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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（2013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（図1）。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（2013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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１】鳥取県・島根県・山口県において発生した豪雨 

（資料：国土地理院,国土地理院地図（電子国土 Web）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火打岩ため池の決壊状況（山口県萩市須佐） 
 

平成 25 年に発生した自然災害（豪雨） 

 

■７月 28 日豪雨 
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農地法面崩壊（島根県邑南町）          農道法面崩壊（島根県江津市） 

 

２ 中国四国農政局の対応 

 中国四国農政局では、平成25年（2013年）７月29日に中国四国農政局災害対策連絡

会を設置し、被災農業者等に対する支援対策の措置に向け、被災県を通じた被害情報

の収集及び職員を派遣しての現地調査による被害状況の把握等を随時実施しました。 

 

 

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。 

 
  

 

 

農地・農業用施設の災害復旧への支援 

復旧事業計画書の検討を行う水土里災害派遣隊 

（島根県江津市） 

復旧工法等技術的助言を行う水土里災害派遣隊 

（山口県山口市） 

  

  

■８月 23 日～25 日豪雨 
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２ 査定前着工等の措置 

 被害拡大を防ぐための緊急に行う工事（査定前着工）は、鳥取県３件、島根県６件

及び山口県６件を実施しました。このうち、７月 28 日豪雨では、山口市阿東
あ と う

地区の果

樹園に土砂が流入し、そのまま土砂を放置すればりんごの根腐れを起こすおそれがあ

ったため、緊急に流入した土砂を排除する工事を行いました。また、山口県萩市むつ

み地区でも、集落排水施設が浸水しましたが、汚水処理に支障が生じないよう応急工

事を行い、被災の１～３日後には仮復旧しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

果樹園における査定前着工による土砂排除の工事及びその復旧状況（山口県山口市阿東） 

 

３ 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      （島根県津和野町）          （山口県山口市） 

 

 

被災自治体の相談に応じる中国財務局職員と中国四国農政局職員（水土里災害派遣隊） 
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２ 農林漁業体験（教育ファーム1）の取組 
 

 
 

中国四国農政局では、中国四国管内の栄養士や栄養教諭を目指している大学生や小

中学校の栄養教諭等を対象とした農林漁業体験（教育ファーム）の取組を支援してい

ます（動向編Ｐ205）。その中で、くらしき作陽大学、鳥取短期大学、香川短期大学で

は、農業体験と意見交換会の開催を授業カリキュラムの１つに位置付け実施していま

す。 

 

くらしき作陽大学では、平成 25 年（2013 年）８月

21 日に岡山県農林業実践学習の里「体験学習農園」

（吉備中央町）で、食文化学部栄養学科の学生 15 人が、

施肥、管理機や鍬を使っての畝
うね

立て、マルチ覆い、白

菜・大根の種まき、ハウス栽培トマトの収穫等の農業

体験を行いました。今回の取組は、学校栄養職員と大

学生の方に「食と農」を一体として考える食育に取り

組んでもらうことを目的に行われ、ノートルダム清心

女子大学人間生活学部食品栄養学科の学生４人と岡山

県内の学校栄養職員８人も参加しました。 

当日は、農業体験のほか、そば打ち体験と試食、学

校栄養職員と大学生混合による班編制でのグループ討

議や参加者全員で意

見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

意見交換では、「本日の農業体験を今後の食育活動

において、どのように活かしていくか」について話し 

合いが行われ、学校栄養職員から、「たくさんの人の 

手によりできている作物を作る苦労や感謝の気持ちを子どもたちに伝えたい」、「体

験を通じた食べ物を大切にする教育が必要」等の意見が、また、大学生からは「今日

の体験により、教員になった時に農家の苦労や感謝の心を伝えることができるのでは

ないかと感じた」、「今日の体験を子どもたちの心に残る食育につなげていきたい」、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 教育ファームとは、自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的

として、農林漁業者等が農作業の体験の機会を提供し、農作業等への指導を行う取組。 

大学の授業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開催 

管理機による畝立て 

て 

白菜の種まき 

意見交換会 

そば打ち体験 
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「他の大学生や栄養職員の話が聞け、違う視点からの意見が勉強になった」等の感想

が出されました。 

 

鳥取短期大学では、食物栄養専攻の学生 10 人が、鳥取短期大学附属幼稚園のほ場（倉

吉市）で、園児とともに、さつまいもの栽培から収穫までの農作業に取り組み、平成

25 年（2013 年）６月 26

日にはさつまいもの苗

植え、11 月６日にはさ

つまいもの収穫、11 月

20 日には収穫したさつ

まいもを使ったスイー

トポテト作りを行いま 

した。 

さらに 12 月３日には食物栄養専攻の学生 46 人が参加し、鳥取短期大学で「体験か

ら学ぶ食と農」をテーマに意見交換会を開催しました。 

 

