
１－① １７年度広域連携等産地競争力強化対策支援事業実施地区概要（２０年度評価地区）                          

事業種類 産地・消費サイド広域連携事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等 

北海道 斜里町 斜里 斜里農協 輸入急増戦

略的対応特

別タイプ（野

菜） 

契約取引

割合増 
青果物流通

拠 点 施 設

（農産物集

出荷処理加

工施設等）

人参、玉葱、 
ほうれんそう 

人 参   120ha
玉 葱   60ha 
ほうれんそう 2.8ha 

 
第１ 調査地区の概要 
１ 斜里地区の地勢 
北海道の北東部に位置する斜里地区は、北部オホーツク海に

面し、東南に知床連山を擁する。また、知床国立公園の一角を

なしている。 
２ 斜里地区の農業概要 
平均気温 6.1度、年間降水量 812㎜。冷涼で雨が少ない。小

麦、馬鈴薯、てん菜を主体に野菜を加えた輪作体系をとる畑作

農業地帯である。 
第２ 事業導入の経緯 
人参、たまねぎの生産については、経営規模拡大に伴い収穫

作業を中心とする機械化が進み、ほ場での選別作業から施設で

の一括作業へと移行してきたが、その際に発生する優品（Ｂ級

品）以下の販路確保は、生産者の所得安定のため重要な課題と

なっていた。また、業務用の需要が高まる中、複数の取引ユー

ザーからは業務向けに利用しやすいように、現地での一次加工

の要請が強くなっていた。このため、カット、エキス抽出など

の加工処理を行う施設を整備し、取引先のニーズに応え、付加

価値を付けた供給体制を図ることで、業務用仕向けの取引を増

やし、生産者の安定的な所得確保と生産体制を確立することとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
契約取引推進（人参）  契約取引割合 11.98％ 契約取引割合 20.48％ 契約取引割合 14.36％ 28.00％
契約取引推進（玉葱）  契約取引割合  4.05％ 契約取引割合  23.29％ 契約取引割合 18.77％ 76.51％
契約取引推進（ﾎｳﾚﾝｿｳ） 契約取引割合 100.00％ 契約取引割合 100.00％ 契約取引割合 100.00％ 100.00％
・人参については、作付面積が大きく増加し、全取扱量が大きく増加（対目標年１２５％）したことで率として低下したことや、加工

処理の効率が悪いＳ品が多く、加工用向けの量が確保できなかったことで契約取引割合が低下した。 
・玉葱については、契約取引量では目標を達成している。しかし、作付面積の増加に加え、収量も高かったことで全取扱量が増加（対

目標年１２８％）したことで率としては、目標に達しなかった。  
 
 ２ 定性的成果 
青果物の産地一次加工による契約取引は、実需者側のメリットとして①流通コストが削減でき、原料調達コストが安くなる。②取引

量が安定する事により豊凶変動による原料価格への影響が少ない③原料の産地が特定されるため安全性の確認が容易であること等、海

外に依存していた原料や加工品を国内で調達しやすい体制が図れる等、需要が高い。 
また、生産者にとっても加工用途の契約取引が安定し、これまで流通出来ない規格外品等も流通可能となったことで、農業所得の向

上が図られた。更に、野菜の安定した作付が可能となったことで畑作品目とあわせ、各農家で輪作体系がとりやすくなった。 
野菜作付面積は、順調に伸びており、１９年度の総取扱量は、人参が対目標年値 125％、玉葱が 103％と目標年度を上回っている。

 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 
写真提供：ＪＡ斜里 撮影：北海道農政事務所 

 
撮影：北海道農政事務所 

人参の収穫作業のようす 

 

人参の選別作業のようす 

 

野菜のエキスが入ったタンク（出荷は

このタンクの状態で行われる。） 

斜里町の景観 

 
撮影：北海道農政事務所 



 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
斜里町農協人参部会 
 部会長 菅野裕一氏 

人参の収穫作業は、平成 15 年
から収穫機によるコントラクタ

ー方式により行われております

が、そのほとんどを選果場へ一括

搬入できるようになったことで、

収穫・選別作業が効率化されまし

た。 
また、これまでは、選果場で選

別され流通できなかった人参が

「産地加工」により、流通させる

事が可能となったことで、可処分

所得が増加し、意欲を持って人参

生産に取り組める状況となりま

した。 

 

