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資料１



１ 地方農政局等



東北農政局 

 「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 

【東北管内の状況】 
 

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策の 
     支払実績等（農林水産省HPによる） 
 

○担い手への農地集積の状況（管内計） 

 H27年3月末：405千ha(集積率：47.5%) 
→H28年3月末：431千ha(集積率：50.8%) 

 

○六次産業化・地産地消法認定件数（累計） 
 の推移（H23～27は3月末、H28は11月末時点の数値） 

 H23：76→H25：261→H27：335→H28：341 
 

○新規就農者数の推移（各年度） 
 H22：1025→H24：1314→H26：1419→H27：1391 
 

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点) 

 H22：52→H24：120→H26：183→H27：208  

 仙北市農山村体験推進協議会(秋田県)は、ハラール対応セミナーの開催、外国人観光客向
けコールセンターの設置等の受入環境の整備と、劇団わらび座(仙北市)と連携した教育旅行
誘致、体験メニューの充実により、農家民宿への外国人宿泊者が４年間で約３倍に増加
(H24：306人→H27：801人)、農家民宿開業が増加(H24：29軒→H27：32軒)するなど、国際教
育旅行の受入れ等の農泊を積極的に推進。 
 局においては、「農家民宿ガイド」を作成し、管内の自治体、観光事業者等へ配布(400
部)するとともに、農泊に関する優良事例の発表、講演を内容とする「活力ある農山漁村シ
ンポジウム(仮称)」を本年２月に開催する予定。 

訪日外国人による 
農業体験 

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等 

○ 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 

 ＪＡつがる弘前(青森県)は、りんごの台湾、ベトナム等向け輸出拡大を目指し、集出荷施設
の整備(H28補正農畜産物輸出拡大施設整備事業)により、出荷能力等の向上を図る取組を強化 
(台湾：1,610トン(H27)→1,932トン(H32目標)、ベトナム：21トン(H27)→26トン(H32目標))。 
 また、(株)ＧＲＡ(宮城県山元町)は、ＩＴを活用した栽培施設の整備(H28補正同事業)によ
り、香港等向けいちごの品質安定を強化 (香港：14百万円(H28)→17百万円(H32目標))。 
  

弘前市のりんご 

 養豚業者(株)フリーデン(岩手県一関市)は、ＪＡ、飼料会社、営農組合等と「飼料米利活
用協議会」を組織し、地域と協同して多収の専用品種、農薬削減、豚糞たい肥の利用等によ
る飼料用米の生産に取り組むとともに、飼料用米の給与による豚肉のブランド化(「やまと豚
米(ぶたまい)らぶ」)を図り、飼料用米の品質向上と生産の拡大を推進(H23：78ha、390トン
→H27：119ha、694トン)。 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に 
 向けた優良事例等 

ロゴ｢やまと豚米らぶ｣ 

 鶴岡市西郷北部地区(山形県)では、ほ場の大区画化(H21～H28農地整備事業)を契
機に、ＪＡ鶴岡の積極的な支援による集落営農組織の法人化(４法人)と農地中間管
理機構の活用により、受益面積303haのうち250ha(83％)の法人等への面的集積を実
現。また、受け手が借りやすいよう、地下水位制御システム(FOEAS)、鉄コーティ
ング直播の実証等により低コスト栽培を推進し、農地集積の促進を支援。 
 局においては、機構事業の活用が伸び悩んでいる市町村の首長等に対し、「人・
農地プラン」の見直しや機構事業の活用の促進等について働きかけを実施。 

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等 
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関東農政局
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等
飼料用米の本作化を推進するため、千葉県では、29年産の目標面積を10,000㏊（28年産4,761㏊）にするとと

もに、市町村別の目標面積も設定。①きめ細かな推進を図るため、市町村、千葉県拠点及びJＡとともに２㏊以
上の農家へ戸別訪問を計画（11月末現在約320戸訪問済）、②特に、３㏊以上の農家へは全戸訪問を計画すると
ともに、コスト低減へ誘導するための多収品種の導入推進等の活動を展開。

