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は じ め に

農林水産業は、食料生産のみならず、国土や自然環境の保全、集落機能の維持といった

多面的機能の発揮を通じ、国民の暮らしに重要な役割を担っています。

こうした中で、北陸地域においては、耕地の約９割が水田となっており、稲作を主体と

した土地利用型農業が展開されています。一方、農業者の高齢化や後継者不足に対応する

ため、それぞれの集落や地域において、「人・農地プラン」を作成し、今後の中心となる

経営体と、その経営体への農地の集積方法や、中心となる経営体とそれ以外の農業者を含

めた地域農業のあり方等を明確化することを推進しています。

「人・農地プラン」に位置付けられた経営体に対しては、農業用機械導入の支援をはじ

め、同プランに位置付けられる見込みのある農業者も対象とした青年就農給付金のほか、

農業法人等が就農希望者を雇用する際の研修等に対し支援する農の雇用事業、経営体に農

地を提供する方への農地集積協力金等の支援を通じて、集落や地域で中心となる経営体の

育成や新規就農等を促進しています。

同時に、耕作放棄地対策に取り組むとともに、農業生産の基盤となる農地の大区画化、

農業水利施設の長寿命化・耐震化等も進め、農業の生産性の向上を図っています。

一方、稲作中心の北陸農業の中にあって、地域の農林水産業と第２次、 第３次産業に

係る加工・販売分野の融合等により、地域ビジネスの展開と新たな業態を創出する６次産

業化の動きが確実に広がりつつあります。とりわけ、農産物の高付加価値化については、

伝統野菜の認証の仕組みの確立や、果物や花きをはじめとする新品種のブランド化の取組

など、野菜や果樹、畜産など幅広い分野に及んでいます。

また、持続可能な農業の展開、農山漁村の活性化を図る観点から、環境保全型農業や有

機農業を推進し、それらが展開される里地・里山・里海の取組に対して、環境保全型農業

直接支払対策、農地・水保全管理支払交付金、中山間地域等直接支払交付金をはじめとす

る各種の支援策を総合的に講じています。さらには、農業水利施設の維持管理費の軽減を

図るため、北陸特有の豊富な水資源を活用して、小水力発電を全国をリードする形で展開

しています。

農林水産業の持つ潜在力を最大限に引き出し、新たな需要を生み出す「攻めの農林水産

業」を北陸地域においても積極的に推進しているところであり、今回の「特集編」では、

こうした動きをより拡大するため、北陸固有の食材や食文化等の地域資源を活用した特

徴的な事例を紹介しています。

本報告書は、関係者の皆様に北陸地域の食料・農業・農村の最近の動向と課題、また、

各種施策についての理解を深めていただくとともに、食料自給率の向上と農山漁村の再

生に向けてそれぞれの立場で積極的に取り組んでいただく契機となることを目的に取り

まとめたものです。地域の多くの皆様からご意見等を頂ければ幸いです。
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特集編

北陸地域特有の食と農を育む地域資源

北陸地域には、食材や食文化、農業の営みを通じて形成された特有の伝統文化、祭り、

自然と共生した暮らしなど、各地域固有の地域資源が数多く存在します。これら食と農に

関連する地域資源を活用することにより、他の地域にはない強みを発揮できる可能性を秘

めていると言えます。

農業・農村が厳しい状況に直面している中で、農政には、農業を持続的に展開していく

ために農業所得拡大に向けての支援や、農村の活性化への支援が求められ、とりわけ、食

文化の発信や郷土料理の継承といった活動については、それと連動させた形での効果発現

が期待されるところです。

このような中、北陸地域には、それぞれの地域に根付いた食文化や伝統的な郷土料理、

地域特産品等を活かし、①６次産業化や認証制度等による高付加価値化、②地域コミュニ

ティの再生、③都市と農山漁村の共生・対流等の活動に取り組む農業者、地域が存在しま

す。

今回の特集編は、管内の農業者や地域のリーダーが農業・農村の活性化の方途を見い出

すことを狙いとして、北陸地域に現存する食や農に関連する様々な食文化や郷土料理を活

かした地域資源について、それらが地域に根付き継承されてきた歴史的背景・風土・由来

等を整理するとともに、地域特産品等を活用した食品の高付加価値化や地域活性化等に向

けた取組を紹介します。（図１）

１．北陸地域に根付く食材や食文化の歴史的背景

（１）北陸地域の地理的条件由来の米食文化

北陸地域の地形は、細長く新潟県から福井県まで東西約400kmに及び、背後には越後山

脈・三国山脈・飛騨山脈・白山連峰等の急峻な山々が迫っています。河川は、新潟平野に

信濃川・阿賀野川、富山平野に黒部川・神通川・庄川、加賀平野に手取川、福井平野に九

頭竜川等が貫流し、肥沃な土壌を形成しています。その河川が流れ込む日本海は、深海が

近接する変化に富んだ地形でリアス式海岸、湾や砂丘等が形成され漁業も盛んです。

気候は、夏季は高温・多照である一方、冬季は多雪・寒冷で日照時間は太平洋側の

２分の１と少なく、特に新潟県の上越・中越地方や山間部は豪雪地帯となっています。

豊富な雪解け水を活用して広大な扇状地にかんがい用水を整備するとともに、沖積低地

には排水改良を行うことで耕地の約９割（全国平均は約５割）が水田となっています。こ

のため、日本の代表的な穀倉地帯として、稲作が盛んに行われています。
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こうしたことから、北陸地域においては、米を中心とする米食文化が形成されています。

しかし、白米は古くは特別な祭事のものであり、上米の消費節約のため、日常、口にする

ことが出来るのはくず米等しかありませんでした。くず米は色々な形で食卓に上がります。

石臼で粉食に変えて、笹餅、三角ちまき、笹団子、やきもち等が作られました。これらは、

今日においても各地域で作られ定着し継承されています。

また、新潟県における米菓製造業の出荷額割合は全国の過半数を占めています。新潟県

で米菓製造がスタートしたのは明治時代のことで、それまでお菓子と言えば生菓子やまん

じゅうなどが主でした。しかし、値段がやや高かったため、比較的値段が安いお米を原料

にしたせんべいやあられが製造され始めました（図２）。

米菓の産地としては関東地域が有名でしたが、1970年代になってから新潟が全国のトッ

プとなりました。現在、米菓は全国の約半分、切りもちは約６割が新潟県で製造出荷され

図１ 農作物作付（栽培）延べ面積の推移（各県別）

資料：農林水産省「作物統計調査」
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ており、ともに全国１位の産地となっています（表）。

図２ 米菓製造業における北陸の

出荷額割合（平成22年）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編）」

注：調査対象は従業員４人以上の事業所です。

表 新潟県における米加工品の出荷額（平成22年）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編）」

注：調査対象は従業員４人以上の事業所です。

区分 出荷金額
全国に占める
割合（％）

全国順位

米　菓 1,723億円 52.7 １位

切りもち、包装もち
（和菓子を除く）

  314億円 62.6 １位

清　酒   446億円 10.1 ３位
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（２）北前船の交易が影響を与えた食材・食文化

北陸地域の食文化の形成には北前船の交

易が極めて強く影響を与えています。北前

船は、江戸中期に発生し、明治30年代まで

大阪と北海道を結ぶ日本海航路に就航した

廻船で、船主が荷主を兼ねて、寄港で各地

の特産品を売買しながら運送する「買積み

制」の経済形態をとっていました（図３）。

この北前船の交易を通じて、北海道から

昆布、ニシン等がもたらされ、富山県、石

川県、福井県において「昆布巻き」等の祭

りの日や正月のごちそうとなり、欠かせな

い郷土料理となりました。

総務省「家計調査」結果（２人以上の世

帯）都道府県庁所在地及び政令指定都市別

ランキング（平成21～23年平均）の１世帯

当たり年間の支出金額によると、昆布の年

間支出金額第１位は富山市、３位が金沢市、
と や ま し かなざわし

４位は福井市となっています（図４）。
ふ く い し

北前船の航路は、別名「昆布ロード」と

呼ばれており、特に富山県ではこぶ巻きか

まぼこ等昆布を使った郷土料理が数多く伝

えられ、庶民の中に浸透していったものと

思われます。

また、北陸の湿度や冬の適度に低い気温、降雪、水の良さなどは、味噌や麹をはじめ、

味噌漬け等の発酵食品を作り出すための良い環境になっています。新潟県では、「越後味

噌」、「佐渡味噌」として古くからブランド化が進められており、多くの味噌・しょうゆが

出荷されています。富山県、石川県では「かぶら寿し」、福井県では「鯖のへしこ」が有

名です。

図３ 北前船の航路と主な寄港地

図４ １世帯当たり年間の支出金額（２人以上の世帯）都道府県庁所在地
及び政令指定都市別ランキング（平成21年～23年平均）
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資料：総務省「家計調査」（県庁所在市および政令市別、２人以上の世帯、（平成21～23年平均））
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「鯖のへしこ」は、福井県若狭地方の伝統料

理で、鯖に塩を振ってぬか漬けにした郷土料理

です。若狭では鯖、鰯、いか、はたはた、ふぐ

等を使って作りますが、特に鯖や鰯は代表的な

もので、ぬかを軽く落とし火であぶったものは

お茶漬けや酒の肴に合い、冬の保存食として重

宝されています。現在では若狭地方の特産品・

土産物として販売されています。
「鯖のへしこ」

「昆布巻き」は、北前船の主要な交易品だっ

た蝦夷の身欠きニシンを芯に、昆布を巻き甘辛

く煮付けたものです。酒と砂糖、しょうゆで味

付し、柔らかく煮ることで昆布とニシンの旨み

が溶け出し、口の中でとろけるような味わいと

なります。

昆布は昔から高価な食材のひとつで、昆布を

「よろこぶ」の言葉にかけてめでたい席でのごちそうとされ、盆や正月に食べ

る習慣があります。昆布の消費額が日本一の富山県では「昆布巻きかまぼこ」

も有名です。

「昆布巻き」

「かぶら寿し」は、塩漬けしておいたかぶの輪切りに寒ブリの身をはさみ、

麹で漬け込み発酵させたものです。気温が低い冬場のごちそうとして地元の人

たちに愛されています。かぶのサクサクした食感と脂がのったブリのうまみ、

そして麹の酸味が合わさり、ご飯やお酒に合います。

古くは各家庭で漬けていましたが、現在では石

川県、富山県の特産品・土産物として販売され

ています。

ほかにも、だいこんとニシンを麹でつけた

「大根寿し」もよく知られていますが、こちら

は「かぶら寿し」の代用として庶民的な料理

で、今でも各家庭の食卓に並びます。 「かぶら寿し」
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（３）宗教にまつわる食文化

富山県、石川県加賀地域、福井県嶺北地域は浄土真宗の信仰が盛んで、その布教の中心

は「お講」と呼ばれる仏教を講義する会であり、この中で僧侶による講義のほかに共同飲

食を行うことが特徴となっています。

お講は、先祖の命日に行うほか、年１回親鸞聖人の命日にも行い、これを「報恩講」（ほ

うおんこう）と言います。農家においては基本的に農閑期に行われ、各家では収穫の感謝

をこめると同時に、先祖の霊を慰めるため、嫁いだ娘や孫も寄り集い、法話に聞き入りま

す。その後、収穫されたばかりの新米、里芋、大根、保存しておいた豆類、山菜類等でご

ちそうを作ってもてなします。

農山漁村には、代々受け継がれてきたくらし

の「技」や「文化」等がありますが、昔から続

く「報恩講」は、食事を通じた交流の場となっ

ています。

「ほんこさん」等とも言われており、報恩講

時の昼食として精進料理を食べながら会話を楽

しみます。精進料理の食材は、地域の豊かな食

材を中心に、その土地に伝わる伝統的な料理が

作られ、「報恩講料理」として北陸地方で継承

されています。

写真提供：福井県

「報恩講料理」
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２．地域食材の加工等による高付加価値化に結び付けた事例

これまでの歴史とともに培われてきた、食文化という地域資源を有効に活用し、第１次

産業としての農林漁業と、第２次産業(製造業)、第３次産業(小売業等)の事業との総合的

かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した付加価値を生み出す６次産業化の取組等に

より、新ビジネスの創出による農林漁業の持続的な発展と農山漁村の活性化を推進してい

ます。

北陸地域の伝統野菜の認証制度によるブランド化などの取組や、特有の食材を利用して

加工販売している取組等について、農産物・商品の高付加価値化に取り組んでいる、いく

つかの特徴的な事例を取り上げてみました。
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加賀野菜を使用した加工品認証 ≪石川県金沢市≫
かなざわし

加賀野菜とは、昭和20年以前から栽培され、現在も主として石川県金沢市で

栽培されている野菜のことで、現在、15 品目が「金沢市農産物ブランド協会」

からブランド農産物として認証されています。

金沢市では、金沢の伝統野菜を守り伝えていく必要性を強く認識していたこと

から、平成９（1997）年に農協、流通関係、行政等が一体となって金沢市農産物

ブランド協会を設立しました。

現在、加賀野菜の生産農家は延べ460戸で、生産者はブランド力、品質を保つ

ために共販体制を維持していますが、後継者育成と高齢化が課題となっています。

売上げはほぼ横ばいで推移しており、販売先としては県内向けが７割、関東、中

京、関西向けが各１割となっています。

また、金沢市農産物ブランド協会では、加賀野菜を使用した加工品を認証し、

加賀野菜ブランドに対する消費者の信頼と評価を高め、加賀野菜の需要拡大とブ

ランド力の向上を図っています。

加賀野菜の加工品の主な認証基準は、加賀野菜を原料として製造された加工品

であることや、原材料及び食品添加物等について、法令等を遵守し、適切な商品

表示がされたものであることなどです。認証された加工品については、パッケー

ジ等に「加賀野菜加工品認証マーク」が表示され、約５０種類が認証されていま

す。

最近では、金時草茶、五郎島金時やレンコン焼酎等の新商品が開発されていま

す。今後は、２年後の新幹線開通等にあわせてどのように売り込むか、関係者と

検討を行っており、ＰＲ活動を継続し情報発信をしていくこととしています。

（ホームページアドレス）http://www.kanazawa-kagayasai.com/

伝統的な野菜「加賀野菜」

写真提供：金沢市農産物ブランド協会
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ふーど工房ゆうこの手作り笹団子 ≪新潟県三条市≫
さんじようし

「ふーど工房ゆうこ」は、平成22（2010）年から三条市曲 谷地域において、
まがりたに

かんしょやじゃがいも等を栽培し学校給食用として出荷しています。野菜栽培の

ほかに、地元産のオヤマボクチ（山草）を使った笹団子（つぶあん、こしあん、

きんぴら）や自家生産のかんしょを使った笹団子等を製造し直売所、道の駅等で

販売しています。ここで作られる笹団子は地元産もち米を100％使用しています。

「ふーど工房ゆうこ」の五十嵐祐子代表は、

前職をリストラされた当時、とあるイベント

会場で飛ぶように売れる手作り笹団子を見て、

米どころ新潟で昔から家庭でも作られていた

伝統的なお団子で勝負しようと一念発起しま

した。

その際、これまでの営農経験から「付加価

値をつけなければやっていけない」と考え、

24（2012）年に自己所有の農産物加工所・直

売所を整備して、更なる販路拡大を目指して

います。

食材を直接農家から仕入れ、素材から製品まで「顔が見える」ことを売りに安

全・安心を心がけています。また、消費者と生産者の「みんなの中継点」となれ

るよう地産地消にも取り組んでいます。販売状況については、「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)に基づく「総合化事業計画」の認定時には、

５年後に設定していた販売目標が、３年目で達成する勢いです。自分の味を大事

にしつつ、「地域の食材を入れた新たな笹団子を作りたい」と話しています。

（ホームページアドレス）http://www.yukonoyasai.com/index1.html

手作り「笹団子」

写真提供： ふーど工房ゆうこ
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福井産の六条大麦を使用した加工品 ≪福井県福井市≫
ふ く い し

福井県の六条大麦は全国一の生産量(約３割)を誇っていますが、認知度につい

てはまだ低いのが現状です。平成22（2010）年に「福井大麦倶楽部」を創業した

重久弘美代表は、元々福井の米農家で、大麦も生産していましたが、農協に出荷

し県外施設に搬出され、麦茶や押麦に加工されて福井に戻ってくるのであれば、

県内で加工・流通させた方が地産地消に繋がると考えました。

そこで、この福井県の特産品である六条大麦を活かし、製品の開発と製造・販

売及び情報発信をしたいとの思いから、福井大麦倶楽部では、食物繊維をはじめ

とする栄養価の高い六条大麦の精麦・製粉の加工方法等を工夫することにより、

おいしくて美と健康によく、手軽にとれる大麦商品の開発に取り組んでいます。

現在、130品目の商品を開発していますが、家族的経営のため、人手や営業力、

機械化等の課題があると考えています。最近はインターネットの販売額が増え、

特に東京向け等が多くなっています。

また、福井県内の小中学校では、県産品を中心とする給食が提供されています。

福井大麦倶楽部では、「大麦カレーの日」には、大麦粒と大麦粉を原料とした「六

条大麦カレールゥ(中辛)」が使用されるので、大麦が大量に必要となります。六

条大麦を使ったカレールゥを開発していることから、小麦アレルギーが心配な子

供も安心して食べられます。

今後は、大麦関連食品の販売を通じて、継続して地産地消を目指すとともに、

福井県産の食品のアピールと福井の食文化の情報を発信していくこととしていま

す。

（ホームページアドレス）http://www.oomugi-club.com/

「六条大麦カレー」

写真提供：福井大麦倶楽部
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３．農山漁村コミュニティの再生につなげた事例

北陸の豊かな自然の恵みを背景として、地域の創意工夫に基づいて育まれてきた食文化

は、地産地消を推進して地域の農林水産業の振興にもつながり、企業や行政機関、地域等

でも様々な取り組みが行われています。

北陸地域における伝統な野菜として、新潟県の「長岡野菜」、富山県の「富山野菜」、石

川県の「加賀野菜」、福井県の「福井野菜」等がありますが、これらの中には、生産に手

間がかかること、大きさが不揃いで大量流通に乗りづらいことなどの理由から、限定的な

地域で流通しているものが多くあります。現在では、食育や地産地消が推進され、地元野

菜が学校給食や料理店等でも使用されるようになっています。

また、伝統野菜や郷土料理等の伝統的な食文化とかかわることで、地元企業、商店との

つながり、世代間の人々とのつながり、地域とのコミュニティ再生などにも寄与するもの

と考えられ、農山漁村の地域活性化につながることが期待されます。

新発田の食文化伝承 ≪新潟県新発田市≫
し ば た し

新潟県新発田市では、作物を育て、調理し、食べる、そして残ったものは土に

返すという、かつては当たり前であった「食の循環」をテーマとしたまちづくり

を進めています。四季折々の食材、ふるさとに伝わる食の習わしや郷土料理等を

未来に受け継いでいくために「食の循環によるまちづくり」をはじめ、様々な角

度から「新発田の食」を紹介しています。

食の循環によるまちづくりは、市民、事業者、市が毎日の暮らしの中で、「食」

の大切さを意識し、食の循環を進めるためのそれぞれの役割を理解し合い、行動

することで、食の循環を再生し、まちづくりに活かしていこうというものです。

最終的には、「食の循環の輪」をつなげることで、健康で心豊かな人材の育成、

環境との調和といった「市民生活の質の向上」と、産業の発展、まちのにぎわい

等の「地域の活性化」を目指しています。

そのまちづくりにあって、欠かすことがで

きない要素に「食文化伝承」があります。

新発田では、豊かな大地を守るため、堆肥を

活用した土づくりを行い、農産物を生産し、

豊富な食材が手に入りますが、おいしく食べ

るには調理方法を知らなければなりません。

その取組の一つとして、地域に伝わる伝承

料理や家庭料理を伝えていくため、新発田市

の食情報が満載された「しばたのおかず～郷

土の食材と料理～」を発刊しています。

（ホームページアドレス）http://www.syoku-jyunkan.jp/machidukuri/towa.html

「郷土料理づくり体験」

写真提供：新発田市
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「中島菜」による里山集落の活性化 ≪石川県七尾市≫
な な お し

能登の伝統野菜である「中島菜」は、アブラナ科の野菜で葉に刻みがあり、独

特のほろ苦さと辛みが特徴です。古くから七尾市中島町を中心に栽培され、11月
なかじままち

頃～４月頃まで収穫し、おひたしや漬け物等として食べるのが一般的です。中島

菜は軽量で冬場の栽培であることから、農薬を使用することはほとんどなく、安

全な中島菜を生産することができます。

中島菜には、血圧上昇を抑える成分が多量に含まれていることが平成９（1997）

年頃にわかり、また中島菜は他の葉菜類と比べ、ベータカロチン、ビタミンＣな

どの栄養成分が豊富に含まれ機能性が高いことから、全国各地から注文や問い合

わせが増加しています。

ＪＡ能登わかばでは、能登野菜に認定されている中島菜の栽培面積の拡大を通

じて地域の活性化を図るため、15（2003）年に「中島菜部会」を結成し、栽培講

習会の開催により、技術力と品質向上及び生産量の増加に努めています。

ＪＡ能登わかばによると、種子を厳選し栽培方法を徹底して指導し、中島菜本

来の形状、品質を守り、味にこだわっています。その中島菜には、「なかじま菜」

の商標登録マークを付けています。現在の栽培面積は約６ha、農家戸数は約60戸

です。

また、最近では、ペットボトル緑茶やプリン等の加工品の開発を進め、中島菜

の収穫時期が短いことから、年間を通じて味わってもらえるようフリーズドライ

製法による乾燥中島菜チップ・粉末を使用した新商品等新たな需要が増えてきて

います。

（ホームページアドレス）http://ja-notowakaba.jp/

「中島菜のＰＲ活動」

写真提供：ＪＡ能登わかば
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御食国（みけつくに）若狭おばまの食のまちづくり ≪福井県小浜市≫
お ば ま し

福井県の南西部に位置する若狭地方には、古く飛鳥・奈良の時代より、朝廷に

塩や海産物等の食材を提供する「御食国」としての歴史があります。現在でも若

狭湾では、様々な魚介類が育まれ漁業が盛んであり、農業分野でも有機栽培や伝

統野菜のブランド化などが進められています。

御食国の拠点であった小浜市は、地域の豊かな食と御食国の歴史に着目し、食

を重要な施策の柱に据えた「食のまちづくり」を進めており、食を中心として、

農林水産業や食に関する産業振興、環境保全、食の安全・安心の確保、身土不二*

に基づく地産地消、健全な食生活の実践による健康長寿社会の実現、食育等を総

合的に推進しています。

平成13（2001）年に全国初となる「食のまちづくり条例」を制定し、さらに、

15（2003）年には食の活動拠点施設「御食国若狭おばま食文化館」がオープンし

ました。16（2004）年には「食育文化都市」を宣言、将来のまちの発展を担う人

づくりに力を入れて取り組んでおり、子どもたちの料理教室(キッズ・キッチン)

や地場産学校給食、成人向けの各種料理教室、ふるさと料理の会食等、あらゆる

世代を対象に様々な生涯食育事業を実施しています。最近では、市民に食に関す

る正しい知識を身につけてもらうため「元気食生活実践ガイド」を作成し、講習

会等で活用しています。

現在、食を通じた農業・観光産業をテーマに、これまでの食育プログラムを教

育旅行として商品化した「食育ツーリズム」を展開し、食と産業・観光とを結び

付けることで地域経済の活性化を進めています。

（ホームページアドレス）http://www1.city.obama.fukui.jp/

*身土不二(しんどふじ)とは、人は生まれ育った土地および環境と密接につながりを持っており、

その土地で生産されたものを食することが最も身体によいということです。

「キッズ・キッチン」

写真提供：小浜市
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４．都市と農山漁村の共生・対流を促進した事例

農業の営みは農産物の生産という意味合いだけではなく、地域の宝である景観、祭事、

水資源等を生み出しています。これらが維持されることは、美しい農村や地域コミニティ

を形成する観点からとても大切であります。

特に、祭りは地域住民の絆を強固にし、さらには外部との交流を生み出し、将来的には、

都市と農村社会との共生・対流を進めるための一つの要素になると考えられます。精神的

な豊かさや生活の質の向上に価値を見いだす傾向が増しつつある中で、今まさに見つめ直

すべきものが、景観、祭事等の地域資源であると考えられます。

北陸地域には、合掌造りのかやぶき民家等、昔ながらの農村集落の景観を受け継いでい

る集落が数多く存在します。富山県には五箇山等においては、景観の保全活動が積極的に

行われています。また、傾斜の多い中山間地域を中心に様々な集落において棚田の景色が

広がっており、地域単位で観光との連携や都市住民との交流といった視点から棚田の保全

活動を行っている事例が見られます。
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「みんなで農作業の日」ｉｎ五箇山 ≪富山県南砺市≫
ご か や ま な ん と し

五箇山地区は、富山県の南西端にある南砺市の旧平 村、旧上平村、旧利賀村
たいらむら かみたいらむら と が む ら

を合わせた地域です。この地域は国内有数の豪雪地帯であり、そのような風土か

ら傾斜の急な大きな屋根を持つ合掌造りの家屋が生まれました。

南砺市（旧平村）の相 倉地区と同市（旧上平村）の菅沼地区には合掌造りの
あいのくら すがぬま

集落が残っており、隣接している岐阜県大野郡白川村の白川郷（荻町地区）とと
おおのぐんしらかわむら おぎまち

もに「白川郷・五箇山の合掌造り集落」として世界遺産に登録されています。

「みんなで農作業の日」の活動のきっかけは、旧利賀村の悲願でもあった「農

地を守りたい」との思いから始まり、村内の耕作放棄地にそばの種まきをする日

を設定し、みんなの農地をみんなで守ろうという活動です。この活動を町村合併

を機に五箇山地区全域に範囲を広げ、「みんなで農作業の日」in五箇山実行委員

会が中心となって、平成12（2000）年より活動を展開し、都市農村交流を推進し

ています。

利賀地区では、そばの栽培からそば打ち体験までが行える「そばオーナー事業」、

平地区では、相倉合掌造り集落内での「棚田米オーナー事業」、上平地区では、

特産の赤かぶの栽培体験をする「赤かぶオーナー事業」を行っています。

また、伝統野菜の五箇山かぶらの収穫体験から「報恩講御膳」を合掌造りの家

屋で食べて、伝統芸能も堪能できるツアーを開催するなど、この地域ならではの

特産、伝統、景観を最大限に活用しています。

今後も、これらの取組を重視し、「五箇山」での農業体験活動を一つの「ブラ

ンド」として広く定着させ、五箇山の魅力をより広く発信していくこととしてい

ます。

（ホームページアドレス）

http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/kanko/

「棚田米オーナー事業」

写真提供：「みんなで農作業の日」in五箇山実行委員会
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ほんものの体験で生まれる心の交流と地域の元気

≪新潟県上越市、十日町市≫
じようえつし と お か ま ち し

新潟県の南東部に位置する上越市と十日町市の山間部には、ブナの原生林が広

がり、各地で姿を消しつつある棚田が残り、かやぶき屋根の民家も点在する日本

の原風景が残っています。１年の３分の１は雪に閉ざされますが、その雪は大地

に多くの恵みをもたらしており、稲作を中心とした農業が営まれてきました。

しかし、過疎化や高齢化も進み、さらには、厳しい自然条件と大きな観光資源

のないこの地域において観光交流人口の拡大が望まれるようになりました。

このような中、「越後田舎体験推進協議会」では、平成11（1999）年に東頚城郡
ひがしくびきぐん

６町村エリアで観光交流の受け入れを開始し、これまで小さな町村ごとに単独で

行ってきた農業体験ツアーやホームステイの経験を共有し、広域エリア（現在は

上越市、十日町市）として「体験型観光」の受け入れを行い、人との関わりの中

から「豊かな心」、「生きる力」を育む体験学習等の提供を行っています。

体験プログラムは、自然体験、農業体験、食体験等、参加者の希望や季節に合

わせて100を超える中から選択でき、棚田をはじめとする生産現場そのものを活

用し、地元の生産者がインストラクターとなり、「ほんもの」の体験を提供して

います。

受入れのピークは春先の農業体験(田植等)や夏季の林間学校であり、冬季は豪

雪地の雪国体験を推進したいと考えていますが、指導者等の高齢化が進んでいる

ため、若手の育成が課題となっています。

現在、学校関係の教育旅行を中心に年間約５千人の集客となっていますが、今

年が受入れ15周年であり、今後は、一般の健康志向の高まりや癒しの観点から幅

広く集客し、体験等を通じて「心がつながる」取組を継続していくこととしてい

ます。

（ホームページアドレス）http://www.echigo-inakataiken.jp/

【食と地域の交流促進対策交付金】を活用

「高原ブナ林ハイキング」

写真提供： 越後田舎体験推進協議会
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散居村の景観を次世代に残し伝える ≪富山県砺波市≫
と な み し

砺波平野の散居村は、「カイニョ」と呼ばれる屋敷林に囲まれた伝統的家屋が
さんきよそん

点在し、緑に囲まれた小島が大海原に浮かぶ姿に似て大変美しく、日本の農村の

原風景と言われる素晴らしい景観です。屋敷林は、杉を主体として落ち葉や小枝

は燃料に、成長した樹木は家を建てるための建材となるほか、燃やした灰は水田

の肥料になるなど、循環型の生活の基礎となってきました。

しかし、近年、生活スタイルの変化に伴い屋敷林の循環型活用もなくなり、枝

打ちや落ち葉の処理などの維持管理も困難なことから、屋敷林を伐採する家が見

られるようになってきています。

こうした中、カイニョを守り育てる活動を続けることを目的として、平成９（1

997）年に「砺波カイニョ倶楽部」が発足し、カイニョの見学や掃除、勉強会等

を開始しました。

そして、富山県も14（2002）年から「散居景観を活かした地域づくり協定」を

締結した集落の枝打ちの費用、カイニョ育成費用、景観保全を目的とした研修会

活動費等への支援を開始しました。そして、散居景観を保全するための拠点施設

として「となみ散居村ミュージアム」が18（2006）年にオープンしました。

また、23（2011）年からは特定非営利活動法人「砺波土蔵の会」が散居村民泊
とな み ど ぞ う

モニターツアーの企画や空き家調査を行うなど、散居村という重要な農村景観を

次世代に引き継ぐため、民間と行政が一体となって保全に取り組んでいます。

さらに、18（2006）年に発足した有志メンバー「卯月の会」は、都会の人たち
うづ き

に砺波の伝統的家屋の中で郷土料理を味わってもらうなど、散居村に伝わる伝承

料理の普及活動や食による交流活動を行っており、様々なグリーンツーリズム事

業との連携が図られています。

（ホームページアドレス）

http://www.city.tonami.toyama.jp/shisetsu/sankyo/sankyo.html

「砺波平野の散居景観」

写真提供：砺波市
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やすらぎの里・金蔵の地域再生 ≪石川県輪島市≫
かなくら わ じ ま し

