
① (株)ささ営農（たつの市）

・中山間地における地域の農業を維持発展していく手段として、基盤整備事業を契機に二集落一農場方式
の営農組合を設立し、法人化（株式会社）。

・環境に配慮した米づくりや直売所の開設、異業種や周辺の営農組織とも連携して特産品を活かした新商
品開発・販売など、６次産業化に注力した多角的な活動を展開しつつ地元雇用を創出。

② (農)玉野町営農組合（加西市）

・平地における大規模な基盤整備事業を契機として「玉野町21世紀農業推進準備委員会」を設立し、集落
がまとまり、農地を守り、儲かる農業を目指すための合意形成を重ね、法人化へと展開。

・大型機械や新技術の導入により営農コストを削減するとともに「玉野の田んぼは、玉野のみんなで守っ
ていく」の経営理念の下、管理作業を明確にし、女性や高齢者も作業に従事する体制を構築。

○意見交換会

（地元関係者） 【(農) 玉野町営農組合】

・集落営農からの発展として法人化しているが、「みんな」でという考え方が重要であり、組合員の利益
を重視するため、農事組合法人として活動している。

・後継者育成には、農業に興味を持ってもらうことが重要である。トラクターには全てキャビン、エ アコ
ン、CDを設置するなど、若い人が農業に参加しやすい環境を整えている。

・今後は有機栽培への取組、常時雇用者による販路拡大のための営業活動、女性の意見を取り入れた６次
産業化への取組を検討。

（部会委員）

・「ほ場整備事業は心の畦を取る」との説明は心に残っている。事業
実施において一番重要なことは、合意形成を図る機会となること。

・リーダーシップを持ってまとめていくには、「ヒト」と「ヒトの強
い想い」が重要。

・いかに特色のある農産物を導入するかが重要。

・今回視察したような取組の維持・発展のためには、どのような土地
改良事業が必要なのか検討する必要。

第１⽇⽬： 10⽉26⽇(⽉)

①「(株)ささ営農」説明状況 ②「(農)玉野町営農組合」FOEAS実施ほ場

農業農村振興整備部会 現地調査について（報告）

○ 10月26日(月)～27日(火)、兵庫県下において「農業農村振興整備部会（現地調査）」

を実施（出席委員 12名）。

○ 今回の現地調査では、土地改良事業を契機として集落営農や法人化等を実現し、６次

産業化や都市農村交流等、地域の特徴を活かした取組を行っている地区のほか、震災

を契機にため池を活用した地域の強靱化に取り組んでいる地区について現地を視察し、

地元関係者と意見交換を実施。

資料１－１

[意見交換会開催状況]あぜ
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③ 淡路市における島の水瓶「ため池」による治水プロジェクト： 黒田池

（島の水瓶「ため池」による治水プロジェクト）

・ため池の雨水の一時貯留機能を活用して、洪水被害を軽減するため、淡路島内のため池管理者へ気象情報や
管理上の情報を発信し、事前の点検や落水を要請し、ため池の水位低下を促すなどのソフト対策を実施。

・併せて、管理者がため池の水位低下を容易に実施できるよう、治水に資するハード対策として「ため池栓」、
「洪水吐切り欠き」、「放流工」などの設置も実施 。

（黒田池水利組合）

・黒田池は貯水量10万m3、約9haのかんがいに利用されている。水利組合による管理では堤体の草刈や上下
流水路・洪水吐の清掃などに加え、地域の防災対策として貯水量の監視、水中ポンプ等の防災用具整備、大
雨予想の前の事前放流を実施し、下流の浸水被害の軽減に寄与。

・ため池の適正な維持管理やため池に溜まった腐葉土を海へ供給することで豊かな海の再生にもつながる「か
いぼり活動」を地元漁協と協力して実施するなど、地域交流にも積極的に参画。

④ (株)五斗長営農（淡路市）

・中山間地において、豪雨被害を受けた農地の復旧に併せた基盤整備事業とともに営農組合を設立して法人化。
さらに、まちづくり協議会も設立し、地域課題の解決や地域づくりを集落住民一丸となって実施。

