
～地域のビジョンを策定～

狼沢農業生産組合

－岩手県花巻市－

～転作大豆の引受け手～

岩木大豆組合

－青森県弘前市－

～県内最大級の法人設立～

（農）かわにし

－青森県弘前市－

～構成員の機械の

共同利用でコスト削減～

刈又ファーム

－秋田県大仙市－

～ﾗｲｽｾﾝﾀｰ設立で合意～

布藤生産組合

－福島県磐梯町－

～複合経営で収益の向上、

共同作業で効率化～

（農）一心きらきらファーム

－山形県酒田市－

～ほ場整備事業を契機に法人化～

（農）グリーンファーム九生滝

－福島県平田村－

～集落営農の構成員が法人化、

地域の中心経営体へ～

（農）清水東部

－秋田県大仙市－

集落営農の組織化

～中山間地域の担い手～

大鰐営農組合

－青森県大鰐町－

～法人化により規模拡大加算

交付金が交付～

（農）アグリサポート・みどり

～複合経営を進め

経営を安定化～

(株)真瀬ファーム

～法人化で大型機械導入、

農地の効率的利用～

（農）ほうのさわ

－山形県川西町－

集落営農の法人化

～集落営農の組織化・集落営農の法人化～



農業者戸別所得補償制度における取組事例

Ⅰ　集落営農の組織化

取組地域

設立年次
（構成員数）

取組作物等 背　　景 取　組　の　概　要

青森県弘前市

岩木大豆組合
平成24年４月
（８名）

大豆： 4.9ha

岩木大豆組合が設立された地区は、り
んごを中心として米を作付けしている農
家が多く、水田の経営面積は小規模な農
家が多い。
農業者の高齢化が進んでおり、このま

までは水田転作（大豆）の引き受け手が
いなくなり、耕作放棄地となることが懸
念されていた。

ＪＡが中心となって耕作放棄化の懸念や組
織化のメリットについて話合いを重ねた結
果、地域の転作の受け手となっていた担い手
農家を中心に、転作大豆を生産する集落営農
を設立することで合意形成がなされた。
農家個々でりんご、水稲の生産を行い、負

担となっていた転作大豆を集落組織が担うこ
とで、耕作放棄地の防止に役立つとともに、
より効率化な大豆の生産が行われる地域の農
業体系が構築されることとなった。

青森県大鰐町

大鰐営農組合
平成24年４月
（24名）

水稲
主食用：20.0ha
飼料用： 6.5ha

大鰐町は、過疎化が進行する中山間地
域で、小規模な水田経営が多かったこと
から、集落営農がなかった。JAでは高齢
化による後継者不足の解消及び所得向上
のため、集落営農組織の設立を目指して
いた。
JAが中心となり、米の作付規模が比較

的大きく集落の中心となる農家３戸に説
明をしてきたが、組織化のメリットが少
ないことが課題だった。

小規模農家がまとまって戸別所得補償制度
に加入することのメリット（自家消費米分の
控除が10ａとなる）が理解され、構成員24名
で町最初の集落営農を設立することができ
た。
米の所得補償交付金では、個々に加入し交

付金を受けるよりも、230ａ分（34.5万円）
多く交付金を受け取ることができた。
地域の農業者の所得の向上は勿論のこと、

今後、高齢化等により営農困難となる状況が
間近に迫っていることなどから、地域の担い
手として位置づけられ活動が行われることと
なった。

岩手県花巻市

狼沢農業
生産組合

平成24年２月
（９名）

水稲 ： 6.0ha
小麦 ： 1.3ha
ﾊﾄﾑｷﾞ： 7.5ha
ヒエ ： 8.6ha

狼沢地区は、小規模な農家が多く、米
を中心に転作では小麦・雑穀の作付けが
行われていた。年々高齢化が進み、後継
者不足もあって、将来的に耕作放棄地が
出ることが懸念されていた。