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等
茨城県下妻市等の大規模稲作農家８戸は、低コストで一定の販売ロットの米輸出を目指し、輸出米生産者協

議会を昨年６月に設立。ＪＡ全農県本部や県の支援を受けつつ、米国の米の輸入販売業者(邦人)と提携し、今
年度60ｔを目標に、鮮度保持と大ロット確保のため１tフレコンによる玄米の試験輸出を開始。
代表者の関連会社が輸出代行業務も実施。５～10年先の販路を見据え、米国における商品ブランドの確立、

コストの削減、参加する大規模稲作農家の掘り起こし等が課題。

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
人・農地プラン及び農地整備事業等と連携して、これまで機構実績のない市町村等

での現地検討会（局キャラバン）を実施。農地集積が難しい果樹園地を抱える山梨、
長野及び静岡３県では、産地協議会等と機構との連携に取り組み、静岡県では産地協
議会に機構が参画するためのモデル地区としてＪＡしみずを設定。また、茨城県では、
機構と農業者団体及び県自らが機構事業による農用地の集積及び集約化の促進に関す
る協定の締結により、事業の一層の活用を推進。

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等
「一般社団法人 みなかみ町体験旅行」（群馬県みなかみ町）
有名温泉地の宿泊客の減少を機に、町、観光関係者、商工会議所等を構成員とする

教育旅行協議会を平成20年に設立。
平成26年に協議会を法人化。専任職員５名を配置し、インバウンド受入者数（H27：

905名）、受入農家数（H27:180軒）等が増大。

○ その他（花き生産者の経営戦略）
有限会社 高一農場（埼玉県深谷市）
県内有数のユリ生産農家であり、ユリ切り花の生産は年間540万本。ミニブーケに適

した短いサイズで出荷することによる生産効率の向上と、資材共同購入によるコスト低
減を実現。消費者に手頃な価格で花きを提供することを可能とし、全国の市場のほか、
百貨店、量販店などと年間契約を結んでいる。

【関東管内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績等（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：234,023ha(集積率：29.1%)
→H28年3月末：246,100ha(集積率：30.8%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値）

H23：84→H25：277→H27：361→H28：367
○新規就農者数の推移（各年度）
H22：1,917→H24：2,235→H26：2,571
→H27：2,688

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：77→H24：255→H26：467→H27：578 ２



北陸農政局 
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 
 有限会社ドリームファーム(富山県入善町)は、新たな販路開拓に向け、海外でプロモートできる 
現地社員の雇用及び海外見本市等への積極的出展を通じて、輸出先国で好まれる味等の 
嗜好を把握し、スープ付きの米粉100％のラーメンやうどんを開発。平成26年の試験販売 
では現地の評価も高く、平成27年からは香港の日系デパートでの常設販売に至った。 
今後は、更なる輸出拡大のため、原材料｢コメ｣のＧＡＰ等の認証取得も目指す。 

【北陸管内の状況】 

○戦略作物等の作付面積の推移(管内計)

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策 
  の支払実績等（農林水産省HPによる） 

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：165,921ha(集積率：52.7%) 
→H28年3月末：177,934ha(集積率：56.8%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
 の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値） 

H23：30→H25：85→H27：104→H28：105 

○新規就農者数の推移（各年度）
 H22：421→H24：510→H26：498→H27：555 

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

 H22：34→H24：76→H26：98→H27：108 
(ランタンの灯り
で食べる晩餐) 

