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は じ め に 

 

 

 

金山町の農業は、重要な基幹産業であり、町としても積極的な農業振興を図

り、支援を行う必要があります。 

現在は、水稲と園芸を二本の柱とし、畜産や花きなどを含め、生産者はもと

より、金山農業協同組合をはじめとする関係機関のご協力を賜りながら、営農

を行ってまいりました。 

平成３０年の節目を迎え、来年度から国の米政策が大きく転換することとな

り、今後、特に水稲主体の土地利用型農業経営体においては、これまで以上に、

市場の動向や国等の米政策への理解など、農業経営への個々の工夫も必要にな

ることが考えられます。 

園芸農業においては、これまで実施してきた産地化・ブランド化による販売

戦略を基に、金山ブランドの農産物生産を維持していくことが必要である一方

で、農業労働力の高齢化と栽培面積の減少などの問題が懸念されます。 

また、課題として、担い手確保や作業労力等のコスト削減、６次産業化と併

せた高付加価値化など、多岐にわたっている状況にあります。 

このような中、農業所得の向上はじめ、町全体の発展を図っていくうえで、

当町の農業振興の指針として本計画を策定したところです。 

今後、この農業振興計画を基に、より国、県及び関係機関と連携しながら、

農業経営に携われておられる方々のご理解をいただき、様々な施策を検討し、

実施してまいりたいと考えておりますので、関係各位の益々のご協力をお願い

いたします。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、策定委員会の委員長と計画執筆を担

当していただきました「山形大学農学部食料生命環境学科の角田 毅（すみた 

つよし）教授」はじめ、策定委員や専門部会へご参加いただきました皆様と、

アンケート調査にご協力をいただきました農業経営者の皆様に心から感謝を申

し上げ、挨拶といたします。 

 

 

平成３０年３月吉日 

 

 

金 山 町 長  鈴  木  洋   
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第１部 統計からみる金山町農業の現状と問題点 

 

１．経営耕地面積の推移 

①2000年から 2015年にかけての、経営耕地規模別農家数の推移をみると、５

ha未満の階層は軒並み減少を続けている。一方、５ha以上の階層は堅調に増

加している。しかし、全体に占める戸数割合はまだ低い水準に留まっている。 

②大規模農家（10ha以上）の割合と伸び率：山形県全体でみた場合、10ha以

上農家割合とその伸び率はともに低い。また担い手への農地集積率も県平均

を下回っている。このように山形県の中では、大規模化は相対的に遅れてい

るとみることができる。 
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図 大規模農家割合と伸び率 
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２．担い手の現状と問題点 

①基幹的農業従事者数： 

これまでは高齢化が進行する中でも、40代、50代が一定程度確保されていた。

しかし、2015年においては、40代以下が極めて少数にとどまっている。 

多くが 50代以上（ピークは 60代以上）という年齢構成になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年齢別基幹的農業従事者数の推移（男子） 

図 年齢別基幹的農業従事者数の推移（女子） 
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②新規就農者：ほぼコンスタントに就農しているが、人数は１～４名程度と

少ない。 

③農家人口：20～30 代は何とか一定数を維持しているが、14 才以下が

2000-2015年の間に１／３程度に減少している。 
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作業受委託の状況： 

水稲の作業を委託した農家割合をみると、1995 年まで増加していたが、そ

れ以降減少に転じ、2000年以降は、ほぼ横ばいで推移している。 

 作業別にみると、「稲刈り、脱穀」が 20％程度と比較的高いが、その他の作

業は 10％前後にとどまっている。 
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農業機械の状況： 

町の農業機械台数は 1990年頃から減少し、それ以降年々減少する傾向にある。

一方、１戸当たり平均台数をみると、トラクターはほぼ１台所有となってお

り、これは 1980年代から同様の傾向となっている。コンバインや田植機は、

大規模農家が複数台所有するケースが増えてきていることも影響していると

思われるが、一貫して微増する傾向にある。 
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３．作物の生産額等の推移 

①農業産出額は、1980 年代半ばから減少傾向にあったが、ここ数年若干持ち

直している。 

②町の基幹作物であるニラは、平成 22年まで一貫して増加を続けたが、その

後面積、生産量ともに減少傾向にある。キュウリも減少傾向にあったが、こ

こ数年は安定して推移している。 

③山菜、葉たばこ、きのこ類もここ数年減少が続いている。 
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第２部 アンケートからみる金山町農業の現状と問題点 

 

統計からみる限り、傾向としては、金山町農業は厳しい状況を向かえつつあ

るといえる。このような状況の中で町の農業者はどのような考えを持ち、将来

方向を描いているのかをアンケートにより明らかにする。 

 

調査方法：対象者に郵送配布 

調査対象：金山町の農業経営者（440戸） 

実施期間：2018年 1月 9日～2月 7日 

回 収 率 ：約 65.3％（2018年 2月 17日時点） 

 ※配布：440戸、回収数：277戸 

 

 

 

１．自己の農業経営に対する危機感 

まず、自己の農業経営に対する危機感をたずねたところ、「非常に危機感」

（36.0％）、「少し危機感」（44.9％）を合わせると、全体の約８割が危機感を

持っていることが明らかになった。 

規模別にみると、５ha 以上層では強い危機感は薄らぐ傾向にある。とくに

１～２ha層で強い危機感が持たれている。一方１ha未満層では約３割弱が特

に危機感を感じていない。 
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２．農業経営上の問題 

現在、農業経営を行う上でどのような問題を抱えているかという問いに対

しての回答は大きく分けて２つに分類される。一つは「資材や農機具費が高

い」（73.9％）、「農産物価格が安い」（50.4％）、「減反政策の変更」（36.6％）

といった経営の収益性悪化に関わる問題である。そしてもう一つは「働き手

の高齢化」（57.8％）、「後継者不在」（44.0％）という担い手問題である。 

10ha以上層ではコスト高と減反政策の変更が際立って高く、５～10ha層で
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も後継者不在が約４割いること、また、小規模層では、農地を預ける人がい

ないという方が一定程度みられていることに注目しておく必要がある。 

 

 

 
３．今後の経営意向 

今後規模拡大する意向を持つ農家はわずか 16.2％であった。それに対して

「離農」（9.1％）、「規模縮小」（3.8％）は合わせて 13％、66.4％が「現状維

持」と回答した。 

10ha以上では、規模拡大意向が約８割を占めるが、５ha以下になると８割

程度が現状維持を考えている。また大規模層でも規模縮小や離農意向がわず
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かではあるが確認される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．農業から引退する時期 

一般的に将来の規模意向を尋ねた場合、「現状維持」の回答が過半を占める

ことが多い。しかし加齢や後継者の有無により、将来にわたって現状維持で

きる保証はない。そこで、「農業からの引退」について意向を把握する。 

まず引退する時期についてたずねたところ、「体力が続く限り農業をする」

と回答した方が 68.6％をしめた。それに対して「引退する年齢の目安がある」
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との回答はわずか 23.0％であった。 

