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第４章 食の安全の確保と「食」と「農」の結び付きの強化 

１ 食の安全の確保と消費者の信頼の確保に向けて 

（１）食の安全の確保 

ア 生産段階における取組 

（農畜水産物の安全の確保のための調査点検） 

 

食品の安全を確保するためには、農畜水産物の生産段階において、農薬や飼料、動

物用医薬品、生産資材等の適正な使用を徹底する必要があります。 

 中国四国農政局では、平成 25 年度（2013 年度）に、①農産物の栽培農家を対象と

した農薬の使用状況等調査（米・麦・大豆 106 点、野菜・果樹 498 点）、②家畜の飼

養農家を対象とした飼料の使用状況等の調査（68 戸）、③水産物の養殖経営体を対象

とした水産動物用医薬品及び養殖水産動物用飼料等の使用状況の調査（95 戸）を実施

しています。 

 調査の結果に基づき、農薬の使用や家畜及び養殖水産動物に対する飼料、動物用医

薬品等の適正な使用について指導等を行っています。今後も引き続き、県等関係機関

と連携し、生産者等に対して、生産資材等の適正使用の周知徹底を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農薬の適正使用に関する研修会」 

平成 26 年（2014 年）１月 31 日、岡山県農業共済会館において、「農薬の適正使用に関

する研修会」を中国四国農政局と中国四国地方環境事務所との共催により開催しました。 

農薬は、適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれが

あり、特に、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近

接する農地及び森林等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子

ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要です。 

 研修会では、地方公共団体の施設管理部局、農林部局、環境部局等の担当者に参加を頂

き、農薬の適正使用に関する基礎知識や関係法令等に関する講義が行われたほか、県や関

係団体からの事例報告が行われました。 

講義の後、農薬散布を行う場合の周辺住民への事前通知の方法などに関しての質疑・応

答が行われました。 

 

 

農薬・動物用医薬品等の適正な使用状況等の点検 

農薬の適正使用に関する研修会の様子 
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（農業生産工程管理（GAP）の普及推進） 

（ＧＡＰ（農業生産工程管理）の普及推進） 

 農林水産省においては、生産から食卓までの食品安全を確保する一環として、農業

生産現場に農業生産工程管理（以下「GAP」という。）1を積極的に導入することとし

ています。 

 中国四国農政局管内の７県においては、消費・安全対策交付金を活用して平成 22

年（2010 年)に策定された「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤に関するガイドライ

ン」に沿って産地で実践を行う農業者を増やすための取組を行っています。 

 中国・四国地域の主要な産地（506)において、平成 25 年（2013 年)３月 31 日現在

で、GAP を導入している産地が 239、導入を検討している産地が 65 となっています。 

 

（IPM（総合的病害虫･雑草管理）の普及推進） 

 

農林水産省においては、農薬等による環境への負荷を減らすため、IPM（総合的

病害虫・雑草管理）2の普及を進めており、現在までに主要 11 作物の実践指標モデ

ルを策定しています。管内においては６県で、消費・安全対策交付金を活用して IPM

実践指標が策定されており、対象品目の拡大が図られています（表Ⅱ－４－１）。 

 

広島県 

 

水稲、なし、みかん、トマト、レモン、アスパラガス、施設ぶどう、いちじく、

だいこん、ネギ（水耕栽培）（H25） 

山口県 水稲、カンキツ、トマト、ほうれんそう、いちご、アスパラガス 

徳島県 

 

 

にんじん、なす（露地）、コマツナ、いちご、トマト、レタス、すだち（施設）、

すだち、かんしょ、みかん、なす（施設）、ブロッコリー、促成きゅうり、  

オクラ、ほうれんそう、えだまめ、なし、ねぎ 

香川県 トマト、ブロッコリー、レタス、小麦、パセリ、いちご、オリーブ、 

きゅうり、アスパラガス（H25） 

愛媛県 かんきつ、くり、トマト、なす、いちご、キウイ、水稲、アスパラガス 

高知県 

 

ピーマン、なす、にら、きゅうり、トマト、ししとう、かんきつ、米ナス、  

アキマメ、大葉、いちご、さやいんげん、オクラ（H25）、ダリア（H25） 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 農業生産工程管理（GAP）：GAP は、Good Agricultural Practice の略。農業生産活動を行う

上で必要な関係法令等の内容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の

正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持続的な改善活動。 
2  IPM（Integrated Pest Management、総合的病害虫・雑草管理）：病害虫の発生状況に応じて、天敵（生

物的防除）や粘着版（物理的防除）、農薬（化学的防除）等の方法を適切に組み合わせ、環境への負

荷を低減しつつ、病害虫の発生を抑制する防除技術。 

IPM の実証と普及に向けて 

農業生産工程管理の普及啓発に向けて 

表Ⅱ－４－１ 管内における IPM の実践指標の策定状況 

（備考）平成 17～25 年度に主に交付金を活用して策定されたもの。 

（H25）は、平成 25 年度に新たに策定されたもの。 
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飼料及び肥料原料の適切な管理 

イ 家畜伝染病のまん延防止の取組 

（高病原性鳥インフルエンザ等への対応） 

 

 平成 22 年（2010 年）４月、宮崎県で口蹄疫が発生し,続いて同年 11 月には島根県

を皮切りとして、平成 23 年（2011 年）３月までに全国９県 24 農場で高病原性鳥イン

フルエンザが発生し、我が国の畜産業に大きな被害をもたらしました。 

 このような状況を踏まえて、平成 23 年（2011 年）４月、家畜伝染病の発生予防、

早期の発見・通報、迅速・的確な初動対応を重点に家畜防疫体制強化を図るため、家

畜伝染病予防法が改正されました。 

 中国四国農政局では、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の発生に備え、人的支

援をはじめとした迅速な初動対応ができるよう緊急時初動対応訓練や、これら家畜伝

染病に関する知識を深めるため防疫講習会（防疫服着脱訓練を含む）を開催し、体制

の整備に努めています。 

 

   

 

   

     

     

  

 

（BSE の発生防止） 

 

  平成 13 年（2001 年）９月、国内初の BSE（牛海綿状脳症）発生を受け、そのまん延

防止のため、同年 11 月から肉骨粉等の飼料及び肥料利用禁止等の規制措置が採られ、

平成 16 年（2004 年）５月から、牛等の反すう動物用飼料には、反すう動物由来の動

物性油脂の使用が禁止され、豚・鶏用飼料及び肥料には、牛の脊柱に由来する原料の

使用が禁止されました。 

一方、平成 17 年（2005 年）４月、豚・鶏等由来の肉骨粉等については、それ以外

の肉骨粉等の製造工程と確実に分離されていることを条件に飼料利用が再開されまし

た。 

その後、食品安全委員会において BSE 対策に係る食品健康影響評価を受け、平成 25

年（2013 年）２月に牛の BSE 検査対象月齢及び輸入制限月齢並びに脊柱等の SRM（特

定危険部位）の範囲が見直されました。 

この見直しを受け、30 か月齢以下の牛の脊柱に由来する原料については、平成 25

年（2013 年）４月から牛等反すう動物以外の家畜用飼料への利用が再開され、平成 26

年（2014 年）１月から肉骨粉の肥料利用が再開されることとなりました。 

これらの規制見直しに伴うリスク管理措置として、中国四国農政局においては、飼

高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて体制を整備 

平成 25 年度家畜伝染病防疫講習会の風景 
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料用の動物性油脂や飼料及び肥料用の肉骨粉等の原料収集先となる食肉・食鳥処理場、

食肉店等に対して、月齢が 30 月を超える牛の脊柱が混入しないよう適切に管理されて

いるかについて、確認調査を行っています。 

また、平成 25 年（2013 年）５月 20 日、中国四国農政局において「牛肉骨粉の肥料

利用等に関する中国四国ブロック肥料担当者会議」を開催し、食品健康影響評価や省

令等の改正内容について説明を行いました。 

 

（２）消費者の信頼の確保 

ア 食品表示の適正化に向けた取組 

（ア）食品表示をめぐる情勢 

 

平成 25 年度（2013 年度）においても、全国で食品事業者による産地偽装などの不

適正表示が発生する中、中国・四国地域では国や県等の担当部局が「JAS 法」1に基づ

く指示・公表の措置を行った事案は７件でした（表Ⅱ－４－２）。 

不適正表示を確認した場合には、指示・公表することを基本とし、常習性がなく過

失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、改善方策を講じている場合

は指導を行うこととし、平成 22 年度（2010 年度）から指導件数等を公表しています。 

中国四国農政局としては、食品表示の適正化に向け、①監視の取組、②制度の普及

啓発、③関係機関との連携を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）監視の取組 

 

 中国四国農政局では、「食品表示Ｇメン」2が日常的に小売店舗や中間流通業者等を

巡回し、生鮮食品、加工食品及び有機農産物等を対象とした表示状況の調査を行い、

食品表示の適正性を確認しています。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和 25 年法律第 175 号） 
2 不適正な食品表示の調査・指導を行う農林水産省の専門家 

平成 25 年度の中国・四国地域の指示・公表事案は７件 

表Ⅱ－４－２ JAS 法に基づく措置状況（中国・四国地域） 

小売店舗や中間流通業者等に対して表示状況調査を実施 

資料：中国四国農政局調べ 

注：国の措置状況は、本社所在地が中国・四国地域の事案について整理。 

   
（件数） 

 
合計 国 県 

平成 22 年度（2010 年度） 12 ５ ７ 

平成 23 年度（2011 年度） ２ － ２ 

平成 24 年度（2012 年度） ５ １ ４ 

平成 25 年度（2013 年度） ７ １ ６ 
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また、食品の偽装表示や不審な食品表示に関する情報等を受け付ける窓口として、「食

品表示 110 番」を設置しています。平成 25 年度（2013 年度）は 1,923 件を受け付け、

表示違反等の疑義情報に対しては、必要に応じて立入検査等を行いました。 

調査の結果、不適正な表示を確認した場合には、JAS 法に基づき厳正な措置を行っ

ています。 

さらに、平成 25 年（2013 年）11 月にホテルや百貨店のレストラン等において、不

適正なメニュー表示の事例が相次いで明らかとなったことから、景品表示法の普及活

動を実施しました。 

 

（ウ）制度の普及啓発 

 

中国四国農政局では、食品表示をめぐる動きや制度について広く国民に理解しても

らうため、食品事業者を対象とした食品事業者表示適正化技術講座や食品表示セミナ

ー等を開催しました。更に、食品事業者や消費者が開催する説明会等に講師を派遣し、

食品表示制度の普及啓発に努めています。 

また、消費者と食品製造業者や販売業者の交流を通じ、相互理解と信頼関係を深め

るため、意見交換会を含む見学会を開催しています （管内 11 回) 。 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品表示制度の普及のため、食品事業者表示適正化技術講座等を開催 

 事例：「消費者と食品事業者等の交流のための見学会」（岡山県） 

中国四国農政局では、親子を対象に食品事業者及 

び高校生の協力を得て食品表示制度等の説明後、見 

学会を開催しました。 

 

・平成 25 年 (2013 年) ８月２日(金) 

食品事業者(大型スーパー)からはプライベートブ 

ランドの食品表示に対する取組の説明後、店内の表 

示やバックヤードの見学会を行いました。 

参加者からは「普段見ることの出来ない見学が出来 

てよかった」「食品を選ぶポイントがわかった」等 

の意見がありました。 

 

・平成 26 年（2014 年）３月８日(土) 

米トレーサビリティ制度を高校生による人形劇で 

学習し、食品事業者からの安全対策等の説明後、お 

弁当工場の見学会を行いました。 

参加者からは「人形劇での制度の説明は子供にも理 

解しやすかった」「お弁当が出来るまでの工夫がよ 

くわかった」等の意見がありました。     
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（エ）関係機関との連携 

 

 中国四国農政局では、中国・四国地域における不適正な食品表示に関する監視を強

化するため、平成 20 年（2008 年）５月に発足した「中国四国地域食品表示監視連絡

会議」を毎年度開催しています。この連絡会議では、食品表示関係行政機関が互いに

情勢・意見交換を行うとともに、別途「中国四国地域食品表示行政担当者研修会」を

開催し、国や県等の食品表示行政担当職員のレベルアップと連携強化を図っています。 

各県段階においても、県警本部、県等関係機関の参画を得て「食品表示監視協議会」

を毎年度開催し、連絡体制を確保するとともに情報の共有化を図っています。 

また、過去に営業倉庫で食品表示ラベルが貼り替えられる虚偽表示事件が発生した

ことを踏まえ、平成 18 年（2006 年)５月に設置した「JAS 法と倉庫業に関する中国四

国地域連絡会議」を毎年度開催し、倉庫業を所管する管内地方運輸局との情報交換及

び連絡体制の強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ トレーサビリティ1の推進 

（ア）食品トレーサビリティ 

 

食品トレーサビリティについて、食品事業者の自主的な取組を促進するため、局内

関係課や管内各県と連携し普及に努めています。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 食品のトレーサビリティは、農産物や加工食品などの食品が、どこから来て、どこへ行っ

たのか「移動を把握できる」こと。食品の生産から消費にわたり、各自取り扱う商品(食

品)の移動に関する記録を作成・保存することにより、結果として、生産から小売まで、

食品の移動の経路を把握することが可能となり、食品事故が発生した際の迅速な回収に役

立つ。 

普及促進に向けて、食品事業者及び消費者等への情報提供を実施 

関係機関との連携した取組に向け、中国四国地域食品表示監視連絡会議等を開催 

【中国・四国地域における協力・連携】  

・中国四国地域食品表示監視連絡会議（平成 20 年(2008 年)５月 19 日設置） 

平成 25 年（2013 年）５月 13 日開催 

構成員：中国管区警察局、四国管区警察局、中国四国厚生局、(独)農林水産消費 

安全技術センター神戸センター、中国四国農政局 

オブザーバー：公正取引委員会（中国支所、四国支所） 他 

・JAS 法と倉庫業に関する連絡会議（平成 18 年（2006 年）５月 18 日設置） 

平成 25 年（2013 年）６月６日開催 

構成員：運輸局（中国、四国、九州）、中国四国農政局 

オブザーバー：(独)農林水産消費安全技術センター神戸センター 他 

【各県段階における協力・連携】 

・食品表示監視協議会（管内９県） 

・食品表示関係行政担当者による月次連絡会の開催（管内９県） 

中国四国農政局ホームページ「食品表示と JAS 規格」 

http://www.maff.go.jp/chushi/anzen/syokuhin/index.html 

 



- 196 -

中国四国農政局では、食品事業者表示適正化技術講座などの場を活用し、出席者へ

パンフレットを配布するなど食品事業者等への普及促進を図りました。また、消費者

団体等懇談会のテーマや食と農の知っ得講座メニューに取り上げるとともに、平成 26

年（2014 年）1 月に「消費者の部屋」において、「食品トレーサビリティ」に関する

展示を行い、パネルの設置及びパンフレットの配布など消費者への情報提供を行いま

した。 

更に、食品トレーサビリティの取組の促進や理解の増進を図るため、平成 26 年（2014

年）２月 18 日に岡山市で「食品トレーサビリティ」フォーラムを開催しました。 

より多くの食品事業者に入出荷記録の保存に取り組んでいただくために、更なる食

品トレーサビリティの普及啓発を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）牛トレーサビリティ 

 

「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛トレーサビリ

ティ法）に基づく牛トレーサビリティ制度は、BSE（牛海綿状脳症）のまん延防止措置

の的確な実施と牛肉に対する消費者の信頼を確保するため、重要な役割を果たしてい

ます。 

中国四国農政局では、牛トレーサビリティ制度の信頼性を確保するため、管理者、

と畜者、販売業者及び特定料理提供業者に対する調査を行い、耳標の装着、出生・異

動等の届出、個体識別番号の表示等に関する不適正な事例に対して指導を行いました。 

 

