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資料１



１ 地方農政局等



東北農政局 

【東北管内の状況】 
 

○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：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（各年度３月末時点） 

  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 
 

○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  

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 

○ 畜産クラスター事業を活用した大規模肉用牛経営体の創出 
 「新あきた畜産クラスター協議会」はH27補正事業を活用し秋田牛の生産拡大を取組中。経
営規模の拡大と飼料用米・稲わらの利用拡大、堆肥の利用促進等、地域の畜産収益力の向上
を目指す。【（H28→H33目標）飼養規模：125頭→630頭、販売額：91百万円→477百万円】 

○ 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 

  平成30年産以降の米政策改革については、今まで市町村長との意見交換、局・支局による各県検討会議や地域の
意見交換会等への参画により説明。この秋が国からの生産数量目標の配分の最後年になることから、今後は、ブ
ロック段階での米政策改革の着実な実行に向けて意見交換会を実施。これを受け、地域段階においても意見交換を
実施し、地域段階における需要の的確な把握と、これを踏まえた適切な水準の米生産に向けた取組方針の検討を支
援。【地域段階の意見交換会等の開催（平成27年11月～平成28年7月末）回数：1,288回、出席者：21,782人】 

 
○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針 
  岩手県の遠野・住田ふるさと体験協議会（遠野市、住田町）は、県内外の学校と連携し農 
 家民泊・民宿による農業体験、宿泊に加え首都圏の大企業による研修・交流を実施。さらに 
 受入れ農家向け英語研修や市内案内版等の見直し、大型商談会への出展によりインバウンド 
 需要を取り込み新たな客層を獲得。その結果、外国人客が５割増えるなど地域経済へも波及 
 効果が拡大。局においても年度内に東北農家民宿・民泊シンポジウム（仮称）を開催予定。 

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 
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○ 輸出拡大に向けた福島県の取組 
 タイに焦点を当てて桃の輸出に取り組み、光センサー選果、放射性物質検査等による品質向上や安全性確保、
ジェトロとの連携によりバイヤー招聘、平成28年にはＣＡコンテナ利用の船便で輸送コスト低減を図るほか、内
堀知事による現地トップセールスもあって、対前年16倍の 20.9トン（H28）の輸出を実現。 
【H28輸出金額12百万円（対前年比1,100%）】 
 

○ 畜産クラスター協議会設立の促進により収益性向上を支援している取組（青森県拠点） 
 青森県の畜産クラスター協議会が３件と少ないことから、県域拠点が畜産振興に向け、農政新時代キャラバンや市
町村長等訪問等の機会を捉えて協議会設立の必要性を丁寧に説明。平成28年４月以降１件が新規設立、１件が設立準
備中であるほか、他地域でも協議会設立の機運が高まるなど、地域全体で畜産の収益性の向上を図る取組を支援。 

 

○ 台風１０号による岩手県被災概況調査の実施（岩手県拠点） 
 台風10号による８月30日の岩手県内の被害状況について、翌31日から９月２日まで岩手県内を計13班で調査。特
に、水田への土砂流入、牛乳・乳製品工場の被災等甚大な被害を受けた岩泉町には地方参事官（岩手県担当）が31日
午後に到着し、被害状況を詳細に確認して本局に報告。今後は、岩手県と連携して災害復旧等取組を支援。 

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例 

牛舎 

大型商談会への出展 

１ 



関東農政局

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

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、本局及び支局で該当県の農
政主幹部長への働きかけや県協議会主催のキャラバン・推進会議等を活用した推進を強化した結果、管内
において3,000㏊程度の取組拡大が見込まれる。29年産については、上記４県に対して早期の取組み開始
を要請済み。

○ 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
静岡市清水区蒲原地区では、急傾斜のみかん園を平坦化する基盤整備事業を行い、農地中間管理機構を

活用。ＪＡが土地改良区の事務局を兼務しており、担い手の農地利用状況を把握していたため、当事者間
では難しい農地集積の調整がスムーズに進んだ。

○ 輸出拡大に向けた企業の取組
ジャパンホートビジネス(株)は、平成25年９月にA-FIVE から出資を受け、植

木・盆栽の輸出に向けた取組を開始。約２年の隔離検疫を経て、27年11月からド
イツをはじめとするヨーロッパ等へ輸出。本年５月には、ドイツでバイヤー向け
にワークショップを開催。

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
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【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

○ 地方参事官室と地方自治体の連携によるオリーブ振興
近年、関東の各都県では、オリーブの栽培に取り組む事例が増えているが、神奈川県拠点が農業者から

受けた６次産業化の相談をきっかけとして、管内の農業者、市町村ともにオリーブの栽培・加工技術等に
関する情報不足に悩んでいるとの共通の課題を把握。このため、管内でのオリーブ栽培の機運拡大と産地
間の情報共有を図るため、９月13日に農業者や行政を主対象としたシンポジ
ウムの開催を決定。各県域拠点の地方参事官室がオリーブ生産者のいる市町
村を中心に参加を呼びかけ、300人以上が参加予定。

○ GISを活用した地域情報の整理・分析
地方参事官室による地域の農業情報分析、市町村への指導・助言に資する

ため、GISを使って農政局が保有する地域資源や行政情報、統計情報をマッ
ピングする仕組みを構築。統計部「地域の農業を見て・知って・活かすDB」
やRESASと併せ、地方参事官室職員に対する研修会等を開催中。

○ 産地パワーアップ事業を活用した産地競争力強化に向けた取組
長野県須高地区及び中野市では、産地パワーアップ事業を活用し、長期出荷用冷蔵庫等を導入。無核ブド

ウ（シャインマスカットやナガノパープル）の高品質化や栽培面積の拡大による、販売額の増加を目指す。

【年間日照時間とオリーブ栽培地】

【ワークショップの様子】
すこう
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【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(有)わくわく手作りファーム川北の取組(石川県川北町)
地元産の六条大麦を原料としたＧＡＢＡを多く含む高機能性地ビールを県内の大学と

連携して開発。昨年４月からシンガポールでの試験販売が好調で、昨秋より本格販売す
るとともに、北米にも本格進出する予定。また、国内では北陸新幹線の車内販売などで
売上が増加しており、昨年８月に醸造タンクを増設し、将来的には現在の５倍に当たる

300万本(27年は350mlの缶60万本出荷)の製造を目指す。

北陸農政局

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

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針
28年３月に石川県内の女性狩猟者有志が「狩女の会」を結成。ジビエ振興や革細工製作

