
  次代へつなぐ集落営農の経営発展支援 
活動期間：平成２７年度～継続中 

鳥取県 

具体的な成果 

１ 集落営農法人の設立 
 ・平成２７年度以降、新たに５法人設立 

２ ＧＡＰ取組による安全意識の向上 
 ・６法人でＧＡＰ取組が始まり、農作業安全  
  や３Ｓへの意識が高まった。 
 ・１法人で「農作業安全宣言」を作成した。 
 
 
 
 
  
 （刈払機置場新設）    （反射テープ貼り） 

３ 複合経営への転換による農産物売上の  
  増加と後継者育成（Ｈ法人事例） 
 ・売上高に占める米の割合 
    84％（Ｈ27年）→52％（Ｈ30） 
 ・売上高 135％（Ｈ30／Ｈ27） 
 ・後継者手取 150％（Ｈ30／Ｈ29） 
  後継者はやりがいを感じている。 

普及指導員の活動 

１ 集落営農の組織化・法人化支援 
 ・アンケート調査の実施、説明会の開催な 
  ど集落の合意形成を支援 
 ・研修会で法人と任意組織等の交流支援 
 
 
 
 
 
    (法人視察)     (ｸﾞﾙｰﾌﾟ別情報交換) 

２ 農場内点検の実施など、ＧＡＰ取組支援 
  （平成30年度～継続中） 
 ・農場内点検、対話型農作業安全研修 

３ 複合経営への転換と後継者育成支援  
  （Ｈ法人：平成27年度～継続中） 
 ・経営改善目標の設定及び達成に向けた  
  新規作物導入、栽培技術向上支援 
 ・農の雇用事業活用支援 

普及指導員だからできたこと 

１ 新たな雇用の導入や後継世代への継承 
 ・農業を志す者と後継者を確保したい法人  
  とのコーディネート役（施策情報等の提供、 
  話し合いの場づくり） 

２ 集落営農法人の経営発展（Ｈ法人） 
 ・経営改善計画実現に向けた総合支援 
 （新規作物の提案・技術指導、機械施設整 
  備計画作成支援、ＧＡＰ取組支援等） 

○農村の高齢化、担い手不足を背景に、集落営農の取組が期待されており、 
 集落営農の組織化・法人化、経営安定化による営農継続が最重要課題。 
○法人経営の発展に向けて「対話型農作業安全研修」などのGAP取組、単一 
 経営か ら複合経営への転換、後継者育成の取組を支援。 
○農作業安全意識の高まりや、農産物売上が伸びるなど経営改善の成果が 
 出てきた。後継者も農業のやりがいを感じている。 



鳥取県 

次代へつなぐ集落営農の経営発展支援 

 

活動期間：平成 27年度～継続 
 

１．取組の背景 
（１）背景 

農村の高齢化、担い手不足が進んでおり、地域の農業・農村を維持発展させて

いくために、集落営農の取り組みが期待されている。地域の農地を守ることを理

念とする集落営農法人にあっては、経営基盤の強化、安定化を図り、営農を継続

していくことが最重要課題であり、経営感覚をもった法人経営が不可欠である。 

近年では経営安定化を図るため、水稲のみならず野菜や果樹を加えた複合経営

に対する取り組みも活発化しており、安定生産に向けた技術的支援が求められて

いる。組織運営に関しては、高齢化等による労力不足の到来が懸念されることか

ら、新たな雇用の導入や後継世代へのスムーズな継承を進めるための活動支援が

求められている。 

 

（２）課題と目標 

ア 集落営農の組織化・法人化 

集落営農により地域農業の維持・発展を図ろうとする地域にあっては、それ

らの組織運営体制の検討や法人設立に関わる助言を行っていく必要がある。 

→目標：組織設立・法人化：年１組織 

イ 集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 

  平成 26年産米価下落を受け、地域農業を守るために法人設立。水稲中心の経 

営からの転換、法人経営の体制整備が課題。がんばる農家プラン「高品質大豆 

・もち麦・特栽米の生産と後継者育成による水田農業・地域活力創造プラン」 

の作成を支援し、経営改善目標を設定した。 

目標項目 現状 Ｈ27 目標 Ｒ元 

1 水稲に代わる戦略作物(大豆・麦)の生産拡大 １ha 11ha 

2 大豆品質向上、もち麦特産化 もち麦生産量 ０kg 10,500kg 

3 水稲特別栽培の取組拡大 ０ha ３ha 

4 白ねぎ導入、収量向上による周年雇用の実現 1,800kg/10a 2,300kg/10a 

 



