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茨城県 

 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 

【戦略１】持続可能な力強い農業の実現 

（１）新規就農の増大 

新規就農を増大させるために農外からの新規参入者に対する

支援を充実させることは重要であるが，一方，農家子弟が他産

業へ流出せず農業に就ける様にする支援策等も必要であること

から，平成２４年度からスタートする新規就農総合支援事業の

青年就農給付金（準備型）について，研修後２年以内に親の事

業を継承する等の要件を付して親元における研修を給付対象と

すべきではないか。 

 

（２）人・農地プランの策定 

① 本県には４４市町村，約３，８００集落あり，全ての集落

において話し合いに基づく人・農地プラン等を作成しその後

の進行管理を行うため，コーディネート能力を有し事業に専

念できる職員の配置について支援が必要。 

② 青年就農給付金(経営開始型)，農地集積協力金，スーパー

Ｌ資金の金利負担軽減措置など，人・農地プラン等に位置づ

けられることが要件となっている事業について，平成２４年

度は人・農地プラン作成の遅れによる不利益が生じないよう

弾力的な対応が必要。 

③ 人・農地マスタープラン等の範囲は，地域の実情に応じて，

旧市町村又は市町村単位でも認められるよう柔軟な対応が必

要。 
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④ 本県における経営再開マスタープランの対象は６市村に限

定されているが，その他の市町村についても，要望があれば

津波による被害状況等に応じて取り組めるようにするべきで

はないか。また，上記６市村から要望があれば，人・農地プ

ランでも取り組めるようにするべきではないか。 

 

（３）農地集積の推進 

① 農地集積を推進するためには，ほ場整備など基盤整備が有

効な手段だが，農業農村整備事業費については大幅に削減さ

れたままの状態であるため，基盤整備の財源確保と農家負担

軽減策が必要。 

 

② 農地集積が進むことにより担い手の耕作面積が大きくなる

と，田植えや代掻きなど農業用水を必要とする期間が長くな

るなど農業用水の取水体系が変化していくため，水利権の変

更など河川管理者との調整について，柔軟に対応出来るよう

にすることが必要。 

 

【戦略２】６次産業化・成長産業化，流通効率化 

（１）６次産業化の促進 

農林漁業者が６次産業化に取り組むためには，生産・製造技

術や経営・マーケティング等の多様な知見が必要であるため，

６次産業化プランナーによる支援と併せて，商品の開発技術や

異業種との交流，販路開拓などについても一層の支援措置の充

実が必要。 

 

（２）ファンドの創設 

『ファンドの組成について具体的に検討し，平成２３年度中

に結論を得る』とあるが，国と併せて都道府県レベルでも地域
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ファンドの設置が必要となるため，国における検討状況等の情

報は随時都道府県へも提供してもらいたい。 

また，支援対象となる６次産業化事業者（合弁会社）の設立

方法等を具体的に提示していただきたい。 

 

（３）地産地消の推進 

『学校給食等の公的施設の活用や鳥獣被害対策との連携等に

よる地産地消の推進』とあり直売所の記載がないが，消費者と

生産者の交流の場として，生産者の販路のひとつとして直売所

は欠かせない存在であるため，施設整備や経営診断等の支援の

充実が必要。 

 

（４）輸出戦略の立直し 

『輸出の落ち込みを挽回し，再び拡大させるため，体制の強

化を含め，輸出戦略を立て直す』とあり，11 月 25 日には戦略

検討会による「農林水産物・食品輸出の拡大に向けて」という

報告が出されたところであるが，品目別・国別プラン策定など

国としてどのように取り組んでいくのか，具体的に提示してい

ただきたい。 

 

【戦略７】 

（１）放射性物質への対応 

本県の農林水産業においては，原子力発電所事故に伴う農林

水産物の出荷規制や風評被害等により深刻な影響を受けてい

る。今後運用される食品中の放射性物質に係る暫定規制値に代

わる新たな規制値については，その対応方法等を早急に示すと

ともに，新たな風評被害等が生まれないような対応を検討する

こと。 
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栃 木 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案等