 10ha 以上の大規模層は、６割強が引退する年齢を考えている。それ以下の

層ではおしなべてその割合は低い。とくに２～３ha層で、「体力が続く限り農

業をする」の回答割合が突出して高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．引退の目安年齢 

その引退の目安は 70 代前半が 36.7％と最も多く、70 代以上を合計すると

約７割であった。 

 10ha 以上層では 70 代前半までに引退を考えている傾向にあるが、１ha 未

満層では、70 代後半以降が約７割を占め、高齢になってからの引退を考えて

いることが分かる。 
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６．後継者の状況 

後継者がいる、またはすでに任せている方は約３割で、約７割が後継者を

確保できていない。 

 大規模になるほど後継者のいる割合は高まるが、10ha 以上層でも後継者が

いない割合は４割に及んでいる。 
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７．後継者がいない場合の対応 

後継者がいない場合、経営者が引退した後の対応については、他の農家に

「貸す」（60.5％）、「農地を売る」（6.2％）、「作業を委託」（10.2％）が合わ

せて約８割をしめた。一方で「作物の作付けをやめる」（耕作放棄）も 8.5％

あった。 
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「作物の作付けをやめる」との回答は２ha以下層で 10％前後と無視できな

い数値になっている。また第三者継承も、10ha 以上層で４割に及んでおり、

こうしたニーズへの対応策を今から検討していく必要がある。 

 

 

 

 

小括 

2015年センサスで確認したように、町の基幹的農業従事者は 60代後半がピー

クを形成している。「体力が続く限り農業を継続する」と考える農業者も、70

代に入ると引退を考えざるを得ない時期を迎えることになる。多くの農家で
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後継者が確保されていない状況から考えると、今後遅くない時期に、農地の

貸借や作業委託が急激かつ大幅に増加していく可能性があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．町の農業に対する危機感 

町の農業に対して「非常に危機感」（36.1％）、「少し危機感」（51.0％）を

合わせて約９割が危機感を抱いている。 

 とくに 10ha以上の大規模層で強い危機感があらわれている。それに対して
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小規模層は、「非常に強い危機感」を持つ方は相対的に少ない傾向にある。と

くに３ha以下では、特に危機感を感じていない方も 17～13％程度存在してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．望ましい町の将来の担い手像 

「農作業受託組織」が 25.0％と最も多いが、「農協、行政が加わった農業公

社」が 18.5％、「集落営農」が 16.1％と、必ずしも統一したビジョンが描か

れているとは言えない状況にある。 
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 １ha未満層では、受託組織が過半を占めるが、３～５ha層を中心に集落営

農、５～10ha層で農業公社への支持が多い。 

地区によって担い手像が異なっているところも見受けられ、今後はこうし

た地区の意向を踏まえて、将来の担い手について意思統一を図っていく必要

もあると考えられる。 
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１０．今後必要な支援 

「資材価格の引き下げ」（62.3％）や「農業機械等への補助金」（60.7％）と

いった自己経営の改善に対する支援を望む回答が多かった。 

 10ha以上層では、農業機械への補助に次いで、「基盤整備」を強く望んでい

る。また、「団地化」や「後継者の育成」「生産者の組織化」も相対的に多い

傾向にあった。それに対して、小規模層では「基盤整備」への支援の必要性

をそれほど強く感じておらず、大規模層との意識差が現れている。 

自己経営の継承や町の農業に対する危機感に対して、町の農業者全体が、

基盤整備や後継者育成などに対する支援が必要だと考える気運を醸成してい

くことが今後求められてくると考えられる。 
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金山町農業の将来方向アンケート 

No.  

  経営体名 様 

 

アンケート実施者 

〇金山町 

〇計画策定委員会委員長 

山形大学農学部教授 角田 毅 

 

このアンケートは、金山町の農業振興計画を策定するためのものです。 

皆様お一人お一人のお考えを反映させるため、ぜひご協力お願いいたします。 

 

１．あなた自身と農業経営の状況について教えて下さい。 

①年齢（   ）才     ②性別 男・女 

③水田経営面積合計（    ）ha（うち自作地   ha＋借地   ha） 

④米の作付面積（      ）ha 

⑤野菜（   ）ａ、そば（   ）ａ、その他 

⑥主な農業従事者合計（    ）人（うち男  人＋女   人） 

⑦機械所有状況 

トラクター（  ）台、田植機（   ）台、コンバイン（    ）台 

 

２．今あなたは、ご自身の農業経営に対してどのように感じていますか？ 

（あてはまるもの一つに○） 

①非常に危機感を感じている  

②少し危機感を感じている  

③特に危機感は感じていない  

④少し楽観している  

⑤非常に楽観している  
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３．今あなたが、ご自身の農業経営で直面している問題は何ですか？ 

（あてはまるもの全てに○） 

①働き手の高齢化  

②後継者がいない  

③減反政策の変更・廃止  

④農産物の価格が安い  

⑤資材や農機具が高い  

⑥適切な作目がない  

⑦農地を預ける人がいない  

⑧集落環境が悪い  

⑨その他（           ） 

 

 

 

４．あなたは、今後（向こう５年程度）ご自分の農業経営をどのようにしたい

と考えていますか？ 

（あてはまるもの一つに○） 

①規模拡大  ⇒（   ）haまで 

 

⇒（   ）haまで 

②現状維持  

③規模縮小  

④離農したい  

⑤法人組織に加入  

⑥その他（   

          ） 

 

 

５．あなたは農業から引退する時期をどのように考えていますか？ 

（あてはまるもの一つに○） 

①引退する年齢の目安がある  ⇒（    ）才 

②体力が続く限り農業をする  

③その他  
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６．あなたは今後、体力的に農作業が厳しくなった時には、どのように対応し

ますか？ 

１）主なものを選んでください（一つに○）。 

①後継者がいるのでまかせる（すでに任せている）  

②後継者はいない  

 

 

２）その場合、どのように対応しますか？（一つに○） 

①他の人に農地を貸す  

②他の人に農地を売る  

③他の人に作業を委託する  

④作物の作付けをやめる  

⑤身内以外の個人に経営を任せる（第三者継承）  

⑥集落等で組織を作り、そこに任せる（集落営農）  

⑦その他（              ） 

 

 

 

７．あなたが現在必要としている支援は何ですか？ 

（あてはまるもの全てに○） 

①農地の斡旋  ⑧野菜の集出荷施設の整備  

②農地の団地化  ⑨農業機械等への補助金  

③農地の基盤整備  ⑩パート労働力等の斡旋  

④栽培技術の指導  ⑪後継者の育成  

⑤農産加工の指導  ⑫資材価格の引き下げ  

⑥農業簿記などの指導  ⑬生産者の組織化  

⑦農産物の販売方法の指導  ⑭その他（         ）  

 

８．今、あなたは金山町の農業についてどのように考えていますか？ 

（あてはまるもの一つに○） 

①非常に危機感を感じている  

②少し危機感を感じている  

③特に危機感は感じていない  

④少し楽観している  

⑤非常に楽観している  
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９．金山町では、将来、どのような担い手が望ましいと思いますか？ 

