
１ 地 方 農 政 局 等



東北農政局

２ 「攻めの農林水産業の展開」等の推進に向けた管内の取組・農政局の方針
○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の作付面積拡大に向けた取組状況・

今後の方針
各県における平成28年産の取組方針の策定に先立ち、農政局幹部が管内全県の県庁及び農業団体を訪問し、需要

に応じた推進目標の策定を働きかけた。２月以降は、東北における重点県として福島県、山形県を設定し、平成28年
産の取組の進捗状況を把握しながら、本省キャラバンと併せて局独自(局･支局)にキャラバン等を実施。今後は30年
産以降に向けた体制整備について早期に検討が進められるよう推進を図る。

１ TPP対策等を活用した新たな国際環境に対応した先進的な事例・動き
○ 輸出拡大に向けた板柳町産業振興公社(青森県板柳町)、秋田酒輸出促進協議会の取組

・板柳町産業振興公社は、りんごや同加工品の海外での販路拡大に向け、海外へのイベント出展や町職員の派遣等に積
極的に取り組み、平成17年には香港の高級スーパーにアンテナショップを開設。この海外店舗を足がかりに台湾、上
海、シンガポール等の高級スーパー、百貨店との通年取引を実現（平成27年度輸出額：約4,500万円）。

・秋田酒輸出促進協議会(ASPEC)に加盟する５つの蔵は、平成20年から｢ASPEC｣の統一的な名称の下に、アメリカの高級レスト
ランや酒販店向けの輸出市場と連携して日本酒の販路を開拓（平成26年度輸出額：約4,300万円）。

３ 現場と共に解決する業務の取組事例
○ 推進地区の設定による地域の重点的支援（秋田支局）

秋田支局は、稲作依存からの脱却等の課題解決に向けモデル的に活動を行う推進地区を設定。大館市においては、
関係機関と連携して施策活用等の検討を行い、園芸メガ団地(枝豆)に関連した上記産地パワーアップ事業(※)の実施
に結びつき、企業との販路拡大等協定も締結。
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【東北管内の状況】

○戦略作物（飼料用米等）の作付面積の推移

○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%）

○六次産業化法認定件数の推移（H28年3月末現在）

H23：77→ H24：181 → H26：312 → H27:335

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：1,025 → H24：1,314 → H26：1,419
○企業参入数の推移（各年12月末）

H22：52→H24：120→H26：183→H27：208 
○多面的機能支払(農地維持支払)のｶﾊﾞｰ率
H25：34％→H26：46％→H27：51％(見込み)

（単位：ha）

H25（実績） H26（実績） H27(実績)

飼料用米 7,783 11,020 26,674

大豆（田作） 29,500 29,400 32,100
出典：飼料用米の作付面積は「新規需要米の取組計画の認定状況」（農林水産省

HP）による。大豆の作付面積は大臣官房統計部「作物統計」による。

○ 産地パワーアップ事業を活用した高収益作物への転換
(有)アグリ川田(秋田県大館市)は、稲作依存の高い地域にあって園芸メガ団地(枝豆)の一翼を担っており、水稲・大

豆から高収益の枝豆への転換に取り組み、枝豆の精選別機等の導入(※)による作業効率化を図って一層の転換を促進。
【枝豆 H27→H30(目標)】作付面積20ha→70ha、販売額約4,000万円→1億6,000万円

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針
福島県南会津町南郷地区は、｢南郷トマト｣を核として、メンター制度による栽培技術習得支援やスキー場での冬場

の仕事の確保等によるＩＪターンの担い手確保、地域団体商標取得等の地域活性化に取り組む。今後、支局・県等が
連携し、各種補助事業による支援に加え、知名度向上、加工品等の６次産業化・販売力強化の取組を支援。

４ 農畜産物の最新の生産動向、その他特筆事例
○ 被災地で大幅に増加する農業法人経営

宮城県では、震災後の復興事業を契機に地域の担い手として期待される農業法人が大幅に増加（H22：347→
H27：532(53.3％増)）。今後、経営の多角的展開、付加価値向上等法人経営の持続的発展の支援が重要。

