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新たな農業への挑戦

農林水産省北陸農政局

平成 30 年 ４ 月

平成30年2月

～農業経営者等との座談会（平成30年2月）より～



株式会社 アグリたきもと
代表取締役 海道 瑞穂 （31才）
（富山県入善町）

○経営
『農業をもっとおしゃれに』 をコンセプトに経営
〔作付面積〕 水稲：63ha、大豆：34 ha 

すいか：0.2 ha、白ねぎ：0.1 ha
〔売上高〕 96百万円（平成28年度）

○就農及び法人化の経緯
創業者で代表の父(滝本敏氏)が平成15年に脱サラして
就農。平成18年に敏氏の体調悪化により当時20歳の瑞穂
氏（次女）が就農し、平成22年、代表に就任。

有限会社 かわに
代表取締役 河二 敏雄 （53才）
（石川県金沢市）

○経営
『私たちは、食の創造に向かってチャレンジし続けます』
等を理念として経営
〔作付面積〕 さつまいも：7ha（五郎島金時）、

すいか：3ha
〔売上高〕 2億円（平成28年度）

○就農及び法人化の経緯
昭和62年、新たな農業経営への展開を目指し就農。
平成7年、法人を設立し、規格外の五郎島金時を活用し、農産加工を開始。

有限会社 たけもと農場
代表取締役 竹本 彰吾 （34才）
（石川県能美市）

○経営
『土にこだわった米づくり』を農場の理念とし、「農業って
楽しそうだ」「農業の未来は明るい」と感じてもらうという
代表の夢に向かって経営
〔作付面積〕 水稲：35ha（うちイタリア米 ：8ha）、

大麦：8 ha、大豆：3 ha
〔売上高〕 61百万円（平成28年度）

○就農及び法人化の経緯
江戸時代から受け継がれている農場の後継者として平成18年に就農。十年計画で
事業継承し、29年に代表に就任。

農 業 経 営 者
有限会社 穂海農耕
代表取締役 丸田 洋 （43才）
（新潟県上越市）

○経営
『現状に甘んじることなく先進的な取り組みを行い、地域、
社会へ貢献すると同時に、従業員の幸福も追求する』 を
目標として経営
〔作付面積〕 水稲130ha（コシヒカリ、業務用米）
〔売上高〕 1.4億円 （平成28年度）

○就農及び法人化の経緯
農業の手伝いを契機として、エンジニアの自分なら農業の可能性をもっと広げられ
ると考え、平成17年に（有）穂海農耕を設立し、就農。その後、集荷販売の(株)穂海
も設立。

平成30年2月16日、北陸地方で農業経営の発展に向け果敢にチャレンジし、また、創意工夫して取り組んでいるプロ農業
者の皆様を招いて、これまでの取組とその視点、描いている将来像などをお伺いしました。 また、併せて有識者の皆様にも
コメントをいただきました。 このうち、農業経営者のコメントは以下のとおりであり、詳細については、 「農業経営者等との座
談会」 として、公表 （http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/ninaite00.html#zadankai） しておりますのでご覧下さい。

（注：発言内容等を抜粋し、平易に記載しています。）
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◎農業は儲からないと言われていますが、僕は「米は儲かるのにな」といつも思っています （笑）。
国内では米を食べる人も減りますが、世界では人口は2050 年に100億人の人口と見込まれ、一方、
国内のプレーヤーが減っていく - 平均年齢70歳弱、50歳未満の農業者10％程度 - ことを考えれば
単純計算で将来的には10倍の経営面積を確保できることになりますから。
これだけ販路も経営資源も増えてくるというのは他の産業ではあり得ません。見方を変えれば

こんなに儲かるものはないと考えています。〈P1〉

◎米の生産コストを押し上げているのは農業用機械です。産業機械は一年中使われるわけでそれに
近い形をいかに農業機械でやるのかというところです。
今、海外の米は一俵3,600円ぐらいです。現状では太刀打ちできませんが、米の生産が倍とか3倍と
なるのは水の供給の限界がありますので多分あり得ないと思うのです。そういう中、食べる人間が増えて
いけばある程度の価格上昇は見込めるだろうと思っています。〈P3〉

将来展望・構想

農業について
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（注）経営者のコメントの末尾に付記している〈P〉は、「農業経営者等との座談会」冊子本文の掲載ページです。
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（ ※ 写真は「(有)穂海農耕」のHPより転載 ）－ 2 －



◎うちの経営理念は「農業をもっとおしゃれに」ですが、言い換えたら農業のイメージを変えたいという
ことです。
農業は３Ｋ（きけん、きつい、きたない）と言われていましたが、今、実際はそうではないと思います。
今の農業機械には女の人でも乗れるし、夜中まで農作業というのもないし。農業のイメージを変えれば
就農する人が増え、就農者が増えれば地域も元気になると思います。〈P11〉

経営について

農業について

◎私が就農し、トラクターに乗ったことで、周りの方から「あの家は若い娘がやっている。あの家に預
ければうちの田んぼは大丈夫だ」ということになり、そして、借りた田んぼを丁寧に、「地主さんもお客
さん、仕事をしながら営業」としてやってきて 、経営面積が増えてきました。
富山県の入善町に生まれ、この町から一生出ることはないと思います。どちらかというと米を作って
稼ぎたいという考えではなくて地域に貢献したいという考えです。父さんもサラリーマンの時からその
ようなことを言ってきました。そういう理念でこれからも米作りをやっていくと思います。〈P3〉

