
和歌山県海南市下津地域

下津蔵出しみかんシステム

和歌山県海南市下津地域は、約1,900年前、みかんの祖となる橘が植えられた

ことから、日本のみかん発祥の地と云われています。

当地域は、ほとんどが傾斜地であることから、独自の石積み技術により段々畑

を築き、みかんを栽培し、急傾斜地等では、びわを栽培してきました。

また、みかん園内に土壁の蔵をつくり、自然の力で甘味を増す「蔵出し技術」

を生み出しました。

さらに山頂や中腹に雑木林を配置することで、水源涵養や崩落防止などの機能

を持たせるとともに、里地・里山の豊かな生物多様性を維持し、持続性の高い農

業システムを構築しています。

【写真】1.福頼棚田展望台からの風景（奥出雲町横田地域）
2.唯一「たたら製鉄」を継承 3.日本三大蕎麦の「出雲そば」

島根県奥出雲地域

たたら製鉄に由来する奥出雲の資源循環型農業

中国山地の山間にある奥出雲地域は、日本古来の製鉄法「たたら製鉄」の原料

である砂鉄を採取するため、500年以上にわたって鉄穴流し（かんなながし）と

いう採掘技術で山々を切り崩し、採掘のために導いた水路やため池を再利用して

棚田に再生してきました。

運搬や農耕のため17世紀初頭に行われた役牛改良の知識を活用して肉用牛の種

雄牛（仁多牛）を造成し、その牛ふんや山草を堆肥化して土づくりを行い、良質

な「仁多米」を生産しています。また、約３０年周期で伐採してきた薪炭林はシ

イタケ生産に活用され、森林や水田畦畔に棲むハナバチ類はソバの受粉を促し、

在来ソバの遺伝資源を今日に伝え、「出雲そば」のルーツとなり、蕎麦文化が色

濃く残っています。

棚田には墓地や神木を祀った小山(鉄穴残丘）が点在し、神（自然）を畏れ祖

先を敬う日本の宗教観を表す農業景観を形成しています。

愛媛県南予地域

愛媛・南予の柑橘農業システム

柑橘の生産量と品目数が日本一の愛媛県において、南予地域はその屋台骨を担

う一大柑橘産地です。複雑に入り組んだ海岸線一帯に広がる、他に類を見ない急

傾斜地に設置された柑橘園地は、壮大で独特な景観を形成しています。

労働の負担を減らすために段々畑を作り、防風垣を設置することで海からの塩

害リスクを軽減するほか、高い栽培技術や様々な品種の適地適作など、持続的に

経営するための工夫やノウハウが存在しています。

生産者が結束して主体的・戦略的な産地づくりを進める「共選」組織など、独

特の社会基盤やストックが存在し、過酷な条件下での小規模家族経営による経営

の継続と高い収益の確保を実現しているほか、次世代育成や労働力の確保、海外

への技術支援や国際的な認証取得にも積極的に取り組んでおり、世界に誇る応用

可能な農業システムとなっています。

【写真】1.海南市下津町鉢伏山からの風景 2.みかんの神「田道間
守」を祀る橘本神社の「みかん祭」 3.急傾斜地で栽培される「下津
びわ」

【写真】1.システムを形成する風景（愛媛県八幡浜市） 2.次世代を
担う人材の育成「高校（柑橘）で初のGLOBALG.A.P.取得」 3.スリラ
ンカにおける柑橘栽培技術支援「えひめ・スリランカオレンジプロ
ジェクト」
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国名

トキと共生する佐渡の里山(2011)

能登の里山里海(2011)

静岡の茶草場農法(2013)

阿蘇の草原の維持と持続的農業(2013)

クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環 (2013)

清流長良川の鮎－里川における人と鮎のつながり－(2015)

みなべ・田辺の梅システム(2015)

高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム(2015)

持続可能な水田農業を支える「 大崎耕土」の伝統的水管理システム
(2017)

静岡水わさびの伝統栽培－発祥の地が伝える人とわさびの歴史－(2018)

にし阿波の傾斜地農耕システム(2018)

カシミールのサフラン農業(2011)

コラプットの伝統農業(2012)

海抜以下でのクッタナド農業システム(2013)

青山島のグドゥルジャン棚田灌漑管理システム(2014)

済州島の石垣農業システム(2014)

ファガエ村におけるバドン地方の伝統的茶栽培システム(2017)

錦山（クムサン）の伝統的な高麗人参農業システム(2018)

スリランカ スリランカ乾燥地帯における連珠型ため池システム(2017)

青田の水田養魚(2005)

ハニ族の棚田(2010)

万年の伝統稲作(2010)

トン族の稲作・養魚・養鴨システム(2011)

アオハンの乾燥地農業(2012)

プーアルの伝統的茶農業(2012)

会稽山の古代中国トレヤ(2013)

宣化のぶどう栽培の都市農業遺産(2013)

興化の嵩上げ畑農業システム(2014)

佳県の伝統的ナツメ農園(2014)

農林水産業システムの名称(認定年)

