
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

（農業者） 

・ひらさわファーム 代表 平澤協一氏             P1 

・（有）斉藤農園 専務取締役 斉藤岳雄氏           P2 

（農業関連団体） 

・公益社団法人千葉県園芸協会 理事兼農地部長 山本泰三氏   P3 

・静岡県土地改良事業団体連合会 専務理事 小松淳氏      P4 

（地方行政） 

・山梨県北杜市 市長 白倉政司氏               P5 

（地域活性化） 

・農家民宿経営者 星野恵美子氏                P8 

・生坂村農業公社 理事長 岩間陽子氏             P9 
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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 ひらさわファーム 

氏名（役職名） 平澤
ひらさわ

 協一
きょういち

（代表） 

所在地 茨城県茨城町
いばらきまち

 

経営の概要 ・露地野菜 

  キャベツ  20ha 

  レタス   0.5ha 

  白菜     2ha 

  ジャガイモ 1.5ha 

・水稲     0.4ha 

取組の特徴 ・野菜は全て契約栽培をしており、JA を通して販売している。 

・堆肥投入、局所施肥、機会除草等、省力・省資材化を図っている。 

・米は自給用と直売用 

・契約栽培相手、直売先には自ら営業を行っている。 

今後の展開 加工向け野菜の需要増に対応して経営面積の拡大、機械化を図りたい。

また、営業活動を増し、取引先増大させたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・畑地の区画整理、灌漑施設の導入 

・水田の畑地化 
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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 有限会社 斉藤
さいとう

農園 

氏名（役職名） 斉藤
さいとう

 岳雄
た け お

（専務取締役） 

所在地 長野県安曇野市
あ ず み の し

 

経営の概要 

 

平成２７年度 

○主要作物 

水稲１３ｈａ、飼料米４ｈａ、小麦１５ｈａ、大豆１３ｈａ、 

夏そば２ｈａ、秋そば８ｈａ、生食トマト１０ａ、サツマイ２ｈａ 

○農作業受託 

○加工部門 

そば粉製粉、生そば製造・販売、干し芋 

○飲食業 

そば店 

取組の特徴 

 

現在、当地域では約１５０ｈａの圃場整備行っており、３分の１は終

了している。このほ場整備事業により、土地の流動化が進み、大規模担

い手に集まりつつある。 

事業実施前は、水田の水もちが悪く水管理が大変であり、転作田では

水路の損傷から漏水し部分的に湿害が起きていたが、ほ場整備及び水路

改修することにより水管理が容易なり、湿害がなくなったことで安定生

産が出来るようになった。 

また、1筆当たりの面積が大きくなったことから機械の使用効率が上

がり、作業時間が短縮したため、面積の拡大が図れた。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・スムーズに担い手に土地が集約するために、農地中間管理機構の活

動を強化してもらいたい。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 公益社団法人 千葉県園芸協会（農地中間管理機構） 

氏名（役職名） 山本
やまもと

 泰三
たいぞう

（理事兼農地部長） 

所在地 千葉県千葉市
ち ば し

 

活動の概要 

 

 担い手への農地集積・集約化や耕作放棄地の解消を加速するため 

農地所有者と農業経営者の間にたって農地の貸借等を行い、農地の 

集団化、経営規模の拡大、新規参入を図ることを目的に県の指導の下、

「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき集積事業を 

実施している。 

 県は毎年度の推進目標や基本的な方策等をもりこんだ「千葉県農地利

用集積取組計画」を策定し、これにより事業実施している。 

取組の特徴 

 

 この「千葉県農地利用集積取組計画」では１０年後の集積率を 

３０ポイント増として５１％とし、40,000ha の集積面積を目標として

いる。これには「人・農地プラン」・「集落営農の組織化・法人化 

の促進」・「農地整備事業」・「多面的機能支払制度」との連携が盛り込ま

れている。また、農地中間管理事業を実効あるものとするため 

農地利用の話し合いが進んでいる地域を重点推進地区に設定している。

現時点で県内では４８地区が設定され、そのうち経営体育成基盤整備事

業実施中又は計画中の地区が２３地区、事業完了地区が 

２０地区となっている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

 農地中間管理事業を推進するため、ほ場の条件整備をおこない借りや

すいほ場に整備する農地耕作条件改善事業については来年度概算要求

でかなりの拡充化がなされている。さらなる取り組みやすい事業とする

上で総事業費 2,000 千円以上の要件緩和を要望する。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 静岡県土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 小松
こ ま つ

