
第一部

（特集）北陸の野菜生産について

第１章 野菜生産の現状

○ 北陸地域の野菜産地を大きく区分すると、砂丘地帯、農用地開発地域、都市近郊
地域及び転作の４つに分類。

北陸地域における野菜産地の分布

資料：北陸農政局作成

・砂丘地帯

日本海の海岸線に沿う形で新潟、石川及
び福井の各県に細長く分布しており、かんが
い施設の導入を契機に、だいこん、すいか、
にんじん等を生産する北陸地域を代表する
産地に発展している。

・農用地開発地域

代表的な産地である新潟県津南町の「苗
場山麓地域」（平成14（2002）年完了）で

は、夏期の冷涼な気候を活かしてアスパラ
ガス、スイートコーン、にんじん、キャベツ
等を中心に産地化が図られている。

また、福井県坂井市の「坂井北部丘陵地
区」（昭和61（1986）年完了）では、施設栽

培を主体に、だいこん、すいか、かんしょ、
キャベツ及びブロッコリー等の大規模栽培
が行われている。

・都市近郊地域

消費地に近い立地条件を活かしてハウスを利用したトマト、ミディトマト、きゅうりなどの果菜類や、ほ
うれんそう、こまつななどの軟弱野菜を中心に多くの種類の野菜を生産しながら、地場市場や直売所
への供給の役割を果たす産地となっている。

・転作

水田利用再編対策（米の生産調整）等を契機に野菜生産が始まり、現在では、たまねぎ、えだま
め、ブロッコリー等の大規模産地・地域特産的野菜産地として銘柄を確立している事例も多く見られ
る。
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北陸地域は、耕地面積の９割が水田であり、次世代を担う持続的な農業経営体を

確保し、需要に応じた米生産を展開しつつ、水田をフル活用して生産性と収益性の

高い水田農業に発展させていくかが大きな課題となっています。

特集編では、既に野菜・果樹及び花き等それぞれの地域で取り組まれているもの

の中から産出額の比較的大きい野菜等について、北陸地域における野菜生産の現状

や需給を巡る状況等をご紹介します。



○ 野菜の自給率では、新潟県(68%)が全国平均(76%)に近いものの、北陸平均(48%)
では全国平均を大きく下回る。

北陸地域における野菜の自給率

資料：農林水産省資料を基に北陸農政局において試算

○ 野菜の県別産出額は、全国平均544億円に対し、北陸地域の平均は161億円。
全国順位では、新潟県 22位、富山県 47位、石川県 45位、福井県 46位。

野菜の県別産出額（平成28年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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○ 新潟県における農林水産物の主な産地

資料：北陸農政局作成

東部地域

富山トマト､日本なし（呉羽
なし）､りんご（加積（かづ
み）りんご）､もも､電照ぎく､
つるぎさといも､ばれいしょ､
にら､だいこん､すいか

西部地域

ハトムギ､稲積梅(いなづみ
うめ）､富山しろねぎ､肉用
牛（氷見牛）､鶏卵､さとい
も､かき（干し柿）､にんに
く､えだまめ､チューリップ､
たまねぎ

県全域

米：代表品種
①コシヒカリ②てんたかく③てんこもり

新品種：富富富(ふふふ)
大豆､六条大麦､富山しろねぎ
畜産：肉用牛(とやま牛)

豚(とやまポーク)

たまねぎ

ハトムギ

大豆

ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ

なし
ねぎ

ｼﾞｬﾝﾎﾞすいか

六条大麦

地域の主な産品

○ 富山県における農林水産物の主な産地
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おけさ柿
越後姫

えだまめ

ねぎ

なす

チューリップ

ル レクチエ

さといも

すいか

雪下にんじん

ゆり

下越（かえつ）地域

肉用牛（村上牛） ､茶

（村上茶） ､アスパラガ

ス､いちご（越後姫） ､

えだまめ（くろさき茶

豆）､西洋なし（ル レク

チエ）､食用ぎく（かき

のもと） ､なす､

さといも ､かき（おけさ
柿）､チューリップ（切

り花､球根）､トマト､

にんじん ､長ねぎ､ゆり

(切り花 )

魚沼（うおぬま）地域

うるい､じねんじょ ､すい

か（八色西瓜） ､にんじん

（雪下にんじん） ､アスパ

ラガス､豚（つなんポー
ク）､とうがらし（かぐら

なんばん） ､ゆり(切り花 )､

なす(深雪なす )

上越（じょうえつ）

地域

なす（越の丸茄子） ､

アスパラガス ､花みょう

が､オクラ（頸城オク

ラ）､ずいき､わさび､

ぶどう

中越（ちゅうえつ）地域

西洋なし（ル レクチエ） ､

えだまめ ､ぶどう､もも､いちご

（越後姫） ､さといも ､肉用鶏

（にいがた地鶏） ､なす（黒十

全、長岡巾着なす） ､とうがら

し（山古志かぐ らなんばん） ､

まこもたけ､れんこん（大口れ

んこん）

佐渡（さど）地域

かき（おけさ柿） ､西洋なし（ル

レクチエ） ､キウイフルーツ ､

りんご（佐渡りんご）、みかん、

さといも (八幡芋 )、メロン (トキ
色メロン )

