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滋賀県 
食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る提案 
 

【【【戦戦戦略略略１１１】】】持持持続続続可可可能能能ななな力力力強強強いいい農農農業業業ののの実実実現現現      

１ 担い手に対する継続的・安定的な経営支援策の実施 

・本県で大部分を占める土地利用型経営においては、所得に占める国の経営

支援策の割合が高くなっており、政策変更が経営に及ぼす影響は極めて大

きくなってきている。 

・このため、これらの経営体が中長期的な展望をもち地域農業の担い手とし

て将来にわたって安定経営が確保できるよう、地域農業マスタープランに

位置づけられた中心経営体への施策・事業の集中展開にあたっては、継続

的・安定的な経営支援策の確立を図られたい。 

 

２ 集落営農組織による農地集積の促進 

・水田農業が中心の本県農業の発展のためには、集落営農組織が主要な担い

手として、集落内の農業者の多くの参画を得て周辺農地の大部分を集積し、

地域農業の維持・発展を図る取り組みを推進する必要がある。 

 ・このため、特定農業団体等に対する法人化支援および集落営農法人の農地

集積に対する規模拡大加算を継続して実施するとともに、農地集積協力金

（経営転換協力金）の交付にあたっては、個人経営から転換し集落営農組

織の構成員としてその運営に参画しようとする農業者が支援の対象とな

るよう措置されたい。 

 

３ 農地集積促進のための基盤整備事業の充実 

・マスタープランを検討する中で、担い手と農地所有者が、農業水利施設の

保全更新など基盤整備の方向性や農家負担のあり方や、農村の活性化につ

いて話し合い、合意形成しながら着実に取り組むことが必要なことから、

短期間に大区画化等を進めることは困難な状況にある。 
・そのため、農業体質強化基盤整備促進事業については、行動計画の期間（H23

～H28）を通じて計画的に取り組めるよう継続的な事業とし、安定した予

算確保をお願いしたい。 

・また、マスタープランに位置づけられた中心経営体への集積を進めるため

に必要な農業水利施設の保全更新などの生産基盤整備事業について、経営

体育成基盤整備事業以外にも、地元負担軽減の観点から、集積目標や達成

度に応じた促進費の交付や無利子融資の対象事業を拡大するなどの支援

措置を講じられたい。 
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【【【戦戦戦略略略２２２】】】６６６次次次産産産業業業化化化・・・成成成長長長産産産業業業化化化・・・流流流通通通効効効率率率化化化   

１ ６次産業化に関するハード事業の採択要件の緩和 

・農業者主体の６次産業化において、新商品開発や販路拡大の取組に成果が

ある事案に対しては、小規模な事案でもハード事業に取り組めるよう、採

択要件の緩和をされたい。 

 

２ 環境保全型農業に係る営農活動の拡充 

・ 本県は、近畿１，４００万人の生活水源である琵琶湖を抱えており、その

水質の保全を図るために、農薬・化学肥料の使用量を削減するとともに、

琵琶湖をはじめとする周辺環境の保全を進める「環境こだわり農業」の取

組を拡大し、その定着を促進する必要がある。 

・ より安全・安心な農産物を提供するとともに、環境と調和した農業を進め

る取組は、個々の自治体レベルではなく、国の責任で、かつ、我が国全体

でも取り組むべきテーマであることから、環境保全型農業直接支払交付金

について、恒久的な制度とし、より一層の拡大に取り組まれたい。 

・ さらに、支援の対象を地球温暖化防止や生物多様性保全に資する取組に限

定せず、農業濁水の流出防止など、「生活の水源となる湖沼の水質保全」

に資する取組を追加・拡大いただきたい。 

 

３ 鳥獣害対策の強化 

・中山間地域において、土地利用型農業を推進する前提として、鳥獣害対策

は喫緊の課題であるため、鳥獣被害防止総合対策交付金については、将来

にわたっての支援制度として位置づけ、平成 25 年度以降の継続と所要の

予算を確保されたい。 

 

 

【【【戦戦戦略略略３３３】】】エエエネネネルルルギギギーーー生生生産産産へへへののの農農農山山山漁漁漁村村村ののの資資資源源源ののの活活活用用用ををを促促促進進進すすするるる   

１ 農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備にかかる水利権許可制度

の見直し 

・農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備を検討する際に、水利権に

関する手続きが多大なことが障壁となっているため、かんがい用水に完全

従属する発電用水利権の取得に関して、以下のとおり許可制度を見直され

たい。 

① 従属元の水利（許可・慣行）にかかわらず許可申請を簡素化する。 

② 特に、集落周りの小水路等への設置が想定される小規模な施設や、従属

元の権利所有者が発電施設近傍で電力を売電せず自家消費する施設等

については届出で可とする。 
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【【【戦戦戦略略略７７７】】】原原原子子子力力力災災災害害害対対対策策策ににに正正正面面面かかかららら取取取りりり組組組むむむ   

１ 食品中の放射性物質に係る新基準値の設定に伴う、飼料や堆肥等の基準値

の設定 

      ・食品衛生法上の食品中の放射性物質の暫定規制値が見直され、新基準値が

設定されようとしているが、これに伴い、飼料、肥料、堆肥等の暫定許容

値を早急に見直し、新たな基準値を設定されたい。 

   

   

