
農業の「働き方改革」アイデア募集中！

主な内容

・「日本のお米の輸出」について動画配信中！
・農業の「働き方改革」アイデア募集中！

・平成28年の農業産出額について
・平成28年の荒廃農地面積について
・平成28年の農用地区域内の農地面積について

キラリ☆現場にて
・兵庫県認証食品を原材料とする味噌で、経営の安定と地域活性化を！

志方東営農組合 代表理事 黒田 信行さん
・環境制御型ハウスでトマトの４定生産を実践中！！

株式会社東馬場農園 代表取締役 東馬場 怜司さん

・平成29年兵庫県産米の検査結果について
・いまノングルテン米粉が熱い！米粉に注目！！
・ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること
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農林水産省 近畿農政局（兵庫県拠点）

「日本のお米の輸出」について動画配信中！

2018.2

農林水産省では､平成29年9月に｢コメ海外市場拡大戦略プロジェクト｣を立ち上げ、海外市場に
積極的に進出し、お米の輸出拡大を目指す産地や輸出事業者の取り組みの後押しを進めています。

お米の輸出の可能性や現在の輸出促進の取り組みについて広く知っていただくための動画「お
米の新しい市場を開拓！『日本のお米の輸出』について」を公開しました。

本動画では、お米の輸出の概況や輸出拡大に向けた国の取り組みの解説のほか、輸出するお米
の生産や海外での販売に取り組まれている方々へのインタビューが御覧いただけます。

動画（本編）
https://www.youtube.com/watch?v=Cp6xPSbXJFQ

動画（ダイジェスト版）
https://www.youtube.com/watch?v=kSEcJhVpgac

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/kome_yusyutu.html

農林水産省では、農業を職業とする方々にとって、魅力のある職場環境づくりが進むよう、農
業経営者や有識者等からなる農業の「働き方改革」検討会を開催しています。

皆様の農業や職場で、「経営管理や、作業管理にITを導入すると、休日を月2日増やすことが
できた」、「育児･介護などによる短時間勤務制度や介護休暇制度を充実すると、女性の応募が増
え、新規採用者の半分が女性になった」など「こんな取り組みをやったらこんないいことがあっ
た」､「こんな取り組みは農業でも役に立つのでは？」などのご提案をお待ちしています。

寄せられたアイデアは、農業の「働き方改革」検討会で参考にさせていただきます。
また、2018年3月までに検討結果を取りまとめる予定です。

詳しくは https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/system/work.html



農林水産省は、平成27年12月の「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農用地等の
確保等に関する基本指針」を定めました。

その中で、平成37年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標を403万haとし、同法に
基づき毎年、目標の達成状況を公表することとしており、平成30年１月19日に公表しました。

平成28年の農用地区域内の農地面積（平成
28年12月31日現在）は、全国で402.8万ha
となり、対前年比0.4万ha減となりました。

兵庫県内では、61.6千haとなり、対前年比
0.1千ha減となりました。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/noukei/180119_21.html

（単位：千ha）

H28年農地面積 H27年農地面積 対前年増減

全 国 4,028.2 4,032.2 ▲4.0

兵庫県 61.6 61.8 ▲0.1

平成28年の農用地区域内の農地面積について

平成28年の農業産出額について

平成28年の荒廃農地面積について
農林水産省は、我が国の食料自給率の向上を図るためには、優良農地の確保と担い手への集積･

集約化が重要であるとし、食料･農業･農村基本計画に基づいて、荒廃農地の再生利用に向けた施
策を推進しています。

施策の推進に当たっては、荒廃農地の荒廃状況、解消状況等の情報を把握することが必要不可
欠であることから、「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領」に基づき、市町村及び農業
委員会の現地調査等を実施し、荒廃農地の面積等を公表することとしており、平成30年１月19日
に公表しました。

平成28年の荒廃農地面積は、全国で約28.1万haとなり、兵庫県で約2.2千haとなっています。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nihon/180119.html

「補助金」について、平成30年度予算案、平成29年度補正予算に対応しました。

詳細は https://www.gyakubiki.maff.go.jp/appmaff/input
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資料：平成28年農業産出額及び生産農業所得（近畿）
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平成28年の兵庫県の農業産出額は、1,690億円となり、
前年に比べて5.1％（82億円）の増加となりました。

