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１ 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉  

１ TPP 協定交渉の経緯 

TPP 協定は、アジア太平洋地域において、モノの関税だけでなく、サービス、投資

の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律な

ど、幅広い分野で 21 世紀型のルールを構築する経済連携協定です。 

TPP 協定交渉は、平成 22(2010)年３月からシンガポール、ニュージーランド、チリ、

ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナムの計８か国で交渉を開始し、その後、マレ

ーシア、メキシコ、カナダが、そして、平成 25(2013)年７月に日本が交渉に参加しま

した。 

その結果、平成 27(2015)年 10 月５日に米国のアトランタで開催された TPP 閣僚会

合において、TPP 協定が大筋合意に至り、平成 28(2016)年２月４日にニュージーラン

ドのオークランドで開催された TPP 署名式において、TPP 協定が署名されました。 

 

２ TPP 協定交渉の大筋合意の内容 

我が国は、衆参両院の農林水産委員会の決議を受け、国内の農林水産業や農山漁村

に悪影響を与えないよう粘り強く交渉を行い、その結果、重要５品目（米、麦、甘味

資源作物、牛肉・豚肉、乳製品）を中心に、関税撤廃の例外に加えて、国家貿易制度

・関税割当の維持、セーフガードの確保、関税削減期間の長期間化等の有効な措置を

獲得しました。 

また、TPP 協定参加国の対日関税に関する大筋合意では、我が国農林水産物・食品

の輸出拡大の重点品目の全て（牛肉、米、水産物、茶等）で関税撤廃を獲得しました。 

 

 

 

 

資料：内閣官房 TPP 政府対策本部資料 

 

TPP 大筋合意を受け、「農政新時代」に向けた各種の施策を実施 

重要５品目の合意内容 
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３ 「総合的な TPP 関連政策大綱」の策定 

TPP 協定交渉は、我が国の暮らしや企業活動等に様々な利点をもたらすことが期待

される一方で、懸念・不安の声が寄せられていたこともあり、合意内容を丁寧に説明

するとともに、農林水産物が引き続き再生産可能となるよう、さらに、成長産業とし

ての力強い農林水産業を作り上げるための万全の施策を講ずる必要があります。 

このため、平成 27(2015)年 11 月の TPP 総合対策本部で「総合的な TPP 関連政策大

綱」を策定し、平成 27(2015)年度補正予算において、緊急に実施すべき施策に係る予

算を措置しました。 

 

 

 

 

また、農林水産省では、「総合的な TPP 関連政策大綱」を踏まえた農林水産分野の

対策について、地方公共団体及び関係団体、関係者等に説明するため、「農政新時代

キャラバンブロック別説明会及び県別説明会」を開催しました。 

総合的な TPP 関連政策大綱 
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中国・四国地域では、１月 15 日の四国ブロック（兼香川県）説明会から２月８日の

島根県説明会まで計９ヶ所で説明会を開催し、全体で約 1,300 名の参加がありました。 

 

 

 

ブロック・県 開催日 開催場所 

参加者数(名) 

内  容  
総論 

分科会 

水 田 ・
畑作 

園芸 畜産 

中国兼岡山 １月 19 日 岡山市  188 84 55 84 総論：農林水産省から、

農政新時代パンフレット
に沿って順次説明を行
い、その後質疑応答。 

 
分科会：農林水産省から、
資料に沿って品目別に順

次説明を行い、その後質
疑応答。 

四国兼香川 １月 15 日 高松市 92 49 40 59 

鳥取 １月 25 日 倉吉市 141 55 30 37 

島根 ２月 ８日 出雲市 309 156 70 67 

広島 １月 27 日 広島市 128 60 29 34 

山口 １月 20 日 山口市 166 65 33 40 

徳島 １月 26 日 徳島市 110 59 44 34 

愛媛 １月 18 日 松山市 122 53 42 39 

高知 １月 29 日 高知市 93 37 34 21 

計 1,349 618 377 415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各会場では、今回の「総合的な TPP 関連政策大綱」における具体的な対策はもとよ

