せ と う ち

露地野菜複合経営の確立と「牛窓ブランド」の推進
【工夫のポイント】

【岡山県瀬戸内市】

体制・人材
づくり

整備された揚水機場
整備された農地（白菜畑）

生産現場

【取組地域の概要】

基 盤

○ 独自の栽培ほ場検査の実施や出
荷規格の厳守により、県内トップクラ
スの評価を獲得。「牛窓ブランド」とし
て産地のブランド化を進展 。
○ 露地野菜の生産拡大と併せて、新
規就農者に対する技術指導や研修
等を行い、地域の担い手を育成。

○ 位置 せ と う ち し
岡山県瀬戸内市

○ 畑地かんがい施設の整備とともに区画整理や農道
の整備を行うことで、営農作業の省力化が図られた
ほか、出荷時に野菜に傷が付きにくくなるなど収量、
品質の向上が図られ、経営が安定化。

噴霧散水（きゃべつ畑）

岡山県

○ 主な支援策
・ 国営かんがい排水事業 (S45～S63)
・ 県営畑地帯総合整備事業(S54～H8)

担い手

○ 主要作物
・ 白菜、キャベツ、冬瓜、カボチャ、
メロン 等

加工・
流通

牛窓地区

基盤整備
（ S54年～H8年）

県内トップクラスの露地野菜産地に発展

県内トップクラスの露地野菜産地に発展
○ 独自の栽培ほ場検査や出荷規格の厳守により、高品
質な野菜を京阪神などに出荷。
○ 白菜では特定の品種で一定品質以
上のものに限り「冬黄（とうき）白菜」とし
て出荷するなど「牛窓ブランド」を確立。

地域の担い手として新規就農者を確保・育成
○ 県・市・農協が一体となって新規栽培
者の受入れ体制を確立し、研修から就
農まで一貫したサポートを実施（過去５
年間で８人が新規就農）。

整備前の水源
（ポリタンク）

スプリンクラー散水
（冬瓜畑）

うしまど

販売

狭小かつ不整形な区画で
あったほか、天水に依存した
営農であったため、用水確保
及びかん水に多大な労力を要
するなど、効率性の低い不安
定な農業経
営であった。

散水の様子

○ 減農薬栽培や生産管理履歴の徹底、施肥管理などに
より高品質・高収量を実現。
○ 秋冬期は白菜、キャベツ、春夏期は
冬瓜、カボチャなどを組み合わせ周年
栽培を行うことで安定した露地野菜経
はくさい畑
営を確立。

加工・出荷

【整備前】

基盤整備による露地野菜の安定生産の実現

○ 温暖な気候の下、基盤整備を通じた
用水確保によって、白菜やキャベツ等
の露地野菜栽培が発展。

栽培作物
・方法

高品質・高収量の実現による
安定した露地野菜複合経営の確立
○ 温暖な気候の下、基盤整備や高い栽培技
術・管理により白菜・キャベツを中心とした露
地野菜の品質や収量が向上。さらに、複数
の品目を組み合わせることでより安定した経
営を確立。
○ 市場評価の高い地域ブランド野菜により事
業完了後も地区全体の販売額は年々成長。
新規栽培者も参入しており、産地として、持
続的な発展を実現している。
【野菜の販売額(ＪＡ岡山：牛窓管内)】
（億円）

10.7億円

12

8.8億円
8
4

かぼちゃ
冬瓜
キャベツ

事業完了後も産地
として成長

白菜

0

H23
H23

H28
H28

【出典： ＪＡ岡山】
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「里むすめ（なると金時）」のブランド化と輸出への挑戦
【工夫のポイント】

○ ＪＡ里浦「里むすめ」生産者部会に
より減農薬栽培の実践やトレーサビ
リティの導入を通じた「安全・安心」な
産地づくりによる消費者の信頼向上。
○ 香港、台湾、シンガポールなどへ
の輸出を通して新たな販路を拡大。

徳島県

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
本地域は、水源がなく天水に
頼る栽培のため、少雨時には水
不足に悩まされ、また遠方から用
水を運搬するなど用水確保に労
力を要し、安定した農業経営がで
きない状況にあった。

