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はじめに       

 

  食料は、人間の生存に一日たりとも欠かすことができないものです。近年、途上国の人

口増加や経済発展に伴い、地球全体で食料の需要が急増しています。さらに、異常気象や

農作物のバイオ燃料への利用等により、食料の需給のバランスも不安定な状況となってい

ます。このような情勢のなか、日本の食料自給率（カロリーベース）は 40％前後に低下

したまま推移しており、ここ十数年、約６割もの食料を輸入に依存しています。 

 将来にわたって、食料を今までと同じように輸入し続けられる保証はありません。また、

不測の事態に備えることも重要です。このため、私たちの日々の食卓を守るには、常日頃

から安定的に食料を供給できる農地と人を国内に確保しておくことが必要です。また、食

生活の変化も食料自給率に影響を与えています。現在の食事は、油脂類の過剰摂取等が指

摘されており、肥満や生活習慣病の増加など健康面での課題もあります。 

 そこで政府は、平成 22 年３月に閣議決定した、食料・農業・農村基本計画において、

平成 32 年度の食料自給率（カロリーベース）の目標を 50％と定め、その目標を達成する

ために様々な施策を講じています。 

 

 中国・四国地域では、農地の６割が中山間地域に存在し、基盤整備もあまり進んでいな

いため、主要な食糧である米・麦・大豆などを、大規模に効率よく生産できる条件が整っ

ていません。また、鳥獣被害に悩まされ、耕作放棄地が増加して耕地利用率も低下するな

ど、食料生産の基盤である農地が荒れ始めています。さらに、農業就業者の減少や高齢化

も著しく、農地を耕す人の確保も深刻な状況になりつつあります。 

このように、生産面では不利な条件を抱えている中国・四国地域ですが、耕地面積は約

40 万 ha と日本の耕地面積の１割近くを有しています。瀬戸内海や太平洋に面した地域で

は、冬も気候が温暖で、二毛作等も可能であるため、農業生産のポテンシャルは高い地域

といえます。さらに、中国・四国地域は、太平洋・日本海・瀬戸内海の海岸沿いから、中

国山地・四国山地の山間部まで、変化に富んだ気候・地形・土壌を有しているため、多様

な農業が展開されています。 

また、地域の農産物を活用した学校給食や食育活動、地産地消、生産だけでなく加工・

販売にまで取り組む６次産業化など、生産だけでなく消費面を含めた特徴的な取組も行わ

れています。 

 

私たちの食卓を未来にわたり守っていくためには、私たちの身近な場所に、食料生産の

基盤である農地があり、それを耕す人がいなくてはなりません。 

 この「特集編」では、食料自給率の現状や課題を整理した上で、中国・四国地域の特性

も踏まえながら、食料自給率向上と明日の食卓を守るために、今できることを考えてみま

す。    

 

【特集編】食料自給率と明日の食卓を考える 
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第１章 食料自給率の現状と課題 

 

今、私たちは、食卓に並ぶ食材の多くを海外からの輸入に依存しています。 

第１章では、食料自給率に関する基本的な事項と中国・四国地域の農業の現状

を整理し、食料自給率が低下した要因や課題等を確認するとともに、食料自給率

が低下したことによる様々な影響も考察します。 

 

１ 食料自給率について 

（１）食料自給率の動向 

（ 

ア 食料自給率の推移 

我が国の食料自給率は、カロリーベースでみると、昭和 35 年度(1960 年度)の 79％

から平成 10 年度(1998 年度)には 40％に低下し、その後、横ばいで推移してきました。

平成 22 年度(2010 年度）には、前年度から 1 ポイント低下して 39％となっています。 

また、生産額ベースの食料自給率は、昭和 35 年度(1960 年度)の 93％から、平成 10

年度(1998 年度)には 70％に低下し、その後、横ばいで推移してきました。平成 22 年

度(2010 年度）には、前年度から 1 ポイント低下して 69％となっています（図Ⅰ－１

－１）。 

 

 

 

イ 主要先進国の食料自給率との比較 

主要先進国の食料自給率（カロリーベース）をみると、オーストラリアやカナダ、

アメリカだけでなく、ヨーロッパのフランスでも 100％を超えています。50 年前は 42

％と現在の日本並みに低かったイギリスでも 65％になっており、日本の食料自給率

（カロリーベース）は、主要先進国の中で最低の水準です（図Ⅰ－１－２）。 
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図Ⅰ－１－１ 食料自給率の推移 

資料：農林水産省「食料需給表」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 食料自給率と食生活の変化

 食料消費に占める総カロリーの

昭和 35 年度(1960 年度)は、

と半減して、畜産物が４％から

に増えています（図Ⅰ－１－

また、米の一人当たり年間消費

に、平成 22年度(2010年度)は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－１－２ 

図Ⅰ－１－３ 
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変化 

カロリーの品目ごとの割合をみると、食料自給率

、米が 48％でしたが、平成 22 年度（2010

から 16％（約４倍）に、油脂類が５％から

－３）。 

年間消費量も、昭和 37 年度(1962 年度)の

は 59.5kgへと半減しています（農林水産省

 主要先進国の食料自給率（カロリーベース
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エ 食料自給率低下の要因 

 我が国の食料自給率が大きく低下した要因は、高度経済成長を始めとする社会経

済情勢等を背景として食生活が大きく変化し、国内で自給可能な米の消費量が大幅

に減少する一方、コスト面等の制約から国内での生産が困難な飼料穀物や油糧原料

（大豆やなたね等）を使用する畜産物や油脂類の消費が大幅に増加したことにあり

ます。 

 また、担い手の減少や高齢化、農地面積の減少や耕作放棄地の増加などにより、

国内の農業生産が減少する一方で、需要が増加する用途への供給面での取組を十分

に促進できなかったこと等も食料自給率が低下した要因として挙げられます。 

 

（２）食料自給率の考え方 

 

食料自給率は、国内の食料消費が、国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す

指標です。 

ア 食料自給率の基本的な計算式 

        国内生産量         国内生産量 

食料自給率＝         ＝   
       国内消費仕向量   国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫の増加量 
 

 

イ 食料自給率の種類 

食料自給率には３種類の計算方法があります。品目別自給率は重さで計算し、総合

食料自給率は、共通の指標としてカロリー又は生産額で単位をそろえて計算します。 

【重量ベース品目別食料自給率】 

国内生産量、輸入量など、その食料の品目別の重さを用いて計算した自給率の値です。 

【カロリーベース総合食料自給率】 

食料の重さは、米、野菜、魚、どれをとっても重さが異なります。重さが異なる全て

の食料を足し合わせ計算するために、共通の指標として、その食料に含まれるカロリー

を用いて計算した自給率の値を「カロリーベース総合食料自給率」といいます。 

【生産額ベース総合食料自給率】 

カロリーの代わりに、価格を用いて計算した自給率の値を「生産額ベース総合食料自給

率」といいます。比較的低カロリーであるものの、健康を維持増進する上で重要な役割

を果たす野菜やくだものなどの生産等がより的確に反映されるという特徴があります。 

※総合食料自給率の場合、畜産物では、飼料に関して輸入分を算入しないよう、それ

ぞれの飼料自給率が考慮されます。 

 

国内の生産量が増加し、輸入量が減少すれば食料自給率は向上 
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（３）食料自給率向上の必要性と目標値 

（ 

ア 食料自給率向上の必要性 

 世界規模で人口の増加が続くなか、中国やインド等での経済成長やバイオ燃料の増

産により、農産物の需要は増大しています。その一方、地球温暖化等による水資源の

不足や砂漠化の進行、世界の穀物単収向上の鈍化などにより、農産物の供給面でも懸

念が生じています。このため、世界の食料はひっ迫した状態が続くものと予測されて

います。 

こうした情勢の下、食料の約６割を輸入に依存している我が国は、不測の事態に備

えるとともに、食料の安定供給を確保するために、普段から国内の食料自給率の向上

に取り組む必要があります。 

 

イ 食料自給率の目標値 

食料・農業・農村基本法（以下「基本法」という。）は、国民に対する食料の安定的

な供給について、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることから、

国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合

わせて行わなければならない旨を定めています。また、不測時においても、国民が最

低限度必要とする食料の供給が確保される必要があることを定めています。 

これらを踏まえ、基本法は、食料・農業・農村基本計画（以下「基本計画」という。）

において食料自給率の目標を定めるべき旨を規定しています。 

平成22年（2010年）３月に閣議決定された基本計画においては、平成32年度の総合

食料自給率の目標を、カロリーベースで50％に、生産額ベースで70％に向上させるこ

ととしています。カロリーベースの目標は、関係者の最大限の努力を前提として、我

が国の持てる全ての資源を投入して初めて可能となる高い目標数値です。 

食料自給率の目標は、消費面では国民の健康の維持等の観点からの望ましい食生活

を前提に、生産面では国内の農業生産の持てる力の最大発揮を前提にしています。こ

のため、消費面では朝食欠食の改善による米の消費拡大や、健康志向を受けた脂質の

摂取抑制等、生産面では二毛作による小麦の作付けの飛躍的な拡大や、耕作放棄地の

解消を通じた農地の確保等、それぞれの面での課題が解決された場合に実現される目

標値として位置付けられています。 

 

 

  

食料の安定供給を確保するため、食料自給率（カロリーベース）50％を目標 
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２ 中国・四国地域における食料と農業の現状 

（１）  中国・四国地域の食料自給率と農業生産の動向 

 

ア 中国・四国地域における食料自給率 

管内９県の平成 21 年度（2009 年度）の食料自給率をみると、基本計画の目標値を

上回っている県が、カロリーベースで３県、生産額ベースで６県あります。 

中国・四国地域の食料自給率は、カロリーベースが 39％と目標値を下回っています

が、生産額ベースでは 84％と目標値を上回っています。（図Ⅰ－１－４）。 

 

 

 

また、品目別に食料自給率をみると、米は、カロリーベースと生産額ベースの食料

自給率がほぼ同じ値ですが、野菜や果実、魚介類については、カロリーベースより生

産額ベースの食料自給率が大きくなっています。このことが中国・四国地域の生産額

ベースの食料自給率が高い要因となっています（図Ⅰ－１－５）。 

 

 図Ⅰ－１－５ 主な品目別・地域別食料自給率（平成 21 年概算値） 
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中国・四国地域はカロリーベースより、生産額ベースの食料自給率が高い傾向 

図Ⅰ－１－４ 管内各県の食料自給率（平成 21年概算値） 

資料：農林水産省「都道府県別食料自給率」 

資料：農林水産省「食料需給表」をもとに中国四国農政局において試算 
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カロリーベースの品目別食料

ものが図Ⅰ－１－６です。 

 

 

 

  

 

 

 

 

イ 中国・四国地域の野菜の

生産額ベースの食料自給率

みると、中国地域では入荷が

荷を上回っている野菜が多い

国地域は野菜の自給率が高い

ついては出荷が入荷を上回って

るものと考えられます。 
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 図Ⅰ－１－６ カロリーベース
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食料自給率を中国・四国地域について、

 

の入・出荷の状況と食料自給率（生産額

自給率を高める要因の１つとなっている野菜

が出荷を上回っている野菜が多く、四国地域

い傾向にあります（図Ⅰ－１－７）。このことからも

い地域であることが分かります。なお、

っています。これは、鳥取県でねぎの生産

 

中国 37％】   【四国 42％】   【

資料：農林水産省「食料需給表」をもとに中国四国農政局

カロリーベース自給率の品目別割合（平成 21

、より詳細に見た

 

生産額ベース）の関係 

野菜の入・出荷状況を

四国地域では出荷が入

このことからも、四

、中国地域のねぎに

生産が多いことによ

【中国四国 39％】   

中国四国農政局において試算 

21 年概算値）  
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図Ⅰ－１－７ 中国・四国地域の主な野菜の入・出荷割合（平成 22 年）  

（中国地域） 

 

 

 

 

（四国地域） 

 

 

 

 

 

（出荷：中国又は四国地域産野菜を地域外の市場へ出荷） 

（入荷：地域外産野菜が中国又は四国地域の市場へ入荷） 

（地域内：中国又は四国地域産野菜が地域内の市場へ流通） 

 

ウ 農業生産の状況 

中国・四国地域の農業産出額をみると、ピーク時の昭和 59 年（1984 年）には 1 兆

3,482 億円でしたが、平成 22 年（2010 年）は 8,062 億円と、ピーク時に比べ 59.8％

に減少しています（図Ⅰ－１－８）。これは全国の農業産出額の減少（70.8％）より

大きな落込みです。このため、昭和 59 年（1984 年）当時の中国・四国地域の農業産

出額が全国の農業産出額に占める割合は 11.6％でしたが、平成 22 年（2010 年）では

9.8％と農業産出額の全国シェアも下降傾向にあります。 

 

図Ⅰ－１－８ 農業産出額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、各県の水稲の作付面積について、昭和 35 年（1960 年）～平成 22 年（2010

年）の推移をみても、中国・四国地域は 450 千 ha から 175 千 ha と 38.9％に減少して

おり、全国の減少（52.2％）より大きな落込みです（図Ⅰ－１－９）。 

資料：農林水産省「青果物産地別卸売統計」 
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図Ⅰ－１－９水稲作付面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中国・四国地域の農地や人等の状況 

 

ア 農地の状況 

平成 22 年（2010 年）の中国・四国地域の耕地面積は 39 万 6 千 ha で、人為かい廃

（宅地への転用等）により昭和 40 年（1965 年）の 70 万 4 千 ha から 30 万 8 千 ha 減

少して昭和 40 年（1965 年）の 56.3％となっています。これも全国の減少（76.5％）

より大きな落込みです（図Ⅰ－１－10）。 

 

図Ⅰ－１－10 耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耕地利用率の推移をみると、昭和 35 年（1960 年）当時は、中国が 140.9％、四国

が 164.2％と、全国の 133.9％を上回っていましたが、平成 22 年（2010 年）では、中

国は 79.6％、四国は 88.8％と、全国の 92.2％を下回っています（図Ⅰ－１－11）。 

 

資料：農林水産省「作物統計」 

農地や農業者は大きく減少し高齢化が進行。経営規模も小さい 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 
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図Ⅰ－１－11 耕地利用率の推移 

 

 

 

また、中国・四国地域の耕作放棄地率も年々高まっており、平成 22 年（2010 年）

時点で、中国が 19.5％、四国が 19.1％と全国の 10.6％を大きく上回っています（図

Ⅰ－１－12）。 

 

図Ⅰ－１－12 耕作放棄地率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農家の状況 

昭和 35 年（1960 年）～平成 22 年（2010 年）の中国・四国地域の農家数の推移を

みると、全国と同様に推移しており、50 年間でおおむね４割程度に減少しています（図

Ⅰ－１－13）。 
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資料：農林業センサス 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 

注：耕地利用率は、作付（栽培）延べ面積÷耕地面積×100 
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資料：農林水産省「農林業センサス」 

 注：耕作放棄地率は、耕作放棄地面積÷(経営耕地面積＋耕作放棄地面積)×100 
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図Ⅰ－１－13 総農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国・四国地域の基幹的農業従事者※数は、この 50 年間で 15％程度にまで激減し

ており、農家数と比べても著しい減少傾向となっています（図Ⅰ－１－14）。 

 