等で地域貢献に取り組むほか、一般家庭への獣肉普及のため関係機関との連携を計画中。
農政局においては、トークイベント(28年８月)において、狩女の会代表より、会の活動

等を紹介。今後とも鳥獣交付金の活用等により、ジビエ利活用を支援。

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

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例
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【金沢百万石ビール】

「狩女の会」代表長田富士子氏
北陸農政局ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄで講演

白山麓ジビエカフェ膳

○ 「女性農業者懇談会」設置に向けた取組（新潟県拠点）
新潟県拠点では、女性農業者の発想・視点を活かした農林水産業の活性化を図るため、県内の女性

農業者から農業に対する考えや悩み等について、個別に意見交換を実施（８月までに15名実施）。
今後も意見交換を継続すると共に、女性農業者をつなぎ、課題等を広く議論できる場として年度

内に懇談会を設置する予定。女性農業者からは、多くの歓迎の声があがっているところ。

新潟県拠点

中部経産局
北陸支局

○ 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

管内各県では、30年産に向けた取組について、年度内に一定の方針を取りまとめる方向で検討を
開始。検討にあたっては、局主催による各県相互の意見交換等により、検討状況を情報共有。

特に、新潟県においては、新潟県拠点が、過剰作付の７割を占める新潟市近郊の１ha～３haの農
家個々に電話で制度等の説明や意見交換の参加の呼びかけを行い、関係機関等と連携
し意見交換を実施。今後も政策金融公庫、土地改良区も加え継続的に実施する予定。

○ 輸出拡大に向けた中部経済産業局北陸支局(富山市)との連携
中小企業の事業活動支援にノウハウを持つ中部経済産業局と６次産業化等による農林漁業者育成

にノウハウを持つ北陸農政局が連携し、お互いの支援施策や課題に係る情報交換等を通じて具体的
な支援のあり方を検討。施策情報を共有し、それらを組み合わせた事業者への実効的な海外展開支

援の可能性を探る。

３



３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例

○ 三重県の農福連携の取組

三重県は、障がい者の職場適応を支援する人材の育成、障がい者の技術習得支援、福祉事業所向
けのマニュアルの整備など積極的に障害者の就農を推進。27年度末で37福祉事業所が農業参入し、
約500名の就農。その成果を全国に発信するため「農福連携サミット」を本年11月に開催予定。
こうした中、農業外から参入して中山間地域において耕作されていない農地を活用して水耕栽培

を拡大しているアグリー（株）（三重県名張市）など地域農業の担い手確保につながる成果も。

東海農政局

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

○ 海外渡航者向けに日本の優れた農水畜産品を販売する取組

個人用のお土産を簡易な手続きで持ち出し出来るよう、中部国際
空港（株）では、他空港に先駆けて国際線出発制限エリアに特設カ
ウンターを設け、担当社員を配置し、5月20日から「松阪牛」をシ
ンガポールへの出国者を対象に販売を開始。8月9日から「クラウン
メロン」、9月1日から「シャインマスカット」をシンガポール、香
港、マレーシア、ＥＵ、韓国等への出国者向けに追加。

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

○ 地域の課題解決に向けた市町村長との意見交換を実施

８月より、局長、次長及び地方参事官が管内の市町村長を個別訪
問（40市町村を目途）し、ＴＰＰ、米政策等の主要な政策や各市町
村の抱える課題について意見交換し、課題の解決に向けて担当地方
参事官を含め、農政局全体でフォローアップ。

【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・地産地消法認定件数
（累計）の推移（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 

○ 米政策改革の着実な推進に向けた取組状況・今後の方針

29年産の配分時期が近づく中、30年産以降の方針が早期に示されるよう農政局としても県段階
の検討の場に参画等するとともに、現場の生産者に30年産米以降の米政策の浸透を図るため、管
内の農業法人協会、稲作経営者会議のメンバー等への直接の説明に注力。

○ 酪農及び伊賀牛生産基盤強化に向けた取組

伊賀地域畜産クラスター協議会では畜産クラスター事業を活用し、搾乳牛舎及び肥育牛舎の新
築による規模拡大、搾乳ロボット４台の導入による作業の省力化を進めるととともに、新たに伊
賀牛の体外受精卵移植を活用した搾乳牛から優良素牛を生産・供給することにより酪農及び伊賀
牛生産基盤強化を目標。
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○ 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
平成27年度の管内の機構の新規集積面積は1.5千haと前年度の約10倍、重点実施区域も93地区から239

地区と大きな伸び。農政局独自に経営・事業支援部と農村振興部で設置した｢合同推進チーム｣が、昨年
６月から基盤整備地区に対する重点実施区域の設定を働きかけ。管内府県にも同様の体制整備を呼びか
け。京都府では機構と土地改良事業団体連合会等が連携強化のための協定を締結。加えて今年度は実績
が低調な市町村に直接出向き、人・農地プランの策定推進及び農業委員会のフル活用等を働きかけ。

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針
・中山間地域である京丹後市では、京都府と共同で平成25年度から｢丹後
農業実践型学舎｣を開設し、新規就農者の育成や不作付地の有効活用に取
り組む。これまでに14人が農地中間管理機構を活用して平均２ha程度の農
地を取得し、学舎が供給先を確保した業務用野菜を生産し、担い手として
地域に定着。農政局も土壌改良、暗渠整備等の支援を実施。
・滋賀県日野町では、平成20年から町全域で国内の小中学生を受け入れ
(H27 約2,600人)、農村生活体験民泊の取組を拡大中。さらに海外の高校生、
大学生等も受け入れており(H27 約240人)、農政局もこうした取組の横展開を推進。

近畿農政局

【近畿管内の状況】

○飼料用米等の作付面積の推移（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

○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

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

○ 輸出拡大に向けた生産・流通技術の改良に向けた取組
ＪＡならけんは、柿の輸出拡大に向け、熱帯地域における品質劣化の問題を

解消するため、輸送時の温度帯や鮮度維持技術に係る試験輸送を実施。また、
奈良県は、茶の輸出拡大に向け、ＪＡ、生産者と一体となって、相手国の残留
農薬基準に対応した防除体系を確立するため、展示ほを設置。

○ 南あわじ地域における農業競争力強化基盤整備事業を活用した取組
兵庫県南あわじ地域の｢新田地区｣｢国衙地区｣では、野菜作向けに水田の排水改良及び区画整理を行う

とともに、農地中間管理機構を活用して担い手に農地を集積し作業の省力化、収量増及び品質向上を推
進。これにより担い手による高品質で高収益のたまねぎの産地化を推進し、地域の農業競争力を強化。