「食品トレーサビリティ」フォーラム 

平成 26 年(2014 年)２月 18 日に岡山市で「食

品トレーサビリティ」フォーラムを開催し、食

品事業者や消費者など約 160 人が参加しまし

た。   

京都大学大学院の新山教授から、食品トレー

サビリティの必要性や基礎知識、また、国際的

な動向などについて講演が行われ、続く事例紹

介では、岡山市の(株)三好野本店、愛媛県西条

市の(株)志賀商店による食品事業者の取組など

の発表がありました。 

また、パネルディスカッションでは、新山教

授がコーディネーターとなり、食品トレーサビ

リティの推進に向けて議論を深めました。 

参加された食品事業者からは、「マニュアル

の情報発信をして欲しい」、消費者からは「広

く広報活動をして欲しい」などの意見がありま

した。 

 

牛の管理者及び牛肉の販売業者等に対する監視・指導等 
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（ウ）米トレーサビリティ 

 

 「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（米トレー

サビリティ法）に基づき、食品事故等の問題が発生した際に流通ルートを速やかに特

定すること及び消費者の利益の増進等のため、米穀事業者が米・米加工品を譲受け・

譲渡し等をする際は、取引等の記録の作成・保存及び原料米の産地情報の伝達が義務

付けられています。 

 このため、これらが適正に行われていることを確認するため、巡回立入検査を実施

し、不適正な事例に対して指導を行いました。 

 また、岡山県内の２高校と連携して米トレーサビリティ制度の認知度向上に取組、

「食品トレーサビリティ」フォーラムでの高校生による発表のほか、説明会やリーフ

レットの配布などにより制度の啓発に努めました。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ウ コミュニケーション等の推進 

 

（消費者団体等との懇談会の開催） 

中国四国農政局では、各地域の消費者団体等と、食料の消費や食の安全に係る事項

のうち、消費者の関心の高いものについて農政上の課題も踏まえつつテーマを設定し、

消費者団体等との意見交換会を実施しています（平成 25 年度 開催回数 11 回）。 

このうち、高知地域センターでは、高知県が鰹節や煮干し等の全国有数の生産地でも

あり、これらの地元食材の良さを再確認していただこうと、日本の食文化を支える「出汁
だ し

」

をテーマとして懇談会を開催しました。  
 

 

 

 

 

 

 

消費者等に対する食品安全等の情報提供、消費者と生産者等との交流促進を実施 

事例：中国・四国地域「消費者団体等との懇談会」 

平成 26 年(2014 年)２月４日に中国四国農政局高知地域セ 

ンターが開催した消費者団体等との懇談会では、高知県内の 

小中学校で、「だし文化」や「日本食の大切さ」を伝える出 

前授業を行っている(有)泉利昆布海産代表取締役 泉谷 伸司 

氏による情報提供の後、「出汁」の試飲を行いながら、土佐 

の食文化継承のための方策や課題、行政への要望等について 

消費者団体等の方と意見交換を行いました。 

 

米穀事業者に対する監視・指導等 

「食品トレーサビリティ」フォーラムで発表する岡山南高校と津山商業高校の生徒さん 
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「一日農政局 in 高松」～「食」の生産現場を知ろう！～ 

平成 25 年（2013 年）12 月６日、「一日

農政局 in 高松」を開催しました。 

「『食』の生産現場を知ろう！」をテー

マに、いちご栽培に取り組んでいる生産

者の現地視察の後、生産者４人と消費者

５人による取組の紹介と意見交換など

に、生産者、消費者ら 26 人が参加しまし

た。 

参加者からは、「就学前の世代の農業体

験が重要」「地域の中で農業を支えて行

くことが大事」などの意見が出されまし

た。 

 

（「食と農の知っ得講座」の実施） 

消費者等へ食の安全等に係る知識の普及を図るため、中国四国農政局では、食品安

全、食品表示、農薬、食事バランスガイド、食料自給率と日本型食生活、食品リサイ

クル、農業・農村の多面的機能等のテーマについて、正しい情報を分かりやすく提供

する「食と農の知っ得講座」を実施しています。 

また、平成 25 年度（2013 年度）からは農業・農村への理解と関心を深めるため、

新規講座「元気のある地域の取組」を実施しています。 

この取組は平成 17 年度（2005 年度）から始まったもので、平成 25 年度（2013 年度)

は 190 回開催し、延べ約 5,300 人が受講しています。平成 17 年度（2005 年度）から

の累計では 3,430 回、延べ約９万 5 千人が受講され、多数の受講者から、「わかりや

すかった」｢勉強になった｣との回答を得ています。学生や高齢者の団体、地域のコミ

ュニティや職場のグループなど幅広い分野の方々にご利用いただき好評を得ていま

す。 

 

（消費者と生産者等との交流会の開催） 

中国四国農政局では、食と農への関心と理解の促進及び消費者と生産者等との信頼

関係の構築を図るため、消費者と生産者等との交流会の開催に取り組んでいます。 

平成 25 年度（2013 年度)は平成 25 年（2013 年)12 月６日に、香川県高松市におい

て「一日農政局 in 高松」を開催しました。また、平成 26 年（2014 年)２月１日には、

広島地域センター及び福山地域センター主催の「農を取りまく情報交流の広場」を広

島市で開催し、「食の価値を考える」パネルディスカッション、一般参加者も交えた

意見交換会などに生産者や消費者、各種団体、企業など約 100 人が参加しました。参

加者からは、「生産者、消費者相互理解のための場づくりが必要」「消費者に情報提

供するための具体的な方法を知りたい」などの意見が出されました。 
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「夏休み親子のための特別展示～『農』と『食」を知ろう！～」 

平成 25 年（2013 年）８月２日、「夏休み親子

のための特別展示」を開催しました。 

本年度は「『農』と『食』を知ろう！」をテー

マに開催し、展示コーナーでは「食」と「農」

に関するパネルの展示やクイズラリー、体験コ

ーナーでは、玄米を精米する体験や、野菜や果

物の糖度測定、岡山森林管理署の協力により、

木工クラフト作りなどを行いました。 

また、岡山地方気象台によるミニ講座「地球温

暖化のおはなし」の他、東日本大震災被災地を

応援する「食べて応援しよう！」の取組の紹介

を行いました。 

 

エ 消費者への情報の提供と相談の受付 

 

中国四国農政局では、地域の消費者と農林水産行政等について対話や交流を図るた

めの場として、「消費者の部屋」を設置しています。 

「消費者の部屋」においては、消費者行政の一環として消費者に対して農林水産行政、

食の安全等についての情報提供や食品安全行政等に係る制度等の普及・啓発のため、

年間展示計画によりテーマを定めて、それに関連した農林水産物やパネルの展示、パ

ンフレット等の配布を行っています（平成 25 年度（2013 年度）展示回数 59 回）。 

また、より効果的に多くの消費者に情報提供、普及・啓発を行うために、各種イベ

ント等において「移動消費者の部屋」を開設し、パネル展示等を行っています。 

８月には、親子を対象とした消費者の部屋特別展示、「夏休み親子のための特別展

示～『農』と『食』を知ろう！～」を開催しました。 

さらに、消費者相談窓口を設置して、食に関する様々な相談を電話、FAX、Ｅメール

等により受け付けています（平成 25 年度（2013 年度）166 件）。 

相談内容としては、冷凍食品の自主回収、残留農薬や異物混入・異臭など食品の安

全・衛生に関する相談が多く寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「消費者の部屋」は、消費者と農林水産行政等の対話や交流を図るための場 
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ペットフードの安全性確保のための検査・調査等の実施 

オ 米穀の適正流通の確保に向けた取組 

 

米穀の適正流通を確保するため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（食

糧法)に基づき定められた、「米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令」

（食糧法遵守事項省令）に基づき、用途限定米穀 1がその用途に確実に使用されている

ことを確認するため、米穀事業者に対し巡回立入検査を実施し、不適正な事例に対し

て指導を行いました。 

また、農産物検査法に基づく米や麦などの農産物検査の適正な実施を確保するため、

登録検査機関及び検査場所に対し巡回立入調査を実施し、不適正な事例に対して指導

を行いました。 

 

カ ペットフードの安全性の確保に向けての取組 

 

 平成 21 年（2009 年）６月、ペットフードの安全性の確保を図るため、ペットフー

ドの基準・規格を設定するとともに、これらの基準・規格に合わないペットフードの

製造等の禁止、製造・輸入業者の届出の義務化等の措置を定めた「愛がん動物用飼料

の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）」が施行されました（犬・猫用

が対象）。中国四国農政局では、平成 25 年度（2013 年度）に、ペットフード製造・

輸入業者の届出受付のほか、卸売販売業者に対する立入検査（13 件）や小売販売業者

への立入調査（84 件）を実施しています。 

 

２ 食育の推進 

（１）地域と連携した食育の推進 

ア 食育月間を中心とした取組 

（食育フォーラムの開催) 

 

 食育の推進に当たっては、平成 17 年（2005 年）６月に「食育基本法」が制定され、

平成 23 年（2011 年）３月に策定された「第２次食育推進基本計画」に基づき各種取

組を実施しています。   

 「第２次食育推進基本計画」では、食育の国民への浸透を図るため、毎年６月を「食

育月間」としており、「食育月間」には様々な機会を通じて、「食」に関する幅広い

情報・知識の発信に努めることにより、国民一人ひとりの食育への関心を高め食育を

国民運動として推進することとされています。 

 また、「第２次食育推進基本計画」のコンセプトは「『周知』から『実践』へ」と

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 ①需給調整の枠組みの中で用途を限定して生産され、又は出荷された加工用米及び新規需

要米（米粉用米、飼料用米等）など。 

②政府又は米穀安定供給確保支援機構が用途を飼料用など主食用以外に限定して売渡し

等を行った米穀。 

「周知」から「実践」に向け、管内各県で「食育フォーラム」等を９会場で開催 

米穀の流通監視による消費者の信頼確保 
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されており、中国四国農政局では、より「実践」につながる取組として、有識者によ

る講演等を中心とした、「食育フォーラム」、「食育セミナー」を関係機関と連携し、

管内８県９会場（広島県は２会場)で開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第８回食育推進全国大会への出展) 

 

 

 平成 25 年（2013 年）６月 22 日～23 日、第８回食育推進全国大会が、広島市におい

て開催され、中国四国農政局と広島地域センターは、食料産業局と合同で農林水産省

ブースに「食」と「農」に関する情報発信のための出展を行いました。 

 

 

 

食育フォーラム 『ココロもカラダも“農”で変わる』 

～実践者の事例に学ぶ農林漁業体験活動の推進～ 

 

平成 25 年（2013 年）６月 17 日に岡山市で「食育フォーラム『ココロもカラダも“農

”で変わる』～実践者の事例に学ぶ農林漁業体験活動の推進～」を開催しました。 

講師の NPO 法人やまぐち里山環境プロジェ

クト代表の嘉村則男氏から、「地域の高齢者の

協力を得て、体験プログラムを考案・実践する

ことにより、限界集落でも農業や農村の持つ多

面的な機能や資源の力を実感したこと」「活動

に当たっては、農地法などの関係法令の知識の

習得と遵守が重要である」等活動事例を交えな

がら説明されました。 

また、岡山県農林業実践学習の里体験学習農

園塾長の小西昇一氏、生活協同組合コープかが

わ商品部統括マネジャーの亀井愛知氏、NPO 法

人ほしはら山のがっこう副理事長の浦田愛氏

の３人から農林漁業体験の事例発表がありま

した。 

参加者の終了後のアンケートでは、食育フォ

ーラムについて、ほとんどの方が「とても良か

った」「良かった」と回答し、「農業や食育の

体験を通して、食の大切さを多くの人に広げて

いきたいという気持ちを感じることができた」

等の感想がありました。 

 

 

第８回食育推進全国大会（広島市）において、農林水産省ブースを出展 
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イ 中国四国食育ネットワークの運営 

 

 食育を国民運動として推進していくために中国四国農政局では

食育実践者及び食育に関心がある者の情報交換の場として、平成 19

年（2007 年）６月に「中国四国食育ネットワーク」を設立し、会員

の活動を中国四国農政局のホームページで紹介するほか、会員が主

催するイベントや管内の食育イベント情報等を紹介する「食育推進

だより」や「中国四国食育ネットワークメールマガジン」で広く情

報発信をしています。 

また、平成 22 年度（2010 年度）からは、新たな交流の場として会報誌 Network News

の発行を始め、平成 25 年度（2013 年度）は、隔月で６回発行しました（平成 25 年（2013

年）12 月末現在会員数：194 団体（個人））。 

 

 

 

 

また、平成 25 年（2013 年）６月に中国四国食育ネットワーク会員に対して実施し

たアンケート調査結果において、｢会員同士の意見交換、交流の場を設けてほしい｣と

いう要望があったことから、平成 26 年（2014 年）１月 26 日に開催した中国・四国地

域「食育フォーラム」において、第一部を基調講演、第二部を情報交流会として、ネ

中国四国食育ネットワーク会員交流会の開催及び会報誌の発行 

第８回食育推進全国大会開催 

「たのしい日本」がテーマの県立広島産業会

館西展示場では、全国で食育に取り組んでいる

約 60 の団体がブース出展し、それぞれの活動

をＰＲ！。 

当ブースでは、「農林漁業体験活動」の取組

を中心に「食」と「農」に関する情報を幅広く

発信するために、パネル展示・パンフレットの

配布・体験コーナー等を設置。また、東日本大

震災復興支援に関する展示も行いました。 

二日間とも親子連れや食育関係者で終始賑

わい、人が絶えることがありませんでした。 

特に体験コーナーは、行列ができるほど盛況

で、親子で野菜あてクイズや豆つかみゲームに

挑戦していました。 

また、食育に関するアンケートには 744 人の

方にご協力いただき、98％の方が食育に関心が

あると回答されました。 

 
中国四国農政局ホームページ 

「食育ひろば」→「中国四国食育ネットワーク」 
http://www.maff.go.jp/chushi/syokuiku/network.html 
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ットワーク会員における食育活動の事例発表や意見交換を行い、交流を深めました。 

また、会場の一角には、会員の活動を紹介するパネル展示や、食育資材の提供の場

を設け食育活動の推進を図りました。 

 

 

ウ 事例集の発行 

 

 平成 25 年度（2013 年度）は、近い将来親となり次世代を担う

青年層の食育の推進を図るため、「食育のすゝめ―君たちにでき

ること―」と題して管内の高校生・大学生等が取り組んでいる食

育や農業体験活動を取りまとめ、学生が「食」や｢農業体験｣につ

いて考える手がかりとなるような、資料を併載した事例集を作成

しました。高校や大学等をはじめ、行政機関などに配布し、普及

・啓発を図ると共に、学生との意見交換会や食育フォーラムなど

に活用していきます。 

 

 

高校生・大学生等の食育活動の推進に向け、事例集を作成 

食育フォーラム 『ココロもカラダも“農”で変わる』 

～口はいのちつなぐ入り口～ 

平成 26 年（2014 年）１月 26 日に岡山市で「食育フォーラム『ココロもカラダも“農

”で変わる』～口はいのちつなぐ入り口～」を開催しました。 

第１部では、ボランタリー食と環境教育アド

バイザーの中尾卓嗣氏から、「食でつなげる人

・未来～心の栄養 体の栄養～」をテーマに「食

事から得ているものは栄養素だけでなく、今の

状況で親ができる愛情表現が大切である」「飽

食の時代だからこそ心通う食が人間を育てる」

との内容の講演が行われました。 

第２部では、株式会社フレスタの山本壮一郎

氏から、フレスタ応援プロジェクトとして取り

組んでいる「弁当の日」の紹介、岡山県お魚普

及協会副会長の渡邉行吉氏から「親子お魚料理

教室」の取組の紹介がありました。 

続いて意見交換では、学校給食での骨のない

魚に対する意見や親子料理教室による食育の

効果等の意見が出されました。 

また、アンケート結果では、「体験を通して

の食の大切さを知ってほしい」等の感想があり

ました。 

なお、会場の一角には、中国四国食育ネット

ワーク会員の活動紹介コーナーを設置、参集者

が熱心に見入っていました。 

高校生・大学生等の 
食育活動事例集 
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（２）「食事バランスガイド」を活用した日本型食生活の推進 