 淳
あつし

（専務理事） 

所在地 静岡県静岡市
しずおかし

 

活動の概要 

 

生産性の高い農業の育成と活力ある農村社会を建設するため、農業農

村整備事業並びに土地改良施設の維持管理を積極的に推進し、国及び県

の施策推進に対応するとともに、下記の活動に取り組むこととしてい

る。 

・会員が行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助 

・土地改良事業に関する教育及び情報の提供 

・国又は県の行う土地改良事業に対する協力 

・その他の目的を達成するため必要な事業 

取組の特徴 

 

本会は、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保するため、土地

改良事業を行う土地改良区等の農業団体や市町を会員とする協同組織

として、昭和 33 年に土地改良法に基づき設立された公法人である。  

平成 27 年 4 月 1 日現在、35 市町、79 土地改良区、7農業協同組合の

会員で構成され、会員総数は 121 である。 

会長をはじめとした 13 名による理事会と 2名の監事会の下に事務局

を置き、総務課、企画・管理課、事業課、換地測量課、東部事業所、西

部事業所の職員 32 名（うち再任用職員 10 名）が具体的な活動に従事し

ている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・農地の利用集積や農業の 6次産業化等の構造政策の効果は、農業者に

近い位置で、きめ細やかな基盤整備事業の実施によって発現するのが大

半である。 

このため、地域特性を踏まえたきめ細やかな整備ができる農業基盤整

備促進事業及び農地耕作条件改善事業に予算拡大の配慮をお願いする。

 

・耕作放棄地の解消や農地利用集積の促進は、県・市町の農業土木技術

担当者が実施する基盤整備が契機となって加速度的に進んでいる。 

このため、農業農村整備事業予算の中に、ハード事業と一体的に行う

生産・経営対策事業の予算が割り当てられるよう予算編成をお願いす

る。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（地方行政） 

自治体名 山梨県北杜
ほ く と

市
し

 

氏名（役職名） 白倉
しらくら

 政司
ま さ し

（北杜市長） 

管内の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北杜市は、山梨県の北西部に位置し、面積 602.89km2 と東京 23 区とほ

ぼ同じ面積を有する。森林が 76％を占め、国立公園に指定され、全国

有数の美しい自然環境を有し、国蝶オオムラサキの生息数、ミネラルウ

ォーターの生産量、日照時間それぞれが日本一であるなど「山・紫・水・

明」の地である。 

高原性気候で、年間の寒暖差が大きい。降水量は 1,138mm と全国平均

（1,714mm.）に比べて少なくて晴天率が高く、比較的災害も少ない地域

といえる。また、ＪＲ中央本線や中央自動車道、国道 20 号線などが通

り、首都から電車や車で約２時間とアクセスが良く、市内にはＪＲの中

央線と小海線が交差する小淵沢駅や３つインターチェンジを有するな

ど交通の要衝となっている。 

農業については、市の人口約４万８千人のうち、農業就業者数が約７千

８百人、農地面積約６千６百 ha は山梨県内１位を誇り、うち田約３千

４百 ha については８割を超える面積が昭和時代にほ場整備を終えてい

る。この地域で収穫される「梨北米コシヒカリ」は日本穀物検定協会の

「米の食味ランキング」の最高ランク「特Ａ」を８回獲得。畑について

は、高原性気候を活かしたトマトやレタスといった高原野菜の生産、酪

農なども行われている（農業産出額は約 74 億円（平成 18 年生産農業所

得統計））。また、担い手の規模拡大や企業型農業生産法人参入に活用す

るため畑地帯のほ場整備事業を推進している。 

 しかしながら、農業就業者数はここ 10 年で約１千人強減少するほか、

耕作放棄地が約１千 ha、野生鳥獣・有害鳥獣の増大、森林の松くい虫

被害の増加といった課題に直面している。 

取組の特徴 

 

