野菜による「水田フル活用」と地域農業の持続的な発展
【工夫のポイント】

○ 貯蔵施設の活用や６次産業化を
通じて経営の安定化を図る。
○ 県外から白石町内に移住する就
農希望者を対象とした研修制度「し
ろいし農業塾」を開始し、担い手の
育成を推進。

○位置 しろいしちょう
佐賀県白石町

（過疎地域）

区画整理や暗渠排水の整備により営農の効率化や水田の汎用
化が図られ、たまねぎ等の高収益作物の作付を拡大。また、水源
転換による地盤沈下の抑制や、安定的な農業用水の供給を通じ
て、農作物の持続的かつ安定的な生産が可能となった。

区画整理後の状況

佐賀県

加工・
流通

白石平野地区

○主要作物
・水稲、麦、大豆、たまねぎ、キャベツ 等

・国営筑後川下流土地改良事業（S51～)
・県営ほ場整備事業(S51～H9)
・県営地域水田農業支援緊急整備事業(H18～H25)
・農業基盤整備促進事業(H24～)

加工・出荷

販売

【整備前】
ほ場の区画や農道が狭小であり、
大型農業機械の導入が困難であっ
た。また、用水不足のため、地下水の
過剰な汲み上げに頼った結果、地盤
沈下を招き農業用施設等に被害を及
ぼしていた。

区画整理前の状況

農業用水の送水開始

ＪＡが中心となり農作業の機械化を推進
○ JAが中心となり機械化一貫体系（定
植から収穫までの主な作業を機械化）
を普及。作付規模の拡大と栽培技術の
向上を推進。(たまねぎ、キャベツ)
○ ３月～４月に出荷される「さが春一番
たまねぎ」の地域ブランド確立やキャベ
ツの産地化を推進。

抜け上がった農業倉庫

経営規模の拡大と高収益作物の
安定生産により農業所得が向上
○ 安定した米・麦・大豆の生産と併せて、たま
ねぎやキャベツ等の高収益作物の生産拡大
を推進。作物転換・規模拡大が進んだことなど
により法人の農業所得が向上。

安定的な販売体制の整備と６次産業化への取組

町内産大豆を使用した
「豆腐の粕みそ漬け」

担い手

○主な支援施策

栽培作物
・方法

（S51年～）

たまねぎの収穫状況

しろいしへいや

体制・人材
づくり

基盤整備

生産現場

【取組地域の概要】

【佐賀県白石町】

基盤整備の効果を活かし、高収益作物の
作付け拡大と農作物の安定生産を実現

基 盤

○ 区画整理や暗渠排水の整備によ
り高収益作物(たまねぎ、キャベツ)
の作付を拡大。

しろいしちょう

○ たまねぎ貯蔵施設による品質保持によ
り、長期間にわたる安定出荷を実現。
○ ６次産業化にも取り組み、新たな商品
開発を推進。（れんこんチップス、豆腐の
粕みそ漬け等）

担い手の育成と経営力の強化
○ 県外から白石町内に移住する就農希望
者を対象とした研修制度「しろいし農業
塾」を開始。 ※平成27年10月1日に開設（H27実績：4人）
○ 集落営農組織が70組織設立されてお
り、今後は法人化への取組を強化。
「しろいし農業塾」の
研修状況

※70組織中、2組織が法人化（平成28年2月時点）

さが春一番たまねぎ
の出荷状況
（万円）
1,500
1,000
500

キャベツの作付状況

白石平野地区のA農業法人の農業所得の変化
（県営地域水田農業支援緊急整備事業の前後で比較）
基盤整備完了
1,200万円
Ｈ２５

農業所得が
2.4倍に増加
500万円

0
H19
【出典：佐賀県農地整備課による推計】

H27
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畑地かんがいによる日本一の「加工用ほうれんそう」の産地形成
【工夫のポイント】

こばやしし

【宮崎県小林市】

畑地かんがい施設整備による営農の効率化

基 盤

○ 畑地かんがい用水を利用し、輪作
体系確立に向けた取組を開始。さら
に、省力化機材を導入することで、
かん水労力の軽減を図っている。
○ ＩＣＴの活用によって出荷時期を平
準化し、加工施設での廃棄ロスのリ
スクを軽減。
○ 農業法人等の担い手を中心とした
農地集積の推進。

畑地かんがい施設を整備し、安定的な用水供給が可能に
なるとともに、自動散水タイマーやレインセンサーなどの省力
化機材を導入することで営農労力が軽減。

基盤整備
（H8年～）

輪作体系の確立とＩＣＴを活用した計画的出荷

○位置 こばやしし
宮崎県小林市

○ 連作障害の回避や作業
効率の向上を目指して、
畑地かんがいによる自由
な水利用の下での最適な
輪作体系を検証。
○ 各ほ場の播種日、気象状況、管理状況、生育状況
をタブレット等で入力し、コンピュータ上で栽培管理を
行うことで収穫日をコントロール。ほうれんそうなどの
加工・業務用野菜を加工施設へ計画的に出荷。
【輪作体系の例】

