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●第16回ひろしまの農村フォトコンテスト
作品募集！
本年度も、
「 ひろしまの農村フォトコンテスト 」の作品を募集
します。広島県内のバラエティーに富んだ「 農業・農村 」の「 顔 」
をお寄せください。
応募締切：平成29年10月31日（ 火 ）
応募先・問い合わせ先
〒730-0017
広島市中区鉄砲町４番１号
広島県土地改良事業団体連合会内
「 ひろしまの農村フォトコンテスト 」事務局
TEL：082-502-7476
E-mail：koho@hdn.or.jp

ひろしまの土地改良 第250号

～躍動の10年～
特定農業法人（ 株 ）トペコおばらの法人経営

安芸高田市甲田町に位置する小原地区は、平成21年度にほ場整備事業（県営経営体育成基盤整備事業）
が完了し、水稲を中心に水耕栽培の青ネギ、キャベツ、レタス、広島菜、など多種に亘る園芸作物が栽
培されています。今回、事業当初から生産・販売・経営の中枢を担われている特定農業法人（ 株 ）トペ
コおばら（ 以下「 トペコ 」）取締役

水耕部長の沖田良次さんにお話しを伺いました。

――ほ場整備事業から法人設立まで
ほ場整備事業を推進していく過程で、
「 経営体を作
る。」という大きな課題がありました。関係する地権
者の家を一軒ずつ回り、土地を預けてくれるよう、協
力要請をお願いする日々でした。高齢化に伴い土地を
預けてくれる方もおられましたが、自分で作りたい方
もおられ、一旦こちらが土地を借りて作業していただ
く「 作業委託 」という形も一部取りつつ、事業が完了
した順に営農を展開し、集積を行っていきました。
――法人を設立し水耕栽培導入へのきっかけ

概

要

特定農業法人（ 株 ）トペコおばら

設

立

平成19年10月

構成員

14名

従業員

44名（ パート、季節雇用等含む ）

所在地

安芸高田市甲田町上小原

面

積

約50ha

目

水稲（ 33ha ）、水耕ネギ（ ２ha ）、
キャベツ（ 1.2ha ）、麦（ ５ha ）、
広島菜（ ３ha ）、白ネギ（ 0.5ha ）、
レタス等

品

若い担い手が安心して働けるよう、将来的に経営の柱になるものを
検討し、ハウスによる青ネギの水耕栽培を進めようと話し合ったのが
きっかけです。とはいえ、リスクの大きさを危惧する意見もあり、事
業採択に向けて２年を費やし説得にあたり、平成22年から23年にか
けてハウス施設の設置に着手しました。
技術面では、水耕栽培ですでに安定した売り上げ実績を持つ、
（株）
クリーンカルチャーの一員でもあったことから、ネギの生産量を増や
すことを提案し、トペコをクリーンカルチャーグループの一員に加え
ていただき、組織間を繋ぐ橋渡しを試みました。組織と組織なので一
筋縄ではいかない苦労や、紆余曲折がありましたが、この苦労があっ
たから今があると思います。本来なら新品目の導入には生産技術や販
路など、軌道に乗せるまでの歳月に３年はかかるところを、クリーン
カルチャーのレールに乗せてもらえ、この繋がりが経営の要になりま
した。
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特定農業法人（株）トペコおばら
水耕部長 沖田良次さん

ひろしまの土地改良 第250号

――これからに向けて問題点などはありますか
今年でトペコが設立して10年、主に水耕ネギの売り上げが順調に伸び、黒字経営は当初から続いて
います。農機具、倉庫、事務所と歳月をかけて生産基盤も整い、満を持して事業展開に踏み出そうと思っ
ていたところ、人材不足という問題にぶつかっています。守っていくだけなら現状維持で構いませんが、
預かった面積で生産性や高収益を求めると、意欲を持ったスタッフがさらに必要だと感じています。今
年から新たに、農地拡大に向け農地耕作条件改善事業に取り組むため、反当単価が高いキャベツや白ネ
ギを作りたいのですが、今の人員では仕掛けづらいところがあります。一方、他県からネットで調べ、
農業をこの地域でやりたいと、地域環境を気に入って新規就農されるケースもあり、意欲的な担い手を
受け入れるからには、生計を立てられるよう育てていくのも、経営の１つとしてこれからの大切な役割
だと考えています。

