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第４章 食の安全の確保と「食」と「農」の結びつきの強化 

１ 食の安全の確保と消費者の信頼の確保に向けて 

（１）食の安全の確保 

ア 生産段階における取組 

（ア）農畜水産物の安全の確保のための調査点検 

（１）  

 農畜水産物の生産段階においては、農薬や飼料、動物用医薬品、生産資材等の適正

な使用を徹底する必要があります。 

 中国四国農政局では、平成 26（2014）年度に、①販売目的のために農産物を栽培す

る農家を対象とした農薬の使用状況等調査（米・麦・大豆を合わせて 101 点、野菜・

果樹を合わせて 509 点）、②家畜の飼養農家を対象とした飼料の使用状況等の調査（63

戸）、③水産物の養殖経営体を対象とした水産動物用医薬品及び養殖水産動物用飼料

等の使用状況の調査（64 戸）を実施しています。 

 調査の結果に基づき、農薬の使用や家畜及び養殖水産物への飼料・動物用医薬品等

の適正な使用について指導等を行っています。今後も引き続き、県等関係機関と連携

し、生産者等に対して、生産資材等の適正使用の周知徹底を図ります。 

また、農産物におけるカドミウム、ヒ素、かび毒の含有実態調査を行っており、平

成26（2014）年度は、①国産小麦におけるカドミウムの含有実態調査を８点、②国内

の水田土壌及び同水田で生産された米におけるヒ素の含有実態調査を113点、③国産小

麦及び大麦におけるかび毒の含有実態調査を14点実施しています。 

農林水産省では、これらの実態調査の結果を解析し、必要に応じて低減対策を検

討することとしています。 

 

（イ）農業生産工程管理（GAP）の普及推進 

（２）  

 農林水産省においては、生産から食卓までの食品安全を確保する一環として、農業

生産現場に農業生産工程管理（以下「GAP」という。）1を積極的に導入することとし

ています。 

 中国四国農政局管内では、平成 22(2010)年に策定された「農業生産工程管理（GAP）

の共通基盤に関するガイドライン」を踏まえて産地で実践を行う農業者を増やすため、

消費・安全対策交付金を活用して平成 26(2014)年度に５県において、指導者の育成や

農業者への研修等の取組が行われました。 

 なお、平成 26(2014)年３月 31 日現在、中国・四国地域の主要な 515 産地のうち 248

産地で GAP を導入しており、47 産地が導入を検討しています。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 農業生産工程管理（GAP）：GAP は、Good Agricultural Practice の略。農業生産活動を

行う上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の
各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。 

農薬・動物用医薬品等の適正な使用状況等の点検等 

農業生産工程管理の普及啓発に向けて 
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（ウ）植物防疫の取組 

（３）  

 農林水産省においては、農薬等による環境への負荷を減らすため、IPM（総合的病害

虫・雑草管理）1の普及を進めており、平成 26（2014）年度までに主要 11 作物（水稲、

キャベツ、かんきつ、リンゴ、なし、トマト、いちご、大豆、さとうきび、茶、きく）

の実践指標モデルを策定しています。また、管内においては６県で実践指標が策定さ

れています（表Ⅱ－４－１）。 

 

 

広島県 

 

水稲、なし、ミカン、トマト、レモン、アスパラガス、ぶどう、いちじく、だ

いこん、ネギ 

山口県  水稲、カンキツ、トマト、ほうれんそう、いちご、アスパラガス 

徳島県 

 

 

ニンジン、ナス、コマツナ、イチゴ、トマト、レタス、スダチ、カンショ、ミ

カン、ブロッコリー、促成きゅうり、オクラ、ほうれんそう、えだまめ、なし、

ネギ、 

香川県 

 

トマト、ブロッコリー、レタス、コムギ、パセリ、いちご、オリーブ、きゅう

り、アスパラガス 

愛媛県 かんきつ、くり、トマト、ナス、いちご、キウイ、水稲、アスパラガス 

高知県 

 

ピーマン、ナス、ニラ、キュウリ、トマト、シシトウ、かんきつ、米ナス、ア

キマメ、大葉、いちご、サヤインゲン、オクラ、ダリア、メロン 

 

 

（４）  

 平成 26（2014）年５月、キウイフルーツかいよう病 Psa３系統が愛媛県で初めて確

認され、その後も福岡県、佐賀県、岡山県、和歌山県、静岡県、茨城県、神奈川県、

東京都で発生が確認されました。 

Psa３系統の感染が確認された園地では、直ちに感染樹の発症部位の切除や伐採、薬

剤散布などの防除措置が講じられました。 

同病については、発生状況等を把握するための緊急全国調査や基本的な防除措置等

の対策を講じている段階ですが、今後は、緊急全国調査等の結果や既発生国における

防除対策等の新たな知見を踏まえ、防除対策を決定していくこととしています。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 IPM（ Integrated Pest Management、総合的病害虫・雑草管理）：病害虫の発生状況

に応じて、天敵（生物的防除）や害虫を捕殺する粘着版（物理的防除）、農薬（化
学的防除）等の方法を適切に組み合わせ、環境への負荷を低減しつつ、病害虫の発
生を抑制する防除技術。  

ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）の普及促進 

キウイフルーツかいよう病 Psa３系統の防除対策 

表Ⅱ－４－１ 管内における IPM の実践指標が策定されている作物 

 

資料：平成 17 年～26 年度に主に交付金を活用して策定されたもの。 
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イ 家畜伝染病のまん延防止の取組 

（ア）高病原性鳥インフルエンザ等への対応 

（５）  

 平成 22（2010）年４月、宮崎県で口蹄疫が発生し、同年 11 月から平成 23（2011）

年３月までに島根県を含む全国９県 24 農場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、我

が国の畜産業に大きな被害をもたらしました。 

 このような状況を踏まえて、平成 23（2011）年４月、家畜伝染病予防法が改正され、

家畜伝染病の発生予防、早期の発見・通報、迅速・的確な初動対応を重点に家畜防疫

体制の強化が図られました。 

 中国四国農政局では、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の発生に備え、発生県

からの要請に基づく防疫作業支援をはじめとした迅速な初動対応ができるよう、緊急

時初動対応訓練や、これら家畜伝染病に関する知識を深めるため防疫講習会（防疫服

着脱訓練を含む。）を開催し、体制整備に努めています。平成 26（2014）年 12 月及

び平成 27（2015）年１月に山口県及び岡山県で発生した高病原性鳥インフルエンザの

対応については、トピックス３ページを参照してください。 

     

 

 

（イ）BSE の発生防止 

（６）  

平成 13（2001）年９月、国内初の BSE（牛海綿状脳症）発生を受け、そのまん延防

止のため、同年 11 月から牛の肉骨粉（内臓や骨等を加熱粉砕したもの）等の飼料及び

肥料利用禁止等の規制措置が採られています。 

その後、食品安全委員会において、BSE 対策に係る食品健康影響評価を受け、平成

25（2013）年２月に牛の脊柱等の SRM（特定危険部位）の範囲が見直され、30 か月齢

以下の牛の脊柱に由来する原料について、平成 25（2013）年４月から牛等反すう動物

以外の家畜用飼料への利用が再開され、平成 26（2014）年１月から肥料利用が再開さ

れています。 

これらの規制見直しに伴い、中国四国農政局では、飼料及び肥料用の肉骨粉等の原

料収集先となる食肉・食鳥処理場、食肉店等に対して、30 か月齢を超える牛の脊柱が

混入しないよう適切に管理されているか確認調査を行っています。 

 

高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて体制を整備 

飼料及び肥料原料となる肉骨粉等の適切な管理 

平成 26（2014）年度家畜伝染病防疫講習会の風景 
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（２）消費者の信頼の確保 

ア 食品表示の適正化に向けた取組 

（ア）監視の取組 

（７）  

中国四国農政局では、「食品表示Ｇメン」1が日常的に小売店舗や中間流通業者等を

巡回し、生鮮食品、加工食品及び有機農産物等の表示が適正に行われているか表示状

況の巡回調査を行っています。 

また、食品の偽装表示や不適正な食品表示に関する情報等を受け付ける窓口として、

「食品表示 110 番」を設置しています。平成 26（2014）年度は 1,649 件を受け付け、

表示違反等の疑義情報に対しては、関係機関と連携して立入検査等を行い、不適正な

表示を確認した場合には、JAS 法2に基づき措置を行っています。 

さらに、平成 25(2013)年 11 月には、ホテルや百貨店のレストラン等において、不

適正なメニュー表示の事例が相次いで明らかとなったことから、外食事業者に対して

景品表示法3に基づく表示制度の啓発と表示状況の巡回調査を行いました。 

 

（イ）不適正食品表示の措置状況 

（８）  

平成 26（2014）年度においては、全国で食品事業者による産地偽装などの不適正表

示が発生する中、中国・四国地域では国や県等の担当部局が JAS 法に基づく立入検査

等を実施し、不適正表示が確認された食品事業者に対し、表示すべき事項の表示又は

遵守する事項の遵守について指示・公表の措置に至った事案は２件でした。 

（表Ⅱ－４－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 食品表示の監視業務を担当する専門官 
2 正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」（昭和 25 年法律第

175 号） 
3 正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」（昭和 27 年法律第 134 号） 

表Ⅱ－４－２ JAS 法に基づく指示・公表の措置状況（中国・四国地域） 

資料：中国四国農政局調べ 

注：国は、農林水産大臣及び中国四国農政局長が指示。県は、県知事が指示した件数。 

 

   
（件数） 

  合計 国 県 

平成 22（2010）年度 12 ５ ７ 

平成 23（2011）年度 ２ ０ ２ 

平成 24（2012）年度 ５ １ ４ 

平成 25（2013）年度 ７ １ ６ 

平成 26（2014）年度 ２ ０ ２ 

 

小売店舗や中間流通業者等に対して表示状況調査を実施 

平成 26 年度の中国・四国地域の指示・公表事案 
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（ウ）関係機関との連携 

（９）  

中国四国農政局では、中国・四国地域における不適正な食品表示に関する監視を強

化するため、平成 20（2008）年５月に発足した「中国四国地域食品表示監視連絡会議」

を開催しています。この連絡会議では、食品表示関係行政機関が互いに情報交換・意

見交換を行うとともに、「中国四国地域食品表示行政担当者研修会」を開催し、国や

県等の食品表示担当者のレベルアップと連携強化を図っています。 

また、各県においても、県警本部、県等関係機関が参画する「食品表示監視協議会」

を開催し、連絡体制を確保するとともに情報共有を図っています。 

 

イ 食品のトレーサビリティの推進 

（ア）牛トレーサビリティ 

（１０）  

平成 13（2001）年９月、国内で初めて BSE（牛海綿状脳症）の発生が確認されたこ

とから、BSE のまん延を防止するため、また、牛肉に対する消費者の信頼を確保する

ため、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛トレー

サビリティ法）が、平成 15（2003）年６月 11 日に制定されました。 

中国四国農政局では、同法に基づき、牛の飼養者、と畜者、牛肉の販売業者等に対

する調査等を行い、耳標1の装着、出生・異動等の届出、個体識別番号の伝達・表示等

が適正に実施されるよう、監視・指導等を行いました。 

 

（イ）米トレーサビリティ 

（１１）  

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（米トレー

サビリティ法）に基づき、食品事故等の問題が発生した場合に流通ルートを速やかに

特定するため、米穀事業者 2は米穀等3の取引等の記録を作成・保存することや産地情

報を取引先や消費者に伝達することが義務付けられています。 

 中国四国農政局では、これらが適正に行われていることを確認するため、巡回立入

検査を実施し、不適正な事例に対して指導を行っています。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 耳標：牛を識別するために、両耳に装着する 10 桁の番号（個体識別番号）を印字

した標識。  
2 「米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者」とされており、生産者、製

造業者、流通業者、小売業者、外食業者などをいう。 
3  米粉、米こうじ、米飯類、もち、だんご、米菓等。 

関係機関との連携した取組強化に向け、中国四国地域食品表示監視連絡会議等を開催 

牛の飼養者及び牛肉の販売業者等に対する監視・指導等 

米穀事業者に対する監視・指導等 
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ウ 消費者等とのコミュニケーションの推進 

（１２）  

（ア）消費者団体等との意見交換会等の開催 

中国四国農政局では、各地域の消費者団体等とのコミュニケーション（消費者その

他の関係者との情報及び意見の交換）を図るため、食料の消費や食の安全に係る事項

の中から、消費者の関心の高いものをテーマとして設定し、消費者団体等との意見交

換会等を開催しています（平成 26（2014）年度開催回数７回）。 

このうち、高知地域センターでは、急速に進む高齢化社会の中で、食べることの大切

さや喜びを実感できる介護食品の普及支援をテーマとした意見交換会を開催しています。 

 

高校生による米トレーサビリティ制度の普及啓発 

中国四国農政局では、制度の普及啓発のため、 

各種説明会等での説明やイベント等でのリーフ 

レットの配布を行いました。 

また、岡山県内の高校で米トレーサビリティ 

制度の認知度向上の取組を行い、高校生が考え 

たトレーサビリティ弁当（ごはんや食材の産地 

をパッケージに盛り込んだ企画）の販売、自作 

の卓上ポップの地元飲食店等への配布、販売実 

習・イベント等での消費者へのリーフレットの 

配布など、制度の普及啓発に努めました。 自作の「卓上ポップ」（津山
つ や ま

商業高校） 

 

 

 

「食を考える意見交換会」（高知地域センター） 

平成 26(2014)年９月 26 日に中国四国農政局高知地域セ 

ンターが開催した消費者団体等との意見交換会では、「高 

齢化社会の食を考える」をテーマに、高知地域センターか 

ら農林水産省の介護食品普及支援の取組紹介を行った後、 

高知県内で介護食品の商品開発を行っている株式会社アオ 

イコーポレーション営業課長 林 健太郎氏による事例紹 

介と介護食品の試食を行いました。 

続いて、介護食品を普及させるための方策や課題、行政  

への要望等について意見交換を行いました。  

意見交換では、「介護食について知識がなかったが、これからはニーズがあると感じた。」、

「介護する者の負担が少しでも減るようにメニュー作りを進めてほしい。」等の意見が出さ

れました。  

消費者等に対する食品安全等の情報提供、消費者と生産者等との交流促進を実施 

意見交換会の様子 
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「美味しい地元の野菜で野菜嫌いをなくそう」講演会 

栄養バランスの取れた食生活の実践のために、 

子育て世代をはじめ、野菜不足や野菜嫌いの方が 

栄養豊富な野菜をしっかり食べる契機となるよう 

に「美味しい地元の野菜で野菜嫌いをなくそう」 

と題した講演会を行いました。 

講演後に、講師との意見交換を実施し、参加者 

からは「食べる事の大切さを実感でき、少しでも 

好き嫌いを無くしたいと思った。」等の意見が出 

されました。 

 

 

 