地域の代表者が、ＪＡを通じて担い手支援
アドバイザーに、「地域の農業のあり方」を
相談。減少する農業労働力の確保、地域農業
の維持のためには、まとまって営農活動を行
うべきとの合意形成が図られ集落営農組織が
設立された。
集落営農組織の設立により、労働力が確保

されたことに加え、農業者戸別所得補償制度
への加入においても、組織で加入することと
なった結果、自家消費米分控除10ａのメリッ
トを受け米の所得補償交付金の増加が図られ
たほか、地域・組織の将来ビジョンも策定さ
れ、地域農業が維持できることとなった。

秋田県大仙市

刈又ファーム
平成24年４月
（8名）

経営面積
　（23.0ha）

　水稲種子
　大豆
　そば

刈又集落では、農業者の高齢化が進む
中、機械の共同利用を進めてコスト削減
をし、経営の安定化を図ることが課題と
なっていた。
各戸の経営安定に向け、農業者戸別所

得補償制度を有効に活用するため、集落
営農の組織化について水稲種子生産組合
を母体とした話し合いが進められた。

当初、隣接する集落と一体で組織設立を目
指したが、話し合いがまとまらず、単独で集
落型の営農組織を設立した。
水稲の種子生産を中心に、転作作物は大豆

とそばを生産している。主要作業は組織とし
て一元的に行い、水管理や草刈り等は各々が
行っている。主要作業に当たっては、個人が
所有する機械を有効活用（借上）し作業して
いる。
将来的には、更なる経営の安定（規模拡

大）を目指し、隣接する集落との合併を含め
た法人化を検討している。

福島県磐梯町

布藤生産組合
平成24年６月
（５名）

水稲：13.0ha
そば： 3.0ha

布藤地区は、以前から高齢化と後継者
不足により耕作放棄地の増加と担い手へ
の面的集積が進まないことが課題となっ
ていた。

　ライスセンターの設立（平成24年10月）を
契機に、ＪＡ、町、県（農業普及）が地域農
業の担い手に対して営農組織化の働きかけと
指導を重ねた結果、合意形成が図られ組織設
立に至った。
組織化により、高齢農家の受け皿として営

農を行えたほか、農業者戸別所得補償制度、
収入減少影響緩和対策は組織で加入、戸別所
得補償制度では自家消費米相当分の控除面積
が10ａのみとなった。



農業者戸別所得補償制度における取組事例

Ⅱ　集落営農の法人化

取組地域

設立年次
（構成員数）

取組作物等 背　　景 取　組　の　概　要

青森県弘前市

農事組合法人
かわにし

平成24年２月
（403名）

水稲：282.5ha
小麦：  1.7ha
大豆： 65.1ha
野菜：  9.4ha

品目横断対策の導入を契機に、平成
18年に５つの営農組合が設立され、米
及び大豆の営農活動が行われていた。
しかし、いずれの組織も米価低迷によ

る営農意欲の減衰や農業従事者の高齢
化、そして不作付地の増加という問題を
抱えていた。
既存の集落営農が効率化と地域の不作

付地解消という目的があり、隣接地域に
おける日常的な生活面や組織間の交流を
背景に、ＪＡの統合・法人化の呼びかけ
に対して地域の理解が進み法人化につな
がった。

ＪＡが中心となり税理士も交えて各地区で説
明会を開催、地域農業の問題点、それを解消す
る方策として、戸別所得補償制度における交付
金、支援措置について、合意形成が図られ、県
内最大級の構成員数403名、経営規模360ha
規模の法人が設立された。
広域的な取組で、より多くの農地情報（出し

手の意向）が収集することで作付計画が容易に
なり、農地の有効利用も図れるようになった。
また、労力面でも構成員の都合に合わせた労

働力の確保が容易になった。
組織内農地全体で営農計画を立てて、戸別所

得補償交付金の交付対象となる作物を組み合わ
せて作付することで効率的な営農が行え所得の
向上も図ることができた。今後も地域内の農地
の有効利用に向け、出し手となる農地情報等を
把握して農地集積を進め、組織の安定を図るこ
ととしている。