（あてはまるもの一つに○） 

①農地利用や農作業の受託組織  

②集落全戸が加入する集落営農  

③農協や行政が加わった農業公社  

④大規模の個別農家  

⑤農業法人  

⑥兼業農家や小規模農家  

⑦その他（          ）  

 

１０．役場や農協に対する要望、ご意見をお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．金山町の農業の将来方向について、あなたのお考えをご自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当アンケートにおける個人情報の取り扱いにつきましては、計画策定業務及び人農地

プランの更新業務以外には使用いたしませんので、重ねてのご協力をお願いいたしま

す。 

※今回の皆様から声を大切にし、計画策定に反映させていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 
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第３部 金山町農業の振興の方向 

 

第１章 土地利用型作物の振興 

 

◆現状と問題点 

これまで、長きにわたって国による米の生産調整が行われてきたが、平成 30

年度以降、国がこれまでのように生産数量目標の配分を行わず、国が策定する

需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者、団体が中心となって円滑に需

要に応じた生産を行うこととなる。合わせて、米の直接支払交付金（7,500円/10a）

が廃止され、転作作物への助成が拡充され、当面、水田フル活用の方向性がよ

り強化される見通しである。これからは、生産調整を含め、水田農業について

は、個々の農業者及び産地等が、自らその進むべき方向性を決めていく必要が

ある。 

 

１．主食用米等について 

町では、すでに主食用米、酒米、モチ米等において、契約栽培が 98％と大き

く進展しており、実需者と結びついた販売が実現されている。このことは、他

地域と比べて大きなアドバンテージがある。今後も引き続き、こうした生産・

販売体制を維持、発展させていくことが求められる。 

 

２．飼料用米等について 

◆生産量の推移（トン） 

平成 25年産 平成 26年産 平成 27年産 平成 28年産 平成 29年産 

192,024 249,293 356,040 411,819 355,570 

 飼料米については、平成 25 年から平成 28 年にかけて大きく増加し、概ね倍

増を達成している。しかし、平成 29 年産は前年に比べ減少し、平成 27 年産レ

ベルになった。 

 

３．大豆、そば等について 

 町の転作は主として大豆、そばが作付けられているが、個人対応ではなく、

転作を受託する２法人によって作付けが行われている。 

販売は、これらの作物も実需者との契約販売が進展している。そばは主に玄

そばとして販売されているが、一部町内の飲食店等にも販売されてきた。また、

大豆は主に県外の豆腐屋に販売されており、一部学校給食にも利用されている。 

 

４．担い手について 
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 第１部で確認したように、これまで町の水田農業の大宗をしめてきた担い手

の高齢化、小規模層を中心とした縮小傾向が顕著である。一方で５ha 以上層、

とりわけ 10ha以上層は、相対的な数はまだ少ないものの、着実に成長しつつあ

る。 

個別の大規模水田作経営の事例 

農事組合法人 いずえむ 

労働力：家族３名、常時雇用１名 

経営面積：約 40ha：主食用米、飼料用米、ミニトマト（４棟） 

堆肥製造・販売、林業、米粉のたこ焼き、酒類の委託製造 

 

当該経営では、町内でも比較的条件に恵まれた、基盤整備済みの地域を中心

に展開している。また、水稲直播栽培や高性能機械の導入など、高度な技術に

より、40haまで規模拡大を行っている。さらにあと５ha程度は可能と考えてい

る。経営の複合化・多角化にも熱心に取り組んでいる。中学生向けの食育やイ

ンターンシップの受け入れなど、将来に向けた人材育成も行う。町内の畜産と

連携した循環型農業をさらに展開すべきであると考えている。 

 

また、これまでの転作部分の受託を行う法人組織が２つ形成されており、町

の重要な担い手として位置づいている。 
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金山町の転作面積に占める２法人の受託面積 

   金山ドリームファーマーズ 105ha 

   金山エコフィールド    58.5ha 

合計：158.5ha⇒町の転作面積の約４０％ 

金山町の耕地面積に占める２法人の耕地面積＋２法人の構成員の耕地面積 

   金山ドリームファーマーズ＋構成員  約 230ha 

   金山エコフィールド＋構成員         約 150.5ha 

   合計：380.5ha⇒町の耕地面積の約２２％ 

 

５．基盤整備について 

圃場整備については、南部地区の約 400ha が整備済みであるが、とくに中山

間地域を中心に未整備地区が多く残されている。基盤整備を望む人たちが多い

反面、基盤整備にかかる経費負担等の不安を持つ方等もあり、地区によっては、

合意形成がなかなか図れないところもあり、近年でも基盤整備はほとんど行わ

れていない状況にある。 

 

◆今後の方向と施策 

１．稲作部門について 

先述したように、主食用米、酒米、モチ米については、契約栽培で販売先が

確保されているため、引き続き実需者、消費者のニーズに沿った、高品質米の

生産に努めることが求められる。これまで支払われてきた米の直接支払い交付

金の減少をカバーするために、より収益力の向上を目指した取り組みを強化し

ていかなければならない。 
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１）低コスト・省力化技術の導入 

水稲の規模拡大を図る場合、水稲直播栽培の導入について、検討を一層進め

ていく必要がある。水稲直播栽培導入により、低コスト省力化を図ることがで

き、育苗施設が不要で作期の分散等、経営上のメリットが期待できる。水稲直

播栽培技術は、各地で普及しつつある鉄コーティング直播に加え、「無コーティ

ング代かき同時播種直播」、「不耕起 V 溝乾田直播」など、生産コストや労働時

間の大幅な削減を実現しうる新しい技術が実用化段階にきている。また ICT 技

術やドローンを活用した防除技術などの発展もめざましいものがある。今後は

試験研究機関や農機具メーカーとの連携を一層深め、現地実証試験を積極的に

受け入れるなど、技術の導入や定着に向けた取り組みを進めていく必要がある。 

高品質の米を、さらに低コストで生産できることは、今後の販売戦略上、非

常に優位になる。低コスト化は、将来的に米の新市場開拓、具体的には海外へ

の輸出をねらう場合、重要なポイントとなる。 

 

２）農地の利用調整の一層の推進 

個別大規模水田作経営や組織が、今後さらに規模拡大をしていく場合、それ

ぞれの経営が効率的に作業に取り組めるよう、団地化や連反化などを進めてい

く必要がある。ブロックローテーションなどが可能になれば、さらにコスト低

減や収益性向上などの効果が期待できる。 

 

３）基盤整備に向けた合意形成 

今後の合理的な水田利用のためには、町の水田の基盤整備をできる限り推進

していく必要がある。町でも地域のニーズに応じて支援する体制を整えている

ため、今後は地域で基盤整備の必要性についてあらためて検討を行い、基盤整

備の実現に向けた地域での話し合いと合意形成を図っていくことが求められる。 

 

４）米の乾燥調整施設の整備 

 現在は主として個別の農家の所有する乾燥施設が利用されているが、今後一

層の大規模化や組織的対応の可能性を考えると、米の乾燥調整施設の整備が重

要な検討課題となる。 

 

