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トピックス 

 

①「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」を公表 

 

我が国の食と農林漁業は、成長産業化が期待される一方、経営体の高齢化など厳し

い状況に直面しており、その競争力・体質強化は待ったなしの課題となっています。 

このような状況の下、平成 22 年（2010 年）11 月９日に「包括的経済連携に関する

基本方針」が閣議決定され、高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料自給率の向

上や国内農業・農村の振興とを両立させ、持続可能な力強い農業を育てるための方策

を講じることとなりました。  
その検討を行うため、内閣に「食と農林漁業の再生実現会議」が設置され、精力的

に議論、検討が行われた結果、平成 23 年（2011 年）10 月 25 日に「我が国の食と農林

漁業の再生のための基本方針・行動計画」（以下「基本方針・行動計画」という。）

が決定されました。  
 
 

この基本方針・行動計画は、我が国の食と農林漁業の再生の姿、全国対策として講

ずべき方針及びこれを実現するための行動計画を基本方針としてまとめたものです。

これにより、「食料・農業・農村基本計画」（平成 22 年（2010 年）３月 30 日閣議決

定）に基づく食料自給率 50％の達成等を目指します。さらに、我が国の食と農林漁業

の再生の姿とその実現のために講ずべき施策は、東日本の復興にも資するものです。 

【戦略１】競争力・体質強化～持続可能な力強い農業の実現～ 

【戦略２】競争力・体質強化～６次産業化・成長産業化、流通効率化～ 

【戦略３】エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進する 

【戦略４】森林・林業再生 

【戦略５】水産業再生 

【戦略６】震災に強い農林水産インフラを構築する 

【戦略７】原子力災害対策に正面から取り組む 

 

 
農林水産省としては、基本方針・行動計画の具体的な進め方について、意見交換を

行うことを目的に、全国 10 箇所で基本方針・行動計画に関する地方ブロック会議を開

催しました。中国・四国地域では、平成 24 年（2012 年）１月 17 日に高松市において

四国ブロック会議を、１月 18 日に岡山市において中国ブロック会議を、それぞれ各県、

農業者、関係団体等の出席を得て開催しました。 

このブロック会議の開催に併せ、中国四国農政局では、新規就農・農地集積関係等

の県別説明会や現場の方との意見交換の場等において、基本方針・行動計画を地域で

実際に進めるために農林水産省としての考え方をまとめた「『我が国の食と農林漁業

の再生のための基本方針・行動計画』に関する取組方針」等について、県や市町村、

農業者等への周知活動を行っています。

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」の公表 

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」の７つのポイント 

トピックス 

基本方針・行動計画等に関する農業者等への説明 
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②米トレーサビリティ制度の推進               
 

 米トレーサビリティ制度では、食品事故等の問題が発生した場合に流通ルートの速

やかな特定と適切な回収等を行うため、米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は

提供の事業を行う「米穀事業者」が事業者間で取引等を行った場合に、取引記録の作

成・保存と取引先に産地情報を伝達することとされています（平成 23 年（2011 年）

７月～）。 

また、米穀事業者が消費者に米・米加工品を販売する場合は、商品の容器・包装又

はポップ等により、使用している米の産地情報（国産米等）の伝達を行うことが必要

となります。米穀事業者のうち外食店等では、米飯類のみ、店内での掲示又はメニュ

ーへの掲載等により産地情報の伝達が必要となりました。 

 

 中国四国農政局は平成 24 年（2012 年）２月 29 日、広く米トレーサビリティ制度を

普及させるために、岡山市で「中国四国農政局 米トレーサビリティ・フォーラム」を

開催しました。消費者、米穀流通事業者を中心に 150 名を超える参加がありました。 

最初に、農林水産省消費・安全局米穀流通監視室の星川室長が「制度の概要」を説

明し、その後、４人の有識者から情報提供がなされました。 

岡山商科大学岸田教授からは「米トレーサビリティ制度によって生産、流通、消費

それぞれの現場がつながってくる」と意見が出されました。生活協同組合おかやまコ

ープ三宅常務理事からは「消費者には、米トレーサビリティ制度がまだまだ認知され

ていない実態」について、木徳神糧（株）中四国支店伊丹支店長代理からは「米穀流

通事業者として、内部トレーサビリティを含めた取組の実態」について、それぞれを

紹介されました。最後に、（株）ケイコーポレーション惠谷代表取締役からは、外食

事業者の取組を紹介しながら「年間を通して品質を明確に表示できるシステムの構築

が必要」との提案がなされました。 

その後、参加者との意見交換に移り、産地情報伝達のシステムが導入されたことに

よる変化について議論され、「消費者にとって生産者の顔が見え、安心・安全につな

がる仕組みの一つとして、大いに活用すべき」との認識が示されました。 

  
意見交換会の様子           会場の様子 

「中国四国農政局 米トレーサビリティ・フォーラム」の開催 

米トレーサビリティ制度と「産地情報伝達」 
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③「生涯食育社会」の構築を目指して  