○ 避難指示区域の営農再開支援の取組（地方参事官（震災復興担当）室）
地方参事官(いわき市駐在)は、｢福島県相双復興官民合同チーム｣の営農再開グループとして、福島県と連携して市

町村への定期訪問や意向調査等の支援を積極的に行い、南相馬市の農林水産業再興プランの策定等に貢献。今後、営
農再開の可能性のある地域の担い手への支援を県と連携して推進。

１



機密性○情報 ○○限り
地方参事官等の活動状況（東北農政局）

「現場に農政を伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

・本省、農政局本局との連携・協力のもと、管内の県別説明会を開催。
・38市町村・団体からの説明要請に対応。（5月末現在、※政策大綱決定前を含む）
・山形県が設置した農林水産分野TPP対策検討チームにオブザーバーとして参加し、県が実
施した県内4ブロック説明会に参加。（山形支局）
・引き続き、様々な機会を活用し、現場の不安の解消に向けてきめ細かく丁寧な説明を実施。

TPP関連都道府県別説明会等への対応

＜県との連携＞
・市町村やＪＡからの相談に対応するため、振興事務
所等、県の出先事務所との連携を強化。

＜市町村等との連携＞
・地域の課題解決に向け、県内4市町を推進地区に設
定。（秋田支局）

＜他省との連携＞
・経産局及び国税局と連携して、各県酒造組合に対し、
日本酒の輸出促進支援施策の説明を実施。

県、県中央会、その他機関等との連携

＜情報提供＞
・県、市町村等に対して、延べ2,287回訪問し、28年度予算等につい
て情報提供。（1自治体当たり約4.6回、5月末時点）

＜相談対応＞
・生産者等からの1,692件の相談に対応。対応記録を農政局本局等と
共有。（5月末時点） うち、地方参事官ホットラインへの問合せ30件
（2月16日以降）

＜地方参事官に対する期待＞
・農政全般を扱う県担当が配置されたことで、特に市町村やＪＡから、
事業等の具体的な相談先として、また、生産者や一般の方からの問
合せ先として期待されている。

現場への情報提供、現場からの相談対応

＜農政局本局における活動支援＞
・地方参事官への迅速な情報提供等を行う体制を企画調整室に整備（地方参事官支援チーム）。
・農政新時代キャラバンにおいて、地方参事官が対応が困難な場合の支援体制を本局内に整備（水田・畑作、園芸、畜産）。
・職員（支局職員含む）の能力向上のための勉強会等（年間12回、DVD配付）。現場活動の際の営業ツール等を作成（情報紙、毎月発行）。
・地方参事官が訪問活動等において汲み上げた主な現場の声について、毎週の局議で情報共有。

現場で意見交換する地方参事官（右）
（青森支局）
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話合い前

簡易ほ場整備エリア12ha
うち区画拡大3ha

○畦畔除去

話合い後

２ 「攻めの農林水産業の展開」等の推進に向けた管内の取組・農政局の方針

関東農政局

○ 輸出拡大に向けた果樹産地の取組
・「全国ブドウ産地協議会(全国の26自治体、ＪＡで構成）」では、産地間で連携した海外プロモー
ションを図るため、27年度はマレーシアでのマーケティング調査、テスト販売に取り組み。
・山梨県内の２ＪＡでは、農畜産物輸出拡大施設整備事業（27年度補正予算）等を活用して、アジア
圏へのモモ、ブドウ等の輸出拡大を行うための保冷施設などを整備。

４ 農畜産物の最新の生産状況、その他特筆事項

１ TPP対策等を活用した新たな国際環境に対応した先進的な事例・動き

【関東管内の状況】

○飼料用米の作付面積の推移（管内計）

（注）1.飼料用米の作付面積は「新規需要米の取組計画の認定状況」
（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（各年度３月末時点）

H23：84→H24：189→H26：337→H27：363

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：1,917→H24：2,235→H26：2,571

○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
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○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の作付面積拡大に向けた
取組状況・今後の方針
茨城県、千葉県、埼玉県及び長野県を飼料用米作付重点推進県と位置づけ、本局及び支局が該当県