ＪＡ斜里 販売部 
部長 山内浩彰氏

近年の需給動向から加工業務用

途の需要が高まっている。実需者と

の連携による産地一次加工は、生産

現場も実需者サイドも原料の安定

供給や生産履歴等の安全性の証明

手段、更には流通コストの圧縮など

効率性が高い取り組みとなってい

ます。また、このような取り組みか

ら、現在取り扱っている「人参」・「玉

葱」・「ホウレンソウ」以外の品目に

ついても産地一次加工が出来る可

能性を広げることで農家個々の経

営作物の選択肢を増やし経営の安

定につなげていきたいと考えてい

ます。 
 

 
第４ 今後の課題等 
 人参の取扱い数量が当初の計画よりも大きく増加しており、たまねぎ、ホウレンソウなどの取り扱い期間と重複してきていることか

ら、全体のスケジュール調整について検討が必要。また、加工に向く品種の選定や栽培方法の検討を更に進め、加工量の増加を目指す。

 
 
 
 



１－② 平成１７年度広域連携等産地競争力強化支援事業地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 産地・消費者サイド広域連携事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

石川県 金沢市 粟五・大野 金沢市農協 競争力強

化生産総

合タイプ

需要に応じた

生産量の確保

集出荷貯蔵

施設 
畑作物 
（甘しょ） 

９０ha 

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 粟五・大野地区の地勢 
石川県金沢市の日本海側の海岸線に面した砂丘地帯である。昭和３５

年頃より畑地灌漑施設が整備され、優れた保水性・通気性・作業性を生

かし、今では石川県内有数の園芸産地を築いている。 
しかし、近年都市化が進み、非農家との混住化が進行している。耕地

は地区内の他、河北潟干拓地や河北郡への出耕作による規模拡大がなさ

れている。 
２ 粟五・大野地区の農業概要 
元禄時代（３００年前）に鹿児島県から、ここ加賀の国（石川県）へ

種芋を太郎右衛門という人が持ち帰り、栽培したのが始まりである。粟

五・大野地区の農家で栽培されており、この２地区の農家で生産された

甘しょを“五郎島金時”と称している。 
また、砂丘地の特性を活かし、大玉スイカ、小玉スイカ、ダイコン、

花卉の栽培も行われている。 
第２ 事業導入の経緯 
当地区では、すいか＋だいこんの他に甘しょを取り入れ、３品目を主とした輪作体系が行われている。そのため、当地区では、古く

から甘しょの栽培が多く、県内産の８５％を占める産地となっていた。 
しかし、既存のキュアリング貯蔵施設の能力では、貯蔵量や処理量が不足しており、約１０ヶ月の出荷期間のうちで、４～６月の出

荷量が市場等の要望量を満たしておらず、また、その期間は甘しょ流通の端境期であるため、実需者からは高品質での甘しょの供給体

制が求められていた。他にも、既存のキュアリング貯蔵施設では、外気の影響を受けやすく、能力不足から室内でも温度ムラを発生し、

４月以降の気温の上昇により腐敗果が多くなり、商品化率が低くなるという問題があった。 
そのため、実需者ニーズに即して、出荷を行うために高品質かつ長期の保存が可能になる高度なキュアリング貯蔵施設を整備し、長

期安定出荷体制を確立することとした。 
 

第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
総出荷数量の増加 1,825t 1,980t 1,993t １０８％ 
契約取引割合の拡大 10.5% 19.1% 24.5% １６３％ 
   
 ２ 定性的成果 
・産地強化計画に基づく計画的な産地改革が推進され契約取引による安定的な農産物供給が図られており、契約取引拡大と成った。 
・収穫年による出荷規格の幅の縮小を図り、市場の需要に即した安定出荷を行うため、長期貯蔵量確保等の周年出荷計画の樹立を行っ

