
＜東北農政局＞
地区名 取組主体

・農地復旧を契機とした法人化・農地集積の取組事例 ２－（１） 宮城県仙台市井土地区 農事組合法人　井土生産組合

・被災地における取組事例（福島県川俣町山木屋地区） ３－（１） 福島地域センター

・異分野連携の促進（労働力の確保、介護食への地産地消等） ３－（２） 盛岡地域センター

・大規模営農で被災地の復興を目指す ２－（１） 宮城県山元町東部地区

・「鳴子（なるこ）の米プロジェクト」で地域を活性化 ２－（２） 宮城県大崎市鳴子地区

・再エネ活用・企業との連携で６次産業化を推進 ２－（３） 福島県いわき市 （有）とまとランドいわき

・被災地で地域とともに発展する農業法人 ２－（１） 宮城県東松島市 （有）アグリードなるせ

・コーシャ認証の取得による輸出拡大の取組 ２－（２） 岩手県二戸市 （株）南部美人

・共同経営型大規模酪農モデル ２－（３） 福島県
福島県酪農業協同組合
（株）フェリスラテ

・復興いちご団地でXmasいちごを初出荷 １－（２） 宮城県亘理町・山元町

・日本最大級（作付面積955ha)の集落営農法人が地域をリード ２－（１） 岩手県盛岡市南部 農事組合法人　となん

・被災農地で大区画化事業が本格化 ２－（２） 岩手県・宮城県・福島県

・新品種の開発と新たな技術に地域から大きな期待（エダマメ「あき
たほのか」、米「東北195号」、りんご「恋空」）

２－（３）

・新品種の開発と新たな技術に地域から大きな期待（米の生産コス
ト低減の取組）

２－（３）

・新品種の開発と新たな技術に地域から大きな期待（雪蔵・雪室り
んご）

２－（３）

・被災地において「攻め」の視点に立った新たな取組が進展（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）