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等
 地域住民で組織する「月影の郷運営委員会(上越市)」は、地域と建築系大学及び
行政が協力して改修した旧「月影小学校」を、平成17年４月に宿泊体験交流施設｢月
影の郷｣として開業。地産地消を基本とした食事や農作業体験等の田舎体験メニュー
の提供、学校行事等の宿泊先としての活用により地域活性化に取り組む。(利用者:
約1,800人/H17→約6,600人/H27) 
農政局では表彰事業等を通じて、活性化に向けた取組の横展開を推進。 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等 
 富山県においては、30年産からの米政策見直しの対応として、県農業再生協議会に対して具体的な
対応策の提言を行う検討チーム（メンバーは県及び農業者団体）を設置したほか、各ＪＡが各地域に
おける米の計画的生産と水田フル活用の戦略策定に取り組むことを県単独事業で支援。 
 平成28年12月16日に開催された富山県農業再生協議会臨時総会において、平成30年産以降の主食用
米の生産は、県段階の目安を提示するとともに地域協議会別の目安を参考情報として提示すること、
非主食用米や大豆、大麦及び園芸作物等の生産拡大による水田フル活用に取り組むこと等を承認。 

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
 福井県若狭町東黒田地区（農地面積39ha）は、集落内に担い手は存在せず、集落外の３人の担い手
が一部の農地で入作していたが、農地はバラバラで非効率な経営であった。 
 当地区在住の農政推進委員（町独自の制度）を中心に、集落内41戸全ての 
農家(出し手)や３人の担い手(受け手)と話し合いを重ね、機構を活用して農 
地をまとまった形で集積し、集積率が40％(H26年3月末)から82％(H27年3月末) 
に大幅に伸びた。さらに、この地区をモデルケースとして町内の12集落に取組が拡大。 
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東海農政局 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等 

 

【東海管内の状況】 
 
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策の 
     支払実績等（農林水産省HPによる） 
 

○担い手への農地集積の状況（管内計） 

 H27年3月末：60,368ha(集積率：30.9%) 
→H28年3月末：64,114ha(集積率：33.0%) 

 

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計) 
 の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値） 

  H23：65→H25：167→H27：186→H28：190 
  

○新規就農者数の推移（各年度） 
  H22：487→H24：620→H26：694→H27：710 
 

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点) 

  H22：33→H24：109→H26：159→H27：192  

東海農政局では、生産者一人ひとりに米政策改革を理解してもらうため、米の直接支払交付金、畑作物の
直接支払交付金等の交付対象者に対し、独自に作成した米政策の見直しに関するチラシ5.5万枚を交付決
定通知書に同封して配布している。 

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 
（農）愛知てん茶組合（平成２７年のてん茶生産量約160トン：全国の約８％）は、平成２８年度

補正予算を活用し、平成３０年の稼動を目指して、輸出先国の残留農薬基準や消費者の嗜好に応じ
ててん茶を区分管理するとともに、集出荷施設を集約して物流コストを削減することとしている。
この施設整備とあわせ、ＧＡＰ認証取得促進等により栽培管理を徹底し、残留農薬基準に適合し一
定の品質を確保された輸出向けてん茶の生産を拡大するとともに、ＧＩ取得（登録申請の公示中）
による有利販売により輸出額を現状から４３%増の２０億円を目指している。 

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた取組 
 岐阜県農地間中間管理機構（以下「機構」という。）と同県農業会議は、事務所をワンフロア化
し、農地利用に関する相談のワンストップ化、農地利用最適化推進委員の機構事業推進における役
割を周知する会議の開催などに取り組んでいる。 
 昨年１０月には機構、農業会議と岐阜県農業法人協会、同県稲作経営者会議、同県稲作経営者会
議青年部、同県農業参入法人連絡協議会と連携協定を締結し、担い手の農地の集積・集約化、企業
の農業参入の促進に連携して取り組むこととしている。  

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等 

 （株）えな笠置山栗園は、恵那市街地から離れた山間部の笠置地域の住民が出資して設立され、
平成１２年に閉鎖したグリーンピア恵那（年金保養施設）の跡地を利用して県営事業等により造成
した栗園（約20ha）を市から賃借して栗を生産している。山間の傾斜地を活かして約6,500本を目
指した栗の植栽、作業の機械化により栗園を拡大する方針で、地元特産栗きんとんの原材料を供給
し、恵那栗の生産振興による地域活性化を目指している。  

