
開催日時　：　平成２６年２月２２日（土）　午後１時より

開催会場　：　平鹿生涯学習センター　講堂

集いのテーマ　「　米づくり環境の変化に対応する農業を営むために　」

平成19年8月29日撮影、樽見内保育園児と夢花壇

主催

共催 横手市

秋田県農地・水・環境保全向上対策地域協議会

農事組合法人　樽見内営農組合

第７回　農村環境・環境保全型農業を考える集い

特 定 非 営 利 活 動 法 人 樽 見 内 地 域 資 源 保 全 委 員 会

横手市樽見内地域・農地・水環境保全管理協定運営委員会
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≪　集いの次第　≫
進行・司会　：　ＮＰＯ法人樽見内地域資源保全委員会　　事務局長　小野寺　幸雄

１．　開　　　会 （　13：00　）

２．　主催者あいさつ

ＮＰＯ法人樽見内地域資源保全委員会　　　理事長　石山　聞一

３．　ご来賓あいさつ

秋田県雄物川筋土地改良区　理事長 柴田　康二郎　氏

秋田県農地・水・環境保全向上対策地域協議会　会長 清野　弘久　   氏

秋田県農業共済組合連合会　会長理事 佐井　祐助　   氏

４．　基調講演 （　13：15　）

「　秋田の風土を生かした米作と土づくり　」

一般財団法人　日本土壌協会　会長

全国環境保全型農業推進会議　会長

東京大学名誉教授、秋田県立大学名誉教授 松本   聰    氏

（　休憩　14：15～14：30　）

５．　講   　 演

「　農政の展開方向について　」

農林水産省東北農政局長 佐々木 康雄　氏

「　０（ゼロ）　素人達の挑戦　」

ポークランドグループ

株式会社　あぐりランド（園芸部門）　事務長 板橋　一成　氏

（　16：30　）

６．　集いのまとめ

ＮＰＯ法人樽見内地域資源保全委員会　　　副理事長　渡部　一男

７．　閉　　　会 （　16：40　）

2/12



※　集いのテーマ　「　米づくり環境の変化に対応する農業を営むために　」

　今、農業環境、特に米づくりの環境は大きな転換期を向えています。

　米の消費は、人口の減少、食文化の変化により減少傾向にあります。

　また、生産環境は、高温障害の中、食味のいいお米の需要や収量の確保等の課題があります。

　そして農業政策は、50年続いてきた減反政策の廃止の方向に舵がとられ、米づくり農家は大転

換期を向えています。

　農村の多面的機能を発揮するために、環境にやさしい農業を推進し、消費者に理解を求める

ことも必要でしょう。

　同じ農業を営む畜産農家と連携を図りながら、土地利用型の農業をすすめることも選択肢の一

つになるでしょう。

　また、米の多用途性を求め、様々な取組みもあります。

　どのような環境にあっても、私たち農家は様々な課題を克服し、将来に向って進んでいかなけ

ればなりません。

　農村環境を守り、持続可能な農業を営むために、今年の集いのテーマを「米づくり環境の変

化に対応する農業を営むために」にしました。

横手市樽見内地域・農地・水環境保全管理協定運営委員会　会長　石山　聞一

◎　表紙の写真、「夢花壇」 について

　平成19年度から始まった「農地・水・環境保全向上対策事業」。

　私たちの地域は、　『　小さな輪（和）から　大きな広がり、そして目指すは「結い」復活　』

をテーマに活動してきました。

　私たちの組織は、地域の皆さんの理解と協力により平成19年12月、ＮＰＯ法人設立に至り、保

育園児から老いも若きも共に地域の活性化のため活動をしています。

　春に農家が種を蒔き育て、6月に地域のみんなで定植をし、管理をしている花壇、「夢花壇」と

私たちは呼んでいます。

　その夢花壇をバックにしている幼い子どもたち、樽見内保育園児たちです。

　この事業に、「この子らに夢を」、「農村を元気に」、との目標を抱き、取組んできました。

　そして、この写真は、東北農政局で作成をした事業紹介のパンレットに採用されました。

　平成26年度からスタートする「日本型直接支払制度」が、私たち農村を、農業を元気にしてくれ

るもの、と信じています。

ＮＰＯ法人　樽見内地域資源保全委員会　　事務局長　小野寺　幸雄
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「　秋田の風土を生かした米作と土づくり　」