輪島市金蔵地区は、能登半島のほぼ中心に位置し、昔から稲作が盛んに行われ、

奥能登地域の中では比較的経済的に豊かな集落の一つでした。しかし、少子高齢

・過疎化の波は避けられず、平成９（1997）年に地域住民のよりどころであった

金蔵小学校が廃校となり、住民の心の中に喪失感が生まれました。

このような中、村おこしの機運が高まり、金蔵の誇れる歴史を後世に伝えてい

こうと、心のよりどころであった学校の名前を組織名とした「やすらぎの里
さと

金蔵学校」を立ち上げました。当初（12（2000）年）は有志による集まりでした
かなくらがつこう

が、15（2003）年からは地元住民が参加する特定非営利活動法人となり、地域の

自然景観や伝統文化を生かしたエコツーリズムや商品販売等に取り組んでいます。

金蔵学校では、地域資源の再発見として、貴重な遺産となる５つの寺（金蔵寺、

慶願寺、正願寺、圓徳寺、正楽寺）や集落に存在する地蔵等、様々な歴史や伝説

をマップや年表にするとともに、棚田の中に農家が点在する集落全体を「やすら

ぎの里」と位置づけ、より人が訪れる場所となるように案内板や散策路等の設置

を行っています。

また、はざ干しした棚田米の販売や金蔵米づくりオーナー制度、酒米づくりオ

ーナー制度、空き家を活用した野草茶屋「寺々」での地場食材を使った食事の提
じーじー

供、金蔵万燈会のイベント実施等により、都市住民との絆づくりを図っています。
かなくらまんとうえ

このような取組により、貴重な地域資源を見直し、活用することで交流人口を

増加させ、集落を活性化することで地域再生を目指しています。

（ホームページアドレス）http://po5.nsk.ne.jp/~gakkou/

【食と地域の交流促進対策交付金】を活用

「里山体験ツアー」

写真提供：やすらぎの里 金蔵学校
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（まとめ）

地域固有の食文化や地域に伝わる郷土料理、地域特産品等は、農林水産物・食品の付加

価値を高め、農業所得の拡大や農村の活性化を現実のものとする大きな可能性を有してい

ます。今後は、生産者自らが、「食」という地域資源の有する可能性を最大限引き出しつ

つ、需要を生み出していくことが求められます。農林水産省は、「攻めの農林水産業」を

展開し、農山漁村の豊かな資源が成長の糧となる地域の魅力があふれた社会の実現を目指

しており、現場の声を踏まえながら必要な政策ツールを用意し、生産現場や地域を積極的

に支援していくこととしています。





動向編

第Ⅰ章 北陸地域における食料自給率向上に向けて

第Ⅱ章 食の安全と消費者の信頼の確保、望ましい

食生活の推進

第Ⅲ章 農業生産の現状と課題

第Ⅳ章 北陸農業の維持的発展

第Ⅴ章 ６次産業化等への取組

第Ⅵ章 農山漁村の活性化と共生・対流の促進
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第Ⅰ章 北陸地域における食料自給率向上に向けて

１．北陸地域の食料自給率の動向

（１）我が国の食料自給率の動向

食料自給率とは、国内の食料消費が、国内の

生産でどの程度賄えているかを示す指標のこと

です。

食料自給率には、食料に含まれるカロリーを

用いて計算した「カロリーベース総合食料自給

率」と、カロリーの代わりに価格を用いて計算

した「生産額ベース総合食料自給率」がありま

す。

「カロリーベース総合食料自給率」は、食料

が生命と健康の維持に不可欠な最も基礎的なも

のであるとの観点から、基礎的な栄養価であるカロリーに着目し算出しています。

また、「生産額ベース総合食料自給率」は、比較的低カロリーである野菜・果実や、飼

料の多くを輸入に依存しているため、カロリーベース総合食料自給率が低く算出される畜

産物等の生産活動をより適切に反映させる観点から、経済的価値である生産額に着目し算

出しています。

我が国の食料自給率の動向をみると、「カロリーベース総合食料自給率」については、

昭和40（1965）年度の73％から年々低下し、平成10（1998）年度には40％となり、それ以

降はほぼ横ばいで推移しており、「生産額ベース総合食料自給率」も同様に長期的に低下

傾向で推移しています(図Ⅰ－１)。

このように我が国食料自給率が長期

的に低下してきた要因は、主に、消費

面においては、国内で自給可能な米の

消費量が昭和40（1965）年度の111.7kg

から平成23（2011）年度の57.8kgへ約

半分に減少する一方、輸入に多くを依

存している飼料穀物や油糧原料を使用

する畜産物や油脂の消費が増加するな

ど、食生活が大きく変化したことがあ

げられます。

また、生産面においては、食生活の

変化に対応できなかったこと、農業就

業者の減少・高齢化、耕地面積の減少

等が進行したことにより、国内生産が

縮小したことがあげられます。

資料：フード・アクション・ニッポン資料より

資料：農林水産省「食料需給表」

図Ⅰ－１ 我が国の食料自給率の推移
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このような状況を踏まえ、22（2010）年３月に策定された現在の「食料・農業・農村基

本計画」においては、32（2020）年度の食料自給率目標は、国際情勢、農業・農村の状況、

課題克服のための関係者の最大限の努力等を前提として、我が国のもてる資源を全て投入

した時にはじめて可能となる高い目標として、カロリーベースで50％、生産額ベースでは

70％に引き上げることを掲げています。こうした中、平成25年１月に農林水産大臣を本部

長とする「攻めの農林水産業推進本部」が立ち上げられ、「意欲ある担い手の確保等によ

る力強い生産の展開」「生産現場自らが需要の動向をつかみながら高付加価値化を積極的

に進める」ことの取組により、農林水産業の持つ潜在力を最大限に引き出すとともに、多

面的機能についても十分に発揮することを掲げています。今後は、こうした取組を通じ、

食料自給率の目標達成を目指し国民に分かりやすく情報提供しつつ、生産面及び消費面で

の取組を推進していくこととしています。

（２）北陸各県の食料自給率の動向

農林水産省では、各都道府県における食料自給率向上に向けた積極的な取組を推進する

ためのツールとして、入手可能なデータを基に、都道府県別の食料自給率を毎年度試算・

公表しています。

北陸地域における「カロリーベース総合食料自給率」は、各県とも全国値を上回ってい

ます。しかしながら、品目ごとにみると、米が全体の自給率を引き上げており、米を除く

と12％となり、全国の20％を大きく下回る水準となっています(図Ⅰ－２、表Ⅰ－１)。

また、「生産額ベース総合食料自給率」は、新潟県が全国値を大きく上回って推移して

いる一方で、他の３県は全国値を下回っています(図Ⅰ－３)。
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資料：農林水産省「食料需給表」
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北陸地域における農業生産については、米に対する依存度が他の地域に比べて際立って高

いことは、農業産出額の約６割を米が占めている状況をみても明らかです。

今後は、米の消費拡大を図りながら、野菜、畜産物等の作目の多様化と全耕地面積の約

９割を占める水田を有効利用して、麦、大豆、米粉用米等の新規需要米といった食料自給

率向上のポイントとなる作物の生産拡大を図っていくことが重要です。

県別自給率

穀類

米

北陸４県 80 190 301 12 24 41 50 13 3 14 9 46 7

新　　潟 101 242 384 13 28 46 73 19 4 22 12 26 9

富　　山 77 183 289 12 13 68 19 10 2 10 7 57 7

石　　川 50 110 174 11 25 19 41 8 1 9 9 83 4

福　　井 67 163 254 9 28 21 34 5 1 6 5 35 6

全　　国 39 65 98 20 66 25 77 34 7 10 28 60 3

資料：農林水産省「食料需給表」をもとに北陸農政局において試算

注：都道府県別食料自給率については、

１．データの制約から、各都道府県の生産・消費の実態を十分把握できていない部分があること、

２．各地域の自然・社会・経済的な諸条件が異なっていることから、その水準を各都道府県間で単純に比較できるものではないこと、

    に留意されたい。

果実

県名

米を
除いた
自給率

いも類 豆類 野菜 肉類 鶏卵
牛乳・
乳製品

魚介類 油脂類

表Ⅰ－１平成22(2010)年度 食料自給率（カロリーベース、概算値） （単位：％）
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２．食料自給率向上に向けた取組

（１）フード・アクション・ニッポンの概要

世界規模で食料問題が深刻化する中、我が国の食

料自給率向上のためには、消費者・企業・団体・行

政等全ての国民が一体となって国産農産物の消費拡

大を具体的に推し進めることが重要です。

そのため、「FOOD ACTION NIPPON（フード・アクション・ニッポン）」が、平成20（200

8）年10月に立ち上げられました。

これは、趣旨に賛同する企業や団体等に「推進パートナー」への登録を働きかけ、食料

問題に対する認識を広く共有し、食料自給率向上に資する行動を起こすための取組であり、

「推進パートナー」数は順調に拡大しており、既に7,000社を超えています。このうち、

北陸地域における「推進パートナー」数は、25（2013）年３月31日現在で646社となって

います(図Ⅰ－４)。

今後も「推進パートナー」の拡大推進を図るため、積極的に広報を進めていきます。

（２）北陸地域のフード・アクション・ニッポンの取組

・金沢大学課外授業の実施

24(2012)年4月27日、金沢大学の行政の

現場に学ぶ「課外授業」として大学でのテ

ーマ“持続可能な食料生産・確保について

政策現場の先端の取組み”に合わせ、第1

部として「“夢と絆”忘れかけていた私た

ちの生き方GIAHS（世界農業遺産）」と題し、

昨年世界農業遺産に能登と佐渡が認定され

るまでの取組を紹介、第2部では「“環境の

現場に学ぶ”食料自給率、食品ロスとフードマイレージについて」と題し、日本の食料

図Ⅰ－４ 北陸地域の推進パートナーの推移

資料：農林水産省資料に基づき北陸農政局において作成

金沢大学課外授業の様子
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自給率の現状と自給率向上に向けた取組の紹介を行いました。

受講後、受講生からは持続可能な農業とはどういったものかとの質問が出され、一例

として連作障害を解消するための輪作体系の農業などを紹介しました。

・野々市小学校（石川県）で授業を実施
の の い ち

24年12月19日、我が国の食料自給率について考えることを通じ食の大切さや豊かな人間

形成に役立てるため、野々市市立野々市小学校の依頼を受け総合学習の一環として５年生

対象に事業を行いました。

授業では、日本の食料自給率の現状や世界の食料事情について、農林水産省編集の“い

ちばん身近な「食べもの」の話”（冊子）を活用し、多くの食料を輸入に頼り成り立って

いる私たちの食生活の現状を考えてもらいました。「39％と61％どちらが輸入で、どちら

が国産か？」、「天ぷらそば国産は何％ぐらいか？」等の問いかけに対して、児童は「39

％」、「５割、30％」と元気に答えてくれま

した。

また、家庭での食品ロスが多い現状を紹

介し、こうした食品ロスを少なくするため、

自分たちで出来ることを考えることが大切

だと説明しました。なお、「家庭で料理をし

たことがありますか？」との問いかけには、

多くの児童が手を上げ、家庭でかなり調理

の手伝いをしている実態も垣間見られまし

た。

最後に、39％と低い我が国の食料自給率を上げていくためには、旬の食材や身近な食

べ物を使うこと、バランスのよい食事に心がけ、食べ残しを減らしていくことが大切で

あることを説明しました。

野々市小学校での授業の様子
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（３）フード・アクション・ニッポン アワード2012

フード・アクション・ニッポン アワードは、フード・アクシ

ョン・ニッポンの展開の一環として創設され、食料自給率向上

＜北陸地域の優秀賞一覧＞ に寄与する事業者・団

体等の取組を広く募集

し、優れた取組を表彰

することにより、食料

自給率向上に向けた活動を広く社会に浸透させ、

私たちや子どもたちが安心しておいしく食べて

いける社会の実現を目指すものです。

平成21（2009）年度に第１回「フード・アクシ

ョン・ニッポンアワード2009」が開催され、４回

目となる24（2012）年度は、6月20日から8月20日

までを募集期間として実施され、全国の応募総数

が862件、そのうち北陸地域では54件の応募とな

りました。

24年度は、「商品部門」「流通部門」「販売促進

・消費促進部門」「研究開発・新技術部門」の４

部門と東日本大震災復興支援の「食べて応援し

よう！賞」に加え、食料自給率向上に資する取

組から先進的な事例を選出する「審査委員特別

賞」が、新たに設けられました。

北陸地域からは、16件（新潟10件、石川3件、

福井3件）が入賞（１次審査通過）し、このうち

３件（新潟・石川・福井各１件）が優秀賞に、

１件（石川）が審査委員特別賞を受賞しました。

入賞者及び受賞者は、「入賞マーク」及び「受

賞マーク」の使用が可能となります。また、新

聞・雑誌等様々なメディアを活用して受賞内容

を広く紹介しています。

プロジェクト：農業高校生による模擬株式会社
「ＳＵＩＳＥＩ－ＦＡＣＴＯＲＩ」の取組

受賞者：石川県立翠星高等学校 食品科学研究会

［流通部門］優秀賞

規格外トマト等食品を加工し、販売までを一元的に
実施する“農業の６次産業化”を支援

審査委員特別賞

プロジェクト：金沢の伝統野菜加賀野菜の
生産振興と消費拡大

受賞者：金沢市農産物ブランド協会

加賀野菜１５品目の季節ごとの料理レシピ紹介、販
売店や料理提供店のＰＲを行うなど観光産業とも広
く連携

［研究開発・新技術部門］優秀賞

プロジェクト：大豆のかわりに新潟産玄米を
使った食物アレルギー対応の
「おみそ調味料」

受賞者：長岡機能性食品創造研究会

中越や東日本大震災を契機に、食物アレルギーを
持つ人でも食べられる食品として、米の機能性に着
目し「おみそ調味料」などを開発

［販売促進・消費促進部門］優秀賞

プロジェクト：耕作放棄地を再生した

おかえりマイファーム

受賞者：福井テレビジョン放送株式会社

とんぼふぁーむ株式会社

耕作放棄地をよみがえらせる取組を行い、その過程

を自局の「おかえりマイファーム」番組内で紹介
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３. 米の消費拡大

（１）ごはんの消費拡大の取組

米の１人１年当たりの消費量は昭和37 図Ⅰ－５ 米の消費量の推移（１人１年当たり）

（1962）年度の118.3kgをピークに減少を

続け、平成23（2011）年度には57.8kgと

なっています（図Ⅰ－５）。

北陸農政局では、朝食欠食の改善に向

けた「めざましごはんキャンペーン」、各

種イベント等における普及・啓発活動等

を中心に米の消費拡大に取り組んでいま

す。

若年層を中心とした朝食欠食者等を対

象とした「めざましごはんキャンペーン」

では、新潟市において９月に新潟県米消
にいがたし

費拡大推進協議会が主催した大学生対象の「ふれあいスクール」にて、朝食を摂る大切さ

を説明したり、金沢市において10月に、ＪＡ石川県青壮年部・女性部による「朝ごはんを
かなざわし

食べよう運動」と連携し、ＪＲ金沢駅前においてＰＲチラシの配布を行いました。

また、長岡市において３月に、ごはんの美味しさを覚えて、郷土の食文化の継承等につ
ながおかし

いて考えることを目的として、親子でぬか釜でごはんを炊いたり郷土料理を作る等の米消

費拡大イベントを開催しました。このほか、各県において、県、市町村、農協、生協及び

関係団体が開催するイベント等延べ28か所に参加し、パネル・ポスター展示、パンフレッ

トの配布等を行ったほか、北陸農政局「消費者の部屋」においてパネル展示等も行うこと

により米の消費拡大のＰＲを行いました。

ふれあいスクールで朝ごはんの大切さの説明（新潟市） 親子で体験！ぬか釜で炊いたごはん（長岡市）
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（年度）参考資料：農林水産省「食料需給表」
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（２）米粉・米粉製品の普及・推進

米の消費量が減少傾向にある中、米粉の利用

は食料自給率向上等を図る観点から期待されて

おり、北陸農政局は「北陸地域米粉利用推進連

絡協議会」や各県の協議会と連携しつつ米粉利

用の推進活動を行っています。

24（2012）年11月に新潟市及び胎内市におい
たいないし

て、米粉の製粉・製麺現場の視察や米粉に関す

る説明及び意見交換を行いながらホテルにて米

粉を使用したランチやスイーツを試食した現地

研修会「知ってほしいな米粉のこと」を開催し、 平成24年度現地研修会「知ってほしいな

消費者を対象に米粉のもつ特徴・良さに対して 米粉のこと」（新潟市）

理解を深めました。

北陸各県の米粉製品販売店マップを作成し、米粉取扱店情報として北陸農政局ホームペ

ージに掲載して紹介していますが、米粉取扱店数は、年々増加してきており、25（2013）

年３月現在、280店舗を紹介しています。また、家庭にある小麦粉を米粉に置き換えるよ

う「家庭で米粉を使おう！」チラシを作成・配布しています。

延べ34回の各種イベント等において、パネル展示、パンフレット配布等を行うとともに、

北陸農政局「消費者の部屋」や、24（2012）年８月10日の「夏休みキッズデーin北陸農政

局」においてパネル展示等及び米粉製品の試食等を行いました。

北陸地域米粉利用推進連絡協議会では、24（2012）年７月から、会員向けに各地の米粉

に関する情報「ほくりく米粉ネット通信」をeメールにて毎月１回、新商品やイベント情

報の発信を行っています。

米粉マップ 「家庭で米粉を使おう！」チラシ



- 33 -

（３）学校給食へのご飯・米粉製品利用促進の取組
はん

米作地帯である北陸地域では、米飯学校給食の実施回数は全国平均を上回っていますが、

米飯学校給食回数の少ない市町村に対して、増加要請を行うとともに、米粉パン等使用の

拡大要請及び学校給食用等政府備蓄米交付制度について説明を行いました(表Ⅰ－２、表

Ⅰ－３)。

表Ⅰ－２ 公立小中学校の米飯給食への導入状況 （単位：回／週）

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

新 潟 県 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1

富 山 県 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

石 川 県 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5

福 井 県 3.7 3.7 4.0 4.1 4.1

全 国 3.0 3.1 3.2 3.2 －

資料：全国は文部科学省「米飯給食実施状況調査」

県別は北陸農政局調べ（2012年8月現在）

表Ⅰ－３ 公立小中学校の給食への米粉パン・米粉麺等導入校数

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

新 潟 県 390 397 467 596 626

富 山 県 258 264 250 269 270

石 川 県 － 45 94 213 240

福 井 県 142 127 178 228 197

資料：北陸農政局調べ（2012年8月現在）

注 ：特別支援学校除く
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とくだねe～講座

第Ⅱ章 食の安全と消費者の信頼の確保、望ましい食生活の推進

１．食の安全と消費者の信頼確保に関する取組

（１）消費者への情報提供

ア．コミュニケーションの推進

食の安全に関する様々な問題が発生し、消費者

の食の安全に対する関心が高まっていることか

ら、北陸農政局においては、消費者を対象に食の

安全に関する基礎的な情報を提供し、参加者相互

に意見交換を行うことを目的とした様々な取組を

行っています。

（ア）消費者グループ等を対象とした出張講座による意見交換会

北陸農政局では、平成19（2007）年10

月から「とくだねe～講座」を実施してい

ます。これは、食品安全の基礎知識や食

品表示等消費者の関心が高い９つのテー

マについて、消費者の学習の場等に出向

き、説明と意見交換（出張講座）を行う

ものです。24（2012）年度には38回開催

し、882人（延べ人数）に参加いただきま

した。

受講者に対し行ったアンケートによると、食品の安全や表示等について、より理解が

深まったとの回答を多数いただいています。

また、上記講座に加え、消費・安全施策に関する説明会や意見交換会を実施しました。

（112回、3,977名）

（イ）消費者団体との意見交換会

14（2002）年に、北陸各県の消費者団体

との間で「ほくりく食と農の消費者ネット」

を構築し、消費者ニーズの把握と農林水産

行政に関する情報の提供に努めています。

24（2012）年度は、各県において「食の

安全・消費者の信頼確保」（24（2012）年10

月）や「生産者と消費者との相互理解の推

進）」（25（2013）年３月）等をテーマに情

報提供し、消費者団体の代表者等と意見交

換を実施しました。参加者からは、食品表

示一元化等への要望が出されました。

とくだねｅ～講座のテーマ
①よくわかる食品安全の基礎知識
②よくわかる食品の表示

③気をつけていますか？毎日の食事
④よくわかる農薬に関する安全性
⑤よくわかるＢＳＥと鳥インフルエンザ

⑥よくわかる牛トレーサビリティ
⑦よくわかる有害化学物質と食品安全（重金属編）

⑧よくわかる米トレーサビリティ
⑨ご存じですか？食料自給率

「食の安全・消費者の信頼確保」をテー
マとした 意見交換会（金沢市）
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イ．「消費者の部屋」の取組等

北陸農政局では、消費者の皆様に食や農林施策に関する情報のパネルの展示やパンフレ

ット配付等を行う専用スペース「消費者の部屋」を庁舎１階に設けております。平成24（2

012）年度は管内において、くらしに活かそう食品表示等23テーマの展示を実施しました。

また、新たな取組として、「消費者の部屋」を学習する場とした『北陸農政局「消費者

の部屋」とくだねe～講座』を実施しました。既存のとくだねｅ～講座資料を基に上期、

下期でそれぞれ10講座（現地見学会等１講座含む）ずつ実施し、計45名が受講しました。

その他、24（2012）年７月27日から29日に、ほくりく外食産業展（石川県産業展示館）

において「移動消費者の部屋」を開設し、各種パネル展示等に加え、消費者相談コーナー

を設置しました（会場へ約70,000人が来場）。このほか、公共施設や各種行事会場におい

て「移動消費者の部屋」（管内20か所）を開設し、パネル展示等を行いました。

さらに、北陸農政局では消費者の皆様に対する相談窓口を設置しており、24（2012）年

度は、米の品質に関する相談等49件の相談を受け付けました。相談は、以下の窓口で受け

付けています。

北陸農政局消費者相談窓口

区　　分 電　　話 ＦＡＸ
北陸農政局 076-232-0206 076-261-9523
新潟地域センター 025-228-5212 025-223-3987
長岡地域センター 0258-27-2011 0258-27-2012
富山地域センター 076-441-9309 076-441-9327
福井地域センター 0776-36-1791 0776-35-8925

「消費者の部屋」の展示風景 ほくりく外食産業展で
「移動消費者の部屋」を設置
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（２）食の安全確保

ア．農薬の適正利用、食の安定供給の確保

（ア）農薬使用の適正化

平成24（2012）年７月、環境省と連携し県及び

市町村の農薬に関わる担当者を対象として農薬の

不適切な使用により人畜や周辺の住宅環境への悪

影響を及ぼすことを防止するため、「農薬の適正

使用に関する自治体担当者研修会」を石川県金沢

市で開催しました。

研修会では農薬の基礎知識をはじめ、住宅地等

における農薬使用及び公共施設における樹木･雑

草管理について概要を説明するとともに、金沢市

が行っている松くい虫の防除事例を紹介しまし

た。特に具体的な害虫防除の取組を示した金沢市

の事例紹介に対し、参加者の５割から、薬剤の使用低減の取組等「良かった、参考となっ

た」と回答が寄せられ、事例等を通じ農薬の適正使用についての理解の促進が図られまし

た。

（イ）重要病害虫の防除に向けた連携強化

25（2013）年２月、名古屋植物防疫所と連携

し北陸４県病害虫防除所職員を対象として重要

病害虫侵入時の早期発見や国と県との連携の強

化を目的に、「北陸農政局管内病害虫同定診断

技術研修会」を名古屋植物防疫所伏木富山支所

で開催しました。研修会では侵入を警戒する重

要病害虫のうち喫緊の課題であるウメ輪紋ウイ

ルス（プラムポックスウイルス）について名古

屋植物防疫所より情報提供を行うとともに、ダ

ニ類の標本を用いた同定研修（体の特徴等から

病害虫の種類を特定する研修）を行いました。

参加者からは「ハダニ類の種の見分け方等、数多くの標本を実際に見ての研修であったの

で、非常に参考になった」との回答が寄せられ、他の様々な病害虫での実技講習の継続実

施の要望もありました。同研修会を通じ県病害虫防除所職員の知見・同定技術の向上と併

せて、国と県との連携強化が図られました。

（ウ）無人ヘリコプター防除の安全対策の推進

無人ヘリコプターによる農薬の空中散布については、生産農家の高齢化等に対応し、水

稲の斑点米カメムシ類やいもち病などを地域全体で効果的かつ省力的に防除するため、必

要不可欠な防除技術となっており、年々その利用は増えています。

北陸農政局では、各県に対し無人ヘリコプターでの誤散布の防止等、安全な運航に向け

農薬の適正使用に関する自治体担当者研

修会の様子（石川県）

北陸農政局管内病害虫同定診断技術研修

会の様子（富山県）
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注意喚起を行うとともに、事故事例の原因分析を行い再発防止の徹底を図りました。24(2

012)年４月の「農林水産航空事業北陸ブロック安全対策会議」（（一社）農林水産航空協

会主催）の場でも現場周辺の確認等、安全運航への意識啓発を行い安全対策の一層の徹底

を図りました。

イ. 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進
ギヤップ

農業生産工程管理（ＧＡＰ）（以下「ＧＡＰ」という。）は、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であり、食品

の安全性向上、環境の保全、労働安全の確保など、農業経営の改善や効率化に繋がるこ

とが期待されています。

農林水産省では、高度な取組内容を含む先進的なＧＡＰの共通基盤として、「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、22（2010）年４月に公表

したところです。北陸農政局では本ガイドラインに則したＧＡＰの普及をより促進させ

るため、24（2012）年７月26日、「ＧＡＰの普及推進に関する講演会（管内外のＧＡＰ

先進事例の発表）」の開催や各県のＧＡＰ取組現場において、県、農協、組合等担当者

とＧＡＰ普及推進に係る現地検討会を実施しました。

ＧＡＰの普及推進に関する講演会

ウ．高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫に対する対応

我が国での高病原性鳥インフルエンザ、口蹄

疫の発生は23(2011)年４月以降確認されていな

いものの、中国や台湾をはじめとする我が国の

近隣諸国においては、引き続き発生が認められ

ており、家畜伝染病（高病原性鳥インフルエン

ザ、口蹄疫等）ウイルスの侵入リスクは依然と

して高い状況にあります。このため、家畜伝染

病が発生した場合の迅速な防疫対応、県との連

携が円滑に行えるよう、24(2012)年8月に新潟県

と合同で「家畜伝染病防疫合同訓練」を行いま

した。また、同年11月、北陸農政局及び各地域

センター等において、家畜伝染病への防疫支援を的確に行えるよう防護服の着脱訓練等

防疫対応訓練の様子（新潟県）
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*

を行いました。さらに、同年12月には北陸地域における高病原性鳥インフルエンザの発

生を想定し、初動時の防疫支援体制を迅速に構築できるようにするための北陸農政局全

職員を対象にした模擬訓練を行いました。

エ．牛トレーサビリティ制度の円滑かつ適切な実施

牛トレーサビリティー制度の信頼確保のため、

畜産農家、と畜者（牛をと殺した者）、販売業者

及び特定料理提供業者（主として焼肉、しゃぶ

しゃぶ等を提供する専門店）に対する立入検査

を実施しました。牛の耳標の装着状況や個体識

別番号表示等を確認して、不適正な事例があっ

た場合には、販売者等に対して改善指導を行い

ました。

また、と畜直後の枝肉から採取したサンプル

と小売店等で販売されている精肉等をDNA鑑定に

より照合し、個体識別番号が正確に伝達されて

いるかどうかの確認を行いました。

＊ 個体識別番号とは、牛１頭ごとに付けられた10桁の番号。国内で生まれた全ての牛と輸入牛の耳に10桁の個体識別
番号が印字された標識(耳標）を装着することが義務付けられています。この番号により、牛の生産履歴として出生か
ら精肉等として消費者に販売・提供されるまでの牛個体の識別・管理が行えます。また、この番号をインターネット
で入力することにより、牛の出生からと畜までの生産履歴が確認できます。

（http://www.nlbc.go.jp/：(独)家畜改良センター）

オ．ペットフードの安全の確保

21（2009）年６月に施行された「愛がん動物

用飼料の安全性の確保に関する法律」は、犬及

び猫用ペットフードの基準・規格の設定、事業

者における帳簿の備付け等を規定しペットフー

ドの安全確保を図りペットの健康を保護するこ

とを目的としています。

北陸農政局では、北陸４県のペットフード販

売店において立入調査を実施し、本法律の周知

と流通状況の把握を行いました。卸売業者に対

しても立入検査も実施し、法令の遵守指導を行

いました。

カ. 米穀の適正流通確保に向けた取組

(ア）米穀事業者等に対する立入検査等の実施

米穀等の適正かつ円滑な流通を確保するため、「食糧法」については米穀の出荷販売事

業者等に対して遵守すべき事項の遵守状況を、「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」（以下「米トレーサビリティ法」という。）については米穀

食肉販売店への調査（新潟県）

ペットフードの販売店に対する調査（福井県）
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事業者等に対して取引等の記録の作成・保存及び産地情報の伝達の履行状況を、「農産物

