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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

（参考） すべての方針作成者が協議会に参画できるように工夫した事例

（Ａ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕作面積の４割を占める山間農業地域
・果樹を中心に水稲・畜産との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 規約改正による参画
・全方針作成者を協議会に参画させるよう、18年春の段階から検討
を重ね、12月の総会で、規約の一部改正を行い、新たに地域内の
方針作成者（全集連系２）及び地域外の方針作成者（法人１）が
参画。

＜取組結果＞
○ 全員参画の協議の実施
・非参画であった全集連系方針作成者（２名）及び個人（法人１名）
方針作成者と、これまで参画していたＪＡ方針作成者による協議会
運営の実施。
・方針作成者間の意見交換が活発になり、配分の一般ルールの設
定に係る円滑な検討が可能となった。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者・生産者代表）

＜今後の課題等＞
・品目横断的経営安定対策の導入に伴い、集落営農組織の立上げ
に当たり、構成員が組織として同一の方針に参加するように助言・
指導の実施。

(Ｂ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める平地農業地域及び中間農業
地域
・水稲と麦・大豆・そば・野菜との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 参画に向けた検討
・円滑な協議会運営を図るため、19年産米の配分ルールの設定に
あたり、協議会で関係機関及び方針作成者と協議。
・十分な協議が可能になるよう、幹事会の下にＪＡ及び全集連系方
針作成者以外のすべての個人方針作成者６名（法人１、個人５）が
構成員となる「個人方針作成者部会」を設置。

＜取組結果＞
○ すべての方針作成者の参画による協議会の円滑な推進
・個人方針作成者部会の意見を集約し、当部会の代表者がこれま
で不参画であった幹事会及び協議会へ参画し意向を反映。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者代表）－個人方針作成者部会

（代表が幹事会へ出席）

＜今後の課題等＞
・今後、個人の方針作成者が増加（２名）する予定であり、同部会及
び幹事会等のあり方について、検討していく予定。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

すべての方針作成者が協議会に参画できるよう工夫した事例

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める都市的地域
・水稲と麦による複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 参画に向けた体制の見直し
・協議会の運営及び水田農業ビジョンの実現には、すべての方針
作成者の協議会参画が必要との考えから、これまで不参画であっ
た方針作成者（全集連系６名）を含め全方針作成者の協議会参画
に向けて意向確認を実施。

＜取組結果＞
○ 参画による協議会の円滑な運営
・これまで過半の方針作成者が参画していなかったが、臨時総会に
おいて全方針作成者が協議会構成員（10名）になることを決定。
・また、協議会が農業者に対して、どの生産調整方針に参加するか
の意向調査と同時に個人情報の提供を受け、方針作成者別の需要
量算定の基礎とした。
○ 協議会の体制
・協議会－事務局・担当者会議（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・当地域の過剰作付状況を解消するために、全方針作成者と行政
が一体となったすべての農業者へ情報提供等を通じ、計画的生産
の実施に向けた取り組みを推進中。

（Ｃ協議会） (Ｄ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める平地農業地域
・水稲・麦・大豆を中心に果菜類及び果樹の生産を推進

＜取組内容＞
○ 参画に向けた体制の見直し
・市町村合併に伴い、旧市町村単位の協議会の一本化を実現。
・一本化に併せ、それまで協議会へ代表者のみを参画させていた
集荷業者の方針作成者（6名）について、全員が協議会の構成員
となるよう協議。

＜取組結果＞
○ 組織体制強化の推進
・全方針作成者の参画による協議会の体制強化を図り、それぞれ
の意向を反映した協議会運営を開始。
・担い手の育成の観点から、方針作成者以外の認定農業者及び集
落営農組織（２組織)の協議会参画を実現。
・方針作成者間の情報の共有化を図るとともに、集落説明会を通じ
た地域全体の農業者への情報提供を実施。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政、方針作成者、営農組合・認定農業者の

代表者）

＜今後の課題等＞
・これまで実質的に配分事務を行ってきた行政から、方針作成者
へのノウハウの委譲。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

（Ｅ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の４割を占める都市近郊の平地農業地域
・水稲を中心に麦・野菜・園芸作物との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ ＪＡ（方針作成者）による主体的な協議会運営
・地域農業の将来性を見据えて、販売責任者としての指導力が
発揮できるよう、地域で唯一の方針作成者であるＪＡによる協議
会運営方式を導入。