【【【全全全般般般】】】   

１ 検討内容の開示による国民的議論の展開 

・基本方針Ⅳの速やかに取り組むべき重要課題に「高いレベルの経済連携と

農林漁業の再生や食料自給率の向上との両立を実現するためには、本基本

方針にある諸課題をクリアし、なおかつ、国民の理解と安定した財源が必

要である。消費者負担から納税者負担への移行、直接支払制度の改革、開

国による恩恵の分配メカニズムの構築も含め、具体的に検討する。」とあ

る。 

・この検討内容は、基本方針の７つの戦略以上に今後の地域農業への影響が

大きいものと考えられるため、その具体的検討にあたっては、地域農業の

実情を十分踏まえたものとなるよう、様々なシミュレーションを提示する

など、検討内容を開示し、現場の意見が反映できるよう進められたい。 
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京都府 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る提案 

 

 
■京都府における現状・課題 

京都府は、中山間地域が 7割を占め、小規模零細農家が多く、１集落当た

りの耕地面積も全国平均の２分の１程度の現状にあります。 

 

このような中、京都府においては、これまでから、京野菜や宇治茶など規

模は小さくても京都ならではの付加価値の高い競争力のある農業構造への

転換を図るとともに、新たな農業ビジネスを目指す企業的な農業経営体の育

成等に取り組んできたところであり、この２０年間で野菜の産出額が 12.6％

増加（増加率全国５位）するなどの成果も出てきています。 

 

また、過疎・高齢化が進む農山村集落においては、府民生活を支える「命

の里」というべき大切な地域であることから、地域の様々な課題解決に向け、

地域人材の育成や生活・営農基盤の整備等をソフト・ハード両面から支援す

るとともに、「里の仕事人」として府職員を配置するなど、過疎・高齢化集

落の再生活動に積極的に取り組んでいるところです。 

 

しかしながら、担い手の減少や高齢化に歯止めがかからず、また、市場開

放に向けた動きなど経済のグローバル化が進む中、将来にわたって、京都府

の農業と多様で豊かな農山村が維持発展していくためには、これまでの取組

を踏まえ、「産業政策」として、より付加価値の高い農産物生産や集落営農

組織の法人化、６次産業化などによる力強い農業経営構造への転換と併せ、

「地域政策」として、中山間地域での集落の維持・再生の取組など、京都の

強みをいかした農業を戦略的に展開していくことが必要となっています。 

 

 
◆京都府の農業・農村の現状 

 

・農家１戸当たり耕地面積  全国 182a、京都府 90a 

・１集落当たり耕地面積   全国 34ha、京都府 19ha 

   ・農業就業人口（販売農家） H12:46 千人→H22:29 千人 

    平均年齢     H12:62.4 歳→H22:68.3 歳   

・野菜産出額        H 元:214 億円→H21:241 億円(12.6%増) 

・過疎化・高齢化集落数   H17:141 集落→H22:329 集落（推定値） （2010 農林業ｾﾝｻｽ等）  
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◆「命の里」事業の概要 

       
 

■提 案 

１ 農家が安心して営農を継続でき、持続的な経営体の育成につながるよう、

農業者戸別所得補償制度について、目的や交付対象者など制度の骨格部分に

ついて早期に法制化するなど、財源の確保を含め、安定的かつ体系的な対策

を講じること。 

 

  また、具体的な制度設計に当たっては、 

○米の所得補償交付金について、 

・全国一律の交付単価を改め、経営規模別の単価を設定し府県単位に適用

・食味等の品質向上に取り組む農家の営農努力が反映される加算措置 

などに配慮するとともに、 

○産地資金制度について、小豆や京野菜等の地域特産物の振興と産地継続が

可能となるよう、地域実態を踏まえた制度とすること。 

 

２ 「地域農業マスタープラン」の策定をはじめ、農地の集積や新規就農者の

確保等の施策推進に当たっては、単に土地利用型作物を中心とした経営規模

の拡大にとらわれず、京野菜や宇治茶など地域の特色をいかした付加価値の

高い農産物生産や零細農家対策も含めた集落再生の取組にもつながるよう、

柔軟な対応が可能な事業運用を図ること。 
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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 

具体化に係る提案 

 本県農林水産行政推進の基本となる計画的かつ総合的な指針として、「ひょ

うご農林水産ビジョン」を策定している。平成 22 年度末を目途に新たなビジ

ョンの策定作業を進めていたが、政府による「包括的経済連携に関する基本方

針」を受けて１年延期し、平成 23 年度末の策定に向けて作業を進めている。 

 新たなビジョンにおいては、「産業としての力強い農林水産業の再生」を柱

として、世界経済のグローバル化や貿易の自由化の流れの中、国内外の産地間

競争に勝ち残ることができる力強い農林水産業を確立するため、本県農林水産

業が有する強みを生かし、県民との信頼関係をさらに強め、担い手が意欲と誇

りを持てる環境づくりをめざし、「攻め」の農林水産業を展開する。 

 

１ 戦略１ 競争力・体質強化～持続可能な力強い農業の実現～について 

（１）新規就農の増大 

① 就農相談やセミナー・相談会の実施、農地・住宅等の情報提供 

② 県立農大・兵庫楽農生活センター等による農業実践研修 

③ 就農支援資金の貸付等による初期投資の負担軽減 

④ 普及センター等による継続的な技術・経営指導 

など、年間育成目標 200 人（60 歳未満）に向け、円滑な就農と早期の経営

確立を支援 

新規就農者数の内訳 
21 年度 22 年度   

  
区 分 

 60 歳未満 40 歳未満 60 歳未満 40 歳未満 
計 180(60) 115(43) 187(55) 118(42) 

新規学卒者[農家出身] 14( 5) 14( 5) 18( 7) 18( 7) 
Ｕﾀｰﾝ就農者[農家出身] 71( 8) 39( 1) 78( 9) 43( 6) 

