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は じ め に

北陸地域は、水田において水稲を中心に麦、大豆等が作付けされる、いわゆる水田農業

が営まれる農業地域であり、専業農家や集落営農等により地域ごとに多様な農業が展開さ

れています。しかしながら、農業就業者の高齢化や減少が進行する中で、土地持ち非農家

数は増加し平成27（2015）年には農家数を上回る状況となっています。

一方、集落営農等の組織経営体への農地の集積・集約化が進んでいますが、後継者不足

は深刻であり、水田に作付けされる米は、食生活の多様化から全国で年間約８万トン需

要量が減少する傾向にあります。

このような中で、農業・農村地域の特徴を活かした取組や多様な支援の推進が重要とな

ってきています。このため、今回の「特集編」では、「北陸地域における水田農業の新た

な展開に向けて」をテーマに、北陸地域の現状について統計データ及び事例調査を通じ

て取組や課題を整理するとともに、今後の水田農業の新たな展開に向けた方向性を明ら

かにしています。

また、農林水産省では、農業の更なる成長を目指すために、農業者が自由に経営展開

できる環境を整備するとともに、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決す

るため、28（2016）年11月に「農林水産業・地域の活力創造本部」で策定された「農業

競争力強化プログラム」により、生産資材価格の引下げや、農産物の流通・加工の構造

改革といった課題を解決し、農業者の所得向上を図っていくこととしています。

さらに、31（2019）年までに農林水産物・食品の輸出額１兆円を達成するため、農林

水産物・食品のブランディングやプロモーションの強化、輸出向けの生産・流通体制の

整備等に取り組んでいきます。

北陸農政局では、６次産業化の推進及び農林水産物・食品の輸出促進を図るとともに、

「人・農地プラン」の見直しと併せ、自治体等と十分な調整を図りつつ、農地中間管理

機構の活用による担い手への農地の集積・集約化を進めていくこととしています。また、

経営所得安定対策や日本型直接支払制度を着実に推進するとともに、水田をフル活用し、

飼料用米等の戦略作物の生産拡大を推進し、農山漁村に活力を取り戻すため地方創生に

向けた自治体等の主体的な取組を支援しています。

「動向編」では、これらの取組を含む、北陸地域の食料・農業・農村の動向と課題、各

種施策等について、統計データや事例を用いて、わかりやすく紹介しました。

本報告書を通じて、関係者の皆様に北陸地域の食料・農業・農村に対する関心と理解

を深めていただくとともに、食料自給率の向上と農山漁村の再生に向けてそれぞれの立

場で積極的に参画いただく契機となることを期待しています。
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特集編

北陸地域における水田農業の新たな展開に向けて

北陸地域では、夏季は高温・多照で冬は多雪・寒冷であり、水・土壌条件に恵まれ、

良質米の産地となっており、耕地面積の９割が水田となっています。また、麦、大豆等

を組合わせ、各地域の特色を活かしながら、稲作を中心とした水田農業が営まれ、専業

農家や兼業農家、集落営農に代表される営農組織、企業的経営の農業法人等により、地

域ごとに多様な農業が展開されています。

一方、農業就業者の高齢化、減少が進行し、後継者不足は深刻であり、また、水田に

作付けされる米は、食生活の多様化から全国で年間約８万トン需要量が減少する傾向に

あります。このため、いかに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です。

これらの課題を解決し、北陸地域における水田農業の新たな展開を実現するためには、

地域農業の担い手に農地を集積し、集約化していくことが極めて重要です。具体的には、

地域の合意形成により将来の地域農業を担う経営体や農地利用のあり方を計画として取

りまとめ、農地中間管理機構や基盤整備を活用して、農地の集積・集約化を実現してい

く必要があります。その際、農道や水路等の保全管理面も含めて地域の農地を託す担い

手を支える体制を継続的に確保していくことも不可欠です。

また、需要に応じた米の生産の推進、戦略作物等の生産推進及び園芸作物導入による

経営の複合化により農業所得を増大する道筋を示すとともに、新規就農、企業参入、女

性の活躍、農業経営の法人化等により、水田農業を担う人材を育成・確保することが重

要となっています。

そのために、北陸地域での水田農業の先進的な事例を紹介するとともに、現状と課題

を明確にし、水田農業の新たな展開に向けた方向性を明らかにします。
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第１章 北陸地域の水田農業の現状

１．水田農業をめぐる情勢の変化～農業構造の動向～

北陸地域（新潟県、富山県、石川県及び福井県）における平成27（2015）年の耕地面積

は31万3,400haで、昭和60（1985）年に比べ６万2,600ha（16.6％）減少しています。北陸

管内各県においても、27（2015）年の耕地面積は60（1985）年に比べいずれも減少してい

ます（図－１）。

北陸地域における27（2015）年の耕地面積に占める水田面積の割合は、89.6％と全国

（54.4％）に比べ高く、また、区画整理された水田の割合も富山県及び福井県は高くなっ

ていますが、新潟県及び石川県は全国平均を下回っている状況です（図－２、３）。

図－１ 耕地面積の推移

図－２ 耕地面積に占める水田面積割合 図－３ 30ａ程度以上区画整理済面積割合

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」 資料：農林水産省「農業基盤情報基礎調査」
（平成27（2015）年） （平成27（2015）年３月31日）
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北陸地域における27（2015）年の農業就業人口は13万6,400人で、２（1990）年に比べ

18万3,200人（57.3％）減少し、また、27（2015）年を年齢別にみると65歳以上が９万

5,600人と７割を占めており、農業就業者の減少と高齢化が著しく進行し、さらに後継者

不足が深刻化しています（図－４、５）。

図－４ 年齢別農業就業人口の推移

図－５ 農業後継者の有無の割合（販売農家）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：農業就業人口は、自営農業に従事した世帯員（農業従事者）のうち、調査期日１年間に「自営農業のみ

に従事した者」又は「農業とそれ以外の仕事の両方に従事した者のうち、自営農業が主の者」をいう。

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：販売農家は、経営耕地面積30ａ以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家
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北陸地域における27（2015）年の総農家数は14万６千戸で、60（1985）年に比べ18万戸

（55.2％）減少し、また、27（2015）年の兼業農家数は８万戸で、60（1985）年に比べ

18万１千戸（69.3％）減少しましたが、27（2015）年の土地持ち非農家数は15万２千戸で、

60（1985）年に比べ10万５千戸（223.4％）、大幅に増加し、総農家数を上回る状況となっ

ています（図－６、７）。

図－７ 兼業農家数の推移

図－６ 総農家数と土地持ち非農家数

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：1）農家は、経営耕地面積10ａ以上の農業を営む世帯又は農産物販売金額が年間15万円以

上ある世帯

2）土地持ち非農家とは、農家以外で耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有している世帯

北陸（左目盛）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。
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北陸地域における27（2015）年の耕作放棄地面積は２万900haで、60（1985）年に比べ

１万4,400ha（221.5％）増加し、農地の荒廃が進行しています（図－８）。

北陸地域の米の相対取引価格は、18（2006）年産以降、年ごとに価格の変動はあるもの

の下降傾向となっており、水田農業経営の１経営体当たりの所得も、同様の状況となっ

ています（図－９、10）。

図－８ 耕作放棄地面積の推移

図－９ 米の相対取引価格（出荷業者・通年平均）

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：1）耕作放棄地とは、以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付け（栽培）せず、この数年の

間に再び作付け(栽培)する意思のない土地をいい、農家等の自己申告による主観的な数値である。

2）四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

資料：農林水産省「米の相対取引価格」
注：各県毎の銘柄はコシヒカリ。ただし、新潟県のコシヒカリは「新潟一般」、「魚沼」、「岩船」、

「佐渡」の４銘柄に地域区分され、そのうちの「新潟一般」
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需要に応じた米生産の推進を図るため、水田をフル活用し、飼料用米、米粉用米、麦、

大豆等の戦略作物の生産性の向上と生産拡大を推進しています。特に飼料用米の作付面

積が増加しています（図－11）。

- ８

図－11 飼料用米の作付面積の推移

図－10 水田農業経営の１経営体当たりの所得（農業所得の推移）

資料：農林水産省「営農類型別経営統計」

資料：農林水産省「新規需要米の取組計画認定状況」
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２．水田農業の持続的な発展に関する施策

農林水産省では、水田農業の持続的な発展に関する様々な施策に取り組んでいます。

具体的には、①新規就農や人材の育成・確保、経営継承等の支援（青年層の新規就農、

経営感覚を持った農業者の育成・確保、次世代の担い手への円滑な経営継承、企業の農業

参入、女性の活躍推進）、②法人化、経営の多角化等を通じた経営発展の後押し（担い手

への重点的な支援の実施、農業経営の法人化等の加速化の促進、経営の多角化・複合化の

推進）、③農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化※１と農地の確

保（担い手への農地集積・集約化の推進、荒廃農地の発生防止・解消等）、④需要構造等

の変化に対応した生産・供給体制の改革（米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作

物の生産拡大、実需者ニーズ等に対応した園芸作物等の供給力の強化等）、⑤構造改革の

加速化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備の推進（力強い農業を支える農業生産基
きようじん