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
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３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例
○ ＩＴ企業の農業への新規参入を契機とした地域振興に向けた取組への支援

和歌山県拠点は、田辺市温川地区において農業に新規参入した地元のＩＴ関連企業からの相談を契機
に、地区の区長、Ｉターン者、地域の農業者、女性加工グループらと意見交換を実施。県域拠点の呼び
かけで、県、市を巻き込む形で、高齢化が進む地域の農業を守るための議論を開始。今年度は中山間地
域等直接支払交付金に係る集落協定を新たに策定し、農産物加工販売に向けての話し合いがスタート。
今後は、農業機械の共同利用や集落営農の組織化に向けた話し合い等を支援。

しんでん こくが

ぬるみがわ

タイに輸出した柿

丹後農業実践型学舎
での研修の様子
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中国四国農政局

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
○農地中間管理機構の更なる活用に向けた取組状況

広島県は、キャベツの周年安定供給に向け、低利用農地の再編整備による大規模農業
団地整備構想を推進しており、人・農地プランの作成、農地の再編整備、中間管理機構を活
用した農地集積等を一連で実施。庄原市和南原地区では、企業参入を含む９経営体が、機
構から40haの農地を借受け、27年度から営農を開始。
当農政局としては、これら優良事例の横展開を図るとともに、管内の機構と県農業会議の責

任者が一堂に会しての意見交換を行う等により、関係機関の連携を促進していく。

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
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【中国四国管内の状況】

○飼料用米の作付面積の推移（管内計）

○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（各年度３月末現在）

H23：97 →H24：150 →H26：221 →H27：236

○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 

○徳島県農業教育関係者との連携に向けた取組（徳島県拠点）
徳島県拠点は、徳島県高等学校農業教育学会（農業高校等校長、教員、県教委関係者で構成）に対して、

平成２５年より毎年最新の農業情勢や国の施策等を説明。今後も農政への理解醸成等を目的として教職員と
農政や農業教育に関する意見交換を行うとともに、農業高校の生徒に対する出前授業にも取り組む考え。

○その他（岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク）
当農政局は、農業分野における障害者の雇用促進に向けて岡山労働局と連携して

設置した｢岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク｣(事務局：農政局)において、
行政、農業者、障害者就労支援団体を対象にセミナー、情報交換会を毎年開催。岡
山県内の農業分野における就労継続支援Ａ型事業所（雇用契約型）の障害者雇用数
は、26年の353人（22事業所）から28年の760人（36事業所）に増加。

○ニラの下葉の除去機械の導入による労働時間の削減と生産拡大
ニラ出荷量全国第一位（全国シェア28％）の産地である高知県では、ニラ栽培の労

働時間の約85％を占める、「そぐり」作業(下葉の除去等）など出荷調製作業の労働力
不足が生産拡大の制約要因となっている。このため、産地パワーアップ事業により、
「洗浄そぐり機｣の計画的な導入(28年度30台（15.6ha）)を進め、労働時間の大幅な削
減（26.4％減）を図り、生産拡大と産地強化に取り組んでいる。

【基盤整備された農地】

【障害者によるネギの選果】

【従来のそぐり作業風景】

○(株）宇和島プロジェクトの水産物輸出の取組
愛媛県の(株)宇和島プロジェクトは、漁業者の経営安定のため需要創造・開拓に取り

組んでおり、みかんを配合した飼料で育てた 「みかん鯛」等を中国、アメリカ等へ輸出
（Ｈ27：約１億円）。本年５月には、養殖魚では国内初となる養殖クロマグロと養殖ス
マ及び加工施設についてマレーシア政府認証機関公認のハラール認証を取得。今後、ハ
ラール認証の魚種を増やし、富裕層の多いドバイなどへの輸出拡大、2020年の東京オリ
ンピック・パラリンピックに向けた国内販路拡大に取り組む予定。

【みかん鯛】
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○ 国営駅館川事業を活用した地域農業の活性化に向けた取組
宇佐市では国営土地改良事業を活用し、農地の大区画化と併せて農業水利施設の整備、農地中間

管理機構を活用した農地集約化を推進。また、(株)伊藤園や三和酒類(株)は地元農業法人から飲料
用茶やワイン用ぶどう等の供給を受けるなど、企業参入が進められている。

○ 広域的なブロックローテーションによる大豆団地化に向けた取組
昨年、嘉島町において町内全域で米・麦・大豆のブロックローテーションに取り組む農事組合法人「かしま広

域農場」が発足。小麦の収穫直前に熊本地震により水路やカントリーエレベーター等が被災したが、いち早く多
面的機能支払交付金による水路の応急復旧を行うとともに、通水状況を勘案した新たな大豆の作付転換計画を作
成、町内全域での速やかな営農再開を実現。今後、被災施設の再編整備等を行い、効率的な生産体制を構築する。

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例
○ 熊本地震の被災自治体への支援の取組（熊本県拠点）
発災後、熊本県拠点に寄せられる被災農家等からの相談に対応するため、地方参事官室に相

談窓口を設置し、概ね１日以内に迅速な回答ができる体制を整備。相談者に十分な理解が得ら
れるまで丁寧な対応を行った(相談件数188件)。 また、被災自治体を訪問して課題の把握や相
談対応、被災農業者向け支援対策の提案を行うなどの支援に努めた。

○ 天草市における雪害被害の課題解決に向けた取組（熊本県拠点）
大雪被害を受けたデコポンのハウス等の状況を現地で確認。産地パワーアップ事業の活用に

よる復旧を提案。地域が一体となり被災農家を含めた農家50戸での事業申請に繋がった。

○ ＷＣＳなど戦略作物の作付面積拡大に向けた取組
九州ではＷＣＳ用稲の作付面積が年々増加し、全国の栽培面積の約６割を占める。稲作地帯

の八代市でも、耕種農家が連携して飼料生産受託組織(コントラクター)を設立し、平成22年に
法人化。昨年、ＷＣＳ用専用収穫機を導入し、生産量と品質の高位安定に取り組む。八代地域
外へのＷＣＳ供給を拡大し、収穫面積は127ha（H27）に達している。

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

○ かごしま茶輸出拡大に向けた生産流通体制確立の取組
県と生産、流通、販売業者等が一体となり、かごしま茶輸出対策実施本部を設置し、輸出相

手国ごとに異なる残留農薬基準等に適合した｢かごしま茶輸出サプライチェーンシステム｣を確
立。米国の量販店・デパート等の販路の開拓･確保に成功し、県統一ブランドの下、輸出実績を
伸ばしている。(輸出実績:H25 5,600万円 → H27 15,140万円)

