
                            

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・JA おきなわ八重山支店  青壮年部長 伊志嶺雅也氏 

・沖縄本島南部土地改良区 理事 波平一男氏  

・やんばる朝市かあちゃんの会 会長 金城美代子氏 

・沖縄県土地改良事業団体連合会 専務理事 知念武氏 

・宮古土地改良区 事務局長 石嶺明男氏 

・沖縄県農林水産部 村づくり計画課長 仲村剛氏 

・農業生産法人(株)アセローラフレッシュ 代表取締役 並里哲子氏 
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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、農業関連団体） 

団体名 農家、JA おきなわ八重山
や え や ま

支店 

氏名（役職名） 伊志嶺
い し み ね

 雅也
ま さ や

（青壮年部長） 

所在地 沖縄県石垣市
いしがきし

 

経営の概要 ・経営規模：31a、本人夫妻 2名、父母 2名、常時雇用 1名 

最盛期は（4 月～8月）2 名を雇用 

（内訳） 

・パイナップル：12a 

ボゴール 6a（水あり）、ピーチ 2.5a（水あり） 

ハワイ 2a（水なし）、ゴールドバレル 1a（水あり、贈答用等） 

沖縄 17 号 0.5a（水あり、沖縄県奨励品種） 

・アップルマンゴー：1a（水あり） 

・サトウキビ：18a（水あり） 

取組の特徴 

 

・パイナップル：開花処理により収穫時期を調整、平準化にて戦略的な 

出荷をしている。（年間 48t 程度生産） 

販売先は、ＪＡゆらてぃく市場、ＪＡ集荷場、石垣島名蔵果樹生果 

組合、個人客(400～500 件程度)よりよい品質のものを生産するため 

に、肥培管理に鋭意取り組んでいるところ。 

販売先では、当方指名での購入者（ファン）もいる。 

・マンゴー：昨年、幼木を植えた。マンゴーの作付け開始に伴い、繁殖 

牛（10 頭程度）の生産をやめたところである。 

・サトウキビ：冬季における安定収入を図ることを目的としている。 

今後の展開 

 

・経営規模の拡大（現在の作物全て＋α） 

・現在、主体的に取り組んでいるパイナップルを活かした６次産業化 
（パイナップル菓子等） 
・マンゴーの安定出荷（来年から出荷予定） 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・水なし地域、農地へのかんがい排水整備（島内西側（崎枝・大嵩・川

平）での要望が近年強く、話を聞く機会が良くある。） 
・干ばつ期への対応（臨時の散水：石垣島製糖はサトウキビのみ） 
・賦課金の低減→定額制からメーター制への移行促進（更新整備に伴っ

て、低減は図れないものか。） 
・制度の利活用促進が弱いのでは（中間管理機構等、広報の問題？） 
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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） 

団体名 農家、沖縄
おきなわ

本島
ほんとう

南部
な ん ぶ

土地改良区 

氏名（役職名） 波平
なみひら

 一男
か ず お

（理事） 

所在地 沖縄県糸満市
いとまんし

 

経営の概要 

 

さとうきび経営 約 3500～4000 坪 

野菜経営    約 1000 坪（馬鈴薯、大根、人参、葉野菜等） 

（上記を輪作体形にて作付けを行う。） 

取組の特徴 

 

・糸満市議会において、農業農村整備事業の振興を図った。 

・団体営大里南地区理事長（H27.4.24 清算・結了総会済） 

・沖縄県農業試験場の糸満市誘致活動 

・沖縄県糖業振興協会理事長賞受賞（H26.4） 

甘蔗糖重量 2,252kg/10a 

蔗茎重量 15,060kg/10a 夏植 

・独立行政法人農畜産業振興機構南部地区競作会（H26.6） 

50a 以上部門 第１位 

今後の展開 

 

・干ばつの中においても、さとうきびの単収の増量は、地下ダムの水を

利用して適時かん水を行うことと思っている。今後も地下ダムの水を

大切に利用し、増量を図っていきたい。 

・現在収量が夏植え、株出し含め平均、8～9ｔ/反であるところ、平均

収量を 10ｔ/反以上を目標に取り組んで行きたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・製糖工場の合併問題に関する作付け面積の減少を懸念 