盤整備の推進、老朽化等に対応した農業水利施設の持続的な保全管理の推進）、⑥コスト

削減や高付加価値化を実現する生産・流通現場の技術革新等の推進（先端技術の活用等に

よる生産・流通システムの革新を図るため、スマート農業※２の実現に向けた取組等）、⑦

官民一体となった農林水産物・食品の輸出促進（オールジャパンでの輸出促進体制の整備、

輸出阻害要因の解消等による輸出環境の整備、輸出促進等に向けた日本食や日本の食文化

の海外展開）等の取組を推進しています。

３．北陸地域における水田農業の課題に対する対応状況

（１）担い手の育成・確保の取組

（新規就農）

北陸地域における販売農家の基幹的農業従事者※３の平均年齢は、平成28（2016）年で

68.8歳と高齢化が進展しており、持続可能な力強い農業を実現していくため、青年新規就

農者を大幅に増加させることが重要です。

このため、24（2012）年度から就農意欲の喚起と就農後の定着を図るための青年就農給

付金※４を給付しています。そのうち、27（2015）年度に経営開始した者の多くが露地野菜

や施設園芸等に取り組んでいます。

また、新規参入者のうち独立自営農業を行う者の４割以上が野菜を栽培しています。

※１ 農地集積・集約化

農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等により、利用する農地面積を拡大することをいう。

農地の集約化とは、農地の利用権を交換すること等により、農作業を連続的に支障なく行えるようにすることをい

う。

※２ スマート農業とは、ロボット技術やICTを活用して、超省力・高品質生産を実現する新たな農業

※３ 基幹的農業従事者とは、自営農業に主として従事していた世帯員（農業就業人口）のうち、ふだん仕事として主

に自営農業に従事している者をいう。

※４ 青年就農給付金は、平成29（2017）年度から農業次世代人材投資資金として交付



- 10 -

ふくい園芸カレッジ（福井県あわら市）
えんげい

【組織の概要】

◇平成26（2014）年６月に開校

◇設立目的 全国から就農希望者を募り、園芸分野の生産技術

等就農に必要な技能や経営ノウハウ等、必要な知

識を指導するとともに、水田園芸に新たに取り組

む集落営農組織を対象にした技術研修を行うこと

により、園芸分野の即戦力となる人材を育成し、園

芸の振興を図ることを目的に設立

◇職員 11名（うち講師８名）、アルバイト １名

◇研修用ハウス 45棟（180㎡／１棟）、ガラス温室 ５棟

◇研修用露地畑 約３ha

田 約0.2ha

◇研修コース

〈新規就農コース研修生〉

◇研修生の平均年齢 39歳（26（2014）～28（2016）年の３か年平均）

◇研修生の男女割合 男性８割、女性２割

◇研修生の出身県 県外63％、県内37％

【取組を行った経緯（きっかけ）・概要】

・24（2012）年度から青年就農給付金制度が始まり、これを受けて、新規就農者を受け入

れる研修施設として、26（2014）年６月に開校しました。

研修施設では、研修生が専用ハウスや露地畑を管理し、生産から販売までを一貫して行

う模擬経営を２年間取り組むことにより、就農後に必要な実践力が養えるものとなってい

ます。２年目は農家での実習（里親制度）を行い、地域の人と交流することにより、就農

時の農地や農業機械の借受け等、就農しやすい環境を作っています。

福井県あわら市

●

福井県

事例１ 新規就農支援の事例

資料：福井県「ふくい園芸カレッジ」を基に北陸農政局で作成

コース名 定員 研修内容 期間
28（2016）年度
入校生数

新規就農コース 30名
作物の栽培から販売まで独立採算で
模擬経営

２年間 31名

プラス園芸コース
70名

（前後期各35名）
水稲農家、集落営農組織で福井県園
芸推進品目の栽培や出荷販売の実習

各期４か月
（８回）

前期　27名
後期　43名

スマート園芸コース ３名
大規模園芸施設で周年栽培等の高度
な技術研修

１年間 ３名



- 11 -

新規就農コースの研修カリキュラムでは、模擬経営のほか、野菜栽培論や病害虫の診断

と防除等の技術力、農業政策や経営戦略等の経営力、農産物の市場・流通や直販等の販売

力、農業機械研修での操作技術や免許の取得、コミュニケーション研修でのコミュニケー

ション力の向上等、就農後、収益を確保し、経営発展のために必要な経営力や販売力が養

えるカリキュラムとなっています。

また、就農までは、ふくい園芸カレッジを中心に地域全体で就農計画づくりや就農予定

地域との調整、農地確保等、就農・独立に向けたサポートを実施しています。

プラス園芸コースでは、県内の水稲農家や集落営農組織で新たに園芸に取り組む者を対

象に、共同ほ場を使った県推進品目であるトマト、メロン、ネギ等の栽培実習を行ってい

ます。

研修期間中や就農後は、青年就農給付金や福井県独自の支援制度※である研修奨励金等

の支援制度があり、給付要件により給付を受けることができます。

【課題・問題点及び改善方法】

・研修生の確保に当たり、東京、名古屋、大阪で開催される「新農業人フェア」、県主催

のフェアへの参加や県内の各大学のセミナーに出席し、研修生の確保を図っています。ま

た、インターン体験ツアーの開催や福井県の園芸農業を実際に体験する体験バスツアーを

年に２回実施しています。28（2016）年度は県外からの研修生が増加し、体験バスツアー

参加者の中から研修生となった者もいます。

・研修生の就農時の資金について日本政策金融公庫の新規参入用の融資や福井県独自の支

援制度を受ける際には、研修２年目の春には就農地を決定し、ハウスの建設や機械の導入

計画を立て、８月には市町に申請することになり、研修１年目の後半には、作付面積、品

目を設定し、研修２年目にはそれに応じた実習先（里親制度）等を決めることとなります。

そのため、研修生からの資金計画や就農地の決定等の相談に応じるとともに関係機関と連

携して取り組んでいます。

資料：ふくい園芸カレッジからの聞き取りを基に北陸農政局で作成

表－１ 研修（新規就農コース）終了後の就農状況（就農人数）

男性 女性 男性 女性 男性 女性

23 18 5 17 13 4 6 5 1

30 23 7 19 16 3 11 7 4

31 27 4 - - - - - -

内訳

新規自営農業就農者 新規雇用就農者

人数
内訳

人数
内訳

入校年次

26（2014）年度入校

27（2015）年度入校

28（2016）年度入校

人数
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【今後の予定（新たな取組等）】

・今後のふくい園芸カレッジの運営方針として、各農林総合事務所、農協、丘陵地農業支

援センター、砂丘地農業支援センター等、関係機関と連携を取りながら、研修生がスムー

ズに就農できるよう取組を行っていくこととしています。

※ 福井県独自の支援制度

【就農前】

・研修奨励金 対象者：県外から福井県に移住し、就農に向けて研修を受講する方(但し、就農予定時の年齢

が60歳未満の方)

給付額：月５万円(年間60万円) ※研修終了後、就農しなかった場合、奨励金全額返還

・就農給付金 対象者：ふくい園芸カレッジの研修生で県外から移り住んで研修を受講する方(但し、就農予定時

の年齢が45歳以上60歳未満の方)

給付額：年間90万円 ※研修終了後、就農しなかった場合、奨励金全額返還

【就農後】

・就農奨励金 対象者：新規就農した方(就農時の年齢が45歳以上60歳未満)

給付額：(非農家出身者)１年目180万円 ２年目120万円 ３年目60万円

(兼業農家出身者)１年目180万円

(専業農家出身者)１年目60万円

※奨励金受給終了後、３年間営農を継続しない場合、奨励金全額返還

研修施設 研修用ハウス

・小農具等整備奨励金 経営開始に必要な小農具等の購入費の一部を助成

対象者：非農家出身者

補助率：県１／４以内、市町１／４以内(事業費上限100万円)

※奨励金受給終了後、３年間営農を継続しない場合、奨励金全額返還

・新規就農者融資主体型補助事業（国の事業名：経営体育成支援事業）

認定新規農業者(就農５年以内)が融資を受け農業用機械等を導入する際の助成制度

補助率：国３／10以内、県１／８～１／６以内、市町１／８～１／６以内

または

：県１／４～１／３以内、市町１／４～１／３以内

（事業費上限1,000万円）
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（企業参入）

平成21（2009）年12月の農地法の改正により、リース方式については企業を含め、誰で

も農地を借りて農業に参入できるようになりました。

この改正後から28（2016）年６月末までの６年半で、新たに117の企業が農業に参入し、

改正農地法施行以前の６年半に参入した55法人の約２倍となっています。

これら農業に参入した企業を業種別にみると、建設業35、食品業27、農業（農業部門に

ついて法人を新たに設立）17、その他38となっています。また、営農作物別にみると、野

菜47、米麦等33、複合18、その他19となっています。

企業の農業参入は、特に担い手が十分にいない地域では、地域農業の担い手となり得る

存在であり、今後も新たな担い手としての新規参入が期待されています。このため、農業

への参入を希望する企業と企業を誘致したい地域等の関係者を一堂に集めた農業参入フェ

ア2016が全国４か所で開催され、当局は東京会場と大阪会場に参加し企業の農業参入の

ピーアールに努めています。
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農地所有適格法人 株式会社ローソンファーム新潟（新潟県新潟市）
にいがた にいがた し

