平成２９年度

一般財団法人むなかた地域農業活性化機構
事業報告書

（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

一般財団法人 むなかた地域農業活性化機構

Ⅰ．全体総括
設立８期目の今年度も、各事業においておおよそ計画通りの実績を達成し
た。
（１）担い手経営改善事業においては、地域の農業経営の質的向上を支援
すべく、様々な研修会、講演会等を実施し、また、農作業ヘルパー事業での
最低賃金引上げや労災保険加入促進等の周知活動、雇用システム実証事業で
のミニトマトのパッケージング等、積極的な取り組みを行った。
（２）後継者
育成支援事業では、むなかた地域農業支援会議において議論を重ね、新規就
農者の受入れから独立までの支援システムを見直し、再定義を行った。（３）
生産流通振興支援事業においては、年度途中の７月に宗像・沖ノ島と関連遺
産群の世界遺産認定があり、直売所等でのイベント開催や特産品開発等の支
援を通じて地域ブランドの認知向上に貢献した。
（４）農地集積事業において
は、各関係機関と連携して、認定農業者協議会や集落営農組織連絡協議会、
個別集落の集会等での周知活動を行い、農地利用集積円滑化事業、農地中間
管理事業等の取り組みにおいて前年度に引き続き順調な実績をあげた。
次年度に向けては、地域営農の担い手である集落との直接対話の機会をさ
らに多く持って、法人化や農地集積等による農業経営の高度化の支援に取り
組むことを課題としてあげている。その他各事業においても、引き続き当機
構が地域活性化の要（かなめ）的存在として、各関連機関からの密接な連携
とご協力を仰ぎつつ、計画の着実な実施に取り組みたい。
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Ⅱ．事業活動の概要
１．担い手経営改善事業
（１）宗像市認定農業者協議会事務局事務
①合同研修会
９／１ 会員２９人（福津市認定農業者協議会と合同開催）
講 師 田村 浩敏氏（税理士）
演 題 「農業の経営改善について」
９／２２ 会員２２人（宗像地区集落営農組織連絡協議会と合同開催）
講 師 中村 雅和氏（社会保険労務士）
演 題 「農作業での『あんしん』を求めて～充実した農業ライフを～」
②枝豆狩り交流会 １０／８ 会員２３人 一般参加者５４９人
③合同視察研修 ２／５～６ 会員２１人（福津市認定農業者協議会と合同開催）
視察先 福岡県農林業総合試験場豊前分場（行橋市）
「麦の奨励品種について、排水不良田対策について」
菱東肥料株式会社（大分市）
「肥料、肥料原料、肥料製造設計について」
④農業関係機関との意見交換会 ３／９ 会員２５人
参集機関 宗像市、宗像市農業委員会、ＪＡむなかた、北筑前普及指導センター
⑤福岡県認定農業者組織連絡協議会が主催する各事業への参加
（総会、福岡県農林水産部長との意見交換会、福岡県認定農業者トップセミナー）
（２）福津市認定農業者協議会事務局事務
①ふるさと先生事業 植付け：６／８ 会員６人 収穫：１１／９ 会員６人
福間南小学校（２年生）のイモ苗の植付け、収穫の指導
②農業関係機関との意見交換会 ８／２ 会員２２人
参集機関 福津市、福津市農業委員会、ＪＡむなかた、北筑前普及指導センター
③合同研修会 ９／１ 会員１９人（宗像市認定農業者協議会と合同開催）
講 師 田村 浩敏氏（税理士）
演 題 「農業の経営改善について」
④みかん狩り交流会 １１／３ 会員１５人 一般参加者１，３１０人
⑤合同視察研修 ２／５～６ 会員１８人（宗像市認定農業者協議会と合同開催）
視察先 福岡県農林業総合試験場豊前分場（行橋市）
「麦の奨励品種について、排水不良田対策について」
菱東肥料株式会社（大分市）
「肥料、肥料原料、肥料製造設計について」
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⑥ふくつほほえみグループにおける各事業の支援
視察研修 ８／１８ ほほえみグループ参加者１４人
視察先 中原採種場試験ほ場（福岡市城南区）、太陽の皿、伊都安蔵里（糸島市）
研修交流会 ２／１ ほほえみグループ参加者１４人
講 師 白石 温子氏（フィットネスインストラクター）
内 容 健康体操、ヨガ
みかん狩り交流会出店 １１／３ ほほえみグループ参加者９人
⑦福津市産あんずのブランド化（あんず苗木植樹団体への支援）
⑧福岡県認定農業者組織連絡協議会が主催する各事業への参加
（総会、福岡県農林水産部長との意見交換会、福岡県認定農業者トップセミナー）
（３）認定農業者フォローアップアンケート
宗像市３２経営体、福津市１７経営体から回収。要望に応じて個別面談を実施（継続中）
。
（４）宗像地区集落営農組織連絡協議会事務局事務
①合同研修会 ９／２２ 会員７人（宗像市認定農業者協議会と合同開催）
講 師 中村 雅和氏（社会保険労務士）
演 題 「農作業での『あんしん』を求めて～充実した農業ライフを～」
②農事組合法人アンケート調査報告会 １／１２ 会員９人
講 師 宮崎 昌宏氏（北筑前普及指導センター）
③視察研修 １／１９～２０ 会員１０人
視察先 九州農政局（熊本県熊本市）
「経営所得安定対策及び水田フル活用と米政策の見直しについて」
（５）農業法人化の支援
来所相談に対し、個別対応を実施。県及び各関連機関とも連携。
（６）雇用システム実証事業
①雇用システム実証会議 計 3 回開催
②農作業ヘルパー事業
１）利用・紹介実績
登録者

