
～ 農村政策フェロー４年間の活動を通じて ～

産業政策監 農村政策フェロー 小川勝弘

令和４年度農村政策フェロー活動報告会（2023年2月6日）

紫波町における新たな農業の取組み
と農村政策フェローのジャンル確立



今日お話しすること

1.新たな農業の取組みリーディングプロジェクトとは

2.子実用トウモロコシの産地化

3.農地の一元的管理主体の創設

4.農業体験農園と畑の新たな価値

5.つなぐビールプロジェクト

6.地産地消の経済効果と二酸化炭素削減効果

7.農村政策フェローのジャンル確立



プロジェクト名 プ ロ ジ ェ ク ト の 概 要 適用地域

①
子実用トウモロコシの
産地化

今後、高齢農業者のリタイヤにより大量に供給されてくる水田を有効活用するため、新たな転作
作物として省力的な子実用トウモロコシの産地化を目指し実証試験を行っています。
子実用トウモロコシは水稲の1/20の作業時間で栽培が可能で大規模な作付けが可能です。
町内の畜産経営体と連携しながら、町内での濃厚飼料の自給と堆肥の資源循環を目指します。

＜平坦地域＞
水分地区、 志和地区
赤石地区、 彦部地区
長岡地区西部

②
農地の一元的管理
主体の創設

大規模な水田農業の担い手がいない中山間地域で耕作放棄地の発生を防止するため、地域の
農地を一元的に管理する管理主体の創設を進めています。
農地の一元的管理とは、地域の農地をまるごと農地中間管理機構に貸し出し、地域の農地を一
元的に管理する主体が農地中間管理機構からまるごと借り入れて経営するものです。
地域の農地を一元的に管理することにより、農地の団地化やブロックローテーションをしやすくす
るとともにリタイヤする農家の農地のセーフティーネットにもなります。

＜丘陵地域＞
志和地区西部
佐比内地区
赤沢地区
長岡地区東部

③
農業体験農園の設
置

混住化している地域の小区画で低利用の農地を活用し、非農家の方々が農業に親しめる農業
体験農園の設置を進めています。
野菜作りを通じて、消費者の農業への理解を促進するとともに、新規就農者や産直の新たな出
荷者の確保につながることを期待しています。

＜平坦混住地域＞
日詰地区（住宅地周辺）
古館地区（住宅地周辺）
赤石地区（住宅地周辺）

④
新たなウルシ産業の
創出

国産ウルシは需要が拡大していますが、従来の漆掻きによる生産は効率が悪く生産拡大が進ん
でいません。近年5～７年でウルシの木を収穫し搾汁する技術の開発と漆器以外にバイオプラス
チック等の新たな用途の開発が進められています。
新たな技術を使ったウルシの栽培は、経済的に成り立つ林業や山間地域の荒廃農地の有効活
用につながると期待されることから、町有地でウルシの栽培実証を行っています。

<山間地域＞
志和地区西部（山間地域）
佐比内地区（山間地域）
赤沢地区（山間地域）
長岡地区東部（山間地域）

⑤
つなぐビールプロジェ
クト

岩大クラフトビール部とベアレンビールが進める「つなぐビールプロジェクト」の一員としてビール麦
の産地化を進めるために栽培実証試験を行っています。
「酒のまち紫波推進ビジョン」に基づき、「１００年後に100の醸造関連事業を生み出す」ことを目指
している紫波町として町産ビール麦を使った紫波町産ビールの商品化にもつながるとことを期待し
ています。

＜平坦地域＞
水分地区、 志和地区
赤石地区、 彦部地区
長岡地区西部

1.新たな農業の取組みリーディングプロジェクトとは



プロジェクトのロールモデルと紫波町の特徴

プロジェ
クト名

子実用トウモロコシ産
地化

農地の一元管理主体
の創設

農業体験農園の設置
新たなウルシ産業
創出

つなぐビールプロ
ジェクト

ロール
モデル

＜北海道＞
北海道コーン組合

＜愛知県農業振興基金＞
地域まるっと中間管理方

式

＜東京都＞
練馬方式農業体験農園

＜岩手県浄法寺町＞
漆振興

＜遠野市＞
ビールの里

・大量生産し全国流通 ・一般社団法人
・認定農業者

・農業経営の一部門 ・伝統工芸
・技術の伝承
・文化財の修復原料

・遠野産ホップ

紫波町の
特徴

・地域資源循環
・町内自給率100％

・一般社団法人
・特定農業法人

・低利用農地の有効活用 ・ウルシ産業のイノ
ベーション

・搾汁、新たな用途

・紫波町産ビール麦

ケース
スタディの
ポイント

・町内で耕種農家と畜産
農家をマッチングさせ
るための条件の明確化

・乾燥・貯蔵施設整備

・非営利型一般社団法人
の営農方式のあり方

・地域の実情に応じた法
人形態の選択

・地域へ動機付け

・労力が無い農家が農業
体験農園を運営するた
めの支援策

・町有林での漆の
ポット育苗、栽培管
理、獣害対策、機械
搾汁技術の実証

・収量と品質の安定
生産技術確立
・麦芽加工
・醸造



リーディングプロジェクトの適応地域

佐比内

彦部

赤石

日詰

古館

長岡

丘陵地域

（一元管理）

平坦地域

（トウモロコシ）

平坦混住地域

（体験農園）

水分

志和 赤沢

農振計画区域外

山間地域

（ウルシ）

山間地域

（ウルシ）

丘陵地域

（一元管理）



＜岩手日報 2022年2月24日掲載＞



＜日本農業新聞 2022年7月29日一面トップ掲載＞



従来のデントコーンは酪農家が栽培、子実用トウモロコシは稲作農家が転作作物として栽培

2.子実用トウモロコシの産地化



紫波町産トウモロコシ自給率100％の可能性

子実用トウモロコシ生産組織

・構成員：20経営体（経営規模50ha以上）
・栽培面積：306ha
・生産量：2,450ｔ（単収8ｔ/ha）
・機械施設：播種機、汎用コンバイン
・施設：乾燥・貯蔵施設 2,450ｔ
・機能：機械リース、作業受託

