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図③ 2015年人口ピラミッド 女 男
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図④ 2035年人口ピラミッド予測（現行推移モデル） 女 男

農業も６０～７５歳

までの方が中心世
代！
ゴールデン世代！

２０年後は誰が？



有機米の取り組み推進

1 目的

浜田市においては、農地の大半を水稲で管理しており、その水稲を価値
化していき、収益性の向上を行い、持続的な農業を行う。

２ 現状と目標

３ 課題と対応策

（1）除草作業・・・アイガモロボの導入

（2）販路拡大・・・地元販売業者との連携

➡（株）井関農機×島根県×浜田市連携協定の締結

４ 検討事項

◆集落営農法人：有機米に対する意識改革

→収益性と除草対策（特別栽培米：６、０００円→有機米１２、０００円）

◆個人：経営形態の拡大（オペ、施設、農地）

→産地としての施設整備

現状面積（R４） 目標面積（R８） 備考

６．０ｈａ ２０．０ｈａ



有機米の取り組み推進（株）井関農機×島根県×浜田市

（株）井関農機×島根県×浜田市包括的連携協定の締結

1 連携協定の目的

持続可能な発展のための有機米の産地づくりに向けて、井関農機、
島根県、浜田市が連携協定の締結を行う。
２ 連携協定内容
（１）有機米生産の省力化・低コスト化
（２）有機米の生産技術の普及
（３）有機米の販売流通体制

連携協定締結の様子 連携協定締結時の担当者



有機米の取り組み推進（株）井関農機×島根県×浜田市

（株）井関農機×島根県×浜田市包括的連携協定の締結

３ 取り組み内容
（１）アイガモロボの導入

→R４については、実証圃を６ヶ所設置したが、土壌の状態により
抑草効果についてもバラツキがあった。

アイガモロボ放鳥式 アイガモロボ！



有機米の取り組み推進（株）井関農機×島根県×浜田市

（株）井関農機×島根県×浜田市包括的連携協定の締結

４ 取り組み結果
・土壌によっては、雑草の発生もあった

５ 今後の取り組み
◆学校給食への取り組み
◆来季への対策検討
➡アイガモロボが取り組みのきっかけづくり！

有機米圃場の様子



㈱ぐり～んは～と
代表取締役：佐々木一郎

（2008年4月設立、資本金2１0万円)

〈設立目的〉
いわみ地方有機野菜の会として組織的販売力を強化するために共同出資して

設立した販売会社

〈主な業務〉
○商談、受発注、代金決済
○営農支援
（資材の共同購入、土壌分析ｅｔｃ）

〈販売概要〉
〔売上額〕 約2億4千万円

〔取扱量〕 約400ｔ

〔販売エリア〕 県内、北海道～沖縄

(2020年度実績)

〈主な取引先〉（一部）

◇こだわりや
◇風水プロジェクト
◇オルター
◇生協関係
◇オイシックス・ラ・大地 ｅｔｃ



いわみ地方有機野菜の会
代表者：大畑安夫 設 立：2005年
会 員：14名 （法人：4 生産者：8名、関係者：2名)

〈理念〉
○消費者に喜ばれ、地域に貢献する有機（エコ）野菜産地を目指す

○環境・生態調和のとれた栽培技術と持続・継続出来る農業経営を目指す

〈組織概要〉 （2020年現在）

〔施設面積〕 12.0ha 〔ハウス棟数〕 440棟

〔主力品目〕 ほうれん草､小松菜､水菜、葉ねぎ

春菊､ミニチンゲンサイほか

〔販 売 量〕 約800t

〔販 売 額〕 約4.8億円 (取引先：約130社）

〈主な取り組み〉
○技術研鑽 （技術的な情報の共有等）
○新商品開発
○交流活動 （学校教育、消費者等）
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有機野菜の会



㈲やさか共同農場
代表取締役：佐藤大輔

（住所：浜田市弥栄町三里ハ38番地）

〈農産物生産・販売〉
◇水稲、大豆、大麦：25ha
◇施設野菜（葉菜類）：1.0ha
◇露地野菜（加工トマト等）：5ha

〈加工品製造・販売〉
◇加工品（味噌、糀、トマトジュース等）製造販売

〔主要取引先〕
◇首都・関西圏の宅配業者、生協、量販店等

事業概要

◇昭和47年から、無農薬農産物を生産、販売やみそ製造加工等を
中心とした事業を展開し、平成元年に法人設立。

これまでのあゆみ

◇自社生産だけでなく、地元生産者等との連携・協働による有機農
業の面的拡大と販路開拓を通じ、地域での有機農業の発展に寄与
しつつ、安全で安心できる農産物を多くの方々にお届けする。

◇有機農業を志向する新規就農者の受入れ等を通じ、地域で有機

農業に取り組んでいく人材育成を行い、地域の有機農業の発展に

寄与する。

経営理念



有機野菜の取り組み推進

1 目的

既存の生産者が、施設野菜において葉物野菜に取り組んでこら
れ、生産額も向上し、浜田市の中心的な経営体となっている。

現在、施設の高騰が深刻な問題となり、露地の有機野菜に取り組
む事により、経営拡大を行い、市としても生産振興に結び付ける。

２ 課題

（1）担い手の確保・・・冷凍カット野菜への取り組み、機械の省力化

（2）販路拡大・・・冷凍カット野菜への取り組み

（3）露地野菜の導入・・・有機ブロッコリー、有機人参の実証

➡楽天農業、ヤンマーアグリジャパンとの連携



有機野菜の取り組み推進

1 目的

施設の高騰化が進む中で、新たな露地野菜の導入を行う事を目的
に島根県を中心に楽天農業との連携を行う。

楽天農業との連携



有機野菜の取り組み推進

２ 取り組み内容

（１）余剰野菜の価値化

・今まで廃棄していた春先の余剰野菜を有効活用➡R４：５tの出荷

（２）有機ブロッコリーの導入

・新規就農者 1名
・認定農業者 4経営体

・集落営農法人 1法人

➡今秋から作付け開始

（３）遊休農地の有効活用

・R４：農地を管理予定

楽天農業との連携

生産者研修会（R4.8.17）



有機野菜の取り組み推進

1 目的

今後、地域内の人口減少や法人内の雇用不足が課題と
なる中で、ヤンマーアグリジャパンとの連携により、自動操
舵機械の導入し、省力化を行い、経営規模の拡大を行なっ
ていく。

２ 取り組み内容

◇有機ニンジンの作業の機械化

・畝立て・除草・収穫

➡R５から自動操舵機械の導入

◇廃棄野菜の肥料化

・有機野菜を材料にした肥料づくり

ヤンマーアグリジャパンとの連携（中山間地域のオーガニック産地づくり）

現地研修会（R4.8.26）



次世代へ地域と農業を引き継ぐ為に！
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