・バカスの活用（バカスの活用及び農家への還元を現在以上に進めて

頂きたい。バカス利用を今以上、多目的に還元する。） 

・単一 JA では、キビの専門的職員の対応が希薄になっているので、サ

トウキビに特化した専門員及び製糖工場での専門知識を有した指導

員確保及び指導機関、専門組織等の立ち上げを望む。 

・沖縄の基幹作物であるサトウキビの本島内での作付け面積の縮小に

よる収量減少に伴い、関係機関、関係業種への打撃が大きいと思わ

れる。（流通運搬、加工、販売を含め。） 

・上記に係るこれまで以上の国から製糖工場への支援策の検討を願う。
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・キビ作３つの提言  

1.面整備の促進を進める（糸満市） 

2.キビ価格の安定を望む。 

3.雇用問題（収穫作業時の支援、援農隊等を組織で雇い、各地へ派遣

して頂き、高齢生産者への配慮をお願いする。作付面積の歯止めを図る）
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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） 

団体名 やんばる朝市
あさいち

かあちゃんの会 

氏名（役職名） 金城
きんじょう

 美代子
み よ こ

（会長(世話人)） 

所在地 沖縄県名護市
な ご し

 

経営の概要 H26 農山漁村女性・シニア活動表彰「女性地域社会参画部門」経営局長
賞 
  
＜やんばる朝市かあちゃんの会＞ 
●設立 2009 年 3 月（H21）第 1回朝市開催 
●年間販売参加者 30 人 
●取組内容 
 「地場食材を地域に供給するためには情報発信が重要」という生産者
と、「地場食材を使わないで沖縄料理と言いたくない」と語る地域の料
理人達の相対取引により地場野菜や果物の取引を実施 
●開催日 
 毎週金曜日朝９時から１時間程度 
●取扱品目 
 朝市開設当初 70 品目 → 現在 370 品目 
●発足のきっかけ 
 国営かんがい排水事業「羽地大川地区」環境保全型営農推進委員会の
作業部会である市場開拓部会が検討と試行を重ね「シェフが通う集落朝
市」を提案 

取組の特徴 

 

・安定供給を可能にするため、「かあちゃん農業者」と呼ばれる女性の
専業経営者や高齢者、新規就農者などが生産を担う 

・6つのリゾートホテルや地元の飲食店の和・洋・中華のシェフが旬の
食材を地元の調理法で来訪者に提供 

・生産者と調理人が一堂に会することで、お互いに活発に情報交換し、
やんばるならではのおもてなしを追求 

・かあちゃん農業者は自分の作った野菜などが高級料理になることが励
みになると語り、シェフからは豊富で新鮮な食材が適切な価格で手に
入れられると、双方から喜びの声があがっている 

・フードアクションニッポンアワード 2011 製造・流通・システム部門
優秀賞 

今後の展開 ・朝市参加農家数及び取扱品目の拡大 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・かん水施設が整備される以前は、適切な散水作業に多大な労力を要して

いたが、現在は散水作業に係る労力が軽減され非常に助かっている。 
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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 沖縄県土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 知念
ち ね ん

 武
たけし

（専務理事） 

所在地 沖縄県南風原町
はえばるちょう

 

事業の概要 

 

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 
③土地改良事業に関する調査及び研究 
④国又は県の行う土地改良事業に対する協力 
⑤農地の集団化の指導奨励 
⑥土地改良事業に関する金融の改善 
⑦その他会員の共同利益を増進し達成するための必要な事 

取組の特徴 

 

・土地改良区の設立、合併、解散等の支援 

・農業農村整備事業に対する意見書の作成業務の支援 

・補助版標準積算システムの運用支援 

・農業集落排水事業業務支援 

・換地業務に関する支援 
・土地改良施設の管理に関する指導 
・水土里情報を活用とした業務支援 
・多面的機能支払交付金（市町村と活動組織への支援） 

・現場技術業務支援 

・再生可能エネルギー活用に関する情報収集及び提供、調査研究、普及啓発 

・農地中間管理事業と農地整備事業（換地業務）との連携 

・多良間村、与那国町国営事業採択に向けての業務支援 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

（１）今後、TPP 協定の実施に伴い本県の基幹作物であるサトウキビ

やパイナップル等の生産基盤が深刻な影響を及ぼすことが懸念され

る。また、離島地域に於いては、大多数の農家がサトウキビや肉用牛

等で生計をたてていることから、営農意欲の減退などにより、過疎化

が進み、さらには国土保全機能の低下が危惧されます。そのためにも、

今後、国際的な競争にも耐えうる基盤整備等を実施する必要があり、

更なる農業農村整備事業費の増額を要望します。 

 
（２）土地改良区の健全な運営のための支援 

土地改良施設は農業生産に大きな役割を果たすとともに、地域社会
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にとっても極めて重要な社会資本です。 
土地改良区は、これらの施設を組合員より賦課金等を徴収し限られ