図Ⅰ－１－14 基幹的農業従事者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中国・四国地域の基幹的農業従事者に占める 65 歳以上の割合（高齢化率）

は、全国を上回って推移していますが、その中でも中国地域は、四国地域より更に高

齢化が進行しています（図Ⅰ－１－15、図Ⅰ－１－16）。 

 

 

 
※ 基幹的農業従事者は、用語の解説を参照。 
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注：昭和 55 年以前は旧定義の農家、平成２年度以降は新定義の農家 
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図Ⅰ－１－15 基幹的農業従事者に占める 65 歳以上の割合 

 

 

 

図Ⅰ－１－16 市町村別基幹的農業従事者に占める 65 歳以上の割合(2010 年) 
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ウ 農業経営の規模 

中国・四国地域では、１経営体※当たりの経営耕地面積が 1.05ha と、全国の 2.19ha

と比べて半分程度の規模となっています（2010 年世界農林業センサス）。 

また、農業生産物の販売を目的とする農業経営体（個別経営）１経営体当たりの農

業粗収益は、全国の 457 万円に対して、中国地域が 276 万円、四国地域は 352 万円と

なっており、中国地域の収益がより低い状況です（平成 22 年農業経営統計調査）。 

 

（３）中国・四国地域の農業の特徴       

 

中国・四国地域は、太平洋、日本海、瀬戸内海に面し、中国山地と四国山地が縦断

しているため、気候は積雪の多い日本海側、温暖寡雨の瀬戸内海沿岸、温暖多雨の太

平洋側に大別され、気温や降水量などの気象条件が大きく異なります。また、この地

域の農地は、沿岸部から山間部かけて、さらに島しょ部まで様々な場所に位置してい

るため、変化に富んだ自然条件の下で、地域の特徴を活かした多様な農業が展開され

ています。 

本報告書の巻頭にある「農の姿」をみると、農産物の農業産出額の高い品目上位

10 品目の産出額（以下「上位産出額」という。）では、鳥取県の「らっきょう」、愛媛

県の「いよかん」、高知県の「にら」、「みょうが」、「しょうが」、「ししとう」等の野

菜や果樹が全国１位です。 

そのほか、野菜では鳥取県の「すいか」、徳島県の「かんしょ」、「にんじん」、「れ

んこん」、香川県の「ブロッコリー」、高知県の「なす」、「ピーマン」、果樹では鳥取

県の「日本なし」、岡山の「ぶどう」、「もも」、愛媛県の「みかん」、「不知火（デコポ

ン）」、畜産では岡山県及び広島県の「鶏卵」が全国順位の上位（５位以内）を占めて

います。このことからも、愛媛県の果樹や高知県の野菜に代表されるように、多様な

農業が展開されていることが分かります。 

なお、上位産出額以外の品目では、広島県の「レモン」、「ネーブルオレンジ」、

徳島県の「すだち」、愛媛県の「清見」、「なつみかん」、高知県の「ユズ」、「ブンタ

ン」等のかんきつ類の栽培面積が全国第１位（平成 21 年度特産果樹生産動態調査）

です。また、愛媛県の「キウイフルーツ」（平成 22 年産）、「はだか麦」（平成 23 年

産）の結果樹面積又は作付面積と収穫量が全国第１位（作物統計の作況調査）とな

っています。 

 

 

 
※ 経営体とは、農林業センサスで規定する農業経営体で、農産物の生産を行うか又は委託

を受けて農作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭数が、次の規定のいずれかに該当
する事業を行う者。 

○経営耕地面積が30ａ以上の規模の農業 
○農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数、その他の事業の
規模が農林業センサスで規定する基準以上の農業  ○農作業の受託 

地域の特徴を活かし、多様な農業を展開 
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３ 食料自給率向上に向けた課題 

（１） 生産面の課題 

 

ア 耕地利用率の低下 

食料自給率が低下した大きな要因として、耕地利用率の低下が挙げられます。耕地

利用率が低下した一つの要因としては、裏作の減少があります。麦やなたねなどの裏

作が盛んだった昭和 35 年（1960 年）頃は、中国地域で 140％台、四国地域では 160

％台の耕地利用率でしたが、現在は、中国が 70％台、四国が 80％台まで低下して、

管内の限られた農地が有効に活用されていない状況となっています（図Ⅰ－１－11）。 

裏作が少なくなった要因としては、水田の場合、表作の水稲が早生
わ せ

に変わってきた

ことも理由の一つです。以前は、麦刈り後に田植えを行うため、晩生
お く て

を作付けしてい

ましたが、現在は、食味の良い早生品種の普及や台風の被害を避けるため、早生の作

付けが多くなりました。また、高度経済成長とともに兼業化が進み、農家の経済的な

理由からも裏作の必要性が薄れています。さらに、最近は農家の高齢化や労働力不足

により、表作も行わない不作付け地が増えています。 

 

イ 耕作放棄地 

農地の減少理由としては、耕作放棄によるものの割合が約 60.2%となっています(平

成 23 年耕地及び作付面積統計)。食料自給率の向上には、農地の確保と有効利用を進

めることが必要であり、耕作放棄地の解消及び発生防止が課題となっています。 

耕作放棄地の発生要因は、農業者の高齢化・労働力不足、農作物価格の低迷、地域

内に引き受け手がいないなど様々です。耕作放棄地解消の基礎資料を得ることを目的

に、平成21年（2009年）に市町村を対象として実施した「耕作放棄地に関する意向調

査」（以下「意向調査」という。）によれば、中国・四国地域の中間・山間農業地域に

おいて、「耕作放棄地の発生防止策」として必要な事項を確認したところ、「鳥獣被害

防止のための取組」が「中山間地域等直接支払制度等」に次いで多くなっています（図

Ⅰ－１－17）。中山間地域が多く、高齢化も進行している中国・四国地域では、鳥獣被

害や担い手不足が深刻であり、鳥獣被害を防止することは耕作放棄地の発生防止にも

つながります。 

図Ⅰ－１－17 耕作放棄地の発生防止策で必要な事項 

 

65

31

79

38

68

4 3

36 34
48

28

75

31

67

11
4

27 26

0
10
20
30
40
50
60
70
80

経
営
体
育
成
支
援

基
盤
整
備

中
山
間
直
払
等

新
規
作
物
導
入
等

鳥
獣
被
害
防
止

放
牧
利
用

市
民
農
園
等

新
規
就
農
支
援
等

土
地
所
有
者
啓
発

中間農業地域 山間農業地域市町村数

生産基盤である農地の有効活用と多様な担い手・経営体の確保・育成が必要 

資料：農林水産省「耕作放棄地に関する意向調査(平成 21 年)」 
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ウ 低い基盤整備率 

中国・四国地域では、水田の整備率（標準区画30a以上に整備された割合）が41％と、

全国平均の62％に比べ20ポイント以上も低くなっています（動向編P81図Ⅱ-５-１）。

畑（樹園地、牧草地を含む）の整備状況は、末端農道の整備率が52％で、全国平均の

74％に比べこちらも20ポイント以上低くなっています（動向編P81図Ⅱ-５-２）。食料

自給率の向上には、大型機械の営農が可能となるよう基盤整備を推進し、生産性の向

上を図る必要があります。また、整備されていない湿田等の地帯は、一般的に排水改

良が不十分で汎用化が難しいため、裏作の麦や転作の大豆等を栽培するには条件が不

利な状態です。裏作や転作を推進し、耕地利用率を向上させるためにも基盤整備が必

要です。 

なお、中国・四国地域は、経営耕地面積に占める中山間地域の割合が 60.7％とな

っており、全国の 37.7％を大きく上回っています（図Ⅰ－１－18）。このため、中国

・四国地域は棚田が多く、全国の棚田面積（137,578ha）の 45％（62,284ha）がこの

地域に存在しています（2005 年農林業センサス）。狭く不整形な形状で勾配が急な棚

田においては、より広い田面を確保するため、田と田の段差は緩い勾配の土ではなく、

急勾配の石積みで造られていることから、棚田の整備は費用面などにおいて課題を抱

えています。 

 

図Ⅰ－１－18 経営耕地面積に占める中山間地域の割合(2010 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 低い農地の集積率 

平成 22 年(2010 年)３月末現在の中国・四国地域における認定農業者等※１が経営す

る農地の集積率※２は 21.3％で、都府県平均の 34.3％を 13 ポイント下回っています。 

このうち、認定農業者への農地の集積率は 17.8％で、都府県平均の 28.3％を 10.5

ポイント下回っています（動向編 P69 表Ⅱ－２－４）。 

中国・四国地域では、引き続き農業者の高齢化や農家戸数の減少が見込まれるこ

とから、地域の中心となる経営体へ農地の利用集積を進める必要があります。 

 
※１ 認定農業者等とは、認定農業者（特定農業法人含む）、基本構想水準到達農業者、特定

農業団体、集落内の営農を一括管理・運営している集落営農。 

※２ 集積率とは、認定農業者等が経営する農地面積が耕地面積に占める割合。 

62.5％

（226.9万ha）
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37.5％
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（16.1万ha）

全国

中国・四国
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都市的・平地農業地域 中間・山間農業地域

資料：農林水産省「2010 年世界農林業センサス」 
注：農業地域類型区分は用語解説を参照 
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オ 担い手の確保 

意向調査によれば、耕作放棄地の発生要因は、「高齢化・労働力不足」が最も高く

なっています。中国・四国地域は、全国平均より農業者の高齢化が進んでいるため、

担い手の確保は、より深刻な問題となっています。 

実際、中国・四国地域の主業農家に占める認定農業者の割合は 57.7％で、全国の

68.5％より低い状況です（平成 23 年（2011 年）３月現在、中国四国農政局調べ）。こ

のため、認定農業者や後継者を育成・確保するとともに、集落営農の組織化及び法人

化、新規就農を促進する必要があります。  

    

（２）消費面の課題    

 

今、国民一人当たりの米の消費量は 50 年前の半分以下になりましたが、どうして

私たち日本人は米を食べなくなったのでしょうか。 

昭和 30 年以降の所得水準の上昇に伴い、主食である米の消費が相対的に減少し、

畜産物や油脂類の消費量が伸びるという食生活の変化が生じました。このような変化

と並行して、戦後の栄養改善運動が進められ、輸入原材料のウエイトが高い小麦、油

脂類、畜産物を多く摂取する欧米型の食生活が普及しました。 

このような食生活の変化によって、昭和 55 年（1980 年）頃にはＰＦＣバランスの

良いお米を中心に多彩な副食からなる「日本型食生活」が実現されていました。その

後、ライフスタイルの変化による中食・外食の増加など食の多様化により、畜産物や

油脂類の一層の消費増に加え、米の消費減が進んだこともあり、栄養バランスが乱れ、

米等炭水化物の摂取不足、脂質の過剰摂取の問題が生じ、「日本型食生活」が崩れつ

つあります（図１－１－19）。また、我が国の総人口の１割強に相当する約 1,700 万

人にも及ぶ朝食欠食も米の消費減少の原因となっています。 

このように、日本で自給できる米に代わり、日本での生産量が少ない小麦や油脂類、

飼料自給率が低い畜産物を多く摂る食生活の変化が、食料自給率の低下に大きく影響

しています。私たちは、米を食べなくなったこれらの背景を再確認し、食生活の変化

と食料自給率の低下には密接な関係があることを認識する必要があります。 

図Ⅰ－１－19 ＰＦＣ（タンパク質・脂質・炭水化物）バランスの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

主食である「米の消費低迷」など食生活の変化が、食料自給率低下に大きく影響 
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４ 食料自給率低下をめぐる諸問題 

（１） 食料の輸入増加に伴って生じる問題 

 

ア 国内農業の衰退 

国産農産物の需要が低下すれば、前述の図Ⅰ－１－10～図Ⅰ－１－15 で見たように、

国内の農地面積や農業者数の減少に拍車がかかり、農業が衰退して日本の食料供給基

盤が揺らぎます。 

イ 世界的に食料需給がひっ迫した場合の影響 

日本の輸入食料は、特定国に依存する傾向にあり、相手国の作柄や需給状況に左右

されやすい構造となっています（図Ⅰ－１－20）。もしも世界の食料需給がひっ迫し

た場合、平成 22 年（2010 年）のロシアの小麦等輸出禁止措置に見られるように、各

国は自国内の供給を優先し、国外への食料輸出を抑制する可能性があります。そのよ

うな事態が生じれば、国民への安定的な食料供給に支障が出かねません。 

図Ⅰ－１－20 輸入依存度が高い主要農産物の国別輸入割合(2010 年) 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 環境への負荷 

食料の多くを輸入しているということは、その生産に必要となる水資源も間接的に

大量に消費していることになります。それは、結果として生産国の水資源を奪うだけ

でなく、世界の貴重な水資源に対しても悪影響を及ぼすことになります。また、遠方

からの食料輸送に伴い CO2 の排出量が増加し、地球温暖化が進むことも懸念されます。

このように、食料の大量輸入には地球的な環境への影響という問題も伴います。 

 

（２）農業の衰退が地域社会に及ぼす影響 

 

ア 途絶える地域の食文化 

中国・四国地域には、その土地の風土に根ざした地域独自の食文化がありました。

そして、満足に米が食べられなかった時代には、それぞれの地域において自給できる

限られた食材を工夫し保存して食べる知恵が継承されてきました。それらは、地域で

多くの食料を輸入することは、国内の食料・農業だけでなく世界的な環境へも影響 

農業の衰退により、地域の食文化や「旬」、地域社会へも悪影響 

米国 88.9%

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

5.3%

その他
5.9%

輸入額

3,464億円

【とうもろこし】 

米国

59.6%

カナダ

20.3%

豪州

19.1%

その他
0.9%

輸入額

1,460億円

【小麦】 

米国

69.5%

カナダ

14.3%

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

13.8%

その他
2.4%

輸入額

1,606億円

【大豆】 

豪州

67.8%

米国

21.3%

NZ 6.1%

その他
4.8%

輸入額

2,007億円

【牛肉】 

資料：財務省「貿易統計」 



採れた食材を、地域の伝統的

年頃までは、各家庭で続いてきたといわれます

例えば、瀬戸内沿岸や島しょ

とさつまいもの二毛作が主体

本的にはこの二種類ですが、

も飯、いも雑炊だけでなく、

子や麺にして食べていました

「かんころそば」と呼んでいます

このような食文化は、一部

ができません。 

 

イ 食卓から消えつつある「

日本は四季の変化がハッキリしています

季折々で種類も豊富です。しかしながら

る傾向があります。 

旬の食材は、その地域でその

栄養価が高いものです。食卓

済的にも理にかなっており、

 

ウ 伝統文化の衰退 

中国・四国地域は、島根県

楽」、広島県「比婆
ひ ば

荒神
こうじん

神楽」、

愛媛県「伊予神楽」、高知県「

楽」が国の重要無形民俗文化財

は、農耕を営んできた先人が

して、その土地を守護する氏神

感謝すること等を目的とした

しかしながら、地域の農業

も進み、地域社会の維持が困難

行事を行うことが困難となる

 

エ 多面的機能の低下 

 農業が衰退することによる

業生産活動が行われることに

国土保全、水源かん養、自然環境

国民が享受することができます

農地の維持も困難となり、このような
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伝統的な方法で調理する郷土の料理で、江戸時代