検査法」については登録検査機関に対して検査業務の実施状況等を確認するための立入

検査等を実施しました。

(イ）米穀流通監視相談窓口業務

ａ．米穀流通監視相談窓口の設置

北陸農政局は、食品の安全性を欠く米穀等の流通防止、適正かつ円滑な流通を確保する

ため、米穀等に関する情報の受付窓口「米穀流通監視相談窓口」を平成23(2011)年から本

局及び管内地域センターに設置しています。

ｂ．相談内容

24(2012)年度に北陸農政局に寄せられた米穀等に関する情報は、78件で、そのうち「問

合せ」に関するものが47件、「情報提供」が29件、以下「提案」「苦情」等が２件となっ

ています。

なお、「問合せ」の相談内容については、米トレーサビリティ制度に関するものが大多

数で、「産地情報の伝達に係る取引業者間の伝票の作成や保存」、「米トレーサビリティ法

の対象となる品目」等が主なものとなっています。

また、窓口に寄せられた情報は、相談窓口カードに記録し、必要に応じ都道府県等の関

係各機関等に提供しています。

米穀流通監視業務の実施状況（平成24年度）

「米穀流通監視相談窓口」受付窓口

（注）受付時間：8時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

電話番号 FAX番号

北陸農政局　消費・安全部流通監視課 076-241-5371 076-244-2466

北陸農政局　消費・安全部業務課 076-241-3151 076-244-2466

新潟地域センター　消費・安全グループ 025-228-5212 025-223-3987

長岡地域センター　消費・安全グループ 0258-27-2011 0258-27-2012

富山地域センター　消費・安全グループ 076-441-9318 076-441-9327 

福井地域センター　消費・安全グループ 0776-36-1791 0776-35-8925

担当部署

 業　務　内　容  対象事業者

 食糧法遵守事項省令 用途限定米穀の横流れ防止を目的とした立入検査等   米穀の出荷販売事
業者等

米トレーサビリティ法
 産地情報伝達の履行状況及び取引等の記録の作成・保
存状況の確認のための立入検査等

米穀事業者

農産物検査法  検査業務の適切な実施確認のための立入調査等  登録検査機関

根　拠  法　律
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（３）食品表示の適正化等の推進

ア．食品表示の監視体制の強化

（ア）小売店舗等に対する巡回調査の実施

北陸農政局では、管内各県、(独)農林水

産消費安全技術センター等と連携しながら、

年間計画に基づき日常的に小売店舗、卸売

業者等の中間流通事業者及び製造事業者を

巡回し、陳列販売等されている生鮮食品、

加工食品、有機農産物等の名称や原産地を

はじめとする表示が「農林物資の規格化及

び品質表示の適正化に関する法律」（ＪＡＳ

法）に基づき適正に行われているかどうか

を調査し、不適正表示を確認した場合には、

是正の指導等を行います。

平成24（2012）年度において、北陸農政局が

行った指導件数は16件（ＪＡＳ規格を含む）、

農林水産大臣による指示・公表は１件となっています。

（イ）消費者と連携した監視の取組

北陸農政局では、食品表示の一層の適正化を図る観点から、14（2002）年度より、国民

の皆様から広く食品の偽装表示や疑いのある食品表示に関する情報等を受け付けるための

窓口「食品表示110番」を、本局及び管内各地域センターに開設しています。

24（2012）年度に北陸農政局管内の「食品表示110番」窓口に寄せられた情報のうち、

９割はＪＡＳ法に基づく食品への表示方法等に関する問い合わせであり、疑いのある食品

表示等の情報提供は１割となっています。

小売店舗での表示調査

電話番号 FAX番号

北陸農政局　消費・安全部表示・規格課 076-232-4113 076-261-9523

新潟地域センター　消費・安全グループ 025-229-1010 025-223-3987

長岡地域センター　消費・安全グループ 0258-27-1010 0258-27-2012

富山地域センター　消費・安全グループ 076-441-9310 076-441-9327 

福井地域センター　消費・安全グループ 0776-36-1791 0776-35-8925

担当部署

(注）受付時間：8時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

「食品表示110番」受付窓口
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イ．関係機関との連携強化

県等関係機関と食品表示に関する情報・意見交換を行うとともに、不適正表示を行っ

ている事業者に対する処分等の対応を迅速かつ円滑に実施することを目的として、20（2

008）年度から、各県に所在する関係機関を構成員とする「食品表示監視協議会」を設置

しており、24（2012）年度も管内において食品表示制度等をめぐる最近の主要な動きに

ついて情報共有や意見交換等を行いました(表Ⅱ－１)。

ウ．食品表示制度に関する普及・啓発活動

事業者及び消費者に対する食品表示制度の

普及・啓発活動の一環として、各種セミナー

を開催したほか、事業者や消費者の要請に応

じて出張講座等を実施しています。24（2012）

年度において、計82回延べ2,450人を対象に

実施しました。

このほか、有機ＪＡＳ規格の一部改正に伴

い、行政及び認定事業者を対象として「有機

ＪＡＳ規格の改正に係る説明会」を実施しま

した。

有機ＪＡＳ説明会

表Ⅱ－１ 各県における食品表示監視協議会の開催状況

開催日 構成員

新潟県食品表示監視協議会 2012年4月20日
新潟県、新潟県警察本部、新潟市保健所、農林水産消費安
全技術センター本部、新潟地域センター、長岡地域センター

富山県食品表示監視協議会 2012年11月1日
富山県、富山県警察本部、富山市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、富山地域センター

石川食品表示監視協議会 2012年7月4日
石川県、石川県警察本部、金沢市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、北陸農政局消費・安全部

福井県食品表示監視協議会 2012年5月10日
福井県、福井県警察本部、農林水産消費安全技術センター
名古屋センター、福井地域センター

協議会名
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２. 食品産業の動向

食品製造業は地域経済の１割を占める主要な産業

（１）食品製造業の動向

北陸地域の食品製造業の従業員数は６万４千人で全製造業の約14％を占めています。

また、出荷額は１兆2,100億円と同約10％を占めており、地域経済を支える重要な役割

を果たしています（表Ⅱ－２）。特に、米菓製造業の出荷額は全国の出荷額の約56％（新

潟県のみで53％）を占めています（図Ⅱ－１）。

表Ⅱ－２ 北陸管内の食品製造業の推移 （単位：千人、百億円、％）

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」

注：1) 調査対象は、従業者４人以上の事業所です。

2) 食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業です。

図Ⅱ－１ 米菓製造業における北陸のシェア （出荷額、2010年）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編）」

注：調査対象は、従業者４人以上の事業所です。

平成17年 平成22年

(2005) (2010)

全製造業 498 465 △ 6.6

うち食品 65 64 △ 1.5

構成比 13.1 13.8

全製造業 1,257 1,173 △ 6.7

うち食品 117 121 3.4

構成比 9.3 10.3

対平成17年増減比

従業員数

出荷額

区 分
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（２）外食産業の動向

ア．外食産業の現状

全国の外食産業市場規模（推計）は平成9（1997）年（約29兆円）をピークに減少に転

じ、15（2003）年以降は24兆円前後で推移しています（図Ⅱ－２）。また、21（2009）年

度の外食産業（飲食店）の店舗数をみると、11（1999）年度に比べ全国ベースでは16.4％

の減少、北陸地域では15.2％の減少となっています（図Ⅱ－３）。

図Ⅱ－２ 外食産業市場規模の推移（全国）

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の推計

図Ⅱ－３ 外食産業（飲食店）店舗数の推移（全国、北陸）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」及び平成21年からは「経済センサス基礎調査」

イ．中食産業の現状

北陸地域の中食産業の事業所数は横ばいか緩やかな減少傾向にあります。製品出荷額は

いずれの部門もおおむね、横ばいで推移しています（図Ⅱ－４）。

図Ⅱ－４ 北陸管内の主な中食の事業所数、製品出荷額の推移

資料：経済産業省「工業統計表 品目編」
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（３）卸売市場流通の動向

卸売市場の取扱高は減少傾向

ア．卸売市場の整備及び取扱高の状況

（ア）卸売市場の整備

北陸地域の卸売市場数は、平成23（2011）年４月１日現在で中央卸売市場が３市場、地

方卸売市場が69市場となっています（表Ⅱ－３）。

卸売市場の施設整備は、27年度を目標年度とする新たな第９次卸売市場整備基本方針に

即して、国が定める中央卸売市場整備計画及び県が定める都道府県卸売市場整備計画に基

づき、行うこととなっています。

表Ⅱ－３ 北陸管内の卸売市場数（平成23年4月1日現在）

資料：卸売市場データ集及び地方卸売市場等に関する調査より

（イ）卸売市場の取扱高

23（2010）年における中央卸売市場の取扱数量（花きを除く。）は35万6千ｔとなってお

り、23年４月に地方卸売市場に移行した富山市場を除いて前年と比較すると1.2％減とな

っています。同様に品目別に19（2007）年と比較すると、青果は4.4％減、水産物は3.3％

減少しています。

また、22（2009）年の地方卸売市場の取扱数量（花き、水産物産地市場を除く。）は、3

6万２千ｔと前年を９％下回りました。品目別に18（2006）年と比較すると青果は16％減

少、水産物は19（2007）年に新潟市内の卸売業者が新潟市中央卸売市場へ入場したこと等

により、65％減少しています。中央卸売市場での取扱数量は全国的に減少傾向にあります

が、これは国内の食料需要量の減少や輸入品の増加等によるものとみられます（図Ⅱ-５）。

図Ⅱ－５ 卸売市場の取扱数量の推移

資料：中央卸売市場年報及び地方卸売市場等に関する調査より
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イ．中央卸売市場の取引状況

（ア）委託集荷割合

委託集荷＊については、以前から減少傾向にありましたが、委託集荷原則の廃止を定め

た16(2004）年の卸売市場法改正以降、更に減少傾向にあります。北陸地域の中央卸売市

場における23（2011）年度の委託集荷割合は、地方卸売市場となった富山市場の影響もあ

り、富山市場を除いて比較すると青果は2.3ポイント減、水産は前年度同となりました。

水産物の委託集荷割合は、地元の新鮮な魚介類を漁獲した当日集荷・販売するために、福

井市場や金沢市場等で通常のせりの後に行う二番せりなどの取組を行っているものの、依

然として全国平均を大きく下回っています（図Ⅱ－６）。

図Ⅱ－６ 委託集荷割合の推移（金額ベース）

資料：卸売市場データ集及び事業報告書より

（イ）せり・入札割合

せり・入札原則の廃止を定めた11(1999）年の卸売市場法改正により、中央卸売市場ご

とにせり・入札を行う品目やその割合を定めることができることとされ、せり・入札によ

る取引は、全国的に減少傾向にあり、相対取引の割合が増加しています。北陸地域におけ

るせり・入札取引は、23(2011)年度は、地方卸売市場となった富山市場を除いて前年と比

較すると、青果0.3％増、水産0.7減とほぼ横ばいとなっています（図Ⅱ-７）。

図Ⅱ－７ せり・入札割合（金額ベース）

資料：卸売市場データ集及び事業報告書より

※ 委託集荷とは、卸売業者が出荷者からの販売委託を受けて行う集荷方法
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（４）食品リサイクルの推進等の食品環境対策

ア. 食品リサイクルの推進

食品関連事業者による食品廃棄物の再生利用等への取組を促進するため、「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、平成14（2002）年

度から食品関連事業者への調査点検、指導等を実施しています。24（2012）年度には325

事業者について調査点検と取組内容の確認を行うとともに、食品廃棄物等多量発生事業者

（年間発生量100トン以上）からの国への定期報告の受理・確認と制度の普及・啓発を実

施しました。

食品リサイクルの取組の推進に当たり、業種別に設定されている再生利用等の実施率目

標（平成24年までに、その業種全体での達成が見込まれる目標：食品製造業85％、食品卸

売業70％、食品小売業45％、外食産業40％）の達成が課題となっていることや、24年度に

は一部業種において、食品廃棄物等の発生抑制の目標値が定められ、定期報告における業

種区分が見直されたことから、食品関連事業者への更なる普及・啓発を行っていくことと

しています。

イ. 容器包装リサイクルの推進

「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、容器包装廃棄物の減量化や再資源化を促進するため、平成11（1999）年度

から農林水産関連事業者への調査点検・指導を実施しています。本年度は124事業者の点

検・指導を行い、同法の啓発指導をはじめ、再商品化義務事業者の該当有無を確認し、必

要に応じ所要の改善指導等を実施しました（表Ⅱ－４）。

また、昨年度と同様に本年度においても、度重なる点検指導においても容器包装の再商

品化義務を履行しない、もしくは改善の意思を示さない６事業者に対して、容器包装リサ

イクル法第39条に基づき報告徴収を実施しました。

容器包装リサイクルの推進に当っては、事業者に対して啓発指導を実施していますが、

中小規模の事業者を中心に容器包装リサイクル法の認知度が低い状況が見受けられること

から、本年度も実施した容器包装リサイクル制度研修会の開催場所を増やすことと併せて、

消費者に対しても容器包装リサイクル法のＰＲを行い容器包装リサイクル法の認知度を高

めていく必要があります。

表Ⅱ－４ リサイクル調査点検指導の実施状況

資料：北陸農政局調べ

注：1) 件数には廃業・再点検数を含む（2013年3月末現在)。

2) 累計はそれぞれ食品リサイクルは2002年度から、容器包装リサイクル1999年度か

らの合計件数。

点検件数 累　　計 点検件数 累　　計
北　陸 325 11,110 131 13,004
新潟県 129 5,097 44 5,804
富山県 76 2,134 33 2,733
石川県 63 2,250 27 2,466
福井県 57 1,629 27 2,001

食品リサイクル 容器包装リサイクル
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ウ．食品工場等の省エネルギーの推進

地球温暖化対策の一層の推進には、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭

部門における省エネルギー対策を強化することが重要です。

北陸農政局においては、関係する地方経済産業局と連携し、エネルギー使用の合理化へ

の取組を推進するため、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に基づ

き、食品関連事業者に対し、定期報告書の内容や工場現地調査結果を踏まえた指導等を行

っています。

平成24(2012)年度においては、省エネ法に基づき指定された特定事業者及び特定荷主か

ら提出された定期報告書を評価し、改善に必要な事項について指導を行いました(表Ⅱ－

５)。

また、工場現地調査は、製造業４工場の調査を行い、関係する経済産業局と連携し、改

善に必要な事項について指導を行いました。

省エネ法においては、特定事業者は省エネルギーを推進するエネルギー管理統括者5)等

を選任し、エネルギーの使用の合理化に努めなければなりません。今後とも、定期報告書

の評価等を通じ、特定事業者等の省エネルギー意識の向上に努めていく必要があります。

資料：北陸農政局資料

表Ⅱ－５ 省エネ法に基づく特定事業者、エネルギー管理指定工場並びに特定荷主

注：1) 特定事業者とは、工場等を設置している者のうち、設置しているすべての工場等における

原油換算エネルギー使用量が年間1,500kl以上である事業者。

2) 第一種工場とは、原油換算エネルギー使用量年間3,000kl以上、第二種工場は同1,500kl以

上3,000kl未満のエネルギー管理指定工場。

3) 特定荷主とは、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量（自ら輸送している量

も含む。）が年間3,000万トンキロ以上の事業者。

4) 表に示す特定事業者数及び工場数は、該当県の特定事業者が設置する工場数であり、食品

関連事業者以外も含みます。

5) 省エネ法においては、事業の実施を統括管理する者としてエネルギー管理統括者、エネル

ギー管理統括者を補佐する者としてエネルギー管理企画推進者、現場監督としてエネルギー

管理者の選任を義務付けています。

第一種工場2) 第二種工場2) 計

北陸 638 388 399 787 4

新潟県 227 145 132 277 3

富山県 163 112 103 215 1

石川県 140 62 101 163 -

福井県 108 69 63 132 -

エネルギー管理指定工場
特定荷主3)特定事業者1)
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３．食料消費の現状と食育の推進

（１）食生活の変化が引き起こす様々な問題

昭和55（1980）年頃の我が国の食生活は、栄養バランスの点で理想的と評価されていま

した。その後、減少傾向にあった米の消費量は更に減り、畜産物や油脂類の消費量が増加

しました。このような食料消費構造の変化が、我が国の食料自給率が大きく低下した原因

の１つとなっています。さらに、今日の食生活は栄養バランスの崩れや食習慣の乱れなど

によって、肥満や生活習慣病につながりやすいものとなっています。食生活の変化は食料

自給率の低下ばかりでなく、日本人の健康問題にも波及しています(図Ⅱ－８)。

図Ⅱ－８ 食生活の変化と食料自給率
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（２）食育の取組

日本人の食生活は、社会経済構造の変化や国民の価値観の多様化等に伴い、かつての米

を中心とした多様な副食からなるいわゆる「日本型食生活」を基本としたものから、個人

の好みに合わせたものへと変化しました。その中で、「食」を大切にする心や優れた食文

化が失われつつあるとともに、脂肪の過剰摂取等の栄養の偏り、朝食の欠食に代表される

ような食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向といった様々な

問題が生じています。

これらを背景に平成17（2005）年に「食育基本法」が制定されました。これに基づき18

（2006）年には「食育推進基本計画」が策定され、５年間にわたり国民運動として取組を

進めました。また、23（2011）年３月に策定された「第２次食育推進基本計画」では、食

育を単なる周知にとどまらず、実践段階へと移行させるため、生涯にわたって間断なく食

育を推進する「生涯食育社会」の構築を目指すとともに、食をめぐる諸課題の解決に資す

るよう推進していくこととしました。

北陸農政局では、健全な食生活の実践や農林漁業体験を通じた自然の恩恵や食に関わる

人々の様々な活動への理解を促進するため、以下のような取組を実施しました。

ア．多様な関係者と連携した食育の推進

各方面で食育に取り組む様々な関係者相互の情報交換や連携・協力によって北陸地域に

おける食育を推進するため、18（2006）年、「食育ネットほくりく」を構築しました（図

Ⅱ－９）。 同ネットには24（2012）年度末現

在で447団体・個人が加入しており（表Ⅱ－

６）、ホームページやメールマガジン等イン

ターネットを活用した情報提供のほか、会員

相互間の交流を促すために「食育ネットほく

りく」交流会を、毎年度、北陸農政局と管内

各地域センターにおいて開催しています。石

川県では、子どもが作る“弁当の日”提唱者

の竹下和男氏を招き「食育と豊かな人間形成

について」をテーマに講演とパネルディスカ

ッションを開催しました（24年（2012）12月

６日）。

｢食育ネットほくりく」交流会の様子（石川県）

表Ⅱ―６「食育ネットほくりく」県別会員数

図Ⅱ－９「食育ネットほくりく」
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イ．「日本型食生活」の普及

日本の気候風土に適した米（ごはん）を中

心に、魚や肉、野菜、海藻、豆類などの多様

なおかずを組み合わせて食べる「日本型食生

活」は、栄養バランスに優れているだけでは

なく、各地で生産される農林水産物を多彩に

盛り込んでいるのが特徴です。

北陸農政局では、「日本型食生活」の普及を

目指した取組として、バランスの良い食事や

食生活指針等のパネルを作成し、食や農に関

するイベント等の際に開設した「移動消費者

の部屋」等において設置し、多くの方々に日本型食生活をＰＲしました。

また、「日本型食生活」認知度等アンケート調査を一般消費者を対象に実施しました（回

答者数1,679名）。「日本型食生活」という言葉とその意味を知っていた人の割合は36％、

「日本型食生活」に関係する５項目*1全てを、「ほとんど毎日できている」又は、「おおむ

ねできている」とした人の割合は38％でした（図Ⅱ―10）。

*1 「日本型食生活」に関係する５項目 １．主食、主菜、副食を基本に食事のバランスを。２．ごはんなどの穀類

をしっかりと。３．牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを十分に。４．脂肪のとりすぎをやめ

動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよく。５．食文化や地域の産物を活かしときには新しい料理も。

「移動消費者の部屋」（金沢大学ﾌｪｽﾀ）

図Ⅱ―10「日本型食生活」認知度アンケート結果の一部分
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ウ．「教育ファーム等農林漁業体験」の取組の推進

農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に関する関心や理解を深めるだけ

でなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや、食に関わる人々の様々

な活動に支えられていること等に関する理解を深める上で重要です。

このため、「第２次食育推進基本計画」においては、農林漁業体験を経験した国民の割

合を、27（2015）年度までに27％から30％に増やすことが目標としてあげられました。

北陸農政局では、子供から大人まで幅広い層の方々に教育ファーム*2等農林漁業体験へ

の参画を促すため、取組主体の活動内容を調査し、ホームページで紹介しています。

また、取組主体等が必要とする情報を容易に知ることができるよう、北陸管内全市町村

の情報提供窓口（担当課）のほか、技術的な支援を行うサポーターが登録されている各県

の担当窓口及び支援機関を北陸農政局のホームページで紹介しています。

*2 「教育ファーム」とは、自然の恩恵や食にかかわる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的として、農

林漁業者等が生産現場に消費者を招き、一連の農作業等の体験の機会を提供する取組をいいます。

エ．食育月間及び食育の日の取組

「第２次食育推進基本計画」では、毎年６月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」

とし、国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への参加を促し、その一層の充実と

定着を図ることとしています。

北陸農政局では、「食育月間」の取組として、とくだねe～講座「気をつけてますか？毎

日の食事」を北陸農政局と管内各地域センターで開催しました。また、一般消費者を対象

に「食育現地見学会～市場と生産現場～」を開催し、卸売市場や野菜集出荷場・ほ場の見

学を行うとともに、現場の方々と意見交換を行うことで、食に関する知識を深めました。

教育ファーム等農林漁業体験の様子 （左：福井県 右：新潟県）

「食育現地見学会」の様子（石川県）「とくだねe～講座」の様子（新潟県）
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さらに、公共施設や各種行事会場において「移動消費者の部屋」（管内８か所）の開設

や、パネル展示等（管内21か所）を行い、消費者との交流を図るとともに「日本型食生活」

の普及等食育関連情報を幅広く提供しました。

毎月の「食育の日」の取組としては、働き盛りの方や若者世代を対象に、管内の企業や

大学等の食堂施設の各テーブルにメニュー立てを設置し、「日本型食生活」の普及、米の

消費拡大、地産地消の推進等食育関連情報を提供しました（管内44か所）。

企業・大学等の食堂における卓上

メモの設置（富山県）

｢食育月間」における「移動消費者

の部屋」（新潟県）
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第Ⅲ章 農業生産の現状と課題

１．農業構造の動向

（１）農業経営体数の動向

北陸の農業経営体に占める組織割合は前年に比べて0.3ポイント上昇

北陸地域の平成24年（2012）年の農業経営体数は11万7,400経営体で、前年に比べて

5,100経営体（4.2％）減少しました。そのうち組織経営体数は3,700経営体で、前年に比

べて100経営体（2.8％）増加しました。また、北陸地域の農業経営体に占める組織経営

体割合は3.2％で前年に比べて0.3ポイント上昇しており、都府県と比べても北陸地域の

農業経営体の組織の割合は高く推移しています（図Ⅲ－１）。

資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」、「農業構造動態調査」

北陸地域の24(2012)年の農業経営体の経営耕地面積は27万2,400haで、前年に比べて1,7

00ha（0.6％）増加しました。また、北陸地域の１経営体当たり経営耕地面積をみると、

2.34haで、前年に比べて0.11ha（4.9％）大きくなっており、都府県と比べても北陸地域

の農業経営体の規模は大きなものとなっています（図Ⅲ－２）。

資料：農林水産省「2010年世界農林業センサス」、「農業構造動態調査」
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図Ⅲ－１ 農業経営体数の推移
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（２）農業生産の動向

平成23（2011）年の農業産出額は4,442億円で、前年に比べて342億円（8.3％）増加

北陸地域の平成23（2011）年の農業産出額は4,442億円で、主要部門別の割合でみると

米が61.1％を占めており、全国農業地域別にみても著しく高く（全国平均では22.4％）、

北陸地域の農業は米に特化した構成となっていることが特色といえます（図Ⅲ－３）。

図Ⅲ－３ 全国農業地域における農業産出額の主要部門別構成比（平成23(2011)年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

注：全国農業地域の区分は、次のとおりである。

また、近年における北陸地域の農業産出額は、おおむね減少傾向で推移してきました

が、23（2011）年の米の産出額は2,713億円で、米価格の上昇等により前年に比べて356

億円（15.1％）増加し、農業産出額全体でも4,442億円で342億円（8.3％）増加しました

（図Ⅲ－４）。
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資料：農林水産省「生産農業所得統計」
注： 2007年から、これまでの市町村を単位とした推計を取りやめ、都道府県を単位とした推計に改め
たため、同一都道府県内の市町村間で取引された中間生産物については産出額に計上していない。

23（2011）年の北陸地域の県別農業産出額は新潟県が2,756億円、富山県が672億円、
石川県が556億円、福井県が458億円で、前年に比べて193億円（7.5％）、57億円（9.3
％）、48億円（9.4％）、45億円（10.9％）とそれぞれ増加しました。また、産出額全体
に占める米の割合をみると、新潟県が58.2％、富山県が70.8％、石川県が56.7％、福井
県が69.4％で、北陸地域の中でも富山県及び福井県が高くなっています（図Ⅲ－５）。

資料:農林水産省「生産農業所得統計」
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図Ⅲ－４ 農業産出額の推移（北陸）
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（３）農業経営の動向

主業農家の農業所得は副業的農家の約８倍

ア．個別経営の経営収支動向

北陸地域の平成23（2011）年の個別経営１経営体当たりの総所得は475万７千円で前年

に比べて７万４千円（1.6％）増加しました。また、農業所得は92万８千円で、前年に比

べて６万１千円（6.2％）減少しました。

なお、総所得に占める農業所得の割合は19.5％で、前年に比べて1.6ポイント減少しま

した（図Ⅲ－６）。

図Ⅲ－６ 個別経営の１経営体当たりの所得（北陸）

農業所得を主副業別にみると、北陸地域の主業経営体の農業所得は410万８千円で、準

主業経営体（127万４千円）の約３倍、副業的経営体（54万６千円）の約８倍となってい

ます。

また、主業経営体のうち65歳未満の農業専従者のいる農業経営体の農業所得は652万３

千円で、主業経営体全体と比べ多いものとなっています（図Ⅲ－７）。

図Ⅲ－７ 主副業別等にみた総所得の構成（北陸）（平成23（2011）年）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査 経営形態別経営統計（個別経営）」
注：1)農業専従者とは、自営農業に従事している者で、１年間に自営農業に従事した日数が150日以上の農業者です。

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、調査期日前1年間に自営農業に従事している65歳未満
の世帯員がいる農家です。
3)準主業農家とは、農外所得が主（農家所得の50％未満が農業所得）で、調査期日前１年間に自営農業に従事している65歳
未満の世帯員がいる農家です。
4)副業的農家とは、調査期日前１年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいない農家（主業農家及び準
主業農家以外の農家）です。

資料： 農林水産省「農業経営統計調査 経営形態別経営統計（個別経営）」
注：農外所得等とは、農業生産関連事業所得及び農外所得の計です。
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イ．個別経営の水田作経営の経営収支動向

北陸地域の個別経営のうち、23（2011）年の水田作経営についてみると、１経営体当た

り総所得は472万８千円で、前年に比べて10万５千円（2.3％）増加しました。また、農業

所得は80万９千円で、前年に比べて３万８千円（4.5％）減少しました。

なお、総所得に占める農業所得の割合は17.1％で、前年に比べて1.2ポイント減少しま

した（図Ⅲ－８）。

図Ⅲ－８ 水田作経営の所得（北陸）

資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計（個別経営）（水田作経営）」

注：農外所得等とは、農業生産関連事業所得及び農外所得の計です。

次に、水田作経営の農業所得を水田作作付延べ面積規模別にみると、規模が大きくなる
に従って総所得に占める農業所得の割合が高くなり5.0ha以上の階層では５割を超えてい
ます（図Ⅲ－９）。

図Ⅲ－９ 水田作作付延べ面積規模別所得（北陸）（平成23(2011)年）

資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計（個別経営）（水田作経営）」
注：水田作作付延べ面積とは、稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を田で作付けされた作物の

合計面積です。
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ウ．米生産費の動向

北陸地域における米の全算入生産費の動向をみると、全国と同様に減少傾向で推移して

おり、以前は北陸地域が全国に比べてやや高い水準で推移してきましたが、近年は全国並

みの水準となっています(図Ⅲ－10)。

資料：農林水産省「農業経営統計調査 米生産費」

注：「全算入生産費」とは、農産物の生産に要した費用合計から副産物価格を控除したものに、支払利

子、支払地代、自己資本、利子及び、自作地地代を加えた額をいいます。

北陸地域の費用合計は11万８千円で前年に比べて１千円（0.9％）増加しました。これ

を作付面積規模別にみると、北陸地域平均（作付規模168.7ａ）の費用合計（11万８千円）

を100とした指数では、「0.5ha未満」層（19万円）が161であるのに対し、「5.0ha以上」

層（８万８千円）は75となっています（図Ⅲ－11）。

図Ⅲ－11 費用合計の作付面積規模別の主な費目（北陸：10a当たり、平成23(2011)年）

資料：農林水産省「農業経営統計調査 米生産費」
注：四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合があります。

図Ⅲ－10 全算入生産費及び費用合計の推移（10ａ当たり）
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２．農畜産物生産の現状と課題

（１）米（水稲）・麦・大豆

ア．米（水稲）

作付面積は前年産に比べて600ha増加、収穫量は１万９千t増加

（ア）平成24（2012）年産水稲の作柄概況

北陸地域における平成24（2012）年産水稲の作付面積（子実用）は20万9,400haで、前

年産に比べて600ha（0.3％）増加しました。また、収穫量(子実用)は114万１千tで、前年

産に比べて１万９千t（1.7％）増加しました（図Ⅲ－12）。北陸地域の収穫量を県別割合

でみると、新潟県が57.5％で北陸全体の過半となっており、次いで富山県（18.3％）、石

川県（12.2％）、福井県（12.0％）の順となっています（図Ⅲ－13）。なお、新潟県の収

穫量は全国１位となっています。

資料： 農林水産省統計部「作物統計」
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５位 山形県 403,500t （4.7％）

※（ ）内の数字は、全国に占める割合です。

図Ⅲ－12 水稲の作付面積（子実用）及び収穫量（子実用）の推移（北陸）

図Ⅲ－13 水稲収穫量の北陸管内の県別割合及び全国の上位５県（平成24(2012)年産）
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（イ）米生産の動向