県全域

米：代表品種

①コシヒカリ②こしいぶき

③ゆきん子舞

新品種：新之助 （しんのすけ）

畜産：肉用牛 (にいがた和牛 )､

肉用鶏 (にいがた地鶏 )

食用ぎく

地域の主な産品



嶺北地域

すいか､ミディトマト（越のル
ビー）､メロン､かぶ､さといも､
たけのこ､らっきょう、

みずな

スイセン、

嶺南地域

うめ､イチジク､きゅうり､そらま
め､みかん

県全域

米：代表品種
①コシヒカリ②ハナエチゼン
③あきさかり④イクヒカリ

新品種：いちほまれ
六条大麦､そば
畜産：豚(ふくいポーク）

らっきょう

越前水仙

そば

六条大麦

越のﾙﾋﾞｰ

うめ

さといも

すいか
メロン

地域の主な産品

○ 石川県における農林水産物の主な産地

（参考）能登野菜

中島菜､沢野ごぼう､金糸瓜､
神子原くわい、小菊かぼちゃ､
能登かぼちゃ､能登赤土馬鈴薯､
能登山菜､能登白ねぎ､能登すい
か､能登金時､かもうり、能登ミ
ニトマト､能登長なす、能登だ
いこん、能登ブロッコリー
の16品目

（参考）加賀野菜

さつまいも､加賀れんこん､
たけのこ､加賀太きゅうり､
金時草､加賀つるまめ､ヘタ
紫なす､源助だいこん､せり､
打木赤皮甘栗かぼちゃ､
金沢一本太ねぎ､二塚から
しな､赤ずいき､くわい､
金沢春菊の15品目

加賀地域

トマト､丸いも､イチジク､
ブロッコリー､いちご､
きゅうり､キウイフルーツ､
こまつな､キャベツ､まこ
も､加賀野菜､ぶどう､かき､
日本なし､生乳､ゆず､もも、
フリージア（エアリーフ
ローラ）

県下全域

米：代表品種
①コシヒカリ②ゆめみづほ
③ほほほの穂④能登ひかり

新品種：ひゃくまん穀（ごく）
大豆､六条大麦､そば

六条大麦

ｴｱﾘｰﾌﾛｰﾗ

ﾙﾋﾞｰﾛﾏﾝ

加賀野菜

能登大納言

能登地域

ねぎ､すいか､かき（ころ柿）､
いちご､豚肉（αのめぐみ）､
肉用牛（能登牛）､小豆､くり､
ブルーベリー､能登野菜

能登野菜

地域の主な産品

資料：北陸農政局作成

○ 福井県における農林水産物の主な産地
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第２章 野菜の需給をめぐる状況

○ 野菜の国内生産量は1千160万ｔ、輸入量が290万ｔで、自給率は80％。
国内の主な生産品目は､キャベツ（12％）､だいこん（12％）､たまねぎ (11％)｡
輸入は、加工品が72％を占め、その４割がトマト加工品。
生鮮品は28％で、その３割がたまねぎ。

野菜の供給構造（平成28年）

○ 過去30年間について食生活の変化をみると、惣菜やコンビニ弁当等の調理済食品
を自宅等で食べる「中食」が昭和62年に比べ、70.2％増加。一方、手作りの家庭料
理を自宅で食べる「内食」は 19.6％減少しており、外食はほぼ横ばい。また、調
理食品では、主食的調理食品が 16.6ポイント上昇し、サラダや冷凍食品も上昇。
中食市場では、コンビニと食料品スーパーで増加しており、家計では、生鮮野菜

の購入金額が減少し、サラダの購入金額が増加。

資料：総務省「家計調査（二人以上の世帯）」

食料の実質金額指数の推移 「調理食品」に占める品目別構成比
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資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」、「地域特産野菜生産状況調査」、「特用林産物生産統計調査」、財務省
「貿易統計」

注：貿易統計の輸入量のうち加工品については、生鮮品に換算している。また、グラフ中の数値について、四捨五
入により合計と内訳の計が一致しない場合がある。
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資料：総務省「家計調査」（総務省「消費者物価指数（平成22年基準）」の生鮮野菜及びサラダの指数に基づき換算）

業態別の中食市場規模の推移

資料：（一社）日本総菜協会「総菜白書（各年度）」を基に北陸農政局で作成

家計における生鮮野菜及びサラダの購入金額
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野菜の平均摂取量（平成28年 北陸地域）

○ 野菜の摂取目標量（成人1人・1日当たり）は350ｇ。
平成28年北陸地域の野菜摂取量は276.5gで、男性283.7g、女性270.5gと目標値

を大きく下回り、近年、減少傾向で推移。

資料：厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査報告」を基に北陸農政局で作成

H
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11.9%

34.3%40.3%

13.4%

11.8%

44.3%

37.5%

6.4%

○ 北陸農政局が実施した食育アンケートの結果、男性で 53.7％、女性で 43.9％
が ｢野菜摂取が不足している｣ と意識。
年齢別では、相対的に若い年齢層で野菜摂取の不足を意識。

