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１ 平成 25 年に発生した自然災害（豪雨） 

 

 

１ 豪雨の発生・被害状況 

平成25年は、鳥取県、島根県及び山口県の山陰地域を

中心に、これまでに経験したことのないような豪雨が連

続して発生しました。特に７月15日の鳥取県、７月28日

の島根県及び山口県、８月23～25日の島根県では、豪雨

により農地への土砂流入、ため池の決壊、頭首工･用排水

路の流失等甚大な被害が発生しました。 

中国･四国地域における平成25年の農地･農業用施設の

被害は１万2,331か所、被害額約215億円となっており、

このうち山陰地域で発生した豪雨による被害は、被害額

全体の約77％を占めています。  

 

 

１ 技術者派遣（水土里（みどり）災害派遣隊） 

中国四国農政局では、豪雨発生直後から職員を現地に

派遣し、農地やため池等農業施設の被害状況の把握や応

急対策の助言等を行いました。特に、被害の著しかった

山口県山口市及び萩市、島根県津和野町、江津市及び邑

南町には、県の要請により中国四国農政局職員を延べ251

人継続的に派遣し、復旧工法等の指導・助言、災害復旧

事業の実施に必要な災害復旧事業計画概要書の作成等を

行い、被災直後から膨大な作業に追われている被災自治

体を支援してきました。 

２ 中国財務局との連携 

豪雨による甚大な被害を踏まえ、中国財務局及び中国

四国農政局では、より一層、迅速かつ円滑な災害査定が

実施できるよう、被災した自治体に対して、復旧方法等

で困っていることがあれば優先的に相談等を受ける旨の

文書を連名にて発出し、両局が連携して復旧工法等の相

談に広く応じてきました。 

また、災害復旧事業の実施に必要な復旧事業計画書の

作成には膨大な時間と人手を要することから、中国四国

農政局では中国財務局と調整し、積算方法、被災現場確

認のための写真撮影方法、農地への流入土砂の堆積厚さ

の確認方法等について簡素化しました。  
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２ 農林漁業体験（教育ファーム
 
 
 

中国四国農政局では、中国四国管内

中学校の栄養教諭等を対象とした

ます。その中で、くらしき作陽大学

意見交換会を授業カリキュラムの１つに

 

くらしき作陽大学では、平成

農林業実践学習の里「体験学習農園

で、食文化学部栄養学科の学生

ム清心女子大学食品栄養学科

学校栄養職員８人も参加し、

マトの収穫等の農業体験を行

 

 

鳥取短期大学では、食物栄養専攻

取短期大学附属幼稚園のほ場

もに、平成25年６月26日にさつまいもの

６日に収穫を行い、11月20日

を使ったスイートポテト作りを

 

 

香川短期大学では、平成25

科食物専攻の学生53人が、株式会社

ハウス（高松市）でいちごの

等の農作業体験やいちごを使

た。 

 

 

中国四国農政局では、「食」

農林漁業体験による食育を推進

特に、将来食に携わる学生

り効果的な食育につながると

 

                                        
1 教育ファームとは、自然の恩恵

として、農林漁業者等が農作業

大学の授業カリキュラムに
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農林漁業体験（教育ファーム1）の取組 

中国四国管内の栄養士や栄養教諭を目指している

とした農林漁業体験（教育ファーム）の

作陽大学、鳥取短期大学、香川短期大学

カリキュラムの１つに位置付け実施しています。

平成25年８月21日に岡山県

体験学習農園」（吉備中央町）

学生15人の他にノートルダ

清心女子大学食品栄養学科の学生４人や岡山県内の

、白菜・大根の種まき、ト

行いました。 

食物栄養専攻の学生10人が、鳥

場（倉吉市）で、園児とと

にさつまいもの苗植え、11月

日には収穫したさつまいも

りを行いました。 

25年６月３日に生活文化学

株式会社スカイファームの

の収穫、選別・パック詰め

使った調理実習を行いまし

」への関心や農林水産業に対する理解を

推進しています。 

学生や栄養教諭等の農林漁業体験は、学校

につながると考え、応援しています。 

                                                                                

恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を

農作業の体験の機会を提供し、農作業等への指導

カリキュラムに位置付けられた農業体験と意見交換会の

白菜

いちごの

さつまいもの

している大学生や小

の取組を支援してい

香川短期大学では、農業体験や

。 

を深める観点から、

学校や社会におけるよ

                                           

を深めること等を目的

指導を行う取組。 

の開催 

白菜の種まき 

の選別・パック詰め 

さつまいもの収穫 



 

３ 花きの消費拡大に向けて

 

 

 花きの国内産出額については

年をピークに約４割減少するなど

状況が続いています。 

 また、切り花の１世帯当たりの

は減少傾向にあり、世帯主の

若年層の購入金額が低くなっており

歳代以上の世代が消費を支えています

 そのような状況の中、花き

となり、２月14日のバレンタインデーに

大切な人に花を贈る「フラワーバレンタ

イン」を推進し、花きの一層

を図るという取組が行われています

 当局においては、平成25年

セミナー」を主催し、生産者

当者等51人の出席者に対し、

員会（事務局：財団法人日本花普及

チームリーダー小川典子氏から

取り組んだ小売店で売上げ増加

社花満代表取締役社長和田由里氏

に向けた取組について講演いただきました

また、平成26年２月には、

「ｔｒｙ！フラワーバレンタイン

したパネル等の展示を行いました

 

さらに、職場からフラワーバレンタインの

舎内の全職員に趣旨の周知・

員が実際に花を購入して家族等

れました。 

 

花きの消費拡大の取組（フラワーバレンタイン

当局「消費者の部屋
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資料：総務省統計局「家計調査年報

全世帯 

注：平成20年以降の金額

む）二人以上の世帯

「農林漁家を除く二人以上

となっている。 

花きの消費拡大に向けて             

については、平成７

するなど厳しい

たりの購入額

の年齢別では、

くなっており、50

えています。 

き業界が一丸

のバレンタインデーに

フラワーバレンタ

一層の消費拡大

れています。 

年11月６日「中国四国地域花き

生産者、市場・流通関係者、行政担

、フラワーバレンタイン推進委

財団法人日本花普及センター）ワーキング

から、フラワーバレンタインに

増加につながった事例、株式会

取締役社長和田由里氏から、広島での消費拡大

いただきました。 

、当局消費者の部屋及び岡山市役所市民

フラワーバレンタイン～男性から女性へ花を贈る２月14

いました。 

からフラワーバレンタインの取組を盛り上げるため

・浸透を図ったところ、２月14日には少

家族等へ贈りました。なお、同様の取組は

フラワーバレンタイン）の推進（農政局の

花

岡山市役所

○ 切り花の１世帯

11,536
10,828

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H13 H15 H17 H19

・年間購入額円

部屋」での展示  

家計調査年報」二人以上の

金額は、「（農林漁家を含
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岡山市役所市民ホールにおいて、

14日～」をテーマと

 

 

 

 

 

 

げるため、岡山第２合同庁
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４ 中国地域野生鳥獣対策ネットワークの設立 

 

 

１ 中国地域野生鳥獣対策ネットワークの設立 

 各県や市町村等においては、農業者等による地域ぐるみの①有害鳥獣捕獲による個

体数調整、②鳥獣の追い払い、農作物の残さ等鳥獣の餌になるものをなくす生息環境

管理、③侵入防止柵の整備等の被害防除を組み合わせた鳥獣被害対策が推進されてい

ます。 

しかし、地域ぐるみの鳥獣被害対策を推進するに当たっては、農業者等の減少及び

高齢化が進行し農業者等の合意形成が難しいこと、また農業者等の基礎知識習得のた

めの被害対策の指導者や研修の場が少ないこと等が問題になっています。 

また、市町村では、鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者が減少及び高齢化しているこ

とから、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策の中核となって実践的活動を担う鳥獣被害対

策実施隊1の設置促進が課題となっています。 

さらに、野生鳥獣は、追い払い等を行うことによって県や市町村の行政界を越えて

移動するため、中国地域の行政機関の連携が必要になっています。 
 このような鳥獣被害防止対策の課題の解決に向けて、

研究機関のアドバイスや解決事例の情報交換を行うとと

もに、効果的な対策の検討及び広域連携を促進するため、

中国地域５県、環境省中国四国地方環境事務所、近畿中

国森林管理局及び研究機関（(独)農業・食品産業技術総

合研究機構近畿中国四国農業研究センター、(独)森林総

合研究所関西支所）の参画を得て、平成25年７月に「中

国地域野生鳥獣対策ネットワーク」（事務局：中国四国

農政局）が設立されました。 

 

