇ紙袋に

よる袋詰め作業により作業労力の軽減が図られた。 
・ 大型農家や法人組織また一部の共乾施設を対象とした通い袋や通いフレコンによる荷受けを実施するなど、受益者の利便を図るこ

とができた。 
 
 
 
 
 
 
 

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：山口農政事務所 朝崎  



 
 
 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 

 

施設の導入成果の発現状況等 

  

コメント 
 管内では米価下落や農業者の高齢
化等により、小規模農家による自己

完結での営農が難しくなったため、

集落型の農業生産法人の設立が進

み、地域内農地の小作や基幹農作業

の受託を行っている。 

  

コメント 
管内で収穫され、乾燥・調整した玄

米はここへ集められ、石抜き・色彩選

別され、保管される。ここでは「ラッ

ク式」により、産地や品質など優利販

売に繋がる 18 俵ごとにフレコンや紙
袋故毎に個別管理が可能となるととも

に、「低温倉庫」で、美味しさを保ち保

管できる。 

 

コメント 
無選別の玄米を通いフレコン等で出

荷出来るようになったため、生産組織や

生産農家の作業労力や作業時間が大幅

に削減された。 
光学式石抜機や色彩選別機の導入に

より、均質な玄米がフレコンに充填され

るとともに、検査作業がスムースになっ

た。 

 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 

コメント 
 収穫した米を乾燥・調整後、無選

別でこの倉庫へフレコンにより出荷し

ている。 出荷した米は一貫したライ

ンより管理できるので、他地域の米と

混ざることが無く、当該施設のメリット

である「ラック式」及び「低温倉庫」に

より、美味しさを保ったまま保管が可

能となり、差別販売を展開することが

出来た。今後とも、特色ある米作りを

販売に生かしていきたい。 

写真：農事組合法人「泉川」、左から

上田代表理事、長尾理事（撮影者：Ｊ

Ａ長門大津 種池次長） 

 顔写真等 

 

コメント 
減農薬・減化学肥料栽培で県のエコ

やまぐち認証を受けた中山間地の水田

で作る「穂垂米」（ほたれまい）」や棚田で

作る「楊貴妃の夢」のブランドなど、米の

品質や用途など実需者の要望に合わせ

て分けることで、有利販売につなげる事

が出来た。また、山口県内で初めて、

1.08ｔのフレコン出荷を採用することによ

り実需者等からの優先販売が可能になっ

た。 

写真：ＪＡ長門大津 種池次長（撮影者：

山口農政事務所 朝崎） 
 

 

 