（パートナー企業 農地所有適格法人 株式会社 アグリライフ）

【農業経営・組織の概要】

◇平成27（2015）年３月17日設立

代表取締役 後藤 竜佑 氏
ご とう りようすけ

◇役 員 ５名 監査役 １名（うち農業従事者３名）

従業員 ２名

◇経営面積 11.6ha

田 10.4ha（うち借地10.4ha）（新潟市江南区大淵地区）
にいがた し こうなん く おおぶち

畑 1.2ha（うち借地 1.2ha）（新潟市北区大夫浜地区、耕作放棄地を解消）
にいがた し きた く た ゆうはま

◇水稲（コシヒカリ5.8ha、こしいぶき（加工用）4.6ha）、さつまいも、ねぎの栽培

◇収穫量 58.2t（コシヒカリ33.9t、こしいぶき24.3t）（28（2016）年産）

◇出資者 後藤 竜佑氏 74％、高橋 徹氏 １％、
ご とう りようすけ たかはし とおる

株式会社RAG ９％、山谷 隆氏 １％、株式会社ローソン 15％
や ま や たかし

【取組の概要】

・26（2014）年５月１日、新潟市が国家戦略特別区域※１（以下「国家戦略特区」という。）
にいがた し

に指定され、農業分野において全国でローソンファームを展開する株式会社ローソンが特

定事業者に認定されました。株式会社ローソンは、国家戦略特区の規制緩和（役員要件の

緩和）を活用し、27（2015）年３月17日に株式会社ローソンファーム新潟（以下「ローソ

ンファーム新潟」という。）を設立し、３月25日に全国初となる特例農業法人に移行しま

した。

ローソンファームは、ローソングループ店舗への野菜や果物の安定供給や、オリジナル

商品の原材料としての使用を目的として全国各地で設立されており、ローソンファーム新

潟は全国23か所目として設立されました。

・収穫された農作物は、ローソンの中食商品原料として出荷されており、コシヒカリは、

関東・甲信越エリアのローソン限定で、おにぎりセットとして販売され、また、ローソン

ストア100では、精米２㎏袋が販売されています。また、商品開発や営業・販売について

は、株式会社ローソンと協力し計画しています。

・ローソンファーム新潟では、より一層食の安全の確保に取り組むと同時に、適切な農場

管理体制を構築するために、ＪＧＡＰ＊２の認証（申請品目：米）を取得しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・株式会社ローソンは、26（2014）年５月に新潟市が国家戦略特区に指定されたことを受
にいがた し

け、国家戦略特別区域会議の構成員（特定事業を実施すると見込まれる者）に応募し、７

月に特定事業者として選定されました。その後、10月にローソンファーム新潟の候補者の

新潟県新潟市

事例２ 企業参入の事例

●

新潟県
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公募を開始し、参加を希望する生産者に説明会や個別の打合せを行った結果、パートナー

企業として株式会社アグリライフが決定し、27（2015）年３月にローソンファーム新潟が

設立されました。

株式会社アグリライフは、今後、農業を続けていく上で、大手企業と手を組むことで今

までにないチャンスをつかむ可能性と、販売先が決まり安定した経営ができると見込まれ

たことから、経営に参画しました。

【課題・問題点及び改善方法】

・農地集積・集約化については、土地の賃借先の制約や交換先とのマッチングが難しく、

新潟市や農地中間管理機構と情報交換を行いながら利用調整を行っています。
にいがた し

・農作業の行程において、作物の生育中や出荷までには様々なトラブルが発生しますが、

これらの対応に時間がかかれば作物の品質が低下してしまうため、時間との戦いとなりま

す。問題が起きた時の職員間での共有と迅速な対応が課題となっています。

・自治体からは広くバックアップを受けていますが、農地の賃借や集積等、最終的に個人

間での調整が必要となる部分についてはローソンファーム新潟が行っています。事業に関

する相談や助成等の情報提供を受けるため、定期的に自治体と打ち合わせを行っています。

ほ場の様子 後藤代表

【今後の予定（新たな取組等）】

・今後、農地の集積・集約化により経営面積の拡大を目指すほか、ＩＣＴを活用した効率

的な営農を行っていきたいとしています。

・今後の規模拡大時に重要となる水稲の刈り取り時期の分散化のため、新たな取組として、

晩生品種の試験栽培を行うこととしています。

※１ 国家戦略特別区域とは、日本経済の再生に向けた第三の矢としての成長戦略である、「日本再興戦略－

JAPAN is BACK」（平成25（2013）年６月14日閣議決定）において、国の成長戦略を実現するため、金融や税

制の大胆な規制緩和等を実行するための突破口として、創設された特定の地域

※２ ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）とは、農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可

能性を確保するための生産工程管理の取組

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.とは、ドイツのFood PLUS GｍｂHが策定したGAP認証。主に欧州で普及している。

ＪＧＡＰとは、一般財団法人日本ＧＡＰ協会が策定した日本発のGAP認証。 28（2016）年にJGAP

Advance、JGAP Basicの運用開始（29（2017）年にそれぞれASIA GAP及びJGAPに改名）
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（農業経営の法人化）

農業経営の法人化は、経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承、雇用

による就農機会の拡大等を通じ、効率的・安定的な経営に向けてメリットが大きいもので

す。

特に、任意組織の集落営農や大規模な家族経営体の法人化は、経営の継続性を高め、発

展させるためにも重要なものです。

このため、平成25（2013）年６月に政府が策定した「日本再興戦略」では、農業法人の

数を今後10年間（35（2023）年まで）で22（2010）年比約４倍の５万法人とすることを目

標に掲げています。

北陸地域では、27（2015）年２月時点で2,060法人と22（2010）年に比べ586法人増加し

たものの、目標達成に向けては、施策の更なる推進により、法人経営体の増加ペースを加

速する必要があります。

このため、県段階において、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、地域金融機関、

農業経営アドバイザー等の専門家を加えた支援体制を整備し、法人化に向けた相談窓口を

設置するとともに、法人化、経営改善に向けた支援、セミナー・研修会の開催等を行って

います。
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農事組合法人 あぐりばんば（石川県鹿島郡中能登町）
か しまぐんなか の と まち

【農業経営・組織の概要】

◇平成20（2008）年10月設立

◇労働力 オペレータ（主に水稲栽培を担当）10名

常雇３名（うち野菜部門１名）、

臨時雇用２～３名（29（2017）年３月現在）

◇経営面積 46.8ha（28（2016）年産）

◇水稲31ha（コシヒカリ）、大麦・そば13.9ha、

野菜（能登野菜等）1.7ha、花き類（フリージア、葉牡丹等）４ａの栽培

作業受託10ha（大麦・そば）

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・「農事組合法人あぐりばんば」は、石川県能登半島のほぼ中央部にある鹿島郡中能登町
の と か しまぐんなか の と まち

に位置し、20（2008）年10月に設立されました。

中能登町東馬場地区のほ場整備は、19（2007）年から実施され、農地の大区画化や石
なか の と まちひがしばん ば

川県内初の地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の整備、パイプライン化により、生産性

の高い汎用化農地を整備しました。農地の大区画化により大型機械の導入が可能となり、

農作業の効率化が図られ、生産性が向上しています。

水稲はコシヒカリを作付けし、また、大麦やそばのほか、能登白ねぎ、青かぶ、中島菜、
の と しろ あお なかじま な

金糸瓜等の能登野菜や、石川県オリジナルのフリージア品種「エアリーフローラ」等の高
きん し うり

収益作物を栽培しています。

同法人の労働力は、オペレータが10名

で、そのほか、経営規模の拡大に伴い、

全作業で常時雇用１名、麦及びそばに常

時雇用１名、臨時雇用２～３名、野菜に

常時雇用１名となっています。

収穫された農産物は、農協へ出荷する

ほか、地区に近接する道の駅「織姫の里
おりひめ さと

なかのと」で直接販売しています。特に

野菜・花き類の販売額は、21（2009）年

の約100万円から28（2016）年には約600

万円と６倍に増加しています（図－12）。

・同地区における担い手への農地集積状

況は、ほ場整備を契機に設立された同法

人と認定農業者（１名）に、地区の８割

石川県鹿島郡中能登町

事例３ 農業経営の法人化

●

石川県

図－12 農作物販売額の変化

資料：あぐりばんばからの聞き取りを基に

北陸農政局で作成
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にあたる43haの農地を集積し、営農を展開しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・同地区のほ場整備は、昭和32（1957）年頃に１区