り、土地改良制度の在り方、残留農薬基準等の食の安全、食料自給率の見通し、収入

保険制度に関することなど、様々な質問があり、また、中国・四国地域は中山間地域

を多く抱えるため、産地パワーアップ事業や農地中間管理事業の実施にあたり、中山

間地域に配慮してほしいといった要望などがありました。 

これらの質問に対し、現在の状況、今後の検討方向等について、より詳細な説明を

行うとともに、今後も現場の皆さんの意見を聞きながら、また、確実な情報提供を行

いながら対策を進めていく旨を回答しました。 

特に、中国四国農政局からは、「農家の皆様からのご相談に対しては、農政局だけ

ではなく平成 27（2015）年 10 月に発足した各支局においても対応する体制を整えて

いるので、不安や懸念を抱かれているようであれば、ぜひ遠慮なくご連絡いただき、

活用していただきたい」との回答を行っています。 

中国ブロック(兼岡山県)説明会の様子 四国ブロック(兼香川県)説明会の様子 

農政新時代キャラバンブロック・県別説明会開催状況 
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４ TPP 協定の経済効果分析 

政府は平成 27(2015)年 12 月 24 日に、TPP 協定が発効した場合、我が国のマクロ経

済に与える経済効果を分析し公表しました。 

この分析は、関税に関する効果に加え、非関税措置によるコスト縮減、貿易・投資

促進効果、さらには貿易・投資が促進されることで生産性が向上することによる効果

等も含めた総合的な経済効果分析です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣官房 TPP 政府対策本部資料 

TPP 協定の経済効果分析 
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２ ～人口減少社会に向けての取組と地域の活性化のために～  

    「新たな食料・農業・農村基本計画」 

１ 新たな食料・農業・農村基本計画の概要 

食料・農業・農村基本計画は、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料・農業

・農村に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであり、平成 12（2000）

年の策定以後、情勢変化等を踏まえ、おおむね５年ごとに見直すこととされています。 

前回の基本計画が平成 22(2010)年に策定され、おおむね５年を迎えることから、平

成 26(2014)年１月から食料・農業・農村政策審議会において基本計画の見直しの検討

が開始され、また、審議会での検討と併せて、国民の皆様からの意見・要望の募集や

各ブロックでの地方意見交換会等を実施し、平成 27(2015)年３月 31 日に新たな食料

・農業・農村基本計画（以下「新たな基本計画」という。）が閣議決定されました。 

新たな基本計画においては、現在、農業・農村が、農業就業者の高齢化や農地の荒

廃など、極めて厳しい状況にある中、農業・農村の明るい展望を切り拓くとともに、

農地・農業用水などの地域資源を確実に次の世代へと継承していくため、農業の構造

改革、国内外の新たな需要の取り込み等を通じて農業や食品産業の成長産業化を進め

る産業政策と、構造改革を後押ししつつ、農業・農村の多面的機能の発揮を進める地

域政策を車の両輪として、施策を展開していくこととしています。 

 

２ 新たな食料・農業・農村基本計画の周知に向けた取組 

農林水産省では、新たな基本計画で示した施策等を着実に進めていくためには、現

場とキャッチボールをしながら、新たな基本計画の内容、考え方を現場の皆様に御理

解をしていただくことが重要と考え、中国四国農政局管内では、平成 27（2015）年４

月下旬から５月下旬にかけて、中国及び四国ブロック説明会並びに県別説明会を実施

しました。 

さらに、関係団体からの要請に基づく講演会・勉強会等における概要説明、広報誌

・機関誌等への寄稿等を行い、関係者の皆様への周知を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな食料・農業・農村基本計画の着実な推進に向けて積極的に説明会等を実施 

中国ブロック(兼岡山)説明会の様子     四国ブロック(兼香川)説明会の様子 
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新たな食料・農業・農村基本計画について 
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３ 現場と農政を結ぶ役割を担う地方参事官等の配置  