（株）美ら地球は、飛騨地域の特徴である家屋、食文化、自然を体験できる
様々なツアーを企画している。飛騨地域、国内外での商談会及びインターネッ
トでのプロモーションするとともに、飛騨らしい、田舎の魅力を体験できるツ
アーであることがネットの口コミサイトで幅広く知られ、国内はもとより多く
の外国人旅行客が同社のツアーを利用している。 

・笠置山栗園（岐阜県恵那市）における農山漁村の活性化に向けた取組 

・（株）美ら地球（ちゅらぼし）（岐阜県飛騨市）における農山漁村の活性化に向けた取組 

 「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 
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近畿農政局
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産業
の展開に向けた管内の優良事例等
○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等
京都府は、従来からの九条ねぎや万願寺とうがらし等の「京野菜」の生産拡大（28年実績1,077ha

→ 29年度目標1,100ha）に加え、30年産以降の予行練習のため29年産から、府内蔵元向けの酒米
「祝」、加工用米「京の輝き」や高級ブランドの黒大豆「新丹波黒」、小豆「丹波大納言」の生産
目標（28年実績1,047ha → 29年目標1,172ha）を地域再生協議会ごとに提示し、作付を誘導。

農政局は、産地活性化総合対策事業や産地パワーアップ事業等により支援。

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等
・関西・食・輸出推進事業協同組合（組合員71社）と農政局が中心となって運営した勉強会の参加企
業が新会社を発足し、輸出拡大に向け、訪日外国人をターゲットとするアンテナショップ（１フロア
2,000㎡）を大阪市内の繁華街の複合ビルに30年に開設する予定。
・関西地域の食品の海外展開を支援するため、28年12月、訪日外国人をターゲットとするマーケティ
ング支援ショップが関西国際空港に開店（40企業60アイテム程度）。同店では会員企業に対し訪日外
国人の購入動向のフィードバック等、商品開発を実践的にサポート。

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
・和歌山県農業公社（機構）と県農業法人協会（法人協会）が、京都府に続き28年11月に連携協定を
締結。法人協会は、機構事業の積極的な活用・支援に取り組み、機構と連携して農地利用の効率化を
推進。農政局は、管内府県に対して同様の連携協定を働きかけ。
・各県域拠点においては、管内各農業委員会に出向いて農地集積活動の実施と機構との情報共有を積
極的に行うよう働きかけ。また、農政局は新体制に移行した農業委員会の農地利用最適化推進委員に
対し、農地中間管理事業等農地集積活動に向けた研修を開始。

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等（和歌山県田辺市）
直売所に取り組んできた上秋津地区の住民の出資により設立した「株式会社秋津野」は、20年に小

学校の廃校舎を改修した交流施設と宿泊施設や地元食材を使った料理を提供す
るレストランを整備し、「秋津野ガルテン」を開設（27年度の従業員雇用数35
名、年間宿泊者数約３千人、うち外国人約２百人、レストランの年間利用者数
約４万２千人、直売所の年間売上約１億５千万円）。また、秋津野ガルテンが
窓口となり農家民泊を行う地域の農家18戸と協力して訪日外国人も受入れ。
農政局は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金、農山漁村おみやげ農畜

産物販売促進事業等により、宿泊棟やレストラン等の整備、訪日外国人向け多
言語対応標識の設置等を支援。

【近畿管内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

（注）新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績等（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：57.0千ha(集積率：24.9%)
→H28年3月末：61.9ha(集積率：27.2%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値）

H23：154→H25：317→H27：363→H28：363

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：683→H24：935→H26：843→H27：866

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：36→H24：128→H26：214→H27：270 収穫体験を行う訪日外国人

23,569  25,183  27,223  27,968 
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○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等
平成28年８月、岡山市において、JETRO岡山が５カ国のバイヤーを招き、食品関連企業22社が参加し