５）担い手の育成 

これまでのところ、町の水田農業は、転作部門は主として受託組織により、

水稲部門は、ほぼ個別経営によって担われてきた。しかし、今後農家のリタイ

ヤが進行することにともない、地域の水稲部門を誰がどのように担っていくか

を至急検討していく必要がある。 
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①まずは、町内で規模拡大を遂げてきた個別大規模水田作経営がさらなる拡大

を続けられるような支援が求められる。基盤的な条件としては上述の、農地の

利用調整や基盤整備などがあげられる。 

②現在、稲作における、個別経営での適正規模は概ね 20～30ha程度だと考えら

れている。したがって、個別経営の規模拡大のみでは、町の水田農業はカバー

しきれない可能性が現状では高い。そこで、現在主として転作部門を受託して

いる組織が、稲作部門に進出することが考えられる。その場合、個別農家およ

び受託組織間での競合を回避し、合理的な利用形態を構築していくことが重要

で、相互の話し合いの場、また関係機関の協力支援が重要となる。 

③さらに、上記①、②でカバーすることが困難な地域、または集落でまとまっ

た営農形態を志向する場合は、第２部のアンケート結果にも示されたように、

集落営農組織を検討していく必要がある。集落営農の場合、集落全員参加が望

ましいが、設立は希望者のみでスタートし、その後参加希望を持つ者を取り組

んでいく方がスムーズである。 

④アンケートでは「町や農協が加わった農業公社等」と回答した者が約２割弱

あった。おそらく上記の担い手ではカバーしきれない地域、とりわけ中山間地

域など条件の不利な地域だと思われるが、その必要性についての事前調査と展

開可能性についても検討していく必要がある。 

なお、担い手はできるだけ法人化を目指し、次世代に継承していくために、

若者を中心とした人材の雇用、多角化などの積極的な経営展開が求められる。

町内だけにとどまらず、町外からも人材を呼び寄せることが可能となる。若者

も社会保障、給与等の就業条件が整備されている企業であれば、就職先の選択

肢に十分なり得る。法人化するにあたっては、周年就業の確立が重要なポイン

トとなるが、冬場に栽培可能な園芸品目の導入等に加え、除雪作業など非農業

部門における就業なども含めて、検討していく必要がある。 
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２．飼料用米について 

 国の政策においても、当面はこれまでと同様の支援が継続されるものと予想

されている。町では畜産があるため、有機的な連携をはかるために、今後も継

続的に生産に取り組む。 

 

３．大豆、そば等について 

 大豆やそばは受託組織によって高い技術により効率的に栽培が行われている。

また、契約販売の割合も高く、今後もこうした顧客との関係を維持発展できる

よう、ニーズにあった生産を行っていく必要がある。収益性の拡大のためには、

試験研究機関で開発されている新技術の導入や、新しい品種の導入、また加工

など６次産業化の展開可能性についても検討していく必要がある。 
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第２章 戦略作物の振興 

 

１．園芸（野菜・花）の振興 

◆販売額実績（千円） 

 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 

キュウリ 26,952 22,494 27,317 29,018 26,042 25,441 

ニラ 253,618 190,510 170,892 190,818 217,942 222,070 

ミニトマト 5,340 3,558 3,111 2,647 3,506 5,403 

ネギ 29,657 21,690 19,499 16,984 10,852 7,239 

シシトウ 1,569 2,507 2,456 2,194 2,901 2,351 

アスパラ - - - 205 110 151 

合計 317,136 240,759 223,275 241,866 261,353 262,655 

 

◆現状と問題点 

金山町のニラ、キュウリは、最上地域における園芸振興の先駆けとなった作

物であり、歴史と実績のある作物である。品質は市場でも高く評価されており、

「金山ブランド」が確立され、実需者ニーズも堅調である。栽培技術に長けた

生産者の方々が、互いに向上心を持ち、検品体制もしっかり確立されているな

ど、産地維持のための努力が継続して行われている。 

しかし、ニラ部会でも近年離農する方が目立ち始めており、栽培面積も減少

傾向にあります。ニラ、キュウリともに後継者が不足しており、近いうちに、

急激に栽培者数、面積の減少が起こる可能性がある。場合によっては５年もた

ないかもしれないという声も現場で聞かれる。また、園芸品目を拡大、維持し

ていくためには、臨時雇用の導入が不可欠であるが、昨今どの地域、どの職種

でも人手不足状態が深刻化しつつあり、人手の確保が大きな課題となっている。 

 ニラ栽培はやり方次第で高所得が望める一方、早朝からの作業やニラ特有の

臭いなどがあり、若い人の中には積極的に取り組む魅力を感じない傾向もみら

れる。一方でネギやトマト、スナップエンドウなどの作物に取り組む人たちが

増えつつある。 

また、かつては一定程度の戸数で取り組まれてきた花卉栽培も、高齢化や品

質格差などが原因で栽培を中止する人があり、現状ではわずか数戸にまで縮小

している。 

 

◆今後の方向と施策 

①町の特産、ブランド品であるニラやキュウリは、ロットと品質の確保のため

に、生産者のニーズに沿った施策を重点的に講じていく必要がある。 
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・施設・機械等の導入支援、リース事業など 

②高齢化や離農にともなう生産者及び栽培面積減少への対応策 

・新規生産者の掘り起こし：ニラ、キュウリ等の経営指標の策定と情報提供 

（経営指標：当該作物でどの程度の面積をやればどれくらい所得が上がるか。

その魅力を若手後継者等に情報共有を行う。） 

・組織化の可能性の検討と支援 

・定年帰農者などの活用 

③スナップエンドウ、ソラマメなど、新たに需要が見込まれる品目の産地化支

援 

食品加工業者等と連携した作目振興（ラッカセイなど） 

④花卉の振興：若者を中心に生産者の掘り起こしを行う。 

 

２．山菜の振興 

平成 29年度山菜生産振興会：20名 

◆販売額実績（千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 

たらの芽 15,922 16,133 

うるい 5,326 3,797 

ふきのとう 963 127 

合計 22,211 20,056 

 

◆現状と問題点 

金山町の山菜も、品質の面では高い評価を得ているが、やはり担い手の高齢

化などにともない、生産量が減少傾向にあり、需要に見合う生産量が確保でき

ていない状況にある。 

 

◆今後の方向と施策 

山菜類は今後全国的に生産量、出荷量が減少していくことが予想され、国産

の山菜が不足し、価格が上昇していく可能性がある。高品質の山菜を生産、出

荷できる町の強みを活かして、生産量を継続的に維持・拡大していく必要があ

る。 

 また産地研究室等の研究機関と密接な連携をはかり、例えば耕作放棄地を未

然に防ぎ、かつ高収益を狙える、わらびのポット苗を利用した早期成園化技術

等の導入が考えられる。 
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３．果樹の振興 

平成 29年度果樹生産振興会：６名 

 

◆販売額実績（千円） 

 平成 27年度 平成 28年度 

ＪＡ販売 472 358 

個人販売 3,564 3,958 

合計 4,037 4,316 

 