日本
（11地域）

インド
（3地域）

韓国
（4地域）

中国
（15地域）

世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国連食糧農業機関（FAO）が認定する

制度です。世界で21国57地域、日本では11地域が認定されています（令和元年６月現在）。

世界農業遺産とは01
参 考

日本(11)中国(15)

韓国(4)

バングラデシュ(1)

インド(3)

イラン(3)

エジプト(1)

UAE(1)

アルジェリア(1)

チュニジア(1)

モロッコ(2)

ケニア(1)

タンザニア(2)

フィリピン(1)

ペルー(1)

チリ(1)

メキシコ(1)

スリランカ(1)

スペイン(3)

アジア
７ヶ国

36地域

中南米
3ヶ国
3地域

欧州
3ヶ国
6地域

中東
2ヶ国
4地域

アフリカ
6ヶ国
8地域

ポルトガル(1)

イタリア(2)

国名

福州のジャスミン・茶栽培システム(2014)

ジャガナの農林畜産業複合システム(2017)

湖州の桑基魚塘システム(2017)

夏津における伝統的桑栽培システム(2018)

中国の南部山岳丘陵地域における棚田システム(2018)

バングラデ
シュ

フローティングガーデン農法(2015)

フィリピン イフガオの棚田(2011)

アラブ首長国
連邦

アル・アイン及びリワの伝統的ナツメヤシ栽培システム(2015)

カシャーンのカナート灌漑システム(2014)

ジョーザン渓谷のブドウ生産システム(2018)

ゴナーバードのカナートによるサフラン栽培システム(2018)

アッシシ－スポレート間丘陵地帯のオリーブ畑(2018)

ソアーヴェの伝統的ブドウ畑(2018)

アクサルキアのレーズン生産システム(2017)

アナーニャの塩生産システム(2017)

オリーブ古代樹農業システム「テリトリオ・セニア」(2018)

ポルトガル バローソの農業林間放牧システム(2018)

アルジェリア ゴートオアシスシステム(2011)

エジプト シワ・オアシスのナツメヤシ栽培システム(2016)

ケニア マサイの牧畜(2011)

マサイの牧畜(2011)

アグロフォレストリーシステム(2011)

チュニジア ガフサのオアシスシステム(2011)

アトラス山脈のオアシスシステム (2011)

アイトスアブ・アイトマンスール地域のアルガン農業林間放牧
システム(2018)

メキシコ
ソチミルコ、トラウアク及びミルパアルタの世界遺産地域にお
けるチナンパ農業(2017)

チリ チロエ農業(2011)

ペルー アンデス農業(2011)

モロッコ
（2地域）

中国
（続き）

農林水産業システムの名称(認定年)

イラン
（3地域）

イタリア
（2地域）

スペイン
（3地域）

タンザニア
（2地域）



世界農業遺産の認定基準

1．食料及び生計の保障 2．農業生物多様性
3．地域の伝統的な

知識システム
4．文化、価値観
及び社会組織

5．ランドスケープ及び
シースケープの特徴

申請から認定まで

連絡調整 情報提供

申請者

市町村及び農林漁業者の組
織する団体を含む協議会等

農林水産省

世界農業遺産等
専門家会議地方農政局等

連携

①申請書作成
③一次審査（書類審査）
④現地調査
⑤二次審査（プレゼンテーション）

②申請

認定

国連食糧農業機関
（FAO）

世界農業遺産科学
助言グループ(SAG)

認定申請に
係る承認

申請地域は、世界的な重要性、申請地域の特徴（５つの認定基準）及び保全計画に基づき評価されます。

➅申請 ➆書類審査及び現地調査

【申請地域の特徴を評価する５つの認定基準】

石川県 能登地域

静岡県 掛川周辺地域

宮城県 大崎地域

新潟県 佐渡市

和歌山県 みなべ・田辺地域

熊本県 阿蘇地域 大分県 国東半島宇佐地域

宮崎県 高千穂郷・椎葉山地域
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(平成23年6月認定) (平成23年6月認定)

(平成25年5月認定)

(平成27年12月認定) (平成27年12月認定)

(平成25年5月認定) (平成25年5月認定)

(平成27年12月認定)

e

a b

c d

f g
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静岡県 わさび栽培地域

(平成30年３月認定)

徳島県 にし阿波地域

(平成30年３月認定)

h
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岐阜県 長良川上中流域

(平成29年11月認定)

平成23年度
認定

平成25年度
認定

平成27年度
認定

平成29年度
認定

j
k

国内の世界農業遺産認定地域

日本は南北に長く、山地が大半を占める国土を有することから、それぞ

れの土地や気候条件に合った独特な農林水産業が各地で営まれてきました。

現在、我が国の11地域が世界農業遺産に認定されており（令和元年６月

現在）、多様で地域性に富む伝統的な農林水産業が受け継がれています。

参 考
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日本農業遺産に関する情報は、農林水産省ホームページにも掲載されています。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_1.html

発行元 ／ お問合せ先

このパンフレットにつきまして、ご意見、ご質問等がございましたら下記までお寄せください。

農林水産省 農村振興局 農村政策部 鳥獣対策・農村環境課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１

令和元年６月（初版）
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