画７ａで１次整備され、１人当たり20～30枚の水田

を所有していましたが、小区画で農道が狭く、用排

水路も老朽化が著しかったことから効率的な農作業

ができず、農作業や維持管理に多大な時間と労力を

要していました。

19（2007）年から実施されたほ場整備は、中能登町
なか の と まち

には土地改良区がなかったことから区長の主導によ

り地区内の調整が行われ、石川県の働きかけや指導も

あり、当地区と周辺７集落を合わせ実施されました。その結果、水田を大区画化（約１ha

区画）するとともに、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の整備及びパイプライン化に

より水管理の省力化が図られました。

・19（2007）年当時の品目横断的経営安定対策の実施に合わせ、集落営農組合を立ち上げ、

その後、地区の持続的な農業の発展と次世代への継承には大規模化が不可欠との考えのも

と法人化されました。

【課題・問題点及び改善方法】

・19（2007）年以前のほ場整備前は、間断かんがいの時期の水管理に労力を要していまし

たが、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）の導入後は、水位を低く（地表から－10㎝程

度）保っておくことで、水位調整が容易になり、節水が図られています。

・法人化当初は構成員の中からオペレータとして参加する者や、大麦やそばの農作業を手

伝ってくれる者もいましたが、次第に減少してきたこともあり、代表理事（常時雇用）に

加え、25（2013）年から当時、農協の担当職員であった若手を常時雇用しています。常時

雇用者の冬場の作業は、青かぶ（露地）や能登白ねぎ（ハウス）等の栽培作業を行ってい

ます。

・野菜等は農協に出荷していますが、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）導入の汎用化

水田が少なく産地化ができていないなど、販路が課題となっています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・今後、同法人の構成員の高齢化が進むこと、また、新たに9.5haの経営規模の拡大を図

ることから、常時雇用者をハローワークで募集し、元会社員であった方を新たに雇用（29

（2017）年６月雇用予定）することとしています。

・野菜等については、これまで11品目を栽培してきましたが、29（2017）年は収益性のあ

るキャベツを主に作付けすることとしています。

注：農業経営の法人化の取組事例（株式会社 若狭の 恵 ）は、動向編第５章２．（１）131ページに掲載
わかさ めぐみ

収穫作業の様子
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（女性の活躍）

2015年農林業センサスによると、北陸地域における販売農家の農業就業人口のうち女性

は47.9％であり、女性は農業や地域社会の担い手として重要な役割を果たしています。

社会全体で女性農業者の存在感を高め、併せて職業として農業を選択する若手女性の増

加を図るため、平成25（2013）年度に発足した「農業女子プロジェクト」では、農業内外

の多様な企業・団体と連携し、農業で活躍する女性の姿を様々な切り口から情報発信して

います。

北陸地域の農業女子プロジェクトメンバーは31人（29（2017）年３月現在）で、そのう

ち16人が野菜の栽培に取り組むほか、プロジェクトを通して女性目線での農業への魅力を

全国に発信しています。
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株式会社アグリたきもと（富山県下新川郡入善町）
しもにいかわぐんにゆうぜんまち

【農業経営・組織の概要】

◇平成22（2010）年３月２日設立

◇労働力 取締役３名（うち女性２名）、

常雇４名（うち女性１名）（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 97ha（28（2016）年産）

◇水稲63㏊（コシヒカリ47㏊、ミルキークイーン16㏊）、大豆34

㏊、ハウスねぎ５ａ、ブルーベリー２ａ、ジャンボ西瓜0.2haの栽培

【取組の概要】

・15（2003）年に現取締役の瀧本みどり氏の夫が専業農家として経営を開始し、経営面積
たきもと

の拡大とともに18（2006）年に瀧本みどり氏と次女の海道瑞穂氏が就農しました。
かいどうみず ほ

22（2010）年に法人化し「株式会社アグリたきもと」を設立し、瀧本みどり氏が取締役

に就任、次女の海道瑞穂氏が代表取締役に就任しました。取締役３名のうち２名が女性で、

また、常雇４名のうち１名が女性となっています。

経営面積は年々拡大し、水稲63ha、大豆34ha、計97haと大規模経営を行っています。労

働力は７名のうち３名が女性で、代表取締役の海道瑞穂氏はオペレータをしています。

作業場を建設するに当たっては、女性の視点を活かし明るい雰囲気となるよう柱をピン

クに塗装したり、29（2017）年２月に完成した事務所においては、２階に女性専用の部屋

を設け、また、２階を禁煙とするなど女性に配慮した取組を行っています。

水稲は整備した高性能な乾燥調製施設で品質の高い米に仕上げ、農協中心に出荷してい

ます。

また、瀧本みどり氏は、28（2016）年度まで、富山県下新川郡２町の若手女性農業者の
しもにいかわぐん

交流を目的とした「真樹の会」の会長や女性農業者組織「入善町女性農業士ＧＯＧＯ農会」
しんじゆ かい にゆうぜんまちじよせいのうぎよう し ご ー ご ー の う か い

の会長を務め、地域の女性農業者のリーダーとして活躍しました。

これらの活動は、女性が就農しやすい経営体の先導的な事例となり、23（2011）年以降、

入善町内で女性が代表者や取締役になる法人が増えています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・瀧本みどり氏の夫は、14（2002）年に勤務していた会社を退職し、町内の農業法人で研

修を受けた後、15（2003）年に実家の農業を継承しました。当初は経営面積は1.5㏊で、

一人で作業し、農繁期には家族が手伝いをしていましたが、年々経営面積を拡大し、18

（2006）年には水稲15㏊、大豆15㏊を作付けすることになり一人では作業しきれなくなり

ました。そのため、瀧本みどり氏が会社を退職し、専門学校を卒業した次女の海道瑞穂氏

とともに就農しました。

・21（2009）年には経営面積は50㏊と急増したことから、機械化による効率化や法人化を

富山県下新川郡入善町

富山県

●

事例４ 女性の活躍の取組事例
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検討し始め、22（2010）年に法人化し、同年の秋には作業場と乾燥調製施設が完成しまし

た。

法人化する際に家族で話し合い、「これからは女性の時代。女性だからできない、させ

ないということにはならない。」との考えの下、海道瑞穂氏が代表取締役に就任しました。

【課題・問題点及び改善方法】

・女性が農業経営をするに当たり、出産・育児、介護等も考慮し農薬散布作業に従事しな

いことや介護休暇の導入等の就業ルールを作ったほか、女性トイレの設置や女性の休憩室、

シャワー室、分煙を取り入れ、若い女性が農業に参入しやすい環境を整備しています。

作業場兼格納庫 ご家族の皆さん（中央 海道代表取締役）

【今後の予定（新たな取組等）】

・海道瑞穂氏は、経営面積の拡大に伴い従業員を増やしたことから、今後は農閑期を利用

し自社で栽培した農産物を利用した食品加工等の６次産業化に取り組みたいとしていま

す。また、将来的にはカフェ等を開き自社の食品加工品の提供を行いたいとしています。

・海道瑞穂氏の夫も就農し、28（2016）年には海道氏の姉も就農しており、瀧本みどり氏

夫婦が行っていた経営管理や地域との渉外活動等の経営スキルを徐々に海道夫婦に継承し

ながら、持続性のある信頼される会社を目指しています。
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（２）担い手への農地集積・集約化の取組

農業者の高齢化が進む中で、担い手への農地の利用集積・集約化が極めて重要であるこ

とから、担い手が利用する農地面積の割合を平成35（2023）年度までに全国で８割まで引

き上げることを目標に農地の利用集積・集約化を進めています。

担い手への農地利用集積面積は、28（2016）年度末には18万５千haとなり、担い手への

農地利用集積率は59.1％となっています。この担い手への農地利用集積率は、全国平均

（54.0％）を上回り、ブロック別では北海道に次ぐ２番目になっています。これは、北陸

地域においては、土地利用型農業が多いことから担い手の規模拡大意欲が高いことや、27

（2015）年度に認定農業者が増加したこと、農地中間管理事業※を積極的に推進したこと

等が要因と考えられます。

29（2017）年３月末までの１年間の農地中間管理事業の実績は、貸付面積7,385ha、そ

のうち担い手への新規集積面積3,343haとなりました。

北陸農政局では、各県ごとの取組状況や課題、その対応方針を決めた上で、取組の成果

が上がるように、積極的に市町村や土地改良区、農業法人や大規模農家に出向き（28

（2016）年４月から29（2017）年３月末までに54回）、本事業の活用を要請するなど、農

地中間管理事業を推進しています。

※ 農地中間管理事業とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域（農業振興地域

の整備に関する法律第６条第１項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。）を事業実施地域とし

て農地の貸し付け業務等を行う事業であって、農地中間管理機構が行うものをいう。
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福井県三方上中郡若狭町東黒田地区
み かたかみなかぐんわか さ ちようひがしくろ だ

【地区の概要】

◇農地面積 39ha（田37ha、畑２ha）

◇世 帯 数 43世帯

◇農家戸数 41戸

◇ほ場条件 区画30ａ、パイプライン整備済

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・若狭町東黒田地区は、福井県の南西部に位置する中山間地域の水田地帯で、水稲、大
わか さ ちよう

麦の作付けが行われています。ほ場の地盤は軟弱なため耕作条件は良好ではなく、農家の

高齢化と集落内に担い手がいないこともあり、集落外の３人の担い手が一部の農地で入作

していましたが、農地は分散しており非効率な経営を行っていました。

このことから東黒田地区在住の農政推進委員（若狭町独自の制度）を中心に、集落内
わか さ ちよう

41戸全ての農家への個別訪問や担い手との話し合いを重ねた結果、農地中間管理事業を活

用し集落外の３人の担い手に農地をまとまった形で集積し、担い手への集積率は40％から

83％に大幅に上昇しました。

さらに、その取組をモデルケースとして、若狭町内の12集落において取組が拡大してい

ます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・若狭町東黒田地区においては、集落内の農業従事者の７割が65歳以上で担い手もいな
わか さ ちよう