――トペコの組織や運営理念について
トペコの名前の由来はtown（ 町・地域 ）people（ 人・農家 ）ecosystem（ 自然環境維持 ）の頭文字
からtopecoとし、三位一体の農業を展開し地域活性化に貢献したいと名付けました。地域の農業を守
り、自ら活性化を目指す目的で組織形態は株式会社としています。
「 週に１回の割合でミーティングを
行い、日々の販売の報告や出荷予定などを決めるほか、新品目の導入に向けた計画などを進めています。
みんなが同じ情報量を共有し、営農面の問題や判断が必要な時も、この会議のおかげで早急に対処でき
ています。また、品目ごとに出荷施設の役割分担を決め、グループ単位で運営を任せていることで、コ
スト削減に対する強い意識や、高い生産性の追求など経営戦略の場になっています。

水耕ネギ栽培

水耕ネギ施設の外観

露地でキャベツの栽培

――新たな取り組みや地域との関わりは
食物繊維が豊富で機能性の高いもち麦「 キラリモチ 」の栽培に取り組んでいます。６次産業に向けた
勉強会で、外部アドバイザーから紹介され、
「 将来性が見込める。」と判断し、農業・食品産業技術総合
研究機構（ 農研機構 ）から種を受託し、栽培を始めて４年目になります。平成28年には13.5haを植え
付けましたが、体にいいと評判を呼び、欠品状態が続く人気商品になりました。現在、安芸高田市の自
慢できる特産品に育てていきたいと、ほかの法人さんたちと一緒に「 もち麦研究会 」の発足に向け、JA
を始め安芸高田市などの関係機関にお願いしているところです。また、消費者と農業体験を通した交流
（ 芋ほり体験 ）を今年の秋に計画しています。今後は、さらに一翼を担っていきたいと考えています。

――インタビューを終えて

トペコおばらは設立から今年で10年。栽培面積、売上高ともに順調に数字を伸ばし、安定した経営をされ
ています。それでも、水耕ネギ導入の際には、意志統一を図る苦労も経験し、その苦労が今の人生の転機になっ
ていると言われます。
「 地域の役に立ちたい。」との一念でここまで歩んだ10年。今後は農業・福祉の連携で地
域社会への貢献にも取り組まれると伺いました。規模拡大も図りつつ、新たな地域おこしが「 もち麦 」の種か
ら実ることを楽しみにしています。作業中の慌ただしい中お時間いただきまして、ありがとうございました。
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ため池の防災・減災対策の取組について
１ 広島県のため池の概要

［ ため池の決壊状況（ 平成28年６月・福山市 ）］

○広島県では、農業用水の約３割をため池が担って
おり、その数は約２万箇所にも上りますが、江戸
時代以前に築造されたものも多く、老朽化が進行
していることから、適正な管理や改修を進めてき
ました。
○近年、局地的な豪雨や大規模地震の発生が懸念さ
れる中、ため池の安全性の検証と対策が必要に
なっています。

２「 ため池耐震診断 」に
基づく健全度評価
○県では、国のため池耐震診断の制度化に伴い、平

［耐震診断実施状況］

成25年度から平成30年度にかけて、広島県地域
防災計画に位置付けた重要ため池（ 503箇所 ）
（貯
水量1000㎥以上で、下流の人家及び公共施設等
への影響が大きい農業用ため池 ）の耐震診断を実
施しています。
○
「 健全度がやや低い（ Ｂ ）」
「 健全度が低い（ Ｃ ）」
と評価した180箇所については、県、市町、ため
池管理者で、今後の対応方針を決定し、必要なソ
フト・ハード対策を進めています。

年
年 度
度
H25～Ｈ26
H25～Ｈ26
Ｈ27
Ｈ27

耐震診断実施ため池
耐震診断実施ため池
健全度が
健全度が
高い（Ａ）
高い（Ａ）
107
30
107
30

Ｈ28
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ29
Ｈ30
Ｈ30
合
合 計
計
（）は，実施予定
（）は，実施予定

