
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・農事組合法人酒人ふぁ～む 相談役 福西義幸氏 

・農事組合法人河原林 副代表理事 加藤邦広氏  

・京都府土地改良事業団体連合会 常務理事 久田吉冶氏 

・京都府京丹後市 市長 中山泰氏 

・滋賀県生活協同組合連合会 会長 大塚光子氏 
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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 
さこうど

酒人ふぁ～む 

氏名（役職名） 福西
ふくにし

 義幸
よしゆき

（相談役） 

所在地 滋賀県 甲賀市 

経営の概要 ☆穀類を中心に各営農グループによる少量多品目栽培 
 

 経営面積：43.5ha（水稲 22ha、小麦 20ha、大豆 19ha 

           野菜(露地・ハウス)果樹・花卉 1.5ha） 

 

 組合員数： 56 名（理事 7 名、監事 2 名、65 歳定年制） 

   営農グループ：オペレーターグループ(登録制 55 歳以下男女 30 名) 

         ：なごやか営農グループ(65 歳未満男女 10 名) 

         ：すこやか  〃   (シニア世代 80 歳以下男女 35 名)

         ：やすらぎ  〃   (大関横綱クラス 5 名) 

取組の特徴 ☆みんな一緒に 村が元気に 
“人の輪と集落の和”を基本理念に、集落一丸となった営農を実施。そこには

世代を超えた人のつながり、助け合いの心が息づいています。 

“身丈を超す相手と戦うときは必ず徒党を組め”という先人の教えに従い、勝

たずとも負けない戦略、強い農業でなく生き残る農業が強い、そんな忍者魂を

経営方針に事業展開中。 

 

○一集落一農場 

 当地域は、昭和の終りにはほぼ全戸が二種兼農家。個々の家で農業を営むこ

とは困難でも、皆が力を合わせることで大規模農業を可能に。農機や施設は法

人所有、農家非農家男女を問わず若者から高齢者まで、それぞれが適材適所で

働くことで、経営を持続させながら農村集落を維持。 

 

○作業曜日の集約化 

 会社員や土地持ち非農家でも農作業に参加できるよう、主な作業を土日祝日

に集約。 

今日の都市近郊農業の実態に即した営農体制を実現。 

 

○県営経営体育成基盤整備事業「柏木地区」（平成 9 年度～平成 19 年度） 

 集落営農組織が経営体として事業持続が可となりうる経営基盤の整備をと、
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大規模圃場整備を実施。結果、大型農業機械の導入が可能となり、作業効率が

一気に向上。 

 併せて、字界調整と目的換地により、本当の意味で一集落一農場化を達成。

今後の展開 ☆経営リスクと労力の平準化を図るⅡブロックローテーション方式に

よる穀類生産を堅持しつつ、徹底したマーケティングによるマーケット

インの生産対応。 
 

 

○和の神髄、お米をお米の姿でお客様へ 

 ＴＰＰと真っ向勝負、和食の良さ、ご飯の良さ、お米の良さで消費者の主食

ニーズを再び米へ。 

 

○ストーリーを感じる食材の生産 

 田舎の歴史と文化、生産者の心を物語に変え、「田舎の一品」「田舎の旬」一

味違うご当地産と田舎シリーズの食材を。ジィジー、バァーバーが生産から直

売まで。 

 6 次化と直売施設整備を検討中。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

（意 見） 
 国民の命を支える食料の確保は、国の 重要課題かつ 優先課題であるは

ず。農林行政と農業者など農業サイドだけでなく、国の各機関が連携し一丸と

なって食料安全保障、すなわち自給力の強化と安全・安心を担保していくべし。

 