「農林水産業・地域の活力創造プラン」や新たな「食料・農業・農村基本計画」に

基づく農政改革を着実に推進するため、平成 27(2015)年 10 月 1 日に農政局及び各県

の地域センターが見直され、新たに、農政局長の直属で農政についての説明や相談に

対応する地方参事官が県庁所在地に配置されました。この地方参事官は農政全般に関

する「地域農政のコンサルタント」として、自治体等と協力して農政課題の解決に取

り組んでいます。 

 

 

 

 中国四国農政局では、平成 27（2015）年 10 月１日に中国四国農政局（岡山県岡山

市）において、「中国四国農政局各県支局の開所式」を 

開催しました。 

開所式には、管内９支局の地方参事官が出席し、辞令 

交付、地方参事官による決意表明を行いました。 

  また、局長から「農政改革を着実に推進するため、こ 

れまで以上に地域と連携して現場第一で進めていく。こ 

れから一層、地域の人々に頼られる農政局にしていきま 

す。」と挨拶がありました。 

閉会後、各県地方参事官は、それぞれ各県職場において看板の除幕を行い、新たな

拠点での業務を開始しました。 

 

組織再編の概要 

組織再編の概要 

中国四国農政局での取組 

挨拶を行う局長 
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 地方参事官やそのスタッフが担う「現場と農政を結ぶ業務」では、予算の概算要求

時、概算決定時のほか、重要施策の決定等の時期に、定期的かつ計画的に訪問し、農

政施策全般について情報提供することなど、県・市町村・農業団体等へ「現場」のニ

ーズに応じたきめ細やかで丁寧な説明を実践していくこととします。 

 また、先進的・特徴的な農業の取組等、全国の参考となる事例等の情報を積極的に

収集し必要に応じて「現場」へ直接訪問して調査を行い、情報の量・質を高めるなど

の対応に努めます。 

これらの「農政を現場に伝える」、「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決

する」という役割を通じて、強い農林水産業と美しく活力ある農山漁村の実現に寄与

していくとともに、「現場」から地域農政を進める上でのよきアドバイザーとして期

待され、信頼される組織作りを目指します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

現場と農政を結ぶ業務の概要 

今後の推進 
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４ 需要に応じた米生産の推進  

１ 飼料用米推進キャラバン 

 米政策の見直しについては、平成30(2018)年産を目途に行政による生産数量目標の

配分を行わず、生産者や生産者団体等は、国が示す需給見通しや産地別のきめ細かな

需要実績、販売進捗・在庫情報等を踏まえ、自らの経営判断や販売戦略に基づきどの

ような作物をどれだけ生産するかを決定していくこととなります。 

中国四国農政局では、平成 30(2018)年産を見据え、平成 27(2015)年産米の需給バラ

ンスの改善に向け、主食用米から需要のある飼料用米等への転換を推進していくため

の取組を行いました。 

 具体的には、田植えが始まる前に、農政局と地域センターの職員が各県に直接出向

いて、県、県中央会、全農県本部と飼料用米等の取組の状況、課題、取組方針等につ

いて意見交換を行いました。 

 さらに、平成 27(2015）年５月 29 日に平成 27(2015)年産の飼料用米の中間的取組状

況の公表を受け、飼料用米等の取組計画書の提出期限が延長された７月末までの間、

飼料用米の一層の生産拡大を推進するため、生産数量目標 1を上回る見込みの地域を重

点地域と位置づけ、農政局と地域センターの職員による市町村、生産者団体へ主食用

米の需給状況と飼料用米の取組について理解促進に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「多収品種の導入に関する中国四国地域飼料用米現地研究会」の開催 

 飼料用米については、「『日本再興戦略』改訂 2015」（平成 27(2015)年６月 30 日

閣議決定）において、10 年後に担い手の 60kg 当たりの生産コストを５割程度低減さ

せる目標が設定され、その本作化に向けた取組が進められています。 

  中国四国農政局では、多収品種の積極的な導入に向けて、平成 27(2015)年 10 月 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 客観的な需要予測を基礎に設定された主食用米の生産数量の目標。 

県、農業者団体、市町村等との意見交換 

1 トン取りを目指して多収品種の導入を推進 

 