いてきたといわれます。 

しょ部等の段々畑地帯では、麦

主体でした。そのため日常食も基

、さつまいもは、ふかし芋やい

、乾燥させて粉にしたものを団

べていました。これを「かんころだんご」、

んでいます。 

一部の地域を除き今では見ること

「旬」 

ハッキリしています。このため、収穫される

しかしながら、輸入が増えると「旬」が

その時期にたくさん採れるため、安くて

食卓に地域の旬の食材をより多くのせること

、また、食料自給率の向上にもつながります

島根県「大元神楽」、岡山県「備中
びっちゅう

神

」、山口県「岩国行波
ゆ か ば

の神
かん

舞
まい

」、

「土佐の神楽」等、多くの「神

重要無形民俗文化財に指定されています。神楽

が神や祖先を祭る祭祀の一つと

氏神に対して五穀豊穣の祈願と

とした地域の伝統文化です。 

農業が衰退するとともに、壮年層が減少して

困難な集落もみられます。このため、地域

ることも懸念されています。 

することによる影響は、その集落だけに収まるものではありません

われることによって、農地及び農業用用排水施設は

自然環境の保全、良好な景観形成等の多面的

することができます。日本の農業が衰退して食料自給率

このような国民共通の財産の喪失につながり

備中神楽

江戸時代から昭和 30

される野菜や魚介類も四

が認識されにくくな

て美味しく、しかも

ことは、栄養的、経

にもつながります。 

して、少子・高齢化

地域の祭りや季節の

まるものではありません。農

は健全に維持され、

多面的な機能の恩恵を

食料自給率が低下し続ければ、

につながります。 

備中神楽（岡山県） 

かんころだんご 
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第２章 食料自給率の向上につながる地域の事例 

 

 

１ 生産性向上の取組 

（１）紹介する事例 

 ここでは、農業生産性の向上を図っている事例を紹介します。 

【事例１、事例２、事例３】は、国内での生産量が少なく自給率が低い麦、大豆、

飼料作物において生産性の向上を図っている取組、【事例４】は、棚田の整備を実施

して耕作放棄地の発生を抑制している取組です。 

 

（２）地域の取組事例 

【事例１】農事組合法人「小行司（こぎょうじ）」 （山口県）  

 

ア 地区の概要 

小行司地区は、山口県熊毛郡田布施町の北部に位置し、周囲は、柳井市、光市、岩

国市に接する飛地で、海抜120ｍ、面積2.4km２の小盆地です。平成７年度（1995年度）

から県営ほ場整備事業が開始され、平成15年度（2003年度）に事業が完了しています

が、転作や裏作に必要な排水対策が十分ではない状況です。 

また、小行司地区では農地を次世代へ引き継ぐためには、集落営農組織による一元

的農地管理が有効と判断し、農事組合法人※１「小行司」を設立しました。この法人は、

「一集落一農場」を目標として農地の集積を進めています。 

 

イ 地下水位制御システムの試験施工 

国営緊急農地再編整備事業(コラム１参照)により、地下水制御システムの施工が計

画されている小行司地区の一部のほ場において、その効果をＰＲするため、平成20～

21年度（2008～2009年度）に農地有効利用支援整備事業を活用して、モデル的に地下

水制御システムの試験施工を行いました。今後、国営緊急農地再編整備事業により大

規模に行われる水田の汎用化、高度利用の推進に向けた啓発のための展示を行ってい

ます。 

 

ウ 地下水位制御システムについて 

地下水位制御システムは、かんがいと排水の両方の機能を併せ持ち、設定水位（田 

 
※１ 32 ページ参照 

第１章は、食料自給率の現状と課題について整理しました。 

第２章では、中国・四国地域において、生産から消費に至る様々な課題の解

決に取り組むことで食料自給率の向上につながっていると思われる取組事例を

取り上げ、そのポイントを整理します。 

地下水位制御システムにより、麦・大豆の生産拡大 
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面－30cm～＋20cm）を自動的に維持することができる仕組みです。畑作時の暗渠排水

と地下水位調節を両立させ、さらに水稲栽培時における水管理の適正・省力化が可能

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 地下水位制御システムの効果 

これまで、大豆は湿害等で収量が少ない状況でしたが、地下水位制御システムを施

工したほ場では、300kg／10ａの収穫が可能となりました。また、小行司地区では初

めて小麦が栽培され、約280kg／10ａの収穫がありました。地下水位制御システムに

より地下水位がコントロールできるので、「大豆」→「水稲」→「麦」といった２年

３作の田畑輪換も容易になっています。このため平成21年度（2009年度）に麦が0.6ha、

大豆が0.6haであった作付面積が、平成23年度（2011年度）には麦が3.2ha、大豆が2.5ha

と大幅に拡大しています。 

地下水位制御システムは水田の汎用化・高機能化だけでなく、農作業・水管理の省

力化といった効果もあります。このため、集落営農組織等による経営の複合化・多角

化に意欲的な地域に導入されれば、地域の特性を活かした作物の栽培（輪作体系等）

が確立され、耕地利用率の向上につながります。 

 

 【水が不足するとき】 
 
地下水位が設定水位より低
いときは、フロートが下が
り、用水を設定水位まで供
給します。 

 

図Ⅰ－２－１ 水位を自動的に維持する仕組み 

 【水が過多のとき】 
 
地下水位が設定水位より高
いときは、フロートが上が
り、用水の供給をストップ
します。余剰水は水位制御
器から排水されます。 
 

小行司地区の大豆 小行司地区の小麦 
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【事例２】(株)東部コントラクター （鳥取県）  

 

ア 取組の経緯 

鳥取県の東部は水田地帯で、畜産農家の粗飼料生産は水田転作によるものが主体で

すが、海外粗飼料の輸入拡大により、粗飼料の購入割合が高くなっていました。しか

し、口蹄疫のリスク管理や為替変動に伴う購入コストの不安定性対策として、自給飼

料の確保が求められてきました。 

一方、規模拡大が進む畜産農家では、堆肥の処理に苦心していました。また、稲作

農家においても、有益な転作作物が見あたらず、さらに高齢化と後継者難のため労働

力が不足し、営農の継続に不安を抱えていました。 

このような課題に対処するため、鳥取県畜産農業協同組合は、平成13年(2001年)に、

再生産可能な畜産・農業を構想して、環境保全、後継者確保、資源循環等を目標に掲

げて活動を始めました。そして、同農協の呼びかけにより、県東部の１市７町におい

て稲ＷＣＳの生産が始まり、稲ＷＣＳを混合したＴＭＲ※１による肥育牛への給与を開

始しました。このような中、平成14年度に鳥取市、岩美町、郡家町、船岡町に任意組

合として４コントラクター※２が設立し、この４組織の事務を補完・調整・支援するた

めに東部コントラクター組合を結成しました。 

 

イ 取組の成果 

平成13 年(2001年)以降、ＷＣＳ用稲の栽培面積が急増し、広域的な耕畜連携の体制

が整いました。稲作農家は稲ＷＣＳを※３畜産農家に販売し、畜産農家は堆肥を稲作農

家に提供することで、地域資源の有効利用・自然循環とコスト削減が可能となりまし

南周防地区は、山口県東部の光市、柳井市及び熊毛郡田布施町を対象とした、瀬戸内

海を南に臨む温暖な地域です。この地域の農業は、水稲を中心とした自給的農家や第二

種兼業農家が過半を占めており、農業従事者の高齢化も進んでいます。また、農地の多

くは、狭く不整形で、さらに排水不良となっているため、大豆や小麦などの畑作物の栽

培に支障を来しています。このことから、担い手へ農地の利用集積が進まず、耕作放棄

地が多く発生するなどの課題を抱えています。 

 これらの問題を解決するための取組として、平成 23 年度（2011 年度）から、国営緊急

農地再編整備事業の実施により、区画整理や暗渠排水等を一体的に整備し、担い手への

農地の利用集積の促進及び耕作放棄地の解消・発生防止を図るとともに、大豆、小麦な

どの畑作物を導入し、担い手の経営合理化を図ることとしました。 

この事業では、畑作物の高品質、高収益を実現するため、地下水位制御システムを導

入する予定です。麦・大豆の飛躍的な生産拡大を目指しており、計画では、地区内の耕

地利用率を現況の 70％から 140％に向上させる目標が立てられています。 

畜産農家と耕種農家が連携して稲ＷＣＳ等を生産、飼料自給率がアップ 

 国営緊急農地再編整備事業「南周防（みなみすおう）地区」 コラム１ 
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た。また、堆肥の水田への還元により、堆肥処理の解決にも役立つこととなりました。 

 任意法人であった東部コントラクター組合は、同農協の一事業部門として役割を担

ってきましたが、受託作業の増加や４地域のコントラクターの事務合理化、さらには

専門性と職員意識の向上を図るために、平成18 年(2006年)12 月に株式会社東部コン

トラクターを設立しました。同社の事業内容は、主に、稲作農家に対するＷＣＳ用稲

・飼料用米の栽培作業の受託、畜産農家に対する家畜ふん尿の堆肥化作業、堆肥運搬、

水田への堆肥散布作業の受託作業などです。 

農家側としては、飼料生産から堆肥の運搬散布まで一連の作業をコントラクターに

委託することが可能となり、担い手の高齢化等による労働力不足の改善につながって

います。 

このほか、稲作農家や畜産農家に次のような効果がありました。 

 

さらに、地域資源を活かすことにより環境保全、農業生産及び関連の加工・販売事

業、観光事業等への取組が活発になり雇用機会も増えて、地域経済全体の活性化に結

び付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

        稲ＷＣＳの生産            堆肥散布作業  

 

 

※１ ＴＭＲとは、必要とされる飼料成分が均一に配合された混合飼料（完全混合飼料)。 

※２ コントラクターとは、農作業の受委託組織。 

※３ 稲ＷＣＳとは、稲の実が完熟する前に実と茎葉を一体的に収穫し乳酸菌発酵させた飼料。 

【稲作農家】 

・有効な転作作物となったことで、安定的な収入を得ることができた。 

・堆肥の投入により天候等の影響を受けにくくなり、稲の生産が安定した。 

・水田の耕作放棄を避けることができた。 

【畜産農家】 

・家畜排せつ物の有効利用が可能となった。 

・地元産の粗飼料利用により、外国産に依存する必要がなくなり、粗飼料の価

格変動に影響されることがなくなった。 

・地元産の粗飼料利用ということから、マーケティングに有利になった。 
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【事例３】農事組合法人「うもれ木の郷」 （山口県） 

 

ア 地区の概要 

山口県阿武郡阿武町の宇生賀（うぶか）地区は、周辺を

山に囲まれた標高約400m の宇生賀盆地に位置し、「一目

百町歩」と呼ばれる平坦な農地と農地を囲む４集落で形成

されています。 

この地区の土壌は、地下30m に及ぶ湖成堆積物からなっており、「深田」と呼ばれ

る超湿田で、水を張るとトラクターや乗用田植機さえ入れないほ場もありました。ま

た、他の中山間地域と同様に、農家人口の減少や高齢化が進行し、不在地主が増加し

ていました。 

このような状況の中、平成４年（1992年）から国営農地再編整備事業山口北部地区

によるほ場整備が実施され、４集落を１農場とする農事組合法人「うもれ木
ぎ

の郷
さ と

」（以

下「うもれ木の郷」という。）が設立されました。平成12年度（2000年度）に国営事

業が完了し、ほ場の乾田化と大区画化が実現しました。 

 

イ 取組の概要 

 うもれ木の郷は、ほ場整備した水田93.7ha のうち91.2ha を集積し、水稲と大豆を

ブロックローテーションで栽培しています。大豆栽培では、ほ場内周囲に30cm程度の

排水路（額縁明渠
が く ぶ ち め い き ょ

）の設置や降雨後の溝さらいを行うなど、徹底した排水対策を行っ

ています。 

また、団地化による４年サイクルのブロックローテーション、耕起と播種の一貫作

業、無人ヘリによる一斉防除の実施に加え、収穫時期にはこまめにほ場を見回り、大

豆水分やほ場条件を見極め適期の収穫を実施すること等により、常に県平均単収の２

倍以上の多収かつ高品質な生産（平成22年（2010年）産：単収283.4kg/10a、上位等級

比率81.9％）を実現しています。 

このようなきめ細やかな基本技術の徹底のほか、条間を75cmから65cmに狭めて、収

量の向上を図るとともに、関係機関と協力の下、倒伏防止のために播種間隔を10cmか

ら12cmに調整するなど、更なる高品質多収栽培に向けて新たな栽培技術を積極的に導

入しています。 

 

【事例４】中山間地域総合整備事業 いっきゅう地区 八重地工区 （徳島県） 

 

ア 取組の経緯 

徳島県上勝町八重地の棚田は、逆盆状の形状をした耕地となっており、農道はあぜ

道しかないため、軽トラックの乗入れが困難でした。また、起伏の大きな地形のため、

水稲栽培の用水管理に大変苦労していました。そこで、この地域の課題を解決するた

め、中山間地域総合整備事業のほ場整備に着手しました。 

棚田の景観保全と生産性向上を両立させ、耕作放棄地の発生を抑制 

ほ場整備を契機に新たな栽培技術を導入して、多収かつ高品質な大豆を生産 

宇生賀盆地 
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事業が採択された時は、直線のほ場と道路を配置する計画でしたが、棚田の景観を

守ってほしいとの声がマスコミ等を通じて大きくなったことから、事業計画が見直さ

れました。新たな計画では、棚田に精通している大学の先生等の協力を得て整備後の

模型を作成し、地元と議論を重ねた結果、あぜや道路の線形は曲線を多用して整備す

ることとなりました。 

ほ場整備を実施すると、四角形の田んぼになるという常識を変え、景観保全を重視

して、整備前の丸みを帯びた形をできるだけ残した形となっています。 

 

イ ほ場整備の成果 

農業機械の大型化や営農管理の容易さにもこだわり、農道も拡幅して、軽トラック

が入れるよう整備しています。また、ほ場整備の実施により用水管理が容易になり、

耕地利用率も維持されて耕作放棄地の発生が抑制されています。 

高齢化や過疎化の進む中山間地域において、棚田の景観保全と農作業の効率化につ

いて農家と学識経験者や行政とが、じっくり議論を深めて行われた貴重な基盤整備の

事例といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場整備「前」              ほ場整備「後」   

（３）取組事例のポイント 

 【事例１】では、新たな水田汎用化の技術を導入し、「農地」の課題（排水不良）

を克服して麦や大豆の生産を拡大しています。 

【事例２】では、耕畜連携により「人」の課題（労働力）を克服して、飼料用稲の

生産拡大を行っています。 

【事例３】では、基盤整備を契機として、ほ場の乾田化を行うとともに新たな「栽

培技術」も導入して、大豆の多収穫化と高品質化を実施しています。 

【事例４】では、外部有識者も含めた関係者の徹底した話し合いを通じて「智恵」

を出し合い、棚田の景観保全と生産性向上を両立させる基盤整備を行い、耕作放棄地

の発生が抑制されています。 

 これらの事例から、生産性向上のポイントは、「農地」、「人」、「栽培技術」そして「智

恵」であること分かります。このポイントを踏まえて、地域の課題に応じて検討し取

り組むことが、生産性向上を図り、食料自給率向上につながります。 



２ 生産から加工・販売まで

（１） 紹介する事例 

 ここでは、生産から加工・

がっていると思われる事例を

【事例５、事例６】は農業者

例７】は小麦の生産と実需が

取組、【事例９】は、耕作放棄地

す。 

 