岩手県奥州市

農事組合法人
ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ・
みどり

平成24年3月
（６名）

水稲： 71.0ha
飼料作物：
　　   16.0ha
そば：  4.0ha

平成16年に特定農業団体として設立
され、米と飼料作物を中心とした集落ぐ
るみ型組織として営農を行っていた。
中山間地であり構成員の高齢化も進

み、後継者が存在しない農家があるな
ど、地域における営農活動の停滞が懸念
されていた。

戸別所得補償制度において集落営農の法人化
支援が導入されたことや、法人化して経営面積
が拡大すれば規模拡大加算の対象となること等
のメリットを、奥州市農業再生協議会及び奥州
農業改良普及センターが説明したところ、将来
の地域農業の担い手を確保するといった気運が
高まり、オペレーター６名による農作業受託型
の法人として設立された。

秋田県八峰町
株式会社
真　瀬
ファーム

平成24年3月
（9名）

水稲
 主食用:16.8ha
 備蓄米: 4.3ha
そば：  10.9ha
大豆：   1.2ha
野菜：   1.1ha

平成21年3月、地区の農業を担う任意
組織として集落営農を設立、地域の営農
を担ってきた。
当初から、法人であれば、①集団での

営農にメリットがあり、複合経営も可能
となる、②自己負担のない機械化導入が
できる、③雇用の確保により若者の就農
機会が増える、④計画的かつ安定した営
農活動が行える、⑤規模拡大加算交付金
を受けられる、等の利点があることから
法人化を目指していたが、自己農地への
所有意識が高い者がいたことから、まず
は集落営農組織を設立した。

「地域の農地を守りたい」「協力して農業経
営を行いたい」というリーダーの強い思いか
ら、組織内で話合いを重ね、3年後の平成24
年3月に法人化が実現された。
法人化後は、複合経営の推進により、りんど

うの栽培(3.2ha)にも取り組んでいる。更に、
農地の集積による規模拡大加算や戦略作物等へ
の交付金により、米の調製機械やネギの皮剥機
の購入が実現できた。
今後は、交付金を活用して「農業経営基盤強

化準備金制度」による積み立てで、コンバイン
やトラクター等、作業の効率化に繋がる機械の
導入を計画的に図っていきたいと考えている。

秋田県大仙市

農事組合法人
清水東部

平成2４年３月
（９名）

水稲： 37ha

上野口集落営農組合（構成員17戸、
60ha）は、水稲の作業受託組織とし
て、平成19年に設立し活動してきた。
営農組合は、法人化目標となる5年後を
目処に話し合いを重ねたものの、なかな
か合意に至らず、法人化計画の達成予定
年が迫っていた。

構成員全体での合意には至らなかったため、
まずは一部構成員（９戸）によって法人を設立
することとした。
設立された（農）清水東部は、水稲（主食用

米及びＷＣＳ用稲）の生産・販売を行ってお
り、今後、「人・農地プラン」における中心経
営体として、地域農業者の高齢化、後継者不在
等で作付が困難となってきている農地の更なる
集積を進め、農地を有効に活用する取組を進め
ている。
また、農作業受託法人とともに、地域内の飼

料作物の生産や、耕畜連携の取組を行ってい
る。



山形県川西町

農事組合法人
ほうのさわ
平成24年3月
（8人）

水稲：36ha
そば：9ha

朴沢農業生産組合は、平成19年に設
立された任意組織で、米・そばなどの農
作業の受託を通して、組合員の効率的な
農業経営の実現及び農用地利用改善事業
実施区域における農用地の利用集積を図
ることを目的に営農を行っていた。

戸別所得補償制度において、法人化支援が導
入されたこと、組合長が地域の農地を荒廃させ
ないように集落の繋がりで、農業生産の継続を
図ることとして構成員に働きかけたところ合意
が図られ法人化した。
大型機械導入や育苗施設を設置して、地域の

