
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・農事組合法人上江ファーム 代表理事 堀川清治氏 

・株式会社たちばな 代表取締役 田中茂夫氏 

・富山県砺波市 市長 夏野修氏 

・生活協同組合コープいしかわ 常任理事 染川孝子氏 

・越前市エコビレッジ交流センター 指導員 野村みゆき氏 
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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） 

法人名 農事組合法人 上江
う あ え

ファーム 

氏名（役職名） 堀川
ほりかわ

 清治
せ い じ

 （代表理事） 

所在地 福井県坂井市 

経営の概要 経営面積  24.7ha(水稲 15ha、麦 8 ha、そば 0.9ha、豆 3 ha、葉野菜 1ha 等)

従業員数： 8 人,ﾊﾟｰﾄ 4 人 

 

※６次産業化(直売所：豆乳、豆腐、生厚揚げ、水ようかん等) 

菓子販売業者とのコラボ、籾殻を使った固形燃料販売等、生産から販売

まで一環経営を展開。 

取組の特徴 

 

1.生産から販売の一環体系の確立。 

2.籾殻からの固形燃料の作成販売 

3.パイプライン化に伴った酒米「九頭竜」作付と酒造会社との連携。 

4.農業高校生インターシップ、保育園児対象キャベツ栽培等の食育活

動。 

今後の展開 1.６次産業化による食の産業の確立。 

2.販路拡大(福井県外への進出)。 

3.新技術、新品種の作付けから新たな営農体系の確立。 

 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・私達の地域では、パイプライン化がほぼ完成され、給水に関しては

農業者方皆が今年のように暑い日が続く中でも、十分に水の給水が

出来水管理がしやすくなった。しかし、一方で、排水路に関しては、

暗渠排水の整備等は進んでいるが、各本線・支線排水路は整備後 40

～50 年が経過しており老朽化が進行している為、今年のように豪雨

が多く発生するなど地球全体が異常気象化して来ている中で、水田

園芸を取り入れる場合でも、作物によっては排水が生育の中で一番

重要となってくるため、排水改良等の整備を要望します。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者、農業関連団体） 

法人名 株式会社 たちばな 

氏名（役職名） 田中
た な か

 茂夫
し げ お

（代表取締役） 

(川西土地改良区理事長) 

所在地 新潟県十日町市仁田 

経営の概要 田 21.0ha         作業委託 12.0ha 
畑  1.8ha（かぼちゃ） 
ハウス 3 棟（トマト） 
※農地は、昭和 47～53 年にかけて県営ほ場整備事業で整備され、現

在は、経営体育成基盤整備事業でパイプライン化を進めており、魚

沼米生産地としての競争力向上に努めている。 

取組の特徴 

 

稲作一辺倒だけでなく、かぼちゃやトマトなど集落の方たちの雇用確

保及び経営の安定に役立つことを模索している。 

今後の展開 機構集積協力金の地域集積協力金を利用し、農地耕作条件改善事業な

どで田を作業しやすいように改善していきたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

①地域創生を具現化するため豪雪地帯の取り組みに対し、助成額（率）

の増額や０国債等 15 か月予算の確保など、施工期間が短いことも踏

まえ、さらなる支援をお願したい。（住民は耐雪住居や光熱費など負

担が多い） 
②事業の長期化により中心経営体農地集積促進事業を満額頂けない状

況が発生している。施工年数の短縮とともに日本政策金融公庫の借

り換えができるようにお願いしたい。 
③多面的機能支払交付金事業は、水路など地域資源の保全管理に役立

っており非常に助かっているが、豪雪地帯のため交付金の割り当て

が遅いと速やかな活動ができない。また、活動内容が限定されてい

るため、活動組織が希望するきめ細やかな活動ができない場合があ

るので、地域の実情に応じた柔軟な運用ができるよう制度の検討を

願いたい。 
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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 富山県砺波市
と な み し

 

氏名（役職名） 夏
なつ

野
の

 修
おさむ

（市長） 

管内の概要 
(平成26年度) 

・市の面積 12,696ha 

農業振興地域 8,446ha（農用地区域 4,562ha、非農用地区域 3,884ha）

農業振興除外地域 4,250ha 

・人口 49,388 人（男 23,955 人、女 25,443 人） 

・世帯数 16,187 世帯 ・農家数 2,037 世帯 

・認定農業者 137 人  ・農業生産法人 54 法人 

・主な作物別面積 水稲 3,128ha、大豆 747ha、大麦 470ha、飼料作物 86ha、

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ球根 30ha、たまねぎ 43ha、その他（野菜等）352ha 

・農地流動化率 55％ ・担い手へのｼｪｱ率 70％ 

取組の特徴 

 

◯担い手への農地集積等により農業構造の改革と生産ｺｽﾄの削減を推進

するため、県では農地集積目標を全農地の 90％としている。そのため、

食料の安定供給はもとより、国土や自然環境の保全、災害防止、水資源

の涵養などの多面的機能のほか、農村地域における集落機能の維持など

国民の生命や暮らしを支える公益性の高い事業を展開している。 

【当市での取り組み状況】 

・農地中間管理事業の推進  ・経営の複合化と６次産業化の推進 

・中山間地域農業の活性化  ・農業農村整備事業の推進 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

◎TPP の大筋合意を受け、「攻めの農業」の転換に伴う、農業の競争力の

強化策を講じること。・・・「農地中間管理事業の推進」 

◎国土強靱化の実現に向け、農業農村整備事業の促進及び当初予算の確

保を図ること。・・・「国営総合農地防災事業、農村地域防災減災事業（国

営附帯）、水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）、農地整備事業（経

営体育成型）、中山間地域総合整備事業の促進と予算の確保」、「農地耕作

条件整備事業予算の確保」 

◎中山間地域の農業農地を守り地域活性化のため、中山間地域対策の強

化を図ること。・・・「多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交

付金予算の確保」 

◎公共性・公益性の高い農業農村整備事業については、農業情勢や社会

情勢の変化に伴い、国の補助率を嵩上げし農家負担の軽減を図ること。
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（消費者団体） 