【戦略１】

今後、土地利用型農業を中心として、担い手がさらに減少し

ていくことが懸念されており、本戦略の推進が、「人と農地」

の問題の解決の重要な鍵を握るものと考えている。

このため、「地域農業マスタープラン」に基づき、担い手に

対して関係施策や事業を集中展開するとともに、担い手が安心

して経営が続けられよう、基本施策（戸別所得補償制度等）の

継続した取組をお願いしたい。

なお、「地域農業マスタープラン」の策定に際しては、プラ

ンの実効性を高めるため、コーディネーターの設置など市町村

段階における推進体制を整備して欲しい。

【戦略２】

本県では多彩な農産物が生産され、また、多くの食品関連企

業が立地していることから、食をテーマとし、地域経済の発展

をめざす“フードバレーとちぎ”を県や市町村、関係企業・団

体等が一体となって推進している。

しかし、農業者は、加工や販売を含めた新たな事業展開に関

するノウハウが不足しており、農商工連携や６次産業化の取組

が進まない状況となっている。

このため、農業者や農業団体に対する各種研修など人材育成

の強化を図るとともに、支援措置に係る要件を緩和するなど、

６次産業化の取組の裾野を広げるための環境づくりも検討され

たい。

また、原発事故以降の日本産農産物の輸入規制措置について、

主要輸出先である香港、シンガポール等に対し、集中的に交渉

を実施し、早期の全面再開を実現されたい。
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【戦略３】

本県では、エネルギー自給率の向上や農村地域の活性化を図

るため、「総合特区制度」の活用と産官学で構成する研究会の

調査研究により、農業用水を利用した小水力発電を推進してい

る。

「総合特区制度」の活用については、昨年、本県から申請し

た「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」が指

定され、今後、民間事業体が中心となって、事業化を進めてい

くこととしている。

また、産官学で構成する「栃木県スマートビレッジモデル研

究会」では、身近で規模の小さい小水力発電の有効活用につい

調査研究を進めてきていることから、今後、普及段階における

施設導入にあたっては重点支援をお願いしたい。

さらに、新たにスタートする「電力の固定買取価格制度」に

おいては、補助事業を活用した新たな発電施設、さらには既に

稼動しているモデル的施設まで適用されるよう、農水省として

も働きかけて欲しい。

【戦略７】

現在、農産物の暫定規制値は 500Bq/kg であるにも拘わらず、

販売先から「ND」を求められるケースが増えている。４月以

降、規制値が引き下げられること（500 → 100Bq/kg)から、放

射能に対する関心がこれまで以上に高まるものと考えている。

このため、広く国民や食品関係事業等に対し、規制値

(100Bq/kg)以下であれば健康に全く問題がないことを、国の責

任において理解浸透させることが必要である。

また、農産物の安全性を確認する検査についても、空間放射

線量に応じた検査区域・頻度等の統一した基準を設定するとと

もに、米・麦・大豆等については、次作に向け、検査方法を早

急に示していただきたい。

さらに、原子力災害対策は、長期にわたる取組となることか

ら、単年度ごとの事業による支援ではなく、基金設立等により

複数年、継続して取り組める支援策を検討して欲しい。
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群 馬 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案等

次世代を担う農業者が安心して農業に取り組めるよう各種施策に

ついて恒久的な制度の構築を望む。

【戦略１】

・地域農業マスタープラン作成に関して、国は地域の実態に即した

プランづくりが可能となるよう配慮すること。

・農業者戸別所得補償制度を法律に基づく制度とし、必要な財源を

確保し、将来にわたり制度を継続すること。

・新規就農者への支援については、青年等就農促進法による認定就

農者と青年就農給付金対象者を体系化した施策展開とすること。

・畜産物における価格安定対策について、意欲をもって取り組んで

いる農家が安定して経営が出来るよう、法律に基づく制度とし、

必要な財源を確保すること。

・持続可能な力強い農業の実現に当たり、認定農業者制度は必要な

制度であるため、しっかりとした位置づけをし、支援策の強化等

推進を図ること。
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埼玉県 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 