・農地中間管理事業を活用した農地集積を行うとともに、地域特産のたまねぎ栽培(裏作)等による収益確保や
景観作物の植栽、基盤整備実施中に発掘された遺跡を活用した小学生の校外学習や都市農村交流活動を推進。

・今後の展開として、「美しい郷五斗長を守る」ため、遺跡や景観など地域そのものを売りとして考え、収益
を考慮したイベントや地域を経営することを検討。

○意見交換会

（地元関係者）

・近年は、高齢化や後継者不足に伴い、ため池管理の経費負担が重く
なっている状況。ため池管理は防災面の役割も担っていることから、
住民の協力もお願いしたい。【黒田池】

・中山間地の谷のため池と平野部の皿池では防災計画も異なることを
踏まえた制度があれば良い。【(株)五斗長営農】

・管理費用の支払いは、企業のCSR活動の一つとして認識。
今後は、法人が核となり「地域を経営する」との考えに立って活動
を推進していきたいと考えている。【(株)五斗長営農】

（部会委員）

・ため池の防災効果の検証は多くの国民が知らないことであるが、非常に重要。

・災害時、ため池が原因者と言われないよう、周辺住民への周知や意識啓発が必要。

・小規模な施設にも日の当たるような政策などの検討をお願いしたい。

・高齢化が進む中、管理作業そのものが危険な部分もあり、そのような面での技術開発の必要性は高い。

・小さなため池を群として、大きな一つのダムの代替のように捉え、維持管理を積極的に周辺からサポートし
ていく仕組みも必要。

・地域資源、農業資源の保全は重要であるが、維持保全していくためにも維持管理費を要したり、高齢化によ
り管理体制が難しいということもある。このため、ある程度の行政の支援も必要。

・高齢化や後継者不足など、これからの厳しい時代、どのように地域の知恵を仕立て直していくかという地域
政策として位置づけている点を考えていく必要。

第２⽇⽬： 10⽉27⽇(⽕)

③「黒田池」視察状況 ④-2「(株)五斗長営農」ほ場④-1「(株)五斗長営農」説明状況

[意見交換会開催状況]

ご っ さ
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たつの市

① (株)ささ営農

② (農)玉野町営農組合

加西市

【視 察 地】

④ (株)五斗長営農

淡路市

③黒田池

農業地域類型： 中山間農業地域
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食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会現地調査 