水稲作付状況（中国・四国計 平成 26(2014)年産との対比） 
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多収品種「北陸 193 号」 

ほ場視察の様子 

日に山口市において、多収品種を栽培している水田で現地 

調査を行うとともに、多収品種導入に向けた課題や今後の 

対応方策に関する意見交換を行いました。 

 当日は、農業者、生産者団体、行政、農機具メーカー等 

約 90 名が参加し、多収品種「北陸 193 号」で１トン/10a 

取りを目指して生産しているほ場を視察し、多収に向けた 

栽培方法、今後に向けた課題等について説明がありまし

た。 

その後、別会場で、「飼料用米の生産拡大の取組とその 

利用」、「飼料用多収品種の多収性を引き出す栽培法」等 

の話題提供を行った後、「水稲の多収に向けた技術と生産 

コスト低減における現状と課題解決に向けて」をテーマに 

パネルディスカッションを行いました。パネラーからは、 

生産面では多収に向けた栽培方法、品種特性、生産コスト 

低減に向けた課題、需要の面からは品質、保管、国の支援 

策等について幅広く意見交換が行われました。 

 

３ 平成 27(2015)年産の主食用米の生産状況 

 平成 27(2015)年産においては、飼料用米キャラバンを実施する中、生産者や生産者

団体自らが国から示された生産数量目標、需給状況等を参考に、主食用米から需要の

ある飼料用米、麦、大豆等へ作付転換が進められました。その結果、中国四国農政局

管内では、いずれの県でも飼料用米の作付が前年をおおむね２倍以上に増加するなど、

農政局管内全体では、生産数量目標の配分が始まった平成 16(2004)年以降初めて超過

作付が解消されました。 

 

 

 

 

 

生産数量目標の配分を始めた平成 16(2004)年以降初めて超過作付が解消 

 

資料：農林水産省「全国の需給調整の取組状況の推移」 

注：主食用米作付面積－生産数量目標面積換算値 

生産数量目標に対する主食用米作付面積の状況（中国・四国計）  
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５ 地理的表示保護制度について  

平成 26(2014)年６月 25 日に公布された「特定農林水産物等の名称の保護に関する

法律（地理的表示法）」（平成 26 年法律第 84 号）が、平成 27（2015）年６月１日に

施行され、登録申請の受付が開始されました。 

本法律に基づく地理的表示保護制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水

産物・食品等のうち品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きが特定でき

る産品について、その名称を知的財産として保護する制度です。制度の概要は以下の

とおりです。 

 

 

地理的表示保護制度の概要 
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中国四国農政局では、制度の内容や登録申請の具体的な方法に関する「地理的表示

保護制度に関する説明会」を平成 27(2015)年４月 20 日に岡山市で開催し、農林漁業

団体、地方自治体等約 100 名の参加がありました。 

本説明会では、参加者から「産品の特性をどの 

ように記載すればよいか」、「地域団体商標との 

違いについて」など活発な質疑・応答が交わされ 

ました。 

農林水産省では、地理的表示保護制度の情報提 

供や登録申請に係る相談を一元的に受け付ける支 

援窓口として「地理的表示保護制度活用支援中央 

窓口」（GI サポートデスク）を一般社団法人食品需給研究センターに設置しており、

中国四国農政局では、GI サポートデスクと連携し、県別説明・相談会を９回開催する

とともに、登録申請にあたって制度説明会の要望があった４県及び生産者団体等に対

して、制度や申請方法の説明を行い、多数の産品の相談を受け、助言等を行いました。 

また、管内各県の地方参事官が各市町村、JA 等を訪問し制度周知を行うとともに、 

消費者団体に対して、登録産品の情報提供を行いました。 

さらに、平成28(2016)年３月22日から４月８日までの間、中国四国農政局「消費者

の部屋」展示コーナーにおいてパネル展示による制度の紹介、伊予
い よ

生糸
い と

等関連グッズ

の展示を行う等制度の普及・啓発に努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28(2016)年２月２日に「伊予生糸」、同年３月 10 日に「鳥取砂丘らっきょう

・ふくべ砂丘らっきょう」が登録されました。登録産品の概要は以下のとおりです。 

 