利用者

１２６人

延べ

実数

（平均年齢５５．６歳）

９０経営体

４６経営体

宗像市５１人

宗像市２４人

福津市３９人

福津市２２人

男性７５人
（平均年齢５９．６歳）
女性５１人
（平均年齢４９．８歳）

紹介数
延べ２３６人
男性２２０人、女性１６人
宗像市１６４人、福津市４３人、
その他２９人

２）労災保険加入促進 ７経営体が加入
３）最低賃金引上げ
福岡県の最低賃金引上げ（１０／１改訂）に伴い、利用者１０６人に周知
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③パッケージング事業（ミニトマト部会員４人）
週 3 日稼働により平均１，０００～１，５００パッケージ／日（ピーク時２，５００～３，
０００パッケージ）を出荷。１２月までの総出荷数は１１３，４３３パッケージ。
④農作業マニュアル作成（ブロッコリー収穫作業マニュアル）
⑤雇用管理研修会 ２／１０ 参加者４人
講 師 嶋崎 秀樹氏（有限会社トップリバー代表）
演 題 「新農業革命、稼げる農家を育てます」
（７）農業体験農園支援（平成２９年度実績）
ダンディ幸一農園（大井）１８／１８区画
瀧産の体験農園元気村（名残）２０／２２区画
（８）堆肥ペレット活用実証事業
散布地区４地区 散布者６経営体 （散布量３８，８５０kg 散布面積５５，７９０㎡）
土壌分析の結果、実証ほ場の腐食値の理想値への改善が見られた。
（９）根こぶ病防除対策支援
根こぶ病防除対策協議会 総会等参加計２回
堆肥の試験散布及び土壌分析（試験ほ場２か所）