男性

女性

資料：北陸農政局「平成29年 食育に関するアンケート結果」 を基に北陸農政局で作成

食育に関するアンケート結果（平成29年 野菜の摂取量）
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生鮮野菜の年間購入数量（１世帯当たり）

○ １世帯当たりの生鮮野菜の年間購入数量は、全国平均で169.6kg。
新潟市が 195.9kg と全国平均を大きく上回る一方、富山市 160.3kg、金沢市

155.4kg と全国平均をやや下回り、福井市は 150.3kg と大幅に下回る。

資料：総務省「家計調査」を基に北陸農政局で作成
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順 位 品 目
数 量
（g）

３位 たけのこ 1,590

４位 れんこん 2,070

５位 もやし 8,673

５位 にんじん 10,185

７位 きゅうり 9,493

９位 ねぎ 5,823

10位 かぼちゃ 4,915

順 位 品 目 数量（g）

１位 じゃがいも 12,876

１位 さといも 3,454

１位 さやまめ 6,635

１位 なす 6,082

１位 トマト 16,377

２位 だいこん 18,409

３位 キャベツ 21,418

○ 生鮮野菜の品目別年間購入数量の県庁所在市別ランキングで、10位までにランク
インしている生鮮野菜を見ると、各地域の食習慣や特産物等を反映。

順 位 品 目 数量（g）

８位 もやし 8,221

９位 ほうれんそう 3,900

９位 たけのこ 1,173

10位 さといも 2,348

新潟市

順 位 品 目 数量（g）

３位 れんこん 2,267

６位 たけのこ 1,322

９位 生しいたけ 1,840

順 位 品 目 数量（g）

６位 さといも 2,668

富山市

金沢市

福井市

資料：総務省「家計調査」を基に北陸農政局で作成

生鮮野菜の品目別年間購入数量 県庁所在地別ランキング（北陸管内 10位まで）

○ 北陸管内の価格補てん対象市場（17市場）において、主な野菜（キャベツ、だい
こん、たまねぎ、トマト）の産地別入荷動向をみると、入荷量の変化を見ることが
できる。

主な野菜の産地別入荷動向（平成29年）

資料：青果卸売会社等提供による月報等を基に北陸農政局で作成
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入荷量（トン） だいこんの産地別入荷動向
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入荷量（トン） たまねぎの産地別入荷動向
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○ 野菜の作付面積は、生産者の高齢化や担い手不足等から減少傾向。
富山県では増加傾向だが、新潟県では10年の間に約1.7千ha作付面積が減少。

野菜作付面積の推移

第３章 野菜生産への導入、取組事例

62.7 59.9 
53.7 

49.0 
44.9 43.2 41.2 
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万ha
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資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」、「地域特産野菜

生産状況調査」、「特用林産物生産統計調査」 資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

○ 耕地面積における水田面積割合が約９割と高い北陸地域において、水田等を利用
した野菜の導入・生産する際には、それぞれの役割をお互いが理解を深め、協力サ
イクルの構築がポイント。