意見交換 

１．日 時：平成 27 年 10 月 26 日（月）16:00～16:50 

２．場 所：玉野町公会堂 

３．出席者：（委員）渡邉部会長、河野委員、岡本臨時委員、加藤臨時委員、小谷臨時委員、 

近藤臨時委員、柴田臨時委員、武山臨時委員、西尾臨時委員、毛利臨時委員、

森臨時委員 

（現地関係者）農業生産法人玉野町営農組合 

（行政関係者）兵庫県農政環境部、加東農林振興事務所、加古川流域土地改良事務所、

加西市、農林水産省農村振興局、近畿農政局 

４．議事概要 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）取組の補足説明 

（４）意見交換等 

【意見交換概要】 

（近藤委員） 

・営農組合は利益剰余金を内部留保できないため、法人化をするという話はよく聞く。法人化す

るデメリットがあれば教えてほしい。また、法人化することによって、意思決定や販路の拡大

がスムーズに進むと思われるが、どう考えているか。 

（玉野町営農組合） 

・デメリットは特にないのではないか。強いて挙げれば、コンプライアンスを守ることについて、

留意する必要がある。役員にとっては大変であるが、会計をきっちりとするという意識が高ま

り、必要に応じて、税理士や行政に相談している。 

・販路については、法人化して変わったわけではない。一部については、地元の飲食店に営業し、

販売しているが、ほとんどは JA や卸売業者に販売している。常時雇用者を１名雇ったので、こ

れから営業していくことを考えている。 

・一方、メリットは、法人化することにより信頼が高まり、銀行から融資を受けやすい。法人化

していない営農組合では、融資を受けた場合、 終的には個人の責任となってしまう。 

（河野委員） 

・｢ほ場整備事業は心の畦を取る｣という表現を玉野営農組合が使われたのが、心に残っている。

ほ場整備は、個人所有だった土地に経営の視点を入れ、コスト削減・効率化を図り、経営戦略

を入れ、どこに売っていくかを考える機会となる。一番重要なのは、合意形成を図る機会とな

ることである。 

・リーダーシップを持ってまとめていくには、｢人｣と｢人の強い思い｣が重要。景観がとても美し

く、日本の原風景を見せていただいた。 

・オペレーター（耕起、代掻き、田植え等を行う者）は平均年齢が 55 歳と若いが、今後、後継者

の育成が重要とのこと。より若い世代に共感を持ってもらい、引き継いでもらうためには何が

必要と考えているか。 
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（玉野町営農組合） 

・５年ほど前から、11 月に収穫祭を開催し、若い人に参加してもらい、農業に感心を持ってもら

う取組をしている。地域の交流を深めていくことが一つの方法だと考えている。また、枝豆を

組合員に収穫してもらったり、無料で配ったりすることを行っている。 

（柴田委員） 

・法人化に当たり、玉野町の農家のうち、組合に参加していない方がいるようだが、その理由は

何か。小作料については支払わず、草刈りと水管理に対して支払いをしていることが関係して

いるのか。また、生産コストはどの程度下がったのか。 

（玉野町営農組合） 

・農家はほとんどの方が組合委員になっている。農地法が改正され、組合員となる要件が緩和さ

れたため、加入しやすくなったのもその理由。また、農家でなくても、オペレーターになる人

もいる。 

・生産コストについては、法人化し、農業機械を共同で所有したことにより、農業機械の費用（資

産額）は集落全体で 10 分の１（４億 6,000 万円→4,800 万円）となったのが大きい。なお、湛

水直播については、収量が伸び悩んでいることから面積を減らしている。 

（西尾委員） 

・いかに特色のある農産物を導入するかが重要である。 

・FOEAS（地下水位制御システム）の導入の経費負担と、省力化や収量増による収支のバランスは

どうなるか。 

・また、営農組合の次の展開はどのように考えているか。 

（玉野町営農組合） 

・ FOEAS を設置したほ場のみでの収支計算はしていないが、地区内で一番水はけが悪い場所に

FOEAS を設置し、キャベツの栽培ができるようになった。玉野町は粘土質で水はけが悪いため、

麦・大豆の栽培では排水対策が非常に重要であり、FOEAS が有効。導入により経費は掛かるが、

数年後には元を取れると考えている。FOEAS は排水だけでなく、地下水を上昇させることができ、

雑草も生えにくくなる。ただし、耐用年数を考えると 10 年、20 年後にどうなるのかが気になる

ところ。 

・収入を上げるためには、機材を有効活用することが重要である。一昨年から、地元の作業が空

いているときに、他地区の麦の刈り取りの作業受託等をしている。また、近隣の法人と合併し、

農業機械などを合理化し、経費削減できないかと考えているところ。 

（森委員） 

・組合委員の中に女性はいるのか。オペレーターの平均年齢は 55 歳ということで、若い年齢構成

となっている理由を教えてほしい。 

（玉野町営農組合） 

・女性のオペレーターは残念ながらいない。加工などの６次産業化に向けて、女性の意見を取り

入れることは非常に重要であり、野菜の品目を選定する際に取り入れれば良かったと思う。 

・10 年前の設立当初におけるオペレーターの平均年齢は 45 歳であり、８割のメンバーが替わって

いない。当初から 10 年後、20 年後も農業ができるような若い層を構成員とした。 
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（加藤委員） 