いことから、９年程前から集落外の３人の担い手が入作していましたが、農地は分散し非

効率な経営を行ってきました。３人の担い手は、集落の行事にも積極的に参加し、集落の

信頼関係の醸成に努めていましたが、農地集積や集約化を進めるに当たり、地区外の担い

手であるため話し合いは進みませんでした。

若狭町では、担い手へ農地を集積・集約化する方向で、24（2012）年12月に人・農地
わか さ ちよう

プラン※を作成しました。また、10年前から各集落に１人、地域の事情に精通した農政推

進委員を委嘱し、生産数量目標等の農政情報を集落に周知する役割を担わせていました。

東黒田地区では、26（2014）年に農政推進委員が中心となって、集落内41戸全ての農家

への個別訪問や集落外の担い手との話し合いを重ねた結果、農地中間管理事業を活用して、

集落の全農地の83％にあたる32haを集落外の担い手（３経営体）に集積しました（図－13）。

福井県三方上中郡若狭町

事例 担い手への農地集積の事例

●

福井県

※ 人・農地プランとは、農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、

基本となる人と農地の問題を一体的に解決していく必要があり、このため、それぞれの集落・地域において

徹底的な話し合いを行い作成した、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」
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【課題・問題点及び改善方法】

・東黒田地区の農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積を行うに当たり、ほ場は

標準区画30aに整備されパイプラインも整備されていたこと、農業者の高齢化に加え集落

内に担い手がいなかったこと、農地の地盤が軟弱であり出し手側の農家も抵抗感がなかっ

たこと、軟弱地盤対策や鳥獣害対策等の対応を今後集落で負担すること等について農家（出

し手）と３人の担い手（受け手）の役割分担を明確にしたこと、特に地域の実情に詳しく

フットワークの軽い農政推進委員の存在があったことが、利用調整が実現した要因となっ

ています。

・農道・水路の維持管理等は、従来から農地・水保全管理支払交付金（26（2014）年度か

ら多面的機能支払交付金）を活用した取組を行ってきましたが、土地持ち非農家の増加、

高齢化や集落内に担い手がいない現状を踏まえ、農地集積・集約化を契機として、持続的

な農業の振興と農地保全を行うため、農道・水路の維持補修や除草作業、鳥獣害防止柵の

維持管理等について、担い手と住民が役割分担等を定めた覚書を取り交わし、協力して地

域農業を守ることとしています（図－14）。

東黒田区

（意思決定）

・農道・水路等の維持補修箇所の検討
・地域集積協力金の使途の決定
・定期的な意見交換会の開催 等

東黒田区美農里会

（作業）

・農道・水路等の維持補修、除草作業
・山際の鳥獣害防止柵（恒久柵）の維持補修
・ほ場周りの鳥獣害防止柵（電気柵）の設置作
業への協力
※担い手との日程調整等

担い手（耕作者）

・借り受けた農地の耕作、適正管理
・畦畔の除草作業（農道・水路等の
除草作業への協力）
・ほ場周りの鳥獣害防止柵（電気柵）
の設置 等

東黒田区の構成メンバー
・東黒田区区長
・区役（区の役員５名）
・土地改良区理事
・集落連絡員（役場の職員）
・農政推進員

東黒田区美農里会の構成メンバー
・東黒田地区の全世帯

多面的機能
支払交付金の
受け皿・作業

美農里会は、担い手と地区住民との調整を行う

図－14 東黒田農地保全組織体制図

担い手Ａ

担い手Ｂ

担い手Ｃ

その他

〔借受者〕

担い手Ａ

担い手Ｂ

担い手Ｃ

担い手の集積面積・集積率：15.59ha(40.2%)

担い手の平均経営面積：5.2ha/経営体

担い手の集積面積・集積率：32.08ha(82.7%)

担い手の平均経営面積：10.7ha/経営体

図－13 農地中間管理事業実施前後の集積状況

【実施前】 【実施後】
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【今後の予定（新たな取組等）】

・東黒田地区をモデルケースとして若狭町内に紹介し、27（2015）年度には12地区におい

て農地中間管理事業活用の横展開が図られました。

・３人の担い手（受け手）のうち１人が高齢であり、将来その方がリタイアした時には、

残った２人に農地を再集積することとしています。
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（３）主食用米の需要に応じた生産の推進及び水田フル活用の取組

主食用米については、需要に応じた生産を推進するため、中食・外食等のニーズに応

じた米の生産と安定取引の一層の推進や、米の都道府県別の販売進捗及び在庫情報・価

格情報等、きめ細かい情報提供等の環境整備を進め、平成30（2018）年産米から行政に

よる生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産

者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産を行える状況になるよう、

行政・生産者団体・現場が一体となって取り組むこととしています。

また、将来にわたって安全な食料の安定供給を確保するため、国内農業の食料供給力

（食料自給力※１）を強化し、食料自給率※２を向上させることが不可避な課題となってお

り、食料自給力・自給率の維持向上を図るためには、麦、大豆、飼料用米等の作物の生

産性向上や高付加価値化を推進することにより、水田を有効に活用（水田フル活用※３）

していくことが重要です。

このため、消費者や実需者の需要に応じて生産・供給を行うというマーケットインの

発想に基づき、麦、大豆、飼料用米等、需要のある作物の生産を振興し、生産意欲の高

い農業者が自らの経営判断で作物を選択することができる環境整備を進めることとして

います。また、地域の特色のある魅力的な産品の産地づくりに向けた取組をさらに支援

する観点から地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、高付

加価値化や低コスト化を図りながら、水田活用の直接支払交付金（産地交付金）の活用

により、水田における麦、大豆等の生産性向上等の取組や、野菜、そば、なたね等の地

域振興作物の生産の取組等を支援し、水田のフル活用により、食料自給率・自給力の向

上を図ることとしています。

※１ 食料自給力とは、国内農林水産業生産による食料の潜在能力を示す概念

※２ 食料自給率とは、国内の食料消費が、国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標

※３ 水田フル活用とは、国内農業の食料供給力の強化に当たって、主食用米の需要量に見合った作付けを行う

必要があり、水田をフルに活用していくため、自給率の低い麦、大豆、飼料用作物等の生産を推進する施策



- 27 -

農事組合法人 イーノなかのはま１００（福井県あわら市）

【農業経営・組織の概要】

◇平成18（2006）年10月11日設立

◇役員 理事10名（代表理事組合長を含む。）、監事２名

班長８名

◇構成員 中浜地区農業者64名（農業従事者）
なかのはま

地区外１名（農地の権利提供者）

◇経営面積 102.2ha

（区画 100筆、区画面積 平均１ha、

大きいものは1.5ha）

◇水稲67.2ha、大麦34.4ha、大豆28.6ha

そば5.8haの栽培（28（2016）年産）

◇多面的機能支払交付金活動あり

【取組の概要】

・中浜地区は福井県あわら市の南西部に位置し、水田を主体とした農業集落で、地区が抱

えている高齢化や後継者不足等の問題から、18（2006）年10月に「１集落１農場」の農事

組合法人として「イーノなかのはま１００」を設立しました。

「イーノ」はこの地方の方言で「良い」を意味し、「良い農業」との意味も掛け合わせ

ています。また、経営面積は102.2haで、１集落１農場で100ha以上であるため、「イーノ

なかのはま１００」とネーミングしました。

同法人の組織は、総務、営農、機械施設の３部門を設置し、農作業は構成員を８班に分

け、全戸出役を基本に取り組んでいます。

水稲は、ハナエチゼン、はえぬき、コシヒカリ、あきさか

り及びタンチョウモチを作付けし、移植、Ｖ溝乾田直播及
ぶいみぞかんでんちよくはん

び湛水直播を行い、移植や直播を組み合わせて収穫期を分
たんすいちよくはん

散して、コンバイン等の農業機械をフルに使うようにしてい

ます。また、Ｖ溝乾田直播を拡大し冬期代かきを実施して、

春作業の分散化を図るなど省力化にも努めています。栽培品

種のハナエチゼン、はえぬき及びあきさかりは外食、中食の

業務用米として、コシヒカリ及びタンチョウモチは、自家用

米として栽培しています。

生産調整として、六条大麦、その後、大豆又はそばを栽培し、２年３作体系に取り組ん

でいます。なかでも28（2016）年産大豆の10ａ当たり平均収量は、福井県産の平均収量の

208kg（全国１位）を大きく上回り、イーノなかのはま１００は328㎏となっています。

福井県あわら市

●

福井県

事例 水田フル活用と水管理のＩＣＴ化実証の事例

水稲収穫作業

事務所兼倉庫・乾燥調製施設
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同法人の売上高は年々増加し、過去３か年（26（2014）年