（イ）「食と農の知っ得講座」の実施 

中国四国農政局では、消費者等に対する食の安全等に係る知識の普及を図ることを

目的として、正しい情報を分かりやすく提供する「食と農の知っ得講座」を実施して

います。 

講座内容は、食品安全、食品表示、農薬、食事バランスガイド、食料自給率と日本

型食生活、食品リサイクル、食品のトレーサビリティ、農業・農村の多面的機能、農

山漁村の地域活性化の取組等となっています。 

この取組は平成 17（2005）年度から始まったもので、平成 26（2014)年度は開催回

数が 146 回、受講者が延べ 3,880 人となっています。 

 

（ウ）消費者と生産者等との交流会の開催 

中国四国農政局では、食と農への関心と理解の促進及び消費者と生産者等との信頼

関係の構築を図るため、消費者と生産者等との交流会の開催に取り組んでいます。 

平成 27（2015)年２月１日に岡山市において「美味しい地元の野菜で野菜嫌いをな

くそう」をテーマとした講演会を、同年２月７日には、広島市で広島地域センター及

び福山地域センター主催の「農を取りまく情報交流の広場」を開催しています。 

これらの交流会では、主婦、消費者団体など食や農に関心のある消費者と農業者等

が参加して、講演会やパネルディスカッションを行った後に、意見交換会等を行って

います。 

 

エ 消費者への情報提供と相談の受付 

（１３）  

中国四国農政局では、地域の消費者とのコミュニケーションを深めるための場とし

て、「消費者の部屋」を設置しています。 

「消費者の部屋」においては、消費者に対して農林水産行政、食の安全等に関する

パネル展示、パンフレット等の配布を行っています（平成 26（2014）年度展示回数 66

回）。 

「消費者の部屋」では、消費者への情報提供としてパネル展を実施 

講演会の様子 
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「夏休み特別展示～夏休み知って楽しい『食と農』～」 

中国四国農政局「消費者の部屋」におい

て、平成 26（2014）年 7 月 28 日～8 月 22

日に「夏休み特別展示～知って楽しい『食

と農』」を開催しました。 

子供達の夏休み自由研究の参考となる

ように、「食」と「農」に関するパネルの

展示や、ゲンゴロウ・メダカ・クワガタム

シ・バケツ稲の展示等を行いました。 

大勢の子供達が参加し、熱心にパネル見

学やメダカ等の観察をしました。 

 

 

 

また、より効果的に多くの消費者に情報提供を行うために、各種イベント会場等に

おいて「移動消費者の部屋」を開設し、パネル展示等を行っています。（平成 26（2014）

年度開設回数 88 回） 

さらに、消費者相談窓口を設置して、食に関する様々な相談を電話、ＦＡＸ、Ｅメ

ール等により受け付けています（平成 26（2014）年度 179 件）。 

 

オ 米穀の適正流通の確保に向けた取組 

（１４）  

米穀の適正流通を確保するため、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食

糧法)に基づき定められた、「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」

（食糧法遵守事項省令）に基づき、米穀事業者は、用途限定米穀 1を定められた用途以

外に使用しないことや主食用米とは明確な区分管理を行うこと等を義務付けられてい

ます。 

中国四国農政局では、これらが適正に行われていることを確認するため、米穀事業

者に対し巡回立入検査を実施し、不適正な事例に対して指導を行っています。 

また、中国四国農政局では、「農産物検査法」に基づく米や麦などの農産物検査の

適正な実施を確保するため、登録検査機関及び検査場所を対象に巡回立入調査を実施

し、平成 26（2014）年度において、２件の改善命令を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  主食用以外に用途が限定されている飼料用米、米粉用米、加工用米など。 

米穀の流通監視による消費者の信頼確保 

消費者の部屋 
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２ 食育の推進と「和食」の保護・継承 

（１）食育の推進 

ア シンポジウム、セミナー等による普及啓発等 

 

中国四国農政局では、平成 23（2011）年３月に策定された「第２次食育推進基本

計画」に基づき、国民一人ひとりの食育への関心を高め、食育を国民運動として推進

するために、様々な機会を通じて「食」に関する幅広い情報の発信を行っています。 

 また、「第２次食育推進基本計画」では「『周知』から『実践』へ」を目指すこと

とされており、より「実践」につながる取組として、有識者による「食育シンポジウ

ム」、「食育セミナー」を関係機関と連携し、中国・四国地域５県６会場（岡山県は

２会場）で開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育シンポジウム 「ココロもカラダも“農”で変わる 

～未来につなげる『食育のすゝめ』～」 

 

平成 26（2014）年８月６日に岡山市で、高校、大学等

の教育現場や行政による地域と連携した食育の推進を目

的に、食育シンポジウム「ココロもカラダも“農”で変

わる～未来につなげる『食育のすゝめ』～」を開催しま

した。 

基調講演では、公益社団法人全国学校栄養士協議会会

長の長島美保子氏が、「学校教育における食育の果たす

役割と課題」について現場の経験を踏まえ、分かりやす

く説明されました。 

また、パネルディスカッションでは、平成 26 年３月に

中国四国農政局が作成した「高校生・大学生等による食

育活動事例集」で取り上げた自治体、高校、大学から、

地域と連携して実践している食育について以下のとおり

事例発表がありました。 

①山口県周南市
しゅうなんし

健康医療部健康増進課 薮下友美氏 

幼稚園、大学、農林漁業者と協働し、家庭での食育を

支援する取組について 

②岡山県立津山
つ や ま

高等学校家庭科教諭 難波智子氏 

毎年１年生全員を対象に実施している食生活等につ

いてのアンケート調査に基づく目標の設定、県民局や企

業等地域の教育力を活用した取組、生徒が保育園や幼稚

園で行っている食育ボランティア活動について 

③広島経済大学経済学部４年 島田貴久氏 

学生に望ましい食生活を送ってもらうことを目的に

実施した校内での産直市、学校での野菜栽培、市場見学

ツアー等の取組について 

「周知」から「実践」に向けて「食育シンポジウム」等を開催 

パネルディスカッション 

会場の様子 

基調講演 
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イ 中国四国食育ネットワークの運営 

（１５）  

中国四国農政局では、食育を国民運動として推進していくた 

めに、食育実践者及び食育に関心がある者の情報交換の場とし 

て、平成 19（2007）年６月に「中国四国食育ネットワーク」を 

設立し、会員の活動をホームページで紹介するほか、会員が主 

催するイベントや管内の食育イベント情報等を紹介する「食育

推進だより」、「中国四国食育ネットワークメールマガジン」

で広く情報発信を行っています。平成 22（2010）年度からは、

会報誌「食育 Network News」の発行を行っています。（平成

27（2015）年３月末現在会員数：206 団体（個人））。 

また、平成 26（2014）年８月に岡山県、平成 27（2015）年２月に広島県で食育ネッ

トワーク会員の交流会を開催し、会員の食育活動の事例発表や体験活動の必要性など

について意見交換を行っています。 

 

 

 

 

 

 

ウ 事例集の発行 

（１６）  

平成 25(2013)年 12 月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登

録されたのを契機に、農林水産省では日本食文化に対する理解の

増進と普及啓発に取り組んでいます。 

中国四国農政局では、平成 27(2015)年２月に管内の郷土料理や

行事食等の食文化を継承するための活動を取りまとめて、食育活

動事例集「地域の食文化を“つなぐ”ために」を作成しました。

日本型食生活や食文化の継承に携わっている管内の食生活改善

推進協議会等の食育推進団体、行政機関等に配布しています。 

 

 

中国四国農政局ホームページ 
「食育ひろば」→「中国四国食育ネットワーク」 
http://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/network.html 

食文化継承のための 
食育活動事例集 

岡山県会場 

広島県会場 岡山県会場 

中国四国食育ネットワーク会報誌の発行及び会員交流会の開催 

食文化継承のための食育活動事例集を作成 
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エ 食事バランスガイドの活用 

（１７）  

第２次食育推進基本計画では、食生活の改善、生活習慣病の予防、国民の健康の増

進の観点から「栄養バランスに優れた日本型食生活の実践を促進する」とされていま

す。 

中国四国農政局では、１日に「何を」、「どれだけ」食べたら良いかの目安をコマ

のイラストでわかりやすく示した「食事バランスガイド」を活用し、ごはんを中心に、

魚、肉、野菜等多様な副食から構成される「日本型食生活」の実践を推進しています。 

平成 20（2008）年度からは、朝食の欠食が多く、食への関心が低いと言われている

大学生・短大生等を対象に、正しい食生活に関する意識の啓発を目的として「食事バ

ランスガイドの実践」や「食生活に関するアンケート調査」を実施しています。 

 

※「日本型食生活」とは、ごはんを中心に、魚、肉、牛乳・乳製品、野菜、海藻、豆

類、果物、茶など多様な副食などを組み合わせ、栄養バランスに優れた食生活です。  

 

 

（平成２６年度食事バランスガイドの実践結果） 

 

 

 

 

 

 

 

どの区分も足りない人

の割合が高い。 

特に、果物は足りな

い人の割合が 97.6

％と高い。 

主菜は適量の人の割

合が高いが、摂りすぎ

の人の割合も 23.0

％と他の区分に比べ

高い。 

高校生が本格的な「皿鉢
さ わ ち

料理」に挑戦！ 

 

農業生産者を中心とする高知県南国市
な ん ご く し

の南国地区農漁

村女性グループ研究会は、小学校や高校で郷土料理等の食

文化を継承する食育活動を行っています。 

平成 26（2014）年 11 月 12 日に、高知県立

高知農業高等学校で、高知の伝統料理である

「皿鉢料理」の調理体験を行いました。 

生徒達は、会員から皿鉢料理のメインであ

る「さばの姿寿司」などの作り方を教わりな

がら、大皿に美しく盛り付けました。 

この取組は毎年３年生を対象に 26 年間に

わたり実施しています。 

 

 料理区分別の摂取状況  

生徒たちの自信作 
皿鉢料理完成！ 

食生活を見直すために大学生が食事バランスガイドを実践体験 
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学生を対象とした農業体験活動  

 

 

 

 

食事バランスガイドの実践に参加した学生の感想 

・ 夕食は、いつも自分が作るので、足りないものを考えて献立を作った。（女性･同居）  

・ 外食の時でも意識してメニューを選ぶようになった。（女性・同居） 

・ もう少し早起きして、朝食をきちんと摂りたい。（女性・一人暮らし） 

 

          

（平成２６年度アンケート調査結果） 

    

    

     

    

      

 

 

 

 

オ 農林漁業体験の推進  

（１８）  

中国四国農政局では、第２次食育推進基本計画や平成 25（ 2013）年６月 14 日

に閣議決定された日本再興戦略に基づき「食の大切さ」、「農林漁業の素晴らし

さ」を学ぶ、農林漁業体験活動を支援するため、平成 22（2010）年度から、栄養教諭、

大学生等を対象に農林漁業体験の場の提供と意見交換会を開催しています。 

 平成 26（2014）年度は、中国･四国地域８県９か所（広島県は２か所）で農林漁業

体験活動と意見交換会を行っています。 

 

 

高松地域センターでは、平成 26（2014）年 10 月 

11 日に、香川県綾川
あやがわ

町
ちょう

において、将来、管理栄養 

士等を目指す学生を対象に、「食の大切さを農業と 

ともに考えよう」をテーマとした農業体験活動を行 

いました。  

香川短期大学生活文化学科の学生 49 名と教職員 

２名が、あいがも農法に取り組む横峰昭南氏のほ場 

において、もち米の稲刈り、はぜかけ、あいがもの 

捕獲、トラクターの運転を体験しました。 

その後、集会所で横峰氏から、あいがも農法との 

出会いや農業の楽しさなどについて話を聞いた後、 

意見交換を行いました。 

 

 

 

 朝食の摂取状況  

 一人暮らしの男

性は「ほとんど食

べない」の割合が

高い。 
３食べたら、バラ

ンスが良くなるか

もしれません。 

中国・四国地域で栄養教諭等や学生を対象に農林漁業体験活動を実施 

意見交換会 

農業体験の様子 
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（２）「和食」の保護･継承 

（１９）  

中国四国農政局では、「日本型食生活」などの健全な食生活の実践を促す食育を推

進する中で、日本食文化についての再認識を促し、次世代に向けて「和食」を保護・

継承する取組を進めています。平成 27（2015）年２月には食育実践者や食育に関心が

ある方を対象に、和食に欠かせない「出汁」に注目し、出汁のとり方や出汁がお吸い

物になるまでの過程を飲み比べる体験学習などを内容とする食育セミナーを開催して

います。 

 

 

 

３ 地産地消の推進 

 

（１）地産地消促進計画策定の推進 

 地産地消の取組は、農業者と消費者を結び付け、食料自給率の向上を図る上で重要

であるほか、農産物直売所や加工の取組などを通じて農業の６次産業化による地域の

食育セミナー「ココロもカラダも“農”で変わる             

～食文化を伝える『味覚の授業』～」 

 

平成 27（2015）年２月 27 日に、岡山市で食育

セミナー「ココロもカラダも“農”で変わる～食

文化を伝える『味覚の授業』～」を開催しました。 

はじめに、農林水産省大臣官房政策課食ビジョ

ン推進室の渡邉連携推進係長が、「『和食』の無

形文化遺産登録と今後の展開」と題して、情報提

供を行いました。 

続いて、西日本調理製菓専門学校の室山校長が

「だしがお吸い物になるまでの過程を飲みくら

べてみよう！！」をテーマにした体験授業を実施

し、参加者は、講師の説明を聞きながら４種類の

出汁を飲み比べた後、実際に具材を入れたお吸い

物も試食しました。 

最後に「今日一番の発見」、「伝えたいこと」、

「すぐに始めたいこと」について各グループで話

し合い、代表者が発表しました。 

「昆布や鰹節の種類や組合せで、こんなにも味

が違うことに驚いた。」、「簡単な出汁のとり方

を家庭でも実践したいし、周りの人にも伝えた

い。」、「日本の伝統料理を伝えるためにも、天

然出汁を使う機会を増やしたい。」等の意見や感

想が出されました。 

日本食文化の再認識を促し、保護・継承につなげる食育セミナーを開催 

グループワーク 

体験授業 

中国・四国地域での地産地消の様々な取組 
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活性化、所得向上にもつながるものとして、一層の推進が求められています。 

平成 23(2011)年３月１日に施行された「地域資源を活用した農林漁業者等による新

事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」（六次産業化・地産地

消法）の規定により、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進につい

ての計画（促進計画）を策定することに努めることとされました。 

平成 27(2015)年３月末現在における、中国・四国地域の促進計画策定状況は、県段

階では全ての県で策定済、市町村においては、41 市町村から国へ策定済との通知をし

ています。 

中国四国農政局では、地域での農林水産物の利用を促進するため、管内の地方公共

団体に対し、促進計画策定について啓発を行っています。また、各地の活発な地産地

消の取組事例の収集・把握、情報発信を行っています。 

 

