
近畿農政局管内の最近の特徴的な動きについて
１ 農業における特徴的な動き

① ヒガシマル醤油(株)(兵庫県たつの市)は、平成24年８月より原材
料(大豆・小麦・米)がすべて国産の醤油の全国販売を開始。
原料の小麦は、生産者と連携した栽培管理により高収量と安定し

た高いタンパク質含有率を維持し、大部分を地元産で対応。
大豆についても増産に向け、生産者と取組推進中。

② 京都府は、宇治茶の世界文化遺産登録を目指すとともに、和食の
無形文化遺産登録にも尽力。宇治茶伝道師の活動やイベントを通じ
て宇治茶や日本の食文化を内外へ普及し、茶等食品の輸出を促進
中。
近江牛(滋賀県)、神戸ビーフ(兵庫県)は、ブランドとしての管理を徹

底し、官民一体のPRでアジア中心に輸出拡大中。

③ 近畿には全国の35％、約７万４千カ所のため池があり、老朽化に
加え、近年は豪雨による被災リスクが増加。兵庫県では今年度から
定期点検事業によりため池の点検・データベース化を実施。和歌山
県では改修加速化の計画を策定し、来年度から拡充実施。

④ 建設業、学習塾を経営する類グループや人材ビジネスのパソナ
グループが、農業参入するとともに、塾経営を活かした農業体験や、
人材育成のノウハウを活かした新規就農、６次化支援に取組み。
(有)類農園(奈良県宇陀市)、(株)パソナ農援隊(兵庫県淡路市)

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

今後５年以内に京都府の南北をつなぐ高速道路、約10年で京都府周辺の高速道路網が
順次整備。
交通網の整備による京都北部から３大都市圏への販路拡大を見込み、丹後国営開発農

地内のたばこ廃作農地(京丹後市・32ha)での京野菜（九条ネギ等）の生産など新たな生産
拠点の創出やブランド水産物(丹後とり貝、丹後ぐじ)の増産の動き。

ため池の決壊
(兵庫県三木市）

㈲類農園のみなさん

輸出向けと畜頭数の推移

小麦(ゆめちから)と製品
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１ 農業における特徴的な動き
○ 川下と一体となった生産拡大
① 岡山県津山市では、農商工連携により、地元産の小麦品種
（ふくほのか）を生地に使用した「津山ロール」(菓子８社に

よる統一ブランド)、「津山餃子」（和風、中華風、イタリアン

風等）を開発し、小麦を生産拡大（平成19年１ha→24年62ha)。

② 広島県では、「お好み焼き」等に使用するキャベツを産地育成重点品目
の一つに位置付ける県計画を策定（平成17年度）。これを契機に市町や生
産組織と一体となった推進会議を組織して（21年度）、県産キャベツのリ
レー出荷・販売体制を構築（17年62ha→21年79ha→24年119ha）。

③ 香川県では、「地元産小麦によるさぬきうどん」を目指し、平成３年か
らうどん用小麦の新品種開発をスタート（さぬきの夢2000及び2009）。そ
の結果、作付面積は10年間で2.5倍に拡大（12年602ha→22年1,520ha）。

④ 山口県では、小麦の生産拡大（平成21年718ha→24年756ha）と並行して、
平成24年12月から県内小中学校の学校給食パンの原料を全て県産に切り替
え（小麦90%＋米粉10%）。給食用パンの原料が県産100%となるのは、北海
道に続き全国で２例目。

中国四国農政局管内の最近の特徴的な動きについて

【真庭市に設置した
少量野菜の集荷場】

【大阪府箕面市に
設置した直売所】

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
中国地方では、山陰自動車道、中国横断自動車道等の整備が進め

られているが、整備済みの中国縦貫自動車道沿線の岡山県北市町村
では、直売所を地元に開設するだけでなく、自動車道の利を活かし
て、大阪府や兵庫県にも設置。その一環として、小規模農家(主に
高齢農業者)が少量の野菜を随時出荷できる輸送体制等を整備。こ
の結果、高齢農業者による小規模・多品目の野菜生産が増加。