中国・四国地域の地理的表示登録産品 

説明会の様子 

 

 

消費者の部屋の様子 

 

山口県説明・相談会の様子 

 

地理的表示保護制度の周知と取組 
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１ 伊予生糸 

                              

  

  

  

  

  

  

  

 

２ 鳥取砂丘らっきょう・ふくべ砂丘らっきょう 

                                  

伊予生糸              多条繰糸機 

登録番号 第10号

登録日 平成28年2月2日

団体 愛媛県西予市蚕糸業振興協議会

区分 第42類 生糸類 家蚕の生糸 

名称 伊予生糸(イヨイト)、Iyo Raw Silk

生産地 愛媛県西予市

特性
時間をかけて丁寧に繭から糸を引き出すため、蚕がS字状に吐いて作った
糸の繊維のうねりがそのまま残り、嵩高となる。また、光沢があり、ふ
んわりと柔らかい風合いの糸。

地域との結びつき
生の状態で冷蔵保存した繭を原料とする生繰り法により、テンション
（張力）を抑えつつ低速で、かつ、多数の繭から繰糸する多条繰糸機を
用いて生産する貴重な産地。

らっきょう畑 鳥取砂丘らっきょう・ 

ふくべ砂丘らっきょう 

登録番号 第11号

登録日 平成28年3月10日

団体 鳥取いなば農業協同組合

区分 第２類 野菜類 らっきょう

名称
鳥取砂丘らっきょう(トットリサキュウラッキョウ)
ふくべ砂丘らっきょう(フクベサキュウラッキョウ)

生産地 鳥取県鳥取市福部町内の鳥取砂丘に隣接した砂丘畑

特性
身が締まっているうえ、各鱗片の厚みもほぼ同一で、食感の「シャキ
シャキ感」が良く、らっきょうの外観が白い。

地域との結びつき
鳥取砂丘に隣接した砂丘畑は、地力が低いことと、風が強く空っ風であ
り、砂質の環境（70mもの砂の層）であるがゆえに無駄な水分や栄養素等
がないため、らっきょうの栽培に適している。
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６ 農地整備を基盤とした農村振興  

１ 地区概要 

 愛媛県の南西部に位置する真
ま

穴
あな

地区は、温暖な気候と排水性の良い石垣造の段々畑

により、高品質のみかんが生産されるようになり、昭和 39（1964）年にかんきつ産地

初の天皇杯を受賞するなど、優良なみかんの産地として認められました。しかし、慢

性的な水不足と急峻な地形により労働生産性は低い状態でした。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基盤整備の実施 

昭和 42（1967）年の大干ばつを契機に南予
な ん よ

地域の２市７町（当時）の地域住民の強

い要望を受け、昭和 49（1974）年に国営南予用水事業が着手されました。 

末端の県営かんがい排水事業や農道等の基盤整備の充実により、農業用水の安定供

給と労働生産性の向上が図られました。 

（１）国営南予用水事業（昭和 49(1974)年～平成８(1996)年） 

  県営かんがい排水事業（昭和 57(1982)年～平成８(1996)年） 

   県営畑地帯総合整備事業（平成７(1995)年～平成 15(2003)年）  

    事業内容：かんがい排水施設及び農道等 

（２）産地再生関連施設緊急整備事業（平成 24(2012)年） 

    事業内容：高度な品質管理を行う選果機を導入 

（３）農業競争力強化基盤整備事業（平成 21(2009)年～）  

    事業内容：農道 L=3.9km 等 

【付帯県営事業による施設整備】 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域農業の維持・発展に向けた取組 

国・県によるかんがい排水施設や農道等の基盤整備の充実により、農業用水の安定

基盤整備等を契機とした産地競争力の向上への先進取組事例 

急峻な段々畑          かんきつ産地初の天皇杯受賞 

多目的自動化施設        モノレール          排作道 
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供給と労働生産性の向上が図られ、産地としての競争意識が高まり、高度な品質管理