ａ．高品質米生産に関連した動き

近年、夏期の高温傾向が顕著となっていることを受け、北陸地域の米生産においては、

登熟期間の高温・乾燥条件下で発生しやすい白未熟粒・胴割粒等による外観品質（１等比

率）の低下が懸念されています。

このような中、各県では独自に具体的な「米づくり推進目標」を設定し、気象条件に応

じた水管理・肥培管理の徹底、高温期の登熟を回避するための田植期の繰下げ等、生産現

場への指導を強化しています(表Ⅲ－１)。

気象条件に応じた水管理・肥培管理の徹底等により、24（2012）年は８月中旬以降、高

温・多照で推移したものの、１等比率（１月末日現在）は71.9％で、猛暑であった22（20

10）年産米より高くなりました（図Ⅲ－14）。

北陸農政局では、各県、試験研究機関及び関係団体と高温障害の発生メカニズムについ

て検討するとともに、登熟期の栄養確保や高温耐性品種の普及等の対策を協議してきまし

た。今後も夏期の高温傾向が懸念されることから、高品質化に向けた指導を継続していく

必要があります。

推進目標

新潟県 「平成25年度水稲重点技術対策」（抜粋）

・10ａ当たり収量：540kg（平坦地域コシヒカリ、こしいぶき）
・うるち玄米１等級比率：90％以上（達成地域は95％以上）
・整粒歩合（機器判別器RGQI10Bによる粒数比）：80％以上
・玄米タンパク含有率(水分15％)：コシヒカリ6.0％、こしいぶき6.2％（6.0～6.4%）
・コシヒカリの田植期は5月10日以降を基本

富山県 「平成25年産水稲の生産振興基本方針」（抜粋）

１　高品質・良食味な米づくり
→ うるち玄米1等比率90％以上（整粒歩合80％以上、精米蛋白含有率5.5％、
　　　　　　　　　　　　   玄米水分14.5～15.0％）

２　低コストな米づくり
→ 水稲直播栽培面積2,000ha

３　「安全・安心」な米づくり
→ 「とやまＧＡＰ」の実施及び生産履歴記帳率100％

４　コシヒカリの5月15日を中心とした田植

石川県 「平成25年産水稲の生産振興方針」（抜粋）

1等米比率　90％以上
玄米タンパク質含有率　7.0％以下　コシヒカリ　6.5％以下
整粒歩合　80％以上
5月田植えの励行

福井県 「平成25年度　福井米振興方針」（抜粋）

【目標とする福井米の姿】（目標年　平成25年）
①食味評価　コシヒカリの食味ランキング「特A」評価
②米のタンパク質　コシヒカリ区分集荷基準値：6.7％以下
③食味値　コシヒカリ：80以上
④1等比率　90％以上
⑤整粒歩合　80％以上
⑥粒厚　1.9mm以上
⑦水分　14.5～15.0％
⑧種子更新率　100％
⑨生産履歴の記帳　100％
⑩生産者　全JA出荷農家のエコファーマー栽培技術導入
5月半ばの適期田植え

表Ⅲ－１ 北陸各県の平成25（2013）年産米づくり推進目標
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図Ⅲ－14 水稲収穫量(子実用)及びうるち米１等比率の推移（北陸）

資料：北陸農政局生産部及び統計部調べ

注：23（2011）年産までは最終実績、24（2012）年産は25年１月末日現在。
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ｂ．多様な需要に対応した米づくり

近年、米の供給が過剰基調で推移していることから、北陸地域の各産地においては、特

別栽培米やタンパク含有率による区分集荷等有利販売を目指す取組が増加しています。

品種に関しては、北陸は従来からコシヒカリの作付割合が高い地域ですが、作期分散や

夏の高温対策の観点も含め近年徐々に他の品種への切り換えも進んできています。今後と

も、品種の分散を含め、多様な需要に積極的に対応した売れる米づくりを推進することが

重要です(図Ⅲ－15、表Ⅲ－２)。
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図Ⅲ－15 水稲うるち玄米検査数量に占めるコシヒカリ検査数量
の割合の推移

資料：北陸農政局生産部「米穀検査結果」の検査数量を元に計算した。

注：23（2011）年産までは最終実績、24（2012）年産は25年１月末日現在。

表Ⅲ－２ 水稲うるち玄米検査数量に占めるコシヒカリ以外の
主な品種の検査数量の割合の推移

資料：北陸農政局生産部「米穀検査結果」の検査数量を元に計算した。

注：24（2012）年産は25年１月末日現在。
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ｃ．直播栽培

水稲の直播栽培技術については、労

働時間の短縮等によるコスト低減に加

え、移植栽培に比べ生育が遅くなるた

め、登熟期の高温による品質低下の回

避や作業分散を図る上でも有効です。

このため、各県、試験研究機関、生

産者団体と普及上の課題や具体的な支

援方法等について意見交換を行うとと

もに、専門家からの技術的助言も得つ

つ、普及促進に努めているところです。

酸素供給剤の開発、落水出芽法の確

立や高性能は種機の開発、近年では、

鉄コーティング直播栽培技術等によ

り、出芽・苗立ちの安定化と耐倒伏性

の向上が図られたことから、規模拡大

志向農家・集落営農組織では積極的な

導入が図られており、21（2009）年産の普及面積（発酵粗飼料用稲等を含む。）は7,109ha

で、水稲作付面積に対する普及率3.4％となりました（図Ⅲ－16）。
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図Ⅲ－16 直播栽培面積の推移（北陸）
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イ．麦

六条大麦の収穫量は、前年産に比べて56％と大幅に増加

（ア）平成24（2012）年産麦の作柄概況

北陸地域における平成24（2012）年産の４麦（小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦）

の作付面積は9,940haで、前年産に比べて250ha（2.6％）増加しました。また、収穫量は

３万800tで、前年産に比べて１万１千t（55.6％）増加しました（表Ⅲ－３）。

このうち、北陸地域の麦の大部分を占める六条大麦の収穫量の収穫量は３万500tで、前

年産に比べて１万900t（55.6％）増加しました（表Ⅲ－４、図Ⅲ－17）。これは、作付面

積が、大豆等からの転換により増加したことに加え、作柄が融雪の遅れ等により悪かった

前年産に比べ、天候に恵まれ生育が良好であったためです。

表Ⅲ－３ ４麦の生産状況（平成24(2012)年産）

表Ⅲ－４ 六条大麦の生産状況（平成24(2012)年産）

図Ⅲ－17 六条大麦の10a当たり収量及び収穫量の推移（北陸）

資料：農林水産省統計部「作物統計」
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（イ）麦生産の動向

ａ．需要に応じた生産量の確保

近年、消費者の安全性に対する意識や健康志向の高まりを背景に、国産大麦に対する

需要が増大しています。また、19（2007）年頃からの輸入麦価格の急騰により実需者の

国産大麦への期待がこれまでになく高まったことから、入札価格は上昇傾向にありまし

た。しかし、23（2011）年産以降、輸入麦価格が大幅に下落したことから、入札価格は

低下しています(図Ⅲ－18)。

北陸地域で栽培されている六条大麦の品種は、白度と精麦適性が高い「ファイバースノ

ウ」が大部分を占め、主食用等として実需者から高い評価を得ています。

北陸農政局としては、需要に即した生産量の確保に向けて作付けの拡大及び単収向上

を推進するとともに、国産大麦・大豆の機能性や製品の販売店の情報をまとめたパンフ

レット作成やイベントへの参加など様々な活動に取り組んでいるところです。

ｂ．高品質・安定生産

24（2012）年産六条大麦の作付面積は前年産を240ha（2.5％）上回る9,770haとなって

おり、作付面積は拡大傾向にあるものの、北陸地域における大麦生産は、湿害の発生や冬

期間の気象条件等の制約が大きく、単収及び品質は不安定な状況にあります(図Ⅲ－19、

Ⅲ－20)。

将来にわたって大麦生産を安定・拡大させていくためには、水稲や大豆等との水田輪作

体系を確立するとともに、適期は種、適切な排水・施肥対策等の技術指導を徹底すること

により、生産性・収益性を改善し、生産者の経営安定を図っていく必要があります。

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007年産 2008 2009 2010 2011 2012 2013

円／50kg

図Ⅲ－18 入札指標価格の推移
（福井県産、ファイバースノウ）

資料：（財）全国米麦改良協会
注：消費税相当額を除いた額です。
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また、健康機能性が注目されているβ－グルカン含有量の高いものや糯性という特徴の
もちせい

ある新品種が新規需要の開拓に期待されています。

北陸農政局では、実需者からの要望を把握しつつ、高品質・安定生産を図るための方策

を各県、試験研究機関及び生産者団体と協議し、これを生産現場における具体的な技術指

導に反映するよう働きかけを強めています。
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図Ⅲ－19 六条大麦の作付面積及び10ａ当たり収量の推移（北陸）

図Ⅲ－20 普通小粒大麦検査等級別構成割合の推移（北陸）

資料：北陸農政局統計部

資料：北陸農政局生産部
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ウ．大豆

大豆の収穫量は、前年産に比べて17％増加

（ア）平成24（2012）年産大豆の作柄概況

北陸地域における平成24（2012）年産大豆（乾燥子実）の作付面積は１万3,100haで、

前年産に比べて900ha（6.4％）減少しました（表Ⅲ－５）。

10ａ当たり収量は、平成14（2002）年の175kg以降、10年ぶりに170kg台の178kgとなり、

収穫量は２万3,300ｔで、前年産に比べて3,500ｔ（17.7％）増加しました（図Ⅲ－21）。

表Ⅲ－５ 大豆の生産状況（平成24(2012)年産）

資料：農林水産省統計部「作物統計」

図Ⅲ－21 大豆の10ａ当たり収量及び収穫量の推移（北陸）
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（イ）大豆生産の動向

北陸地域における大豆生産は、排水性の悪い重粘土壌が多いため、湿害による発芽不良

や初期生育の遅れによる生育障害が発生しやすく、このため、梅雨や秋期の長雨、夏期の

干ばつ等の影響を受け、収量及び品質の地域間格差や年次変動が大きくなる傾向がありま

す（図Ⅲ－22）。

24（2012）年産大豆の単収は、生育期間が天候に恵まれ、生育がおおむね良好であった

ことから、10a当たり収量は178kgと前年の141kgを大きく上回りました。一方、１・２等

比率は、収穫時期の天候不順の影響で4.2％（25年1月末現在）と前年産の13.4％に比べて

低下しました。また、全国平均（48.3％（25年1月末現在））と比べて低い水準であり、品

質向上が課題となっています（図Ⅲ－23）。

資料：北陸農政局統計部

図Ⅲ－23 北陸産大豆の単収及び１・２等比率の推移

資料：（単収）北陸農政局統計部、（１・２等比率）北陸農政局生産部

図Ⅲ－22 北陸産大豆の作付面積及び収穫量の推移
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単収及び品質の安定化のためには、暗渠排水の徹底、畦立同時播種の普及に合わせ、適

切な水管理とともに、新品種の導入を図り、生産者の収益確保及び需要拡大が重要です。

北陸農政局としては、24（2012）年8月に富山

市において、生産者、生産者団体、実需者、行

政担当者を参集し「平成24年度北陸ブロック大

豆現地検討会」を開催し、新品種の導入促進の

ため、最近奨励品種に指定された「シュウレイ」

（富山県：23年度）及び「里のほほえみ」（福井

県：21年度）を紹介し、各県間の情報交換の促

進を図りました。

平成24年度北陸ブロック大豆現地検討会
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（２）園芸作物

生産は減少傾向、加工・業務用需要への対応が重要

ア．野菜

北陸地域における野菜生産は、生産者の高齢化や担い手不足等から、作付面積、出荷量

とも減少する傾向にあり、特にはくさい、キャベツ、だいこん等の重量野菜の減少が大き

くなっています。一方、たまねぎは富山県で産地化を図っていることもあり、10年前に比

べ作付面積で106％、出荷量で141％と増加しています（図Ⅲ-24、図Ⅲ-25）。

このような傾向の中、各産地においては「産地強化計画」を策定し、担い手の育成・確

保、低コスト化及び高付加価値化等の取組を推進し、産地の維持・発展に努めています。

また、加工・業務用に仕向けられる野菜のうち国産の割合は70％（22（2010）年）に留

まっている一方、食品製造事業者等の国産野菜に対する需要が高まっています。

このため、北陸地域においても、加工・業務用需要向け野菜の生産拡大を図ることとし、

国産原材料サプライチェーン構築事業（21（2009）年度から実施）等による生産・供給体

制の整備を推進しています。

さらに、24（2012）年11月6日に野菜

のカット加工を目的とした企業の農業参

入を契機に加工・業務用野菜の取組を始

めている福井県坂井北部丘陵地におい

て、生産者・実需者間の一層の相互理解

を深めるための情報交換や現地調査によ

る現地検討会を実施しました。
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の品目別の推移割合
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資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
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イ 果樹

栽培面積は減少傾向、産地の構造改革を推進

北陸地域における果樹生産は、かき、日本なし等の落葉果樹が中心となっています。

近年、生産者の減少・高齢化等から、栽培面積は減少傾向で推移しています（図Ⅲ－26）。

図Ⅲ－26 主要果樹の栽培面積の推移と品目別割合

このような中、各県では、重点品目・品種の選定とその作付け推進による販売力・ブランド力

の強化、稲作との複合経営や水田転換による果樹栽培の推進等、生産・販売体制の強化や産地

の構造改革を推進する取組が各地で実施されています。

北陸農政局では、産地の目指すべき姿や目標を達成するための戦略等を内容とした「果

樹産地構造改革計画」の策定及びその目標の達成に向けた取組を促すとともに、果樹経営

支援対策等を活用して、優良な品目・品種への転換、小規模園地の整備等の経営基盤を強

化する取組を推進することとしています。

また、富山県農業総合技術研究センターを中核機関とする共同研究グループが行った「北

陸の気象・重粘土壌条件下での高商品性省力果樹栽培技術の開発」の研究の成果に基づき

作成された栽培管理マニュアルを用いて、北陸地域における水稲と果樹を組み合わせた複

合経営を推進しています。

＜北陸地域における「水稲＋果樹複合経営」のための果樹新技術マニュアル掲載ＨＰ＞

http://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/engei/kazyu_hukugoukeiei.html

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
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ウ 花き

生産額は減少傾向、需要の拡大・創出を推進

北陸地域における花きの生産（産出）額は、景気の低迷による業務用需要の減少、輸入

品の増加等から、10（1998）年産をピークに減少傾向にあります（図Ⅲ－27）。

その中で、新潟県のゆり切花は33億円（22（2010）年産、全国の14％）で全国２位、チ

ューリップ切花は11億円（同52％)と全国１位となっています（図Ⅲ－28）。

また、球根類については、収穫面積でみると新潟県が162ha（23（2011）年産、全国の

34％）、富山県が114ha（同24％）とそれぞれ全国１位、２位であり、全国でも主要な産

地となっています（農林水産省「花き生産出荷統計」）。

このような中、新しい需要を喚起するためには、バレンタインデーに男性から女性に花

を贈る「フラワーバレンタイン」キャンペーン等、花き業界が一丸となった取組が必要で

あると考えられます。また、花き生産の競争力の強化のためには、差別化、ブランド化、

低コスト化及び効率化を図る取組が重要です。このため北陸農政局では、北陸地域花き連

絡協議会と連携して、管内の先駆的なフラワーバレンタイン普及推進活動事例を学ぶとと

もに、先進的な生産者のほ場を視察する「花き研修会」（25（2013）年１月、富山県砺波市）
と な み し

を開催しました。

また、フラワーバレンタインの普及推進のため、北陸農政局「消費者の部屋」において

ポスター展示を行ったほか、北陸地域花き連絡協議会と連携して、花きの消費拡大及び花

のある暮らしの普及を図るため、職員を対象に花を持って歩くイベント「フラワーウォー

ク」（25（2013）年２月、石川県金沢市）を実施しました。

図Ⅲ－27 北陸の花き産出（出荷）額の推移 図Ⅲ－28 全国シェアの高い品目

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、

「花木等生産状況調査」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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エ 園芸作物の消費拡大の取組

野菜の消費拡大の取組として、24（2012）年８月に石川県金沢市において、小学生や保

護者を対象に、夏の地場野菜の収穫等の体験と野菜ソムリエから夏野菜についての講話や、

クイズ等によるイベントを行ったほか、金沢広坂合同庁舎の食堂において、地元野菜と果

物を使った料理・サラダバイキングの提供とパネル展示等を行いました。24（2012）年10

月には石川県津幡町で開催された「河北潟ふれあいフェスタ」において、河北潟干拓地の
つ ばたまち

野菜が学習できるゲームやパネル展示等を行いました。

また、花きについては、24（2012）年８月に金沢市において「こども花育 ちょこっと

フラワー教室」を開催し、牛乳パックを使ったフラワーアレンジメントづくりの体験を通

じて、花とのふれあいを図りました。果物については、24（2012）年８月に金沢市におい
かなざわし

て「知っとく！なっとく！くだもの教室」を開催し、糖度計測等を交えながらくだものの

不思議・魅力について理解の促進を図りました。

夏の地場野菜収穫体験 フラワーアレンジメントづくり



- 74 -

（３）畜産物、飼料作物

ア．酪農

（ア）飼養戸数・頭数の動向

北陸地域における乳用牛の飼養戸数は、生産者の減少・高齢化等により減少傾向で推移

しています。24（2012）年２月１日現在の飼養戸数は431戸と前年に比べ4.9％減少し、飼

養頭数は約１万７千頭と年々減少が続いています。１戸当たりの飼養頭数は前年より0.6

頭増加し39.2頭となりました（図Ⅲ－29）。

（イ）生乳生産と流通の動向

24（2012）年（１月から12月までの累計(概数値）、以下同じ。）の生乳生産量は前年に

比べほぼ同程度の10万３千ｔ、生乳処理量は3％減の11万６千ｔであり、このうち97.2％

が牛乳等向け、2.1％が乳製品向け、0.7％がその他向けとなっています。

また、24（2012）年における北陸４県への生乳の県外からの移入量は３万５千ｔで前年

に比べ8.9％減少するとともに、県外への移出量は２万１千ｔで前年とほぼ同程度となっ

ており、移入量が移出量を約１万４千ｔ上回っています。(移入・移出量には北陸４県内

の県間移入・移出量を含む）。

イ．肉用牛

（ア）飼養戸数・頭数の動向

北陸地域における肉用牛の飼養戸数は、近年ほぼ横ばいの傾向で推移しており、24（20

12）年２月１日現在の飼養戸数は前年比1.9％減の526戸となりましたが、飼養頭数は1.3

図Ⅲ－29 乳用牛の飼養戸数・頭数の推移（北陸）

資料：農林水産省「畜産統計」
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％増加して２万４千３百頭となりました｡このため、１戸当たりの飼養頭数は前年より1.4

頭増加して46.2頭となりました（図Ⅲ－30）。

（イ）生産と流通の動向

24（2012）年の肉用子牛等の価格についてみると、新潟県上越家畜市場における指定肉

用子牛（黒毛和種）の平均価格は41万3千円(前年36万6千円）、北陸三県和牛子牛市場に

おける肉用子牛（黒毛和種）の平均価格は37万3千円(同38万6千円）と、いずれも平均価

格は全国平均価格41万2千円(同39万9千円）を下回っています（図Ⅲ－31）。
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図Ⅲ－31 １頭当たり平均取引価格の推移（和子牛）

資料：全国平均は(独)農畜産業振興機構調べ、三県市場は2004年6月開設

図Ⅲ－30 肉用牛の飼養戸数・頭数の推移（北陸）

資料：農林水産省「畜産統計」
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（ウ）地域ブランド確立に向けた肉用牛生産の取組

北陸地域における肉用牛飼養戸数は、近年ほぼ横ばいの傾向にあり、１戸当たりの飼養

頭数は増加傾向で推移しています。このような中、管内各県では、ブランド和牛の安定供

給を目指した取組を行ってきました。新潟県では、にいがた和牛の出荷頭数の拡大や観光

産業と連携した販路拡大等の取組、富山県では氷見牛の肉質向上と荒廃地等の放牧推進、

石川県では公共牧場を利用した能登牛千頭計画の取組、そして福井県では遊休農地等を活

用した若狭牛の放牧拡大といった取組が実施されています。また、22（2010）年７月に「酪

農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」及び「家畜改良増殖目標」が見直しと

なり、32（2020）年度における望ましい畜産の姿についての基本方針が策定されました。

北陸農政局では、この基本方針をもとに、管内各県と連携して取組を強化しています。

ウ．養 豚

北陸地域における養豚の飼養戸数は、高齢化に伴う零細規模農家の廃業等により長期的

に減少傾向で推移していますが、飼養頭数はほぼ横ばいで推移しています。24（2012）年

２月１日現在の飼養戸数は前年比3.3％減の206戸、飼養頭数は0.7％増の27万3千頭となり

ました。また、１戸当たりの飼養頭数は前年より53頭増加し1,327頭となりました（図Ⅲ

－32）。

24（2012）年12月の豚肉卸売価格は、出荷頭数の増加により、前年同期（12月）比4.4

％低下の430円／kg（東京・大阪省令規格加重平均）となっています。

資料：農林水産省「畜産統計」

＊2005年、2010年はセンサス実施年のため休止。

図Ⅲ－32 豚の飼養戸数・頭数の推移（北陸）
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エ．養 鶏

北陸地域における採卵鶏の飼養戸数は、小規模飼養者の廃業等により減少傾向で推移し

ており、24（2012）年２月１日現在の飼養戸数は前年比4.4％減の109戸となりました。

その一方で、成鶏めす飼養羽数は783万羽と前年比2.8％の増加となっており、１戸当たり

飼養羽数についても増加傾向で推移しています（図Ⅲ－33）。

オ. 飼料作物

作付面積はほぼ横ばいに推移

（ア）作付けの動向

北陸地域における飼料作物の作付面積は、22（2010）年の戸別所得補償モデル対策の水

田利活用自給力向上事業の実施及び23（2011）年からの戸別所得補償制度の本格実施に伴

う新規需要米（稲発酵粗飼料、飼料用米）の作付拡大により大幅に伸びましたが、24

（2012）年にはその伸びが鈍化し、前年とほぼ横ばいの7,470haとなりました。

作物別では畜産農家の離農や高齢化に伴う労働力不足等から牧草の作付面積が減少傾向

にある一方、飼料用米は北陸地域が水田地帯であるという特徴を背景に、21（2009）年の

110haが24（2012）年には3,065haの作付けとなりました（図Ⅲ－34）。

なお、各県での24（2012）年産飼料用米の作付面積は新潟県1,851ha、富山県626ha、石

川県408ha、福井県180haとなっています。

飼料用米の生産利用については、新潟県村上・豊栄地区飼料用米生産利用推進協議会に
むらかみ とよさか

おいて、供給者である飼料米生産農家と飼料米利用畜産農家等が協力して運搬・保管等の

飼料米供給体制の確立、家畜への給与方法、生産物の販売方法等の検討に加え地元におけ

図Ⅲ－33 採卵鶏の飼養戸数・成鶏めす羽数の推移(北陸）

資料：農林水産省「畜産統計」

＊2005年、2010年はセンサス実施年のため休止。
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る商談会等への参加による販売促進活動等、地元に密着した取組を行い、飼料米の作付面

積をH20年の6.44haからH24には15.9haに拡大しているほか、飼料用米を給与した家畜から

生産された豚肉・鶏卵等のブランド化の取組としてＪＡ石川かほくの豚肉「豚輝」、福井
トンキー

県の鶏卵「福井のお米を食べて育ったさくらたまご」が進められています。

（イ）飼料自給率向上等の推進と飼料増産運動等の取組状況

飼料価格の高騰等近年の畜産をめぐる状況が大きく変化するなか、畜産経営の安定化の

ためには、飼料原料を過度に輸入に依存した体質から脱却し、自給飼料基盤に立脚した畜

産経営に転換していくことが必要です。

我が国の飼料自給率は23（2011）年度では26％となっており、22（2010）年３月に策定

された「食料・農業・農村基本計画」では、これを32（2020）年度に38％まで上昇させる

ことを目標としています。飼料自給率の向上を図るため、北陸農政局は学識経験者や関係

機関からなる「北陸地域飼料増産行動会議」及び「北陸地域エコフィード推進協議会」を

設置し、飼料作物の作付拡大、国産稲わら完全自給、エコフィードの推進（食品残さの飼

料化）等に取り組んでいます。

24（2012）年９月には、配合飼料の主な原

料となる輸入穀物の価格が高騰している中、

国産飼料の生産・利用拡大を図るため、石川

県内において「北陸地域飼料増産推進現地検

討会」を石川県との共催により開催し、専用

収穫機による飼料用トウモロコシの収穫実演、

飼料用米破砕機による加工実演、トウモロコ

シサイレージ等の生産・調製技術に関する講

演、飼料用トウモロコシ生産・利用に関する

取組事例発表を行った後、参加した約60名の

耕種農家、畜産農家、農業者団体等と国産飼

図Ⅲ─34 飼料作物作付面積の推移（北陸）

資料：農林水産省「作物統計」、「耕地及び作付面積統計」

2009年飼料用米、稲ＷＣＳは新規需要米計画書集計面積

2010～2012年飼料用米、稲ＷＣＳは新規需要米の取組計画認定状況によります。

飼料用トウモロコシ収穫実演の様子
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料の生産利用拡大に向けた課題等について意見交換を行いました。

24（2012）年11月には、耕作放棄地の解消や畜産経営における飼料費の低減・省力化に

繋がる放牧の取組を推進するため、石川県内において「北陸地域耕作放棄地等における放

牧推進現地検討会」を開催しました。水田放牧実施圃場の現地視察、中山間地域における

耕作放棄地放牧に関する講演、放牧を活用し

た耕作放棄地の再生利用や獣害対策等を目的

とした放牧の取組事例発表を行った後、石川

県内で先進的な放牧に取り組んでいる農業者

をパネラーに総合討論を実施し、パネラーか

らは、放牧に取り組んだ経緯やメリット等に

ついての発言があり、約80名の参加者と課題

やその解決方法等について意見交換を行いま

した。

また、25（2013）年３月には飼料用イネ

（飼料用米・稲発酵粗飼料）の利用拡大を図

ることを目的に、金沢市において畜産農家と稲作農家、関係する行政・団体との情報交換

会を開催し、農林水産省としての飼料用米・稲ＷＣＳの生産利用にかかる支援事業の説明、

稲発酵粗飼料収穫コントラクター導入による地域活性化を支援する技術に関する講演、肉

用鶏および離乳子豚への飼料用米給与技術に関する講演、管内での飼料用米利用に関する

先進事例報告を行った後、飼料用イネを生産・利用する利点や課題、25（2013）年での飼

料イネの利用取組拡大に向けた方向性等について意見交換を行いました。

水田放牧視察の様子
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３. 農業技術開発・普及、実用化の促進

（１）高温登熟耐性新品種の開発に貢献する研究の取組

近年の水稲登熟期の高温により北陸地域においても乳白粒の発生等高温登熟障害

が問題となっている中、（独）農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究

センター北陸研究センター（以下「北陸研究センター」という。）、（国）新潟大学

農学部等が中心となり、農林水産省委託プロジェクト研究により、高温で乳白粒が

発生する原因を遺伝子レベルで解明しました。本研究により、コメの外観品質を損

なう乳白粒は、デンプン分解酵素α-アミラーゼの高温条件下での活性化が大きな要

因であることが明らかとなり、このα-アミラーゼ遺伝子の働きを抑制することで、

高温での乳白粒の発生が低減されたことから、猛暑でもコメの外観品質が低下しに

くい高温登熟耐性品種の開発がさらに加速すると期待されます。

猛暑で乳白粒が発生するメカニズム

（２）農業・食品産業の現場に直結した研究の取組

北陸地域の生産現場が直面している課題の解決を図るため、管内各県試験研究機

関等は、新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業（以下「実用技術開発事

業」という。）等を活用し、水稲、大豆、野菜、食品等の安定生産技術の開発や研

究成果の実用化を推進しています。

表Ⅲ-６ 平成24年度実用技術開発事業等により開始された研究課題(農業分野)

課 題 名 研究期間 研究・普及機関

排水不良転換畑における緑肥植物と籾 秋田県農林水産技術センター（代表機

殻補助暗渠による大豆・エダマメ多収 H24～H26 関）新潟県農業総合研究所作物研究セ

技術の確立 ンター

新潟県農林水産部経営普及課（普及支

援担当）他５機関

デンプン
蓄積良好

常温

デンプン
合成酵素 健全粒

デンプン
蓄積不足

デンプン分解酵素
α-アミラーゼ

乳白粒

高温

デンプン
合成酵素

デンプン
原材料
（糖）

葉での
光合成

～ ～ ～
デンプン
原材料
（糖）

葉での
光合成
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(つづき)

課 題 名 研究期間 研究・普及機関

岩手県農業研究センター（代表機関）

東北・北陸地域における新作型開発に H24～H26 富山県農林水産総合技術センター

よるタマネギの端境期生産体系の確立 富山県広域普及指導センター（普及支

援担当）他３機関

（独）農業・食品産業技術総合研究機

構食品総合研究所（代表機関）

石川県農業総合研究センター

地域特産果実の真空・中高圧処理によ H24～H26 株式会社スギヨ

る新規迅速加工の実用化 株式会社紫舟小出（普及支援担当）

数馬酒造株式会社（普及支援担当）

ふらんどーる（普及支援担当）

他５機関

※アブラナ科作物－萎黄病菌の抵抗性・ H24～H26 （国）新潟大学自然科学系

感受性決定機構の解明とその農業的利用

※平成24年度イノベーション創出基礎的研究推進事業

（３）研究成果の実用化の推進

24（2012）年11月29日(木)新潟県上越市で、「多様な品種と技術が拓く北陸農業の

新展開－６次産業化－」をテーマとして、農林水産技術会議事務局、北陸研究セン

ターとの共催により、北陸地域マッチングフォーラムを開催しました。本フォーラ

ムでは最初に北陸農政局から北陸地域における６次産業化をめぐる状況について報

告した後、北陸研究センターから製麺適性品種など新規需要米品種について、管内

各県からは米粉の製造・利用技術の開発（新潟県）、短葉性ネギの開発とブランド化

の取組（富山県）、リンゴ果皮の色素利用技術の開発（石川県）、六条大麦による地

ビールの開発とブランド化の取組（福井県）など、どれも６次産業化に繋がる有望

な研究成果の発表がありました。発表の後、100名を越える参加者から多数の質疑が

出され、活発な意見交換が行われました。

マッチングフォーラムの様子
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４．環境保全型農業の推進

（１）環境保全型農業・有機農業の推進

ア エコファーマー数は着実に増加

農地の生産力の維持増進に不可欠な土づくりの減退及び化学肥料や化学合成農薬

の過剰な使用の是正、有機農産物等に対する消費者ニーズの急速な高まり等の課題

に応え、土づくり、化学肥料・化学合成農薬使用の低減を一体的に行う取組をとお

して環境と調和のとれた農業生産を推進するため、11（1999）年に「持続性の高い

農業生産方式の導入の促進に関する法律」が制定・施行され、エコファーマーの認

定が開始されました。19（2007）年度から本格実施された農地・水・環境保全向上

対策（営農活動支援）の実施要件となったこともあり、北陸地域の認定数は24（201

2）年３月末現在で、前年比24％増加の40,319件で全国の約２割を占めています。(図

Ⅲ－35)