た。京浜・京阪神等大都市圏での契約販売等、特定実儒者を中心にした市場の開拓が出来た。 
・価格等の安定が図られた事により、農家の規模拡大や担い手の育成（認定農業者は、目標２８人を上回る３０人。）が成った。 
  
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 

 

施設の稼働状況等 

 

施設の導入成果の発現状況等 

コメント 甘しょ圃場 

 

コメント 貯蔵されている甘しょ 

 

コメント 契約取引社数の増加 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 

コメント 
集出荷貯蔵施設導入により、集出荷作

業がスムーズに行われるようになっ

たと思われる。また、長期保存が可能

となり、安定出荷ができるようになっ

た。それにより、所得向上につながっ

たと思われる。 
提供者 五郎島さつまいも部会長 
    木谷氏 

 顔写真等 コメント 
集出荷貯蔵施設導入により、出荷物が 1
箇所に集約され、品質の一定化につなが

ったと思われる。また、内部品質を落と

すことなく保存することが可能となっ

た。これにより遠方地への出荷が可能と

なり販路拡大につながったと思われる。

提供者 生産者 西沢氏 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真）
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第４ 今後の課題等 
・契約取引数量の拡大するために関東圏や関西圏の大消費地だけでなく、遠方地への販路も拡大させること。 
・ 実需者からの流通形態の変化が求められ、梱包資材等において環境負荷の軽減する形態への対応を求められていること。 
・ 健全苗の確保のため、補助事業などを導入し、育苗ハウスの増棟の推進すること。 
・原油高騰による生産コスト増大に対し、施肥設計の見直しなどによる低コスト生産を推進すること。 
 



１－③ 平成１７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 産地間広域連携・広域的流通拠点事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

山口県 萩市 山口県全域

及び広域連

携県（長崎、

熊本、静岡、

神奈川） 

日本果実工業

株式会社 
競争力

強化生

産総合

タイプ

需要に応じた

生産量の確保 
農産物処理加工施

設(ｽﾄﾚｰﾄみかん果
汁冷蔵貯蔵施設） 

果樹 
(うんしゅ
うみかん) 

16,027ha 
(25,811戸）

   
第１ 調査地区の概要 

 
１ 山口県の農業概要  

本州最西端に位置する山口県は、三方を海に囲まれ、東は

広島・島根県に接し、西及び北は響灘・日本海に、南は瀬戸

内海に面し、関門海峡を隔てて九州と接している。県のほぼ

中央を中国山地が東西に走り、北面の日本海側と南西の瀬戸

内海側との両地域に分ける地形となっており、地域としては、

瀬戸内海沿岸地域、内陸山間地域、日本海沿岸地域の三つに

区分される。概して、高峻な山もなく平野にも乏しく中山間

地域の多い地勢となっている。 
瀬戸内海、日本海沿岸地域ではうんしゅうみかん、なつみ

かん等のかんきつ類が栽培され、内陸部ではくり、なし等の

落葉果樹が栽培されるなど、自然的・地理的条件を活かした

多種多様な品目による果樹産地が形成されている。 
 
２ 日本果実工業(株)の概要 

日本果実工業(株)は、昭和 35 年 12 月に全国農業協同組合連合会山口県本部各加工場において製造した各種農産加工品及び清
涼飲料水を総合的に製造、販売する目的で設立された（加工原料を山口県以外からも調達し、販売も全国規模で行うことから、

S35に分社化）。 
県内に４つの工場を有し、本事業により施設を導入した萩加工場では、うんしゅうみかん・中晩柑類の搾汁、ジャム等の加工

を行っており、とりわけ搾汁みかんについては不可避的に発生する加工原料用果実を農家から買い取り、農家所得の安定に寄与

するとともに、積極的な販売活動と商品開発を行っている。 
 
第２ 事業導入の経緯 
 
 国産果実の消費が伸び悩む中、特にうんしゅうみかんについては気象変動等による生産量や品質の変動により価格が不安定でるこ

と、また、不可避的に発生する加工原料用果実の有利販売による安定的な所得確保が喫緊の課題である。 
 萩加工場にて製造されるストレートみかん果汁は、その味、色、風味に優れた高品質果汁として実需者及び消費者に高く評価され

