
○ 法人設立当時から、「面積は増やしても、ほ場の枚数は増やさない」
という方針の下、簡易なほ場整備を自力施工しており農作業の効率化を
実現している。

○ 現在は、経営者４名、従業員（作業従事者６名、職員３名）９名のほ
かパート10名程度の陣容となっている。人材については、地域の定年退
職者やＪＡの無料職業紹介事業を活用して確保している。また、新たな
従業員のうち作業従事者として見込みのある者には、資格の取得を進め
ている。

○ 外食産業との契約栽培に当たっては、ＪＡのネームバリューと信用度
を最大限に活かすため、外食産業との直接取引ではなく、ＪＡ経由とし
ている。また、地産地消の観点から学校給食への供給や、輸出にも取り
組んでいる。

取組の特徴・効果

○ 昭和47年、地域の基盤整備事業の完了を機に、それまでＪＡ等の指導
のもとに集落ごとに設立されていた機械の共同利用組織を統合し、受託
組織「巣南受託営農組合」を設立。

○ 都市化に伴う兼業化が進んだこともあり受託面積が拡大したことから、
昭和63年に同組合の有力者が出資し、農地の集積に取り組む担い手型の
農事組合法人巣南営農組合へと改組。

設立の経緯

平地担い手型

○ 都市近郊の平坦な地域である旧巣南町において、農業振興地域にある
水田の殆どで営農を展開している。

○ 瑞穂市の人・農地プランには、中心経営体の間で合意した地区割りに
したがって農地中間管理事業を活用して集積することとされており、本
法人も中心経営体として位置づけられている。

地区の状況等

４

【組織名】農事組合法人 巣南営農組合
【所 在】岐阜県瑞穂市
【構成組合員数】４戸
【営農類型】水稲＋麦＋大豆＋露地野菜
【経営耕地面積（平成30年度）】

水稲 120 ha
麦 48 ha
大豆 10 ha
露地野菜 3 ha

すなみ



【組織名】農事組合法人 はちたか
【所 在】岐阜県中津川市
【構成組合員数】74戸
【営農類型】 水稲＋大豆＋麦＋その他

【経営規模（平成30年度）】
水稲 43.7 ha
麦 5.8 ha
大豆 4.7 ha
その他 0.3 ha

○ 地区内の全地権者が構成員として参画。常勤従業者は置かず、15人の
作業従事者のうち、平日は引退世代が作業を担い、休日は現役世代が加わ
る。全戸が兼業だが、現役世代の多くは退職後、農作業の中核となる予定。

○ 法人による地区内農地の集積は９割に達する。地区外の農地について
も申し出に応じて借り受け、集積面積は毎年３～５％程度の増加。60ha程
度まで引き受けが可能とのこと。

○ 法人の前身であった機械化営農組合は、機械等の償却期間終了後に解
散し、機械等を法人に繰入れた。また、育苗及び乾燥調製については、本
組合のコスト低減を図るためＪＡの施設を利用し、WIN-WINの関係を構築。

○ 県の単独事業を活用し、畦畔管理労力の削減モデル地区として、セン
チピードグラス（むかでしば）の試験栽培に着手。

○ 主食用米（コシヒカリ）・飼料用米（あさひの夢）のほか、福岡地域
の酪農家と提携しＷＣＳ（たちすずか）を作付けしている。また、大豆や
大麦をブロックローテーションで作付けしている。

取組の特徴・効果

○ 平成元年、地区内の基盤整備によるほ場の拡大に伴い、農業機械の大型
化・共同利用を図る任意組合として「八高機械化営農組合」を設立。

○ 平成19年、品目横断的経営安定対策への加入を契機に特定農作業受委託
を行う担い手型の集落営農組織として農地の集積の取組を開始。その後、
法人化の検討を進め、平成24年4月に「農事組合法人はちたか」を設立。

設立の経緯

中山間担い手型

○ 旧福岡町の基盤整備済みだが傾斜地の連なる八布施地区と高之巣地区
にあり、福岡地域の人・農地プランには、離農する農家から農地を借り
受ける土地利用型経営体として位置付けられている。

地区の状況等

５



【組織名】農事組合法人ファットリエ栗巣
【所 在】岐阜県郡上市
【構成農家戸数】 29戸
【営農類型】水稲＋そば＋露地野菜＋加工・販売
【経営規模（平成30年度）】

