
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・有限会社グリーンワーク 代表取締役 山本友義氏 

・やまぐち水土里ネット女性の会 運営委員 山中佐知子氏 

・南予用水土地改良区連合 事務局長 菊池賢造氏 

・香川県土地改良事業団体連合会 常務理事 山地孝士氏 

・広島県世羅町 町長 奥田正和氏 
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織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者） 

法人名 有限会社 グリーンワーク 

氏名（役職名） 山本
やまもと

 友義
ともよし

（代表取締役） 

所在地 島根県出雲市 

経営の概要 経営面積：直営 20ha（水稲、WCS、飼料用米） 
     作業受託 15ha（育苗、耕起、代掻き、田植え、刈取り等）

 
・山間農業地域に位置する飯栗東村地区において、組織オペレータの高

齢化や増加する委託希望者に対応すべく、既存の集落機能を生かし発

展させるため、平成 14 年に地区内の 2 営農組織が合併し法人を設立。

・「故郷を子供たちにも誇りあるものとして残したい」との理念のもと、

経済的に自立した組織として利益を追求する一方、地域に利益を還元

するという２つの目的を持つ。 

取組の特徴 

 

・営農活動のほか高齢者支援のための高齢者配食サービス、外出支援サ

ービスなど多岐にわたる事業を展開。 
・羊を利用した畦畔の草刈りを契機に羊毛製品の生産・販売を行う「メ

リーさんの会」との連携や、小学校へ羊を食農教育の素材として提供。

・農道・水路などの補修作業や小学生を巻き込んだ泥田での運動会、田

んぼの生き物調査など、農地・水・環境保全組織「窪田ふるさと会」

へ集落の一員として積極的に参加。 
・現在実施中の県営中山間地域整備事業「佐田地区（ほ場整備 11.1ha
（8 団地））」のうち 1.6ha（2 団地）を耕作。 

今後の展開 ・地域貢献型営農と多角経営を更に押し進めていく。 
・米余り時代が長期となる中、水稲から畑作 (大豆、麦等)に転換する。

・営農組織の連合体である組織(㈱未来サポートさだ)を強固にし、地域

営農基盤を固めていく。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・中山間地における水田での畑作が容易に行える農地整備の取り組み。

・リタイヤする農家が増加する中、法面の草刈り作業管理が１番のネッ

クになっている。早急にロボット化を実現し作業の軽減化に取り組む

必要がある。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者） 

組織名 やまぐち水土里ネット女性の会 

氏名（役職名） 山中
やまなか

 佐知子
さ ち こ

（運営委員） 

所在地 山口県岩国市周東町 

経営及び取組

の概要 
水稲 2.7ha 

 
・やまぐち水土里ネット女性の会は、農村での女性の地位向上や生活環

境整備の推進、伝統文化の継承など、豊かな農村づくりに寄与するこ

とを目的として平成 17 年に設立。精力的に各種研修会等を企画・実

施。 
・山中氏は、地産地消料理教室などを開催している JA 山口東女性部フ

レッシュミズ部会の会長として、地域の交流や活性化にも取り組む。

取組の特徴 

 

・営農が続けられないという農家からの相談が多く、高齢化、担い手不

足等地域の抱える問題を痛感する中、「女性でも主婦でもできること

があるのではないか」との思いから、自ら米づくりをスタートし、稲

作の継承問題に取り組む。 
・各種イベントを通じ、経験の少ない跡継ぎ世代の団結を目指す。 

今後の展開 ・地域づくりに不可欠な地域の仲間の連携を強めていきたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・米価低迷や TPP 合意などにより、中山間地域の農業はどうなってい

くのかという不安の中、農村で前向きに生きていけるよう、人と人と

を繋ぐ仕組みづくりや高額な農業機械の装備、作業しやすいほ場の整

備等に対する国のバックアップを期待。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 南予
な ん よ

用水
ようすい

土地改良区連合 

氏名（役職名） 菊池
き く ち

 賢造
けんぞう

（事務局長） 

所在地 愛媛県八幡浜市 

組織の概要 ・認可年月日 昭和 51 年 2 月 27 日愛媛県指令 50 耕第 1270 号の 3 
・組織構成  宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町の 9 土地改良区 
・主な業務  国営南予用水事業（S49~H11）で整備された農業水利

施設の維持・管理他 
・職員数   9 人（技術職 7 人） 
・主な施設  幹線水路 約 97 ㎞、支線水路 約 71 ㎞ 

調整池 2 ヶ所、ダム 1 ヶ所、揚水機場 21 ヶ所 
ファームポンド 37 ヶ所 
取水源 野村ダム（S48~S56）国土交通省 

取組の特徴 

 

・本地区は、愛媛県南西部に位置する 3 市 1 町にまたがる 7，200ha の

海岸部樹園地を対象とするものであり、その耕地のほとんどは急傾斜

の階段畑で、かんがい施設は皆無に近く、用水は天水に依存していた

ため毎年干ばつの脅威にさらされていた。 
・1967（昭和 42）年、南予地方を 80 年に 1 度といわれるほどの大干

ばつが起こり、それを契機にこの事業に向けての取り組みがなされ

た。この施設が完成したおかげで、地域の主産業である柑橘の安定生

産は飛躍的に伸び、共同事業の生活用水によって住民の生活水準が大

きく向上した。 
・しかし事業完了後、経年に伴い、貯水池及び揚水機においては電気設

備の劣化による誤作動、用水路においては継手部の劣化による漏水の

発生等性能低下が生じており、今後、更なる性能低下の進行により、

施設の維持管理に多大の費用と労力を要するとともに、農業用水の安

定供給に支障を来すことになる。このため、平成 26 年度より、国営

施設機能保全事業「南予用水地区」の採択を受け施設の長寿命化、施

設の維持管理の軽減及び耐震対策を行い、農業用水の安定供給を図

り、農業生産性の維持及び農業経営の安定を目的として事業を行って

いる。 
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農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・土地改良施設の整備によって農作業の効率化、省力化は確実に図られ