２ 中国地域鳥獣被害対策現地検討会を開催 

 中国地域野生鳥獣対策ネットワークの取組として、第

１回目の中国地域鳥獣被害対策現地検討会が、平成25年

11月に、岡山県美作市及び勝央町で開催されました（参

加者は、中国地域５県、市町村、猟友会及び農業者等の

約80人）。参加者からは、「鳥獣被害防止対策の課題や

解決策が共有できた」、「獣肉処理施設の整備を検討す

る上で参考になった」等の意見が寄せられました。 

                                                                                   
1 鳥獣被害対策実施隊は、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関す

る法律」（平成19年法律第134号）第９条に基づき市町村に設置されるもので、狩猟税の減免、

猟銃所持許可の更新等に係る技能講習の免除等の優遇措置を受けることができます。 

県、環境省、研究機関と連携した鳥獣被害対策の情報共有及び広域連携の促進 

中国四国農政局長挨拶の様子 

現地検討会の様子 
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５ 人・農地プラン等の情報提供システムの運用 

 

 

１ 情報提供システム 

 人・農地プラン等の情報提供システムは「人・農地プラン」の策定等を推進し、担

い手の経営発展を図るため、関係機関で「人・農地プラン」の推進状況や関連施策の

情報の共有化を図ることとし、中国四国農政局から電子メールで県、地域センター、

市町村、農業委員会、農地利用集積円滑化団体、農業者等に対して平成24年度から情

報を提供しています。 

 平成25年度は毎月の定期号と、緊急性の高い情報は臨時号として、平成26年３月１

日時点で合計19回の情報提供を行ってきました。 

 平成26年３月１日現在の登録者数は1,137人で、市町村関係者の登録数が477人と最

も多く、次いで県が315人、その他ではJA、法人、農業者の方々に配信しています。 

 また、読者アンケートを局ホームページから随時実施できるようにし、その結果を

踏まえ、読者が必要とする情報を提供するよう努めています。 

 さらに、各種会議等でも当システムのＰＲパンフレットを用いて利用が促進される

よう周知を行いました。 

 

２ スキーム 

３ 今後の取組 

 平成26年度からは情報内容を充実し、農業者の経営発展に関する情報についても積

極的に提供することとし、名称も「経営・発展情報提供システム」として発信してい

ます。農業者の皆様の幅広い登録をお待ちしています。 

（登録については中国四国農政局ホームページから申請することができます。） 

ダイレクトメールによる関係機関等への情報発信 



 

６「中国四国農業の障がい者雇用促進情報ネットワーク」の設置

 

 

 岡山市に所在する福祉・保健

者就労支援団体を構成員とする

平成21年３月に発足し、中国四国農政局

や情報交換会の開催、各種啓発資料

この取組による農業分野における

中国四国管内の取組として拡大

「中国四国農業の障がい者雇用促進情報

本ネットワークの設置後、

関係者、福祉事業関係者等に

等が会員となっています。会員

ます。 

また、これら障がい者雇用促進

障がい者雇用の促進について

た。 

 この一日農政局には、広島県内

り組む社会福祉法人、広島県内

おける障がい者雇用の先進事例

換を行いました。 

出席者からは、「地域の障

る」こと、「障がいの程度に

による障がい者の方々の健康増進

ました。 

  

       

 

  

出席者からの発表

中国四国農業の障がい者雇用促進情報
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６「中国四国農業の障がい者雇用促進情報ネットワーク」の設置