 

 食育基本法に基づき、平成 23 年度（2011 年度）から平成 27 年度（2015 年度）まで

の５年間について計画的な推進を図るため「第２次食育推進基本計画」が平成 23 年

（2011 年）３月に策定されました。 

 ポイントは次のとおりです。 

 ■コンセプト：「周知」から「実践」へ  

■重点課題：  

① 生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進  

② 生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進  

③ 家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進  

  

 

中国四国農政局では「乳幼児期」の食育の重要性に着目し、平成 24 年（2012 年）

３月１日、岡山市で中国・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！～」を開催しました。このシンポジウムには食育実践者や食育に関心がある方

など 107 名が参加しました。  

 基調講演は、社会福祉法人高原福祉会（東京都）の高橋保子理事長から、「生涯を

健康に過ごすための体づくり」をテーマに、「乳幼児期から味覚を育てることが大切」

「子どもたちは、自ら育つ力を秘めている」など、自らの実践体験に基づいた考えが

示されました。 

 続いて、中国四国農政局廣田企画調整室長によるコーディネートの下、高橋氏のほ

か、中国・四国地域で食育を実践している、社会福祉法人倉吉東福祉会倉吉東保育園

の大橋和久園長、社団法人岡山県栄養士会の槇尾幸子地域活動栄養士協議会会長、と

くしま食育推進研究会の野間智子代表、学校法人みかづき学園の杉本昌史理事の５名

のパネリストによるパネルディスカッションを行いました。  

   パネルディスカッションでは、各パネリストからの取組の紹介後、「乳幼児期の食

育の重要性及び効果的なあり方」や「自然や生き物

（動植物）との触れ合いを通じた食育のあり方」に

ついて議論が行われました。  

   参加者のアンケート結果では、約９割の方が「と

ても良かった」、「良かった」と回答し、「具体的

な食育活動を聞くことができ、実際に保育園でも取

り入れてみようと思った」、「自分たちが行ってい

る活動の中にも食育につながると思うものがあり、

気づかせていただく良い機会になった」などの意見

がありました。 

第２次食育推進基本計画の概要 

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 

食育シンポジウム会場風景 
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④農業者戸別所得補償制度による「そば」の生産拡大と安定供給に向けて 

 

 農業者戸別所得補償制度については、平成 23 年度（2011 年度）からの本格実施に

当たり、これまで数量払いの対象としてきた麦・大豆・てん菜・でんぷん原料用ばれ

いしょに加えて、そば・なたねについても数量払いの対象とし、水田活用の所得補償

交付金（２万円／10ａ）に加え、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当

する交付金（畑作物の所得補償交付金）を支払うこととしました。 

 そばについては、中山間地域等の比較的条件の悪い地域でも生育が可能であること、

主食となる作物であること等から、畑作物の所得補償交付金の対象作物とされ、需要

に応じた生産を前提にその生産拡大を進めていくこととしています。 

 平成 23 年産（2011 年産）作付面積は 1,790ha と前年と比べて増加している一方で、

全国の作付面積 56,400 ha の３％を占めるに留まっていますが、中国・四国地域は中

山間地域が多く、加工により高い付加価値がつけられるそばの特性上、中国・四国地

域では望ましい作物と考えられ、今後の作付面積の拡大が期待されているところです。 

  

 

農業者戸別所得補償制度の推進活動の中で、生産者に対

して新たにそばが対象となったこと等の周知を図り、そば

の生産拡大等を進めてきました。 

また、この一環として、中国・四国地域でそばの生産が

最も多く、出雲そばが全国的にも有名な島根県（平成 23 年

産（2011 年産）作付面積 520 ha）において、生産者・実需者・消費者間の理解の増進

やマッチングを図るとともに、農業者戸別所得補償制度の推進のため、平成 23 年（2011

年）11 月 26・27 日の２日間、「中国四国そばフェスタ in 松江」を開催しました。

 会場では、生産者、実需者、製粉機械会社、研究機関等による展示ブースにおいて

そばの新品種、そば打ち機械、そばを用いた新たな食品等が紹介されたほか、そばの

生産状況、歴史、文化等や農業者戸別所得補償制度の説明を行う企画展示ブースを設

けて、来場者への情報提供を図りました。これに加え、商談スペースを設置し、マッ

チングの促進を図りました。 

 また、フードコートでは、そばを使用した食品を提供する飲食店 12 店舗が集まり、

来場者にそばの打ち方を披露するとともに、手打ちそば等を販売し、更なる消費拡大

へのアピールを行いました。 

 さらに、そばに関する研究者、料理専門家等による講演会・ミニセミナーを開催し

たほか、来場者が参加可能なそば打ち・そばがき作り体験コーナーを設けて、そばへ

の理解を深めることに努めました。 

 ２日間の来場者数は１万人を超え、イベントは盛会のうちに終了しました。 

 