トウモロコシ購入、販売

堆肥還元可能量：9,180ｔ（30ｔ/ha）
参考：えこ３畜糞受入量4,243ｔ（令和元年）

畜産経営体

・自家配合経営体（肉用牛、採卵鶏、養豚）
・トウモロコシ消費量：2,450ｔ

堆肥還元

トウモロコシ供給
（2,450ｔ）

農地の確保見通し

・既存の小麦の輪作
小麦750ha×1/2=375ha

・増加する転作面積
2030年までに490ha増

・離農により供給される農地
2015年～2030年で供給さ
れる水田面積696ha－認定
農業者の水稲拡大目標面積
221ha＝475ha

貯蔵施設

2,450ｔを貯蔵するために
に必要な建屋
・1ｔ角形フレコン2段積
・フォークリフト通路Ｔ字
・700㎡（20ｍ×35ｍ）×3棟

※あくまでも試算であり、関係者の具体的な需要量を積み上げているものではありません。



活動年月日 活 動 実 績

2019年 12月17日 ・子実用とうもろこし導入可能性研修会（オガール大スタジオ）

2020年 2月12日 ・紫波町子実用トウモロコシ産地確立打ち合わせ（栽培部門）（紫波町役場）

2月20日 ・紫波町子実用トウモロコシ産地確立打ち合わせ（畜産部門）（紫波町役場）

3月6日 ・水稲直播および子実用トウモロコシ普及促進会 打ち合わせ（東北農研）

4月9日 ・子実用トウモロコシの乾燥と貯蔵に関する意見交換会（紫波町役場）

4月17日 ・水稲直播および子実用トウモロコシ普及促進会設立総会（東北農研）

5月8日 ・子実用トウモロコシ実証圃播種機実演会 田植前（水分農産）

6月22日 ・子実用トウモロコシ給与試験打ち合わせ（畠山畜産）

7月8日 ・モバイルドライヤー現地調査（花巻市 盛川農場）

9月28日 ・子実用トウモロコシ実証圃収穫・調整作業実演会（水分農産）

2021年 1月～ ・子実用トウモロコシ給与（畠山畜産）

1月25日 ・令和3年度実施計画検討（東北農研、水分農産、紫波町）

1月26日 ・実需者経営状況調査（畠山畜産）

1月28日 ・令和3年度実証圃設置打ち合わせ（みちのくクボタ）（紫波町役場）

2月3日 ・肥育牛経営体需要調査（畠山畜産）

2月4日 ・子実用トウモロコシ作付可能面積調査（水分農産）

2月15日 ・実需者経営状況・需要量調査（浅沼養鶏場）

2月26日 ・水稲直播・子実用トウモロコシ検討会（普及促進会）（東北農研）

3月10日
〇水稲直播・子実用トウモロコシフォーラム in 岩手（東北農研）

事例報告「紫波町における子実用トウモロコシの取組について」

3月25日 ◎日本農業新聞掲載 「飼料自給率100％に挑む 「国産」名乗る使命感」

3月29日
●産業政策監調査研究報告第７号を紫波町のホームページで公開
「 紫 波 町 に お け る 子 実 用 ト ウ モ ロ コ シ 産 地 化 の 取 組 状 況 」

～ 令和２年度実証実績及び令和３年度実証計画 ～

2021年 4月16日 ・子実用トウモロコシ実証圃カットドレイン作業（排水改善：クボタ）（水分農産）

5月13日 ・子実用トウモロコシ実証圃播種作業実演会（水分農産）

6月3日 ・北日本組合飼料意見交換（ＪＡ岩手中央）

6月11日 ・養鶏経営体需要調査（浅沼養鶏場）

6月28日 ◎岩手日報論壇掲載 「飼料の地域自給率高めよ」

7月1日 ◎農業共済新聞掲載 「作付増える子実用トウモロコシ 水田転作へ高まる期待」

7月21日
〇紫波町議会政務調査会研修会（紫波町議会）

状況説明「紫波町の担い手と農地の動向と子実用トウモロコシ産地化の取り組み」

7月30日 ・養豚経営体需要調査（七木田ファーム）

8月5日 ・子実用トウモロコシ現地検討会（紫波町、花巻市）

9月21日 ・子実用トウモロコシ実証圃収穫作業実演会（水分農産）

10月1日
◎農業経営通信「現地だより」掲載

「岩手県紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取組について」

10月12日 ・モバイルドライヤ稼働状況調査（花巻市 アドバンス）

11月22日
〇東北ハイテク研究会セミナー（東北農研、オンライン）

事例報告「岩手県紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取り組み」

12月10日◎全国農業新聞掲載「岩手県紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取組」

12月17日・紫波町における子実用トウモロコシ産地化検討会（紫波町役場）

2022年 3月3日◎岩手日報論壇掲載 「転作田交付金見直し再考を」

3月20日
●産業政策監調査研究報告第12号を紫波町のホームページで公開
「紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取組状況状況（令和３年度実績）」

3月23日子実用トウモロコシの実証栽培にかかる大巻農産、星山営農生産組合との打ち合わせ

4月21日子実用トウモロコシ産地化にむけた意見交換会（紫波町役場）

5月10日子実用トウモロコシ実証圃播種（水分農産）

5月25日子実用トウモロコシ実証圃播種（大巻農産、星山営農生産組合）

6月17日◎岩手日報論壇掲載 「子実用トウモロコシ拡大を」

8月24日◎岩手日報論壇掲載 「子実用トウモロコシ拡大を」

8月25日日本メイズ生産者設立記念シンポジウム（東京都）

8月31日子実用トウモロコシの次期作のための意見交換会（紫波町役場）

9月27日子実用トウモロコシ収穫調整作業（水分農産）

10月25日子実用トウモロコシ収穫調整作業（大巻農産、星山営農生産組合）

12月21日子実用トウモロコシの実証試験結果と今後の取組の意見交換会（紫波町役場）

子実用トウモロコシ産地化活動実績
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実証試験で水田の排水対策を実施すれば単収が確保できることを確認

水分農産：排水不良で湿害があった圃場の単収は低かったが、排水対策を講じて2022年は単収が向上
排水不良田

2020年 単収 446ｋｇ/10a、2021年 単収 292kg/10a ⇒ 排水対策実施後 2022年 単収 463kg/10a
大巻農産：河川敷で排水良好な水田で栽培したため高単収実現 923kg/10a
星山営農生産組合：河川敷で排水良好な水田で栽培したため高単収実現 818kg/10a



子実用トウモロコシ実証試験における資源循環

畜産経営体（肥育牛180頭）

アッペントウモロコシ40ｔの代替

堆肥1,200ｔ生産

水田農業経営体

子実用トウモロコシ 2020年度 1.4ha
（堆肥5ｔ/10a） 2021年度 2.8ha

2022年度 7.1ha

子実サイレージ
2020年度 8ｔ
2021年度 17ｔ
2022年度 48ｔ

堆肥
2020年度 100ｔ
2021年度 150ｔ
2022年度 250ｔ



自給率100％を
めざす取組が注
目を浴びていま
す。

日本農業新聞
2021年３月25日（全国版）



＜全国農業新聞 2021年１２月１０日掲載＞

紫波町の子実用トウモロコシの実証試験は全国的に注目されています。



国も世の中も子実用トウモロコシ、現場の盛り上がりはイマイチ 投稿で啓発



作図：一般社団法人 里地里山ネット漆立 理事長 漆澤清孝

＜水稲＞

枝番清算方式（プレミアム方式）

販売権は組合で持っているが、作業は各農家

に委託、清算金が出れば農家の販売額に応じ

てプレミアム金として分配

＜小麦＞

プール清算方式

基幹作業、肥培管理作業を組合の小麦部会で実施、小麦部会として別会計で清算

＜機械＞

組合では機械を所有せず、作業受託希望農家とオペレータ組合に作業を斡旋

前身の漆立集落営農組合の経営状況

3.農地の一元的管理主体の創設

一般社団法人里地里山ネット漆立



一元的管理の仕組み
図12-3 漆立集落のまるごと地域管理方式

漆立集落営農組合

個別経営

農地中間管理機構

（公社）岩手県農業公社

構成員所有農地

非営利型一般社団法人 里地里山ネット漆立

（特定農業法人として地域の農地と各種制度・事業を一元的に管理）

所有農地

地域まるごと貸し出し

地域まるごと借り受け

特定農作業受委託契約 直営農業経営

ＷＣＳ

農地保全管理

水稲個別経営漆立小麦生産組合

漆立そば生産組合

漆立小麦生産部会漆立そば生産部会

・漆立地域の集落営農組合の構成員の所有地と個別経
営農家の所有地をまるごと農地中間管理機構の（公

社）岩手県農業公社に貸出す。

・（一社）里地里山ネット漆立が岩手県農業公社から
地域の農地をまるごと借り受ける。

・（一社）里地里山ネット漆立が特定農業法人として
引き受け手のない農地を直営で経営する。

・耕作できる生産組合や担い手には、特定農作業受委
託契約により作業を委託する。

・地域の農地を一元的に管理しながら荒廃農地の発生
を防ぐ。

離農農家の農地のセーフティネット



地代と土地改良費の流れ
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一定額
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＜全国農業新聞 2022年１１月２６日掲載＞