保健・労働・農業を担当する各行政機関

とする「岡山地域農業の障がい者雇用促進

中国四国農政局は事務局として取り組み、

各種啓発資料の作成・公表等を行なっています

における障がい者の雇用促進に関する課題

拡大することとして、平成25年４月、当局

者雇用促進情報ネットワーク」が設置され

、管内の農業分野及び福祉分野の行政担当者

に会員募集の案内を送付し、平成26年２

会員には、障がい者の雇用促進に関する

者雇用促進の取組として、平成26年２月13日

について」をテーマとした一日農政局を、広島市内

広島県内で障がい者を雇用している農業生産法人

広島県内の農業分野及び福祉・労働分野の行政担当者

先進事例としてしまね農業公社の皆様にご出席

障がい者を地域で雇用し、一緒に働くことが

に合った作業を選択していることや農作業

健康増進や生きがいにつながっている」こと

 

発表 

者雇用促進情報ネットワークの設置 

意見交換会の

６「中国四国農業の障がい者雇用促進情報ネットワーク」の設置 

各行政機関と農業者、障がい

者雇用促進ネットワーク」が

、毎年度のセミナー

なっています。 

課題や知見を基に、

当局を事務局とする

されました。 

行政担当者のほか、農業

２月末現在、55団体

する情報を発信してい

日、「農業における

広島市内で開催しまし

農業生産法人や農業に取

行政担当者、農業に

出席いただき意見交

くことが自然な姿であ

農作業に取り組むこと

こと等の説明があり

の状況 



- 7 - 

 

７ 都市農村交流の新たな動き 

 

 

農山漁村の活性化を図るためには、福祉、教育、観光、まちづくり、環境等の分野 

において都市農村交流を軸に各分野が連携して定住環境を確保し、地域コミュニティ

ーを活性化することが重要です。こうした考えの下、「農林水産業・地域の活力創造

プラン」においては、我が国固有の歴史文化・伝統・自然をはぐくんできた美しい農

山漁村を次世代に継承するという観点で、関係省庁との連携プロジェクトを展開し、

全国で交流人口を1,300万人に増やすという目標を設定しています。 

中国・四国地域においても、各地で数々の都市農村交流の取組がなされており、農

山漁村の活性化につながっています。これらの取組のうち、「子ども農山漁村交流」、

「『農』と福祉の連携」、「空き家・廃校活用交流」及び「『農』を楽しめるまちづ

くり」の事例を紹介します。 

 

【子ども農山漁村交流の事例  [山口県周防大島町] 】 

周防大島町では、町を挙げて子どもの体験交流型観光を推

進するため、平成20年に「周防大島町体験交流型観光推進協

議会」を設立しました。約３年間の修学旅行誘致活動の結果、

平成23年度より、修学旅行生数や学校数が急増し、現在では

200軒以上の民泊先を確保し、体験メニュー等の検討が進めら

れています。 

【「農」と福祉の連携の事例 [岡山県玉野市] 】 

玉野市の社会福祉法人同仁会では、障がい者就労継続支援

事業所Ａ型で耕作放棄地を再生した約5,700㎡の農地で稲作

と畑作を行い、障がい者の就労支援をしています。また、平

成25年度にハウスを整備し、野菜栽培を実施することとして

います。 

【空き家・廃校活用交流の事例  [島根県雲南市] 】 

雲南市の掛合
か け や

町
ちょう

入間
い る ま

地区では、平成20年３月に廃校となっ

た入間小学校校舎を改修して体験活動拠点施設「入間交流セ

ンター」として平成23年４月にオープンしました。 

平成25年度からは、当該拠点施設を中心とした交流プログ

ラムの開発やモニターツアーの実施等にも取り組んでいます。 

【「農」を楽しめるまちづくりの事例  [岡山県倉敷市] 】   

倉敷市浜町
はままち

地区では、都市化が進みつつあり、市民から「農」

のある暮らしを楽しみたいとの要望を踏まえ、平成25年度に

市民農園を整備し、今後JA等の営農指導員と連携し栽培講習

会も予定しています。                     

概要 

みかん収穫体験 

「入間交流センター」 

完成した市民農園 

完成したハウス施設 

都市農村交流の四つのプロジェクトの取組事例 