生 産 現 場

おおはぎ

大萩地区

１年目（さといも）
→２年目（緑肥、だいこん）
→３年目（ごぼう、ほうれんそう）
→４年目（ほうれんそう、にんじん）
→５年目（さといも）

ＩＣＴ導入により
出荷時期を平準化

これまでの営農
（春先に出荷が集中）

○主要作物
・ほうれんそう、さといも等

2月

ICTを活用して栽培管理

3月

4月

加工・出荷

販売

生育不良のほうれんそうの状況

加工用ほうれんそうの作付面積を拡大し、
日本一の産地形成に寄与
○ 大萩地区を含む小林市で （ha）
は、畑地かんがい事業実施 300
を契機に「加工用ほうれんそ 200
う」の作付面積が飛躍的に増
加し、日本一の産地形成※に 100
寄与している。また、大萩地 0
区では、ほうれんそうの生産
による農業所得が通水開始
後約1.5倍に増加している。

小林市の加工用ほうれんそう
作付面積の変化

約3.2倍
に増加

290ha

90ha
H27
H14
(県営畑総 (県営畑総
事業着手時） 事業実施中)
【出典：宮崎県調べ】

※ 宮崎県は「加工用ほうれんそう」 の日本一の産地であり、小林市は県内最大の産地と
なっている。また、大萩地区では地区内農地の約４割で「加工用ほうれんそう」を作付。
2月

3月

4月

※出荷の集中による加工施設での廃棄ロスのリスクを低下。

大萩地区の加工用ほうれんそうによる農業所得の推移（推計値）
（万円）

担い手

○主な支援施策
・国営かんがい排水事業（Ｈ8～)
・県営畑地帯総合整備事業(Ｈ19～)
・多面的機能支払制度(H19～）
・農地中間管理事業 (H27～）

収 穫 量

収 穫 量

宮崎県

栽培作物
・方法

【整備前】
区画整理等はされていたものの、
畑地かんがい施設が整備されてい
ないため、たびたび干ばつ被害が発
生しており、安定的なかんがい用水
確保が求められていた。

省力化機材
（自動散水タイマー（中央・右）
レインセンサー（左））

ほうれんそうへの散水状況
※大萩地区は、国営かんがいモデル地区として
H21.10から暫定水源により順次配水

【取組地域の概要】

体制・人材
づくり

○ 畑地かんがい営農導入を契機 100%
に、２農業法人の設立されたほ
50%
か、地区外からも２法人が参入
し、地域の農業を牽引。農地集積
0%
率が飛躍的に上昇。

大萩地区の農地集積率

2,000

約30ポイント
増加

1,000

79％

46％
H18(導入前) H27(導入後)

2,650万円

3,000

農業法人の参入と担い手への農地集積

【出典：
宮崎県
調べ】

1,800万円

2,800万円

1,850万円
約1.5倍
に増加

0
【出典：宮崎県調べ】

H21

H23

H25

H27
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けいおうざくら

法人による規模拡大と水田での「啓翁桜」栽培の導入
【工夫のポイント】

基 盤

整備後 １ha区画

直播作業

おそのづか

汎用田で
啓翁桜を栽培

流通

・水稲、大豆、啓翁桜（けいおうざくら）
・県営経営体育成基盤整備事業
（H14～H19）
・強い農業づくり交付金(H18）
・多面的機能支払交付金（H19～）

担い手

○主な支援施策

整備前 ５a区画

整備後 水路と農道

○ 大型機械化や水稲直播の
導入により労働時間を短縮、
経営規模を拡大。

小其塚地区

山形県

加工・出荷

販売

基盤整備

生産現場

たかはたまち

栽培作物
・方法

【整備前】
農地は ５a区画で狭小（戦中戦後の耕地
整理時代に整備）であり、水路は素掘の用
排兼用であった。また、農道は軽トラックも
入れない状態で、機械化への対応が遅れ
耕作放棄地の発生が懸念された。

区画整理、用排水路、農道等の整備により、大型機械
を導入し生産コストの低減を図るとともに、湿田の汎用化
により高収益作物導入を実現。

水稲の直播導入や新規作物の導入

山形県 高畠町

体制・人材
づくり

（H14年～H19年）

【取組地域の概要】

○主要作物

【山形県高畠町】

大区画化・汎用化による労力軽減と高収益作物導入

○ 基盤整備を契機に農業法人を設
立。大区画ほ場に適した大型機械を
導入するとともに湛水直播の導入に
より労働力を軽減。
○ 周年農業に向け、汎用化した水田
で啓翁桜を導入。冬場の所得を確保
し、後継者の確保を図る。
○ インターネットによる直接販売を通
じて、販路を全国へ拡大。