（２）地域における地産地消の取組を支援 

ア 地産地消給食等メニューコンテスト 

 農林水産省では、地産地消の取組を一層推進するため、学校給食、社員食堂、外食

・弁当等に地場農林水産物の食材を活用している優れたメニューを表彰する「地産地

消給食等メニューコンテスト｣を実施しています。 

平成26(2014)年度は中国・四国地域から「大田市
お お だ し

学校給食センター」（島根県大田

市）及び「三豊
み と よ

市
し

立財田保育所」（香川県三豊市）が食料産業局長賞、「真庭
ま に わ

市
し

立蒜
ひる

山
ぜん

中学校」（岡山県真庭市）及び「愛媛県立今治
いまばり

特別支援学校」（愛媛県今治市）が中

国四国農政局長賞を受賞しました。 

 

●  食料産業局長賞 

【大田市学校給食センター（島根県大田市
お お だ し

）】   

地元の JA、産直出荷者協議会等との話し合い、生産や収穫時期等の情報交換や  

ほ場見学を通じて、関係者の相互理解を図り、地場産物の供給体制の検討や梅ペ  

ースト、マーマレード等の新たな加工品を開発して  

います。   

また、同センターが地域の地産地消推進の発信の  

場となり、学校給食に関する情報誌の発行や市役所  

の食堂で毎月、給食の献立を提供するなど、市民の  

地域農業や学校給食における地産地消への理解を深  

める取組を行っています。  

【三豊市立財田保育所（香川県三豊市
み と よ し

）】  

地元の道の駅と連携し、年間を通じて旬の食材を購入するなど、給食を通じ子  

ども達に季節感を伝えることを大切にしています。  

学校給食の情報紙 
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また、 JA や地元住民から指導を受けながら、な  

す、トマト、ズッキーニ等の 12 種類の野菜を栽培  

しています。収穫した野菜を使用した食育クッキン  

グや餅つきなどの体験を通じて、生産者の思いを子  

ども達へ伝え、生産者への感謝の気持ちや苦手な野  

菜も食べてみようという気持ちを育むなど、子ども  

達の食への関心を高めています。  

 

●  中国四国農政局長賞  

【真庭市立蒜
ひる

山
ぜん

中学校（岡山県真庭市
ま に わ し

）】  

受賞メニューはジャージー牛製品、蒜山大根、高原キャベツ等の地元の特産品  

を豊富に使用した献立です。野菜等は地元の道の駅や生産者から直接購入するな  

ど、季節に合わせた地場産物を積極的に活用してい  

ます。  

また、同校の栄養技師と生産者の協力により、地  

場産物の栽培過程等について取材し、生徒達に分か  

りやすい資料を作成し、ランチルームに掲示してい  

ます。生徒達は、地域で生産されている農林水産物  

や地域の農業等について知るきっかけとなり、地域  

に対する関心も高まっています。  

 

【愛媛県立今治特別支援学校  （愛媛県今治市
い ま ば り し

）】  

高等部の生徒が作業学習の時間に収穫した野菜（たまねぎ、じゃがいも、さつ  

まいも等）を給食の食材として活用し、全校生徒に提供しています。収穫時など  

作業学習の様子を校内放送や掲示板で紹介すること  

により、普段は関わりの少ない下級生や先生との会  

話や交流のきっかけとなっています。  

また、年間 76 品目、地場産率は 37.6％と全国平  

均（ 25.8％）を上回っており、地場産物を積極的に  

活用しています。  

 

 

 

 

 

 

 

ソラマメの皮むきをする園児 

受賞メニュー 

高等部の作業学習 
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４ 食品産業等の現状 

（１）食品産業の動向 

ア 食品製造業の動向 

 

 食品製造業は、地場農水産物を利用するとともに、食品製造過程において地域雇用

等を活用するなど、地域経済において重要な役割を果たしています。平成 24(2012)年 

12 月 31 日現在の中国・四国地域における食品製造業は、事業所数が 3,986 か所（前

年比 96％）、従業者数が 12 万人（同 103％）、製造品出荷額が２兆 6,921 億円（同

101％）となっています（表Ⅱ－４－３）。 

 平成 19(2007)年に増加に転じた中国・四国地域における製造品出荷額は、平成

21(2009)年から再び減少しましたが、平成 23(2011)年から２年連続で前年実績を上回

りました。中国・四国地域における事業所数、従業者数及び製造品出荷額の全国に対

するシェアは横ばいとなっています。 

 なお、10 年前の平成 14(2002)年と比較すると、製造品出荷額は全国の 0.9％増に対

して中国・四国地域では 9.2％減となっています（図Ⅱ－４－１）。 

 

 

平成22年 平成23年 平成24年 平成22年 平成23年 平成24年 平成22年 平成23年 平成24年

4,126 4,140 3,986 119,764 117,478 121,049 2,556,718 2,678,695 2,692,121

2,388 2,381 2,280 75,295 74,462 76,384 1,672,439 1,756,296 1,771,997

鳥取県 235 235 222 7,807 7,814 7,899 132,308 136,759 150,795

島根県 405 402 391 7,167 7,262 7,028 84,469 84,734 87,014

岡山県 486 490 469 18,706 19,918 19,161 598,600 642,259 618,476

広島県 745 756 720 27,116 26,185 27,394 619,407 657,668 623,653

山口県 517 498 478 14,499 13,283 14,902 237,655 234,876 292,059

1,738 1,759 1,706 44,469 43,016 44,665 884,279 922,399 920,124

徳島県 373 366 349 8,418 8,099 8,388 164,276 170,194 173,138

香川県 542 568 531 15,302 14,565 14,470 306,061 337,474 318,555

愛媛県 509 505 487 14,611 14,536 15,301 327,895 333,927 340,001

高知県 314 320 339 6,138 5,816 6,506 86,047 80,804 88,430

34,673 34,531 33,225 1,224,862 1,141,404 1,193,680 33,727,715 33,420,341 33,917,426

11.9% 12.0% 12.0% 9.8% 10.3% 10.1% 7.6% 8.0% 7.9%

製造品出荷額　(百万円）
区　　分

全国計

中国・四国のシェア

事業所数　（箇所） 従業者数　（人）

中国・四国

中国

四国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造品出荷額は２年連続で前年実績を上回る 

表Ⅱ－４－３ 食品製造業の動向 

 

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」（平成７年～平成 22年、平成 24年） 

    総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス-活動調査」（平成 23年） 

注：1) 食品製造業とは、食料品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業を合わせたものである。 

2) 中国・四国地域及び地域別合計はラウンドのため一致しない。 
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250
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350

400

2 ,500

3 ,000

3 ,500

4 ,000

平成７

年

８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年

中国四国；百億円 全国；百億円
食料製造品出荷額の推移

全国計

中国・四国

   

 

 

 

イ 外食産業の動向 

向 

 外食産業の市場規模は、個人消費の伸び悩み等の影響を受け、平成 10(1998)年をピ

ークに減少傾向にありますが、平成 24(2012)年は前年実績を上回りました。なお、そ

の規模は 29 兆 1,775 億円で、平成 10(1998)年のピーク時（32 兆 8,918 億円）の 89％

となっています。 

 一方、外食産業がほぼ横ばいから減少で推移している中、そう菜、弁当類、調理パ

ン製造等のいわゆる中食産業は、近年における単身世帯の増加、女性の就労者の増加、

個食化等のライフスタイルの変化等によりその市場規模を年々拡大しており、平成

20(2008)年にわずかに減少したものの、平成 24(2012)年は約５兆９千億円で外食産業

市場の約２割となり、そのウェイトは年々高まっています（表Ⅱ－４－４）。 

 

     （単位：億円、％） 

 平成 18年  平成 19年  平成 20年  平成 21年  平成 22 年  平成 23年  平成 24年  
外食産業の

市場規模

(A) 

 

301,570 

 

302,489 

 

300,381 

 

292,281 

 

291,780 

 

286,065 

 

291,775 
中食産業の

市場規模

(B) 

 

56,047 56,581 55,313 55,682 56,893 57,783 59,461 
(B)/(A)×

100 18.6 18.7 18.4 19.1 19.5 20.2 20.4 

表Ⅱ－４－４ 中食産業と外食産品の市場規模の推移（全国） 

 

中食産業市場規模は拡大、減少傾向にある外食産業市場規模は前年実績を上回る 

図Ⅱ－４－１ 製造品出荷額の推移 

 

 

 

 

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」（平成７年～平成 22年、平成 24年） 

    総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス-活動調査」（平成 23年） 

注：1) 食品製造業とは、食料品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業を合わせたものである。 

2) 中国・四国地域及び地域別合計はラウンドのため一致しない。 

 

資料：(財)食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計 
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また、平成 24(2012)年の外食率は 35.9％で、外食率に中食を加えた、いわゆる食の

外部化率は 45.1％となっており、いずれも平成 23(2011)年からわずかに増加していま

す（図Ⅱ－４－２）。 

 

 

 

 
資料：(財)食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計 

 

注：1) 外 食 率  ＝ 
外食産業市場規模 

（家計の食料・飲料・煙草支出－煙草販売額）＋外食産業市場規模 

2) 食の外部化率 ＝ 
外食産業市場規模＋料理品小売業 

（家計の食料・飲料・煙草支出－煙草販売額）＋外食産業市場規模 

 

中国・四国地域の外食産業の現状をみると、平成 21(2009)年の外食産業の事業所数

は、３万 6,344 店、従業員数で 23 万 2,775 人、事業所数で全国の 9.0％、従業員数で

7.3％を占める重要な産業となっています。 

 また、事業所の構成割合を業種別に見ると、「喫茶店」が事業所数の 24.9％（全国

19.1％）と大きなウェイトを占め、次いで「食堂，レストラン」が 17.1％（同 15.7

％)、お好み焼店等が含まれる「その他の飲食店」が 12.6％（同 7.8％)と全国の構成

割合より高くなっています（表Ⅱ－４－５）。 

 

 

 

 

図Ⅱ－４－２ 外食率、食の外部化率の推移（全国） 
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産業分類 
事業所数

（か所） 

構成割

合（％） 

従業員数

（人） 

構成割

合（％） 

１店当たり

（人） 

中国・四国合計  36,344 100.0 232,775 100.0 6.4 

 食堂，レストラン  6,229 17.1 45,359 19.5 7.3 

 日本料理店 3,674 10.1 30,405 13.1 8.3 

 中華料理店 3,747 10.3 23,420 10.1 6.3 

 焼肉店 1,891 5.2 15,833 6.8 8.4 

 その他の専門料理店  2,724 7.5 24,770 10.6 9.1 

 そば・うどん店  2,669 7.3 18,563 8.0 7.0 

 すし店 1,765 4.9 15,300 6.6 8.7 

 喫茶店 9,064 24.9 29,240 12.6 3.2 

 その他の飲食店  4,581 12.6 29,885 12.8 6.5 

全国合計 402,959 100.0 3,177,583 100.0 7.9 

 食堂，レストラン  63,427 15.7 540,092 17.0 8.5 

 日本料理店 50,763 12.6 462,946 14.6 9.1 

 中華料理店 56,541 14.0 384,922 12.1 6.8 

 焼肉店 19,447 4.8 187,705 5.9 9.7 

 その他の専門料理店  42,466 10.5 405,903 12.8 9.6 

 そば・うどん店  33,005 8.2 220,392 6.9 6.7 

 すし店 28,865 7.2 248,988 7.8 8.6 

 喫茶店 77,036 19.1 350,845 11.0 4.6 

 その他の飲食店  31,409 7.8 375,790 11.8 12.0 

資料：総務省「平成 21年経済センサス基礎調査（確報）」 

 

ウ 食品流通部門への支援 

 食品流通における規制緩和の進展、消費者ニーズの多様化等で競争が激化する中、

経営環境のめまぐるしい変化に積極的に対応しようとする意欲を持った事業者を支援

するため、食品流通構造改善促進法に基づく食品生産製造等提携事業により、食品製

造・販売業者と農林漁業者等の安定的な取引関係を確立するに必要な施設整備等に対

し、長期低利での資金融資等の支援措置が行われています。 

 中国・四国地域における平成 26(2014)年度の食品流通構造改善計画の認定状況は６

件となっています。 

 

 

 

表Ⅱ－４－５ 外食産業（一般飲食店）の事業者数及び従業員数（2009 年） 
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（２）卸売市場の動向 

ア 卸売市場の役割 

向 

 卸売市場は、生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとして、生産と消費を結び、

国民生活に必要不可欠な生鮮食料品等を供給しており、消費者ニーズに対応した豊富

な品揃え、多種・大量の物品の効率的な集分荷、公正な価格形成等を通じて、生産か

ら消費への橋渡しを行うとともに、国民生活に必要不可欠な生鮮食料品等を供給する

役割を担っています。 

 中国・四国地域における卸売市場は、平成 25(2013)年度末時点で 335 市場が開設さ

れています（表Ⅱ－４－６)。 

 

 

     区    分      中 国     四 国  中 国 四 国     全 国  
 中 央 卸 売 市 場     5 4 9       70 

 地 方 卸 売 市 場     103      84    187     1,105 

 政 令 規 模 未 満 市 場  68     71    139       526 

     合   計  176    159    335    1,701 

 

 

 

イ 卸売市場の市場経由率と取扱金額 

割向 

 卸売市場を経由する品物の取扱状況は、食料の消費や小売形態の変化、消費者ニー

ズの多様化、食の安全や環境問題等をはじめとする社会的要請等の情勢の変化により、

全国的に青果及び水産物の卸売市場経由率（総流通量に占める市場経由量の割合）の

低下や取扱高の減少傾向が続いています（図Ⅱ－４－３）。 

 

 

卸売市場は生鮮食料品等の流通に基幹的な役割 

市場経由率、取扱金額とも低下傾向 

表Ⅱ－４－６ 卸売市場数 

 
単位：市場 

図Ⅱ－４－３ 市場経由率の推移（全国） 

 

資料：農林水産省食料産業局調べ  

注： 1) 中央卸売市場、地方卸売市場及び政令規模未満市場とも、平成 26年３月 31 日現在。  

2) 政令規模未満市場とは、卸売場の面積が青果物 330㎡、水産物 200㎡（産地市場 330 ㎡）、  

肉類 150㎡、花き 200㎡未満のものをいう。  

資料：農林水産省「食料需給表」、「青果物卸売市場調査報告」等により農林水産省で推計 
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中国・四国地域の卸売市場における取扱金額についてみると、中央卸売市場は平成

３(1991)年度をピークに、また、地方卸売市場は平成７(1995)年度をピークとして、

いずれも取扱金額が減少傾向にあります（図Ⅱ－４－４)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 卸売市場の再編整備 