＜取組結果＞
○ ＪＡ（方針作成者）による配分ルールの原案作成
・ＪＡ（方針作成者）が、主体的に基礎データ等を整備し、配分の
一般ルールの原案を作成することにより、主体的に配分・通知
を実現。
○ 協議会の体制
・協議会－専門部会（行政・方針作成者・集落代表者）

＜今後の課題等＞
・地域の需要量に関する情報は増加したものの、米価低迷及び
高齢化等による消費減の理由から米以外の作物への転換を検
討。
・今後は、過去の生産実績に基づく配分から、担い手に配慮した
配分方法を検討。

行政の支援を受け生産調整方針作成者が主体的に協議会運営を行っている事例

（Ｆ県ｆ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の８割を占める平地農業地域
・水稲を中心に麦・大豆・野菜及び果樹との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 関係機関の一体化による新体制の整備
・19年産からの品目横断的経営安定対策を含め、米政策改革推進
対策、農地・水・環境保全向上対策の円滑な推進に向けて、ＪＡ内
に関係機関（各対策協議会の構成員等）の横断的な組織（水田農業
対策室）を設立。

＜取組結果＞
○ 農業者への利便性の提供
・政策がわかりづらいなどの意見に迅速に対応するために、窓口を
一本化（ワンフロアー化）。
・各種対策の受付・相談の早期対応を実現。
・県内初の特定農業団体を設立させるなど、担い手育成・確保運動
との連携による推進体制を強化。
○ 協議会の体制
・協議会－推進センター会議（旧市町村単位の行政・方針作成者）

水田農業対策室（行政・方針作成者等）

＜今後の課題等＞
・米政策改革・水田農業ビジョン・産地づくり計画・集荷円滑化対策・
品目横断的経営安定対策等各種対策の取組のワンストップ体制を
促進中。
・区域外の方針作成者（３業者）の水田農業対策室への参画。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

行政の支援を受け生産調整方針作成者が主体的に協議会運営を行っている事例

（Ｇ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める平地・中間・山間農業地域
・水稲を中心に麦・大豆・そばとの複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 協議会の体制整備の検討
・主体的システムの円滑な運営について、協議会のワンフロアー化
を検討。
・担当者打合せ及び幹事会の検討を重ね人的・物理的措置等の課
題を整理し、最終的に首長とＪＡ組合長の意見交換を経て、1月か
らのワンフロアー化を決定。

＜取組結果＞
○ 円滑な事務体制の推進
・上記により、行政・方針作成者が一体となった協議会事務局をＪＡ
内に設置。
・事務局構成は、行政及び方針作成者それぞれが職員を派遣し、
データの蓄積等更なる連携を図り、円滑な運営を実施。
・ワンフロアー化による農業者の利便性が向上。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・方針作成者及び行政が連携し、需給調整を推進するためのノウ
ハウを共同で構築し推進中

（Ｈ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の５割を占める中間農業地域
・水稲と果樹・畜産の生産を推進

＜取組内容＞
○ 行政と方針作成者の事務の共業化
・17年4月に、行政とＪＡ（方針作成者）（２名）がワンフロアー化した
農業支援センターを行政内に発足。
・18年度に、農業支援センター事務局を行政からＪＡ（方針作成者）
内に移転。

＜取組結果＞
○ 配分事務に係る体制整備
・19年度は、協議会会長及び事務局を行政からＪＡ（方針作成者）
に移管し、水稲生産実施計画書の配布・回収・取りまとめ及び産地
づくり交付金の事務局運営も方針作成者が主体的な運営を推進中。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・19年産米の生産数量目標の配分では、集落の意向調査や作付
け実績に基づく配分を検討したが、本年度は農業者間での調整に
とどめ、20年産米配分時までには一律配分から地域の実態を再検
証し、新たな配分ルールの設定を検討する予定。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

（Ｉ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める平地農業地域
・県内有数の米産地であるが、園芸作物と畜産との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 地域協議会からの方針参加の同意確認
・地域協議会として、これまで方針参加農業者リストの再整備も兼
ねた調査票を全農家に配布し、主体的システム概要の周知と併せ
て個人情報の取り扱いに関する承諾確認も実施。

＜取組結果＞
○ 方針作成者別参加農業者の整理
・方針作成者が多数（ＪＡ1名全集連15名）いるが、上記取組により、
それぞれの方針作成者の方針に参加する農業者を集約。
・方針作成者の専門的な意見をより反映できるように、すべての方
針作成者が参画する方針作成者部会を新たに設置し、水田農業ビ
ジョン及び産地づくり対策の見直し等を実施。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会－地区幹事会（行政・方針作成者）

