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１ 地 方 農 政 局 等



九州農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況

○南薩の畑地かんがい農業の動向
・ 従来、水源が乏しく、でんぷん原料用かんしょの産地であった南薩（鹿児島県指宿市、枕崎

市、南九州市）の畑地帯では、池田湖等を水源としたかんがい施設の整備により、畑地かんが

い利用を前提として、労働力や市場の実情に対応した収益性の高い営農を志向。

・ 関連事業完了（H6）後、地域の土地利用の基幹は、でんぷん原料用かんしょから、きめ細か

な水管理を要する茶や青果・焼酎用かんしょに徐々にシフト。

・ 収益作物として、当初は、春夏作のカボチャ、秋冬作のそらま

め等が進展したが、その後、これら作目に加え、労働力の高齢化

や市場性の変化から、比較的軽労かつ収益性の高いオクラ、スナ

ップエンドウも一定のシェアを確保。

・ さらに、オクラ農家等の規模縮小跡地においては、最近、定植

の機械化などの条件整備を契機に、法人等による大面積でのキャ

ベツ等の生産が進展するきざし。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1)香港で「オール九州」農水産物・加工品商談会を開催
・ 九州一体となって香港への輸出拡大を推進する初めての商談会を開催す

るため、昨年８月、九州農業成長産業化連携協議会と香港中華総商会との

意見交換を実施。

・ 平成26年２月26日（水）～27日（木）の２日間、ホテル日航香港におい
て、九州農業成長産業化連携協議会とジェトロ福岡貿易センターの主催に
よる商談会「オール九州農産物グルメ＆トレードフェアin香港」の開催が
実現。

(2)大学医学部と連携した研究開発の推進

・ 宮崎大学、宮崎県農協果汁(株)、一丸ファルコス(株)は、産学連携によ
り「日向夏を利用した骨代謝改善材」の特許を取得。

・ 関係機関では、競争的資金を活用した日向夏残渣を用いた飲料等の開発
に着手しているところ。

【九州の農業・農村に関する指標】
・米の生育概況

【「やや良」ないし「平年並み」】
（平成25年8月15日現在）

・人・農地プランの作成率

【96％】（作成市町村数／作成しようとしている市町村数）

（平成25年7月末現在）

【昨年8月協議会と

香港中華総商会との
意見交換】

キャベツ定植後のかん水状況
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中国四国農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 豪雨災害が頻発し農作物等に甚大な被害が発生

７月15日、28日の大雨により鳥取県、島根県及び山口県において農地・
農業用施設等の被害が発生。特に７月28日には、島根県、山口県において
「これまで経験したことのない豪雨」により、水稲等の農作物、農地・
農業用施設等の被害面積1,500ha超、被害額94.8億円（８月19日現在）。

さらに、８月23日～25日にかけ、島根県西部では７月28日に匹敵する
豪雨により、水稲等の冠水、農地・農業用施設等の被害が発生。被害面積
400ha、被害額18.2億円（９月６日現在）。

(2) 渇水、猛暑により、一部地域では農作物に被害が発生
特に、四国地域では、早明浦ダムの貯水率が8月25日に今期最低の24.0％となり、吉野川水

系の三次にわたる取水制限（新規用水50％カット）が行われるなど渇水が進行。農作物全体と
してみれば大きな影響は出ていないものの、一部地域では果実の日焼け等の被害が発生。その
後、秋雨前線の活動が活発となり降雨をもたらし貯水率は回復、農作物の被害の拡大も終息。

【山口県萩市
農地土砂流入】

【愛媛県 かんきつ
ＭＡ包装資材の利用】【中国四国の農業・農村に関する指標】

・米の作柄概況
【遅場地帯では概ね「やや良」で推移】

（平成25年8月15日現在）
早期栽培（作況指数：徳島 101、高知 98）
：早場地帯（鳥取：やや良、島根：平年並み）

・人・農地プランの作成率 【88％】
（平成25年7月末現在）

・六次産業化法に基づく総合化事業計画
認定件数 【165件】
（平成25年6月28日時点） ２

【やさしい献立
「舌でつぶせる」ｼﾘｰｽﾞ】

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 夏にもおいしい 愛媛のかんきつ

愛媛県は、中晩かんの販売拡大を進めるため、「カワラヨモギ抽出物
製剤」を塗布し、「ＭＡ包装資材※」で個包装した「清見」等の中晩かん
を低温で長期に保存、国産かんきつの端境期となる夏季（６～８月）に
出荷できる技術を開発。
本年度から首都圏の高級スーパー等で試験販売を実施し、約８ｔを販売

（６月～（８月１日時点））。青果卸売業者等の反応はおおむね好評。
※

※:MA(Modified Atmosphere)包装資材:フィルム上の微細孔によりガス透過量を抑制し、包装内の空気を
「低酸素、高二酸化炭素」の状態にすることにより、青果物の呼吸を抑制し鮮度保持できる資材。

(2) かむ力、飲み込む力に合わせた介護食品の製造
広島県の芸南食品（株）は、キユーピー（株）の介護食「やさしい献立」

全46種のレトルトパウチ食品を受託製造。
同社は、広島のみかんを缶詰加工し、世界各地に輸出してきたが、高齢

化社会を見据え、既存の設備、技術を活用できる介護食品に取り組む。
原料となる野菜、畜産物、水産物については、ほとんどが国産品を使用。
だいだい、夏みかん等の一部のフルーツについては、会社独自に求める

基準を満たす必要があるため、産地と契約を結び、広島県産等を使用。



近畿農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 米の新品種の作付け拡大

滋賀県は、近江米の「中核品種」として、高温に強く、外観品質に優
れる「みずかがみ」の生産を開始。
また、酒造好適米について、京都府は、地域ブランド清酒用の「祝」

を、兵庫県は、吟醸酒等に需要が高い「山田錦」を、それぞれ生産拡大
予定。

(2) 茶産地における煎茶からてん茶への転換
京都府内産地を中心に、菓子等の加工品原料用として、抹茶の需要が

増加しているため、煎茶からてん茶（抹茶原料）への転換が進行。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 関西・食・輸出推進事業協同組合の設立
平成25年8月に、近江牛の生産販売Ａ社、活魚の販売・外食事業