【戦略１】 

 項目１：新規就農の増大 

 （青年就農給付金制度の長期的・安定的実施） 

 青年就農給付金については、新規就農希望者及び新規就農者が

この給付金を前提として計画的に活動できる有効な方策になるも

のと期待されることから、長期的・安定的な制度として実施する

ことが必要である。 

 

 （新規就農者への農場等譲渡スキームの畜産分野以外を含めた導入） 

 畜産に関して「取組方針」で示された「離農者の農場や施設等

を補修・回収し、新規就農者に一定期間貸し付けた後、譲渡する

取組によって新規就農者を推進する」スキームについては、例え

ば梨の樹園地や野菜のハウスなどでも効果が期待できるものと考

えられるため、他品目でも実施することが有効である。 

 

 （農業法人化の支援） 

 農業法人へ就職就農しその後独立就農するなど、後継者の育成

において農業法人の役割は大きく、また、６次産業化など経営の

高度化に当たっても法人化が重要である。このため、法人化をア

シストする人材育成など法人化支援の充実が必要である。 
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 項目２：農地集積の推進 

 （これまでの担い手政策と中心経営体への支援策との整合） 

 「基本方針・行動計画」では担い手（中心経営体）の位置付け

を集落ごとの話し合いに委ねることとされているが、現場が混乱

せず話し合いが円滑に進められるよう、これまでの担い手政策と

の整合性、特に認定農業者制度と中心経営体への支援策との関係

について明確にすることが必要である。 

 

 （地域の実態に即した「人・農地プラン」の策定） 

 「人・農地プラン」については、実効性の高い実践的なプラン

を策定できるようにすることが重要である。こうした観点から、

地域の実態に即した柔軟な策定を行えるようにするとともに、集

落の話し合いが円滑に進められるよう、先進事例など有用な情報

やノウハウの提供等の支援が必要である。 

 

 （基盤整備予算の確保及びほ場拡大・水利施設整備の一体的実施） 

 農地集積を進めるためにも重要な農業基盤整備について、所要

の予算を継続して確保していくことが必要である。 

 また、農地集積を進めるための営農条件整備としては、「基本

方針・行動計画」で示されているほ場の大区画化と併せ、農業水

利施設の整備を図っていくことが必要である。 

 

【戦略２】 

 項目１：農林漁業の高付加価値化 

 （６次産業化ファンドの実効性ある制度設計・運用） 

  ６次産業化事業者への出資を行うファンドについては、出資を

行う判断基準として、売上額等の経営規模だけではなく、事業内

容や今後の成長可能性も考慮するなど、実効性のある制度の設計

・運用を行うことが必要である。 
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 （環境保全型農業等に対する消費者の理解醸成） 

  環境保全型農業、ＧＡＰ等の取組を一層促進するためには、掛

増経費が販売価格に適正に反映されることが重要であることか

ら、消費者の理解醸成と効果的なＰＲが必要である。 

 

 項目３：国産農林水産物・食品の輸出戦略の立直し等 

 （輸入規制の早期解除の働きかけ等） 

  原発事故により輸入規制を行っている国・地域に対して、科学

的・客観的なデータに基づいた日本産農産物の安全性の説明を行

うことにより、早期の規制解除が実現できるよう、引き続き、対

応いただきたい。 

  また、現在県が行っている輸出証明書の発行事務については、

輸出入等の貿易制度は国の専管事項であり、国において対処して

いただきたい。 

 