内 
 

訳 新規参入者 95(47) 62(37) 91(39) 57(29) 
（農業経営課調べ） 

(注)1 新規学卒者  ：農家出身で卒業後、直ちに就農した者 
(注)2 Ｕターン就農者：農家出身で、他産業を離職後、または在宅兼業から就農した者 
(注)3 新規参入者  ：農外出身（農業経営基盤を持たない者）で、新たに就農した者 

 
今後は、年間育成目標（60 歳未満）を 200 人から 300 人に拡大し、 
① 青年就農給付金の活用 
② 就農支援センター間の連携や情報発信・コーディネート機能の強化

によるワンストップ支援機能の充実、 

③ 普及組織等関係機関が一体となったフォローアップの実施 

 ④ ＪＡ等による就農希望者向け実践的研修機会の拡大 

などにより、さらに新規就農者を育成・確保する。 

※(  )書きは雇用就農者数 

（単位：人） 

兵庫県
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 具体化への提案 

  ア 就農相談センターの機能充実 

 青年農業給付金の創設なども踏まえ、就農希望者への技術、資金、農

地に係る様々な情報提供等の就農相談の需要増大に対応できるように

センターの運営に関する更なる国の支援措置が必要 

イ 就農希望者向け実践的研修機会の拡大 

  就農希望者の就農に向けた研修の受け皿を拡大するため、ＪＡ等が農

家子弟や農外からの就農希望者を対象に取り組む実践研修農場の開設

や運営を支援（特に、農外からの就農希望者への研修支援によって、Ｊ

Ａの正組合員確保にも効果） 

ウ 若年層向け「農業ポジティブキャンペーン」の実施 

  新規就農者候補となる青年期（15 歳～24 歳）に、各種メディアを活

用した就農に対するポジティブキャンペーンを全国レベルで実施し、農

業に魅力を感じる若年者を増加させることが必要 

【事例】就農支援センターによる新規就農支援の取組 

ひょうご就農支援センターでは「新規就農離陸加速モデル推進事業（緊急雇

用就業機会創出事業）」を活用して、就農希望者を研修生として雇用し、先進

的農業者のもとで、最大 1 年間、就農に向けた実践的研修を実施している。 
  就農希望者は収入を確保しながら、希望する営農形態や地域で研修を受ける

ことができるとともに、受入れ農業者による経営農地の斡旋等もあり、平成

22 年度には研修生 47 名の約半分（独立就農 12 名、雇用就農 10 名）が就農

に結びつき、研修継続が 15 名となっている。 
研修事業での就農者数 
   

事業名 採用者数 
就農 研修継続 農外（途中退職含む） 

離陸加速 47 22（独立 12雇用 10） 15（うち農大 1） 10

ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ 14 10 4

農の雇用 13 8（すべて雇用就農） 5

計 74 40 15 19

  ※「農の雇用」については、H22.8 採用者のみの数字（H22.12 採用者は研修継続中） 

ひょうご就農支援センター（４８２件） 

【体 制】県、農業会議、兵庫みどり公社、

ＪＡ兵庫中央会等から構成 
【事務局】県担い手育成総合支援協議会内 
［所在地：県農業共済会館内］ 

【業務内容】 
①新規就農相談のワンストップ窓口 
②地域就農支援センターとの連携 
③各種支援事業の実施     等 

地域就農支援センター（５７０件） 

【体制】農業改良普及センター、農林事務所、 
ＪＡ､市町､農業委員会等から構成 

【事務局】農業改良普及センター 
【活動内容】 
  ①地域における就農相談への対応 
 ②プロジェクトチームによる個別指導 
 ③就農(希望)者等への段階的な支援 

の実施                 等 

情報 
共有 
化・ﾈｯ
ﾄﾜー ｸ化 

 就農支援センター（22 年度 相談件数 1,052 件） 
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（２）農地集積の推進 

認定農業者等への農地の利用権等の設定･移転面積は、平成 22 年 12 月末

で 15,470ha で、農振地域の農地面積（81,529ha）の 19.0％ 
 

利用権等の設定･移転の状況 

区  分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

面  積 11,692ha 12,262ha 13,247ha 13,842ha 14,700ha 15,470ha 

農振農用地に 
占める割合 

14.0％ 14.7％ 15.9％ 16.6％ 17.6％ 19.0％ 

   今後は、 

① 農振地域がある34市町の農地利用集積円滑化団体によるマッチング 

② 農地集積協力金を活用し、人・農地プラン（地域農業マスタープラ

ン）の策定を進め、地域の中心となる経営体へ利用集積 

③ 農業者戸別所得補償制度による「規模拡大加算」の更なる活用 

を推進 

 具体化への提案 

ア 人･農地プラン作成推進専門員設置に向けた支援策の創設 

県下の農業集落数は 3,677（全国 13 位）あるが、市町合併により 300

を超える集落を抱える市もあり、プラン策定を支援するマンパワーの確

保に苦慮しているとの声が多い。そのため、徹底した集落の話し合いや

プラン作成を支援できる現場に精通した｢人･農地プラン作成推進専門

員｣(市臨時職員(改良普及ＯＢ等))設置に対する支援が必要 

イ 農地利用集積円滑化団体に対する活動経費等の助成制度の創設 

農振農用地を有する県内 34 市町全てで、農地利用集積円滑化団体が

設置されているが、制度のＰＲ、マッチング業務への対応、利用者への

フォロー等が不十分なため、当該団体を通じた平成 22 年度の利用権設

定面積は 40ha（新たな利用権設定面積(764ha)に占める割合は 5.2％）

と低調 

利用集積を加速化させるため、農地利用集積の普及啓発や農地の貸借

情報の収集・提供、出し手・受け手との交渉などを専任的に進めるため

に必要な活動経費への支援が必要 

 