（要 望） 
○農地の区画整備と土壌改良ならびに集積について 

 画一的な基盤整備から、地域の考えや担い手の思いに適応した、経営目標と

する生産物にマッチした、必要とする面積および土質に改良していく、一歩先

行く土地改良事業を望む。 

 中山間地域には土質条件から畑作（麦・大豆）に不向きな農地が多い。この

ような地域で転作を進めるためには、中間管理機構等を通じて集めた農地を、

水稲作用、麦・大豆等の畑作用等に用途指定することが必要。また、畑作に用

途指定された農地には水稲並の収入を補償する仕組みが必要。なお、区域指定

にあたっての農地調整は、少なくとも市・町域、できれば県域で行うほうが、

適地適作の観点から効率的である。 

 中間管理機構が設立されたことで、農業者は、農用地利用改善団体の役割が

全て中間管理機構に移管されたかのように認識してしまっている。農用地利用

改善団体は、集落の農業の方向について地域の合意形成を図るなどの重要な役

割を担っており、中間管理機構ができた後も集落のニーズを機構に伝えるとい

う意味でその重要性は変わっていない。これに加え、酒人地域では農用地利用
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改善団体が地域集積協力金の受入れ母体となっているなど、その役割は明らか

であるにもかかわらず、農業者にその意識が薄れてしまっている。 

 

○鳥獣害対策をセットした基盤整備事業を 

 今日、農作物災害の 大被害は獣害と考えられるので、今後、基盤整備等の

土地改良事業を行う際には、防護フェンスの設置もセットで計画に組み込むな

ど、縦割り行政の枠を越えた対応を望む。 

 （例）一級河川に隣接した農地では、圃場の中に防護フェンスを設置しなく

てはならず 

 

○農道および用排水施設の保全管理施策の充実と、老朽化した基幹水利施設の

整備、さらに水環境保全に対する支援を 

  ・担い手への地域協力体制支援策の充実強化 

  ・ゆりかご水田、いきもの田んぼ等、生物多様性や水環境を考えた取組み

支援 
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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 河原林
かわらばやし

 

氏名（役職名） 加藤
か と う

 邦
くに

広
ひろ

（副代表理事） 

所在地 京都府亀岡市 

経営の概要 ・町内水田面積：140ha(水稲、ビール麦（ビール会社と契約栽培）、小豆、

京野菜等) 

・７地区の農家組合が、生産調整が始まった当初から集団転作に取り組み、

約４０ha で麦・大豆のブロックローテーションを実施。 

・国営農地再編整備事業「亀岡地区」（H12～H23）を契機に農地集積に取り

組み、平成２５年１月に集落内２００戸全戸の参加を得て、「農事組合法人

河原林」を設立。 

・大区画ほ場の完成と共に大型機械を導入し、ビール麦と大豆から新たに小

豆栽培に切り替え取り組みを進めている。 

・地区の条件に適した土地利用型作物の作付け推進と、農業機械や農業用施

設の効率利用を進めている。 

取組の特徴 

 

・小豆栽培は、主要な機械が共通である大豆栽培からの切り替えが可能とな

り、米価が低迷する中において、京都府のブランド産品であり、実需者から

も安定供給を求められ高収益であることから、法人経営において収益の改善

につながる重要な位置づけとなっている。 

・生産調整当初は耕地が未整備であることや冠水被害により生産が不安定で

あったが、今では亀岡市の小豆栽培面積６０ha に対して、栽培面積３１ha

（H27：３７ha）と過半を有し、なくてはならない産地。 

・従来はほとんどが手作業であったが、平成 20 年からの３か年で産学官連

携経営革新技術普及強化事業により汎用コンバイン、乾燥機等を導入し、播

種から調整作業までの本格的な機械化一貫体系を定着させた。 

・小豆の機械化栽培については、京都府内でも先進的に取り組み、周辺集落

に先駆けたモデルとしての役割を担っている。 

・法人事務所と隣接する和菓子製造販売店に働きかけ、地元で生産される小

豆を素材にした和菓子の製造販売に結び付けており、これを契機に当該和菓

子製造販売店は「地産地製の和菓子づくり」を目指し、京都府内有数の小豆

生産地である本地域の小豆の利用拡大に貢献している。 

・京都市内には高級老舗和菓子店が多く、高品質小豆の引き合いが強いこと

から、JA を通じた出荷販売を行うことで、地産地消の更なる取り組みを進め

ている。 
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今後の展開 ・機械化一貫体系によるビール麦や小豆栽培の取組みは、他の集落営農組織