を行うことで、更なるブランド力の向上が図られました。 

（１）担い手の育成 

若手農業者からなる「真穴青壮年同志会」を設立し、営農技術の情報交換や担い手

への技術の継承を行い産地の安定化に繋げています。 

（２）高品質化と個性化によるブランド力の向上 

ブランド力の向上のため、糖度・酸度・ 

傷果を選別する最新鋭の選果機を導入し高 

品質化を図り、さらにうんしゅうみかんの 

一つ一つにシールを貼り、個性化するなど 

日本で唯一の取組を行っています。また、 

新たな商品開発として生産者・栽培エリア 

・栽培方法など品質管理基準を限定した「ひなの里」（ブランド）の展開に取り組ん

でいます。 

（３）労働力不足の解消と都市農村交流 

収穫期の労働力不足の解消に向けて、市のサポートを受けながらアルバイターによ

る労働力確保を行っています。アルバイターは県内外の都市住民が多く、リピーター

となり「真穴ファン」の取り込みに繋がっています。 

 

４ 基盤整備及び地域農業の取組の効果 

（１）戸別平均売上高 

売上高：約 900 万円/戸（平成６(1994)年度）→ 約 1,000 万円/戸（平成 26(2014)

年度）   

受入量：7,300ｔ（平成６(1994)年度）→ 7,800ｔ（平成 26(2014)年度） 

（２）年間労働時間（農道整備による営農労力の節減） 

労働時間：704hr/ha/年（平成６(1994)年度：農道未整備） 

    → 488hr/ha/年（平成 26(2014)年度：農道整備済） 

（３）個性化商材 

「ひなの里」受入量 503t（平成 26(2014)年度） 

（４）農地の流動化 

新規就農者５名（過去５年間） 

（５）アルバイター制度 

宿泊所「マンダリン」（平成 27(2015)年度開設） 

：利用者 25 名 

ホームステイ等：32 名（平成６(1994)年度）→約 150 名（平成 27(2015)年度） 

 

 

 

704
488

0

200

400

600

800

整備前 整備後

(hr/ha/

年)
農道整備による労力節減

30％削減

真穴地区ブランドのうんしゅう 

みかん「ひなの里」    
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７ 「ディスカバー農山
む

漁村
ら

の宝」中国四国応援プロジェクト  

１ 「ディスカバー農山漁村の宝」中国四国応援プロジェクト 

「ディスカバー農山漁村の宝」は、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すこと

により地域の活性化、所得向上等に取り組んでいる優良事例を「農山漁村の宝」とし

て選定し、全国に発信することを通じ 

て「強い農林水産業」、「美しく活力 

ある農山漁村」の実現に結び付けてい 

く取組です。 

中国・四国地域では、これまで多数 

の応募（平成 26（2014）年度 45 件、

平成 27（2015）年度 146 件）があり、

10 地区（平成 26（2014）年度５件、平 

成 27（2015）年度５件）が選定されま 

した。一方で、選定には至らなかった 

ものの、この応募をきっかけとして、 

すばらしい取組が多数行われているということが 

明らかになりました。 

このため、選定された地区のみならず、選定に 

至らなかった多くの地区においても、それぞれの 

取組の更なる発展やより多くの方々に知っていた 

だけるよう、中国四国農政局では応援プロジェク 

トを開始しました。 

 

（１）事例集の作成 

 これまで以上に都市農村共生・対流を促進する 

ため、応募団体（147 団体）の取組内容を情報発 

信し、地域における農山漁村の活性化に向けた活 

動の参考となるよう、また、農山漁村や農林漁業 

への関心を深めていただけるように事例集を作成 

し、農政局ホームページに掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

「ディスカバー農山漁村の宝」応募団体の取組事例集による情報発信 

プロデュース賞に選定された社会福祉法人Ｅ.Ｇ.Ｆ 

の皆さんと内閣総理大臣、農林水産大臣 

取組事例集 

中国四国農政局ホームページ「ディスカバー農山
む

漁村
ら

の宝」中国四国 

応援プロジェクト取組事例集 

http://www.maff.go.jp/chushi/ nouson/kaseika/discover_ouen.html 
 

http://www.maff.go.jp/chushi/
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（２）企業等への情報提供 

