
平成29年７月31日～８月２日、中国四国土地改良事業団体連合会協議会の各県の代表が、中山間地
域を多く抱えている中国四国地域の農業農村の活性化に向け、自由民主党、農林水産省、財務省等に対
し平成30年度農業農村整備事業の予算編成と事業制度等に関する要望・提案活動を行いました。

【要望・提案事項】
１．中国四国地域の農業農村整備に必要な当初予算の確保について
２．�国土強靭化の実現に向けた、農村地域防災減災事業予算の確保
等について

３．多面的機能支払交付金の予算確保について
４．中山間地農業ルネッサンス事業の制度拡充について
５．�ため池緊急防災体制整備促進事業の延長と採択要件の緩和につ
いて

６．�国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）の継続
について

●�中国四国土地改良事業団体連合会協議会事業推進要望活動

二階幹事長に要望活動
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平成29年９月１日に世羅町西大田の集落法人６法人が集まり株式会社グリーンファームせらが設立
され、県内初の複数法人の共同経営による大規模農業の取り組みが始まります。
今回は、㈱グリーンファームせらの代表取締役社長 宮

みや
迫
さこ
恒
こう
也
や
さん、代表取締役副社長 上

うえ
羽
は
場
ば
幸
ゆき
男
お
さ

んに、新会社設立までの足跡や思い、今後の事業計画や目標についてお話を伺いました。

～地域農業への新たな取り組み～

（株）恵

（株）グリーンファームせら
（平成29年９月４日設立）

（農）ほりこし
（有）重永農産
（農）せら富士屋
（農）ふぁーむ賀茂
（農）ふるさと重永

話し合いを重ねる中で「８法人が設立してから約10年経過したが、新た
な担い手の経営参画もなく、設立当初から役員の顔ぶれは変わらない。ほ場
整備をしたところで、これから先、一体誰がこの地域の農業を支えてくれる
のか。」という危機感を共有するようになりました。米は補助金がないと赤
字ですし、これまでの「コンバインを買うから補助してくれ」という姿勢か
らは脱却しなければと。
そこで「将来の担い手が農業で自立し、生活できる環境を整えよう」とい
う方向で意識が醸成されてきました。最終的には６法人が担い手の受け皿と
なる新たな法人への出資に合意し、「株式会社グリーンファームせら」を設
立しました。
農事組合法人ではなく株式会社とした理由は、意思決定の迅速化を重視し
たからです。また、就職する若者にしっかりと給与を支払い、意欲を持って

宮迫 代表取締役社長

株式会社グリーンファーム　発足式

――どのように㈱グリーンファームせらの設立に至ったのでしょうか。
私たちの地域では、以前からほ場整備をしたいという話があり、８つの法人が集まって話をしていま
した。
平成27年３月に基盤整備の要望を出したことを契機に、ほ場整備の事業化に向けて行政主導の話し
合いの場が設けられました。県の助言を受けつつ、経営発展に向けたビジョンづくりについて議論する
中で、意見交換も活発化し、自分たちが何をしたいかイニシアチブを発揮するようになったので、平成
28年秋以降は、各法人が主体となった連携協議会を中心に検討を進め、そこに行政も参加する形とな
りました。

働いてもらうことで、地域活力の維持につながると考えました。

――どのくらいのペースで話し合いをされているのですか。
会議は月に１回、計画が具体化してきてからは月に２～３回のペースで開催しています。
大切なのは自らがやりたいことを提示していくことです。誰かがやってくれるのを待っていたのでは
進みません。自分たちで決めて、行政に投げかけるスタンスが基本だと考えています。

――地域をまとめる上で色々とご苦労があったのではないでしょうか。
ほ場整備の事業化については、法人が農地集積している地域では、法人がまとめてくれたのですんな
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り話が進みましたが、自ら農地を管理されている地域では抵抗感があり、特に事業実施に伴い負担金が
発生する点がネックになっていました。
そこで、利用者負担の考え方から、㈱グリーンファームせらが負担金を負
担してもいいんじゃないか、と考えました。これからの時代、単に守るだけ
では負けたようなものですから。負担金を新法人が負担する、と決断してか
らは、話が進むようになりました。
新しい動きに対して中には異を唱える方もいらっしゃいますが、それは地
域のことを考えておられるからで、ありがたいことだと思っています。
心配されているデメリットをお聞きし、それを上回るメリットをご説明す
るようにしています。

――㈱グリーンファームせらの今後の予定は。
来季からの雇用を予定していますが、一連の技術を習得するには５年は必

――インタビューを終えて
計画の壮大さに、どれほどのご苦労をされたのだろうかと想像していましたが、お話を伺いながら根っか

らのプラス思考に爽快感を覚えました。「絶対に地域を変えてみせる。」と確固たる信念と牽引力をお持ちの宮
迫代表。丁寧に１つずつ説くような話術で人を引き込む上羽場副代表。お二人の個性を活かした連携の技を
少しだけ見せていただいたような気がしました。地域からの意見も歓迎されており、たくさんの意見が融合
して出来上がる「地域農業」の姿が楽しみです。ご多忙の中、お話いただき誠にありがとうございました。