た職員で管理しております。農業水利施設等について、老朽化が進み

年々更新や修繕費等の維持管理が増大し、また、組合員の高齢化や担

い手の減少に伴い管理体制が脆弱化しつつあり事業継続等改良区の

運営に苦慮しているところです。 
国で造成された施設を管理している土地改良区については、国営造

成施設管理体制整備促進事業があるものの、県営、団体営で造成され

た施設を管理している多くの改良区については国営造成施設同様の

支援制度がない状況です。 
ついては、土地改良区の健全な運営を図るための公的助成制度の創

設が強く求められています。 
 以上のことを踏まえ、次の事項について要望します。 
 ①土地改良区の健全な運営のための公的助成制度の創設 
 ②県営・団体営造成施設においても管理体制の整備・強化を行うた

めの制度の創設 
 ③土地改良施設維持管理適正化事業における国補助分の増額 
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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 宮古
み や こ

土地改良区 

氏名（役職名） 石嶺
いしみね

 明男
あ き お

（事務局長） 

所在地 沖縄県宮古島市
み や こ じ ま し

 

地区の概要 宮古土地改良区は、宮古島市の約 8,160ha（組合員 5,600 人）の畑に対

し地下ダムを主要水源として畑地かんがいを行っている。当土地改良区

は、これらの畑地かんがいにかかる国及び県営事業等により造成された

施設の維持管理を行っている。 

取組の特徴 

 

・「水あり農業振興による地域振興」をテーマに、宮古地区における農

業用水の歴史、地下ダムの利用等土地改良事業に関する PR を実施。

・小、中、農業高校への施設説明会の実施により、宮古島の農業農村整

備事業の PR を実施。 
・中学校、自治会、老人クラブ等と管理協定の締結により清掃活動の実

 施 
・土地改良施設の多面的機能の発揮と水利施設への理解と関心を高める

ため「宮古水まつり」を実施 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

１．亜熱帯版畑地かんがい施設の建設 
亜熱帯地方において畑地かんがいによる営農を行う上では、蒸発散

や潮風害防止等、特殊な気象条件に対応しうる施設容量の拡大が望

まれる。更にＴＰＰの発動にあたり作物の転換により攻めの農業を

展開するにあたっては、既存の施設容量では厳しいものがある。 
２．農業水利システムの汎用化 

既存施設の補修及び改修を行う場合、水利システムを部分的に取り

換えることになるがこの時、新設時のメーカーでなければ知り得な

い情報が多く、請負業者を限定せざるを得なくなる。 
こうなると改修等に係る費用が増高することから徹底した汎用化を

行い管理コストの低減化を図る必要がある。 
３．農業用パイプラインの耐震化 

農業用パイプラインは今や家庭のライフラインに匹敵する位置付け

にあるといえる。長延長を有するパイプラインが決壊することにな

れば場所の特定を含め復旧に長期的な時間と予算を必要とする。そ

の間における農家の打撃は、甚大になることから耐震性に優れた管

種の選定は重要である。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（自治体） 

自治体名 沖縄県 

氏名（役職名） 仲村
なかむら

 剛
つよし

（農林水産部村づくり計画課長） 

管内の整備状

況 

 

H26 年度までの整備状況及び H33 年度目標  (  )書きは H33 目標 
① 農業用水源整備率 ５９％（６８％） 
② かんがい施設整備率 ４７％（５５％） 
③ ほ場整備 ６０％（６５％） 
④ 汚水処理人口普及率 ７７％（９０％） 
⑤ 水質保全対策整備率 ３５％（５０％） 
⑥ 耕作放棄地解消面積 293ha（700ha） 
⑦ ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑにおける交流人口 6.8 万人（10 万人） 

取組の特徴 

 

沖縄県では、沖縄２１世紀ビジョン(沖縄振興計画）に示された将来

像を実現するため、農業農村整備に関する具体的計画として、『新ゆが

ふ「むら」づくり』を策定しており、国の施策と併せて、本県農業の課

題克服及びあるべき将来像の実現に向け、下記の４つの柱を中心に事業

推進している。 

① 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 「むら」をつくる

地域特性に応じた新たな農業用水源の確保、かんがい施設、ほ場等を
計画的に整備するとともに、水事情の変化に対応するため施設等の再
編・更新を図る。 

 
② フロンティア型農林水産業の振興 「むら」でやすらぐ 

 農村の快適な生活環境と定住条件を確保するため、生活基盤の整備を
図り、美しいむらづくりを進める。また、農村の持つ多面的機能の活用
を図り、都市と農村の交流を促進するとともに、農村地域の維持保全活
動に取り組む。 