畑地かんがい施設の整備により、かんがいに要する労力
が軽減されたほか、農業用水を安定的に供給することが可
能となり、品質向上や収量安定が図られた。

（H元年～）
スプリンクラーによる
かん水（県営）

吉野川の水を取水（国営）

減農薬等による「安心・安全」な産地づくり

生産現場

なるとし

徳島県鳴門市

体制・人材
づくり

基盤整備

【取組地域の概要】
○位置

【徳島県鳴門市】

かんがい施設の整備を通じた用水の安定供給に
よる労力の軽減と品質・収量の安定化

基 盤

○ 基盤整備を通じた用水の安定供
給により労力の軽減が図られたほか
甘藷の安定生産や品質向上、計画
的な栽培等が実現。

な る と し

やかんを用いたかん水

地域ブランドの確立による販売額の増加

○ 土質に恵まれ、海砂に含まれる塩分を吸収
することで、良質なかんしょが生産。また、フェ
ロモントラップの導入や一斉防除等により農
薬散布量を低減。さらにトレーサビリティ体制
の確立を通じた安全・ 安心な産地づくりに地
域一体で取り組む。

○ 基盤整備による営農条
件の改善に加え、ブランド
戦略による販路拡大によ
り、農家１戸当たりの販売
額及び所得が増加。

○ ＪＡが中心となった優
良系統の選抜により、
高いブランド力を保持。

【「甘藷」の農家１戸当たり平均所得額】

【JA里浦における「甘藷」の農家１戸当たり平均販売額】
約760万円／戸（H16） → 約930万円／戸（H28）
約640万円／戸（H16） → 約780万円／戸（H28）

フェロモンによる病害虫駆除

さとうら

（万円/戸）

里浦地区

・さつまいも、だいこん

○主な支援施策
・国営総合農地防災事業（H3～ ）
・県営畑地帯総合整備事業(H元～H21)
・多面的機能支払交付金(H19～)

加工・
流通

○主要作物

ブランド戦略の確立と海外への販路拡大
○ 京浜、京阪神市場で最高峰ブランドを確立
するとともに、香港、台湾、シンガポールなど
海外にも販路を拡大。
○ 地元メーカーを中心とした
焼酎や菓子用などの加工向
けの販路を拡大。

1,000

930万円

840万円

800

760万円

600
400

台湾での販路拡大

１戸当たりの販売額が
約1.2倍に増加

H16

通水開始
H22
H28
H20
【出典： 里浦農業協同組合通常総会資料より算出】
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ちくじょうまち

建設業から農業への本格参入と高収益作物の導入推進
【工夫のポイント】

○ 農地中間管理事業を活用し、経営面
積を拡大するとともに、基盤整備により
汎用化された水田で露地栽培による高
収益作物を導入。

体制・人材
づくり

担い手への農地集積と
汎用化による高収益作物の導入を実現

基 盤

○ 基盤整備を契機に建設業者が農業へ
本格参入し、平成25年3月に農業生産
法人（株）峯菜園（ほうさいえん）を設立。

【福岡県築上町】

○ 建設業の経験を活かし、農地・農業用
施設の維持管理などで地域貢献。

○ 区画整理によって農地が大区画化されることで、農地集積
が進み、地区全体で、担い手の経営面積が60倍に拡大。
（地区内農地の75％を集積）
○ さらに、暗渠排水の整備
により汎用化された水田で
基盤整備
は、レタス、ブロッコリー、ス
（H21年～H27年）
イートコーンなどの高収益
スイートコーンの作付け
作物の導入が進んでいる。

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
農地が狭小・不整形で散在
しているため、農作業に膨大
な労力を費やしていたほか、
担い手への集積・集約が非
常に困難な状況であった。

【取組地域の概要】

加工・
流通

○位置

ちくじょうまち

福岡県築上町

更なる所得向上のため６次産業化を推進

○ もちや味噌などの農
産物加工を始めとした６
次産業化に取り組み、
販売額の向上を推進。

築上町物産館「メタセの杜」

建設業から参入した担い手が地域をリード

ひがしはった

福岡県

○主要作物
・米、麦、大豆、レタス、ブロッコリー等

○主な支援施策
・経営体育成基盤整備事業(H21～H27)
・多面的機能支払交付金（H24～）

担い手

東八田地区

○ 基盤整備によって営農条件が改善されたことを契
機に、建設業から農業へ本格参入した担い手が誕
生。平成25年には株式会社「峯菜園」を設立。
○ 農地中間管理事業を活用し、経営面積を基盤整備
前の約９倍にまで拡大。経営規模の拡大と併せ、雇
用者も増加（常時５名、臨時１０名）し、若手職員の
土木技術習得も進む。
○ 建設業でのノウハウを活かし、
バックホウ等の大型機械を自前
で所有・使用し、営農を展開。農
地や水利施設の維持管理などの
地域貢献にも積極的に取り組む。