北陸地域における野菜の導入・生産ポイント

9

全国 北陸
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野菜のブランド化(ＧＩ)の事例

《事例１》 くろさき茶豆

ＧＩ登録産品 くろさき茶豆（登録番号 第29号）
ちゃまめ

登録生産者団体 新潟市黒埼地区茶豆組合協議会

（新潟県新潟市西区）

【生産地】

新潟県新潟市西区黒埼地区、小新的場地区、亀貝寅明地区
くろさき こ しんまと ば かめがいとらあき

【歴史】

『くろさき茶豆』の祖先である「小平方茶豆」は明治末期に山形県鶴岡市から取り寄せ
こ ひらかた

た茶豆種子を、黒埼地区の小平方集落において長い年月をかけて「香り」が強く地元の気

象や土壌に適するものを選抜してきた経過があり、その種子は”門外不出”として大切に

守られてきました。その後、米の減反政策に対応するため、ＪＡや町の依頼に応じてその

種子を黒埼地区一円に採種ほ場を設置して普及し、名前を『くろさき茶豆』としました。

関東市場へ出荷を始めた当初の市場評価は「豆の色が黒い 「独特の香りがする」など、」

なかなかなじめない感がありましたが、次第に茶豆本来の味、香りが評価されてくるにつ

れ 「この茶豆の特徴が、逆に差別化商品として、他に求めがたい特質として評価される、

までになってきた 」と言われ 『くろさき茶豆』がその独特な「香り 「味」を初めて関。 、 」

東に広め、市場を開拓し、評価を得てきました。

【生産概要】

新潟市黒埼地区茶豆組合協議会の中にＪＡを含む17の組合が加盟し、栽培面積は、近年

ほぼ横ばいでくろさき茶豆で約140haを維持しています。

【取組の特徴】

くろさき茶豆は「朝取り」することで、全糖量が高く、品温が低い時間帯に収穫し、す

ぐに脱莢、選別、洗浄作業をし、出荷・検査後は、すぐに真空予冷して予冷庫に保管し品

質を保持します。また、複数の品種を作付けし、収穫時期をずらして、６月中旬から９月

上旬まで長期にわたり出荷する工夫をしています。

【課題・問題点及び改善方法】

17の加盟組合もそれぞれに販売し

ており、協議会活動もマンネリ化し

ていたところ、地元新聞に地理的表

示法の成立記事が紹介され、新潟県

の候補にくろさき茶豆が挙げられ、

これを機に、ＧＩ申請の取り組みに

より産地一体となった活性化を目指

すことになりました。

【今後の展望】

ＧＩ登録を契機に、産地一体とな

った活性化と、若手農業者が誇りを

持って就農できる産地をめざしたいとしています。

資料：新潟市黒埼地区茶豆組合協議会より

くろさき茶豆ほ場

枝豆・茶豆の出荷スケジュール
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野菜のブランド化(ＧＩ)の事例