て輸出商談会を開催。商談会と併せて、岡山県内の桃の産地等の視察や、バイヤーを囲んでの意見交換
会が行われ、当農政局も参加して、岡山県の白桃をはじめ管内の農産物・食品の特徴や栽培方法、品質
等について情報提供を行った。バイヤーからは、産地の状況やこだわりが理解できたと好評であった。
この商談会により、これまでに岡山県産果実等を使用した加工品（白桃、ピオーネのゼリーやジュー

ス）等を中国やドイツに輸出する新規の商談がまとまったところ。

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
愛媛県では、果樹農業の担い手の育成・確保のため、平成28年8月に、ＪＡえひめ中央と機構で、新

規就農者に対する樹園地の斡旋や担い手への集積等を連携・協力して行う協定を締結。これまでに、Ｊ
Ａの就農研修を修了した新規就農者夫婦に機構が約１haの樹園地を貸し付け、本年度末の研修終了予定
者９名の就農に当たっても機構の活用を予定。また、松山市の島嶼部において、人・農地プランの話し
合いにより、地区内の約200haの樹園地の２割を担い手に集積する計画が進行中。
機構は、28年12月には連携協定をＪＡおちいまばりにも横展開したところであり、農政局としても、

愛媛県拠点、農地・園芸関係課等が連携し、ＪＡ、就農希望者、機構、県、市等を参集した「果樹農業
課題現地検討会」を開催するなど、樹園地の次世代への継承を支援。

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等
高知県本山町の汗見川（あせみがわ）地区では、小さな拠点として平成24年に「集落活

動センター 汗見川」を設置。元地域おこし協力隊の女性移住者が中心となって「しそ」
を使ったアイスやジュースなど特産品の開発・販売を行っている。地域で運営する「汗見
川ふれあいの郷 清流館」は、廃校活用の宿泊交流施設で年間約１千人が利用。
また、平成27年度から農村集落活性化支援事業を活用し、獣害の少ないヤーコンの生産

や加工品開発、土佐天空米のブランド化（お米日本一コンテスト2016特別最高金賞受賞）、
地元高校と協働でのランチメニュー開発など、地域をあげて活性化に取り組んでいる。

【中国四国管内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

（注）新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策の
支払実績等（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：89.0千ha(集積率：23.1%)
→H28年3月末：94.3千ha(集積率：24.6%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値）

H23：97→H25：191→H27：236→H28：240

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：985→H24：1235→H26：1324

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：57→H24：206→H26：299→H27：367

中国四国農政局
「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等

山口ぐりーんねっと協議会は、今年度、畜産クラスター事業を活用して簡易で安
価な飼料用米保管施設として鉄板組立タンク等を整備。飼料用米生産ほ場の近隣に
サイロを整備することで、飼料運搬トラックの帰り便の利用も可能となり、従来の
流通・保管コストと比べて約４割のコスト低減を目指す。地域の関係者が一体と
なった耕畜連携の取組を強化し、さらなる飼料用米の生産拡大に取り組む。 【鉄板組立タンク】

【汗見川ふれあいの
郷清流館】

【しそアイス商品化】
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○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等
焼酎の出荷量全国第１位の宮崎県では、自県産による焼酎原料用麹米の安定供給と生産拡大を推進。

26年２月に県、霧島酒造(株)、ＪＡ宮崎経済連の３者による協定を締結し、県で育成した多収の焼酎
麹用米品種「み系３５８」の作付けを26年度から本格的に推進。25年度に218haであった加工用米作付
面積が28年度には1,303haと６倍以上に拡大。農政局としても産地活性化総合対策事業により、現地適
応性実証ほの設置や栽培マニュアル作成等を支援。

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等
(株)くしまアオイファーム(宮崎県串間市)は、海外ニーズに合った小ぶりさつまいもの栽培方法を