 （３）関連組織・関連産業のあり方 

   農林水産業関連団体の総合力の効率的・効果的な発揮が農山漁村活力の

維持向上や地域の再生に向けた推進力となるよう、消費者や実需者との連

携、生産から販売までの一貫した戦略の展開、農林漁業者に対するきめ細

やかな支援体制の構築を引き続き支援 

（農業経営課調べ） 
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２ 戦略２ 競争力・体質強化～６次産業化・成長産業化、流通効率化～につ

いて 

（１）農林漁業の高付加価値化 

ブランド戦略の推進や６次産業化の取組支援、ひょうご食品認証制度の

推進など、消費者に信頼される兵庫県産農林水産物の生産、流通、消費の

拡大と、生産者の利益率の向上につながる産地の育成強化等を推進 

今後は、 

① 消費者の信頼と期待に応えられる産地を形成し、生産者の利益率の

向上を図る産地の主体的なブランド化を推進 

② ６次産業化・農商工連携に取り組むための支援体制を整備 

により、地域の活性化や所得向上を図る 

具体化への提案 

ア 地域における農林漁業成長産業化ファンド設立への参画 

農林漁業成長化ファンドは、６次産業化による所得向上をすすめる本

県にとって特に有効な手法であり、効果的な活用や円滑な導入の検討な

ど、地域における農林漁業成長化ファンドの具体的な設置検討に参画し、

ファンドの仕組みを活用した農林漁業の競争力強化に取り組みたい。 

イ ６次産業化支援事業実施に係る６次産業化プランナー関与の充実 

① ６次産業化プランナーがサポートして国庫補助事業等が円滑に実施

できる仕組みの構築 

② ６次産業化の取組を支援する研修会の開催や普及啓発等を効果的に

実施できる６次産業化サポートセンター委託対象経費の拡大 

 

 

（２）消費者との絆の強化 

  ア ひょうご食品認証制度の推進 

    兵庫県産農林水産物及びこれらを主原料とする加工食品を安全・安心

かつ個性・特長ある「兵庫県認証食品」として認証し、県民にＰＲ 

 

 

 

    今後とも、消費者と生産者の関係強化に向けて、 

① 消費者と生産者が生産現場で対話する「産地巡りバス」の運行 

② 大手量販店による「兵庫県認証食品フェア」の開催 

③ 商談会、料理イベントの実施、野菜価格安定制度での優遇措置 

などを通じて、認証食品を拡大 

認証食品数 1,624 食品 

県産食品の県内向け出荷量に占める認証食品の割合 25.6％  （平成 22 年度末） 
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【事例】６次産業化等に取り組む人材の養成 

１ 先導的経営を行う人材養成 

平成 22 年度から、企業的感覚で経営管理するなど実践的で高度な知識を有

する農業経営体を養成するため、「ひょうご農業ＭＢＡ（Master of Business 
Agriculture）塾」を開設し、地域農業の牽引役となる先進的経営体の育成・

強化を図っている。 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
カリキュラムは、経営管理にとどまらず、６次産業化、異業種交流、商品戦略

など広範囲に渡るとともに、講義では、座学に加え、ディスカッション、ワーク

ショップ、プレゼンテーション実習等を実施。受講生は、中小企業診断士による

年間を通じた指導の下、修了時には各自の今後の経営計画を策定・発表しており、

受講生からも高い評価を得ている。 
 

２ 取組の成果等 

第 1 期修了生の野菜栽培農家が県域組織「太陽の会」を結成し、野菜の共同

販売や新規事業開拓等に取り組んでいる。 
また、本県の６次産業化法に基づく事業計画の認定件数は全国４位（22 件）

であるが、その３割（６名）は当塾の受講生・修了生となっている。 
 
《「太陽の会」の概要》 

●ひょうご農業MBA塾 第1期受講生の野

菜栽培農家で発足 (会員数 11 名)  
●共同で直売や販路開拓を実施 

【近隣で商品購入できる場所】 
直売所「ナナ・ファーム須磨」 
（阪神高速道路会社関連、神戸市） 

市町 氏　　名 経　営　内　容 備　　　　　考 市町 氏名 経営内容 備考

1 神戸市 Ｙ氏
施設野菜(ﾄﾏﾄ、ﾒﾛ
ﾝ)、露地野菜

(有)ドリームズ・ファーム 神戸市 Ｋ氏
水稲・小麦・大豆32.5ha
受託120ha

小池農園こめハウス

2 神戸市 Ｍ氏 花壇用苗物
日本花卉生産協議会鉢花部会
青年部会会計、青年農業士

宝塚市 Ｎ氏
施設（イチゴ）、
露地野菜130a

（株）王珠 代表取締役

3 猪名川町 Ｔ氏
ハーブ、施設・露
地野菜

(株)チッチャ 稲美町 Ｙ氏 花き温室20a（花壇苗）

4 三田市 Ｈ氏 肥育、野菜 加古川市 Ｔ氏
軟弱野菜ﾊｳｽ3,925㎡

都倉農園　代表

5 明石市 Ｉ氏
露地野菜(ｷｬﾍﾞﾂ、
ﾀﾏﾈｷﾞ)