上羽場 代表取締役副社長

要なので、既存の研修制度では１～２年の研修期間を、当法人では５年とする予定です。雇用する側、
される側がお互いストレスなく働けるちょうどいい期間ではないでしょうか。
また、若者が安心して働けるような住居や研修スケジュールの調整、地域に溶け込みやすい雰囲気づ
くりも大切な役割になると思います。研修後は、地元で農業に携わってもらえれば、独立しても、㈱グ
リーンファームせらに残っても、働き方は自由です。
将来的には30人の雇用創出を目標にしています。㈱グリーンファームせらが新たな担い手の受け皿
になり、日常生活と密着したコミュニティづくりをすることで、地域の活性化につなげていきたいです。

――地域全体ではどのような計画をお考えですか。
現在、８法人が集積している面積は300ha弱ですが、10年かけてほ場整備を進め、将来的には
400haを集積したいと考えています。その４分の１の100haで㈱グリーンファームせらが直接栽培を
行い、園芸作物に取り組みます。残りの農地でこれまでの法人を中心に、水稲・麦・大豆・飼料作物な
どを栽培して、年間を通じて効率的な農地の活用を進めます。将来を見据えると無人機械でも入れるよ
うなほ場にしておきたいです。

集落法⼈と「新会社」で

売上⾼ 6.5 億円

「（株）グリーンファームせら」

（当⾯、園芸作物等の作業受託）

⻄⼤⽥法⼈

連携協議会

労働⼒

地域外の

労働⼒

作業委託

⽔稲 ⽔稲

キャベ

ツ等

⻨・

⼤⾖

雇⽤

キャ

ベツ
⽔稲

⻨・

⼤⾖
⽔稲

地代相当額

役員派遣

集落法⼈等による地

区の農地集積

400ha

⽔稲・⻨・⼤⾖は

集落法⼈が耕作

出資

園芸作物は、新会

社が作業受託

整備した農地の 1/4

で園芸作物を栽培

所得 500 万円以上の

雇⽤者⼜は農業者を 30⼈確保

作業委託
⻄⼤⽥法⼈ 
連携協議会 

地代相当額

A 法⼈ Ｂ法⼈

新たな営農のしくみ 

大型機械導入の準備を整える
一方で、労働生産性の向上や、
投資に見合う売上も考えなけれ
ばいけません。既存機械の共同
利用や生産面の詳細な検討など
課題が山積みですが、みんなで
集まり意見を出し合いながら一
つにまとまる「人が寄る」面白
さが、今後も原動力になると実
感しています。
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影響が大きく、生き物が休憩したり天敵から身を隠す場所がなくなるなど、生き物の生息環境が変化す

ることにより、いろいろな種類の生き物が生息できなくなる恐れがあります。

また、水路内において段差が高いと、魚類の遡上ができなくなることもあります。

そこで、生き物が生息しやすい空間を作り出すため「環境配慮型水路」を整備するほか、段差のある

場所は「魚道」を設置することで、魚類などが上流へと遡上しやすくなり、いろいろな生き物の早期定

着が進むよう配慮を行っています。

１　土地改良事業における環境への配慮
土地改良事業の実施にあたっては、平成13年６月に改正された土

地改良法により、環境への配慮が求められています。

特に、ほ場整備事業などは広範囲に地形を変えるため、水路などの

水辺は壊れてしまいます。このため、昔から生息していた生き物への

３　効果検証
平成19年の施工直後と平成26年の施工後７年目

における、水路内に定着している生き物を比較した

ところ、右図のとおり、甲殻類以外の生き物の種類

の増加・維持が確認され、いろいろな生き物の生息

地を保全できたことが分かりました。

特に、ゲンジボタルについては、施工直後はほと

んど確認されませんでしたが、施工後７年目には

274匹の飛翔を確認しています。

このことから、施設の有効性が確認されました。

水辺の生き物を守る環境配慮型水路と
魚道の効果が確認されました

魚の名前：オイカワ
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水路内に定着しているの生き物の種類
H19 H26

(種数)

２　施工事例
世羅町川尻地区では、平成19年に下表のとおり、環境配慮型水路や魚道を設置しました。

水路部分 水路内段差部分 水田～水路の接続部
施行直後 3年後 施行直後 3年後 施行直後 3年後

水路の一部を深くし、雑石を埋め込
むことで、生き物が休憩したり、天
敵から身を隠すスペースを確保しま
した。

魚類が遡上できるよう、自然石を利
用した階段式のプール型魚道を整備
しました。

魚類が水田に遡上できるよう、ハー
フコーンを設置した魚道を整備しま
した。

掃流効果が高く、土砂の堆積などは見られません。
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お問い合わせ先　事業部技術支援課　☎082（502）7472