○位置

たかはたまち

○ 水稲と大豆主体の経営か
ら、経営安定化や雇用創出を
目指し、新たに啓翁桜（町の
特産品であり、冬場の観賞・
贈答用として人気）を導入し、
冬場の所得を確保。

インターネットによって販路を全国へ
○ 米と啓翁桜はインターネット販売に
よる直接販売を実施。米は特別栽培
によるブランド化を図り、販路を拡大。

基盤整備を契機に設立された法人が
地域の農業を牽引
○ 大型機械の導入等によって米や大豆の生
産コストを削減するとともに、汎用化した水田
で啓翁桜の栽培を導入。
○ 地区内の農業法人（（株)ファー
ムおそのづか）は、事業完了後も
農地の集約化を進め、経営規模
を拡大。設立以降、所得を伸ばし
続けており、地域の農業を牽引
する担い手となっている。
（万円）

○ ほ場整備事業を契機として、集落内で今後の農業
の再編に向けた集落ビジョンを検討。その結果、地
区内の農業者からなる集落営農組合の設立を経て、
農業法人（（株)ファームおそのづか）を設立(H21)。

啓翁桜

（株)ファームおそのづかの農業所得の変化

2,000
1,500

ほ場整備事業を契機とした法人設立

整備前 土水路

所得は
約４倍に増加

1,500万円

1,000
500
0

400万円
H21

H21

(法人設立時)

H27
H27

【出典：法人からの聞き取り】
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や と み し

異業種とのコラボによる次世代型大規模水田経営の実践 【愛知県弥富市】
【工夫のポイント】

湛水被害の防止と汎用化による経営の安定化

基 盤

○ 異業種企業（トヨタ自動車(株)）と
の連携により、ＩＣＴを活用した生産
方式を導入することで、大規模水田
の管理体制を改善。
○ 農業未経験者を従業員として雇
用する際には、グループ制教育によ
り技術指導を実施。
○ 多彩な商品開発や販売など６次
産業化の場では、女性の力を活用。

○位置

排水機場や排水路の整備による災害に強い農地

生産現場

【取組地域の概要】
やとみし

愛知県弥富市

な べ た

造成農地では､排水機場や排水路の整備と併せて
客土を実施し､湛水被害の防止と汎用化が図られた。
これにより、災害
に強い農村地域
の形成や複合経
営が可能となり
基盤整備
（H10年～H16年）
安定した営農と
作物の高品質化
を実現。

異業種企業と共同開発したＩＣＴを活用し生産管理

鍋田地区
ICTを活用した生産管理

愛知県

・ 米、麦、大豆

○主な支援施策

女性の視点による商品開発や販売の強化

女性の視点で商品開発

○ 契約販売により米価の維持
を図るほか、女性の視点から
餅や米粉パンを開発。多彩な
商品開発や６次産業化により
経営を多角化し、販路を拡大。

従業員育成で生産能力アップ

従業員の技術指導

○ 「やる気醸成と考える従業員
育成」を方針に､農業未経験者
に対する試験水田での技術指
導を通じて生産意欲向上を図
り､自立的人材を育成。

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
ゼロメートル地帯の低平地で、農業用排
水施設の老朽化、断面不足、地盤沈下に
より排水不良を起こしていた。
また、耕地は、排水路同様不等沈下によ
り田面の低下が見られ湛水被害が発生。
昔の地盤面

井戸の抜け上がり

湛水被害の状況

先進的な大規模水田経営による所得の向上
○ 鍋田地区の代表的な農業
法人である（有）鍋八農産で
は、整備された大規模な水
田において、ＩＣＴを活用した
生産管理を実施し、経営を
革新。更に､従業員教育や女性の視点を取り入れ
た６次産業化などを通じた生産力・販売力の強化
を図っており、収益性の高い先進的な水田経営を
展開している。
（万円）

(有)鍋八農産の農業所得の推移
基盤整備着手
・法人設立
Ｈ１０

8,000
6,000

担い手

・国営鍋田干拓建設事業（S21～S38）
・機構営木曽川総合用水事業(S41～S57)
・海岸保全施設整備事業(S44～H19)
・地盤沈下対策事業(S53～H17)
・湛水防除事業(S46～)
・土地改良総合整備事業(H10～H16)
・海岸整備事業(H20～)
・多面的機能支払交付金(H23～)
・経営所得安定対策等（H23～）

加工・
流通

○主要作物

○ 広範囲にわたる大面積GPSとス
マートフォンを活用し農作業の進
捗状況や実績、水田面積などの
情報をクラウド上で管理。事務軽
減､作業ロス解消､進捗状況リア
ルタイム管理などデータ活用によ
る計画的・効率的運用が実現。

体制・人材
づくり

4,000
2,000

1,000万円

2,000万円

基盤整備完了
Ｈ１６

6,500万円

2,700万円

0
H3

H10

H16

H23

【出典：法人からの聞き取り】
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こう しゅう し

「楽なモモづくり」にかける想いが地域農業を次世代につなぐ 【山梨県甲州市】
【工夫のポイント】

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

樹園地の整備による労力軽減と生産の安定化

基 盤

○ ｢楽にモモづくりが出来なければ、
この産地は続かない｣ということから
次世代につなぐ産地づくりの願いを
込め、集落農業組織「らくらく農業推
進委員会」を設立。幅広い担い手に
よる労力を確保。
○ 大型農業機械の導入とともに、農
地を集積し、共同作業による農作業
の効率化を推進。