・農業者としての後継者はいるか。また、農業協同組合法の農事組合法人になっているとのこと

であるが、会社法に規定されるような法人になる予定はあるのか。 

（玉野町営農組合） 

・設立の際、組合法人とするか株式会社とするかは、たくさん議論を行った。集落営農を行って

いるため、｢みんな｣でという考え方が重要であった。そういう視点から組合法人とし、またい

つでも株式会社に変更できるという議論もあった。組合法に則り、組合員の利益を重視してや

っていこうということになった。 

・後継者については、農業に興味を持つことが重要と考えている。自分自身の体験だが、小さい

頃から親と一緒に田植えをし、大きい農業機械に乗ってみたいと思っていた。農業機械に触れ

る機会がなく、興味がない人をいかに意識改革し興味を持ってもらうかが重要であるが、難し

いことである。法人設立当初から、トラクターなどの農業機械は、100 万円ほど高くなるが、全

てキャビン付きにし、エアコン、CD を付け、若い人が参加しやすいような環境を整えている。 

（小谷委員） 

・若い人への農業の魅力にも関わるが、有機栽培や｢ひょうご安心ブランド認証｣などの付加価値

化の取組は考えているか。 

（毛利委員） 

・基盤整備と人・組織のバランスが重要であると考えている。６次産業化の取組については、将

来的にどう考えているか。 

（武山委員） 

・６反区画を今後、例えば、1.2ha 区画のように広げる予定はあるか。もしくは、ブロックローテ

ーションを行う場合、６反区画の方が耕作しやすいので、あえて区画をそのままにしておこう

と考えているのか。 

（玉野町営農組合） 

・有機栽培については申請したいと考えているが、有機栽培に適合するのかは分からないところ。 

・６次産業については、常時雇用者に取り組んでもらうとともに、今後は女性にも参加してもら

い、次の展開を考えていきたい。 

・ほ場区画については、広い方が均平や水管理が難しい。そこに問題がなければ、作業効率は向

上する。しかし、６反区画でもレベルを合わせるのに苦労している。 

（武山委員） 

・1.2ha 区画にする際には権利調整は必要なく、畦を取るのみと考えて良いのか。 

（玉野町営農組合） 

・そのとおり。 

（岡本委員） 

・水稲や麦・大豆の生産が中心であれば、国の予算補助がないと経営が成り立たないのではない

か。野菜や果樹を栽培する予定はないのか。 
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（玉野町営農組合） 

・現在作付けているキャベツは大きく収穫が大変な上、比較的単価が安い。収穫がしやすく、付

加価値の高いにんにく（ハリマ王にんにく）の導入を考えているところ。 

（渡邉部会長） 

・今回の調査において、先進的な取組を行っている地区ならではの課題を理解できた。今後、審

議会においてもこのような取組の維持・発展のためにはどのような農業農村整備や土地改良事

業が必要か検討していくこととしたい。 

（５）閉会

― 以 上 ― 
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食料・農業・農村政策審議会 農業農村振興整備部会現地調査 