第４ 今後の課題等 
コメント 
認定農業者や法人への利用集積については、平坦地区においては進んでいるものの、山間地帯や棚田地帯では地理的条件により難し

い状況にある。また、品種が多数あり、品質についても地帯別に大きな差があるため、ロットの確保が難しく、実需者の要望に十分応

えることができない状況にある。 
今後は、地域の農地を守る集落型の法人組織の設立を進め、効率的で生産コストを低く抑えるための技術の普及を目指すとともに、

品種構成については地帯別に２品種程度へ品種誘導を図り、実需者の要望に対応できる品質とロットの確保に向けた取り組みを進める。

俵山・渋木といった山間地、向津具の棚田地帯、平坦農地など、立地的にもさまざまな地域となっており、米それぞれの特質を持っ

ていることから、それぞれの米の持ち味をそのまま保管できて、それぞれ個別に出荷できる当該施設のメリットである「ラック式」を

生かし、有利販売を展開していきたい。 
 



２－⑬　１７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要

第１．調査地区の概要
　　１．三日月地区の地勢

　　２．三日月地区の農業概要

第２．事業導入の経緯

第３．事業実施による成果

　　１　定量的成果

　　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）

三日月北部カントリー 三日月北部カントリー荷受け状況
（撮影者　片渕　英和） （撮影者　片渕　英和） （撮影者　片渕　英和）

　　４　受益者農家及び関係者の声

（撮影者　真子　文昭） （撮影者　真子　文昭）

第４．今後の課題等

75,063円／10a

40,337円／10a

36%

達　成　率

100%

162%

58%

120%23%

目標（平成１９年） 実績（平成１９年）

10%

122,244円／10a

100%

90,000円／10a

30,000円／10a

30%

100%

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体

三 日 月 地 区
佐 城 農 協

（ 現 佐 賀 県 農 協 ）

事業種類 高モデル・先進型事業

取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等19年産

米 595 ｈ ａ
麦 858 ｈ ａ

  本地区は、佐賀県のほぼ中央に位置し、北部は、天山山系に連なる天山オレンジベルトの

一角をなす果樹園であり、中・南部は肥沃な水田の平坦地帯が広がっている。

  本地区のほ場については、碁盤の目のように整備された近代的ほ場を活かした米・麦・大

豆の土地利用型作物を中心に、露地みかん・施設野菜による複合経営による農業を展開し

ている。又、カントリーエレベーターを核として、施設の合理的運営と効率的な生産・販売を

確立する等、生産性の高い農業としての環境条件を整備し、地域農業の経営体の育成に努

め、本地区の土地利用型農業の振興を図っている。近年実需者ニーズは多様化し、安全・

安心・高品質・良食味の生産が強くもとめられる方向である。そのような状況の中、当地区

は、平成１３年度から人工衛星を活用した低タンパク米生産の取り組みや、減農薬減化学肥

料栽培による特別栽培米（県認証制度）の生産拡大に取り組んでいる。

　既存の施設設備では、一般米と特別米（衛星米・特別栽培米）の区分集荷が容易にできない状況。麦についても、売れる麦作りを基本として、

実需者ニーズの高いパン好適性の品種「ニシノカオリ」の作付け拡大、製粉業者との契約栽培により麺類好適品種「シロガネコムギ」の生産拡大

を推進している。しかし、既存施設では処理能力が不足し、適期刈取が出来ない状況にあるため、収穫期の降雨による大きな品質低下（小麦の

穂発芽等）を生じている。この問題を解決するために、新たな機械（貯留乾燥ビン・荷受能力増強）等の性能向上を図ることとした。

競 争 力 強 化
生 産 総 合

品 質 向 上
三 日 月 北 部

Ｃ Ｅ
土地利用作物
（ 米 ・ 麦 ）

佐 賀 県 小 城 市

　水稲については、人工衛星によるデジタル画像撮影のため、曇天、雨天の予想を撮影３日前までに判断しなければならない。撮影日が晴天であっ

ても、一部雲に隠れ判断できないほ場もでてくる。そのため、セスナ機を使った撮影と併用し、問題解決を図る。また、低タンパク米もロットが集まらな

ければ、高値で販売できないため、取組を拡大・波及（大和町地区、牛津町地区、芦刈町地区）させる。

　麦については、穂発芽の時期が予測可能となったが、穂発芽の発生が予測される状態になった時、カントリーの荷受体制及び連絡体制の構築が

必要である。

小麦の刈取りを行なう汎用コンバイン

　水稲については、人工衛星で撮影した結果から、低タンパク米として集荷されるほ場が地図上で色分けされ掲示されるため、農家が一目で「誰の」

「何処の」ほ場が低タンパク米となっているのか分かるようになっているため、各農家の意識向上に繋がっている。

　麦については、大きな品質低下をもたらす穂発芽の発生が、収穫期の遅速とフォーリングナンバー値（小麦粉のデンプンの性質を測定する機械の

値）の相関検証を行った結果から適期刈りが予測可能となったため、生産拡大を推進する上で非常に大きな課題解決となった。また新品種「ニシノ

カオリ」は肥培管理方法の試験を行い、施肥技術のマニュアル化ができた。

項　　　　　目

 成果目標　　（生産者の分析率向上）

その成果　（ 生産性の向上〔米生産費の削減］）

現状（平成１６年）

      〃      （ 　　　〃　　　　　 〔麦生産費の削減］）

 　　〃　　　（担い手への集約化）

54,414円／10a

　平成１３年度から人工衛星を使用しての低タ

ンパク米生産の取組をおこなっています。この

取組は、全国的に珍しく、一度に広範囲の画

像を解析し、葉色濃淡でタンパク含有量を測

定するものです。また、栽培履歴との組合せに

よる「安全・安心、高品質・良食味」の生産に取

り組んでいます。しかし、曇雨天時には人工衛

星の画像が使えず、中止した年度もあり、天候

に左右されない補完技術を確立し、安定生産

を図る必要がある。

　麦穂発芽警報システムでは、麦の穂発芽を

事前に把握し、品質の低下を未然に防ぐ事が

出来るため、実用的であり、今後も分析を継

続し、実需者への「良品質麦の安定供給」に

つなげたい。

　また新品種｢ニシノカオリ｣については、品質

的には良いが、収穫時期に収穫ロスが発生す

るため、早急に栽培形態を確立する必要があ

る。
三日月町CE

副組合長　陣内　氏

三日月町 農家

佐織 　今泉　氏

麦収穫期のカントリー周辺
  （撮影者　片渕　英和）
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１７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度中間評価地区）２－⑭
高モデル・先進型事業事業種類