ており、その増産への需要も高い。 
 需要に応じた供給を図るため、県内産地に加え、長崎県、熊本県をはじめとした県外うんしゅうみかん産地からの原料買い取り等

広域的流通拠点としての機能を拡充し、国内ストレートみかん果汁の低コスト化と供給力の増強による国産果汁の競争力を強化、国

内かんきつ産地の体質強化を図ることを目的に、ストレート果汁冷蔵貯蔵施設（タンク３基増設）を整備するものである。 
 
第３ 事業実施による成果 
 
 １ 定量的成果 

項 目 現状（H16年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
需要に応じた生産量の確保  契約取引 ２６％ 契約取引 ３６％ 契約取引 ９６％ ７００ ％ 
原料用みかん買入契約数量  1,650ｔ      13,325ｔ  
  
 ２ 定性的成果 
・生産量の増加や生果価格低迷による加工原料仕向け量の増大時の受け皿として本事業により増設したタンクが広域的に機能し、生産

農家・産地の一助となった。 
・集荷対象ＪＡ及び業者との間での契約取引割合が高まったことにより、安定集荷に対する生産農家との信頼度が高まりつつある。 
・タンク増設より、産地別トレースに基づく区分貯蔵、出荷が可能となり、地域・品質の特性等を活かした商品づくりが可能となると

ともに、新規商品の開発と提案による新規需要の掘り起こしにつながった。 
・タンク増設により、ドラム缶貯蔵・輸送コストが削減された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本果実工業株式会社（全農山口萩加工場）：写真提供 日果工



 
  
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

  
皮むき（ピューラー）ライン 日果工製品ラインナップ 
  

ストレート果汁冷蔵貯蔵タンク 

 

  
                                       写真提供：日本果実工業(株)、中国四国農政局 

 
第４ 今後の課題等 
今後、国産みかんストレート果汁の更なる価値向上、消費拡大にむけた宣伝・消費活動の強化を図る。 
 
 



１－④ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度中間評価地区） 
 事業種類 産地間広域連携・広域的流通拠点事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物等 受益面積等

徳島県 徳島市 不動本

町 
徳島化製事業

協業組合 
産地間広域連

携・広域的流

通拠点事業 

生産性向上 フィッシュ

ミールプラ

ント一式 

魚腸骨等 魚腸骨等の

排出者 502
件（19年度）

 
第１ 調査地区の概要 
 １ 徳島市地区の地勢 
 
徳島市は県の東部に位置しており、吉野川・勝浦川等とそ

の支流によって作られた三角州にあり、徳島の政治・経済・

文化の中心地である。 
気候は温暖で平均気温は17.4度､年間降水量は860.5mmで

あり吉野川等の豊富な水に恵まれ農業生産は活発である。 
 
 
２ 徳島市地区の農業概要 

 
徳島市の農業は、米・園芸・畜産等による複合経営形態で

あり野菜を中心とした多目的複合経営が中心となっている。 
 また、大消費地である京阪神地域への農産物を供給して発

展してきた。 
 
 
第２ 事業導入の経緯 
課題及び問題点への対応及び広域連携としての事業の必要性

の観点も含めて記述する。（広域性、モデル性・施設整備の必

要性重要性等） 
 
昭和４８年に徳島県内で魚腸骨の処理を開始し、徐々に処理依頼が増加し現在は四国４県・近畿２県と拡大している。 
魚腸骨は動物残渣と混合処理し、製造した肉骨粉は飼料・肥料に、骨油は工業用油脂として販売していたがＢＳＥ問題の発生後は焼

却処分のための施設として利用することになり、新たな魚腸骨飼料化施設が必要となった。 
 新施設により飼料化が可能となり平成１９年度末実績で約１万１千トン、平成２１年度末では約１万３千トンを目標としている。 
 