(有)かんらん
青年農業士会

姫路 Ｆ氏 ハーブ51a
（株）香寺ハーブ・ガーデ
ン 社長

6 稲美町 Ｍ氏
施設野菜(ﾄﾏﾄ､ｷｭｳ
ﾘ)、水稲等

青年農業士 相生市 Ｈ氏 水稲、小麦、大豆10ha

7 姫路市 Ｋ氏
水稲、小麦、そ
ば、野菜

(有)夢前夢工房 相生市 Ｏ氏 水稲、野菜40ha
（株）百姓（認定農業者石
野）の被雇用者

8 姫路市 Ｓ氏 採卵鶏、野菜 (有)村上ポートリー 上郡町 Ｈ氏 水稲、小麦、大豆

9 赤穂市 Ｍ氏 水稲等、農産加工 女性農漁業士 上郡町 Ｏ氏 水稲、野菜等35ha
大長農産
兵庫県青年農業士会会長

10 たつの市 Ｍ氏
露地野菜(ﾀﾞｲｺﾝ、
ﾆﾝｼﾞﾝ等)

しおのかファーム
青年農業士

篠山市 Ｔ氏 水稲60ha
（農）丹波たぶち農場
兄の真也氏はMBA塾一期生

11 たつの市 Ｙ氏
露地野菜(ﾀﾞｲｺﾝ、
ﾆﾝｼﾞﾝ)

やさい亭
太陽の会

篠山市 Ｈ氏
水稲、麦、豆類、
野菜　35ha

（農）ｱｸﾞﾘﾍﾙｼｰﾌｧｰﾑ 代表
ＪＡ青壮年部会　監事

12 豊岡市 Ｋ氏 米、麦、大豆 中谷農事組合法人 淡路市 Ｋ氏
養鶏（採卵鶏15万羽）
食品加工（たまごプリン）

(株)北坂たまご
　代表取締役

13 養父市 Ｄ氏
農産加工(製パン
等)

こうめや
女性農漁業士

14 朝来市 Ｋ氏 水稲
(有)髙本農場
青年農業士会監事

15 篠山市 Ｔ氏 水稲
(農)丹波たぶち農場
青年農業士会副会長

１５人 １２人

ひ ょ う ご 農 業 Ｍ Ｂ Ａ 塾 受 講 者 一 覧

平成２２年度 平成２３年度

《ひょうご農業ＭＢＡ塾受講生一覧》 
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【事例】６次産業化に取り組む事例 

県では、農業改良普及センターや「ブランド指導相談室」の６次産業化プラン

ナー （専門家）の現地指導等により、六次産業化法に基づく事業計画認定への

指導助言をはじめ、６次産業化の取組を推進しており、次回認定に向けて 15 件

の申請を予定している。 

１ 事業計画認定の申請を予定している新しい取組 

＜農産物＞ 

○ 神戸市西区の若手大規模農家が、百貨店

等のギフト商品とした「真空パックの米」

の開発・販売 
○ 稲美町の若手大規模農家が、規格外の野菜

を使用した漬物等の加工・販売 
  ○ 篠山市の集落のグループが、土地に古く

から伝わる保存食材の知恵と料理人の技術

でエゴマドレッシングなど加工品を開発し､

インターネット等での販売 
  ○農業参入した淡路市の企業が、たまねぎなど淡路産野菜の生産・販売やカッ

ト野菜など一次加工 

＜畜産物＞ 

  ○アイスクリームやジェラートなど先進的に加工販売に取り組んでいる加東

市と朝来市の酪農家が、自社牧場の牛乳を使用して、ケーキやプリンなど洋

菓子の新商品の開発・販売 

＜水産物＞ 

○明石市の若手漁業者らが、海苔の佃煮や鯛めしなどの新商品を開発し、イン

ターネットを用いた販路開拓 

２ ６次産業化にチャレンジする取組への支援   

  県では、６次産業化チャレンジ支援事業に

より、六次産業化法認定前の生産者を対象に、

加工品の試作費やパッケージ開発費等への

助成を行うなど６次産業化に意欲ある生産

者の取組を促進する。 

〔平成 23 年度〕 
志方東営農組合によるそば加工品の開発等５件 

   

専門家等よる現地指導 

素材の良さを生かして 

消費者目線にたった商品を開発
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イ 地産地消の推進 

   農林水産物を介して県内の消費者と生産者がともに支え合う関係の構

築をめざし、直売所の整備や学校給食への地元食材の使用拡大等を推進 

 

 

 

 