（単位：箇所）
（単位：箇所）
健全度が
健全度が
やや低い（Ｂ）
やや低い（Ｂ）

41
41
44

健全度が
健全度が
低い（Ｃ）
低い（Ｃ）
36
36
10
10

15
15
137
137
(140)
(140)

11
48
48
--

49
49
--

40
40
--

(104)
(104)
(503)
(503)

-79
79

-94
94

-86
86

（事例）
○診断結果及び浸水想定区域図については、ため池 ［評価内容］
管理者等へ説明後、県ホームページに公表し、地
域住民への周知を行うとともに、ため池防災情報
の共有化を促進しています。

○○池
○○池 耐震診断の評価結果
耐震診断の評価結果 （事例）
（事例）
項
項

目
目

堤防斜面の安定
堤防斜面の安定

安定している
安定している

指
標
指
標
安定性に
安定性に
やや不安がある
やや不安がある

安定性に
安定性に
不安がある
不安がある

上流側
上流側

３ 防災・減災対策の取組

下流側
下流側

○ため池管理者に対して、技術的な助言を行うとと
もに、適正な管理が図られるよう、維持管理規程
の作成を促しています。
○平 成32年度までに、すべての県重要ため池のハ

液状化
液状化

総合評価
総合評価

液状化する土層が
液状化する土層が 液状化する土層が
液状化する土層が 液状化する土層が
液状化する土層が
薄い
やや厚い
厚い
薄い
やや厚い
厚い

健全度が高い
健全度が高い

健全度がやや低い
健全度がやや低い

健全度が低い
健全度が低い

ザードマップが市町で作成・公表されるよう、ハザードマップの基礎となる浸水想定区域図を関係市町に
提供するとともに、作成の支援を行っています。
○日常点検や水位を下げての管理、あるいは決壊した場合の避難場所の事前確認等、ため池管理者や地域住
民等の日頃からの取組（ ソフト対策 ）が重要であることを知ってもらうため、啓発パンフレットを作成し、
配布しています。

★ため池耐震診断の結果・ため池点検マニュアルなどを、
広島県ホームページに掲載しています。
お問合せ先
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広島

ため池

検

広島県農林水産局農業基盤課：☎ 082-513-3655

索
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個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）
インフラ長寿命化計画（ 行動計画 ）に基づき、各施設の長寿命化の計画を平成32年度（ 2020年度 ）まで
に策定する必要があります。
策定が遅れているものについ
ては、その課題を明らかにし、
フォローアップを行う予定とさ
れています。
◯対象施設

 象施設については、各市町策定のインフラ長寿命化計画（ 行動計画 ）において、計画的に
対
点検・診断・補修及び更新を実施する必要があると選定された施設。

農業水利施設、農道、農業集落排水施設、地すべり防止施設及び海岸保全施設
《 管理者の判断により策定対象から除外できる施設 》

ａ重大な事故につながる可能性が極めて小さい施設
ｂ施設の規模、受益面積等が一定程度以下の施設であって、予防保全を実施することが経済的に不利になる
可能性が高い施設
ｃ消耗又は劣化が想定できない施設

ｄ造成、更新等の実施後間もない施設

広島県土地改良事業団体連合会では、施設の調査診断、機能保全計画、農業集落排水施設の最適整備構
想等の個別施設計画策定及び水土里情報を活用した施設台帳作成を支援します。

お問い合わせ先

事業部技術支援課：☎082（ 502 ）7472
フ ォ ア ス

地下水位制御システム「FOEAS」現地視察
本年度、広島県においてフォアスの試験ほ場を整備し、実証を行う計画です。
去る４月27日（ 木 ）、山口県宇部市棯小野地区へ広島県職員１名、土地改良連
合会職員６名が現地視察を行いました。
山口県農林水産部農村整備課の職員の方をはじ
め関係各位には業務多忙のところ、試験ほ場の整
備にあたり、特性、留意点等丁寧なご指導を頂き
ました。
広島県においては、フォアスは本格的な導入には至っていない状況で、こ
の実証により、農地の汎用化による園芸作物導入促進のための技術力向上に
取り組んで行きます。