２．活動内容（詳細） 
（１）集落営農の組織化・法人化支援 

ア 市町等関係機関・団体と連携して集落営農を目指す地域に対し集落営農の組 

織形態、運営方法等を説明・提案した。また、アンケートによる意向把握を行 

った。法人設立に向けた定款・事業計画等の作成について助言した。 

 イ 集落営農法人と任意組織等の交流支援：夏期に経営訪問等の現地研修会、冬

期に法人運営等に関する研修会を開催して情報提供を行うとともに、相互交流

により各組織の課題解決に向けた取組を進めた。市町農業再生協議会と共催し、

前年アンケート結果等を基に内容を組み立てた。 

・平成 27年度：講演「大規模水田作経営における熟練ノウハウの伝承」、水稲 

各種直播栽培技術、農業研修生受入れ制度、米の食べ比べ 

・平成 28年度：講演「持続可能な集落営農の組織運営をめざして」、今後有望 

な水稲品種系統･米の食べ比べ、水稲栽培の新技術（密苗、高精度水田用除草 

機）、施策紹介 

・平成 29年度：収入保険制度、ＧＡＰ、農作業事故発生時の備え、生産管理シ 

ステム、水稲省力低コスト技術（密苗、湛水直播）、施策紹介 

・平成 30年度：講演「野菜を軸にした法人経営で地域を活性化」、グループ 

別情報交換会 

（２）集落営農法人の経営安定支援（Ｈ法人の支援事例） 

ア 水稲及び新規導入作物等の栽培技術向上支援 

・水稲：高精度水田用除草機を用いた除草技術の実証、緑肥活用特別栽培取組 

を支援した。 

・大豆：額縁明渠設置、耕うん同時畝立播種、乗用管理機導入による適期防除、 

普通型コンバイン・乾燥調製施設整備による適期収穫、早生品種すずこがね、 

星のめぐみの導入を支援した。 

・麦：健康食材として注目され食感が良いもち麦の導入、種子生産、特別栽培 

の取組等による特産化を支援した。 

・白ねぎ：適期防除、出荷調製作業の効率化等を支援した。 

イ ＧＡＰ取組支援 

平成 30年 7月に農場内点検、課題の抽出を支援し、以下の取組が行われた。 

・食品安全：農薬は農機具庫内に農薬保管庫を整備して保管するよう見直し。 

乾燥調製施設へのカバー付き照明器具の設置。 

 ・環境保全：特栽米の箱施用剤をネオニコフリ－の農薬に変更。農薬空容器 

は農協の回収サービス等を利用して処分。 

 ・労働安全：ほ場進入路等の危険箇所を把握し、改善取組を計画。燃料種類 

別に色の違う携行缶等容器を整備して管理を改善。 



ウ 後継者育成確保支援 

平成 27年度に農の雇用事業の活用を支援した。 

 