○ 畜産クラスター事業を活用した肉用牛増頭の取組
綾町では、規模拡大を志向しながらも新たな畜舎整備が困難な農家への支援や高齢農家の労

力軽減等を図るため、畜産クラスター事業により入植団地や繁殖牛舎等の整備を行うとともに、
ＪＡのキャトルステーション(子牛預託施設)等の活用による飼養管理の分業化促進など、総合
的な農家サポートシステムを構築。地域が一体となって肉用牛経営の生産性向上を目指している。

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

【九州管内の状況】

○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：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）

H24：190→H25：288→H26：338→H27：375

○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
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北海道農政事務所

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

○ 輸出拡大に向けた取組
北海道と北海道食産業総合振興機構（フード特区）は、本年１月にハラル認証を取得した北海道畜

産公社北見工場（大空町）で処理した道産和牛肉をドバイに試験輸出を行い、現在は、本格輸出に向
けた検証を実施している。
また、同公社十勝工場では、シンガポール向けの牛肉輸出に対応できると畜施設の承認を受けると

ともに北米向け牛肉処理の承認申請も検討しており、道産牛肉の輸出拡大への期待が高まっている。

○ 東川地域における産地パワーアップ事業を活用した産地強化の取組
東川町では、町内産の野菜を「ひがしかわサラダ」として商標登録し、ブランド

化を進め収益向上を目指している。東川町地域農業推進協議会が産地パワーアップ
事業でトマトとピーマンの重量選別機（共同選果事業）を導入することにより、栽
培管理等の時間の増加による収量と秀品率の向上を図るとともに、町とＪＡが共同
事業によりハウス経費の助成を実施するなど、関係機関等が連携して対応している。

○ 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
北海道における平成28年産主食用米の作付面積は、自主的取組参考値を下回る見通し。また、飼料

用米・麦・大豆などは27年産に比べ増加の見込み。30年産以降に向けて、当事務所としては、米政策
の今後の姿が見えない等といった生産者の不安の解消に向け、農業法人を対象とした現地意見交換会
（道内数ヶ所）を計画し、順次、取り組んでいるところ。

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針
北海道（後志総合振興局）では、ＪＡから生産現場における労働力不足の解消に向けた取組の要望

を受け、ニセコ周辺地域の冬季における豊富な労働力を夏季の農業生産現場の人材確保に結びつける
「まち・ひと・しごと」マッチングプランを本年３月に策定。４月以降、野菜及び花き農家に外国人
５名を含む13名が雇用された。更なる確保に向け、住居や通勤手段の確保等の課題について検討され
ているところ。当所としては、関係機関と連携し、こうした取組の紹介等を行っていく考え。

【東川町産トマト】

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

○ オホーツク地域における農山漁村の活性化及び地域創生に向けた取組
北見地域拠点では、広域周遊ルートを活用して農山漁村地域の活性化を推進するため、行政機関、

金融機関、大学、旅行会社等に呼びかけ、「協議会」の発足準備を進めているところ。協議会では、
農観ビジネスの創出に向けた取組等について検討を行うこととし、まずは、年内にも農観連携ビジネ
スの創出に係るワークショップを開催する予定。

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例

【北海道内の状況】
○飼料用米の作付面積の推移（管内計）

（注）「新規需要米の取組計画認定状況」（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：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（各年度３月末時点）

H23：51→H24：82→H26：118→H27：123

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

○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 

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 

○ 鷹栖地域における良食味米の低コスト生産での輸出拡大に向けた取組 

○ 農山漁村の活性化に向けた取組状況・今後の方針 

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 

○ 函館地域における「がごめ昆布」の6次産業化に向けた取組 
３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例 

函館地域 

鷹栖地域 

妹背牛町 

【北海道内の状況】 

○米の輸出量の推移（JAたいせつ） 

 
 
 
 
 
 
 

   
・国営緊急農地再編整備事業（北野地区） 

 受益面積：691ha 
 事業期間：平成25年度～ 
 主要作物：水稲､小麦、大豆、野菜類 
 
○移植と直播の農作業時間（妹背牛地区） 

 
 
 
 
 
 

 
 

・国営農地再編整備事業（妹背牛地区） 

 受益面積：1,002ha 

 事業期間：平成20年度～ 

 主要作物：水稲､小麦､豆類等  

 鷹栖地域では、国営緊急農地再編整備事業(平成27年度補正予算を活用)で
ほ場を大区画化し、作業効率の向上により低コスト化を実現するとともに、
用水の安定確保により良食味米を生産。この地域を含むJAたいせつの米は、
貿易会社㈱Wakka Japan(札幌市)を通じて、ハワイ、香港、シンガポール及び
台湾へ輸出しており、玄米で低温保管し現地で精米するなど品質を維持して
差別化に成功。年内にも新たにタイの日本食店や一般向けに輸出予定。 

〔JAたいせつより〕 
【ハワイの玄米保管庫と店舗】 

○ 米政策改革の着実な推進に向けた取組状況・今後の方針 

 妹背牛町では、国営事業でほ場の大区画化及び地下水位制御システムの導入
を実施し、水田の汎用化の促進や水稲の直播栽培の増加に寄与。特に、水稲の
乾田直播栽培は、移植作業の省略や高精度GPSを用いた作業効率の向上等によ
り、省力化・低コスト化を実現。 
 また、直播栽培の推進に向けて、栽培農家が研究会を設立しており、本取組
は北海道優良米出荷共励会(直播・団体部門)で最優秀賞を受賞。 

 函館地域では、平成26年度に国土交通省のソフト事業で、特産品の６次産
業化を支援する協議会を設立し、｢がごめ昆布｣を活かした商品や体験型観光
プログラムの開発等を実施。函館開発建設部は、本協議会へのオブザーバー
参加、産学官金連携セミナーの主催(平成27年度)のほか、漁港の衛生管理対
策や輸送の効率化を図る整備事業等で支援。 