図Ⅲ-35 北陸管内におけるエコファーマー認定数の推移

（単位：件）

資料：北陸農政局調べ

イ 各県における有機農業の推進状況

18（2006）年12月に制定された有機農業推進法に基づき、19（2007）年４月27日

に公表された「有機農業の推進に関する基本方針」に沿って、管内各県においては

有機農業推進計画が策定されています。

また、24（2012）年度産地収益力向上支援事業（有機農業推進事業）による取組

は、管内では阿賀野市（新潟県）、金沢市（石川県）及び越前市（福井県）で実施
あ が の し かなざわし え ちぜん し

され、有機農業の拡大が推進されています。
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ウ 環境保全型農業直接支援対策

23（2011）年度から地球温暖化防止や生物多様性保全の環境保全効果の高い営農

活動に取り組む農業者に対して直接支援を行っています。エコファーマー認定を受

けること等の要件を満たし、販売を目的として生産を行う農業者等が支援の対象で、

化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取組とセットで、カバークロップ、リビング

マルチ、草生栽培及び冬期湛水管理の取組のうちいずれかを行うか、有機農業（化

学肥料及び農薬を使用しない取組）を行う農業者等に対し、個別に支援しています。

支援単価は、国からは4,000円／10aで、国と地方公共団体とで同額を負担すること

を前提としています。

23（2011）年度における北陸地域の実施状況は、交付件数1,390件、実施面積4,17

8ha、交付金額333,663千円となりました(表Ⅲ－７)。

また、24（2012）年度における取組状況は、取組件数が2,446件、取組面積では8,

017haとそれぞれ前年の２倍弱となっており、取組面積の割合では全国の18％を占め

ています。県別には、新潟県では冬期湛水管理が、福井県では有機農業の取組が多

くなっています。

なお、当対策について24（2012）年５月から外部有識者による事業効果の検証が

行われたことを受け、25（2013）年度に向けて、新たな取組の増加が図られる仕組

みとなるよう、また集団的な取組の推進等により効率的かつ効果的な仕組みとなる

よう見直しを行っていくこととしています。

表Ⅲ-７ 環境保全型農業直接支払交付金23年度実施状況及び24年度取組状況

（25年１月31日現在）

資料：農林水産省調べ

注：1) 23年度は取組件数を実施件数に読み替えます。

2) 「カバークロップ等」には、カバークロップの他、リビングマルチ、草生栽培を含む。

3) カバークロップとは５割以上低減する取組の前後いずれかに緑肥を作付けする取組。

4) リビングマルチとは５割以上低減する取組を行う作物の畝間に麦類や牧草等を作付けす

る取組。

5) 草生栽培とは５割以上低減する取組を行う園地に麦類や牧草等を作付けする取組。

6) 冬期湛水管理とは冬期間の水田に水を張る取組。

7) 主要作物区分別面積欄のその他とは、水稲、麦・豆類以外のいも・野菜類、果樹・茶等

の作物を指します。

カバーク
ロップ等

冬期湛水
管理 有機農業

地域特認
取組

水稲 麦・豆類 その他

24 2,446 8,017 672 3,843 3,080 422 5,421 218 2,377 　
23 1,390 4,178 158 1,535 2,485 － 2,201 191 1,788 333,663
24 1,252 3,716 290 2,903 338 186 3,703 3 11
23 668 1,424 18 1,113 292 － 1,411 3 10 113,657
24 135 413 233 48 132 － 264 12 137 　
23 69 161 42 11 108 － 112 1 48 12,886
24 157 651 86 248 317 － 431 163 58
23 88 368 67 74 227 － 197 166 6 29,349
24 902 3,236 62 644 2,292 237 1,024 40 2,172
23 565 2,225 31 337 1,857 － 481 20 1,724 177,770
24 13,577 45,259 12,719 8,388 15,182 8,969 28,450 4,424 12,385
23 6,622 17,009 2,911 2,840 11,258 － 7,809 2,343 6,858 1,330,912

全国

北陸

　 新潟

　 富山

　 石川

　 福井

支援対象取組別面積（ha）　
取組件数 取組面積

（ha）

主要作物区別面積（ha）
交付金額
（千円）
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エ 北陸地域環境保全型農業推進会議の取組

北陸地域の環境保全型農業を推進することを

目的として７（1995）年以降、毎年、北陸地域

環境保全型農業推進シンポジウムを開催してい

ます。25（2013）年３月に金沢市において開催

した本シンポジウムでは、全国環境保全型農業

推進コンクールの管

内受賞者の表彰、環

境にやさしい農産物

の販売の工夫につい

ての講演等に加え、

有機農業、環境保全型農業に係る展示会や技術相談会等

を行い、200名近い来場者が環境負荷を軽減する農業の

理解を深めました。

オ 環境保全型農業の優良活動

環境保全型農業や有機農業の確立を目指した経営や技術の改善、農村環境の保全

活動等をとおし社会貢献している農業者等について、その成果を広く紹介するため

に、全国環境保全型農業推進会議の主催により「全国環境保全型農業推進コンクー

ル」が毎年開催されています。第18回（24（2012）年度）コンクールでは、福井県

越前市において越前市と越前たけふ農業協同組合が協働し、当該地域の米の高付加

価値化を目的とした支援制度の普及・推進を図った実績が高く評価され、優秀賞（全

国農業協同組合中央会会長賞）を受賞したほか、管内４事例が奨励賞を受賞しまし

た。

シンポジウムの様子（金沢市）

除草ロボット展示
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(２)バイオマス*1利活用の推進

ア．都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画*2の策定の推進

バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的

として、平成21(2009)年9月12日に「バイオマス活用推進基本法」が施行され、同法

に基づくバイオマス活用推進基本計画が22(2010)年12月17日に閣議決定されました。

基本法においては、都道府県は基本計画を勘案し、都道府県バイオマス活用推進

計画を策定するよう努めること、市町村は基本計画(都道府県バイオマス活用推進計

画が策定されている場合は、基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画)を勘案

し、市町村バイオマス活用推進計画の策定に努めることとされています。

また、バイオマス活用推進基本計画において設定された、バイオマスの利用拡大

（炭素量換算で年間2,600万ｔ）、バイオマス活用推進計画の策定推進（全国で600

市町村）及びバイオマスを活用した新産業の創出（約５千億円の市場規模）という

2020年目標達成に向けて産学官が連携し、技術開発、実証、普及等の取組を推進し

ていること等を踏まえ、24(2012)年9月6日に「バイオマス事業化戦略*3」が決定さ

れました。

イ．バイオマス関連事業の実施

バイオ燃料製造施設等の整備、バイオ燃料の製造効率向上のための技術実証等及び、

地域協議会の運営を支援

（バイオ燃料生産拠点確立事業）

･ハード事業の支援

バイオ燃料製造施設、混合施設、供給施設等の整備に対する支援を１事業実施主

体で実施しました(表Ⅲ－８)。

･ソフト事業の支援

国産バイオ燃料の生産拠点を確立する上での原料調達の多様化、温室効果ガス排

出量の削減、製造コストの削減、副産物利用の多用途化等の課題を早急に克服する

ために必要となる技術実証(製造実証･品質実証等)及び地域協議会の運営に対する支

援を、１事業実施主体で行いました(表Ⅲ-８)。

表Ⅲ-８ バイオ燃料生産拠点確立事業

*1 バイオマスとは、生物資源の量を表す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を
除いたもの」であり、具体的には、家畜排せつ物や食品廃棄物等の「廃棄物系バイオマス」、稲わ

や林地残材等の「未利用バイオマス」、なたねやさとうきび等の「資源作物」に分類できます。
*2 バイオマス活用推進計画とは、地域のバイオマスの賦存状況、エネルギーやバイオマス製品の
需要等の自然的･経済的･社会的諸条件に適応したバイオマスの活用に向け、県･市町村が作成する

計画。2020年に全都道府県及び600市町村においての策定を目標としています。
*3 バイオマス事業化戦略とは、バイオマス活用に関する関係７府省(内閣府、総務省、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)の連携の下に開催されたバイオマス活用推進会議

において、事業化に向けた課題(技術、原料、販路)が明らかとなったことから、有識者による議

県 事　業　内　容

<ハード事業>バイオ燃料製造施設、混合施設、供給施設等の整備

<ソフト事業>製造実証、品質実証、利用実証、地域協議会の運営

事業実施主体

新
潟
県

全国農業協同組合連合会
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論を踏まえ決定された。

（３）畜産環境保全と耕畜連携

耕畜連携による家畜排せつ物堆肥の利用促進

家畜排せつ物は、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(11

（1999）年)に基づき処理施設で適正に処理されており、野積み、素堀等はほぼ解消

されています。一方で、生産された堆肥をいかに有効に活用していくかが課題とな

っています。また、肥料価格の高騰や土づくりへの意識の高まり等から耕種サイド

の関心が高まっており、資源循環による環境負荷軽減等の観点からも、家畜排せつ

物を良質な堆肥として耕地に還元していくことが重要となっています。

このため、北陸農政局においては、堆肥供給者リストを作成し北陸農政局ホーム

ページに掲載を行うこと等により、家畜排せつ物の利用促進を図っています。

畜産経営に起因する苦情発生件数は、24（2012）年には59件と前年（67件）に比

べやや減少し、苦情の発生原因は悪臭に関するものが中心となっています。畜種別

には、苦情発生が最も多いのは養豚の22（前年24）件、次いで養鶏の21（同24）件、

酪農10（同10）件、肉用牛４（同８）件となっています(図Ⅲ－36)。

これらの問題に対応するため、関係機関や市町村等と連携し、農家に対して環境

対策の技術的なアドバイス等を行っています。

資料：北陸農政局調べ（前年７月１日～当該年６月30日までの期間の件数）

乳用牛

17%
肉用牛

7%

豚

37%

鶏

36%

その他

3%

畜産経営に係る苦情の畜種別発生状況
（2012：北陸）

乳用牛

肉用牛

豚

鶏

その他

図Ⅲ-36 畜産経営に起因する苦情発生の畜種別種類別状況（北陸・2012年）

水質汚濁

関連

17%

悪臭発生

関連

65%

害虫発生

関連

11%

その他

8%

畜産経営に係る苦情の発生原因別発生状況

（2012：北陸）

水質汚濁関連

悪臭発生関連

害虫発生関連

その他
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５．鳥獣被害防止対策の現状と課題

中山間地域等で鳥獣被害防止対策を推進

（１）鳥獣による農作物被害状況

23（2011）年度の北陸地域における野生鳥獣による農作物被害面積は4,155haと前

年より8％減少、被害金額は5億4,900万円と前年より24％減少しました。この理由は

必ずしも明らかではありませんが、侵入防止柵や緩衝帯の設置、地域ぐるみの被害

防止対策等の効果が現れたことも要因の一つと考えられます(図Ⅳ－37、図Ⅳ－38)。

図Ⅵ－37 農作物被害推移 図Ⅵ－38 鳥獣別被害金額

資料：北陸農政局調べ 資料：北陸農政局調べ

（２）鳥獣被害防止対策の課題と推進方向

しかし、鳥獣害は農作物等に対する直接的な被害だけでなく、農業者の営農意欲

の減退をもたらすなど、農業生産の現場ではまだまだ深刻な状況となっています。

この要因としては鳥獣の生息域の拡大、狩猟による捕獲圧の低下、耕作放棄地の増

加等が考えられます。

20（2008）年２月に施行された「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」（以下、特措法）においては、市町村が被害防止計画

を作成することにより、必要な支援措置が講じられることとなっており、北陸地域

においては、24（2012）年４月末現在で81市町村中67市町村（全国では1,195／1,74

2市町村）において被害防止計画が作成されています。これを受け農政局では鳥獣被

害防止総合対策交付金を活用し、各市町村の被害防止計画に基づき被害防止対策協

議会等が実施する取組（捕獲機材の導入等による個体数調整、侵入防止柵の整備等

の被害防除、緩衝帯の設置等の生息環境管理の取組）に対して支援を行いました。

また、地域における鳥獣被害対策の担い手を確保するとともに、対策の実効性を

より一層高めるため、特措法に基づき市町村における鳥獣被害対策実施隊の設置を

進めており、24（2012）年10月末現在で25市町（全国521市町村)で設置されていま

す。

今後も鳥獣被害対策実施隊の更なる設置推進を図るとともに、地域ぐるみの取組
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の推進支援、鳥獣の行動域を踏まえた対策を行うための市町村間における広域的な

連携をより一層推進していくこととしています。

なお、24（2012）年度補正予算で鳥獣被害防止緊急捕獲等対策として全国で129億

円が措置され、捕獲した者への頭数に応じた経費支払いや、既存の侵入防止柵の延

長・かさ上げ等の機能向上への支援を行うほか、25（2013）年度当初の鳥獣被害防

止総合対策交付金95億円と併せて総合的な支援を行うこととしています。

６．農作業事故の現状

（１）死亡事故の動向

農作業中における死亡事故の約8割が65歳以上の高齢者

全国の農作業死亡事故については、前年から32件減少し、23（2011）年は366件と

なりました。農業従事者の高齢化に伴い、65歳以上の高齢者の事故の割合は高止ま

りの状況にあり、全体の77％を占めています。事故区分別には、農業機械作業中の

事故が68％となっています。北陸地域における23(2011)年の農作業死亡事故の発生

件数は24件と前年から９件減少しました。転倒・転落や熱中症によるものが多く、

また、65歳以上の高齢者の占める割合は92％と、高齢者の農作業中の死亡事故が依

然として高くなっています(図Ⅲ－39)。

資料：農林水産省生産局調べ

（２）今後の課題と取組

生産者の高齢化を背景に今後とも多くの高齢者が農業に従事すると見込まれるこ

とから、特に高齢者に対する農作業事故防止対策を強化することが必要です。また、

意欲ある農業者の経営を安定的に発展させるうえでも、農作業事故の防止が重要で

す。

北陸農政局は、春・秋の農作業安全確認運動を通してポスターやステッカーの配

布等を行い農作業安全の啓発を行ったほか、安全フレーム装着トラクターの普及促

進を図ってきたところですが、今後、農作業事故の一層の防止に向けて、地域での

農作業安全の担い手の育成を重点に担当者会議等を通じ農作業安全対策の徹底と、

万が一不慮の事故が発生した場合に備えた農業者等に対する労災保険の特別加入の

促進について取り組んでいくこととしています。

32 34

23
33

23 22
28

33
24

91

62

74
82 78

73

89
82

92

0

20

40

60

80

100

0

10

20

30

40

50

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

図Ⅲ－39 北陸における農作業死亡事故の発生状況

死亡事故件数 うち６５歳以上比率(%)

件 ％



- 89 -

第Ⅳ章 北陸農業の持続的発展

１. 農業者戸別所得補償制度(経営所得安定対策)

農業者戸別所得補償制度（以下「本制度」という。）は、平成22（2010）年度に実施

した水田を対象とする戸別所得補償モデル対策に続いて、23（2011）年度から畑作物に

も対象を拡大して本格実施となり、24（2012）年度も同じ仕組みで実施しました。

（１）加入推進活動と申請件数

北陸地域の申請件数は12万件で前年度と比べて微減

本制度の加入推進に当たっては、県段階、地域段階の農業再生協議会と連携しながら、

推進活動を展開しました。特に米の所得補償交付金については、米の生産数量目標に従っ

て生産（耕作）した販売農家又は集落営農が対象であることから、米の需給調整非実施者

の多い新潟県においては、新潟市周辺を中心として加入推進重点地域を設定し、需給調整

非実施者への戸別訪問等の取組を実施しました。

平成24（2012)年度の北陸地域（新潟県、富山県、石川県、福井県）の申請件数は12万2,

224件となり、前年度の支払実績と比べて4,378件減少しました。

経営形態別にみると、個人が11万9,591件、法人が1,444件、集落営農が1,189件となり、

個人が減少する一方で、法人及び集落営農は増加していることから、緩やかに構造改革が

進んでいると考えています。

交付金別にみると、米の所得補償交付金が11万8,767件、水田活用の所得補償交付金が

５万7,460件、畑作物の所得補償交付金が8,649件となりました（表Ⅳ－１）。

資料：農林水産省「平成24年度の農業者戸別所得補償制度の加入申請状況について」（平成24年10月17日公表）

注：23年度は、平成24年4月末時点の支払対象者数です。

表Ⅳ－１　農業者戸別所得補償制度の申請件数（経営形態別・交付金別） (単位：件)

個　人 法　人 集落営農 米の交付金
水田活用の
交付金

畑作物の
交付金

新潟県 60,188 59,205 694 289 58,712 31,954 4,239
富山県 23,350 22,591 337 422 22,389 11,877 1,365
石川県 18,366 18,016 203 147 18,059 4,421 823
福井県 20,320 19,779 210 331 19,607 9,208 2,222
北陸計 122,224 119,591 1,444 1,189 118,767 57,460 8,649
（23年度） (126,602) (124,052) (1,393) (1,157) (123,879) (49,212) (6,913)
全国計 1,157,466 1,141,851 8,040 7,575 1,010,413 587,558 87,995
（23年度） (1,150,159) (1,135,010) (7,563) (7,586) (1,008,018) (539,741) (74,610)

県　名 申請件数

経営形態別 交付金別
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（２）米の需給調整の状況

平成24（2012）年産米の生産数量目標に対す

る管内各県の取組状況は、富山県、石川県及び

福井県については引き続き生産数量目標の範囲

内の主食用水稲作付となりました(図Ⅳ-１)。

新潟県における過剰作付面積は、23（2011）

年産米3,720haから24（2012）年産米4,100haへ

と380ha程度増加していますが、県の生産数量目

標（面積換算値）が1,175ha減少したことにより、

主食用水稲作付面積はむしろ減少しています（表

Ⅳ-２）。

（３）米の所得補償交付金申請者の作付計画面積

米の所得補償交付金申請者の作付計画面積は、北陸地域で17万6,535haとなり、前年度

と比べて2,005ha減少しました。これは、主食用米の生産数量目標（面積換算値）が北陸

地域で約1,500ha減少したことや、23年産米の相対取引価格が堅調だったことから、新潟

県を中心に自らの経営判断による需給調整非実施者が増加したためと考えられます（表Ⅳ

－３）。

資料：農林水産省「平成24年度の農業者戸別所得補償制度の加入申請状況について」（平成24年10月17日公表）

注：23年度は、平成24年4月末時点の支払面積です。

表Ⅳ－３　米の所得補償交付金申請者の作付計画面積

(単位：ha)

県　名 作付計画面積
生産数量目標
（面積換算値）

新潟県 91,829 103,200
富山県 35,610 36,700
石川県 24,645 25,300
福井県 24,451 25,700
北陸計 176,535 190,900
（23年度） (178,539) (192,345)
全国計 1,153,641 1,500,000
（23年度） (1,128,201) (1,504,000)

98.83

99.21

98.91

103.97

99.24

99.31

99.42

103.56

94 96 98 100 102 104 106

福井県

石川県

富山県

新潟県

2011年産米

2012年産米

図Ⅳ－１ 生産数量目標に対する主食用水稲作付面積の割合

％

表Ⅳ－２　米の需給調整の取組状況 （単位：ｈａ）

県名

生産数量
目標の面
積換算値
（2012）
①

2012年産
主食用水稲
作付面積

②

差引

②－①

生産数量
目標の面
積換算値
（2011）
③

2011年産
主食用水稲
作付面積

④

差引

③－④

①－③ ②－④

新潟県 103,200 107,300 4,100 104,375 108,094 3,720 △ 1,175 △ 794
富山県 36,700 36,300 △ 400 36,742 36,530 △ 212 △ 42 △ 230
石川県 25,300 25,100 △ 200 25,408 25,232 △ 176 △ 108 △ 132
福井県 25,700 25,400 △ 300 25,820 25,623 △ 196 △ 120 △ 223
北陸計 190,900 194,100 3,200 192,345 195,479 3,134 △ 1,445 △ 1,379
※2012年産の取組状況は１０月１５日現在

　集計値はラウンドの関係で内訳と合致が一致しない場合があります。
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（４）水田活用の所得補償交付金申請者の作付計画面積

加工用米の生産が拡大

水田活用の所得補償交付金申請者の作付計画面積は、北陸地域で４万2,764haとなり、

前年度の支払実績と比べて1,705ha増加しました。これは、米の生産数量目標が減少した

ことや不作付地の改善に取り組んだことによるものと考えられます。作物別では、加工用

米、そば、麦が増加する一方、大豆、米粉用米等が減少しました。

新規需要米のうち、米粉用米は2,601haで、全国（6,365ha）の41％を占めています（表

Ⅳ－４）。

資料：農林水産省「平成24年度の農業者戸別所得補償制度の加入申請状況について」（平成24年10月17日公表）

注：23年度は、平成24年4月末時点の支払面積です。

（５）畑作物の所得補償交付金申請者の作付計画面積

六条大麦とそばの作付が増加

畑作物の所得補償交付金申請者の作付計画面積（水田と畑）は、北陸地域で２万7,797h

aとなり、前年度の支払実績と比べて2,949ha増加しました。

作物別では、麦、そばが増加する一方、大豆、なたねが減少しました（表Ⅳ－５）。

資料：農林水産省「平成24年度の農業者戸別所得補償制度の加入申請状況について」（平成24年10月17日公表）

注：23年度は、支払数量を県の同年の実単収で換算した面積です。

平成25（2013）年度は、名称を「経営所得安定対策」に変更しますが、24（2012）年度

と基本的に同じ枠組みで実施しています。

また、26（2014）年度以降のあり方については、今後検討していくこととしています。

表Ⅳ－４ 水田活用の所得補償交付金申請者の作付計画面積 （単位：ha）

米粉用米 飼料用米 WCS用稲

新潟県 224 5,375 423 4,541 2,356 1,881 304 1,230 16 5,483 17,292
富山県 3,240 4,618 381 957 204 626 127 360 26 963 10,547
石川県 955 1,083 58 464 33 406 25 309 0 999 3,869
福井県 5,031 1,011 55 306 8 180 117 3,960 2 692 11,057
北陸計 9,451 12,087 917 6,268 2,601 3,093 573 5,860 44 8,136 42,764
（23年度） (9,140) (12,812) (938) (6,362) (2,780) (3,049) (533) (5,487) (52) (6,267) (41,059)
全国計 166,087 107,008 102,928 66,770 6,365 34,656 25,750 38,105 680 32,955 514,533
（23年度） (169,665) (111,069) (100,881) (63,877) (7,263) (33,758) (22,856) (35,260) (643) (27,494) (508,890)

なたね
加工用
米

合計
新規需要米

県　名 麦 大豆 飼料作物 そば

表Ⅳ－５ 畑作物の所得補償交付金申請者の作付計画面積 （単位：ha）

４麦計

新潟県 232 9 － 224 － 5,378 1,381 16 － － 7,007
富山県 3,093 26 5 3,062 － 4,427 373 26 － － 7,919
石川県 1,228 76 － 1,153 － 1,423 306 0 － － 2,957
福井県 5,033 4 － 5,029 － 979 3,895 6 － － 9,913
北陸計 9,587 114 5 9,467 － 12,208 5,955 48 － － 27,797
（23年度） (7,240) (106) (－) (7,134) (－) (12,619) (4,926) (63) (－) (－) (24,848)
全国計 242,369 202,647 19,008 15,989 4,725 111,806 55,445 1,268 59,014 18,145 488,047
（23年度） (232,999) (196,456) (18,400) (13,651) (4,492) (110,984) (46,871) (1,415) (60,383) (18,296) (470,948)

なたね 合計
二条大麦 六条大麦

てん菜
でん粉
原料用
ばれいしょ小麦 はだか麦

県　名 大豆 そば
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２. 意欲ある多様な農業者による農業経営の推進

（１）認定農業者の動向

認定農業者の高齢化が急速に進展

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標

に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画（「農業経営改善

計画」）を市町村が認定し、この認定を受けた農業者（「認定農業者」）に対して重点的に

支援措置を講じようとするものです。このため、認定農業者は、地域の中心的な経営体と

して今後の地域農業を支えていくことが望まれます。

平成24（2012）年３月末現在、北陸地域における農業経営改善計画の認定数は、

１万7,825経営体（全国23万7,428経営体）となっています。

認定状況について、営農類型別に全体に占める割合をみると、北陸地域では、稲作単一

経営が52.0％（全国10.3％）、稲作を主とした準単一複合経営が35.5％（24.9％）となっ

ており、これら稲作主体の経営が全体の87.4％（35.2％）を占め、水田農業を中心とする

北陸地域の特徴がうかがえます。

また、認定農業者（法人、共同申請を除く）の年齢階層別割合をみると、北陸地域では

65歳以上が24.7％（全国17.5％）、60歳～64歳が26.8％（23.0％）となっており、60歳以

上が51.5％（40.5％）と、過半を占めることとなります。さらに、この年齢階層別割合を

過去と比較してみると、65歳以上については、５年前が11.3％（全国9.3％）、10年前が2.

8％（3.5％）であったことから、急速に高齢化が進展していることがわかります（図Ⅳ－

２）。

このような中、農業の体質強化は急務となっており、北陸農政局では、管内各県や関係

機関とも緊密に連携しつつ、新規就農者の確保・定着や離農者から担い手への経営継承の

促進が必要であり、市町村における「人・農地プラン」の作成・実行を推進しているとこ

ろです。

図Ⅳ－２ 年齢階層別認定農業者の推移（北陸地域）

資料：農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別認定状況」
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（２）集落営農の動向

北陸地域の集落営農数は2,326で、うち法人の割合は33.7％。

北陸地域における平成25（2013）年２月１日現在の集落営農数は2,326で、前年に比べ

て28（1.2％）増加しました。このうち法人の集落営農数は785で、前年に比べて62（8.6

％）増加し、集落営農数全体に占める割合は33.7％となり、全国に比べて高い割合で推移

しています（図Ⅳ－３）。

図Ⅳ－３ 集落営農数及び法人数割合の推移

集落営農における具体的な活動内容をみると、「農産物等の生産・販売活動を行う」集

落営農の割合が85.3％と最も高く、次いで「機械の共同所有・共同利用を行う」の85.1％、

「作付地の団地化など、集落内の土地利用調整を行う」の66.6％となっています（図Ⅳ－

４）。

図Ⅳ－４活動内容別集落営農数割合（複数回答）（北陸）

資料：農林水産省「集落営農実態調査」

注：平成25年値は概数値です。
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（３）農業経営の法人化の動向

農業生産法人数は5％増加

全国の農業生産法人数の推移をみると、平成19（2007）年は1,054法人、20（2008）年

は1,053法人と大きく増加していましたが、23(2011)年は223法人、24(2012)年は765法人

の増加（全国1万2,817法人）にとどまりました。

北陸地域も全国と同様に、19（2007）年は193法人、20（2008）年は304法人と顕著な増

加を示していましたが、23（2011）年は28法人、24（2012）年は71法人の増加にとどまり

ました。

これは、19（2007）年産から導入された水田経営所得安定対策へ加入するため、法人化

の取組が集中的に行われたことによるものと考えられます。

24（2012）年の北陸地域における農業生産法人を組織形態別にみると、農事組合法人が

56％（全国26％）、特例有限会社が34％（全国51％）、株式会社（特例有限会社を除く。）

が10％（全国21％）となっており、全国と比べると農事組合法人が多く株式会社が少ない

という傾向がみられます。

これは、水稲単作・安定兼業を背景に、協働による農地の維持・管理を主目的とする

組織が多く、地縁的な共同体的性格の農事組合法人を指向する傾向が強いためと考えら

れます（表Ⅳ－６）｡

資料：北陸農政局調べ

注：1) 各年１月１日現在。
2) 「総数」欄には、持分会社を含むため、農事組合法人、株式会社の合計とは一致しない。
3) 特例有限会社とは、2006年５月１日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、

同法施行後もなお基本的には従前によるものとされる株式会社のことです。

表Ⅳ－６ 農業生産法人数の推移

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

1965 1,294 11 7 3 1 - 568 9 5 3 1 - - - - - - - 712 2 2 - - -
1975 2,879 36 23 7 1 5 856 25 14 6 1 4 - - - - - - 2,007 11 9 1 - 1
1985 3,168 61 39 11 8 3 1,324 36 19 10 6 1 - - - - - - 1,825 24 20 1 2 1
1995 4,150 208 115 48 33 12 1,335 77 40 28 5 4 - - - - - - 2,797 131 75 20 28 8
2005 7,904 545 258 123 104 60 1,782 182 66 56 27 33 120 10 5 1 2 2 5,961 352 186 66 75 25
2006 8,412 651 289 160 124 78 1,841 249 79 89 34 47 180 10 6 - 2 2 6,345 390 203 70 88 29
2007 9,466 844 372 202 148 122 2,198 354 112 119 44 79 385 22 10 3 5 4 6,818 462 249 79 99 35
2008 10,519 1,148 588 241 173 146 2,694 601 294 151 61 95 832 63 38 6 12 7 6,896 473 255 83 100 35
2009 11,064 1,216 617 263 177 159 2,855 654 314 169 66 105 1,200 84 51 10 13 10 6,878 466 251 83 98 34
2010 11,829 1,270 634 284 186 166 3,056 692 323 185 75 109 1,696 94 54 12 14 14 6,907 470 256 85 96 33
2011 12,052 1,298 648 292 189 169 3,154 715 331 198 77 109 2,135 111 62 12 19 18 6,572 457 254 80 92 31
2012 12,817 1,369 665 320 198 186 3,371 764 339 220 84 121 2,648 131 71 18 20 22 6,574 459 254 81 93 31