※地下水位制御システム「 FOEAS 」とは

 地下水位制御システム「 FOEAS 」は、地下に埋設する管路網
と用水供給施設、水位制御施設で構成される。ほ場内の水位を
田面から－30㎝～+20㎝の範囲で自由に設定することができ
ます。
（ 解放すれば－80㎝で放流 ）
 その結果、水田の畑利用時に
おいては作物に最適な地下水位
を維持し、水稲栽培時において
は水管理の適正・省力化ができ
る地下かんがいと暗渠排水の両
方を兼ね備えたシステムです。
※地下水位制御システム（FOEAS）調査・設計・施工マニュアル（農研機構）

お問い合わせ先

事業部技術支援課：☎082（ 502 ）7473
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～新たな因島農地会を目指して

荒れない農地が副産物～

因島農地会の概要

■設立年月日：平成24年８月30日
■所 在 地：尾道市因島重井町
■農 地 面 積：60ha
■活 動 内 容：草刈り、泥上げ、鳥獣害対策、
生態系保全
■農業用施設：水路、ため池、農道

元気一杯！
子どもたちとの生き物調査

新メンバーを加え総会を開催

多面的機能支払交付金に取り組んでいる尾道市の「 因島農地会 」は、広島県の南東部に位置し、温暖
な気候に恵まれた瀬戸内海島しょ部の１つで、約10㌃の畑がパッチワークのように連なる景観の美し
い地域です。平成24年に尾道市から事業紹介を受け、採択に向け検討を始めました。集約した畑のあ
る８つの地区をピックアップし、各地区から活動の整理や事業内容を周知した地区役員各２名と、組織
全体の会計収支や事務処理に携わる３名を配置し、平成24年に「 因島農地会 」として発足しました。
畑作を主に専業農家が殆どを占める因島農地会では、畑１枚の規模が小さく、わずかな荒廃でも周辺
の畑に影響を及ぼす危機感を持ち、日頃から近隣と連携しながら、自分の畑は自分で守る慣習が出来上
がっています。各々の管理意識が高い一方、全体で取り組む経験が少なかったことから、採択当時は末
端の１農家には、事業の肝である「 地域の共同活動 」の認識が希薄なところがありました。清掃活動な
どへ促されての参加や、８つの地区に於いても活動に温度差があり、全地区の足並みを揃えるには１～
２年の時間を要しました。
主な活動は、島しょ部では欠かすことの出来ない活動の１つ、猪の防護柵の設置・補修を始め、ため
池のゲート類の保守管理や路肩・法面の草刈り、泥上げやきめ細やかな雑草対策などに取り組み、28
年には猪の防護柵の補修を緊急に実施し、管理に努めています。各地区で行う年２回の共同作業は、地
域全体の管理意識の必要性を改めて再確認させてくれる活動と捉えています。

ため池

ゲート類の保守管理

鳥獣害防護柵の補修・設置

路肩・法面の草刈り

きめ細やかな雑草対策

取り組みによる連携の意識が育めた一方、活動の書類作成など事務処理を担う地区役員が、単年度任
期だったことにより、毎回軌道に乗った頃にリセットされてしまう流れを、何とかしたいという思いが
ありました。役員が高齢化していることも、事務負担の要因と考え、若い力を借りることで効率化を図
り、新たな活動も見い出せるのではないかと検討を続けました。
また、事業の継続を考えるうえでの協議では賛否両論がありましたが、最終的には「農地の維持のため、
この事業があるのなら、何とかなるのではないか。止めてしまったら、今以上に悪くなる。」という若
い人たちの意見も後押しし、継続が決定しました。
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29年度からは地区数も８つから９つとなり、本年度を含め５年間は因島農業青年協議会を母体とし、
協議会メンバー全員を加え、若手中心に地区役員を構成しました。役員任期も単年度から５年間に固定
し、事務作業が省力化するのではと期待しています。また、水利組合など農業に関係する団体の組織を
１本化することで、兼務役員の負担が軽減されると考え、まずは農地会と青年協議会の総会を同時に開
催できるよう準備を進めています。
設置したビオトープの１つ→