《事例２》 入善ジャンボ西瓜

ＧＩ登録産品 入善ジャンボ西瓜（登録番号 第53号）
にゅうぜん

登録生産者団体 みな穂農業協同組合
ほ

（富山県下新川郡入善町）

【生産地】

富山県下新川郡入善町
しもにいかわぐんにゅうぜんまち

【歴史】

入善町での西瓜栽培は明治30（1897）年頃から行われるようになり、当時は、皮の厚さ

や模様から「縞皮西瓜」と呼ばれましたが、42（1909）年の皇太子来県の際に黒部川の清
しまかわ

流にちなんで「黒部西瓜」と改称されました。大正時代には作付面積96haにのぼり、国内

での販売のみならず 朝鮮やロシアにも輸出され 昭和15 1940 年頃まで同産地は 日、 、 （ ） 、「

本一の西瓜生産地」として名声を高めました。戦時中の作付転換や嗜好の変化により、40

（1965）年には作付面積は、８haまで激減し、技術の共有化と品質の向上を図るため、46

（1971）年「入善町黒部西瓜生産組合」が発足、57（1982）年には、品質管理の徹底と町

の特産化の動きに合わせ「入善町ジャンボ西瓜生産組合」と名称変更し、58（1983）年頃

から「入善ジャンボ西瓜」として生産・出荷されました。平成19年（2007年）には、新品

「 」 、「 」 。種 入善ジャンボ を作付し 入善ジャンボ西瓜 として地域団体商標を取得しました

【生産概要】

作付面積 4.6ha、生産量 7,401個、生産者数 14戸 （平成29年度）

【取組の特徴】

連作障害の発生を防ぐため、一

度栽培したほ場は、６年以上休耕

し、１株当たりの着果数を２個ま

でと決め、大きく高品質な果実と

なるよう生産管理を徹底していま

す。栽培期間中は県の指導機関、

入善町、生産組合、農協が合同で

複数回ほ場巡回を行い、品質管理

を行っています。

【課題・問題点及び改善方法】

生産者高齢化による作付面積の

減少に歯止めをかけるため、新規

作付農家に対し入善町と農協が共同で経費の一部を補助するとともに、試作用に西瓜の苗

５株と栽培指導を併せて提供するチャレンジ事業の取組を行っています。

【今後の展望】

29（2017）年12月にＧＩ登録され、今後は更なるブランド化を目指し販売増加につなげ

るとともに、新規作付農家を増やし、作付面積の増加につなげていきたいとしています。

入善ジャンボ西瓜

作付面積及び生産個数の推移

資料：みな穂農業協同組合からの聞き取りを基に

北陸農政局で作成



野菜のブランド化(ＧＩ)の事例

《事例３》 加賀丸いも

ＧＩ登録産品 加賀丸いも（登録番号 第17号）
か が まる

登録生産者団体 南加賀地区丸いも生産協議会

（石川県能美市大成町）

【生産地】

石川県能美市及び小松市
の み し こ まつ し

【歴史】

大正初期、先覚者の澤田仁三松（明治２（1869）年～昭和31（1956）年）秋田忠作（明

治14（1881）年～昭和５（1930）年）が栽培の研究に励み、近隣に「丸いも」を広めまし

た。 昭和８（1933）年の「根上村報」にも「加賀丸いも」の名が使われており 「加賀丸、

いも」の名は早くからありましたが、昭和20年代に、関西や名古屋などの市場へ出してい

た時の商品名は「山の芋」でした。昭和46（1971）年頃より町役場、農協と連携をとり農

協共販を始めました。その後、商品名をそれまでの「山の芋」から「加賀丸いも」として

、 、 。市場へ出荷するようになり 旧根上町 小松市板津地区の特産品として名声を博しました

【生産概要】

作付面積 9.9ha、生産量 108t、生産者数 49戸（平成29年度）

【取組の特徴】

平成25（2013）年に南加賀地区での丸いも生産開始から100周年を迎え、産地が一体と

なって生産振興に取り組む中で、産地にまたがる３つのＪＡ（ＪＡ根上、ＪＡ能美、ＪＡ

小松市）の生産部会を１つにまとめ 「南加賀地区丸いも生産協議会」を設立しました。、

【課題・問題点及び改善方法】

生産者の高齢化も影響し 最盛期 平、 （

成10（1998）年）で約365ｔあった生

産量は、28（2016）年には140ｔまで

減少し、生産農家も120戸から44戸に

減少しました。県などからの声がけに

より地理的表示保護制度(ＧＩ)への登

録を契機に 「加賀丸いも」の認知度、

向上につなげ、生産者の所得増大と生

産意欲の向上に取り組むこととしまし

た。

３ＪＡ統一の出荷箱を制作するとと

もに、贈答向け商品「プレミアム」の

販売をするなど、さらなる付加価値の

向上にも取り組んでいます。

【今後の展望】

ＧＩ登録を機に、加賀丸いもの高級食材としての知名度を高め、高付加価値化を図り、

新たな販路拡大を目指します。また、こうした活動により、生産者のモチベーションアッ

プにつなげ、産地全体の生産性、品質向上を図るとしています。

加賀丸いも

作付面積及び農家戸数の推移

資料：南加賀地区丸いも生産協議会からの聞き取りを基に

北陸農政局で作成

12
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野菜のブランド化(ＧＩ)の事例

《事例４》 上庄さといも

ＧＩ登録産品 上庄さといも（登録番号 第43号）
かみしょう

登録生産者団体 テラル越前農業協同組合

（福井県大野市）

【生産地】

福井県大野市上 庄 地区（昭和29年6月30日現在における行政
おお の し かみしょう

区画名としての福井県大野郡上庄村）

【歴史】

大野在来と呼ばれるサトイモは来歴が定かでなく各農家が先祖代々自家用として受け継

いできたため、系統も雑多なものでした。昭和45（1970）年に国の指導で米の生産調整が

進められたことを契機として、奥越農業改良普及センターが中心となり、古くから栽培さ

れ地域に定着していた「上庄さといも（大野在来 」の系統選抜を47（1972）年から３年）

間行い、丸芋で収量性の高い系統が選抜され産地化が本格化しました。その後も優良系統