【戦略３】 

 （木質バイオマスとして利用する林地残材の搬出・運搬支援） 

  木質バイオマスとして利用可能な曲がり材や枝葉などの林地残

材は森林内に薄く広く存在しているため、搬出・運搬費用の面か

ら、その利用は低位にとどまっている。このため、木質バイオマ

スとして利用する林地残材について、森林内から加工工場までの

搬出・運搬費用に対する支援が必要である。 

 

【戦略７】 

 （放射性物質濃度調査に係る国と地方の連携強化） 

 農林水産物の放射性物質濃度調査については、都道府県が計画

作成、調査実施を担っているが、国と地方との十分な連携の下、

よりきめ細かな調査を適確に行えるようにしていく必要がある。 

 また、放射性物質濃度調査は、長期間にわたり継続して実施し

ていく必要があることから、分析費用等財政面の支援が必要である。 
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千葉県 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 

 

【戦略１】 地域農業マスタープランについて 

地域全体の農業の方向性があって、中心となる経営体への農地 

集積や担い手育成などの農業強化策が進められるが、地域農業は 

それ以外の農業者等の関与が必要であり、今回の個別農業支援策 

だけでなく、メリットのある関連事業をパッケージ化して推進され

たい。 

また、地域農業の振興にあっては、基礎データが重要であること

から、市町村別統計データを公表されたい。 

 

【戦略２】 園芸用インフラ整備の支援強化について 

園芸農業が盛んな本県においては、集出荷施設等の共同利用施設

を中心に産地が形成されており、園芸農業の強化につながる振興 

施策が重要であることから、インフラ整備の支援を強化されたい。 

 

【戦略７】 24 年産米の技術指導及び検査方針の早期提示について 

全国的な早場米地帯にある本県においては、水稲作業の準備は 

早い農家では３月から、収穫は８月から始まる。 

２４年産米の水稲作業に向け、放射性セシウムの吸収抑制対策を

早期に講じられるよう、農家向けの技術指導指針、並びに、玄米の

検査方針を２月までには示されたい。 
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東京都 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 

 

【戦略１】 

１ 東京都の現状（過去１０年間の推移） 
後継者が比較的確保されていると言われている東京都におい

ても、現在の農業就業人口は 12,965 人で 10 年間で 34.2％

（6,750 人）減少、その平均年齢は 63.8 歳で 10 年間で 4.8 歳

上昇するなど、担い手の高齢化と後継者不足が深刻な問題とな

っている。また、耕地面積は 7,670ha（うち約６割が生産緑地

を中心とした市街化区域内の農地）で、10 年間で 14.7％

（1,330ha）減少している。後継者、新規参入者を問わず、新規

就農者の確保と農地の効率的な活用が喫緊の課題となってい

る。 
 ２ 意見及び提案 
   持続可能な力強い農業の実現に向け、「新規就農の増大」と

「農地の利用集積の促進」を推進することは、地方・都市地域

を問わず重要な課題であると考える。本戦略に基づき、新規就

農者の倍増と定着のための「就農前後の新規青年就農者に対す

る給付金の交付」や「雇用就農の促進」、地域の中心となる経

営体への農地集積のための「農地集積協力金の交付」など、従

来の構造改革から大きく踏み出したものと評価している。 
平成 21 年の農地法及び関連法等の改正により、農地の概念が

「所有から利用」へと転換、また、各種制度も改善され、市街

化区域以外の地域においては、本戦略に基づく施策が効果的に

展開されることが期待される。 
しかし、都市化が進展している東京都においては、約６割が
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生産緑地を中心とした市街化区域内において農業が営まれてい