今後は、生産サイドでは、県民に安全で新鮮な県産農林水産物を提供す

る、消費サイドでは、県下各地で生産された農林水産物を積極的に選択す

る“農林水産業・農山漁村をともに支え合う県民あげての「県産県消」運

動”として積極的に展開 

ウ 中山間地域の活性化～地域再生大作戦～ 

   地域の自主的・主体的な取組による賑わい創造や活性化、農業振興、定

住等を促進するため、「地域再生大作戦」として総合的に支援 

   そのなかで、中山間地域等直接支払制度等を活用した農業生産活動の支

援や、企業との連携活動、都市との交流、大学生による提案会など、外部

力を活用した活性化への取組を支援 

今後は、 

① 担い手の育成、生産流通対策、6次産業化、ブランド化などの施策の

展開により、地域での生活の基礎となる「農」の生産力を強化 

②  地域の主体的な取組を誘導して、集落間の連携や都市住民、企業、

ＮＰＯ、大学等の多様な外部力を導入 

などにより中山間地域の活性化を図る。 

具体化への提案 

  ア 地産地消を進める表示制度の創設 

   生鮮食料品全般における原産地表示を都道府県名表示とすることや、

外食分野においても原産地表示を義務化するなど、表示制度を整備 

 イ 都市部における市民農園の設置支援 

   ① 生産緑地の指定要件及び解除要件の緩和などの生産緑地法の改正 

② 農地や農業用施設及び同用地を市、ＪＡ、ＮＰＯ等が開設する市民

農園に供する場合に相続税納税猶予措置の適用を継続 

ウ 農の支援制度の評価手法確立と連動した国からの取組ＰＲ 

    企業等の参画意欲の向上のため、国が積極的に企業等の取組をＰＲす

るとともに、国民全体への取組の重要性を啓発 

  エ 企業の取組促進のためのメリット措置の創設 

    農林漁業・農山漁村の支援活動を実施する企業への税制面の優遇など

メリット措置の創設 

直売所参加農家数 平成 17 年度 14,249 人  → 平成 22 年度 20,067 人（141％） 

直売所利用者数  平成 17 年度 15,306 千人 → 平成 22 年度 18,949 千人（124％）

直売所販売金額  平成 17 年度 118 億円   → 平成 22 年度 187 億円（158％） 
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【事例】ひょうご企業と農山村のふるさとづくり 

平成 22 年度から、県では、企業の人材、知識、資金等を活用して中山間地域

の活性化を図ることを目的として、「農業」を軸とした農山村における企業の社

会貢献、地域貢献（ＣＳＲ）活動や社員活性化、ビジネス展開等が実現できるよ

う、企業と農山村のマッチングを進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 協定第１号の締結 

平成 23 年 6 月 18 日に㈱シャルレ（神戸市）と篠山市辻集落が、第 1号とな

る協定を締結し、社員による農作業応援や農産物の買い支え等の社会貢献活動

に取り組み、「農」を通じた美と健康づくりの追及を実践・発信する連携活動

を展開している。また、社員への農産物販売やイベント情報を発信する「辻フ

ァン倶楽部」や社員グループが農作業応援を行う「辻ふるさと応援隊」を提案

するなど、連携活動をきっかけに集落と社員の個人的な交流への発展も支援し

ている。 

２ 県の支援と今後のさらなる締結に向けて 

マッチングを進めるにあたり、特に、社会貢献活動等の一環として農山村と

の連携に意欲のある企業の掘り起こしに力を注いでおり、企業への情報提供や

アンケートをはじめ、直接の働きかけなどにより、現在では、連携の具体化を

希望４社、連携の意欲あり４社、連携に興味あり２社などを把握し、連携活動

に誘導している。 

 

 

 

 

県、市が立ち会い、企業と集落の連携協定
を締結 

企業社員とその家族が「援農」 
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 （３）国産農林水産物・食品の輸出戦略の立直し等 

    平成 17 年度から台湾、香港に向けた輸出促進に取り組むとともに、

平成 22 年度からは、本県と友好提携を結ぶ広東省へ輸出障壁改善ミッ

ションを派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今後は、県産農林水産物や加工品の輸出による販路開拓を図るため、 

① 経済発展の著しい東アジア地域での富裕層をターゲットとした県産

農林水産物･加工品の新たな販路の一つとして見据えた体制づくり 

② 商談会の開催など、県産農林水産物や加工品の輸出機会の場の提供 

など、生産者の輸出への取組支援を進める。 

【事例】県産農林水産物等の輸出促進に係る取組 

兵庫県では、国内外の状況を輸出促進の好機と捉え、生産者、企業、行政

等が一体となって、生産や加工等に携わる人々が誇りを持って生みだす多彩

な県産農林水産物やそれらを素材とした食品の新たな市場開拓となる輸出

に取り組み、一層の県内生産の振興を図り、本県農林水産業･食品関連産業

さらには農山漁村の活性化をめざしている。 
 

（平成 17～22 年度の取り組み） 

年度 名     称 

兵庫県農林水産物･食品輸出促進協議会設立 
17 

台北国際食品展覧会（国際見本市）へ出展 

ひょうご農林水産ﾌｪｱ開催(台北/SOGO 百貨店) 
18 

中国市場開拓/輸出環境現地調査 

ひょうご農林水産ﾌｪｱ開催(台北/SOGO 百貨店) 

ひょうご産品ＰＲウィーク（台北市内） 19 

中国市場開拓支援事業 

ひょうご農林水産ﾌｪｱ開催(台北/SOGO 百貨店) 
20 

ひょうご産品ＰＲウィーク（台北市内） 

香港フード・エキスポへ出展 
21 

ひょうご農林水産ﾌｪｱ開催(台北/SOGO 百貨店) 

香港フード・エキスポへ出展 

ひょうご農林水産ﾌｪｱ開催(台北/SOGO 百貨店) 

広東省食品輸出ミッション・現地商談会の開催 
22 

海外バイヤーを招聘した国内商談会の開催 

(平成 23 年度計画) 

香港「ひょうご農林水産フェア」・現地商談会 平成 24 年 2 月 21～27 日 

 広東省政府への輸出ミッション・現地商談会  平成 24 年 2 月 20～22 日 

深圳で商談会の開催 

フェア実施状況（淡路島たまねぎ）
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具体化への提案 

ア 中国の輸入障壁の解除に向けた交渉強化 

本県は、香港をゲートウェイにしながら、姉妹・友好提携を結ぶ広東

省への農林水産物輸出を進めているが、中国本土への生鮮農産物の輸出

は米、ナシ、リンゴに限られている。そのため、本県特産の神戸ビーフ、

淡路島たまねぎ、レタス等の輸入障壁の解除や米の燻蒸処理手続きの簡

易化など、規制の緩和に向けた交渉の強化が必要 

イ 中小食品加工業者や農林漁業者等へのきめ細やかな支援 

  中小規模の食品加工業者や農林漁業者が輸出に取り組む際に直面す

る様々な課題解決を容易にするため、商談会でのバイヤーとの交渉術、

食品見本市での産品ＰＲ手法・輸送梱包方法・インボイス作成等技術の

修得などに向けたきめ細やかな支援が必要であり、国補助事業の早期採

択決定による計画的な取組が必要 

 