第３ 事業実施による成果 
 
 １ 定量的成果 

項   目 現状（H１６年度） 目標（H２１年度） 実績（H１９年度） 達成率 
成果目標 
（飼料増産・未利用資源

処理量の増加） 

 
０トン 

 
１３，３０４トン 

 
１１，１１５トン 

 
８４％ 

 
 ２ 定性的成果 
定性的な成果を記述する。 
魚腸骨等の飼料化施設が完成し、良質なフィッシュミールの製造を開始したことにより安定的に魚粉及び魚油を供給し、もって、飼料

自給率の向上に寄与することができた。 
 
  
 
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 

 

施設の稼働状況等 

 

施設の導入成果の発現状況等 

 
飼料化施設全景 

 

原料の投入口 

 

製造された魚粉（フレコン積） 
 
 
 

地区の概況写真（地域の景観、営農や農地状況、作物等写真） 

 
 
※写真添付の際は相手方に公表することを説明し同意の上、提供を受

けるとともに、提供者または撮影者名を記載すること 



 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 

徳島化製事業協業組合の登さ

ん 
 
食品循環資源の利用拡大と飼

料の国内需給率の向上の一コ

マを担う施設として順調に稼

動しています。 

顔写真等（鮮魚加工） 

 
 

水穂蒲鉾社長の津川さん(魚腸骨
排出者) 
 
食品残渣を有効利用することは重

要であり、飼料で利用されている

のは社会貢献にもなっていると考

えています。 
 
 

 
 
 
第４ 今後の課題等 
コメント 
施設は完成し、飼料安全法に係る製造基準適合確認を取得し、魚粉を販売する事ができた。しかし、魚腸骨の分別が不十分なところが

あったので分別された魚腸骨の確保に向け、排出事業主の協力を仰ぎながら指導を徹底してきた。 
その結果、最近は利用量が増加してきた。引き続き、食品循環資源の利用拡大に向けた普及啓発に力を注ぎたい。 
 
 
 
 
 



１－⑤ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 産地・消費者サイド広域連携事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

高知県 大豊町、本山

町、土佐町 
れいほく

地区 
土佐れいほく

農協 
競争力強

化生産総

合タイプ

需要に応じた

生産量の確保 
農産物処理加

工施設 
柚子 37.3ha 

（273戸）

   
第１ 調査地区の概要 
 １ れいほく地区の地勢 

れんほく地区は、四国の中央部、吉野川上流域に位置す

る。標高 200m～1,800mの山岳地形のため森林が 89.6％を
占め、農用地率は 1.3％と極めて低く、耕地は四国山地の標
高 200～900mに棚田となって点在している。 
年間平均気温は 13.8℃で平野部の高知市より３℃程低く、
冬季には積雪もあるなど、四国では冷涼な地域である。 

 
 ２ れいほく地区の農業概要 

 れいほく地区の農業は、山間地であるため水稲を基幹作

物とし、畜産・野菜等を組み合わせた複合経営が主体の地

域である。冷涼な気候を活かした雨よけ栽培でのシシトウ

や米なす等の導入により、県内平場の産地とのリレー出荷

等施設栽培の振興が図られている。 
 柚子は、柑橘の中でも耐寒性が強く、多雨条件でも栽培

が可能であることから、当該地区に適した果樹として昭和

40年代前半の導入以降、産地化が進められた。 
山間地域の地理的条件を活かして生産された柚子玉は、市場評価も高く、○豊マークの柚子として有利販売されている。 

 
第２ 事業導入の経緯 
 柚子の消費は、料亭などの業務用需要や冬至用など伝統文化的需要に加え、近年はポン酢しょうゆや柚子ドリンクなどの加工品需

要の高まりにより、県内外を問わず周年供給に対する実需者ニーズが高まってきている。 
 本地区では、柚子の一次加工品（果汁）を実需者等に出荷しているが、既存施設の搾汁能力では出荷最盛期の搾汁処理が追いつか