２－（１） 宮城県仙台市東部 （株）みちさき

・被災地において「攻め」の視点に立った新たな取組が進展（国営
ほ場整備事業が契機となり「攻め」の機運に高まり）

２－（１） 宮城県仙台東地区

・医食農連携の取組に活発化の動き ２－（２） 福島県会津若松市 会津富士加工（株）

＜関東農政局＞
地区名 取組主体

・関東ならではの多様な農林業の主体が出現 ２－（１） 関東農政局管内

・世界農業遺産の認定を契機とした地域活性化への積極的支援 ３－（１） 静岡県掛川市周辺
関東農政局資源課、西関東土
地改良調査管理事務所

・日本ワイン・醸造用ぶどうの振興に向けて ３－（２） 関東農政局企画調整室

・大規模集落営農における革新的技術の展開（高機能ほ場での低
コスト機械化体系の実証）

１－（２） 千葉県横芝光町 （農）アグリささもと

・大規模集落営農における革新的技術の展開（PMSやICT等を活用
した管理作業の自動化の実証）

１－（２） 茨城県桜川市 （有）イワセアグリセンター

・医福食農連携による６次産業化の展開 ２－（１） 長野県小布施町 社会福祉法人くりのみ園

・都市と農山村の水平連携の推進（交流活動） ２－（１）
東京都中央区・杉並区・檜
原村

・都市と農山村の水平連携の推進（観光等による地域経済の活性
化）

２－（２） 群馬県富岡市 関東農政局

・飼料用米の多収・低コスト生産技術実証の取組 ２－（２） 栃木県鹿沼市 亀和田･北赤塚営農組合

・ソバの大規模生産及び加工事業導入による６次産業化 ２－（１） 群馬県渋川市 （株）赤城深山ファーム

・先進的な施設園芸モデル ２－（２） 千葉県印西市 （株）ハルディン

・農地中間管理機構を先取りする形で農地を集積・貸与 ２－（１） 山梨県北杜市 山梨県北杜市

・責任を持って農地を引き受ける体制を整備 ２－（２） 長野県上伊那郡飯島町 営農組合

・イチゴ新品種の生産状況 １－（２） 栃木県 栃木県

・大学生を対象とした食育活動の推進 ２－（１） 地域センター

・医食農連携の取組 ２－（２） 群馬県藤岡市 根岸物産（株）

・鳥獣被害対策 ２－（３） 関東地方環境事務所

地方農政局長・森林管理局長等会議における地方農政局等報告

「攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き」一覧

取組内容

取組内容

平成27年９月４日報告

平成27年９月４日報告

平成27年１月13日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告

平成27年１月13日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告



＜北陸農政局＞
地区名 取組主体

・薬用作物等による地域活性化 ２－（１） 富山県

・企業参入による耕作放棄地の解消支援 ３－（１） 石川県能登地域 北陸農政局

・高級ぶどう「ルビーロマン」のブランド化の推進 １－（１） 石川県 石川県

・飼料用米を活用したブランド卵 １－（２） 富山県小矢部市 小矢部市飼料用米推進協議会

・耕作放棄地がぶどう畑に、能登に広がるワインの香 ２－（１） 石川県穴水町 能登ワイン（株）

・中山間地における規模拡大と６次産業化 ２－（２） 石川県小松市 （有）ジャパンファーム

・「１億円産地づくり」等による大規模園芸産地育成 １－（２） 富山県砺波市 富山県、JAとなみ野

・施策を総動員した農地再生モデル ２－（１） 石川県羽咋市滝地区 （株）JAアグリはくい

・農家出資の株式会社による大規模複合経営の展開 ２－（２） 新潟県十日町千手地区 （株）千手

・能登地域の耕作放棄地で進む企業参入 １－（２） 石川県能登地域 農業生産法人、建設業者

・100haの大規模経営体で生産コストを大幅削減 ２－（１） 福井県あわら市中浜地区 農業法人イーノなかのはま100

・大学生サークル・農村マッチングの推進 ２－（２） 北陸農政局

・福井県嶺南地域におけるスマート・アグリ産業都市構想 １－（２） 福井県嶺南地域 福井県

・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 ２－（１） 石川県川北町
（有）わくわく手作りファーム川
北