割向 

 卸売市場を巡る情勢に鑑み、平成 22(2010)年に卸売市場の適正配置、経営戦略的な

視点を持った市場運営の確保、卸売市場間の機能・役割分担の明確化による効率的な

流通の確保等を内容とし、平成 27(2015)年を目標年度とした「第９次卸売市場整備基

本方針」（以下「第９次整備基本方針」という。）が定められており、これを受け「中

央卸売市場の整備に関する計画」（以下「第９次整備計画」という。）が定められて

います。 

「第９次整備基本方針」では、卸売市場について、コールドチェーンシステムの確

立、加工処理機能の強化、公正で効率的な取引の確保、食の安全や環境問題等の社会

的要請への適切な対応や、卸売業者、仲卸業者の経営体質の強化、卸売市場関係者が

一体となった経営戦略的な視点を持った市場運営の確保が必要とされています。 

中国・四国地域の中央卸売市場にあっては、「第９次整備基本方針」及び「第９次

整備計画」に基づき、コールドチェーンを目指した低温売場の増設や加工処理機能の

強化等を図っており、また、中央卸売市場再編措置として平成26(2014)年３月末に

高知市
こ う ち し

中央卸売市場水産物部が地方卸売市場へ転換し、平成 27(2015)年４月には

高松市
た か ま つ し

中央卸売市場花き部が地方卸売市場への転換を予定しています。 

図Ⅱ－４－４ 卸売市場形態別取扱金額の推移（中国・四国） 

 

卸売市場の整備計画及び市場再編 

資料：農林水産省「卸売業者事業報告書」及び「地方卸売市場等に関する調査報告」 

 

 



- 201 - 

 

         中央卸売市場における低温売場整備事例 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）容器包装リサイクル及び食品リサイクルに向けた取組 

ア 容器包装リサイクル制度の現状と課題 

（２０）  

一般廃棄物の総排出量は、ピーク時の平成 12(2000)年と比較すると約 18％減少して

おり、ゴミ排出量の削減に関しては、順調に取組が進められていると考えられますが、

リサイクルの実施率は平成 19(2007)年頃から頭打ち状況となっています（図Ⅱ－４－

５）。 

 

 

 また、家庭ゴミ全体の５割以上（容積比）が、容器包装廃棄物で占められていま

す（図Ⅱ―４―６)。 

低温売場（広島市中央卸売市場） 低温売場（松山市中央卸売市場） 

再商品化義務量の多い事業者（大規模事業者）を優先して点検を実施 

図Ⅱ－４－５ 一般廃棄物の総排出量、総資源化量及びリサイクル率の推移（全国） 
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このため、平成 12（2000）年に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）に基づき、特定事業者は、ペット

ボトル、レジ袋等の容器包装の再商品化義務が求められています。 

中国四国農政局では、平成 26（2014）年度から新たに食品産業環境指導官（リサイ

クルＧメン）を配置し、特定事業者等の指導強化に取り組んでいます。 

その結果、地域センターとあわせて、平成 26（2014）年度は対象事業者 2,442 業者

中、再商品化義務量の多い大規模事業者等 110 業者に対し再商品化の履行状況等の点

検指導を行い、33 事業者に対し再商品化義務を履行するように指導しました。 

また、法制度の普及啓発、容器包装に係る廃棄物の発生抑制や再生利用を推進する

ため、容器包装リサイクル協会の開催する説明会等を活用した普及啓発に努めていま

す。 

しかしながら、再商品化義務を履行しない事業者が依然として存在しており、この

ような事業者に対しては、法的措置を含め、重点的な指導を行っています。平成 26

（2014）年度では、平成 27 年３月 27 日に再商品化義務を履行しない管内４事業者（全

国で７事業者）に対して、容器包装リサイクル法に基づき事業者名の公表を行ってい

ます。 

 

イ 食品リサイクル制度の現状と課題 

 

平成 19(2007)年に改正された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

（食品リサイクル法）に基づき、業種別に食品循環資源の再生利用等実施率の目標値

が定められました。しかしながら、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなること

等から、食品製造業の実施率は高いものの、食品卸売業、食品小売業、外食産業は低

く、特に外食産業ではリサイクル等への取組が低迷しています（図Ⅱ－４－７）。 

図Ⅱ－４－６ ゴミ全体に占める容器包装廃棄物の素材別比率（容積比率） 

 

 

食品廃棄物等の発生抑制や再生利用等のより一層の推進 
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また、平成 24（2012）年度の食品関連事業者（食品製造業、食品卸売業、食品小売

業及び外食産業）から排出される事業系食品廃棄物と家庭から排出される食品廃棄物

の発生量の合計は約 1,916 万ｔと推計され、このうち、「売れ残り」、「返品」、「食

べ残し」といった可食部分（いわゆる食品ロス）は 500～800 万ｔあると考えられてい

ます。 

このような状況の改善を図るため、平成 26（2014）年４月１日から、食品廃棄物等

の具体的な発生抑制の目標値を設定する業種を 16 から 26 業種に拡大して、発生抑制

に向けた取組を推進しています。 

中国四国農政局では、大学での講演（11/29山口市
や ま ぐ ち し

、12/10岡山市
お か や ま し

）やシンポジウム

への出席（パネリスト、2/11広島市
ひ ろ し ま し

）等により食品ロス削減の啓発を行うとともに、

印字ミス商品、売れ残り商品等のまだ食べられる食品・食材を、NPO 法人等が食品関

連事業者から引き取り、福祉施設等へ無償で提供する「フードバンク活動」の取組を

支援しています。平成 26（2014）年度事業では、岡山県内及び愛媛県内民間団体のフ

ードバンク活動に対し助成しています。 

また、食品リサイクル法に基づき、優良な再生利用を行う業者を登録する制度や、

食品リサイクル･ループ事業を「再生利用事業計画として認定」する制度を設けており、

平成 27（2015）年３月 31 日現在、中国・四国地域では、25 事業者（全国 183 事業者）

が登録されており、26（2014）年度は３件（全国 52 件）の計画が認定されています。 

 

ウ 食品ロス削減国民運動の展開 

 

「『もったいない』を取り戻そう！」を合言葉に、食品ロス発生の段階別にモデル

図Ⅱ－４－７ 食品循環資源の再生利用等実施率の推移 

 

 

注：19 年度までは農林水産省統計部による食品循環資源の再生利用等実態調査（以下、「統計調

査」という。）により推計。20 年度から食品リサイクル法第９条第１項に基づく定期報告結

果及び統計調査から推計。 
 

 

～ＮＯ－ＦＯＯＤＬＯＳＳプロジェクト～ 
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的な削減の取組を支援し、生活者一人ひとりが自ら意識し行動を変革する食品ロス削

減に向けた国民運動を展開しています。中国四国農政局では、庁舎内の食堂テーブル

や事務室の打合せスペースなどに、テーブルトップの設置やポスターを掲示し、来客

者にお知らせするとともに、当該運動のロゴマーク「ろすのん」のシールを作成し、

封筒や名刺に貼付するなど、「食品ロス削減国民運動」への協力を積極的に呼びかけ、

普及啓発に努めています。 

 

 

 

 

 

 

食品ロス削減国民運動のロゴマーク 

 「ろすのん」 「ろすのん」のシール 
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第５章 地域の特性を活かした多様かつ高度な農業生産を支える人・農地・技術 

1 多様な農業経営体の育成・確保  

（１）人・農地プランの推進 

 

農業生産を行っている担い手の高齢化、後継者不足や耕作放棄地の増加など、人と

農地の問題を抱えている集落、地域が多く存在しています。このような人と農地の問

題を解決するため、平成 24（2012）年度から地域農業のこれからを地域の関係者が話

し合って決める「人・農地プラン」づくりの推進に取り組んでいます。 

  中国・四国地域の人・農地プランの取組状況は、管内の 202 市町村のうち、195 市

町村で人・農地プランを作成する予定となっています。平成 27（2015）年３月末時点

において、192 市町村（98％）において作成され、プラン作成予定地域数（2,065 地域）

のうち約９割の 2,019 地域でプランが作成されています。 

 なお、作成された人・農地プランの内容をみると、地域の中心経営体を誰にするか

は決めたものの、どの農地を中心経営体に集積していくか等については、今後、地域

の話し合いを重ねる中で、段階的にステップアップしていくことなど、多くの地域で

見直しが必要なものとなっています。 

また、人・農地プランの話し合いにおいて、農地の出し手と受け手の間に中間的受

け皿があると農地集積が進みやすくなるという声から、農地中間管理機構に係る制度

が創設されました。農地中間管理機構は各県毎に設置され、平成 26（2014）年度から

本格的に稼働しています。今後は、市町村と関係機関が連携・協力し、人・農地プラ

ンにおける地域の話し合いをベースに、農地中間管理機構を積極的に活用していくこ

とが、担い手への農地の集積・集約化のポイントになるものと考えています。 

 

（２） 認定農業者制度 1の推進 

ア 認定農業者数 

 

中国・四国地域における農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者数は、平成

26(2014)年３月末現在で 19,726（うち法人 2,238）経営体と全国の 8.5％を占めてい

ます。また、認定農業者数を県別にみると、愛媛県が 4,602 経営体（中国・四国地域

の 23.3％）と最も多く、次いで高知県の 3,194 経営体となっています。さらに、主業

農家2に占める割合をみると、全国が 64.2％であるのに対し、中国・四国地域は 52.0 

％と低い状況にあります（表Ⅱ－５－１）。 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効

的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業
2 主業農家とは、農業所得が主（農家所得の 50％以上が農業所得）で１年間に 60 日以上自

営農業に従事している 65 歳未満の世帯員がいる農家。 

中国・四国管内の人・農地プランの取組状況 

全国に比べ低い、主業農家に占める認定農業者の割合 
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図Ⅱ－５－１ 営農類型別認定農業者の割合（2014 年３月末現在） 

 

 

 

 

イ 営農類型別認定農業者の割合 

農業経営改善計画の営農類型別認定状況は、単一経営が全体の 56.9％（全国 53.0

％）、複合経営が 43.1％（同 47.0％）を占めています。また、単一経営においては、

果樹類単一の割合が全体の 16.9％（同 7.5％）と最も多く、次いで施設野菜単一の割

合が 14.2％（同 8.4％）、稲作単一の割合が 7.0％（同 12.6％）となっています。 

なお、これを県別にみると、香川県では複合経営の割合が 68.5％、高知県では施設

野菜単一の割合が 57.9％、愛媛県では果樹類単一の割合が 45.5％と、特徴が現れてい

ます（図Ⅱ-５-１、表Ⅱ-５-２）。 

 

 

   

 

 

 

資料：中国四国農政局調べ 

注：「主業農家」は 2010 年世界農林業センサス（平成 22 年２月１日現在）である。 

 

資料：中国四国農政局調べ 

表Ⅱ－５－１ 認定農業者数（2014 年３月末現在） 

鳥取県 19 1,027 (5.2) 133 3,080 33.3

島根県 19 1,222 (6.2) 316 2,237 54.6

岡山県 27 3,086 (15.6) 261 4,731 65.2

広島県 20 1,429 (7.2) 422 3,454 41.4

山口県 18 1,479 (7.5) 311 2,639 56.0

徳島県 24 2,119 (10.7) 152 4,912 43.1

香川県 16 1,568 (7.9) 205 3,051 51.4

愛媛県 20 4,602 (23.3) 316 7,422 62.0

高知県 34 3,194 (16.2) 122 6,419 49.8

中国四国 197 19,726 (100.0) 2,238 37,945 52.0

全国 1,661 231,101 17,840 359,720 64.2

区　　分
主業農家
（Ｂ）

農業経営改善計画
認定数
（Ａ）　　　（％）

主業農家に占

める認定農業

者の割合

（Ａ／Ｂ）

うち法人
基本構想策
定市町村数
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表Ⅱ－５－２  主な営農類型別認定農業者の区分（2014 年３月末現在） 

 

 

（３）法人化の推進 

ア 農業生産法人の設立状況 

 

 平成 26 年(2014 年)１月１日現在の中国・四国地域における農業生産法人数は 1,790

法人で、前年に比べ 5.7％増加しています。 

前年に比べて増加数が多い県は、山口県 31 法人、香川県 14 法人、広島県 13 法人の

順となっています。また、各県別の法人数についてみると、広島県 402 法人、山口県

261 法人、島根県 259 法人と、この３県で中国・四国地域全体数の 51.5％を占めてい

ます（表Ⅱ－５－３）。 

 

 

区分
平20年
（2008）

平21年
（2009）

平22年
（2010）

平23年
（2011）

平24年
（2012）

平25年
（2013）

平26年
（2014）

鳥　取　県 83 90 99 99 109 116 124

島　根　県 184 197 214 224 233 248 259

岡　山　県 115 122 133 138 150 161 173

広　島　県 249 295 322 323 368 389 402

山　口　県 130 145 161 176 199 230 261

徳　島　県 70 71 73 72 79 89 88

香　川　県 121 124 132 141 158 166 180

愛　媛　県 185 197 209 197 209 213 225

高　知　県 76 88 97 85 88 81 78

中 国 四 国 1,213 1,329 1,440 1,455 1,593 1,693 1,790

対前年増減率（％） 14.1 9.6 8.4 1.0 9.5 6.3 5.7

全　　　国 10,519 11,064 11,829 12,052 12,817 13,561 14,333

対前年増減率（％） 11.1 5.2 6.9 1.9 6.3 5.8 5.7  

 

 

資料：中国四国農政局調べ 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 計

71 121 405 177 112 86 92 2,095 166 3,325

6.9% 10.2% 13.1% 12.5% 7.6% 4.1% 5.9% 45.5% 5.2% 16.9%

33 102 112 175 74 136 127 176 1,850 2,785

3.2% 8.6% 3.6% 12.3% 5.0% 6.4% 8.1% 3.8% 57.9% 14.2%

111 239 256 241 289 72 19 80 63 1,370

10.8% 20.2% 8.3% 17.0% 19.6% 3.4% 1.2% 1.7% 2.0% 7.0%

91 22 166 41 28 338 43 70 156 955

8.9% 1.9% 5.4% 2.9% 1.9% 16.0% 2.7% 1.5% 4.9% 4.9%

497 443 1,685 522 747 1,173 1,074 1,706 636 8,483

48.4% 37.4% 54.6% 36.7% 50.7% 55.4% 68.5% 37.1% 19.9% 43.1%

果樹類単一

施設野菜単一

稲作単一

複合経営

露地野菜単一

中国・四国地域の農業生産法人は引き続き増加傾向 

表Ⅱ－５－３ 県別農業生産法人数の推移 

資料：農林水産省経営局調べ 

 注：各年１月１日現在の法人数。 
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イ 農業経営の法人化 

（３）  

 農業経営の法人化は、一定の事務処理や金銭面での負担が必要となるものの、家計

と経営の分離による経営の明確化、経営者の意識改革、取引上の信用力の向上、資金

調達枠の拡大等の経営上のメリットが大きいことから、効率的かつ安定的な農業経営

の確立に向けた有効な取組です。 

 このため、農政局においても、個別の農業経営の現状を踏まえつつ、関係各課にお

ける経営体への支援施策の活用や、関係機関と連携して、農業経営の法人化、既存法

人のフォローアップ、経営改善の支援を行っています。 

 