ず、荷受場での保管により腐敗果が発生し、搾汁後の果汁の品質低下の大きな要因になっていた。 
 このため、高速搾汁装置等の導入により、搾汁能率・処理量を大幅に向上させ、高知県及び県外（愛媛県、岡山県、愛知県、徳島

県等）実需者からの柚子果汁の増産・安定供給及び高品質化の要請に応えることにより、産地と県外実需者との取引量を拡大し、県

域を越えた連携強化を図ることとした。 
 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項 目 現状（H１５年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
需要に応じた生産量の確保  契約取引 ５４％ 契約取引 ６７％ 契約取引 ７０％ １２３ ％ 
柚子栽培全体面積 ３７．３ｈａ  ４３．０ｈａ  
  
 ２ 定性的成果 
・本施設の導入により、柚子の農家買い取り価格の向上・安定化が図られ、農家所得の向上に繋がった。 
・農家所得の向上により地区内の生産意欲が高まり、栽培面積の拡大が図られるとともに、定期的な講習会の実施により、隔年結果の

防止に努める体制づくりも出来上がった。 
・施設導入により製造過程での衛生面が向上し、安全・安心な製品づくりが可能となったことから、実需者からのクレーム等もなくな

り、販売契約も増加した。 
・第 3セクターによる収穫等の作業受託、新規作付が進みつつあるなど、新たな担い手への集約化の動きも生まれている。 
  
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 
 

柚子栽培研修会 

 

クリーンルーム化された加工処理施設 

 

新たな加工品の開発・販売 
                                               写真提供：ＪＡ土佐れいほく 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れいほく地区柚子園地（写真提供者：ＪＡ土佐れいほく） 



 
４ 受益者農家及び関係者の声 

 
ＪＡ土佐れいほく 
無農薬柚子部会長 
山中 英榮 氏 

施設整備を契機に果樹産地

構造改革計画も策定され、嶺北

地域における主要品目として

柚子が位置づけられ生産にも

弾みがついた。無農薬柚子部会

としては、今後も農薬不使用に

よる栽培技術の向上を目指し、

消費者に安全・安心な柚子製品

を届け、嶺北柚子の価値を高め

たい。 

 
 
 

 
ＪＡ土佐れいほく 
柚子部会長 
秋山 澄夫 氏 

搾汁施設の整備により、農協独

自に加工品の開発・販売が行える

ようになったことで、加工用柚子

に付加価値が付き、価格面で生産

者に大きく寄与したことから生

産量の増加に繋がった。 
 今後は、青果についても生産が

伸びるよう、産地の課題として取

り組んでいきたい。 

 
第４ 今後の課題等 
・生産者の高齢化に伴い、立地条件の悪い園地や未整備園の荒廃が進んでおり、担い手への園地集積が大きな課題である。規模拡大志

向の生産者等に対して柚子苗の斡旋や園地の流動化を進めるとともに、第三セクターによる作業受託の取組を推進していく。 
・生産面での大きな課題である隔年結果を是正し、生産量の安定を図るため、栽培技術講習会等を実施するとともに、優良品種の苗の

供給体制を整備する。  
 



１－⑥ １７年度広域連携等産地競争力強化支援事業実施地区概要（２０年度評価地区） 
 事業種類 産地・消費者サイド広域連携事業 
都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 取組名 成果目標 導入施設 対象作物 受益面積等