子ども達と力を合わせて捕獲中

慎重に生き物を移動

ビオトープで生き物を観察

役員の若返りを機に、尾道市から新たに環境をテーマにした活動もできるのではと提案され、地域の
小学校と連携した生き物調査に取り組むことになりました。継続的な内容や計画を学校と協議し、去る
５月16日に、総合学習の一環として因島農地会と重井小学校３年生27名と先生１名が参加し、初めて
の生き物調査を行いました。子どもたちはおたまじゃくしを始めメダカ、ヤゴ、どじょうなど生き物へ
の関心が驚くほど高く、せっかくの継続事業でもあり、水槽での観察から小学校の中庭にビオトープを
造り、そこに生き物を移し見守っています。この活動から、子どもたちが地域環境への興味を、より深
めてくれることを楽しみにしています。
気付けば農地が荒れなかったことが、因島農地会の取り組みの副産物であり、原動力にもなっていま
す。これからも先輩農家からの意見をいただき協力を仰ぎながら、若手が力を奮いやすい体制を整えて
いきたいと思っています。

中山間地域等直接支払交付金に係る
事務支援をご相談ください！
広島県土地改良事業団体連合会では、中山間地域等直接支払交付金の事務を支援いたします。
「 何から手をつけたらいいのか整理の仕方がわからない 」、
「 パソコンが使えないので、手間がか
かる 」など、お悩みの場合はご相談ください。
活動の記録や報告書類の作成等について、サポートいたします。
支援内容や事務委託費などについての、詳細はお問い合わせください。
≪支援内容≫
・金銭出納簿の整理
・活動の作業内容や記録の整理
・取組台帳の写真の整理
・源泉徴収に関わる計算など
（ その他、支援内容についてお困りの事案があればご相談ください。）
【 問い合わせ先 】総務部地域支援課

☎082-502-7476
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応募資格：小学生以下。
クラスや学校単位での共同作品も可。
テ ー マ ：
「 新発見！ぼくのわたしのふるさと 」
応募〆切：2017年９月12日（ 火 ）
応募先・お問い合わせ先
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町２-10
日本経済広告社ビル６F
「 ふるさとの田んぼと水 」子ども絵画展事務局
TEL：03-3292-5541 Fax：03-3292-5089
E-MAIL：midori@operation-desk.jp

■改正個人情報保護法の施行について
個人情報の保護に関する法律（ 平成15年法律第57号 ）は、平成27年９月９日にその
改正法（ 平成27年法律第65号 ）が公布され、平成29年５月30日に全面施行されました。
これにより中小企業もすべて法律の対象となりました。
このため、平成17年４月13日付けで示している個人情報保護に関する規程例が改正
される予定です。

■土地改良区個人情報保護規程を整備している土地改良区の場合
改正のポイントに留意し、現行規程例に基づき個人情報を適切に取り扱うこととなり
ます。

■これから土地改良区個人情報保護規程を整備する土地改良区の場合
個人情報保護委員会より示されているチェックリストを参考にした「 個人情報取扱業
者が検討・留意すべき点 」や「 個人情報の保護に関する事項について 」土地改良区の理
事会等における所定の手続きを踏まえて実施、策定し公表することとなります。
改正個人情報保護規程例が示された場合は、所定の手続きを踏まえて土地改良区個人
情報保護規程を制定することとなります。規定例改正までの個人情報の適切な取り扱い
についての詳細は、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

総務企画課

平成29年７月15日
編集：ひろしま農業農村整備広報委員会
発行：広島県土地改良事業団体連合会
印刷：佐々木印刷株式会社

☎ 0 8 2 - 50 2 - 7 4 7 0

第 250 号
〒730-0017 広島市中区鉄砲町4-1 広島県土地改良会館
◆TEL（ 082 ）502-7470
◆FAX（ 082 ）502-7480

◆http://www.hdn.or.jp