香川短期大学では、平成 25 年（2013 年）６月３日に生活文化学科食物専攻の学生

53 人が、株式会社スカイファームのハウス（高松市）でいちごの収穫、いちごを使っ

た調理実習、事前に行った農業に関するアンケート結果を基にした生産者を交えたグ

ループ討議を行い、最後に「体験を将来どのように役立てたいか」をテーマに全体で

意見交換を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四国農政局では、「食」への関心や農林水産業に

対する理解を深める観点から、農林漁業体験による食育

を推進しています。 

特に、将来食に携わる学生や栄養教諭等の農林漁業体

験は、学校や社会におけるより効果的な食育につながる

と考え、応援しています。 

 

いちごの選別・パック詰め 

スイートポテト作り さつまいもの収穫 

いちごの収穫 

意見交換会 
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○ 切り花の１世帯当たり購入額 

資料 ：総務省統計局「家計調査年報」二人以上の

全世帯 

注 ：平成 20 年以降の金額は、「（農林漁家を含

む）二人以上の世帯」の金額。それ以外は

「農林漁家を除く二人以上の世帯」の金額

となっている。 

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、平成

７年をピークに約４割減少するなど厳

しい状況が続いています。 

 また、切り花の１世帯当たりの購入

額は減少傾向にあり、世帯主の年齢別

では、若年層の購入金額が低くなって

おり、50 歳代以上の世代が消費を支え

ています。 

 今後とも人口減少が予測される中

で、花きの消費の減少に歯止めをかけ

るため、新たな需要の創出が必要とな

っています。 

 

 そのような状況の中、花き業界が一

丸となり、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、花きの一層の

消費拡大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（2013 年）11 月

６日「中国四国地域花きセミナー」を主催し、

生産者、市場・流通関係者、行政担当者等 51

人の出席者に対し、フラワーバレンタイン推進

委員会（事務局：財団法人日本花普及センター）

ワーキングチームリーダー小川典子氏から、フ

ラワーバレンタインに取り組んだ小売店で売上

げ増加につながった事例、株式会社花満代表取

締役社長和田由里氏から、広島での消費拡大に

向けた取組について講演いただきました。 

 

 

  

花きの消費拡大の取組（フラワーバレンタイン）の推進（農政局の取組） 

花きセミナーの様子 
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また、平成 26 年（2014 年）２月には、当局消費者の部屋及び岡山市役所市民ホー

ルにおいて、「ｔｒｙ！フラワーバレンタイン～男性から女性へ花を贈る２月 14 日

～」をテーマとしたパネル等の展示を行いました。岡山県、岡山県花き消費拡大実行

委員会及び岡山県洋蘭生産協会の協力により、岡山県内で生産された洋ランやフラワ

ーアレンジメントを現物で展示したことで、会場は華やかな雰囲気となり、来庁者の

フラワーバレンタインへの理解醸成に大きく貢献しました。 

 

 

 

 

この他、平成 25 年（2013 年）10 月に開催された岡山市緑化推進フェアにおける展

示、平成 26 年（2014 年）１月中旬から２月 14 日に岡山市内の百貨店等商業施設での

ポスター掲示及びチラシ配布、平成 26 年（2014 年）２月 11 日に放送された地元ＦＭ

ラジオによるＰＲ等を行い、周知に努めました。 

 

さらに、職場からフラワーバレンタインの取組を盛り上げるため、岡山第２合同庁

舎内の全職員に趣旨の周知・浸透を図ったところ、２月 14 日には少なくとも 51 人の

職員が実際に花を購入して家族等へ贈りました。なお、同様の取組は岡山県庁でも行

われました。 

当局「消費者の部屋」での展示  

岡山市役所での展示  岡山市緑化推進フェアでの展示  
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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 

（１）設立の背景 

ア 地域ぐるみの鳥獣被害対策 

 各県、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。 

 また、鳥獣被害対策は鳥獣の生態に応じて適切に講じないと十分な効果が発揮され

ないことから、鳥獣被害に関する専門的知識及び経験を有する者を育成しています。 

イ 鳥獣被害防止対策の推進上の問題点 

地域ぐるみの鳥獣被害対策を推進するに当たって、県、市町村等では、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。  
 

（２）中国地域野生鳥獣対策ネットワークの設立 

 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（2013 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（2013 年）11 月に、岡山県美作市及び勝央町で開催され

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 
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ました（参加者は、中国地域５県、市町村、猟友会、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）研修会（11 月 11 日、美作市） 