が抱える耕作放棄地の防止や担い手不足の解消など課題の解消に繋がる模

範的な取組みとして進める。 

・地域の人的資源を生かし、生産物の加工を手がけると共に６次産業化を視

野に入れ、女性のアイデアとセンスを積極的に活用した取り組みを進める。

・京都市という大都市に近い立地条件を生かして、生産現場から都市住民に

情報発信する取り組みを進め、地域の加工施設などを巻き込みながら、体験

農園や観光農園などを開設することとしている。 

・特にこの取り組みについては、自治会が後押ししており、自治会が地域住

民の意見を集約している段階で、都市住民との積極的な「農村都市交流」を

進める。 

・農地集積をより進め大規模ほ場をより効率的に活用する。 

・農地の利用調整を進めてビール麦・小豆等の出荷量の確保、安定生産、高

品質生産に努め、有利販売を進めることで経営の安定を目指します。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・将来、土地改良区組合員の減少により、水路・道路等通常の機能管理が困

難になると想定されることから、そのことに対する更なる支援を要望。 

・担い手不足、高齢化は当然であり解消することは容易でないことも考慮し、

地域の農業後継者・新規就農者等が地域内で居住し時代に合った一般的生活

ができ、地域住民とのコミニュケーションを図りつつ農業経営を営むことこ

が可能な施策（特区、関係法令の緩和）を要望。             

・事業関係者（農家、土地改良区）等の土地利用に沿ったきめ細かな整備が

必要。 
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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 京都府土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 久田
ひ さ だ

 吉
よし

治
はる

（常務理事） 

所在地 京都府京都市 

組織の概要  本会は、昭和３３年に設立、土地改良事業を行う市町村、土地改良区

等を会員として、土地改良事業の適切かつ効率的な運営の確保、共同の

利益の増進を目的とし、府内に１３の支部を設け活動している。 
・会員数 １０３（市町村１０３、土地改良区７４、ＪＡ３） 
・主な事業 
（１） 会員の行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助 
（２） 土地改良事業に関する教育及び情報の提供、調査及び研究 
（３） 本会の目的を達成するための必要な事業 

取組の特徴 

 

・水土総合強化推進事業により、土地改良施設の長寿命化への取組とし

て診断、管理指導及び換地処分の促進対策を実施 
・日本型直接支払制度を推進するための協議会事務局を担当 
・補助制度に該当しない土地改良施設の小規模な改良・整備などを対象

に「会員支援事業」を実施 
・会員のニーズを把握し、様々な課題に対する指導支援のため「水土里

相談」を実施 
・土地改良区常備図書並びに土地改良施設の管理システムを開発し会員

に提供 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・農業農村整備事業予算の確保 
  平成２７年度の京都府への国庫割当額は要望の６０％程度に停ま

っており、事業期間の長期化や新規採択の遅延が懸念される。計画的、

安定的な事業実施のため、農業農村整備事業予算の確保が必要。 
・農村地域の防災減災対策の推進 

災害の多発に対し、防災減災対策の推進が重要であり、現行の計画

策定等の定額補助を継続し推進を図る必要がある。 
・農業水利施設等の適切な保全管理の推進 

施設の更新・整備に対するきめ細かな支援 
計画的な施設の更新・整備への支援の充実 

・日本型直接支払制度の推進に必要な予算の確保 
・都市農業を支える土地改良施設の整備・保全への支援の充実 
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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 京都府京丹後市 