意見交換 

１．日 時：平成 27 年 10 月 27 日（火）10:45～12:05 

２．場 所：北淡震災記念公園 セミナールーム 

３．出席者：（委員）渡邉部会長、浅野臨時委員、岡本臨時委員、加藤臨時委員、 

小谷臨時委員、柴田臨時委員、武山臨時委員、西尾臨時委員、 

毛利臨時委員、森臨時委員 

（現地関係者）株式会社五斗長営農、黒田池水利組合 

  （行政関係者）兵庫県農政環境部、洲本農林水産振興事務所、洲本土地改良

事務所、淡路市、農林水産省農村振興局、近畿農政局 

４．議事概要 

（１）開会 

（２）挨拶 

（３）取組の補足説明と質疑応答 

（４）意見交換等 

【意見交換概要】 

（黒田池水利組合） 

・地域の防災対策として貯水量の監視を常に行い、水中ポンプや防災用無線の準備や、大雨

予想の際の事前落水操作を行っている。特に平成26年度の台風第19号襲来の際には事前

にかいぼりに向けた落水を行ったことで、10万トンの雨を貯留し下流の浸水を防いだ。 

しかしながら、近年は、高齢化や後継者不足で管理上の経費負担が重くなっているという

状況にある。 

（五斗長営農） 

・五斗長営農は現状、全員がパートであり、社長も時間換算して報酬を支払うという形にな

っている。今後は若い人を雇い、経営を成り立たせ、かつ後継者になってもらうというこ

とを考えている。 

・拠点施設については、災害時の一時避難場所としても活用できるよう、ソーラーによる自

家発電やトイレは給水システムで１日から２日程度の水はなくても問題ないという体制に

なっており、このような取組を行っていることを知ってもらいたい。 

（渡邉部会長） 

・五斗長営農ではタマネギの栽培面積を徐々に増やすとの説明があったが、作業労働量や法

人の体制も考え、水稲との割合など今後どのような土地利用を考えておられるか。 

（五斗長営農） 

・タマネギは水稲の裏作のため、水稲が減ってタマネギが増えるということはない。水稲に

関しては来年、ＷＣＳを若干増やして労力の省力化を図り、８月中ぐらいの収穫後に別の

作物を植えたいと考えている。 

・タマネギは、今後人手も若干増える予定のため、６ヘクタール程度まで増やしていきたい。

また、自社販売を展開したいことから現在、県に依頼し貯蔵庫に係る予算を要望している。 

（森委員） 

・黒田池に関して、高齢化により法面の整備などが非常に負担になっている旨説明があった。

水利組合でも話し合いが持たれていると思うが、要望等があれば率直に聞かせてほしい。 
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（黒田池水利組合） 