一般財団法人　日本土壌協会　会長 松本   聰    氏

《　経　歴　》

昭和15年生れ、　三重県出身

農学博士

昭和46年3月 東京大学大学院農学研究科農芸化学専門課程博士課程修了

昭和46年4月 鳥取大学農学部助手を皮切りに、同大学同学部助教授、

東京大学農学部助教授、同教授、同大学院農学生命科研究科教授併任

平成13年3月 東京大学名誉教授授与される

平成13年4月 秋田県立大学生物資源科科学部教授、同大学特任教授

平成20年3月 秋田県立大学名誉教授授与される

現在、 一般財団法人　日本土壌協会　会長

全国環境保全型農業推進会議　会長

1．　環境保全型農業の推進は、米作地帯にどのような影響を与えたか。

○　技術面で

○　組織面で

2．　環境保全型農業の今。

3．　環境保全型農業の今後と残された課題。

平成20年3月14日開催、　最初の集い 平成21年2月27日、第2回集い
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「　農政の展開方向について　」

農林水産省東北農政局長 佐々木 康雄　氏

《　経　歴　》

昭和33年生れ（55歳）

美郷町出身、横手高校卒業、昭和56年3月　東京大学卒業

56．4．1 農林水産省入省（食糧庁管理部企画課）

　1．7．1 経済企画庁物価局物価調整課主査

　3．8．1 大臣官房総務課　課長補佐（広報企画班担当）

　5．4．1 構造改善局農政部農政課　課長補佐（農業生産法人班担当）

　7.11．1 構造改善局農政部農業経営課　課長補佐（農業生産法人班担当）

　8．4．1 食品流通局砂糖類課　課長補佐（精製糖班担当）

11．1．6 食糧庁総務部企画課　課長補佐（企画班担当）

13．7．6 大臣官房企画評価課付

13．7.15 大臣官房企画評価課調整官

14．4．1 経営局経営政策課経営政策調整官

15．7．1 経営局総務課調査官

15.10．1 大臣官房企画評価課政策調整室長

17．7.19 大臣官房参事官

18．8．1 総合食糧局食糧部食糧貿易課長

20．4．1 大臣官房情報課長

20．8．1 大臣官房情報評価課長

21．1．5 大臣官房政策報道官

23．8．2 大臣官房審議官

25．7．2 現　　職

平成22年2月23日、第3回集い 平成23年2月22日、第4回集い

パネルデスカッション
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「　０（ゼロ）　素人達の挑戦　」

株式会社　あぐりランド（園芸部門）　事務長 板橋　一成　氏

《　経　歴　》

昭和41年生れ（48歳）

秋田県立農業短期大学卒業後、

かづの農業協同組合に入組、営農指導部在籍

平成16年、ポークランドグループ入社

平成24年2月22日、第5回集い 平成25年2月22日、第6回集い
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◎　特定非営利活動法人　樽見内地域資源保全委員会の概要・組織図

　222名・団体

　 23名・団体

 理事　20名

　理事長 　副理事長

　営農組合代表 　集落代表

　老人クラブ会長 　事務局担当

　世話人　26名　

　　　基礎活動委員 　　会長 １名 　　会長 １名

　　　環境活動委員 　　副会長 １名 　　副会長 １名

　　書記 １名 　　書記 １名

　　会計 １名 　　会計 １名

　　監査役 2名 　　監査役 2名

　　運営委員 19名 　　運営委員 5名

223 名

21 団体

　自治会、　樽見内老人クラブ緑会、　樽見内子ども会、樽見内保育園、浅舞小学校

　樽見内語ろう会、県南漁業協同組合平鹿町支部、　平鹿町消防団第1分団６部・７部

　（農）樽見内営農組合、　柄内集落営農組合、　高畑営農生産組合、　有機米新処組合

　樽見内全区婦人部、浅舞婦人会樽見内支部、横手地区交通安全協会樽見内支部など

※活動組織の中核

理　　事　　会

四役会議
（10名）

監　事　会　　2名

総　会 樽見内地域資源保全委員会
正会員

準会員

理　　事　　長

団体会員

ＮＰＯ活動
樽見内地域農地・水・環境保全組織

共同活動　・　委員25名 向上活動　・　委員11名

樽見内地域資源保全委員会　会員

事　　務　　局

全 体 役 員 会　・　48名

横手市樽見内地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会

会　員　数

個人会員

（農）樽見内営農組合 柄内集落営農組合 高畑営農生産組合（大豆）

83.7ｈａ 22名、　36.8ｈａ 22名、　9.6ｈａ
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◎　特定非営利活動法人　樽見内地域資源保全委員会の活動