建設業からの参入と黒字経営への挑戦
○ 基盤整備により区画拡大された農地で、農
地中間管理事業の活用により経営規模の拡
大を図るとともに、汎用化された農地で、多品
目の露地野菜の栽培を展開することで、法人
の農産物販売額が大幅に向上。また、農業
所得についても黒字経営を実現。
○ 今後は、中山間地にあるほ場で果樹（キウ
イ）の栽培を計画しており、将来は観光農園
にも取り組む意向。
【法人の経営面積】

(万円)

法人の販売額（農産物）

6,000
5,000
4,000

4,877万円

13倍
に向上
野菜
4,283万円

3,000
2,000
1,000
0
整備前
（H20）

整備後
（H29）

371万円
麦等13万円
麦等90万円
水稲281万円

水稲581万円

整備前（H20）

整備後（H28）

【出典：福岡県農村森林整備課調べ】
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いさはやし

耕作放棄地の解消による農業生産団地の急成長
【工夫のポイント】

【長崎県諫早市】

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
狭小で不整形な畑地が多く、農道・用排
水施設も未整備であったため、効率的な
営農ができず耕作放棄地が年々増加。

基盤整備による耕作放棄地の解消と優良農地の創出

基 盤

○ 区画整理、畑地かんがい施設の整備
により地区の約６割を占める耕作放棄
地を解消し、優良農地を創出。
○ 安定した品質の作物生産が可能とな
り、特産のたまねぎやばれいしょ、きく
等の作付が増加し、産地規模が拡大。

体制・人材
づくり

○ 基盤整備により耕作放棄地が優良農地へ変貌。整備
後は、大型農業機械の導入及び用水確保等により、農
作業の効率化や高収益作物の安定した生産が実現。

全景

基盤整備

○ 土地改良区が主体となり、地区外か
らの入植を積極的に受け入れながら、
土地利用調整を行ったことで、担い手へ
の農地集積率は８割を実現。

（H20年～H27年）
整備後のほ場の状況

整備前のほ場の状況

散水チューブによる散水

【取組地域の概要】

あずきざき

小豆崎地区

○主な支援施策
・県営畑地帯総合整備事業（H20～H27)
・多面的機能支払交付金（H19～）
・農地中間管理事業（H29～）
・強い農業づくり交付金(H24～）※ハウス建設
・産地パワーアップ事業（H28～） ※ハウス建設

高収益作物の生産面積拡大
○ 諫早市の特産物である「たまね
ぎ」「ばれいしょ」の作付拡大と併
せ、「きく」や「ほうれんそう」等の
施設園芸の規模も拡大。
○ 地区の東西で「たまねぎ」、「ば
れいしょ」と作物を団地化すること
で、営農の効率化を図る。

【小豆崎地区の作付率】
150%

100%

50%

0%

（

担い手の確保と経営規模拡大

約２．５倍に
増加
141%
（120%）
57%
（51%）
整備前
(H20）

整備後
(H27実績）

）は、うち高収益作物の作付率
【出典：長崎県農村整備課調べ】

【担い手農地集積図】

耕作放棄地解消と経営規模・高収益作物の
生産拡大による農業所得の向上
○ 基盤整備の実施によって耕作放棄地を解消。経
営規模の拡大に加え、複数の作物を組み合わせ
た経営により、安定的な営農体系が確立され、担
い手の農業所得が増加。
○ 地区外からの入植を受け
入れることで、地区内農家
の栽培技術が向上するなど
取組の発展にも寄与。