◆現状と問題点 

・果樹はオウトウがメインで、生産量、品質ともに年々向上している。販売は

ＪＡ出荷と個人販売があるが、個々の生産者が固定客を持っている。贈答用

に対するニーズも高く、一度購入すると継続して購入してくれるリピーター

も多い。金山産のオウトウを気に入ってくれ、応援してくれるお客さんが多

い。 

・一方、生産者は 60～70代がメイン。同居後継者はいても、農業の後継者はい

ない。新規栽培者もおらず、ここ４、５年は大丈夫だが、このままの状況で

推移すれば、やがて縮小していく可能性がある。 

・また、ハウスの老朽化も深刻である。現状ではなかなか投資も難しい。この

面でも、５年先は不透明である。 

・木が 15～20年のものが多いが、40年くらいもつので、仮に栽培者がいなくな

った場合、これらの価値を失うことになる。 

・後継者の技術習得には数年はかかるため、手遅れにならないよう、早急に対

策を講じていく必要がある。 

 

◆今後の方向と施策 

・金山産のオウトウは高い評価を得ており、これまでの顧客、販路を維持しつ

つ、口コミ等により周辺需要を拡大していく戦略が有効である。 

・果樹は、６次産業化にとって重要なアイテムとなる（観光果樹園、スイーツ

等の加工品等）。 

・オウトウ以外に、ラズベリーなど新たに需要を見込める果樹の生産に取り組

む者もあらわれており、産地化に向けた支援が必要である。 

・栽培農家は高い技術を有しているが、高齢化が進行し、後継者がほとんど確

保されていない状況にある。そのため、果樹作を継承していく方策を至急講

じる必要がある。 

 ①第三者継承 
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 ②法人の一部門として果樹作を取り込む 

 ③農協等の関係機関が樹園地を借り上げ、後継者を育成 

 

４．その他の作物振興 

◆現状と問題点 

①菌たけの振興 

ナメコ：生産者２名 ４０３ｋｇ 

シイタケ：生産者１名 ７２３ｋｇ 

②たばこの振興 

28年度たばこ生産者：１名 

販売額：430（千円） 

 

◆今後の方向と施策 

菌たけ類については、町の豊富な森林資源や農業経営多角化の一部門として、

また加工や料理等の面において、重要な役割を果たすことから、現在の生産を

維持するための支援を行う。 

 葉たばこ生産についても、現在取り組んでいる生産者や組織が継続して生産

を続けられるよう、環境を整える。 

 

５．畜産の振興 

◆現状と問題点 

・「金山最上牧場」による「米の娘ぶた」の生産。町の契約農家が飼料米を生産

し、それを 10%豚配合飼料に添加。その飼料で育った豚から排出される糞を堆肥

化させて水田や畑に還元。「米の娘ぶた」を利用した餃子などを製造・販売。 

・和牛生産戸数は 19戸、繁殖雌牛の飼養頭数 112頭（育成含む）。 

これらの生産者により、良質肉牛の生産ができており、山形牛として県外に

も出荷されている。また、子牛についても、良質な山形牛の元牛も生まれてい

る。 

生産農家のうち１戸は、子牛の生産と肥育までの一貫飼育を行っており、安

定的な経営を実施している。また若い後継者も確保できている。 

このように生産戸数は決して多くないが、市場等で高い評価を得ている。し

かし、ここでも生産農家の高齢化、若い後継者不足、農家数の減少が問題とし

て顕在化してきている。 

 

◆今後の方向と施策 

・循環型農業を町全体でさらに進めていき、農産物の付加価値を高め、環境保
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全の町であることを対外的にアピールしていく。 

・さらにバイオマス発電など、バイオマスの利用方法を町全体で考えながら活

用していく。 
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第３章 金山町の農業の発展に向けて 

 

１．今後の金山農業の発展に必要な３つのＲ 

金山町では、これまで個々の農業者や組織、関係機関の努力が積み重ねられ

た結果、特色ある農産物の生産、ブランド化、販売ルートの確立、担い手形成

などの面において成果があげられてきたといえる。しかし、これまで町の農業

を担ってきた農業者が農業からリタイヤする時期が迫る中、基幹作物である米

の生産調整の変更が行われるなど、経営環境が大きく変化しようとしている今、

現場でも将来の農業に対する危機感が高まっている。こうした危機感を、変革

に向けたエネルギーとし、これまで培われてきたさまざまな資源やノウハウを

活用し、町の農業発展を一段と加速していくことが求められる。 

 その際、重要なポイントとなると考えられるのは、以下の３つのＲである。 

 

①Relate：関係づくり 

 まずは、Relate、すなわち関係づくりである。経営資源や人財が最大限に有

効に機能するように「連結」させていく取り組みである、 

 具体的には次のようなことが考えられる。 

 

１）循環型農業の関係づくり 

 すでに町では大規模な畜産業が展開しており、飼料供給や堆肥利用が行われ、

循環型農業が行われている。これがさらに大規模かつ効率的に行われるよう、

モノやカネの流れを再点検し、その障害となっている部分を速やかに改善する

（例えば堆肥散布が農家の負担となっているとすれば、組織化や関係機関によ

る支援等を検討する）。 

さらに、バイオマスエネルギーとして活用できるよう、仕組みを整える。 

 

２）６次産業化の関係づくり 

 これまで、町ではどちらかというと、農産物そのものの生産に力が注がれて

きた。加工やレストラン等の飲食業、観光業等を志す若者を呼び寄せる。これ

らのスモールビジネスの集積を進め、町全体として農業を中心として利益を生

み出せるビジネスモデルを確立していく。今後の方向性としては、こうした「原

料生産」にとどまらず、「特産品」の開発を急ぐべきである。酒米の産地として

町のブランド酒が求められるし、モチ米を利用した料理、食品等の開発も検討

していく必要がある。 

 

３）世代間の関係づくり 
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企業では「事業承継こそが、経営者の最大の仕事」とまで言われている。「体

力が続く限り農業を続ける」という考えは尊重されるべきではあるが、一方で、

後継者のいない農業経営者は、自分の経営を誰に引き継ぐべきか、という明確

な問題意識を持ち、町の次世代農業のあり方を考えていく必要がある。 

これまで個々の農業者が培ってきた技術やノウハウを、現世代までのものと

するのではなく、次世代にしっかりと伝えていく必要がある。これまでの担い

手が、徐々に役割を変化させ、次世代に引き継ぐ仕組み、また若者を支援する

仕組み作りを行っていくことが求められる。 

 

②Regulate：調整 

 そして二つ目は Regulate「調整」である。町では大規模経営が形成されつつ

ある。こうした方々が、効率的に農作業を行えるよう、個々の生産主体の意向

を尊重しつつ、町全体で土地利用などのあり方を調整し、合理性を追求してい

くべきである。中山間地域など条件不利地域を含め、最大限の価値を生み出し

ていくためのグランドデザインを描く必要がある。 

 これまで町で重視されてきた「耕作放棄地を生み出さない」という考えは今

後も極めて重要である。最適な作物を最適な担い手によって生産していく体制

を整える。 

  

