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「山間地域における基盤整備について」

高知県北川村の地方創生に向けた挑戦

～ ゆずの産地を守り、100戸の専業農家を育成・確保するために ～

平成31年3月15日 食料・農業・農村政策審議会
農業農村振興整備部会

高知県北川村長 上村 誠



① 高知県北川村の人口推移

◎急激な人口減少
・2015年の国勢調査による北川村の人口は1,294人
・国の推計によると、2040年には、現在の約2/3とな
る791人まで減少

◎想定以上に進む少子化
・国の推計による2030年の北川村の0歳から14歳まで
の平均人数は6人

・2018年度に小学校に入学した子どもが6人、2019
年度の見込みが9人

・出生数は想定以上に減少（2016年度3人、2017年
度６人、2018年度も4人程度）

■想定と実態

何も手を打てなければ

北川村が消滅する！

（図表-1）北川村の人口推移

（図表-2）国と北川村独自の人口推計の比較

国推計 村推計 国推計 村推計 国推計 村推計 国推計 村推計 国推計 村推計
総数 1,294 1,165 1,211 1,052 1,066 957 936 872 826 791 732

0～14歳 140 116 93 95 63 88 52 81 53 73 50
15～64歳 604 544 597 493 560 436 513 404 476 372 434
65歳以上 550 505 521 464 443 433 371 387 297 346 248
(再掲)75歳以上 331 293 303 286 286 268 241 250 191 230 158
※「村推計」は、生存年齢100歳、社会増減無しと仮定して試算（自然増減のみ）

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
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北川村に住みたい、住み続けたいと思える生活環境を
整備すること

(1)保・小・中一体化の推進
・０歳から中学校卒業までの15年間の一貫教育の軸となる北川ならで
はの教育カリキュラム（北川学）の作成

(2)家庭教育の充実

(1)高規格道路（阿南安芸自動車道）安倉ー野根間の早期事業化
(2)野友地区（村道石ノ内線）道路整備と沿線の宅地整備
(3)村営バスの運行体制の充実

(1)住宅の耐震化、家具などの転倒防止対策の促進
(2)各地区の自主防災組織の活動強化
(3)避難所運営マニュアル策定・資機材の整備

(1)特定健診の受診勧奨
(2)健康意識の向上（「健康チャレンジ事業」の実施）
(3)健康づくりの機会の創出（「健康教室」「栄養講座」の実施）

北川村に住んで、働いて生活できる収入
を得られる産業を作ること

(1)ゆず王国の復活を目指す
・高知大学と連携して栽培技術を確立し、青果出荷
の拡大に繋げる

・優良種苗を確保するとともに、JAや生産部会と連
携して新改植に対する支援を実施し、園地の若返
りを進める

・担い手を確保するため独自の支援策を展開すると
ともに、移住用住宅の整備を進める

・北川村のような山間地で活用可能な基盤整備事業
を国に要望（H30 村内４地区、計5.5haが事業採
択）

(2)国内外での販売力の強化に努める
・高知大学と連携して栽培技術を確立し、青果出荷
の拡大に繋げる

(3)戦略的な観光振興

② 人口減少に対する対策 ～全体像～

2060年に目指す北川村の姿 ： 千人の家族が子どもを育む ゆず王国北川村

基本政策１ 生活できる産業の構築
基本政策２ 子育て支援・教育の充実

基本政策３ 生活基盤の充実と有効活用

基本政策４ 村民の安全・安心の確保

基本政策５ 日本一元気な長寿村づくり

対策１ 対策２
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③ 販路の確保から産業の構築へ

（図表-4）北川村の総面積及び地目別面積

農地面積は総面積の１％
足らずの小さな村の挑戦

（出典）
国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
農林水産省「2015農林業センサス」
高知県森づくり推進課「市町村別森林資源表」

１．安定的な販路の確保
〇国内市場の縮小及び生産過剰に備えてH21年度に「北川村
ゆず輸出促進協議会」を設置し、官民協働で海外のマーケット
に積極的に進出

〇H24のフランスへの青果ゆずの国内初輸出を契機に、世界25
カ国以上へゆず関連商品を輸出
⇒ヨーロッパでのゆずの知名度向上に伴い他産地からの輸出量
も増加

⇒ヨーロッパの次の市場として中東を見据え、H31.2月には
UAE(ドバイ)で開催された食品見本市Gulfoodに出展

○海外だけではなく国内需要への波及効果も表れ、生産者への
加工用ゆずの清算単価はH28時点でH21の1.6倍まで増加
し、生産者の所得向上に一定の成果

○国内外での販路開拓の取り組みにより、需要に供給が追い付
いていない状況

第5回(H30)「ディスカバー農山漁村の宝」でこれまでの
活動が評価され、特別賞である「チャレンジ賞」を受賞！

２．担い手及び安定的な生産量の確保に向けて
〇北川村の基幹産業は「ゆず」であり、ゆずを基軸に産業づ
くりを目指す

〇村内各地で園地整備を導入し、「担い手に農地の創出
と集積」を行い100haで100戸の専業農家を育成

○Uターン及びIターン者が「安心できる就農環境」を整備
○大学と連携して「ゆず技術の高度化」を図り、高品質なゆ
ずの生産及び所得向上を目指す

○Uターン及びIターン者が「安心できる生活環境」を整え、
定住を支援する

（図表-3）北川村内事業者から輸出されたゆず果汁の産地別数量の推移

（出典）北川村産業課調査

Gulfood(ドバイ)での商談風景
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④ 「北川村まち・ひと・しごと創生総合戦略」第4次ゆず振興ビジョンの推進