たまねぎエリア

担 い手

担い手

長崎県
○主要作物
・たまねぎ、ばれいしょ、にんじん、きく

生産現場

いさはやし

○位置 長崎県諫早市

○ 地区外入植（14経営体）を積極
的に受け入れ、担い手として、24
の経営体を確保。

【担い手１経営体当たりの平均農業所得】
（万円）

1,000

○ 地権者から利用権の白紙委任
を受け、作物に応じて担い手別
に配分。
○ 土地改良区が主体となって土
地利用調整を行い、担い手への
農地集積率約８割を実現。
【出典：長崎県農村整備課調べ】

ばれいしょエリア

基盤整備後に導入されたハウス（きく）

800

（地区外含む担い手の経営）

1,010万円
約２．８倍に
増加

600
400
200
◆着色部が担い手集積
・水色：地区内担い手自作
・緑色：地区内担い手賃借
・赤色：地区外担い手賃借

370万円
経営面積2ha

経営面積４ha

0

整備前（H20）
整備後（H27）
【出典：長崎県農村整備課調べ】
※ 農業所得額は作付実績を基にした長崎県農村整備課による推計
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く ま も と し

玉ねぎなどの周年作付により地域の所得を向上
【工夫のポイント】

○ 地域一体となって玉ねぎと飼
料作物(WCS)の周年による複合経
営を展開するほか、食品メーカー
や学校給食への提供など販路拡大
にも取り組むことで、所得の向上
を図る。

ほ場の大区画化や排水不良の解消による
作業効率の向上

基 盤

○ 基盤整備を契機として、地域
農業の担い手となるおしま有明営
農組合（集落営農組織）を設立。

タマネギと水稲（WCS）との複合経営
○ 汎用化された水田で玉ねぎを生産。超極早生～晩
生まで多様な品種を作付けするほか、ＷＣＳの生産
を組み合わせるなど周年作付けを実現。
○ ＷＣＳの栽培は営農組合、収穫は畜産農家が行う
など飼料生産体制を構築。
栽培体系 １月 ２月
タマネギ
◎

・県営湛水防除事業（H21～H26）
・県営経営体育成基盤整備事業（H21～H32）
高付加価値化農業施設移転等事業
農業集落防災安全施設整備事業
・県営排水対策特別事業（H2～H5）

担い手

○主な支援施策

販売

３月
■

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月 １１月 １２月

■

◎
◎

■

■

※表作にＷＣＳを作付けし、タマネギの栽培期間を長期間確保。

湛水状況(H20年6月)

狭小な農地

排水機場（更新）

整備後の水田

加工・
流通

玉ねぎ、水稲（WCS）、なす

加工・出荷

（H21年～）

ＷＣＳ

○主要作物

栽培作物
・方法

基盤整備

生産現場

おしま

小島地区

体制・人材
づくり

【整備前】
不整形かつ狭小なほ場であり、大型農
業機械の導入が困難で作業効率が低い
営農であった。また、用排水も兼用水路
であり、豪雨時の湛水などの被害に見舞
農道幅員B=2.0m程度
われ、不安定な農業経営が続いていた。

○ ほ場の排水性や作業効率を考慮し、標準区画1ha
（50m×200m）で整備。
○ ２機の排水機場を更新し、地域の排水性を向上させる
ことで、水田の畑地化・汎用化を更に推進。

【取組地域の概要】
○位置 くまもとし
熊本県熊本市

【熊本県熊本市】

高収益作物作付の拡大による所得増
○ 基盤整備による水田の汎用化によって、玉
ねぎの作付けが可能となったほか、ＷＣＳなど
を始めとした多様な品種の組み合わせにより、
周年での生産体制を構築。
○ 有名食品メーカーとの契約栽
培など、販路拡大にも取り組む
ことで、地域全体での高収益作
物による所得が増加。
【小島地区の高収益作物による所得（万円/年）】

食品メーカーとの契約栽培で販路を拡大
○ 人気イタリアン食品メーカーとの契約栽培や学校
給食への提供など、複数の販路を確保することで、
経営の安定化に取り組む。

おしま有明営農組合を法人化（予定）
○ 基盤整備を契機に、地域農業の担い手となる「お
しま有明営農組合」を設立し、農地を集約。近年は、
法人化による経営基盤強化を構想中。

事業前
(H20)

所得が約1.9倍
に増加見込み

5,500万円
(高収益作物:56ha)

現在
(H27)

6,700万円
(高収益作物:58ha)

事業後
(H31)

10,600万円
(高収益作物:82ha)
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【出典：熊本県資料】
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