の選抜が継続的に行われ、現在においても、系統の維持が図られています。

【生産概要】

作付面積 54.1ha、出荷量 624,882kg、生産者数 324戸（平成29年度）

【取組の特徴】

国産さといもをＰＲするため 平成26 2014 年 さといもの産地 ５県 と合同で 全、 （ ） 、 （ ） 「

国さといもサミット」を開催。さといも栽培ＰＲ用のＤＶＤを作成して市内の小学校に配

布し、地元の農産物について理解を深めてもらうとともに食育活動に活用しています。

【課題・問題点及び改善方法】

作付面積は、高齢化による労働力不足や

集落営農による作付品目の変更により近年

減少傾向となっています。テラル越前農業

協同組合は、生産振興策として「大麦跡さ

といも栽培奨励」や「さといも機械導入助

成」等の助成を行っています。農業試験場

などの関係機関に相談し、連作障害の技術

的な試験や生産コストを削減するため、肥

料を２種類から１種類に統一したり、肥料

の畝内局所施肥（全層施肥に対し２割減）

への推奨や処分不要な生分解性マルチの試

験的栽培も実施し、作業性の向上も図って

います。消費拡大に向け、青果販売だけで

、 、 、 。なく 焼酎等の加工品を開発し 他県開催の物産展でのＰＲ等 消費拡大に努めています

【今後の展望】

29（2017）年11月にＧＩ登録されたことから、今後、さらに国内の消費量を伸ばし、販

売増加につなげていきたいとしています。

上庄さといも

上庄さといもの作付面積

及び出荷量の推移

資料：テラル越前農業協同組合からの聞き取りを

基に北陸農政局で作成
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水田園芸への展開の取組《事例５》

ＪＡえちご上越（新潟県上越市）
じょうえつ

【農業経営の概要】

平成23（2011）年３月 園芸拠点集出荷場を設立

（29（2017）年度現在）

えだまめ作付面積 36.5ha

販売数料 48.0ｔ

生産者数 50経営体

【取組の概要】

米価が下落する中で、所得を補うために園芸作物の導入を推進することとし、機械化が

可能で、大豆との共通の機械が使用可能である作目であることからえだまめを導入しまし

た。一定期間、継続出荷が可能となるような品種選択をして栽培体系を確立し、栽培面積

を拡大しています。

【取組の特徴】

生産者の機械導入負担を軽減するため、県の補助事業を活用して、引抜き機４台、ハー

ベスタ10台、脱莢機６台をＪＡで導入し、生産者に貸出しています。生産者が収穫までの

作業を行い、収穫したえだまめをＪＡの集出荷施設に持ち込み、それ以降の洗浄・予冷・

選別・調製・パッキング・出荷までをＪＡが請け負う共同選別方式としています。

【創意工夫をこらしている点】

生産者が園芸作物に取組み易

い環境を整えるため、機械貸出

しや、施設整備等を行ない、作

業の５割弱を占めていた収穫以

後の作業をＪＡが請負うことで

生産者の労力軽減にも寄与して

います。新規参入者には市から

種の助成も行っています。

販売戦略として、小売業者や

県内外市場との相対取引を主体

としており、白毛と茶豆系統の

２系統の品種を組み合わせて一定期間、継続出荷をしています。

また、ＪＡのバイヤーが実需者と交渉し、値決めをした後に出荷することで一定の販売

単価を維持するようにしています。

【今後の展望】

今後はブランド化により付加価値を高め、高値での販売と、定時・定量のための出荷予

冷庫等を整備し、流通コスト低減や地理的不利地の解消を図るとともに、機械化体系に合

わせた栽培技術の確立を目指すこととしています。

新潟県上越市

資料：ＪＡえちご上越からの聞き取りを基に北陸農政局で作成

注：平成29(2017)年は天候不良のため販売数量が減少

作付面積及び販売数量の推移

●

新潟県
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●

福井県

加工・業務用野菜への転換の取組《事例６》

福井県経済農業協同組合連合会（福井県福井市）

【農業経営の概要】

取組開始時期 平成27（2015）年開始

（28（2016）年度現在）

取組農協 11農協

取組経営体 81経営体

取組面積 53.45ha

【取組の概要】

福井県経済農業協同組合連合会（以下「福井県経済連」という ）は、県下において水。

田園芸の推進を図るなか、当時、カットサラダが人気であったこと、自家用として栽培経

験のある農家が多かったこと、麦作後に栽培できる野菜であったこと等から、水田での加

工・業務用キャベツの作付けを推進し、27（2015）年から福井県経済連による「契約的買

取方式」を導入しました。

【取組の特徴】

、 （ 、 、 、 ）福井県経済連及び各農協において 農業機械 定植機 運搬機 管理機 鉄コンテナ等

の貸し出しを行い、生産者の経費削減・労力低減を図っています。

出荷に伴う流通経費は福井県経済連が負担し、生産農家の所得確保に貢献しています。

加工業者への直接販売及び加工業者との取引が多い県外市場への販売体制の整備を図

り、首都圏や中京、京阪神地区において販路を拡大しています。

【課題・問題点及び改善方法】

天候に左右されない安定した生産量を

確保するため、福井県農業試験場が作成

した栽培マニュアルの生産農家への配布

や、県の普及組織の営農指導員による技

術指導の実施、生産者大会での排水対策

の重要性の説明等、生産農家への栽培技

術指導を行っています。このほか、福井

県経済連、福井県農業試験場、県の普及

組織で組織した「契約キャベツ技術解決

チーム会」による技術指導等を行ってい

ます。また、生産者大会において加工業者を招き、生産したキャベツの商品化について直

接話を聞くことによって生産者の生産意識の向上を図る等の取組も行っています。

【今後の展望】

農林水産省の補助事業（強い農業づくり交付金）を活用した広域集出荷拠点となる貯蔵

