
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・有限会社松井農園 代表 松井道生氏 

・株式会社さかうえ 代表取締役社長 坂上隆氏 

・熊本県土地改良事業団体連合会 常務理事 田上哲哉氏 

・大分県豊後大野市 市長 橋本祐輔氏 

・特定非営利活動法人熊本消費者協会 会長 坂口真理氏 
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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 有限会社 松井
ま つ い

農園
のうえん

 

氏名（役職名） 松井
ま つ い

 道生
み ち お

（代表） 

所在地 宮崎県綾町
あやちょう

 

経営の概要 

 

・昭和５５年に就農 
・昭和６４年から有機農業に取り組む。 
・平成１４年に有機 JAS を取得。 
・平成１８年「有限会社松井農園」を設立。 

 
・水田５ｈａ、畑５ｈａを経営 
水稲のほかに、レタス（５種類）、キャベツ、ブロッコリー、大根、

人参、馬鈴薯、甘藷、里芋等を有機農業により栽培。 

 

・今年８月には、カフェをオープンし、野菜の直売や自家製サラダ等

を提供している。 

取組の特徴 

 

・有機野菜を中心として多品目を栽培しています。 
昭和５５年に会社員から転職する形で就農。当初は、たばこ作が中心

であったが、有機野菜のおいしさに驚き、有機野菜つくりに路線変更。

現在は、有機生産者だけの出荷組合「有機生活・綾」も設立し、県内

外に野菜を出荷している。 

今後の展開 

 

・有機農産物の増産や海外への輸出を視野に入れた生産への取り組み。

農業農村整備

に対する意・

要望等 

当錦原地区においては、昭和４０年代頃に区画整理及び畑地灌漑事業

が実施され、営農のしやすい環境にあります。また、水量においても

十分確保されております。                   

ただ、町内にはまだ畑地灌漑が未実施のところもあり、天水に頼っ

ている地域もあるので、是非、整備を進めて頂きたい。 
 また、数年前に圃場整備した地域（大平山地区）では、排水が不完

全であり、畑の水はけが悪く、作物が腐れ易い環境にあるため、暗渠

排水事業の推進もお願いしたい。 
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 私が営農している錦原地区では、有機農業に取り組んでいる生産者

も多く、土壌消毒剤、土壌改良剤は一切使用していない。そのため、

輪作はもとより、夏場に４０日間ほど畑に水を張って消毒する湛水防

除を多用する。これは、土壌消毒効果の他にセンチュウ防除にも効果

があり、こうした取組が環境保全にも繋がる。 
 しかしながら、畑が平らでないとうまく水が溜まりません。昨年、

土地改良事業の一環で、畑の均平化事業を一部実施していただき、大

変効果的であった。 
 自前で実施するとなれば、大型機械も必要となり、多額の費用がか

かるため、当地区の基盤整備として均平化事業を是非展開していただ

きたい。こうした事業が有機農業の推進にも繋がり、生産性の向上に

も繋がります。 
 土地改良事業とは直接関係ありませんが、綾町では有機農業を町ぐ

るみで取り組んでいますが、有機ＪＡＳの取得者が伸び悩んでいます。

世界に目を向けても、オーガニック需要の高まり、オーガニック生産

者の伸び率が右肩上がりとなっています。 
 そのような中、日本では有機ＪＡＳ取得者が全体の０．２％と低い

水準にあります。食の安全性が高まる中、また、2020 年に東京オリン

ピックを控える中、もっと有機ＪＡＳが取得しやすい環境を整備して

いただきたいと思っています。 
 具体的には、申請書類の簡略化や書類作成の支援等があれば、もっ

と有機ＪＡＳ取得者も増えると思います。 

 これからのＴＰＰ問題やグローバル化の波に乗り遅れないためにも

このような取組もが必要と考えております。 

 



 
 

3 
 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者） 

法人名 株式会社 さかうえ 

氏名（役職名） 坂上
さかうえ

 隆
たかし

（代表取締役社長） 

所在地 鹿児島県志布志市
し ぶ し し

 

経営の概要 

 