地域まるっと中間管理
方式として設立した一般
社団法人としては全国５
番目

一般社団法人が特定農
業法人になったのは全国
初の事例です。



＜日本農業新聞 2022年8月7日 一面トップ掲載＞



4.農業体験農園と畑の新たな価値
農業体験農園とは、既存の市民農園と異なり、プロの農家の指導を受けながら、みんなで同じ野菜を作る方式

です。野菜だけでなく参加者のコミュニティーを作っていくことも特徴です。
首都圏等の先進地区では、農業経営の一部門として取り組まれています。



農業体験農園が始まった経緯

＜産直サポート農園設置＞
紫波町の古館産直組合では、組合員の高齢化により出荷量が年々減少し産直の存続が

危ぶまれていました。
３年前に産直に出荷出来なくなった組合員の畑に農業体験農園を設置し、古館ニュータ
ウンの退職後のシニアの皆さんに野菜作りに親しんでいただきながら、農園で野菜を作っ
て食べきれない野菜を産直に出荷してもらうという考えで「産直サポート農園」が開設されま
した。

＜農業体験農園に改称＞
当初想定していた退職後のシニアの皆さんの参加は少なく、子育て世代の母親や医療

関係者の参加が多くありました。また地域的にも、当初想定した古館地区からの参加者より
も、古館地区以外の町内の参加や盛岡市内からの参加がありました。



項 目 具 体 的 な 内 容

野菜作りと農家への理解促進

・実際に野菜を作ってみて楽しいということと作業が大変だということが理解された。
・産直で販売されている野菜に多くの手がかかっていることが分かり、価格が安すぎ
るという感覚を持つようになりました。

食育の推進

・子供と一緒に野菜を作って、野菜の成長を観察できた。
・子供が自分で作った野菜を食べて野菜が好きになった。

遊休農地の有効活用

・農園の周辺の農家から利用せず遊休化している農地を使ってくれるよう要望があり、
当初10aの農園面積が直営部門を含めて最終的に約50aに拡大したことにより、遊
休農地の有効利用につながりました。

交流促進、コミュニティー形成

・定期的な栽培講習会や交流会を開催することにより参加者が知り合いになりました。
・仙台や札幌から移住してきて知り合いをつくることを目的に参加する方もいました。
・みんなで同じ野菜を作るので、野菜の作り方を教えたり会話がはずみました。

コロナ禍の余暇提供

・農業体験農園は野外作業で感染の危険が少なく、外出自粛にも該当しないことか
ら、利用者は畑で充実した余暇を過ごすことができ、利用者から感謝されました。
・仕事を離れた居場所となり、仕事の合間に畑作業をしてリフレッシュ出来た。
・子供たちが畑にいる昆虫やカエルを捕まえて遊んだり泥団子を作って遊べた。

農業体験農園が果たした効果（2021年時点）



畑

農業体験農園と畑の新たな価値の関係

古館農業体験農園

主体：ＣＣＣＡふるだてファーム

ふらっと畑

畑多楽縁 畑の遊園地 畑のイベント

畑

新
た
な
価
値

Ｏ隊員

Ｈ隊員 Ｔ隊員 Ｏ隊員



農業体験農園ＰＲイベント



畑で育つ自由な発想

＜岩手日報 2022年2月23日 一面トップ掲載＞



星真土香（コミュニティーナース）

紫波町地域おこし協力隊

畑からはじまる心地よい暮らしの集い 活動報告会発表資料（2022.1.15）

令和３年 畑の保健室

令和４年 畑多楽縁
（はたらくえん）

（コミュニティー畑）











畑からはじまる心地よい暮らしの集い 活動報告会発表資料（2022.1.15）

しわ農楽耕











5.つなぐビールプロジェクト

岩手大学クラフトビール部と株式会社ベアレン醸造所

紫波町のビール麦栽培実証圃

岩手大学クラフトビール部は、2021年に同大学の農学部と経済学ゼミの学生を中心に発足。農家の高齢化
や離農による農地の荒廃といった課題を解消することを目的に、県内の遊休農地や休耕田を活用しビールの
原料となる大麦の栽培活動に取り組んでいる。
同部では現在、陸前高田市と紫波町で二条大麦を栽培し、遠野市産・軽米町産のホップを使い、県産原料

100％のビールをベアレン醸造所で醸造する。
将来的には紫波町等でビール麦の産地化を進める「モルトバレー」構想を掲げている。

つなぐビールプロジェクトプレスリリース



①
単収

②
販売単価

③=①×②
販売金額

④
交付金

⑤=③+④
粗収益

⑥
変動費

⑦=⑤-⑥
利益係数

①小麦(7ha） 300 36 10,860 80,050 90,910 31,238 59,672

②ビール麦 200 36 7,240 35,000 42,240 31,238 11,002

③=①－② 100 0 3,620 45,050 48,670 0 48,670

価格試算 200 280 56,000 35,000 91,000 31,238 59,762

年度 2022年 2023年 2024年 2025年
作付け規模 栽培実証試験 作業機械施設の最低規模 産地づくり交付金制度導入最低面積

作付け面積 5a 30a 1ha 1ha～

醸造量 2,300ℓ/500kg
(不足分は輸入を麦使用)

2,300ℓ/500kg
(全量紫波産大麦を使用)

6,900～9,200ℓ/1,500～
2,000kg

ビール本数 7,000本[瓶] 7,000本[瓶] 約21,000本[缶]

地産割合 20%～30％ 100％
(ホップは県産)

100％
(ホップは県産)

契 約 栽培管理 収穫作業 乾燥調製 冷蔵保管 出荷 麦芽加工 醸造

岩大クラフトビール部 全量買取 買取 サントリー委託 ベアレンビール委託

受託農家
（高橋淳）

全量販売 栽培管理作業
防除作業（赤かび、雪腐）

収穫作業
コンバイン

乾燥調製 冷蔵庫 出荷

ビール麦栽培実証の役割分担

ビール麦販売価格の試算

ビール麦産地化計画



作付面積（ａ） 加工ロット（ｋｇ）

麦芽製造コスト ④
麦芽買取
価格

⑤
収支（④－③）①

大麦購入単価
②

麦芽加単価
③
計

5～ 15 100～ 300 300 500 800 450 -350

15～ 50 300～ 1,000 300 400 700 450 -250

50～ 250 1,000～ 5,000 300 300 600 450 -150

250～ 600 5,000～
12,00

0
300 200 500 450 -50

600～ 12,000～ 300 100 400 450 50

(350)

(250)

(150)

(50)

50 

(400)

(300)

(200)

(100)