機械購入や労働力を軽減するなど地域の農業者
が営農継続出来る環境作りをしている。
新たに導入したそば用コンバインにより、収

穫作業の受託（42ha）も行い、組織外の農業
者の作業も担っている。

山形県酒田市

農事組合法人
一心きらきら
ファーム

平成23年12
月

（11名）

水稲：30.0ha
大豆：65.1ha
園芸作物
　　： 4.0ha

平成19年の品目横断的経営安定対策
を契機に、集落内の農家が全戸加入し
て、任意組織「下村一心会」を立上げ、
事業を進めてきた。
当初より、農業者の高齢化、後継者不

在という中で、先行きが見えない不安か
ら、関係機関を含めての集落での話し合
いを重ねていた。

話合いを重ね、集落（農業）を維持するため
の第１歩として法人化することを決定した。
法人化後、収益向上のために園芸作物にも積

極的に取組むとともに、共同作業での生産を進
め、効率化に努めている。
また、女性も参画して集落コミュニティー向

上にも努めている。

福島県平田村

農事組合法人
ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ
九生滝

平成23年12
月

（36名）

水稲
 主食用: 6.6ha
 新規需要米
　　　 :11.0ha
飼料作物
・野菜等:3.6ha
そば：　 3.0ha

高齢化・後継者不足等により地区内に
遊休農地の発生、農用地の利用集積の遅
れ等の課題に対応するため、農用地利用
改善団体（九生滝地区営農改善組合）を
平成19年１月に設立、その受け手とし
て、平成21年１月、特定農業団体グ
リーンファーム九生滝）を設立し、地域
農業の中心的役割を果たしてきた。
その後、農業改良普及所、村、ＪＡ等

の関係機関の指導の下、地域内で法人化
へ向けた話し合いが行われてきた。

地域内で実施する基盤整備事業の話合いの中
で、法人立ち上げについても検討が進められ
た。基盤整備事業の換地も終了し、法人立ち上
げに関する合意が図られたことから、法人化計
画を１年前倒しして法人を立ち上げた。法人が
地域の農地の受け手となることにより、遊休農
地の解消、及び農用地の利用について、効率的
に進められることとなった。



～湿田改善で飼料用米作付～

（農）フラップあぐり北三沢

－青森県三沢市－

～畑作物の交付金による

大豆生産の継続的取組～

－福島県矢吹町－

～集落を越えた

大規模な作業受託～

（農）塚堀農事生産組合

～そばで耕作放棄地を解消～

（農）したかわら

－秋田県鹿角市－

～水稲・小麦・そばによる

２年３作の確立～

－岩手県紫波町－

不作付地・耕作放棄地の解消戦略作物の生産拡大

～耕作放棄地を大規模に

再生し、そば作付～

（農）小舘大根生産組合

－青森県つがる市－

～遊休農地を利用してそばを生

産、加工・販売にも取り組む～

上下堤転作組合

～津波被災農地で

大豆生産を再開～

七ヶ浜生産組合

～津波被災農地で塩害に強い

なたねを栽培し復興支援～

－宮城県岩沼市－

～飼料作物の代替作物と

して飼料用米に取組む～

－山形県舟形町－

～飼料用米の生産、

耕畜連携の取組～

－山形県真室川町－

～津波被災農地で、

塩害に強い大豆生産～

－福島県相馬市－

～不作付地の解消のため、

そば・なたねの作付を推進～

－山形県酒田市－

～転作に加え畑地での

そば生産～

－山形県舟形町－

～耕作放棄地の再生～

（農）合同会社 大地

－秋田県内－

～戦略作物の生産拡大・不作付地・耕作放棄地の解消～



農業者戸別所得補償制度における取組事例

Ⅲ　戦略作物の生産拡大

取組地域 取組作物等 背　　景 取　組　の　概　要

青森県つがる市
農事組合法人
小舘大根生産組

合

そば：
　67ha(H23)
 158ha(H24)

K法人は、昭和60年に設立され高冷
地の冷涼な環境を生かして大根を生産、
生鮮野菜として出荷するほか、市場価格
の動向により一次加工してから販売して
きた。
しかし、高温障害で安定生産できなく