③Represent：情報発信 

 三つ目は、Represent、表現する、情報発信していく、ということである。金

山町は、豊富な森林資源を含めた自然環境、畜産等と有機的連携を図った循環

型農業の可能性、自然エネルギー、整備された町並みなど、地域としての魅力

にあふれている。しかし、それぞれのモノやコトが、日本国内や海外で、どの

程度認識されているのか、再確認が必要である。高品質な米（主食用米、酒米、

モチ米）、園芸作物、畜産物等が、きれいな自然環境のもと、資源循環型農業に

よって生産されていることを、もっと強力に国内外に発信していくべきである。 
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２．農業振興のフレームワーク 

 以上の３Rを基軸に、さらに、金山町の農業振興のフレームワークを図に示す

と、次のようになる。 

 

Relate 

関係づくり 

Regulate 

調整 

Represent 

情報発信 
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１）まず、従来の農産物（食料素材）生産に加え、加工や販売・交流・観光を

連結し、国内外に発信していく。 

２）農業にさまざまな立場の人を取り組んでいく「アグリカルチュラルインク

ルージョン」の推進： 

①高齢化の進行にともない、若年層を中心に農家人口が減少傾向にある。この

対応策として、町外からの人の流れを形成していく必要がある。 

そのためには、「交流人口」を増やしていくことが有効である。すでに町では

大学生との交流事業が盛んに行われている。大学生などが町で一定期間滞在し、

研究・交流活動を行う「アカデミック・キャンプ」や「ワーキングホリデー」

の積極的受け入れなども検討に値する。これらの交流人口の中から、定住者を

一定の割合で創出していくための施策が必要である（雇用・創業の場、住環境

等）。 

 若者からみて町に必要な店舗や仕事を、彼らの手で創出していくことができ

れば、若者にとって住みよい町づくりができ、かつ農業に就業する若者が増え

れば、若者にとって魅力的な農業を創造していくことができる。 

 このように地域を変えていく新しい力として、「地域おこし協力隊」の方々に

よるさまざまな面での活動、取り組みにも大きな期待が寄せられる。 

②また、これまで社会的に「排除」されがちであったさまざまな立場、年齢の

人々に農業への参画を促していく考えも重要である。例えば子育て等で弾力的

な勤務体系を志向する主婦層にとって、自分の裁量で働ける農業は魅力的であ

る。こうした人たちが参加し、自給野菜＋販売ができる規模のスモール農園を

運営する（事業主体は JA 等が想定される）。これにより、既存の野菜品目の作

付面積の減少を食い止める効果や家庭のニーズに合った新品目野菜等の導入、

販売拡大される効果が期待される。 
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第４部 

・関係機関等への要望【自由回答】 

 

・ほんとに農業は基幹産業ですか？観光・交流より農業振興を！！ 

グリーンバレーカムロより農業施策へ予算を  

毎年１億円で基盤整備が進展出来たのでは。（約 30年分！！）今では遅過ぎま

した。 

大規模農家の育成が急務 

・個人でふやせる面積には限度があると思います。 

また集落、地域に合わせて基盤整備をしていかないと無理な所に来ているので

はと考えます。 

できる事ならば町全体で１つの営農集団を作り、コンピューター管理等ででき

ればと思います。 

・専兼、法人に関係なく、数多くの人々が農業に関与することによって、金山

の農業は残っていけると思います。 

今の担い手の世代が答えを出さなくとも、次代の担い手が活躍できるまで、持

ちこたえられたら…と常々思っています。（金山の担い手は若い人が多いかも

しれない。） 

・若い世代が魅力ある農業経営を見出せるような方向性を持って導いてもらい

たい！ 

・いずれ農地を手離すことを考えている。 

担い手となる方（個人でも法人でも）に集積してもらえればありがたい。 

町単補助で実施したほ場は、1 枚あたり 20a～250a。さらなる県営規模の基盤

整備は無理。 

・規模の小さな農家は、つぶれてしまう。 

農地を荒らさないように生産、作付しているため、今まで通り、安定した収入

を期待する。先祖より継続してきた農地を手放したくない。 

代行業で作ってもらっても費用は同じ。 

・小規模の農家も経営が成り立つように望む。 

・農業から離農する事によって、農村形態が崩れる事で集落の維持が出来なく

なっていき、荒廃して行くのではないかと心配している。 

・大規模農家への補助金を小規模農家への大農家になれば人口減につながる？ 

・地球の皮を借り、それを耕す農家がいて、集落を構成している。 

言い換えれば耕す農家が消滅すれば集落も村も町も意味をなさなくなる。 

６０もの年を重生きる意味は「村をまもる。」そこにあると考えるようになっ

た。 
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「お前らは小百姓でも自相自給の志で取り組めば家のものが食えていくぐら

いの農業は切り開けるはず」と亡くなる間際まで励ましてくれたのは宇都宮大

の宇佐美繁先生だった。４０年もめげずに産直農業に夢をかけてきた。間違い

はなかった。 

この先のキーポイントは「人のいのちと同じぐらいに地球を壊さない農業」を

やっていくことだと思う。将来に向けて持続でき、少しずつ発展できる「農業

振興計画」を望みたい。 

・農業を人間が生きる恥業とだけ考えると、かなり厳しくなるが、他の恥業と

の兼業として行うと、健康の上では、この上ない最善の恥業となる。 

したがって、農業に取り組む目的によって、人によっては見方ががらりと変わ

る。 

・金山町で農業を行っていると、金山町全体で持っている潜在能力を十分に引

き出すことやその能力に気付いていない部分も考えられるので、このような

アンケートを通じて、金山町以外の方からの目線、視点で将来方向を見ても

らうことが重要と考えます。 

・若者が農業に関心を持って町で働けるように国が地方を守らない限り、将来

農業に危機感を感じる。 

・今後、主食であるコメの需給を市場原理に委ねる改革を進める以上、良食味

米生産、ブランドの確立を県とともに強める必要がある。 

・現在勤めていますので退職する前に考えるつもりです。 

・もう少し資材が安く手に入ると助かりますけどね。 

・厳しい条件下での「生産物」をブランド化して価値 UPしたい。 

１．動物との共生から肥料を作る。 

２．稲作＋精米販売から出る米ぬかなどでボカシをつくる。 

３．薪ストーブやモミガラくん炭から木酢液をつくる。 

４．野草から防虫剤をつくる。 

５．トウガラシ、ニンニクなどの生産量から防虫剤をつくる。 

以上の 5つは実施していますが、多くの方に金山町の農家の将来方向にしてい

ただきたいです。 

・10．で記したことを踏まえ、基盤整備の振興、作物振興計画、販売戦略の構

築などとともに、体制整備（生産組織、役場、農協の体制等）の検討が必要

であろう。 

農業振興をきちっとすれば（所得確保）人口減への歯止めとともに地方創生に

つながるものと考えている。危機感を持って、志を持って、現場職員には頑張

ってほしい。 

‟アクションなきところリアクションなし”かなあ。 
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・私は兼業農家なので、良く分かりませんが、小さい頃から手伝っていたせい