全国的に農業就業人口が減少する中で、この地域では、基幹的農
業従事者が増加（平成17年16,844人→22年19,204人）。

【津山産小麦
｢ふくほのか｣】

【津山ロール】
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２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
・九州電力では、再生可能エネルギーの導入を推
進。このうち、風力と太陽光については、平成32
年度までに、設備量で計300万kＷの導入に向けた
取り組みを実施。（昨年度から50万kＷ積み増し）

・また、離島において、従来の内燃力発電（ディー
ゼル）に太陽光・風力と蓄電池を組み合わせた
「マイクログリッドシステム」等を実証中。

１ 農業における特徴的な動き
①九州では、平成21年12月の改正農地法の施行後、24年11月
末現在で、新たに118の一般法人（※）が農業に参入。

（※農業生産法人として参入したものは含まない）

②特に、熊本県、大分県、鹿児島県では、県庁や地域振興局に
企業の農業参入を支援する窓口を設置し、参入企業のサポー
トをきめ細かく実施。

【参入の事例】

・ＪＲ九州が、「農業」＝「食」＝「観光」を原動力として九州を活性
化するという地域貢献を行いつつ、鉄道以外の収益を確保する
ことを目的に、平成22年から農業に参入。

・現在、大分県（ニラ、甘夏、さつまいも）、熊本県（ミニトマト、中玉
トマト）、福岡県（卵） 、宮崎県（ピーマン）で展開。生産した農産

物は、地元ＪＡを通じて出荷する他、ＪＲ九州グループ会社の外
食店やホテル旅館等に仕向けたり、駅ビル百貨店等で販売。

・参入にあたっては、ＪＡや地元農家等が技術を指導。自治体の
協力を得て耕作放棄地や、たばこ廃作後農地の活用にも貢献。
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【ＪＲ九州・トマト農場】

【ＪＲ九州・ブランド卵】

平成17 18 19 20 21 22 23 32

（注）数値は他社との電力購入契約分を含む。

九州農政局管内の最近の特徴的な動きについて

大分市

臼杵市

新富町

飯塚市

玉名市

壱岐島

竹島
黒島

中之島

諏訪之瀬島

小宝島
宝島
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１ 農業における特徴的な動き
① パン・中華麺用小麦の生産振興・需要代替の取組

生産から加工、消費に至る関係者が連携し、パン・中華
麺用品種の作付拡大、新商品開発、協力店舗の募集等の取
組（「麦チェン」）を各地(斜里町、岩見沢市等)で推進中｡

（パン・中華麺品種の作付面積：24年産 １万１千㌶ → 25年産 約１万８千㌶（見込み））

② 北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区の取組
国際総合特区法の区域指定（札幌・江別、帯広・十勝、函館）

の下、食産業の研究開発・輸出拠点化を目指す取組。道産
品の独自の食品機能性表示制度化の検討、鮮度・貯蔵技術
の革新による輸出プロジェクト、優遇措置（利子補給、税制）

を活用したＪＡ等の施設整備等の取組が開始｡
③ 地域資源活用型の再生可能エネルギーの導入の取組

士幌町は、ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾌﾟﾗﾝﾄの実証プロジェクトにより、家
畜ふん尿の効率的処理、発酵消化液の液肥利用、発電・廃
熱利用等に取り組み中。現在、実証成果等をもとに増設に
着手｡他の地域においても大規模畜産法人等で導入の動き｡

今後、売電と・・・を取組予定｡
（道内のバイオプラント設置数：５２ヶ所）

北海道農政事務所管内の 近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
新千歳空港の国際化が進展し、昨年の外国人入国数は過

去最高（約38万人）。（国際線：10路線、利用者数 100万人強）

道内では、北海道ブランドを活かした東南アジア等観光客
の新規開拓や、食と観光の新たなルートづくり（例：７つの
観光庭園が連携した「北海道ガーデン街道（旭川～富良野～十勝）」

(昨年の入園者数 26％増、55万人)）等の取組が活発化。また、北
海道新幹線の新函館(仮称)開業に向けた取組（情報発信、地域

間連携、交通ネットワーク化等）が今後順次展開の予定。

【ゆめちからを使用した
パスタ等の商品】

①上野ファーム ②風のガーデン
③十勝千年の森 ④真鍋庭園
⑤十勝ヒルズ ⑥紫竹ガーデン
⑦六花の森

【北海道ガーデン街道】

【冷凍えだまめの輸出
（中札内村）】

【バイオガスプラント
（士幌町）】

２

３
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６
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１