（４）流通効率化 

  卸売市場の機能の充実による生産・消費両サイドの期待に応えられる流

通システムの構築を推進 

   今後は、 

① 協働集荷による県内卸売市場の集荷力の維持・強化 

② 卸売市場による産地育成、外食産業・食品製造業者など大口需要者

の新規開拓、地元中小小売業者との連携強化などによる集荷力・販売

力の強化 

③ 生産と需要双方の情報収集・分析・受発信体制の拡充、サプライチ

ェーンマネジメントの視点導入 

など生産と需要の連結強化と効率的、安定的供給体制の構築を推進 

具体化への提案 

  ア バイイングパワー対策の充実、強化 

近年の農林水産物流通は、小売サイドの影響力がきわめて強く、かつ、

小売間競争による低価格化が、生産者の低コスト化努力も吸収するなど、

小売サイドからの一方的な価格形成に陥ることがあることから、需給バ

ランスを反映した適正な価格形成を妨げるバイイングパワー対策とし

て、適切な流通秩序を確保するための指導監督が必要 

 

イ 非常事態に備えた卸売市場間連携構築 

災害時に中央・地方の枠を超えた連携を促進するため、全国区で市場

間災害協定締結等に向けた体制を整備 
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３ 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について 

ア バイオマスの利活用 

農林水産物の生産、食品加工、流通、消費の各段階から発生するバイオ

マスを利活用する「農」のゼロエミッションを推進し、適正処理率実績（平

成22年度末）は廃棄物系バイオマス80％、未利用系バイオマス40％ 

今後は、 

① バイオマスを付加価値の高い順番に複数回以上利活用する循環シス

テムによる物質、エネルギーを浪費しない循環型社会を形成 

② バイオマス利活用による耕作放棄地等の解消や適正な森林整備の促

進を通じた農山漁村の活性化 

③ 地球温暖化の防止効果等について、県民に積極的に啓発を行い、社会

的気運を醸成 

イ 小水力エネルギー等の利活用 

「エネルギー自給のむらづくり事業」により、農業用水等の地域資源を

有効利用した小水力発電や土地改良施設の屋根等を利用した太陽光発電

による再生可能エネルギー導入の可能性の調査を実施 

ウ 「あわじ環境未来島構想」への取組 

   本県淡路島では、エネルギーと食料の自給率向上、少子・高齢化への対

応、豊かさの実現など、日本が抱える課題解決の先導モデルとなることを

目指して「エネルギーの持続」「農と食の持続」「暮らしの持続」の総合的

な取組を進める「あわじ環境未来島構想」を推進するため、特に熟度が高

く、規制の特例措置等が必要な取組について、地域活性化総合特区の指定

申請を行い、実現に向けた取組を始めている。 

具体化への提案 

ア バイオマス資源の利活用への支援 

① バイオ燃料利活用設備導入費用への補助に加え、設備に対する固定資

産税等の減免措置の創設など普及支援 

② ペレットストーブ等の導入に対する各家庭個別助成制度の創設 

イ バイオ燃料製造施設等ハード整備への支援以外の課題対応 

① 産学官連携による燃料化技術開発の支援拡充 

   ② 必要な人材育成を一層進めるため、補助金とセットで有識者を派遣

し、申請計画の内容について指導助言するなど支援の拡充 

ウ 「あわじ環境未来島構想」への支援 

様々なバイオマスの複合利用や、高効率太陽熱発電の実証など、構想

の実現に向けた再生エネルギーの有効活用技術の開発は、県のみの取組

では困難であり、国の支援が不可欠 
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奈 良 県
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奈 良 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る提案

本県の農家は、小規模な稲作兼業農家等が大半を占めているが、農業経営は、施設野

菜や花き、果樹、茶、畜産が中心の都市近郊型農業となっている。

しかし、近年、農産物価格の低迷と経営コストの増加により、農業経営が厳しい環境

下にあるため、本県では、マーケティング・コスト戦略を重視し、

ア）意欲ある農家との協定のもと、県産農産物の高品質化・高付加価値化によるブラ

ンド化や生産拡大を推進

・将来の成長品目として育成を図るチャレンジ品目（大和野菜、サクランボ、

切り花ダリアなど）の振興

・本県農業を牽引するリーディング品目（イチゴ、柿、茶、キク、大和畜産ブラ

ンド）の振興

イ）県産食材の需要を喚起する観点から、奈良の美味しい「食」の創造と発信

・奈良の美味しい「食」づくり ・地域ブランド力の向上と販売プロモーションの強化

・多様な流通経路の形成による販売促進 ・加工食品の研究開発

ウ）意欲ある担い手の育成と新規就農者への支援

・農業経営に意欲ある担い手の確保 ・新規就農者等への支援

・やる気のある稲作農家への支援

エ）地域資源を活用した農村地域の活性化

・農産物等を活用した地域産業の振興 ・農村資源を活用したにぎわいの創出

・地域資源の持続的活用

などに取り組んでいるところである。

１．特色ある地域農業の振興に資する弾力的な支援制度及び地域の裁量を認めた

一括交付金制度の創設について

本県は、全国的に見て小規模な農業県であるが、強みを活かし、小さくとも特色ある

農業の振興を図っていきたいと考えている。

ア） このため、生産振興並びに販売、加工等の６次産業化などの取組みを推進する

ため、施設整備等に係る支援制度の弾力的な運用を図られたい。

イ） 多様な流通経路を確保するため、市場関係者が自由に取引できるよう、中央卸

売市場と地方卸売市場の区分をなくすなど、抜本的な検討をされたい。
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ウ） 本県は、小規模な稲作兼業農家等が大半を占めているが、水田を維持保全する