か農業の仕事は好きです。自分の出来る範囲で続けていこうと思っています

が、機械が高価なわりに、収入が少ないのが難点です。 

・金山町の 5年後の農業を考えた場合危機的な状況が考えられる。 

高齢化、後継者不足、大規模農家も限界にきている。農地の放棄が始まってく

る。 

集落営農を作って農地の預ける受け皿にするのがいいと思う。 

・集落営農を数多く進めてほしい。 

・長野県のある村では、農協の役割をやっていて、村長自らトップセールスを

やって、農家が潤っている現状がある。見習うべき所があると思う。 

・相手のあることですが、できれば集落全戸が加入する集落営農が自分として

は、望ましいと思っております。 

・９．一つを選ぶのは難しい。稲作においては、大規模化が進むと思うが、①

から⑤までいろいろパターンがあるので情報提供を願いたい。 

⑥についても、できる範囲での兼業、いろいろな作物と組み合わせた複合経営

など農地の荒廃を防ぎながら、地形に合った、時代に合った農業が継続される

と思う。 

・農業の将来について語るとき。農村の将来、中山間地域の集落の将来、山里

の暮らしをどう維持してするのかという視点が重要であると考える。 

このことは、国全体として考えるならば、都市を支える農山村をどうするのか

ということであろう。 

業（なりわい）としての経済効果の発揮は当然のことながら大切であるが、地

域をどうしていくのかを忘れてはならない。 

・私は、冬も、ハウス栽培で一年中、収入を得たいと思っていますが、何か、

良い方法は、ないでしょうか。 

・将来のことは考えられない。現在生きることでいっぱいである。 

・このままだと金山の農業人口は５０～６０人と思慮される。 

生涯現役で楽しい農業ができる。楽しんでできる農業経営への誘導。 

退職帰農者育成、組織の設立＝小規模農家の集積等 

・国の農業の方向性が固定せず、大型化・大規模化、省力化のみで、果たして

いいのだろうか疑問に思えます。 

金山町のみならず、どの市町村も同じと思います。米が大きなキーワードとな

ります。 

・基盤整備・大規模化は基本ですが、中山間部の農地、国土保全のためにも、 

また、健康管理・好きで関われる、小規模農家が存続可能なら地域の活性化も

望めるだろうなあと、日々考えている高齢農業者です。 
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・小規模、多品種の野菜と山菜等の森林資源を所得へ結びつける方法を考えて

います。 

・ニラだけでない金山ブランドの特産品を開発しなければいけない。 

・町ではどこの地区も基盤整備を近年行っていないので、この事業を早く進め

ることで、大規模稲作や畑作等の事業がしやすくなると思うのでいち早く出

来るようにしてもらうことが将来に必要だと思う。 

・農業公社 

・若い農業者だけでなく退職人による（会社）、野菜などの園芸作物の推進 

・農家自身が販売について考えるべきと思う 

・自分としては後継者がいなくなっているので、どこでどうするのか考えてい

るところです。 

・自由競争の波の中で持続していくためには、販売戦略まで一貫した生産・流

通システムを獲得できるかどうかにかかっていると思います。 

農業の持続なしには、この町の持続は不可能と言っても過言ではないでしょう。 

・全町、基盤整備を考えて、町づくりをしてみてはどうでしょうか？ 

・農業を様々なプロデュースできる人材を確保してほしいと思う。 

作物を作ることは出来ても、有利に販売するすべを知らないので、付加価値を

付けた販売を教えてほしいし、また買ってくれる人を紹介できたり、また、四

国の農村のように、野山の花や葉っぱ、すすきなど身近なものを売れるように

なればいいと思う。 

・農業組織の大規模化を図るために、農業団体との連携が必須。就農者の福利

厚生の確立。農業機械の協同利用。 

・自然的・社会的流れを大事に。 

・大型の基盤整備を望みます。 

・街並み景観づくりでは全国にも有名な町であり誇りに思うが、生活する町民

が安定した産業・農産物がなければ時代と共に無くなるのでは？と将来不安

だ。 

・町全体で取り組む特産品があればいいかな… 

・農業機械や修理代が高く、農業維持していくことが大変である。 

・農業情勢は下がる過中にあります。将来にわたって、安心して経営を展望で

きるように願いたい。 

・兼業農家や小規模農家は徐々に消滅し、農業法人と大規模農家が生き残り、

条件が不利な土地は耕作放棄地になるであろうと思われる。 

・国策ありきの支援対応では、将来、条件の良い農地は、町外の資本家に集ま

ると考える。集落からの人口と空き家の増加に拍車をかけ、町の税収も減じ

て町全体が寂れる。 
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一家庭があり、一集落があって、それらが集合体として町が成り立つものであ

る。 

以下に青の場所を活気ある仕組みに構築できるかである。減少 

・今後は基盤整備を行い、だれでもが農業につけるように、大型化を行い、荒

地をなくしていくように 

・大規模化にもかなり限界を感じており、兼業農家や小規模農家が一定の所得

を得られ、 

冬季にも希望の持てる農業像が必要と考える。 

リスクの分散による多様な農業形態を容認する必要も感じている。 

・金山、全町における水田の基盤整備 

・作物を単に出荷するだけではなく、付加価値を付けて販売する。 

雇用の拡大させることがいいのでは！ 

・これからの私共の地区の現況を考えると農作業の受託組織にしろ集落営農、

そして農業法人にしろ大規模の経営、難しいと思います。 

それをするには、大規模の農地の整備が必要だと思います。 

町では、個人の農地の整備事業に助成していますけれども、この方法も逆に大

規模農地整備事業が進まない要因になっているのではと思います。 

・小、中規模農家は近い将来、公社や法人に委託しないとやっていくことが出

来なくなる。そうなれば私は委託します。 

・町の基幹産業は何なのかを前面に出して指導してもらいたい。 

将来のことを考えると基盤整備は絶対に必要なものではないかと思っていま

す。 

・金山町全町の水田の基盤事業を行って、農作業の効率を高め、低コストで販

売できる体制を作り、競争力に対応できる農業を目指していきたい。 

・山崎の温泉を利用して冬場のハウス栽培は出来ないものか 

・具体的に描くのは難しい現状にあるが、内発的な企業・産業構築が必要であ

り、 

そこに雇用を創出することが望ましい。 

農産物＝商品の発想が今までは乏しすぎたのではないか。 

限られた農産物にどれだけ付加価値を付けられるか、売れる商品をどう開発し、

どう売り込むか、六次産業化を好機に捉え、まずは、町、農協、やる気のある

農家が一丸となって、議論し、組織化し具現化することを進める時なのではな

いだろうか。 

離農者の増、高齢化は着実に進み、限界集落への道に向かっている現実をどう

とらえるかだ。 

・後継者が生まれる魅力ある農業にしなければならないと考えている。 
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農業に誇りと魅力を感じて、経営していけるものにするため、知恵を出し合い