Ｂ社、創業140年の青果物の販売Ｃ社、加工食品の販売も行う運輸
会社Ｄ社が中心となり、事業協同組合を設立。（近畿農政局認可）
海外における共同販売及び輸出促進のための見本市や展示会へ

の共同出展等を行う予定。
関西国際空港、損保会社等とも連携して取り組む。

(2)「漢方のメッカ推進プロジェクト」の取組
奈良県では、漢方薬等の製剤及び配置薬業が古くから伝統的産業として発展。
県では、平成24年12月から薬用作物の生産拡大のため、プロジェクトを開始。
栽培方法を指導する人材育成や省力、低コスト化に向けた研究開発・現地実

証圃の設置等に取り組む。

大の(3) 野菜の広域的リレー出荷の拡大
農業法人の奈良県Ａ社は、長野県Ｂ社との産地リレーにより、和歌山県のキ

ャベツ加工業者Ｃ社に通年安定供給を行い、加工用キャベツの拡大により収益
が向上。

【近畿の農業・農村に関する指標】
・京都府、奈良県の一番茶葉収穫量
【対前年産比 京都 96％ 奈良99％】

・和歌山県のみかんの生育状況
【生産予想量 対前年（裏年）比104%

対前々年（表年）比94%】
（平成25年７月１日現在 日園連調べ）

・６次産業化法認定件数
【258件】（平成25年６月28日現在）

・６次産業倶楽部の加入者数

【農業者・団体523,企業506,その他256
計1,285 】（平成25年８月20日現在） 五條市のトウキ
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１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 東海地域の作物生育は概ね順調

三重県では寡雨により、主に秋冬野菜の定植が遅れ気味、みかんはやや小玉

傾向、大豆は一部発芽不良。東海地域全体としては、高温多照により水稲、大

豆、野菜、果樹ともに生育は概ね順調に推移。

(2) 「きぬあかり」、「三重23号」の作付面積が大きく拡大
・ 愛知県育成の日本麺用の小麦品種「きぬあかり」(23年品種登録)は、良質・

多収（25年産平均反収※：農林61号319kg/10a、きぬあかり550kg/10a）で、25

年産の作付面積は、前年産の約４倍に拡大(県シェアの１割強)。製粉・製麺業

者等とプロジェクトチームを設置し、「あいちブランド」として普及を進めて

いる。※愛知県麦民間流通地方連絡協議会(平成25年９月６日)資料

・ 三重県育成の水稲品種「三重23号」(25年品種登録)は、夏季高温に強い良食

味品種。「結びの神」として商標登録し、一定の品質基準以上のものを販売。

25年産作付面積は、前年産の２倍以上に拡大。

【結びの神のポスター】

東海農政局

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 飛騨・高山地域における観光と連携した新たな取組
・ 「飛騨とらふぐ研究会」では、飛騨地域の活性化のために、陸上でのトラフ

グ養殖技術を確立し、商標登録。販売価格は天然ものの半額以下。本地域の料

亭や居酒屋で売り出し、人気が高まっている。

・ 農業法人「ＦＲＵＳＩＣ」では、温泉熱を利用し、奥飛騨温泉郷で南国のフ

ルーツ「ドラゴンフルーツ」を栽培。観光と連携し、主に奥飛騨温泉郷で販売。

代表の渡辺氏は、建設会社からの参入。

(2) 2013高校生国際料理コンクール等の開催（日本初）
９月23日から27日まで、三重県立相可高校で第９回高校生国際料理コンクー

ルが開催予定。アジア太平洋地域６カ国の代表がコンクールに出場。参加を通

じ、異文化交流を行いながら、料理の専門家としての技術を磨く。コンクール

では、すしに関する料理講習や和菓子の製菓実習等、日本食について学ぶ機会

も設けられ、海外への日本食文化の展開も期待。また、９月28日に多気町で全

国の食や農に関わる高校生の取組の発表や開発した商品の販売等を実施。

【ドラゴンフルーツの果実】

【飛騨とらふぐ料理】

【「きぬあかり」を
使用したうどん】

【コンクールの様子】

【東海の農業・農村に関する指標】
・米の作柄概況
【三重県の作柄は「やや良」、
岐阜県、愛知県の生育は「平年並み」】
（平成25年8月15日現在）

・人・農地プランの作成率 【 78％】
（平成25年７月末現在）

・六次産業化法に基づく総合化事業
計画認定件数 【136件】
（平成25年６月28日時点） ４



北陸農政局

(1) 水稲の作柄概況
・ ７月29日からの集中豪雨により、新潟県長岡市をはじめとする地域で農

作物や農地・農業用施設に大きな被害が発生。速やかに被災状況を調査し、

農政局をあげて災害復旧に取り組む。また、高温障害に対応するため、７

月から水稲の栽培管理に係る取組を徹底。

・ ８月15日現在の水稲の作柄状況は、富山県はやや良、他３県は平年並み。

(2) 福井県嶺南地域におけるスマート・アグリ産業都市構想
地域の新産業として若手農業者、食品メーカー等を誘致しつつ、ICT（情

報通信技術）を活用したオールシーズン園芸施設や結球レタス生産を可能と
した植物工場を新設。園芸施設のオープンで福井県のミディトマト生産量は、
133トン（H24）から193トンに増える見込み。
26年度の舞鶴若狭自動車道全線開通による３大都市圏へのアクセス向上を