・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 ２－（２） 新潟県魚沼市水沢地区 JA北魚沼

＜東海農政局＞
地区名 取組主体

・飛騨牛のＥＵ輸出の取組 ２－（１） 岐阜県
岐阜県、飛騨ミート農業協同組
合連合会

・６次産業化ファンド第１号「マンナン工房ひだ」の取組 ２－（２） 岐阜県下呂市 (株)マンナン工房ひだ

・管内全ての市町村との意見交換会を開催、課題を把握・解決 ３－（１） 東海農政局管内 東海農政局

・知事が先頭に立って輸出促進 ２－（１） 岐阜県・愛知県・三重県 岐阜県・愛知県・三重県

・目指すは猟師の６次産業化と人材育成 ２－（２） 岐阜県郡上市 猪鹿庁

・トヨタ自動車の「カイゼン」を農業に導入 ２－（１） 愛知県弥富市 （有）鍋八農産

・猪鹿無猿柵等による農地管理と担い手への農地集積 ２－（２） 岐阜県郡上市 宮地集落

・工場の排熱と木質バイオマス蒸気を利用した国内最大級の植物
工場

２－（１） 三重県松阪市 うれし野アグリ（株）

・自動車部品メーカーによる農業生産支援システムの開発 ２－（２） 愛知県豊橋市 （株）デンソー

・飛騨地域における地域資源を活用した取組（野菜ピューレパック
需要開拓）

２－（３） 岐阜県高山市 農業生産法人（有）まんま農場

・飛騨地域における地域資源を活用した取組（地元食材の活用） ２－（３） 岐阜県高山市
創作割烹「美食屋（びしょくや）
食（くう）」

・飛騨・高山地域における観光と連携した新たな取組（陸上におけ
るトラフグ養殖）

２－（１） 岐阜県飛騨市 飛騨とらふぐ研究会

・飛騨・高山地域における観光と連携した新たな取組（温泉熱の利
用によるフルーツ栽培）

２－（１） 岐阜県高山市 農業生産法人（有）「FRUSIC」

・2013高校生国際料理コンクール等の開催（日本初） ２－（２） 三重県多気町 三重県立相可高校

＜近畿農政局＞
地区名 取組主体

・外国人への日本茶の魅力の発信 ２－（１） 京都府和束町 京都おぶぶ茶苑合同会社

・地元産農産物・食品の輸出の取組 ３－（１） 滋賀県草津市 大津地域センター

・新品種導入等による梅の生産振興、需要・消費拡大の動き ２－（１） 和歌山県みなべ町
和歌山県果樹試験場うめ研究
所

・訪日外国人マーケットを捉えた抹茶需要増の動き ２－（２）

・「神戸ビーフ」のEU向け輸出が開始 ２－（１） 兵庫県 神戸肉流通推進協議会

・サブファンドによる６次産業化の推進 ２－（２） 和歌山県新宮市 （株）食縁

・フロート式太陽光発電の実証実験 ２－（１） 兵庫県小野市 兵庫県

・「日本食文化」を保存・活用の動き ２－（２） 京都府・京都市 京都府・京都市

・総領事館等を対象とした産地を巡るツアー ２－（３） 和歌山県 近畿農政局

・関西・食・輸出推進事業協同組合の設立 ２－（１）
関西・食・輸出推進事業協同組
合

・「漢方のメッカ推進プロジェクト」の取組 ２－（２） 奈良県 奈良県

・野菜の広域的リレー出荷の拡大 ２－（３） 奈良県 農業法人

取組内容

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

取組内容

平成27年９月４日報告

平成25年９月11日報告

平成25年９月11日報告

平成27年１月13日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告

平成27年１月13日報告

平成27年９月４日報告

平成27年９月４日報告

取組内容

平成27年１月13日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告



＜中国四国農政局＞
地区名 取組主体

・企業と地域の連携による加工・業務用野菜の生産・販売モデルの
確立

２－（１） 愛媛県西条市
㈱サンライズファーム西条、㈱
サンライズ西条加工センター

・「おかやま農業女子」の取組 ３－（１） 岡山県 おかやま農業女子

青果ゆずのEU向け輸出の拡大 ２－（１）
高知県北川村、高知県土佐
町、徳島県那賀町

北川村ゆず王国株式会社、ＪＡ
土佐れいほく、ＪＡアグリあなん

中山間地域での高収益作物の導入・生産拡大 　２－（２） 広島県世羅町
農業生産法人　寺岡有機農場
（有）

集落営農から生活支援へ ２－（１） 島根県出雲市
有限会社グリーンワーク
株式会社「未来サポートさだ」

一石数鳥の山口型放牧 ２－（２） 山口県山口市
山口県、農事組合法人杵崎の
里

「ハート型レモン」の収穫量を増やす生産法の開発 ２－（１） 広島県尾道市瀬戸田町 広島県

「食の学校」でA級グルメの担い手育成 ２－（２） 島根県邑南町
食の学校プロジェクト推進協議
会

夏にもおいしい、愛媛のかんきつ ２－（１） 愛媛県 愛媛県

かむ力、飲み込む力に合わせた介護食品の製造 ２－（２） 広島県 芸南食品（株）

＜九州農政局＞
地区名 取組主体

・農地中間管理機構を活用した農業基盤整備 ２－（１） 大分県宇佐市駅館川地区 大分県

・大手企業の農業参入 ２－（２） 熊本県天草市,佐賀県鳥栖市他 (株)九電工、JR九州ファーム（株）

・阿蘇の野焼きの推進 ３－（１） 阿蘇地域 阿蘇草原保全支援システム連絡会

・多収品種（飼料用米）の栽培技術向上 ３－（２） 鹿児島県霧島市、姶良市 鹿児島県、鹿児島県農業再生協議会

・A-FIVE（農林漁業成長産業化ファンド）を活用して商品化に成功
（シャコ殻の活用）

２－（１） 福岡県福岡市 西日本水産（株）

・A-FIVE（農林漁業成長産業化ファンド）を活用して商品化に成功
（米の需要増加）

２－（１） 熊本県大津町 （株）熊本玄米研究所

・産地間連携による輸出の取組（果物のリレー出荷） ２－（２） 福岡県 福岡農産物通商

・産地間連携による輸出の取組（九州を売り込む） ２－（２）
九州農業成長産業化連携協議
会

・大区画ほ場整備によるハウスの集団化と大規模WCS栽培への転
換