 「地域が抱える鳥獣被害対策の課題等に対する鳥獣

の生態に応じた適切な対策」をテーマとして、近畿中

国四国農業研究センターの研究員からのアドバイス及

び出席者との意見交換が行われました。 

 研究員からは、適切な鳥獣被害対策は地域の被害状

況によって異なり、個別具体的に相談することが望ま

しいとしながら、 

・ワイヤーメッシュ等は、野生動物の目線及び生態に応じて適切に設置することが

必要 

・地域ぐるみの追い払いや餌場をなくす環境づくりのための農家等の合意形成を図

るには、放任果樹等がどれだけ鳥獣の餌場になっているか等を自動撮影カメラの

映像によって、農業者等に視覚的に認識いただくのが有効 

等のアドバイスが出席者に対して行われました。 

（２）現地検討会（11 月 12 日、美作市及び勝央町） 

 美作市獣肉処理施設の見学を行うとともに、勝央町豊
とよ

久田
く た

下
しも

地区における地域ぐる

みの鳥獣被害対策の取組について、現地研修が行われました。 

ア 美作市獣肉処理施設「地美恵（じびえ）の郷みまさか」 

 獣肉処理施設は、これまで大部分が廃棄されていた捕獲

獣を獣肉として処理し販売することで、一層、捕獲を推進

するとともに、農作物への被害低減と新たな地域資源とし

ての有効活用を図るため、平成 24 年度（2012 年度）に整

備されました。 

 処理された獣肉は、大阪府箕面市にある農産物直売所「彩

菜みまさか箕面彩都店」及び地元の道の駅「彩菜茶屋」等で

販売されています。 

イ 勝央町豊久田下地区（豊久田下村づくり協議会） 

 勝央町豊久田下地区は、鳥獣被害防止対策を効率的に実践

するモデル集落として、岡山県の事業により、集落点検マップの作成、緩衝帯の整備、

非嗜
し

好性作物（にんにく等）の栽培実証、鳥獣被害対策アドバイザーによる現地研修

等地域ぐるみで多様な取組が行われました。 

 その結果、集落点検マップの作成による、被害発生の実態や対策の問題点等の整理

ができ、緩衝帯の設置を行うとともに、地区全体を防護柵で囲む構想が作成されてい

ます。 

また、新たに３人の狩猟免許取得者が育成されています。 

研修会開会の様子 

獣肉処理の様子 
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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（2012

年度）から情報を提供しています。 

 平成 25 年度（2013 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（2014 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（2014 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 

ダイレクトメールによる関係機関等への情報発信 
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３ 今後の取組 

 平成 26 年度（2014 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。） 

 

 

 

（送付例）                 （ＰＲパンフレット） 
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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  
 
 

 我が国では農業者の減少及び高齢化の進展が顕著であり、労働力の確保が喫緊の課

題となっています。このような現状から、女性や高齢者、障がい者等の多様な人材が

活躍できる環境づくりが急務です。 

 一方、障害者基本法に基づく「障害者基本計画」における「重点施策実施５カ年計

画」（計画期間：平成 20 年度～24 年度）において、農業分野における障がい者の雇

用の促進が明記され、農業分野においても社会的な貢献が求められています。 

 このような中、岡山市に所在する福祉・保健・労働・農業を担当する各行政機関と

農業者、障がい者就労支援団体を構成員とする「岡山地域農業の障がい者雇用促進ネ

ットワーク」が平成 21 年（2009 年）3 月に発足し、中国四国農政局は事務局として、

これまで毎年度セミナーや情報交換会を開催してきたほか、各種啓発資料を作成し公

表してきました。 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

「岡山地域農業の障がい者雇用促進ネットワーク」の取組による農業分野における

障がい者の雇用促進に関する課題や知見を基に、中国四国管内の取組として拡大する

こととして、平成 25 年（2013 年）４月、当局を事務局とする「中国四国農業の障が

い者雇用促進情報ネットワーク」が設置されました。 

本ネットワークの設置後、管内の農業分野及び福祉分野の行政担当者のほか、農業

関係者、福祉事業関係者等に会員募集の案内を送付し、平成 26 年（2014 年）２月末

現在、55 団体等が会員となっています。会員には、障がい者の雇用促進に関する情報

を発信しています。 

農業分野における障がい者雇用促進の取組 

中国四国農政局ホームページ「農の福祉力（障がいのある人の雇用促進）」 

http://www.maff.go.jp/chushi/keiei/fukusi/index.html 
 

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 

第 5 回セミナー開催状況 
H25 年 9 月 1 日版 

障がいのある人を労働力として 

受け入れてみませんか？ 
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 中国四国農政局では、農業者、消費者、地域の人々の声を聞きながら問題を一緒に