の農政主管部長へ働きかけ。特に、茨城県及び千葉県については、県協議会主催のキャラバン・推進
会議等に参加し、さらなる取組拡大を推進。

○ 地域の課題解決に向け地方参事官が積極的に関与
・地方自治体や団体に加え、新規就農者を含めた農業者等を個別に訪問し意見交換を実施。長野支局で
は、６次産業化事業体へのフォローアップとして、農業者等の事業実施者を訪問する等、信頼関係の構
築に尽力。
・群馬支局では、地元の報道機関10社とともに「すき焼き」をテーマとして生産現場を訪問するツアー
を実施。

・昨年の関東・東北豪雨（台風第18号等による大雨）による茨城及び栃木の基盤施設の災害復旧は、
予定通り田植前にほぼ完了し、被災農家も順調に営農再開。
・稲は田植後の活着も良好であり、平年より３日程度生育が早い。
・利根川水系８ダムの貯水量は平年比53%（６月９日現在）。当面は十分な降雨も見込めないため、
農業用水・上工水の取水制限を含めた対策を検討。

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた取組状況・今後の方針
本局の関係課・支局が、農業委員会・土地改良区・機構等の地域組織とともに

集落に入り、人・農地プラン及び農業農村整備事業との連携により農地中間管理
事業の推進を図る現地検討会を開催。
群馬県明和町矢島地区では、多面的機能支払の活動組織が主体となり話し合い

が持たれ、機運が高まっていたところ、検討会の開催を一つの契機として、担い
手への集積が決定するとともに、機構を事業主体とする簡易ほ場整備（畦畔除
去）の実施へと展開。

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例
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地方参事官等の活動状況（関東農政局）

「現場に農政を伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

・本省、農政局本局との連携・協力のもと、管内の都道府県別説明会を開催。（1/18
～2/5）
・都県説明会とは別途34市町村・団体からの説明要請に支局で対応。（5月末現在、
※政策大綱決定前を含む）
・管内各地で開催される地域農業再生協議会総会等において、説明を実施。

TPP関連都道府県別説明会等への対応

＜県との連携＞

・県主催の地域鳥獣害対策会議等への参加要請を受
け、情報共有等の対応。
＜県・中央会との連携＞

・飼料用米の推進・拡大を図るため、茨城支局、千葉
支局では、県、中央会等と連携し、生産者への制度説
明の個別訪問を行った。
＜その他機関等との連携＞
・群馬支局では、昨年12月、報道関係者とともに「すき
焼き自給率100%」をテーマとした現地調査を実施。

・各支局の独自の取組として、地方参事官室から広報
誌やメールで情報提供。

県、県中央会、その他機関等との連携

＜情報提供＞
・県、市町村等に対して、延べ3,039回訪問。マニュアルに基づ

き、関係団体への挨拶を兼ねた重要課題を聴取。（１自治体当
たり約3.9回、５月末時点）
＜相談対応＞
・生産者等からの818件の相談に対応。対応記録を農政局本局

等と共有。（５月末時点） うち、地方参事官ホットラインへの問
合せ 37件（2月16日以降）
＜地方参事官に対する期待＞

・農業者の相談に対し、複数県の参事官室が連携して対応する
など、国ならではの対応を推進中。

現場への情報提供、現場からの相談対応

＜農政局本局における活動支援＞
・月に１回、局議開催時に、「現場での課題、取組状況等」として、局内内部との情報共有を実施。
・企画調整室に各県担当を設置。補助事業採択状況等、行政情報を共有するための掲示板を設置。
・地方参事官室スタッフからの要請を受け、勉強会（５月、10月～２月）及び各支局において決めたテーマによる現地勉強会（６
月～８月）を実施。
・統計データに加え、行政情報などを取り込み、可視的に分析できるＧＩＳの活用方法の研修会を独自に実施。