（ ※ 写真等は「㈱アグリたきもと」のHPより転載 ）

女性用トイレはテーマカラーのピンク

Concept

『農業をもっとおしゃれに』

ブランド「Agri.TAKIMOTO（アグリたきもと）」は、

「農業には女性が必要」という創業者の信念から

創業者の次女として生まれた海道瑞穂を女性社長とし

これまでの農業イメージを変え、

おしゃれな農業イメージの確立に向けた新ブランド。

アグリたきもとの商品はそのすべてにおいて

名水百選において日本一に選ばれた

黒部川の天然の水をたっぷり使用した農産品です。

贈答用ボトル入り コシヒカリ
（農林水産大臣賞受賞）

自宅用白米 コシヒカリ
（米袋のデザインは海道代表によるもの）
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「経営理念」

1. 自然との共生
私たちは、自然環境を守りながら農作物を育てます。

2. 人に喜ばれる食づくり
私たちは、農作物を安全で美味しく付加価値のある食糧として
供給します。

3. チャレンジ
私たちは、食の創造に向かってチャレンジ（挑戦）し続けます。

「農業10訓設立」
1. 損得より先に善悪を考えよう
2. 創意を尊びつつ良いことは真似ろ
3. お客様に安心･安全な農業を毎日続けよ
4. 愛と真実で適正利潤を確保せよ
5. 欠損は社会の為にも不善と悟れ
6. お互いに知恵と力を合わせて働け
7. 農家の発展を社会の幸せと信ぜよ
8. 公正で公平な社会活動を行え
9. 文化のために経営を合理化せよ
10.正しく生きる農業人に誇りを持て

◎農業って数字が大切だなと思っています。 ＱＣサークルのやり方を勉強させていただき、それから
会社で毎月１回、全体会議を開いて数字の勉強をとことんし、そうするうちに毎年1％ずつ営業利益が
上がってきました。〈P1〉

◎５年後、10年後を見据えてはどうするかというと、10年後には今の経営の最低5倍ぐらい、多分50ha
くらいは作らないといけないだろうと思っています。
作った上で全量を加工等の付加価値のあるものに変え、生活者の口にいかに近づけるかというのを
全体的に考えていかないといけないと思っています。〈P3〉

将来展望・構想

農業について

◎「QC」とは、品質管理（quality control）の略。

「QCサークル」とは、おもに、現場の作業層が製品の品質管理や作業

能率の改善などのためにアイディアを出し合い議論する小集団のこと。
規模はだいたい10人まで。全員がサークルリーダー、書記等の役割

を分担し、職場の問題点の改善や良い状態を維持するための管理活動
を自主的に実践する。

（ ※ 写真等は「(有)かわに」のHPより転載 ）「(有)かわに」の農場
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◎今、＜他と違う視点のお米を＞と思ってリゾット向きのイタリア米に力を入れており、飲食店さんから
すると、安い、生産者が紹介できる、お客さんに訴求できる、ということから引き合いは大きいです。
今、＜おいしいお米だ、品種改良だ＞という競争をしていますが、それは縮小する市場の取り合いで
誰もハッピーにならない世界だなと思っています。 また、個人のお客さんに対するアプローチとして
インターネット販売もやっています。 ユーザーに近い生産を心掛けていけば今後も“いける”と考えて
います。〈P2〉

◎最近はインターネット販売に関しても、いろいろなサービスが増えています。売れるチャンスはそこら
中に増えてきたというのが今の時代かなと思います。〈P5〉

◎うちで働いているスタッフがノウハウを身につけて、成長して、その過程でどんどん独立するという形が
どうにかできないかなと思っています。〈P4〉

将来展望・構想

農業について

◎「イタリア米」を作りはじめたきっかけ

ことの発端は、金沢市でイタリアンレストランをやっているシェフとの雑談みたいな形から。
シェフ 『イタリア料理では、イタリアのお米（カルナローリ）を使ってリゾットをつくる。なぜかと言うと、日本のお米

だとどうしてもベチャっとした仕上がりになって、リゾットと言えんのよね。でもイタリアのお米を輸入すると
輸送費や関税ですごい高くなってしまうから悩みどころなんよ。』

竹本さん『多分、日本でも作れるんじゃないですかね。』
シェフ 『でもどこも作ってるところないよね。』
という会話から、じゃあ自分で作ってみようかなと思って。
国内では作っている人もおらず、知識も技術もない中一から調べて、生産し、現在では日本一の生産量を誇っています。

（ ※ 写真等は「 (有)たけもと農場」のHPより転載 ）

(有)たけもと農場で作られているイタリア米 左：カルナローリ（イタリア米）、右：普通のお米
（カルナローリの方が大きく白っぽい色をしている。）

(有)たけもと農場のHP「お米ラブ.com」
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○ 北陸農政局経営・事業支援部経営支援課

電話：０７６－２６３－２１６１ （内線３９４０、３９４２）

この資料に関するお問い合わせ先

○「農業経営者等との座談会」（冊子）に関するお問い合わせ先

北陸農政局経営・事業支援部担い手育成課
電話：０７６－２６３－２１６１ （内線３９１０、３９１２）
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