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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】
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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
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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
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