事例集に各県及び市町村や地域の活性化に取り組む協議会をはじめ、一般社団法人

旅行業協会（会員：旅行観光業、運送業関連企業等）、中国・四国地域産業連携ネッ

トワーク（事務局：農政局、会員：６次産業化に関心のある農林水産業及び商工観光

業関係者等）等へ情報を提供しました。 

今後、各方面の皆様の意見をお伺いしながら、新しい取組の追加や内容の充

実を図っていきます。  

 

２ 中国四国農政局管内の平成27（2015）年度（第２回）「ディスカバー農山
む

漁村
ら

の

宝」選定地区 

 

県･市町村名 団体名 取 組 概 要 

島根県浜田市
は ま だ し

 美
み

又
また

湯気の

里づくり委

員会 

【美肌の湯が紡ぎ育む「地域まるごと６次

産業化」】 

○集落単位のワークショップや地域全戸

を対象としたアンケートから「黒食材」

と「美又温泉」に着目し、「地域まるご

と６次産業化」に向けた取組を展開。 

○１次産業として「黒米」、「黒大豆」の

特産化を推進し、２次産業は地域起業に

より高付加価値化を図り、３次産業の美

又温泉と連携した「美肌」「黒食材」を

キーワードとしたブランド化を推進。 

 

  

岡山県久米南町
くめなんちょ う

 北庄
きたしょう

中央棚

田天然米生

産組合 

【都市との交流で「苦農」から「楽農」へ】 

○地元小学校と連携し、田植え・稲刈り作

業を体験する総合学習「田んぼの学校」

を実施。 

○棚田撮影の写真家や都市住民が参加す

る「棚田支援隊」を発足し、地域住民と

協働で、棚田の荒廃抑制を目的に天日干

しコシヒカリ等を栽培。 

○棚田米をブランド米として関西・関東の

米問屋に販路を開拓。 

 

黒大豆豆腐と黒米焼酎  

みんなが主役（黒大豆栽培） 

田んぼの学校  

支援隊の活動（草刈り作業） 
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県･市町村名 団体名 取 組 概 要 

山口県萩市
は ぎ し

 

【プロデュース

賞】 

社会福祉法

人Ｅ・Ｇ・

Ｆ 

【障がい者が力をあわせ未来の農業を支

える】 

○すべての作業を農業に関わるものに設

定。 

○障がい者を前面に押し出すのでは無く、

すべての工程で彼らの特性を活かし本

物の物づくりを目指す。 

○最も弱い営業に力を入れ『良い物を作っ

て売る』というコンセプトにより販売。 

 

 

 

 

 

 

徳島県吉野川市
よ し の が わ し

 特定非営利

活 動 法 人

美郷
み さ と

宝探し

探検隊 

【「キレイのさと」 美郷の宝の守り人】 

○住民だけで保存が難しくなった石積み

を、大学と連携し保全体制を構築。 

○天然記念物に指定されているホタルの

生息環境を整備し、「ほたるまつり」を

地元の各団体と協力して開催。 

○「梅酒特区」認定を受け、酒蔵及び農家

民宿と連携し、試飲・購入ができる「体

験型ラリーイベント」を各事業所と協力

して開催。 

 

 

 

 

香川県多度津町
た ど つ ち ょ う

 農事組合法

人たどつオ

リーブ生産

組合 

【瀬戸内の小さな町で大きな愛を注いだ

「蒼のダイヤ」】 

○耕作放棄地を利用し、県花・県木である

オリーブを栽培。 

○町内企業と連携し、地場産オリーブを

「蒼のダイヤ」という統一ブランドで製

品化。 

○オリーブの佃煮など新商品を開発し、学

校給食やイベントで普及活動を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの特性を活かした農業 

学生に「石積み教室」 

ホタルの保全(自然学習) 

統一ブランド 

「蒼のダイヤ」商品 

食の大博覧会(高松市
た か ま つ し

) 

でのＰＲ活動 

玉ねぎ生産(４万玉) 



 

 