度から28（2016）年度）ともいずれも１億円を超えています。

・中浜地区では、九頭竜川下流農業水利事業所とともに、次

世代型水利システムによる高度水利用型水田農業※１の実証試

験を実施しています。28（2016）年度の実証試験は、給水バ

ルブに多機能給水栓や地下水位制御システムを設置し約22ha

のほ場でバルブ（仕切弁）一括操作（半自動）、給水栓の遠

隔操作による給水・止水、夜間かんがいの遠隔操作、タイ

マー機能で給水・止水、地下水位制御システム（ＦＯＥＡＳ）での水管理を行っています。

同法人の構成員は、「水管理はたいへん省力化された」、「500km離れた東京に出張していて

も水管理できた」、「農業は休日がなく、若い人の農業離れを食い止めるにはシステムが必

要」等と実感し、労力の軽減にも効果が出ており、今後の実用化が期待されます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・中浜地区では、小規模経営の兼業農家がほとんどで農家の高齢化や後継者不足等の問題

もあり、18（2006）年の品目横断的経営安定対策※２の実施を契機に、将来の担い手や経営

方針等について農家組合を中心に協議を開始しました。18（2006）年２月に組合員へアン

ケート調査を実施し、その結果を受け集落営農を立ち上げる方針で協議を開始しました。

同年７月にあわら市から法人化について助言を受け、組合員へ法人設立意向調査を実施し

法人設立を確認しました。８月から９月にかけて法人設立準備委員会において10数回の検

討を重ね、10月に「イーノなかのはま１００」を設立しました。法人設立当初は、水稲を

主体に作付けしていましたが、所得向上のため大麦及び大豆を作付けすることとし、22

（2010）年頃から水稲、大麦、大豆又はそばの作付け体系としています。

・28（2016）年から農林水産省において、パイプライン化とＩＣＴ活用による次世代型水

利システム導入のための実証試験が全国２か所で実施されることになりました。調査対象

地として、ほ場整備やパイプライン化がされていること、大規模な経営体があること、更

なる農地集積の可能性があること等の条件から、国営かんがい排水事業により用水路がパ

イプライン化された「九頭竜川下流地区」が選定され、事業地区内にある「イーノなかの

はま１００」が経営体として実証試験に協力しています。

※１ 次世代型水利システムによる高度水利用型水田農業とは、パイプライン化とＩＣＴ（パソコンやスマート

フォン等を使用した情報通信技術）を活用し、各ほ場への自動給水栓や地下水位制御システム等による効率

的かつ多様な水利用により、大規模経営体による生産コストの削減、農作物の品質向上、反収の増加、作付

け率の向上を図り、高度な水利用による競争力のある水田営農体系の構築と、水路や田面での用水管理ロス

の発生を解消し、用水の効率的利用、機械排水経費の削減等を図り、高度な農業用水管理を行う農業

※２ 品目横断的経営安定対策とは、18（2006）年産まで全農家を一律として品目ごとに講じられていた経営安

定対策を見直し、担い手を明確化したうえで、その経営の安定を図る施策

大豆畝たて作業



- 29 -

【課題・問題点及び改善方法】

・ほ場については、１ha区画（標準）に整備済みであり大区画化による省力化が実現され

ています。暗渠排水は、昭和58（1983）年から60（1985）年に事業を実施し整備しました
あんきよ

が、現在３割のみ更新されています。暗渠を更新する事業を実施する場合、かなりの負担

金が必要となり、当法人としては、準備金（積立金）を使用することとしています。

・中浜地区では農家の高齢化や担い手不足の問題がありましたが、農事組合法人として法

人化後は、各年代にバランス良く構成員がおり、将来的にも農地が守られる見込みとなっ

ています。また、25（2013）年から後継者育成の一つの方法として、農業機械のオペレー

タ講習会を毎年行っています（図－15）。

【今後の予定（新たな取組等）】

・次世代型水利システムによる高度水利用型水田農業の実証試験は、規模は小さくなった

ものの遠隔操作を中心として水位・水温をリアルタイムに確認できる「ほ場の見える化」

について、28（2016）年度に引き続き29（2017）年度もＩＣＴを活用した水管理等に取り

組んでいきます。実証試験を終えた後は、関係機関と実用化に向け協議することとしてい

ます。

・『人の輪・集落の和』を合い言葉に未来永劫にわたり持続する集落営農に取り組みなが

ら、集落の農地の持続的維持管理と安全・安心な農産物の生産を行い、自然と共生を図り

集落と農地を守っていくこととしています。

図－15 基幹的農業従事者とイーノなかのはま１００の構成員の年齢構成

資料：基幹的農業従事者は「2015年農林業センサス」

イーノなかのはま１００は聞き取りを基に北陸農政局で作成
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（４）水田への園芸作物導入の推進

水田において野菜等の園芸作物を導入する場合、①需要に対応した販売先の確保、

②生育を安定させるための排水対策の徹底等栽培技術の確立、③省力・軽労化のための

農業機械・施設の導入が重要になります。

このため、各県、農協を中心に、小売店や加工業者等への販路の確保・拡大、導入農

家に対する研修・指導、農業機械導入への支援を進めています。

例えば、富山県では「１億円産地づくり」の取組（農協毎に戦略品目を定め、新規生

産者の掘り起こしや販路拡大を推進）により、ＪＡとなみ野のたまねぎ、ＪＡいみず野

のえだまめ等で販売額が増加しています。また、栽培技術については、新潟県柏崎市に
かしわざき し

おいてブロッコリー栽培農家を対象とした補助的な暗きょ排水路の施工の実演研修、福

井県では農協営農指導員を対象とした加工・業務用キャベツの生産安定に向けた研修等

が開催されています。

また、北陸農政局では、農業基盤の整備、強い農業づくり交付金※１や産地パワーアッ

プ事業※２等を活用した農業機械、施設への支援を行っています。

※１ 強い農業づくり交付金とは、生産から流通までの総合的な強い農業づくりを支援するため、農畜産物の高

品質化・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集積の促

進、食品流通の効率化・合理化等、地域における川上から川下までの対策を総合的に推進するもの

※２ 産地パワーアップ事業とは、水田・畑作・野菜・果樹等について、平場・中山間地域等、地域の営農戦略

として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換

を図るための取組を全ての農作物を対象として総合的に支援
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となみ野農業協同組合（富山県砺波市、南砺市）
の のうぎようきようどうくみあい と なみ し なん と し

【となみ野農業協同組合管内の概要】

◇管轄地域 富山県砺波市（旧砺波市、旧東礪波郡庄川町）、
と なみ し と なみ し ひがし と なみぐんしようがわまち

南砺市（旧東礪波郡福野町、旧井波町、旧利賀村）
なん と し ひがし と なみぐんふく の まち い なみまち と が むら

◇管内水田面積 7,410ha（耕地面積の96％が水田）

◇水稲5,117㏊を中心に大豆1,024㏊、大麦782㏊、たまねぎ104㏊、

球根（チューリップ）50㏊を栽培（平成28（2016）年産）

◇たまねぎ栽培の概要

播 種 ８月下旬～９月上旬

定 植 10月中旬～11月上旬

収 穫 ６月中旬～７月上旬

主力品種 ターザン（中生）90％、もみじ３号（晩生）10％

【取組の概要】

・砺波平野は、富山県西部に位置する穀倉地帯で、耕地面積の96％を水田が占め、また、

全国に先駆けてほ場整備が進み、水稲主体の営農が展開されています。

となみ野農業協同組合（以下「となみ野農協」という。）では、農業所得の向上及び経

営基盤の強化を図るため、園芸作物等を導入した経営の複合化を目指し、「たまねぎ」を

戦略品目と位置づけ、生産拡大を推進しています。

「たまねぎ」の産地化に向けた取組として、水田園芸導入に向けた畝立てから乾燥・調

製・選別までの機械化一貫体系に対応した技術の確立、積雪等の北陸の気象条件に対応し

た新たな技術の確立、安定生産のための各経営体の技術レベルの底上げに取り組んでいま

す。特に機械化一貫体系の技術の確立に向けて、当初は畝立成型機及び定植機等は、生産

者に貸出しを行い、乾燥貯蔵施設、選別調製施設

は、となみ野農協で整備し乾燥・調製・選別を請

け負っていました。現在は、生産者が「ＪＡとな

み野たまねぎ出荷組合」を設立し、定植機械や収

穫機械等を購入していることから、となみ野農協

では機械の貸し出しは行っていません。

また、となみ野農協では、「たまねぎ」を中心と

した複合経営の推進のため特産振興課を設置し、

管内を７地区に分け、地区ごとに課の職員を１名

ずつ配置し栽培技術や営農指導を行っています。

となみ野農協、県、全農等の技術指導者で、「砺波地域たまねぎ生産振興プロジェクト

チーム」（以下「プロジェクトチーム」という。）を立ち上げ、栽培技術の指導体制の整備

と、育苗マニュアル及び栽培マニュアルの作成、ほ場巡回、研修会の開催等に取り組んだ

事例 水田への園芸作物の導入事例

たまねぎ収穫作業

富山県

砺波市・南砺市

富山県

砺波市

南砺市
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結果、生産量及び販売金額は飛躍的に増加しました。