 

社会経済の変化や食の洋風化に伴い、油脂類の過剰摂取等による栄養バランスの乱

れや、朝食の欠食など食生活の乱れが問題となっています。 

このため、中国四国農政局では、１日に「何を」「どれだけ」食べたら良いかの目

安をコマのイラストでわかりやすく示した「食事バランスガイド」を活用し、お米を

中心に魚、肉、野菜等多様な副菜から構成された「日本型食生活」の実践を推進して

います。 

特に若者は朝食の欠食が多く、食への関心が低いことなどから、中国四国農政局で

は平成 20 年度（2008 年度）から、大学生・短大生を対象に正しい食生活に関する意

識の啓発を目的に、「食事バランスガイドの実践体験」や「食生活に関するアンケー

ト調査」を実施しています（表Ⅱ－４－３）。 

 

 

 

①食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ実践協力者（総計）   ②食生活に関するｱﾝｹｰﾄ調査協力者（総計） 

 延べ 2,875 人            延べ 2,298 人 

         単位：人                 単位：人 

  計 家族と同居 一人暮らし    計 家族と同居 一人暮らし 

男性 408 138 270  男性 167 63 104 

女性 2,467 1,493 974  女性 2,131 1,340 791 

計 2,875 1,631 1,244  計 2,298 1,403 895 

                           資料：中国四国農政局調べ

事例：四国大学 生活科学部 (食育のすゝめ ―君たちにできること― より) 

「アグリクラブとの交流会で農業体験＆特産品そばレシピ披露！」 

徳島県徳島市にある、四国大学生活科

学部管理栄養士養成課程では 11 年前か

ら、三好市と東みよし町の若手農家で結

成する三好地区アグリクラブと農業体験

や意見交換を行い交流しています。   

 平成 25 年度は、フルーツトマトの収穫

から袋詰めまでと、夏秋いちごの芽摘み

を体験しました。また、三好地区はそば

が特産品であることから、そば打ち体験

の後、学生が考案したそばをを使ったレ

シピを調理して披露しました。 

 

食生活を見直すきっかけ作りとして大学生を対象にアンケートを実施 

表Ⅱ－４－３ 食事バランスガイド実践者数及び食生活に関するアンケート者数 

 

そば粉クッキー 163kcal 
鳴門金時のパウンドケーキ 218kcal 

558kcal 
そば米リゾット 
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（３）農林漁業体験（教育ファーム）の推進 

 

 平成 23 年（2011 年）３月に策定された「第２次食育推進基本計画」では、

農林漁業体験を経験した国民の割合を、27 年度までに 30％以上に増やすことが

目標とされています。 

 この目標については、すでに平成 25 年（2013 年）３月末で 31％となってお

り、「日本再興戦略」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）では、5 年後に 35％と

することを目標として食や農林水産業への理解増進を図るとされています。 

中国四国農政局では、農林漁業の体験活動を通して「食の大切さ」、「農林漁業の

素晴らしさ」を学ぶ、農林漁業体験活動（教育ファーム）の取組を推進し支援するた

め、平成 25 年度（2013 年度）消費・安全対策交付金を活用した取組支援や、中国四

国農政局の活動として農業体験と意見交換会の開催を行っています。 

 平成 25 年度（2013 年度）は、小・中学校での食育の取組の中心となる栄養教諭等

及び、将来食育の実践者となる大学の栄養学科等の学生を対象に、農業体験と意見交

換会を管内８県 11 か所（広島県、香川県は２か所)で行いました。             

 

管内各県で栄養教諭等及び学生を対象に農業体験と意見交換会を開催 
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学校給食関係者等を対象とした農業体験と意見交換会 

松江地域センターでは、島根県・島根県教育委

員会・島根県学校給食会と連携して、学校栄養職

員・栄養士・調理員等給食関係者を対象とした農

業体験と意見交換会を県内の東部と西部の２地区

に分けて実施しました。東部では、10 月 6 日、11

日に松江市東出雲町
ひがしいずもちょう

のほ場で 58 人が、キュウリの

収穫・選別・箱詰め作業を体験しました。西部で

は、11 月 17 日、19 日に益田市虫追
む そ う

町
ちょう

のほ場で 33

人がキャベツの収穫・箱詰め作業を体験しました。 

  また、料理研究家の浅津知子氏から４日間とも

に「和食のすすめ」をテーマとした講演があり、

「食育について、食べ物が人間形成に大きく影響

しているので、食の大切さ、命の大切さを子ども

達や親に伝えてほしい」と話されました。 

意見交換では、キュウリやキャベツの生産・出

荷に関する質問のほか、参加者から体験の感想や

日頃の疑問点など活発な意見がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

３ 地産地消の推進に向けて 

 

（１）地産地消促進計画策定の推進 

 地産地消の取組は、農業者と消費者を結び付け、食料自給率の向上を図る上で重要

であるほか、農産物直売所や加工の取組などを通じて農業の６次産業化による地域の

活性化、所得向上にもつながるものとして、一層の推進が求められています。 

平成 23 年（2011 年)３月１日に施行された「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・地

産地消法）の規定により、都道府県及び市町村は、地域の農林水産物の利用の促進に

ついての計画「促進計画」を策定することに努めることとされました。 

中国四国農政局では、地域での農林水産物の利用を促進するため、管内の地方公共

団体に対し、「促進計画」策定について啓発を行っています。また、各地の活発な地

産地消の取組事例の収集・把握、情報発信に努めています。 

 

（２）地域における地産地消の取組を支援 

ア 地産地消給食等メニューコンテスト 

 農林水産省では、地産地消の取組を一層推進するため、学校給食、社員食堂、外食

・弁当等に地場農林水産物の食材を活用している優れたメニューを表彰する「地産地

消給食等メニューコンテスト｣を実施しています。 

平成 25 年度（2013 年度）は中国・四国地域から、「津和野町日原共同調理場」（島

根県津和野町）、「田幸学校給食共同調理場」（広島県三次市）、「観音寺市観音寺

管内各地域での地産地消の様々な取組 
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学校給食センター」（香川県観音寺市）及び「(有)テイスティーズ」（香川県高松市）

が中国四国農政局長賞を受賞しました。 

 

● 中国四国農政局長賞 

【津和野町日原共同調理場（島根県津和野町）】 

児童が地元食材を調べて考えた「ふりかけ」をかけ 

た｢日原まるごとごはん」、郷土料理をアレンジした 

「うずめ汁」等、地場産物を豊富に活用した献立です。 

週４日の米飯は地元産コシヒカリを使用し、生産者と 

の給食交流会等を実施しています。 

 

【田幸学校給食共同調理場 （広島県三次市）】 

 冬の大根は 100％地場産を活用し、月に一回はおで 

んが登場、栄養豊富な葉も大根なめしにして提供して 

います。年間 60 品目約 12ｔの野菜を使用。給食に野 

菜等を提供することが地域の高齢生産者の励みとなり、 

子ども達や地域とのつながりとなっています。 

 

【観音寺市観音寺学校給食センター （香川県観音寺市）】 

県オリジナル野菜「食べて菜」を使用したごまドレ 

ッシングあえ、県魚のはまちの照焼き等、「さぬきの 

うまいもん」を揃えています。生産者による食育出前 

講座の実施や地域住民に学校給食や食育の重要性につ 

いて理解を深めてもらうため、図書館等で学校給食展 

を開催しています。 

 

【(有)テイスティーズ（香川県高松市） 】 

讃岐うどんといりこで取ったうどんだしをベースに 

小麦粉を加え、瀬戸内海の魚介や肉を入れた讃岐風の 

もんじゃ焼きです。高松で創業以来 40 年間飲食店を 

営み、四国や香川の食材や郷土料理の美味しさ、良さ 

を伝えています。米や野菜などは農産物直売所や農家 

から直接仕入れ、調味料も地場産を使用するなど徹底 

しています。  

 

イ 地産地消優良活動表彰 

地域の立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地消の取組・活動を行ってい

る団体又は個人を表彰する「地産地消優良活動表彰」については、中国・四国地域か
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ら「(有)特産館みまさか」（岡山県美作市）、「NPO 法人 ALIVE LAB」（徳島県北

島町）、「たいき産直市『愛たい菜』」（愛媛県大洲市）が食料産業局長賞を受賞し

ました。 

【(有)特産館みまさか（岡山県美作市） 】 

 （有）特産館みまさかは、平成６年度に勝英農協が 

事業主体となり設置した農産物直売所「彩菜茶屋」を 

運営しています。生産者の約半数を占める高齢者の出 

荷負担軽減のため市内に集荷場を３か所設置し、平成 

24 年には約 800 人の生産者が登録し、地域農業振興と 

農業者の所得向上に大きく貢献しています。平成 21 年 

には大阪府箕面市に２号店となる「彩菜みまさか箕面 

彩都店」をオープンし、地産都消の展開も進めています。伝統野菜等の「彩菜ブラ

ンド」認定による地域ブランド育成や、生産者の協力による郷土料理教室や農業体

験、産地見学ツアーなど、消費者との交流も深めています。 

 

【NPO 法人 ALIVE LAB (アライブ ラボ)（徳島県北島町）】 

NPO 法人 ALIVE LAB は、健康を通して徳島を元気にす 

ることを目標に、健康運動指導士、管理栄養士、理学 

療法士、看護師のメンバーが中心となり、平成 20 年に 

設立しました。農産物の植え付けから収穫・加工・販 

売まで一貫した体験プログラム「キッズファーマープ 

ロジェクト」や農作業から漁業・加工体験、農具・調 

理道具の製作等各体験を通じ、「とくしまのホンモノ 

のチカラ」に触れる「地産地消体験プロジェクト」の企画・運営を手がけ、健康づ

くりという視点から地産地消にアプローチした取組を行っています。 

 

【たいき産直市「愛たい菜」（愛媛県大洲市）】 

大洲市の地産地消拠点施設として JA 愛媛たいきが整 

備した直売所「愛たい菜」は平成 22 年 4 月のオープン 

以降、売上げ、来場者数ともに順調に拡大しています。 

平成 23 年より学校給食への食材供給体制構築に向けた 

検討を開始し、愛たい菜出荷者協議会に「学校給食部 

会」を設置、平成 23 年に約２ヶ月間の供給実証実験を 

実施した後、24 年４月より本格的に学校給食へ供給を 

開始しました。地産地消率（生鮮野菜・果物の重量ベース）が 18.1％（平成 20 年度）

から 62.1％（平成 24 年度）と大きく伸びたことはもとより、地域の生産者の意欲の

向上にもつながっています。  
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４ 食品産業等の現状 

（１）食品産業の動向 

中国・四国地域の食品製造業は、低価格志向等のなか縮小傾向が続いていた製造品

出荷額が、平成 20 年（2010 年）以来３年ぶりに前年実績を上回りました。 

また、平成９年(1997 年)をピークに減少傾向であった外食産業の市場規模も、平成

18 年(2006 年)から２年連続で前年実績を上回りましたが、平成 20 年（2008 年)以降、

再び減少しています。一方、女性の就労者の増加、個食化等を背景に拡大してきたそう

菜・弁当類等中食産業の市場規模は、平成 20 年（2008 年)に前年実績をわずかに下回

りましたが、平成 21 年（2009 年)から再び増加し、３年連続で前年実績を上回りまし

た。 

 

ア 食品製造業の動向 

 

 食品製造業は、地場の農水産物を利用するとともに、加工等の製造過程において地

域雇用等を活用するなど、地域経済において重要な役割を果たしています。平成 24

年（2012 年) ２月１日現在の中国・四国地域における食品製造業は、事業所数が 4,140

か所（前年比 100％）、従業者数が 11 万８千人（同 98％）、製造品出荷額が２兆 6,787

億円（同 105％）となっています（表Ⅱ－４－４）。 

 平成 19 年（2007 年)に増加に転じ、２年連続で前年実績を上回った製造品出荷額は、

平成 21 年（2009 年)から再び減少しましたが、平成 23 年（2011 年)に増加し、３年ぶ

りに前年実績を上回りました。横ばい・減少が続いていた中国・四国地域における事

業所数、従業者数及び製造品出荷額の全国に対するシェアは増加しました。 

 なお、平成７年（1995 年)の製造品出荷額と比較すると、全国の 3.8％減に対して中

国・四国地域では 21.4％減となっています（図Ⅱ－４－１）。 

 

 

平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 平成23年 平成21年 平成22年 平成23年

4,251 4,126 4,140 121 120 118 26,738 25,567 26,787

2,450 2,388 2,381 76 75 75 17,691 16,724 17,563

鳥取県 236 235 235 8 8 8 2,056 1,323 1,368

島根県 429 405 402 7 7 7 866 845 847

岡山県 498 486 490 19 19 20 6,297 5,986 6,423

広島県 756 745 756 27 27 26 5,933 6,194 6,577

山口県 531 517 498 15 15 13 2,540 2,377 2,349

1,801 1,738 1,759 45 45 43 9,047 8,843 9,224

徳島県 379 373 366 8 8 8 1,744 1,643 1,702

香川県 562 542 568 15 15 15 3,201 3,061 3,375

愛媛県 536 509 505 15 15 15 3,240 3,279 3,339

高知県 324 314 320 6 6 6 862 861 808

35,782 34,673 34,531 1,230 1,225 1,141 344,414 337,277 334,203

11.9% 11.9% 12.0% 9.8% 9.8% 10.3% 7.8% 7.6% 8.0%

四国

全国計
中国・四国のシェア

区　　分
事業所数　（か所） 従業者数　（千人） 製造品出荷額　(億円）

中国・四国

中国

 

製造品出荷額は３年ぶりに前年実績を上回る 

表Ⅱ－４－４ 食品製造業の動向 
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資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」（平成７年～平成22年） 

     総務省・経済産業省「平成24年経済センサス-活動調査」（平成23年） 

   注：1) 食品製造業とは、食料品製造業と飲料・たばこ・飼料製造業を合わせたものである。 

    2) 中国・四国地域及び地域別合計はラウンドのため一致しない。 

 

イ 外食産業の動向 

 

 外食産業の市場規模は、個人消費の伸び悩み等の影響を受け、平成９年（1997 年)

をピークに減少傾向にあり、平成 18 年（2006 年)、平成 19 年（2007 年)はわずかに増

加したものの平成 20 年（2008 年)に再び減少に転じ、平成 23 年（2011 年)は 22 兆 9,034

億円で、平成９年（1997 年)のピーク時（29 兆 702 億円）の 79％となっています。 

 一方、外食産業がほぼ横ばいから減少で推移している中、そう菜、弁当類、調理パ

ン製造等のいわゆる中食産業は、近年における単身世帯の増加、女性の就労者の増加、

個食化等のライフスタイルの変化等によりその市場規模を年々拡大しており、平成 20

年（2008 年)にわずかに減少したものの、平成 23 年（2011 年)は約６兆７千億円で外

食産業市場の約３割となり、そのウェイトは年々高まっています（表Ⅱ－４－５）。 

 

    （単位：億円、％） 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

外食産業の市

場規模(A) 
 

243,903 
 

245,523 
 

245,908 
 

245,068 
 

236,599 
 

234,887 
 

229,034 

中食産業の市

場規模(B) 
 

63,518 64,410 64,987 64,695 64,791 66,096 67,049 

 

(B)/(A)×100 26.0 26.2 26.4 26.4 27.4 28.1 29.3 

 資料：(財)食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計 

  