農業者戸別所得補償制度と「そば」の現状 

「中国四国そばフェスタ in 松江」の開催 



 

- 5 - 

⑤農山漁村の６次産業化の推進 

 

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の

利用促進に関する法律」（六次産業化法）が平成 23 年(2011 年)３月１日に完全施行

されました。 

このような６次産業化に向けた取組を支援するために、中国四国農政局では、同年

６月 23 日に「６次産業化フォーラム in 岡山」を開催し、六次産業化法に基づく第一

回事業計画認定証授与式と中国・四国地域の６次産業化の先駆者によるパネルディス

カッションを行い、６次産業化のＰＲと普及・啓発を図ってきました。 

 中国・四国地域では平成 24 年（2012 年）３月までに 99 件の総合化事業計画、1 件

の研究開発・成果利用事業計画を認定しています。 

 中国四国農政局では、管内各県ごとに農林漁業者等の６次産業化を推進する支援事

業体（６次産業化サポートセンター）を設置し、６次産業化に取り組もうとする農林

漁業者等の様々な課題に対応できる専門家である「６次産業化プランナー」等を活用

することにより、６次産業化の取組につながる案件の発掘から事業化までの総合的な

サポートを行っています。 

また、各県ごとに中国四国農政局及び地域センターを事務局とする６次産業化連絡

会議を設立し、各県・JA 中央会・商工会議所等の各関係機関・団体、サポートセンタ

ー等と連携を図りつつ、６次産業化を推進しています。 

 

 

平成 24 年（2012 年）３月 29 日、中国・四国地域の農林水産業と他産業とが連携す

ることで地域経済を活性化させようと、中国・四国地域の県や国の出先機関、農協、

商工会議所等 125 団体が参加して、中国・四国地域産業連携ネットワーク設立総会を

開催しました。 

 総会では、今後の一層の情報交換の確認をした上で、「株式会社いろどり」横石知

二代表取締役、「道の駅萩しーまーと」中澤さかな駅長が、それぞれ産業連携による

地域の活性化について講演をしました。今後、会員に対し意向調査を行い、24 年度

（2012 年度）以降の活動等を行っていきます。  

中国・四国地域産業連携ネットワークの設立 

６次産業化の推進状況 
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⑥東日本大震災への復旧・復興支援 

 

中国四国農政局では、東日本大震災の復旧・復興に向けた支援に取り組んでいます。 

１ 中国四国農政局の取組 

中国四国農政局では、東日本大震災の発生に伴い、同日午後４時５分に中国四国農

政局地震災害対策本部を設置しました。同本部設置後、非常食の在庫状況及び救援物

資の搬送車両を本省に報告し、管内自治体へ救援物資搬送のために職員の派遣等を行

いました。 

また、平成 23 年（2011 年）８月に放射性物質検査の周知活動等対策チームを設置

し、米の放射性物質検査等について周知活動を行ってきました。 

 

   ２ 人的支援の取組 

（政府原子力災害現地対策本部等への派遣） 

被災地の県や関係機関の要請に基づき、①政府原子力災害現地対策本部（福島県庁）

における放射線のモニタリング関係業務（平成 23 年（2011 年）４月、６月）、②農

地・農業用施設の復旧（同年５月～）、③被災地と政府を結ぶ福島県政府現地連絡対

策室における畜産関係業務（同年８月～）、④放れ家畜への緊急対応（平成 24 年（2012

年）２月～）等の業務を支援するため、中国四国農政局職員を現地へ派遣しました（76

人 延べ 994 人日、３月末までの実績）。 

（警戒区域内での家畜に対する緊急対応の支援） 

住民が避難指示を受けた警戒区域等に取り残された家畜については、給餌等の飼養

管理を適正に行うことができず、かつ放射性物質に汚染された水や飼料を摂取してい

る可能性が否定できないため、家畜の所有者の同意を得て捕獲・安楽死処理が実施さ

れています。その人的支援の公募・派遣要請を受け、２月から３月にかけて中国四国

農政局職員延べ９名を現地へ派遣しました。 

（農地・農業用施設の災害復旧の支援） 

  水産庁又は東北農政局からの要請を受け、災害査定業務の支援のため、５月から

10 月にかけて、中国四国農政局から東北被災３県（岩手、宮城、福島）へ農業土木職

員延べ 16 名を派遣しました。 

 また、東北被災３県（岩手、宮城、福島）からの要請を受け、災害査定設計書や発

注設計書の作成及び工事監理等の支援のため、６月から平成 24 年（2012 年）３月に

かけて、中国四国農政局から被災３県へ農業土木職員延べ 42 名を派遣しました。 

 このほか、東北農政局からの要請を受け、東日本大震災に伴い発生した大津波によ

り水没・損壊し、機能停止した排水機場のポンプ設備等の緊急応急復旧工事の積算等

を支援するため、６月と７月に、中国四国農政局から東北農政局へ農業土木職員３名

を派遣しました。 

東日本大震災への取組 