・94ha の経営面積（H26 時）で，大部分が借入農地（所有農地 2ha）
・大規模畑かん（曽於東部地区）での水利用を契機に計画的な作付が可

能となり，キャベツ，ケール等の露地野菜を主体とした全量契約栽培

に経営転換。 
・従業員数 48 名（役職員） 
・平成 25 年 第 62 回全国農業コンクール グランプリ受賞 

取組の特徴 

 

・自社開発した農業工程支援システムの導入により農業経営の IT 化を

進め，人と機械と土地の効率化やリスク回避を実現。   
・飼料用トウモロコシをサイレージ化し、畜産農家へ販売、畜産農家よ

り堆肥の供給を受ける「地域循環型農業」を構築。 
・農林水産省が定めた農業手法に基づき、「持続性の高い農業生産方式

の導入に関する計画」を県に提出し、エコファーマー認定法人と認定

されている（青刈りトウモロコシにおいては、県内初の認定） 

今後の展開 

 

・「契約栽培事業」、「牧草資料事業」の主力分野を成長させつつ、「農業

経営 IT 化事業」、「ＢtoＣ事業」に注力し、新たな農業価値を創造す

る。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・ほ場整備については、更なる効率化のため、ほ場区画の拡大を望む（少

なくとも１ha 以上／１区画）。 
・白地と農地の棲み分けが必要であり、農地転用（優良農地）の歯止め

も必要。 
・農家（農地の貸し手、借り手）への経営支援が必要と考える。 
・法人組織等への支援を充実させて欲しい。 
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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 熊本県土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 田上
たのうえ

 哲哉
て つ や

（常務理事） 

所在地 熊本県熊本市
くまもとし

 

事業の概要 

 

・農業農村整備事業の啓発・推進 
・農業農村整備事業に関する技術的な支援 
・農業農村整備事業に関する研修及び情報の提供 等 

取組の特徴 

 

・土地改良区は、農業の産業政策の面においては、農地や水の管理をと

おして、農業生産性の向上と効率化に寄与している。 
・地域政策においては、多面的機能支払の推進等をとおして、農村集落

の機能の強化や農村に暮らす人々の環境保全に大きく貢献している。

今後の展開 ・農業の産業政策と農村の地域政策を担う柱として、公益性を有する土

地改良区の存在が今後益々重要となってくる。しかし、土地改良区の

運営実態は様々であるため、少し長いスパンで、その取り組みを見守

り、行政的に支援することが必要である。 
そのためには、地域住民の理解と協力が極めて重要である。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・長期計画等に基づいた整備が着実に推進できるような予算確保をお願

いしたい。 
・熊本県には、多くの揚水機場と排水機場がある。農業生産性の向上の

ためには不可欠な施設であるが、電気代や燃料代などを含め、維持管

理には多額の費用を必要とする。しかも、両施設ともに、公益性の高

い施設であることから、維持管理費節減対策を要望する。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（自治体） 

自治体名 豊後
ぶ ん ご

大野市
お お の し

 

氏名（役職名） 橋本
はしもと

 祐輔
ゆうすけ

（市長） 
（大分県農業農村整備事業推進協議会副会長） 

市の概要 

 

【2010 農林業センサス結果】 

農業就業人口：4,848 人（65 歳以上 3,403 人（70.1％））、 

基幹的農業従事者数：3,719 人 

経営耕地面積規模別経営体数：3,181 人（1.0ha 未満 1,727 人 54.3％）

耕地面積：6,280ha（水田 4,210ha、畑 2,070ha） 

【2006 農林水産統計】 

農業生産額 106.8 億円（畜産 29.8（28％）、米 28.3（26％）、 

野菜 21.9（21％）、工芸 12.7（12％） 

取組の特徴 

 