方針作成者部会（専門的部会）
＜今後の課題等＞
・方針非参加の飯米農家も、いずれかの方針に参加するように働き
かけを実施中。

円滑な個人情報の共有化に関する事例

（Ｊ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の６割を占める中間農業地域
・水稲（特別栽培米の生産が増加中）・野菜・果樹の振興を推進

＜取組内容＞
○ 集落説明会を通じた同意確認
・合併により行政及びＪＡ（方針作成者）の範囲が広域になり、行政
管内に ６協議会が存在することから、協議会合同会議を開催し、
農業者の水田情報等個人情報の使用確認及び方針参加の同意を
得るために協議会が全集落において説明会を実施。

＜取組結果＞
○ 協議会情報を活用した参加者把握
・方針作成者と行政の一体的な取組により、農業者の理解が得や
すく、円滑な推進が可能となるとともに、上記説明会を行うことによ
り、個人情報の使用同意を全農家から取得。
・行政及びＪＡ（方針作成者）での情報の共有化が事務の円滑な推
進に効果的。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・参加の同意を得られなかった農業者については、需要に応じた生
産の理解を要請中。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

円滑な個人情報の共有化に関する事例

（Ｋ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の８割を占める中間農業地域
・水稲を中心とした、野菜・花きとの複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 個人情報の管理・調整
・協議会事務局である行政・ＪＡ（方針作成者）で構成する農業セン
ターが、農業者から使用承諾を得て個人情報の管理・調整を実施。

＜取組結果＞
○ 方針作成者別の参加者調整
・農業センターが、方針作成者（ＪＡ1、全集連１、法人１）への重複
方針参加の調整を行うことにより、方針参加農業者リストの円滑な
作成を実現。
・協議会の情報一元管理体制による水田農業ビジョンに沿った取
組等事務の簡素化・迅速化が実現。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・ＪＡ・農業委員会・普及センター等）

＜今後の課題等＞
・方針非参加者に係る水稲作付面積等の個人情報の収集。

（Ｌ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の７割を占める都市的地域
・水稲を中心とした麦・果樹との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 前年度中の方針参加の確認による情報提供
・18年産米の水稲生産実施計画書において、行政,協議会、方針
作成者及び農業共済の４者が情報を共有する旨の承諾を農業者
から得たうえで情報を確保。

＜取組結果＞
○ 協議会からの情報提供事務の簡素化
・協議会関係者が情報を共有することにより、配分の一般ルールの
設定に基づき方針参加農業者に円滑な配分を実施。
・現段階で、19年産米の水稲生産実施計画書の提出率が約９割程
度となる見込み。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・水稲生産実施計画書の未提出者へ早期提出要請の実施。
・ＪＡ（方針作成者）は管内の複数協議会に参画していることから各
協議会及び行政との連携による円滑な各協議会運営の実施。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

生産調整方針非参加者への働きかけに関する事例

（Ｍ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の８割を占める平地農業地域
・水稲を中心に園芸作物の生産を推進

＜取組内容＞
○ 方針参加に向けた推進活動
・協議会において、12月に主体的システムの周知パンフレットと方
針参加確認書の配布による方針参加の推進活動を実施し、全農
業者にいづれかの方針作成者（ＪＡ１、全集連３）の方針への参加
を要請。

＜取組結果＞
○ 方針参加者の把握
・1月中旬に、地区農業推進員を通じ地区別の参加者を集約。
（水稲生産者比 約８割、水田面積比 約９割）

○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者・農業委員会・農業者等）

＜今後の課題等＞
・方針参加確認書の未提出者については、行政と方針作成者が連
携し、引き続き配分の一般ルールに基づく生産数量目標等の情報
提供及び関連資料の配布により方針参加誘導活動を実施。
・2月中旬以降、生産調整への参加協力要請文書による方針非参
加者への参加要請を実施。

（Ｎ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める平地農業地域
・水稲を中心にアスパラガス等の園芸作物との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 方針参加に向けた推進活動
・協議会が生産調整方針への参加要請を行うとともに主体的システ
ムのチラシを作成。

＜取組結果＞
○ 方針参加者の把握
・各方針作成者（ＪＡ１名、全集連６名、集荷業者５名、法人１名）
は、行政が作成した農業者リストに基づき、チラシによる周知及び
参加確認書の回収で参加者を集約。
（農業者リスト掲載者比 約９割）