捉え、大規模園芸団地の形成による野菜の安定供給を実現し、日本海側の次
世代施設園芸のモデルを目指す。

【北陸の農業・農村に関する指標】

○米の作柄概況

＜平成25年８月15日現在＞

【富山県はやや良】

【新潟県、石川県、福井県は平年並】

○北陸の六条大麦作付面積

＜全国シェア６割＞

【H15：7,950ha→H24：9,770ha】
○実需ニーズに応じた大豆「シュウレイ」

（富山）の面積拡大

＜しわが少なく大粒、煮豆、豆腐に最適＞

【H22 43ha→ H23 156ha】
○高級ブランド「ルビーロマン」の栽培

面積拡大

＜巨峰の約２倍の大きさ、鮮やかな赤色大

粒ぶどう＞

【H20 8.9ha→H22 12ha】

【トマトを栽培するオー
ルシーズン園芸施設】

【魚沼市水沢地区】

(1) 六条大麦を使った機能性物質を含む地ビールの開発・販売
（有）わくわく手作りファーム川北（石川県川北町）は六条大麦を用い、

血圧降下等の機能性成分GABA（ギャバ）を多く含む地ビール「金沢百万石
ビール」を開発。24年５月から、主に駅、空港で販売（24年度出荷量は約
10万本）。今後は輸出や27年春に開業する北陸新幹線での車内販売を目指
す。

(2) 自然の恵みである雪、湧き水を利用した高級ブランド米作り
魚沼産コシヒカリ生産で有名なＪＡ北魚沼は、雪の冷熱を利用した米

の低温貯蔵施設(雪室倉庫)を平成24年に整備。1,500トンの雪を蓄え、玄
米1,800トンを貯蔵し、新米とほぼ同じ味を一年中保つ。加えて、農家毎
に全袋タンパク含有等の検査を行うなどして、一等米をさらに３区分(SS、
SA、S）し、高い食味と品質の向上を図る。
また、周囲を山に囲まれた魚沼市水沢（みずさわ）地区では、29戸の集

落を活性化するため、自然の沢水だけで育てたコシヒカリを「沢田米」と
して商標登録し、幻の米として都内高級百貨店を中心に販売（1,500円/kg、
27トン程度販売）。

【雪室を利用した貯蔵】

【結球レタスを栽培する
植物工場】

１ 農畜産物の最新の生産状況

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

５

【金沢百万石ビール】
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関東農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況

(1)低温による凍霜害等の自然災害が発生
４月以降、断続的に寒気の流入があり、茶、野菜及び果樹において凍霜害

が発生。
特に「なし」は、生育が平年より早く開花期を迎えていたこともあり、複

数県で多大な被害が発生。凍霜害による管内での被害額の報告は、約63億
円。果樹対策事業において、被害果の加工利用等の促進対策を推進。

(2)イチゴ新品種の生産状況
イチゴの生産日本一の栃木県では、主力品種「とちおとめ」の育成者権が

切れた中で、品種登録に先行して商標登録した「スカイベリー」の来年度か
らの本格販売に向け、県内58軒で実証栽培を推進。また、輸入品でなく国産
への期待が高い夏場のケーキ向けの新品種「なつおとめ」を育成し、洋菓子
店への販売を開始。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1)大学生を対象とした食育活動の推進
各地域センターにおいて、将来の親世代である大学生に食生活

や農林漁業に関心を持ってもらうため、大学等との連携により、
食生活や農業体験に関する意見交換会を開催。また、栄養バラン
スや地産地消をテーマとする学食メニュー開発に貢献。

(2)医食農連携の取組
（機能性の高い食品等の開発・生産・販売に関する取組）

根岸物産(株)(群馬県藤岡市)では、高齢者がつかみやすいよう

に麺の形状をリング型にすることにより、高齢化社会に対応した

新しいうどんの需要の創出を図り、群馬県産小麦の消費拡大につ

なげるため、「リング麺」及び「リング麺を活用した調理済商品」

の開発・販売に取り組む。

(3)鳥獣被害対策
関東地方環境事務所主催の関東山地におけるニホンジカの保護

管理に関する情報交換会に、関東農政局、関東及び中部森林管理

局が出席し、農林業被害の実態を報告、防除対策について提言。

なしの被害果

大玉いちご

【関東の農業・農村に関する指標】

※■は、自然災害による被害報告のあった県

びわの強風被害

日本なしの凍霜害

花きの豪雨冠水

・いちご作付面積及び出荷量（平成23年産）
作付面積 出荷量

全 国 6,020ha 161,600トン
栃木県 632ha 27,200トン
(全国に占める割合) 10.5％ 16.8％

・大学生を対象とした意見交換会等
（平成24年度） 【実施回数： 10回】

【参加者数：357名】
【学食提供数：880食】

６～11月は国内産
の市場流通が減少
し、輸入品が増加。

【国産】

６

出
荷
量

う
ち
関
東
管
内



農業経営体当たり経営耕地（田）面積

東 北:1.89ha
全 国:1.43ha
都府県:1.29ha

(ha)

4.00
2.50
1.89
1.43
1.00

東北農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 豪雨災害が頻発し農畜産物に深刻な被害

７月中旬、山形県を中心に豪雨被害。農地・農業用施設の被害

のほか、水稲等の冠水被害約５千ha、家畜の斃死（へいし）など

深刻な被害（一部地域で７月の降水量が平年の３倍超）。

８月上旬、秋田県及び岩手県では「これまでに経験したこと

のない豪雨」に見舞われ、農地・農業用施設の被害、水稲等の冠水被害約３千３百ha、

比内地鶏４千５百羽の溺死など、両県を中心に深刻な被害。

(2) 壊滅的な津波被害を受けたいちご産地で生産再開が本格化
宮城県亘理町・山元町では復興交付金による７つの大規模いちご団

地（ハウス計35ha）を整備し、苗を定植中。生産方式を土耕栽培から

高設養液栽培に転換。全栽培面積は震災前の三分の二(62ha)まで回復。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 被災地において「攻め」の視点に立った新たな取組が進展
① 日本有数規模の大規模養液栽培施設が完成し生産がスタート

