
す（2016年1月現在）。 

食料及び 
生計の保障 

優れた 
ランドスケープ 
及び土地と 
水資源管理 
の特徴 

生物多様性 
及び生態系 

文化、価値観 
及び社会組織 

知識システム 
及び適応技術 

世界的（国家的）重要性（下記5基準で表される）、 

歴史的及び現代的重要性を有することが必要。 

宮崎 
高千穂郷・椎葉山地域の山間地農林業複合システム 

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域 

2015年認定 

世界農業遺産の認定基準 

topic 

申請から認定まで 

topic 

地方農政局等 

農林水産省 世界農業遺産（GIAHS) 
専門家会議 

国連食糧農業機関 
（FAO） 

①連携・協力   
  申請書作成 

①連絡・調整 
  情報提供 

連携 

②
承
認
依
頼 

④
承
認 

⑤
認
定
申
請 

 協議会等からFAOへ認定申請す
るに当たっては、所管官庁（我
が国の場合は農林水産省）の承
認を得ることが必要とされてい
ます。 

⑥
書
類
審
査
及
び
現
地
調
査
を
経
て
認
定 

③国内での評価 

森林保全管理が生み出す持続的な農林業 

 森林に囲まれ平地が極めて少ない環境下で、
人々は針葉樹による木材生産、広葉樹を活用した
しいたけ生産、高品質の和牛生産、茶の生産、棚
田での稲作等を組み合わせて生計を立ててきまし
た。標高の高い傾斜地で農業用水を確保するため
に建設された山腹水路は500kmにも及び、用水供給
のほか、斜面を流れ落ちる雨水を受け排水するこ
とで、周囲の集落を災害から守る役割を果たして 
います。 
 また、地域に伝わる伝統文化「神楽」は、五穀
豊穣などを願う神事の舞踏です。現在もほとんど
の集落で神楽が奉納され、厳しい山間地で暮らす
人々が生活の安定を願う祈念の場として大切に受 
け継がれています。 

 【モザイク林相】 
土地の特性に合わせて、
用材生産のためのスギ
やヒノキの針葉樹林、
シイタケ栽培用の落葉
広葉樹、天然林として
残す照葉樹林と植生を
細分しています。その
結果、モザイク林相の
景観が生まれました。 

伝統文化「神楽」 

山奥から水を運ぶ山腹水路網 

学術機関等 

都道府県 

協議会等 
（申請者） 

岐阜 
清流長良川の鮎 
岐阜県長良川上中流域 

2015年認定 

人の生活、水環境、漁業資源が連環 

 岐阜県を流れる長良川は、漁業者や市民団
体による水源林の育成や河川の清掃など、人
が適切に管理することで、資源を保全すると
ともに良好な環境を生み出し、清流に育まれ
た漁業、農業、林業などの産業が発達してい
る「里川」です。なかでも、鮎を中心とした
内水面漁業が盛んで、鵜飼漁をはじめとした
伝統的な漁法が数多く受け継がれ、鮎を使っ
た郷土料理も食文化として根付いています。   
 また、清流が保たれることにより、美濃和
紙や郡上本染などの水と密接なつながりのあ
る伝統工芸が引き継がれ、長良川の持続的 
なシステムを育んでいます。 

清流に生息する鮎 

清流 長良川 

    【鵜飼】 
鳥の鵜を使って漁をする
長良川の鵜飼は、1300年
前から行われている伝統
的な漁法です。 
 

和歌山 
みなべ・田辺の梅システム 

和歌山県みなべ・田辺地域 

2015年認定 

養分に乏しい礫質斜面を利用した持続的な梅生産 

 みなべ・田辺地域は、その土地を養分の乏しい
礫質の斜面が占めており、斜面にウバメガシの薪
炭林を残しつつ梅林を開墾して、高品質な梅を生
産しています。薪炭林は水源涵養や崩落防止等の
機能を保持するとともに、ウバメガシからは堅く
て良質な「紀州備長炭」が生産されています。 
 また、梅が果実を実らせるために花粉を運ぶ役
割を果たしてくれるのが、薪炭林に生息するニホ
ンミツバチです。ミツバチにとっても、梅はまだ
花の少ない2月頃から蜜を提供してくれる貴重な
存在であり、両者の間で見事な共生関係が築かれ
ています。地域に住む就業者の7割は梅の産業に
関わっており、梅は地域の基幹産業として人々の 
暮らしを支えています。 

  