豊かな自然環境への意識の高まりやＴＰＰの議論への反動のためか、消

費者の食の安全・安心への関心が高まっていると感じている。 

長い日照時間や質の良い水、夏場の冷涼さなどを求めて、現在、16 の

企業型農業生産法人が進出。市内のほ場の再生・確保が図られるととも

に、約 400 名を超える雇用が確保されている。今なお問い合わせが絶え

ない状況。契機となったのは、平成４年度に開始した県営畑地帯総合整

備事業による荒廃農地の再編整備と市の農業振興公社による農地の賃

貸借を実施したことによる。 

企業は、独自に農業コンソーシアムを結成。農業の６次産業化や販路拡

大、地域の活性化に取組む。18 の集落営農組織や主に市外からの 147
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人の新規就農者等とも一体となって安全で安心な農産物を提供し続け

ることを誓い、「安全・安心 日本の台所 北杜市」を宣言した。 

現在、確実に活用されているほ場の多くは、昭和年代の後半に整備した

もの。優良農地や担い手の確保、技術の継承を通じて、この地域を次世

代につなげていくためにも、時勢を捉えた生産基盤の再整備や農業施設

の整備は欠かせない。 

また、市は全域が中山間地域となっており、農地の集約化に制約がある

とともに、経営安定のための設備投資（機械導入等）を個人で行うこと

には限界があることから、集落営農組織を育成し、大規模な組織では

100ha を超える農地を集積し、農作業委託を受け、自らもハウス栽培や

６次産業化に取組んでいるが厳しい状況。 

戦後 70 年、農民たちは食糧増産、減反政策、生産調整に対応してきた。

そしてこのたびのＴＰＰ合意に伴う急激な政策転換に対応していくこ

ととなる。人口減少や高齢化が進行し、地方創生は重要な課題。水と土

と人を守り育むための施策を展開していく。 

 

 

表１：市内の企業型農業生産法人一覧 

 

 

 

NO. 企 業 名 関 連 会 社 栽 培 作 目

1 ミサワワイナリー 中央葡萄酒㈱ ワイナリー＋醸造用葡萄

2 レ・パ・デュ・シャ 星野リゾート
醸造ワイン用葡萄
ワイナリー

3 ㈱ハーベジファーム フードワークス 大和芋

4 ㈱ＴＶファーム ㈱クリスタルシステム 醸造ワイン用葡萄

5 ㈱ＮＳＤ八ヶ岳ファーム ㈱ＮＳＤ 施設野菜＋露地野菜

6 ㈱村上農園 ㈱村上農園 スプラウト（豆苗）

7 イオンアグリ創造㈱北杜農場 イオンアグリ 露地野菜

8 ㈱シティーファーム 本町運送 醸造ワイン用葡萄

9 明野九州屋ファーム 九州屋 中玉トマト養液栽培

10
株式会社志太北杜ワイナリー

シダックス 醸造ワイン用葡萄

11 ㈱ドームファーム北杜 ㈱グランパ リーフレタス

12 ㈲アグリマインド ㈱田丸 中玉トマト養液栽培

13
㈱ハイチック
㈲八ヶ岳清里農場

㈱ハイチック 養鶏

14 アグリビジョン㈱
㈱サラダボール
三井物産

ミディトマト養液栽培

15 ㈱オリエンタルランド ㈱オリエンタルランド 施設野菜

16 ㈱ベジ・ワン北杜 ㈱サイサン・ガス パプリカ養液栽培
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表２：市内の集落営農組織一覧 

 

 

農業農村整備

に 対 す る 意

見・要望等 

・土地改良予算の回復（水利施設等老朽化対策の地域要望が増大） 

・日本型直接支払の拡充等、農業・農村安定対策（ＴＰＰ関連） 

 

 

  

ＮＯ． 法人名
1 農事組合法人　明野ひまわり倶楽部
2 農事組合法人　アグリチームながい
3 農事組合法人　エナジー津金
4 農事組合法人　穴平ファーム
5 農事組合法人　営農たかね
6 農事組合法人　清栄
7 農事組合法人　サングリーン
8 農事組合法人　玉浅
9 農事組合法人　長坂ファーム組合
10 農事組合法人　富野里
11 下条フロンティア
12 農事組合法人　三分一そば組合
13 農事組合法人　八ヶ岳クラブ
14 農事組合法人　いずみそば組合
15 小淵沢紫黒米生産組合
16 農事組合法人　白州鳥原平組合
17 農事組合法人　かいこま
18 農事組合法人　武川ファーム組合
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（地域活性化） 

会社名 旅館 みやま 

氏名（役職名） 星野
ほ し の

 恵美子
え み こ

 

