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－ これからの農村地域の農業 －

日頃から、石川県の農業農村振興にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

さて、人口オーナス時代に入り、食料消費が減少傾向にある中での農業は本当に難しい時代に入り

ました。

本県の農業でも能登地域をはじめとする中山間地域の農業は大きな困難に向き合っています。過疎

化や高齢化による農業従事者の減少に伴い、離農者の農地が増えつつありますが、合理的な農業経営

を考えると条件の不利な農地も多いのが現状です。県下では、多くの集落営農が立ち上げられ、中に

は地域社会のニーズに応じて高齢者の見守りなどのソーシャルビジネスを手がけているところも出て

きていますが、一方で、集落営農を立ち上げられないまま離農が進む集落があり、集落営農でも携

わってきた方々が高齢化し、後継者不足に悩んでいます。

農村において高齢化した担い手の後継者がいないという状況は、若しかしたら農村に人がいなくな

り、農業だけに限らず、日頃の買い物、医療・福祉、教育、公共交通など多岐に渡る社会的な生活基

盤が維持できなくなるということかもしれません。

今年７月に発行された公益社団法人大日本農会の「農業」には、「集落営農による地域づくり」と

題した懇話会の内容が掲載されています。この中で集落営農の役割には、生産活動、地域環境の維持、

暮らしの協同の３点があり、いわゆる集落営農だけでなく、イノシシ対策や、福祉事業や販売事業な

どの活動も行っている法人が増えているとしています。そして、集落営農は、生産コストの大幅削減

や地域の生活基盤の再構築などに大きな可能性がある一方、課題として、集落営農に携わる関係者の

高齢化に伴って、如何に世代交代を円滑に行うかが重要だということが書かれています。

集落の農業の世代交代の解決策は、ありきたりですが、まずは集落内で将来を話し合い、どうやっ

て地域の農業やコミュニティを維持していくのかについて自ら考えるということが原点だと思います。

現在は、農地の集約から６次産業化や新規就農まで、あらゆる支援策がありますので、後継者の育

成を含め、きちんとしたビジョンを持った将来像を持ち、それを実現するための経営体を作るという

ことこそが必要だと思います。そして、必要に応じて、地域社会のニーズに対応した活動にも広げて

いくということだと思います。集落の課題解決は、根幹となる地域の農業が産業として成り立つこと

が糸口だと思います。

石川県 農林水産部長 遠藤 知庸

巻頭言１



２巻頭言

また、集落営農の経営の安定化に最も必要な農産物の生産や流通については、ＪＡがより大きな役

割を果たしていけると思います。本県でも取り組んでいる単協がいくつかありますが、ＪＡをより農

家の利益になるような組織に変えていくという意味でも、ＪＡが出資法人を立ち上げて直接農地を活

用することや、高価な農業機械を購入してリースすること、地域の後継者を育成することなどで、地

域や集落営農を補完していくことが可能だと思います。

さて、一般に医者のような高度な知識や技術を必要とされる職種と単純労働の賃金水準や労働市場

は異なり、賃金単価は、労働生産性や労働による付加価値によって異なるとされています。農作業に

必要な労働力を確保しようとすると、他のサービス業などと競合する市場から調達することになりま

すが、日本では労働人口そのものが減少しているので、農業でも外国人研修生に頼らざるを得ないと

ころが増えてきています。

今後、少子高齢化により国内の生産年齢人口がますます減少する一方で、Ｅコマースが発達してき

たように産業構造が変化し、様々な新しい職場が生まれる中では、文字通り労働する農業従事者の確

保だけを追求することは難しくなっていくと思います。開発途上国でも、社会経済の発展に伴い農業

部門から人が流出し、農業従事者が高齢化していくという話を良く聞きます。

しかし、このような状況下でも、集落営農を承継するマネージャーや地域社会のニーズに対応する