北
陸

全
国

北
陸

区分

総 数 農事組合法人 株式会社(特例有限会社を除く) 株式会社（特例有限会社）

全
国

北
陸

全
国

北
陸

全
国
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（４）一般法人の農業参入

農地法等の改正以降、新たな一般法人78法人が農業に参入

平成21（2009）年12月15日に施行された、農地法等の一部を改正する法律（平成21年法

律第57号）において、一定の要件の下で農地の貸借の規制を見直したことにより、より一

層、一般法人の農業参入が容易となりました。

この結果、農地法等の改正以降、北陸地域において新たに農業に参入した一般法人は24

（2012）年12月31日現在、78法人(全国1,071法人)となっています（表Ⅳ－７）。

これら農業に参入した一般法人を業種別にみると、建設業が24法人、食品業が19法人、

農業が17法人、その他が18法人となっています。また、営農作物別にみると、野菜が34法

人、米麦等が19法人、複合が13法人、その他が12法人となっています（表Ⅳ－８）。

表Ⅳ－８ 北陸地域において農業参入した一般法人の業種別及び営農作物別状況

表Ⅳ－７ 一般法人の農業参入状況

資料：北陸農政局調べ

注：1) 「2009.12.14」の法人数については、農地法等改正以前の特定法人貸付事業により農地を借り
受け農業参入した法人数です。

2) 「2010.6.30」以降の法人数については、農地法等改正以降、特定法人貸付事業により既に農地
を借り受けた法人以外の新たに農業参入した法人数です。

資料：北陸農政局調べ

注：業種別が「農業」に該当する法人とは、参入前に農地等を利用しない農畜産業を行っていた法人

又は、農産物等の生産を目的として設立された企業の子会社です。

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

436 55 32 7 15 1
175 16 4 1 7 4
364 34 11 1 11 11

527 53 20 2 18 13
677 61 24 2 20 15
952 73 30 3 23 17
1,071 78 33 3 24 18

全
国

北
陸

2009.12.14
2010. 6.30
2010.12.31
2011. 6.30

2012. 6.30
2012.12.31

2011.12.31

建設業 食品業 農業 その他 野菜 米麦等 複合 その他
78 24 19 17 18 34 19 13 12

新潟県 33 5 8 10 10 12 11 5 5
富山県 3 1 1 - 1 1 1 1 -
石川県 24 14 2 4 4 10 5 4 5
福井県 18 4 8 3 3 11 2 3 2

参入法人数
業種別 営農作物別

　北　陸
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一般法人の農業参入事例

○参入市町村：富山県氷見市

○参入法人：（株）Ｔ－ＭＡＲＫＳ
○借入農地面積：5.3ha

氷見漁港で魚卸業等を営む（株）釣屋魚問屋
は、多角的な事業展開を検討する中で、新潟県

内に観光ワイナリーがあることを知り、「氷見で
ブドウを育て、氷見で醸造する氷見ワインを誕

生させる」「氷見の魚介、地元産食材とコラボレ
ーションした飲食事業を展開する」等をコンセ

プトに（株）Ｔ－ＭＡＲＫＳを設立して、20（2
008)年６月に農業に参入しました。

23（2011）年にはワイナリーを整備し、農園
で生産したブドウのみを用いた「氷見産ワイン」

の製造・販売を始めました。
また、同年秋にはカフェ・ショップもオープ

ンさせ、自社ワインの他、農園で栽培した果実
や野菜、親会社の魚問屋が仕入れた氷見産の魚

を使った料理等を提供しています。
今後は、経営面積の拡大によるブドウの生産

及びワイン製造の増加を図り、観光ワイナリー
として地域活性化を図っていくこととしていま
す。

○参入市町村：石川県七尾市
○参入法人：（株）スギヨファーム
○借入農地面積：26ha
（株）スギヨは、水産練製品の製造・販売会社と

して全国展開していますが、地産地消をコンセプト
として能登の素材を生かした高付加価値の商品作り
などを目的に七尾市内の能登島地域において、19（2
007）年4月に農業に参入しました。
参入時には4.8haだった農地を24（2012）年には2

6haまで拡大し、収穫量も70t/年から720t/年に増加
しています。
収穫した野菜は、スギヨ製品の原材料として用い

る他、地元や金沢市内の量販店等において販売し、
地産地消を進めています。
また、農作業イベント等を通じて、地域住民や農

業者との信頼関係の構築に努めています。
24年（2012）年３月には、農業事業部門を農業生

産法人化して、（株）スギヨファームを設立しまし
た。
今後は、販売先を広げ、能登の野菜をブランド化

していくこととしています。（25（2013）年３月時
点）
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（５）新規就農の促進

ア．新規就農者数

農業法人等への就業が過半

平成23（2011）年の新規就農者数は

396人となり、その内訳は、新潟県200

人、富山県53人、石川県92人、福井県5

1人です（図Ⅳ－５）。

次に就農形態別に新規就農者の推移

をみると、非農家出身である「新規参

入」は207人であり前年同様、全体の半

数近くを占めています。農家出身で他

産業からの就農者である「Ｕターン」

は124人と減少傾向にあります。農家子

弟等の「新規学卒」は65人であり、前

年に比べ3人減少していますが新規就農

者数に占める割合はほとんど同率とな

っています。

なお、法人就農者数は229人であり、

新規就農者数の過半を占めています（図

Ⅳ－６）。

新規就農者のうち「新規参入」が過

半数を占め、そのほとんどが農業法人

等に就農する傾向が近年続いています。

イ．新規就農の推進

新規就農セミナーの開催等

北陸地域における基幹的農業従事者の平均年齢は、平成22（2010）年で68.4歳と高齢化

が進展しています。持続可能な力強い農業を実現していくため、青年新規就農者を大幅に

増加させることが重要です。

このため、24（2012）年度より青年就農意欲の喚起と就農後の定着を図るための青年就

農給付金を給付しています。また、青年の農業法人への雇用就農を促進する農の雇用事業

や今後の地域農業のリーダーを育成する農業者育成支援事業を行っています。

北陸農政局では、管内４県及び市町村で実施している新規就農関連施策を取りまとめた

パンフレットを作成してハローワーク等に配布するとともに、（公社）ふくい農林水産支

援センターや福井県と連携し、「新規就農セミナー」を開催（25（2013）年２月、福井市）

しました。

資料：北陸農政局調べ

図Ⅳ－５ 新規就農者数の推移

資料：北陸農政局調べ
注：1)各県において調査対象年齢に相違有り
2)石川県は2009年度から｢年度単位｣に変更

図Ⅳ－６ 就農形態別新規就農者数の推移
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（６）女性の能力の積極的な活用

ア．北陸地域における女性の参画状況

農業委員等に占める女性の割合は依然低い水準

2010年世界農林業センサスによると、北陸地域の農業就業人口の49.7％は女性であり、

女性は農業や地域社会の担い手として重要な役割を果たしています。

しかし、農協役員に占める女性の割合は5.1％（24（2012）年事業年度、前年度は

4.4％）、農業委員に占める女性の割合は5.7％（23（2011）年10月現在、前年4.9％）と、

前年に比べ増加しているものの、依然として低い水準にとどまっており、全国でも同じ傾

向がみられます。

また、農産物加工や販売等の農村女性起業数は919件（24（2012）年3月31日現在）と年

々増加していますが、その経営規模は、年間売上金額300万円未満の零細なものが約55％

を占めています。（図Ⅳ－７、図Ⅳ－８）

このようなことから、地域で活躍する女性の社会参画や女性経営者の飛躍的な発展を支

援することが大切です。24（2012）年度から、「女性経営者発展支援事業」を実施し女性

農業者、異業種とのワークショップ等を開催し、販売ノウハウ等を学ぶとともに、ネット

ワーク化を推進することで女性の更なる経営発展の促進を図っています。

イ．男女共同参画社会の形成に向けた取組

北陸農政局農山漁村男女共同参画フォーラム等の開催

平成24（2012）年度においては、農山漁村における女

性の経営参画や起業活動を促進するため、女性農業者の

情報交換や女性農業委員等の登用拡大を目指し、「農山

漁村女性６次産業化実践セミナー」（24（2012）年7月、

金沢市）、「北陸農政局農山漁村男女共同参画フォーラム」

（同年11月、金沢市）を開催しました。 農山漁村女性６次産業化実践セミナー

図Ⅳ－７ 女性起業数の推移(北陸）

資料：農林水産省人材育成課調べ

（ただし、2010年及び2012年は北陸農政局調べ）

（2009～2012年3月31日現在）

資料:北陸農政局調べ

（2012年3月31日現在）

図Ⅳ－８ 女性起業の年間売上金額の割合(北陸)
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３．農地の現状と有効利用

（１）農地面積

耕地面積は前年に比べ1,100ha減少、耕地利用率は0.2ポイント低下

北陸地域の平成24（2012）年７月15日現在の耕地面積は31万5,900haで、前年に比べて

1,100ha（0.3％）減少しました。これを田畑別にみると、田は28万2,800ha、畑は

３万3,100haで、前年に比べて、1,000ha（0.4％）、100ha（0.3％）とそれぞれ減少しまし

た。

北陸地域の耕地面積を県別にみると、新潟県が17万3,100ha、富山県が５万9,200ha、石

川県が４万2,900haで、前年に比べて、800ha（0.5％）、100ha（0.2％）、100ha（0.2％）

とそれぞれ減少し、福井県は、４万800haで、前年と同じとなりました（表Ⅳ－９）。

また、北陸地域の23（2011）年の農作物作付（栽培）延べ面積は28万700haで、前年に

比べて1,200ha（0.4％）減少し、耕地利用率は88.5％で、前年に比べて0.2ポイント低下

しました（図Ⅳ－９）。

表Ⅳ－９ 耕地面積の推移

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

注：1)2001年までは８月１日現在、2002年以降は７月15日現在です。

2)四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合があります。

図Ⅳ－９ 農作物作付（栽培）延べ面積（田畑計）及び耕地利用率の推移（北陸）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
注：耕地利用率とは、耕地面積（けい畔を含む。）を100とした作付(栽培)延べ面積の割合です。
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（２）農地の流動化

ア．農地利用集積の概要

担い手への農地利用集積面積は、前年度比４百haの増加

2010年世界農林業センサスによると、北陸地域においては、経営耕地面積が4.0ha以上

ある販売農家数は10,387戸と５年前に比べ15.5％増加しており、また、これら農家の経営

耕地面積のシェアは、５年前の25.5％から34.6％へ上昇しています。

さらに、担い手への農地利用集積面積も年々増大して23（2011）年度末では13万9,300ha

となっており、これは前年に比べ約426ha増加し耕地面積に占める割合は44％となってい

ます(図Ⅳ－10)。

イ．利用権設定の概要

利用権設定率は、前年度比0.5ポイントの増加

北陸地域における「農業経営基盤強化促進法(注)」に基づく利用権設定面積は、23（201

1）年度末で９万4,255haとなっており、利用権設定率（農用地面積に占める利用権設定面

積の割合）は前年度を0.5ポイント上回る27.8％となっています(図Ⅳ－11)。

図Ⅳ－11 利用権設定面積の推移

図Ⅳ－10 担い手への農地利用集積面積の推移

資料：北陸農政局「認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体並びに農用地利用改善団体の実態に関する調査」

注：ここでいう「担い手」とは、認定農業者（特定農業法人を含む。）、基本構想水準到達農業者、特定農業団体を

いいます。

資料：北陸農政局「認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体並びに農用地利用改善団体の実態に関する調査」

(注）: 農地等の権利移転は法律に基づいて行う必要があり、農地法に基づく権利移転（農地等を効率的に利用する

者のみが農地等の権利を取得できるとの観点）と農業経営基盤強化促進法に基づく権利移転（効率的かつ安定

的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するとの観点）とがあります。
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ウ．所有権移転
前年より176.2haの減少

北陸地域における22（2010）年の農地の所有権移転は、4,954件（対前年比14％減）、

1,079.7ha（同14％減）となっています。

このうち、「農地法」によるものは3,888件（同15％減）、726.6ha（同14％減）、「農業

経営基盤強化促進法」によるものは1,066件（同6％減）、353.1ha（同14％減）となってい

ます（表Ⅳ－10）。

エ．農地価格
農地価格は都市的農業地域、純農業地域ともに下落

全国的に農地価格は下落傾向が続いていますが、下落率は純農業地域よりも都市的農業
地域において大きくなっています（表Ⅳ－11）｡

23（2011）年の北陸地域における農地価格は、都市的農業地域では中田が全国平均の63

％、中畑が同45％となっていますが、純農業地域では全国平均と大きな差はみられません。

なお、北陸地域における農地価格は、地域区分、地目に係わらず全体的に全国平均より大

きく下落しています。

表Ⅳ－10 農地の所有権移転の推移

表Ⅳ－11 生産条件別田畑の売買価格の推移
(単位：千円／10ａ）

（単位：件､ha､％）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 下落率

（2006年～2011年）

全国・中田 5,485 5,199 4,965 4,733 4,479 4,250 23%

全国・中畑 5,168 4,892 4,734 4,519 4,278 4,092 21%

北陸・中田 4,555 3,823 3,540 3,411 3,166 2,672 41%

北陸・中畑 2,752 2,434 2,288 2,071 1,895 1,854 33%

全国・中田 1,505 1,470 1,441 1,388 1,363 1,340 11%

全国・中畑 1,036 1,014 998 972 957 942 9%

北陸・中田 1,662 1,611 1,569 1,445 1,425 1,419 15%

北陸・中畑 903 882 869 802 786 781 14%

資料：全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果（各年5月1日調べ）」

  注：1） 都市的農業地域の田畑売買価格は、都市計画法による線引きが完了した市町村の市街化調整区域内の農用地

　　　　区域内における農地の売買価格です。

　    2） 純農業地域の田畑売買価格は、都市計画法による線引きを実施していない市町村の農用地区域内における農

        地の売買価格です。

      3） 中田（畑）とは、調査区域において収量水準や生産条件等が平均的な田（畑）です。

      4） 下落率は、(平成2006年価格－平成2011年価格）／平成2006年価格により算出しました。

都市的農業
地域

純農業地域

所有権移転 うち、 うち、 うち、 うち、 うち、 うち、

総数 自作地の 自作地の 小作地の 自作地の 自作地の 小作地の

有償所有 無償所有 所有権移 有償所有 無償所有 所有権移

権移転 権移転 転 権移転 権移転 転

2008 6,046 4,804 3,621 1,138 45 1,242 1,208 32 2

2009 5,733 4,597 3,433 1,126 38 1,136 1,109 24 3

2010 4,954 3,888 2,918 946 24 1,066 1,040 25 1

対2009差 ▲ 779 ▲ 709 ▲ 515 ▲ 180 ▲ 14 ▲ 70 ▲ 69 1 ▲ 2

対2009比 0.86 0.85 0.85 0.84 0.63 0.94 0.94 1.04 0.33

2008 1,358.1 871.0 601.6 261.5 7.8 487.1 481.1 4.8 1.2

2009 1,255.9 844.7 572.8 270.1 1.8 411.2 403.1 6.8 1.3

2010 1,079.7 726.6 488.5 234.8 3.3 353.1 349.0 3.9 0.2

対2009差 ▲ 176.2 ▲ 118.1 ▲ 84.3 ▲ 35.3 1.5 ▲ 58.1 ▲ 54.1 ▲ 2.9 ▲ 1.1

対2009比 0.86 0.86 0.85 0.87 1.83 0.86 0.87 0.57 0.15

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査結果」及び「農地の権利移動・借賃等調査結果」

　注：1） 2008年、2009年は「土地管理情報収集分析調査結果」、2010年は「農地の権利移動・借賃等調査結果」。

  注：2） 2010年の「農地法第3条許可・届出に係るもの」欄及び「農業経営基盤強化促進法第19条公告に係るもの」欄　

        の「自作地の有償所有権移転」、「自作地の無償所有権移転」及び「小作地の所有権移転」は、それぞれ、「所

        有権耕作地有償所有権移転」、「所有権耕作地無償所有権移転」及び「所有権以外耕作地所有権移転」の件数及

        び面積です。

件
数

面
積

農地法第３条許可・届出に係るもの 農業経営基盤強化促進法第１９条公告に係るもの
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（３）耕作放棄地の発生防止・解消

耕作放棄地の状況把握と再生利用等に向けた取組を推進

ア．荒廃農地に関する調査の実施

2010年世界農林業センサスによると、全国の耕作放棄地面積は約39万６千haと５年前

に比べ2.6％増加しています。北陸地域の耕作放棄地面積も約１万9,400haとやや増加し、

全国に占める割合は５年前と同水準の4.9％となっています。

耕作放棄地の解消を図るためには、その現状を的確に把握したうえで再生利用を進め

る必要があることから、23（2011）年に「荒廃農地に関する調査」を実施し、荒廃農地

（現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客

観的に不可能となっている農地）一筆ごとに荒廃の現状や再生利用の取組状況等を把握

しました。

調査結果は24（2012）年12月に公表され、荒廃農地のうち抜根、整地、区画整理、客

土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃

農地は全国で約13万８千ha、北陸地域では約2,800haとなっています。なお、耕作放棄地

対策等の取組が進められた結果、北陸地域では約510haの荒廃農地が解消されました(表Ⅳ

－12)。

表Ⅳ－12 荒廃農地に関する調査結果（北陸）(実績値)

イ．耕作放棄地対策推進の取組

北陸農政局では、「北陸農政局耕作放棄地解消プロジェクトチーム」において、耕作放

棄地の解消に向けた取組を実施しました。具体的には、地域の現状及び課題の把握のため

の意見交換会の開催（６～３月、６市町）、支援策等の周知のための説明会の開催（10月）、

農業参入に意欲のある企業等への情報提供、取組事例集やリーフレットの作成・配布等を

行いました。

また、北陸管内29市町村において、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、耕作

（単位：ha）

新 潟 県 973 2,228 3,202 76

富 山 県 174 147 320 29

石 川 県 1,255 4,644 5,899 293

福 井 県 439 860 1,299 113

計 2,841 7,879 10,720 511

再生利用が可能
な荒廃農地

再生利用が困難
と見込まれる荒廃

農地

荒廃農地面積
計

再生利用され
た面積

県　　名

注１： 「再生利用が可能な荒廃農地」は、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生

することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地」の

ことです。

注２： 市町村から報告のあった各区分面積を集計したものであり、調査範囲が一部区域

にとどまる市町村も単純に集計しています。

注３： 四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。
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放棄地の再生作業や営農再開に向けた取組が行われています。（25（2013）年２月末現在）

（４）農業振興地域制度の現状

優良農地確保のための制度運用

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農林水産大臣は「農用地等の確保等に

関する基本指針」(22（2010）年6月策定）において、32（2020）年の確保すべき農用地等

の面積（農用地区域内農地）の目標を415万haと定めています。

基本指針に基づき、都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」（22（2010）年12月

策定）において、32（2020）年の確保すべき農用地等の面積の目標を定めています。

(管内各県の目標は表Ⅳ-13を参照。）
各県においては、この目標の達成のために、農用地区域からの除外の厳格化、農用地区

域への編入の促進、荒廃農地の発生抑制及び再生可能な荒廃農地の再生等の取組を推進し

ています。

表Ⅳ－13 農業振興地域の指定状況(平成23（2011）年)

（単位：千ha）

資料：北陸農政局調べ（平成23（2011）年12月1日現在）

注：1)新潟県の粟島浦村については,農業振興地域の指定がされていない。

2)四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。

3)基本方針の目標農地面積欄の北陸は、管内4県の目標面積の合計です。

市町村数

区分
うち農業振興地域
指定市町村数
（農業振興地域数）

新潟県 30  29　　(  68) 165.8 0.2 168.0
富山県 15  15　　(  15) 55.8 ▲ 0.0 56.9
石川県 19  19　　(  19) 38.7 0.3 40.4
福井県 17  17　　(  28) 38.2 0.1 38.7
北  陸 81 80　　(130) 298.5 0.6 （304.0）

（参　考）
基本方針の目標
農地面積（32年）

農用地区域内
農地面積

対前年度増減
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４．農業の生産基盤の整備

（１）生産基盤の整備・推進の方向

基幹的水利施設の戦略的な保全管理や生産基盤整備の推進

ア．生産基盤の整備

農地や農業用用排水施設等は、農業を支える重要な基盤であり、国民全体が食料の安定

供給だけでなく国土の保全等の多面的機能の便益を享受することから、中長期的な視点に

立って、それらを整備し保全管理していくことが重要となっています。

平成24年3月、政府は、農業の体質強化と震災からの復興等を図るため、５年間（平成2

4～28年度）の土地改良事業の基本となる「土地改良長期計画」を策定し、「水（農業用水、

農業水利施設）」と「土（農地）」を次世代に引き継いでいけるよう、「食を支える水と土

の再生・創造」を基本理念に掲げ取り組んでいくこととしています。

本計画では、食料生産の体質強化、震災復興及び農村の防災・減災力の強化、農村の協

働力や地域資源の潜在力を活かしたコミュニティの再生といった政策課題の解決に向けた

施策を集中的に実施することとしています。

また、「攻めの農林水産業」を展開していく中で、農業農村整備事業としては、国土強

靭化や老朽化した農業水利施設の長寿命化、耐震化及び豪雨対策等を含む防災・減災対策

を推進するとともに、農業競争力強化のため、担い手への農地集積の加速化、農業生産の

効率化・高付加価値化を目指して、農地の大区画化、畑地かんがい、施設整備、汎用化等

を推進することとしております。

このため、国営土地改良事業等により、農業水利施設の保全管理、整備を推進するとと

もに、未整備水田の大区画化により農地の集積と農地のさらなる高度利用等を図るための

各種事業を推進しているところです。



- 105 -

北陸地域の特性に応じた基盤整備の実施

イ．国営土地改良事業地区調査（「関川二期地区」)
せきかわ に き

本地区は新潟県南西部の高田平野に位置し、上越市及び妙高市にまたがる農地面積約5,
じようえつし みようこうし

800haの稲作経営を主体とした農業地帯です。

本地区の農業用水は、国営土地改良事業「関川地区」により造成された笹ヶ峰ダム、頭

首工、幹線用水路等の農業水利施設により供給されていますが、事業完了後30年近くが経

過し、ダムの附帯施設及び用水路等の老朽化の進行、維持管理費の増加により、施設機能

の維持が困難な状況となっています。

本調査(平成23（2011）～25（13）年度)では、地域の農業用水にとって重要なこれら施

設の改修計画を検討し、土地改良事業計画の作成を行います。

図Ⅳ-12 地区紹介図
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ウ．国営土地改良事業地区調査（「信濃川左岸流域地区」)
し なのがわ さ がんりゆういき

本地区は新潟県中央部に位置し、長岡市及び小千谷市にまたがる農地面積約4,700haの
ながおかし お ぢ や し

稲作経営を主体とした農業地帯です。

本地区の農業用水は、国営土地改良事業「信濃川左岸地区」により造成された小千谷

頭首工、幹線用水路等の農業水利施設により供給されていますが、ゲート設備等の老朽

化により国営土地改良事業「信濃川左岸二期地区」において小千谷頭首工は全面改修さ

れました。

しかしながら、近年、信濃川の河道断面の拡大に起因し、計画取水位を確保できない

ことから、地区内においては安定取水ができない状況となっています。また、「信濃川左

岸地区」により造成された施設は事業完了後50年近くが経過し、老朽化が進行している

状況にあります。

本調査(平成24（2012）～25（13）年度)では、地域の農業用水にとって重要なこれら施

設の改修計画を検討し、土地改良事業計画の作成を行います。

図Ⅳ-13 地区紹介図
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エ．国営土地改良事業地区調査（「手取川流域地区」)
て どりがわりゆういき

本地区は、石川県南西部に位置し、白山市外４市１町にまたがる農地面積約7,400haの
はくさんし

稲作経営を主体とした農業地帯です(図Ⅳ－14)。

本地区の農業用水は、国営土地改良事業「手取川第一地区」により整備された白山頭

首工、幹線用水路及び、国営土地改良事業「手取川地区」により整備された大日川ダム

等の農業水利施設により供給されていますが、白山頭首工は造成後70年以上が経過して

おり、幹線用水路についても築造後40年以上が経過し、老朽化が進行していることから、

農業用水の安定供給に支障をきたしています。

本調査(平成24（2012）年度)では、地域の農業用水にとって重要なこれら施設の改修計

画を検討し、土地改良事業計画の作成を行っています。

図Ⅳ-14 地区紹介図
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オ．広域基盤整備計画調査（「石川地域」)
いしかわ

北陸地域では、６地域において広域基盤整備計画調査を順次実施し、国営かんがい排水

事業等により造成整備された基幹的農業用用排水施設（ダム、頭首工、揚排水機場、用排

水路等）の計画的な整備・更新を行っていくための広域基盤整備計画書を策定しています

（図Ⅳ-15）。

平成22～24年度においては、「石川地域」において調査を実施し、国営造成水利施設保

全対策指導事業との連携による施設の機能診断の実施、邑知潟地区・河北潟地区・手取川

地区・加賀三湖地区にかかる施設の更新時期の策定、環境・景観にかかる基礎資料を基に

環境配慮の基本方針を策定し、これらを踏まえた広域基盤整備変更計画書（案）を策定し

ています。

図Ⅳ-15 北陸農政局管内 広域基盤整備計画調査の対象地域

調査期間 2010年度～2012年度

受益面積 約17,000ha

国営事業 9地区

石川地域

石川県全域（能登北部を除く）
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（２）直轄事業

平成24（2012）年度は９地区でかんがい排水、１地区で総合農地防災事業を実施

ア．国営かんがい排水事業

24（2012）年度は、用水改良事業として新潟県の佐渡（一期）、佐渡（二期）、柏 崎周
さ ど かしわざき

辺（二期）、阿賀野川用水（施設整備）、加治川用水地区及び福井県の九頭竜川下流（一
あ が の がわ か じ か わ くずりゅうがわ

期）、九頭竜川下流（二期）の７地区、排水改良事業として新潟県の新川流域の１地区で、
しんかわ

事業を実施しています。

また、事業着手準備地区として新潟県の新川流域二期地区の全体実施設計を実施してい
しんかわ

ます。

このうち、過去に国営事業により造成した施設について、老朽化により機能低下した施

設の改修・更新（一部も含む）を行っている地区は８地区です（表Ⅳ－14）。

表Ⅳ－14 国営かんがい排水事業実施状況（2012年度、事業実施地区）

イ．国営総合農地防災事業

24（2012）年度は、富山県の庄川左岸の１地区で事業を実施しています。本地区では、
しようがわ

流出形態の変化により機能低下した施設の改修・更新を行っています（表Ⅳ－15）。

表Ⅳ－15 国営総合農地防災事業の実施状況（2012年度、事業実施地区）

注： 1)　農業用水の管理確保：新規に農業用水を確保し用水補給を行う。
2)　水利用の合理化：取水施設の統合や施設の更新を行い安定した取水と水利用を行う。
3)　水管理の効率化：用水路のパイプライン化や水管理施設（集中管理）を建設し営農の省力化を行う。
4)　施設の改修・更新：老巧化した施設を改修し維持管理の節減を行う。　

注： 1)　農業用水の管理確保：新規に農業用水を確保し用水補給を行う。
2)　水利用の合理化：取水施設の統合や施設の更新を行い安定した取水と水利用を行う。
3)　水管理の効率化：用水路のパイプライン化や水管理施設（集中管理）を建設し営農の省力化を行う。
4)　施設の改修・更新：老巧化した施設を改修し維持管理の節減を行う。　

事 業 目 的

地 区 名

（県別着工順）

13,298○ ○

○

○

○

○○

○

○

○ ○ ○

○ ○○ ○

○ ○ 6,121○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

3,590

○

○ ○

排水改良

福井

加 治 川 用 水

九頭 竜川下流（一 期）

九頭 竜川下流（二 期）

柏 崎 周 辺 （ 二 期 ）

○

県名

○佐 渡 （ 一 期 ）

佐 渡 （ 二 期 ）

阿 賀 野 川 用 水

○

　
ダ
ム

　
頭
首
工

　
揚
水
機
場

　
排
水
機
場

新 川 流 域

○ ○ ○

○

用水改良

1)
農
業
用
水
の

　
　
　
管
理
確
保

　
　
　
合
理
化

2)
水
利
用
の

　
　
　
効
率
化

3)
水
管
理
の

○

　
用
水
路

　
水
管
理
施
設

　
　
　
汎
用
化

　
水
田
の

　
排
水
路

　
農
地
防
災

19,535

新潟

○ ○新 川 流 域 二 期

4)

施
設
の

○

○

○

○

○

○

○

○

受
益
面
積

3,396

11,642

19,778

主な事業内容

　
　
改
修
・
更
新 (ha)

事 業 目 的

地 区 名

（県別着工順）

　

水
管
理
施
設

○庄 川 左 岸 ○ 6,212

県名

用水改良 排水改良

○

　

水
田
の

　

農
地
防
災

　

ダ
ム

　

頭
首
工

　

揚
水
機
場

3)

水
管
理
の

　

排
水
路

　

　
　
汎
用
化

富山

　

用
水
路

　

排
水
機
場

　

　
改
修
・
更
新

4)

施
設
の

○

主な事業内容

受
益
面
積

　

　
　
管
理
確
保

1)

農
業
用
水
の

　

　
　
合
理
化

2)

水
利
用
の

　

　
　
効
率
化

(ha)
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（３）自治体等の事業（補助事業、交付金等）

事業の重点化と地方の裁量の拡大

ア．戸別所得補償制度を下支えする農業生産基盤の整備

戸別所得補償制度の円滑な実施を図るためには、麦・大豆等の戦略作物や地域振興作物

の生産性向上を可能とする農地や農業用用排水施設等の整備が不可欠であり、水田農業を

主体とする北陸地域において重要な役割を担っています。

現状では、区画整備済みの水田においても、その約３分の１は水はけの良くない状況に

あり、戦略作物の生産拡大の支障となっていることや、戦後の食糧増産期や高度経済成長

期に整備された多くの用排水施設が更新時期を迎えています。

このため、麦・大豆の生産拡大や耕地利用率等の向上のための農地の区画整理、用排水

施設等の整備を重点的かつ集中的に行うため、従来の補助事業（かんがい排水事業、経営

体育成基盤整備事業等）を再編整理し、新たに戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業が平

成23年度に創設されました。事業の実施に当たっては、対象地区を効率的な生産が可能な

まとまった農地が広がる地域に限定すること等により事業の重点化を図っています。

平成24（2012）年度は、68地区（新潟県45、富山県7、石川県5、福井県11）で実施して

います（表Ⅳ－16）。

表Ⅳ-16 戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業の実施状況（2012年度）

（単位：地区、ha）

資料：北陸農政局調べ

また、持続可能な力強い農業の実現に向けて、農地集積を加速化するために、平成23（2

011）年度４次補正予算において、農業体質強化基盤整備促進事業が創設されました。け

い畔除去等によるほ場の区画拡大など迅速かつきめ細かく対応しています。

平成24（2012）年度は、96地区（新潟県21、富山県41、石川県14、福井県20）で実施し

ています（表Ⅳ－17）。

表Ⅳ-17 農業体質強化基盤整備促進事業の実施状況（2012年度）

（単位：地区）

資料：北陸農政局調べ

地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積

39 6,163 5 203 5 243 3 278 52 6,887

3 4,127 8 3,474 11 7,601

3 5,360 2 6,212 5 11,572

45 15,650 7 6,415 5 243 11 3,752 68 26,060

農地防災事業

計

区　分
新潟県 福井県 北陸局計

農地整備事業

水利施設整備事業

富山県 石川県

新潟県 富山県 石川県 福井県 北陸局計

1 8 7 0 16

5 12 3 6 26

15 21 4 14 54

21 41 14 20 96

区　分

県営分

団体営分

計

市町村営分
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イ．地域の創意工夫による農業生産基盤の総合的な整備

