
                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・有限会社豊心ファーム 代表取締役会長 境谷博顕氏 

・仙台東土地改良区 理事長 佐藤稔氏 

・北三沢土地改良区 理事長 沼田勝美氏 

・福島県農林水産部 農村計画課長 菊地和明氏 

・農事組合法人やくらい土産センター 代表理事組合長 加藤重子氏 
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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 有限会社豊
ほう

心
しん

ファーム 

氏名（役職名） 境
さかい

谷
や

 博
ひろ

顕
あき

（代表取締役会長） 

所在地 青森県五所川原市 

経営の概要 資本金：５００万円 

経営面積：136 ha（水稲：55 ）、大豆 55ha、麦 6ha） ha（飼料米 20ha

作業受託面積：130ha 

従業員数７名 

取組の特徴 経営規模の拡大のみならず、高齢化の進んだ周辺集落では耕作放棄地が

増え、地域農業の弱体化がますます進んでいることから、細かく点在す

るそうした農地を団地化して作業の効率化を進め、地域農業の活性化を

図ってきました。 

今後の展開 大規模経営を通して地域と世代間の共生を目指します。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・関係改良区等の施設が老朽化により、機能低下が見られる。早急に

更新・補修が必要。 

・事業施行当初と営農形態も変わってきており、気象・環境等の変化

にもより、用水不足がみられる状況にあり改良区・個人での補助ポン

プによる反復利用に係る維持管理等の経費が膨らんできている。 

農地収積にも影響がでるため、関係省庁に働きかけ、取水量を今以

上にしてほしい。 

・農業農村整備予算の確実な確保。 

事業完了が延びることで、資材の高騰などによる地元農家の負担増。

 （個人負担が伴う、暗渠排水工事等） 
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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 仙台
せんだい

東
ひがし

土地改良区 

氏名（役職名） 佐藤
さ と う

 稔
みのる

（理事長） 

所在地 宮城県仙台市 

経営の概要 

 

・家族経営 ３名（本人、妻、長男） 
・経営面積 ２４ｈａ 
田２２ｈａ（H27  水稲１２ｈａ 集団転作１０ｈａ） 
畑 ２ｈａ（作付け品目レタス、白菜、ブロッコリー、 
小松菜、枝豆等） 

取組の特徴 

 

東日本大震災後による津波被害は甚大で農地も壊滅状態に陥り、中・

小規模農家の離農が進み利用権設定等や特定農作業委託により農作業

の受託件数が進んでおります。 
農地の状況には東北農政局により農地の復旧並びに農地の整備を現

在施行していただいて、大区画化が進められていて、農作業の効率性が

整備前より数段よくなった。（長辺１４５ｍ×短辺７０ｍ １ｈａ区画

が基本） 

今後の展開 ・ほ場整備を契機に農地の集約化が進む中、農地中間管理事業等の事業

を活用し規模拡大を目指します。 
・都市近郊を活かした野菜栽培と共販、産直を図りたい。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

 

・東日本大震災による災害の復旧、復興が進められているところだが、

将来経費の削除に繋がる施設・整備の配備を要望する。 
・用水・排水の集中管理と各ほ場毎の水管理（維持管理の軽減と無駄

な水を使用しない） 
・施設等の増による電気料等の軽減策を求めます。（農業用施設ランニ

ングコストの助成・補助、太陽光発電施設の設置等） 
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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 北三沢
きたみさわ

土地改良区 

氏名（役職名） 沼田
ぬ ま た

 勝美
か つ み

（理事長） 

所在地 青森県三沢市 

経営の概要 設立年月日 ： 昭和３１年４月３０日 

受益面積  ： １,０４７㏊ 

組合員数  ： ７０６人 

総代定数  ： ３０人 

役員の定数 ： 理事９人、監事３人 

職員の数  ： ２人 

取組の特徴 

 