こうしゅうし

山梨県 甲州市

えんざん

山梨県

担い手

○傾斜
・約1/8程度
○主要作物
・モモ
○主な支援施策
・国営笛吹川農業水利事業（S46～S63）
・県営かんがい排水事業(S48～H13)
・畑地帯総合整備事業(S63～H12)
・中山間地域総合整備事業(H10～H16)
・広域営農団地農道整備事業(H1～H19)

流通

塩山地区

【整備前】
高齢化や担い手不足が深刻化し遊休
山梨県で初めてとなる既存樹園地の基盤整備に取り組み、緩
農地が増加していた。また、急峻な地
傾斜化や園内道の整備を通じて、大型農業機械を導入。薬剤散
形や不整形で狭小な区画のため、機械
布・堆肥施用・草刈りなどの重労働を軽減するほか、高品質なモ
化が困難であり、農作業に多大な労力
モの安定栽培が可能となった。
を要し、品
(※農薬散布：50分→９分/10a、堆肥施用：１日→40分/10a)
質や収量
が不安定
基盤整備 な状態で
（H10年～H16年） あった。
整備された園地

生産現場

【取組地域の概要】
○位置

体制・人材
づくり

急峻な地形で狭小な区画

機械による防除作業

次世代に引き継げる生産体制の構築
○ 集落営農によって、管理作業などを大型機械
による共同作業として実施。
○ 低樹高栽培の導入や品種毎に
通りを揃えた並木植、植栽距離
低樹高栽培の様子
の固定化等により労力を軽減。

直売所にて農産物を無駄なく販売
○ １級品の農産物の系統出荷に
加え、これまで出荷できなかっ
た２級品等を直売所で販売する
ことにより、所得増加を図る。

広域農道沿線の直売所

集落営農を通じた担い手の確保・育成
○ 「楽な営農」の実現による産地維持を目指
し、集落農業組織を設立。
○ 講習会（栽培技術の向上）を
開催し、次世代への技術の継承
集落営農組織の設立
に努めている。

楽なモモづくり体制の構築と収益の向上
○ 楽に農作業ができる生
産基盤づくりに向けて、
山梨県で初めて既存果
樹園の基盤整備を実
施。事業を通じた営農経
費の削減や単収の増加
により、農業所得の増加
を実現している。

「大藤のモモ」としてブランド化

塩山地区における農業所得増加額の推移
（平成11年を基準とした農業所得の増加額の推移）

（万円）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

事業完了
H22年 3,000万円

事業着手
H11年

2,520万円
1,340万円
農業所得の
増加に貢献

880万円

H11

H14

H17

H21

H23

【出典：ＪＡ聞き取りほか】
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く ま の し

みかんの高品質化と経営の多角化を通じた地域づくり
【工夫のポイント】

【三重県熊野市他】

かんがい方法の高度化と生産コストの低減

基 盤

○ 施設の更新と併せて点滴かんが
い施設（マルチドリップ方式）を
導入することにより、従前よりも
高糖度なみかんを生産。
○ みかんの生産に加えて、直売施
設による加工品等の販売や体験農
園など農産物の高付加価値化にも
取り組んでいる。

貯水施設の更新や点滴かんがい施設の新設を行うことで、樹木
への適時適量な用水供給が可能となり、高糖度のみかんを生産。
園内農道の整備により、労働時間や生産コストの低減にも貢献。

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
昭和40年代に実施した県営開拓パ
イロット事業等により、かんがい用水
の確保された樹園地にて、スプリンク
ラーによるかんがいを実施していたも
のの、かんがい施設の老朽化や農
道の侵食などが課題となっていた。

基盤整備

新設した点滴
かんがい施設

更新した貯水池

体制・人材
づくり

（H19年～H28年）
整備した樹園地農道

整備前の貯水池及び揚水施設

侵食が著しい樹園地農道

【取組地域の概要】
くまのし

みはまちょう

三重県熊野市、御浜町（特定農山村等）

生産現場

○位置

かなやまなんぶ

金山南部地区

マルチドリップ方式で高品質化
○ シートマルチと点滴かんがいを組み合せた
「マルチドリップ方式」を採用。
散布時のロスを少なくすること
で、用水や肥料の消費量を最
小限に抑えるとともに、みかん
の高糖度化、高品質化を実現。 ﾏﾙﾁﾄﾞﾘｯﾌﾟ栽培

加工や体験農園による高付加価値化

○主要作物
・みかん
○主な支援施策
・県営開拓ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業(S39～S45)
・中山間地域総合整備事業(H13～H28)
・農免農道事業(H19～H24)
・農山漁村地域整備交付金(H19～H28)
（農地整備事業（畑地帯担い手支援型））
・農業主導型６次産業化整備事業(H26～H27)