担い手は、単純な労働人材とは異なりますので、やりがいや将来的な発展の可能性を含めれば、地域

外に人材を求めることも可能となるでしょう。こう考えると、集落の農業の世代交代については、単

なる農業従事者を確保するという視点よりは、集落営農のマネージャーや地域社会の担い手を確保す

るという視点が必要だと思います。

行政は、まずは集落住民や担い手が課題意識を持ち権利調整や意思決定できるような環境づくりを

すること、その上で、労働生産性や付加価値を向上させるための支援や、ＪＡなどとも連携しながら、

農村地域だけでは解決できないような、農産物の販路を確保するための機会の創出や、外部から人材

を供給する仕組み作りを行うことが極めて重要になっていると考えています。



北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所は、国営施設応急対策事業「早月川地区」の本年度

着手に伴い８月１日付けで早月川支所を開所したことを受け、8月29日（水）、魚津合同庁舎（富

山県魚津市）にて早月川支所の開所式を挙行しました。

開所式には、上田滑川市長、奥田北陸農政局長をはじめ、富山県、関係市町・改良区など関係

者34名に御出席頂きました。

式典では、はじめに、奥田北陸農政局長が、関係者に深く感謝の意を表するとともに、皆様方

の一層の御支援と御協力をお願い申し上げますと式辞を述べました。その後、富山県農林水産部

長、早月川地区国営土地改良事業推進協議会会長（滑川市長）及び早月川沿岸土地改良区理事長

から祝辞を頂きました。

国営施設応急対策事業「早月川地区」は、前歴早月川土地改良事業（昭和28年度～昭和37年

度）により造成された幹線用水路のトンネル区間（L＝約2.5km）の崩落対策として、裏込注入工

やトンネル補強工等を行うものであり、事業工期は平成35年度まで（６年間）の予定です。

式典を通じて、本事業に対する地元関係者からの強い期待を寄せられたことを受け、職員一同、

着実な事業推進を通じて地域の農業発展に貢献する決意を新たにしました。

３

早月川支所 開所

～国営施設応急対策事業 早月川地区～

トピックス

この度、北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所早月川支所長となり

ました瀬川浩昭と申します。

支所は、富山東部の魚津市にある魚津合同庁舎４階にあり、富山湾と立山

連峰を望む絶好のロケーションに恵まれております。

魚津合同庁舎は1999年9月完成の比較的新しい庁舎で入居官署は魚津税

務署、魚津労働基準監督署、魚津公共職業安定所（ハローワーク）、自衛隊

富山地方協力本部魚津地域事務所となっています。

工事現場である滑川市蓑輪までは15km程であり現場確認の支障は感じま

せんが、西北陸土地改良調査管理事務所（小松市）へは120km程、北陸農政局

（金沢市）へは90km程離れており、打合せ等では移動時間が多少かかります。

本事業は、総事業費約20億円を予定し、平成35年度までの6年間の工期で、幹線水路トンネル

約2.5kmの改修を行います。工事の特徴は、「発電用水にも利用されており、非かんがい期の限ら

れた期間での施工」となることです。このため、工事実施に当たっては、調査・設計段階から関

係機関との連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な実施に努めて参りますので、関係機関の皆様の

ご協力をお願い致します。

最後になりましたが、早月川支所は支所長、保全設計係長及び保全整備係員の３名体制で職務

に取り組んでまいりますので、今後とも皆様のご指導の程、よろしくお願い致します。

１．開所報告

２．支所長あいさつ



開所式会場

トピックス ４

看板上掲

（上田市長と奥田局長）
左から 芝田富山県農林水産部長、常田早月川沿岸土地改良

区理事長、上田滑川市長、奥田農政局長、杉山所長

奥田局長による式辞 左から 芝田富山県農林水産部長、上田滑川市長、

常田早月川沿岸土地改良区理事長による祝辞

杉山所長より事業概要説明と

支所職員紹介

３．看板上掲式・開所式の様子



　