確立していける環境になるよう、自分自身でできることから取り組んでいきた

い。 

例えば、無農薬に近い米づくりとか。 

・山間部の条件不利な土地は借り手や買い手がいなくなるのでかなり心配して

いる。 

・地域ごとに法人を置き、その地域の労働力を活かす。 

・金山町には地区に合った農業の体系があり、一色単にしない。 

小規模農家を減らさない、地域のみんなが参加型農業。 

・次の世代の子供達が仕事に就こうとしたときに「農業もいいかな」と思える

ような後押しがあれば、うれしいです。 

新規に農業に就く人への補助も大事ですが子供達が今まで育った、この町に残

るために、ここで生活をしていくために、会社員であり農業でもある。 

老後のための農業ではなく、新しい生活を始める若い人たちのための補助なり、

指導なりがあってほしい。 

「小さな農家」の後継が「農業がいいな、生活をしていけるかも」と思うきっ

かけになるような、助成があれば家を離れずに会社員でも農業を続けていけて、

新しい生活と若い世代のつながりができて子供の声が聞こえる町、農家が生活

していける町になれたらうれしいです。 

・町の基幹産業である農業が元気であってほしいと思う。 

農地の基盤整備や法人組織をやり農業に取り組んでもらいたいと思う。 

特に地方は田、畑が荒れれば、その暮らしそのものはもちろんのこと、日本の

風景がみすぼらしいものになり、住む人たちにも大きく影響してくると思いま

す。 

・明安地区をみても、200戸、約 200haあるが、将来の農業後継者がいなくなり、 

６～７人でこの農地を作る状況は目に見えている。 

・大規模な法人化の団体、集落農業が望ましい。付加価値のある農作物づくり

が必要です。 

・集落で田んぼを管理したほうが、顔を知っている人に作付できるので、他の

集落から入らないようにした方が現状はよいと思う！その方がまとまりやす

い！ 

・町としてのブランド化を確立し、市場への売り込みを図る。 

・特に考えていません 

・大きい農家については後継者がいたりして若いグループも仲間づくり等して

今後期待できるのでは。 

・農機具のレンタルなどできれば、ありがたいです。 



- 50 - 

 

・兼業農家だけでなく小規模農家を考えてほしい。 

特に柳原地区では小規模農家が多いので。 

・自分がやれるだけやる。自分がいいと思った人に貸す。 

・金山町、独自の特産品、作物が定着するものを作り、高付加価値農業になれ

ばと思います。 

・農業人口も減っている現状の中、基盤整備等を充実してもらえれば農業もで

きるが、このままであれば耕作放棄地になってしまうのが現状であるのでは

ないか。 

個人情報保護法の印を押したにも関わらず公開してしまうのは違法ではない

か。 

・農業を取り巻く状勢は現在厳しい。今後どうなるのか心配。 

・後継者も悩むところで、どちら付かずになっている状況です。 

最終的には、受託組織にお願いするか、全部手放すようになると思っておりま

す。 

自分の耕作している 10haは（？？＝開田）経費がかかり大変です。 

できれば今にも手放したいです。 

そして、旧田を別に買って、現状くらいにして頑張ってみたい気もしておりま

す。 

・個人の意見・・・規模を拡大し、水稲だけでなく他作物との複合経営をすす

め周年農業をしていきたいと思っていますが、規模拡大が思うように進まず、

中途半端な経営となっているため農業委員会や支援センターから農地の斡旋

をしていただければと思っていますが、状況をみる限り難しいようにも思え

ます。 

今の状態では人を雇用できる状態でもないため、品目の選定をしながら経営内

容を考えていかなければと思っています。 

金山町・・・農村の景観が守られ、安全安心の農産物を消費者に届け続けられ

るような農業でありたいと思います。 

どんなに手をかけても地元では高く売ることができないため、首都圏とのつな

がりを持った、金山の農産品がほしいと消費者に求められるようなそんな農業

であってほしい。 

・65歳以上の人材で１社、64歳以下の人材で 1社。その人材を町の農地輪作シ

ステムで使う。農地輪作は、米（2 社）、野菜（2 社）、そば・大豆（2 社）で

する。 



- 51 - 

 

・策定委員会名簿 

（敬称略、順不同） 

No 組織名 役職 氏名 備考 

1 山形大学農学部（学識経験者） 教授 角田
す み た

 毅
つよし

 委員長 

2 金山農業協同組合 参事 星川
ほしかわ

 賢一
けんいち

   

3 金山町森林組合 参事 狩谷
か り や

 健一
けんいち

   

4 泉田川土地改良区 理事 青柳
あおやぎ

 栄一
えいいち

   

5 金山町認定農業者協議会 会長 今井
い ま い

 正人
ま さ と

   

6 金山町農業後継者青年部 会長 堀
ほり

 健次
け ん じ

   

7 金山町農業委員会 会長 柿崎
かきざき

 喜一
き い ち

   

  
山形県最上総合支庁 

農業振興課 
課長 村山

むらやま

 朋也
と も や

 アドバイザー 

  
山形県最上総合支庁 

農業技術普及課 
課長 三浦

み う ら

 信
のぶ

利
とし

 アドバイザー 
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・専門部会員名簿 

（敬称略、順不同） 

部会名 No 組織名 役職 氏名 

水
稲
土
地
利
用
型
部
会 

1 金山農協稲作推進協議会 会長 柿崎 公一 

2 
農事組合法人 

金山ドリームファーマーズ 
代表理事 今田 政男 

3 農事組合法人 いずえむ 理事 青柳 栄一 

4 株式会社 金山エコフィールド 代表取締役 中村 忠行 

5 株式会社 ままこや 代表取締役 柿崎 護 

６
次
産
業
化
部
会 

6 金山町産直組合 理事長 樋渡 洋子 

7 金山産直ねっと 会長 柿崎 喜一 

8 夢市グループ 代表 柿崎 喜一 

9 神室ざる市 代表 三上 敦子 

10 山崎のかあちゃん 代表 八鍬 稲子 

11 三英クラフト 代表 森 義明 

12 青空市 一般代表 石井 和代 

13 金山町森林組合   柿崎 尚弥 

14 楢台のトーフ屋 代表 須藤 友明 

園
芸
山
菜
果
樹
部
会 

15 金山活粋野菜倶楽部 理事長 丹 幸雄 

16 金山山菜研究会 会長 早坂 昭治 

17 金山町果樹生産振興会 会長 横山 孝夫 

18 
東北中央たばこ耕作組合 

金山振興会 
会長 柏倉 成一 

19 
株式会社 エヌシップ 

農事組合法人 えぬふぁーむ 

代表取締役 

理事 
長倉 直人 

20 かねやま旬菜倶楽部企業組合 代表理事 須藤 典夫 

21 今井園芸 株式会社 代表取締役 今井 正人 

22 株式会社 かねやま須藤農園 代表取締役 須藤 征典 

畜
産
部
会 

23 金山町和牛振興協議会 会長 長倉 雄治 

24 金山町和牛振興協議会 副会長 加藤 敏 

25 株式会社 大商金山牧場 代表取締役社長 小野木 重弥 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金山町農業振興計画 
（Ｈ30～Ｈ34） 

〒９９９－５４０２ 

山形県最上郡金山町大字金山３２４－１ 

担当：金山町産業課 

農政・林政・農村整備係 

電 話 ０２３３－５２－２１１１ 

ＦＡＸ ０２３３－５２－２００４ 

 