0

100

5 15 50 250 600

麦芽加工ロット別製造コストと収支試算（円/kg）

作付面積

麦芽製造コストは生産量が多くなるほど低下
⇒ 産地としてのロット拡大

ビール販売価格に占める大麦は価格は7％
⇒ 町内でマイクロブロワリーを作り醸造
⇒ 県内ブロワリーと企画商品開発

収支

麦芽生産量 1,000kg

ビール販売額
に占める割合

大麦単収 20kg/1a
作付面積 50a

大麦購入単価 300円/kg

大麦購入金額 300,000円 7%

麦芽加工単価 300円/kg
麦芽加工費 300,000円 7%

麦芽販売単価 450円/10a
麦芽販売金額 450,000円 10%

ビール製造量 4,600ℓ

ビール製造缶数 13,143缶/350ml

ビール販売単価 340円/缶

ビール販売額 4,468,571円



• 来年は紫波町産
ビール麦でつな
ぐビールが商品
化

• 紫波町の麦芽と
雫石町のホップ
でベアレン醸造
所で地ビールを
つくれば、盛岡
広域地産ビール

岩手日報
2023年1月21日



6.地産地消の経済効果と二酸化炭素削減効果

紫波町では、地産地消を推進するために令和３年３月に紫波町地産地消条例を制定しています。この中
で町の役割として①消費者、事業者及び生産者と連携して、地産地消の推進に関する施策を実施することと、
②地産地消の推進に向け、消費者、事業者及び生産者と連携し、地産地消に関する理解を深めるため、啓発
活動を行い、情報の共有化を図るとともに、交流活動の促進に関する施策を実施するものとされています。
これまで「地産地消」は、食育や地域農業の活性化に有効な手段として、主に運動論や理念として取り組まれ

てきました。このため、地産地消を推進することにより期待される効果について統計数字を用いて定量的に分析
した例はほとんどありませんでした。
地産地消を拡大することにより期待される農業生産、岩手県経済、二酸化炭素の削減に及ぼす効果に着目し
て定量的に分析し、地産地消の拡大による効果の可視化を試みました。
具体的には、以下の項目について地産地消を拡大した場合の効果を試算しています。

①地産地消が農業生産に及ぼす効果

②地産地消が岩手県経済に及ぼす効果

③地産地消が二酸化炭素削減に及ぼす効果



地産地消の経済効果分析のフレーム



項 目 岩 手 県 紫 波 町

2021年の食料支出金額合計 3,812億円 92.5億円

①2021年の農畜産物購入金額合計 897億円 21.8億円

②地産農畜産物購入増加金額（①×増加率10％） 89.7億円 2.2億円

③地産農畜物仕入増加金額（②×流通マージン率50％） 44.8億円 1億884万円

④農業所得増加額（③×農業所得率37％） 16.6億円 4,027万円

⑤認定農業者増加数（④÷420万円） 395人 10人

農業所得と担い手確保に及ぼす効果

農畜産物購入金額の10％分で新たに県産農畜産物を購入した場合の効果を試算

（２０２１年家計調査 盛岡市総世帯の品目別支出データに世帯数を乗じて試算）



地産地消の拡大政策 農畜産物購入金額の10%分で
県産農畜産物を購入した場合

1世帯当たり毎月1,000円分の
県産農畜産物を購入した場合

飲食料品部門の需要増加額 90億円 63億円

第一次波及効果 142億円 100億円

第二次波及効果 9億円 6億円

総波及効果 152億円 106億円

就業者誘発量 1,274人 981人

うち雇用者誘発量 756人 531人

岩手県経済に及ぼす効果

平成27年岩手県産業連関表経済波及効果簡易分析シートを使用した試算
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小麦47ｔの輸送で排出される二酸化炭素量（ｋｇ）

1/3

1/35

1/526

二酸化炭素の削減に及ぼす効果

紫波町の小麦粉購入数量33ｔ ⇒ 小麦換算重量47ｔで試算



＜岩手日報 2022年6月19日掲載＞



＜日本農業新聞＞

2022年7月19日掲載



7.農村政策フェローのジャンル確立

１年目 始動期 2年目 助走期 3年目 離陸期

〇業務支援ツールの開発
・認定農業者関係データベース
・人・農地プラン作成資料ナビ、
・農林業センサス紫波町旧町村別データベース
・ＡＩを用いた農業経営体予測モデル
・ふる里加工施設事業計画作成支援シート

〇要請課題への対応と課題の整理
・人・農地プランの実質化
・集落営農組織の法人化
・新規転作作物として子実用トウモロコシ
・産直の販売額増加⇒農業体験農園

〇各種研修会で情勢報告

〇調査研究強化と情報発信
産業政策監調査研究報告公表第１号～第６号

〇農地有効活用リーディングプロジェク
ト立ち上げ
①子実用トウモロコシの産地化

栽培実証圃設置、産地づくり交付金創設
②農地を一元管理する一般社団法人の設立

一般社団法人 里地里山ネット漆立設立
一社は全国4番目、特定農業法人は全国初

③農業体験農園の設置
古館農業体験農園設置運営支援

農業体験シンポジウム開催

〇リーディングプロジェクトの推進
①子実用トウモロコシ実証圃設置
産地づくり交付金増額 45,000円 全国最高か
全国農業新聞1面トップ掲載
②一般社団法人設立マニュアル化
全国農業新聞まるっと中間管理方式特集へ掲載
③畑からはじまる心地よい暮らしの集い
活動報告会80人、映画会120人

〇調査研究の充実、情報発信強化、
・産業政策監調査研究報告公表第７号～第９号
・町内外の各種研修会で講演

〇漆を活用した新たな環境産業創造
環境課事業支援



4年目 巡航期

〇リーディングプロジェクトの推進
①子実用トウモロコシ産地化

実証圃栽培面積 2020年 1.2ha ⇒ 2021年 3.0ha ⇒ 2022年 7.0ha ⇒ 経営的栽培面積 2023年 10.0ha
②地域の農地を一元的に管理する主体の創設

普及段階へ 一般社団法人設立助言 滝沢市 ２法人、視察対応 会津若松市 山形市 十和田市 大分県西部振興局
③農業体験農園の設置

古館農業体験農園＋上町農業体験農園（試行開始）
④新たなウルシ産業の創出

町有林での植栽 2021年 1.05ha ⇒ 2022年 1.35ha

〇調査研究の充実、情報発信強化、
産業政策監調査研究報告公表第10号～第18号公開

〇つなぐビールプロジェクトとの連携
ビール麦栽培実証圃設置 0.5ha

〇農村政策フェロー認知度向上
・意見交換会（農水省大臣官房、農水省経営局、東北農政局生産流通部、岩手県農業振興課）
・講演（岩手県農業委員会会長事務局長研修会、岩手県むら・もり・うみフォーラム、会津若松市農業委員会資質向上研修会）
・先進地視察対応（滝沢市、山形市、十和田市、大分県）
・学術調査（九州大学・東北大学・秋田県立大学・岩手農研）
・執筆（農業経営通信 巻頭言「農業経営分野における研究成果の社会実証」（2023.1）、農文協季刊地域「リーディングプロジェクト」（予定）



農村政策フェローとしての新たなジャンル

・調査するだけの研究機関でも無い
・提案するだけのコンサルタントでも無い
・農政課のライン上で農政の実務にたずさわるわけでも無い
・あらかじめ目標が決められているわけでも無い
・予算があるわけでも無い

Ｐ：農業現場のPinchを解決するために課題設定

Ｐ：調査研究 Prep（準備）し解決策を創案
Ｄ：リーディングプロジェクトとしてDo（実行）
Ｒ：関係者とRelation（連携）しながらプロジェクトを推進
Ｒ：プロジェクトの取組状況をRelease（公開）しプロジェクトを浸透
Ｒ：関係課とReview（評価）しブラシュアップした施策を担当課で実施する