となみ野産「たまねぎ」は、定植後、冬は雪に

埋もれ、春には雪解けの水を吸収するため、みず

みずしく肉厚に育つのが特徴で、全国でも珍しく

雪の下で生育することから、「雪たまねぎ」として

商標登録しブランド化を図っています。

また、「たまねぎ」を使ったスープ、レトルトカ

レー、焼酎等のオリジナル商品を開発し、直売所、

アンテナショップ、ネット販売を行っています。

・富山県では、22（2010）年から「１億円産地づ

くり支援事業（県単独事業）」※1を実施し、農協が主体となった新たな大規模園芸産地づ

くり（１億円産地づくり）を推進しています。現在、県内15の農協で各々戦略品目が選定

され、販売金額１億円の増加を目標に取り組まれています。となみ野農協が戦略品目に選

定した「たまねぎ」は、21（2009）年産から４年目で販売金額目標が達成されています

（表－２）。

表－２ となみ野農業協同組合管内のたまねぎ作付面積等

年産 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

目標 目標

作付面積 （㏊） 8 58 63 60 53 66 83 104 118 200

経営体数 （戸） 24 104 118 98 92 98 105 112 107 130

生産量 （ｔ） 119 571 930 1,667 1,760 2,700 2,777 5,519 5,900 10,000

販売金額（百万円） 13 32 39 129 127 230 293 487 500 1,000

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・となみ野農協では、米の生産調整が進む中、近年の米価の下落等により所得が減少して

いたことから、農業所得の向上及び経営基盤の強化を図るため、園芸作物等を導入した経

営の複合化を目指し、①県内に産地がないこと、②労力がかからず機械化が図られる作物

であること、③水稲と作期が重ならないこと、また、古くからチューリップ球根栽培を行

ってきており作型が似ていることから、「たまねぎ」を戦略品目に選定し、20（2008）年

から生産拡大を推進してきました。

・21（2009）年当時、富山県の農業産出額は米が７割を占め、園芸作物は１割と少なく、

特に野菜産出額は、都道府県別で最下位となっていました。また、農業産出額の低迷や水

稲主体の農業構造の転換及び既存の園芸産地の生産者の高齢化や後継者不足等が喫緊の課

題となっていました。このため県では、これまでの取組に加え、22（2010）年から「１億

円産地づくり支援事業（県単独事業）」を実施し、新たな大規模園芸産地づくりを支援し

ています。

資料：となみ野農業協同組合からの聞き取りを基に北陸農政局で作成

冬期のほ場
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【取組を行った上での課題・問題点及び改善点】

・「たまねぎ」栽培を開始した21（2009）年産は、作付面積８㏊、経営体24戸で取り組み

ましたが、栽培ノウハウ等の知識がないまま手探り状態で取り組んだことから、23（2011）

年産までは単収は伸びない状態でした。そのため、安定的な生産を図るため、23（2011）

年にプロジェクトチームを立ち上げ、取組の検証、育苗マニュアルや栽培マニュアルの作

成、ほ場巡回、研修会の開催等を実施しました。特に排水対策は、プロジェクトチームで

検討を行い、「たまねぎ」のほ場では必ず額縁排水※２や弾丸暗渠※３を実施することを義務
あんきよ

付けています。

生産者毎に生産技術の違いがあり底上げが必要であるため、プロジェクトチームにおい

て生産者全戸の生育調査を実施し、生産現場において肥培管理等を指導しながら、毎年デ

ータを蓄積しています。その結果、28（2016）年３月にべと病※４を早期発見（通常は４月

から５月に初発）することができ、全生産者に病害発生の特報を発信し、被害の未然防止

や生産者のべと病への理解等、生産技術のレベルアップにつながっています。また、国内

の他の産地では、べと病の被害が発生していることから、栽培マニュアルにより連作の禁

止（１年以上空けること）を徹底しています。

収穫物の運搬について、当初は収穫物を入れたプラスチックコンテナを人力で運搬して

いましたが、大容量の鉄コンテナに変更し機械で運搬することにより労働力の省力化を図

っています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・となみ野農協では、「たまねぎ」の販売金額１億円の目標を24（2012）年産で達成しま

した。また、作付面積は、28（2016）年産で100㏊を超え、次の目標として、作付面積200

㏊、販売金額10億円を掲げています。

作付面積の飛躍的な拡大により乾燥施設等が不足しており、となみ野農協において

１万ｔの乾燥・調製施設を整備しています。

・当地域の「たまねぎ」の出荷時期が７月から８月であり、2020年東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の開催時期と重なることから、出荷するためのＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.や

ＪＧＡＰの導入、生産コストへの影響について検討しています。

※１ １億円産地づくり支援事業（県単独事業）とは、農協が主体となって、農協営農指導員等に対する園芸指

導力の向上、栽培技術の実証・確立、販路の開拓、専用機械や共同施設の整備等、新たな大規模園芸産地づ

くりを推進する事業

※２ 額縁排水とは、ほ場内の排水性を向上させるため、畦畔に沿って額縁状に明渠施工する地表排水

※３ 弾丸暗渠とは、弾丸の形をした機材をトラクターに取り付け、引っ張ることによって耕盤を破砕し土中に

水が流れる孔を作る暗渠排水

※４ べと病とは、卵菌類により引き起こされる病害であり、たまねぎにおいて被害の大きな病害の一つで、罹

病すると葉、茎が枯死する。



- 34 -

（５）土地改良事業による農業基盤整備

水田におけるほ場の大区画化、用水路のパイプライン化、暗渠排水による排水機能の強

化等を図るためには、土地改良事業による農業基盤の整備を進めることが重要です。

例えば、国営かんがい排水事業「九頭竜川下流地区」では、用水のパイプライン化に

より農業水利施設を活かした農村の活性化を推進しています。

当該地区の取組として、関連の基盤整備事業による更なるほ場の大区画化や水管理作業

の省力化による経営規模の拡大、パイプラインの冷たい水を活かした夜間かんがいを導入

し高温障害の防止と米の高食味化の実現、塩害により耕作が制限されていた農地等におけ

る作物の生産拡大(らっきょう､トマト等)や新たな作物導入(にんじん､ほうれんそう等)、

また、集落営農組織等の所得を確保するため、ねぎ、キャベツ等の契約栽培を拡大するこ

とで、移植機や収穫機、皮むき機等の機械化一貫体系の導入の促進、パイプライン化によ

るチューブかん水や地下かんがいの技術の普及、露地大規模野菜栽培の導入の推進、気象

条件に適した品種の導入による新たな果樹産地の育成、基盤整備事業による大区画ほ場で

の乾田直 播導入・低コスト稲作の実現 、暗渠排水等のきめ細かい排水改良や耐候性ハウ
ちよくはん

スの導入等による水田を活用した園芸作物導入の拡大、さらに、｢ふくい園芸カレッジ｣等

との連携の下、新規就農や企業参入を促進し、新たな担い手の確保に努めています。

土地改良事業による基盤整備により、農業水利施設を活かした米の品質向上、稲作経

営の大規模化、園芸作物の導入等、農村の活性化を推進しています。
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農事組合法人 上江ファーム（福井県坂井市）
うあ え さか い し

【農業経営・組織の概要】

◇平成23（2011）年12月設立

◇役員 ６名、監事 １名

◇構成員 ７名（戸）

◇パート ３名（加工品製造２名（常時雇用）、直売所１名）

◇経営面積 40ha（農地中間管理機構を通して借入）

◇水稲40ha（主食用米20.5ha、酒米1.4ha、飼料用米５ha等）、大麦８ha、大豆2.3ha、そ

ば 2.6ha、キャベツ0.9ha（大麦の後にキャベツを作付け）の栽培、作業受託（大麦含

む。）22ha

◇酒米「九頭竜」、キャベツ等の農産物販売、６次産業化による豆乳、豆腐、厚揚げ、水

ようかん等の販売

【取組の概要】

・農事組合法人上江ファームは、福井県北東部にあって九頭竜川の右岸に広がる坂井平野

に位置しています。この地域の農業用用水路は以前は開水路でしたが、24（2012）年に国

営かんがい排水事業（九頭竜川下流地区）によってパイプライン化され、供用が開始され

ました。冷たくきれいな水を利用した農地で、米、緑豆、黒豆、大麦、そば、キャベツ等

を生産しています。作付けは、集落内の生産調整に合わせ、米の後に大麦、そば、大豆、

キャベツを組み合わせています。

この地域は農業用用水路の下流域で、開水路時

には雑草やその種が混入し、作業受託した水田で

は雑草やヒエが多くありましたが、パイプライン

化になり水田の雑草等は極端に減っています。

また、チューブかんがい及び夜間かんがいを行

っており、キャベツや大豆の栽培では、パイプラ

イン化によりチューブの目詰まりもなく、夜間か

んがいの冷たい水はキャベツ等の苗の活着も良好

で、作業が効率化・省力化されています。

・27（2015）年から酒米「九頭竜」を作付けして

います。「九頭竜」は、15（2003）年まで、福井県奥越地方で作付けされていた酒米で、
おくえつ ち ほう

パイプライン化を契機に上江ファームで作付けし復活させ、酒造会社に出荷しています。

・６次産業化にも力を入れており、商標登録した緑豆や黒豆を生産し、豆腐店に豆乳や厚

揚げの製造を委託、全品買い上げを行い、直売所等で販売を行っています。また、豆乳は

関東や関西地方の飲食店にも出荷しています。そのほか、黒豆を使用した「水ようかん」

は、年配者向けのバレンタインデーの商品として、コーヒーを加えて甘みを抑え、ハート

福井県坂井市

事例 国営事業による用水路のパイプライン化と水田への園芸作物導入

●

福井県

チューブかんがいの状況
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型の容器で販売するなど、大豆を使用した製品の需要拡大に努めています。