　　会費、　寄付金

　　補助金など

農村環境保全・農村伝統の継承 ○共同活動　　（協定面積　23,354ａ）

まちづくり・子ども育成 ※年間交付金　6,240,080円

福祉活動・交流活動など ○向上活動 （対象面積　10,543ａ）

（年間予算額　：　1,000,000円） ※年間事業費　6,958,380円

※　樽見内地域資源保全委員会の相関図

　　交付金の支出

特定非営利活動法人　樽見内地域資源保全委員会

樽見内地域農地・

水・環境保全組織
ＮＰＯ法人の活動

樽見内地域農地・水・環境保全組織
小豆田・平館・高畑・道中・樽見内・堀田・新処・中在家・柄内・西柄

面積 233.5ｈａ

向上活動委員会 105.4ｈａ

ＮＰＯ法人 樽見内地域資源保全委員会

農事組合法人

樽見内営農組合

柄内

集落営農組合

高畑

営農生産組合

樽見内老人クラブ

樽見内保育園

浅舞小学校
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※　第６回までの　集いのテーマ、講演等の紹介します。

第１回のテーマ 環境保全型農業を考える集い

松本先生の講演 「　日本各地に見られる環境保全型農業の取組　」

○　当地域における環境保全型農業の取組のフリートーキング、　

第２回のテーマ 農村集落を元気にしよう

松本先生の講演 「　環境保全型農業における堆肥施用の意義と実践　」

当地域における環境保全型農業の取組

（1）　東北農政局管内における「農地・水・環境保全向上対策」の取組状況

東北農政局整備部農地整備課　営農指導係長　　長澤　英樹　　氏

（2）　横手市平鹿町における営農活動支援の取組

横手市平鹿地域局　産業振興課　　藤原　一裕　　氏

（3）　里見有機米研究会の実践

里見有機米研究会　事務局　　　　　加賀谷　功　　氏

（4）　樽見内営農組合の耕畜連携の実践

樽見内営農組合　事務局長　　　　　渡部　一男

第３回のテーマ 農村・農業への思いを語ろう

松本先生の講演 「　環境保全型農業に農業者が期待するもの、消費者から期待されるもの　」

（1）　戸別所得補償制度について

東北農政局　秋田農政事務所　計画課　課長　　須田　　清　　氏

（2）　事例発表

○　耕作放棄地の再生とその活用方法について

鹿角地域耕作放棄地対策協議会

鹿角市産業建設部農林課農政班　副主幹（兼）班長　　関本　和人　　氏

○　水稲栽培、省農薬栽培への取組について　～ビックリ・ドンキー　との取引　～

豊前地域資源保全活動組織

省農薬米研究会 　柴 田　　忍　　氏

（3）　パネルデスカッション

○　金子　拓雄　　氏 東由利グリーンツーリズム研究会　　代表

○　藤川　幸久　　氏 ＮＰＯ法人　まちおこし結っこ　　理事

○　田口　俊哉　　氏 グリーンたざわ湖　　事務局

○　児 玉　　徹　　氏 ＪＡ全農あきた　米穀部　参与
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第４回のテーマ いま、もう一度、稲作農業を見つめ直そう