１－（２） 熊本県熊本市 梅洞営農組合

・農業団体等が輸出商社を設立しアジアへの輸出拡大 ２－（１） 福岡県 福岡農産物通商（株）

・市と観光協会の連携により農林漁家民泊利用者が大幅増加 ２－（２） 長崎県南島原市 南島原ひまわり観光協会

・12集落営農組織等が統合し、管内最大級の法人を設立 ２－（１） 熊本県大津町 ネットワーク大津株式会社

・ちゃんぽん麺に適した小麦新品種の育成 ２－（２） 長崎県
九州沖縄農業研究センター・長
崎県農林技術開発センター

・香港で「オール九州」農水産物・加工品商談会を開催 ２－（１）
九州農業成長産業化連携協議
会

・大学医学部と連携した研究開発の推進 ２－（２） 宮崎県
宮崎大学・宮崎県農協果汁
（株）・一丸ファルコス（株）

取組内容

取組内容

平成27年１月13日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告

平成27年９月４日報告

平成27年９月４日報告

平成27年１月13日報告



＜北海道農政事務所＞
地区名 取組主体

・製薬会社との連携によるニンニク主産地の復活に向けて ２－（１） 北見市常呂町
ＪＡところ、日本製薬工業株式
会社

・農観連携の推進に向けて 北海道

・地域エネルギーを活用した真冬の北海道でのマンゴー栽培 ２－（１） 北海道音更町 （株）ノラワークスジャパン

・放牧酪農で低コスト生産と高付加価値化の実現 ２－（２） 北海道幕別町 JA忠類、よつ葉乳業（株）

・６次産業化と地域観光との融合 ２－（３） 北海道ニセコ町 （株）高橋牧場

・トリジェネレーションシステムを導入した最先端施設園芸モデル ２－（１） 北海道苫小牧市 Jファーム苫小牧（株）

・酪農と地域社会の維持を目指した農協と企業のタッグ ２－（２） 北海道浜中町 （株）酪農王国

・積雪地帯における農業分野への障がい者の通年就労 ２－（３） 北海道芽室町 （株）九神ファームめむろ

・福祉と連携した高品質商品の製造・販売 ２－（１） 北海道新得町
共働学舎新得農場（農事組合
法人・NPO法人）

・道内最大手コンビニの農業展開 ２－（２） 北海道長沼町 セイコーマートグループ

・地域優位性を活かした地域全体の取組 ２－（３） 北海道十勝地区 フードバレーとかち推進協議会

・薬用植物生産に向けた取組の活発化 ２－（１） 北海道 夕張ツムラ

・食品機能性表示制度（愛称：ヘルシーDo）が本格スタート ２－（２） 北海道 北海道

・低コスト施肥技術体系を確立する地域一体の取組 ２－（３） 北海道十勝地区 協議会

＜北海道開発局＞
地区名 取組主体

・ＨＯＰ：小口の輸出促進に向け、物流と商流の同時アプローチ ２－（１） 北海道
北海道国際輸送プラットホーム
(ＨＯＰ)推進協議会

・道の駅の重点整備、農業と観光の相乗を加速 ３－（１） 北海道ニセコ町 ニセコ町、北海道開発局

「日本一のそばの里」の地域おこし １－（１） 北海道幌加内町 幌加内町

夫婦で農業とレストランを分担、年６万人集客 ２－（１） 北海道長沼町 （有）仲野農園

“日本一”を目指す酪農家 ２－（２） 北海道上士幌町 （株）ノベルズ

解体直前の旧校舎を改修、自然環境の教育拠点として再生 ２－（３） 北海道栗山町 コカ・コーラ教育環境財団

求人情報社が農業・食のフリーペーパー ２－（１） 北海道札幌市 （株）北海道アルバイト情報社

大根農家が高品質チーズ生産の６次産業化 ２－（２） 北海道更別村 野矢農場

大手製紙企業が薬用作物の試験的な取組み開始 ２－（１） 北海道下川町 （株）王子ホールディングス

道産ばれいしょデンプンのせんべいが急成長 ２－（２） 北海道小清水町 JA小清水

平成25年９月11日報告 冷蔵・冷凍食品の香港、台湾、シンガポール向け小口輸送 ２－（１） 北海道
ヤマト運輸・札幌大学・北海道
開発局等

＜沖縄総合事務局＞

地区名 取組主体

・「ぐしちゃんいも(紅芋)・いい菜(芋の葉)」を用いた地域活性化 ２－（１） 沖縄県八重瀬町
ぐしちゃんいも生産組合、ぐし
ちゃんいい菜生産組合

・地域資源である薬用作物（ウコン等）の生産拡大 ３－（１） 沖縄県南城市

・ハラール認証取得の促進 ２－（１）

沖縄県石垣市
読谷村
糸満市
うるま市

八重山殖産（株）
（株）お菓子のポルシェ
琉球黒糖（株）
（株）食のかけはしカンパニー

・民泊による地域活性化 ２－（２）
沖縄県伊江村
東村

沖縄県伊江村
NPO法人東村観光推進協議会

・多面的機能支払いの取組拡大 ２－（３） 沖縄県

・アジア向けハラール和食のセントラルキッチン ２－（１） 沖縄県うるま市 （株）食のかけはしカンパニー

・６次産業起業家を支援 ２－（２） 沖縄県名護市 沖縄県名護市

・地域資源（長命草）を活かした地域活性化 ２－（３） 沖縄県与那国町
農業生産法人与那国薬草園
（株）

・沖縄からの豚肉輸出が大幅に拡大 ２－（１） 沖縄県
（株）えんグループ・（有）丸市
ミート・沖縄県輸出促進協議会

・農林高校が開発した新特産品「オクラ麺」の商品化 ２－（２） 沖縄県うるま市 沖縄県立中部農林高校

・「木育」活動の拠点づくり（やんばる森のおもちゃ美術館） ２－（３） 沖縄県国頭村 国頭村、国頭村森林組合

・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 ２－（１） 沖縄県石垣市 農業生産法人（有）伊盛牧場

・えん沖縄がごーやー茶を開発し輸出を展開 ２－（２） 沖縄県那覇市 （株）えん沖縄

取組内容

取組内容

取組内容

平成26年９月25日報告

平成27年９月４日報告

平成27年９月４日報告

平成25年９月11日報告

平成26年９月25日報告

平成27年１月13日報告

平成27年１月13日報告

平成26年１月15日報告

平成26年９月25日報告

平成26年１月15日報告

平成25年９月11日報告

平成26年１月15日報告

平成27年９月４日報告

平成27年１月13日報告