（４）集落営農の推進 

 

 中国・四国地域では、集落の合意に基づき農業生産活動等を行う集落営農の取組が

盛んであり、農林水産省が実施した｢集落営農実態調査」によれば、平成 27(2015)年

２月１日現在の中国・四国地域における集落営農の数は 2,477（概数）となっていま

す。 

 集落営農には、機械の共同利用によるコスト低減、共同作業による高齢者等の作業

負担の低減、耕作放棄地の抑制、農地の利用集積の受け皿等の利点があり、地域農業

の重要な役割を担っています。 

 

 

 広島県東広島市
ひがしひろしまし

河内町
こうちちょう

小田
お だ

地区では、平成の大合併に伴う小学校の廃校等による地

域維持の危機感から、自治意識が高まり、223 世帯が参加した自治組織「共和の郷・

おだ」を平成 15（2003）年に設立しました。これ 

を契機として農業の将来に関する住民アンケート 

を行った結果、10 年後に農業から離農するという 

回答が 64％に達したことから、地域の存続に関わ 

る問題として捉え、集落を崩壊させず、農業を発 

展させていくための手段として、集落営農法人の 

検討が始まりました。 

平成 17（2005）年２月に発起人 20 人により延 

べ 50 回にも及ぶ集落座談会や研修会を重ね、同年 11 月に 13 集落を１農場とする県内

最大級の集落営農法人「ファーム・おだ」（農地集積面積 84ha、構成員数 128 戸）を

設立しました。現在では、107ha まで農地集積を図り、地域農業の維持発展に寄与し

ています。 

 さらに、水田の高度利用・多角化を図るため、大豆、小麦の二毛作、そば、アスパ

ラガス、トマトを取り入るとともに大規模牧場との耕畜連携による循環型農業を実践

効率的・安定的な農業経営のため一層の法人化を推進 

中国・四国地域では集落営農を積極的に推進 

経営の多角化・高度化に取り組む大規模法人「（農）ファーム・おだ」 

田植え後の小田の郷 
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し、独自ブランド農産物の確立を図っており、経営の大規模化、６次産業化等経営の

多角化の取組により、粗収入額は１億円を超え、Ｕ・Ｉターン就農希望者４名を雇用

しています。 

 また、経営の多角化･高度化を実現するため、米粉

パンの製造販売、米粉パン工房兼直売所「パントマイ

ム」を開設し、地域の学校給食へ米粉パンの販売も行

っています。 

 これらの取組が高く評価され、平成 26（2014）年

10 月、全国優良経営体表彰の集落営農部門において、

農林水産大臣賞を受賞しました。 

 

（５） 新規就農者の育成確保 

ア 中国・四国地域の状況 

（６）  

中国・四国地域の新規就農者は､平成 19（2007）年頃まで 600 人前後で推移してい

ましたが、平成 20（2008）年の「農の雇用事業」の開始による法人等への雇用就農の

増加などから、新規就農者数は増加しています（図Ⅱ－５－２）。 

平成 25（2013）年の新規就農者数は 1,286 人となっており、主な内訳をみると、雇

用就農者が 547 人、新規参入者が 284 人、経営継承者が 238 人となっています。 

営農類型別にみると、野菜（全体の 52％）が最も多く、次いで果樹（全体の 18％）

の順となっています（図Ⅱ－５－３）。 

また、年齢構成別にみると、20 代（37％）が最も多く、次いで 30 代（29％）、40

代（16％）の順となっています。 

 

図Ⅱ－５―２ 新規就農者数の推移（中国・四国地域） 
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直売所「パントマイム」の様子 

雇用就農の増加 
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    図Ⅱ－５―３ 平成 25 年新規就農者の状況（中国・四国地域） 
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イ 県立農業大学校（農業研修教育施設）の状況 

（７）  

 中国・四国地域各県に設置されている農業研修教育施設（農業技術、経営管理等の

習得のための研修教育施設）では、平成 25（2013）年度の定員に対する入校者の割合

が 80％（前年度 83％）と定員割れが続いています。 

 農業大学校の卒業生のうち、就農する者の割合は 51％となっており、就農せずに就

職する者の割合が 35％となっています。就職する者のうち農業関連産業に就職する者

の割合は 48％で、農協等の農業団体が 21％となっています（図Ⅱ－５－４）。 

 

図Ⅱ－５―４ 農業大学校卒業生進路(平成 26 年３月) 

    

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

農業大学校の学生のうち約半数が就農 

資料：各県独自調査を中国四国農政局で集計  

注：就農形態：新規参入（非農家出身者又は農家出身で親と別経営した者）、経営継承（親の経営 

を全部又は一部継承した者）、親元就農（親の経営に参加した者）、雇用就農（農業法人での 

就業した者） 

就職者 

資料：全国農業大学校協議会調べ 
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ウ 新規就農者に対する支援 

（８）  

 多様なルートからの就農を促進するため、就農の際に必要となる農業技術の習得、

営農資金の手当、農地の確保といった諸課題を解決することが求められています。就

農希望者に対して、各県の新規就農相談センタ－をはじめ各機関においては、各種融

資、制度等のＰＲ、就農前後の技術指導等が行われています。 

今後も、中国四国農政局では、就農希望者のニーズにあった支援施策を関係機関と

連携し実施するとともに、中国四国農政局のホームページにおける新規就農情報を随

時拡充していきます。 

 

 

 

（就農前後の支援） 

 農林水産省では、青年新規就農者を倍増（毎年２万人）させることを目指して、就

農前の研修段階及び経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して給付金を給付

する「青年就農給付金事業」が平成 24（2012）年度から実施されています。 

 就農前の研修段階では、農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する

就農希望者を支援し、年間 150 万円を最長２年間給付します。県農業大学校の学生や

先進農家・法人等で研修する方々が対象となっています。 

 また、就農初期段階では、経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗る

までの間を支援し、年間最大 150 万円を最長５年間給付します。独立・自営就農者等

が対象であり、給付金を除いた前年の所得が 250 万円を超えた場合などは給付が停止

されます。 

 中国・四国管内の給付実績は、平成 25（2013）年度は、準備型で 300 件、経営開始

型で 1,183 件となっており、今後とも制度が有効に活用されるよう、各県担当者への

周知と併せ、県農業大学校、大学等への情報提供に努めていくこととしています。 

 

（雇用就農に対する支援） 

各県に設置されている新規就農相談センターにおいては、農業法人等への就農を希

望する者に対して相談業務や無料職業紹介を行っています。 

また、農業法人等が就農希望者を新たに雇用し、実践的な研修を実施する際に支援

を行う「農の雇用事業」を通じて、農業分野における雇用創出と将来の担い手確保を

図っています。 

 

（機械・施設の導入支援） 

平成 26（2014）年度、新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開

始するために必要な資金を長期、無利子、実質無担保・無保証人で貸し付ける「青年

等就農資金」が新設されました。融資対象者は、市町村から農業経営基盤強化促進法

中国四国農政局ホームページ「新規就農の促進」 

http://www.maff.go.jp/chushi/ninaite/syunou/seido.html 
 

 

 

 

就農を促進する取組を実施 
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に基づく青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者です。 

平成 26（2014）年度は、都道府県、市町村において青年等就農計画の認定、融資の

審査が行えるよう体制整備が行われ、中国四国管内では、48 件 316 百万円の融資が行

われました。 

また、平成 26（2014）年度に人・農地プランに位置づけられた中心経営体等に対し

農業用機械・施設の導入を支援する経営体育成支援事業を活用し、中国・四国地域で

は 23 人が就農に必要な機械・施設等の整備を行い、就農計画の実現を目指しています。 

 

（６）女性の活躍の推進 

ア 地域方針等決定の場への女性の参画 

（９）  

中国・四国地域における女性の農業就業人口は、平成 26（2014）年では、平成 22(2010）

年に比べて約２万人減少しているものの、農業就業人口の 51.3％を占めており、農業

生産において重要な役割を担っています（図Ⅱ－５－５）。 

農業委員に登用されている女性の割合は増加しているものの、平成 26（2014）年で

は 7.0％にとどまっていますが、女性が登用されている農業委員会の割合は、73.4％

と半数を超えました。同様に、農業協同組合の役員に登用されている女性の割合は 7.8

％ですが、女性が複数登用されている農業協同組合の割合は、82.6％となっています

（図Ⅱ－５－６、表Ⅱ－５－４、図Ⅱ－５－７、表Ⅱ－５－５）。 

中国四国農政局では、「2020 年までに指導的地位に占める女性の割合を少なくとも

30％」という国の目標の達成に向け、男女共同参画意識の向上や女性の経営力・発言

力の向上等を目的に取組を行っており、平成 26（2014）年度は、女性の能力の積極的

な活用に向けた取組として、女性農業者が多く参加する研修等の場において支援策の

情報提供を行いました。 

今後とも、農業分野において女性が社会参画や経営参画する際に力を発揮できるよ

う、情報提供等を行っていきます。 

なお、平成 26（2014）年 11 月には徳島県で、平成 27（2015）年２月には高知県で

女性農業委員の会が発足し、中国・四国全県で女性農業委員の会が組織されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性を登用している組織数７割を超えています。 
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農業委

員会数 

女性が登用され

ている委員会数 

割合

(%) 

鳥取県 19 15 78.9  

島根県 20 13 65.0  

岡山県 28 19 67.9  

広島県 20 15 75.0  

山口県 18 17 94.4  

徳島県 24 15 62.5  

香川県 17 12 70.6  

愛媛県 20 16 80.0  

高知県 33 24 72.7  

合計 199 146 73.4  

表Ⅱ－５―４ 

 女性が登用されている農業委員会

数と割合 

図Ⅱ―５－６ 

 女性農業委員数と割合 

図Ⅱ－５－５  農業就業人口における女性の割合の推移 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

農林水産省「農業構造動態調査」(2014 年)   

資料：農林水産省経営局調べ  （平成 26 年 8 月 1 日現在）  
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イ 女性農業者自らの意識改革、経営力発展の取組 

 

農林水産省では、女性農業者が日々の生活や仕事、自然との関わりの中で培った知

恵を様々な企業のシーズと結びつけ新たな商品やサービス情報を社会に広く発信し、

社会全体での女性農業者の存在感を高め、女性農業者自らの意識改革、経営力の発展

を促し、併せて職業としての農業を選択する若手女性の増加を図るため、平成 25（2013

年）11 月から「農業女子プロジェクト」を推進しています。平成 27（2015）年３月現

在、中国・四国地域では、約 40 名（全国 260 名）の女性農業者がこの取組に参加して

います。 

岡山県内では、このプロジェクトに参加する女性農業者が中心となって、県内の女

性農業者が交流しながら、実需者、消費者等との新たな連携や、販路拡大等による経

営発展に向けた活動に取り組むネットワークである「おかやま農業女子」を平成 26

年７月に発足させるなどの展開が進んでいます。 

 

（７）障がいのある人が活躍できる環境づくり 

 

平成 21（2009）年３月 10 日、農業分野における障がいのある人の雇用を促進する

ため、福祉、保健、労働、農業の各関係機関が連携して横断的な取組や取組支援を行

う組織として、「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」が発足しました。 

  農協数 
女性が複数登用さ

れている農協数 
割合（％） 

鳥取県 3 3 100.0 

島根県 11 10 90.9 

岡山県 9 8 88.9 

広島県 13 10 76.9 

山口県 12 12 100.0 

徳島県 16 9 56.3 

香川県 1 1 100.0 

愛媛県 12 12 100.0 

高知県 15 11 73.3 

合計 92 76 82.6 

障がいのある人の雇用促進に向けて、積極的に普及啓発 

図Ⅱ―５－７ 

 女性農協役員数と割合  

表Ⅱ―５－５ 

 女性が複数登用されている農協数と割合 

女性農協役員数と割合 

資料：全国農業協同組合中央会「ＪＡ女性役員等調査」（平成 26 年 7 月 31 日） 

農業女子プロジェクトについて 
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中国四国農政局は、「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」と一体となっ

て障がいのある人の雇用の促進活動を実施しています。平成 26（2014）年度は第６回

セミナーを開催したほか、農作業に障がいのある人を受け入れるための支援策に関す

る資料の更新・配布、障がいのある人の雇用に関心のある農業者に対する相談活動、

情報提供等を実施しました。 

 

 

 

   

  平成 27（2015）年１月 21 日、岡山地域での農業分野において障がいのある人 

の雇用促進を目的に岡山市で開催し、農業関係者、福祉法人、学校関係者や行政 

機関など 78 人の参加しました。 

セミナーの中で、障がいある人の雇用の先進的な取組の事例報告や農作業に受け 

入れるための支援策の紹介を行いました。 

講演では、岡山県教育庁から特別支援教育を巡る最近の動向、おかやま発達障 

害者支援センターから発達障がいのある方との実習・就労の際の接し方、NPO 法 

人杜の家から障がい特性に配慮した作業の工夫や指示を行うことにより成果が上 

がっている事例についての説明がありました。  

      

   

  【事例紹介】 

・身体、精神、知的の各障がい者を雇用し、いちごや葉物野菜を生産。 

・平成 22（2010）年 NPO 法人杜の家設立、平成 23（2011）年就労継続支援事業 

（A 型）開始し、若手農業者と障がい者の人材育成や高齢農業者のサポートを 

実施。 

・農業生産の拡大や障がいのある人の働きやすい環境作り、行政、医療関係機 

関との連携などに取り組んでいる。 

 

 

 

 

セミナーの様子（岡山市） 

岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク第６回セミナー 
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２ 農業生産基盤の整備等の状況 

（１）農地整備の状況 

農地整備の状況 

 水田の整備状況は、中国・四国地域の大半が中山間地域であり、大型または中型機

械化営農が可能とされる標準区画以上に整備された割合は 42％と、全国平均に比べ約

21 ポイント低くなっており、特に四国地域では極めて低い状況です。 

 また、大区画に整備された割合も全国平均に比べ低くなっています（図Ⅱ－５－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 畑（樹園地、牧草地を含む）の整備状況は、末端農道の整備率が 53％で、全国平均

に比べて大幅に低くなっていますが、畑地かんがい施設の整備率は 31％と、全国平均

を上回っています。 

 地域別にみると、末端農道の整備率は、特に山陽で低くなっています（図Ⅱ－５－

９）。 

 

 

四国地域の区画整備率が低い 

図Ⅱ－５－８ 水田の整備状況（区画形状）（2013 年） 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」 

注：1）整備率算定に用いた田耕地面積は「耕地及び作付面積統計」による 2013 年 7 月 15 日時点の値。 
2）整備率算定に用いた整備済水田面積は「農業基盤情報基礎調査」による 2013 年３月 31 日時点の