（２）地域の取組事例 

【事例５】農事組合法人「横尾衛門

 

ア 取組の概要 

農事組合法人※１「横尾衛門

衛門」という。）は、島根県

横尾集落を対象とした集落営農組織

立されました。耕作放棄地の

工品の生産・販売、遊休ハウスを

培による女性・高齢者の雇用

組んでいます。 

                       

イ 法人化の経緯 

２つの集落は、典型的な中山間地

多い地域で、過疎化、高齢化

それが耕作放棄地となって、

そこで、これまでは任意の

17年（2005年））、その際に

な特定農業法人※２を目指すことに

不在地主の農地を借地契約により

   雑草の刈払い        

 

 

法人化した集落営農組織が
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まで一体的な取組 

・販売、さらには消費面において、自給率

を紹介します。 

農業者が中心となって６次産業化を進めている

が結び付いた取組、【事例８】は米粉の消費拡大

耕作放棄地を活用してオリーブの生産拡大を図

横尾衛門」 （島根県）  

横尾衛門（よこおえもん）」（以下「横尾

島根県の西端、益田市上黒谷町の中集落と

集落営農組織で、平成17年（2005年）に設

の解消を始め、地元産の大豆による加

ハウスを活用したホウレンソウの実証栽

雇用の場の創設など、様々な活動に取り

                        

中山間地で、平坦な農地が少なく、用排水

高齢化の波に洗われていました。また不在地主

、イノシシの潜伏や害虫発生の問題になっていました

の組合であった集落営農組織を法人化することとし

に、地域の耕作放棄地等を集約して引き

すことにしました。併せて、農業生産法人

により耕作することにしました。 

        排水路の復旧     耕作放棄地

が耕作放棄地を復旧し、地産地消と６次産業化

自給率の向上につな

めている取組、【事

消費拡大に向けた

図っている取組で

用排水に関する苦労も

不在地主の農地が多く、

になっていました。 

することとし（平成

き受けることが可能

農業生産法人※３の要件を整え

 
耕作放棄地だった水田 

次産業化を推進 

マスコットキャラクター 

「よこおえもんさあ」 
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ウ 取組内容及びその成果 

耕作放棄地の発生の防止や復旧を行うためには、まず、法人に農地を集積すること

が必要です。このため法人の代表理事が不在地主への連絡や権利関係の調整を行いま

した。地権者の合意が得られると、耕作放棄された水田の復田に取り組みました。住

民自らの手で雑草を刈り払い、水路を復旧し、排水不良の水田には溝や暗渠を施工し

て、排水改良を行っています。復田した水田には、水稲だけでなく、排水があまり良

くない湿田には飼料用稲等を、乾田には大豆やにんにく等を作付けしています。 

また、横尾衛門では、地域で採れた農産物の加工と販売にも力を注いでいます。大

豆は味噌やきな粉に、ニンニクは蜂蜜漬けや味噌と併せて焼き肉のたれ等に加工して

います。地区の集会所を加工場に改修して、女性が中心となって作業しており、「喜

楽館」と名付けています。販売は、益田市内のＡコープや地元のスーパー等で販売す

るだけでなく、インターネットを活用した販売も行っています。 

 このような農地を集積した法人が営農する取組により、耕作放棄地は解消され、水

稲だけでなく、飼料用稲や大豆等の作付けが進み、耕地利用率が向上しています。 

 

 

       低農薬の横尾衛門ヘルシー米       ニンニク 

 

 

※１「農事組合法人」（根拠法：農協法） 

農業生産の協業を図る法人。 

※２「特定農業法人」（根拠法：農業経営基盤強化促進法） 

担い手不足が見込まれる地域において、その地域の農用地面積の過半を集積する相手方

として、農用地利用改善団体が作成する特定農用地利用規程に位置付けられた法人。 

※３「農業生産法人」（根拠法：農地法） 

 農地等の所有権を取得することができる法人。 

   



【事例６】農事組合法人「ななおれ

 

ア 法人化の経緯 

 愛媛県砥部町の七折（ななおれ

折小梅」のブランド化に集落

折梅生産出荷組合」を結成しました

不足、耕作放棄地の増加に対処

組合法人「ななおれ梅組合」

この法人では、組合員全員

定を受けて、環境に配慮した

消費者との交流等にも積極的

開花に合わせて開催している

年大勢の人が訪れ、地域の活性化

イ 取組の概要と成果 

ここの特徴としては、農用地

将来を見据えた梅の生産・加工

いることです。組織内に、生産

のほかに、加工販売部、消費者交流部

設けて、梅干しのつけ込み、

売に取り組みながら、梅まつりの

軽労働化に向けた研究を実施

梅の加工は、今では企業と

プ、梅ドレッシング、梅酒、

さらに、組合は、観光用として

の苗木 2000 本を植栽しました

七折小梅を中心に、小規模

業経営の安定と地域活性化に

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ エコファーマーとは、「持続性

て、当該導入計画が適当である旨

地域の梅農家が参集し、将来

七折小梅 
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ななおれ梅組合」 （愛媛県）  

ななおれ）地区では、地区内で選抜・育成

集落ぐるみで取り組むために、昭和 48 年（

しました。その後、梅の販売価格の低迷

対処するために法人化し、平成 19 年（2007

」を設立しました。  

組合員全員がエコファーマー※の認

した農業を行っているほか、

積極的に取り組んでおり、梅の

している「七折梅まつり」には毎

活性化につながっています。  

農用地を有効活用しながら、

加工・販売体制を確立して

生産を担当する梅園管理部

消費者交流部、女性研究部を

、新たな加工品の開発・販

まつりの運営や食育への取組、

実施しています。 

と連携できるほどの規模となり、梅干しのほか

、梅ポン酢等、様々な加工品の開発を手

として梅園を新しく造成し、花の色が赤

しました。 

小規模ながら近隣に類を見ない優良産地が形成

につながっています。 

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事

旨の認定を受けた農業者の愛称名。 

将来を見据えて梅の生産・加工・販売体制

七折梅

梅干し 

「七折小梅」

薄い黄色で、

多く、柔らかいこと

少なく香りがいいのが

収穫された

どが梅干になります

食べたら、食欲

や焼酎のお湯割

しい」と評判

 

七折梅

育成した梅の品種「七

（1973 年）に「七

低迷や高齢化・後継者

2007 年）に、農事

しのほか、梅シロッ

手がけています。 

赤・白・ピンクなど

形成されており、農

都道府県知事に提出し

販売体制を確立 

七折梅 

」は、透き通るような

、種が小さくて果肉が

らかいこと、酸っぱさが

りがいいのが特徴です。 

された小梅は、そのほとん

になります。食事の前に

食欲が増します。お茶

湯割に入れても「おい

評判です。 

七折梅まつり 



 

 - 34 - 

【事例７】つやま新産業創出機構（岡山県） 

 

ア 取組の概要 

津山市では、水稲からの転作作物として小麦（品種:ふくほ

のか）の生産拡大を推進しています。作付けが始まった平成

19年（2007年）産は１ha程度の栽培面積でしたが、23年（2011

年）産は26ha、昨年11月に種まきされた24年（2012年）産で

は約60haと大幅に拡大しています。 

また、「つやま新産業創出機構※」が小麦生産者及び地元菓子店と協力して、津山

産の小麦や黒大豆（通称：作州黒）など地元の農産物を使用した統一ブランドの新た

なロールケーキ（津山ロール）の開発に取り組みました。開発には津山菓子組合のメ

ンバー８社が参加し、「生地の小麦は津山産を 100%使用」などの統一した開発コンセ

プトを下に、地域特産の黒大豆を使ったり、生地に自然薯を練り込んでよりふんわり

した食感を出したりと、各社工夫を凝らした「津山ロール」ができました。 

 

 

 

イ 取組の成果 

この取組による主な成果としては、小麦生産拡大による遊休農地の減少や耕地利

用率の向上、津山新名物誕生による地元菓子業界の活性化等があります。また、津

山ロールだけでなく、津山餃子など津山産小麦を使用した新たな取組も始まってお

り、小麦の産地が形成されることにより、食料自給率の向上にもつながっています。 

 

ウ 今後の課題等 

現在は、県南（水島）の製粉会社で小麦粉にしていますが、小ロットのため製粉

の費用が割高で輸送費もかさんでいます。このため地元で製粉するための製粉機の

導入を検討しています。また、商品開発における認証制度の導入や商品プロモーシ

ョン等により、販売促進に向けた取組をつやま新産業創出機構が支援しています。 

 

※ 産学官民が連携して津山市地域の産業振興を支援している市の外郭団体。 

地元産小麦の生産拡大・利用促進により、小麦の自給率が向上 

各店は統一した 

パッケージで販売 

地元菓子店（８種類）の「津山ロール」 

津山産小麦「ふくほのか」 
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【事例８】(株)アクティブ哲西 （岡山県） 

 

ア 米粉パン等取組の概要 

岡山県新見市の道の駅「鯉が窪」を管理している（株）アクティブ哲西は、新見産

のお米を自社の製粉施設で微細粒米粉に粉砕し、この粉を使用して道の駅の敷地内に

ある米粉パン専門店「こめ工房」で米粉パンを製造販売しています。この製粉施設や

製パン施設の整備に当たっては、平成 16 年度（2004 年度）に国・岡山県の支援を受

けて「アグリビジネススタート事業」として取り組みました。 

さらに、平成 22 年（2010 年）５月からは、本格的石窯を使った米粉ピザ体験工房

もオープンしました。この工房では、地元産のミニトマトやナス、ピーマン等の野菜

と地元で製造したベーコンを米粉で作ったピザ生地にトッピングして、岡山県産の備

前焼耐火レンガの石窯で焼き上げる米粉ピザ造りが体験できます。 

 

「こめ工房」の米粉パン   ピザ体験工房の石窯      米粉ピザ 

イ 米粉普及・拡大のＰＲ 

また、新見市米粉利用促進協議会会長である（株）アクティブ哲西の深井社長は、

平成 23 年（2011 年）８月１日に、米粉の更なる認知度アップと家庭での一層の浸

透を図るため、テレビせとうちで放送中のアニメキャラクターの「プ～デル」を「に

いみ米粉親善大使」に任命しました。米粉ＰＲの一環として、新見市産米粉を使用

したパンや菓子を購入してポイントを集めれば、「プ～デル」をあしらったお皿がも

らえるキャンペーン等を展開するなどして、米粉の普及・拡大による食料自給率の

向上に取り組んでいます。 

 

米粉大使「プ～デル」の任命式         キャンペーンのお皿 

※キャンペーン期間（平成 23 年８月１日～平成 24 年 1 月 31 日） 

 

地元の米を、地元で製粉し加工･販売。米粉の普及･消費拡大に「プ～デル」が活躍 



 

 - 36 - 

【事例９】小豆島のオリーブ （香川県）        

 

ア オリーブ栽培の経緯 

香川県の小豆島は、日本で始めてオリーブの栽培に成功し

たことから、日本の「オリーブ発祥の地」とされています。

明治 41 年（1908 年）に当時の農商務省が、イワシ等の缶詰

加工用のオリーブオイルを国内で自給するために、香川(小

豆島)・三重・鹿児島の３県を指定してオリーブの試験栽培

を行ったところ、小豆島で栽培したオリーブだけが順調に成

育しました。 

香川県内の栽培面積は、昭和初期まで 10ha 程度でしたが、県による奨励策等もあ

り、昭和 39 年（1964 年）には 130ha まで栽培面積が拡大しました。その後、安価な

外国製品が輸入されるようになると、昭和 61 年（1986 年）には 34ha まで減少しまし

た。 

近年になり、消費者の健康志向などからオリーブオイルの人気が高まり、国産志向

も相まって小豆島のオリーブも需要が増えてきました。このため、県や町は、みかん

園を始めとした耕作放棄地対策とオリーブの生産拡大を結びつけて様々な施策を実

施し、平成 22 年（2010 年）には栽培面積が 119ha まで回復しています。 

 

 

 

イ 生産拡大の取組 

香川県は、オリーブの生産振興、栽培技術や品質等の向上を図るために、農業試験

場小豆オリーブ研究所と小豆農業改良普及センターを設置して、生産者をサポートし

ています。また、香川県産業技術センター発酵食品研究所では、オリーブオイル等の

製品に関する試験研究も行っています。 

小豆島町は、耕作放棄地等を活用したオリーブの栽培を推進しています。平成 10

年度（1998 年度）から苗木の助成事業（3/4 補助）を行っており、平成 22 年度（2010

130
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官民一体となって、耕作放棄地を活用したオリーブの生産拡大 

「オリーブ発祥の地」の石碑 

図Ⅰ－２－２ 香川県のオリーブ栽培面積の推移 

資料：農林水産省「農林水産統計年報」及び「特産果樹生産動態等調査」 

※平成 22 年度は県聞き取り 
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年度）までに助成した苗木は 38,419 本になります。また、同町は、農林水産課とは別

に「オリーブ課」を設置し、オリーブを活用した地域振興及び産業連携、オリーブ情

報の発信を行っています。 

小豆島の東洋オリーブ(株)は、栽培面積が 24ha で日本最大のオリーブ生産者です。

この会社は、自社保有農園に加えて、耕作放棄地再生利用緊急対策等も活用して、オ

リーブの栽培面積を拡大しています。このほか小豆島では、醤油会社や建設会社等の

企業や、島内外からの新規就農者が、耕作放棄地等を活用してオリーブの生産拡大に

取り組んでいます。 

小豆島で生産されたオリーブは、島内においてオリーブオイル又は、新漬けオリー

ブに加工されています。 

 

ウ 小豆島オリーブトップワンプロジェクト 

 近年、国内では耕作放棄地活用の作物として各地でオリーブが注目され、九州を

中心にオリーブの作付けが急速に拡大しています。このことに危機感を抱いた小豆

島では、平成 22 年（2010 年）に「小豆島オリーブトップワンプロジェクト」を立

ち上げました。このプロジェクトは、生産者、加工販売業者、ＪＡ、自治体などが

連携して、高品質のオリーブを効率よく安定的に生産し、小豆島のブランド力を一

層高めることにより、小豆島のオリーブがトップワンであり続けることを目指して

います。 

 

 

 

 

（３）取組事例のポイント 

【事例５】及び【事例６】は６次産業化の取組です。【事例５】は、集落営農組

織が農地集積と耕作放棄地の解消を進め、「水田農業の再生と６次産業化」を結びつ

けています。【事例６】では、高齢化・後継者不足、耕作放棄地の増加に対処するた

めに、全国的にも珍しい果樹を対象とした集落営農組織が、「梅」をブランド化し、

通常オリーブ油の搾り粕は堆肥として処理されますが、小豆島では、搾り粕を乾燥して

飼料としても利用しています。乾燥させたオリーブの搾り粕は香りがよく、牛の嗜好性も

高いとされています。 

香川県では、県特産の讃岐牛の中でも、オリーブ果実を原料とする飼料を一定期間給与

した牛を「オリーブ牛」としており、オリーブに豊富に含まれるオレイン酸により、肉の

旨味や柔らかさの向上を目指しています。 

香川県農業・農村基本計画によると、オリーブの搾り粕飼料を増産してオリーブ牛の生

産拡大を促進する方針で、平成 22 年度（2010 年度）に 100 頭であった、オリーブ牛の生

産量を平成 27 年度（2015 年度）には、2000 頭に増頭する目標値を掲げています。 

※「オリーブ牛」は、平成 23 年（2011 年）7 月に商標登録されています。 

 