考える現場主義パッケージ化プロジェクトに取り組んでおり、その一環として平成 26

年（2014 年）２月 13 日、「農業における障がい者雇用の促進について」をテーマと

した一日農政局を、広島市内で開催しました。 

 この一日農政局には、広島県内で障がい者を雇用している農業生産法人や農業に取

り組む社会福祉法人、広島県内の農業分野及び福祉・労働分野の行政担当者、農業に

おける障がい者雇用の先進事例としてしまね農業公社の皆様にご出席いただき意見交

換を行いました。 

 農業生産法人の出席者からは、障がい者の方を雇用することとなったきっかけのほ

か、「地域の障がい者を地域で雇用し、一緒に働くことが自然な姿である」との説明

がありました。 

また、社会福祉法人の出席者からは、農業に取り組むきっかけのほか、「障がいの

程度に合った作業を選択していることや農作業に取り組むことによる障がい者の方々

の健康増進や生きがいにつながっている」こと等の説明がありました。 

 傍聴者を交えた意見交換では、「就労を希望している障がい者と高齢化で担い手が

不足している農業者をつなぐシステムが必要」、「地域の障がい者を地域で雇用して

いくことが、その地域の活性化につながる」等の意見が出されました。 

 最後に当局岩片次長が、「行政側のサポートの必要性等の課題について、農政局と

して障がい者雇用に取り組んでいる関係者とともに知恵を出し合って解決に向け考え

ていきたい」と総括しました。 

       

     

      

     

「農業における障がい者雇用の促進について」をテーマとした一日農政局の開催 

中国四国農政局ホームページ 

「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及び加入案内に

ついて」 

http://www.maff.go.jp/chushi/keiei/fukusi/pdf/shushi.pdf 
 

出席者からの発表 意見交換会の状況 
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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」の四つのプロジェクトの事

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

（2008 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（2012 年度）よ

り、修学旅行生数や学校数が急増しています。 

現在では、200 軒以上の民泊先を確保し、修学旅行生

が各種体験メニューを実践しています。 

さらに、平成 25 年度（2013 年度）から都市農村共生

・対流総合対策交付金を活用し、農家民泊での漁業体験、

漁家民泊での農業体験等、多様なニーズに対応するため

農家と漁家との連携や体験インストラクターの確保等検討が進められています。 

 

 

概要 

周防大島町修学旅行受入状況 

建て網漁体験 

都市農村交流の四つのプロジェクトの取組事例 

みかん収穫体験 
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【「農」と福祉の連携の事例 [岡山県玉野市] 】 

玉野市は、美しい自然に恵まれた典型的な臨海都市

であり、都市近郊ではかつて花き栽培農家の育成が進

められて県内有数の栽培面積でしたが、近年、農業就

業人口は減少傾向にあり、農家の高齢化、後継者不足

が進んでいます。社会福祉法人同仁会は、障がい者就

労継続支援事業所Ａ型の指定を受け約 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。 

これらの農地の大部分が耕作放棄地を再生したところ

です。 

平成 26 年度（2014 年度）からは平成 25 年度（2013 年度）に整備したハウスでの施

設栽培も開始し通年で野菜栽培を実施することにしており、野菜の生産農家が減少し

ている地域の要望に応えて、安全で新鮮な作物を提供することにしています。 

 

【空き家・廃校活用交流の事例  [島根県雲南市] 】 

市の南部に位置する掛合
か け や

町
ちょう

入間
い る ま

地区は、急峻な中国

山地に位置し、八重山神社や日本の滝 100 選に選ばれ

た県立自然公園八重滝などで知られていますが、少子

高齢化が進み、これまで高齢者が担ってきた農業や農

耕文化（花田植え）の継承が厳しくなっています。 

そこで、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を

活用し、平成 20 年（2008 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」を成 23 年（2011 年）４月にオープンしました。 

平成 25 年度（2013 年度）からは、都市農村共生・対流総合対策交付金を活用して、

当該拠点施設を中心とした交流プログラムの開発、モニターツアーの実施及びホーム

ページ等の情報発信ツールの構築に取り組んでいます。 

  

【「農」を楽しめるまちづくりの事例  [岡山県倉敷市] 】 

浜町
はままち

地区は、水稲を主体とした農業が盛んな地域で

したが、ＪＲ倉敷駅から程近く交通の便も優れている

ため、都市化が進みつつあります。 

 一方、非農家の市民からは「農」のある暮らしを楽

しみたいというニーズが高まり、市民農園の整備を検

討してほしいとの要望が上がっていました。 

このため、平成25年度（2013年度）に「農」のある

暮らしづくり交付金を活用し市民農園を整備するとと

もに、今後JA等の営農指導員と連携し、利用者に対する栽培講習会も予定しています。  

完成したハウス施設 

「入間交流センター」 

完成した市民農園 