留萌地域 

ワッカ 

たかす 

も せ うしちょう 

 留萌地域では、新たな作物で地域の特産化を図るため、国内で商業栽培が
ほとんどされていない超硬質小麦に着目。小麦の生産、加工、消費等の関係
者が連携して、平成22年に｢留萌・麦で地域をチェンジする会｣を設立し、生
パスタと原料小麦粉の新ブランド｢ルルロッソ｣を商品化。｢ルルロッソ｣は小
麦の風味やコシの強さが特徴で、地元のイベントや学校給食への使用等で知
名度が上がり、道内外の都市部の飲食店でも使用(本年８月現在38店舗)。 
 北海道開発局では、主催する｢わが村は美しく－北海道｣運動(大賞を受賞)
を通じ、メールマガジン、JR車内誌等により地域活性化活動を支援。 〔北海道留萌振興局HPより〕 

【ルルロッソの畑と生パスタ】 

【乾田直播栽培の播種作業】 

【セミナーのチラシと 
 漁港整備の概要】 

出典：JAたいせつ調べ 

出典：北海道開発局調べ 

るもい 

９ 



沖縄総合事務局 

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 

○ 那覇空港の農産物等輸出拠点化に向けた取組 
  「農林水産業の輸出力強化戦略」に基づいた那覇空港の農産物等輸出拠点化につい

て、農水省本省による今後の構想の取りまとめに向け、当局としても県内輸出関係
機関を構成員とする沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会を開催し（今年度は８月
25日に第一回を開催。）、ニーズ等を掘り起こすとともに、有効な方策を検討。 

○ 宮古島市における農業競争力強化基盤整備事業を活用した取組 
   農業の国際競争力の強化に向け、２地区において、国営土地改良事業による地下

ダムを水源とした畑地かんがい施設の整備等を行い、マンゴーや島野菜等の高収益
作物の生産体制を強化し、宮古島市における沖縄ブランドを確立。    

○ 農山漁村の活性化に向けた農観連携及び６次産業化の取組状況・今後の方針 
 ＜農観連携＞ 
   当局では、大型クルーズ船の寄港数の増加等に伴う、インバウンド等の観光需要の増大
に対応するため、ＮＰＯ法人おおぎみまるごとツーリズム協会等に対し、都市農村共生・
対流総合対策交付金により、農家民泊の取組などを支援。あわせて、今年度は、石垣市や
宮古島市等に対し、農山漁村振興交付金により、地域資源の発掘・活用・ＰＲなど、「定
着型観光の確立」について支援。さらに、今年度中に、沖縄振興推進調査費を活用し、国
産及び沖縄産農林水産物や農家民泊等に対するインバウンドのニーズ分析などを実施。 

 ＜６次産業化＞ 
  石垣市の（有）伊盛牧場では、平成23年度に総合化事業計画の認定を受け、自社生乳や
地域の農産物を使用したジェラート等の加工品の製造販売を実施しており、2013年に開港
した新石垣空港において２店舗目の直売所を開設。また、沖縄の過酷な自然環境において、
牛舎整備等による増産体制の強化を図るとともに、規格外農産物を活用した加工品の製造
販売を行うことにより、地域の観光スポットとして地域活性化に貢献。「第65回全国農業
コンクール」において、「毎日農業大賞」を受賞。さらに、今年度は、６次産業化ネット
ワーク活動交付金によって新たな加工販売所等の整備を実施し、生産強化や販路拡大を図
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 

３ 「現場と共に解決する業務」の取組事例 

【八重山地方】 

【南北大東島】 

【沖縄本島】 

【久米島】 

宮古島 

石垣島 

0 
（飼料用米）  

0 
（飼料用米）  

0 
（飼料用米）  

5,800  5,680  5,720  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

25年度 26年度 27年度 

（ha） 飼料用米 飼料作物 
（  飼料作物のうち田） 

20 

 【水の恵みカード（表面）】  

14 15 

【沖縄管内の状況】 
 

○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面積。（認定実績なし）   
           ２．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 
         （累計数）の推移（H28年3月末時点） 

  H23：23 → H24：42 → H26：54 → H27：54   
  

○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 

○ 名護市二見地区における地域産品のブランド化に向けた取組 
     農林水産部農政課の総合農政推進官（平成28年４月新設、地方参事官に相当）等が現
場の意見・要望を聞き取り、当該地区において100年以前から栽培されている「赤から
しな」の地域ブランド化に向け、中山間地域等担い手収益力向上支援事業により、成分
分析による通常のからしなとの差別化や販路拡大のためのマーケティング等を支援。 

二見地区 

 【赤からしなの栽培様子】  

 【那覇港に寄港するクルーズ船】  

 【地域産品を活かしたジェラート】  
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２ 森林管理局



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

【笹の根茎の切断・
除去】 

 (1) 効率的な笹の除去に向けた大型林業機械の活用   

 (2) 効率的な森林整備等に向けた北海道大学との連携協定の締結 

 道内は笹の繁茂が旺盛で、造林木を笹の被圧から守る下刈り作業に労力やコ
ストがかかることが課題。北海道森林管理局は、28年度より伐採作業の直後に
素材生産用機械を利用して、笹を根茎から切断・除去する方式を全道的に拡大。
翌年以降の地拵えや下刈り作業の軽減を目指す取組を推進。 

【トドマツ２×４材】 

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
 

 北海道大学と北海道森林管理局は、効率的な森林整備の推進等のためには、
両者の更なる連携強化が必要と判断し、28年７月に「森林・林業・木材分野で
の連携と協力に関する協定」を締結。今後、国は国有林野を研究フィールドと
して積極的に大学側へ提供し、大学側は研究成果を林業の現場へ活かしていく
こと等により、両者の連携をより深め、林業の成長産業化に寄与。 

○ 平成28年８月台風等による被害状況 

【緊急避難路 
（国有林林道）】 

11 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

 (1) 道内主要樹種におけるＣＬＴ建築関係基準の告示へ向けた取組 

 (1) 本年８月の台風被害への対応 

道内主要樹種であるカラマツ、トドマツのＣＬＴ建築への需要開拓が課題
となる中、27年３月に、木材関係団体が北見市内において道内初のＣＬＴ建築
物（カラマツでは国内初）を建設。また、スギに続き、カラマツ、トドマツに
ついても、ＣＬＴ建築関係基準の告示に向け、北海道は強度データを収集中。
道内の市町村も公共建築物への活用に高い関心。 

管内図 

国有林 

民有林 

北海道 

 本年８月の４度に渡る台風の北海道への上陸・接近による災害対応としては、

ヘリコプターによる山地災害状況調査を北海道と合同で行うとともに、一部の森

林管理署が被災市町村への土砂除去等支援を実施。北海道森林管理局は、国道

274号の橋の崩落により孤立した日高町千栄地区住民の緊急避難路として国有林

林道等を緊急整備。同日中に同地区住民46世帯75人の避難が完了。 

 