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱第８により、庄原市石谷地区の活性化計画事後評価
における評価の妥当性について、学識経験者等第三者の意見聴取を行うため、去る８月８日（火）広島
県土地改良会館において、広島県土地改良事業団体連合会事業計画評価委員会が開催されました。
前川委員、高橋委員、岩㟢委員に計画主体である庄原市より、事業概要及び活性化計画並びに事後評

全土連主催による財産管理制度活用実態調査が９月４日（月）～５日（火）に広島県土地改良会館で開
催され、財産管理制度活用推進委員７名及び、農林水産農村振興局土地改良企画課、広島県農林水産局
農業基盤課その他関係者18名が出席しました。
広島県土地改良事業団体常務理事副会長による歓迎挨拶の後、広島県の活用事例を東部農林水産事務
所尾道事業所の石川事業調整員が、次いで福山市北部支所の徳永次長が報告されました。報告事例につ
き、各委員及び本省、県の出席者によって活発な討議が行われ、最後に全土連浦山換地センター所長が
財産管理制度マニュアル作成方針（案）を示され終了しました。
また、事例報告に先立ち現地調査を東広島市西条町の県営経営体育成基盤整備事業西田口地区で行い、
東広島市土地改良区理事長、農事組合法人ファーム西田口の代表をされている小池代表理事から、ほ場
整備事業における農地利用集積と換地、法人の概要や運営、アスパラガスの生産について説明を受けま
した。

●広島県土地改良事業団体連合会事業計画評価委員会開催

●財産管理制度の実態調査が広島県で開催

事業評価委員会のようす

価の内容について説明があり、評価内容につ
いて第三者の意見としてコメントを頂きまし
た。
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を
活用して、交付対象事業を実施しようとする
ときは活性化計画を作成する必要があり、当
該活性化計画が終了する年度の翌年度には事
後評価を行い、その結果を公表することと
なっています。

財産管理制度推進委員会のようす説明をする（農）ファーム西田口 小池代表理事 岩㟢常務理事副会長挨拶
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触るとミントの香りがするイブキジャコウソウ

地域一斉清掃ゴミ拾い イブキジャコウソウの定植 地域一斉草刈り・清掃

多面的機能支払交付金（旧農地・水・環境保全向上対策）に平成19年から取り組んでいる三原市大和
町「アクア上中」は、広島県の中央寄りやや東に位置し、賀茂台地を構成する緑豊かな山々を有し、近
隣市町や空港へのアクセスなど、交通の利便性に恵まれています。今年で活動10年目の節目を迎え、
設立当初は『住みよいかみなかをつくる会』という名称で活動していましたが、平成24年に、『アクア
上中』に名称変更しました。平成15年、中山間地直接支払制度の採択に伴い設立した（農）ユートピア
かみなかを中心に、非農家や子供会、女性会等地域団体が構成員となり活動を進めています。
共同活動では地域全戸、100名以上が参加する一斉清掃や、年３回の草刈り作業を始め、近年は畦畔・
農道等法面の草刈りの省力化や農村環境保全のためのグランドカバープランツに力を入れています。セ
ンチピートグラスは活動当初から取り組んでいますが、平成26年度にシバザクラ、平成27年度に松葉
菊、平成28年度からはイブキジャコウソウを定植し効果を試しています。また、試してみたかったイ
ブキジャコウソウについては、岩手県で取り組んでいる団体をHPで見つけ、問い合わせたのをきっか
けに、年に２回指導に来ていただきました。本年度も新しく植える準備を整え、景観エリアの植栽拡大
を図りつつ、次の計画も地域で話し合って進めています。「草刈りが高齢化地域では、１番の課題。少
しでも省力化になるならチャレンジしたい。」と情報収集に余念がありません。
鳥獣害対策では、冬場に地域特産の蓮根を狙うヌートリアの出没を防ぐ波板張りや、猪や鹿の防護対
策にメッシュ張り・防護柵設置や補修を行っています。年々鹿が増え、熊の出没も確認されるようにな
り、益々重要な取組になっています。

当初から事務を一手に引き受ける事務局の女性からは「煩雑な事務にとまどうことも多く、活動では
作業に集中するあまり写真を撮り忘れ、しまった！と慌てることもしばしば。」今では落ち着いて、「住
みよいかみなか」を模索する余裕も生まれています。主力役員の方は「地域をよくしたい思いはみんな
持っているのに、体がついていかない。平均年齢は毎年上がるのに、下の人はいつまでも下で。始めた