１．はじめに

当事務所では、毎年、インターンシップを受け入れ

ており、本年度は二期に分けて合計６名の学生が実習

しました。

このインターンシップは、学生の学習意欲を喚起

し、高い就業意識を育成するとともに、農業・農村・

農政に対する理解を深めてもらうことを目的に実施し

ています。研修期間は２週間と限られていますが、

「大学では経験できないことは何か？」「農林水産省

の仕事を知ってもらうにはどのような実習計画が必要

か？」など職員同士で意見を出し合いながら実習計画

を作成しています。

以下、当事務所が行っているインターンシップにつ

いて紹介します。

２．実習の内容・特徴

5

～農林水産省就業体験実習 in 西北陸～

トピックス

インターンシップ実習内容

《 現場と管理の関係性について学ぶ》

実習計画の作成にあたって、座学が中心の学生に現場を体験できるようダムや頭首工、用排水

機場などの現場見学を用意します。併せて、その施設管理者や土地改良区の方々と意見交換を行

い、施設完成後の管理を理解することで、国営土地改良事業の流れをイメージしやすいものにし

ています。

中山間地域の農家さんと直接意見交換を

行い、集落の営農形態から自然環境維持へ

の取り組みなど学習しました。

一般的に、傾斜地等が多く地理的条件が

厳しいとされる中山間地域ですが、傾斜地

を利用した棚田米のブランド化や農業体験

イベント開催などの農村振興施策に学生達

も積極的に質問していました。

また、多面的機能支払いに取り組む農家

さんとも意見交換を行い、実際に取り組ん

でいる内容を体験させて頂きました。

《 営農者の声に触れる 》

サルビアの摘芽を体験する学生達

右上の写真はサルビアです。景観の他にも、ゴミのポイ捨て抑制や車のスピード減少などの

効果が確認されています。３００ｍ近くに渡るサルビアは毎朝農家さん達が水やりを行ってい

ます。

実習期間
８月２０日（月）～８月３１日（金）

９月　３日（月）～９月１４日（金）

受入大学生

女性

東京大学 １人 男性

日本大学 ２人
男性

大阪府立大学

北海道大学

宇都宮大学 男性１人

１人

１人

女性

女性



３．実習風景

環境（生物）調査の様子

実習成果発表会の様子胴長を履いて流量観測

施設管理者の説明を聞く学生

４．おわりに

今年度は６名の実習生が就業体験されましたが、ほとんどの学生達は費用を自己負担しイン

ターンシップに参加しています。大学の単位や将来を見越してなど様々な理由があり、受入側も

責任を持って対応しています。通常業務の合間に実習生の対応をすることになりますが、実習計

画から段取り、資料作り、プレゼンテーションなど通常業務にも必要な能力を高め、担当する職

員の自己研鑽に繋がると感じています。

１課で対応しきれない課題は２課、３課と事業所一体となって対応しています。就業体験され

た実習生の皆さんが将来の「同僚」となることを願っています。

エピソード

ジビエ（熊の肉）の定食

石川県白山市

実習生との外食は、地域の名物料理や現場・施設と関係性のある料理を選びました。

食に関する面でも北陸を実感してもらうようにしています。

ソースカツ＆おろしソバ

福井県坂井市

オニオンフラワーカレー

富山県砺波市

トピックス ６



　