被災農業者が農業生産法人「(株)みちさき」を立ち上げ、東日本大震

災農業生産対策交付金等を活用し、仙台市東部の津波被災地に大規模養

液栽培施設（ハウス2.8ha）を整備。

設備等について、日本製のほか、オランダ、イスラエル、韓国製等を

組み合わせ、初期投資を抑制。７月にサラダほうれんそうの生産を開始。

被災農業者18名を雇用中で、年内に障がい者10名以上を雇用する予定。

② 国営ほ場整備事業が契機となり「攻め」の機運に高まり
仙台東地区（1,900ha）では、27の用水ブロックのうち年度内に３ブ

ロックで工事着手。大区画化や農地集積を契機に「攻め」の機運と意欲

を高め、市・JA等の関係機関と連携してきめ細かな支援を行うため、局

長とJA実行組合長や若手農業者との意見交換を地区ごとに実施。

(2) 医食農連携の取組に活発化の動き
会津富士加工(株)は、会津若松市の半導体工場のクリーンルームを利

用して低カリウムレタスを生産・販売。県内他事業者にも同様の動き。

漢方・生薬企業と連携した薬用作物生産も管内各地で取組の動き。

全景写真と定植写真

【大規模いちご団地】

６位
外ヶ浜町
5.2ha

２位
色麻町
7.7ha

３位
酒田市
6.4ha

７位
矢巾町
4.6ha

写真

【（株）みちさき】

【会津富士加工（株）】

【仙台市六郷地区JA実行
組合長との意見交換】

20位
猪苗代町
3.3ha

【東北の農業・農村に関する指標】

・水稲の作柄概況（H25.8.15現在）
【青森、福島⇒やや良
岩手、宮城、秋田、山形⇒平年並み】

・水田の大区画化整備率
【東北12％、都府県８％】（H23時点）

・人・農地プランの作成率（地域）
【東北64％、全国50％】（H25.7月末）

・６次産業化法事業計画の認定件数
【H23.12月末：９件→H25.6月末：225件】

注：2010農林業センサスをもとに算出。
市町村名は各県ごとの１位。順位は東北管内のもの。

１位
大潟村
17.5ha

７



沖縄総合事務局

【干ばつの被害が出
ているさとうきび（南
大東村）】

【出荷前のマンゴー
園（豊見城市）】

【宮古島】

【石垣島】

【沖縄本島】

１ 農畜産物の最新の生産状況
(1) 台風と干ばつの影響でさとうきびは収量減少見込み
・ 最大瞬間風速59ｍ（石垣島）を記録した台風７号（７月12日）が、宮古・
八重山地域を通過し、さとうきびの梢頭部の折損や収穫前のマンゴーが落果
する被害等があった。なお、台風12号（８月21日）、15号（８月29日）、17
号（9月2日）については、被害は特にない状況。

・ 梅雨明け（６月14日）以降、全県的に少雨傾向にあり、７月の那覇、久
米島、南大東島は観測史上最低の降水量（那覇4.5mm、久米島0mm、南大東
島2.5mm）となった。８月中旬からは多くの地域で一定の降雨はあったが、
一部の離島では少雨傾向が続いており、現状では、さとうきびの収量は、
平年（79万4千ｔ）を下回る見込み。

(2) マンゴーの収穫量は平年並み
平成25年産マンゴーは、比較的天候に恵まれ、順調に生育した。地域別に

は、沖縄本島は昨年の台風被害による樹勢回復の遅れにより８割程度に留ま
るものの、宮古・八重山地方は平年の1.6倍程度と前年を上回り、台風被害は
あったものの県全体では平年並みの1,566ｔの収穫量となる見込み。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
(1) 八重山の新たな玄関口・新石垣空港にジェラートスタンドを開店

６次産業化の認定事業者である農業生産法人（有）伊盛牧場は自社牧場で生
産した牛乳とこれを原料に使ったジェラートを製造し、自社敷地内の店舗で販
売。伊盛牧場は、更なる販売の拡大を目指すため、平成25年３月に開港した新
石垣空港に新たに「ミルミル本舗石垣空港店」を開店し、法人の売上げは3.5
倍に増加。

(2) えん沖縄がごーやー茶を開発し輸出を展開
香港を中心に沖縄料理店を展開し、沖縄県産農林水産物の輸出も手がけてい

る（株）えん沖縄は、生産者等と連携して「ごーやー茶」を開発し、８月から
沖縄ファミリーマートにて販売。ごーやー茶は、現在マカオでも販売を開始し
ており、今後、香港や上海等でもコンビニエンスストアを中心に販売予定。

【空港店の様子】

【沖縄の農業・農村に関する指標】

・さとうきびの生産量 【67.6万ｔ】
（平成24年産）
・人・農地プラン作成率 【89％】
（平成25年８月末現在）
・６次産業化の認定事業者数 【44件】

【南北大東島】

【久米島】

【販売を開始した
ごーやー茶】 ８



平取町

由仁町

苫小牧市
(ホッキ貝)

札幌市
(ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ)

ゆ に

びらとり

根室市
(サンマ)

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き
○ 冷蔵･冷凍食品の香港、台湾、シンガポール向け小口輸送

・ ヤマト運輸、札幌大学、北海道開発局等が連携し、首都圏を経由
（大ロット化・コンテナ輸送）することなく、航空便で直接海外に
輸出する「北海道国際輸送プラットホーム（ＨＯＰ）」を構築。通
関、保険等の事務も代行。輸送費を大幅に削減（５万円→９千円(※)

/15kg箱）。（※）香港・台湾向けの場合。

・ 24年９月以降、サンマやホッキ貝、トマトジュース等を70者が300
箱（約2.7t）輸出。本年８月からは10kg、５kgの小口輸送も開始。

・ ホテル、水産会社にも好評。９月には金融機関を含めた推進協議会
を設立し、海外での取引先のあっせん等を推進。

北海道開発局

【北海道の農業・農村に関する指標】

・総農家数の推移(千戸)(S40→H22)
北海道：199→51 (‐74.3%) 】

・ゆめぴりか作付面積(H24)
【11,908ha】
（うるち米の全作付面積の11.3%）

・トマト作付面積の推移(H19→H24)
北海道：750ha→791ha (+5.5%) 】

・北海道からの食料品輸出額(H24)
【365億円】（輸出総額の9.5%)
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北海道総農家数