また、平成 23 年（2011 年)の外食率は 35.7％で、外食率に中食を加えた、いわゆる

食の外部化率は 44.7％となっており、いずれも平成 22 年（2010 年)からわずかに増加

外食産業市場規模は減少、中食産業市場規模は拡大 

図Ⅱ－４－１ 製造品出荷額の推移 

表Ⅱ－４－５ 中食産業と外食産業の市場規模の推移（全国） 
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しています（図Ⅱ－４－２）。 

 

 

 

 
資料：(財)食の安全・安心財団附属機関外食産業総合調査研究センターによる推計 

 

注：1)外 食 率  ＝ 
外食産業市場規模 

（家計の食料・飲料・煙草支出－煙草販売額）＋外食産業市場規模 

2)食の外部化率  ＝ 
外食産業市場規模＋料理品小売業 

（家計の食料・飲料・煙草支出－煙草販売額）＋外食産業市場規模 

   

中国・四国地域の外食産業の現状をみると、平成 21 年（2009 年)の外食産業の事業

所数は、３万 6,344 店、従業員数で 23 万 2,775 人、事業所数で全国の 9.0％、従業員

数で 7.3％を占める重要な産業となっています。 

 また、事業所の構成割合を業種別に見ると、「喫茶店」が事業所数の 24.9％（全国

19.1％）と大きなウェイトを占め、次いで「食堂，レストラン」が 17.1％（同 15.7

％)、お好み焼店等が含まれる「その他の飲食店」が 12.6％（同 7.8％)と全国の構成

割合より高くなっています（表Ⅱ－４－６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－４－２ 外食率、食の外部化率の推移（全国） 
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産業分類 
事業所数

（か所） 

構成割合

（％） 

従業員数

（人） 

構成割合

（％） 

１店当たり

（人） 

中国・四国合計 36,344 100.0 232,775 100.0 6.4 

 食堂，レストラン 6,229 17.1 45,359 19.5 7.3 

 日本料理店 3,674 10.1 30,405 13.1 8.3 

 中華料理店 3,747 10.3 23,420 10.1 6.3 

 焼肉店 1,891 5.2 15,833 6.8 8.4 

 その他の専門料理店 2,724 7.5 24,770 10.6 9.1 

 そば・うどん店 2,669 7.3 18,563 8.0 7.0 

 すし店 1,765 4.9 15,300 6.6 8.7 

 喫茶店 9,064 24.9 29,240 12.6 3.2 

 その他の飲食店 4,581 12.6 29,885 12.8 6.5 

全国合計 402,959 100.0 3,177,583 100.0 7.9 

 食堂，レストラン 63,427 15.7 540,092 17.0 8.5 

 日本料理店 50,763 12.6 462,946 14.6 9.1 

 中華料理店 56,541 14.0 384,922 12.1 6.8 

 焼肉店 19,447 4.8 187,705 5.9 9.7 

 その他の専門料理店 42,466 10.5 405,903 12.8 9.6 

 そば・うどん店 33,005 8.2 220,392 6.9 6.7 

 すし店 28,865 7.2 248,988 7.8 8.6 

 喫茶店 77,036 19.1 350,845 11.0 4.6 

 その他の飲食店 31,409 7.8 375,790 11.8 12.0 

資料：総務省「平成 21 年経済センサス基礎調査（確報）」 

 

ウ 食品流通部門への支援 

 食品流通における規制綬和の進展、消費者ニーズの多様化等で競争が激化する中、

経営環境のめまぐるしい変化に積極的に対応しようとする意欲を持った事業者を支援

するため、食品流通構造改善促進法に基づく食品生産製造等提携事業により、食品製

造・販売業者と農林漁業者等の安定的な取引関係を確立するに必要な施設整備等に対

し、長期低利での資金融資等の支援措置が行われています。 

 中国・四国地域における平成 25 年度（2013 年度)の食品流通構造改善計画の認定状

況は１件となっています。 

 

表Ⅱ－４－６ 外食産業（一般飲食店）の事業所数及び従業員数（2009 年） 
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（２）卸売市場の動向 

卸売市場は、生鮮食料品等の流通の基幹的なインフラとして、生産と消費を結び、

国民生活に必要不可欠な生鮮食料品等を供給しています。こうした中で、卸売市場を

めぐっては、食料の消費や小売形態の変化、消費者ニーズの多様化、食の安全や環境

問題等をはじめとする社会的要請等の情勢変化がみられるとともに、青果及び水産物

の卸売市場経由率（総流通量に占める市場経由量の割合）の低下や取扱高の減少傾向

が続いています。 

 

ア 卸売市場の役割 

 

 卸売市場は、消費者ニーズに対応した豊富な品揃え、多種・大量の物品の効率的な

集分荷、公正な価格形成等を通じて、生産から消費への橋渡しを行うとともに、国民

生活に必要不可欠な生鮮食料品等を供給する役割を担っています。このような卸売市

場の計画的な整備を促進するとともに、健全な市場の運営を確保する観点から卸売市

場制度が設けられています。 

 中国・四国地域においては、卸売市場は、356 市場が開設されています（表Ⅱ－４

－７)。 

 

     区    分      中国     四国   中国四     全国  
 中 央 卸 売 市 場      5 4       9       72 

 地 方 卸 売 市 場     108      87    195    1,159 

 政令規模未満市場  78     74    152       556 

     合   計  191    165    356    1,787 

 

 

 

 

 

 

イ 卸売市場の取扱金額の推移 

 

 卸売市場における取扱金額は、中央卸売市場では平成３年度（1991 年度)をピーク

に、また、地方卸売市場では平成７年度（1995 年度)をピークに、いずれも減少傾向

にあります。青果及び水産物の卸売市場経由率も年々低下傾向にあります（図Ⅱ－４

－３、図Ⅱ－４－４)。 

こうした中、卸売市場は、コールドチェーンシステムの確立、加工処理機能の強化、

公正で効率的な取引の確保、食の安全や環境問題等社会的要請への適切な対応が求め

られています。 

資料：1)中央卸売市場は、平成 23 年（2011 年）４月時点。農林水産省食料産業局調べ 

   2)管内の地方卸売市場及び政令規模未満市場は、平成 23 年（2011 年）４月時点。

中国四国農政局調べ。 
3)全国の地方卸売市場及び政令規模未満市場は、平成 23 年（2011 年）４月時点。

農林水産省食料産業局調べ。 

注：政令規模未満市場とは、卸売場の面積が青果物 330 ㎡、水産物 200 ㎡（産地市場

330 ㎡）、肉類 150 ㎡、花き 200 ㎡未満のものをいう。 

 

単位：市場 

生鮮食料品等の流通に基幹的な役割 

取扱金額の減少、市場経由率の低下傾向 

表Ⅱ－４－７ 卸売市場数 
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また、卸売業者、仲卸業者の経営体質の強化、卸売市場関係者が一体となった経営

戦略的な視点を持った市場運営の確保が必要になってきています。 

 

 

    

 

 

 

 

    

ウ 卸売市場整備計画の策定 

 

 平成 22 年（2010 年) 10 月、平成 27 年（2015 年)を目標年度として、卸売市場の適

正な配置、コールドチェーンシステムの確立、経営戦略的な視点を持った市場運営の
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億円

年度

規模未満市場

地方卸売市場

中央卸売市場

卸売市場整備計画の策定 

図Ⅱ－４－３ 卸売市場形態別取扱金額の推移（中国・四国） 

図Ⅱ－４－４ 市場経由率の推移（全国） 

資料：農林水産省「食料需給表」、「青果物卸売市場調査報告」等により農林水産省で推計 

 

資料：農林水産省「卸売業者事業報告書」及び「地方卸売市場等に関する調査」 
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確保、卸売市場間の機能・役割分担の明確化による効率的な流通の確保等を内容とす

る「第９次卸売市場整備基本方針」が定められ、これを受けて、平成 23 年（2011 年) 

３月、「中央卸売市場の整備に関する計画」（第９次中央卸売市場整備計画）が定め

られました。 

 「第９次卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画」に即して、鳥取県及び

愛媛県を除く７県では、県卸売市場整備計画を作成しています。 

 

エ 卸売市場の再編整備 

 

 「第９次中央卸売市場整備計画」に基づいて、高知市中央卸売市場水産物部が平成

26 年（2014 年）３月末に地方卸売市場へ転換しました。 

 

（３）容器包装及び食品リサイクルに向けた取組 

ア 容器包装リサイクル法とただ乗り事業者対策 

 

一般廃棄物の総排出量は、ピーク時の平成 12 年（2000 年)と比較すると約 18％減少

しており、ゴミ排出量の削減に関しては、順調に取組が進められていると考えられま

すが、リサイクルの実施率は平成 20 年（2008 年)頃から頭打ち状況となっています（図

Ⅱ－４－５）。 

 

 

 

 

 

卸売市場の再編整備 

容器包装リサイクル法の理解が不十分な事業者への対応を強化 

図Ⅱ－４－５ 一般廃棄物の総排出量、総資源化量及びリサイクル率の推移（全国） 

資料：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」（1998～2012 年） 
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また、家庭ゴミ全体の５割以上（容積比）が、容器包装廃棄物で占められています

（図Ⅱ―４―６)。 

 

 

 

 

 

 

このため、平成 12 年（2000 年)に施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品

化の促進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）に基づく特定事業者（ペットボ

トル、レジ袋等の容器包装に係る再商品化義務のある事業者）に対して、中国四国農

政局では、計画的に点検指導を行い、法制度の普及啓発や容器包装に係る廃棄物の発

生抑制や再生利用の推進を指導してきました。 

このように、点検指導等を通じて再商品化義務の履行の指導を継続実施しているも

のの、再商品化義務を履行しない事業者（以下「ただ乗り事業者」という。）が依然

として存在していることから、法的措置を含め、「ただ乗り事業者」に対する指導の

重点強化を図り、再商品化義務の履行促進を行っています。 

 また、平成 20 年度（2008 年度)から実施している「容器包装多量利用事業者の定期

報告」（容器包装を 50ｔ以上利用した小売業者が対象）についても、対象事業者に対

する報告作成指導等を引き続き実施しています。 

 

イ 食品リサイクル制度の現状と課題 

 

平成 19 年（2007 年）に改正された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法

律」（食品リサイクル法）に基づき、業種別に食品循環資源の再生利用等実施率の目

標値が定められました。しかしながら、食品流通の川下に至るほど分別が難しくなる

こと等から、目標値と比べて食品製造業の実施率は高いものの、食品卸売業、食品小

売業、外食産業は低く、特に外食産業ではリサイクル等への取組が低迷しています（図

Ⅱ－４－７）。 

食品廃棄物等の発生抑制や再生利用等のより一層の推進 

図Ⅱ－４－６ ゴミ全体に占める容器包装廃棄物の素材別比率（容積比率） 

資料：環境省「容器包装廃棄物の使用･排出実態調査」(平成 23 年度（2011 年度)） 
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また、平成 22 年度（2010 年度)の食品関連事業者（食品製造業、食品卸売業、食品

小売業及び外食産業）から排出される事業系廃棄物と家庭系廃棄物の発生量は約

1,700 万ｔと推計され、このうち、「売れ残り」、「返品」、「食べ残し」といった

可食部分（いわゆる「食品ロス」）は 500～800 万ｔあると考えられています。 

このような状況の改善を図るため、食品廃棄物等多量発生事業者（食品廃棄物等の

発生量が年間 100ｔ以上）に義務付けた「定期報告」の業種区分を平成 24 年度（2012

年度)に 27 から 74 に細分化するとともに、平成 26 年（2014 年)４月１日より、食品

廃棄物等の具体的な発生抑制の目標値を設定する業種を 16 から 26 業種に追加する等

一層の発生抑制に向けた取組を推進しています。中国四国農政局においても、食品関

連事業者を対象とし、食品リサイクル法に基づく定期報告等に関する説明会を開催（広

島市平成 25 年５月 28 日、岡山市同５月 29 日、高松市同５月 30 日）したほか、点検

指導等の機会を捉えて、食品廃棄物の発生抑制、再生利用の推進を指導しました。 

また、「『もったいない』を取り戻そう！」を合言葉に、食品ロス発生の段階別に

モデル的な削減の取組を支援し、生活者一人ひとりが自ら意識し行動を変革する食品

ロス削減に向けた国民運動を展開しています。中国四国農政局では、庁舎内の食堂テ

ーブルや事務室の打合せスペースなどに、テーブルトップの設置やポスターを掲示し、

来客者にお知らせするとともに、当該運動のロゴマーク「ろすのん」のシールを作成

し、封筒や名刺に貼付するなど、「食品ロス削減国民運動」への協力を積極的に呼び

かけ、普及啓発に努めているところです。 

図Ⅱ－４－７ 食品循環資源の再生利用等実施率の推移 

資料：農林水産省調べ 

注：食品リサイクル法第９条第１項に基づく定期報告結果及び食品循環資源の再生利用等 

実態調査結果を用いて推計したものである。 
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食品ロス削減国民運動のロゴマーク 

「ろすのん」              「ろすのん」のシール 

    

 

さらに、食品廃棄物等の発生抑制や食品循環資源の再生利用を取り組みやすい環境

に整えていくため、印字ミス商品、売れ残り商品等まだ食べられる食品・食材を、NPO

法人等が食品関連事業者から引き取り、福祉施設等へ無償で提供する「フードバンク

活動」の取組を支援しています。平成 25 年度（2013 年度)事業では、民間団体（島根

県下及び香川県下)のフードバンク立上げに助成を行うとともに、食品リサイクル法に

基づき、優良な再生利用を行うリサイクル業者を登録する制度や、食品リサイクル･

ループ事業を「再生利用事業計画として認定」する制度を設けています。平成 26 年

（2014 年)３月 31 日現在、中国・四国地域では、登録数 23 事業者（全国 179 事業者）、

計画数３件（全国 52 件）が認定されています。 
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第５章 地域の特性を活かした多様かつ高度な農業生産を支える人・農地・技術 

1 多様な農業経営体の育成・確保  

（１）人・農地プランの推進 

 

農業生産を行っている担い手の高齢化、後継者不足や耕作放棄地の増加など、人と

農地の問題を抱えている集落、地域が多く存在しています。このため、国は人と農地

の問題を解決するため、地域農業のこれからをみんなで話し合って決める「人・農地

プラン」の作成を農政の主要施策の一つとして、平成 24 年度（2012 年度）から取り

組んでいます。 

  中国四国管内の人・農地プランの取組状況は、管内の 202 市町村のうち、195 市町

村で人・農地プランを作成する予定となっています。平成 26 年（2014 年）３月末時

点において、192 市町村（98％）において作成されました。 

 作成された人・農地プランを農林業センサスの農業集落で見ると、管内の農地があ

る農業集落２万 9,604 集落（農地はあるが市町村全域で人・農地プランを作成しない

78 集落を除く）のうち、人・農地プランを作成したのは２万 2,521 集落であり、約８

割で作成されています。 

 なお、作成された人・農地プランの中身をみると、地域の中心経営体を誰にするか

は決めたものの、どの農地を中心経営体に集積していくか等については、今後、地域

の話し合いを重ねる中で、段階的にステップアップしていくこととしています。 

人・農地プランの話し合いにおいて、農地の出し手と受け手の間に中間的受け皿が

あると農地集積が進みやすくなるという声から、農地中間管理機構を創設しました。

農地中間管理機構は各県毎に設置し、平成 26 年度（2014 年度）から本格的に稼働し

ます。今後は、市町村と関係機関が連携・協力し、人・農地プランにおける地域の話

し合いをベースに農地中間管理機構をどのように活用するかが、担い手へ農地の集積

・集約化のポイントになると考えています。 

 

（２）認定農業者制度1の推進 

ア 認定農業者数 

 

 中国・四国地域における農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者数は、平成 25

年(2013 年）３月末現在で 19,920（うち法人 2,097）経営体と全国の 8.5％を占めてい

ます。また、認定農業者数を県別にみると、愛媛県が 4,595 経営体（中国・四国地域

の 23.1％）と最も多く、次いで高知県の 3,299 経営体となっています。さらに、主業

農家2に占める割合をみると、全国が 64.9％であるのに対し、中国・四国地域は 52.5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率