農村政策フェローの業務プロセス ２ＰＤＲ３



Ｐｉｎｃｈ を解決するために課題設定
リーディングプロジェクトは要請課題への対応を事後的に体系的に整理したもの

Ｐｉｎｃｈ（相談内容） リーディングプロジェクト

農政課 ・人・農地プランの実質化をどうするか？ 集落営農の法人化をどうするか？
・令和3年度に小麦の産地づくり交付金が廃止されたら１億円交付金が減額するどうす
るか？
・小麦に代わる新規転作作物をどうするか？
・認定農業者の経営指導をどうするか？

①子実用トウモロコシの産地化

環境課 ・紫波町でウルシ栽培に取り組む意義は？ ④新たなウルシ産業創出

ＪＡいわて中央 ・転作作物に子実用トウモロコシを取り入れるために、何を検討すればいいのか？ ①子実用トウモロコシの産地化

集落営農 ・集落営農組織を一般社団法人形態で法人化したいが、どうすればいいか？ ②農地の一元的管理主体の創設

農業者 ・産直組合長：組合員が高齢化し販売額が減少、販売額を増やすには、どうすれば
いいのか？

・認定農業者・新規就農者：新たな収益源に農業体験農園を考えているがどうすれ
ばいいのか？

③農業体験農園設置

岩大
クラフトビール部

・ビール麦を栽培する農地を確保できないか？ ⑤つなぐビールプロジェクト



Ｐｒｅｐ オリジナルデータベースを活用し分析
分類 データベース等の名称 開発元

デ ー タ の 属 性
単位 年度 主な登録データ

予測ＡＩを用いた農業経営体数予測モデル
農研機構
農業情報研究
センター

旧町村
2020年
2025年
2030年

①離農する経営体数
②離農に伴い出てくる地目別供給農地

現状
分析

2015年農林業センサス紫波町旧町村別データベース 紫波町 旧町村 2015年 ＜農林業センサス調査項目 １６分類 ７０項目＞
①農林業経営体数、②農業経営の特徴、③土地、④農作物、⑤家畜等、⑥農作業委託、⑦経営主の状
況、⑧農業経営内部の労働の状況、⑨雇用労働の状況、⑩個人農業経営、⑪世帯員の状況、⑫経営主、
役員等の状況、⑬世帯、⑭世帯以外、⑮農業経営に関する資格等要件及び認定状況、⑯家族組織別農
業経営体

2020年農林業センサス紫波町旧町村別データベース 紫波町 旧町村
2020年

農林業センサス分析支援シート
岩手県農業研
究センター

旧町村
2015年
2020年
増減率

＜農林業センサス調査項目 11項目＞
①経営体数、②組織形態別経営体数（団体経営体）、③農産物販売金額規模別経営体数、
④経営耕地面積規模別経営体数、⑤経営耕地面積規模別面積、⑥１経営体当たり経営耕地面積、
⑦販売目的の作物の類別作付面積、⑧データの活用状況、⑨有機農業の取組状況、
⑩５年以内の後継者の確保状況、⑪年齢別基幹的農業従事者数

東北農業データファイル 東北農政局
町

旧町村
農業集落

2015年
2020年
増減率

＜農林業センサス調査項目 14項目＞
①農業経営体数及び農家数、②組織形態別の経営体数、③農業労働力（雇用者）、
④経営耕地面積規模別の経営体数、⑤経営耕地面積規模別の経営耕地面積、
⑥1経営体当たり経営耕地面積、⑦農産物販売金額規模別の経営体数、
⑧農産物販売金額１位の部門別経営体数、⑨年齢階層別の基幹的農業従事者数（個人経営体）、
⑩基幹的農業従事者の年齢階層別経営耕地面積（個人経営体）、
⑪経営主の年齢階層別経営体数及び農業後継者の状況、
⑫経営主の年齢階層別経営耕地面積及び農業後継者の状況別経営耕地面積、
⑬データを活用した農業を行っている経営体数、
⑭有機農業に取り組んでいる品目別経営体数及び作付面積

令和２年市町村別農業産出額（推計）データベース 東北農政局 町 令和２年 品目別 ①農業産出額、②県内順位、③東北順位、④全国順位

地域食料自給率計算シート 農林水産省 町 2021年 ①カロリーベース食料自給率、②生産額ベース食料自給率

経営
分析

認定農業者データベース 紫波町 認定農業者 認定年
①経営改善計画書個票、②認定農業者データ一覧（現状、目標、後継者、労働力等）、
③経営改善計画地区別集計表（作物別現状、目標、拡大面積）

農業法人経営データベース 紫波町 農業法人 2021年 ①経営改善計画、②財務データ、③総会資料

財務諸表分析支援ファイル 岩手県 農業法人 2021年
①売上高・売上原価、②販売費及び一般管理費、③営業外損益・特別損益、④損益計算書、貸借対照
表、⑤財務諸表分析、⑥損益分岐点分析

集落営農経営データベース 紫波町 集落営農 2021年 ①総会資料、②財務資料、③名簿



人・農地プランでのデータベースを活用したPrep例



番号 タ イ ト ル 公 表

第1号
「紫波町認定農業者の定量分析と農地の需要見通し」

～認定農業者関係データベースを活用した分析～
令和２年10月

第2号
「紫波町の農業経営体数の予測と農地の需給見通し」

～ＡＩを用いた農業経営体予測モデルの活用に関する実証試験結果を踏まえ～
令和２年11月

第3号
「農業体験農園シンポジウムの開催状況」

～古館農業体験農園の活動実績報告～
令和２年12月

第4号 「古館農業体験農園の取組状況と盛岡市市民の農業体験農園の意向」 令和２年12月

第5号
「紫波町の農業生産構造動向分析」
～2020年農林業センサス（概数値）データ分析から～

令和３年１月

第6号
「農村政策フェローの活動状況」
～令和元年度・２年度活動実績及び令和３年度計画～

令和３年２月

第7号
「紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取り組み状況」
～令和２年度実証試験及び令和３年度実証計画～

令和３年３月

第8号
「紫波町における旧町村別農業生産構造の特徴と人・農地プランの実践」
～2020年農林業センサス 紫波町旧町村別データ分析～

令和３年９月

第9号
「紫波町の旧町村別農業生産構造の動向分析と今後の農業振興策の考え方」
～農林業センサス分析支援シート※を活用した2010年、2015年、2020年データの分析～

令和３年11月

Ｐｒｅｐ 産業政策監調査研究で公開 その１



番 号 タ イ ト ル 公 表

第10号
「畑からはじまる心地よい暮らしの集い」
～畑を利用して活動している各団体の活動内容～

令和４年３月

第11号
「紫波町における人・農地プランの取組状況」
～ＰＤＲサイクルによる農地有効活用リーディングプロジェクト推進～

令和４年３月

第12号 「紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取り組み状況（令和３年度実績）」 令和４年３月