導入するとともに、九州で唯一のキュアリング機能(収穫時の傷を自然治癒し腐敗を防止)を有する貯
蔵庫と先進的な結露防止・鮮度保持袋の活用により、品質の良いさつまいものシンガポール、香港、
台湾等への輸出実績を拡大。自社農場に加え、県内や鹿児島県、熊本県など南九州全
域で契約栽培の取組みを推進するとともに、28年度補正予算(農畜産物輸出拡大施設整
備事業)を活用して集出荷貯蔵施設を整備し、品質の安定化及び周年出荷を推進。海外
商談会等における積極的な消費宣伝も実施し、東南アジアを中心に更なる輸出拡大を
目指す。（輸出実績：25年度955万円→27年度6,886万円）

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
温州みかんの産地である長崎県西海市白崎地区では、後継者不足と高齢化の進行に

より耕作放棄地が増加。このため、農地中間管理機構と地元みかん生産部会、ＪＡ、
県、市等が連携して、農業競争力強化基盤整備事業により狭小・未整備な圃場の基盤
整備等に取り組むこととし、機構が14.2ha(地権者43名)の農地を借り受け、土地改良
法３条資格者として事業に参画。整備後は圃場の約９割(14.3ha)を規模拡大の意向が
ある担い手農家８名(うち６名が近隣地区からの入作)に集積し、特産農作物の継承、
耕作放棄地の解消等を実現。

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等

NPO法人安心院町グリーンツーリズム研究会(大分県宇佐市)は、平成８年から「１日１組の受入で、
第二のふる里を目指す」をコンセプトに農泊を展開。地域のあるがままの暮らしを生
かす農業・農村体験が教育旅行で評価を得るとともに、農泊の実践研修や海外研修に
よりおもてなしの質を高め、現在では受入家庭が８軒から60軒に増加、利用者数は教
育旅行を中心に年間１万人以上。近年、海外からも研修旅行が増加し、新たな研修拠
点施設の整備など受入体制の強化に取組。

九州農政局

【九州管内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経
営所得安定対策の支払実績等（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：243千ha(集積率：44.2%)
→H28年3月末：249千ha(集積率：45.6%)

○六次産業化・地産地消法認定件数
（累計）の推移（各年度3月末時点・H28は11月末時点）

H23：87→H25：286→H27：367→H28：380

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：1,273→H24：1,569→H26：1,465

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：31→H24：124→H26：196→H27：221

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等
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北海道農政事務所 
 「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等 
 平成30年産以降の需要に応じた米生産の推進に当たっては、販路を確保した上での作付が重要とな
る。ホクレンは３年としている現在の契約期間を、平成29年産から大手米卸との間で長期契約（５年
～）にすることで、安定的な生産・販売の姿を目指している。飼料用米については、道内においても
直播栽培による多収・低コスト生産が可能な知事特認品種「そらゆたか」（系統名:空育181号）の本
格生産に向け、関係機関が一丸となって推進しているところ。  

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 
 株式会社ＷａｋｋａＪａｐａｎ（札幌市）は、北海道産を中心とした玄米を主に香港や台湾、シン
ガポール、ハワイ等に輸出。輸出先の自社工場で精米し、飲食店や消費者に販売。輸出額は、輸出を
開始した平成25年の2,929万円（輸出量52ｔ）から、平成27年は14,794万円（輸出量465ｔ）と増加。
輸出当初の課題であった国内輸送のコストは、産地に近い港から輸出することで1/3程度まで削減。
また、現地に日本人スタッフを常駐させることで輸出国の法律等に適切に対応し、円滑な取引を実
現。今後は、タイやオーストラリア、米国、フィリピンへの輸出拡大を目指しているところ。 

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等 
 北海道農政事務所は、平成28年８～11月に北海道や農地中間管理機構とともに、担い手の利用集積
率が全道平均（88.5％）を下回る24市町村（道南地域中心）に対し、地方キャラバンを実施。農政担
当者及び農業委員会担当者と意見交換を行い、各市町村の担い手の状況や集積率の低い要因を把握し
た上で、人・農地プランの必要性や機構を活用した農地集積の推進等を指導するとともに、地域の実
情に合わせた施策活用のアドバイス等を実施。今後は、当該市町村の取組について、継続的にフォ
ローアップしていく予定。 