【農家戸数と戸当たり面積の推移】

１ 農畜産物の最新の生産状況
○ 大規模化と新たな作物の導入・拡大
・ 北海道では、農家戸数の減少の一方、大区画化や農地集
積、排水改良等により、戸当たりの経営規模は、45年間で
約５倍に拡大。事業地区では、基盤整備を契機に新規作物
・品種の導入・拡大。

・ 大区画化や防風林の整備等を行った由仁町では、米の食味
の良い「ゆめぴりか」の作付けが拡大（400ha規模）。

・ 排水施設を整備した平取町は、トマトの大産地（100ha超）に。作
型の分散や減化肥・減農薬栽培等に取り組み、｢ニシパ（アイヌ語：
紳士）の恋人｣のブランド名で全国に販売。販売高は約40億円。

【ニシパの恋人】

【シンガポールのテレビ
番組による情報発信】

【ＨＯＰの完成期のイメージ】

ゆ に

びらとり

９



北海道農政事務所 
１ 農畜産物の最新の生産状況 
   ○農作物の生育状況           春先以降の低温・寡照・少雨等の影響が一部の作目でみられる        状況。オホーツク地区等では、てん菜、馬鈴しょ、玉ねぎの肥大        不足等や牧草の生育遅延が懸念。  
   水稲では全道的に概ね良好な生育（８月中旬現在）。 

 
   
  
  

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

 (1)薬用植物生産に向けた取組の活発化 
   薬用作物栽培面積が全国で上位にある道内では、堅調な需要の下、 

  新規の取組や生産拡大に向けたJAや市町村、製薬会社の動きが活発化｡ 

  (８月１日、薬用植物の産地化のブロック会議：90名参加) 

  （株）ツムラの子会社「夕張ツムラ」では、自社栽培、道内農家との 

  契約取引、原料の加工・保管に加え、社会福祉法人（石狩市）傘下の 

  農業生産法人（障害者雇用）との連携にも取り組む。       (2)食品機能性表示制度(愛称：ヘルシーＤo)が本格スタート           フード特区 の取組として、道産の健康食品等の機能性成分に関する道の     認定による独自の表示制度がスタート（「成分については、健康でいられ     る体づくりに関する科学的な研究」が行われたことを認定）。第１回認定    （25年８月）では、オリゴノールなどの成分を含む８社12商品が選定。        今後、道産食品のブランド化、差別化による道内食産業の振興に期待。        ※「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」        (3)低コスト施肥技術体系を確立する地域一体の取組      十勝の輪作体系上重要なてん菜、馬鈴しょ等の施肥量削減と品質・     収量向上を図るため、市、農協連、大学及び企業による協議会の下で      技術実証の取組を推進中｡      取組内容：光学センサー搭載の無人ヘリによる土壌肥沃度メッシュ                地図の作成、可変施肥マップの作成、自動可変施肥機に                                 よる施肥等の実証試験。                                  
   

【可変施肥マップ】 

【センキュウ】 

十勝 

【道内の気象状況（平年比％）】 
オホーツク 

【無人ヘリに 
よるセンシング】 

全 道
オホー
ツク

全 道
オホー
ツク

4 161 137 82 88
5 86 85 69 52
6 62 55 111 114
7 65 38 118 141
8 137 157 85 75

降水量 日照時間

月

【蘇  葉】 

○農産物の生育状況  （道庁調べ） 
        ≪９月１日現在 平年比≫                    
 ・水稲          早 ６ 日            
 ・てん菜        遅 １ 日    
 ・玉ねぎ        早 ２ 日    
 ・馬鈴しょ       遅 １ 日 
 ・牧草（２番草）  遅 ２ 日 
 

○薬用植物の生産動向 （道庁調べ） 
    Ｈ 17        21        23 
     138    202    291 （ｈａ） 
 

○食品機能性表示の認定商品例 
  ・オリゴノールウォーター 
  ・生キャラメル黒豆オリゴノール入り 
  ・活里AHCCα細粒 
  ・サプリドーナツ 
  ・カスピ海ヨーグルトプレーン 
  ・おいしいだいず水煮 等  
         
  

※ 

【認定のマーク】 
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２ 森 林 管 理 局



【九州の森林・林業に関する指標】

・素材生産量の県別トップ10に九州４

 
県がランクイン

九州森林管理局
１１

 

森林・林業における動向森林・林業における動向

２２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 人工林資源の充実
九州では人工林資源が充実し、全国に先駆け本格的な主伐期が到来、生産量も増加。

(2) 川下・川中・川上の連携した取組
・

 

九州地域の森林・林業・木材産業の活性化に向けた各県、経済団体、国有林が連携した
取組を受け、九州経済連合会主導による九州次世代林業研究会において「九州地域の森
林・林業・木材産業アクションプラン」を作成。

・

 

プラン実施のための特別部会を設け、国産による２×４住宅材生産
の加速化（鹿児島県）、木材産業交流会、九州産材のＰＲ活動や、木
材製品の九州外への移出、アジア方面等への輸出の促進等に向け、取
り組み。

(3) 木質バイオマス発電の動向
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の開始を受け、新たに数

件の木質バイオマス発電計画。

(1) 民有林と連携した木材需要への対応
・

 

国産針葉樹合板等の拡大に積極的に取り組む工場等に対し、国有林
材を安定供給するシステム販売による支援を実施。

・

 

木質バイオマス発電計画・木質バイオマス資源の需給動向等につい
て各県との意見交換会を実施。今後も定期的な開催を検討。
林地残材の販売など国有林からの新たな木質バイオマス資源の供給