アクア上中の概要
■設立年月日：平成19年３月26日
■所　在　地：三原市大和町大草上中
■農 地 面 積：37ha
■活 動 内 容：�草刈り、泥上げ、鳥獣害対策、�

農村環境保全
■農業用施設：水路、ため池、農道

～チャレンジ精神旺盛に！「アクア上中」の取り組み～
「アクア上中だより」（右）

草刈り、水路補修、
松葉菊の定植などを紹介
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シバザクラの定植波板張りでヌートリアを防護アグリシート張り

ときから10年経っているのに、同じメンバーが事務局を担っている。若い人が増えないし、子どもた
ちは減ってしまって。」と新たな事務の後継者が出てこないことや、子どもたちの減少から、初めのこ
ろ取り組んでいた農業体験や交流活動ができなくなり、地域維持の活動へシフトせざる得なくなったと
振り返ります。

平成28年度からは、個々で多面的機能支払交付金に取り組んでいた地区と合併し、同じ事業なので
事務処理も一括できれば効率的になるため、こちらで事務を引き受けています。新しい地区は、この地
域以上に高齢化が進み、活動ごとに応援に出向き、集落・地域資源の維持に努めています。
取り組みや、年度の主な活動をピックアップし報告する「アクア上中だより」を年に１回発行し、広
報活動の一環として、理解を深めてもらえるよう配付しています。「この事業が始まったときから作っ
ているのですが、毎回苦労するんですよ。皆さんにどのように伝えるか。」事務局女性が頭を悩ませな
がら綴る文面は、地域への愛着に溢れています。10月には活動に取り組む女性数名と県外で開催され
る事例研修会に参加し、他の地域の活性化事例を聞く予定です。地域の特長を活かしたさまざまな事例
をベースに、自分達に合う取り組みを作っていきたいと意欲的です。主力役員さんたちも「女性の力が
ないとやっていけないし、女性が元気だと地域も明るくなる。引っ張られるくらいがちょうどいい。」
と背中を押します。「ここは地域資源が豊富で景観も綺麗。田舎過ぎるわけでもなく、交通の利便性も
いい。」、どれもほど良いところを活かした集客ができれば、高齢化や後継者問題の糸口も見えてくると、
活性化のベース作りに期待が膨らみます。

農地・水・環境  広島県農地・水・農村環境保全協議会

広島県農地・水・農村環境保全協議会では「多面的機能支払交付金
の活動の手引き」の最新版を平成29年10月に発行し、市町及び県内
全ての活動組織に配付します。
平成27年度発行以降、制度改正等に伴い様式の変更などが改正さ

れたほか、広域組織における事務についても追加されています。
活動の手引きの内容等詳細については、下記までお問い合わせくだ

さい。

●「多面的機能支払交付金の活動の手引き」
　最新版を発行しました。

お問い合わせ先　農地・水・農村環境保全協議会　☎082-502-7476
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水土里ネット祇園町外ニケ町主催 
八木用水ウォーキングのお知らせ

日　　時：平成29年11月25日（土）９：00（JR上八木駅集合）
参 加 費：500円（保険代、軽食代含む）	
コ ー ス：約９㎞
所要時間：約４時間	
定 員：50名（先着順）
　　　　　雨天中止

八木用水ウォーキングを水土里ネット祇園町外二ケ町の主催により開催します。

詳細についてのお問い合わせ先
広島市安佐南区祇園出張所（広島市祇園町外二ケ町土地改良区　事務局　高橋)
☎082-874-3311（代）　9：00～15：30

平成29年８月29日（火）、神奈川県藤沢市の日本大学生物資源科学部　本館４階大講
堂において、平成29年度農業農村工学会賞の授与式が行われ、「地域自らの発意による環
境配慮型水路の持続的管理と利活用に基づいた地域づくりに貢献」と題し（P4に関連記
事）、水土里ワーク川尻と本会、秋山浩三氏に対し環境賞が贈られました。水土里ワーク

水土里ワーク川尻が平成29年度 農業農村工学会賞を受賞

川尻は、ほ場整備事業で地域活性化
を目指し、平成22年に排水路や水
田との接続等環境に配慮した施設を
完成させ、環境配慮施設の維持管理
に加え、近隣小学校との生き物調査
や出前授業を積極的に行っていま
す。また、平成26年からは地域住
民とのホタル観賞会を開始し、幅広
い世代間交流を図り地域活性化を実
現しています。 盾を手に　本会秋山氏（右）

表彰状を手に水土里ワーク川尻代表橘鷹俊之氏と事務局橘鷹保氏

　水土里ネットが管理する八木用水の樋門や除塵機の見学のほか、土砂災害に
より一時流失した定用水碑も２年振りに再設置され、ウォーキング途中には、
希望者に樋門の操作体験なども予定しています。
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