なり、作付する作物と面積の拡大を検
討、作付地を探していたところ、隣県の
秋田県鹿角市で、大規模に耕作放棄地と
なっていた畑地があったことから、平成
23年から実施された畑作物への所得補
償を契機に、取組が前進した。

経営規模の拡大により規模拡大加算（23年
に78ha、24年には80ha）が受け、耕作放棄
地を再生してそばを作付けたことにより、再生
利用加算（23年に26ha、24年には65ha）
を受けている。販路の確保・拡大にも積極的に
取り組み、そばは秋田の製粉会社との契約栽
培、小麦は埼玉県の製粉会社、大豆は秋田県内
の納豆業者とのは種前契約及びJAとの出荷契
約を予定している。
平成25年には、新たに30haの耕作放棄地

を解消しての作付を予定しており、更に25年
産からは小麦（16ha）、大豆（100ha）を
組み合わせて作付けし“２年３作”を実施し、
より効率的な栽培を予定している。

青森県三沢市
農事組合法人
フラップあぐり

北三沢

水稲
 飼料用:57.0ha

この地区は、太平洋側特有の気象であ
る「ヤマセ」の影響で水稲の収量・品質
が不安定なことや、湿田が多いため作業
効率が悪いことに加え、米価の低迷、高
齢化等による担い手不足で、不作付地が
年々増加し、効率良く水田経営を進めて
いくことが課題となっていた。

平成23年３月に農事組合法人を設立、青森
県が行った経営体育成基盤整備事業により、①
水田の大区画化、②排水路や道路の整備、③農
地の集団化が実現されたことを契機に、平成
24年度は、普及振興室等の指導の下、新技術
（直播栽培）にも取り組む中で、約57haの水
田に新規需要米(飼料用米）を作付けした。
なお、25年度は、更に約40haの作付拡大

を計画しており、作業の集中化をさけるため、
飼料用米、ＷＣＳ、ＳＧＳ、主食用米を作付け
し大規模化のメリットを生かした経営を目指し
て行く予定。

岩手県紫波町

そば：
 150ha(H19)
 430ha(H24)

これまで転作作物として小麦の生産に
取り組んできたが、水稲→麦の生産体系
では、麦後の農地が翌年まで耕作されな
いことから、農地の有効活用について普
及センターへ相談し、作期の短い「そ
ば」の作付を行い、水稲→小麦→そばの
“２年３作”のブロックローテーション
を行うこととし、その体系を定着させて
いる。

生産組織、ＪＡなどで組織したそば生産組合
協議会による生産振興の取り組みで、そばの作
付は年々拡大、戸別所得補償制度の二毛作助成
で、所得の拡大が見込めることから、作付が増
加している。
収穫されたそばは、ＪＡを通じて県内の製粉

会社に生産量の約８割が結び付いているほか、
「紫波そばの里まつり」、「稲藤一のそば新そ
ば祭」、「紫波町素人そば打ち大会」などを年
間を通じて催すなど、“そばの町紫波町”の観
光の目玉として、地産地消（直売、自家加工）
及び消費拡大にも取り組んでいる。

宮城県東松島市
上下堤転作組合

そば：12.4ha

上下堤転作組合では、転作作物として
条件不利地でそばの栽培を行っていた。
平成22年度から始まった戸別所得補

償モデル対策の水田活用自給率向上事業
により作付拡大するとともに、加工に取
り組み製品化に成功していた。

遊休農地の活用策として、夏と秋の２期作に
も取り組み、生産性の向上を図ったほか、「そ
ばまつり」などのイベントも開催している。
そばの製品化では、生麺のほか、乾麺も作

り、贈答用や年越しそば用としても販売してい
る。更に、平成24年は、新たに焼酎の加工・
販売を委託して行うなど、生産のみならず、消
費・販売拡大への取り組みも行っている。