に取り組み。

(2) 林業の低コスト化に向けた取組
・

 

本格的な主伐期における対応として、伐採～植付の作業を一貫して
低コストで行うシステムの拡大に取り組み。

・

 

低コスト造林の確立に向け、九州各県と連携しながらコンテナ苗の
普及と供給体制の拡大に取り組み、平成25年度は九州森林管理局で20
万本を植栽予定。

【コンテナ苗】

人工林率

全国４１％九州５５％ 人工林の平均蓄積

 

（m3/ha）
【木質バイオマス意見交換会】

【日田ウッドパワー（既存の木

 
質専焼バイオマス発電所）】

管内図

吉田産業

 

(株)

新栄合板工業

 

(株)

池見林産工業

 

(株)

(株

 

)グリーン発電大分

(株

 

)伊万里木材市場等
（新会社設立予定）

中国木材(株)
日向工場（仮称）

中国木材(株)
伊万里事業所
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四国森林管理局

高知市
（土佐グリーンパワー

 

(株

 

)）
（ＣＬＴ建築推進協議会）

北川村 奈半利川地区
（民有林直轄治山事業）

大豊町
（高知おおとよ製材

 

(株

 

)）
（国内初ＣＬＴ３階建て建築）

１１

 

森林・林業における動向森林・林業における動向

(1)

 

大型製材工場・木質バイオマス発電

・

 

四国は、豊富な森林資源に恵まれているものの、中小の製材工場が多くを占め、
木材需要が伸び悩み。このような中、木材需要の拡大に向け、「高知おおとよ製
材(株)」が設立され、新工場が本年８月より稼働。年間10万㎥の原木を消費し、
集成材、ＣＬＴ（直交集成板）等に加工するラミナや、柱等を生産予定。

・

 

徳島県では、木材流通・販売大手のナイス(株)が小松島市に大型製材工場を建
設し、26年度より操業予定。愛媛県では、米ヒバ材の取り扱い最大手の(株)サイ
プレス･スナダヤ（西条市）が国産ヒノキ材へ移行中。

・

 

木質バイオマス発電については、土佐グリーンパワー(株)（高知市）が計画さ
れ、未利用材を大量消費予定。

小松島市
（ナイス

 

(株

 

)）

【高知おおとよ製材(株)

 
社宅（イメージ）】

【タワーヤーダを用
いた架線集材例】

(2) 山地防災力の強化の取組

地形が急峻で脆弱な地質の四国の中山間地域における住民の安全・安心を確保す
るため、管内において６地区（８事業）の民有林直轄事業を実施。このうち、24年
度に新規着手した奈半利川地区の治山事業は、25年度から工事を本格化。

(1) ＣＬＴ建築の推進

・

 

高知県内に国内初となるＣＬＴ３階建て建築（

 

(株)高知おおとよ製材社宅）が
９月末着工予定。国交大臣の特認申請の第２弾も準備中。このような中、高知県
を中心に「ＣＬＴ建築推進協議会」が７月に発足、四国森林管理局も参画。建築
関係団体、学識経験者、県住宅部局、地方自治体などの産学官が連携し、ＣＬＴ
建築の先導的な事業を支援し、普及を促進。

・

 

こうした新たな動きを受け、国有林材の安定供給システム販売を通じ、特に初
期段階の供給を政策的に支援。その成果をもとに、民有林からの供給を牽引。

２２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(2) 新しい架線系作業システムの構築

四国は、急傾斜で土質が脆く高密度路網の整備が困難な林地が多いことから、架
線集材が大きな役割。このため、タワーヤーダ等の先進的林業機械の導入・改良に
よる低コストで安全な架線系作業システムの構築を支援し、民有林への普及に貢献。

【奈半利川地区の
山腹崩壊】

西条市
（

 

(株

 

)ｻｲﾌﾟﾚｽ･ｽﾅﾀﾞﾔ）
【高知おおとよ製材(株)】

管内図

【四国の森林・林業に関する指標】

四国の森林率

 

【74％】
各県の原木生産量
・徳島県

 

次世代林業プロジェクト
【H23：20万㎥

 

→

 

H32：40万㎥

 

】
・香川県

 

みどりの基本計画
【H22：2,392㎥

 

→

 

H27：4,000㎥

 

】
・愛媛県林業・木材産業構造改革プ
ログラム
【H22：50万㎥

 

→

 

H27：63万㎥

 

】
・高知県産業振興計画
【H22：40.4万㎥

 

→

 

H33：81万㎥
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【近畿中国の森林・林業に関する指標】

・豪雨の状況
7月28日

 

山口市

 

143mm/h
萩市

 

139mm/h
8月24日

 

江津市

 

201mm/3h

・木質バイオマス発電施設のＦＩＴ認定
件数（5/31現在）

 

５件

・素材需要量（木材チップ）
H23:

 

365千m3
H24:

 

520千m3

(2) 未利用間伐材等の需要拡大
管内各府県において木質バイオマス発電所等が10カ所以上計画されており、

平成26年秋頃から順次稼働予定。木質バイオマスの安定供給に向けチップ工
場の建設計画もあり。

近畿中国森林管理局
１１

 

森林・林業における動向森林・林業における動向

(1) 頻発する豪雨災害等
・

 

本年７月の集中豪雨により山口県・島根県の民有林で山地
災害が発生。山口県からの要請により本庁と局から治山及び
林道技術者を派遣し技術的支援を実施。

・

 

平成23年の台風12号により多数の山地災害が発生。特に、
奈良県十津川村等・和歌山県田辺市において、国有林の技術等を活
かして、国有林だけでなく民有林も対象に直轄治山事業を実施。

２２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 木材の安定供給体制の充実と需要拡大の推進

・

 

石炭と木質バイオマスの混焼を実施している火力発電所に林地残材を供給。
また、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の設備認定された

山口県の木質バイオマス発電所にも、林地残材を供給予定。

・

 