２．後継者育成支援事業
（１）新規就農者育成支援
①新規就農希望者への相談対応及び関係機関との情報共有（相談者数延べ１９人）
②人・農地プラン及び農業次世代人材投資資金に係る関係者協議、対象者ヒアリング
③新規就農者意見交換会の開催支援
④むなかた地域農業支援会議の開催（構成：両市農政所管部署、北筑前普及指導センター農政及
び営農所管部署、宗像農業協同組合営農所管部署、両市農業委員会）
会議実施 計９回（内１回は福岡八女農業協同組合への視察研修）
⑤新規就農支援システム及びむなかた地域新規就農研修の見直しと運用
新規就農研修事業 応募者１人（平成３０年度５月研修開始）
（２）若手女性農業者育成支援（菜の花会）
視察研修 ６／２８ 菜の花会、関係機関参加者計１２人
視察先 大島コミュニティセンターほか（宗像市大島）
研修交流会 ２／１５ 菜の花会、関係機関参加者計１５人
会 場 ラ・サラマンジュ・ドゥ・ミヤモト（福津市宮司浜）
（３）青年農業者育成支援（北筑前アグリネット、宗像地区青年農業者会）
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３．生産流通振興支援事業
（１）直売所振興支援（宗像地区直販施設連絡協議会）
安全・安心農林水産物制度研修会（福津市中央公民館） ８／２２ 参加者３１２人
ふくつ＆むなかた直売所へ行こう！２０１７（各直売所） ２／８～２／１４
（２）域内流通振興支援
①ふくおか農林水産業体験ツアーの実施 １０／１７ 域外参加者、関係機関計４２人
内 容 枝豆やみかんの収穫体験、地元野菜を使用したランチ、直売所での交流等
②域内農産物のＰＲ事業
親子で体験！米粉ピザ＆豆乳プリンづくり ８／４

域内及び域外参加者３９人

内 容 むなかた産米粉を使ったピザ、むなかた産大豆を使用した豆乳プリンの調理体験及
び直売所、米粉パン工房での交流
むなかた産大豆めぐり １１／１７ 域内及び域外参加者２２人
内 容 大豆ほ場やむなかた産大豆を使用したテンペ工場と醤油工場の見学、地元野菜を使
用したランチ、直売所での交流、むなかた産大豆を使用した味噌づくりの体験
（３） 特産品開発
①特産品開発支援事業助成金 応募５件 助成決定３件
椿油のアヒージョ（べっぴん大島）
、むなかた産野菜のピクルス（自家製麺月うさぎ）
、ニオウ
シメジに関する商品（正助ふるさと村）
②特産品開発、６次産業化に係る情報提供
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４．農地集積事業
（１）農地中間管理事業受託業務
①農地中間管理事業の周知
認定農業者協議会総会、宗像地区集落営農組織連絡協議会総会、集落等の集会等での事業説明
チラシ配布（ＪＡむなかた広報誌『べじたぶる』
（５月・９月・１１月号）
）
②耕作者（受け手）への呼びかけ、申出書の受付
平成２９年度 第１回公募件数 宗像市２件 福津市４件
第２回公募件数 宗像市１件 福津市４件
平成３０年度 第 1 回公募件数 宗像市１件 福津市２件（平成３０年３月末現在）
③所有者（出し手）からの申出書の受付及び福岡県農業振興推進機構との契約手続き
市

名

宗像市
福津市

計

年度

申出・契約予定件数

同面積

平成２９年度

８件

５９，３６８㎡

（累計）

（２２件）

（１６８，７０６㎡）

平成２９年度

４件

３８，８３２㎡

（累計）

（１０件）

（１１０，４９０㎡）

平成２９年度

１２件

９８，２００㎡

（累計）

（３２件）

（２７９，１９６㎡）

（２）農地利用集積円滑化事業（農地所有者代理事業）
市

名

宗像市
福津市

年度

委任（所有者）件数

委任面積

平成２９年度

４０件

１５９，３４５㎡

（累計）

（２６４件）

（９２０，３３７㎡）

平成２９年度
（累計）
平成２９年度

計

（累計）

１９件
（８４件）
５６件
（３４５件）
※３件が両市で重複

４７，９２３㎡
（２８１，０８４㎡）
２０７，２６８㎡
（１，２０１，４２１㎡）

（３）重点地区での推進活動
７／１２ 座談会（横山）
８／２１～２４ 農地耕作条件改善事業及び農地中間管理事業の説明会（深田・田島・曲（平成
３０年度事業取り組み予定））
（４）農地耕作条件改善事業の取り組み（暗渠排水）
書類作成業務及び集落等への説明会
事業工期：平成３０年度～平成３３年度（４年間予定） 受益面積：約８０ha
（平成３０年１１月深田・田島・曲にて事業着工予定）
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５．その他の事業
（１）むなかた「食と農」地域フォーラム １／２４ 参加者、関係機関計２２９人
会