・方針作成者と協議会の連携により、確認書未提出者に再度の郵
送による参加要請文書の送付を実施し、更に７％の方針参加者が
増加。
○ 協議会の体制
・協議会－幹事会（行政・方針作成者代表）－方針作成者部会

＜今後の課題等＞
・約５％の未提出者について、改めて文書・電話による個別要請を
実施中。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

生産調整方針非参加者への働きかけに関する事例

（Ｏ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の９割を占める中間農業地域
・水稲を中心に麦・大豆の生産を推進

＜取組内容＞
○ 大規模農業者等との意見交換会の実施
・協議会において、1月に認定農業者・集落営農組織及び大規模農
業者を対象として、配分数量やビジョンに対する意見交換を行い意
向を把握。

＜取組結果＞
○ 担い手に配慮した傾斜配分の実施
・生産調整の参加への誘導策として、水田農業ビジョンに位置づけ
られた担い手に約20％上乗せ配分を行うとともに、産地づくり交付金
の農地集積促進加算（5千円/１０ａ）を設定。
○ 事務局の体制
・協議会－事務局・担当者会議（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・現在、配分ルール及び産地づくり交付金等の活用方法について周
知するとともに、品目横断的経営安定対策の加入促進とも連携し、
方針参加者の拡大に向けた働きかけを実施中。

（Ｐ協議会）

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の７割を占める都市的地域
・水稲を中心に野菜・果樹との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 一定規模以上の農業者への説明会等の実施
・集落単位で説明会を開催し、品目横断的経営安定対策の加入
と生産調整実施の必要性を啓発。
・併せて、一定規模（1.3ｈａ）以上の経営規模を有する農業者900
名（うち認定農業者100名）に対し、文書送付による周知及び要請
を実施。

＜取組結果＞
○ 生産調整への参加誘導策の決定
・一定規模以上の農業者が配分時までに認定農業者になった場
合は、生産数量目標を２割増加させる配分ルールを決定。
○ 協議会の体制
・協議会－事務局・担当者会議（行政・方針作成者）

＜今後の課題等＞
・協議会において、生産数量目標の加算配分及び各種支援対策
を有効活用し、独自に販売ルートを確立している大規模農業者の
生産調整実施と認定農業者への誘導を推進中。
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３ 地域水田農業推進協議会における優良事例

その他システムの実施に関する事例

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の８割を占める都市的地域から山間農業地域
まで有する地域
・水稲を中心に園芸作物との複合経営を推進

＜取組内容＞
○ 過剰作付け解消に向けた取組
・10月に行政から方針作成者へ過剰作付け解消について個別打合
せを実施。
・12月に、19年産以降の米の生産についての議論の場として、全
方針作成者を参集し、方針作成者部会(仮称)を開催。

＜取組結果＞
○ 過剰作付け解消の意識改革
・18年産米の過剰要因の周知と19年産米の適量生産に向けた対
応策として、作付け前に生産確定数量の早期通知を予定。
・主体的システムの実施に合わせ、開かれた協議会を目指して、協
議会の解散・新設を行い、事務局運営を行政から方針作成者へ移
管。
○ 協議会の体制
・協議会（行政・方針作成者代表）－方針作成者部会

＜今後の課題等＞
・集落座談会等各種機会を通じて、農業者の意識改革を推進。

（Ｒ協議会）

＜取組内容＞
○ 担い手育成による生産構造改革の推進
・兼業化が進行し、専業農家も少なく、品目横断的経営安定対策の
規模要件を満す農家もわずかであることから、地域の将来を見据
え経営の安定を図るため、担い手への土地の集積を推進。

＜取組結果＞
○ 担い手である個別・集落経営の育成
・担い手の高齢化・後継者不足解消に向けた水田農業の生産体制
を強化するため、19年産米の配分の一般ルールを変更。
（大規模農業者に対する、耕作規模に応じたポジ面積の傾斜配分
の拡大）

○ 協議会の体制
・協議会－幹事・事務局会議(行政・方針作成者）－方針作成者会議

（全集連系・代表者が幹事会・事務局会議に出席）

＜今後の課題等＞
・水田の多くの部分を、安定した経営体が担える生産構造の構築に
向けて、農地の利用集積及び機械の共同利用の確実な実施に向
けた取組の強化を推進中。

＜地域の概要＞
・水田面積が耕地面積の５割を占める中間農業地域
・水稲を中心に大豆・そばの団地化と野菜・果樹・花きとの複合
経営を推進

（Ｑ協議会）