第13号 「農村政策フェロー３年間の活動実績」 令和４年３月

第14号
「地産地消が地域経済と二酸化炭素削減に及ぼす効果の試算」
～家計調査、産業連関表、フード・マイレージを用いた分析～

令和４年５月

第15号
「紫波町の集落営農の特徴と今後の方向
～集落営農実態調査（農林水産省）の岩手県データの分析～

令和４年７月

第16号
「畑に見いだす新たな価値」
～古館農業体験農園の実践事例から～

令和４年８月

第17号
「地域の農地を一元的に管理する管理主体の創設」
～一般社団法人里地里山ネット漆立の事例～

令和４年８月

第18号
「財務諸表の分析から見た紫波町の集落営農の展開方向」
～集落営農実態調査及び水田作経営の法人と集落営農の決算資料の分析～

令和５年1月

Ｐｒｅｐ 産業政策監調査研究で公開 その２



ＰＤＲ サイクルでプロジェクトの迅速な推進
ＰＤＲサイクルは、マネジメントサイクルのひとつでスピード感があるマネジメ

ントサイクルとして注目されている。

Ｐｌａｎ：計画

Ｄｏ：実行
Ｃｈｅｃｋ：評価
Ａｃｔ：改善

プラン作成に多くの労力と時間がか
かる。
役所の場合、案作成、関係機関との

合意、パブリックコメント、町議会で
の議決等計画作成に２年かかる。

Ｐｒｅｐ（プレップ）：準備
Ｄｏ（ドｳ）：実行
Ｒｅｖｉｅｗ（レビュー）：見直し

計画作成にかかる時間が削減される
ためスピードアップ。
まずはやってみて、関係者で評価・

検証しながらブラシュアップして、本
格的な制度として実施する。

ＰＤＲサイクルＰＤＣＡサイクル



産業政策監

農地有効活用リーディングプロジェクト

①子実用トウモロコシ産地化
・意見交換会、研修会開催、・栽培技術・家畜給与実証
・経営収支、技術体系、自給率100％試算

②農地の一元的管理主体の創設
・設立支援、運営の仕組み整理、・設立の手引き作成

③農業体験農園設置
・設置運営支援、・シンポジウム・集い開催、設立の手引き作成

・統計分析（農林業センサス、認定農業者）、先行文献調査
・インタビュー調査（関係農家、関係機関）
・研究機関との連携
（農業情報研究センター、東北農業研究センター、岩手県農業研究センター）

・意見交換会、研修会、シンポジウム開催、集い
・実施結果を産業政策監調査研究報告として町ホームページで公開

担い手減少
農地過剰

Ｐ
調査
研究

Ｄ
試
行

①子実用トウモロコシ産地化
・産地づくり交付金創設
・乾燥・貯蔵施設整備支援
・資源循環型農業推進

②農地の一元的管理主体の創設
・中山間地域の人・地域計画に反映、
・法人設立支援事業支援、地域集積協力金活用支援

③農業体験農園設置
・農業体験農園設置支援、・シンポジウム・集い開催支援

農 政 課

施 策 推 進

Relation 関係課と連携しプロジェクトクト試行

Ｒ
評
価

④新たなウルシ産業創出
・ウルシの可能性分析、町の施策の位置づけ

環 境 課

施 策 推 進

④新たなウルシ産業創出
・ウルシの生産加工関連企業等と町の連携協定締結
・町有林へのウルシの植林、ウルシモリモリプロジェクト

商工観光課

〇つなぐビールプロジェクト
・ビール麦生産支援（東北農研との連携、栽培実証圃、経済性試算）

施 策 推 進
〇酒の学校
・紫波町産ビール麦を使った町産ビールの商品化支援

Ｒ
連
携



プロジェクト名 連 携 機 関

離農農家数と供給農地の将来予測 （2019年 共同現地実証）
農研機構 農業情報研究センター、東北農業研究センター、岩手県農業研究センター

子実用トウモロコシ産地化

（2020年～2022年 現地実証試験）
水稲直播及び子実用トウモロコシ普及促進会（2020年４月設立 事務局 東北農業研究センター）

東北農業研究センター、農業機械メーカー（クボタ、ヤンマー）、
種苗会社（パイオニアエコサイエンス）
岩手県、住田町、ＪＡ全農いわて

※東北農業研究センター
（水田輪作研究領域ＩＣＴ活用技術グループ、緩傾斜畑作領域生産力強化グループ、
研究推進部事業化推進室）

※岩手県（農業普及技術課、農業研究センター畜産研究所、盛岡農業改良普及センター）

農地の一元的管理主体の創設 （2020年８月里地里山ネット漆立設立、2020年11月特定農業法人）
漆立集落営農組合、盛岡広域振興局農政部、盛岡農業改良普及センター

（公社）岩手県農業公社、紫波町農業委員会 愛知県農業振興基金（まるっと中間管理方式発案）

農業体験農園の設置 （2020年秋試行、2021年～本格実施）
ＣＣＣＡふるだてファーム、ＨＡＴＡＲＡＫＵ～畑多楽～、あそびこむ

新たなウルシ産業の創出
（2021年11月10日 ウルシ産業の振興に関する協定締結）
（株)浄法寺漆産業、（一社）次世代漆協会、ＮＰＯウルシネクス

つなぐビールプロジェクト （2022年秋 ビール麦栽培実証圃設置）
岩手大学クラフトビール部、株式会社ベアレン醸造所、東北農業研究センター

Relation 関係者と連携しプロジェクトクト推進



Release リーディングプロジェクトの取組状況公開

①産業政策監調査研究報告をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで公開

リーディングプロジェクト試行決定過程の情報公開

紫波町の農業関係機関団体及び認定農業者との情報共有

②研修会・講演会で直接伝達

調査分析結果の伝達、リーディングプロジェクトの提案と関係者の動機付け

③新聞記事を活用したパブリシティー

リーディングプロジェクトの町内認定農業者及び農業関係機関への浸透

④書籍への掲載、執筆
紫波町の新たな農業の取組みと農村政策フェローの紹介

⑤学術調査、視察研修、意見交換会への対応

リーディングプロジェクトの論点整理、他地域の課題と取組状況把握、

リーディングプロジェクトの国・県施策への反映



番号開催月日開催場所 主 催 研 修 会 名 演 題 ・ テ ー マ

1 2019年7月29日 紫波町役場 農林課 人・農地プラン全体説明会 人・農地プランを巡る情勢

2 2019年8月1日 ＪＡ古館支所 農林課 人・農地プラン古館地区説明会 人・農地プランを巡る情勢

3 2019年8月8日 赤沢公民館 農林課 人・農地プラン赤沢地区説明会 人・農地プランを巡る情勢

4 2019年12月17日紫波町役場 産業政策監 子実用トウモロコシ導入可能性研修会 子実用トウモロコシを巡る情勢について

5 2020年2月22日 岩手県立大学
農業経済研究ネット
ワークいわて

令和元年度農業経済研究ネットワークいわ
て研究会

人・農地プランの実質化、担い手育成、地域農政の展開方向
～農村政策フェローとしての活動内容から～

6 2021年1月21日 紫波町役場 産業政策監 令和2年度農村政策フェロー活動度報告会農村政策フェロー２年間の活動内容

7 2021年2月9日 紫波町役場
紫波町議会町民クラ
ブ

町民クラブ会派研修会 紫波町の農業振興について

8 2021年3月10日
盛岡市 アイー
ナ

東北農業研究セン
ター

水稲直播・子実用トウモロコシフォーラムｉｎ
岩手 紫波町における子実用トウモロコシの取組について

9 2021年４月１４日岩手県議会 岩手県議会
環境問題・地球温暖化対策調査特別委員
会

鉄理論とサンライズ花海道による三陸復興
～ラジオ番組「まじぇ5時」の放送内容～

10 2021年4月20日 紫波町役場 紫波町農業委員会
農地利用最適化推進委員・農業委員研修
会 子実用トウモロコシ産地化の取り組み

11 2021年7月21日 紫波町役場 議会事務局 紫波町議会政務調査会 紫波町の担い手と農地の動向と子実用トウモロコシ産地化の取り組み

12 2021年11月22日
東北農業研究セ
ンター

東北ハイテク研究会東北ハイテク研究会セミナー 岩手県紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取り組み