氏名（役職名） 中山
なかやま

 泰
やすし

（市長） 

管内の概要 ○京都府 北端の丹後半島、京都市から直線距離で約９０ｋｍに位置。

○平成１６年４月に６町が合併。 

・市の全面積     501.46km2 

・市の全人口     57,783 人（平成 27 年 9 月末） 

・経営耕地面積    3,293ha（2010 農林業センサス） 

・農業経営体     2,452 経営体（2010 年農業センサス） 

・認定農業者数     169 経営体（H26 年度末）内法人数 30 経営体

・農業の種類    水稲、梨・桃・ぶどう等の果樹栽培、みず菜・九

条ねぎ等のハウス栽培、加工原料野菜等の国営開

発農地での畑作。 

・販売額 1億円以上の農産物 

9 種（米、みず菜、トマト、メロン、採種、加工

原料野菜、花き、梨、ぶどう） 

・市内で生産されている京のブランド産品（農産物） 

23 品目中 12 品目 

京みず菜、九条ねぎ、加茂なす、紫ずきん（黒大豆

の枝豆）、京夏ずきん、堀川ごぼう、聖護院だいこ

ん、えびいも、京たんご梨、伏見とうがらし、黒大

豆、酒造好適米「祝」 

・国営農地開発事業（本州 大級の畑地造成）昭和 58 年度から約 20 年

間。 

52 団地 512ha の農地に加工原料野菜や果樹、お茶、甘藷、玉ねぎなど

が作付けされ大規模畑作農業を展開。 

取組の特徴 

 

○農地中間管理機構との連携強化による農地の集積・集約化 

丹後国営開発農地の土地利用について、農地中間管理機構との連携

により利用権設定し経営体への農地集約を図る。 

ほ場整備実施地区についても順次農地集積を行う計画としている。

Ｈ26 年度：集積面積 79.4ha（国営農地のみ）中間管理機構利用

Ｈ27 年度：集積目標 約 260ha（国営＋水田） 

○丹後産コシヒカリ、酒造好適米「祝」・掛け米「京のかがやき」の生

産 

「生物多様性を育む農業推進計画」を策定し、減農薬・減化学肥料
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による特別栽培米に取り組む。（H25 年度：471ha/約 2,500ha） 

酒造好適米「祝」・掛け米「京のかがやき」の生産にも取り組む。 

「丹後産コシヒカリ」全国食味ランキングで「特Ａ」評価を直近５

年で４回獲得（H23 年産・H24 年産・25 年産・H26 年産）通算で 12 回

獲得。 

○丹後農業実践型学舎事業の取組（新規就農者確保） 

平成 25 年度に「丹後農業実践型学舎」を京都府と京丹後市で開校。

丹後農業実践型学舎研修生滞在施設(10室)を平成26年3月に建設。

○液肥の活用 

市所有のバイオガス発電施設で、発電後に生じるメタン発酵消化液

を液肥として全量農業利用。 

この液肥は平成２４年に京都府のエコファーマー資材に認定。 

液肥利用農産物を「環のちから」と名付け、ブランド化に取り組む。

（H26 年度：152ｈa の水田、畑に 5,263ｔ利用） 

○国営開発農地での宇治茶産地を目指すお茶生産の取組 

平成 16 年度から丹後国営開発農地での茶の植栽を開始。 

平成 22 年には荒茶加工を行う製茶工場を整備し、本格的に生産、

出荷できる体制を整える。 

（現在：植栽面積 47ha） 

 

◎土地改良長期計画に沿った農業基盤の整備等 
○ほ場の大区画化、汎用化、農地集積の推進 

農村振興総合整備事業（団体営） 
（河辺西部地区 H16 年度～H22 年度）ほ場整備：地区面積 42.7ha 
経営体育成基盤整備事業（府営） 
（森本地区 H20 年度～H27 年度）ほ場整備：地区面積 42ha・井堰改

修 1 箇所 
農業競争力基盤整備事業（府営） 
（女布地区 H26 年度～H31 年度計画）ほ場整備：地区面積 26.9ha 

 
○施設の長寿命化 

土地改良施設維持管理適正化事業（団体営） 
（H16 年度以降）揚水機更新 3 地区・井堰補修１地区・井堰改修 1
地区・ため池整備 3 地区・パイプライン改修２地区・水路改修 3 地