上からは、重要な担い手である。そのため、戸別所得補償制度を推進しているが、

この制度の一層の展開を図るため、都道府県への生産数量目標の配分については、

公平性・平等性の観点から水田面積に応じた全国一律の基準とされたい。

エ） さらに、地域において、特色ある農業施策の主体的な展開が可能となるよう、

地域の幅広い裁量を認めた一括交付金の創設にむけ検討されたい。

２．意欲ある担い手への農地の集積、並びに農業振興と地域振興のバランスがとれた

土地利用について

本県では、これまでも、県独自に、産地での実践研修等を通した新規就農者の確保

を図るほか、農業への新規参入を支援するなど、担い手対策を推進している。

ア） 今後、農地の集積を図るため、国において制度化された人・農地プランの策

定を進めるに際しては、冒頭に述べたような本県の状況を踏まえると、都市近

郊に位置することもあり、水田での大規模な集積には課題が多く、また、担い

手が高齢化する樹園地、茶園等での集積も進めていく必要があるため、農地集

積協力金などの農地の出し手対策については弾力的な運用を可能としていただ

きたい。

イ） 併せて、今後、都市近郊にあって土地利用調整も難しい本県においては、意

欲ある担い手の農業経営と地域の発展に向けた展望を描いていくため、ゾーニ

ングによる永続的な優良農地の確保・担い手への農地の集積と、地域の雇用の

場の確保に向けた土地利用のバランスをとっていくことが重要となる。

このため、ゾーニング規制の方式を基本とする、農業的利用と非農業的利用

を一体化した新たな土地利用計画制度を検討されたい。

３．地域における再生可能エネルギーの活用について

本県では、現在、民間企業と連携し、エネルギー利活用の基本的な考え方を検討し

ているところである。その中で、農業分野においては、ため池や農業用ダムなどの地

域における再生可能エネルギーの活用の可能性について調査検討を行う予定であり、

こうした取組みを推進するための施策を充実していただきたい。
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和 歌 山 県
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和歌山県 

 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る提案 

 
＜戦略１＞ 持続可能な力強い農業の実現 

 

 ○生産性及び競争力の強化 

 【背景・課題】 

  ・ＴＰＰへの加入の有無にかかわらず、生産性や競争力の強化は必要。 

  ・全国的には平地で２０～３０ha の土地利用型農業を目指すのは良いが、

戸別所得補償制度はこれに逆行する制度である。 

  ・一方、本県のような中山間地域における果樹農業が主体の産地において

は土地利用型農業の導入は困難であり、生産性や競争力の強化には農業

基盤整備や高品質生産対策が必要。 

 【提案】 

  ・戸別所得補償制度は一定規模以上の農家に限定すること等によって予算

を縮減し、農業基盤整備予算を拡充すること。 

  ・日本農業の均衡ある発展を図るため、土地利用型農業のみならず、果樹

等の園芸作物（労働集約型農業）の振興についても配慮すること。 

 

 ○新規就農の増大 

 【背景・課題】 

  ・耕作放棄地対策その他の観点から新規就農促進は重要。 

  ・より多くの新規就農を確保するためには、個人のみならず企業の農業参

入を促進すべきだが、農地法上の農業生産法人要件（農家の５０％以上

出資等）により企業参入が妨げられている。 

 【提案】 

  ・農地法に基づく農業生産法人の要件を改正すること。 

  ・併せて、利益至上主義による早期撤退を抑制する対策（参入時の供託金

の義務化等）を行うこと。 

 

 ○農協系統組織 

 【背景・課題】 

  ・農協には、厳しい時代を乗り越える強いリーダーシップが求められてい

る。 

 【提案】 

  ・代表理事の権限強化について検討されたい。 
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 ○鳥獣害対策 

 【背景・課題】 

  ・野生鳥獣による農作物被害は悪化の一途。（H22 本県被害額：3.5 億円） 

  ・持続可能な力強い農業の実現のためには、攻めの施策と並行して、マイ

ナス要因を排除することも重要。 

 【提案】 

  ・特に捕獲を中心とした鳥獣害対策を強化すること。 

 

 

＜戦略２＞ ６次産業化・成長産業化、流通効率化 

 

 ○農林漁業の６次産業化 

 【背景・課題】 

  ・本県では、６次産業化への気運が高まりつつあり、六次産業化法に基づ

く総合事業計画の認定件数も全国１位。（３２件） 

  ・しかし、認定事業者を含む６次産業化に取り組もうとする事業者は個人

農家等の小規模な経営体が多く、国の支援策を活用しづらい。 

  ・また、農林漁業成長産業化ファンドのスキームにおいては、地域ファン

ド（２０億円規模と聞いている。）の設立が想定されているが、ファン

ドの基本財産の確保が保証されていないことや、地方自治体の財政状況

及び地方経済の状況等から、多くの地域では設立が困難であると考えら

れ、地方の実情に即していない。 

 

 【提案】 

  ・総合事業計画の認定者が活用しやすく、地域の実情に応じた支援策を講

じること。 

 

    ※農林水産省の取組方針（平成２３年１２月２４日）には、「６次産

業化の支援は、「六次産業化法」に基づく事業計画の認定を受けた

事業者に対するものを基本とする」と記載されている。 
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