推計値。 
3）標準区画とは、30ａ程度に区画整理されたもの。大区画とは、１ha 程度以上に区画整理された

ものである。 
4）「山陰」は鳥取県及び島根県、「山陽」は岡山県、広島県及び山口県、「四国」は徳島県、香川

県、愛媛県及び高知県である。 
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（２）農業農村整備の推進 

 

平成 26（2014）年度は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、農業・

農村の所得を今後 10 年で倍増させることを目指し、「強い農林水産業」、「美しく活

力ある農山漁村」の実現に向け予算編成され、農業農村整備事業予算は平成 25 年度当

初予算比で約 102.4％が確保されました。 

この中で、「農業競争力強化」の観点から、農地の大区画化・汎用化、畑地かんが

い施設等の整備、「国土強靭化」の観点から、農業水利施設の長寿命化・耐震化対策、

洪水被害の防止対策を推進しました。 

 

ア かんがい排水整備の取組 

（国営かんがい排水事業） 

中国・四国地域は、年間降水量が少ないという瀬戸内の気象条件や、労働生産性が

低い中山間地域が大部分を占めるという地形条件を踏まえ、農業用水の水源確保によ

る作物の品質向上や収量の増大、かんがい施設の整備による労力の軽減等を図ること

が必要不可欠です。 

このため、国営かんがい排水事業では、現在、７地区において農業水利施設の機能

・安全性の確保を図るため、用排水路等の更新整備や補修等を行っています（表Ⅱ－

５－６）。 

図Ⅱ－５－９ 畑の整備状況（2013 年） 

 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」 

注：1）整備率算定に用いた畑耕地面積は「耕地及び作付面積統計」による 2013 年７月 15 日時点の値。 
2）整備率算定に用いた整備済畑面積は「農業基盤情報基礎調査」による 2013 年３月 31 日時点の 

推計値。 
3）末端農道の整備とは、ほ場の各区画が幅員３ｍ以上の道路に接しているものである。 

国土強靭化と農業競争力強化の推進 
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（県営かんがい排水事業等） 

 国営かんがい排水事業に関連する地区を中心として、平成 26（2014）年度は、県営

かんがい排水事業、畑地帯総合整備事業等 112 地区を実施し、かんがい施設の整備を

行っています。 

 

（管理事業） 

 これまでに建設された農業水利施設のストック（平成 24（2012）年３月 31 日現在

：農業基盤情報基礎調査）は、中国･四国地域においてダム等の基幹的水利施設約 800

ヶ所、基幹的水路約３千㎞にも達しています。 

 しかし、これら施設は建設されてから相当年数が経過し、施設の老朽化が進んでい

るものも多くなってきています。 

 このことから、国営施設機能保全事業、国営造成水利施設保全対策指導事業、農山

漁村地域整備交付金のうち水利施設整備事業（基幹水利施設保全型及び地域農業水利

施設保全型等）の実施により、施設機能を効率的に保全するための機能診断を行うほ

か、施設の劣化（故障）が致命的になる前に、劣化の進行防止や劣化原因の除去等の

適切な措置を行い、施設機能の延伸（長寿命化）を図ることとしています。 

 また、農業水利施設が持つ多面的機能を発揮させるためには、これら施設を適切に

維持管理することが必要であり、農家だけでなく地域住民や NPO 等の多様な主体の参

画による管理体制を構築するため、国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整

備型）を 19 地区で実施しています。 

 

イ ほ場整備の取組 

 ほ場整備については、将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体の育成を図

るため、農地整備事業（経営体育成型）等により、高生産性農業の展開が見込まれる

地域を中心に生産基盤の整備を実施しています。 

 さらに、平成 26（2014）年度からは、担い手への農地集積・集約等を推進するため、

農地中間管理機構と連携した取組を推進しているところです。 

中国・四国地域においては、平成 26（2014）年度に、農地整備事業（経営体育成型）

表Ⅱ－５－６ 2014年度国営かんがい排水事業実施地区 

国営事業地区名 県名 工　　　期 備　　　考

斐伊川沿岸地区 島根県 2005～2015

岡山南部地区 岡山県 1998～2015

吉井川地区 岡山県 2013～2020 国営施設機能保全事業

小阪部川地区 岡山県 2014～2023 国営施設機能保全事業

香川用水土器川沿岸地区 香川県 2008～2016

香川用水二期地区 香川県 2014～2023

南予用水地区 愛媛県 2014～2023 国営施設機能保全事業

資料：中国四国農政局整理 
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等を 52 地区で実施しており、ほ場の大区画化や暗渠排水等、地域の状況に応じたきめ

細かな生産基盤の整備を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 農地防災・農地保全の取組 

（国営総合農地防災事業（水質障害型）） 

  農業用施設は老朽化により劣化が進行しているほか、農村地域では、都市化の進展

等に伴い生活雑排水が農業用水路へ流入するなど、水質が悪化し営農に支障を来して

いるところです。このようなことから、農業用施設の機能低下や管理上に支障が生じ

ているため、早急な対応が求められています。 

 こうしたことから、農業用水の水質保全や農業用施設の災害の防止を目的として、

吉野川下流域地区及び那賀川地区（両地区ともに徳島県）で国営総合農地防災事業（水

質障害型）を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地整備事業における整備前後の事例 

整備後   泉地区 

整備前（現在整備中） 泉北地区 

生活雑排水等が流入し水質が悪化している農業用水路 
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（直轄地すべり対策事業） 

 中国･四国地域の 85％が中山間地域であり、傾斜地が多いこと、また複数の断層破

砕帯が分布することから、地すべり防止区域が数多く指定されています。 

  このような地すべり防止区域の中で、地すべり防止対策の規模が大きく、高度な技

術を要する地区においては、農地や農業用施設、人家等を災害から守り、国土の保全

と民生の安定に資することを目的として、直轄地すべり対策事業を実施しています。 

 基本的には、地すべりを誘発する要因となる地下水位を降下させる対策として抑制

工（排水トンネル工、集水井工、水抜きボーリング工など）を実施し、それでも地す

べりを抑制できない場合には、追加対策工として構造物により地すべりを停止させる

抑止工（アンカー工、杭打工など）を実施することになります。 

中国･四国地域においては、今までに神石
じんせき

高原
こうげん

地区（広島県：H16年度完了）、高知三波
さ ん ば

川
がわ

帯地区（高知県：H23年度完了）で実施され、現在、高瀬
た か せ

地区（高知県）が実施中で

す。 

 

 

 

 

 

用水路と排水路を分離（施工状況と工事完成後） 

暫定通水による営農状況（れんこん・鳴門金時） 
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（補助事業） 

 中国・四国地域には、全国のため池約 20 万か所のうち約６万か所が存在しており、

豪雨等による被害も発生していることから、ため池に係る防災減災対策が課題となっ

ています。このため、ため池の耐震調査、ハザードマップ作成、改修整備等を実施し

ており、さらに、地すべり防止対策、農業水利施設の耐震調査や耐震化整備等も実施

しています。こうした事業の実施地区数の合計は 414 地区となっています（表Ⅱ－５

－７）。 

 

 

 

 

事 業 名 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 局計 

農村地域防災減災事業 21 42 81 29 50 31 55 75 30 414 

うち地すべり対策事業 ０ 18 10 １ 10 16 １ 26 ６ 88 

表Ⅱ－５－７ 2014年度 補助事業の実施地区数 
（単位：地区） 

資料：中国四国農政局調べ 

抑制工（排水トンネル工の施工状況と工事完成後） 

抑止工（アンカー工・杭打工の施工状況） 
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エ 災害復旧 

 平成 26（2014）年災害は、高知県、徳島県及び広島県を中心に発生した複数の豪雨

により、農地・用排水路施設への土砂流入、ため池の決壊、地すべり、道路や農地の

法面の大規模崩壊など甚大な被害が発生しました。このため、中国四国農政局では、

被害発生直後より職員を被災現地に派遣し、被害情報の収集、応急対策の指導･助言等

を実施するとともに、中国及び四国財務局と連携して災害査定の事前相談等に幅広く

対応してきました。 

 災害査定については、中国及び四国財務局、県、市町村と調整し、全 56 班体制で実

施し、平成 27 年 1 月 16 日までに全ての災害査定を了しました。現在、主に市町村を

主体として災害復旧事業が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土地改良区の推移と現状 

ア 土地改良区の現状 

（１０）  

 土地改良区は、一定の土地について土地改良事業を実施することを目的として、土

地改良法に基づき設立される公共組合です。農業用施設管理を含む土地改良事業の中

災害復旧の事例 

【農地】                  

   

【水路】 

   

 

（災害時） （復旧後） 

（災害時） （復旧後） 

土地改良区の地区数は減少 
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核的実施主体と位置付けられており、土地改良事業が地域全体の多数の農家の利害に

関係するという公的側面から、当然加入、賦課金の強制徴収等、強い公的機能が与え

られています。 

 中国・四国地域の土地改良区数は、近年の設立抑制の浸透と統廃合が進んだことか

ら、平成 25（2013）年度末の地区数は平成 13（2001）年度末に比べ 362 地区（27.1

％）減少し、972 地区となっています。 

 面積規模別の割合をみると、100ha 未満の小規模な地区が 51.1％と多く、1,000ha

以上の大規模な地区は 7.3％となっています（表Ⅱ－５－８）。 

 

 

鳥取県 40 24 27 1 92 239 107

島根県 17 7 14 9 47 727 71

岡山県 51 32 20 11 114 432 174

広島県 31 16 17 9 73 447 133

山口県 56 28 18 8 110 249 150

徳島県 82 26 17 6 131 279 165

香川県 26 37 33 10 106 604 141

愛媛県 109 37 28 15 189 300 218

高知県 85 18 5 2 110 97 175

中国四国 497 225 179 71 972 343 1,334

比率（％） 51.1 23.1 18.4 7.3

全国 2,155 1,085 920 615 4,775 546 6,816

比率（％） 45.1 22.7 19.3 12.9

 100ha
未満

平成13
（2001）
年度末
地区数

1,000ha
以上

合計

区の
平均面積

(ha)

100ha
～

300ha

 300ha
～

1,000ha

 

 

 

イ 統合整備の状況 

 

土地改良区の組織運営基盤の強化を図るため、各県では中長期的な土地改良区のあ

るべき姿として「土地改良区統合整備基本計画（マスタープラン）」を策定するなど、

計画的に土地改良区の統合整備の推進に取り組んでいます。また、国では、これら土

地改良区の統合整備の支援対策として水土総合強化推進事業を実施しており、この事

業を活用して山口県阿武
あ ぶ

地区では平成26（2014）年度に、２つの土地改良区による統

合整備が行われました。 

なお、市町村単位又は水利系統単位に土地改良区の統合整備を推進することにより

組織運営基盤の強化を図る一方、事業等が縮小し解散することが望ましい土地改良区

に対しては、土地改良施設の市町村等への移管等と併せて解散指導が行われています。 

 

 

表Ⅱ－５－８ 平成 25（2013）年度末面積規模別土地改良区数 

資料：農林水産省農村振興局「土地改良区設立状況等調査」 

統合整備推進のための取組と実績 
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被害金額 被害面積 

３ 鳥獣被害防止対策の推進 

（１）野生鳥獣による農作物等被害の状況 

（１１）  

 野生鳥獣による農作物被害は、中山間地域を中心に深刻な問題となっていますが、

これらの被害は、収益性の低下を招くのみならず、農業者の生産意欲の減退に伴う耕

作放棄など、農山村の集落機能の維持・存続にも影響を与えることから、被害防止へ

の取組の強化が重要な課題となっています。 

 平成 25(2013)年度における鳥獣による農作物被害金額は全体で約 23.9 億円です

が、獣害別にみると、イノシシが約 56％と最も高く、次いでシカとサルがそれぞれ

約 11％となっています。また、被害面積は約５千 ha となっており、被害金額と同様

イノシシの割合が高くなっています（図Ⅱ－５－10）。 

 被害の推移をみると、平成 14(2002)年度以降、被害金額・被害面積ともに概ね減

少傾向で推移していますが、依然として高い水準での被害金額・被害面積となって

おり、深刻な課題となっています（図Ⅱ－５－11）。 

 また、最近では、平坦部における被害やヌートリアやアライグマ等の特定外来生

物による被害の拡散も懸念されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害金額・被害面積ともに対前年度で減少、イノシシによる被害が依然深刻 

図Ⅱ－５－11 中国四国地域における鳥獣被害の推移（農作物） 

資料：農林水産省生産局調べ 

 

資料：農林水産省生産局調べ 

図Ⅱ－５－10 平成 25（2013）年度被害金額及び被害面積 
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（２）中国四国農政局等の取組 

ア 中国四国地域鳥獣被害対策に係る優良活動表彰の創設 

中国四国農政局では、平成26(2014)年度から中国・四国地域において鳥獣被害対策

に貢献している団体等で、他の模範となるような鳥獣被害対策活動に継続的に取り組

んでいる団体等を表彰し、その取組を広く紹介することに

より、各地域での被害防止活動を更に推進することを目的

に、中国四国地域鳥獣被害対策に係る優良活動表彰を実施

しています。平成26（2014）年度は、岡山県美作市
み ま さ か し

、広島

県世羅町
せ ら ち ょ う

横坂
よこさか

集落、徳島県上勝町
かみかつちょう

府
ふ

殿
どの

集落が受賞し、表

彰式において中国四国農政局長から表彰状を授与すると

ともに、表彰式後には受賞者との意見交換を行いました。 

 

イ 鳥獣被害対策関係部局等の連携強化 

 鳥獣被害対策の課題の解決に向けて、中国・四国地域野生鳥獣対策ネットワークで

は、研究機関のアドバイスや解決事例の情報交換を行うとともに、効果的な対策の検

討及び広域連携を促進するため、現地検討会を開催しています（表Ⅱ－５－12）。 

（ア）中国地域野生鳥獣対策ネットワーク 

中国地域野生鳥獣対策ネットワークは、平成25(2013)年７月に設立され、平成26

（2014）年度の現地検討会は、平成26（2014）年12月10日から11日に、鳥取県鳥取市
と っ と り し

及

び若桜町
わかさちょう

で開催されました。 

  第 1 日目の検討会（鳥取市）では、①生息数半減に向け 

た個体数管理のあり方、②鳥獣被害対策実施隊の活用につ

いて、③野生鳥獣対策に関する広域連携の進め方について、

意見交換が行われました。 

第２日目の現地研修会（若桜町）では、若桜町における 

獣肉利用の取組等について、現地研修が行われました。 

 