＜活動における取組と課題＞
・相談対応に必要な情報・知識不足
・本局、支局間の情報共有の強化

埼玉支局
広報誌



【北陸管内の状況】

○飼料用米の作付面積の推移（管内計）

（注）1.飼料用米の作付面積は「新規需要米の取組計画の認定状況」

（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（各年度3月末時点）

H23：30 → H24：59 → H26：101 → H27：107

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

○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

○ 輸出拡大に向けたＪＡ小松市の取組(石川県小松市）
トマト産地であるＪＡ小松市は、27年度に石川県産業創出支援機構の支援を受け、地元

加工品の輸出に向けた海外市場調査を実施。好評であった「トマトカレー」等を28年５月
からロンドンで販売開始。今後、(株)コマツの協力も得て輸出拡大に取り組む。

○ 農業農村整備事業を契機とした地域農業の新たな展開（福井県坂井市）
国営九頭竜川下流地区で整備されたパイプラインが本年４月に全面通水。冷涼な水質を

保ったまま、ほ場への水供給が可能となり、夜間かんがいによるコメの品質向上、水管理
作業の効率化による稲作経営の大規模化、地下かんがいの導入による園芸作物等高収益作
物への転換など新たな営農が展開。また、国営事業所が中心となり、『酒米「九頭竜」復
活プロジェクト』を立ち上げ、これを機に地元ブランドの日本酒生産も開始。

北陸農政局

○ 「ルビーロマン（ぶどう）」に続く日本なしの新品種の開発（石川県）
石川県は、酸味が少なく甘みが強い良食味の独自品種として、16年の歳月をかけ、日本

なしの新品種を育成。28年３月に「加賀しずく」と命名し、30年度の本格出荷に向けて、
優良種苗の安定供給に取り組む。

２ 「攻めの農林水産業の展開」等の推進に向けた管内の取組・農政局の方針
○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の作付面積拡大に向けた取組状況・
今後の方針
・過剰作付の実態を踏まえ、新潟支局では、新潟市近郊の小規模兼業農家に対し、需要に応じた米生産

の必要性の説明等のため、生産者懇談会や県普及センターからの働きかけを依頼するとともに、個別に

電話等による働きかけを実施。

・農政局では、飼料用米の生産・利用拡大のため、石川県洋菓子協会へ飼料用米を給餌した卵の売り込

みを行い、今後、飼料用米生産農家と畜産農家、畜産農家と洋菓子店とのマッチングを促進。

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた取組状況・今後の方針
27年度の北陸地域の政策目標に対する達成率は95.9%。28年度は、集積実績が低調な市町村や農業法人

等に直接出向くほか、土地基盤整備事業との連携強化のため、土地改良区にも出向く予定。

４ 農畜産物の最新の生産状況、その他特筆事項

１ TPP対策等を活用した新たな国際環境に対応した先進的な事例・動き

○ 新潟の「米」販売戦略の構築に向けた取組（新潟支局）
支局地方参事官室が県、農業者団体、関係機関に呼びかけ、生産者の生の声を汲み上げるため、生

産地域別に、担い手を対象とした「生産者販売戦略懇談会」を開催(27年度:８回)。また、米の販売・

輸出の情報交換、取組事例の共有等を行う「米輸出・販売戦略懇談会」を27年12月に開催。

今後、生産・実需の両面から、需要に応じた米生産の実現に向けた取組を進める。

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例

石川県
小松市

新潟支局

福井県
坂井市
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【高収益作物の導入等
新たな営農が展開】

【輸出を始めたトマトカレー】

【加賀しずく】
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機密性２情報 局内限り
地方参事官等の活動状況（北陸農政局）

「現場に農政を伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

・本省、農政局本局との連携・協力のもと、管内４県（新潟、富山、石川、福井）で都道府県
別説明会を開催。
・県・市町村・団体からの56件の説明要請に対応。（５月末現在）
・「農政新時代キャラバン」は、２月18日までに管内全ての県、市町村、JAへ個別訪問を実
施したほか、地域農業再生協議会を始め農業生産法人等に積極的に出向く。
・引き続き、様々な機会を活用し、きめ細かく丁寧な説明を実施。

TPP関連都道府県別説明会等への対応

農家レストラン経営者と意見交換する
地方参事官（右手前）

＜農政推進懇談会の開催＞（富山、石川、福井支局）

・本年度も県、市町村、ＪＡ等を招集し、意見交換の実
施を企画。福井支局は、７月５日実施予定。
＜新潟の「米」販売戦略に向けた取組＞（新潟支局）

・需要に応じた新潟の「米」生産を実施していくため、
「米生産者の販売戦略懇談会」、「米輸出・販売戦略
懇談会」を開催し、県、県中央会、農業生産法人等生
産者、JETRO等と意見交換を実施。