的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者

が作成した農業経営改善計画を認定する制度。  
2  主業農家とは、農業所得が主（農家所得の 50％以上が農業所得）で１年間に 60 日以上自営農

業に従事している 65 歳未満の世帯員がいる農家。 

中国四国管内の人・農地プランの取組状況 

全国に比べ低い、主業農家に占める認定農業者の割合 
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図Ⅱ－５－１ 営農類型別認定農業者の割合（2013 年３月末現在） 

％と低い状況にあります（表Ⅱ－５－１）。 

 

 

区　　分 主業農家
うち特定
農業法人

（Ｂ）

鳥取県 19 1,050 (5.3) 123 4 3,080 34.1

島根県 19 1,216 (6.1) 299 107 2,237 54.4

岡山県 27 3,124 (15.7) 234 3 4,731 66.0

広島県 20 1,406 (7.1) 400 145 3,454 40.7

山口県 18 1,481 (7.4) 282 154 2,639 56.1

徳島県 24 2,191 (11.0) 146 0 4,912 44.6

香川県 16 1,558 (7.8) 188 2 3,051 51.1

愛媛県 20 4,595 (23.1) 313 2 7,422 61.9

高知県 34 3,299 (16.6) 112 0 6,419 51.4

中国四国 197 19,920 (100.0) 2,097 417 37,945 52.5

全国 1,659 233,386 16,679 836 359,720 64.9

農業経営改善計画
認定数
（Ａ）（％）

主業農家
に占める
認定農業
者の割合
（Ａ／Ｂ）

うち法人基本構想
策定市町
村数

 

 

 

 

イ 営農類型別認定農業者の割合 

農業経営改善計画の営農類型別認定状況は、単一経営が全体の 56.2％（全国 51.6

％）、複合経営が 43.8％（同 48.4％）を占めています。また、単一経営においては、

果樹類単一の割合が全体の 17.2％（同 7.3％）と最も多く、次いで施設野菜単一の割

合が 13.5％（同 7.8％）、稲作単一の割合が 6.2％（同 12.1％）となっています。 

なお、これを県別にみると、香川県では複合経営の割合が 69.9％、高知県では施設

野菜単一の割合が 51.7％、愛媛県では果樹類単一の割合が 45.8％と、特徴が現れてい

ます（図Ⅱ-５-１、表Ⅱ-５-２）。 

 

 

    
資料：中国四国農政局調べ 

資料：中国四国農政局調べ 

注：「主業農家」は 2010 年世界農林業センサス（平成 22 年２月１日現在）である。 

 

表Ⅱ－５－１ 認定農業者数（2013 年３月末現在） 
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表Ⅱ－５－２  主な営農類型別認定農業者の区分（2013 年３月末現在） 

 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 計

90 125 465 184 104 89 98 2,103 166 3,424

8.6% 10.7% 14.9% 13.2% 7.1% 4.1% 6.3% 45.8% 5.0% 17.2%

33 101 188 155 80 142 112 170 1,707 2,688

3.1% 8.6% 6.0% 11.1% 5.4% 6.5% 7.2% 3.7% 51.7% 13.5%

118 212 226 226 282 47 10 68 48 1,237

11.2% 18.1% 7.2% 16.2% 19.2% 2.1% 0.6% 1.5% 1.5% 6.2%

83 22 192 45 28 401 34 63 132 1,000

7.9% 1.9% 6.1% 3.2% 1.9% 18.3% 2.2% 1.4% 4.0% 5.0%

505 458 1,537 517 747 1,199 1,088 1,706 929 8,686

48.1% 39.0% 49.2% 37.1% 50.8% 54.7% 69.9% 37.1% 28.2% 43.8%

果樹類単一

施設野菜単一

稲作単一

複合経営

露地野菜単一

 

 

 

（３）法人化の推進 

ア 農業生産法人の設立状況 

 

平成 25 年(2013 年）１月１日現在の中国・四国地域における農業生産法人数は 1,693

法人で、前年に比べ 6.3％増加しています。 

前年に比べて増加数が多い県は、山口県 31 法人、広島県 21 法人、島根県 15 法人の

順となっています。また、各県別の法人数についてみると、広島県 389 法人、島根県

248 法人、山口県 230 法人と、この３県で中国・四国地域全体数の 51.2％を占めてい

ます（表Ⅱ－５－３）。 

 

区分 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

鳥　取　県 75 83 90 99 99 109 116

島　根　県 164 184 197 214 224 233 248

岡　山　県 112 115 122 133 138 150 161

広　島　県 220 249 295 322 323 368 389

山　口　県 99 130 145 161 176 199 230

徳　島　県 61 70 71 73 72 79 89

香　川　県 110 121 124 132 141 158 166

愛　媛　県 156 185 197 209 197 209 213

高　知　県 66 76 88 97 85 88 81

中 国 四 国 1,063 1,213 1,329 1,440 1,455 1,593 1,693

対前年増減率（％） 12.5 14.1 9.6 8.4 1.0 9.5 6.3

全　　　国 9,466 10,519 11,064 11,829 12,052 12,817 13,561

対前年増減率（％） 12.5 11.1 5.2 6.9 1.9 6.3 5.8  

    

資料：中国四国農政局調べ 

表Ⅱ－５－３ 県別農業生産法人数の推移 

資料：農林水産省経営局調べ 

 注：各年１月１日現在の法人数。 

中国・四国地域の農業生産法人は引き続き増加傾向 
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イ 農業経営の法人化 

 

 農業経営の法人化は、一定の事務処理や金銭面での負担が必要となるものの、家計

と経営の分離による経営の明確化、経営者の意識改革、取引上の信用力の向上、資金

調達枠の拡大等の経営上のメリットが大きいことから、効率的かつ安定的な農業経営

の確立に向けた有効な取組です。 

 このため、中国四国農政局においても、個別の農業経営の現状を踏まえつつ、関係

各課における経営体への支援施策の活用や、関係機関と連携して、農業経営の法人化、

既存法人のフォローアップ、経営改善の支援を行っています。 

 

 

中国・四国地域は、中山間地域が大宗を占めており、小規模経営で高齢農家が多く

個別経営体による利用集積だけでは限界となっている地域が多いため、従来より集落

営農の育成活動が盛んです。 

平成 25 年(2013 年）３月末現在の特定農業法人1数は、山口県が全国第１位で 154

法人、広島県が第２位で 145 法人、島根県が第３位で 107 法人、中国・四国地域総数

で 417 法人となっており、全国（836 法人）の 49.9％を占めている状況にあります（表

Ⅱ―５―４）。 

 

                                     

       

       

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 特定農業法人とは、担い手不足が見込まれる地域において 

① その地域の農地の過半を集積する相手方として、一定の地縁的まとまりを持つ地域の地
権者の合意を得た法人で、 

② 地権者から農地を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うという
性格を有する農業法人（農業経営基盤強化促進法第 23 条第４項）。 

県 名 特定農業法人数(全国に占める割合(%))  

鳥取県           4   (0.5) 

島根県         107  (12.8) 

岡山県           3   (0.4) 

広島県         145  (17.3) 

山口県         154  (18.4) 

徳島県           0   (0.0) 

香川県           2   (0.2) 

愛媛県           2   (0.2) 

高知県           0   (0.0) 

計         417  (49.9) 

全 国         836 (100.0) 

資料：中国四国農政局調べ 

効率的・安定的な農業経営のため一層の法人化を推進 

表Ⅱ－５―４ 特定農業法人の設立状況（2013 年３月末現在） 

集落営農組織の法人化の推進 
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（４）集落営農の推進  

 

ア 概況 

 中国・四国地域では、集落の合意に基づき農業生産活動等を行う集落営農の取組が

盛んであり、農林水産省が実施した｢集落営農実態調査」によれば、平成 26 年(2014

年）２月１日現在の中国・四国地域における集落営農の数は 2,410（概数）となって

います。 

 集落営農には、機械の共同利用によるコスト低減、共同作業による高齢者等の作業

負担の低減、耕作放棄地の抑制、農地の利用集積の受け皿等の利点があり、地域農業

の重要な役割を担っています。 

 

イ 特定農業団体1 

 平成 25 年(2013 年）３月末現在の中国・四国地域における特定農業団体数は、130

団体で、前年に比べ 20.2％減少し、全国(1,488 団体）の 8.7％を占めています（表Ⅱ

－５―５）。 

減少の要因としては、法人化計画に基づく法人化、農地利用集積の目標達成等が考

えられるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1  特定農業団体とは、担い手不足が見込まれる地域において、 

① その地域の農地面積の２／３以上について農作業を受託する相手方として、一定の地縁
的まとまりを持つ地域の地権者の合意を得た任意組織であって、農業法人となることが
確実と見込まれ、 

② 地権者から農作業を引き受けるよう依頼があったときは、これに応じる義務を負うとい
う性格を有する任意組織 （農業経営基盤強化促進法第 23 条第４項）。 

 県 名 特定農業団体数(全国に占める割合(%))  
鳥取県             0  (0.0) 

島根県            40  (2.7) 

岡山県            0  (0.0) 

広島県            0 （0.0) 

山口県           30  (2.0) 

徳島県            0  (0.0) 

香川県           59  (4.0) 

愛媛県            1  (0.1) 

高知県            0  (0.0) 

計           130  (8.7) 

全 国         1,488(100.0) 

資料：中国四国農政局調べ 

表Ⅱ－５―５ 特定農業団体の設立状況（2013 年３月末現在） 

中国・四国地域では集落営農を積極的に推進 
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ウ 集落営農の推進  

 

 広島県府中市井永集落は、府中市北部の中山間地域。高齢化の進行により、自分の

農地すら管理できない、いわゆる限界集落と呼ばれる状態でした。 

地域住民自ら、地域の現状と将来について危機意識を共有し、先進法人の視察研修、

法人化に向けた検討を重ね、平成 20 年（2008 年）10 月に「農事組合法人 井永」を

設立しました。 

 平成 24 年度（2012 年度）に「人・農地プラン」を作成。５年後、10 年後を見据え、

農の雇用事業を活用し、地域の若手２人を雇用して、法人の後継者候補者として位置

付けました。 

年間雇用を可能とするため、アスパラガス、キャベツ、白菜等の野菜栽培面積を拡

大、漬物業者と契約栽培を結ぶなど経営の多角化に取り組んでいます。 

また、地区外においても高齢化が進行しており、農作業受託により地域内外の農地

の維持、経営発展に取り組んでいます。 

 

府中市

  

【集落営農の概要】
名 称：農事組合法人 井永（いなが）
所在地：広島県府中市上下町井永
設立年：平成20年10月（法人化年）
構成農家数：43戸
経営耕地面積：16.5ha
産物の生産

水稲 13.2ha
野菜 ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 0.5ha（露地10a、ﾊｳｽ40a）

ｷｬﾍﾞﾂ0.2ha（加工用）、ﾊｸｻｲ0.2ha（加
工用）

〈漬物加工場〉ﾋﾟｯｸﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ関西と契約栽培

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限界集落において、将来を見据え法人を設立。経営の多角化に取り組んでいる事例 
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（５）新規就農者の育成確保 

ア 中国・四国地域の状況 

  

中国・四国地域の新規就農者は､平成 19 年（2007 年）頃まで 600 人前後で推移して

いましたが、近年、法人等への雇用就農が注目され新規就農者数の増加に貢献してい

ます（図Ⅱ－５－２）｡ 

内訳をみると、平成 24 年（2012 年）は新規学卒就農者が 164 人、Ｕターン就農者

が 481 人、新規参入者（農業外からの就農者）が 590 人となっています。特に新規参

入者は平成 20 年度（2008 年度）に農の雇用事業が開始されたこともあり、同年から

大幅に増加しています。 

営農部門別に見ると、野菜（全体の 52.8％）が平成 24 年（2012 年）で最も多く、

次いで果樹（同 16.4％）の順となっており、平成 14 年（平成 2002 年）と比較して水

稲は4.7ポイント増加した一方で果樹は5.5ポイント減少しています（図Ⅱ－５－３）。 

 

 

  
 

        
（人） 

区分 H14 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

新規学卒 112 98 107 107 156 112 123 164 

Ｕターン 342 397 465 354 557 501 522 481 

新規参入 89 105 103 213 399 372 420 590 

その他 ― ― ― 70 48 ― ― ― 

全体 543 600 675 744 1,160 985 1,065 1,235 

うち法人雇用       151 486 295 315 424 

      
 

近年、農業に新規参入する人が増えています 

図Ⅱ－５－２ 新規就農者数の推移（中国・四国地域） 
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イ 県立農業大学校（農業研修教育施設）の状況 

 

 中国・四国地域各県に設置されている農業研修教育施設（農業技術、経営管理等の

習得のための研修教育施設）である農業大学校の平成 24 年度（2012 年度）の定員に

対する入校者の割合は、82.9％（前年度 84.3％）と、定員割れが続いています。 

 また、農業大学校卒業後すぐに就農する者の割合は 41.2％にとどまっており、農業

以外の産業に就職する者の割合が 36.7％となっています（図Ⅱ－５－４）。 

このうち農業関連産業に就職する者の割合が 49.2％と最も多く、農協等の農業団体

が 22.1％ですが、他産業に従事する者も 17.2％となっています（図Ⅱ－５－５）。 

図Ⅱ－５－３ 新規就農者数の推移（営農部門別内訳） 

資料：各県独自調査を中国四国農政局で集計 

農業大学校の学生のうち 41.2％が就農 

資料：各県独自調査を中国四国農政局で集計  

注：1) 新規就農者は、各年１月１日から 12 月 31 日までの間に就農し、現在も営農を継続している者。

2)「新規学卒者」は、各年３月に中学、高校、短大、大学、各種学校、職業訓練校、農業大学校を  

  卒業した者、及び各年３月以前に卒業し１年以上先進地で研修し就農した者が含まれる。 

3)「Ｕターン就農者」は、農家出身者で、会社勤務等をやめて出身地に帰り就農した者、または農家

出身者で、在宅のまま会社勤務など他産業に就職し、その後、会社勤務等をやめて在宅のまま就農

した者としている。 

4)「新規参入者」は、非農家出身で会社勤務等をやめて、出身県及び出身県以外の地域で農業に新規

参入した者とし、分家、養子、婿入、嫁入によるものは含めていない。 

また、出身が農家であっても、会社勤務等をやめて、自ら農地の取得等を行い新たに農業経営

を開始した者については「新規参入者」に含めている。 

5）「農業法人への雇用就農」は正確な雇用実態の把握が難しかったが、平成 19 年（2007 年）以降、

県によっては農業法人の雇用実態を推移に加えている。 

6)「その他」には、上記 1)～5)の区分が不明確なもの、区分されていないものが含まれる。 
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ウ 新規就農者に対する支援 

 

多様なルートからの就農を促進するため、就農の際に必要となる農業技術の習得、

営農資金の手当、農地の確保といった諸課題を解決することが求められているところ

であり、各県の新規就農相談センタ－をはじめ各機関において、各種融資、制度等の

ＰＲ、就農前後の技術指導等が行われています。 

今後も、就農希望者のニーズにあった支援施策を関係機関と連携し実施するととも

に、中国四国農政局のホームページにおける新規就農情報を随時拡充していきます。 

 

 

 

（就農前後の支援） 

 全国で青年新規就農者の倍増（毎年２万人）に向けて、就農前の研修段階及び経営

の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、一人当たり、年間 150 万円最長７年

間給付金を給付する青年就農給付金事業が平成 24 年度（2012 年度）から実施されて

います。 

 就農前の研修段階では、青年就農給付金（準備型）として農業技術及び経営ノウハ

ウの習得のための研修に専念する就農希望者を支援し、最長２年間給付します。県農

業大学校の学生や、先進農家・法人等で研修する方々が対象となっています。 

 また、就農初期段階では、青年就農給付金（経営開始型）として経営リスクを負っ

ている新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援し、最長５年間給付します。独

立・自営就農者等が対象であり、給付金を除いた前年の所得が 250 万円を超えた場合

などは給付が停止されます。 

 これら給付金の中国・四国管内の平成 24 年度（2012 年度）の給付実績は、準備型

で 226 件、経営開始型で 797 件となっており、今後、給付金の拡大を図るため、各県

担当者への周知と併せ、県農業大学校、大学等への情報提供を進めます。 

 