・下流に市街地を抱えている関係上、防災と農業振興の観点でため池の管理をしているが、

ため池の管理費用が非常に重くなっている。 

また、海の栄養価が貧しくなっている中、漁業組合とかいぼり事業を実施することで、の

りなどの水産物の漁業振興に貢献できればとも思っている。 

ただ、こうした管理等には年間約170万円の経費が必要な状態で、100万円程度は赤字に

なっている。 

（森委員） 

・赤字100万円に関しては組合員の方たちの頭割りで負担している形になるのか。 

（黒田池水利組合） 

・約半分は、組合員の負担、残りの半分は蓄えで賄っている。このような形も持って10年

ぐらいかなということで、防災面でもう少し町の人に協力いただくことや今までとは違っ

た形での協力をお願いしたいというのが水利組合の願いである。 

（浅野委員） 

・今回の視察で感心したのはため池をうまく使って防災の取り組みを行っているということ

で、農業関連の施設や資源というのは様々な農業に直接携わらない人にも多くの恩恵をも

たらしており、これは私が常々言及している見えざる国富にあたり、それを具体的に実感

できてよかった。 

・兵庫県ではため池の防災効果を検証しているとのことだが、こういった事実は多くの国民

は知らないことであるが、非常に重要なことだと思う。 

そのようなデータは、例えば多面的機能支払いや生態系サービス支払いの根拠として活用

できるのではと思うが、この検証結果を今度どのように活用していくのか兵庫県の考えを

教えてほしい。 

（洲本土地改良事務所） 

・現在実施している検証は、金銭的な効果ではなく、ため池の貯水をどの程度落とすことに

よって、下流への洪水流出をどれぐらい減らすことができるかといった検証を一つの水系

を例にとってシミュレーションしているところ。 

・ため池栓等で水位を事前に下げるだけでは初期雨量で満水になり、肝心の豪雨ピーク時に

貯留した水が流出することもあるため、下流の冠水などの軽減には直接つながりにくいと

いうこともある。このため、ため池の も効果的な貯留方法について検討している状況。 

これに併せ、次世代の担い手へのＰＲとして子供達への「ため池教室」、ため池管理者へ

の啓発活動として「管理講習会」、一般住民へのＰＲとして「クリーンキャンペーン」を

実施している。さらに、洲本土地改良事務所では概ね月１回、記者発表等を行っており、

その中で様々な取組みの内容を公表している状況。 

（浅野委員） 

・農業・農村、ＮＮ事業が果たしてきた見えざる役割を見える化するということは大事な活

動だと思う。まずは見える化して、それをもっと県民や国民に発信してもらいたい。 

・森林環境税というものも既に各県であり、それにプラスアルファして、農業の見えざる恩

恵を受ける人たちには一定の負担を考えていただいたりするような時期がやがてやってく

るのではと思う。そうなった時に、今回検証したデータというのは、非常に貴重なデータ

になるのではないかと感じた。 
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（西尾委員） 

・ため池の管理はしっかりされているが、災害が起こった際に下流の住民から、ため池のせ

いになってしまうような状況にならないよう、組合からの周知や意識啓発などが必要にな

ってくると思う。 

・五斗長営農に関しては、産地づくりを努力されており、大変勉強になった。そうした中で、

集落営農に入っていない非農家がどれぐらいの割合存在し、その者とどのように連携して

いるかについて教えてほしい。 

（五斗長営農） 

・五斗長集落は戸数が50戸で47戸が営農の構成員。そのうち７戸は五斗長集落以外の方と

なっている。また、50戸の内、10戸が非農家であるが、非農家にも手伝いに来てもらい

日当を支払っている。また、地域全員の活動としてまちづくり協議会の活動も行っており、

様々なことに参加してもらっている。 

なお、農家で参加していないのは１戸で、この方はほ場整備、営農にも参加していない。 

・営農とまちづくりという２つの組織があるが、そういった垣根を無くし、集落のことをみ

んなでやろうということで考えている。 

・ため池管理について、水に対する費用は払うことになっているため、そういった意味も含

めて水利組合の経費、町内会の草刈りの経費など五斗長営農が支払っている。これらは企

業のＣＳＲ活動の一つということでもあり、法人が核になって地域を経営するというよう

な考えで今後は進めていきたいと思っているところ。 

（西尾委員） 

・まちづくり協議会において、色々な形の老人会や女性会などと一緒になって意見を出し合

いながら、定期的に意見交換をしてまちをつくっていくという考え方に共感した。 

・非農家が少ないまとまりのある地域で活動しており、団結力のある地域だと思うが、非農

家が多くなっている地域もある中で、このような取組みを発揮させていくにはどのように

していくべきか考えていければと感じた。 

（加藤委員） 

・五斗長では多面的機能支払いと中山間直接支払いをどのように活用しているのか。 

・国、県に対して小規模な施設の維持管理費の出し方・あり方について、多面的機能支払い

以外で考えがあれば聞きたい。 

（五斗長営農） 

・法面の管理や草刈りの費用は、五斗長営農で管理料を支払っている。具体的には、法面の

面積10アール当たり8,000円、草刈りは、実際植えられる面積当たり7,000円の借地料と

いう形で支払っている。高齢者で管理が出来ない方については、支払いできないというこ

とで、五斗長営農で草刈りを行っている。 

・多面的機能支払いの現在の活用方法については、補助事業で舗装ができなかった部分の補

完的作業として、農道の舗装を実施している。このため、草刈り賃には余り振り分けでき

ない状態。 

・中山間直接支払いについては、集落として年に２回程度道路の草刈りを実施しているため、

この作業に係る費用やイベントの費用などに活用している。なお、 も大きな活用方法と

しては、五斗長営農が導入した機械の借金払いである。その辺が終われば新たに維持管理

面に振り分けていきたいと考えている。 
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（兵庫県農政環境部） 