所在地 群馬県片品村
かたしなむら

 

企業の概要 

 

 農業を中心に生計を立てていたが、１９７２年、両親が農家民宿を始

めた。当初客室８、収容人数３０名であったが、１９８７年に私が跡を

継ぐと同時に、客室数を１６に増やし、温泉を引いた。 

 家族を主として経営しているが、多い時で８名ほどのアルバイトやパ

ートがいる日もある。 

 春・秋は野山の散策や農業体験、夏はスポーツ合宿、冬はスキー関

係で利用するお客様が多く、県内や村内の利用者の割合も高いというこ

とが、当館の特徴でもある。 

取組の特徴 

 

 宿を始めた当初から「自家栽培、地場産の農産物を中心に、手づくり

の食事をお出しする。」を心がけている。 

 両親が農業を行い、農業体験も受け入れている。近年では、農業・自

然体験で利用する学校や幼稚園が多くなっている。スポーツ合宿での利

用者にも農業・自然体験を勧め、ほぼ１００％の団体が実施している。

 群馬県農業地域興しマイスターを務め、グリーン・ツーリズム関係を

担当している。国の農業構造改善事業の補助を受けた「花の駅・片品」

の設立に地元住民の事務局として関わってきた。（花の駅・片品の雇用

者約３５名、年間利用者数約１７万人） 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

中山間地域では、基盤整備を行う上で、まとまった広い土地は少な

い。採択要件を満たすための担い手がいない。農家は高齢化し、年金

生活者であり負担金は払えない。山坂が多いので、平地に比べ事業費

が数倍かかる。                       

中山間地域にとって基盤整備は産業政策だけでなく、地域政策であ

り、国土保全政策となることから、山村が生き残れるかどうかを左右

するほどの大切な事業である。中山間地域の現状に合った、思いきっ

た基盤整備制度の創設が今こそ必要である。補助率の高い制度、面積

と担い手について補助制度要件の規制の緩和、市町村役場へ推進体制

づくりのための支援などが、その対策として考えられる。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（地域活性化） 

組織名 公益社団法人 生坂村
いくさかむら

農業公社 

氏名（役職名） 岩間
い わ ま

 陽子
よ う こ

（理事長） 

所在地 長野県生坂村
いくさかむら

 

組織の概要 

 

平成７年設立。（村・ＪＡ・特産品開発組合） 

① 農業部 

農地賃借事業、農地の中間管理事業、農作業受託事業、 

新規就農研修事業、都市住民との交流事業、農村公園管理 

② 特産品開発部 

特産品開発事業、特産品製造・販売事業、原材料生産振興事業、 

農産物直売所・食堂運営事業 

取組の特徴 

 

人口減少や担い手の高齢化等により、本村の農業を取り巻く環境はきび

しい状況ですが、中山間地域直接支払事業、多面的機能支払事業等導入

し、集落単位の活動により、農地の保全と集落の活性化を図っている。

また、農業公社では担い手のいない農地の中間管理を行い、農地の有効

活用と担い手への利用集積を図っている。平成 10 年からは新規就農者

を受け入れ研修を行っており、現在 14 家族 52 名が就農している。また、

転作水田や遊休農地への大豆、小麦の作付けを奨励して全量買い取り、

豆腐や味噌、うどん、おやき等に加工して販売している。特産品開発部

のメンバーは、子育て中の３０代から７０代まで幅広い年齢層の３０名

ほどで構成、地域の原材料を生かした加工品の開発に取り組んでおり、

村内では数少ない雇用の場になっている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

地域全体としての農地の維持を図るために、今年度より中山間地域総合

整備事業を導入し、農業生産基盤の整備等に取り組んでいますが、本事

業の計画に合わせて新規就農者の育成を行っており、事業が円滑に進む

よう、予算確保をお願いしたい。また、担い手の高齢化が進み農業機械

による事故が多発しており、高齢者への機械作業支援は重要と思われる

ので、効率良く機械作業をするためには基盤整備を進める必要がある。

中山間地域では、集落ごとに営農条件、年齢層等、取り巻く環境が著し

く違うので、地域の実情を踏まえた対策と支援が必要である。また、専

業農家のみでなく、兼業農家や高齢者農業、新規就農者等多様な農業支

援により、農業者全体の生産意欲が高まり、農村集落全体が活性化でき

ることが望ましい。 

 