紀州石神田辺梅林 

梅の花粉を運ぶニホンミツバチ 

   【南高梅】 
「南高」は、地元の農
業者と南部高校の先生、
生徒が協力して育成し
た品種です。地域の梅
には多様な遺伝子資源
が受け継がれており、
優良な品種の開発につ
ながっています。 

国名 認定を受けたシステム(認定年) 

日本 

1.トキと共生する佐渡の里山(2011) 

2.能登の里山里海(2011) 

3.静岡の茶草場農法(2013) 

4.阿蘇の草原の維持と持続的農業(2013) 

5.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) 

6.清流長良川の鮎(2015) 

7.みなべ・田辺の梅システム(2015) 

8.高千穂郷・椎葉山地域の山間地農林業複合シ 

   ステム(2015) 

中国 

9.青田の水田養魚(2005) 

10.ハニ族の棚田(2010) 

11.万年の伝統稲作(2010) 

12.トン族の稲作・養魚・養鴨システム(2011) 

13.アオハンの乾燥地農業(2012) 

14.プーアルの伝統的茶農業(2012) 

15.会稽山の古代中国トレヤ(2013) 

16.宣化のぶどう栽培の都市農業遺産(2013) 

17.興化の嵩上げ畑農業システム(2014) 

18.佳県の伝統的ナツメ農園(2014) 

19.福州のジャスミン・茶栽培システム(2014) 

国名 認定を受けたシステム(認定年) 

韓国 

20.青山島のグドゥルジャン棚田灌漑管理システ 

   ム(2014) 

21.済州島の石垣農業システム(2014) 

フィリピン 22.イフガオの棚田(2011) 

バングラデシュ 23.フローティングガーデン農法(2015) 

インド 

24.カシミールのサフラン農業(2011) 

25.コラプットの伝統農業(2012) 

26.海抜以下でのクッタナド農業システム(2013) 

イラン 27.カシャーンのカナート灌漑シ ステム(2014) 

ＵＡＥ 
28.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) 

アルジェリア 29.ゴートオアシスシステム(2011) 

チュニジア 30.ガフサのオアシスシステム(2011) 

モロッコ 31.アトラス山脈のオアシスシステム (2011) 

タンザニア 
32.マサイの牧畜(2011) 

33.アグロフォレストリーシステム(2011) 

ケニア 34.マサイの牧畜(2011) 

ペルー 35.アンデス農業(2011) 

チリ 36.チロエ農業(2011) 



 日本では、8つの地域が世界農業遺産に認定されて
おり（2016年1月現在）、多様で地域性に富む日本の
農業の価値が国際的に認められています。 

佐渡 トキと共生する佐渡の里山 

新潟県佐渡市 

2011年認定 

石川 
能登の里山里海 

石川県能登地域 

2011年認定 

静岡 
静岡の茶草場農法 

静岡県掛川周辺地域 

2013年認定 

日本の世界農業遺産 

topic 

2011年6月認定  新潟県佐渡市 
         石川県能登地域 
2013年5月認定  静岡県掛川周辺地域 
         熊本県阿蘇地域 
         大分県国東半島宇佐地域 
2015年12月認定 岐阜県長良川上中流域 
        和歌山県みなべ・田辺地域 
        宮崎県高千穂郷・椎葉山地域 

 佐渡市では、トキをシンボルとして多様な生き
ものが生息できる環境を整えるために、トキの主
な餌となるドジョウなどが生息する水田において
「生きものを育む農法」に島全体で取り組んでい 
ます。 
 水田の水を抜く中干期にも「江」と呼ばれる深
みを設置し、生きものの逃げ場となる水辺をつく
るなど、１年を通して生きものが生育できる環境 
をつくっています。 
 このように、生産の効率化だけでなく、環境に
配慮し育てられた米は、「朱鷺と暮らす郷」の名
称でブランド化され、販売利益の一部をトキの保
全活動に充てることで、食と命を育む生きものと
共生した持続的な農業が展開されています。 