水稲 10.9ha
そば 0.7ha
露地野菜 0.3ha

○ ファットリエ栗巣が農事組合法人を選択したのは、従事分量配当や固
定資産に関する税制メリットがあるため。

○ 法人設立に当たって農地中間管理事業を活用し、利用権設定により地
域内農地の38％を法人へ集積。

○ 畦畔の草刈りは地権者が、水管理については組合が実施している。
○ 経営の多角化を図るため、米粉の加工、竹チップやもみ殻の肥料化、
それを活用した米の生産・販売、農作業体験による交流等に挑戦中。

取組の特徴・効果

○ 平成26年度から、県、市、ＪＡによる集落営農組織化支援チームの支
援の元、地域農業を守るための新たな受け皿組織をつくることの地域合
意がなされ、集落全体での法人設立に向け活動。

○ 地域の合意形成及び法人設立に当たっては、４人の地域リーダー（現
法人役員）が話合い活動をリードし、人・農地プランの必要性、アン
ケート、集落座談会、現地視察、農地中間管理事業の活用検討等を経て、
平成27年に集落農家43戸のうち29戸の出資により担い手型の（農）
ファットリエ栗巣を設立。

設立の経緯

○ 郡上市のほぼ中心部に位置する中山間地域である旧大和町下栗巣にあ
り、地区内農地面積約26haの水稲中心の自ら営農を行う農業者が多い地
域であった。
下栗巣地域の人・農地プランには、（農）ファットリエ栗巣が唯一の

土地利用型の中心経営体として位置付けられている。

地区の状況等

中山間担い手型

くり す
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○ 法人の設立に当たり農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化
に取り組んでおり、集積率は70.7％となっている。

○ 水管理については、利用権を設定しているところは組合が行っている。
○ 組合員のうち30代から50代の４人と組合員外の１人の５人のオペレー
ターにより、農業生産活動を行っている。

○ 将来的に地区の農業を任せられるよう、法人への農地集積の進捗に応
じて地区内の若い人を常勤雇用し育成していく考え。

○ 令和元年度の秋から、農業競争力強化農地整備事業によるほ場の大区
画化工事に着手することとなっている。

取組の特徴・効果

○ 地区内農家の高齢化と後継者不足の中、平成26年から多面的機能支払
交付金の活動がきっかけとなって集落営農の検討に着手。

○ その後、翌年にかけてアンケート調査、講演会開催などを経て、法人
設立に向けた準備委員会を立ち上げ検討を進め、平成28年に担い手型の
（農）南ひだ羽根ファームが設立された。

設立の経緯

○ 下呂市旧萩原町にあり、萩原地域20集落を網羅する人・農地プランに
は、（農）南ひだ羽根ファームのほか、認定農業者２経営体と２法人が
土地利用型の中心経営体として位置付けられている。羽根地区では、
（農）南ひだ羽根ファームが唯一の土地利用型の中心経営体であり、農
地中間管理事業の活用により農地の集積・集約化が進められている。

地区の状況等

担い手型 中山間

【組織名】農事組合法人南ひだ羽根ファーム
【所 在】岐阜県下呂市
【構成農家戸数】 99戸
【営農類型】水稲＋その他作物
【経営規模（平成30年度）】

水稲 33.2ha
牧草 1.5ha
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【組織名】農事組合法人和泉営農組合
【所 在】愛知県安城市
【構成農家戸数】４戸
【営農類型】水稲＋小麦＋大豆

＋露地野菜＋施設花き
【経営規模（平成28年度）】

水稲 45.0ha、小麦 42.0ha、大豆35.0ha
露地野菜（キャベツ）10.0ha、施設花き（菊） 1.0ha

○ 法人は、農用地利用改善組合が利用調整の上、集約化した農地を借り
受け（集積率約40％）て、水稲、小麦、大豆を組み合わせた２年３作の
ブロックローテーションにより効率的な営農を展開している。このほか、
法人設立当初から取り組んでいる電照菊栽培部門と、小麦跡地の一部に
おいて露地野菜の生産に取り組むことで、収益性を確保している。

○ 設立当初は地区内３名の構成員であったが、その後地区内の土地利用
型農業者が参画し、現在では４名体制となっている。また、構成員が退
役する際には、当該構成員の子息が後継者として充当されている。現在
は、52歳の代表者以外はおおよそ５歳ずつ若く、世代交代への不安はあ
まり感じていないとのこと。

取組の特徴・効果

○ 昭和48年、大規模省力化農業を目指した安城市和泉地区の若手農業者
３名が、機械の共同利用・共同作業組織として和泉営農組合を設立。

○ ほ場整備の進展と受託面積の伸びを背景に、昭和52年、稲作と施設花
き（菊）を経営する担い手型の（農）和泉営農組合に改組。

平地

設立の経緯

担い手型

○ 集団転作等の困難さに直面した安城市は、昭和56年、集落段階に地権
者による農用地利用改善組合を設立し、農用地の利用調整を進めること
で転作の集団化を成功させた。