・小規模農家に電話等で経営状況等を確認し、米政
策推進に向けた意見交換の場への参加を働きかけ。

県、県中央会、その他機関等との連携

＜情報提供＞
・自治体を含む関係機関等に対し、延べ1,400回訪問し、28年
予算概算要求等について情報提供。（１自治体当たり約５回、５
月末時点）
＜相談対応＞
・生産者等からの960件の相談に対応。対応記録を農政局本局

等と共有。（５月末時点） うち、地方参事官ホットラインへの問
合せは24件。（２月16日以降）
＜地方参事官に対する期待＞

・自治体から制度や補助事業に関する照会への迅速な対応に
謝意が述べられるなど、今後も地域に密着した気軽に相談でき
る国の機関としての役割に期待。

現場への情報提供、現場からの相談対応

＜農政局本局における活動支援＞
・情報共有掲示板を設置。各部から地方参事官への有用な情報提供を行うツールとして活用。
・地方参事官会議を開催（10月、12月、２月、３月、５月）し、現場課題に対する取組状況等の報告・共有、意見交換を実施。
・地方参事官のニーズを踏まえつつ、政策課題別に研修を継続的に実施。

＜活動における課題＞
・相談対応に必要な情報・知識の不足
・本局、支局間の情報共有の強化

６



○ スマホ用アプリ（Android版）「東海まるごと！特産品ナビ」の公開

東海農政局では、地産地消を推進するため、管内市町村の協力の下、東海３県の市町
村おすすめの特産品を取りまとめたスマホ用アプリ（Android版）「東海まるごと！
特産品ナビ」を開発し、平成28年３月に公開。

東海農政局

○ 日本産花きの輸出拡大に向けた取組

愛知豊明花き地方卸売市場は、日本産花きの宣伝・広報、花き輸出環境の調査、輸出に必要な物流
技術の開発・実証等の取組を実施している。更に平成28年２月に中部国際空港を日本産花きの輸出
拠点にすることを目的に、愛知豊明花き地方卸売市場、中部国際空港㈱、ＪＡ経済連、JETRO等が
連携し、「日本花き輸出拠点構築プロジェクト推進協議会」を設立。

○ 名古屋コーチンの生産供給体制の強化に向けた取組

名古屋コーチン協議会（愛知県、（一社）名古屋コーチン協会、食鳥処理業者、民間孵化場、生産
者等から構成）では、市場ニーズに応えられる生産量を確保するため、畜産クラスター事業を活用
し、新たな飼養管理技術の実証、生産・流通における課題の調査分析等を行い、生産振興計画を策
定し、収益力の向上、生産供給体制の強化を目指す。

○ 飼料用米の作付面積拡大に向けた取組状況・今後の方針

管内では、昨年度、飼料用米面積が約２倍に拡大。各県では、本年度以降、知事特認品種の活用
等により地域に適した多収品種の導入等を進め、その定着を図る計画。

○ 中部地域におけるインバウンド拡大に向けた動き

中部地域では広域観光ルート（昇龍道プロジェクト）によるインバウンドに取り組まれており、
３月１７日には中部経済連合会の主催で国の出先機関の局長をパネリストにシンポジウムが開催さ
れ、農林漁業と観光との連携した農林水産省のインバウンドへの取り組みについても高い関心。

１ TPP対策等を活用した新たな国際環境に対応した先進的な事例・動き

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例

【東海管内の状況】

○戦略作物の作付面積の推移（管内計）

（注）作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。

○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%）

○六次産業化法認定件数（各年度３月末現在）

H23：65→H24：126→H26：178→H27：186

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

○企業参入数の推移（各年12月末）

H22：33→H24：109→H26：159→H27：192 

【アプリトップ画面】

２ 「攻めの農林水産業の展開」等の推進に向けた管内の取組・農政局の方針

４ 農畜産物の最新の生産状況、その他特筆事項

〇 「きぬあかり」への品種転換が前進

愛知県では、収量性の高い小麦品種「きぬあかり」(愛知県育成、平成23年登録)への品種転換が進
み、28年産の作付面積は４千haを超え、平成30年産の作付面積は５千haの見込み。 ７