区 
農業体質強化基盤整備事業（団体営） 
（H24 年度～H25 年度）区画拡大 4.3ha・水路整備 1 路線・農道整備

4 地区・揚水機更新 1 地区 
農業基盤整備促進事業（団体営） 
（H25 年度～H26 年度）井堰改修 1 箇所 
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農業基盤整備促進事業（府営） 
（丹後国営 H25 年度～H26 年度）揚水機更新 47 箇所・排水工修繕

11 箇所 

 
○防災・減災対策の推進 

ため池等農地災害危機管理対策事業（団体営） 
（H19 年度～H22 年度）ため池整備 14 箇所 

・ハザードマップ作成 2 箇所 
農村災害対策整備事業（団体営） 
（H22 年度～H24 年度）ため池整備 1 箇所・用排水路整備 5 路線・

防火水槽 6 箇所・緊急避難通路整備 1 箇所・落石防止網工 7 工区 
農村地域防災減災事業（府営） 
（H24 年度～H29 年度計画）鋼製転倒堰改修 1 箇所 

 
○地域共同による農地・農業用施設の保全管理、長寿命化の推進 

多面的機能支払交付金事業 
（H26 年度末時点）組織数 114 組織・取組面積 2,995ha 
京都府下で 多、近畿地区 取組み組織数４番目、面積 10 番目 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

（総論） 
 ＴＰＰが今後発効していく中で、制度環境の変化に耐え、かつ、むし

ろこれを農業発展に活かしていくためには、一層効率的で、地域の特色

を活かした付加価値の高い農産物づくりがどうしても欠かせない。この

ため、とりわけ、中山間地域においては、①農業農村基盤整備を、地域

の形状に応じたきめの細かいレベルまで 小限の地元負担で可能とな

るよう加速的に充実させる、②担い手対策とともに地域をあげて集落営

農を推し進めることが地域づくりの点からも欠かせないことから、維持

管理経費も含めた地元負担の軽減対策の抜本的な推進を切に望む。 
 ＴＰＰ発効後の環境の中で基盤整備事業を抜本的に進めなければ農

業からの撤退もちらつかざるを得ない状況が構造的に出てきているの

に、事業を進めれば進めるだけその分負担が大きく増えるのであれば、

事業を拡充したくても進められない。前門の虎、後門の狼の状況となる。

 ぜひとも、きめの細かい部分への対応も含めて思い切った基盤整備の

充実ができる制度・予算の抜本的充実を強く望む。その展望がなければ、

高齢化の進む中で後継者の確保も一層おぼつかなくなる。 
 そして、このことは、防災、減災、老朽化対策などの国土強靭化が農

業農村分野でも喫緊の重要課題であることからも、農村での安全、安心

なくらしのための 低限にどうしても欠かせないセーフティネットで

あり、この点からも、基盤整備の抜本的、加速的充実が重要不可欠であ

る。 
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（各論） 
（課題）本市は中山間地域となっています。水田のほ場整備率が５９％