（イ）四国地域野生鳥獣対策ネットワーク 

四国地域野生鳥獣対策ネットワークは、平成20(2008)年 

５月に設立され、毎年度現地検討会が開催されています。 

平成26（2014）年度の現地検討会は、平成26（2014）年

10月30日から31日に香川県高松市
た か ま つ し

及びさぬき市で開催され

ました。 

第1日目の研修会（高松市）では、①四国各県における鳥

獣被害対策の取組紹介、②集落ぐるみで取組む鳥獣被害対

策に関する意見交換が行われました。 

第２日目の現地研修会（さぬき市）では、獣害から集落を守る取組として、緩衝帯

や侵入防止柵に関する現地研修が行われました。 

受賞者の皆さん 

検討会の様子 

緩衝帯設置に関する現地研修 
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ウ 被害防止計画の作成及び鳥獣被害対策実施隊の設置状況 

 平成 26(2014)年 10 月末現在、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のため

の特別措置に関する法律」（平成 19 年法律第 134 号）に基づく被害防止計画は、中国

四国地域全 202 市町村のうち 194 市町村（約 96％）で作成され、そのうち鳥獣被害対

策実施隊が設置されているのは、126 市町村（設置率約 65%）となっています。 

資料：中国四国農政局作成 

図Ⅱ－５－12 中国・四国地域野生鳥獣対策ネットワークの概要 

中国・四国地域野生鳥獣対策ネットワーク

１ 野生鳥獣による農林業被害（特に、イノシシ、シカ）は、中山間地域を中心に深刻な問題で、中国四国地域に
共通する課題。
２ このため、中国四国農政局では、県、関係機関等の参画によって、中国地域及び四国地域において、それ
ぞれ「野生鳥獣対策ネットワーク」を組織化し、情報の共有化、広域連携を推進するとともに、野生鳥獣に対す
る効果的な被害対策等を検討。

○各県の鳥獣被害対策の取組状況等についての情報
交換

○正しい鳥獣被害対策の実習
○各県内市町村や県域を越えた連携捕獲の情報交換

ネットワークの主な活動内容

セミナーの様子

サルの追い払い（花
火鉄砲）の実習

柵の正しい設置と点
検

電気柵の設置実習
防鳥ネットの設
置実習

モンキードック
の実演

《これまでの現地検討会開催実績》

【平成26年度】
＜中国地域ネットワーク（鳥取県）＞
○野生鳥獣対策に関する広域連携の進め方
＜四国地域ネットワーク（香川県）＞

○集落ぐるみで取組む鳥獣被害対策等を指導・支援する場合の
課題と対応

【平成24年度】
＜四国地域ネットワーク（高知県）＞
○「おおち山くじら」における地域ぐるみの鳥獣被害対策
○中土佐町矢井賀地域でのサル対策（実習）

【平成25年度】
＜中国地域ネットワーク（岡山県）＞
○美作市における鳥獣被害対策
＜四国地域ネットワーク（徳島県）＞

○地域が抱える鳥獣被害対策に関する課題等に対して、最近の
研究成果に基づく鳥獣の生態に応じた適切な対策のアドバイ
ス及び意見交換

○佐那河内村における鳥獣被害対策
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 鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者が減少及び高齢化していることから、今後一層、

地域ぐるみの鳥獣被害防止対策の中核となって実践的活動を担う鳥獣被害対策実施隊

の設置とその体制強化が必要で、中国四国農政局でも市町村に対して推進していると

ころです（表Ⅱ－５－９）。 

 

 

   県

名等 
全市町村数 

被害防止計画 

作成市町村数 

鳥獣被害対策実施隊 

設置市町村数 設置率（％）注 

全 国 1,741 1,409  939  67  

中四国計 202 194 126 65  

鳥取県 19 19  8  42  

島根県 19 17  7  41  

岡山県 27 26  15  58  

広島県 23 22  21  95  

山口県 19 19  12  63  

徳島県 24 23  19  83  

香川県 17 16  6  38  

愛媛県 20 19  10  53  

高知県 34 33  28  85  

     資料：農林水産省生産局調べ 

      注：設置率は、被害防止計画作成市町村のうち鳥獣被害対策実施隊を設置している市町村の占

める割合を示す。 

 

エ 鳥獣被害防止総合対策交付金等の活用による鳥獣被害対策への支援 

 中国四国農政局では、農業者等による地域ぐるみの

①有害鳥獣捕獲による個体数調整、②鳥獣の追い払い、

農作物の残さ等鳥獣の餌になるものをなくす生息環境

管理、③侵入防止柵の整備等の被害防除を組み合わせ

た鳥獣被害対策に加えて、④捕獲された鳥獣の処理加

工に要する技能に関する研修の実施や捕獲された鳥獣

の肉等を用いた商品（ジビエ等）の開発等の取組を地 

域協議会等が実施する場合には、「鳥獣被害防止総 

合対策交付金」により総合的に支援を行っていると 

ころです。また、平成 24（2012）年度補正予算によ 

り県協議会に資金造成した「鳥獣被害防止緊急捕獲 

等対策」において、捕獲頭数に応じた緊急捕獲活動 

や侵入防止柵の機能向上に対して支援を行いました。 

設置された侵入防止柵 

表Ⅱ－５－９ 被害防止計画作成及び鳥獣被害対策実施隊の設置状況 

       （平成 26（2014）年 10月末現在） 

ジビエの振興に関する取組 

（第１回日本ジビエサミット・鳥取市
と っと りし

） 
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４ 環境に配慮した食料生産の推進 

（１）有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進 

農林水産省では、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、

土づくり等により、肥料・農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農

業を環境保全型農業と位置づけ、平成４（1992）年度から全国的に推進しています。 

 平成 17（2005）年度からは、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したも

のに転換することを推進し、平成 18(2006)年 12 月に｢有機農業の推進に関する法律｣

(有機農業推進法)が制定され、有機農業推進法に基づき、平成 19（2007）年 4 月に「有

機農業の推進に関する基本的な方針（以下｢基本方針」という。)｣が策定され、これら

に沿って、有機農業を推進することとなりました。 

平成 22（2010）年度以降は新しい食料・農業・農村基本計画に基づき、農地での炭

素貯留、冬期湛水管理など環境保全効果の高い営農活動の導入を促進し、平成 26

（2014）年４月には、有機農業推進法に基づき、新たな基本方針が策定され、有機農

業の一層の拡大を図ることとしています。平成 26（2014）年度から環境保全型農業直

接支払は日本型直接支払の一施策として位置づけられ、農業･農村の多面的機能が適切

に発揮されるよう、環境保全効果の高い営農を支援しています。 

 

（２）エコファーマーの認定状況 

（１２）  

 中国・四国地域におけるエコファーマーの認定状況は、平成 26（2014）年３月末現

在、1 万 792 件となっており、前年度末(1 万 3,763 件)に比べ、21.6％減少しています

（表Ⅱ－５－10）。特に、鳥取県においては、JA 鳥取中央が平成 18（2006）年度に国

庫補助事業で水稲温湯消毒器を導入するための事業目標としてエコファーマー認定を

推進し、中国･四国地域でエコファーマーが最も多くなりましたが、米の付加価値販売

ができなかったこと等から、JA 主導の推進継続が中止されたため、認定期間が終了し

た農業者の再認定申請が進まず、大幅に減少しています。 

 

件数 対前年比

全　　国 1,126 98,946 211,557 216,287 201,760 186,451 92.4

中国・四国 158 4,560 13,990 14,702 13,763 10,792 78.4

鳥取県 - 13 4,073 4,156 3,566 1,280 35.9

島根県 145 940 1,788 1,733 1,780 1,500 84.3

岡山県 - 11 703 726 659 615 93.3

広島県 - 78 358 451 470 405 86.2

山口県 - 1,344 3,009 3,447 3,395 3,271 96.3

徳島県 12 1,108 1,128 1,072 1,033 1,016 98.4

香川県 - 10 163 160 165 222 134.5

愛媛県 1 548 1,207 1,359 985 1,020 103.6

高知県 - 508 1,561 1,598 1,710 1,463 85.6

H25
区分

（単位：件）

H24H23H22H17H12

 

表Ⅱ－５－10 管内のエコファーマー認定件数 

 

資料：農林水産省生産局調べ 

認定件数は平成 25（2013）年３月末に比べ 2,971 件減少 



- 229 - 

 

（３）環境保全型農業直接支払の実施状況 

 

 農林水産省では、平成 23（2011）年度から、地球温暖化防止を目的とした農地土壌

への炭素貯留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組

む農業者等に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払」を実施しています。 

平成 26（2014）年度は、全国的に取組件数、取組面積ともに増加しています。中国

・四国地域では 1,685 件（対前年比 104％）、3,462ha（同 115％）となっています（表

Ⅱ－５－11）。 

また、支援対象取組別にみると、地域特認取組を除いて、全ての取組で前年度と比

べて増加しています。特に、堆肥の施用が大幅に増加しています（表Ⅱ－５－12）。 

 

 

取組件数 取組面積 取組件数 取組面積 取組件数 取組面積 取組件数 取組面積

全　　国 6,622 17,009 12,985 41,439 15,241 51,114 16,528 61,542

中国･四国 1,016 1,172 1,549 2,488 1,623 3,015 1,685 3,462

鳥取県 71 111 106 224 100 232 101 320

島根県 328 441 470 928 519 1,111 546 1,287

岡山県 63 92 94 171 92 199 92 200

広島県 56 88 79 242 110 448 119 525

山口県 78 106 160 374 157 453 176 466

徳島県 76 53 94 70 98 81 111 109

香川県 25 18 30 40 46 71 71 102

愛媛県 141 179 169 245 143 222 103 234

高知県 178 84 347 194 358 197 366 219

（単位：件、ｈａ）

26年度
区分

23年度 24年度 25年度

 

 

 

 

 

（単位：ｈａ）

23年度 24年度 25年度 26年度 25年度 26年度 23年度 24年度 25年度 26年度

全　　国 2,911 11,344 11,831 12,864 10,426 13,564 11,258 14,469 13,320 13,763

中国・四国 326 981 964 994 651 1,039 682 958 993 1,081

鳥取県 40 143 110 125 41 117 70 70 75 74

島根県 204 358 327 333 254 403 114 256 292 318

岡山県 13 83 108 106 5 5 79 88 87 89

広島県 1 13 26 46 252 371 60 95 96 108

山口県 62 300 314 297 72 94 39 61 67 75

徳島県 4 4 6 8 - - 45 62 64 78

香川県 - 17 20 23 27 48 18 23 25 31

愛媛県 1 54 45 47 - - 177 189 171 186

高知県 1 9 8 10 - 1 80 114 116 122

区分
カバークロップ 堆肥の施用 有機農業

 

表 Ⅱ － ５ － 11  取 組 件 数 及 び 取 組 面 積 （ 見 込 み ）

 資料：中国四国農政局調べ  

資料：農林水産省生産局調べ 

注：平成 26 年度は、27 年 1 月 31 日現在の取組状況。 

表Ⅱ－５－12 支援対象取組別の取組面積（平成 26（2014）年度は見込面積） 

平成 26（2014）年度の取組件数、取組面積はともに増加 
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23年度 24年度 24年度 25年度 26年度

全　　国 2,840 7,079 8,547 15,539 21,352

中国・四国 165 550 - 408 349

鳥取県 1 11 - 6 4

島根県 124 314 - 238 234

岡山県 - - - - -

広島県 27 134 - 74 -

山口県 5 14 - - 1

徳島県 4 3 - 11 23

香川県 - - - 0 -

愛媛県 1 2 - 6 2

高知県 3 72 - 73 86

区分
冬期湛水管理 地域特認取組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）有機農業・環境保全型農業の推進状況 

ア 管内各県における有機農業推進計画の策定 

有機農業推進法第７条に基づき、国が定めた有機農業の推進に関する基本的な方針

（以下「基本方針」という。）に即して、各県は有機農業の推進に関する施策につい

ての計画（以下「推進計画」という。）を定めるよう努めなければならないとされて

おり、平成 22（2010）年 12 月までに管内全県で推進計画が策定されたところです。

その後、情勢等の変化などを踏まえ改定等が行われています（表Ⅱ－５－13）。 

なお、昨年４月に新たな基本方針が策定され、おおむね平成 30（2018）年度までに

耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を倍増する目標が設定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省生産局調べ 

注：1) 平成 26 年度は、27 年１月 31 日現在の申請状況。 

2) 堆肥の施用は、平成 25 年度から全国共通取組となったもの。 

3) 冬期湛水管理は平成 23、24 年度は全国共通取組であったが、平成 25 年度から地域特認取組と 

なっている。 

4) 平成 23、24 年度のカバークロップの取組面積にはリビングマルチ、草生栽培の取組面積を含む。 

5) 「－」は事実のないもの。 

 

＜本対策の支援対象取組＞ 
カバークロップ ：５割低減の取組(化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５

割以上低減する取組｡以下同じ｡)の前後のいずれかに緑肥等を作付けする取組 
堆肥の施用   ：５割低減の取組の前後のいずれかに堆肥を施用する取組  
有機農業    ：化学肥料及び農薬を使用しない取組 
冬期湛水管理  ：５割低減の取組とセットで行う冬期間の水田に水を張る取組 
地域特認取組  ：地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して支援の対象とする５

割低減の取組とセットで行う取組。  
 



- 231 - 

 

 

 

県 計画名 策定時期 

鳥取県 鳥取県有機・特別栽培農産物推進計画 平成 24 年１月改正 

島根県 島根県有機農業推進計画  平成 25 年３月改正 

岡山県 岡山県有機無農薬農業推進要綱 平成 19 年７月改正 

広島県 広島県環境にやさしい農業推進方針 平成 22 年 12 月策定 

山口県 山口県有機農業推進計画  平成 27 年３月策定 

徳島県 徳島県有機農業推進計画（第２期） 平成 27 年３月策定 

香川県 香川県有機農業推進計画  平成 21 年３月策定 

愛媛県 愛媛県有機農業推進計画 平成 23 年 11 月改正 

高知県 高知県有機農業推進基本計画 平成 27 年４月策定 

 

 

イ 有機農業供給力拡大地区推進事業による支援 

農林水産省では、有機農業供給力拡大地区推進事業により、有機農業に取り組む産

地が策定したプログラムに基づく、安定供給力、産地販売力、有機農業者育成力をそ

れぞれ強化する取組に対して支援を行っています（表Ⅱ－５－14）。 

 

 

県名 協議会名 産地 取組の主な内容 

徳島県 

小松島市
こ ま つ し ま し

生 物

多様性農業推

進協議会 

小 松 島

市 

水稲、葉物野菜等の有機農業に取り組んでおり、地

域の菌床シイタケ栽培から排出される廃菌床を活用し

た堆肥の利用を促進しています。 

また、田んぼの生きもの調査の実施による生産者と

消費者のつながりの構築、学校給食や地元病院に有機

農産物の提供による地域ブランドの浸透を図っていま

す。 

愛媛県 
西予
せ い よ

市
し

有機農

業推進協議会 
西予市 

水稲、かんきつを中心に有機農業に取り組んでおり、

地域内のかんきつの果皮等を活用した有機肥料の試

作、布マルチを使った露地野菜の試験栽培による農産

物の供給力強化を図っています。 

生協との連携による販路開拓、大都市での商談会に

出展し、販路拡大の取組を行っています。 

 