場

玄海ロイヤルホテル

講

演

村上 祥子氏 「ちゃんと食べて、ちゃんと生きる」

ランチタイム

宗像・福津産農産物を使ったランチ（村上氏考案）

（２）広報紙（むなかたアグリ・レター）発行 約６，０００部
（３）ホームページ運用 更新回数１９回
（４）第３９回農業功労賞表彰 １１／２５（平成２９年度農業まつりにて）
個人の部 麻生 正雄氏、寺嶋 純一氏（ともに福津市）
団体の部 農事組合法人のさか、ＪＡむなかたいちご部会（ともに宗像市）

Ⅲ．業務管理の概要
１．理事会

開催７回（うち書面決議４回）

（１）平成２９年４月１日開催（書面による議決）
第 1 号議案 理事・監事の選任について
（２）平成２９年４月１日開催（書面による議決）
第 1 号議案 業務執行理事の選定について
（３）平成２９年５月１７日開催 会場 ＪＡむなかた本店２０１会議室
第 1 号議案 平成２８年度事業報告・決算の承認について
（４）平成２９年６月２９日（書面による議決）
第１号議案 理事の選任について
（５）平成２９年１１月２２日 会場 ＪＡむなかたグリーンセンター本店前会議室
報告事項 平成２９年度上半期（４月～９月）事業取り組み状況について
（６）平成２９年１２月１３日（書面による議決）
第１号議案 理事の選任について
（７）平成３０年２月１５日 会場 ＪＡむなかたグリーンセンター本店前会議室
第１号議案 平成３０年度事業計画（案）・予算（案）について
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２．評議員会

開催５回（うち書面決議４回）

（１）平成２９年４月１日開催（書面による議決）
第 1 号議案 理事・監事の選任について
（２）平成２９年５月２３日 会場 ＪＡむなかた本店１０１会議室
第 1 号議案 平成２８年度事業報告・決算の承認について
（３）平成２９年６月２９日（書面による議決）
第１号議案 理事の選任について
（４）平成２９年１２月１３日（書面による議決）
第１号議案 理事の選任について
（５）平成３０年２月１５日（書面による議決）
第１号議案 平成３０年度事業計画（案）・予算（案）について
３．登記
平成２９年３月５日

評議員変更登記

辞任 （評議員）小山達生
平成２９年３月６日

評議員変更登記

就任 （評議員）原﨑智仁
平成２９年３月７日

代表理事変更登記

退任 （代表理事）小田達也
平成２９年３月７日

理事変更登記

辞任 （理事）小田達也
平成２９年３月８日

代表理事変更登記

就任 （代表理事）久芳昭文
平成２９年３月３１日

理事変更登記

辞任 （理事）中村徹也、本夛研介
平成２９年３月３１日

監事変更登記

辞任 （監事）永島和昭
平成２９年４月１日

理事変更登記

就任 （理事）花田直毅、堤田達也
平成２９年４月１日

監事変更登記

就任 （監事）大賀正晃
平成２９年６月２８日

理事変更登記

辞任 （理事）小島信昭
平成２９年６月２９日

理事変更登記

就任 （理事）中村徹也
平成２９年１２月１３日

理事変更登記

就任 （理事）松田美幸
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４．在勤者数（平成３０年３月３１日現在）
事務局長（業務執行理事）

１人

事 務 長（嘱託職員）

１人

事務局員（宗像市から派遣）

１人

事務局員（福津市から派遣）

１人

事務局員（ＪＡむなかたから出向）

１人

事務局員（正規職員）

１人

事務局員（臨時職員）

２人
計

８人
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