 

 

 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 北海道局管内 丸太生産量 

（万m3） 

北海道森林管理局 

【連携協定の締結式】 

 北海道森林管理局と北海道立総合研究機構林産試験場は共同で、外材が主体
の２×４材でのトドマツの利用促進に向けて取組中。27年度は、国有林材を使
用した試験加工、性能試験を行い、28年５月に、住宅メーカーの協力を得て札
幌市内の住宅へ製品を試験的に供給。 

 (2) トドマツの新規需要開拓に向けた取組 
 

【道内初のCLT建築】 

【日高町】 

【北見市】 

ち さか 

・ 治山関係 
 林地被害 被害箇所 １４０箇所、被害額  ３９億円 
 治山施設 被害箇所  ２０箇所、被害額    ９億円 
 

・ 林道関係 
 被害箇所  被害箇所 ４８８箇所、被害額   １２億円 

《 林野関係被害  被害額   ６０億円 》 
※ 平成28年９月５日時点 



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

東北森林管理局 

 (2) 地域材を活用した軟弱地盤対策の実証試験 

【実証実験の様子】  

管内図 
青森、岩手、宮城、秋田、山形 

国有林 

民有林 

  秋田県立大学と木材活用地盤対策研究会は、工法の適用範囲拡大及び地域材の

利用促進を目的に、丸太打設による軟弱地盤対策実証試験を実施。干拓によって

陸地化された大潟村は、粘性土層で地下水位が高い地盤であり、打設するスギ

丸太の間隔を変え、工法の効果を検証。 

 (1) 地域の林業後継者育成への貢献   
   27年に秋田林業大学校が開校し、28年は山形県立農業大学校が農林大学校に

改称され、林業経営学科が追加されたことに続いて、29年は岩手林業アカデ

ミーが開設予定。東北森林管理局では、フィールド提供及び講師派遣を実施。

また、林業関係高校を対象に出前講座、測量等の実習を技術支援。 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 東北局管内５県 丸太生産量 

【大潟村】 

【白神周辺】 

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
   (1) 伝統的工芸品向け原料の持続的供給 
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３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

  (1) 松くい虫被害の北上及び拡大の阻止に向けた取組 

 (2) 白神山地世界自然遺産地域におけるニホンジカ対策 
   白神山地世界自然遺産地域において、27年、初めてニホンジカを確認。ニホ

ンジカの増加が懸念されることから、関係機関と連携して遺産地域内外にセン

サーカメラを設置し、ニホンジカの生息状況を監視。また今秋以降、遺産地域

周辺において、わなによるシカ捕獲を試行的に実施予定。 

  松くい虫被害の北上及び拡大の防止を目的に、一定区域のアカマツ林の樹種

転換を行い、アカマツの空白地帯を設けるとともに、周辺森林における松くい

虫被害の早期発見・駆除を連携して実施。これらの取組を推進するため、28年

７月、東北森林管理局、岩手県、岩手町、森林所有者等との間で協定を締結。 

【伝統的工芸品「曲げわっぱ」】 

【白神山地で確認された 
ニホンジカ】 

  伝統的工芸品「曲げわっぱ」に適した秋田杉の安定的供給は重要な課題。

曲げ加工に適した材の効率的な調達のため、東北森林管理局は、秋田県立大

学、曲げわっぱ協同組合、大館市と協力し、土壌等生育環境が材の硬軟へ及

ぼす影響などの調査を行い、安定供給に寄与。 

  【高校生への技術支援】 

 おおがたむら 
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○東北局管内５県の松くい虫被害量の推移 

青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 

【 樹種転換対象区域   
（岩手県岩手町）】 

【大館市】 

樹種転換 
対象区域 

北上川 

被害地域 

盛岡市 

岩手町 

北上川上流
森林計画区 

【岩手町】 



関東森林管理局 

 (1) 民有林と連携した木材の安定供給体制の構築 

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
  (1) 国有林でのシカ捕獲対策の強化 
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３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

 (2) 林業の低コスト化の取組 

国有林 

民有林 

管内図 
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉

東京、神奈川、新潟、山梨、静岡 

【わなの設置方法の研修】 

【高性能林業機械による
集材と地拵え】 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 関東局管内１都10県 丸太生産量 

（万m3） 

 新潟県森林組合連合会は、９月に本格稼働を開始するバイオマス発電施設
（（株）バイオパワーステーション新潟）との間で、間伐材等の未利用材を
安定供給する協定を締結。下越森林管理署及び村上支署は、同連合会に対し
て国有林材の安定供給システム販売を実施し、燃料用原木の安定供給体制づ
くりに貢献。県内の民有林材の販路拡大と価格の下支えに寄与。 

 関東森林管理局は、生息範囲や食害が拡大しているニホンジカ対策として、
防護柵の設置、請負事業、猟友会との協定締結による捕獲を推進。また、国
有林内での職員による捕獲体制を整備するため、鳥獣関係法令等の知識、わ
なの設置方法を習得した職員を養成（27年度66名、28年度112名）。 

 関東森林管理局は、林業の成長産業化に向け、３割以上のコスト縮減を目
指し、作業を省力化・効率化する低コスト化技術の開発や、現地検討会を通
じた民有林への普及を推進。その一環として、高性能林業機械を利用して伐
採、地拵え、植栽を連続して行う「一貫作業システム」を28年度から本格導
入。 

 (2) 豊かな自然と観光資源を活用した地域活性化の取組 

【谷川連峰の稜線】 

 群馬県は、新潟・長野との県境の稜線100kmをロングトレイルとして整備
する計画。６月に知事を会長とする検討委員会を設立し、未整備区間（約９
㎞）の登山道開設、水場や避難小屋、危険箇所等について現地調査を実施中。
温泉などの観光資源と組み合わせ、国内外からの誘客、山岳ガイドやレンタ
ル業等新たな雇用の場の創出が狙い。 

【木質バイオマス発電施設
と燃料用原木】 

１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

【新潟市】 

【稜線トレイル】 

【浜松市】 

 (1) 森林認証材の利用拡大 
 静岡県浜松市は、持続可能な森林経営の実現に向け、天竜材の森林認証 
（ＦＳＣ認証）の取得を推進。ＦＳＣ認証の取得面積は市町村別で全国１位
（約43千ha）。認証材の利用拡大にも積極的で、H27年10月、浜松信用金庫
は、金融機関として全国で初めて認証材を用いた店舗を新築（於呂支店）。 【浜松信用金庫於呂支店】 