であり、ほ場の大区画化、汎用化、についてまだまだ推進して

いくことが必要。事業推進のための合意形成に４～６年必要と

なっており時間が必要です。 
（要望）農業競争力基盤整備事業と農業経営高度化促進事業（促進費）

による大区画化、汎用化と農地集積の促進よる受益者負担軽減

措置の継続をお願いしたいです。 
また、簡易整備(まち直し)の事業も境界の確認を行いながら実

施しました。定額助成についてはこういったことへの十分な配

慮が組み込まれてないと進みにくい。 
このように、きめの細かい基盤整備をできる限り地元負担を

少なく促進できるよう助成内容・その規模の充実をぜひお願い

したい。 

 
（課題）担い手に農地集積を行い、大規模化を進め、経営効率を重視す

るだけでは、非農家が増え農業にかかわる人が減り、担い手に

農地や農業用施設の維持管理の負担が増える傾向があります。

また、多面的機能支払を実施している地域の中には、地域共

同による維持管理において非農家の参加意欲が低く地域全体へ

の広がりに欠ける地域があります。 
その上で、地域全体で農業に参加し、効果的、安定的に農業

を維持発展する地域づくりが欠かせません。 
（意見）食育、木育など子供のころからの生活習慣や生活に取り入れる

ことにより関心を深めることになるように、子供のいる家庭を

中心に土に親しむ非農家を増やし将来の農業の理解者を増やす

一環で、「食農教育」も多面的機能支払で実施可能な活動に追加

してはどうかと思います。 

 
（課題）地域で事業化していく上で、誰が負担するのか。金額はいくら

なのか。負担金が高額となる場合、合意形成が難しく、特に中

山間地域については、受益者が少ないため、負担が大きくなり

やすい現状があります。 
（要望）ため池や頭首工（井堰）は、短期間で工事を完了してしまう必

要があり、短期間に高額の受益者負担が必要になります。 
「防災重点ため池」については農家負担を減らす施策がでて

きましたが、頭首工（井堰）にはありません。 
頭首工（井堰）の利用実態を考慮した中山間用の事業や公益

機能を考慮した受益者負担軽減をお願いしたい。 
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（課題）国営農地について、耐用年数が経過している土地改良施設の更

新を所有者、営農者と協議し、どのようにしていくのか問題と

なっています。 
（要望）国営農地で営農を続ける以上土地改良施設の更新は必須です。

しかし、多額の費用負担を地元に負わせることは難しく、丹後

国営開発農地は国営事業で開発された農地であり規模も大きい

ため、国の支援をぜひともお願いしたい。 
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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 滋賀県生活協同組合連合会 

氏名（役職名） 大塚
おおつか

 光子
み つ こ

（会長） 

所在地 滋賀県野洲市 

活動の概要 平成 27 年 3 月末現在の組織規模は、14 生協、組合員 39 万 1 千人、

総事業高 376 億円、出資金総額 124 億 3 千万円。県民・消費者のくら

しに広く深く根ざした様々な事業活動と、多方面に渡る運動を展開し、

被爆・終戦から 70 年、阪神淡路大震災から 20 年、東日本大震災から 4
年の節目の年として、平和を守る活動や、地域防災・減災の取り組み、

食の安全・安心の確保にむけた取り組みや、消費者問題、環境、医療、

福祉に関わる活動をすすめています。また、県内の協同組合や関係団体

とも連携し、IYC 記念滋賀県協同組合協議会を組織して連帯の活動を推

進しています。 

取組の特徴 

 

食の安全・安心の確保、地産地消の推進、琵琶湖の水環境の保護、生

態系の維持向上などの活動の一環として、農地・水・環境保全向上の「環

境こだわり農業」の推進を支援。食と農について知り学ぶ「田植え稲刈

り体験」、「農業体験交流」などを実施。また、飼料米利活用の一環とし

て「こめ育ち豚」、「こめ育ち牛」、「こめ育ちさくらたまご」を普及、「水

田利活用自給力向上事業」による耕作放棄地での新規需要米栽培圃場と

して飼料用米の栽培を支援しています。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

良質な食料へのアクセスは基本的な消費者問題であり。栄養価が高

く、手頃な価格の食料の利用を安定的に保障することは、消費者の基

本的な要求です。2015 年 9 月、国連総会で採択された「持続可能な開

発目標と消費者保護」における「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ（行動計画）」では「目標 2」に、「食料の安定的な確保と栄養

状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する。」として

います。国内においてもこの基盤となる土地改良事業の「農を強くす

る」、「国土を守る」、「地域を育む」というこれまでの政策課題を引き

続き強めていただきたいと思います。この政策の実効性を確保し、農

業・農村の多面的機能を維持し、風光明媚な農村風景を次世代に継承

することを希望します。そのためには、家族農業経営者を支援する農

地維持支払や資源向上支払、中山間地域等直接支払等を柱とする日本

型直接支払制度を継承していただくことを要望します。 