農業農村整備事業では、地域の創意工夫を活かした効率的な整備を図るため、地方の裁

量の拡大など積極的に補助金改革に取り組んでいます。各自治体では、各種の交付金制度

を活用し、地域のニーズにあった計画を自ら策定し、自主的に農業生産基盤の整備を実施

しています(表Ⅳ－18、表Ⅳ－19)。

表Ⅳ-18 農山漁村地域整備交付金（農業農村整備事業関係分）

資料：北陸農政局調べ

注：自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と創意工夫による農山漁

村地域の整備を推進するため、自治体がその裁量により地区間や農業農村、森林、水産の事業間

の流用及び年度間の融通が可能な地方の自主性を尊重した交付金制度（平成22年度創設）。

表Ⅳ-19 地域自主戦略交付金（農業農村整備事業関係分）

資料：北陸農政局調べ

注：「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するため、平成23年度に創設。

ウ．農地等の防災対策

北陸地域は全国の地すべり防止区域の約３割を占める有数の地すべり地域であり、地す

べり対策は重要な課題です（表Ⅳ－20）。また、カドミウム等による農用地の土壌又は農

業用水の汚染に起因して、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防

止し、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図ること等も必要です。

これらに対応するため、24（2012）年度は、北陸農政局管内で、地すべり対策事業43地

区、公害防除特別土地改良事業１地区を実施しています（表Ⅳ－21）。

このほか、各自治体では、補助事業を活用して、ため池等の整備を実施するなど、農地

・農業用施設の防災対策に取り組んでいます。

北陸局計

75 110 50 36 271事業地区数

区　分 新潟県 富山県 石川県 福井県

新潟県 富山県 石川県 福井県 北陸局計

254 108 96 72 530

区　分

事業実施地区数

表Ⅳ－20 農村振興局所管地すべり防止区域（2013年3月現在）（単位：区域、ha）

資料：北陸農政局調べ

全 国 北 陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

1,959 469 333 46 83 7

111,434 36,883 29,151 2,765 4,634 333

防止区域数

面　積

区　分
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表Ⅳ－21 農地防災事業の実施状況（2012年度）

事業の重点化と地方の裁量の拡大

エ．災害復旧

北陸地域における24（2012）年の農地・農業用施設の災害査定額は9.9億円であり、過

去10か年（15（2003）年～24（2012）年）の平均額63億円の16％となっています（表Ⅳ

－22、図Ⅳ－16）。

資料：北陸農政局調べ

表Ⅳ－22 2012年災害の査定件数と査定額 （単位：件、百万円、％）

資料：北陸農政局調べ

図Ⅳ－16 最近10か年の災害査定件数と査定額

資料：北陸農政局調べ

北 陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

276 122 121 10 23

987 680 214 42 50

(8%) (6%) (92%) (8%) (29%)

区　分

査定件数

査定額

（対前年比）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

査
定
件
数

査
定
額

（
億
円
）

査定額 査定件数

（単位：地区、ha）

県 名

2,950 10

21 13,433

－

10

戸別所得補償円滑化基盤整備

事業

50

2 6,212 －

－ 1

農 村 地 域 防 災 減 災 事業

90,978 8

4,682合　　　　　　計 169 136,371 79 157,034 55,650 19

1,635 6 4

－総 合 農 地 防 災 5 11,572 3 5,360 －

11,195

500

545 － － － －

52,955 5

1,400農地等保全事業

震 災 対 策 農 業 水 利 施 設 整 備 事 業 42 52,955 19

農村環境保全対策事業

震災対策農業水利施設

整備事業

8 224

公 害 防 除 特 別 土 地 改良 1 545 －

地 す べ り 対 策 43 14,454 25

受　益
面　積

　
地
区
数

受　益
面　積

　
地
区
数

受　益
面　積

 事 業 区 分

北　陸 新　潟　県 富　山　県 石　川　県 福　井　県

　
地
区
数

受　益
面　積

　
地
区
数

受　益
面　積

　
地
区
数

3,9581,2952,09149,50156,845
震災対策農業水利施設

整備事業
78 32 2 34
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オ．土地改良施設の維持管理

土地改良施設の維持管理は、土地改良区等が自ら行いその費用を負担することを原則と

しています。しかしながら、土地改良施設は、農業生産を支える基本的施設であると同時

に、多面的機能の発揮等、地域にとっても重要な社会資本としての役割を担っています。

そのため、特に公共性の高い一定の施設については、国営造成施設県管理費補助事業や基

幹水利施設管理事業により県や市町村の管理に対して助成するとともに、土地改良区等が

管理する施設に関しても、国営造成施設管理体制整備促進事業や土地改良施設維持管理適

正化事業等により、管理体制の整備や施設の整備補修に対する支援を行っています（表Ⅳ

－23）。
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表Ⅳ－23 2012年度土地改良施設管理強化対策の実施状況

注：管内実施状況の（ ）書きは、前年度実績です。

事業主体 管　内　実　施　状　況

・ 新潟県11地区(11)

富山県 1地区( 1)

・非農地面積２割以上 石川県 4地区( 4)

・河川管理に著しい影響 福井県 0地区( 0)

・関係受益面積がおおむね3,000ha以上　等 　計　16地区(16)

・補助率：1/3(平成7年度以前採択地区 40%)

・

新潟県14地区(14)

・対象施設：ダム､頭首工､排水機場､用水機場､ 富山県 2地区( 2)

　　　　　排水樋門及び幹線用排水路 石川県 0地区( 0)

・非農地面積１割以上 福井県 3地区( 3)

・ 　計　19地区(19)

・補助率：30%

＜国営造成水利施設保全対策指導事業＞

・ 新潟県 3地区(7)、富山県 2地区(0)

石川県 1地区(5)、福井県 1地区(2)

　計　 7地区(14)

・国庫負担率：10/10

＜国営造成水利施設保全対策推進事業＞ 新潟県 0地区(0)、富山県 2地区(1)

・施設の保全に係る権利の設定及び更新 石川県 0地区(0)、福井県 0地区(1)

・国庫負担率：10/10 　計　 2地区(3)

≪管理体制整備型≫ 新潟県15地区(15)、富山県 6地区(6)

・ 石川県 6地区( 6)、福井県 2地区(3)

　計　29地区(30)

・補助率：1/2

≪操作体制整備型≫

・ 管内該当なし(0)

・補助率：内地60%､北海道70%､沖縄85%､奄美85%

・ 新潟県160地区(136)

富山県 48地区( 59)

石川県 64地区( 71)

・事業費：200万円以上 福井県 48地区( 51)

補助率：30% 　計　320地区(317)

・ 新潟県 0地区(1)、富山県 0地区(0)

石川県 0地区(0)、福井県 0地区(1)

・補助率：30%、定額 　計　 0地区(2)

・

新潟県 0地区( 1)

・省力化のための施設整備等を実施 富山県 1地区( 1)

・水利区域がおおむね20(10)haかつ水利区域が属す 石川県 0地区( 1)

る一連の水利システムの面積が100(60)ha 福井県 0地区( 2)

・補助率：1/2、定額　　　　（　）中山間地域 　計　 1地区( 5)

基幹水利

施設管理
技術者育

成支援事業

土地改良施設の定期的な整備補修（施設の一部更
新を含む。）及び生産調整に即応した整備改良を

実施

国営土地改良事業で造成された基幹的農業水利施
設について、施設長寿命化のための機能診断の実

施、及び管理者への指導助言

そ
の
他

管

理

体

制

 

・

整

備

の

支

援

公
　

的
　
管

　
理

新農業水利
システム保

全対策事業

国営造成

施設管理
体制整備
促進事業

都道府県

市町村
土地改良区

等

国営造成施設及び附帯県営造成施設を管理する土
地改良区等の管理体制の整備

国営事業完了２年前から２年間において、土地改

良区等の操作技術の習熟と操作体制の整備

水利施設の機能診断、水利用管理のあり方の技術
的検討等を行い農業水利システム保全計画を策定

土地改良区等の管理技術者に対し、施設の維持保

全及び管理の効率化等に関する管理技術につい
て、指導・援助及び研修事業一体的に実施

全土連
県土連

土地改良区

等

国営造成

水利施設
保全対策

国

都道府県

市町村

土地改良区

等

土地改良
施設維持

管理適正
化 事 業

国

受益面積がおおむね1,000ha（地盤沈下地帯に
あっては500ha）　等

基幹水利

施設管理
事　　業

市町村等

市町村等が土地改良区と連携を図りつつ基幹的な

国営造成施設の公共・公益的機能を強化した管理
事業を実施

事　業　名 事　業　概　要　等

国営造成
施設県管
理費補助

都道府県

都道府県が管理する国営造成施設で一定規模以上

の排水機場、防潮水門、ダム及び頭首工
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カ．土地改良区の育成強化

土地改良区の組織運営基盤の強化と土地改良施設管理の合理化を図るため、各県は「土

地改良区統合整備基本計画」を策定し、土地改良区の合併を主体とした統合整備を推進し

ており、北陸農政局では、土地改良区の統合整備推進を支援する補助事業（水土総合強化

推進事業）を２地区で実施しています（表Ⅳ－24、25、26、図Ⅳ－17）。

表Ⅳ－24 各県統合整備推進基本計画

表Ⅳ－25 統合整備推進状況

表Ⅳ－26 水土総合強化推進事業

実施地区

図Ⅳ－17 土地改良区数の推移

資料：土地改良区設立状況等調査

策定時 目標数

新潟県 1994 2016 133 74

富山県 1991 2015 206 65

石川県 1990 2015 190 45

福井県 1992 2020 253 86

合　計 782 270

資料：各県統合整備基本計画

目標年度策定年度
土地改良区数

県　名 地区名 改良区数
合併(予定)

年度

富山県 上市町
かみいちまち

２→１ 2013

福井県 大野市
　おおのしとうぶ　

東部 ３→１ 2012

資料：北陸農政局調べ

2011年度末

土地改良区数 減区数 土地改良区数

新潟県 92 0 90

富山県 85 0 80

石川県 77 1 72

福井県 139 8 131

合　計 393 9 373

資料：土地改良区設立状況等調査

2012年度末
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５. 人・農地プランの作成の推進

持続可能な力強い農業の実現に向けて

我が国の農業は、農業従事者の減少や高齢化の進展、新規就農者の確保・定着が十分

でないなどの「人の問題」と、農地の集積が進まないあるいは耕作放棄地の増大などの

「農地の問題」があります。

このような中、持続可能な力強い農業の実現に向けて、集落・地域で、危機感を共有

しつつ、徹底的な話合いにより地域農業のあり方について議論を進め、地域農業を担う

経営体や生産基盤となる農地を、将来においても確保していくための展望を作っておく

ことが必要です。

農林水産省では、集落・地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、それぞれの集

落・地域における話合いにより、

① 今後の地域の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）（以下「中心経営体」とい

う。）はどこか

② 中心経営体へどうやって農地を集めるか

③ 中心経営体とそれ以外の農業者（兼業農家、自給的農家）を含めた地域農業のあり

方（生産品目、経営の複合化、６次産業化）

等を定めた「人・農地プラン」の作成・実行を推進しているところです。

北陸農政局においても、「人と農地の問題」の解決に向けた施策に係る相談窓口を設置

し、県・市町村、農協等の関係機関や農業者からの相談、問合せ等に対応するとともに、

市町村、農協等の関係機関や集落に出向いて、人・農地プランの作成・実行の必要性や人

と農地の問題解決のための国の関連施策について説明を行っているところです。

このような中、管内においては、平成25（2013）年３月末現在、77市町村（新潟県：26

市町村、富山県：15市町村、石川県：19市町、福井県：17市町）の全部又は一部の集落・

地域で、人・農地プランが作成され、この実行に向けた取組も始まっています（表Ⅳ－27）。

なお、作成に至っている市町村の割合は97％で北陸は最も高くなっています（全国平均

84％、作成に至った市町村数1,312）。

表Ⅳ－27 人・農地プランの作成・実行に向けた取組事例

○ Ａ市では、市のほか農協、農業委員会、土地改良区等の関係機関で構成する「人・農地プラン推進

チーム」を設置。市を６ブロックに分けて各ブロック担当班を編成し、課題や進捗状況等の情報共有

を図りつつ、人・農地プランの作成を推進。

○ Ｂ市では、人・農地プランの地域・集落への推進に当たり、地域の農業事情に精通した、市、農協

等のＯＢ職員を「プラン推進員」として雇用。地域への働きかけや地域からの相談に対応。

○ Ｃ町では、中心経営体への農地の利用集積に当たって、農作業の効率が向上するよう、中心経営体

相互の農地の分散の解消を進めながら人・農地プランを作成。

○ Ｄ集落では、人・農地プランの作成に向けた話し合いの中で、集落ぐるみの法人を設立する機運が

高まり、農事組合法人を設立。

資料：北陸農政局調べ
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第Ⅴ章 ６次産業化等への取組

１. ６次産業化・農商工等連携・地産地消を通じた地域経済等の活性化

（１）６次産業化の推進

農山漁村の活性化を図るためには、農林漁業者による加工・販売分野への進出を促進す

るなど、１次産業（農林漁業）と２次産業・３次産業との融合・連携を進め、農林水産物

等の資源を有効に活用して、農山漁村地域における雇用の確保と所得の向上を目指す「農

山漁村の６次産業化」を推進することが重要となっています。

このような状況の下、北陸農政局では、以下の取組を進めてきたところです。

ア．法制度・関連支援策等の普及・ＰＲ

平成22年11月に成立した「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）が、平成23年

３月１日に全面施行されました。

これに伴い、各種会議・会合等において、北陸農政局が独自に作成したパンフレット

等を用い、法制度や関連支援策の周知を行うとともに、６次産業化の普及・啓発を図りま

した。また、北陸農政局ホームページの「６次産業化」のサイトを通して、「北陸地域６

次産業化推進ネットワーク協議会」の会員紹介及びサポート会員募集、先進事例等の紹介、

関連する政策情報の逐次掲載等を行い、情報受発信の強化を図りました。

イ．推進体制について

地域における６次産業化の推進支援体制を整えるべく、６次産業化に取り組む農林漁

業者等のサポートを行う事業体である「６次産業化サポートセンター」及び「６次産業

化プランナー」を公募し、各県のサポートセンターと６次産業化プランナーを決定しま

した。

その後、各県サポートセンターに登録された６次産業化プランナーが、六次産業化・

地産地消法に基づく総合化事業計画認定につながる相談対応や、新商品開発・販路拡大

のアドバイス、法認定後のフォローアップまでの総合的な支援を行ってきました。

また、各県ごとに県、農林漁業団体等を構成員とする「６次産業化推進企画委員会」

を設置し、関係機関との密接な意見交換・情報共有を図りました。

さらに、既存の「北陸地域農林漁業・農山漁村６次産業化推進協議会」を改組し、新

たに商工系８団体を加えて「北陸地域６次産業化推進ネットワーク協議会」（会員数：67）

を発足させ、同協議会の会員には逐次、有用な情報提供を行いました。

ウ．六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の認定について

六次産業化・地産地消法に基づく事業計画の平成24年度の認定件数は、第１回認定（平

成24年５月31日）11件、第２回認定（平成24年10月31日）７件、第３回認定（平成25年２

月28日）13件（３月29日追加分の２件を含む）の計31件、前年度の認定（34件）と合わせ、

認定件数は合計65件となりました。
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エ．６次産業総合推進事業による新商品開発・販路開拓等

地域段階における支援事業では、北陸地域の「食料産業クラスター」等が実施主体とな

り、６次産業化推進に向けた計画・構想や工程表等の作成等を行う検討委員会の開催（富

山１件、石川１件）、６次産業化に取り組む農林漁業者等への技術研修（新潟１件、富山

１件、石川２件）、農林漁業者と食品製造・流通業者を結び付ける交流会（石川１件）、

法認定を受けた総合化事業計画に係る新商品開発・販路開拓（新潟１件、富山１件、石川

１件、福井２件）等の取組を支援しました。

このほか、６次産業化推進の一環として、農林水産省の補助事業により実施されたＪＴ

Ｂ西日本主催の「全国キャラバン！食の発掘商談会」への参加を管内事業者に促したほか、

財団法人食品産業センターが主催した「６次産業化人材育成研修会」、野村アグリプラン

ニング＆アドバイザリーが主催した「６次産業経営力向上セミナー」、パソナ農援隊が主

催した「コーチング研修会」など、６次産業化を牽引する人材の育成に資する各種研修会

等への参加を管内の事業者、６次産業化プランナー等に促し、６次産業化推進の環境づく

りに努めました。

オ．農商工等連携の促進

農商工等連携の取組を支援

（ア）農商工等連携への取組

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」（農商工等連

携促進法）に基づき、事業資金の貸付けや債務保証、税制等の支援が行われています。

北陸農政局においては、経済産業局等と連携して取り組み、24（2012）年度において

は６件（富山県関連２件、石川県関連１件、福井県関連３件）の農商工等連携事業計画

（中小企業者と農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組む事業）を認定しました。

（イ）中小企業地域産業資源活用プログラム等への取組

北陸農政局では経済産業局等と連携し、「中小企業による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律」（地域資源活用促進法）及び「中小企業の新たな事業活動の促

進に関する法律」（新事業活動促進法）に基づく事業計画の認定を実施しています。

24（2012）年度には、地域産業資源活用事業計画３件（新潟県２件、石川県１件）及

び異分野連携新事業分野開拓計画１件（福井県）を認定しました。

カ．６次産業化推進整備事業の実施

６次産業化推進整備事業では、新潟県長岡市の株式会社たべたがりに対し、自社野菜
ながおかし

を使用した加工品の製造、新商品の開発に必要な農産物処理加工施設整備のための支援

を実施しました。

また、財団法人食品流通構造改善促進機構の実施する６次産業化推進施設整備事業に

ついては、新潟県新潟市の新潟麦酒株式会社（農産物加工施設）、富山県下新川郡入善町
にいがたし にいがたびーる しもにいかわぐんにゆうぜんまち

のみな穂農業協同組合（農産物販売加工施設）、福井県越前市のとんぼふぁーむ株式会社
えちぜんし

（農産物加工施設及び生産施設）の施設整備について、機構と連携して支援を実施しま

した。
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（２）地産地消の推進

ア．六次産業化・地産地消法に基づく基本方針の策定

地産地消の取組は、生産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、直売や加工等の取組を通じて、農業の６次産業化による地域の活性化にも繋がる

ものとして、一層の推進が求められています。

平成22（2010）年12月、六次産業化・地産地消法が施行され、同法に基づく基本方針「農

林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物の利用の促進に

関する基本方針」が23（2011）年３月に策定されました。

地産地消に関する基本的な事項を規定した同基本方針において、都道府県及び市町村は、

基本方針や地域の実情を踏まえ、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）の策定に努め、地域の農林水産物の利用を促進することとしています。

イ．各種取組の実施

（ア）地産地消給食等メニューコンテスト

「地産地消給食等メニューコンテスト」は、農林水産省が20（2008）年度から実施して

いる地産地消の取組を伴った地場農林水産物を使ったメニューに関するコンテストです。

24（2012）年度に北陸地域から、「学校給食・社員食堂部門」において農林水産大臣賞及

び文部科学大臣賞、「外食・弁当部門」において、農林水産省食料産業局長賞の受賞があ

りました。

【農林水産大臣賞（学校給食・社員食堂部門）】

・有限会社タカノ（Kitchen Boo）（福井県小浜市）
キ ツ チ ン ブ ー お ば ま し

バイキング形式で提供される学食は、毎日市場に集ま

る地場産野菜の規格外品を利用した野菜中心のメニュー

となっています。地元の伝統野菜をメニューに積極的に

取り入れたり、農産物の生産者や商工業者と連携した加

工品の開発・販売を手がけるなどの地域農産物の普及と

高付加価値化に寄与する取組について評価されました。

【文部科学大臣賞（学校給食・社員食堂部門）】

・砺波市学校給食センター（富山県砺波市）
と な み し と な み し

伝統的な地域の食材や郷土料理を献立に多用し、児童に

地産地消を普及するメニューになっています。給食の時間

だけでなく、保護者とともに食育を推進する取組や、生産

者グループ等と連携した地場産農産物の給食への供給等、

広がりを持った取組が評価されました。

農林水産大臣賞

有限会社タカノ（Kitchen Boo）

文部科学大臣賞

砺波市学校給食センター
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【農林水産省食料産業局長賞（外食・弁当部門）】

・農事組合法人 食 彩あさひ（富山県下新川郡朝日町）
しよくさい しもにいかわぐんあさひまち

地元で採れ、貯蔵した山菜を使用し、特産の茶飯ととも

に提供するメニューです。地域の青少年に対する体験活動

等の食育活動及び地域農産物加工品の開発･販売活動等が評

価されました。

【北陸農政局長賞（外食・弁当部門）】

北陸農政局では、優れたメニューや地産地消の取組内容を表彰し、広く紹介することに

より、自主的な取組を促進し地域の地産地消に資するものとするため、地産地消給食等メ

ニューコンテストに併せて、北陸農政局長賞を授与しました。

・Veg.yard（ベジ・ヤード）（福井県福井市）
ふ く い し

旬の様々な県産食材をメニューに取り入れるとともに、地域の生産者との連携、６次産

業化に係る取組等を実施しています。

（イ）地産地消優良活動表彰

農林水産省は、地産地消による直売や加工等の取組を通じた農林漁業の６次産業化によ

る地域の活性化等に資するため、全国地産地消優良活動表彰を実施しており、24年度は、

北陸地域から農林水産省食料産業局長賞の受賞がありました。

【農林水産省食料産業局長賞】

・魚沼園芸ものずき村（新潟県魚沼市）
うおぬまえんげい うおぬまし

19（2007）年に直売所を開設。出荷者同士や消費者との

交流を重視した運営で、地域内外からの集客及び出荷者も

増えています。転作田で栽培したそばを併設のそば処で販

売したり、近隣集落と連携し遊休農地を観光農園化するな

ど、耕作放棄地の発生防止に寄与しています。高齢者の知

恵、優れた技術が生かされ地域活性化に繋がっています。

【北陸農政局長賞】

北陸農政局では、地産地消の普及･啓発を図るため、地域の特色を生かした創造的かつ

将来性のある地産地消活動に対して、全国地産地消優良活動表彰に併せて、以下の５事例

に北陸農政局長を授与しました。

農林水産省食料産業局長賞

農事組合法人 食彩あさひ

魚沼園芸ものずき村
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・妻有地そばまつり実行委員会（新潟県十日町市）
つ ま り じ と お か ま ち し

地域の特産品である「そば」の生産振興と地域の活性化を図る

ため、「そばの里づくり」を目指し、生産者とそば店の連携を基

に活動しています。毎年11月には、ＪＲ東日本と連携して「地そ

ばまつり」を開催し、訪れる人々に地そばの魅力をＰＲしていま

す。また、菓子店と連携し「そばスイーツ」の開発･販売にも取

り組み、「そば」の地域ブランドの確立が進んでいます。

・黒瀬谷交流センター運営委員会（富山県富山市）
くろせだに と や ま し

委員会では、直売、体験交流、特産品開発の３部会を設け、

農産物直売「菜菜こられ市」の毎月１回の開催、地元スーパ

ー等でのインショップの取組、そば打ち体験教室、農産物加

工品の開発・販売を行っています。また、八尾地域のイベン

トと連携しながら地区外への情報発信も行い、農山村地域の

活性化に繋げています。

・株式会社南砺いっぷく市（富山県南砺市）
な ん と いち な ん と し

平成15年に仮設小屋の直売所から始まった「いっぷく市友

の会」は、消費者や学校給食のニーズに応えた農産物を提供

してきました。23（2011）年に組織を法人化し、福光地区住

民の要望に応えた農産物加工直売所を開設するなど、地域の

活性化に寄与しています。また、小学校の食育にも積極的に

携わり、若い世代に地産地消・食育を進めています。

・入善町地産地消推進協議会（富山県下新川郡入善町）
にゆうぜんまち しもにいかわぐんにゆうぜんまち

生産者･消費者団体･町･ＪＡ･農業公社等からなる当協議

会では、関係機関の様々な視点や意見を調整し、地産地消

推進のための事業を実施しています。直売所や学校給食へ

の地場産品供給を始め、県内外への入善産農産物配送事業

等の他、農園オーナー制度を実施。「入善ごっつおう膳」の

レシピの公募、メニューの提供等をとおし、「入善産品」の

更なるＰＲに力を入れています。

㈱南砺いっぷく市（旧直売所）

黒瀬谷交流センター運営委員会

入善町地産地消推進協議会

妻有地そばまつり実行委員会
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・ＪＡ福井市アグリらんど喜ね舎愛菜館（福井県福井市）
ふ く い し き や あいさいかん ふ く い し

各所に開設されていた無人の農産物販売所を集約して誕生

したこの施設は、13（2001）年にＪＡ福井市が開設しました。

加工所が併設され、おふくろの味の惣菜品等を製造･販売し

ています。月１回の地域特産物の料理実演会、年２回の祭り

等をとおし、生産者と消費者の交流を図るだけでなく、売り

先のない小ロット農産物や、試作加工品の販売の場として活

用し、市場出荷の足がかりとしています。年間販売額は５億

円を超えています。 JA福井市アグリらんど喜ね舎愛菜館
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２．農林水産物・食品等の輸出促進

（１）農林水産物等輸出の動向

北陸地域からは米、加工食品等を輸出

平成24（2012）年における我が国全体の農林水産物等の輸出額（確報値）は4,497億円

となり、近年の円高や原発事故による影響がいまだに続いている状況から前年に比べ0.3

％減少しました。内訳をみると、農産物は2,680億円で前年に比べ1.1％増加したものの、

水産物は1,698億円で2.2％、林産物は118億円で3.9％それぞれ減少しました(図Ⅴ)。

北陸地域からは、米、日本酒、加工食品等が主に台湾、香港、韓国等・東アジアを中心

とする地域に輸出されています。

（２）農林水産物等輸出促進の取組

ア．北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会総会

関係機関の連携を強化しつつ農林水産物等の輸出促進を図るため、北陸農政局を事務局

とする「北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会」の平成24（2012）年度総会を24（20

12）年11月29日に金沢市で開催しました。
かなざわし

総会終了後の勉強会では、「香港・台湾・中国にお

ける地名等の商標出願・登録問題、知的財産の保護

について」と題して、我が国の地名等が海外で第三

者によって商標出願、登録等されている問題につい

て講演があり、最前線で活躍されている弁理士の方

から、農林水産物等の輸出に関する知識を学び、意

識の向上を図りました。

図Ⅴ 農林水産物等の輸出額の推移（全国）

北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会総会
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資料：財務省「貿易統計」をもとに農林水産省作成
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イ．「輸出オリエンテーションの会」（輸出促進研修会）の開催

輸出促進への理解を図るとともに輸出意欲のある

事業者等を支援するため、「輸出オリエンテーショ

ンの会」（輸出促進研修会）を平成25（2013）年２

月14日に新潟市で開催しました。本年度は、「具体
にいがたし

的で実践的な研修」を通じた輸出への取組支援を目

的に、①基調スクーリング、②模擬商談会、③商品

カテゴリー別分科会（牛肉、盆栽・花き）を実施し

ました。

①基調スクーリングでは、「食品輸出の基礎情報

について」と題して、食品輸出・貿易業務の基礎知

識と主な国・地域の貿易に関する基礎情報について

講演があり、輸出を成功させるためのノウハウを学

びました。

②模擬商談会では、商品カテゴリー別（牛肉、盆

栽・花き）に開催され、参加者がバイヤー役とセラ

ー役に分かれ、商談技術の向上と商談の心得を習得

しました。

③商品カテゴリー別分科会（牛肉、盆栽・花き）

では、それぞれの輸出事業についての専門知識・経

験を有する輸出促進サポーターから、輸出流通情報、

市場ポテンシャルと課題、輸出事業先進事例の紹介、

具体的な商談ポイント等実践的な研修が実施されま

した。

基調スクーリングの様子

模擬商談会の様子

分科会の様子
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３．再生可能エネルギー利活用

（１）再生可能エネルギー

有限でいずれは枯渇する化石燃料等と違い、太陽光や風力、水力、地熱、生物資源等

は、自然の活動などによって絶えず再生・供給されており、環境にやさしく、地球温暖

化防止にも役立つものとして重要視されています。特に、農山漁村に豊富に存在してい

る未利用のエネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど）を有効活用する

ことで、その地域の人々の所得や雇用を創出することにより、農山漁村の活性化につな

げることが可能となります。

その際、農山漁村が発電に必要な資源の提供者となるにとどまらず、農林漁業を始め

とする地域の産業や暮らしとどのように連携していくか、地域の関係者がどのように関

与していくかが重要です。

（２）農業分野における取組状況

水力発電は、太陽光発電や風力発電と比較すると、天候による発電量の変動が少ない

というメリットがあります。農業関係においても、農業用ダムや農業用水路等に設置し

た小水力発電施設を利用して発電された電力が、農業用施設の維持管理等に利用されて

いる例もあります。

太陽光発電については、農地法面や畜舎の屋根等に太陽光パネルを設置し、育苗施設
のりめん

や畜舎内設備等の電力として利用されたりしています。

風力発電については、地域特有の恵まれた風を利用し、発電した電気を農業用施設や

農村公園等の維持管理に利用したり、風車を地球環境を考えるシンボルとして、活用を

図る取組が見受けられます。

このように、全国で農林漁業と両立した再生可能エネルギーの導入に係る取組が行わ

れていますが、再生可能エネルギーは、化石エネルギー等と比較して、総じてコストが

高いことなどから、現状では導入が十分進んでいない状況となっています。

（３）今後の課題

再生可能エネルギーの導入が進まない要因の一つとして従来の化石エネルギーより発

電コストが高いことがある中で、23（2011）年８月に、太陽光、風力、水力、バイオマ

スなどの再生可能エネルギーによって発電された電気を、電力会社に、一定の期間、一

定の価格で買い取ることを義務付ける再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関する

法律が成立し、24（2012）年７月から施行されています。

今後、再生可能エネルギーの利用拡大を推進していくためには、固定価格買取制度の

着実な運用に加え、予算・税制措置、規制改革などにより、再生可能エネルギーの普及

を進めていくことが重要となります。
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＜北陸地域における小水力発電の利活用＞
北陸地域での小水力発電は、豊富な農業用水量や落差を利用して取り組んでおり、
農業水利施設の維持管理費の軽減や低炭素社会づくりに貢献しています。
これまでに北陸農政局管内で農業農村整備事業により小水力発電施設を９地区で
整備しています。
24（2012）年度は、地域用水環境整備事業により小水力発電施設を２地区で建設
中であるほか、小水力等農村地域資源利活用促進事業により４地区で概略設計等の
検討に取り組んでいます。