多様なルートからの就農を促進する取組を実施 

中国四国農政局ホームページ「新規就農の促進」 

http://www.maff.go.jp/chushi/ninaite/syunou/seido.html 
 

図Ⅱ－５－４  農業大学校卒業生進路 

               (平成 24 年度) 
図Ⅱ－５－５ 

  農業大学校卒業生進路 

（図Ⅱ－５－４の就職者の内訳） 

資料：全国農業大学校協議会調べ 
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（雇用就農に対する支援） 

各県に設置されている新規就農相談センターにおいて、農業法人等への就農を希望

する者に対する相談業務や無料職業紹介が行われています。 

また、平成 25 年度（2013 年度）においても、農業法人等が就農希望者を新たに雇

用し、実践的な研修を実施する際に支援を行う「農の雇用事業」を通じて、農業分野

における雇用創出と将来の担い手確保のための取組が行われました。 

 

（機械・施設の導入支援） 

平成 25 年度（2013 年度）も、新規就農者が就農に必要な機械・施設等の購入費の

取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担額(取得に要する経費の 3/10 が上

限）を助成する経営体育成支援事業（新規就農者補助）を実施しました。 

中国・四国地域では 24 人の方々が、それぞれの就農計画の実現を目指して、本事業

を活用しました。 

 

（６）女性の活躍の推進と障がいのある人の就農の促進  

ア 地域方針等決定の場への女性の参画 

 

平成 22 年（2010 年）の中国・四国地域における女性の農業就業人口は、平成 17 年

（2005 年）時点に比べて約７万人減少しているものの、農業就業人口の 50.7％を占め

ており、農業生産において重要な役割を担っています（図Ⅱ－５－６）。 

農業委員に登用されている女性の割合は 6.0％と低い状況ですが、女性が登用され

ている農業委員会の割合は、64.3％と半数を超えました。同様に、農業協同組合の役

員に登用されている女性の割合は 7.2％ですが、女性が複数登用されている農業協同

組合の割合は、77.2％となっています（表Ⅱ－５－６、表Ⅱ－５－７、図Ⅱ－５－７、

図Ⅱ－５－８）。 

一方、平成 25 年（2013 年）10 月に香川県で、平成 26 年（2014 年）２月に愛媛県

で女性農業委員の会がそれぞれ発足し、中国・四国各県では７県で女性農業委員の会

が組織化され、農業分野での地域方針の決定に女性の意見を反映する取組が進んでい

ます。 

地域方針等決定の場への女性の参画が進まない理由には、根強い固定的性別役割分

担意識、差別や偏見、現状維持体質等が根底にあると考えられ、男女ともに意識改革

を図るための取組を継続していくことが必要です。 

中国四国農政局では、「2020 年までに指導的地位に占める女性の割合を少なくとも

30％」という国の目標の達成に向け、男女共同参画意識の向上や女性の経営力・発言

力の向上等を目的に取組を行っており、平成 25 年度（2013 年度）は、女性の能力の

積極的な活用に向けた取組として、女性農業者が多く参加する研修等の場において支

援策の情報提供を行ったほか、平成 26 年度（2014 年度）に農業委員統一選挙を控え

ていることから、女性農業委員の登用促進の推進に向けた取組も行いました。 

女性を登用している組織数が６割超えています 
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今後とも、農業分野において女性が社会参画や経営参画する際に力を発揮できるよ

う、情報提供等を行っていきます。 

 

 

               

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  農業委員会数 
女性が登用され
ている委員会数 

割合（％） 

鳥取県 19  13    68.4 

島根県 20  14    70.0 

岡山県 28  17    60.7 

広島県 20  16    80.0 

山口県 18  17    94.4 

徳島県 24  9    37.5 

香川県 17  9    52.9 

愛媛県 20  14    70.0 

高知県 33  19    57.6 

合計 199  128    64.3 

表Ⅱ－５―６ 女性が登用されている農業委員会数と割合 

図Ⅱ―５－７ 女性農業委員数と割合 

図Ⅱ－５－６  農業就業人口における女性の割合の推移 

資料：農林水産省「農林業センサス」 

資料：農林水産省経営局調べ（平成 24 年 10 月１日現在） 

資料：農林水産省経営局調べ（平成 24 年 10 月１日現在） 
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農協数 

女性が複数登用 
されている農協数 

割合（％） 

鳥取県 3  3  100.0 

島根県 11  10  90.9 

岡山県 9  8  88.9 

広島県 13  9  69.2 

山口県 12  12  100.0 

徳島県 16  7  43.8 

香川県 1  1  100.0 

愛媛県 12  10  83.3 

高知県 15  11  73.3 

合計 92  71  77.2 

図Ⅱ―５－８ 女性農協役員数と割合 

表Ⅱ―５－７ 女性が複数登用されている農協数と割合 

資料：全国農業協同組合中央会：「JA 女性役員等調査」 

（平成 25 年 7 月 31 日） 

資料：全国農業協同組合中央会：「JA 女性役員等調査」 

（平成 25 年 7 月 31 日） 
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イ 障がいのある人が活躍できる環境づくり 

 

平成 21 年（2009 年）3 月 10 日、農業分野における障がいのある人の雇用を促進す

るため、福祉、保健、労働、農業の各関係機関が連携して横断的な取組や取組支援を

行う組織として「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」が発足し、中国四国

農政局は「岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク」と一体となって障がいのあ

る人の雇用の促進活動を実施しており、平成 25 年（2013 年）10 月には第５回セミナ

ーを開催したほか、農作業に障がいのある人を受け入れるための支援策に関する資料

の更新・配布、障がいのある人の雇用に関心のある農業者に対する相談活動、情報提

供等を実施しました。 

 

 

     岡山地域農業の障害者雇用促進ネットワーク第５回セミナー 

  平成 25 年（2013 年）10 月４日、岡山地域での農業分野において障がいのある 

人の雇用促進を目的に岡山市で開催し、障がいのある人の雇用の先進的な取組の 

事例報告や農作業に受け入れるための支援策の紹介を行いました。 

事例報告では福井市の（有）Ｃ・ネットサービスから、障がいのある人を受け 

入れて行く上での課題、具体的取組等についての説明がありました。 

なお、当日は、農業関係者、行政機関、普及指導センターの方など 78 人の参 

加がありました。 

      

  

【（有）Ｃ・ネットサービス（福井県福井市）】 

  同社をはじめＣ・ネットグループ全体として、知的障がい者の自立支援と社 

会参加支援を目的とした各種事業を展開。平成 11 年福祉工場農業部を創設。 

果樹部門は就労継続支援Ｂ型事業所を梨、柿それぞれに設立。 

水田耕作部門としては農業生産法人を設立し、障がいをもつ人たちが地域農 

業の担い手になることを目的とした活動を行っている。 

 

 

一方、平成 25 年（2013 年）４月 24 日には、中国・四国地域の農業分野における障

がい者雇用の促進を図るため、農業関係者、福祉関係者、行政機関等を主な会員とし

障がいのある人の雇用促進に向けて、積極的に普及啓発 
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た「中国四国農業の障がい者雇用促進情報ネットワーク」が発足し、会員相互の情報

交換の場として障がいのある人の就農の普及啓発を進めることとし、メールベースに

よる情報発信に取り組んでいるほか、平成 26 年（2014 年）２月には「農業における

障がい者雇用の推進について」をテーマに「一日農政局 in 広島」を開催し、実際に障

がいのある人を雇用している農業者、農業に取り組む社会福祉法人、行政機関等にご

出席いただき意見交換を行いました。 

 

     一日農政局 in 広島「農業における障がい者雇用の推進について」 

平成 26 年（2014 年）２月 13 日、中国四国農政局は、農業分野における障がい

のある人の雇用の促進を図ることを目的に、「一日農政局 in 広島」を広島市内

にて開催しました。 

当日は、実際に障がいのある人を雇用する農業者、農業に取り組む福祉団体、

県、市の担当者に委員をお願いし、傍聴者を交えて約 30 人の出席がありました。 

委員から、障がいのある人の雇用の経緯や現状について発表があったほか、傍

聴者を交えての意見交換では、「就労を希望する障がいのある人と、高齢化で担

い手が不足している農業者の間をつなぐシステムが必要」、「農業側の要望する

働き手の情報が福祉側に入るシステムの構築、ネットワーク作りが必要」、「地

域の障がいのある人は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」等の意見がありました。 
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２ 農業生産基盤の整備等の状況 

（１） 農地整備の状況 

 

 水田の整備状況は、中国・四国地域の大半が中山間地域であり、大型または中型機

械化営農が可能とされる標準区画以上に整備された割合は 42％と、全国平均に比べ約

21 ポイント低くなっており、特に四国地域では極めて低い状況です。 

 また、大区画に整備された割合も全国平均に比べ低くなっています（図Ⅱ－５－９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 53％で、全国平均

に比べて大幅に低くなっていますが、畑地かんがい施設の整備率は 31％と、全国平均

を上回っています。 

 地域別にみると、末端農道の整備率は、山陰で全国平均と同程度の整備率ですが、

特に山陽では低くなっています（図Ⅱ－５－10）。 

 

 

 

四国地域の区画整備率が低い 

図Ⅱ－５－９ 水田の整備状況（区画形状）（2012 年） 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」 
注：1）整備率算定に用いた田耕地面積は「耕地及び作付面積統計」による 2012 年 7 月 15 日時点の値。 

2）整備率算定に用いた整備済水田面積は「農業基盤情報基礎調査」による 2012 年３月 31 日時点
の推計値。 

3）標準区画とは、30ａ程度に区画整理されたもの。大区画とは、１ha 程度以上に区画整理された
ものである。 

4）「山陰」は鳥取県及び島根県、「山陽」は岡山県、広島県及び山口県、「四国」は徳島県、香
川県、愛媛県及び高知県である。 
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（２）農業農村整備の推進 

 

平成 25 年度（2013 年度）は、農山漁村に受け継がれた豊かな資源を活用して、我

が国の農林水産業・農山漁村の発展を図る「攻めの農林水産業」を展開するために、

いわゆる「15 ヶ月予算」として平成 24 年度補正予算及び平成 25 年度当初予算が一体

的に編成され、農業農村整備事業予算は平成 24 年度当初予算比で約 200％が確保され

ました。 

この中で、「国土強靭化」の観点から、多発化・激甚化の傾向にある豪雨災害や農

業水利施設の老朽化への対応を図る防災・減災関連事業を実施しており、「農業競争

力強化」の観点から、担い手への農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための水

田の大区画化・汎用化、畑地かんがい施設等の整備を実施しました。 

 

ア かんがい排水整備の取組 

（国営かんがい排水事業） 

中国・四国地域は、年間降水量が少ないという瀬戸内の気象条件や、労働生産性が

低い中山間地域が大部分を占めるという地形条件を踏まえ、農業用水の水源確保によ

る作物の品質向上や収量の増大、かんがい施設の整備による労力の軽減等を図ること

が必要不可欠です。 

図Ⅱ－５－10 畑の整備状況（2012 年） 

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、農林水産省農村振興局「農業基盤情報基礎調査」 
注：1)整備率算定に用いた畑耕地面積は「耕地及び作付面積統計」による 2012 年７月 15 日時点の値。 

2)整備率算定に用いた整備済畑面積は「農業基盤情報基礎調査」による 2012 年３月 31 日時点の 
推計値。 

3)末端農道の整備とは、ほ場の各区画が幅員３ｍ以上の道路に接しているものである。 

国土強靭化と農業競争力強化の推進 
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このため、国営かんがい排水事業では、現在、６地区において農業水利施設の機能

・安全性の確保を図るため、用排水路等の更新整備や補修等を行っています（表Ⅱ－

５－８）。 

 

 

 

 

（県営かんがい排水事業等） 

 国営かんがい排水事業に関連する地区を中心として、平成 25 年度（2013 年度）は、

県営かんがい排水事業、畑地帯総合整備事業等 51 地区を実施し、かんがい施設の整備

を行っています。 

 

（管理事業） 

 これまでに建設された農業水利施設のストック（平成 24 年（2012 年）３月 31 日現

在：農業基盤情報基礎調査）は、中国･四国地域においてダム等の基幹的水利施設約

800 ヶ所、基幹的水路約３千㎞にも達しています。 

 しかし、これら施設は建設されてから相当年数が経過し、施設の老朽化が進んでい

るものも多くなってきています。 

 このことから、国営施設機能保全事業、国営造成水利施設保全対策指導事業、農山

漁村地域整備交付金のうち水利施設整備事業（基幹水利施設保全型及び地域農業水利

施設保全型等）の実施により、施設機能を効率的に保全するための機能診断を行うほ

か、施設の劣化（故障）が致命的になる前に、劣化の進行防止や劣化原因の除去等の

適切な措置を行い、施設機能の延伸（長寿命化）を図ることとしています。 

 また、農業水利施設が持つ多面的機能を発揮させるためには、これら施設を適切に

維持管理することが必要であり、農家だけでなく地域住民やＮＰＯ等の多様な主体の

参画による管理体制を構築するため、国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制

整備型）を 19 地区で実施しています。 

 

 

 

 

表Ⅱ－５－８ 2013 年度国営かんがい排水事業実施地区 

国営事業地区名 県名 工　　　期 備　　　考

斐伊川沿岸地区 島根県 2005～2015

岡山南部地区 岡山県 1998～2014

吉井川地区 岡山県 2013～2020 国営施設機能保全事業

香川用水土器川沿岸地区 香川県 2008～2016

香川用水地区 香川県 2009～2013 国営造成土地改良施設整備事業

道前道後平野地区 愛媛県 1989～2013 施設機能監視期間中(2011～2013）

資料：中国四国農政局整理 
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イ ほ場整備の取組 

 水田のほ場整備については、将来の農業生産を担う効率的かつ安定的な経営体の育

成を図るため、農地整備事業（経営体育成型）等により、高生産性農業の展開が見込

まれる地域を中心に生産基盤の整備を推進しています。 

中国・四国地域においては、農地整備事業（経営体育成型）等の実施による担い手

への農地の利用集積や農地の流動化を図るため、各種施策と連携しながら地域の状況

に応じたきめ細かな生産基盤の整備を行っており、平成 25 年度（2013 年度）は、農

地整備事業（経営体育成型）等を 42 地区で実施しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地整備事業（経営体育成型） 

 

 

 

 

 

 

整備前（現在整備中） 泉北地区 

整備済み  泉地区 
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ウ 農地防災・農地保全の取組 

（国営総合農地防災事業） 

  農業用施設は老朽化により劣化が進行しているほか、農村地域では、都市化の進展

等に伴い生活雑排水が農業用水路へ流入するなど、水質が悪化し営農に支障を来して

いるところです。このようなことから、農業用施設の機能低下や管理上に支障が生じ

ているため、早急な対応が求められています。 

 こうしたことから、農業用水の水質保全や農業用施設の災害の防止を目的として、

吉野川下流域地区及び那賀川地区（ともに徳島県）で国営総合農地防災事業を実施し

ています。 

 

生活雑排水等が流入し水質が悪化している農業用水路 

 

 

 

 

 

 

 

 

用水路と排水路を分離（工事施工と工事完成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

暫定通水による営農状況（かんしょ及びれんこん） 
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（直轄地すべり対策事業） 