協同組合兵庫木材センターなどへの安定供給システム販売を通じ、国産材
の需要拡大や加工・流通の合理化に貢献。

・

 

府県等と署等で地域林政連絡会議を開催し、民有林材・国有林材の安定供
給をはじめとする地域の課題に協働で取り組む体制を立ち上げ。

・

 

管内各府県における林地残材の集荷等に向けた協議会等へ参画。

(2) 民有林と連携した木材生産の推進

・

 

効率的な施業の推進に向け民有林と国有林による森林共同施業団地を36カ
所設定し、民有林と連携した路網を141km整備し、民有林・国有林合わせて
2,929haの間伐等を実施。

・

 

重点取組団地を設定し、土場の共同利用など更なる事業の効率実施に向け
た共同施業について民有林との調整を推進。

【林地残材】

【国有林材搬出の様子】

【バイオマス発電所】

【現地調査状況】

管内図

協同組合
兵庫木材ｾﾝﾀｰ

ミツウロコ岩国発電所

中国電力(株)
新小野田発電所（石炭火力）
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【森林・林業に関する指標】

・人工林のヒノキ・カラマツ割合【61％】
（全国平均は35％）

・素材生産量

 

【92万m3

 

】（H24）
・ニホンジカ農業被害【3億円】（H23）

森林被害【620ha】（H23）
・ニホンジカ捕獲頭数※【2,576頭】（H24）
※国有林によるもの

中部森林管理局
１

 

森林・林業における動向

２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(2) バイオマス発電・製材工場の整備計画
平成23年から岐阜県でヒノキ等を利用する合板工場が稼働。また、富山県、

 
長野県、岐阜県内で、いずれも平成27年の稼働を目指した木質バイオマス発

 
電施設や製材工場の整備計画あり。

(1) 木材需要拡大の取組
・

 

80年・100年・120年生以上など高齢級の人工林ヒノキ材を「高

 

国

 

木曽
ひのき」の名称で販売するなどブランド化を推進

・

 

治山事業において、国産材（ヒノキ）を用いた型枠合板の実証試験を実施

・

 

国有林材の安定供給システム販売を通じ、まとまった量のカラマツ小径木
を安定供給すること等により、杭丸太などの土木・造園利用拡大に貢献

・

 

軟弱地盤の改良材としてのカラマツの利用を、県や関係団体と連携してPR

(2) 民国連携による木材供給体制の構築
長野県木曽谷流域全体を対象に、全町村、森林組合、木材市場、県、森林管理署との間で、

森林整備推進協定を締結（約14万haで日本最大）。随時、共同施業団地等を設定しながら地
域の素材生産能力を上げ、生産量を現状の年間6万m3から10万m3へ拡大することを目標とし、
大規模な木材需要にも対応。

(3) ニホンジカ被害対策等の取組
被害の深刻な南アルプス等５地域において、地元自治体等で構成される

協議会や環境省等と連携し、捕獲や高山帯を中心とした防護柵の設置等を実施。
また、高山植物保護対策協議会の事務局を務め、パトロール等を実施。

木質バイオマス発電計画
大型製材工場計画

(3) 深刻化するニホンジカ被害
高山植物などの希少植物の食害や樹木の皮剥による枯損等が深刻化。

【職員によるくくり罠の

 
設置】

100年生以上を表記した材

(1) 管内の森林資源等の特徴
・

 

人工林はヒノキ、カラマツを中心として資源が充実（高齢級林も比較的多い）
・

 

大消費地である首都圏、中京圏へのアクセスの良さ

【食害による土壌流出】

【カラマツ小径木の供給】

管内図

【高国木曽ひのき】
森の合板協同組合

（既設）
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関東森林管理局
１

 

森林・林業における動向
(1) 森林除染の動き
・

 

汚染状況重点調査地域において、市町村と連携し、生活圏周辺の森林の除染を実施。
（H24(実績)：８市町村、H25(予定)：12市町村）

・

 

除染に伴う除去土壌等の仮置場の敷地として、国有林を積極的に提供（現在、11市町村47haで仮置場

を提供中）。

(2) 国産材加工工場の動向
・

 

管内で木材加工工場やバイオマス発電施設の稼働が進んでおり、茨城県鹿嶋市では、本年４月、大断
面構造用集成材工場が稼働開始、同工場にラミナを供給している宮の郷木材事業協同組合（茨城県）は
本年５月から丸太消費量を大幅に引き上げ。

・

 

木質バイオマス発電でも、稼働中のグリーン発電会津等のほか複数の計画あり。

(3) ニホンジカによる食害の拡大
・

 

管内の広い範囲でニホンジカによる食害が拡大。尾瀬地域では、湿原植生と
して重要なニッコウキスゲに被害が発生し生物多様性への影響が懸念。また、
富士山山麓では、ヒノキ等人工林の樹皮剥皮等の被害が増加。

・

 

尾瀬地域では、福島県及び群馬県において協議会が発足し、個体数管理等の
被害対策を実施。

２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 国有林材の安定供給
安定供給システム販売を通じて、主に製材用、製紙原料用として供給しており

平成25年度は約10万㎥の国有林材を安定的に供給。この中で、宮の郷木材事業協
同組合に６千㎥供給するほか、木質バイオマス発電施設向けとして、グリーン発
電会津等に23千㎥。

(2) ニホンジカ被害対策
・

 

富士山山麓（静岡県側）では、国有林と隣接した牧草地のシカ食害に対応するため、富士宮市の農林
部局と連携しつつ、「富士宮市鳥獣被害防止対策協議会」を発足し地域で被害対策に取り組む。また、
今年７月に(独)森林総合研究所と「ニホンジカ被害対策にかかる協定」を締結し、個体数管理の手法の
共同開発、富士山山麓での誘引による高効率な捕獲（シャープシューティング）を実施。

・

 