・日常管理の延長線上の話は、多面的機能支払いを活用し、その先の維持管理については基

本的にストックマネジメントの事業を活用することを考えている。 

・施設の機能診断を実施し、機能保全計画を策定することで農家の方にも施設保全の自覚を

促し、長寿命化を図っていくことが現状の手段と考えている。この流れの中で更新時期が

きた場合は、既存の補助事業等で改修していくということで考えている。 

（農林水産省） 

・国の考えとしては、基本的に長寿命化ということになる。実際の維持管理とストマネ事業

で実施する長寿命化で対応していくこととなるが、この境界が曖昧な部分でもあり、可能

な限り費用を要する部分については補助事業で対応するといった運用で考えている。 

・長寿命化計画については大規模な施設だけではなく、中規模、小規模施設も含めて作成し

ていくことで将来的にどの程度費用を要するのかということが把握できるため、そこに向

けて事前積立などを行えるような仕組みを進めていきたいと考えている。 

（加藤委員） 

・大規模な施設だけではなく、小規模な施設にも日の当たるような政策など、今回の長期計

画の中では検討お願いしたい。 

（毛利委員） 

・五斗長営農、黒田池水利組合のどちらも管理費が大変な状況にあると伺っているが、産業

として成り立っていかせることを考えると、管理費の議論は早期に制度面も含めて、次の

世代に向かった対策を行う必要があると感じている。 

・災害復旧は、原形復旧が基本ということは重々承知しているが、余りにも無駄が多い気が

する。 新の技術を使って施設を更新することで経費も安く、短期間で安全なものができ

るにもかかわらず、原形復旧を行っていることは制度面から将来に向けて一考の余地があ

る。 

・施設の耐用年数を見越した施設の改修が何故認められないのかと感じている。耐用年数期

間の間に管理費などが 小限に抑えられるような技術を開発することが重要と考えている。

安全・安心だけではなく、維持管理費面も何とかできないかという気がしている。 

・高齢化が全国的に進んでいる中で、緊急放流をするにしても緊急放流の作業そのものが危

ない箇所も多くある。そういう面でも技術開発の必要性は高い。 

・国富という視点での事業や施設評価に対して、評価方法や施設の維持管理に係る制度など

をどのように示していけば国民の方に理解いただけるのかということを考える必要がある

と感じた。 

（五斗長営農） 

・例えば中山間地の谷のため池と平野部の皿池では機能も違い、防災計画も変わってくる。

近は耐震の関係で様々な調査や改修が行われているが、特に、谷間のため池については

洪水吐に目を向けて改修を進めた方が防災面でも大きい結果が得られると思う。そのため、

谷側の池については、豪雨に耐えうる機能にしておくということが重要であり、その辺を

使い分けした制度もあれば良いと思う。 

（黒田池水利組合） 

・黒田池も一気に水を放流する場合、下流の水路が狭く、大分前に予測して放流していくと

いうのが現状。天気予報を確認し、台風のシーズンには農業利用と調整しながら水量を管

理している。また、黒田池ではポンプ設備を完備しているため、電気代も気にしながら、

役員の努力でカバーしているのが現実。 
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（農林水産省） 

・国の取組として、ため池の一斉点検を平成25年から２カ年かけて各自治体、管理者の協

力を得ながら実施している。また、例えば豪雨被害があるようなため池について、洪水調

節や土砂流入防止のための対策を講じる場合に農家負担を求めない制度を今年度から導入

しており、その中で洪水吐の改修等を実施できる。 

・事前放流の取組に対しては、水位計等の観測機器の設置や事前放流の取組のための研修会

等への支援などソフト対策を講じている。 

（武山委員） 

・黒田池周辺にはかなりのため池が密集しているように見受けられたが、ため池間の水融通

や放流に係る調整など行っていれば教えてほしい。 

（黒田池水利組合） 

・黒田池の上流には５～６箇所のため池がある。また、周辺に湧き水があるため、その水を

利用して一旦水を減らしても湧き水から貯留できるという恵まれた地形条件になっている。

ただ、ため池から放流する場合には湧き水からの貯留はしないよう、管理者同士でもキャ

ッチボールしながら管理を行っている。 

（武山委員） 

・淡路島の地形上、大規模な貯水施設を造るのが難しい中で、小規模な施設を分散して造る

ことにより、地域全体の水を賄っているということは非常に勉強になった。 

・大規模な水利施設は行政による直轄管理などの仕組みがあるが、小さなため池群によって

地域の水が運用されている実情も踏まえ、地元の手綱にだけ任せるのではなく、行政の支

援やため池群を大きな一つのダムの代替のように捉えて、維持管理を積極的に周辺からサ