13 2021年12月17日紫波町役場 産業政策監
紫波町における子実用トウモロコシ産地化
検討会 紫波町で子実用トウモロコシ産地化に取り組む背景とねらい

② 講 演 ・ 研 修 会 その１



番号開催月日 開催場所 主催 研 修 会 名 演 題 ・ テ ー マ

14 2021年12月20日紫波町役場 紫波町農業委員会 農地利用調整会議 町内の地区別農業生産構造の動向分析と今後の農業振興策について

15 2022年1月12日
ＪＡパーフルパ
レス

東北ハイテク研究会
紫波町の農業の未来を一緒に考えてみ
ませんか 今後の農業振興の考え方

16 2022年1月13日
盛岡広域地方
振興局

盛岡広域振興局農
政部

地域農業マスタープランの実践に係る
地方推進会議

紫波町における地域農業マスタープランの取り組み
～一般社団法人里地里山ネット漆立による地域の農地の一元的管理の事例～

17 2022年1月31日 紫波町役場 産業政策監
令和３年度農村政策フェロー活動報告
会 農村政策フェロー３年間の活動実績

18 2022年2月18日
エスポワールい
わて

岩手県農業会議
農業委員会会長・事務局長合同研修
会

紫波町における人・農地プランの取り組み状況
～ＰＤＲサイクルによる農地有効活用リーディングプロジェクト推進～

19 2022年3月18日
みんラボ事務所
（ｵﾝﾗｲﾝ）

みんなの健康らぼ みんらぼユーチューブ大学
農業体験農園の取組について
～畑の新たな価値の発見～

20 2022年6月21日
ＪＡパーフルパ
レス

ＪＡいわて中央
ＪＡいわて中央紫波地域女性部レ
ディースセミナー 畑に見いだす新たな価値

21 2022年6月26日
滝沢市ビック
ルーフ

滝沢市
スマート農業からキヅク持続可能な水
田農業のしくみづくり説明会＆研修会 一般社団法人里地里山ネット漆立の設立について

22 2022年11月10日
盛岡市サンセー
ル

岩手県 むら・もり・うみフォーラム
畑に見いだす新たな価値と地産地消の効果
～紫波町の地域おこし協力隊の活動事例から～

23 2022年12月20日紫波町役場 紫波町農業委員会 農地利用調整会議
農地の今後の需給見通しと地域の農地管理主体
～集落営農実態調査及び集落営農と法人の財務資料分析をもとに～

24 2023年2月3日
会津若松市生
涯学習総合セ
ンター

会津若松市農業委
員会

会津若松市農業委員会資質向上研修
会

地域の農地を一元的に管理する管理主体の創設
～一般社団法人里地里山ネット漆立の事例～

25 2023年2月6日 紫波町役場 産業政策監
令和４年度農村政策フェロー活動報告
会

紫波町における新たな農業の取組みと農村政策フェローのジャンル確立
～農村政策フェロー４年間の活動実績に基づく～

② 講 演 ・ 研 修 会 その２



番
号

掲 載 紙 掲 載 月 日
掲載
ページ タ イ ト ル サ ブ タ イ ト ル

1 農業共済新聞 2021年7月1日 １面トップ水田転作へ高まる期待 作付増える子実用トウモロコシ 時間当たり所得は高水準

2 全国農業新聞 2021年11月26日 １面 広がる地域まるっと中間管理方式 集落営農組合発展的に改組 岩手・紫波町 里地里山ネット漆立

3 全国農業新聞 2021年12月10日 １面トップ注目集める子実用トウモロコシ 国産需要見込まれ、新たな転作作物に 岩手紫波町 産地化目指し実証

4 日本農業新聞 2021年3月25日 「国産」名乗る使命感 岩手県紫波町 飼料自給率100％に挑む

5 日本農業新聞 2022年7月19日 ２面 地産地消の恩恵可視化 岩手県紫波町試算住民の動機付けに
小麦自給⇒CO2排出量1/500、県産購
入⇒認定農業者395人増