尾瀬地域では、各地域の協議会や環境省と連携する中でシカ対策を実施しており、平成25年度は試験
的にシカ柵を設置し耐雪性の実証試験を実施。

ニホンジカ被害対策
（尾瀬地域）

【宮の郷木材事業協同組合
（茨城県常陸大宮市）】

【ニホンジカに踏み荒らされた

 
尾瀬の湿原】

システム販売
（

 

(株

 

)グリーン発電会津）

システム販売
（宮の郷木材
事業協同組合

【安定供給システム販売の実績】
・H22年度【5.5万㎥】
・H23年度【6.1万㎥】
・H24年度【9.8万㎥】

【管内の野生鳥獣被害面積】
※データは、局事業統計書による。

・H22年度【831ha】
・H23年度【647ha】

ニホンジカ被害対策
（富士山山麓）

管内図
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東北森林管理局
１

 

森林・林業における動向

２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1) 震災後のまちづくりの一環として海岸防災林の再生
が急務
・

 

平成25年度中に被災延長140kmのうち100kmに着手予定
・

 

災害廃棄物由来の再生資材の活用
・

 

希少種への配慮等生物多様性保全対策
・

 

民間団体との協定締結による植樹

 

等を展開

(2) 震災からの本格復興等に向けた木材需要の高まりのきざし
・

 

宮城、岩手を中心とした旺盛な住宅需要
・

 

復興住宅や自治体庁舎の建築着手、木質バイオマス発電等
施設や製材工場の新設、誘致の動き

⇒

 

復興用等の地域材需要拡大に向け、国有林の総力を挙げ
て貢献

(1) 国有林材の安定供給を通じて国産材利用の拡大に貢献
国産材の安定供給のため、国有林材のシステム販売協定の締結

に向けた取組を組織を挙げて積極展開
→

 

輸出（フローリング製品）に取り組む事業者と締結
→

 

従前国産材利用が低位にあったハウスメーカーから相談あり

(2) バイオマス利用の拡大に向けて供給体制を確立
木質バイオマスの利用拡大に向けた取組に本格着手
→

 

木質バイオマス発電施設への原料供給を開始
→

 

民有林関係者とバイオマスの供給体制について協議
→

 

原料用材として、丸太や立木の供給を予定

(3) フォレスターを活用し供給体制強化に向けて民有林と連携
国産材の供給体制の強化にも資するべく、効率的な木材生産に向けた民有林との共同施

業団地の設定等、民有林と国有林のフォレスターがチームを組んで活動するための情報交
換、役割調整等の場として、「秋田県フォレスター協議会」を発足（７月）

【仙台市荒浜地区国有林】

【住田町庁舎建築予定図（木造、

 
地上２階）】

【国有林材の販売（合板用材）】

【バイオマス発電の原料となる木材

 
チップ】

【東北の森林・林業に関する指標】

・海岸防災林復旧工事への着手
（平成25年度中見込み）
【被災延長約140kmのうち約100km】

・新設住宅着工数の対前年同期間比
（平成25年1～5月）

【東北121%、全国107%】
・国有林材のシステム販売予定量

【33万㎥（H24）→37万㎥（H25）】

藤島木材工業(株)

(株)ウッティかわい

仙台湾沿岸
(海岸防災林)

管内図
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○道産材需要拡大に向けた様々な動き

 トドマツ精油の化学特性を活かして消臭剤・加

湿器の商品化
アカエゾマツ人工林材の楽器材への利用検討
 シラカバ材のフローリング用途開発

カラマツ間伐材等をトラス、集成材加工した畜舎

 
建築等

○エゾシカ連携捕獲実績（24年度）

 市町村等と連携し6,813頭の捕獲に貢献

１

 

森林・林業における動向

(1) 豊かで広大な森林の適切な管理
・

 

カラマツ、トドマツ主体の人工林からの伐採量が増大。
・

 

平坦な地形を更に生かす路網整備や気象条件への対応など、
低コスト生産技術の定着が課題。

・

 

深刻化しているエゾシカ被害に関係機関が連携して対応。

(2) 道産材の利用拡大に向けた様々な取組の進展
・

 

市町村地域材利用推進方針の策定等、木材利用の拡大を推進。
・

 

カラマツ材は用途開発が進展し、安定供給に向けた資源管理が重要。トドマツ材は資源の
成熟に合わせて構造材、集成材、合板等の用途開発が課題。精油等を利用した消臭剤など、
道産材の新規用途の開発にも様々な動き。

・

 

木質バイオマスエネルギー発電施設整備構想が進展中。

北海道森林管理局

２

 

攻めの農林水産業の展開に関する取組事項

(1)

 

道産材を生かす需要拡大・安定供給の推進
・

 

安定供給システム販売を拡充し、工場直送方式によるコスト
削減など木材流通の改善、畜舎敷料や長芋運搬用保護材（オガ
粉）等の供給を図るとともに、地域の関係者との情報交換を強
化し、広範にわたる需要拡大を促進。

・

 

木質バイオマス発電について、構想段階から事業者と意見交
換し、国有林資源を活用した対応を検討。

・

 

全署等におけるコンテナ苗導入や意欲・関心の高い職員をコア
メンバーとして選抜し路網作設技術の向上など、伐採・搬出・
造林の低コスト化を体系的に推進・民有林へ普及。

(2)

 

関係機関と連携した民有林材の安定供給体制の整備等
・

 

市町村森林整備計画実行管理推進チームを通じ、木材流通・地
域材利用に関する情報共有や森林共同施業団地の設定等による民
有林の集約化を支援。

・

 

北海道庁とも道産材の利用拡大や森林施業の低コスト化、エゾ
シカ被害対策など多面にわたり連携。

【フェラーバンチャによる伐倒作

 
業】

【H協同組合の自動選別機】

工場土場へ直送し選木・仕分け・

 
計測を実施

【木質バイオマス資源生産功程調査】
末木枝条等の搬出工程とコストを調

 
査

● 主な大型国産材製材工場
（年間原木消費量５万m3以上）

管内図
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