機密性○情報 ○○限り
地方参事官等の活動状況（東海農政局）

「現場に農政を伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

・本省、農政局本局との連携・協力のもと、管内の県別説明会を開催（愛知県は１月８
日東海ブロック説明会と同時開催、三重県１月28日、岐阜県2月4日）。
・43市町村・団体からの説明要請に対応（5月末現在）。引き続き、市町村・団体から
の要請に応じ対応。
・三重県が設置した三重県農林水産部農業分野TPP連絡調整会議に参加し、定期的
な意見交換を実施。引き続き、様々な機会を活用し、きめ細かく丁寧な説明を実施。

TPP関連都道府県別説明会等への対応

6次事業者と意見交換する岐阜支局長

＜県との連携＞

・現場の相談等に県、その他の機関との連絡体制を
整備し、連携して対応。
＜ＪＡ三重グループとの連携＞

・ＪＡ三重グループが設置するＪＡ事業サポートセン
ターと定期的な打合せを行い、情報共有や情報交換
等、積極的に運営・推進に協力。
＜環境省、林野庁、県との連携＞

・愛知支局では、鳥獣被害について、環境省、林野
庁、県事務所と連携して、中山間地域の市町村、ＪＡ、
森林組合との定期的な意見交換の場を設置し、第１
回を１月に開催。

県、県中央会、その他機関等との連携

＜情報提供＞
・県、市町村等に対して、延べ1,411回訪問し、28年予算概算要求
等について情報提供。（１自治体当たり約６回、５月末時点）
＜相談対応＞
・生産者等から334件の相談に対応。対応記録を農政局本局等と

共有。（５月末現在）うち、地方参事官ホットラインへの問い合わせ
10件（２月16日以降）。

・当局独自にホットラインＰＲ用ビラを作成し、市町村・団体を通じ
て農業関係者等に配布等のＰＲを実施。
＜地方参事官に対する期待＞

・県内の地域ごとの担当を決め日常的に巡回する等し、身近な相
談役として期待されている。

現場への情報提供、現場からの相談対応

＜農政局本局における活動支援＞
・地方参事官室間の情報を迅速に共有するため現場での質疑応答や対応記録を掲載する掲示板を設置。
・局長と地方参事官（岐阜、愛知、三重）との意見交換を定期的に実施。
・月に1回、管内地方参事官連絡会議を開催し、現場での課題、取組状況等の報告・共有、意見交換を実施。
・年4回、地方参事官室職員研修を実施予定（6月、９月、11月、１月予定）。
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近畿農政局

２ 「攻めの農林水産業の展開」等の推進に向けた管内の取組・農政局の方針

○ 牛肉輸出拡大に向けた府県の取組
①滋賀県は「近江牛」をタイで知事がトップセールス。②兵庫県は「神戸ビーフ」

「但馬牛」を地理的表示に登録。欧米等に直接輸出するため、姫路市食肉センターを
HACCP対応に整備中。③京都府は「Kyoto Beef 雅」を「ALL関西フェスティバルinシン
ガポール」に出品。京都市中央卸売市場第二市場をHACCP対応に整備中。

○ 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の作付面積拡大に向けた取組状況・
今後の方針
兵庫県は、飼料用米で育てた鶏卵・鶏肉を「ひょうごの穂々笑実」と名付け、ブランド化を推進。京

都府生活協同組合は飼料用米で育てた鶏卵「さくらこめたまご」の販売を推進。京都府は、飼料用米保
管施設の整備を支援。また、兵庫県は「ゆめちから」等のパン用小麦品種の生産拡大、製粉・製パン業
者との連携による商品開発・ブランド化を推進。他方、滋賀県等で業務用米の複数年契約の取組が始
まっており、近畿農政局もマッチング等を支援。

１ TPP対策等を活用した新たな国際環境に対応した先進的な事例・動き

【「ALL関西ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙinｼﾝｶﾞﾎﾟー ﾙ」に
Kyoto Beef 雅の牛肉弁当等を出品】○ 滋賀県等における畜産クラスター事業等の活用に向けた取組