 

 

表Ⅱ－５－13 中国四国地域における各県の推進計画 

表Ⅱ－５－14 中国四国地域における有機農業供給力拡大地区推進事業の取組 

資料：中国四国農政局調べ 
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（５）中国四国地域環境保全型農業・有機農業推進連絡会議の取組 

 中国・四国地域では、環境保全型農業と有機農業を円滑かつ効果的に推進するため、

学識経験者、管内各県、各県農業協同組合中央会、中国四国農政局等からなる中国四

国地域環境保全型農業・有機農業推進連絡会議を設置しています。 

 本連絡会議では、全国環境保全型農業推進コンクールに推薦する事例の選定と表彰

や各地における環境保全型農業と有機農業の取組についての事例を収集・情報発信す

る等の次の取組を行っています。 

  

ア 有機農業推進フォーラムの開催 

有機農業の拡大に当たっては、地域でのまとまった取組が重要であり、また、消費

者や実需者のニーズに応えた有機農産物のロット拡大や産地拡大の取組が重要となり

ます。 

 このため、中国四国地域環境保全型農業・有機農業推進連絡会議では、有機農業者

のネットワーク化を推進することにより、生産技術面の高位平準化や組織内で情報共

有を強化するとともに、市場での有機農産物のロット拡大による販売強化等について

意見交換を行うため、平成 26（2014）年 11 月 27 日に岡山市で有機農業推進フォーラ

ムを開催しました。 

フォーラム前半は、島根県浜田市
は ま だ し

弥栄町
やさかちょう

の有限会社やさか共同農場佐藤隆相談役を

招き、「有機農業者のネットワーク化と販路の拡大」と題して、自らの 40 年に及ぶ有

機農業の取組等について基調講演を頂き、続いて農林水産省担当より「農林水産省に

おける有機農業の推進施策｣の説明が行われました。後半は、基調講演の演題について

パネルディスカッションを行いました。参加者からは、ネットワーク化の推進、有機

農産物の生産・流通及び販路を取り巻く課題などについて、活発な意見交換が行われ

ました。  

  

 

 

イ 中国四国地域環境保全型農業コンクール表彰式及び環境保全型農業推進フォー

ラムの開催 

環境保全型農業及び有機農業の確立を目指して、意欲的に経営や技術の改善に取り

組み、地域の農村環境保全活動に貢献している優良な事例を積極的に発信し、環境保

全型農業に対する理解を深めるとともに、環境保全型農業直接支援対策の一層の拡大

有機農業推進フォーラムの開催 
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を図るため、平成 27（2015）年３月２日に岡山市で中国四国地域環境保全型農業推進

コンクール表彰式及び環境保全型農業推進フォーラムを開催しました。 

平成 26（2014）年度から、全国環境保全型農業推進コンクールは農林水産省主催と

なり、中国四国地域の環境保全型農業と有機農業をより一層推進するため、優秀賞（中

国四国農政局長賞）、奨励賞（中国四国地域環境保全型農業･有機農業推進連絡会議会

長賞）の表彰を行いました。 

また、表彰式終了後は、生産局長賞を受賞した「かたつむりの会（広島県）」及び

優秀賞（中国四国農政局長賞）を受賞した岡山県立高松農業高等学校（岡山県）の記

念講演を行い、その後は技術情報の提供として、（独）農業・食品産業技術総合研究

機構近畿中国四国農業研究センター世古主任研究員による「飛ばないテントウムシの

育成と実用化～普及のための課題と今後の展望～」、全農中四国肥料農薬事業所山内

技術主管による「環境保全型農業における肥料・農薬関係について」の講演を行いま

した（表Ⅱ－５－15）。   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

受賞者 取組内容 

【生産局長賞】 

［有機農業部門］ 

かたつむりの会 

 

 

 

有機農業を実践する生産者と食の安全と健康にこだわる消費者

が相互に協力して、一体となった会の運営を行っており、広島県

が推進する「環境にやさしい農業」を 40 年にわたり実践していま

す。 

 また、神石
じんせき

高原町
こうげんちょう

の一部地区で始まった取組が、継続的な活動

により町内の他地区や隣接する市町等の有機農業の実践者へと発

展・拡大しています。 

 さらに、「有機農業塾」を運営し、有機農業を実践する人材を

育成しています。 

 

表Ⅱ－５－15 平成 26 年度環境保全型農業推進コンクール優秀賞受賞団体 

優秀賞受賞団体 

中国四国地域環境保全型農業推進コンクール表彰式及び環境保全型農業推進フォーラムの開催  
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受賞者 取組内容 

【優秀賞（中国四国農 

政局長賞）】 

［有機農業部門］ 

岡山県立高松農業高等

学校 

 

岡山県が全国に先駆けて取り組んでいる「おかやま有機無農薬

農産物」の認証を教育機関として唯一取得し、有機無農薬農業の

振興に大きく貢献しています。 

 有機米の生産では、アイガモ・どじょう稲作に挑戦し、川崎医

科大学と連携し、実験に参加するなど積極的に技術確立に関与し

ています。 

 地域の有機農業実践者や海外研修生（JICA、AMDA）とも積極的

に交流しています。 

【奨励賞（中国四国地

域環境保全型農業・有

機農業推進連絡会議会

長賞）】 

［有機農業部門］ 

鳥取中央農業協同組合

東伯有機米生産部 

 地元の畜産農家が作る牛糞堆肥と稲わらを交換する循環型農

業、化学肥料や農薬を使用しない環境保全型農業を地域と連携し

ながら 20 年以上実践しています。 

 環境保全型農業直接支援対策には、当初から生産部全員が取り

組み、環境保全への意識がとても高い組織です。 

 現状に満足することなく、会員の増加や団地化の推進を行うと

ともに、農業生産工程管理（GAP）の改善にも取り組んでいます。 

【奨励賞（中国四国地

域環境保全型農業・有

機農業推進連絡会議会

長賞）】 

［ 環 境 保 全 型 農 業 部

門］ 

岡山県立興陽高等学校 

 環境保全型農業である「アヒル・アイガモ農法」による水稲栽

培は導入して 22 年となります。新技術の研究及び実証を行い、地

域に情報を発信したり、地域の生産者の技術を学ぶなど連携を深

めながら、地域の環境保全型農業振興に貢献しています。 

 近隣小学校の児童に稲作学習を行い、農業と環境への関心向上

に取り組んでいます。 

【奨励賞（中国四国地

域環境保全型農業・有

機農業推進連絡会議会

長賞）】 

［有機農業部門］ 

有機稲作徳島成苗の会 

 

 

 水稲のポット育苗による成苗の植付け、田植え時の米ぬか散布、

田植え直後からの厳密な深水管理、水温を基準にした田植え時期

の選定等を組み合わせ、雑草の発生を効果的に抑えることで、有

機稲作の安定的な生産を可能としました。 

 技術研修会を始め、現地検討会、他の有機栽培組織との交流、

さらに DVD やホームページを作成するなど消費者や実需者に対

し、情報発信を行っています。また、圃場のリスク管理など GAP

の実践（「とくしま安２GAP 農産物（安２GAP）認証」の取得）を行

っています。 
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受賞者 取組内容 

【奨励賞（中国四国地

域環境保全型農業・有

機農業推進連絡会議会

長賞）】 

［環 境保 全型 農業 部

門］ 

香川 県農 業協 同組 合 

仲多度
な か た ど

エコやさい部会 

 土づくりに重点をおき、減農薬・減化学肥料栽培による生産を

行っており、部会員はエコファーマー認定や環境保全型農業直接

支援対策に積極的に取り組んでいます。 

 生協等と契約取引を行うなど積極的な販売に取組み、効率的な

生産と安定的な販売を確立しています。 

 部会内で勉強会を行い、土づくりの徹底や輪作体系の構築など

環境保全型農業推進におけるモデル的活動を行っています。 

 

 

５ 農林水産物・食品の輸出への取組の支援 

（１）農林水産物・食品の輸出の現状 

 

平成 26(2014)年の農林水産物・食品の輸出額は、牛肉やコメ等の輸出が拡大し、前

年（5,505 億円）に比べて 11％増の 6,117 億円となり、昭和 30(1955)年に輸出額の統

計を取り始めて以来最高を更新しました。また、米国（819 億円→932 億円）、EU（283

億円→332 億円）など購買力の高い先進諸国に対しても大きな輸出額の伸びを示しま

した（図Ⅱ－５－13）。 

これは、海外での和食ブーム等に加え、平成 23(2011)年３月 11 日に発生した東京

電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」という。）の事故に

より、諸外国で導入された日本産食品の輸入規制が、徐々に撤廃・緩和（平成 27(2015)

年２月現在、13 カ国が規制を完全に撤廃）されたことによる影響が大きいものと考え

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年の輸出額は 6,117 億円 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成 

図Ⅱ－５－13 農林水産物・食品の輸出額の推移 
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農林水産省は、「日本再興戦略」で掲げる「平成 32 年の輸出額 1 兆円目標」の具体

化のため、平成 25(2013)年 8 月に「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」(輸

出戦略)を策定・公表しました。また、平成 26(2014)年６月にはオールジャパンでの

輸出促進の司令塔として輸出戦略実行委員会を設置し、重点品目ごとの取組方向を示

す「輸出拡大方針」が決定・公表されています。 

今後も、農林水産物・食品を輸出する際に障壁となる各国の輸入規制措置について、

優先順位をつけてその撤廃・緩和に取り組み、輸出を行う農林漁業者、食品事業者に

対する支援を行っていきます。 

 

（２）中国四国農政局の取組 

 

ア 輸出証明書の発行 

平成 23(2011)年３月 11 日の東電福島第一原発の事故以来、諸外国から求められて

いる食品等に対する輸出証明書の発行が必要となり、主に都道府県がその業務を実施

してきましたが、農林水産省が一元的に行うことになり、中国四国農政局においても、

平成 25(2013)年４月１日より輸出証明書の申請の受付及び発行を開始しました。 

平成 26(2014)年４月から平成 27(2015)年３月までの証明書発行概要は、次のとおり

です（図Ⅱ－５－14）。 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

輸出証明書の発行等 

資料：中国四国農政局調べ 
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資料：中国四国農政局調べ 

図Ⅱ－５－14 輸出証明書の発行の概要 



- 237 - 

 

イ セミナーの開催 

中国・四国地域では、我が国の高品質で安全な農林水産物･食品の輸出を一層促進す

るため、関係者が一体となった取組を推進すること等を目的に、管内の地方公共団体、

農業団体、ジェトロ等の関係機関で構成する「中国四国地域農林水産物等輸出促進協

議会」を設置しています。 

  本協議会では、農林水産物等の輸出に関する情報の収集、共有化等の他セミナー・

商談会の開催等、農林水産物等の輸出促進に係る取組を実施しています。 

平成 26(2014)年度は、輸出に意欲のある生産者や食品事業者等を対象として、「国

際的に奨励されている管理手法である HACCP の導入メリット、導入に向けた支援策」

及び「事業者の販路開拓に資する基礎知識及び海外版 FCP 商談シートの活用」を内容

とするセミナーを６月、11 月に開催しました。                  

 

（３）中国・四国地域における取組 

 

各国との動物検疫協議の結果、平成 26(2014)年には牛肉の輸出がメキシコ、ベトナ

ム、インドネシア、ロシア等で解禁され、EU に対しても６月に輸出が始まるなど、日

本の高品質な牛肉輸出に弾みがついています。 

中国・四国地域においても、香川県食肉事業協同組合連合会が中心となり、独自開

発されたオリーブ飼料を与えて生産した黒毛和牛「オリーブ牛」の輸出が行われてい

ます。 

オリーブ牛はマカオ・タイを始め、最近ではフランス向けにも輸出が行われており、

脂質があっさりした、ヘルシーな牛肉として人気が高まっています。 

現在も販路拡大に向け、平成 27(2015)年の取組が進められていますが、取引の定着

のためには、おいしさを充分に広めることがポイントであり、日本ならではの食べ方

や料理方法などの食文化をともに伝えることが重視されています。 

       

地域ブランドのオリーブ牛を海外へ販路拡大 

資料：讃岐牛・オリーブ牛振興会 
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６ 農業技術の研究開発と普及 

（１）中国・四国地域における農業研究の推進 

（１３）  

 農林水産省では、農林水産政策上重要な研究のうち、農林水産分野及び関連分野の

研究勢力をあげて取り組むべき課題について、「委託プロジェクト研究」を実施して

おり、現場ニーズを一層踏まえて本研究を推進していくため、平成 26（2014）年７月

３日に「今後の委託プロジェクト研究に係る研究戦略検討会」を設置し、研究の企画

・立案、実施研究機関の公募等に活用するための研究戦略を策定することとしました。 

このため、中国四国農政局では、農業・農村の所得増大と自給力向上に向けて必要

と考えられる研究課題について、農業者、流通関係者、普及担当者等の有識者から意

見等を伺うとともに、研究機関から提案を受けるた 

め、平成 26（2014）年７月 16 日に「今後の委託プ 

ロジェクト研究に係るブロック提案会」を開催しま 

した。 

提案会では各県試験研究機関、独立行政法人、大 

学等から 52 課題が提出され、うち 12 課題について 

提案者から説明が行われるとともに、有識者から多 

くの建設的な意見や要望等が出されました。 

 

（２）地域研究・普及連絡会議等の開催 

（２）地域研究・普及連絡会議等の開催 

 地域の実情に応じた試験研究及びその成果の普及・実用化を促進するため、中国四

国農政局では、平成 26（2014）年９月 25 日に管内各県の行政機関・普及組織及び試

験研究機関、（独）農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター

等の参画の下「中国四国地域研究・普及連絡会議」を開催しました。 

 本会議では、管内地域の飼料用米の普及に向けた課題や対応方法についての意見交

換、研究機関と普及組織の連携事例の情報共有のほか、今後の普及が期待される新た

な研究成果や国の施策で対応すべき技術的課題について協議しました。 

また、管内地域の飼料用米の生産・利用に関する技術的な課題解決及び関係者間の

情報共有を図ることを目的に、平成 26（2014）年９月 24 日に（独）農業・食品産業

技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センターと共催で「飼料用米の推進に係る現

地検討会」を開催しました（現地検討会の詳細については、トピックス 11 ページをご

参照下さい。）。 

中国四国農政局ホームページ「農林水産物等の輸出促進対策」 

中国四国農政局の輸出に関する取組や関連情報等を紹介。 

アドレス：http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/export/index.html 

 
 
 
 
 
 
 

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会を開催 

提案会の模様 

飼料用米の普及に向けた検討を実施 