 中国･四国地域の 85％が中山間地域であり、傾斜地が多いこと、また複数の断層破

砕帯が分布することから、地すべり防止区域が数多く指定されています。 

  このような地すべり防止区域のなかで、地すべり防止対策の規模が大きく、高度な

技術を要する地区においては、農地や農業用施設、人家等を災害から守り、国土の保

全と民生の安定に資することを目的として、直轄地すべり対策事業を実施しています。 

中国･四国地域では今までに神石高原地区（広島県：H16 年度完了）、高知三波川帯

地区（高知県：H23 年度完了）で実施され、現在、高瀬地区（高知県）が実施中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地すべり防止工事の種類 

 

（補助事業） 

 中国・四国地域には、全国のため池 21 万か所のうち 7 万か所が存在しており、豪雨

等による被害も発生しており、ため池に係る防災減災対策が課題となっています。こ

のため、ため池の耐震調査、ハザードマップ作成、改修整備等を実施しており、さら

に、地すべり防止対策及び農業水利施設の耐震調査及び耐震化整備等も実施していま

す。各事業の実施地区数の合計は 347 地区となっています（表Ⅱ－５－９）。 
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エ 災害復旧 

 平成 25 年（2013 年）災害は、山陰地域を中心に発生した複数の豪雨により、農地

への土砂流入、ため池の決壊、頭首工･用排水路の流失など甚大な被害が発生しました。 

このため、農政局では、被害発生直後から被災現地に派遣し、復旧工法等の指導･助言、

災害復旧に必要な技術的資料の作成などの支援を継続して実施するとともに、中国財

務局と連携して災害査定の事前相談等に幅広く対応してきました。 

 災害査定については、中国及び四国財務局、県、市町村と調整し、全 116 班体制で

実施し、平成 25 年 12 月末までに全ての災害査定を了しました。現在、主に市町村を

主体として災害復旧事業が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 局計 

地すべり対策事業 ０ 13 ７ １ ６ 14 １ 22 ５ 69 

震災対策農業水利施設整備事業  ２ ７ 26 ７ ５ ６ 16 18 ５ 92 

農村地域防災減災事業 15 11 24 ７ 35 ２ 35 35 22 186 

計 17 31 57 15 46 22 52 75 32 347 

表Ⅱ－５－９ 2013 年度 補助事業の実施地区数 
単位：地区 

資料：中国四国農政局調べ 

災害復旧の事例 

【農地】                  

  

【水路】 

  

 

（災害時） （復旧後） 

（災害時） （復旧後） 
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（３）土地改良区の推移と現状 

ア 土地改良区の現状 

 

 土地改良区は、一定の土地について土地改良事業を実施することを目的として、土

地改良法に基づき設立される公共組合です。農業用施設管理を含む土地改良事業の中

核的実施主体と位置付けられており、土地改良事業が地域全体の多数の農家の利害に

関係するという公的側面から、当然加入、賦課金の強制徴収等、強い公的機能が与え

られています。 

 中国・四国地域の土地改良区数は、近年の設立抑制の浸透と統廃合が進んだことか

ら、平成 24 年度（2012 年度）末の地区数は平成 12 年度（2000 年度）末に比べ 373

地区（27.6％）減少し、978 地区となっています。 

 面積規模別の割合をみると、100ha 未満の小規模な地区が 51.1％と多く、1,000ha

以上の大規模な地区は 7.3％となっています（表Ⅱ－５－10）。 

 

 

鳥取県 40 24 26 2 92 248 109

島根県 17 7 15 9 48 722 71

岡山県 51 32 20 11 114 439 175

広島県 33 16 17 9 75 439 136

山口県 56 29 18 8 111 247 150

徳島県 83 25 17 6 131 279 166

香川県 26 38 33 10 107 604 143

愛媛県 107 37 28 14 186 302 219

高知県 87 20 5 2 114 97 182

中国四国 500 228 179 71 978 344 1,351

比率（％） 51.1 23.3 18.3 7.3

全国 2,196 1,112 948 613 4,869 543 7,004

比率（％） 45.1 22.8 19.5 12.6

 100ha
未満

2000年度末
地区数

1,000ha
以上

合計

区の
平均面積
(ha)

100ha
～

300ha

 300ha
～

1,000ha

 

 

 

イ 統合整備の状況 

 

土地改良区の組織運営基盤の強化を図るため、各県では中長期的な土地改良区のあ

るべき姿として「土地改良区統合整備基本計画（マスタープラン）」を策定するなど、

計画的に土地改良区の統合整備の推進に取り組んでいます。また、国では、これら土

地改良区の統合整備の支援対策を用意しており、この事業（水土総合強化推進事業）

を活用して山口県田万川地区では平成 25 年度（2013 年度）に、３つの土地改良区に

よる統合整備が行われました。 

表Ⅱ－５－10 2012 年度末面積規模別土地改良区数 

資料：農林水産省農村振興局「土地改良区設立状況等調査」 

土地改良区の地区数は減少 

統合整備推進のための取組と実績 

（単位：地区） 
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被害金額 被害面積 

また、平成 22 年度（2010 年度）に旧市内一円の土地改良区の大規模な合併を行っ

た下関土地改良区が、平成 24 年度（2012 年度）の優良土地改良区農林水産大臣表彰

を受けています。 

なお、市町村単位または水利系統単位に土地改良区の統合整備を推進することによ

り組織運営基盤の強化を図る一方、事業等が縮小し解散することが望ましい土地改良

区に対しては、土地改良施設の市町村等への移管等と併せて解散指導が行われていま

す。 

 

３ 鳥獣被害防止対策の推進 

（１）野生鳥獣による農作物等被害の状況 

野生鳥獣による農作物被害は、中山間地域を中心に深刻な問題となっていますが、

これらの被害は、収益性の低下を招くのみならず、農業者の生産意欲の減退に伴う耕

作放棄など、農山村の集落機能の維持・存続にも影響を与えることから、被害防止へ

の取組の強化が重要な課題となっています。 

平成 24 年度（2012 年度）における鳥獣による被害金額は全体で約 25.1 億円となっ

ており、その割合をみると、イノシシが約 58％と最も高く、次いでサル、シカ、カラ

スがそれぞれ約 10％となっています。また、被害面積は約５千 ha となっており、被

害金額と同様イノシシの割合が最も高くなっています（図Ⅱ－５－11）。 

被害の推移をみると、平成 14 年度（2002 年度）以降、被害金額・被害面積ともに

概ね減少傾向で推移していましたが、平成 22 年度（2010 年度）は被害が大幅に増加

しました。平成 23 年度（2011 年度）以降は減少しています（図Ⅱ－５－12）。 

また、最近では、平坦部における被害やヌートリアやアライグマ等の特定外来生物

による被害の拡散が懸念されています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

被害金額・被害面積ともに対前年度で減少、イノシシによる被害が依然深刻 

図Ⅱ－５－11 平成 24 年度（2012 年度）被害金額及び被害面積 

資料：農林水産省生産局調べ 

 

中国四国 

５千 ha 
中国四国 

25.1 億円 
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（２）中国四国農政局等の取組 

ア 適切な鳥獣被害対策技術等の浸透 

（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では、平成

23 年度（2011 年度）から、各地域で鳥獣被害対策の中心的な役割を担う者を対象に、

研究成果の一層普及するため、開催県と連携の下、「鳥獣被害対策技術指導研修会」

を開催しています。平成 25 年度（2013 年度）は、香川県下で受講者の技術の向上と

各地域での適切な技術普及を図るため、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、アライ

グマ等の生態に応じた地域ぐるみの被害対策及び侵入防止柵の設置方法等の研修を行

いました。 

また、農林水産省では、野生鳥獣による農作物被害対策を効果的に実施するため、

平成 18 年度（2006 年度）から、野生鳥獣の生態や農作物被害対策に関する専門的な

知識や経験を有する者を農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーとして登録し、地域の

要請に応じて紹介する取組を行っています。平成 25 年度は、９件の要請があり、当該

アドバイザーを紹介しました。 

イ 鳥獣被害対策関係部局等の連携強化 

鳥獣被害対策の課題の解決に向けて、中国・四国地域野生鳥獣対策ネットワークで

は、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、現地検討会を開催しています。 

（ア）中国地域野生鳥獣対策ネットワーク 

 平成 25 年７月に中国地域野生鳥獣対策ネットワークが設立され、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）。詳細

は、トピック（Ｐ９）を参照ください。  

（イ）四国地域野生鳥獣対策ネットワーク 

四国地域野生鳥獣対策ネットワークは、平成 20 年５月に設立され、毎年度現地検討

図Ⅱ－５－12 中国・四国地域における鳥獣被害の推移（農作物） 

資料：農林水産省生産局調べ 

資料：農林水産省生産局調べ 
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資料：農林水産省生産局調べ 
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会が開催されています。平成 25 年度（2013 年度）の現地検討会は、平成 26 年１月 14

日から 15 日に徳島県石井町及び佐那河内村で開催されました。 

第 1 日目の研修会（石井町）では、近畿中国四国農業研究センターの研究員から、

①侵入防止柵の適切な設置及び補強方法、②イノシシ、シカ、サル、ヒヨドリ及びア

ライグマ等の生態と効果的な防除方法、③集落ぐるみの鳥獣被害対策における合意形

成の方法等について参加者に対するアドバイスと意見交換が行われました。 

第２日目の現地研修会（佐那河内村）では、カラスの大型捕獲檻（丸田地区）の仕

組みや捕獲状況の説明及び侵入防止柵（東府能地区）の集落点検等に関する現地研修

が行われました。    

     

資料：中国四国農政局作成 
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ウ 被害防止計画の作成及び鳥獣被害対策実施隊の設置状況 

 平成 25 年（2013 年）10 月末現在、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）に基づく被害防止計画は、中国

・四国地域全 202 市町村のうち 194 市町村（約 96％）で作成され、そのうち鳥獣被害

対策実施隊が設置されているのは、86 市町村（設置率約 44%）となっています。 

 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、今後一層、

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

の設置促進が望まれているところです（表Ⅱ－５－11）。 

 

 

 

 

県名等 全市町村数 
被害防止計画 

作成市町村数 

鳥獣被害対策実施隊 

設置市町村数 設置率（％）注 

全 国 1,742   1,369 745 54 

中四国計 202    194 86 44 

鳥取県 19     19 2 11 

島根県 19 17 7 41 

岡山県 27 26 8 31 

広島県 23 22 21 95 

山口県 19 19 11 58 

徳島県 24 23 15 65 

香川県 17 16 2 13 

愛媛県 20 19 4 21 

高知県 34 33 16 48 

      

      

 

  

エ 鳥獣被害防止総合対策交付金等の活用による鳥獣被害対策への支援 

 中国四国農政局では、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に加えて、④捕獲獣を

地域資源としての有効活用を図るための処理加工施設の整備等の地域協議会の活動に

対して、「鳥獣被害防止総合対策交付金」によって総合的に支援を行っているところ

です。平成 25 年度（2013 年度）は 136 協議会等で実施されています。 

 また、平成 24 年度（2012 年度）補正予算「鳥獣被害防止緊急捕獲等対策」により、

資料：農林水産省生産局調べ 

 注：設置率は、被害防止計画作成市町村のうち鳥獣被害対策実施隊を設置している 

市町村の占める割合を示す。 

表Ⅱ－５－11 被害防止計画作成及び鳥獣被害対策実施隊の設置状況 

（平成 25 年（2013 年）10 月末現在） 
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県協議会に資金を造成し、捕獲頭数に応じた緊急捕獲活動や侵入防止柵の機能向上に

対して支援を行っています。 

 

４ 環境に配慮した食料生産の推進 

（１）有機農業をはじめとする環境保全型農業の推進 

 農林水産省では、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、

土づくり等により、肥料・農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農

業を環境保全型農業と位置づけ、平成４年度（1992 年度）から全国的に推進していま

す。 

 平成 17 年度（2005 年度）からは、我が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視

したものに転換することを推進し、平成 22 年度（2010 年度）以降は新しい食料・農

業・農村基本計画に基づき、農地での炭素貯留、冬期湛水管理など環境保全効果の高

い営農活動の導入を促進しています。 

 そのための施策として、エコファーマーの取組への支援、環境保全型農業への直接

的な支援、有機農業の推進等を行っています。 

 

（２）エコファーマーの認定状況 

 

中国・四国地域におけるエコファーマーの認定状況は、平成 25 年（2013 年）３月

末現在、13,763 件となっており、前年度末（14,702 件）に比べ 6.4％減少しています

（表Ⅱ－５－12）。 

 

 

  平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 23 年 
平成 24 年 

認定件数 対前年比 

全国 1,126 98,946 211,557 216,287 201,760 93.3% 

中国四国 158 4,560 13,990 14,702 13,763 93.6% 

鳥取県 - 13 4,073 4,156 3,566 85.8% 

島根県 145 940 1,788 1,733 1,780 102.7% 

岡山県 - 11 703 726 659 90.8% 

広島県 - 78 358 451 470 104.2% 

山口県 - 1,344 3,009 3,447 3,395 98.5% 

徳島県 12 1,108 1,128 1,072 1,033 96.4% 

香川県 - 10 163 160 165 103.1% 

愛媛県 1 548 1,207 1,359 985 72.5% 

高知県 - 508 1,561 1,598 1,710 107.0% 

 

認定件数は 2012 年３月末に比べ 939 件減少 

表Ⅱ－５－12 管内のエコファーマー認定件数 

資料：農林水産省生産局調べ 

 

（単位：件） 
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（３）環境保全型農業直接支援対策の実施状況 

 

平成 23 年度（2011 年度）から、地球温暖化防止を目的とした農地土壌への炭素貯

留に効果の高い営農活動や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者等

に対して支援を行う「環境保全型農業直接支援対策」を実施しています。 

平成 25 年度（2013 年度）は、新たに支援対象取組が追加され全国的に取組件数、

取組面積ともに増加しています。 

中国四国管内でも 1,681 件（対前年比 109％）、3,381ha（同 136％）となっていま

す（表Ⅱ－５－13）。 

また、支援対象取組別にみると、カバークロップ等をはじめ、前年度と比べて各取

組とも増加しています（表Ⅱ－５－14）。 

 

 

 

　

取組件数 取組面積
取組件数

（対前年比）
取組面積

（対前年比）
取組件数

（対前年比）
取組面積

（対前年比）

全　国 6,622 17,009
12,985

（196％）
41,439

（243％）
15,980

（123％）
55,656

（134％）

中国四国 1,016 1,172
1,549

（152％）
2,488

（212％）
1,681

（109％）
3,381

（136％）

鳥取県 71 111 106 224 103 326

島根県 328 441 470 928 537 1,229

岡山県 63 92 94 171 93 203

広島県 56 88 79 242 117 505

山口県 78 106 160 374 177 487

徳島県 76 53 94 70 101 87

香川県 25 18 30 40 47 74

愛媛県 141 179 169 245 143 256

高知県 178 84 347 194 363 213

平成24年度 平成25年度平成23年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度の取組件数、取組面積はともに増加 

表Ⅱ－５－13 取組件数及び取組面積（見込み） 

資料：農林水産省生産局調べ 

注：平成 25 年度は、平成 26 年 1 月 31 日現在の取組状況（見込み） 

（単位：件、ha） 
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　 堆肥の施用

23年度 24年度 25年度 25年度 23年度 24年度 25年度 23年度 24年度 24年度 25年度

全　国 2,911 11,344 12,944 11,764 11,258 14,469 14,075 2,840 7,079 8,547 16,874

中国四国 326 981 1,071 762 682 958 1,071 165 550 - 477

鳥取県 40 143 154 88 70 70 78 1 11 - 6

島根県 204 358 341 308 114 256 327 124 314 - 254

岡山県 13 83 109 5 79 88 90 - - - -

広島県 1 13 33 256 60 95 103 27 134 - 113

山口県 62 300 342 77 39 61 68 5 14 - -

徳島県 4 4 7 - 45 62 66 4 3 - 14

香川県 - 17 20 29 18 23 25 - - - 0

愛媛県 1 54 53 - 177 189 197 1 2 - 6

高知県 1 9 11 - 80 114 118 3 72 - 84

カバークロップ 地域特認取組有機農業 冬期湛水管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－５－14 支援対象取組別の取組面積（見込み） 