○ その後、昭和63年に旧安城市農協が推進した「集落農場構想」に即し
て、土地利用型農業者は水稲、麦、大豆を中心に「やりがい農業」を目
指し、中高年者は野菜づくりなど「いきがい農業」、農業体験を行う
「ふれあい農業」という具合に、集落内の農地利用の計画的なエリア分
けしており、農地の利用調整は和泉町農用地利用改善組合が、畦畔・ほ
場の水管理は和泉営農組合が実施している。

地区の状況等
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○ 構成員の農作業は基本的に地権者に取り組んでもらうが、高齢等で困
難な場合は他の構成員が担うこととしている。
一方、集落内で耕作できなくなった者の農地については、当組合が特

定農作業受委託により、複数の構成員が組合所有の共同利用機械を利用
しながら耕作することとしている。

○ 中山間地域等直接支払交付金などを活用して農地の維持・管理を行い
つつ、条件不利地域型経営体育成支援事業等により組合所有の農業用機
械を調達している。

○ 当組合が生産した農作物を委託加工した芋焼酎や菓子類などを近隣の
道の駅で販売するほか、ＪＡを通じた特別栽培米の販売に取り組み収益
性を確保している。

○ 自治会が定住促進の取組を行っており、ＵターンやＩターンによる移
住者が基幹作業を補助している。

取組の特徴・効果

【組織名】農事組合法人大野瀬 温
【所 在】愛知県豊田市
【構成戸数】 23戸
【営農類型】水稲＋露地野菜
【経営規模（平成30年度）】

水稲 8.1ha
畑 0.7ha

おおのせ ぬくもり

○ 平成24年、集落内で機械を共同利用する農業者、入り作者を含む12戸
により、経営所得安定対策への加入のため、特定農作業受委託を基本と
する担い手型の大野瀬梨野営農組合が設立された。

○ 平成28年、前年度から中山間地域等直接支払により集落連携を進めた
近隣集落からの参加者を受け入れ、国の法人化支援事業の後押しと社会
保険を完備したいとの思いで（農）大野瀬 温が設立された。

中山間

設立の経緯

担い手型

○ 長野県と岐阜県に隣接し、急傾斜で未整備の農地が点在する旧稲武町
にあり、稲武地域の人・農地プランには、当組合のほか集落営農１組織、
個別農業者２経営体が土地利用型の中心経営体として位置付けられてい
る。

地区の状況等
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【組織名】農事組合法人ファームズ三好
【所 在】愛知県みよし市
【構成農家戸数】 ６戸
【営農類型】水稲＋小麦＋露地野菜
【経営規模（平成28年）】

水稲 128.9ha
麦 35.0ha
露地野菜（白菜） 6.0ha

（キャベツ） 4.0ha

○ 法人の活動範囲はみよし市全域であり、利用権設定により30％程度の集
積を行っている。

○ 法人の構成員６名はそれぞれの子息が後継者として世代交代を進めてお
り、現在の代表理事は39歳。常時雇用の従業員5名は、30代２名と20代３
名。20代のうち２名は農業大学校卒業者を雇用。

○ 組織全体に「若い世代に任せる、若者を採り入れる」意識が高く、風通
しのよい職場環境づくりに努めている。

○ 従業員の人材育成と一部の従業員に負担が偏らないようにするため、水
稲・野菜の部門別に特化した作業に従事させるのではなく、全ての作業に
従事させるよう差配しているとのこと。

○ 行政の主導で法人が設立されたことから、設立当初から５年間は町
（市）の単独補助事業により経営が支援された。

○ 近隣のショッピングセンターで販売する米の購入者を対象とした農業体
験の実施をはじめ、地域住民らとの交流にも目を向けている。

取組の特徴・効果

○ 平成15年、旧三好町（現・みよし市）の呼びかけで、農業者、町、ＪＡ
等による研究会が発足され、研究会に参加していた稲作農業者と野菜農業
者５名により、平成17年に担い手型の（農）ファームズ三好が設立された。

都市

設立の経緯

○ みよし市全域の人・農地プランには、（農）ファームズ三好のほか個人
６経営体（うち認定農業者４経営体）と１法人が土地利用型の中心経営体
に位置付けられている。

○ 輸送機械メーカーの工場のほか、名古屋のベットタウンとして開発さ
れ、混住化が進んでいる状況。

地区の状況等

担い手型
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