○ 国有林におけるシカ捕獲頭数（関東局） 

 お  ろ 

 かえつ 



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

中部森林管理局 

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

管内図 

国有林 

民有林 

富山、長野 
岐阜、愛知 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 中部局管内４県 丸太生産量 

（万m3） 

 (1)「信州型接着重ね梁」が国土交通大臣認定 

 (2) 国産材の安定供給への貢献 

○コンテナ苗植栽本数の推移（中部局） 

【信州型接着重ね梁】 

 (1) 造林の低コスト化とその成果の水平展開 

 (1) 国民の祝日「山の日」を契機として山や森林の大切さをＰＲ 
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裸苗
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（千本） 
※H28は予定 

 (3) 不足しているカラマツの種子生産への貢献 

  中部森林管理局では、管内４県及び試験研究機関と連携し、造林の低コスト
化等37課題について技術開発を実施中。特に、岐阜県森林研究所（岐阜県美濃
市）とのヒノキコンテナ苗に関する共同研究では、培地に肥料の効果を持続さ
せるゼオライトを使用することによる初期成長の促進が確認。今後、無下刈で
の育林を目標にさらに検討。また、多様な森林づくりへの誘導に向けて、10月
に現地検討会を開催予定。 

  
  東信木材センター（長野県小諸市）は、カラマツを主体にした木材集荷拠点
で、きめ細かな選木により、製材用材、合板・ＬＶＬ用材、土木用材などを幅
広く販売。国有林システム販売協定による安定的な集荷を呼び水として、近年
は民有林材の受入れ実績を伸ばし、27年度の取扱量は18年度約４倍の15万ｍ3。 

 横架材の国産材シェアが低い状況にある中、信州木材認証製品センター（長
野県長野市）等は、小中径木から製材された複数の部材を接着することで強度
的性能に優れた無垢材に近い質感の横架材を開発し、28年４月、建築基準法に
基づく国土交通大臣認定を取得。今後、県産材の利用拡大が期待。 

 中部森林管理局では、長野県松本市上高地で開催された第１回「山の日」記念
全国大会への開催協力をはじめ、関係機関と連携して積極的に情報発信を実施。
のぼり旗300枚を庁舎や山小屋、観光施設、木材市場に設置。「山の日」を冠し
山や森林の恵みをＰＲ（ふれあい行事、記念木材市、クリーン活動等を実施）。 

 カラマツは、合板などの需要拡大により苗木の需要が急激に高まる一方、長
野県では、既存の県営の採種園（３箇所）で苗木生産のための種子が大幅に不
足。これを受け、国有林内の清万採種園（長野県御代田町）においてカラマツ
の環状剥皮を実施し、結実を促進させ、県営の採種園から安定的に種子が生産
されるまでの約20年間、これらの取組により種子の安定供給を予定。 

【植栽２年後の      
ヒノキコンテナ苗】 

【カラマツの環状剝皮】 

【全国植樹祭でのPR】 

【長野市】 

【美濃市】 

【小諸市】 
【御代田町】 

【松本市】 

【集荷されたカラマツ材】 

 こもろ 

 み  よ  た  せいまん 
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

近畿中国森林管理局 

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
 

 (1) 民有林と国有林が連携した森林整備等の推進 
  

15 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

   

管内図 

国有林 

民有林 

石川、福井、三重、滋賀、京都 
大阪、兵庫、奈良、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 近畿中国局管内２府12県 丸太生産量 

（万m3） 
272 

242 

236 

0 100 200 300

H27

H22

H17

 (1) 林業の収益性向上のための早生樹造林の確立 
 センダンなど早生樹は、スギ・ヒノキ等既存の造林樹種が植栽後収入を得られる
まで50年以上要するのに対し、成長が早く短伐期で収入が得られる可能性。そこで
、センダンの異なる立地条件における成長の特性を明らかにするため、27年度より
管内10箇所で植栽試験を開始。試験結果は、樹高平均1.4ｍ、最大で3.15ｍと一般
的な造林樹種に比べて良好な成績。 

 (2) 調査研究及び人材育成の推進に向けた京都大学との協定締結 
 近畿中国森林管理局と京都大学は、官学が相互の人材、資源、フィールド、研
究データ等を活用し、林業・木材産業の成長産業化や森林資源の有効利用を図る
ことを目的として、調査研究及び人材育成の推進に向けた連携協定を締結。近畿
中国森林管理局は、水文試験や檜皮採取試験等のフィールドを提供し、京都大学
は、近畿中国森林管理局の開催する各種委員会において、技術的知見を提供。    
 

【京都大学との連携強化】 

 ごにゅうだに  こ の うらやま 

 (1) 日本初のＣＬＴパネル工法を用いた５階建てビルが竣工 
 社会福祉法人ぷろぼの（奈良県奈良市）が、28年７月に１階をＲＣ造、２階
以上にＣＬＴパネル工法を用いた５階建て施設を建設。利用者に「木に包まれ
た癒しの空間」を提供するため木造とし、断熱性、耐震性等の観点からＣＬＴ
パネル工法を採用。木材は、地元奈良県への貢献として、奈良県産材を使用。 

 (2) 広島豪雨災害(H26.８)の復旧に向けた取組 
 26年８月の広島豪雨災害からの復旧に向けて、中国地方整備局、広島県等と
役割分担しつつ、人家等に近接した箇所等で緊急的な事業（治山ダム、山腹工
等）を実施。全15箇所中13箇所で工事完了済みで、９月を目途に全ての工事が
完了。引き続き、山地全体の緑化対策等に取組み、広島市が定めた復興まちづ
くりビジョンと歩調を合わせ、31年度までに完了する計画。  【土砂災害からの復旧状況】 

【施設の外観と内装 】 

 悟入谷・古野裏山地域森林共同施業団地は、三重県側の国有林と森林整備セン
ター所有林及び岐阜県側の自治会所有林と森林公社所有林で構成され、28年7月
に協定締結。森林管理局の管轄区域をまたいだ全国初の取組で、岐阜県側は急傾
斜のため架線集材であったが、路網の共同利用等により効率的な施業が可能に。 

 ひ わ だ 

【広島市】 【奈良市】 

【共同施業団地位置図】 

【悟入谷・ 
古野裏山】 

【京都市】 

◆ センダン植栽試験結果（植栽15ヶ月後） 
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 【センダン 植栽後15ヶ月】 
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１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