これを部門別の構成割合でみると、耕種部門が59.8％
（農業産出額は1,010億円）、畜産部門が40.2％（同679
億円）、加工農産物が0.1％（同１億円）となっています。

また、主要な品目の構成割合をみると、米が26.7％
（同452億円）、鶏卵が14.4％（同244億円）、肉用牛が
11.2％（同190億円）、たまねぎが7.8％（同131億円）、
生乳が6.0％（101億円）、ブロイラーが4.5％（同76億
円）、レタスが3.3％（同56億円）で、これら７品目で県
全体の73.9％を占めています。
※統計数値については､表示単位未満を四捨五入したため､合計値と内訳の計が一致しない場合があります。

詳しくは
http://www.maff.go.jp/j/press/tokei/keikou/171226.html

（単位：ha）
荒廃農地面積計 再生利用された面積

再生利用が可能な荒廃農地
再生利用が困難と見込まれる荒
廃農地

農用地区域 農用地区域 農用地区域 農用地区域

全 国（H28） 281,219 132,196 97,992 58,591 183,227 73,605 16,894 10,623

兵庫県（H28） 2,249 1,576 886 711 1,364 865 162 128

兵庫県（H27） 2,350 1,588 1,090 772 1,260 816 90 61



兵庫県内で活躍している農業者や農業生産法人、企業等の活動を取り
上げ、「キラリ☆現場にて」として紹介させていただきます。

兵庫県認証食品を原材料とする味噌で、経営の安定と地域活性化を！

環境制御型ハウスでトマトの４定生産を実践中！！

神戸市北区で､環境制御型ハウスによるトマトを通年栽培し販
売されている、株式会社東馬場農園 代表取締役 東馬場 怜司氏
にお話を伺いました。

大学の農学部を卒業後、栃木県の農業資材メーカーに就職し、
トマトの研究をしていました。子供の頃は両親の苦労を見て農
業は絶対したくないと思っていましたが、「農業を魅力的な産
業にし、人が集る農業をしたい。」との想いが芽生え、2012年
にUターン就農、ビニールハウスでトマト栽培を始めました。

2014年に法人化し、オランダ式のハウスで、環境制御（ハウ
スをモニタリングし、温度、二酸化炭素、湿度などのデータを記録し、ハウス内環境を自動でコ
ントロール）しながらトマトを栽培しています。また、週に一度「トマトの身体測定」を行ない、
数値を記録して、分析結果により次に行う作業を決定することが一番大事なプロセスです。

現在、当社では、4定（定時･定量･定品質･定価格）を実行出
来るよう日々研究と実践を重ねています。年間を通じて一定量
のトマトを供給できる様、一部で植替え時期を調整し、端境期
の8月も収穫出来る仕組みを構築しました。

昨年10月からは加西市の株式会社兵庫ネクストファーム等と
連携して新たなブランド「ひょうごごこくとまと」を立上げ販
売を開始しました。

今後も、より良いトマトを安定生産するため研究用ハウスを
建設中です。将来は、その研究成果を生かして兵庫のトマトを
近畿地区の市場で存在感を示していきたいと考えています。

農林水産省が推進する、６次産業化総合事業計画の認定事業
者でもある、加古川市の志方東営農組合代表理事の黒田信行さ
んに、６次産業化による地域と連携した取組等について、お話
を伺いました。

志方東営農組合は、農業従事者の高齢化による耕作放棄地問
題の解消と農業経営の効率化による組合員の利益増進を図るた
め、志方東地区の14の営農組合を合併し、平成21年3月に設立
しました。また、兵庫県下では初の、全国でも画期的な「本支
店方式」を採用しました。当組合は、環境に配慮した農法を取

り入れ、小麦、水稲、大豆、そば等の穀物を中心とした生産を行うとともに、地域の方々との交
流の場として季節毎のイベント（そば打ち・味噌づくり等）も開催しています。

当地域は昔から味噌づくりが盛んな地域で、製造の知識を持った熟練者が多かったことから、
将来の当組合の経営も考え、生産した兵庫県認証食品（米・大
豆）を原材料とし、食品添加物も一切使用しない安全・安心な
味噌を製造することとしました。

そのため、新たな加工施設の整備を行い、平成31年１月から
稼働予定で、初年度は15トン製造、５年後の平成34年度は18
トン製造する計画としています。販売先はJA直売所や地元のス
ーパー等で、インターネットによる販売も予定しています。