        コラム２ オリーブオイル搾油後の果実を飼料にした「オリーブ牛」 
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「６次産業化と観光」を組み合わせています。この２つの事例から、６次産業化の

ポイントは、組織体制が重要であることが分かります。 

【事例７】では、地元産小麦の利用を推進するため、小麦の生産者と地元の加工

業者を結びつける「コーディネーター」の役割が重要です。統一ブランドの下に各

社が工夫を凝らした商品開発を行う点でも「話題性」にも優れています。 

【事例８】は、食材から体験施設まで「地元産に徹底的にこだわる」取組です。こ

のような取組が米粉の利用・消費拡大に結びつけば、水田農業の再生にもつながりま

す。 

オリーブは耕作放棄地に適した作物ですが、【事例９】では、行政と生産者が一

体となって、オリーブの栽培面積拡大を推進し、耕作放棄地の解消を図っています。

消費者の健康志向からオリーブ油の人気は高く、国産の需要も増えています。この

ため、中国・四国地域の耕作放棄地対策としても参考になります。 
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３ 消費面における特徴的な取組 

（１）紹介する事例 

 ここでは、中国・四国地域において消費面で将来の効果が期待される特徴的な取組

を紹介します。【事例 10】、【事例 11】、【事例 12】は、保育所（園）において乳幼児期

から和食を中心とした食習慣の形成を図っている事例です。 

 

（２） 地域の取組事例 

【事例 10】社会福祉法人 「ほほえみ福祉会 吉田保育所」 （島根県） 

 

ア 取組の概要 

島根県益田市の吉田保育所では、平成 22 年８月から給食を完全米飯に切り替え、お

やつもおむすびや野菜や魚を使ったものを中心に出すこととしました。野菜は地元の

真砂地区の農家が作る物を使い、翌月の給食の献立作りのため、月１回、生産農家の

方々と打合せを行っています。 

子ども達は真砂地区の畑に出向き、野菜作りなどの農業

体験を行ったり、３～５歳児混合のグループを作って、交

代で毎日お米（５～７分つき）を研いで給食のごはんを用

意しています。 

 

イ 和食中心の給食を始めて 

ごはんに合うおかずということで、自然と献立は地元で採れた鮮度の良い野菜や魚

などを使った和食が中心となりました。吉田保育所の杉原所長によれば、完全米飯以

前と比べると全体的に子ども達の病気が少なくなり、病気になっても回復が早くなっ

たように感じられるとのことです。また、地元の旬の野菜等を多く使うことにより、

結果として食材費が抑えられ、地元で加工された調味料を購入することができるよう

になりました。 

このような取組とメニューの内容が審査された結果、「ますだの“味・愛”きゅうし

ょく（鰆ごはん、真砂揚げ、大根のゆかり和え、味噌汁）」が平成 23 年度「地産地消

給食等メニューコンテスト」農林水産大臣賞を受賞しました。 

 

ウ 周囲の反応 

子ども達は、野菜や魚を使う和食中心の給食も、おやつ

によく出るおむすびなども喜んで食べています。 

完全米飯給食を始めるにあたり「何故、パンの給食では

駄目なのか」などの疑問も保護者の一部にありましたが、

子ども達から給食や農業体験のことを聞くことで、地産地

消の野菜への関心を示すようになったとのことです。 

地元の旬の野菜や魚などを使った、和食中心の「地産地消給食」 
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子ども達の反応を受けて、食材を提供している地元の農家の方々には、元気と活気

が出てきました。 

また、否定的な反応をする保育所の職員もいましたが、

疑問や不安、不満を解消するために研修会などを開き、完

全米飯給食について理解してもらうようにしました。 

今では、喜んで米飯給食を食べる子ども達を目の当たり

にして、職員の食に対する意識は変わり、少しずつ保護者

の意識も変わってきています。 

 

エ 今後の課題（吉田保育所 杉原所長の想い） 

乳幼児期に和食中心の食事に慣れ親しんでいても、高校生や大学生になると子ども

達の食事の環境は変化しがちになります。子ども達がいずれ親となり、子どもを育て

る世代となることを考えると、保育所だけでなく、小学校、中学校の給食や高校、大

学などの学食でおいしい地元食材を使ったメニューを提供できるような仕組み作りが

大切だと考えています。 

 

【事例 11】社会福祉法人「飯岡保育園」 （愛媛県）  

 

ア 取組の概要 

愛媛県西条市の飯岡保育園では、約20年前から、「食べ物を通し、命の尊さを肌で感

じ、感謝の心を育てる」をコンセプトに、①食べることの喜び、楽しみを知る、 ②日

本の食文化を知り、栄養バランスについて学ぶ、 ③もったいない精神を養うの、３本

柱で食育活動を実践しています。 

園児は、保育園に隣接する菜園で農業体験を行っており、

そこで収穫したものを給食の食材として調理しています。ま

た、子どもたちにより安全・安心なものを食べさせたいとの

思いから、日々の給食では「地産地消」を実践しています。 

 

イ 和食の朝ごはん 

この保育園では、文部科学省が推進している「早寝・早起き・朝ごはん」が提唱さ

れる以前から、園児全員が、必ず朝ごはんを食べて通園して来るよう取り組んでおり、

朝ごはんを食べて来なかった園児には、保育園で朝ごはんを食べさせることも行って

います。 

また、和食が身体に良いという考えにより、「みんなで食べよう朝ごはん」として、

毎月一回、クラスごとに朝ごはんを保育園で食べています。これは、子どもの記憶（細

胞の中）に日本の朝ごはん（和食の朝ごはん）を少しでも残したいという願いから実

践しており、その献立は、「ごはん、味噌汁、魚、切り干し、おひたし等」の和食と

なっています。 

和食を中心とした食習慣を乳幼児期の早い段階から身につける 
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ウ 保育園での食事 

さらに、食べ物を通して命の尊さを肌で感じ、感謝の心

を育てることを大切にした「食育」に取り組んでいます。

食事をするとは、他者の命をありがたくいただくこと、で

あり、保育園での給食時には「あなたの命をいただきます」

と挨拶しています。 

保育士が作ったオリジナルソング「レインボーベジタブ

ル」は、子ども達が大好きでよく歌っています。食品を色

で分類して、なるべく多くの色の食品を食べるよう、楽し

く食育を行っています。 

エ 保護者への取組など 

飯岡保育園では、保護者にも食生活の改善を求めており、それが十分に伝わらない

保護者には、保育園において、食事講習会を行っています。また、卒園までに園児が

自分で朝ごはんを作れることを目標に日々の食育活動に取り組んでいます。 

この事例は、和食を中心とした食事に乳幼児の早い段階から親しみ、さらにその家

庭の食習慣も改善しようとする先進的な取組であり、将来にわたる中長期的な効果も

期待されます。  

オ 保育と食・農に対する瀬川園長の想い 

人間の体は食べ物からできています。このため、人間の体は、食べもので決まりま

す。このため、子ども達には、より安全・安心な物を食べさせたいものです。 

日本の食文化は、「世界一」素晴らしいので、子ども達には、この素晴らしい食文化

を身につけて、守ってほしいと考えています。 

また、農業なくして日本の将来はなく、農業を粗末にする国に未来はないと思いま

す。フランスは、農業を大切にしています。フランス人は、自分の国のものが一番と

思う意識を持っています。日本人も見習わないといけません。 

 

【事例 12】ＮＰＯ法人 子育てサポートもみの木 「もみの木保育園」 （岡山県）  

 

ア 取組の概要 

 岡山県岡山市のもみの木保育園は、「子どもの心と体に

は、太陽と水と土が欠かせない」等の趣旨の下、自然豊か

な里山的環境の中で、段々畑を利用し、園庭のあちこちに

実のなる木を植えるなど、父母と職員の手作りで歩んでき

た保育園です。 

子ども達は、田植えや稲刈り、畑の野菜づくり、コンポストでの堆肥づくり、竹林

での竹の切り出し、冬場の薪拾い等、職員と一緒に働く経験をすることで、食べるこ

との大切さを自然に学んでいます。 

春には、のびるやつくし、わらびを採って、竹の子掘りをし、初夏には、梅を採っ

０歳児から玄米に親しみ、健康な身体と心の土台を幼児期にしっかり育てる 
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て梅干し・梅ジュースづくり、ぐみや小梅の木の実採りを行います。また、秋には、

クリ拾いや柿もぎ、冬には、きんかんや畑で採れた大根で切干大根を作り、春の七草

など季節の恵み、旬を味わうことを楽しみにしています。年長児では、自分たちで献

立を立てて食事づくりにも取り組んでもいます。 

イ 元気の源である和食 

健康な身体と心の土台を幼児期にしっかり育てるため、

地元の低農薬野菜をたっぷり使った和食中心の給食や野菜

のおやつを出しています。また０歳児から玄米等に親しむ

食事にも取り組んでいます。 

旬の野菜を使い、冬には体を温める冬野菜や生姜、夏には体を冷やす夏野菜や殺菌

力のある梅や酢を使うよう心掛け、素材の味が分かるような薄味を基本としています。 

献立には野菜を多く取り入れていますが、野菜が好きな子どもばかりではないので、

まず野菜を食べて、それから肉類などの好きなものに移るよう、職員が工夫して食事

を進めています。また、子ども達が日本の食文化に興味を持てるよう、時節に応じて

伝統食も作り、食を通じて日本の年中行事への関心も育んでいます。 

現代の食生活において孤食化の問題が指摘される中で、乳幼時期からの楽しい会食

の経験が重要と考えて取り組んでいます。 

ウ 保護者とともに（森田園長の想い） 

「保育園は預けるところではなく、子どもを育てるところ（就学前教育の場）。保育

園と家庭が力を合わせて子どもを育てていかなければならない」との考え方を、入園

前から保護者と共有しています。また、「生き物は生きていくために口から食べて、排

泄する。だから日々の食事がとても大切」と、家庭においても食事からおやつに至る

まで気をつけてもらっています。子ども達は、朝食と夕食（食事の２/３）は家庭で取

るので、家庭の協力がなくては何でも食べる子どもには育ちません。 

味覚が育つ乳幼児期にしっかりと本物の食材を味わっておけば、小学生になって多

少甘いもの等に走ったとしても、必ずきちんとした味覚に戻ってきます。「よく遊び、

寝て、食べる。」という基本を大切にし、将来、独り立ちした時に自分で作って食べら

れる子どもにすることを目指しています。 

もみの木保育園は、自然の中で五感（触覚、味覚、聴覚、

臭覚、視覚）をフル活用して多くのことを体験的に学び、

質素でも手作りの豊かな食事を柱に、健康な身体と心を育

てる子育てを大切にしています。 

 

（３）取組事例のポイント 

【事例 10】、【事例 11】、【事例 12】では、保育所（園）の給食において、和食を中

心とした食習慣の形成を目指して食育と地産地消に取り組んでいます。味覚や食習慣

の形成に当たって、乳幼児期は非常に重要な時期であり、和食の食材に適した国産農

産物が消費者に選択される取組としても大変参考になります。 
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第３章 明日の食卓を守るために今できること 

 

 

１ 食料自給率向上に向けた主な施策 

（１） 農業者戸別所得補償制度の実施 

 

 農業の戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象

に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食

料自給率の向上と農業の多面的機能を維持することを目的とするものです。 

 平成 23 年度（2011 年度）は、平成 22 年度（2010 年度）のモデル対策で対象とし

た水田農業に加えて、麦、大豆等の畑作物に対象を拡大しています（中国・四国地域

の取組状況は動向編 P66～67 参照）。 

平成 24 年度（2012 年度）も、前年度に引き続き実施することにより、水田を始め

とした生産資源を最大限活用します。特に、二毛作により小麦の作付けを拡大する

とともに、作付けられていない水田や有効利用が図られていない畑地を有効に活用

した米粉用米、飼料用米、大豆等の作付けの大幅拡大、技術開発とその普及を通じ

た単収・品質の向上を図ります。 

 

（２）「人と農地の問題」の解決に向けた施策の推進 

 

ア 人・農地プランの策定 

 平成 24 年度（2012 年度）から、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加等の集落

・地域の人と農地に関わる問題を解決するため、集落・地域における徹底的な話合い

により、今後の地域農業の在り方などを定める「人・農地プラン」（以下「プラン」

という。）を作成する取組が展開されます。 

 このプランに基づき、就農直後の所得を確保し、プランで中心となる経営体（以下

「中心経営体」という。）として位置付けられた農業者に農地の集積を円滑に進める

ための支援等を一体的に実施します。 

 

第２章では、中国・四国地域のなかで様々な課題を克服している各事例を紹介

しました。生産性向上のポイントは「農地」「人」「生産技術」であること、生産

から加工・販売を行う６次産業化のポイントは組織体制等であることが分かりま

す。また、保育園における食育の事例も、消費面から食料自給率の向上拡大につ

ながる取組として注目されます。 

第３章では、食料自給率向上に向けた主な施策を示した後、これまでに整理し

た中国・四国地域の特性と事例を踏まえて、今私たちができることを提案します。 

 

農業者戸別所得補償制度により農業経営の安定と国内生産力の確保を図る 

「人・農地プラン」を作成し、新規就農の増大や農地集積による規模拡大を推進 
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イ 新規就農の増大 

将来の農業を支える人材を確保するためには、若い新規就農者を増大させる必要が

ありますが、青年の就農意欲の喚起と就農後の経営の安定を図るため、以下の施策を

実施します。 

① 就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）の所

得を確保する給付金の給付 

② 雇用就農を促進するために農業法人が実施する実践研修への支援 

③ 今後の地域リーダーとなる人材の層を厚くする観点からの農業経営者育成教育

機関等に対する支援 

④ 初期投資の負担軽減等を目的とした、農業機械等の取得に対する補助や無利子

資金の貸付 

ウ 農地集積の推進 

 持続可能な力強い農業を実現するためには、農地の集積、規模拡大を進めていくこ

とが必要です。このため、以下の施策により農地集積が加速します。 

① 農地の引き受け手となる経営体に対する規模拡大加算 

② プランに位置付けられた中心経営体への農地集積に協力する者に対する協力金

の交付 

③ 「農地法」（平成 21 年６月改正）に基づく遊休農地解消措置の徹底活用 

④ 相続税、贈与税の納税猶予の適用農地について、貸し付けた場合にも猶予を継

続 

 

食料自給率の向上に向けて、土地利用型農業の経営の安定と国内生産力の確保を図

るためには、中国・四国地域においても、上記の「農業者戸別所得補償制度」やプラ

ンに基づく施策に積極的に取り組む必要があります。 

 

２ 地域の農地を最大限活用する 

（１） 地域の特性を活かした「適地適作」 

 