３．具体的な成果（詳細） 
（１）集落営農法人の設立 

平成 27年度以降、新たに５法人が設立された。 

 管内集落営農法人計 22法人（平成 31年 3月末現在）。 

（２）集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 

ア 水稲及び新規導入作物等の栽培技術向上 

・大豆：平成 29年産収量 182kg/10a、平成 30年産収量 190kg/10aでプラン目 

標 180kg/10aを上回った。平成 30年産検査等級は 86％が３等以上であった。 

 ・麦：平成 29年産収量は 332kg/10a、平成 30年産収量は 220kg/10aでプラン 

目標 210kg/10aを上回った。 

 ・白ねぎ：平成 30年度収量 2,606kg/10aでプラン目標 2,300kg/10aを上回っ

た。 

イ 水稲特別栽培取組拡大及びＧＡＰ取組始まる 

    平成 27 年度から水稲特別栽培の取組を始め、平成 30 年度には 3.1ha まで

拡大した。緑肥活用を行い、環境直接支払制度の活用が進んだ。水田除草機

を活用した除草剤不使用米を中心に 42％を直売、その他もＪＡ特別栽培「万

葉美人米」として出荷し、有利販売につなげている。 

    平成 30年度ＧＡＰ取組により、カバー付き照明器具設置、農薬保管庫整備、

燃料容器整備等の具体的改善が行われ、安全意識が高まった。 

ウ 経営改善取組み進む 

  がんばる農家プラン等による経営基盤の整備が進んだ。売上高に占める米 

の割合が 84％（平成 27年度）から 52％（平成 30年度）へ減少し、単一経営 

から複合経営への転換が実現した。平成 30年度売上高は平成 27年度比 135 

％へ増加した。税引前利益は 103％、実質従事者手取りとなる給料手当とほ場 

管理料を含む額は 123％へ増加した。 

平成 27年度から 20％減収に備えた収入減少影響緩和交付金制度に加入し 

た。 

エ 後継者育成確保進む 

  平成 27年５月に従業員（39歳）を雇用し主たる従事者として育成、平成 

30年４月からは、組合員として活躍している。組合員になった平成 30年度の

収入は、従事分量配当金のほか、ほ場管理料を加えると平成 29年度従業員時

給料手当の 1.5倍に増加し、本人のやりがいにつながっている。 

 



  【経営改善目標の達成状況】            目標年：令和元年 

目標項目 実績 Ｈ30 最終目標達成率 

1 水稲に代わる戦略作物（大豆・麦）の生産拡大 

2 大豆品質向上ともち麦特産化 もち麦生産量 

3 水稲特別栽培の取組拡大 

4 白ねぎ導入、収量向上による周年雇用の実現 

6.8ha 

5,024kg 

3.1ha 

2,606kg/10a 

62％ 

 48％ 

103％ 

113％ 

 

４．農家等からの評価・コメント 

（Ｈ法人役員） 

高齢化で個人では農業ができなくなってきた。法人で大型機械を入れたことで

労力が少なく、大きな農業ができるようになった。もち麦を大規模に作っている

のはこの辺りではここだけなので、消費者に高品質の商品を届けるようにしたい。 

法人の中で助け合いをしながら、みんなの土地を遊休農地にしないことが一番

の目的。みんなの助け合いで楽しく仲良く暮らせる集落だったら良い。 

（Ｈ法人後継者） 

家族の介護や子育て時間の融通が利くし、やりがいがある。やったらやった分

だけ収入がある。農業を始めて良かった。 

 

５．普及指導員のコメント 

（東部農林事務所鳥取農業改良普及所・普及主幹・橋本久雄） 

中山間の条件不利地域では、担い手の確保が難しく、集落営農が地域の農地を

守るための手段として有効である。年金受給者が中心の集落営農組織も多いが、

農業を志す若者を迎え入れるために、周年雇用のできる複合経営への転換を支援

した。農業だけで生計を立てるのは容易ではないが、家庭事情は様々で、配偶者

が他産業へ就職していて時間の融通が利く農業が家族にとっても最高に幸せな場

合もある。引き続き、集落営農の組織設立と経営発展をサポートしていきたい。 

 

６．現状・今後の展開等 
（１）新たな雇用の導入や後継世代への継承 

集落営農法人で農業を志す従業員や後継世代にとっては、個人で多額の投資を

することなく農業に従事することができ、先輩農業者の指導を受けながら農業技

術を身につけることができる。一方、法人にとっても将来に対する展望をもつこ

とができ、積極的に経営改善に取り組むことができる。    

普及所では、東部農林事務所農業振興課と地域整備課はもとより、市町等関係 

機関・団体と連携して、農地中間管理事業と基盤整備事業、がんばる農家プラン 



事業や農の雇用事業等を有効活用し、農地集積と基盤整備、機械施設整備や後継 

者育成確保、栽培技術支援、ＧＡＰ取組等総合的な経営改善を支援する。 

（２）集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 

ア 令和元年はがんばる農家プラン目標年であり、経営の複合化をさらに進める 

ため、大豆（星のめぐみ）、麦（キラリモチ）の作付拡大を支援する。 

イ ＧＡＰ取組：対話型農作業安全取組、危険な進入路の改善、農薬受払簿の整 

備等を進めていく。 

ウ ホームページの充実：退職Ｕターン（60歳）の雇用を検討している。 

エ もち麦のパッケージ作製、販路拡大への支援要望があり、さらなる経営発展 

に向けた課題となっている。 

 


	9-1別紙様式概要資料（集落営農）.pdf
	スライド番号 1

	9-1別紙様式詳細資料(集落営農).pdf