表Ⅴ－１ 北陸管内の小水力発電実施
地区一覧表

完成した山田新田用水発電所（南砺市）

表Ⅴ－２ 平成24年度の小水力発電 検討地区一覧表

県名 市町村名 発電所名
運転開始
年月

最大出力
（kW）

新発田市 内の倉 H 2. 4 2,900
六日町 五城 H14. 2 1,100
胎内市 鹿ノ俣 H15. 4 960
砺波市 安川 S63. 2 640
黒部市 愛本新 H 1.12 530
南砺市 臼中 H10.12 910
砺波市 示野 H12. 3 550
南砺市 山田新田 H25. 3 520
能美市 上郷 H 7. 3 640
川北町 七ヶ用水 H16. 4 630

福井 越前市 日野川用水 H26.3予定 150
11地区 9,530

新潟

富山

石川

県名 市町村名 地区名 実施主体 事業区分 事業内容
発電規模
(kW)

新潟 魚沼市 池平 魚沼市土地改良区 導入支援 概略設計 30

富山 富山市 富山地区 富山市 導入支援 案件形成、概略設計 未定

石川 能美市 手取川流域 石川県 導入支援 概略設計 90

石川 能登町 春蘭の里 石川県 導入支援 案件形成 未定
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第Ⅵ章 農山漁村の活性化と共生・対流の促進

１. 農業・農村のもつ多面的な機能

農業は、食料を供給する役割だけでなく、その生産活動を通じ、国土の保全、水源のか

ん養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の継承等、様々な役割を有しており、

その役割による効果は、地域住民をはじめ国民全体が享受しています。

また、農業は、農山漁村地域の中で、林業や水産業と密接な関係があり、農林水産業の

重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密接に関わりながら、水や大気、物質の循

環に貢献しつつ、様々な多面的機能を発揮しています（図Ⅳ－１）。

このことについて、食料・農業・農村基本計画においては、「農村で農業が営まれるこ

とにより発揮される多面的機能の恩恵は、都市部に住む人々を含め、全ての国民が広く

享受しており、こうした価値に思いを致す必要がある」としています。

このようなことから、農業・農村がこれら多面的機能を十分発揮できるよう農業・農村

の持続的な発展、農山漁村の活性化等に努めていくことが必要です。

図Ⅵ 農業・森林・水産業の有する多面的機能

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成
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２．里地・里山・里海の保全活動の推進

佐渡と能登、先進国初のＧＩＡＨＳ（世界農業遺産）認定

平成23（2011）年６月11日、新潟県佐渡地域の、島に受け継がれたトキを中心と

した豊かな生態系や景観を保全する「生きものを育む農法」の振興による「トキと

共生する佐渡の里山」の取組と、石川県能登地域の、里山・里海を中心に守られて

きた伝統的な農村文化と一体的に行われる持続的な農業生産システムの振興による

「能登の里山・里海」の取組が、それぞれ国際連合食糧農業機関(ＦＡＯ)によって、

GIAHS（世界農業遺産）＊に先進国で初めて認定されました。

これは、両地域において受け継がれてきた地域資源を巧みに活用した農林水産業

を中心とした人々の営みが、生物多様性も保全し、持続可能な共生社会として評価

されたものです。

北陸農政局では、両地域を過疎化の進行、農林水産業就業者の高齢化、担い手の

不足といった厳しい状況から地域の活性化を図るモデルとして捉え、①農地・水保

全管理支払交付金、②中山間地域等直接支払交付金、③食と地域の交流促進対策交

付金、④農山漁村の６次産業化の推進等、あらゆる制度・事業を通じて、農林水産

業振興策を支援しています。

各国によるＧＩＡＨＳサイトでの知識や経験の交換及び新たなサイト認定の機会

としてＦＡＯが２年に一度開催している国際フォーラム（世界農業遺産国際会議）

について、平成25年５月29日～６月１日に石川県七尾市（会場：和倉温泉あえの風）

で開催されることが決まりました。

ＧＩＡＨＳサイトを持つ各国と国際機関代表等が参加するハイレベルセッション

や農村視察も企画されており、北陸地域のひいては我が国の農業の環境調和性を国

内外にＰＲする機会になるとともに、地域振興の契機になると期待されます。

＊世界農業遺産（GIAHS）とは

世界農業遺産（Globally Important Agricultural Heritage Systems:GIAHS）は、社会や環境に適応し

ながら何世紀にもわたり発達し、形づくられてきた農業上の土地利用、伝統的な農業とそれに関わって育

まれた文化、景観、生物多様性に富んだ、世界的に重要な地域を次世代へ継承することを目的として、20

02年（平成14年）に国連食糧農業機関（FAO、本部：イタリア・ローマ）が創設した制度です。

＜佐渡・能登地域の動き＞
認定を受けて、両地域では、地域の資源を活かしながら、これまで培ってきた「くらし」

を時代の変化に順応させながら確実に次世代に継承するため、関係機関と連携をとりなが
ら、具体的な行動計画を立て、それを実行しています。

24（2012）年７月16日～18日、「生物の多様性を育む農業国際会議」が佐渡市で開催
されました。こうした会議を通じて、環境に配慮した農業を実践する意義の理解が深
まることによって、生物と人との共生社会の実現と豊かな地域経済の再生が図られて
いくものと期待されています。

佐
渡
地
域

24（2012）年12月１日、「能登米生産者大会」が輪島市で開催され、能登地域が一体
となって環境保全型農業に取組むと宣言されました。25（2013）年２月19日～20日、
珠洲市でＦＡＯのパルビスＧＩＡＨＳ事務局長を迎えたセミナーが開かれるなど、若
者を中心に今後の活動等を議論する場が増えています。

能
登
地
域
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３ 農業・農村の活性化に向けた取組

（１）農村社会基盤の整備

活力ある農村を目指して農村環境整備等を実施

ア．農村の環境整備

農村地域は食料の生産の場、地域住民の生活の場であるとともに、国土の保全等多面的

機能が発揮される場でもあります。しかしながら、北陸地域の都市近郊農村等においては

非農家の流入等により混住化が問題となっているとともに、中山間地域の農村においては、

過疎化、高齢化等の進行により地域活力が低下しつつあります。

このような状況の中で、各自治体では、地域自主戦略交付金を活用して、活力ある農村

を目指して農村環境整備が進められています（表Ⅵ－１）。

表Ⅵ－１ 農村環境整備の実施状況（2012年度） （単位：地区）

資料：北陸農政局調べ

イ．農業集落排水施設の整備

農村社会における混住化の進行、生活様式の高度化、農業生産様式の変化等による農

村の水環境を巡る状況の変化に対応して、農村地域における資源循環の促進を図りつつ、

農業用用排水路の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図

ることを目的とした農業集落排水事業が進められています。

本事業により、平成23（2011）年度末までに北陸地域の農業集落排水の整備が完了し

た人口は46万人、整備の対象となる人口に対する割合は96％（全国83％）となっていま

す（表Ⅵ－２）。

表Ⅵ－２ 農業集落排水施設の整備率（2012年3月末現在） (単位：千人、％)

資料：北陸農政局調べ

注：全国値については、岩手県及び福島県を除いた45都道府県を対象とした値。

区　分 新潟県 富山県 石川県 福井県

集落基盤整備事業 6 1 1 2

地域用水環境整備事業 0 1 0 1

計 6 2 1 3

全国 北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

整備対象人口① 4,005 461 187 122 76 76

整備完了人口② 3,338 444 193 95 69 87

整備率（②/①） 83 96 103 78 91 114
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（２）農地・農業用水等の資源や環境の保全と長寿命化（農地・水保全管理支払交付金）

地域共同の取組を積極的に実施

農地・水保全管理支払交付金は、国民共有の財産である農地、農業用水等の資源や農村

環境を守り、質を高める地域共同の取組を支援していくために、平成19（2007）年度に創

設された「共同活動支援交付金」と、農地周りの水路や農道等の修復・更新など施設の長

寿命化の取組を支援するものとして、23（2011）年度に創設された「向上活動支援交付金」

で構成されています。

北陸地域における共同活動の取組は、全81市町村のうち78市町村で行われており、24（2

012）年度における農振農用地面積に対する地域の共同活動の取組面積の割合は48％と、

全国平均34％を上回っています。

また、向上活動の取組は64市町村で行われており、24（2012）年度における農振農用地

面積に対する取組面積割合は17％と、全国平均８％を上回っています（表Ⅵ－３）。

表Ⅵ－３ 管内の取組状況（2013年2月末現在）

資料：北陸農政局調べ

注 ：農振面積は2005年農林業センサス農山村地域調査の農振農用地区域内の耕地面積です。

新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県 北 陸 計

27協議会 13協議会 1協議会 17協議会 58協議会

74,300 27,306 14,547 26,392 142,545

981 706 206 661 2,554

45.1 48.7 37.2 68.5 47.8

26,432 5,685 1,675 16,860 50,652

373 150 40 438 1,001

16.1 10.1 4.3 43.8 17.0

地域協議会数

［共同活動支援］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

取組面積／農振面積(％)

　　取組活動組織数

［向上活動支援］

　　取組面積（ha）

取組面積／農振面積(％)
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（３）地域活性化プロジェクトの推進

農山漁村地域の活性化を図るため、国は、県又は市町村が作成した定住者や滞在者の増

加等を通じた農山漁村の活性化を図る計画(以下「活性化計画」という。）の実現に必要な

施設整備を中心とした総合的な取組について、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金に

より支援しています。

北陸農政局では、19（2007）年度に「農山漁村活性化支援窓口」を設置し、県、市町村

等からの活性化に関する相談に対応するなどの取組も行っています。その結果、19（2007）

年度から24（2012）年度までに累計で63市町村において178の活性化計画が策定され、各

地域の自主性と創意工夫による地域活性化のための取組が進められています。

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用した施設整備事例】

都市農山漁村総合交流促進施設と農林漁業体験施設を一体的に整備し、都市と農村の交

流人口の増加を図っています。

【交流学習施設】 【市民農園】
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（４）中山間地域等の活性化

生産基盤整備や生活環境整備等の様々な取組により活性化を支援

ア．中山間地域の生産条件整備

各自治体では、平野の外縁部から山間に至る中山間地域の活性化を図るため、地域自主

戦略交付金及び農山漁村地域整備交付金を活用し、地域の農業生産基盤、農村生活環境の

整備を総合的かつ一体的に行い、地域の立地条件に適合した活力ある農業の確立と住み良

い農村づくりを目指し、中山間地域総合整備事業が32地区で実施されています。また、中

山間地域等においては、農業の担い手の高齢化や労働力不足を原因とする耕作放棄地の増

加が課題となっていますが、耕作放棄に伴う悪影響を除去し、優良農地の保全を図る農地

環境整備事業も９地区で実施されています（表Ⅵ－４）。

表Ⅵ－４ 中山間地域の基盤整備の実施状況（2012年度） （単位：地区）

新潟県 富山県 石川県 福井県 農政局計

中山間地域総合整備事業 18 2 9 4 33

農地環境整備事業 9 0 0 0 9

計 27 2 9 4 42

資料：北陸農政局調べ

イ．中山間ふるさと・水と土保全対策事業等の実施

里地や棚田地域の多面的機能の良好な発揮のためには、これまで述べた中山間地域総合

整備事業等による諸施設の整備とあわせて、里地や棚田あるいは農業用施設の保全等の地

域住民活動の活性化を図ることが重要となっています。

このため、地域住民活動を推進する人材の育成及び住民組織が行う保全活動等を支援す

る「中山間ふるさと・水と土保全対策事業（基金）」が、北陸４県及び49市町村（新潟県

12、富山県10、石川県12、福井県15）で実施されています。

ウ．中山間地域等直接支払交付金の実施

中山間地域等の農業の生産条件が不利な地域において、適切な農業生産活動等の継続を

通じて耕作放棄の発生を防止し、中山間地域等の有する水源の涵養、洪水防止等の多面的

機能を確保する観点から、「中山間地域等直接支払交付金」が12（2000）年度に創設され

ました。

22（2010）年度からの第３期対策では、高齢化の進行にも配慮し、農業生産活動等を継

続するための共同でのサポート体制の取り決め等の要件を新設するなどの見直しが行われ

ています。また、23（2011）年度からは離島の平地等の条件不利地が、24（2012）年度か

らは東日本大震災に伴う津波により条件不利地となった農用地が、傾斜地と同等の支援対

象となるよう拡充されています。

北陸地域における本制度の実施状況（24（2012）年度見込み）は、66市町村において

2,082協定が締結され、３万2,724haの農用地において、耕作、維持管理等の農業生産活動

が行われています（表Ⅵ－５）。
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表Ⅵ－５ 中山間地域等直接支払交付金の実施状況（2012年度見込み）

資料：北陸農政局調べ

注：1)2013年１月末現在で取りまとめた概数値。

2)下段( )書きについては、2011年度の取組実績（2012.3.31現在）。

3)合計については、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

4)新潟県については、佐渡市の平地等の農用地を含む。

本制度を活用して耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保及び将来に向けた農業生産

活動等の継続的な実施体制の整備等、地域の状況に応じた取組が行われています。

○新潟県上越市 安塚農業振興会
じようえつ し やすづかのうぎようしんこうかい

－集落及びNPO法人の連携による広域集落協定の締結－

安塚地域では高齢化の進行等により単独集落では

協定の継続が不安視されたことから、第３期対策か

ら17集落で一つの広域集落協定を締結しました。

交付金の事務は「NPO雪のふるさと安塚」に委託

し、農地保全活動は集落間の相互支援や平成24年に

非農家等で結成された「やすづか棚田応援隊」によ

る草刈り支援等により行っています。

○石川県七尾市 美土里なかじま地域推進協議会
なな お し み ど り ち いきすいしんきよう ぎ かい

－広域集落連携により世界農業遺産のまちを活性化－

中島地区（旧鹿島郡中島町）では個々の集落協定

は維持しながら、担い手不足等の集落の抱える課題

を共有し、共同取組活動等を広域で実施できるよう

な体制の確立を目指して18集落が参加した協議会を

設立しました。

今後は参加集落の抱える課題の解決等に向けた事

業を計画的に実施し、地域の実情を考慮しながら取

り組みを拡大させていきたいです。

新潟県 富山県 石川県 福井県

993 66 21 12 16 17

(993) (66) (21) (12) (16) (17)

27,852 2,082 959 326 498 299

(27,570) (2,046) (958) (325) (466) (297)

682,381 32,724 20,808 4,619 4,842 2,455

(677,633) (31,906) (20,532) (4,615) (4,323) (2,435)

交付面積

（ha）

全　国 北　陸

交付市町村数

協 定 数
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４．都市と農山漁村の共生・対流の推進

（１）食と地域の交流促進対策交付金の取組

都市と農山漁村の共生・対流の様々な取組が展開

農山漁村の活性化を図るためには、食をはじめとする豊かな地域資源を活かし、創意工

夫に富んだ集落ぐるみの都市農村交流等を促進することが重要であり、こうした多様な取

組を拡大するため、食と地域の交流促進対策交付金により国が直接支援しています。

北陸地域では、23（2011）年度から24（2012)年度までに62地区の交付金事業が実施さ

れています。種類別では、モニターツアーの企画・実施等グリーン・ツーリズムの推進に

係る取組が多く、また、地域提案のメニューとして特産品の開発・販路拡大、食育の推進、

地域の伝統文化の伝承、各種イベントの開催等の多様な取組も展開されています。（表Ⅵ

－６）

また、併せて、持続的な営農展開等に必要な簡易な基盤整備、簡易な施設整備、市民農

園等の整備に対する取組についても支援しており、24（2012）年度においては、１地区（富

山県富山市）において用水路の改修に取り組まれています。

表Ⅵ－６ 食と地域の交流促進対策交付金実施地区数（23～24年度）

食と地域の交流促進対策交付金取組事例：（有）かみなか農楽舎（福井県若狭町）

（有）かみなか農楽舎では、民間企業の活力と

ノウハウを活用し、「地域を熟知した運営体制の

構築」、「外部から人材を導入するための都市との

ネットワーク形成」の重要性を共有した取組を行

っており、これまで年間50人～60人が参加するイ

ンターンシップ事業を契機として毎年数人の研修

生を確保し、これまで32名の研修生のうち21名が

町内で就農・定住しています。

受入研修生

子 ど も グリーン・ 田 舎 で 農村環境 集落型 医療・介護 地域提案
交流推進 ツーリズム 働 き 隊 活用推進 産地振興 活用推進 型活動

新 潟 県 2 15 4 3 1 1 3 29
富 山 県 2 5 0 0 0 0 0 7
石 川 県 1 6 4 2 3 0 3 19
福 井 県 1 3 2 0 1 0 0 7
合     計 6 29 10 5 5 1 6 62

合　　計

（単位：地区）
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（２）市民農園の開設状況

市民農園は、身近で手軽に農作業による健康づくりやレクリエーション等の余暇活動

を行える場として、近年、都市住民等の間で関心が高まってきています。北陸地域では、

24（2012）年3月31日現在で144か所（全国3,968か所）が開設されています（表Ⅵ－７）。

表Ⅵ－７ 市民農園開設数・面積

資料：農林水産省調べ

注：「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」及び「市民農園整備促進法」に基づき開

設されたものです。

（３）豊かなむらづくり全国表彰事業の実施

本事業は、農林水産祭の表彰行事の一部門として、農山漁村におけるむらづくりの優

良事例の表彰と、その業績発表を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を推進し、

地域の連帯感の醸成やコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な

発展に資することを目的として、昭和54（1979）年度から実施されているものです。

平成24（2011）年度は、仙田地区開発振興協議会(新潟県十日町市）が農林水産大臣賞
せ ん だ と お か ま ち し

を、高宮営農組合（富山県南砺市）、農事組合法人にわか（石川県白山市）及び大野市矢
な ん と し はくさんし

区（福井県大野市）が北陸農政局長賞を受賞しました。
お お の し

農林水産大臣賞を受賞した仙田地区開発振興協議会は、仙田地区から都市部への人口

流出が拡大し、高齢化・過疎化が進行したことから、集落区長等を構成員として昭和53

年に発足し、仙田地区全体の開発や振興を目的に活動を進めてきました。協議会が中心

となって、仙田地区の将来を見据えた新たなむらづくりについて話合いを重ね、仙田地

区の活性化構想となる「仙田創生プロジェクト」を策定し、その実現に向けて地域住民

一丸となって取り組んでいます。この活性化構想に基づき、地区の拠点施設となる仙田

体験交流館キラリの改装に併せて直売所を隣接したことにより、地区内で買い物ができ

なかった地域住民が安心して生活できる環境を整備しました。さらに、協議会の下に（株）

あいポート仙田を立ち上げ、各地区営農組合のサポートのほか、高齢者等の地域住民の

生活支援（高齢者世帯の屋根雪下ろし、高齢者向けパソコン教室等）も行う「地域マネ

ジメント組織」として位置付け、仙田地区での「暮らし」全体を支えサポートする体制

を構築しました。

（株）あいポート仙田では、平成23年度の除雪受託を26戸、任意組合等の事務や施設の

管理受託を３組織から受け、地域住民が安心して暮らせるむらづくりに寄与しています。

 全　国 2,343 530 806 289 3,968 1,339

 北　陸 82 29 22 11 144 91

新潟県 38 6 10 0 54 43

富山県 14 5 1 3 23 8

石川県 24 9 3 6 42 32

福井県 6 9 8 2 25 8

合　計
面　積
（ha）

区　分
 地方
 公共団体

 農業
 協同組合

農業者
企業、NPO
等
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なお、都市部から仙田地区へ定年退職後に移住した複数戸のシニア世代は、農業の担

い手として活動しているほか集落活動に参加しています。協議会では、今後もセカンド

ライフを仙田地区で過ごしたいという移住希望者がいれば協議会でも積極的な支援を行

うこととしています。

直売所（楽々市場） 雪おろし野菜等の販売



巻 末 資 料



（敬称省略）

部門 種目 品目 住　所 氏　名

産 平成23年度富山県農業振興賞
富山県中新川郡

なかにいかわぐん

上市町
かみいちまち

中新川郡上市町
農業組合法人　つるぎ

平成23年度全国優良経営体表彰 富山県黒部
く ろ べ

市
し

有限会社　林
はやし

農産

水稲、
野菜

（天皇杯受賞）
第41回日本農業賞 石川県金沢市

か な ざ わ し 小林
こばやし

　正治
し ょ う じ

小林
こばやし

　査
さ

代
よ

子
こ

産 カラー 第33回新潟県切花共進会 新潟県胎内
たいない

市
し

水澤
みずさわ

　勝
かつ

栄
えい

きゅうり
平成23年度新潟県施設園芸（きゅう
り・トマト・いちご）立毛品評会 新潟県新潟

にいがた

市
し

中野
な か の

　辰雄
た つ お

日本なし
平成23年度「園芸ブランド確立推進
運動」果樹高品質生産拡大共進会 新潟県新潟

にいがた

市
し

遠藤
えんどう

　宇
う

市郎
いちろう

チュー
リップ

第45回富山県チューリップほ場品評
会 富山県滑川市

なめりかわし

梅
うめ

次
じ

　勲
いさお

乳牛 富山県富山市
と や ま し

舘
たち

　幸男
ゆ き お

豚枝肉 富山県黒部市
く ろ べ し

木島
き じ ま

　敏昭
としあき

牛枝肉 富山県氷見市
ひ み し

干場
ほ し ば

　仁
ひとし

経 肉用牛
（日本農林漁業振興会会長賞受賞）
第71回中日農業賞 富山県富山

と や ま

市
し

村田
む ら た

　勝巳
か つ み

生 生活改善
平成23年度農山漁村女性・シニア活
動表彰 石川県白山

はくさん

市
し

浦
う ら

　久美子
く み こ

経 林業経営 全国林業経営推奨行事 富山県魚津
う お づ

市
し

尾谷
お た に

　寅雄
と ら お

産 乾椎茸 第52回石川県きのこ品評会 石川県輪島
わ じ ま

市
し

垣内
かきうち

　吉雄
よ し お

水産 産 錦鯉 新潟県錦鯉品評会 新潟県長岡
ながおか

市
し

野上
の が み

養
よ う

鯉
り

場
じょう

水産 技・ほ
資源管
理・増殖

第17回全国青年・女性漁業者交流大
会 石川県珠洲

す ず

市
し 石川県漁業協同組合すず支

所すずし底
そこ

曳
びき

網
あみ

船団
せんだん

（農林水産大臣賞受賞）
北陸ブロック優良事例
（豊かなむらづくり全国表彰事業）

新潟県十
とお

日
か

町
まち

市
し

仙
せん

田
だ

地区
ち く

開発
かいはつ

振興
しんこう

協議会
きょうぎかい

注： １）部門には農産、園芸、畜産、蚕糸・地域特産、林産、水産、むらづくりの７部門があります。

２）種目には産物、技術・ほ場、経営、生活（むらづくりを除く）の４種目があります。

３）平成23年8月1日～平成24年7月31日までの１年間における受賞者です。

４）住所は市町村までとします。

水稲

農産

園芸

技・ほ

むらづくり

平成24年度（第51回）農林水産祭参加の農林水産大臣賞等受賞者一覧表

受　賞　者　の　住　所　氏　名受　賞　財
表　彰　行　事　名

林産

産 平成23年度富山県畜産共進会

畜産

経
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平成24年度北陸農政局長賞等受賞者一覧表
（敬称省略）

氏名

高宮
たかみや

営農組合

農事組合法人にわか

大野市
お お の し

矢
や

区
く

水田経営部門 川上
かわかみ

　正博
まさひろ

園芸・畜産部門 木村
き む ら

　伊之
だ だ し

農村振興部門 松田
ま つ だ

　昭悦
しょうえつ

農村振興部門 高橋
たかはし

　明夫
あ き お

経営参画部門（団体） NPO法人よもぎの会

経営参画部門（個人） 川岸　美恵子
か わ ぎ し み え こ

経営参画部門（個人） 長田　泰子
な が た や す こ

社会参画部門（個人） 佐野　トミイ
　さ　の

社会参画部門（個人） 河二　和枝
か わ に か ず え

社会参画部門（個人） 片岡　喜美子
か た お か き み こ

農林水産大臣賞受賞
「学校給食・社員食
堂部門」

有限会社タカノ

文部科学大臣賞受賞
「学校給食・社員食
堂部門」

砺波市
と な み し

学校給食セン

ター

農林水産省食料産業
局長賞受賞
「外食・弁当部門」

農事組合法人　食彩
しょくさい

あさひ

北陸農政局長賞
「外食・弁当部門」

Veg.yard

（ベジ・ヤード）

農林水産省食料産業
局長賞受賞 魚沼

うおぬま

園芸
えんげい

ものずき村

妻
つま

有地
り じ

そばまつり実

行委員会

黒瀬
く ろ せ

谷
だに

交流センター

運営委員会

表彰行事名 受賞名 内　容
受賞者の住所氏名

住所

福井県福井市
ふ く い し

北陸農政局豊かな
むらづくり表彰

北陸農政局長賞
農山漁村におけるむらづ
くりの優良事例の表彰

富山県南砺市
な ん と し

石川県白山
はくさん

市
し

福井県大野
お お の

市
し

北陸農政局
農政功績者表彰

北陸農政局長賞

福井県三方
み か た

上中
かみなか

郡
ぐん

若狭
わ か さ

町
まち

新潟県南魚沼
みなみうおぬま

市
し

福井県敦賀市
つ る が し

新潟県阿賀野市
あ が の し

新潟県加茂市
　か　も　　し

北陸農政局
男女共同参画
優良事例表彰

北陸農政局長賞

新潟県上越
じょうえつ

市
し

富山県氷見市
ひ み し

福井県大野
おおの

市
し

石川県金沢市
かなざわし

福井県坂井
 さか　い　し

市
 

新潟県魚沼
うおぬま

市
し

「地産地消給食等
メニューコンテス
ト」

地産地消の一層の推進を
図るため、生産者との交
流促進等の地産地消の取
組を行いながら、地場農
林水産物の食材利用に工
夫を行っているメニュー
を表彰

福井県小浜
お ば ま

市
し

富山県砺波
と な み

市
し

富山県下
し も

新川
にいかわ

郡
ぐん

朝
あさ

日
ひ

町
まち

地産地消優良活動
表彰

北陸農政局長賞

地産地消の普及・啓発を
図るため、地域の特色を
活かした創造的で将来性
のある地産地消活動を表
彰

新潟県十日町市
と お か ま ち し

富山県富山市
と や ま し
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（敬称省略）

氏名
表彰行事名 受賞名 内　容

受賞者の住所氏名

住所

株式会社南砺
な ん と

いっぷ

く市
いち

入善町
にゅうぜんまち

地産地消推進

協議会

JA福井市
ふ く い し

アグリらん

ど喜
き

ね舎
や

愛菜
あいさい

館
かん

優秀賞
（全国農業協同組合
中央会会長賞）

越前市
え ち ぜ ん し

・越前
えちぜん

たけふ

農業協同組合

新潟県上越
じょうえつ

市
し

農事組合法人

龍水
りゅうすい

みなみがた

新潟県新潟
にいがた

市
し

宮尾農園
みやおのうえん

宮尾
み や お

　浩史
ひろふみ

有限会社

カンダファーム

今井　清博
い ま い き よ ひ ろ

北陸農政局長賞

地域で鳥獣被害対策活動
に貢献している個人、団
体（地域協議会等）を表
彰

樫
かし

津
づ

区
く

鳥獣
ちょうじゅう

害
がい

対策
たいさく

実
じ っ

行
こ う

委員会
い い ん かい

全国米麦改良協会会
長賞
（農家の部）

長井
な が い

　長
なが

平
ひら

長井
な が い

　浩美
ひ ろ み

全国農業協同組合中
央会会長賞
（集団の部）

(株)アグリとくみつ

全国農業協同組合中
央会会長賞
（大豆経営の部）

富山県射水市
い み ず し

熊西
くまにし

　忠治
ただはる

日本豆類基金協会理
事長賞
（大豆集団の部）

新潟県新潟市
に い が た し

（農）アグリ長浦
ながうら

小島
こ じ ま

　清一
せいいち

ＮＡＣ営農
えいのう

組合
くみあい

注： １）北陸農政局で選考した表彰を記載。
２）平成24年4月1日～平成25年3月31日までの１年間における受賞者です。

北陸農政局鳥獣被
害対策優良活動表
彰

福井県丹生郡
に ゅ う ぐ ん

越前
え ち ぜ

町
んちょう

生産性、商品性の高い豆
類生産の安定化を図るこ
とを目的として、特に経
営改善の面から先進的で
他の範となる豆類生産農
家及び生産集団を表彰

石川県小松市
こ ま つ し

有機農業をはじめとする
環境保全型農業の確立を
目指して意欲的に経営や
技術の改善に取り組み、
農村環境の保全活動を通
じ地域社会の発展に貢献
している農業者・団体等
を表彰

福井県越前市
え ち ぜ ん し

奨励賞
（全国環境保全型農
業推進会議会長賞）

富山県小矢部市
お や べ し

第18回環境保全型
農業推進コンクー
ル

石川県鹿島郡
か し ま ぐ ん

中能
なかのと

登町
ま ち

北陸農政局長賞

石川県白山市
は く さ ん し

富山県高岡市
た か お か し

全国麦作共励会

生産技術の向上、経営の
改善の面からの創意、工
夫を持ち、先進的で他の
範となる麦作農家及び麦
作集団を表彰

新潟県上越市
じょうえつし

福井県福井
ふ く い

市
し

富山県南砺
な ん と

市
し

第40回全国豆類
経営改善共励会

地産地消優良活動
表彰

北陸農政局長賞

地産地消の普及・啓発を
図るため、地域の特色を
活かした創造的で将来性
のある地産地消活動を表
彰

富山県下
し も

新川
にいかわ

郡
ぐん

入
にゅ

善町
うぜんまち
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