加工・
流通

三重県

加工品を直売施設で販売

みかん狩り

○ 規格外のみかんの加工
（ジュース）や直売施設の
開設など、６次産業化によ
る農産物の高付加価値化
を推進。
○ また、みかん狩りやブ
ルーベリー狩りなどの体
験農園により、農業を通じ
た都市住民との交流を図
り、地域農業を活性化。
（平成28年来園者数4,955人）

所得向上を図りみかんの産地を維持・向上
○ マルチドリップ導入で、
更に高品質なみかんの生
産を行うとともに、農道整
備でアクセス性が向上し
た農園・直売施設で多角
的な経営を実施しており
地域の核となる農業法人の所得向上を実現。み
かんの産地としての地域づくりを後押ししている。
金山南部地区の農業法人Ａの農業所得の変化
（億円）

1.5
1.0

農業所得が
約1.7倍に増加

1.2億円

0.7億円

0.5
0.0

整備前(H18)

整備後(H28)

【出典：法人聞き取りをもとに三重県で推計】
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は な

高糖度なみかんの生産とブランド化（華たちばな）の推進
【工夫のポイント】

○ 関東や関西、福岡での販売のほ
か、海外へも輸出。ＪＡ等が設立した
会社と連携しワイン加工などの６次
産業化にも取り組む。
○ ＪＡかんきつ部会を中心とした、研
修等の取組により、32名の後継者を
確保。

生産現場

【取組地域の概要】
○位置

やめし

福岡県八女市 （特定農山村）

【福岡県八女市】

ほ場やかんがい施設の整備による
労力の軽減と高糖度みかんの生産

基 盤

○ 用水の安定供給と併せ、マルチド
リップ栽培を導入。高糖度みかんを
「華たちばな」としてブランド化。

や め し

緩傾斜な農地は作業性に優れ、軽トラックや防除機
等の進入が可能となることで労力が軽減。さらに、安
定的な用水の確
保と併せたマルチ
ドリップ栽培の導
基盤整備
入により、高糖度
（H16年～H21年）
みかんの生産を
推進。

マルチドリップ栽培による品質の向上

マルチドリップ栽培の様子

たちばな

○ シートマルチと点滴かん水を
組み合わせたマルチドリップ栽
培を導入。土壌水分量の調整
を通じて、高糖度のみかんを生
産することが可能となった。

立花地区

・約1/5程度

○主要作物
・ みかん

福岡県

加工・
流通

○傾斜

○主な支援施策

アメリカへ輸出するみかん

・地域農業基盤確立農業構造改善事業
・中山間地域等直接支払交付金（H12～）
・中山間地域総合整備事業(H16～H21)
・強い農業づくり交付金(H21)
・中山間地域総合整備事業（2期）(H22～)

担い手

(H7～H9 ）

ＪＡが中心となった輸出展開と６次産業化
○ 年間144回の試食宣伝販売を
実施し、全国・海外へ販路を拡
大。平成29年1月には、九州産
では初めてアメリカへ輸出。
○ ＪＡ等が設立した会社と連携
し、ワインを製造・販売するなど
６次産業化にも取り組む。

体制・人材
づくり

栽培作物
・方法

営農技術の学習

○ ＪＡふくおか八女かんきつ部会
を中心に、学習支援システムの
活用など、営農技術の継承を通
じて、32名の後継者を確保。

販売

【整備前】
急傾斜な樹園地では、軽トラックや防除
機の進入が困難なため、農作業に多大な
労力を要しており、農業者の高齢化が進
む中、耕作放棄が発生。
また、山間部の樹園地では、用水の確
保も課題と
なっており、
不安定な経
営を強いら
れていた。

高糖度なみかんの生産とブランド化を
通じた地区内販売額の増加
○ 温州みかんのうち、高糖度なみかんを「華
たちばな」としてブランド化し、市場での販売
単価を向上させることで、地区の農業所得を
押し上げることに成功。
立花地区内の農業所得(1ha当り)の変化
(万円/ha)

320万円/ha

300

200

180万円/ha

農業所得が
約1.8倍に
増加

立花地区のみかんの販売単価（H28年度）
(円/kg)

400
300

営農技術の継承によって後継者を確保

加工・出荷

100

297円/kg
211円/kg

200

販売単価は
約1.4倍

100
0

0
事業実施前
事業実施後
平成16年
平成28年
【出典：福岡県農村森林整備課調べ】

温州みかん

マルチドリップ
栽培の温州みかん

【出典：ＪＡ販売実績】
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「女性の活躍」事例
－ 土地改良事業の実施地区から －
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や は ば ちょ う

野菜の生産拡大と直売所での積極的な販売の実践
ほ場整備による農地集積と水田の汎用化

地域概要
しわぐん

やはばちょう

岩手県 紫波郡 矢巾町
岩手県
しもやつぎ

下矢次地区

【主要作物】
・水稲、ネギ、トマト等
【主な基盤整備】
・県営経営体育成基盤整備
事業(H20～H26)