滋賀県竜王町では、近江牛の生産拡大、品質向上を図り、国内外への販路拡大、畜産経営の収益力向
上を目指し、畜産クラスター事業を活用した牛舎整備等を推進。また、奈良県五條市では、柿の品質向
上と輸出拡大を目指し、産地パワーアップ事業を活用した柿の共同選果場の機能向上を推進。
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【近畿管内の状況】

○戦略作物の作付面積の推移（管内計）

（注）1.飼料用米の作付面積は「新規需要米の取組計画の認定状況」
（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：61.9千ha(集積率：27.2%)

○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）

H23：154→H24：232→H26：357→H27：363

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

○企業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：36→H24：128→H26：214→H27：270

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針
和歌山県みなべ・田辺地域では、傾斜地に薪炭林を残しつつ、梅を栽培し、ミツバ

チで受粉させる「梅システム」が世界農業遺産に認定。高品質の南高梅や備長炭の生
産販売の維持・拡大を図り、世界遺産「熊野古道」とも連携した国内外の観光客の呼
び込み等を一層推進。近畿農政局も農業用水施設整備等により支援。 みなべ・田辺地域の梅林

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例
○ 近畿の食と農インバウンド推進に向けた取組
近畿農政局では、インバウンド推進のために関係機関・団体等からなる協議会と有

識者等による企画委員会を設置。併せて、全支局に担当を配置し、訪日外国人のニー
ズ調査や先駆的取組の収集等を実施し、事例集を作成。企画委員会での議論を基に
インバウンドの推進方策をまとめた「近畿の食と農インバウンドの推進に向けて」を作成・公表。

田舎の食文化を体験

４ 農畜産物の最新の生産状況、その他特筆事項
水稲の生育は平年並み。野菜及び果樹は高温・多雨傾向により生育は早め。和歌山県で３月の降雹に

より、梅に損傷が発生。被害果のジュース等への利用に向けて農林水産省も支援。

みやび

ほ ほ え み
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地方参事官等の活動状況（近畿農政局）

「現場に農政を伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

・本省、農政局本局との連携・協力のもと、管内の都道府県別説明会を開催。
・19府県市町・団体からの説明要請延べ21回に対応（5月末日現在、※政策大綱決
定前を含む）
・滋賀県農業団体等TPP対策会議、京都府農林水産振興に係る関係団体長等会議
にオブザーバーとして出席し、定期的な意見交換に参加。

TPP関連都道府県別説明会等への対応

生産者と意見交換する兵庫支局長（右）

＜情報提供＞
・県、市町村等に対して、延べ1,771回訪問し、国が取り組んでいる
施策等について情報提供。（1自治体当たり約8.7回 5月末現在）
＜相談対応＞
・生産者等からの453件の相談に対応。対応記録を農政局本局等
と共有。うち、地方参事官ホットラインへの問合せ 48件 （5月末現
在）
＜地方参事官に対する期待＞
・地域の実情を直接国に伝えることができることは、有難く期待。
・都市農業振興基本法に基づく施策等の情報提供について期待。
・国内外のタイムリーな動き・情勢に関する情報提供等を期待。
・これまでの情報提供に加え、現場の課題解決への参画を期待。

現場への情報提供、現場からの相談対応

＜農政局本局における活動支援＞

・本局から毎週、業務予定と主要な動きをメールで支局に送付するとともに、局内に電子掲示板を設置し、情報を共有。
・毎月、本局幹部と支局長との意見交換会を開催し、現場での課題、取組状況等を共有。
・本局において、支局職員を対象とした研修を実施するとともに、本局職員を講師として支局に派遣。

＜県との連携＞

・滋賀支局では、県が設置した「滋賀県農業・農村活
性化サポートセンター」と連携して、地域農業の課題
を解決する取組を支援。
・京都支局では、府が結成した「京の農業応援隊」（生
産・経営支援）及び、「京都農人材育成センター」に参
画。地域の担い手等に対し、府と一体的に支援する
体制を構築。
＜金融機関との連携＞
・兵庫支局では、A‐FIVEのサブファンドである「みなと
キャピタル(株)」や「但馬銀行」との意見交換を実施。

県、県中央会、その他機関等との連携

＜活動における課題＞
・現場ニーズを的確に把握し、迅速に相談対
応するために必要な、詳細かつ専門的な情
報・知識の一層の蓄積
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