る。また、営農継続のため、相続時において相続税の納税猶予

制度を適用している場合が多い。現在、市街化区域は、農業経

営基盤強化促進法に基づく「農業経営基盤強化促進事業」の対

象とはなっていないため、同法に基づく農地の利用権等の設定

や相続税納税猶予の継続（「特定貸付け制度」の適用）を受け

ることができない。また、農地利用集積円滑化事業も実施の対

象地域となっていない。 
このため、東京農業の中心となる市街化区域内においては、

事実上、地域の中心となる農業者による農地の利用集積や利用

権設定に基づく新規就農、農業経営の法人化が実現できない状

況にある。都市農業が持続可能なものとして展開するためには、

農業経営基盤強化促進法を改正し、生産緑地への「特定貸付け

制度」適用拡大など、制度の改善を同時並行して行う必要があ

る。 

16



山梨県 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 
【戦略１】 持続可能な力強い農業の実現 

(１)新規就農の拡大 

・ 山梨県では、俳優の菅原文太さんの協力を得て都会の若者を本

県農業に誘致する農業協力隊推進事業や、県内の就農希望者が地

域の篤農家の下で実践的な研修を行う就農定着支援制度を柱に、

昨年度農政部内に「担い手対策室」を創設し、新規就農者の確保

に力を入れている。 

・  本県の基幹品目である果樹経営においては、就農から経営が安

定するまで相当の期間を要するため、長期の支援期間が確保され

ている青年就農給付金制度は、県内果樹地域の期待が極めて大き

い。 

・ このため、将来にわたる本制度の継続的な実施と、果樹を目指

す就農希望者にも十分な支援ができる予算確保をお願いしたい。 

 

(２)農地集積の推進 

・ 農地集積の加速による競争力の高い農業の実現は、土地利用型

作物以外に対しても重要であるため、農地集積協力金についてそ

の適用対象の果樹、野菜などへの拡大を検討していただきたい。 
・ このほか、果樹、野菜など戸別所得補償制度の対象となってい

ないものを栽培する農地について行っている、規模拡大加算の特

例措置の継続など、土地利用型作物以外の品目に対する農地集積

や経営安定対策の充実・強化を図っていただきたい。 
 
(３)生産コストの低減に資する技術開発・流通合理化 

・ 農業生産コストの低減と流通等の効率化に資する共選場をはじ

めとした集出荷施設等の整備に必要な予算確保をお願いしたい。 
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【戦略２】 ６次産業化・成長産業化、流通効率化 

(１)農林漁業の高付加価値化 

①農林漁業の６次産業化 

・ 本県では、東京農業大学名誉教授の小泉武夫先生の協力をいた

だきながら、将来地域の特産品となりうる農産物加工品開発と商

品化に取り組むプロジェクトを本年度立ち上げたところ。 

・ ６次産業化の機運の高まりの中、本県においても今後、国の総

合化事業計画の認定を希望する事業者が増加することが想定され

ることから、６次産業化プランナーの充実を図るとともに、総合

化事業計画の認定を受けた事業者が必要な整備事業の支援が受け

られるよう適切な予算確保をお願いしたい。 

 

②革新的な技術の開発・実用化と普及 

・ 本年度より、試験研究における育種研究分野について、国の指

定試験事業が廃止されたが、育種分野の研究は、長期的な視点に

立ち、継続した取組が必要であるため、今後も国と県が連携した

試験研究体制が維持できるようお願いしたい。 

 

(２)国産農林水産物・食品の輸出戦略の立て直し等 

・ 本県では、主要農産物である果実の台湾、香港等への輸出に取

り組んでいるところであるが、東日本大震災の影響等により、輸

出が大きく減少しているところ。 

・ ついては、原発事故に係る諸外国の風評被害の払しょくや、積

極的な輸出促進対策に取り組んでいただきたい。 

・ また、中国や米国など新たな相手国への農産物輸出の障壁とな

っている植物検疫上の課題解決に向け、相手国に対する積極的な

働きかけをお願いしたい。 
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(３)鳥獣害被害対策 

・ 本県は、周囲を山々に囲まれた地勢であるため、野生鳥獣によ

る農作物被害が多く、農業者の生産意欲の減退、遊休農地増加の

一因ともなっている。 

・ ついては、計画的な侵入防止柵の整備や、地域ぐるみの被害防

止対策等の支援に必要な予算確保をお願いしたい。 

 