ア 需要に応じた麦の生産拡大 

 「さぬきうどん」に使用する小麦の多くはオーストラリア産です。香川県は【コラ

ム３】のように、うどん専用品種の「さぬきの夢 2000」を開発し、県産小麦の普及に

取り組んでいますが、現在の作付面積はピーク時の 10％程度です。 

一方、愛媛県で生産される「麦味噌」は、はだか麦を使用します。はだか麦の県別

作付面積及び収穫量は愛媛県が全国１位ですが、現在の作付面積は、ピーク時の５％

程度まで低下しています。 

どちらも地域の食文化に根ざした食材であることから、地元産の麦は確実な需要が

あります。今後、更に麦の生産を拡大するためには、その生産基盤である農地の整備

（大区画化・汎用化）と中心経営体担い手への農地集積を図り、生産性の向上を進め

ることが必要であると考えます。また、排水不良の水田には、【事例１】で紹介した地

地域の「食文化に根ざした麦」、「多様な野菜と果樹」、「耕作放棄地を活用した作物」 
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下水位制御システムの導入が有効です。これにより、裏作である麦の湿害を防ぐだけ

でなく、稲作の用水管理も合理化できるため田畑輪換が容易となり、生産性と耕地利

用率の向上につながります。なお、【事例１】の小行司地区は、効果的な水田汎用化を

推進するためのモデル団地として、試験施工を行っており、その成果が【コラム１】

の国営事業での取組につながっています。このケースのように大規模な基盤整備を進

める前に、まずは小規模なエリアで新技術の効果を確認し、他の地域へ波及させる取

組は、他の地区においても参考になると思われます。 

麦の生産拡大については、香川のうどんや愛媛の味噌に限らず、幅広い用途の需要

に向けた取組が必要です。【事例７】では、地元津山産の小麦「ふくほのか」の利用

を推進するため、小麦生産者と地元菓子店が協力して「津山ロール」等の商品開発を

行い、小麦の生産拡大と利用促進が図られています。このような取組が効果的に行わ

れるには、一定のコンセプトの下に、生産者と加工業者を結びつける仕組みが必要で

す。【事例７】の場合は、「つやま新産業創出機構」がその機能を果たしていますが、

各県に設置される６次産業化サポートセンター等を活用する方法もあります。 

 

 

 

香川県では、昭和 40 年代後半、県内の麦生産が激減し、さぬきうどんに使用される小

麦のほとんどは、オーストラリア産小麦（ASW）に替わりました。しかし、昭和 60 年頃か

ら、「地元の小麦でさぬきうどんを作りたい」、「そのうどんを食べたい」という県民の要望

が強くなり、平成３年（1991 年）から県農業試験場において、さぬきうどん用小麦の新品

種開発をスタートさせ、「さぬきの夢 2000」を８年という短期間で育成しました。 

県は、この県産小麦の利用拡大を進めるために、「さぬきの夢

2000」100％のうどんを提供する店舗を、「さぬきの夢 2000 こだ

わり店」に認証登録し、ホームページ等で紹介するなど、消費者

への情報提供を行っています。また、食料自給率向上や地産地消

の観点から、パンや菓子など、うどん以外の幅広い用途にも利用

されるよう推進しています。 

「さぬきの夢 2000」が栽培されていない平成 12 年産（2000 年産）の香川県における小

麦の作付面積は 602ha でしたが、平成 22 年産（2010 年産）の小麦の作付面積は 1,520ha に

増加しており、98.5％が「さぬきの夢 2000」となっています。 

なお、現在では「さぬきの夢 2000」の品質を向上させた後継種の「さぬきの夢 2009」

が開発されており、ここ数年で「さぬきの夢 2000」から「さぬきの夢 2009」に切り替わる

予定です。 

 さらに香川県では、平成 23 年度から「うどん県。それだけじゃない香川県」プロジェク

トを展開しており、その内容は、「香川県をうどん県に改名」などユニークなもので、讃岐

うどんだけでなく、県内の観光地や食材などをＰＲしています。 

        コラム３ 地域独自の品種開発（さぬきの夢 2000・さぬきの夢 2009） 
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イ 新たな栽培技術導入による大豆の反収向上 

中国・四国地域の大豆の反収（10ａ当たり収

量）は都府県平均と比べても低く、その向上が

重要な課題となっています（図Ⅰ－３－１）。

このためには、【事例３】で紹介したように排

水改良と併せて、大豆の高品質・多収穫栽培に

向けた新たな栽培技術を積極的に導入するこ

とが効果的です。 

大豆の収量アップのポイントは、適期播種と

湿害の回避です。中国四国農政局では、梅雨時

期でも適期播種と湿害の回避を可能にする新

技術「大豆３００Ａ」等の普及を進めています。 

 

 

 

ウ 地域の特性に応じた園芸の展開 

中国・四国地域では、その自然・立地条件などの特性を活かして、多様な野菜や果

樹が生産されています（動向編 P64 参照）。中山間地域に農地が多い中国四国管内で

は、今後とも野菜や果樹など園芸作物の生産が地域農業の柱の一つになると考えられ

ます。 

野菜において、耕地利用率を向上しその生産拡大を図るには、

水田転作による春夏野菜と、水稲及び裏作の秋冬野菜等を組み

合わせた輪作体系が有用です。この場合も、【事例１】でみた

ような地下水位制御システムを導入して水田の汎用化を行う

ことで、野菜の安定生産と品質の向上が図られます。 

また、野菜の生産にあたって、環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業（環境保

全型農業）の取組も進められています。 

例えば高知県では、施設なすでの受粉用マルハナバチの導入を契機に、天敵昆虫を

活用して化学合成農薬を出来るだけ使用しない「総合的病害虫・雑草防除管理」（Ｉ

ＰＭ）を推進しています。ＪＡとさしピーマン部会では、難防除害虫に農薬抵抗性が

大豆の品質がＡクラス(１等，２等)、収量が300ｋｇ／10ａを目指す、新たな大豆生産技

術のことです。「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」が中心となり、各地域の

気象条件や土壌条件に応じた低コスト・省力化技術として開発されました。 

中国・四国地域で導入が進められている主な新技術は、①不耕起
ふ こ う き

狭畦
きょうけい

密植
みっしょく

播種
は し ゅ

技術、②

トリプルカット不耕起播種技術、③耕耘
こううん

同時
ど う じ

畝立
う ね た

て播種技術があります。なお、適応するほ

場条件が地域によって異なります。また、このほかにも各地域等で開発されている新技術が

ありますので、詳しくは http://www.maff.go.jp/chushi/seisan/daizu/index.htmlをご覧

ください。 

 

160

144

111

100
110
120
130
140
150
160
170

全国 都府県 中国・四国

kg/10a

図Ⅰ－３－１ 
 平成 23 年産大豆の反収 

３         コラム４ 新たな栽培技術「大豆 300Ａ」 

資料：農林水産省「作物統計」 
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付いたことから、ミナミキイロアザミウマの防除にはタイリクヒメハナカメムシを、

タバココナジラミにはクロヒョウタンカスミカメ（土着天敵）を、アブラムシ類には

ヒメカメノコテントウ（土着天敵）を導入するなど、天敵利用を積極的に進めていま

す。 

 また、部会員自らがこれら土着天敵を近隣の草むらなどで

採集し、防除効果を上げる取組を行っています。同部会では、

高知県園芸連の「エコシステム栽培」や国のガイドラインに

沿った「特別栽培農産物」によりピーマンを生産し、市場関

係者等に天敵を利用した農産物であることをＰＲするなど、

市場関係者からも安全・安心なピーマンとして高い評価を受

けています。 

果樹については、栽培面積がピーク時から半分以下となっています。中でも愛媛

県における温州みかんについては、35 年前と比べて、面積が１／３以下に、収穫量

は１／５以下に激減しています。その要因としては、生産者の高齢化、労働力不足、

作業効率の悪い急傾斜地園や生産性の悪い老木園の廃園等があります。 

果樹の営農継続・再開には、担い手がいない園地を集積し,【事例６】で紹介した

ような集落営農組織や特定農業法人が引き受ける方法が考えられます。また、愛媛

県の南予の瀬戸地区や明浜地区では、ファームサービスや農地ヘルパーといった農

作業受託組織に、園地の管理を委託している事例もあります。 

また、樹園地の基盤整備や、消費者ニーズに応じた優良品種の導入を進めることが

重要であり、改植に伴って発生する未収益期間に対しては「果樹未収益期間支援事業」

を活用することも考えられます。このほか、果樹の加工・販売まで行う６次産業化の

取組も所得向上につながります。 

なお、地域内での野菜や果樹の消費量を増やすには、直売所への出荷など地域に

密着した取組も重要です。これは高齢農業者の活用にもつながります。 

 

 

 

 温暖で雨の少ない気候がレモンの栽培に適している尾道市瀬戸田町では、昭和初期か

らレモンの栽培が開始され、輸入自由化の影響や寒波の被害等を乗り越えるとともに、

近年の安全志向の高まりにより需要が拡大したことから、現在では 67ha、約 2,600ｔ（Ｊ

Ａ三原管内）を生産する国内有数の産地となっています。 

 地域をあげて取り組んでいるブランド「エコレモン」は、農

薬の使用回数や使用量を極力抑えて栽培されており、広島県の

「安心！広島ブランド」特別栽培農産物にも認定されています。

また、地域のレモンを使った加工も盛んで、各種飲料、はちみ

つ漬け、ゼリー、ピール等の加工品が販売されています。 

 

  コラム５ 瀬戸田地域のレモン栽培 

クロヒョウタンカスミカメ 

写真提供：高知県病害虫防除所 
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エ 耕作放棄地を活用した作物の生産拡大 

中国・四国地域の耕作放棄地率は約 20％と全国平均の２倍の水準となっており、耕

作放棄地の面積は平成 22 年（2010 年）時点で約 6 万 5,000ha となっています（図Ⅰ

－１－12）。この耕作放棄地を解消する取組は、食料自給率を向上させる上でも重要

です。 

【事例９】で、オリーブの生産拡大により、耕作放棄地の解消を進めている小豆島

の取組を紹介しましたが、このオリーブについて、中国・四国地域における普及・拡

大の可能性について考えてみます。 

香川県農業試験場の資料によると、オリーブの栽培に適した気象条件は、日照時間

が 2,000 時間／年以上、降水量が 1,000mm／年程度、年平均気温が 14～16℃とされて

いますが、強風による倒伏や果実の落果・損傷等の被害を受けやすいため、台風の直

撃を受ける太平洋側や、冬期の季節風が強い日本海側より、瀬戸内海側が適地と考え

られます（図Ⅰ－３－２）。 

 

図Ⅰ－３－２ 中国・四国地域の気象（平年値 1981 年～2010 年） 

 

 

 

 

健康志向の高まりもあり、オリーブオ

イルの需要は確実に増加しています（図

Ⅰ－３－３）。しかし、輸入がほとんど

であり、国内で生産されているオリーブ

オイルは統計数字に表れないほど僅か

な量です。このため、小豆島で生産され

るオリーブオイルは、常に供給不足の状

態が続いています。 
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資料：岡山地方気象台 

資料：財務省「貿易統計」  

図Ⅰ－３－３ オリーブオイルの輸入量 



また、オリーブは生産・加工

豆島では個人だけでなく、企業

て鳥獣が好まないので食害がなく

ため、近年、九州でもオリーブの

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

いわき市等においても、オリーブの

しかし、九州や他の地域より

加工技術、さらにブランド力

あるといえます。香川県宇多津町

おり、今後、小豆島を中心とした

耕作放棄地に適したオリーブ

ふきは寒さに強く、やや日陰

山陰や山間部等での栽培に適性

分類される野菜であり、野生鳥獣

にも強いため、高齢者でも栽培

岡山県高梁市では、ふきの栽培

と農業者の収入増加を目的として

からふきの苗を提供する取組

栗については、輸入栗の増加

産が減少していますが、高知県四万十町

四万十栗の特徴を活かした商品開発

・販売まで戦略的に展開しています

報告の特集編において、その

押されていた栗も、付加価値

業化に取り組むことにより、

作物となります。 

 

（２）地域の実態に即した「

 

中国・四国地域には、棚田

かし、費用対効果、景観、後継者

題があり、これらの農地は基盤整備

後、農地集積が困難なこれらの

は、最低限の機械化が可能なほ

るような作業道が必要です。

このためには、【事例４】

行政等が集まって知恵を絞り

す。 

それぞれの地域に応じた「
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加工・販売まで一貫して行う６次産業化

企業の新規参入も多くみられますが、オリーブの

がなく、耕作放棄地対策にも適した作物

でもオリーブの生産・普及に取り組んでおり、特

大分県での動きが活発です。また、静岡県湖西市

オリーブの栽培が始まっています。 

より気象条件に恵まれ、先進地としての

力もある瀬戸内海沿岸が、オリーブの生産

香川県宇多津町、広島県江田島市等でもオリーブの

とした瀬戸内沿岸の各地域での生産拡大

オリーブ以外の作物として、例えばふきや栗

日陰で水分が多い場所を好むため、

適性があります。また、山菜にも

野生鳥獣の被害を受けず、病気や虫

栽培しやすい作物とされています。

栽培を奨励し、耕作放棄地の解消

として、平成 24 年度（2012 年度）

取組を開始しました。 

増加や農家の高齢化等により生

高知県四万十町では、大粒で甘い

商品開発を行い、生産から加工

しています（平成 22 年度の本情勢

その取組を紹介）。これまで輸入に

付加価値の高い製品に加工して６次産

、耕作放棄地の再生につながる

「基盤整備」の展開 

棚田や段々畑が多くあります。し

後継者、負担金など、様々な課

基盤整備が進んでいません。今

なこれらの地域の農地を守り続けるに

なほ場整備や軽トラックが通れ

。 

】の棚田の整備で見たように、地元の農家

り、地域の条件に応じた基盤整備を図ることが

「基盤整備」が不利な条件の農地を守る 

次産業化に適しており、小

オリーブの実は渋く

作物といえます。この

特に北部の福岡県、

静岡県湖西市や福島県

の実績、栽培技術、

生産に最適な地域で

オリーブの栽培が始まって

生産拡大は期待できます。 

栗があげられます。 

農家、学識経験者、

ることが求められま

 

四万十栗 

ふき 
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３ 地域が連携して農業を支える 

（１） 集落営農の推進・発展 

 

 集落営農は、地縁的にまとまりのある一定地域内の複数の農家が集まり、機械の共

同利用、作業の共同化などによって経営の効率化を図る営農活動です。高齢化、担い

手不足が進んでいる集落にとっては、極めて有効な取組ですが、島根県、広島県、山

口県では、県、市町村を始めとした関係機関からの積極的な助言や支援があったこと

もあり、全国と比べても、集落営農やその組織化・法人化の取組が盛んです。（動向

編 P80 表Ⅱ－５－２）。 

【事例５】では法人化した集落営農組織が耕作放棄地を解消し、大豆や飼料稲等の

作付けが増え、耕地利用率が向上しています。さらに、生産した農産物を加工・販売

する６次産業化の取組も行っており、地域の活性化と雇用の創出につながっています。

このような取組は、これから集落営農を推進する地域においても参考となります。 

 また、これまでの集落営農は水田農業が中心でしたが、今後は野菜や果樹等におい

ても、高齢化や担い手不足への対応策として重要になると考えられます。【事例６】

では、法人化した集落営農組織が樹園地を集積することにより、耕作放棄地を解消し、

梅の生産・加工・販売体制を構築しており、四国地域での取組事例としても注目され

ます。 

 

  

 

 

 