ポートしていく仕組みも必要と感じた。 

（黒田池水利組合） 

・ため池の水管理以外で危機感を抱いているのが淡路全土でのイノブタ対策。捕獲用のかご

を設置するなどの努力もしており、今後はイノブタ対策にも貢献できるよう計画している

ところ。 注）イノブタがため池堤体を掘り返す問題が発生している 

（武山委員） 

・中山間地域ということで獣害対策の問題も含め、農作業以外の負担が大きい。中山間直接

支払いなどで補填されているが、このような問題がある以上、営農そのものに労力を振り

向けにくいという現状がある。こういった問題については、農家だけの負担にならない仕

組みを考える必要があると実感した。 

（農林水産省） 

・平成28年度予算概算要求では複数のため池を群として捉え、洪水調節や土砂流入防止と

いった防災機能の効果的な発揮や複数の管理者がいる場合には将来の管理体制の見直しも

併せて検討できるような制度を要求しているところ。 

（岡本委員） 

・五斗長営農では上流にため池があるということで、配水に係る電気代は要しないと思われ

るが、その場合10アール当たりの水利費や利用料はどのように算出しているか。 

12



（五斗長営農） 

・電気代などの費用はほとんどない。費用としては、ため池の管理や草刈り、小規模な施設

の補修に要する費用を受益面積で割るといった形で算出している。 

また、災害復旧では負担金を受益面積で割るといった形にしているが、地域内のほとんど

が五斗長営農で耕作しているため、負担金も五斗長営農で支払っている。 

（柴田委員） 

・農業・農村に対する評価は儲かるか儲からないか、生産性が高いかどうか。攻めの農業と

言われる中で、地域資源、農業資源の保全は重要。 

・ため池を中心に水の管理、地域、社会、農地、水源、代用林など、有機的に全体が結びつ

いており、それが皆様の努力で非常に機能的に維持されている中でこれらの活動の評価は、

見える化という格好で国民に価値を示していく必要がある。 

ただし、維持・保全していくためにも長期的な維持管理費が必要であったり、高齢化によ

り管理体制が難しいということもあるため、ある程度行政の支援も必要。 

・儲かる、儲からないといった評価の中で売り上げを上げていく努力も必要であるが、10

年後の五斗長営農としてのイメージを教えてほしい。 

（五斗長営農） 

・作付け面積は、現状でほぼ上限と思っている。近隣の農家が作業できなくなった場合に作

業を請け負うことも考えているが、五斗長営農は集落を守ることが目的であり、面積を増

やしていくということにはならない。 

・収益を上げるためのコストダウンはこれ以上厳しいため、売上を上げていくことになる。

このため、自社で外食産業やスーパーに流通させたいと考えている。そのためには貯蔵し

て年間通じて販売する必要があると思っている。 

（柴田委員） 

・タマネギは売り上げも非常に期待ができると思う。これらの実績を含めたストーリーの動

画など作って売り出すとことで、爆発的に売れる可能性があるのではないか。 

（五斗長営農） 

・タマネギは重量に対して単価が安いため、一番のネックは物流になる。現在、その辺も工

夫していく必要があると模索している。 

・ため池の管理で常々思うのは、例えば台風によってため池が決壊した場合、ため池管理者

の責任と言われること。誰かにその責任取らせたいという風潮があるが、大雨が降った責

任は雨であり、それによりため池が決壊したとしてもため池を悪者にしてほしくない。 

（小谷委員） 

・島というのは被害も多いが、自然が見えやすい。皆さんの取組みで感じたのは、防災とい

うより、自然現象とうまく付き合っているということ。 

・この島の農業システムの優良な事例は日本列島に置きかえることができると思う。 

・地域と企業が連携する地産企消があるが、島を応援することが企業の誇りになり、それこ

そＣＳＲを通じたタイアップにつなげてもらいたいと感じた。兵庫県のＰＲやキャンペー

ンも改めて価値があるということを感じた。 

（渡邉部会長） 

・黒田池水利組合、五斗長営農のような活動を継続し、支援するような農業農村整備事業、

土地改良事業とはどういうものか考えないといけないと改めて思った。 
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・これからの厳しい時代、どのように地域の知恵を仕立て直していくかという審議会におい

て地域政策として位置づけている点をしっかり考えていく必要がある。 

・五斗長営農では地域のマネジメントを目指し、まずは集落の範囲からとの発言があった。

今後、地域のマネジメントをどのようなスケールで考えていかれるかは大変興味深い。 

（５）閉会

― 以 上 ― 
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