(４)流通効率化 

・ 農産物の流通効率化、販売力強化については、卸売市場機能の

効率化・活性化が必要不可欠であり、地方卸売市場に対しても支

援を強化していただきたい。 

 

 

【戦略３】 エネルギー生産への農山漁村の資源活用 

・ 本県では、全国トップクラスの日照時間など、本県の地域特性

を活かしたクリーンエネルギーの導入を進めている。 

・ 地域営農活動への悪い影響を回避しつつ、円滑に農村地域へ再

生可能エネルギー発電施設を導入できる土地利用調整等に関する

法令の改正とその運用をお願いしたい。 

 

 

【戦略７】 原子力災害対策 

（１）消費者、生産者への情報提供 

・ 消費者への適切、迅速な情報提供により、不安感の払拭と風評

被害の防止に努めていただきたい。 

・ また、今後の農業生産活動に支障がないよう、農業者をはじめ

関係自治体やＪＡなどの農業団体に対して、技術指導等に関する

情報提供をお願いしたい。 
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（２）原子力損害賠償関係 

・ 原発事故による放射性物質の汚染は、風評被害と相まって幅広

い都道府県の農産物の市場取引に大きな影響を与えている。 

・ このため、放射性物質の直接影響のあった地域の農産物だけで

なく、他産地の農産物価格の変動などから受けた間接的な被害に

ついても、賠償対応等が行えるよう検討をお願いしたい。 
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食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 

 
【戦略１】 

Ⅰ 新規就農者への支援対策について 

  国は、平成 24 年度以降、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を図るため、就農準備のための研修を受けている者や経営が不安

定な就農直後の者に対する給付金を給付することとしている。 

本県においても将来の地域農業の担い手となる若手農業者の 

確保・育成に係る総合的な支援対策を実施してきており、「新規

就農里親制度」での研修生は、研修中に原則無給になることを承

知し、覚悟を持って研修に入っていること、里親となる先進農業

者と農業改良普及センター、地元自治体が連携し、地域において

研修生の就農を支援する体制を整えていることから、新規就農者

の定着率が９割を超えている。 

当制度の具体的な運用等については、現在検討されているとこ

ろであるが、事業対象者（研修者及び新規就農者）に対し、制度

が適正に運用されるよう、次の事項について提案する。 

１ 長野県は今回の制度を本県の就農支援システムに組み入れ、

積極的に活用し、意欲ある若者が将来、地域農業の担い手に育

つよう推進を図ることとしているが、安易な給付申請が行われ

ることのないよう、対象者を認定就農者とするとともに、給付

金は実績給付とされたい。 

２ 準備型の申請先については、研修修了後にスムーズな就農が

できるよう就農希望都道府県を原則とされたい。 

 

 

 

長野県 

21



Ⅱ 中山間地域に対する支援策の充実・強化について 

国は、農地集積の推進を図り、土地利用型農業については、平

地で 20～30ha、中山間地域で 10～20ha の規模の経営体が５年後

に耕地面積の太宗（現状３割→８割程度へ）を占める構造を目指

すこととしているが、中山間地域の割合が約６割と高く、水田の

約３割が 1/20 以上の傾斜地に存在する本県においては、経営体へ

農地の集積が行われても、圃場の大区画化や集積による生産 コ

ストの低減は大きく望めないほか、畦畔管理や水管理は集落の多

くの人々による共同作業が必要となる。 

 国が４次補正で措置した「農業体質強化基盤整備促進事業」は、

土地利用型農業の促進において大変有効な事業であるが、急傾斜

地の多い中山間地域においては、畦畔除去等による区画拡大が 

困難なことから、等高線ほ場整備や水源から長距離を要する山腹

水路のパイプライン化等、地域の特性に応じた整備を行う事業制

度の拡充などを提案する。 

 なお、中山間地域等直接支払交付金、農地・水保全管理支払交

付金など、従来からの中山間地域対策事業についても本県にとっ

て大変重要な施策であることから、制度の継続・充実を提案する。 

 