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等 
 吉田農場（恵庭市）では、経営者がイギリスやアメリカへ旅行し農家 
に宿泊した経験から、自分もファームインを行いたいと考え、平成20年 
に「簡易宿所営業」許可を取得。旅行者が農泊だけではなく、農作業体 
験に加え観光も行えるよう、希望にあったプランを提案することで、幅 
広い層の受け入れを可能にしており、シンガポールや韓国、アメリカか 
らの観光客も宿泊しているところ。今後は、近隣の離農した空き家の活 
用も検討しているところ。 

吉田農場前景 

【北海道内の状況】 
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策

の支払実績等（農林水産省HPによる） 
 

○担い手への農地集積の状況（管内計） 

 H27年3月末：1,005,096ha(集積率：87.6%) 
→H28年3月末：1,014,658ha(集積率：88.5%) 

 

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計) 
 の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値） 

  H23：50→H25：100→H27：123→H28：125 
  

○新規就農者数の推移（各年度） 
  H22：700→H24：626→H26：612→H27：589 
 

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点) 

  H22：14→H24：36→H26：71→H27：66  
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北海道開発局 
 「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
○ 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等 

道内全域 

北見市 

共和町 

 北見市では、これまでに国営事業等で畑地かんがいを実施し、高品質・高 
収量のタマネギ等の生産体制を確立。今般、地元農産物の販路拡大に向けて、 
北見市、JAきたみらい、JAところ、ホクレン、金融機関、流通業者で構成さ 
れる輸出支援組織「北見産農産物輸出促進協議会」を設立(平成28年11月)。 
 まず、生産量日本一を誇るタマネギのロシア向け輸出を進めており、現地 
スーパーと商談を行ったほか、２ヵ所で試験販売を実施。本年２月には、市、 
JAのトップが現地でプロモーションを展開、８月にはロシア企業を招待し生 
産ほ場や選果施設を視察する予定となっており、本格的な輸出準備を加速中。 
 今後、北見産のにんじん、ばれいしょ等の輸出も目指している。 

 北海道開発局では、インバウンド観光の振興や北海道産食の海外需要
の拡大を図ることを目的に、外国人観光客に道産食の魅力を発信するパ
ンフレットを４言語で作成(平成28年10月)。本パンフレットでは、地域
の食文化等の｢食の背後に秘められたストーリー｣や、産地ならではの｢食
の体験・見学施設｣を紹介しており、北海道庁や北海道観光振興機構等に
よるシンガポール等での海外プロモーションで活用。 
 外国人の来訪地域が道央圏に集中しているため、｢ひがし北海道｣等の
広域観光周遊ルートの形成と併せて、食体験を目的とした道内各地への
訪問を促すことにより、外国人観光客による農山漁村の活性化を図る。 

【タマネギ畑でのかん水作業】 

【外国人観光客向けパンフレット】 
（日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）の４言語） 

出典：農林水産省野菜生産出荷統計 

出典：北海道経済部観光局 

実人数（千人） 

【北海道内の状況】 

○直轄かんがい排水事業（双葉地区） 
 受益面積：4,934ha （うち水田3,609ha） 
 受益地域：共和町、京極町、倶知安町等 
 事業期間：昭和43～平成元年度 
 

○北見市におけるタマネギの作付動向 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

○来道した外国人観光客数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【新千歳空港の
弁当店（米のポ
スターを掲示）】 

 JAきょうわ米麦生産組合では、｢ほしのゆめ｣と低アミロース米｢あやひめ｣の混
植栽培で、オリジナルのブランド米｢らいでん米・ほしひめ｣を生産。２品種の混
合割合の工夫によって、冷めても美味しい弁当向けの品質を実現し、新千歳空港 