北川村
(農地利用集積円滑化団体)

一時保有

農地中間
管理機構

農家 Point
①農地利用集積円滑化団体である村が農地を購入(一時保
有)し、農地中間管理機構に集積

②担い手の農地を農地中間管理機構に集積
③農地中間管理機構で、新事業による基盤整備を活用して
担い手へ貸借

④ゆずが成木化し、経営が安定した段階(10年)で担い手に農
地の配分を目指す

売買

貸借
集積

担
い
手
に
農
地
の
創
出
と
集
積

・
・
・

農家

農家

農家

農家

効率的な農地を創出

Point①

購入

集
積

担い手(1ha)

担い手(1ha)

担い手(1ha)

安
心
で
き
る

生
活
環
境

移住促進住宅の整備（5年間で10棟整備）

●若い世代が安心して子育てできる環境づくり
保育所無償化・中学校まで医療費の無償化・村内全域に高速ブロードバンドの整備

若
者
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
北
川
村

３年後、村内に定住 ３年後、村内に定住３年後、村内に定住 ３年後、村内に定住３年後、村内に定住

移住促進住宅
3戸整備

移住促進住宅
3戸整備

移住促進住宅
2戸整備

移住促進住宅
1戸整備

移住住促進宅
1戸整備

【新事業】農家負担の無い基盤整備
【村単独】小規模農地(2～3反)の基盤整備(3箇所/年)

Point④

Point② Point③
H30より国事業化

農家

ゆ
ず
技
術

の
高
度
化

高知大学との連携 北川農業塾開催
〇年間を通じて北川村の農業塾を開催
（農業者のレベルに合わせた専門講座）

専属の営農指導員配置(JA)
〇栽培講習会等を開催（階数・内容充実）

県安芸農業振興センターの重点地区
〇北川村を重点地区に位置付け指導強化

連携連携

安
心
で
き
る
就
農
環
境

産地提案型

新規就農者の確保

就農相談会

HP等でのPR

研修・就農 ゆず園地が成園になるまで、安心して研修・就農できる体制づくり

２年

篤農家等で研修 独立して就農

・基盤整備後の農地を
成園化まで賃借

・成園化（約10年）
した後担い手に配分

就農のリスク軽減
Point⑤

【村単独】ゆず次世代人材投資事業（60歳まで・3年）
ゆず省力化栽培投資事業（機械投資への支援）

【国事業】
農業次世代人材投資事業
準備型(2年)
【県事業】
新規就農推進事業(2年)

【国事業】農業次世代人材投資事業 経営開始型(5年)

【村単独】ゆず新改植促進事業(ゆず苗木代相当額の全額補助 5ha/年)

優良農地の確保

地区座談会で依頼
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○ 山間地等でも高い収益を確保できるゆずの樹園地整備の実現を要望した結果、きめ細かな整備が可能となるよう、
農地中間管理機構関連農地整備事業において、営農上の一体性を有する団地を複数まとめて事業対象とすること
が可能となった。

高知県北川村「農地中間管理機構関連農地整備事業」計画地区
～ゆずの産地を守り、100戸の専業農家を育成・確保するために～

樹園地のきめ細かな整備 【左図参照】

農地の整備をやってみたいけど、面積要件（5ha）が大きす
ぎて事業化できない。もっと要件は緩和されないの？

農地中間管理機構関連農地整備事業で、整備対象農地を構成する１ha
以上の団地（中山間地域では0.5ha以上）を営農上の一体性を有する範
囲で複数まとめることで、地域全体を一つの事業地区とみなすことが可能となっ
た。そのため、北川村のような山間地でも県営事業による大規模な農地整備
を行うことが可能となり、輸出等の需要の高まりに対応するための生産量の確
保や生活できる産業の構築に取り組むことができるようになった。

地区名

宗ノ上地区 3.6 ha 3.1 ha

小島地区 0.9 ha 0.8 ha

二タ又地区 1.2 ha 1.1 ha

久江ノ上地区 0.5 ha 0.5 ha

計 6.2 ha 5.5 ha

対象面積 整備後面積

農地中間管理機構関連農地整備事業

全農地面積 5.5 ha

対象面積 0.9 ha

整備後農地面積 0.8 ha

対象の地権者数 3 名

小島地区

全農地面積 3.7 ha

対象面積 1.2 ha

整備後農地面積 1.1 ha

対象の地権者数 3 名

二タ又地区全農地面積 4.9 ha

対象面積 0.5 ha

整備後農地面積 0.5 ha

対象の地権者数 2 名

久江ノ上地区

二 タ 又 地 区
久 江 ノ 上 地 区

北川村役場

ＪＡ土佐あき北川ゆず加工場
（集出荷・絞汁加工）

同一の加工場を共有し、地域
一体で産地形成を推進

ゆず加工企業（２社）

全農地面積 7.0 ha

対象面積 3.6 ha

整備後農地面積 3.1 ha

対象の地権者数 24 名

宗ノ上地区宗 ノ 上 地 区

【担い手からの声】

⑤ 農地中間管理機構を活用したきめ細かな樹園地整備事業の実現

（図表-5）ほ場整備による収益性比較

（出典）北川村産業課試算

整備前 収入
(千円/反)

面積
(ha)

収入
(千円)

水　　稲 60 2.4 1,440

柚子(加工主体) 295 3.8 11,210

計 － 6.2 12,650

整備後 収入
(千円/反)

面積
(ha)

収入
(千円)

5.5682柚子
(青果主体) 37,510
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