長崎県 南 島 原 市

（旧南有馬

町） 

南有馬

地区 
ながさき南部

高品質トマト

生産組合 

輸入急増戦略

的対応特別タ

イプ 

輸入急増農産

関係産地対策

低コスト耐

候性ハウス

（5棟） 

野菜 
（トマト） 

11,103.5㎡

  
第１ 調査地区の概要 

2006年 3月 31日をもって、周辺 7町（加津佐町、口之津町、北有馬町、西有家町、有家町、布津町、深江町）と対等 
合併し、南島原市となりました。 

 
 １ 南有馬地区の地勢 
南島原市は、島原半島の南東部に位置し、地域北部は穏やかな丘陵地帯と海岸部に広がる平野部からなり、地域南部については、比

較的傾斜地が多く、耕地は山腹に階段状をなしている。８月から９月にかけては台風の常襲地帯です。 
産業は農業を中心とした第一産業が発達しているものの、

人口は年々減少の一途をたどっており、高齢化・過疎化が進

んでいる。 
 
２ 南有馬地区の農業概要 

本地域は、水稲、馬鈴薯、みかん、葉たばこ、畜産など様々

な農業を展開しており、県内でも有数の農業地帯です。しか

し、都市部への流出や他産業への就業により農業就労者の減

少、農業従事者の高齢化、農産物の輸入自由化による価格の

低迷を受け生産意欲の減退などが原因で、地域の農家数は

年々減少しています。 
 
第２ 事業導入の経緯 
本組合では、セーフガード監視品目の一つであるトマトの

産地として構造改革を進めるため、従来から取り組んでいる

特別栽培（農薬や化学肥料の使用量を低減した栽培）や独自

に栽培基準・品質基準を明確にした高品質トマトの生産と栽培管理記録の開示などを行っている。このことは、取引を行っている実需

者（全国展開している大手ハンバーガーチェーン（本社：東京都）、県域全てを網羅する生協連合（神奈川県）、大都市の生協（神戸市）、

商社等）から高い評価を受け、従来の出荷期間(12～6月)の更なる拡大が求められていた。 
そこで、高品質トマトの出荷期間拡大という実需者ニーズに対応するためには、出荷期の前進化（11 月から出荷)及び延長(7 月まで

出荷)が必要であるが、その場合、育苗・定植期（7～9 月）及び収穫期後半（6～7 月）が台風襲来期と重なることから、強風に耐え得

る栽培施設の整備が不可欠となっていた。 

 このことから、県外の実需者との連携に基づき、当産地に低コスト耐候性ハウスを導入することにより、高品質トマトの安定的な生

産供給体制を確立し、契約取引を拡大するとともに、輸入急増野菜の国内産地の強化・拡大を図ることとした。 

 
第３ 事業実施による成果 
 １ 定量的成果 

項目 現状（H１６年度） 目標（H19年度） 実績（H19年度） 達成率 
成果目標 （契約取引割

合 19%増加）  ７１％ ９０％ ９２．３％ １０２．６％ 

   
 ２ 定性的成果 
台風等の強風時における精神的不安の解消が非常に大きく、安心した生産体制が確立された。 
また当施設の導入により、南島原市では低コスト耐候性ハウスの整備が行われ、後継者（担い手）の確保が出来ている。 
このため、規模拡大に意欲的な農家が多く施設栽培が地域で増加した。 
  
 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 
地域の営農状況等 施設の稼働状況等 施設の導入成果の発現状況等 

コメント：水稲、露地野菜の栽培が

盛ん 

 

コメント：トマトの栽培風景 

 

コメント：高品質トマトの出荷期間拡大

で契約取引の増加 
 
 
 

地区の概況写真 

 
 撮影者：大島 洋子 



 
４ 受益者農家及び関係者の声 

顔写真 

 
撮影者：大島 洋子 
 

コメント 
●白倉 克美 
 耐候性ハウスでも最近大型台風が発生しているので、少し心配です。 
 
●近藤 一海 
台風常襲地でのビニ－ルの張り替え作業などが大幅に軽減でき、肥培管理に労力を

集中する事ができました。 
 
●中村 清忠 
 私は 62aの施設面積をやっているので、５年間ビニールの張り替えがないのは大変
助かります。 

 
●山口 靖 
育苗期間の中強風にも耐えられ安心して苗作りに励めます。 
 
 

 
 
第４ 今後の課題等 
コメント 
病害虫（シルバ－リ－フ）の被害が多発しているため、種苗会社を含めた栽培の現地研修会などを実施するなどし、病害虫予防対策

に積極的に取り組んでいきます。 
原油高騰の影響で重油代が増加しているため、暖房器具の清掃や被服資材の点検等重点的に行い、コスト低減に向けた取り組みを図

りながら高品質なトマト生産に取り組みます。 
 
 