【整備前】
地区内の水田は排水
性が悪く畑作物の生産
は困難であった。また、
区画は小区画で農道の
幅員も狭く農作物や資
材の運搬に苦労するな
ど、農作業に多大な時
間と労力を要していた。
【整備後】
○ 農地の大区画化な
どの整備により、生産
性の高い農地を整備。
○ また、暗渠排水の整
備により野菜の生産が
可能となった。

【岩手県矢巾町】

女性たちの声
農地がまとまることで作業が楽に！
安心して作物運搬ができるようになった
○ 農家に嫁いだ当時は、田んぼが点在しているため朝か
ら晩まで働いていました。子供達との時間が取れず、お姑
さんに子ども達の面倒を見てもらいました。

【整備前の水田（10a程度区画）】

基盤整備
（H20年～H26年）

Ｎ．Ｍ さん
平成10年に家族
経営から「（有）
北方（ほっぽう）」
として法人化。

【整備後の水田】

野菜の生産拡大と新たな雇用の創出

○ 田植機への苗の供給作業は水路を跨いで行うため、女
性の私には重労働でした。また、農道が狭いためトラック
で脱輪し、刈り取ったモミを全て田へ落としてしまったこと
もありました。
○ 点在していた農地をまとめて、区画を大きくしたことで大
型機械が使えるようになり、田植えなどの作業にかかる
時間が短くなりました。水路がパイプラインになることで、
広くなった農道で安心して作物運搬ができます。

私たちのチャレンジ

創出された労働時間を
活用して野菜の生産に注力

○ ほ場整備をきっかけとして、野菜の生産を拡大。ネギの収
穫量は1.6倍に増加、新たにミニトマトの生産を開始。
○ また、ネギの収穫時期などには、臨時雇用を行うなど地域
に新たな雇用を創出している。
(有)北方の野菜の収穫量の変化
(t)

ネギ
1.6倍に増加

ミニトマト

(t)
7
6
5
4
3
2
1
0

新たに生産

6

顔写真を掲示
直売所で顔が見える販売を実践

0
H19

H27
【出典： 法人からの聞き取り】

○ 水稲の作業時間が短くなったので、ネギやトマトなど野菜
の生産に力を入れることができるようになりました。
○ ショッピングセンター内の直売所では、顔写真を掲示し野菜
を販売。これが、美味しい野菜を作る励みになっています。

○ 家族と一緒に
過ごす時間がた
くさん持てるよう
になりました。
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な か の と ま ち

重労働からの解放と女性が中心となった新規作物の導入
地域概要
なかのとまち

石川県
ひがしばば

東馬場地区

【整備前】
小区画で農道が狭く、用排水路も老朽化が
著しいことから、効率的な
営農ができず、農作業や
維持管理に多大な時間
と労力を要していた。
約７ａ区画

【主な基盤整備】
・ 県営ほ場整備事業
(H19～H27)

田植えや稲刈りの重労働から
解放された！
○ 中能登町は、稲作主体の農業と繊維産業が古く
からの基幹産業であり、農家に嫁いだ女性達は、
農業に従事する傍ら機織り作業を行い家計を支え
てきました。

基盤整備

（H19年～H27年）

【主要作物】
・ 水稲、大麦、そば、野菜、花き

女性たちの声

ほ場整備で農地を大区画に

石川県 中能登町（半島）

【整備後】
○ 農地の大区画化や地
下水位制御システムの
整備により、汎用化水
田を整備。大型機械の
導入等より、営農労働
時間が大幅に軽減。
○ 農事組合法人「あぐり
ばんば」を設立。

【石川県中能登町】

1ha当たりの営農労働時間の変化
（時間/ha）

204時間

98時間

Ｔ．Ｈさん（左上）
Ｍ．Ｙさん（右上）
Ｋ．Ｕさん（左下）

【出典：法人聞き取り】

約１ha区画

平成26年度から
農事組合法人
「あぐりばんば」に勤務

○ 田植えや稲刈りの重労働に加え、機織りや家
事・育児にも追われる生活は女性にとって過酷な
ものでしたが、ほ場整備によって大型機械が導入
され、作業の効率が良くなったおかげで、夫が農
業に従事し、私たちは辛い重労働から解放されま
した。

私たちのチャレンジ
野菜や花き類等の生産拡大による販売額の増加

Action 2

○ 法人における野菜や花き類の販売額は法人設立時より６倍
に増加。法人全体の販売額の増加に大きく貢献している。
農業法人あぐりばんばの農産物販売額の変化
（万円）
4,000