6 日本農業新聞 2022年7月29日 １面トップＡＩ活用将来像探る 岩手農地面積予測基に

7 日本農業新聞 2022年8月3日 14面生活病院でなく地域で住民の健康を支える コミュニティーナース奮闘

8 日本農業新聞 2022年8月7日 １面トップ集落営農、一社化の動き 農地集積で利点 事業も多様に

9 岩手日報 2022年1月16日
イベント
紹介 畑ある生活 新鮮な魅力 PR目指し町が集い

10 岩手日報 2022年1月14日
イベント
紹介 畑と暮らす豊かさ知って

遊休地活用へ集い 明日映画や活動報
告

11 岩手日報 2022年2月23日 １面トップ
つなぐ農・食・命
第２部 紫波町のプロジェクト㊤

畑で育つ自由な発想

12 岩手日報 2022年2月24日 ２面
つなぐ農・食・命
第２部 紫波町のプロジェクト㊦

「共創」掲げ未来描く

13 岩手日報 2022年6月19日 ２面
つなぐ農・食・命
第６部 ②地産地消推進

共助の土台を盤石に

14 岩手日報 2021年6月28日 論壇 飼料の地域自給率高めよ

15 岩手日報 2022年1月11日 論壇 畑に見いだす新たな価値

16 岩手日報 2022年3月3日 論壇 転作田交付金見直し再考を

17 岩手日報 2022年6月17日 論壇 子実用トウモロコシ拡大を
18 岩手日報 2022年8月24日 論壇 子実用トウモロコシ拡大を

③ 新聞記事（パブリシティー）



④ 書 籍
書 籍 名 タ イ ト ル 発 刊

農研機構
「農業経営通信 2021年１０月号」

現地だより 執筆
「岩手県紫波町における子実用トウモロコシ産地化の取組について」

2021年10月

農研機構
「農業経営通信 2023年１月号」

巻頭言 執筆
「農業経営分野における研究成果の社会実証」

2023年１月

農研機構 農業情報研究センター
研究成果 ＳＯＰ

（ＡＩ農業経営体数予測モデルによる地域農業動向予測標準作業手順書）

＜導入事例紹介＞
旧市町村の範囲での担い手規模拡大面積と将来の借地発生面積との突合
（岩手県紫波町）

2023年３月

農文協
「季刊地域 春号」

（仮題）「農業体験農園」 ※取材対応 2023年春

農文協
「季刊地域 夏号」

（仮題）「紫波町におけるリーディングプロジェクト」 ※執筆予定 2023年夏





年月日 対応相手 対応内容

インタビュー調査

2021年11月18日 酪農学園大学 子実用トウモロコシの取り組み状況について

2021年12月15日 政策研究大学院大学 人・農地プランの取り組み状況について

2023年2月27日
九州大学・秋田県立大学・東北大学・岩
手農研

地域の農地の一元的管理について

視察調査

2021年7月6日 盛岡市玉山支所 特定農業法人の設立について

2021年6月17日 西和賀町 一般社団法人の設立について

2022年1月18日 秋田県羽後町 一般社団法人の設立について

2022年4月7日 滝沢市 地域の農地の一元的管理について

2023年2月14日 山形県山形市 一般社団法人の設立について

2023年2月20日 十和田市農業委員会 ＡＩによる農地の需給見通しと地域計画について

2023年2月21日 大分県西部振興局 地域の農地の一元的管理について

意見交換会

202年９月６日 岩手県農業振興課 地域計画について

2022年9月26日 農水省経営局農地政策課 地域計画の作成について

2022年8月18日 魅力ある地域づくり研究所 地域まるっと中間管理方式について

2022年11月12日 東北農政局生産流通部生産振興課 稲作の低コスト化について

2022年11月22日 農水省大臣官房消費流通統計課 食料・農業・農村基本法の見直しについて

年 月 日 対 応 相 手 対 応 内 容

学術調査

2021年11月18日 酪農学園大学 子実用トウモロコシの取り組み状況について

2021年12月15日 政策研究大学院大学 人・農地プランの取り組み状況について

2023年2月27日
九州大学・秋田県立大学・東北大学・
岩手農研

地域の農地の一元的管理について

視察研修

2021年7月6日 盛岡市玉山支所 特定農業法人の設立について

2021年6月17日 西和賀町 一般社団法人の設立について

2022年1月18日 秋田県羽後町 一般社団法人の設立について

2022年4月7日 滝沢市 地域の農地の一元的管理について

2023年2月14日 山形県山形市 一般社団法人の設立について

2023年2月20日 十和田市農業委員会 ＡＩによる農地の需給見通しと地域計画について

2023年2月21日 大分県西部振興局 地域の農地の一元的管理について

意見交換会

2022年９月６日 岩手県農業振興課 地域計画について

2022年9月26日 農水省経営局農地政策課 地域計画の目標地図の作成について

2022年8月18日 魅力ある地域づくり研究所 里地里山ネット漆立について

2022年11月12日 東北農政局生産流通部生産振興課 稲作の低コスト化について

2022年11月22日 農水省大臣官房消費流通統計課 食料・農業・農村基本法の見直しについて

⑤ 学術調査、視察研修、意見交換会



〇技術的課題
水田の排水対策を実施すれば安定栽培可能で省力的で大規模栽培も可能です。

〇経営的課題
大規模機械体系で大面積を省力栽培可能で労働生産性が高く、担い手にとって魅力的な作物であることが確認さ
れました。今後借地が増加する経営体にとっては必要な作物と位置付けられます。
播種・収穫機械、乾燥貯蔵施設への多額の投資が必要になるため、100ha規模で畑作作業機械を既に装備している
経営体への導入に適しています。

〇構造的課題
①ロットの課題：輸入飼料に依存し畜産経営が極端に大規模化したため国産子実用トウモロコシの生産量とロットで

マッチングが難しい。⇒ 生産拡大、国産飼料に価値を見いだす畜産経営体との取引
②給餌技術的課題：大規模化した畜産は配合飼料を自動給餌する体系のため国産子実用トウモロコシを混合して給

餌しにくい。 ⇒ 自家配合経営体への供給、アッペン加工して供給
③流通の課題：飼料の流通が輸入を前提に出来上がっているため国内に乾燥貯蔵施設がない。

⇒ 既存乾燥貯蔵施設の有効活用、乾燥貯蔵施設の整備
④政策的課題：麦、大豆の畑作物には数量払い制度で生産費を賄えるが、子実用トウモロコシには数量払い制度が無

いため水田転作交付金が無いと生産費を賄えない。⇒数量払い制度創設の政府要望
⑤ＪＡの課題：ＪＡは既に畜産農家に輸入飼料を供給し利益を得ているため、新たに国産子実用トウモロコシの産地化

に取組む意義がない。⇒ 農地の荒廃防止、国産飼料供給への取り組み促進

Ｒｅｖｉｅｗ 子実用トウモロコシの課題
技術的課題 ⇒ 経営的課題 ⇒ 構造的課題



〇地域で解決すべき課題

①地域計画の作成・実践に向けた地域での話し合いで危機感を共有

②地域の農地を一元的に管理することへの合意形成
③農地中間管理事業を活用して所有地をまるごと貸し出す合意形成
④一元的に管理する経営体の経営内容をどうするか

地域資源管理部門、直営農業部門、特定作業委託部門

〇関係機関で実施すべき内容
①地域計画作成推進
②一元的管理方式、農地中間管理事業の内容説明
③定款、事業計画作成支援
④農業経営改善計画あるいは特定農用地利用規程作成支援
⑤農地中間管理事業活用支援
⑥農地中間管理事業活用に向けた各種手続きのスケジュール管理

Ｒｅｖｉｅｗ 農地の一元的管理の課題

一般社団法人里地里山ネット漆立が全国5番目、東日本で最初に設立された先
進事例となっているが、町内で次に続く取り組みがないため、町内へＰＲし普
及させる必要がある。



〇持続上の課題

①古館農業体験農園を非農家が運営しているため農業機械等の生産力がない、スタッフが高齢化

②古館農業体験農園の料金設定が安すぎてスタッフの賃金を確保できていない ⇒ 利用料金値上げ
都会では一区画３万円、古館農業体験農園は１．３万円、スタッフは年金世代で無報酬

③農業体験農園の畑を使った多様な活動を通じて畑の新しい価値は見出されたが、価値が利益を生む仕
組みになっていない。畑多楽縁とふらっと畑は参加無料、しわ農楽耕は当日の参加費のみ ⇒ 財源の確保

〇農業体験農園拡大上の課題
①労働力不足で低利用になっている農地はたくさんあるが、もともと労働力が無いため地主が農業体験農園
を開始する手間が無い。 ⇒ 農業体験農園の設置を代行する受託者が必要

②低利用農地は圃場条件悪く農業体験農園の設置に適していない圃場が多い。（車道、駐車スペース）
〇関係機関で支援すべき内容

①農業体験農園方式のＰＲ（消費者、農家）
②農業体験農園設置支援（農園設計、利用契約書、技術指導）
③町直営の農業体験農園設置検討

Ｒｅｖｉｅｗ 農業体験農園の課題
従来の市民農園と異なる農園利用方式で古館農業体験農園が設置され、畑の

持つ新たな価値が注目されてきているが、農園の持続と新たな農業体験農園の
設置が進まない。



〇技術的課題

①単収確保：300kg/10a ⇐ 栽培実証試験を通じて収量向上

②品質確保：発芽勢90％以上、たんぱく含有量10～11％、赤カビ防除 ⇐ 栽培技術体系の確立
③麦芽製造：麦芽製造を生産側で行うのか実需者側で行うのか、委託加工するか。

〇経営的課題
①交付金：数量払い制度の対象になっていないため、販売価格を高く設定し収益を確保する必要がある
②販売先：実需者との契約取引
③付加価値：実需者とコラボして新たな価値を付加した商品を開発し高収益で Ｗｉｎｗｉｎ

〇関係機関で支援すべき内容

①乾燥・貯蔵施設整備支援
②紫波町産ビール麦を活用した紫波町産ビールの消費拡大、ふるさと納税返礼品

Ｒｅｖｉｅｗ つなぐビールプロジェクトの課題
ビール用大麦の栽培は、町産麦芽を使ったビールの商品開発につながり農産

物の付加価値化につながるものの、従来の小麦栽培と異なり実需者との契約取
引が前提となることから、実需者との量と品質のマッチングと収益配分で
Winwinの関係の構築が必要である。



ご清聴ありがとうございました。

本報告のもとになっている分析結果の詳細は、

「産業政策監調査研究報告」でご覧いただけます。

検索ソフトで 産業政策監で検索

ＱＲコード