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

宮崎 都城 北諸地区 都城農業 競 争 力 強 化 子牛１頭当 牛舎 肉用牛 ３戸

協同組合 生 産 総 合 タ り生産コス

イプ トの削減

第１ 調査地区の概要

１ 都城・北諸地区の地勢

宮崎県の南西部に位置し、霧島山系と鰐塚山系に囲まれた

霧島盆地に都城市及び三股町の 市 町で構成される。総面1 1
積は で県土の約 を占める。76,332ha 9.9%
２ 都城・北諸地区の農業概要

地区の農業就業人口は、 人(平成 年)で県全体の11,172 17
を占める。このうち 歳以上の就業者数は 人で全16.8% 65 6,733

体の を占め、農業就業者の高齢化が進んでいる。60.3%
749 18 607農業産出額は約 億円(平成 年)、このうち畜産が

億円で、農業産出額の と畜産部門を中心に地区の農業が81.0%
確立されている。

第２ 事業導入の経緯

高齢化等による肉用牛生産農家の減少が顕著になってきており、都城地域を子牛生産供給基地として維持・拡大するためには個々

の農家の規模拡大を図る必要がある。この肉用牛生産団地の「サンシャイン牛舎」を核として、先進的な経営を実践する経営体質の

強い担い手の育成、確保を図り、施設で実証する成果を生産現場へ広く普及することにより「子牛生産供給基地」としての生産基盤

の確立・強化に資する。

第３ 事業実施による成果

１ 定量的成果

項目 現状（Ｈ１６年度） 目標（平成２１年度） 実績（平成１９年度）

成果目標(子牛１頭当り

円 円 円生産コストの削減) 360,450 293,888 533,286

２ 定性的成果

( )管理作業の省力化1
通常構造の牛舎ではほぼ毎日行なう必要がある牛床の除糞清掃が、サンシャイン牛舎では、年 ～ 回の作業を計画していた。2 3

現在までの稼動状況の結果、年 回まで省力化され労働力の大幅な削減が図られた。1

( )繁殖管理の効率化・省力化2
ＩＴ技術を活用した繁殖管理技術（発情発見システム）を導入することで、これまで飼育者の目視に頼っていた発情発見の省力

化や見逃しを防止し、分娩間隔の短縮が図られた。

地域全体の分娩間隔

分娩間隔 計各時：４２３日 → 目標：３９４日 → 現況：４１６日

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 施設の導入成果の発現状況等

コメント：地域の農業産出額は約 億 コメント：開放型牛舎により管理作業 コメント：肉用牛生産団地に入植した749
円（平成 年）で、県全体の を占 の省力化と繁殖牛の運動量が確保され ３戸の農家の規模拡大が促進された。18 23.3%
める。このうち、畜産が 億円で農業 る。 事業前は 戸平均 頭の飼養頭数が607 3 46
産出額全体の （県全体の ） 現在 頭へと大幅に増加した。81.0% 18.9% 102
と県内でも、最も畜産部門のウェイト

が高い地域である。
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※数値は取組み農家の平均値
（頭）
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４ 受益農家及び関係者の声

コメント：乙守孝志氏 コメント：梅ヶ谷善照氏

サンシャイン牛舎の特徴 太陽光を積極的に採り入

が充分に発揮され、飼養 れることにより、明るく

管理に要する労力を大幅 開放的な牛舎となりまし

に削減できました。 た。繁殖母牛をのびのび

また、管理が楽になった と飼育できて 生産率 受、 （

分、思いっきり増頭する 胎率）の向上が図られま

ことができました。 した。

４ 受益農家及び関係者の声

コメント：村永俊一氏

生産団地へ入植して肉用

繁殖牛の規模拡大に取組

みました。団地入植は、

牛舎の建築資金や用地の

確保に苦労する事も無

く、年 回のリース料支1
払いで済む事から増頭が

スムーズにできました。

第４ 今後の課題等

コメント

サンシャイン牛舎は従来の繋ぎ牛舎とは違った開放的な飼育管理方式を実現し、肉用繁殖牛の増頭意欲を高めることができた。

今後は増頭に要する資金対応等、経営体質の強い担い手の育成を図る必要がある。