ています。当地の果樹生産においては品質の向上、安定生産が図られ

価格においても他産地をリードし、地域にとって最も重要な産業とな

っております。特に川上・真穴地区などのブランド産地においては後

継者も増えつつあり、強い農業が築かれようとしております。ただ、

地方ゆえ収穫期における労働者不足は深刻で、これが解決できるなら

若い後継農家では規模拡大（耕作放棄地対策）が図られるのではない

かと思います。 
・農業土木関連予算は、事業仕分けと称して大幅に減額されました。そ

の為、施設整備の進捗や、完成時期の遅れが懸念されており、期待通

りの事業効果が望めない状況も危惧しております。 
他産地との競争どころか TPP の締結によって諸外国と対等に競争

するためには、国土の狭い日本では効率化を求める必要がありますの

で、少なくとも当初予算を平成 21 年度ベース以上に戻し、目標の事

業効果を早く発揮させる必要があると思います。 
また国営南予用水付帯の県営水利施設において、老朽化に伴う不具

合が多数発生し維持管理に支障を来しているため、長寿命化計画に基

づく保全対策を県に進めて頂いております。今後ともミカン王国の地

位を守るため、地元としては、早期対応を図るために予算の安定確保

をお願いしたい。 
・当施設においては揚水機場が多くあり電気料金が農家の大きな負担と

なっております。農事用電力料金として若干安くして頂いております

が、もっと低料金になるような制度となるように関係省庁に働きかけ

て頂きたいと思います。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 香川県土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 山地
や ま じ

 孝士
た か し

（常務理事） 

所在地 香川県高松市 

組織の概要 香川県土地改良事業団体連合会は、土地改良法に基づき土地改良事

業を行う市町・土地改良区・土地改良区連合を会員とする協同で組織

する公益法人に準ずる団体であり、土地改良事業の適切かつ効率的な

運営を確保し、その共同の利益を増進することを目的としている。 

取組の特徴 

 

高松市の本部のほか 4 支所を設置し、県下土地改良事業にきめ細か

く対応できる体制を整えている。土地改良事業に関する調査研究、計

画、指導に関する主要業務の傍ら、環境に配慮した維持管理や、地域

に根ざしたイベント活動にも積極的に取り組んでいる。 
【活動事例】 
・「ｱｻｻﾞの里」久米池の環境活動：絶滅危惧種ｱｻｻﾞが確認された久米

池における維持活動。本活動を、学校教育、広報により広く発信。 
・水土里の路ウォーキング：今年で 11 回目となる。地域の農村地域

を住民と共に歩きながら、農業農村が持つ役割を伝える。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・地域の実情に即した農業農村整備事業の推進 
・多面的機能の維持･発揮のための日本型直接支払制度の推進 
・大災害に備えるための国土強靭化に向けた取り組みの推進 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（自治体） 

自治体名 広島県世羅
せ ら

郡世羅
せ ら

町 

氏名（役職名） 奥田
お く だ

 正和
まさかず

（町長） 

管内の概要 主な農産物の収穫量：水稲 9,490t、梨 1,380t、キャベツ 677t、 

ぶどう 170t 

広島県の中東部に位置する世羅町は、2004（平成 16）年 10 月に旧甲

山町、旧世羅町、旧世羅西町の３町が新設合併して誕生し、人口は現在

17,000 人ほどの町です。通称世羅台地と呼ばれ標高 350m～450m のなだ

らかな山地が連なり、もともと紀州高野山領の荘園「大田庄」として栄

え、南部にある尾道の港から紀州へ米を運び、また江戸時代には石見銀

山の街道となる宿場町として栄えてきました。 

取組の特徴 

 

 世羅町では、中世から続く稲作が主体の一般農地での農業と、昭和

30 年代後半から山林を切り開いて開畑した国営開発団地での農業に大

別されます。一般農地での稲作は、近年は集落法人化が進み、平成 27

年 9 月末現在で 37 法人が設立し、約 796ha を集積、水田カバー率 28.2%

となっています。世羅町では、基幹産業である農業の核となる経営力の

高い担い手を育成するため、担い手への経営基盤の集積を進め、経営規

模の拡大や生産技術の向上、販売戦略の構築とあわせた農産物のブラン

ド化等により、生産コストの低減や有利販売を進めることで、農業所得

の向上を図り持続可能な農業を実現するための取組みを展開していま

す。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

○水田農業の今後の方向性として、世羅町では大規模なほ場再整備事業

を約 200ha 検討している。集落法人を中心として、県推奨品目であるキ

ャベツを中心とした経営の転換を柱とし、新たな地域農業の振興を図

る。 

○昭和 30 代後半から始まった、農地開発事業も現代農業には適さない

状況となり、特に世羅町における赤梨を栽培する農園においては、ほ場

の傾斜も急で作業が困難となっている。これにより、ほ場の整備を約

10ha 計画している。 

○同じく、国営農地開発事業で造成した農地とともに、開発団地の農地

保全になくてはならない施設の適切な管理が必要となっている。 

 
 