１．担い手確保対策について 

 本市では、第２次農業振興計画の重点施策として、担い手の確保・育

成に集中的かつ重点的に取り組んでいます。特に新規就農者の確保対策

として、市単独事業であるインキュベーションファーム事業（新規就農

者技術習得管理施設）に取り組みました。 

【担い手の確保状況】 

・新規就農者の確保実績 … 88 名（Ｈ22～Ｈ26） 

・認定農業者数 … 417 名（Ｈ26 年度末現在） 

（うち集落営農法人 33 団体） 

２．中山間地域直接支払い交付金事業 

 ・交付対象面積  2,833ha 

 ・集落協定数 183 協定 

 ・交付金額 465,346,360 円 

３．人・農地プラン策定数 38 プラン（95 集落） 

４．青年就農給付金  

 ・平成 27 年度給付対象者数 47 人（24,000 千円） 

５．農地中間管理事業機構集積協力金（平成 26 年実績） 17,847 千円

今後の展開 

 

本市の農業振興における喫緊の課題は、今日の農業者の高齢化の中

で、今後急速に進むことが予想される、現役からのリタイヤにより地域

農業を担う農業者をどのように確保するかにある。 

そこで、多様な担い手を確保する視点に立ち、限られた担い手をどの
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ように創造し、産地収益力を向上させるための対策をどのように講じる

かにある。 

こうした中、今後の展開としては、ＴＰＰ対策も踏まえた担い手の育

成・確保、農地の集積・集約化、農業生産性の向上、さらに６次産業化

の促進等に重点的に取り組まなければならない。 

 

また、市内の用水路は土地改良区の管理する幹線水路だけでも約 300

㎞に及んでいる。近年これらの用水路が耐用年数を迎えつつあることか

ら、将来にわたって持続的な農業ができるよう、安定的な農業水利を確

保するため、計画的に補修・更新し、施設の長寿命化対策などに取り組

む必要がある。 

さらに、有害鳥獣による農林産物等への被害の軽減を図るための対策に

も取り組まなければならない 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・農業における鳥獣被害は深刻な問題。鳥獣害防止対策を抜本的に進め

るなど、中山間地域の振興にも力を入れてもらいたい。 
・中山間地域と平野部の農業政策の在り方は区別されるべきであり、ま

た、水田と畑の違いにおいても、生産性や地理的条件を考えた制度設

計と制度の運用が必要である。そこで、現在進められている農地中間

管理事業については、制度の必要性及び有効性は理解できるが、運用

面においては現場の実態に応じきれない点がある。継続的な見直し・

検証が必要である。 
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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） 

団体名 特定非営利活動法人 熊本消費者協会 

氏名（役職名） 坂口
さかぐち

 真理
ま り

（会長） 

所在地 熊本県熊本市
くまもとし

 

組織の概要 

 

平成元年、消費生活アドバイザー、消費生活専門相談員、消費生活コ

ンサルタント等が専門的知識を活かし消費者の自立支援を目的に設立

された。この活動をさらに高めるため、平成２１年には NPO 法人とし

てスタートし、消費者の利益擁護及び増進のため、消費者知識の普及並

びに情報の収集提供を行い、会員相互の資質向上に努め、消費生活の安

定向上のために必要な組織活動を行っている。 
具体的には、消費者問題に関する調査・研究、情報の提供、消費生活

に関する相談、消費者教育、啓発活動等。 

取組の特徴 

 

消費者協会の啓発活動として「食の新事情」、「消費生活講座」などで

食育に関する講義等を実施している。 

・２０１４ くまもと消費者発表大会を運営。（平成２６年１２月２日開催） 

・「食の安全・安心の消費者教育」と題し、熊本県立大学 有薗幸司先生に基調講演

を依頼。 

・食品の安全性を中心に参加者と共に考え、消費者に最新の情報提供を行った。 

その他 

 

消費生活講座の際に食育と関連する情報も盛り込み啓発。 
・本年度は、「食」の消費者教育 講師用テキストを作成中。 

・食品表示の見方や食生活の基礎知識などをまとめ、若者向けの消費生活出

前講座で利用できるワーク付きの冊子を作成予定。消費者が多角的視点を持

ち、合理的に商品を選択にできるよう、消費者市民社会の構築をめざし活動

を行いたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・消費者と農業や農村の地域共生が課題であり、再生可能エネルギー

の活用も積極的に推進すべき。 

 
・ＴＰＰの関連もあり、安心安全は大前提であるが、安ければ輸入物

というとこではなく、日本の農業、農村が果たしている役割につい

て消費者にも十分理解してもらう必要があると考えている。 

 