今後は、味噌の製造・販売を主体とした経営で当組合の経営
の安定化を図るとともに、地域の雇用創出や活性化につながれ
ばと考えています。

http://higashibaba-noen.com/

http://sikatahigasieinou.or.jp/index.html



農政に関するご相談､事業や制度へのご意見･ご質問などがございましたら､お気軽に地方参事官
ホットラインまでお問い合わせ下さい｡また、広報誌に対するご意見等もお待ちしています。

地 方 参 事 官 ホ ッ ト ラ イ ン

TEL：078-331-5924 FAX：078-331-5177
2018.2

いまノングルテン米粉が熱い！米粉に注目！！
~｢推奨ﾛｺﾞﾏｰｸ｣･｢ﾉﾝｸﾞﾙﾃﾝ米粉認証ﾛｺﾞﾏｰｸ｣･｢ﾉﾝｸﾞﾙﾃﾝ米粉加工製品認証ﾛｺﾞﾏｰｸ｣ができました~

平成29年5月、米粉の国内普及・輸出拡大に向けて、「日本米粉協会」が設立さ
れ、同年12月には「米粉の用途別基準」に適合する等の高品質な米粉の普及に向け、
ノングルテン表示の普及などによる米粉製品の差別化のため、「日本米粉協会推奨
米粉制度｣がスタートしました。

専用の「推奨ロゴマーク」は同協会に申請後、品質について確認を受けた用途別
基準適合米粉製品等に付与されます。

また、｢米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン｣に基づくノングルテン米粉製品の
第三者認証制度も創設し、あらかじめ日本米粉協会に申請により認証機関登録を行った民間団体

が認証を行い、当該認証制度全体を管理運営する仕組みができました。
｢ノングルテン米粉認証ロゴマーク｣はサンプル検査によりグルテン含

有が1ppm以下であること及び同製造工場における当該製品の安定生産
が確認された米粉に付与、｢ノングルテン米粉加工製品認証ロゴマーク｣
は、ノングルテン認証米粉を主たる原料として使用した製品であって、
当該米粉以外の米粉、グルテン及び食品表示法により表示が義務付けら
れている範囲の小麦を含まない加工製品に付与されます。

動き始めたばかりの制度、仕組みです。主旨をご理解の上、ご活用い
ただくようお願いします。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/komeko

※農林水産省では、米粉の普及に当たっては、日本産米粉の特徴を活かした米粉製品によって、その魅力を国内外にアピールして
いくことが重要と考えています。この度、株式会社テイチクエンタテインメントが日本の米粉を応援する「米粉ソング」をリリー
スする運びとなり、農林水産省は、同社の取り組みとタイアップすることとしました。

近畿農政局では、近畿管内における米穀の検査結果（平成29年12月31日現在）を近畿及び府
県別に公表しています。

兵庫県産米の検査数量は、水稲うるち玄米で46,891トン、水稲もち玄米は923トン、醸造用玄
米は25,081トンとなっています。水稲うるち玄米の46,891トンは、28年産の検査数量57,033
トン（29年10月31日現在）の82.2％に相当する数量です

また、兵庫県産米の品質概況として、水稲うるち玄米の１等比率は64.5％となり、2等以下に
格付けされた主な理由として、 心白及び腹白、着色粒（カメムシ類）、整粒不足によるものです。

詳しくは http://www.maff.go.jp/kinki/syokuryo/syouhiryutsu/komekensa/kekka.html

平成29年兵庫県産米の検査結果について（12月31日現在）

推奨ロゴマーク

ノングルテン
米粉認証ロゴ
マーク

ノングルテン
米粉加工製品
認証ロゴマーク

近年、国内で発生したジャガイモによる食中毒の多くは、学校の菜園で栽培されたジャガイモ
によることが報告されています。

ジャガイモには、炭水化物やビタミンなどの栄養素が多く含まれますが、芽や皮にソラニン等
微量の天然毒素が含まれおり、暗所で保存するなど、適切な取り扱いを行
わないと毒素が増えることがあります。

農林水産省は、学校や家庭等の菜園でジャガイモを栽培する方に向けて、
食中毒を予防するための注意点を紹介しています。

詳しくは http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/solanine/yobou/yobou.html#04

ジャガイモによる食中毒を予防するためにできること