資料：農林水産省生産局調べ 

注１：平成 25 年度は、平成 26 年１月 31 日現在の取組状況（見込み）。 

注２：堆肥の施用は、平成 25 年度から全国共通取組となったもの。 

注３：冬期湛水管理は平成 23、24 年度は全国共通取組であったが、平成 25 年度は地域特認取組とな

っている。 

注４：平成 23、24 年度のカバークロップの取組面積にはリビングマルチ、草生栽培の取組面積を含む。 

注５：「－」は事実のないもの。 

 

＜本対策の支援対象取組＞ 
カバークロップ：５割低減の取組 (化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から     

原則として５割以上低減する取組｡以下同じ｡)の前後のいずれかに緑肥等を
作付けする取組 

堆肥の施用   ：５割低減の取組の前後のいずれかに堆肥を施用する取組  
有機農業    ：化学肥料及び農薬を使用しない取組 
冬期湛水管理  ：５割低減の取組とセットで行う冬期間の水田に水を張る取組 
地域特 認取組  ：地 域の環 境や農 業の実 態等を 勘案し た上で 、地域 を限定 して支 援の     
         対象とする、５割低減の取組とセットで行う取組  
 

（単位：ha） 
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（４）有機農業・環境保全型農業の推進状況 

ア 管内各県における有機農業推進計画の策定 

有機農業の推進に関する法律（以下「有機農業推進法」という。）第７条に基づき、

各県は有機農業の推進に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）に即して、

有機農業の推進に関する施策についての計画（以下「推進計画」という。）を定める

よう努めなければならないとされており、平成 22 年（2010 年）12 月までに管内全県

で推進計画が策定されたところです。その後、情勢等の変化などを踏まえ改定等が行

われています（表Ⅱ－５－15）。 

なお、平成 26 年（2014 年）４月に新たな基本方針が策定され、これに即して、各

県は推進計画の策定に努めることとなっています。 

 

 

 

県 計画名 時期 

鳥取県 鳥取県有機・特別栽培農産物推進計画 平成 24 年１月改正 

島根県 島根県有機農業推進計画  平成 25 年３月改定 

岡山県 岡山県有機無農薬農業推進要綱 平成 19 年７月改正 

広島県 広島県環境にやさしい農業推進方針 平成 22 年 12 月制定 

山口県 山口県有機農業推進計画  平成 20 年３月策定 

徳島県 徳島県有機農業推進計画 平成 24 年３月一部改訂 

香川県 香川県有機農業推進計画  平成 21 年３月策定 

愛媛県 愛媛県有機農業推進計画 平成 23 年 11 月改正 

高知県 高知県有機農業推進基本計画 平成 20 年５月策定 

 

イ 有機農業地区推進事業、有機農業供給力拡大地区推進事業による支援 

農林水産省では、有機農業地区推進事業により、有機農業に取り組む産地が策定し

たプログラムに基づく販売企画力、生産技術力、人材育成力をそれぞれ強化する取組

を支援するとともに、平成 25 年度（2013 年度）には、新たに有機農業供給力拡大地

区推進事業により、安定供給力、産地販売力、有機農業者育成力をそれぞれ強化する

取組に対して支援を行っています（表Ⅱ－５－16）。 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－５－15 中国四国地域における各県の推進計画 



- 249 -

 

 

 

県 名 協議会名 産 地 取組の主な内容 

高知県 

四万十町有機農業

推進協議会（有機

農 業 地 区 推 進 事

業） 

四万十町 

しょうがの有機農業に取り組んでおり、安定的な

取引先の新規開拓のために、マッチングフェアに参

加するとともに、種芋の確保のための保管技術の実

証、雑草防除技術の実証に取り組んでいる。 

また、有機 JAS 認定農業者の増加及び有機農業者

の育成力強化を図るため、講習会を開催している。 

徳島県 

小松島市生物多様

性農業推進協議会

（有機農業供給力

拡 大 地 区 推 進 事

業） 

小松島市 

水稲、野菜の有機農業に取り組んでおり、廃菌床

シイタケの廃菌床堆肥やミミズ覆土を推奨し、毎月

の栽培技術講習会において、地域資源及び有機農業

生産技術を周知している。 

田んぼの生きもの調査の実施による消費者との

関係構築に努め、食農教育、医農連携を図るととも

に、イベント等に参加し、販路拡大を図っている。 

 また、NPO とくしま有機農業サポートセンターと

ともに、有機 JAS セミナーを開催し、認証を目指す

農家の支援をしている。 

愛媛県 

西予市有機農業推

進協議会（有機農

業供給力拡大地区

推進事業） 

西予市 

水稲とかんきつを中心に有機農業に取り組んで

おり、外部主催の有機農業技術勉強会に参加すると

ともに、有機農産物の栄養分析をして高付加価値化

の取組を行っている。 

生協との商談会、イベント等に参加することによ

り、販路拡大の取組を行っている。 

さらに、外部講師を招いて学習会を開催するとと

もに、オーガニックフェスタに参加している。 

 

（５）中国四国地域環境保全型農業推進連絡会議の取組 

 中国・四国地域では、環境保全型農業と有機農業を円滑かつ効果的に推進するため、

管内各県、各県農業協同組合中央会、中国四国農政局、学識経験者等からなる中国四

国地域環境保全型農業推進連絡会議を設置しています。 

 本連絡会議では、全国環境保全型農業推進コンクールに推薦する事例の選定と表彰

や各地における環境保全型農業や有機農業の取組についての事例を収集・情報発信す

る他、次の取組を行っています。 

  

表Ⅱ－５－16 中国四国地域における有機農業地区推進事業、 

有機農業供給力拡大地区推進事業の取組 
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ア 有機農業推進フォーラムの開催 

平成 25 年度（2013 年度）は、有機農業の推進に関する基本的な方針の見直しが行

われており、今後、中国・四国地域において、新たな基本方針に基づき、有機農業の

総合的かつ計画的な施策を推進し、有機農業を一層拡大させるため、中国・四国地域

では初めての試みとして平成 26 年（2014 年）３月７日に岡山市で有機農業推進フォ

ーラムを開催しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 第 19 回環境保全型農業推進コンクール表彰式及び環境保全型農業等推進フォ

ーラムの開催 

環境保全型農業及び有機農業の確立を目指して、意欲的に経営や技術の改善に取り

組み、地域の農村環境保全活動に貢献している優良な事例を積極的に発信し、環境保

全型農業に対する理解を深めるとともに、環境保全型農業直接支援対策の一層の拡大

を図るため、平成 26 年（2014 年）３月 24 日に岡山市で第 19 回環境保全型農業推進

コンクール表彰式及び環境保全型農業等推進フォーラムを開催しました。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

有機農業推進フォーラムの開催 

 第 19 回環境保全型農業推進コンクール表彰式及び 

環境保全型農業等推進フォーラムの開催 
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受賞者 取組内容 

【優秀賞】 

有限会社 宝箱 

（島根県松江市） 

       

農業生産法人有限会社宝箱は、平成 15 年（2003 年）から循環型農業を

実践し、植物性堆肥と有機肥料で茶の有機栽培を行うとともに、自社工

場で加工、製茶、火入れ、袋詰めまで一貫した品質管理を行っており、

平成 22 年（2010 年）には荒茶工程までの有機 JAS 認定を取得し、平成

23 年（2011 年）に加工工程の有機 JAS 認定を取得しています。 

造園業で培った自家製の植物性堆肥の投入による徹底した土づくり、

毎月の手取り除草と機械除草後の木屑チップの敷設による除草技術、同

社のある大庭空山の地形・気候を活用した防風林の設置、計画的な枝の

更新、誘蛾灯の設置等で化学合成農薬を使用しない栽培方法を確立し、

高品質な茶葉の安定生産につながっています。 

同社が確立した有機栽培技術は、県内茶生産者や有機ネットワークに

情報提供するとともに、新たな技術については、「持続農業研究会」や

「島根県有機の郷ネットワーク」、市内小売店の出荷者で作るエコマル

シェの会への参加、茶の技術者を招いた現地研修会の開催により、全国

の先進地の技術・情報を収集しています。 

また、新たな自社ブランドの商品開発・販売を目的に、平成 24（2012

年）年２月に「地域資源を活か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」に基づく総合化事業計

画の認定を受けています。更に、販路開拓を目的に、県内外の商談会や

東京にある島根県のアンテナショップに参加し、消費者ニーズの把握に

よる商品の品質向上、新商品開発に活かしています。 

平成 21 年からの地域の小学校、中学校、農林高校、県立農林大学校と

の体験学習の取組が縁となり、同社が雇用就農の受け皿（女性の雇用）

として地域農業に貢献しており、今後も継続して雇用就農の取組を進め

ることとしています。 

さらに、耕作放棄地再生利用対策事業の導入により、耕作放棄地 3.7ha

が解消し、5.8ha の耕作放棄地対策を行っています。 

 

第 19 回環境保全型農業推進コンクール優秀賞受賞団体 

島根県 

松江市 
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５ 農林水産物・食品の輸出への取組の支援 

（１）農林水産物・食品の輸出の現状 

 

農林水産物・食品の輸出額の推移をみると、日本産農林水産物・食品は｢安全で高品

質｣という特質によりアジア等の富裕層、中間層に評価され輸出を伸ばしていました

が、円高や平成 23 年（2011 年）３月の東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響

などにより落ち込みが生じていました。 

しかし、平成 25 年（2013 年）の輸出額については、5,505 億円（対前年 22.4％増）

となっており、昭和 30 年（1955 年）に輸出額の統計を取り始めて以来の最高値とな

りました（図Ⅱ－５－13）。 

 

 

   

日本産農林水産物・食品の輸出に当たっては、日本産農林水産物・食品のイメージ

を回復し、改めて安全性をアピールするとともに、輸出戦略を再構築していくことが

必要と考えられる中、農林水産省は、平成 25 年（2013 年）８月 29 日に「農林水産物

・食品の国別・品目別輸出戦略」を公表しました。 

今後は、平成 32 年（2020 年）までに農林水産物・食品の輸出額を１兆円規模へ拡

大することを目標に、諸外国政府に対し、原発事故の影響が過剰な規制とならないよ

う働きかけを行っていくとともに、放射性物質の検査のための体制の整備を進め、日

本産農林水産物・食品のイメージ回復のための対策や日本食文化の普及に取り組みつ

つ、輸出に係る農林漁業者、食品企業等に対する支援を行っていきます。 

 

（２）中国四国農政局の取組 

 

ア 輸出証明書の発行 

平成 23 年（2011 年）３月 11 日の東京電力福島第一原子力発電所の事故以来、諸外

国から求められている食品等に対する輸出証明書の発行が必要となりました。その発

2013 年の輸出額は 5,505 億円 

輸出証明書の発行等 

図Ⅱ－５－13 農林水産物・食品の輸出額の推移 

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成 
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行業務については、平成 23 年（2011 年）４月より一部を除き道府県がその業務を実

施してきました。 

平成 25 年（2013 年）４月から農林水産省が一元的に行うこととし、地方農政局等

（北海道農政事務所及び沖縄総合事務局を含む。）及び主要港湾を管轄地域内に擁す

る地域センターで証明書の発行業務を実施しています。 

中国四国農政局では、輸出証明書発行室を設置し、平成 25 年（2013 年）４月１日

より輸出証明書の申請の受付及び発行を開始しました。 

平成 25 年（2013 年）４月から平成 26 年（2014 年）３月までの証明書発行概要は、

次のとおりです。 

○ 輸出証明書の発行の概要 

 

    

     

 

イ セミナー等の開催 

輸出に意欲のある生産者や食品事業者等を対象として、「農林水産知的財産保護コ

ンソーシアム知的財産講演会」を関係機関と共催で岡山市において開催しました（平

成 25 年（2013 年）12 月 17 日）。 

資料：中国四国農政局調べ 
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講演会には 88 人の参加があり、農林水産物を輸出するに当たって必要な輸出先国に

おける「関税」、「動物・植物検疫」、「残留農薬基準」等の諸制度と、「国内外の

商標登録等への対策」について認識を深めました。 

 

     

     

     

     

  

 

 

 

 

（３）中国・四国地域における取組 

 

中国・四国地域においては、鳥取県の二十世紀梨、岡山県の白桃・ぶどう、広島県

のかきやかんきつ、愛媛県のかんきつやブリ等を台湾・香港をはじめとするアジア地

域を中心に商業ベースの輸出が行われています。 

また、ロシア航路の開設を契機に試みられていた鳥取県のロシア向け果実の輸出に

ついては、本格的な輸出の段階となりつつあり、複数産地が連携して農林水産物の混

載による輸出の動きも出始めています。 

 

 

 

 

 

６ 農業技術の研究開発と普及 

（１）中国・四国地域の農業研究の推進状況 

農林水産省では、農林水産業・食品産業に係る農業研究について、基礎研究から実

用化段階まで継ぎ目なく技術開発を支援する「農林水産業・食品産業科学技術研究推

進事業」を活用し、現場の技術的課題の解決に向けて実用技術の早急な開発を推進し

ています。 

平成 25 年度（2013 年度）は、中国・四国地域における現場の多様なニーズに対応

した技術の実用化に向けた４課題が採択されています。 

 

 

 

中国四国農政局ホームページ「農林水産物等の輸出促進対策」 

中国四国農政局の輸出に関する取組や関連情報等を紹介。 

アドレス：http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/export/index.html 

 

様々な農林水産物を商業ベースで輸出 

農林水産知的財産保護コンソーシアム知的財産講演会 
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中核機関 採択課題名 

近農研＊ 

 

画期的 WCS 用稲「たちすずか」の特性を活かした微細断収穫調製・給与

体系の開発実証 

岡山大学 西日本のモモ生産安定のための果肉障害対策技術の開発 

広島県 凍結含浸法を利用した常温流通可能な形状保持軟化介護食の製造技術

の開発 

山口大学 都市近郊野菜に光害が発生しない夜間照明技術の開発 

 ＊(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 

 

（２）地域研究・普及連絡会議の開催 

農林水産省では、農業の生産性向上と地域における試験研究及びその成果の普及・

実用化を推進するため、農政局単位で「地域研究・普及連絡会議」を設置しています。 

中国四国農政局においては、平成 25 年（2013 年）10 月 29 日に管内各県の行政機関、

普及組織及び試験研究機関、(独)近畿中国四国農業研究センター等の参画の下「中国

四国地域研究・普及連絡会議」を開催しました。 

 本会議では、生産現場における研究成果の普及･実用化に向けて、研究機関と普及組

織の連携強化を図る上での課題や対応方策について意見交換会を行ったほか、農林水

産省のプロジェクト研究や現場段階での技

術的課題及び農業新技術 2014の候補につい

て協議しました。 

また、稲作の低コスト化及び作業の効率

化を図るための重要な技術である「水稲鉄

コーティング直播栽培」の普及拡大に向け

た課題解決の対応策を検討するため、（独）

近畿中国四国農業研究センターとの共催

で、平成 25 年（2013 年）７月 17 日に「水

稲鉄コーティング直播栽培にかかる現地検討会」（参加者約 90 人）を開催しました。 

 

７ 知的財産の創造・保護・活用 

 

 農山漁村の６次産業化を推進し、農山漁村地域の利益を確保していく手段としても

知的財産の創造・活用の取組は益々重要であることから、平成 22 年（2010 年）10 月

より中国四国農政局に「知的財産総合相談窓口」を設置し、農林水産業関係者からの

知的財産に関する相談・質問の対応に努めています。 

 
「知的財産総合相談窓口」の設置 

アドレス：http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/tizai/101001.html 
 

知的財産総合相談窓口の設置 

水稲鉄コーティング直播栽培にかかる現地検討会 