７

建設機械の農業利用に向けた改良と

低コスト化利用体系の確立について

トピックス

１．はじめに

石川県農林総合研究センターでは、ものづくり産業と連携した農業経営モデルの確立のため、建設

機械の農業利用に向けた改良と低コスト利用体系の確立を目指した技術開発を行っています。

ここでは、多機能ブルドーザを活用した米の生産コストの削減（※経営体強化プロジェクト）の実

証試験について紹介します。

なお、この取組は、9月12日、上月農林水産大臣政務官（当時）も視察され、ブルドーザに試乗する

などし、「農業と異業種の連携が今後どう伸びていくのか、実用化に期待したい」と話されました。

２．多機能ブルドーザ技術の確立

多機能ブルドーザとは均平施工、耕起、溝掘り、代かき、直種き、心土破砕の作業が１台でできる

ように改良された建設機械であり、平成29年度より農業用の機械コストが大幅に削減する技術を確立

するための実証試験が行われています。

【 ①建設機械（ブルドーザ）の多機能化に向けた機械の開発・改良 】

多様な作業機を装着できるようにするため、外部油圧を増設することにより耕起、溝掘り

の作業が新たに可能になりました。

多様な作業機を装着できるよう、外部油圧を増設



また、石川県農林総合研究センターでは、その他、農業利用できる建設機械として、耕起、肥料

散布、整地、播種、運搬など多様な作業を、ホイールローダ１台でできるようにし、畑作生産にお

ける低コスト化を目指すための技術開発も行われています。

３．最後に
これらの技術開発は、石川県とコマツの共同研究として進められているものです。ＩＣＴ（情報

通信技術）を活用した農業機械の改良は全国的にも関心が高い技術であり、本研究も注目されてい

ます。

本紙面作成に当たり、石川県農林総合研究センターより取組についての解説や資料提供をいただ

いたことに対し感謝申し上げます。

【 ②均平施工、水稲直播及び転作ほ場条件づくり技術の確立 】

ブルドーザ農業利用技術（均平施工、水稲直播栽培、転作ほ場条件づくり）の確立に向け

て、平成29年度には、乾土均平及び水整地の効率的な施工手順を作成しています。

※経営体強化プロジェクトとは

平成27年10月にＴＰＰ交渉が大筋合意したことに伴い、農林水産業の現場の更なる生産性の

向上等を可能にし、農林漁業経営体の所得及び技術力を向上するため、現場での技術検証を踏

まえた技術開発（①水田作、②畑作・地域作物、③野菜・花き、④果樹、⑤畜産・酪農、⑥林

業・木材産業、⑦水産業の７つの研究分野）を実施し、速やかな社会実装を目指す実証研究に

ついて、公募を通じて委託するものです。

ブルドーザの農業利用技術の確立に向けた実証

トピックス ８



　　

１．地区の概要

本地区は富山県の中央部を流れる常願寺川の両岸に広がる7,905haの扇状地帯です。

営農は水稲を主体として、大豆、大麦、ねぎ等を栽培する土地利用型農業を行っています。

用水の水源である常願寺川は「川の氾濫がないことを常に願う」ことから命名されたと言われると

おり、流路延長56km（平野部18km）において標高差3,000mを流下する日本屈指の急流河川です。平均

河床勾配は1/30であることから頻繁に洪水を繰り返してきました。

その対策として、日本で初となる農業用水の合口事業の実施を経て、昭和27年に国営常願寺川農業

水利事業にて取水の要である横江頭首工及び共通幹線水路等が完成し、地区の営農に寄与しました。

２．調査の状況報告

国営事業にて整備された共通幹線水路は供用開始から66年が経過しているため、施設の状態、劣

化の過程やその原因を把握する必要があります。本調査は現時点の施設の機能を評価することを目

的に実施し、対象施設の劣化状況は以下のとおりです。

（１）共通幹線水路 水路トンネル L=1,048m

トンネル内部ではひび割れ、ジャンカ、コールドジョイント、インバートの洗掘が見られる。

トンネル下流坑口ではひび割れ、白色生成物、剥離等の劣化が見られる。（写真１）

（２）共通幹線水路 開水路 L=2,093m

石積水路では間詰めのモルタルが剥離し、雑草が繁茂している状況が見られる。（写真２）

（３）共通幹線水路 水門設備 13門

コンクリート構造物ではひび割れや白色生成物等の劣化が見られる。（写真３）

（４）右岸連絡水路 L=173m

石積水路では間詰めのモルタルが剥離し、雑草が繁茂している

状況が見られる。

９ 現地情報

３．今後の予定

10月上旬の停水期間内に目視調査及びコンクリート強度推定調査等を行い、これまでの調査結果か

ら施設の機能を評価します。その評価結果をもとに水路を維持するための手法をまとめた中長期計画

（機能保全計画）に反映する予定としています。

現地情報 調査地区の概要

～常願寺川地区機能診断業務～

写真１ 3号トンネル下流坑口 写真２ 間詰めモルタル剥離状況 写真３ 分水工ひび割れ・剥離状況



　