3,000
選花作業の様子

2,000

1,000

0
紫大根（能登むすめ）

野菜・花き類の販売額
が約６倍に増加
（100万円 → 570万円）

2,330万円

野菜・花き類 570万円

100万円
30万円

大麦・そば 80万円

2,200万円

米
2,370万円

法人設立時（H21年）

餅つき大会

3,020万円

事業後（H28年）
【出典：法人からの聞き取り】

○ 花き類（フリージア）や中能登町が推
奨するカラー野菜（「姫のネギ」、「能登
むすめ」など）といった新たな品種の栽
培を開始。

ネギ祭り

○ 子供の習い事の送り迎えができるよう
になったほか、家族の団らんやショッピン
グに出かける機会も増加しました。
○ 婦人会や子供会などによる地域活動も
活発に実施しています。

創出された時間を活用し、地域活性化に向けた取組を実践
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梅のＰＲや販売を通して「農業女子」を楽しむ
地域概要

用水の安定供給と防除作業の軽減

【和歌山県みなべ町】

女性たちの声

和歌山県みなべ町（特定農山村等） 【整備前】

スプリンクラーなんて最初は
いらないと思っていた！

雨や沢水に頼らざるをえなかったため、干ば
つによる収量減や品質低下の被害が発生し
ていた。また、急傾斜地
における手散布の防除
作業は重労働だった。

和歌山県

基盤整備

手散布による防除作業

（S48年～H14年）

なんきようすい

南紀用水地区
【主要作物】
梅
【主な基盤整備】
・国営かんがい排水事業（S48～H7）
・県営かんがい排水事業（H1～H14）

【整備後】
○ 水源を確保するととも
に、スプリンクラーを整備
し、安定的な農業用水
の供給が可能となるとと
もに、防除作業の負担を
軽減。安定した収量や
品質の梅を生産。

スプリンクラー
による防除作業

Ｍ．Ｈさん
結婚を期に、それま
での仕事をやめて農
業を始める。夫婦二
人で梅の生産をする
傍ら、梅のPRや販売
に取り組んでいる。

○ 防除作業は２週間に１度。２人で朝から日暮れまで
やっても、2.4haの園地で３～４日は必要でした。雨が
降ればやり直し、急傾斜地での手散布は足下が滑るの
で危険でした。
○ 夏場の水やりは、麓で水を汲んで軽トラで運ばなくて
はならず、水がなくなる度に麓まで戻る必要があったた
め、２人がかりの仕事でした。
○ スプリンクラーのおかげで、１haの防除作業でも、夫１
人が１時間でできるようになり、私は梅のPRや販売に出
かけられます。
○ これなら梅農家を続けていけるし、子どもに後を継い
でもらう夢も見られます。

私たちのチャレンジ
収益性の向上と全国に広がる女性生産者の交流
〇 防除と散水に必要だった労働コストが大きく削減できたことで
収益性が向上。また、みなべ町のうめの産出額は事業後に約３
倍に増加。
〇 日本各地からウメ生産者の女性リーダーが集う「全国ウメ生
産者女性サミット」を2017年2月にみなべ町で開催。
（億円）

120
90

約３倍に
増加

60
30

東京(青山)のファーマーズ
マーケットでの販売

みなべ町の うめ産出額の推移
事業完了
H14

「受領梅遊びグループ」のみなさん

○ 地元の女性でつくる「受領梅遊びグ
ループ」を結成し、「奧みなべ梅林受
領の里」を開園し、観光客を受入れ。

98.4

32.5

0

S60

H16

【出典：和歌山県調べ】
注）和歌山県の算出額に、みなべ町の出荷量の割合(約4.5割)を乗じた推計値

全国ウメ生産者女性サミット
での挨拶の様子

○ 梅の漬け方やジュースの作り方などの
説明をしながら梅のPRをするため全国を
回っています。娘にも手伝ってもらいなが
ら「農業女子」の楽しみを伝えています。

地元女性との活動や全国への販売・ファンの開拓に大忙し
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いかたちょう

加工品の開発や道の駅での販売で地域を活性化
用水の安定供給と防除作業の軽減

地域概要
いかたちょう

愛媛県伊方町(特定農山村等)
かわながた

川永田地区

女性たちの声

【整備前】
かんがい用水や防除用水は天水に頼ってお
り毎年のように干ばつの脅威にさらされてきた。
また、手がけの防除作業は農家にとって重
労働となっており、後継者の
確保の支障となっていた。

作業時間が軽減されたおかげで
加工品の開発や販売に打ち込めた！
○ 整備前は、１週間程度かかる防除作業を年間で10回程
度も実施していました。園内での防除作業は、重労働で
ある上、肌が強い人でも皮膚がかゆくなる作業でした。

基盤整備

（S49年～H8年）

【整備後】
○ 水源の確保とともに、
愛媛県
スプリンクラーを整備
【主要作物】
し、用水の安定供給が
・ 温州みかん、中晩柑（せとか、
可能となるとともに、防
デコポン等）
除作業の負担を軽減。
【主な基盤整備】
○ スプリンクラー整備済
・国営かんがい排水事業(S49～H8)
の樹園地では後継者の
・県営かんがい排水事業(S60～H7）
育成が進展。

【愛媛県伊方町】

手がけ防除(イメージ)