農事組合法人「ユートピアかみなか」（以下「かみなか」という。）は、広島県三原市

大和町にある集落法人です。この集落では、兼業農家による水稲中心の農業が営まれて

いましたが、平成 15 年（2003 年）に法人化しています。法人化後、農地の集積を進め、

機械も「かみなか」に集約するなど体制を整えて取り組んでいましたが、構成員も徐々

に年齢を重ねていき、今後の法人経営を考えていく上で、若い担い手の雇用を考えまし

た。 

 法人就農の一期生は、広島県農業技術大学校の卒業生です。平成 20 年度（2008 年度）

は研修期間として、午前中は三原市大和野菜研修センターで、午後からは「かみなか」

で研修を行い、平成 21 年度（2009 年度）から雇用契約が結ばれています。 

 年間を通じた作業を確立するため、平成 21 年度（2009 年度）

から法人経営になすを導入し、新規就農者が中心となって管理を

行っています。現在はさらに２名の若者が就農し、なすに加えて、

キャベツ、レンコン、ジャガイモなど野菜の栽培を中心として、

水稲等の作業も行っています。 

集落の農地は、集落が連携して守る、そして次の世代へ引き継ぐ 

  コラム６ 農事組合法人に若者が新規就農 
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（２）耕畜連携により飼料自給率向上 

 

ア 新規需要米（飼料用米、ＷＣＳ用稲）と堆肥の循環 

 新規需要米は、平成 22 年度（2010 年度）から実施している戸別所得補償モデル対

策において戦略作物として位置付けられたことから、水田を活用した転作作物として、

作付けが増加しています（動向編 P70 図Ⅱ－２－２）。なかでも、飼料用米やＷＣＳ

用稲は、耕畜連携の推進により飼料作物としての生産拡大が期待されています。 

耕畜連携とは、耕種農家と畜産農家が飼料生産と堆肥利用において連携し、地域に

おける循環型の農業を構築することです。例えば、耕種農家が、水田でＷＣＳ用稲を

生産して畜産農家へ提供し、それを牛に餌として与えます。畜産農家は、牛が排泄し

た糞尿を利用して、堆肥を生産し、その堆肥を耕種農家の水田に散布して、次年度の

ＷＣＳ用稲の生産に備えます（図Ⅰ－３－４）。 

このように耕畜連携では、耕種農家の水田と畜産農家の家畜の間で堆肥と餌が循環

する循環型農業を展開できるため、化学肥料の削減など環境に配慮した農業が可能と

なるとともに、飼料自給率の向上を図ることができます。 

 

図Ⅰ－３－４ 耕畜連携（資源循環）のイメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 耕畜連携の機動力となるコントラクターの育成・組織化 

 前記のような耕畜連携によるＷＣＳ用稲等の生産にも課題はあります。特にＷＣＳ

用稲の収穫・調整や堆肥散布の作業については、これまでの稲作機械が利用できない

ため、新たな機械の投資が必要となります。さらに、稲作農家は高齢化等で労働力が

不足しているのが現状です。 

耕種農家と畜産農家の連携により有機資源が循環し、飼料自給率が向上 

ＷＣＳ用稲の収穫 ラッピング 稲ＷＣＳの完成 

稲ＷＣＳを牛に給餌 牛の糞尿を堆肥化 堆肥を水田に散布 
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このような課題解決する取組として、【事例２】でみたような飼料生産受託組織（コ

ントラクター）の利活用が考えられます。コントラクターは、飼料の収穫・調整・運

搬やたい肥の散布など地域によって様々な作業を受託してくれるため、耕種農家は稲

の栽培に専念できます。また、畜産農家は、飼料を生産する手間が省けることにより、

空いた時間を家畜の飼養に向けることができるなど、耕畜の双方にメリットがありま

す。 

このように、コントラクターの活用により耕畜連携に弾みがつくため、飼料自給率

の向上を図る上でも、コントラクター組織の育成や強化が必要であるといえます。 

 

 

 

  

飼料自給率の向上を図るためには、牛の放牧も有効な手法といえます。公共牧場等の

広大な草地での放牧から、最近では水田や果樹園等の耕作放棄地を活用した牛の放牧ま

で様々な取組が行われており、特に耕作放棄地での放牧は、畜産農家の牛の管理コスト

の低減につながるだけでなく、土地の維持管理、農地・水・環境保全など地域全体での

メリットがあることで注目されています。 

例えば、山口県山口市秋穂
あ い お

二島
ふたじま

祢宜
ね ぎ

集落における「杵
き

崎
さき

の里放牧利用組合」では、農

地・水・環境保全向上対策における共同活動と並行して、平成 19 年から耕作放棄地を活

用した放牧の取組を開始しています。また、平成 20 年４月には放牧利用による土地の維

持管理を目指し、営農組織｢杵崎の里放牧利用組合｣を立ち上げました。集落では放牧に

対する住民の理解も深く、今後も水田や耕作放棄地への放牧を中心に農地管理を継続・

拡大することとしています。 

 

  

  牛の放牧前                       牛の放牧後 

 

  コラム７ 耕作放棄地への放牧による飼料自給率の向上 
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４ 食習慣を見直して「食」と「農」をつなぐ 

（１） 和食の再評価 

 

ア 食料自給率の向上につながる食事の形態等 

食料自給率を向上させるためには、農業生産の振興だけでなく、消費面での取組

も重要です。何よりも、国産の農産物が食材として消費者に選択されることが必要

です。そのためには、国産の食材が活かされるような食事形態や食事メニューの提

案が求められます。 

消費者が食材を選択するに当たっての代表的な指標としては、価格、新鮮さ、栄

養価等が考えられますが、これらの条件を満たすものが国産の「旬」の食材であり、

農産物のみならず、海や山から採れるものも含まれます。 

このような国産の「旬」の素材を採り入れた食事の形態やメニューとしては、「和

食」が挙げられます。 

イ 和食をめぐる動き 

 平成 24 年（2012 年）３月、日本国政府は、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の

無形文化遺産に、「和食 日本人の伝統的な食文化」の登録を申請しました。 

 登録に向けて農林水産省に設置された「日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検

討会」（以下「検討会」という。）【コラム８】においては、「和食」の特徴は、①国土

に根ざした多様な食材を新鮮なまま使用、②米飯を中心とした優れた栄養バランス、

③出汁のうま味や様々な発酵食品、④食事と年中行事との結びつきとされています。 

また、当該検討会の委員でもあり、東京農業大学名誉教授の小泉武夫氏の著書『食

で日本を立て直せ』によると、「和食は、根菜、葉菜、青果、大豆、魚、海草の６つ

の食材と、主食の米を食べる食文化」とされています。 

 このような動きを契機に、私たちは改めて欧米化した現在の食生活を見直し、その

もととなる食習慣について考えてみることが必要です。 

 

 

 

日本の食文化の世界無形遺産登録に向けた検討を行うため、以下の日本食に造詣の深い
各界の有識者により、平成23年７月から11月にかけて計４回検討会が開催されました。 
（会長）熊倉功夫 （静岡文化芸術大学学長） 

（委員） 

鵜飼良平 （上野やぶそば、(社)日本麺類業団体連合会会長） 

小泉武夫 （東京農業大学名誉教授） 

佐竹力総 （(株)美濃吉代表取締役、(社)日本フードサービス協会会長） 

辻 芳樹 （辻調理師専門学校校長） 

服部幸應 （服部学園理事長） 

藤野雅彦 （江戸割烹米村店主、（社）日本料理文化振興協会理事長） 

増田徳兵衛（清酒月の桂株式会社増田徳兵衛商店代表取締役社長、日本酒造組合中央会海外戦略委員会委員長） 

村田吉弘 （京都菊乃井、日本料理アカデミー理事長） 

茂木友三郎（キッコーマン株式会社取締役名誉会長） 

山縣 正 （かきがら町都寿司、全国すし商生活衛生同業組合連合会会長） 

山口範雄 （味の素株式会社代表取締役会長） 

日本の食文化でもある和食を再評価することが、食料自給率の向上にもつながる 

  コラム８ 日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検討会 
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（２） 食習慣の形成は乳幼児期が重要 

 

ア 乳幼児期から食習慣を形成する取組 

 日々の食習慣を考える際には、食習慣がいつ形成されるかが重要なポイントとなり

ます。幼少の頃の食習慣が大人になっても大きな影響を与えていることはいうまでも

ありませんが、この食習慣の形成に当たって重要な役割を果たすのが、味覚です。 

味覚は、一般には小学校の高学年頃までには形成されるものと考えられています。

例えば、きのみむすび保育園（大阪市住之江区）の坂下園長は、保育園における給食

を始めとした自身の保育の実践・経験から、子どもの味覚は「つ」が付く９つ（９歳）

までに形成されると考えています【コラム９】。 

また、【事例 11】の飯岡保育園（愛媛県）の瀬川園長は、子ども達には日本の素晴

らしい食文化を身につけて守ってほしいと考え、その一環として、毎月１回、クラス

ごとに保育園で用意した和食の朝ごはんを食べています。これは、和食を中心とする

朝食の習慣を乳幼児期から身につけさせることが重要と考え、子どもの記憶の中に日

本の朝ごはん（和食の朝ごはん）を残す試みでもあります。 

このような取組をみると、食習慣の形成に当たっては、年齢の早い時期（乳幼児期）

からの、味覚を豊かにするための取組が、重要かつ効果的であると考えられます。検

討会で示された和食の定義の①（「国土に根ざした多様な食材を新鮮なまま使用」）と

③（「出汁のうま味や様々な発酵食品」）は、味覚形成という点からも注目されます。 

味覚形成は素材の味に敏感になることが基本であることから、発酵食品も含めた多

様な食材を、その本来の特徴（出汁の旨みを含む。）を活かして食べるような和食中心

の食事形態を子どもやその保護者へ提案していく必要があります。 

 

 

 

 社会福祉法人喜和保育事業会「きのみむすび保育園」（大阪市住之江区）では、健康な体と

豊かな心を育てていく食事に取り組んでおり、「人」＋「良」＝「食」（人に良いと書いて「食」）

ということから、食べものは人の体を良くするものでなくてはならないと考えています。こ

のため、子どもたちの食事は和食が中心で、素材のもつおいしさや旬の味わいができるよう、

食材選びには工夫をしています。園での給食は毎日、玄米のごはんと和食のおかずの献立と

しており、そのメニューは、保育園のホームページに、「今月の献立」として掲載しています。 

また、坂下園長は味覚は「つ」が付く９つ（９歳）までに完成することから、幼少期に正

しい食習慣やしっかりとした味覚を身につけることが必要であると考えています。園児の家

庭の食習慣を変えたいと考えた当初は、直接保護者に働きかけていましたが、あまりうまく

いきませんでした。このため、保育園の給食に和食を全面的に取り入れ、園児の味覚に働き

かけました。その結果、園で和食に慣れ親しんだ子どもが、家で親に和食をリクエストする

ようになり、保護者の意識も変わるようになりました。坂下園長によれば、子どもを通じて

親の食意識は変えられるということです。 

 このような取組の成果もあって、きのみむすび保育園には肥満児が一人もいないというこ

とです。 

味覚形成と農業・調理体験は早い時期から 

  コラム９ きのみむすび保育園（坂下園長のコメント） 
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イ 「口中
こうちゅう

調味
ちょうみ

」 

米を主食とする和食に関しては、ごはんとおかずを交互に口に入れ、基本的に味の

ない又は薄味のごはんを、口の中でおかずで味付けしながら食べる（混ぜ合わせなが

ら食べる）、という食べ方が一般的です。このような食べ方を「口中調味（口内調味）」

といいます。このような食べ方は日本に特徴的ですが、短粒種の米を主食とする他の

国の一部にもあるようです。 

主食であるごはんには基本的に味（塩味）がないので、「口中調味」を実践すると、

おかずの味付けに敏感になって味覚の発達が促進され、薄味に慣れやすくなるといわ

れています。 

また、いろいろなおかずをごはんと一緒に交互に食べることは、栄養をバランスよ

く採ることにもつながります。さらに、食感の異なったものを同時に口に含むことに

よって、自然とよく噛むようになるため、適度に満腹感が生じて食べ過ぎなくなり、

肥満防止にも効果があるとされます。 

このような食べ方を乳幼児期から身につけることが、将来にわたる味覚の形成の面

からも重要です。また、和食によく合ったこのような食べ方は、世代を越えて継承し

たい日本の食文化の一つといえます。 

 

 

 

ウ 乳幼児期における食育の重要性 

乳幼児期は、経験を積み重ねながら食事や食材（農林水産物）に対する五感の基礎

が築かれる時期です。この時期に「口中調味」を基本とした食習慣を形成するだけで

なく、併せて食材の元となる農作物の栽培や収穫に携わる農業体験を定期的に行うこ

とにより、「食」や「農」に対する多角的な視点が養われます。また、自分が収穫に

関わった農作物等を食材として利用する調理体験を適切に行える機会があれば、さら

に関心が深まるでしょう。この関心が大人になっても失われなければ、「旬」の食材

にも敏感になり、ひいては食料自給率の向上にもつながります。 

【事例 10】やアで取り上げた、乳幼児期から和食に慣れ親しむような献立を作成し、

保護者への協力も求めるような保育園の取組については、中長期的にもその効果が期

待されるとともに、これを面的に広げていくための仕組みを検討する必要があります。 

中国四国農政局では、乳幼児期における和食を中心とした食習慣の形成と農作業経

験等の重要性を認識して、平成 24 年（2012 年）３月１日に、中国・四国地域「食育

シンポジウム～乳幼児期における食育の大切さ！～」を開催しています（トピックス

３参照）。 

 大阪市の歯科医豊田裕章さんは、口の中で自分のエネルギーを使って歯と筋肉で咀嚼

し「食べ物」の形を変えることが生きる基本であり、咀嚼回数や唾液分泌量を増やしな

がら飲み込むためにも、加工された状態のものでなく「もともとの姿のわかる食べ物を

できるだけ多く食べる」ことが大切と考えています。 

 また、「口中調味」として、薄味のごはんとしっかり出汁の味がきいたおかずを、口

の中で混ぜ合わせながら食べるという食べ方が、早食い、おかずの食べ過ぎ＝脂質の取

り過ぎを防ぎ、よく噛み、よく味わう食べ方を形成することにつながるとのことです。

食感の違うものを口の中に入れると、より多く噛むようにもなります。 

  コラム 10 歯科医からみた「口中調味」 
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（３）健康的な和食を考える 

 

ア 欧米化した食生活の影響 

日本の伝統的な食事では、豆や野菜、海草など食物繊維が豊富な食材を多く食べて

いましたが、厚生労働省の国民健康・栄養調査等によると、食生活の欧米化等に伴い、

食物繊維の摂取量は年々低下しています。食物繊維は、便秘の予防を始めとする整腸

効果だけでなく、血糖値上昇の抑制、血液中のコレステロール濃度の低下など、多く

の生理機能が明らかになっています。 

平成 12 年（2000 年）３月に改定された食生活指針の解説要領には、「総摂取エネル

ギーに占める脂肪エネルギーの摂取割合（脂肪エネルギー比率）が上昇傾向を示して

おり、この上昇に伴って、動脈硬化性の心疾患発症率や乳がん、大腸ガンによる死亡

率の上昇が認められ」、「脂肪は量だけでなく、種類によって健康に及ぼす影響が異な

る」ことが記載されています。 

食料自給率の低下に伴い、脂肪エネルギー比率は上昇し、逆に食物繊維の摂取量は

減少しています。欧米化した食生活が、私たちの健康へ及ぼす影響を改めて考える必

要があります。 

 