宮城県岩沼市 なたね：2.6ha

東日本大震災で被災し復旧した農地に
おいて、塩害による強い作物を栽培する
ために品目を検討していた。

農家や養蜂園、NPO法人などで「食のみや
ぎ復興ネットワーク・なたねプロジェクト」に
取り組み、被災復旧農地で塩害に強いなたねを
栽培し、「なたね油」や「菜の花はちみつ」な
どに加工し販売することで復興を支えている。



宮城県七ヶ浜町
七ヶ浜生産組合

大　豆：4.8ha

東日本大震災で被災した同地区の水田
は、用水の確保ができず、農機具も流失
するなど、営農活動ができない状態だっ
た。

用水の確保ができない水田において大豆の生
産（4.8ha）に取り組み、排水不良で被害が
あったもののなんとか収穫までこぎ着けられ
た。収穫した大豆は、町内の豆腐屋に供給する
など地産地消の取り組みを進め、復興の第1歩
となった。

秋田県横手市

農事組合法人
塚堀農事
生産組合
（12人）

（200ha）
水稲
小麦

塚堀農事生産組合（農事組合法人）
は、生産の農作業受託を中心に行ってい
たが、小麦生産の作業受託に取り組みを
拡大したところ、委託者が増加し、集落
（市）の範囲を超える広範囲な農地
（190ha）で、水稲と小麦の生産作業
に取り組むこととなった。
その結果、地域の横手市全域にわたり

広範囲に活動している。

小麦の生産は、全農への出荷を中心に取り組
んでいるが、新たな需要の掘り起こしとして、
地元の特産品となっている「横手焼きそば」の
原料として取組みを開始した。これまでの品種
に加え新たな品種も試み、消費の拡大に繋がる
ようPRしている。平成24年産は1.2haであっ
たが、25年産では４haに拡大。わずかずつで
はあるが、地域の特産品への新たな取組とし
て、意欲的に進めている。

山形県舟形町 飼料用米

舟形町における飼料用米の作付は、戸
別所得補償制度以前の平成21年には、
1.8haとわずかで、その利用は飼料作物
組合等が中心だった。

平成22年からの戸別所得補償制度において
戦略作物助成（水田利活用自給率向上事業）が
創設されたことを契機に、平成24年には、作
付面積が64haと大幅に拡大した。
従来の飼料作物組合のみならず、養鶏農家、

養鴨農家、ＪＡと契約した飼料用米の生産に取
り組むこととなり、有効な転作作物として広が
りをみせている。

山形県真室川町 飼料用米

これまでＪＡ、町等の関係者が一体と
なって耕畜連携の取組みを行ってきてお
り、自給飼料の確保の観点から町全体で
35haの飼料用米が作付されていた。

戸別所得補償制度で飼料用米が新たに水田活
用の所得補償交付金の対象となったことから、
作付が推進され74haと大幅に拡大した。

福島県相馬市 大豆

従来から、集落営農や大規模担い手農
家への農地集積、作業委託が進んでお
り、転作作物として小麦及び大豆が集団
的に作付けされていた。
平成22年度は、小麦50ha、大豆

36haの作付があったが、東日本大震災
による津波の被害及び塩害で、小麦
30ha、大豆8haまで減少した。

相馬市が事業主体となり、東日本大震災復興

再生助成事業（※）として、平成24年度から大
規模大豆生産に取り組んだ。
（※ 除塩のほか、大豆生産用農業機械を購

入し法人に貸し付けを行う事業。）
平成24年は、「合同会社飯豊ファーム」が

大豆12haを作付、戸別所得補償制度に加入し
た。
生産した大豆は、醤油、味噌、豆腐に加工を
行い、地元宿泊施設や宅配便による直接販売を
行っている。戸別所得補償制度への加入で法人
の経営が安定し、地域ぐるみで戦略作物への取
り組みが行われることにより復興が期待され
る。
25年度は、新たに当該地域の農業者が３法

人を立ち上げ、津波被害のあった水田300ha
において製鉄スラグ等により除塩作業を行い、
塩害に強い大豆の生産に取り組む予定。

福島県矢吹町

大豆
（水稲主体の取
組から水田を活
用した大豆生
産）

大消費地である関東に近いこの地区
は、主食用米の需要が見込めることか
ら、水田では主食用米の作付け割合が多
く、需給調整の達成が課題となってい
た。
東日本大震災によりパイプラインが損