松本先生の講演 「　稲作農業を巡る課題とそれらに打ち勝つ対策　」

（1）　平成23年度　農地・水・環境保全向上対策の制度改正について

秋田県農林水産部　農山村振興課　主任　　　長谷川　龍彦　　氏

（2）　講　　演

「　農業者戸別所得補償制度下の農業の展開と地域の対応方向　」

農林水産省東北農政局　生産経営流通部　次長　　高橋　伸悦　　氏

「　地域の特性を生かした健康な稲づくり　」

秋田県農地・水環境保全向上対策に関する検討委員会　副委員長

ＪＡ全農あきた　米穀部　参与　　　児 玉　　徹　　氏

第５回のテーマ 農村の古き営み　結い、　そして地域の絆

松本先生の講演 「　環境保全型農業における水稲栽培の現状と今後の方向　」

（1）　講　　演

「　農地と水を育む健全な農村社会

農林水産省東北農政局　生産部　次長　　　　　　　中島　久宜　　氏

「　地域（農業・農村）の持続性危機時代を生きる　」

大崎市鹿島台竹谷行政区　　事務長

前東北農政局生産部次長・戸別所得補償対策室長

前東北農政局東北大震災対策本部　事務局長　　高橋　伸悦　　氏

（2）　報　　告

「　これからの共同活動の取組について　」

秋田県農林水産部　農山村振興課　　　　　　　　　　池田　裕一　氏

第６回のテーマ 共同の力で農村資源を守り、環境保全を進めよう

松本先生の講演 「　環境保全型農業の今まで、今、そして今後　」

○　講　　演

「　新たな農地・水保全管理支払交付金について　」

東北農政局　整備部　農地整備課　課長　　　　　　　　　齋 藤　　伸　　氏

「　パルシステムの環境保全型農業の取り組み　」

～　生産者と消費者をつないで　～

パルシステム生活協同組合連合会　産直事業部交流政策課　　　大我　晶子　　氏
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◎　第7回の集いを開催して　・・・・・

　この集いは、平成20年3月14日に雄物川町交流センター　雄川荘の一室を借り、当法人の

理事、営農組合役員、隣接する活動組織代表者、平鹿地域振興局職員等　28名で、当時

秋田県立大学特任教授　松本　聰　氏をお招きし、「環境保全型農業」について　フリートー

ク式の会を開催したことが始まりです。

　また、２回目の開催からは、東北農政局をはじめ、秋田県、横手市そして土地改良区等の

関係者のご理解とご支援を頂いて開催することが出来ました。　ありがとうございます。

　この集いが回を重ね、第７回に至り、延べ　1,500人近い参加者を頂きましたことは、私たち

樽見内で農業を営み、農村で暮らす者にとって誇らしいものの一つになりました。

　私たちは、農業や農村に其々の思いを抱いている人々が集まり、地域農業の維持と活力

ある農村への再生の糸口を見つけるために集いを開催してきました。

　平成26年度からは日本型直接支払制度と名を代え、新たな制度としてスタートします。

　名前が代わっても今までの制度と同じく、地域が活性化し、そこで暮らす人々が明るくなり、

地域からは空き缶などのゴミが無くなり、農村のあちらこちらに花が咲き、そして農家の人も

農家でない人たちも一緒に協力し合っている、美しい農村が浮かびます。

　老いた者は若い者に、自分達がもつ昔からの知恵と伝統農法、農村文化を伝えている集落

があります。

　またいつか、第8回目の集いを開催する機会が訪れることを祈念し、この度の集いで一つの

区切りをつけさせて頂きます。

　私たちの農村、農業の姿が良い方向に向かうと、私たちは信じています。

　今日の集いが参加されました皆様に、少しでも参考になれば幸いに思います。

ＮＰＯ法人樽見内地域資源保全委員会　　　　渡部　一男

 メ　モ 
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◎　私たちＮＰＯ法人は、子どもたちと一緒に活動しています。

（1）　樽見内保育園児と交流農園・サツマイモ畑

6月、苗の定植 10月、収穫 10月、収穫交流会

（2）　地域の親子会と、「夏休み、水の学び」

平成19年8月、皆瀬頭首工 平成21年8月、仁井田浄水場 平成23年8月、上郷の温水路

（3）　地域の子どもたちと、水路の魚類調査　「ザッコ捕り」

夏休み、小学生たちと樽見内老人クラブ皆さん、自然科学調査研究所の指導

（4）　浅舞小学校、学童農園　「田んぼ」・「ひまわり畑」

5月下旬、田植え 9月下旬、稲刈り 8月、ひまわり畑

（5）　平鹿中学校科学部、水路の魚類調査
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