人と生きものが共に豊かに暮らせる島づくり 

水田で採餌するトキ 中干期にも生きものが 
生育できる場所「江」 

 【朱鷺と暮らす郷認証米】 
認証基準には、「生きものを育む
農法」の実施のほか、5割以上の減
農薬・減化学肥料など厳しい基準
が設けられています。 

里山や里海の恵みを活かす自然と調和した暮らし 

 能登地域には、日本海に面した急傾斜地に広
がる「白米千枚田」をはじめとした棚田や、海
の強い潮風から家屋を守る間垣と呼ばれる竹の
垣根など、日本の農山漁村の原風景ともいわれ 
る独特の景観が見られます。 
 また、伝統的な技術として、「揚げ浜式」と
呼ばれる日本で唯一能登にのみ残る製塩法や、
女性が素潜りでサザエやアワビを採る「海女
漁」、里山の保全・管理と密接に結びついた 
「炭焼き」などが受け継がれています。 
 このほか、豊作豊漁を願い、巨大な灯籠を担
いで練り歩く「キリコ祭り」や、農耕神事「あ
えのこと」など、農林水産業にまつわる祭礼が 
能登の各地で行われています。 

  

能登の棚田のシンボル 
「白米千枚田」 

  【あえのこと】 
各農家では、作物の収
穫を終えた12月に田の
神様を家に迎え入れ、
御馳走でもてなします。
2月には次の豊作を願い、
雪の降りしきる田へ神 
様を送り出します。 

伝統技術「揚げ浜式製塩法」 

高品質な茶の生産と生物多様性の両立 

 掛川周辺地域では、県の特産品であるお茶
の栽培を「茶草場農法」と呼ばれる独自の伝
統農法で行っています。茶畑の周りに点在す
る草地（茶草場）からススキなどの草を刈り
取って、秋から冬にかけて茶畑に敷く農法で、
この農法で作られたお茶は味が良いことで高
い評価を得てきました。茶草は茶畑の土壌を
豊かにし、土壌流出を防ぐ等の効果から地域
の茶栽培に欠かせないものであるとともに、
豊穣祈願のお供えとして地域の伝統文化の中
にも利用されています。また、茶草を刈り取
ることで維持されてきた草地には希少な生物
が数多く生息しており、伝統農法を守るため
の農家の取組が生物多様性を育んでいます。 

畝間に茶草を敷く作業 

茶畑に隣接する茶草場 

【カケガワフキバッタ】 
茶草場に生息するカケガワ
フキバッタは、翅が退化し
て飛翔することができない
地域固有のバッタです。 

熊本 
阿蘇の草原の維持と持続的農業 

熊本県阿蘇地域 

2013年認定 

草原の持続的な活用を通じた農業 

 草原は自然のままでは時間とともに森林へ移り変
わりますが、阿蘇地域では草原を人が管理し続ける
ことで日本最大級の草原を維持しています。人々は
四季を通じて、草を焼く「野焼き」、牛や馬を放つ
「放牧」、草を刈る「採草」を中心に草原の管理を
行います。阿蘇の野焼きは表面だけを焼くため、土
中の植物の種や昆虫に影響がなく、希少な動植物が
数多く残っています。 
 草原を生かした畜産業が盛んな阿蘇ですが、酸性
で養分の乏しい火山性土壌の土地を長年かけて改良
し、涼しい気候風土を活かした米や多様な野菜の生
産も行われています。 

   【あか牛】 
阿蘇の自然環境に適応す
る在来種の褐色和種。多
くの繁殖農家は農業との
複合経営で、飼育頭数が
10頭以下と小規模なため、
草原での放牧による経営
が効率的です。 

絶滅危惧種に指定されて 
いる「ヒゴダイ」 

草原の維持に必要な「野焼き」 

大分 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 

大分県国東半島宇佐地域 

2013年認定 

雨の少ない土地で森林資源を活用した 
循環型農林水産業 

 降水量が少なく、水の確保が困難だった国
東半島宇佐地域では、安定的に農業用水を得
るために小規模なため池を連携させ、効率的
な土地・水利用を行ってきました。この用水
供給システムの作業や管理は、地域の人々に
よって共同で行われています。 
 また、この地域では、クヌギを利用した原
木しいたけの栽培が盛んに行われています。
クヌギは切り株から15年程で再生することか
ら、この原木しいたけ栽培により森林の新陳
代謝が促されるとともに、水資源のかん養や、
里山の良好な環境と景観の保全につながって
います。 
  

 【国内唯一のシチトウイ産地】 
かつては畳表の原料として多くの
需要があったシチトウイ。い草に
比べて耐久性が高く、柔道場や伝
統文化財の畳表にも使用されてき
ました。労力が大きい手作業の栽
培ですが、国内唯一の産地として
振興に励んでいます。 

クヌギを利用した 
原木しいたけ栽培 

中世荘園の姿をそのまま 
残す「田染荘」 