壊して水稲の作付ができなくなっていた
ことから、畑作物の作付けを検討してい
た。

町とＪＡが連携して畑作物の所得補償交付金
（営農継続支払を緊急措置）及び水田活用の所
得補償交付金が受けられることを説明するとと
もに、営農指導、機械リースの働きかけを行っ
たことにより、水稲から大豆の生産に転換して
戸別所得補償制度に加入することとなり地域で
の需給調整が進展した。
平成24年には、通水が可能となり水稲の作

付けが行えることとなったが、大豆での収益が
見込めることから、引き続き大豆の作付けが行
われることとなった。



農業者戸別所得補償制度における取組事例

Ⅳ　不作付地・耕作放棄地の解消

取組地域
組織名

取組作物等 背　　景 取　組　の　概　要

秋田県鹿角市

農事組合法人
したかわら

そば

農業従事者の高齢化や担い手不足によ
り、耕作放棄地の増加が課題となってい
た。
まずは農作業の協業化で生産性の向上

を図るため農事組合法人したかわらを設
立し、地域の農作業を行ってきた。

平成21年、市で「耕作放棄地再生利用緊急
対策」の活用を進めてたことから、法人の代表
者が「そば」での耕作放棄地解消の取組みを行
うこととした。
市では、耕作放棄地の解消のため助成を続け

ているほか、農業者戸別所得補償制度におい
て、畑地のそばも対象となったことから、水田
の不作付地に加えて、畑地の耕作放棄地及び不
作付地への作付けも進めている。 (水田
2.6ha、畑25.16ha)
同法人は、そばの生産のほか、米、大根、り

んごにも取組んでいる。
また、そばを製粉加工し業務用として販路開

拓するほか、そば(生麺)を製造し、精米、りん
ごと共に自ら設置する飲食施設の直売コーナー
での販売することにも取り組んでいる。

秋田県

農事組合法人
合同会社
大　地

なたね
そば
だいこん

母体の会社は、ダム建設や港湾事業等
を行っている企業であるが、なたね、そ
ば等の栽培により耕作放棄地の解消に取
り組んでいる。

農事組合法人合同会社大地は、県内各地の耕
作放棄地の再生事業に積極的に取り組んでお
り、24年度は仙北市の牧場跡100ha及び小坂
町の25ha程の耕作放棄地で、なたね、そばの
ほか、地域の特性を利用した高原野菜（だいこ
ん）の栽培を行っている。
今後は、なたね、そばに加え大豆も作付け

し、輪作体系の確立を目指している。

山形県酒田市

遊休転作田：
７ha
　そば
　なたね

山形県では、水田の排水対策を行い、
水田フル活用を目指している。この地区
では、水田約7haについて、事業を活用
してほ場への客土等の整備を行い、そ
ば・なたねの生産に取り組むこととし
た。

農業者戸別所得補償制度で、畑作物の所得補
償交付金が加わり、そば・なたねが交付対象と
なったことを受け、当該地区では、不作付地と
なっている水田の有効活用を目指し、これまで
の大豆の生産に加え、そば・なたねの生産にも
取り組んだ。
そば・なたねは、地域の特産物であることに

加え、遊休農地からの転換でも比較的容易に作
付が可能なことから、新たに取り組むこととし
た。

山形県舟形町 そば：6ha

山形県で特産品であるそばは、転作作
物としても適していることから、従来か
ら生産が行われてきた。
　

農業者戸別所得補償制度で、転作そばのみで
なく、畑地のそばも支援対象となったことか
ら、そば生産の取り組みが拡がり、平成24年
には堀内地区にそば刈取作業の受託組織が新た
に設立された。
これにより、畑地へのそば作付けが徐々に拡

大してきており、耕作放棄地化の恐れのあった
畑地においても、取り組みが行われている。