施設の完成（30（2018）年３月竣工完成）により、今後は県下全域で栽培技術を向上させ

高収量、高品質な生産を目指し、年間３千トンを出荷する産地としていきたいとしていま

す。

資料：福井県経済農業協同組合連合会からの聞き取り

を基に北陸農政局で作成

福井県福井市

平成27（2015）年度 28（2016）年度 29（2017）年度

実績 実績 （３月末見通し）

取 組 Ｊ Ａ 10 10 11

取 組 経 営 体 63 68 81

取 組 面 積 25.63ha 44.04ha 53.45ha

申 し 込 み 数 量
一 次 （ ８ 月 末 ） 804トン 1,640トン 1,778トン

申 し 込 み 数 量 1,228トン 1,279トン

二次（９月末修正） （※長雨等の影響） （※台風被害）

取 扱 実 績 757トン 690トン 800トン

取組の推移
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農業農村整備事業による野菜等生産拡大の事例

《事例７》 野菜等の高収益作物の生産拡大の取組

ＪＡ金沢市 五郎島さつまいも部会（石川県金沢市）
ご ろうじま

【農業経営の概要】

平成11（1999）年に「五郎島金時」の商標登録を取得。

「 」 「 」部会名も 粟五さつまいも部会 から 五郎島さつまいも部会

に名称を変更。

作付面積 86.1ha （平成29（2017）年度）

生産者数 41戸

出荷数量 2,323ｔ（平成28（2016）年度）

【取組の概要】

金沢市五郎島・粟崎・大野地区は海岸砂丘地帯で、古くからさつまいもが栽培され、昭

和35（1960）年頃に畑地かんがい施設（スプリンクラー）が整備されたことで栽培面積が

飛躍的に増加し、県内有数の園芸産地となっています。畑作農業経営の体質強化と生産の

合理化を図るため、基盤整備を実施することにより、ほ場の大型化による大型機械の導入

が進み、土地利用率が向上するとともにかんがい施設の更新や農道舗装の実施により維持

管理費が節減され、経営の安定につながっています。

【取組の特徴】

平成12（2000）年～20（2008）年の基盤整備により、畑

地かんがい施設の更新、広範囲に及ぶ傾斜地の整地及び大

区画化、農道の付け替え舗装、防風フェンスの設置等を実

施することにより、ほ場への大型機械の導入が進み、作業

効率の向上や用水の安定供給による水管理の省力化が図ら

れ、さつまいも、すいか、だいこん等の農産物で高品質か

つ収量の安定した生産を実現しています。

【創意工夫をこらしている点】

８月～１１月に収穫された「五郎島金時」は、定温貯蔵施設や キュアリング貯蔵施設※

に貯蔵することで、翌年６月頃までの長期間にわたる計画的な出荷及び販売を可能にして

います。担い手全員が「エコファーマー」に認定されており、減農薬や減化学肥料等の環

境に配慮した生産を行い、安全安心な農作物の出荷に努めています。地域が一体となった

、 「 」 、品質管理による地域ブランドの形成に加え 規格外品などを 芋ペースト として加工し

大手食品会社やコンビニ等と連携した商品開発・販売にも取り組んでいます。

【今後の展望】

定植作業効率を上げるために、新しい定植機導入試験やマルチに使う資材を揮発しにく

いものに替えて土壌消毒薬剤の低減を図る試験を行うなど、生産効率の向上やコストの低

減につなげて行きたいとしています。ＧＡＰの登録にも今後、取り組む予定です。

※キュアリング貯蔵とは、収穫時などに傷ついたサツマイモなどを高温多湿条件下において傷口にコルク

層を形成させ、腐敗を防ぐ貯蔵方法。

●

石川県

石川県金沢市

生産者の皆さん
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野菜の６次産業化の取組《事例８》

農事組合法人 蓮だより（石川県金沢市）
はす

【農業経営の概要】

法人設立時期 平成24（2012）年９月設立

経営耕地面積 田 4ha（うち借地 2ha）

畑 4ha（うち れんこん 3ha、借地 1ha）

（借地の畑ではたまねぎ、にんにく、ブロッコリーを作付け）

雇 用 人 数 7名

（家族 4名、常時雇用 1名、パート雇用 ２名）

れんこん出荷量 35ｔ（平成29年（2017 ））

【取組の概要】

平成18年（2006）に、れんこん生産に取り組み始め、栽培を続ける中で、商品として出

荷出来ない汚れのあるものや形が悪いものを有効活用することを模索して、加賀れんこん

を使用したれんこんチップスやれんこんのすりおろし、れんこんのふりかけ等に加工し、

付加価値を付けることで収益率を高めることに取り組んでいます。

【取組の特徴】

経営を発展させるため平成24年（2012）に、個人から法人化し、平成26年（2014）には

６次産業化ネットワーク活動交付金の採択を受け、れんこんチップスのフライヤーなどの

加工施設を整備しています。

さらに、加賀れんこんの機能性についての共同研究を石川県立大学、石川県農林総合研

究センターとスタートさせ、加賀れんこんに多く含まれるポリフェノールなど機能性食品

の分野への進出も模索する中で、美白効果の機能性について

も調べ、化粧品会社と提携し、パウダーを利用したコスメ商

品（ハンドクリーム）を開発中です。

【課題・問題点及び改善方法】

新しい加工品の開発については、生のれんこんを加工業者

に持って行っても品質管理の問題等があり、嫌がられたり、

加工業者が県外にしかないため輸送費もかかるので、小口で

も出来るようにれんこんのすり下ろし等の加工についても、

今後は自分で行う計画を立てています。新たな加工機械を導入した際には、他者からの加

工依頼も受け入れて、稼働効率も上げていきたいとしています。商品開発については、販

売先でもあるレストランのシェフ達に相談しながらアイデアを出し、ご飯にかけるものや

スイーツ等を試作しながら検討しています。

【今後の展望】