イ 和食の健康面の効果 

日本人の食生活は、かつての伝統的な和食から、肉や油脂を多く摂る食事へと変わ

ってきました。欧米化が進んだ現代の食生活では、動物性脂肪の取り過ぎ等により生

活習慣病等が増えてきました。例えば、昭和 40 年代の日本では、大腸ガンによる死

亡数は年間 1 万人以下でしたが、平成 17 年（2005 年）には４万人を超え、平成 22

年（2010 年）は 4 万 4,238 人と増加傾向が続いています（図Ⅰ－３－５）。 

 

図Ⅰ－３－５ 大腸がんによる死亡数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

大腸がんの増加は、食生活が大きく影響しています。厚生労働省が推進する「21 世

紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」の報告書（以下「健康日本 21」とい

う。）にも、「動物性脂肪の多量摂取は結腸がん（大腸がん）等の危険因子である可能

性が高い」「食物繊維などの摂取はがんの予防に効果的に働くと考えられている」との
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資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

「和食」の健康面を再評価し、さらに健康的な「和食」を創造 
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記載があります。また、がんの発生要因とされている「活性酸素」を抑える抗酸化物

質を多く含む食品を摂ることも、がん予防として有効です。  
「抗酸化物質」には、ビタミンＡ（β―カロテン）・Ｃ・Ｅ・Ｂ群やポリフェノール

等があります。このため、食事面での大腸がんの予防法としては、野菜類、豆類、果

物、穀類、海草類、きのこ類、良質の油をバランスよく摂取することが大腸がんに効

果があるとされています。 

このようなことから、和食中心の食生活は健康面でも優れています。このことは、

近年諸外国でも評価されており、国際的にも和食の注目度が高まっています。 

 

 

ウ オリーブ油を活用した「和食」 

我が国は、「和食」をユネスコの無形文化遺産に登録申請しましたが、食に関する

無形文化遺産には、「地中海料理」が既に登録済みです。地中海料理の定義は、「穀物、

魚介類、乳製品、野菜類をバランス良く摂り、油脂分は肉類を少量、オリーブ油を中

心として摂取するもの」とされており、健康面からも評価されています。 

この地中海料理は、「穀物や野菜を多く食べて、食物繊維を豊富に摂る」「肉よりも

魚介類（特に青魚）を多く食べる」など、和食との共通点が多くあります。肉類の脂

肪に多く含まれる飽和脂肪酸は、血中のコレステロール値を高めますが、青魚の脂肪

は不飽和脂肪酸の IＰＡ（イコサペンタエン酸）やＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）等

を豊富に含みます。 

従来の和食では、油脂が不足していました。油脂はエネルギー源であるだけでなく、

細胞や血管を作る働きがあります。油脂が不足した食生活では、健康や美容に悪影響

を及ぼします。しかも、現在の食事は欧米化しているため、油を使わない料理は味気

なく感じる人もいます。 

平成 22 年（2010 年）３月に策定された基本計画でも、食料自給率向上に向けた取

組として、「単に和食への回帰を狙うだけでなく、欧米化した現在の食生活の中に国

産農産物を上手に取り込んでいく積極的な取組が必要」とされています。 

和食と塩分の関係を指摘される方もいますが、近年の和食は、昔ほど塩分は多くありま

せん。冷凍・冷蔵技術や流通の発達や国民の健康への関心の高まりもあって、漬物や干物

などはかつてと比べても薄塩となり、味噌や醤油等も減塩のものが普及しています。また、

塩分を控えておいしく食べるには、酸味や香辛料を上手に利用する方法があります。 

なお、高血圧予防のために塩分を控えることは重要ですが、人間が生きるためにはミネ

ラルである塩分が必要です。私たちの体内には 0.9％の塩分を含んだ血液が流れています。

近年、熱中症が多発していますが、水分補給を行っても、高温下での発汗で血中塩分濃度

が低下するので、塩分も補給しなくてはいけません。 

なお、体内の余分な塩分を排出する作用があるミネラルが、カリウムです。カリウムは

新鮮な野菜や果物に多く含まれています。食物繊維やビタミンだけでなく、カリウム豊富

な野菜や果物をしっかりと摂ることが重要です。 

  コラム 11 和食と塩分（カリウム豊富な野菜を食べよう） 
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一つの取組として、和食に良質な油であるオリーブ油を積極的に使ってみることが

考えられます。オリーブ油と魚介類、野菜、穀物は相性が良いため、和食にも十分マ

ッチすると考えられます。 

一般的に、植物油は「種子」を搾った油ですが、オリーブ油は「果実」を搾った油

であるため、その成分が他の植物油と大きく異なります。オリーブ油は、オレイン酸

等の一価不飽和脂肪酸を多く含み、また、β-カロテン等のビタミン類も豊富です（表

Ⅰ－３－１）。そのほか、抗酸化物質であるポリフェノールなども含まれています。 

 

表Ⅰ－３－１ 主な植物油の成分表   

                          可食部 100g 当たり  （参考） 

油脂名 
一価不飽和脂肪酸 

（オレイン酸等） 
ｇ 

多価不飽和脂肪酸 
（リノール酸等） 

ｇ 

コレステロール 

      

mg 

β-カロテン 

     

μｇ 

平成 20 年 

国内消費量 

    ﾄﾝ 

オリーブ油 74.04 7.24 0 180 31,208 

ごま油 37.59 41.19 0 Tr 36,968 

大豆油 22.12 55.78 1 0 604,933 

とうもろこし油  27.96 51.58 0 0 97,957 

なたね油 60.09 26.10 1 0 913,968 

パーム油 36.70 9.16 1 0 580,468 

 

 

リノール酸は人体では合成できない必須脂肪酸の一つですが、「健康日本 21」では、

「リノール酸の過剰摂取は発がんを増強するとの実験結果もある」と報告されていま

す。揚げ物やスナック菓子などを多く摂る食生活では、リノール酸を大量に摂取して

しまう可能性もあるので、注意が必要です。 

中国・四国地域でも生産拡大が期待されるオリーブ油や、身近で採れる農・海産物

を積極的に摂ることは、健康的な食生活に加え食料自給率の向上にもつながります。 

 

図１－３－６ オリーブオイルを使った料理の一例 

    

 

 

  

 

資料：成分表は、文部科学省「日本食品標準成分表 2010」 

国内消費量は、農林水産省「我が国の油脂事情 2009」 

揚げナスのおひたし 

なす・生姜・だし汁 

（エキストラバージン） 

ベイカのサラダ 

ベイカ・じゃがいも 

（ドレッシング） 

大根の彩りマリネ 

大根・にんじん・きゅうり 

（エキストラバージン） 

きんぴら入り卵焼き 

卵・だし汁・ごぼう 

（ピュア） 

料理名 

主な材料 

（オリーブ油） 

資料：井上誠耕園ホームページ 
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（４） 地元の食材、季節の食材は新鮮で美味しい 

 

ア 郷土料理と地産地消 

郷土料理は、地元で採れたものを地元で消費するという点で地産地消につながりま

す。 

和食の中でも特に地域とのつながりが強い郷土料理は、各地域の産物を上手に活用

して、気候風土に合ったものとして食べられてきました。これは地域の歴史や文化の

一部として受け継がれており、食生活に関する先人達からの知恵が備わっているもの

です。必ずしも食料が豊富でなかった時代に自然の恵みを活かして生きる術を教えて

くれた料理や、冠婚葬祭など特別な日の食事など、郷土料理は地域の様々な文化・遺

産が食事の形をとったものといえます。今一度、郷土料理を見直して日々の食卓にも

上げ、また現代にマッチした新たな郷土料理を創作することが、地域の食料自給率向

上につながります。 

 

イ 「旬」のものを美味しく食べる 

 本来、野菜や魚介類は、旬の季節がはっきりしています。それが近年、促成栽培の

野菜や養殖された魚介類が多くなり、さらに海外からの輸入物があるため、スーパー

だけでなく八百屋や魚屋へ行っても、必ずしも旬の食材が分かりません。 

現在、「旬」を最も感じる場所は産直市でしょう。地元で四季折々にたくさん採れ

る食材は、安くて美味しいものです。暑い夏には体を冷やす果菜類（きゅうりやトマ

ト等）を、寒い冬場には体を温める根菜類（にんじんやさといも等）を美味しくいた

だく。季節の魚介類や海藻等も同様です。また、地元の旬の食材はエコロジーです。

輸送コストも少なくてすみ、環境への負荷も軽減されます。 

 

 

 

 

山口県のみかんの約８割が生産されている周防大島では、新鮮な魚介類と温州みかんが

タッグを組んだ新しい郷土料理「周防大島みかん鍋」が生まれました。 

「周防大島みかん鍋」は、以下の食材が盛り込まれた鍋料理です。 

① 体に優しい橘皮が香る「鍋奉行御用達」の焼きみかん 

② 爽やかな柑橘の香りを練り込んだ地魚のつみれ 

③ 薬味としてピリリと辛いみかん胡椒 

④ お鍋の最後はふわふわメレンゲによるみかん雑炊 

この料理の最大の特徴は、「お鍋に焼きみかんを浮かべる」ということですが、これは、

お鍋と柑橘類の相性の良さに着目し、魚の生臭さの緩和や香り付け、更には栄養面などを

考慮したものです。 

 

近くで採れたものを美味しく食べることの大切さ 

  コラム 12 新たな郷土料理「周防大島みかん鍋」 
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５ 米粉を活かした食生活 

 

米粉の利用拡大によって、米の新たな需要が開拓されれば、食料自給率の向上が期

待されます。このため、パン･洋菓子・麺類用等米穀の新規用途へ仕向ける米粉用米は、

農業者戸別所得補償制度の戦略作物（新規需要米）として支援することとしており、

管内においても生産が拡大しています。 

米粉は、うるち米ともち米を用いて作られる米の粉の総称ですが、これまでの米粉

は、上新粉（団子や柏餅）、もち粉（大福餅等）、白玉粉(白玉団子)、道明寺粉（桜

餅、おはぎ）など、主に和菓子に利用され、その原料となる米は加工用米等でした。

近年、米粉の製粉技術が進歩し、米を小麦粉と同程度又はそれ以下に細かく粉砕する

ことが可能となりました。パン･洋菓子・麺類・ピザなどに利用できる新たな米粉（「微

細粒粉」等）が注目されています。米粉の特徴としては、もっちりおいしい食感（米

粉で作られたパンや麺は、もっちり、もちもちした食感）、低吸油でさっぱりヘルシ

ー（小麦粉よりも油の吸収が低く、天ぷらを米粉で揚げるとサクサクでしかもヘルシ

ー）、優れたアミノ酸バランス（米粉は小麦のよりも必修アミノ酸のバランスに優れ

ている）などが挙げられます。また、製粉技術だけでなく、製パン技術等の向上によ

り米粉を利用した食品の開発が各地で取り組まれ、様々な用途に利用が拡大していま

す。 

【事例８】(株)アクティブ哲西では、同じ敷地内（道の駅）に米粉の製粉施設とパ

ン工房、ピザ体験工房の石窯があります。このため消費者の利便性、生産流通コスト

等において優れています。また、(株)アクティブ哲西は地域の学校給食にも米粉パン

を提供しています。このような米粉の地産地消の取組が、米粉利用を推進する他の地

域においても広がっており、更なる普及が期待されます。 

図Ⅰ－３－７ 米粉から作られる食品の事例 

 

     

 

 

米粉利用の普及推進に当たっての課題としては、①実需者（大手食品メーカー等）

による大量使用、②小麦粉と同様に米粉が一般家庭で料理用として用いられる環境の

構築、③米粉食品による地域の活性化と農業の６次産業化の推進（後押し）、④学校

給食へ米粉パン・米粉麺等の導入・拡大、⑤小麦アレルギー対応グルテンレスパン・

機能性効果等の付加価値を付けた米粉食品の普及拡大等があります。 

中国四国農政局では、地元産米を利用した消費拡大の一環として、管内統一イベン

ト、米粉パン・米粉洋菓子製造実技（技術）講習会、米粉料理講習会等米粉の需要拡

大に向けた様々な啓発活動を、各県米粉普及推進協議会等関係機関と連携して実施し

ています。  

地元産の米粉を利用した米の消費拡大 

従来用途の米粉 新規用途の米粉 

団子 

（上新粉） 

大福餅 

（もち粉） 

桜餅 

（道明寺粉） 

米粉パン・米粉洋菓子 

（微細粒粉） 
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おわりに     ～食料自給率の向上が食卓を守る～ 

 

 

食料自給率の向上を図るには、生産面では優良農地を確保し農地を最大限活用す

ること、消費面では、国産の農産物が消費者に選択されることが不可欠です。 

生産面の課題として、最初に耕地利用率の低下を挙げましたが、中国・四国地域

は、冬でも比較的温暖であるため、気候的には二毛作に適している地域といえます。

したがって、麦、大豆、新規需要米等の作付けを拡大して、耕地利用率を向上させ

ることは十分可能と考えられます。しかしながら、現状では、農業者の減少や高齢

化、基盤整備や農地集積が進まないことなどから、耕地利用率は低下する一方です。

他方、耕作放棄地の増大には歯止めがかからず、これらの課題は、一朝一夕には解

決できるものではありません。 

今後、担い手を確保し、農業生産基盤の整備や農地集積を進め、耕作放棄地の再

生と発生の抑制を図ることが重要ですが、このためには，農業関係者のみならず、

住民も含め広く関係者が知恵を出し合って、「農」を支えていく仕組みが必要です。 

また、食料自給率向上のためには農業の持続性が前提になることから、単に生産

拡大を図るだけでなく、加工・販売まで一体的な取組により、付加価値を向上させ

ること、さらに地域ブランドを確立することにより、農業者の所得向上を図ること

も必要です。 

消費面では、米を中心とした国産農産物を消費へ結び付けることが課題です。こ

のような観点から、本年度の特集編では、日本の旬の食材を活用した和食に注目し、

和食を再評価する動きを踏まえ、和食を中心とした食習慣の形成や、健康面からの

和食の長所、さらには地元食材を活かした郷土料理等について考えてみました。 

中でも、乳幼児期から和食に慣れ親しむような取組については、現在の子ども達

にとどまらず、成人や子育てに至る中長期的なスパンからも効果が期待されるため、

これを面的に広げていくための仕組みを検討する必要があります。また、油脂が不

足傾向にある和食において、オリーブ油の活用を提案していますが、中国・四国地

域においてオリーブの生産と消費が拡大すれば、食料自給率向上にもつながります。 

 

食料自給率というと、何か固い印象を与え、農業関係者以外では認知度も必ずし

も高くありません。しかしながら、食料自給率を、「数値」ではなく日々の「食卓」

から考えてみることが大切ではないでしょうか。私たちは、生涯、「食」と無関係

ではいられません。人が生きていく上で、食料や食習慣は、なくてはならないもの

です。日々の食卓の食材を見直すことにより、自分たちの食事だけでなく、農業や

農地、農業者にも目を向けて、今私たちに何ができるかを考えてみませんか。 

このような積み重ねが、やがて大きなうねりとなって、私たちの明日の食卓を守

ることにつながると考えます。 


