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平成 23 年度中国四国食料・農業・農村情勢報告「特集編」の要旨 
 

第１章 食料自給率の現状と課題 

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踏まえ、同地域において

食料自給率が低下した要因や課題等を整理するとともに、食料自給率が低下したことによる

様々な影響も考察。 

１ 日本のカロリーベースの食料自給率は、ここ十数年 40％前後に低下したまま推移。 

 

 
 

 

２ 食料自給率低下の要因は、食生活の変化（米の消費減、畜産物・油脂類消費増）と

国内の農業生産の減尐（担い手や農地の減尐、耕作放棄地の増加等）による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
３ 中国・四国地域（以下「当地域」という。）のカロリーベースの自給率も約 40％。 

生産額ベースの自給率が比較的高い。 

 

 

図１ 食料自給率の推移 

図２ 食料消費の変化（総カロリーの各品目割合） 

図３ 管内各県の食料自給率（平成 21年概算値） 
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４ 当地域の農業生産は全国の概ね１割程度だが、全国シェアは下降傾向。 

図４ 農業産出額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図５ 水稲作付面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 当地域の耕地面積の減尐、耕地利用率の低下、耕作放棄地率の上昇は全国以上。 

図６ 耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 耕地利用率の推移          図８ 耕作放棄地率の推移 
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６ 当地域の基幹的農業従事者の減尐や高齢化率(65 歳以上の割合)の上昇は全国以上。 

図９ 総農家数の推移        図 10 基幹的農業従事者数の推移 

 
                 

図 12 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) 

図 11 基幹的農業従事者に占める 65歳以上の割合 

    
 

７ 当地域は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を展開。 

農産物の農業産出額の高い品目上位 10品目の産出額では、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。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）（報告書の巻頭「農の姿」参照）。 

 

８ 生産面の課題は農地の有効活用と多様な担い手等の確保、消費面の課題は食生活。 

図 13 ＰＦＣ（タンパク質・脂質・炭水化物）バランスの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 食料輸入の増加は、国内の食料・農業だけでなく世界的な環境への影響。さらに、

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。 
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第２章 食料自給率向上につながる地域の事例 

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。 

１ 生産性向上の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生産から加工・販売まで一体的な取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例１】農事組合法人「小行司（こぎょうじ）」 （山口県 田布施町） 

新たな水田汎用化の技術（地下水制御システム）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が拡大。 

 

【事例２】(株)東部コントラクター （鳥取県 鳥取市他） 

畜産農家と耕種農家が連携、農作業の受託組織（コントラクター）により「人」の課題（労

働力）を克服して、稲 WCS の生産拡大、飼料自給率が向上。 

 

【事例３】農事組合法人「うもれ木の郷」 （山口県 阿武町） 

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。 

 

 
【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 上勝町） 

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、耕作放棄地の発生を抑制。 

 

【事例５】農事組合法人「横尾衛門」 （島根県 益田市）  

法人化した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」を結びつけて推進。 

 

【事例６】農事組合法人「ななおれ梅組合」 （愛媛県 砥部町）  

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、「６次産業化と観光」を組み合わせ。 

 

【事例７】つやま新産業創出機構（岡山県 津山市） 

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。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。 

 

 
【事例８】(株)アクティブ哲西 （岡山県 新見市） 

地元の米を、地元で製粉し加工・販売（食材から体験施設まで「地元産に徹底的にこだわ

る」取組）。米粉の普及・消費拡大にアニメキャラクター「プ～デル」が活躍。 

 

 
【事例９】小豆島のオリーブ （香川県 小豆島）        

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

る。消費者の健康志向からオリーブ油の人気は高く、国産の需要も増加。 
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３ 消費面における特徴的な取組 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 明日の食卓を守るために今できること 

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。 

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により農業経営の安定と国内生産力の確保を図る。 

（２）「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。 

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 

香川のうどん用小麦や愛媛の味噌用はだか麦は、地域の食文化に根ざした食材として需

要がある。これらの生産を拡大を図るためには、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

必要です。また、【事例１】の地下水位制御システムの導入や、【事例７】のように生産者

と加工業者を結びつける取組も有効です。 

イ 新たな栽培技術導入による大豆の反収向上 

大豆の収量アップのポイントは、適期播種と湿害の回避。梅雨時期でも適期播種と湿害

の回避を可能にする「大豆３００Ａ」や【事例３】のような栽培技術の導入が効果的です。 

ウ 地域の特性に応じた園芸の展開 

本地域は、野菜や果樹など園芸作物の生産が地域農業の柱の一つ。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。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等が引き受ける方法や農作業受

託組織に、園地の管理を委託している事例が参考になります。 

エ 耕作放棄地を活用した作物の生産拡大 

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。【事例９】で紹介し

たオリーブは、耕作放棄地対策に適した作物であり、気象条件等に恵まれた本地域の瀬戸

内沿岸で生産拡大が期待できます。 

（２）地域の実態に即した「基盤整備」の展開 

【事例４】の棚田の整備で見たように、地元の農家、学識経験者、行政等が集まって知恵

を絞り、地域の条件に応じた「基盤整備」を図ることが不利な条件の農地を守ります。 

 

 

【事例 10】社会福祉法人 「ほほえみ福祉会 吉田保育所」 （島根県 益田市） 

【事例 11】社会福祉法人「飯岡保育園」 （愛媛県 西条市） 

【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 岡山市）   

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

消に取り組んでいる。 

味覚や食習慣の形成には乳幼児期は重要な時期であり、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参考となる事例。 
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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あり、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。【事例５】や【事例６】では、法

人化した集落営農組織が農地を集積して耕作放棄地を解消し、生産した農産物を加

工・販売する６次産業化にも取り組んでおり参考となります。 

（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 

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

されます。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します。 

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 

【事例２】で紹介したコントラクターの利活用により、耕種農家は稲の栽培に専念で

き、畜産農家は飼料を生産する手間が省け、空いた時間を家畜の飼養に向けることが

できます。 

 

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、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。国産の食材が活かされる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。 

（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 

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、重要かつ効果的です。【事例 11】の飯岡保育園では、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、毎月１回、保育園で用意した和食の

朝ごはんを食べています。 

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、ごはんを口の中で

おかずにより味付けしながら食べる「口中調味」が一般的です。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。 

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。この時期に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行えば、さらに関心が深まります。 

【事例 10】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ます。 

（３）健康的な和食を考える 

ア 欧米化した食生活の影響 

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尐

している。脂肪エネルギー比率の上昇に伴って、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が上昇しています。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。 
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イ 和食の健康面の効果 

和食中心の食生活は健康面でも優れており、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ります。 
ウ オリーブ油を活用した「和食」 

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します。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。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。 

（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 

和食の中でも特に地域とのつながりが強い郷土料理は、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。この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 

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。輸送コストも尐なくてすみ、環境への負荷も軽減しています。 

 

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。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、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。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】の(株)アクティブ哲西では、敷地内に米粉の製粉施設とパン工房等があり、利便

性、生産流通コスト等において優れています。また、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 14 米粉から作られる食品の事例 

 

      
 

 
 

おわりに 
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。 

特に消費面では、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。このため

和食を中心とした食習慣の形成が重要であり、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

効果が期待されます。 

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

るかを考えることが、明日の食卓を守ることにつながります。 

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） 