組織名 生活協同組合コープいしかわ 

氏名（役職名） 染川
そめかわ

 孝子
た か こ

（常任理事） 

所在地 石川県白山市行町西１ 

組織の概要 

 

理事長：長谷川隆史・専務理事：大谷学  設立年月日：2000 年 3 月 21 日 

出資金額：53 億 7751 万円（2015 年 3 月末） 

供給高：139 億 7852 万円（2014 年度実績） 

取組の特徴 

 

コープいしかわは県内３つの地域生協が合併し、事業と運動を通して心

豊かな地域づくりに努めています。宅配、店舗、福祉、共済などの各事

業を通して組合員や地域へのお役立ちを目指すと共に、食の安全・安心

を守る取り組み活動なども推進しています。引き続き、組合員の願いを

活動の礎に、理念や 2020 年ビジョンの実現に向け、協同の運動を進め

て参ります。 
【理念】わたしたちは、ひとと自然を大切にし、人間らしい豊かなくら

しと、持続可能な社会を、協同して創ります。 
【2020 年ビジョン】人と人、地域のつながりを育む CO・OP 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

消費者としては、食糧自給率を上げてほしいとの思いがあります。 
生産性向上のための改良に期待します。 
生協としては、地元の農家との関わりを大事にしたい、また長年つきあ

いのある他県の産直生産者にも頑張って頂きたいとの思いがあります。

生協組合員は、購買や普段からの交流などで生産者を応援したいと思っ

ていますが、農地の整備等に関しては、各地域が抱える問題はそれぞれ

かと思いますので、その地域にあった対応を柔軟に考えていただきたい

と思います。 
担い手の不足などの話は、生協が付き合いのある生産者からも聞きます

が、若手が集まってがんばっているところもあります。 
生産者の声を聴き取ることもよろしくお願い致します。 
そのうえで、今まで想定していなかった災害（特に水害）がどこにでも

起こりうる状況だということを念頭に、環境配慮をしつつも減災を考慮

した圃場や施設の整備管理をしていただきたいです。 

  



 
 

5 
 

 
組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（環境・地域づくり） 

組織名 越前市
えちぜんし

エコビレッジ交流センター 

氏名（役職名） 野村
の む ら

 みゆき（指導員） 

所在地 福井県越前市 

組織の概要 

 

平成 13 年 4 月 22 日、市の環境学習の拠点施設として開所。コンセ

プトは、坂口地区の豊かな自然環境を教材と捉え、良好な環境の保全及

び創造に資する担い手の育成と環境にやさしい地域づくりを進める。 
環境学習の拠点施設として将来を担う人づくり。 
「にほんの里 100 選」にも選ばれた、里地里山の豊かな自然環境を

活かした環境学習や体験学習の企画運営（里山スクール・里やまカフ

ェ・坂口エコミュージアムウォーク）や団体受入もしている。 

取組の特徴 

 

地元の学校と自治振興会 環境部会との協働事業、「コウノトリが舞

い降りる田んぼづくり」に平成 17 年から取組み、無農薬無化学肥料に

よるもち米づくりをしている。小学校の全校生徒で手で植えて稲刈りを

し、稲架掛けの天日干しで収穫している。田んぼは稲を育てるだけでな

くたくさんの生きものを育む場所として生き物観察会も実施している。

収穫したもち米で、餅つき体験（1 月）、藁でしめ飾りづくり（12 月）、

かき餅づくり（2 月）と一連の田んぼ体験が毎年恒例となっている。 
特にしめ飾りづくりは、12 月保護者会の時に、武生二中坂口分校の中

学生や保護者も加わり、教職員も交え、にぎやかな体験となっている。

泥だらけになって田んぼづくりを体験しているので、餅つき交流会は楽

しみにしているイベントの一つ。 
地元の「里山工房さかのくち」は、このもち米を使って、赤飯や山菜

おこわなどイベントなどで販売している。 
「コウノトリが舞い降りる田んぼづくり」に共感した若者たちが、地

区外から田んぼづくりに通ってくるようにもなった。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・オタマジャクシがまだカエルにならないからと、中干し延期をお願

いしているが、初めから退避溝があればそこが逃げ場となるので、中干

し延期は必要なくなる。特に、粘土質の田んぼは早く水を落として乾か

したいという気持ちが強い。田んぼの整備と同じように退避溝を勧めて

欲しい。 
・昔は、田んぼと川（用水路）はつながっていて、たくさんの生きも
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のが田んぼと川を往復し、生物多様性が満たされていた。現在、水田魚

道とかの開発も進んでいるが、まだまだ一部であり、田んぼと川は別物

状態だ。以前のように田んぼでフナやドジョウ、ナマズなどが産卵し、

川で大きくなって戻ってくる、というような場所が増えると良い。そう

いった生きものたちが、退避溝や魚道を必要としている。 
・韓国に行ったとき、耕作放棄地が無いことに驚いた。尋ねてみると

先祖代々の土地を粗末にすることなど考えられないとのこと。現在、周

りでは、先祖からの田んぼや山が重荷になっている人がほとんどで、荒

れる一方だ。田んぼや山が重荷になるのではなく、「宝」となるような

方向になるように進めて欲しい。私は、コウノトリをシンボルとして地

域づくりを進めている。人も生きものも活力があり、農業に楽しみを持

って取り組んでくれる人が増えて欲しいと思い、子どもたちと農業体験

を続けている。 

 
 