加工施設を整備し、生産量が増加することにより、大口需要に対しても新規販路を開拓

するとともに、原料確保のため他県での生産も見据えています。さらに、観光との連携も

、 。考えており ツアーを組んで消費者にレストランで味わってもらうことも検討しています

れんこんチップス

●

石川県

石川県金沢市
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野菜の６次産業化及び輸出の取組《事例９》

株式会社 富山環境整備（富山県富山市）
と やまかんきょうせい び

【農業経営の概要】

平成27（2015）年６月設立

栽培面積 フルーツトマト 2.86ha

花き（トルコギキョウ、ラナンキュラス、

カンパニュラ）1.2ha

雇用者 社員：11名 パートタイマー：67名（平成30（2018）年１月末現在）

【取組の概要】

25（2013）年度から農林水産省の 次世代施設園芸導入加速化支援事業がスタートした※1

ことから、26（2014）年に県、市、地元農協、販売業者等で構成する「富山スマートアグ

リ次世代施設園芸拠点整備協議会」を設立し事業採択を受け、約４haの大規模温室、種苗

供給施設、出荷調製施設を集約して整備しました。

また、ＩＣＴ（環境制御装置）を使用し、フルーツトマトの成長過程を記録し、その記

録を基に最適な栽培環境を作り出すことで高品質なフルーツトマトを栽培しています。

フルーツトマトは、安定した品質と高い糖度が好評で、北陸地域をはじめ、首都圏、関

、 。西圏への出荷及び香港 シンガポールへ輸出しています

【取組の特徴】

ブランド化を図るため、 アイメック農法で高糖度、※2

高栄養価のフルーツトマトを周年栽培しています。

、 、 、また 選果機で１粒ずつ重量 糖度を測定することで

安定した品質のトマトを出荷することが可能となってい

ます。

【課題・問題点及び改善方法】

フルーツトマトは27（2015）年設立当時から輸出しています。

輸出するに当たって、信頼できる現地の販売先を見つけることができるかが大きな課題

となります。現在は、輸出事業を行っている国内の企業と直接取引をしています。

【今後の展望】

今後も、高品質なフルーツトマトのブランド化の維持と販路拡大を図り、輸出拡大を目

指すこととしています。また、30（2018）年３月に直売店舗がオープンし、31（2019）年

４月には、規格外トマト加工工場を稼働予定としています。

※1 次世代施設園芸導入加速化支援事業：実需者ニーズを踏まえた野菜等の周年安定供給に貢献するとと

もに、所得の向上と地域の雇用創出が見込まれる有望な農業経営部門である施設園芸における生産性向上

と規模拡大を加速するため、高度環境制御技術、雇用型生産管理技術、自動化等の省力化技術等の活用に

より高い生産性を実現する次世代施設園芸の取組拡大に向け、施設園芸産地における次世代施設園芸への

転換に必要な技術の実証等を通じた技術習得の取組や次世代施設園芸の成果の分析・情報発信等の地域展

開の取組を支援するもの。

※2 アイメック農法：ハイドロゲルでできた水と養分だけを通す薄いフィルムの上で植物を育てる農法。

富山県富山市

次世代園芸施設

富山県

●
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法人（企業）参入の取組《事例10》

株式会社 スギヨファーム（石川県七尾市）

【農業経営の概要】

平成24（2012）年３月 設立

（29（2017）年度現在）

経営耕地面積 60ha (能登島農場 26ha)

(穴水農場 18ha)

(志賀農場 16ha)

生産経営体制 38名 (職員 20名、非常勤 18名)

生産量 きゃべつ 160t ､ だいこん 11t、たまねぎ 28t ､ かぼちゃ 11t

にんじん 28t 、 りんご 11t、じゃがいも 16t 、 ぶどう 5t

【取組の概要】

平成17（2005）年に農業経営基盤強化促進法改正があり、農地所有適格法人以外の法人

によるリース方式での農地の権利取得が可能となったため、能登地域の荒廃農地を解消し

たいとの思いから、19(2007)年にスギヨが農業参入企業として石川県第一号となり、能登

島で4.8haを借り入れて耕作しています。24（2012）年に、スギヨの農業生産部門を株式

会社スギヨファームとして設立。28（2016）年には、スギヨファーム直営レストラン「香

能の丘」を開店し、６次産業化にも取り組んでいます。

【取組の特徴】

過疎化と高齢化により、担い手の少ない能登地域で、地元

企業として地域貢献をしたいとの思いもあり、19(2007)年に

農業に参入しています。農地中間管理機構の活用等により、

農地集積を行うとともに、荒廃農地を解消し、雇用の創出に

も貢献しています。平成28（2016）年に６次産業化ネットワ

ーク交付金を利用し、志賀町にファーマーズレストラン「香

能の丘」を開店し、地元野菜を中心にビュッフェ方式でラン

チを提供するとともに、りんご狩りやぶどう狩りも体験する

ことができるようにしています。

【課題・問題点及び改善方法】

管理農地はもともと荒廃農地であった土地が多かったため、土質が悪く、粘土質の土壌

なため農業機械が使いづらく、水はけも悪いため、作付け前に緑肥・堆肥等を入れて土作

りから取り組み、条件が整った農地から栽培を行っています。現在、野菜を栽培している

農地は25ha程まで広がっています。土作りが出来た土地では、大型の農業機械も入り、効

率良く作業も進み、労務費の低減にもつながっています。

【今後の展望】

当面は今借りている土地を有効に使い、土作りを進めて、生産性を上げることとしてお

り、将来的には100ha規模の営農を目指しています。また、レストランに併設している直

売所をアンテナショップとして新商品の販売・アンケート評価等を行い、農産加工品の開

発にも一層力を入れていきたいとしています。

石川県七尾市

能登島農場

●

石川県