（参考） 

■農振農用地区域における傾斜区分別の水田面積の割合    （単位：％） 
    傾斜区分 

地域 
1/100 未満 1/100～1/20 1/20 以上 

全 国 ４４ ４２ １４ 

関 東 ５２ ３９  ９ 

長野県 １１ ５９ ３０ 

                        【第４次土地利用基盤整備基本調査】 

 
■水田の区画整備実績                       （単位：％） 
    整備状況 

地域 
未整備 20a 未満 20a～30a 30a～50a 50a 以上 

長野県 18.4 29.3 28.7 21.7 1.8 

                                  【平成 22 年長野県調査】 
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【戦略２】 

Ⅲ 園芸作物の振興施策の充実・強化について 

ＴＰＰ問題など、貿易の自由化の中で、園芸作物については、

現状、相対的に関税率が低く、国際競争力があり、輸出産業とし

ての期待が大きいとも言われているが、実際、本県の果樹産業を

例にすれば、 

①家族経営が中心のなか、高齢化が進み園地が減少している 

②青果の国民消費量が減少する一方、輸入品（特に果汁等加工品）

との競合などにより価格が低下している 

③消費者が求める安全で鮮度・品質の高い生産・販売のための集

出荷施設における高度化（光センサーの導入等）や生産性向上

のための樹種転換や園地再編整備への対応が必要などの課題を

抱えている。 

今後、成長分野へ生産構造をシフトしていくためには、経営体

の６次産業化への支援のみでなく、産地として実施する生産施設、

集出荷施設の高度化等への継続的な支援が必要である。 

国においては、平成 23 年度４次補正において、多くの予算措置

を講じていただいたところであるが、単年度で園芸産地の構造 

改革が出来るものではなく、強い農業づくり交付金や果樹・茶支

援対策事業等の支援策を継続・充実することを提案する。 

 

（参考） 

■長野県主要果樹結果樹面積               （単位:ha） 

    年度 

品目 

Ｈ11 Ｈ16 Ｈ21 

面積 指数 面積 指数 面積 指数 

りんご 9,720 100 8,280 85.2 7,960 81.9 

ぶどう 2,360 100 2,370 100.4 2,300 97.5 

な し 1,080 100 990 91.7 903 83.6 
 

 ■長野県産りんご価格の推移  
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食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案等 
 
 農業を産業として発展させるためには、力強い経営体を多数育成

し、効率的かつ安定的な経営体が農業生産の大部分を担う農業構

造を構築する必要があります。 

このため、本県では、企業的経営を行う経営体を「ビジネス経営

体」と位置づけ、これら経営体が核となった農業構造の構築を目指し、

意欲的な農業者の経営改革や農業経営の法人化の推進のほか、新

たに農業に参入する個人、法人等幅広い担い手の育成に努めるとと

もに、農地集積や基盤整備、新技術開発、6 次産業化などにも取り

組んでおります。 

このたび、国が策定した取組方針等については、農業生産力を構

成する人材、基盤、技術の３つの視点で施策事業を集中展開するこ

ととしていますが、今後の施策推進にあたっては、次の事項に配慮し

推進願います。 
 

【戦略 1】持続可能な力強い農業の実現 

１．意欲ある経営体への更なる施策の重点化 

本県では、野菜、花きなどの施設園芸における生産コストを 1/2

に低減したり、米や茶、みかんなどの土地利用型農業の面積規模

を 10 倍に拡大するプロジェクトに取り組んできたほか、農業者の経

営改革計画の策定等を支援してきました。 

その結果、独自の経営戦略を持ち地域農業をリードする経営体

や、集落や市町の圏域を超えた経営を展開している経営体、１００

ha を超える水田農業の経営体が育つなど、農業構造改革が進み

つつあります。 

しかしながら、持続可能な力強い農業を目指すためには、これ

まで以上に、農業の国際化に対応できる先進的な経営体を育成し

ていく必要があることから、意欲的な経営体の経営革新、飛躍的な

規模拡大、生産性向上に向け、さらに施策支援を重点化願いま

す。 

静岡県 

25



 