の空弁等の業務用需要に対応。農協が種子の混合、米の集荷・販売を担い、販売
先を確保した上で約12ha(平成28年産)に生産を伸ばしており、今後、空弁以外の
弁当へ販路を拡大することが課題となっている。 
 なお、共和町は肥沃な土地や温暖な気候で古くから米どころであり、国営事業
により平成２年度から用水を安定的に確保。現在、国営地区調査を実施し、用水
施設の改修や水需要の変化に対応した用水計画の見直しを検討中。 

そらべん 

９ 



沖縄総合事務局 

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂等を踏まえた、攻めの農林水産
業の展開に向けた管内の優良事例等 

○ 30年産に向けた動きなど米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の本作化に
向けた優良事例等 
該当なし。 

〇 「農林水産業の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力強化に向けた優良事例等 
・ 当局では、那覇空港の農産物等輸出拠点化及び沖縄県産農林水産物の 

輸出促進に向けて、沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会を開催しており、 

平成28年11月からは、青果物、畜産物等の分野別に意見交換会を開催し、 

特定の品目ごとに対応方針を検討。 

・ 同月に、海外バイヤー201社、国内サプライヤー261社等が参加した食品 

 商談会「第３回沖縄大交易会」が開催され、当局も県内の６次化産品のブ 

ースを設置するほか、県内サプライヤーに対し、商談成立に向けたサポートを実施。 

・ 平成29年１月には、国際物流拠点の先進地であるシンガポールにおいて、当局職員による農林水

産物・食品の物流・市場調査を実施。 

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた市町村等への働きかけ等の優良事例等
・ 久米島町では、さとうきびの収穫面積・生産量の拡大に向け、（株）久米島製糖が設立した農業生

産法人（有）球美開発において、農作業受託業務を担う職員が製糖会社の製糖業務と兼務する労働

システムを構築することで、島内の限られた労働力を最大限に発揮する取組を実施。 

・ 今後は、球美開発に対し、農地中間管理機構を活用して農地を集約化の上、島内の他の農業生産

法人との農作業の連携・調整機能を持たせることで、農作業・土地利用を効率化。 

○ 農泊をはじめとした農山漁村の活性化に向けた優良事例等
・ 平成26年度には、沖縄県内への修学旅行者数（約45万人）のうち、約10万 

人（約22％）が農家民泊を利用。沖縄本島ではほぼ全域で受入れを行ってお 

 り、離島においても、伊江島、石垣島、宮古島など多くの離島で受入れを実施。 

・ 特に、伊江島では、約4,600人の人口に対し、年間約６万人（約300校）の受 

入れがあり、近年の受入生徒数の増加に伴い、農家所得の確保に寄与し、さら 

に、食料品等の購買による地域経済の活性化に大いに貢献。また、島内で農家 

 民泊に取り組む（有）タマレンタ企画が、第３回「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に選定。 

・ 当局としても、インバウンドによる農泊利用等を推進するため、県内農林水産物・食品の購買や

農家民泊の利用に係る課題やニーズ等を把握・分析する調査事業を今年度実施。 

【伊江島の修学旅行生見送りの様子】

【八重山地方】 

【南北大東島】 

【沖縄本島】

久米島

伊江島

【沖縄管内の状況】

○飼料作物の作付面積の推移（管内計）

  
 

 

 （注）飼料作物の作付面積は、面積統計の飼肥料作物計のうち飼料用の面積。

○担い手への農地集積の状況（管内計） 
H27年3月末：11,650ha（集積率：30.1%） 

 → H28年3月末：11,499ha（集積率：29.8%） 

○六次産業化・地産地消法認定件数（累計）
の推移（H23～27は３月末、H28は11月末時点の数値）

 H23：23 → H25：50 → H27：54 → H28：55  

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：244→H24：390→H26：360→ H27：349 

○農業参入数（累計）の推移(各年12月末時点)

H22： 4→ H24：15→ H26：25→  H27：28 
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【沖縄大交易会の様子】 
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