１．目的

シリーズ １０

事業紹介

～畑地化・汎用化の推進による高収益作物の導入支援～

シリーズ

区画整理済みの水田地域等において、高収益作物を

導入した営農体系への転換に必要な畑地化・汎用化を

行う整備と併せ、地域の取組レベルに応じた高収益作

物導入・定着のためのソフト支援を行うことにより、

地域全体での営農転換を強力に推進します。

高収益作物とは、国の

「畑作物・水田活用の

直接支払交付金」の対

象作物（麦・大豆・そ

ば・ＷＣＳ用稲・飼料

用米など）以外の作物

のことです。

お問い合わせ先 ：

西北陸土地改良調査管理事務所企画課 (0761-21-9911)

①国営事業：国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進対策）

(1)受益面積500ha以上（高収益作物の導入のための末端用排水施設の整備を含む）

(2)高収益作物の作付面積割合が５ポイント以上増加

②補助事業：水利施設等保全高度化事業（高収益作物導入促進型）

(1)受益面積20ha（中山間地域にあっては10ha）以上

(2)高収益作物の作付面積割合が５ポイント以上増加

（ただし下限値２ha（中山間地域にあっては１ha））

２．事業の内容

３．採択要件・補助率

今シリーズでは、平成29年度に創設された高収益作物への営農転換を推進する事業を紹介

致します。

＜対象事業＞ ①国営かんがい排水事業（高収益作物導入促進対策）

②水利施設等保全高度化事業（高収益作物導入促進型）

＜主な内容＞
１．生産基盤の再整備（ハード対策）

水田の畑地利用に必要なほ場レベルの末端用排水施設等の整備を、効果発現に必

要な基幹水利施設の整備と一体的・機動的に推進

○排水性向上のための暗渠排水、排水路改修

○作物やほ場毎の用水需要に応じてのかん水を可能とするパイプライン化等

２．合意形成に向けた支援（ソフト対策）

水田の畑地化・汎用化による営農転換を進めるための取組を支援

○水利用・土地利用・作付調整支援、営農転換に向けた支援

○高収益作物導入に向けた促進事業（促進費）

水稲から野菜等に転換する理由は何ですか？

次世代を担う後継者の参入が進むよう、

魅力ある農業にするためには、農業所得

の増大が必要だからです。



編 集 後 記

皆さんは今年の夏を如何お過ごしでしたか。異常気象と呼べる猛暑が社会的に大きな
影響をもたらした一方、ちまたでは「平成最後の夏」というパワーワードが話題となり
ました。また、全国高校野球選手権も第100回の節目を迎えた夏でした。
さて、先ほど平成最後の夏と記述しましたが「昭和最後の夏は何があったのだろう

か」と思い、少し調べてみました。
そもそも「平成最後の夏」は「天皇陛下の生前退位」によるもので、これから起こる

事象として話題になりましたが、昭和については（突然訪れたため、）事前に話題に上
がることは当然ありませんでした。ちなみに関東の平均気温は約25度と冷夏でありバブ
ル景気でした。上司からは、携帯電話も今ほど普及していなかったと聞きました。
平成最後の行事はまだまだ続きますが「あれは平成最後の○○だった～」と、格好良

く飾れるようにしたいです。

当事務所では、地域の皆様とのコミュニケーションをより一層深めていきたいと思っております。
地域の情報や本誌へのご意見・ご感想などありましたら当事務所までお寄せ頂ければ幸いです。

編集・発行／北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所
HP：http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/nishihoku/

さわやか西北陸 第５６号 平成３０年１０月発行

河北潟分室
〒920-0265
石川県小松市河北郡内灘町字大学1丁目2番地1（内灘町役場内４階）
TEL(076)255-1030 FAX(076)255-1601

射水平野支所
〒939-0341 富山県射水市三ヶ624
TEL(0766)30-2220 FAX(0766)30-2224

早月川支所
〒937-8601
富山県魚津市新金屋1丁目12番31号（魚津合同庁舎4階）
TEL(0765)32-3270 FAX(0765)32-3272

西北陸土地改良調査管理事務所
〒923-0801 石川県小松市園町ホ85-1
TEL(0761)21-9911 FAX(0761)21-9985
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