四国森林管理局 

【高知県森林組合 
連合会事務所】 

 (1) ＣＬＴによる国産材の利用拡大  

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
  (1) ドローンの活用 
   

16 
【協定区域の図面】 

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

【ドローンで撮影した災害現場】 

◆四国におけるシカ生息分布 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 四国局管内４県 丸太生産量 

（万m3） 

 (2) 地域の教育機関と連携した継続的な教育の参画 

    

  
 

  

管内図 

国有林 民有林 

徳島、香川 
愛媛、高知 

【西条市】 

【高知市】 
【南国市】 
【本山町】 

【徳島市】 

   

【コウヨウザン試験地】 

 徳島県が林業現場の即戦力育成のため開設した「とくしま林業アカデミー」において、徳島
森林管理署は、低コスト造林、シカ被害対策等の講義を実施し、学生からは、新技術について
多くの質問が出されるなど好評を得た。また、徳島県立那賀高校に新設された「森林クリエイ
ト科」においても、入学から卒業まで、各学期毎に「出前講座」を実施予定。 

 (1) 民間と連携したニホンジカの捕獲 

 (2) 早生樹の普及 
   
   

 高知県では、林業の分野はもとより、農や水の分野も含め、官民上げて、ＣＬ
Ｔ建築物の普及に向けた取組を推進。この中で、ＲＣとＣＬＴのハイブリッド構
造(高知県自治会館)、石膏ボード等で覆わずＣＬＴを見せる構造(高知県森林組
合連合会)などモデル的な取組を実施。 

 また、ＣＬＴ用ラミナ供給に向けた大型製材工場(池川木材工業（有))の本格
稼働やＣＬＴを原木から一貫生産する全国初の量産工場の建設（サイプレス・ス
ナダヤ）が始まるなど、供給体制の整備も進展。本格的にＣＬＴを活用した全国
初の国の庁舎整備となる嶺北森林管理署の設計を開始。 

 災害調査、各種森林調査、シカ被害対策等への利用を目的として、管内全
署にドローンを配備。現在、豪雨災害の被災地初期調査等に活用。 
 職員の安全を確保しつつ、効率的に災害規模の把握が可能。 

  「ワナ」によるシカ捕獲を精力的に行う企業との協定を締結。社有林と周辺国
有林で「囲いわな」と「くくりわな」を設置し、見回りなど相互協力の下、共同
で捕獲・駆除を一体的に実施。併せて、センサーカメラによるシカの動態調査を
実施し、生息頭数の減少を図る。 

 
 
 

【土佐清水市】 

【仁淀川町】 
【那賀町】 

【土佐町】 

生息密度が高い 

社有林 

国有林 

 日本最古級の早生樹コウヨウザン人工林（昭和８年植栽、昭和63年萌芽更新）に
おいて、造林コストの低減等を図るため、林木育種センターと共同で針葉樹の萌芽
更新の成長調査等を行う更新試験地を設定。 



１ 「林業の成長産業化」に向けた先進的な動き 

九州森林管理局 

 (1) 持続可能な林業経営の確立に向けた仕組みづくり  

２ 「攻めの農林水産業」に関する国有林野事業の取組 
 

 
 

管内図 

国有林 

民有林 

福岡、佐賀、長崎、熊本 
大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 (1) 地域一丸で取り組むシカ被害対策   

３ 民有林と連携した先行的な取組事例 

 (1) 被災地の森林・林業の再生に向けた取組への貢献 

 (2) 森林総合監理士の活動を通じた地域課題への対応 

 九州森林管理局管内では、地域の実態に即した効率的なシカ被害対策を進
めるため、市町村・地元猟友会等とこれまでに10件の協定を締結、当該地域
での捕獲頭数が増加。また、シカの生息密度が高い九州山地における森林被
害対策の強化に向けて、５県51市町村と局が合同で集中捕獲期間を設定した
取組を実施し、昨年度は期間中に約２千６百頭を捕獲。 

 本格的な利用期を迎えた森林資源の活用及び伐採後の再造林が一層重要になる中、これらの状
況に対応するため、鹿児島県では、素材生産関係者が自らの社会的責任や役割などをまとめた行
動規範・ガイドラインを策定。主伐の促進と再造林の確実な実施など地域循環型の木材生産に期
待。また、第三者認証機関を設置して、遵守業者を認証する制度も検討。 

 地域性を反映した市町村森林整備計画を策定するために、西都児湯森林管
理署では、宮崎県、木城町、森林組合と連携して、市町村森林整備計画の策
定を支援するチームを立ち上げ、民国の森林総合監理士が技術的指導を行う
とともに、関係者間での意見交換や現地検討を通じて地域課題へ対応。 

 28年熊本地震からの復旧・復興に向けて、国有林野（菊池渓谷、由布岳、
眉山等）の早期復旧に取組むとともに、熊本県からの要請を受けて、被災し
た治山施設の復旧事業について直轄施行（現在、要請のあった17地区全ての
箇所の基本設計を完了）。また、被災市町村の林道施設の復旧に向けて技術
的支援を強化（熊本県民有林86路線（全89路線）の基本設計を完了）。 
 

 (2) 広域化する地域材の需給情報と諸課題の共有化 

 広域化する地域材の安定供給に向けて、「需給情報連絡協議会」が開催。
九州地区の企業、団体等から70名が参加し、コンテナ苗の需要拡大や主伐後
の再造林などの課題を共有。また、九州各県の行政機関が参加する「九州林
政連絡協議会」（28年度で101回目）では、民国の取組が一層調和するよう地
域の情報・課題を共有。 

（出典：農林水産省木材統計調査） 

◆ 九州局管内８県 丸太生産量 

【支援チームによる技術的指導】 

【協定締結により取組を強化】 

【需給情報や課題を共有】 

○ 平成28年熊本地震 林野関係被害（概要） 

・ 治山関係 
 林地被害 被害箇所 ４３３箇所、被害額 ３４８億円 
 治山施設 被害箇所  ３６箇所、被害額  ２７億円 

・ 林道関係 
 被害箇所 １５２路線、被害額 １３億円 

・ 木材加工施設・特用林産施設関係 
 被害箇所  ３０箇所、被害額 ８億円 

《 林野関係被害  被害額 ３９５．４億円 》 
※ 平成28年７月28日時点 

【木城町】 

【阿蘇市・南阿蘇村】 

 さい と こ ゆ  

 きじょう ちょう 

 まゆやま 

【直轄施行を行う被害箇所】 
写真は内早川地区（南阿蘇村） 
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