 

③ 農林水産業の担い手の育成・確保 「むら」をはぐくむ  

 担い手への農用地利用集積を進めるため、農地中間管理機構と連携を
図るとともに、耕作放棄地の解消に向け、対策を推進する。また、中山
間地域等の農業生産活動を支援する。 

 

④ 農林水産物の安全・安心の確立 「むら」でまもる 

 土壌・土層の改良や緑肥すき込み及び堆肥等による有機物を活用した
土づくり対策を推進するとともに、赤土等流出防止対策を講じ、環境保
全型農業を推進する。 

 

『新ゆがふ「むら」づくり』は、新規整備に着目して計画が策定され
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ている。 

今後は、整備された地区の再整備を含めて計画を見直す必要があると
考えている。 

また、これまで、新規整備を中心に農業農村整備事業を推進してきた
ことから整備後の土地改良施設に対する管理関係事業及びその執行体
制が疎かにされていたのは否めず、過去に整備した農業水利施設等の老
朽化の進呈に伴い、その対応の重要性が増している。 

この状況を踏まえ、ストックマネジメント事業を含め、管理業務の推
進体制の強化が必要である。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

○安定的な事業計画・整備が図れるよう予算の確保をお願いしたい。

○国営関連地区のかんがい排水事業に係る計画策定費の補助制度を創

設願いたい。 
○水利施設整備事業（水利区域内農地集積促進型）の継続をお願いし

たい。 
○農村環境計画策定費の国営関連地区以外での補助制度を新設願いた

い。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（実需者） 

法人名 農業生産法人（株）アセローラフレッシュ 

氏名（役職名） 並里
なみさと

 哲子
て つ こ

（代表取締役） 

所在地 沖縄県本部町
もとぶちょう

 

経営の概要 ●創業 1989 年  

●設立 1999 年 11 月 

●従業員数 5 人（常勤）、5～6人（非常勤：5月～10 月） 

●事業内容 

  ・アセローラ生産農家の育成 

  ・アセローラの集荷・出荷 

  ・アセローラ商品の加工・製造・販売 

  ・アセローラ流通販路の確立 

  ・アセローラによる地域づくり  

●アセローラ栽培状況 

  ・生産農家 30 戸＜本部町、今帰仁村、名護市＞、 

   JA を介し糸満市農家分についても受入 

  ・契約栽培面積 15,000 坪（5.1ha）うち自社農園 0.4ha（1,300 坪）

  ・栽培本数 6,470 本 

  ・生産量 12t（2014 年実績）＜台風等の影響、例年 15t＞ 

●補助事業実績 

 H21 食農連携促進施設整備事業（食料局） 

取組の特徴 ・サトウキビに代わる作物で地元を活性化したいとの思いから栽培を開

始 

・当初、行政の助けを受けず、夫婦で独自の取組を 10 年続けた後、1999

年（H11）にアセローラ構想を町長へ直談判。 

・その結果、本部町が、同年 5月 12 日を「アセローラの日」として宣

言、2008 年 3 月（H20）県の拠点産地に認定。これにより、アセロー

ラの町のイメージが定着。 

・町内の栽培農家を対象に加工原料を受け入れていたが、現在は近隣市

町村（今帰仁村、名護市）及び糸満市の農家からの受け入れも実施。

・アセローラの実は、傷みやすく日持ちしないため生食では流通困難。

・本部町のアセローラは、丸ごとほおばれるよう無農薬栽培とすること

とと、傷みやすい実のため、一粒一粒全て手摘み。 

・2009 年（H21）食農連携促進施設整備事業により 1/2 補助で加工機械

等（高速搾汁機、冷凍庫、チューブポンプなど）を導入。 

・栽培農家の高齢化により、収穫時に社会福祉施設からの労働力を活用

を開始。 
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今後の展開 ・社会福祉施設との連携を深め、福祉施設への栽培管理委託 

・委託農家数及び生産量の拡大 

・加工食品の開発 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・施設栽培では、栽培調整を行うためのかん水設備は必須（露地栽培で

は、かん水設備不用）。また、アセローラは、斜面の水はけのよい土

地を好むことから、斜面の整形、進入路の確保、防風林の設置などの

農業基盤整備が必要であり、小規模のほ場を対象とした整備ができな

いか。 

・出荷した作物がどのような流通を経て、市場に届くかを農家自ら確認

することが重要と考え、農家が外を見るための補助メニューが欲し

い。 

 
 