２．樹園地の流動化施策や基盤整備の充実 

本県の主要農産物である茶やみかんの生産振興のためには、

樹園地の集積や基盤整備が不可欠ですが、樹園地の整備は十分

でない状況にあります。 

つきましては、樹園地流動化施策の充実や樹園地整備予算の

拡充など、水田や畑作だけでなく各地域の特性を踏まえた施策を

推進願います。 
 

３．新農業人材の確保・育成 

  本県では、非農家からの新規就農を促進するためニューファー

マーの研修制度を実施しています。研修希望者は年々増加傾向

にありますが、研修を受け入れる農家の負担増や研修終了者に

農地を斡旋するなどの役割を担う受入組織(受入農家、農協、市

町等で構成)の強化が課題となっています。 

今後、国の給付金制度創設により、就農希望者はさらに増加が

見込まれることから、研修受入農家をはじめ受入体制の整備や研

修終了者の農地確保対策について支援願います。 

 また、多くの意欲ある若者が就農できるよう、全国規模での農業

相談会の開催や各県農業を紹介できる場の設置など、情報発信

を強化願います。 
 

４．次期土地改良長期計画に基づく着実な農業農村整備の推進(戦略６関係を含む) 

  食料自給率の向上や競争力の高い産地形成において不可欠と

なる農業水利施設等の生産基盤の保全・整備の充実を図るととも

に、優良農地や農山村地域の安全・安心な生活を守るため、農

地・農業用施設等の防災・減災対策を強化願います。 
 

【戦略２】6 次産業化・成長産業化、流通効率化 

１．地域密着による６次産業化の強力な推進 

本県では、関係出先機関への6次産業化相談窓口の設置、支

援ネットワークの構築に加え、試作商品評価会の開催などにより、

6次産業化を推進しております。 

しかしながら、今後、さらに多くの優良ビジネスモデルを創出し
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ていくためには、マーケティングやブランディングに優れた知見を

有するプランナー等による専門的な助言だけでなく、地域に密着

したシーズの掘り起こしや支援体制が不可欠です。 

つきましては、国及び支援機関と、現場の指導機関等との一層

の連携強化をはじめ、農業者との窓口となり、シーズの掘り起こし

や総合化計画の認定・推進まで一貫した支援を行う普及指導員等

の資質向上など、推進体制を強化願います。 

 

２．日本産農産物の輸出促進対策の充実 

福島第１原発事故の影響から、輸出先となる各国・地域における

規制の強化により農林水産物等の輸出拡大には、今後も厳しい状

況が続くものと考えられ、特に本県の主要作物である茶の輸出に

ついては、多大な影響を受けております。 

つきましては、国による各国の規制解除に向けた交渉の強化、

日本産食品への放射性物質の影響に関する情報の迅速な発信、

流通過程における産地確認の実施により、早期に諸外国での日本

産食品の信頼回復が図られるよう措置願います。 

 

【戦略３】エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進する 

１．新エネルギーの地産地消促進 

本県では、新エネルギーへの転換が進む中、多くのエネルギー

を消費する施設園芸への新エネルギー活用を促進していく必要が

あることから、耕作放棄地での太陽光発電とその農業利用を検討

するモデル事業を実施しておりますが、今後、これら事業の成果を

生かし、生産現場への導入を迅速に推進していく必要があります。  

つきましては、農地のままで太陽光発電施設の設置を可能とす

るなど諸規制を緩和するとともに、太陽光発電や小水力発電など新

エネルギーの農業利用のための施設整備について支援願います。 
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