斜里町

岩見沢市

札幌市・江別市 帯広市・十勝

中札内村

士幌町

函館市

旭川市
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北海道開発局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化

最近、道外の食料品製造業の大手２社が北海道産原材料を活用する工場を道内に
立地。
24年10月 静岡県の惣菜製造大手が旭川市にポテトサラダ等の工場を新設

12月 神戸市に本社を置く食品製造大手が千歳市にヨーグルト等の工場を新設

道内の立地件数が低水準である中、道外大手企業が原材料の入手の便を重視し相
次いで立地したことで、道産農産物の高付加価値化や食関連産業の集積に弾みが

つくことが期待。

【ＧＰＳガイダンスシステム】
○北海道向け出荷台数：1,510台
（H20～23合計)

（ＧＰＳ未利用）
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（ＧＰＳ利用）

代掻きの作業状況

【国営農地再編整備事業受益面積】
ha   （北海道水田地帯：累計）

H25以降には地区調査
中の面積を含む

【北海道における水稲直播面積】

１ 農業における特徴的な動き

北海道では、水田地帯を中心に経営規模拡大と省
力化に取り組もうとする地域が増加傾向にあり、そ
のための基盤整備及び先進的技術の導入を推進。国
営農地再編整備事業を実施中の「妹背牛地区」(H20
～、受益面積1,002ha、受益戸数110戸)では、以下
の取組を先導的・一体的に実施。

①ほ場の大区画化、地下水位の調整を容易にし水稲
直播や水田の汎用化(小麦、大豆等)に有効な地下
かんがいシステムの導入

②育苗及び田植えの作業を省略できる水稲直播栽培
の普及(品種：ほしまる)

③精密な機械作業が可能となるＧＰＳガイダンスシ
ステムの導入

大規模専業農家が多い北海道でも農家戸数や労働
力の一層の減少が見込まれており、担い手への農地
集積と営農体系の再構築を図る方策として推進。

も せ うし

妹背牛町

旭川市

千歳市
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沖縄総合事務局管内の最近の特徴的な動きについて

２ 農林水産業・農山漁村を取り巻く地域環境変化
平成21年10月に全日空(ANA)が那覇空港をハブ基地とした

国際航空貨物事業をスタートさせたことを契機として、県産
品の海外展開の動きが活発化。

24年度中には、（株）ヤマト運輸が国際クール宅急便の事
業展開を予定しており、沖縄をゲートウェイとした全国の農
林水産物のアジア向け輸出が更に拡大することが期待される。

【見学者で賑わう宮
古島の地下ダム観
測施設】

【あいあいファーム
の農場で栽培して
いる大豆】

【局長賞を受賞した
商品】

【県産品の展示・商
談会】

【宮古島】

【石垣島】

【伊良部島】

【沖縄本島】

１ 農業における特徴的な動き
① 土地改良事業の推進による農業振興

沖縄では水資源が不足しており、かんがい排水施設等の整備
が重要な課題（農業用の水源整備率56％、畑地かんがい整備率
41％）。現在は、宮古島市において、新たな地下ダムの建設と、
建設中の伊良部大橋を活用して伊良部島へ送水する、国営かん
がい排水事業を展開中（受益面積約９千ha）。また、石垣市で
は、島内全域を受益地域とする新たな国営かんがい排水事業の
全体実施設計が進行中。

② 加工との連携による耕作放棄地解消や高付加価値化の取組
沖縄では食品製造業の製造業に占めるウェイトが高いことも

あり、農林漁業者の６次産業化に対する関心が高く、加工と
連携した積極的な取組が見られる。
・ 今帰仁村では農業生産法人（株）あいあいファーム（認定
事業者）が、地元の耕作放棄地を再生して、農産物を生産・
出荷し、さらにこれらを原料とした加工品を製造・販売。

・ 沖縄総合事務局主催の６次産業化加工品表彰事業審査委員
会において、マンゴーや県固有の香辛料等を活用した商品が
局長賞を受賞するなど、農業者による商品の高付加価値化へ
の取組が見られる。

今帰仁村

那覇市
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