・県営八幡地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ27～Ｈ31） 

・県営北三沢地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ22～Ｈ27） 

・県営仏沼地区湛水防除事業（Ｈ22～Ｈ25） 

・県営織笠地区地域水田農業支援排水対策特別事業（Ｈ16～Ｈ19） 

・県営六川目地区新生産調整推進排水対策特別事業（Ｈ6～Ｈ10） 

・県営高野沢地区新生産調整推進排水対策特別事業（Ｈ5～Ｈ9） 

・県営仏沼地区ため池等整備（用排水施設整備）事業（Ｓ57～Ｈ7） 

・県営砂森地区ため池等整備（用排水施設整備）事業（Ｈ1～Ｈ6） 

  他 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・管理体制整備事業は土地改良施設の持つ多面的機能への助成として大

変ありがたい事業ですが、管理体制整備云々ではなく、端的に多面的機

能に係る補助金として出来ないものか。 
・国の補助率が中山間地域・離島、平地で違うが、地元負担をする農家

側からすればどの地域でも同じと思うが、地域格差なく補助率を上げ、

農家負担を軽減出来るよう要望したい。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（自治体） 

自治体名 福島県 

氏名（役職名） 菊地
き く ち

 和明
かずあき

（農村計画課長） 

所在地 福島県福島市 

福島県の農業

の現状 

 

耕地面積 144,500ha(全国 7 位)（うち田 100,900ha 畑 43,600ha）
水田整備済面積 69,700ha（農振農用地の 71.6%） 
農用地利用集積面積 52,800ha 
販売農家数 57,000 戸(全国 2 位)  
農業就業人口（販売農家） 86,500 人(全国 4 位) 
農業産出額 2,049 億円(全国 16 位) 

※データは平成 26 年度

取組の特徴 

 

H27 当初 農業農村整備関係予算 299.0 億円 
    通常事業  88.3 億円  国直負担金 25.4 億円  
    復興関連 103.3 億円※ 災害復旧 82.0 億円 

※東日本大震災復興交付金事業、福島再生加速化交付金事業等

 ふくしま農林水産業新生プランを達成するため、以下の項目を重点化

して推進する 
 ・大震災・原発事故等からの復興のさらなる推進 
 ・本県農業再生に向けた生産基盤の確保と整備 
 ・安全で快適な農山村づくり 
 ・生産活動を通じた多面的機能の発揮 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

○「農業農村保全交付金・補助金」の創設について 
（中山間直接支払・多面的機能支払 
  ⇒ 国民が負担できる農業・農村保全のための制度創設） 
 地域政策側面から農業・農村の永続的保全が可能となるよう、農地や

農業用水、農業水利施設等の資源価値を認め、国民が無理なく負担でき

る地域支援制度の創設が必要である。 
 具体的には、従来の制度に加え、 
 ・ 研修の場等教育資源としての貢献度に応じた補助金 
 ・ 環境資源や防災機能等の評価に応じた地域交付金 
 ・ 地域保全に資する経済基盤強化のための再生可能エネルギー活用

補助金 
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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 農事組合法人 やくらい土産
ど さ ん

センター 

氏名（役職名） 加藤
か と う

 重子
し げ こ

（代表理事組合長） 

所在地 宮城県加美町 

経営の概要 

 

組合員：１３５名（団体含む） 
員外利用者：５３名（団体含む） 
役員：代表理事組合長、理事４名、監事２名、地区委員１５名 
事業内容：農産物等直販売、委託販売、アイス加工・販売・食堂 

取組の特徴 

 

「やくらい薬師の湯」、「林泉館」、「都巴館」と隣接し、平成６年に物産

販売や加工を目的として「やくらい土産センター」がスタート。毎年着

実に実績を上げ、県内はもとより全国にある直売所のお手本とされる魅

力ある施設として成長しており、新鮮で安全・安心な産物を安い価格で

提供しております。   

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・区画整理されていない所は早めにやるべきと思います。 
・我が加美町は３０ａの区画整理をしたところがほとんどです。 
 ぜひ１００ａ区画にして頂きたい。 
・これからの子供達に「食」、「農」をよりよく伝える為に加美町グリー

ンツーリズムでは、現在、仙台市内の中学校を中心にホームステイ（一

泊～二泊）をやっています。その中で田んぼの真ん中に遊べる場所（バ

ーベキュー、魚とり、連動するキャンプ）を作り、自然や環境整備や農

作業の様子を伝えられたらと思います。 
ホームステイをしている個々の家庭では、農業体験についてお願いし

ていますが、全体で集会できる場所があればいいなと思っております。

 
 