Ｔ．Ｋさん

○ 急傾斜園地内での防除作業は、主に男性が担当し、女
性は薬剤準備等の補助作業を行っていました。

川永田地区
みかん農家で、
伊方生活研究
協議会の一員

○ スプリンクラーが整備されたことで、防除作業は夫１人
で１日でできるようになりました。これまで補助作業をして
いた女性は、皆で集まって加工品の開発や道の駅などで
の販売ができるようになりました。

スプリンクラーによる防除
(イメージ)

私たちのチャレンジ
農業の継続と加工品の販売による地域活性化
○ 「芋ジャム」などの開発商品を街のイベントや道の駅、東京な
どのアンテナショップで販売し、地域の活性化に取り組む。
開発商品（芋ジャムやいよかんマーマレード等）
の販売額の推移
（万円）
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0

芋ジャム
を開発

20

H23

26

H26

東京での
販売を実施

芋ジャム

〇 伊方町とみかん農家の女性15人
で組織する伊方生活研究協議会が
共同でブランドサツマイモ「金太郎
いも」に温州みかん果汁を加えた
「芋ジャム」を開発。

32

H28

【出典：伊方生活研究協議会からの聞き取り調査】

道の駅「伊方きらら館」

○ 道の駅で「芋ジャム」や「いよかんマーマ
レード」など、開発した商品を販売していま
す。近年では、東京での販売も始めることが
でき、開発・販売した商品の売上げで協議
会メンバーと旅行に行くのが楽しみです。

開発・販売しているジャムは、東京での販売も好評！
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おおいたし

農作業の効率化と夢をもった加工・販売への挑戦
地域概要
おおいたし

大分県大分市
大分県

かみつめ

上詰地区
【主要作物】
・米、小麦、だいこん、たまね
ぎ、
白菜、キャベツ、ブロッコリー
【主な基盤整備】
・県営経営体育成基盤整備
事業 (H8～H16）

ほ場整備事業による農作業の効率化
【整備前】
山間に狭小なほ場が点
在し、農道も狭く、機械が
入らないほ場も多くあり、
水稲栽培では、田植え作
業や漏水防止のための
畦塗りを手作業で行うな
ど、重労働となっていた。

女性たちの声
畦塗りや田植えといった
手作業が少なくなりました！

平均区画約6ａ

基盤整備

（H8年～H16年）
【整備後】
○ 区画整理により、平均区画が21aに拡大、
また、農道の新設及び拡幅（2m→4m）によ
り、大型機械のほ場への
乗り入れが可能となり、
効率的な営農が実現。

○ 集落営農法人「上詰
アグリドリーム」を設立。

【大分県大分市】

平均区画約21ａ

Ｍ．Ｋ さん（左）
Ｍ．Ｗ さん（中）
Ｍ．Ｋ さん（右）

Ｔ．Ａ さん（左）
Ｋ．Ｋ さん（右）
「農産加工所どりーむ」を
設立した地区内の女性

○ 整備前は、機械が入らないほ場が多くあり、
手作業での作業も多かった。田植や畦塗り、畦
畔の草刈りなどの手作業で行うもののほとんど
は女性が担っており、大変な重労働でした。
○ ほ場整備後は、水稲の田植えや畦塗りを機
械を使って行えるようになり、私たちが担う作業
が大幅に削減されました。また、センチピードグ
ラスによる畦畔緑化に取り組み、草刈り作業
を大幅に短縮（5～6回→2回）できました。
○ 年１回の研修も行うことができるようになり、
楽しみの一つとなっています。

私たちのチャレンジ

地元産材料を使った６次産業化により
地域の農産物・加工品の販売額が大幅に増加

創出された時間を
農産物の加工・販売等に活用

○ 集落営農法人の経営拡大及び農産加工販売の新たな取組
により、地域内での雇用の創出や、農産物・加工品の販売額
の増加など地域振興に大きく貢献している。
集落営農法人アグリドリームと農産加工所どりーむの
（万円）
農産物・加工品販売額

1,500
1,000

漬け物

販売額が
約３倍に増加

660

500
510

700

集落営農法人
アグリドリーム

0
大型スーパーでの対面販売

H22

農産加工所
どりーむ

H27

【出典：集落営農法人と農産加工所からの聞き取り調査】

○ 経営の更な
る発展に向け
て、先進地で
ある法人の事
例調査を実施
しています。

【農産加工所の開設】
○ 地区内の女性（5名）で、「農産加工所どりーむ」を設立（H22)し、地域でつくった
モチ米や小麦、野菜等でまんじゅうや漬け物、あられ等を加工・販売しています。
○ 加工所が栽培する畑の耕起等を集落営農法人に委託するとともに、加工に使
用するモチ米等を法人から購入しています。加工所から法人の農作業に対して
労務提供を行うなど、２つの組織が連携しながら地域農業を支えています。
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【お問い合わせ先】
農林水産省農村振興局整備部設計課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL：03-3502-8695（直通）
FAX：03-5511-8251
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kousyueki2-zirei.html