・「食育の原点は食材作りから始まる」との考えの下、農業高校生のインターシップによ

る農業後継者の育成や、保育園児を対象としたキャベツ栽培等の食育活動も行っています。

キャベツの収穫体験では、「普段キャベツを食べない子供が、自分で収穫したキャベツを

おいしそうに食べました」と保護者から感謝の手紙が届いています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・上江集落において、個人の兼業農家では農業を続けていくことが難しくなってきたこと

から、有志８名が集まり、昭和61（1986）年10月に機械利用組合を設立しました。平成３

（1991）年頃に農業生産組合に名称変更し、水稲に加え転作作物（大豆、大麦、そば）を

作付けし、その頃から少量のキャベツを作付けし始めました。

23（2011）年12月には、農業機械の老朽化や集落内に後継者がいないこと、また、農業

生産組合で引き受ける農地が増加したことから福井県の指導を受け、農事組合法人へ法人

化しました。

24（2012）年に国営かんがい排水事業（九頭竜川下流地区）により農業用水がパイプラ

イン化されたことから、キャベツや大豆の栽培にチューブかんがいや夜間かんがいを導入

しました。また、パイプラインの用水は、開水路の用水に比べ夏場でも水温が２℃から

３℃低いことから酒米に適していると聞き、15（2003）年まで福井県奥越地方で作られ認

定品種であった酒米「九頭竜」を作付けしました。

【課題・問題点及び改善方法】

・水田園芸における排水性の改善のため、水田の周りにかなり深い額縁排水を行う必要が

あります。水田用の排水口は高く、水田園芸を行う際には排水口は兼用できないため、水

田用の排水口の手前に素掘りのピットを作り、そこに排水を溜めてオーバーフローした分

を排水しています。

・酒米「九頭竜」を酒造会社に出荷していますが、

取り扱う酒造会社は、27（2015）年には３社に増

えました。販売される酒の名称も、酒造会社と連

携して商標登録上の問題も考え工夫しています。

27（2015）年には、パイプライン化による冷たい

水で栽培された酒米「九頭竜」で作られた純米吟

醸酒が販売されました。酒米「九頭竜」は、29

（2017）年２月時点で産地品種銘柄の登録申請を

行っており、品種登録されれば、商品価値が上が

りさらに需要が増えるものと期待されます。

・６次産業化の取組として、豆腐店と連携し、「緑まめ豆乳」、「黒まめ豆乳」、「緑まめの

厚揚げ」、「黒まめの厚揚げ」や、同法人が加工した「水ようかん」と「もみ殻固形燃料」

を販売していますが、販路を拡大するためには、人や企業（飲食店）等の横のつながりを

重視し、また、２、３年ごとに新商品を開発することが継続のカギと考え、常に新商品を

開発するなど経営感覚を持って農業を行っています。

酒米「九頭竜」
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【今後の予定（新たな取組等）】

・同法人がある坂井市春江町藤鷲塚集落内の水田は約65haあり、そのうち法人は約40ha
はる え ちようふじわしづか

を経営し、残りは兼業農家が経営しています。

集落内の法人以外の水田が今後、高齢化等で営

農できなくなったときのことについて、集落の会

合時に話し合いを行っています。将来的には、法

人で作業を請け負い、経営規模を拡大し、１集落

１農場とすることを見据えています。

・農業経営については、「押し売り農業ではなく、

認めてもらう農業が大事である。」との方針の下

で、堅実に経営し、同法人と一緒に農業をやりた

いと思ってもらえるような取組を進めていくこと

としています。

・ほ場は60a区画が標準ですが、作業の効率化を図るため、28（2016）年も畔倒し（ほ場

の大区画化）を行いました。29（2017）年から１区画を試験的に２ha区画にする予定です。

今後、水管理等栽培管理に支障がなければ、２ha区画のほ場を増やしていくこととしてい

ます。

注：水管理のＩＣＴ化実証の事例（農事組合法人 イーノなかのはま１００）は、特集編第１章３．（３）27ページに

掲載

農事組合法人 上江ファーム

農事組合法人 上江ファーム
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（６）生産コスト低減に向けた取組

平成28（2016）年11月、政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農業

競争力強化プログラム」が決定され、「農林水産業・地域の活力創造プラン」の中に位置

づけられました。また、本プログラムを踏まえて、29（2017）年２月に農業競争力強化支

援法案が国会に提出されました。今後、本案の成立を受け、農業者の生産コストを低減し、

所得向上を図る観点から、生産資材に関する業界の再編や、各種法制度等の総点検・見直

しを行うとともに、民間のノウハウを活用した、農業者が生産資材の価格等を比較選択で

きる環境の整備（「見える化」）を実施するなど、生産資材価格引下げに向けた施策を着実

に実施することとしています。

また、米の生産コストについては、「日本再興戦略2016」(28年６月２日閣議決定)にお

いて、「今後10年間（2023年まで）で、全農地面積の８割が担い手によって利用される」、

「今後10年間（2023年まで）で、資材・流通面等での産業界の努力も反映して担い手の

コメの生産コストを現状全国平均比４割削減する」（2011年産の全国平均のコメの生産コ

スト：16,001円／60kg）ことをＫＰＩ（達成すべき成果目標）とし、米の生産コストの

削減に向け、担い手への農地集積・集約を加速化するとともに、大規模経営に適合した

省力栽培技術・品種の開発・導入を進め、産業界の努力も反映して農機具費等の生産資

材費の低減を推進しています。
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有限会社 穂海農耕（新潟県上越市）
ほ うみのうこう じようえつ し

【農業経営・組織の概要】

◇平成17（2005）年12月 有限会社穂海を設立

23（2011）年６月 有限会社穂海農耕に名称変更

23（2011）年６月 米の集荷販売を行う株式会社穂海を設立

◇従業員 ７名（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 125ha（28（2016）年産）

◇水稲（みずほの輝き32ha、コシヒカリ22ha、みつひかり20ha

等）の栽培、作業受託

【取組の概要】

・水稲は、中生品種の「コシヒカリ」だけでなく、早生品種

の「ゆきん子舞」や超晩生品種の「みつひかり」等、収穫時

期の異なる複数の品種を作付けし、農作業の分散・平準化に

取り組むとともに、少ない機械で多くの面積を経営すること

により機械稼働率の向上と減価償却費の低減を図っています。

また、外食チェーンや大手商社等出荷先の用途に即した業

務用米の生産、販売に取り組んでいます。

・ＪＧＡＰの認証を取得し、食の安全や環境保全に取り組み、

農業経営の質の向上を図っています。

新潟県上越市

事例１ 品種構成によるコスト低減

表－３ 主な水稲の作付け・収穫スケジュール（28（2016）年産）

資料：有限会社穂海農耕からの聞き取りを基に北陸農政局で作成

稲刈り作業

品種名 作付面積 作期

五百万石（酒米） ７ha 早生

ゆきん子舞 １１ha 早生

コシヒカリ ２２ha 中生

笑みの絆 ２ha 晩生

みずほの輝き ３２ha 晩生

あきだわら 3.2ha 晩生

やまだわら ２ha 晩生

みつひかり ２０ha 超晩生

田植え 収穫

１０月 １１月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

●

新潟県
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【取組を行った経緯（きっかけ）】

・就農当初は「コシヒカリ」のみを作付けして

いましたが、大手外食チェーンからの依頼を受

け、全量契約栽培で「みつひかり」を作付けす

るようになりました。「コシヒカリ」の稲刈りは

９月中旬から10月初めまでで、「みつひかり」の

稲刈りは10月末頃であり、その間に稲刈りがで

きる品種や「コシヒカリ」の前に稲刈りができ

る品種がないかという発想から作期分散の取組

が始まりました。作期分散に取り組んだことに

より機械の稼働率が向上し、減価償却費の低減

につながっています。また、複数の品種を作付

けすることは、天候リスクの分散にもなってい

ます。

・有限会社 穂海農耕は、米を年間約１万２千俵

（720ｔ）出荷しており、万一、農産物の安全を

確保できないような事故を起こしてしまうと社会的に影響が大きく、安全を確保すること

が社会的責任と考えています。そのため、万一、事故を起こした場合、会社の存続が危う

くなり、社員及びその家族を路頭に迷わせることになることから、経営者として食の安全

は、会社としての一番根底の部分であるとの考えの下、ＧＡＰを導入しています。

【課題・問題点及び改善方法】

・面積の拡大に伴い、作期分散と機械の効率的利用のため栽培品種も増えています。様々

な品種を作付けしているため、先を見据えた作業が行えるよう作業計画を立てることが重

要となっています。

・新潟県内では、冬場に雪が降るため、今の作期が限界と考えています。地域という枠組

みを超えた連携、県外への自社農場の進出も重要と考えています。

【今後の予定（新たな取組等）】

・将来的には、一つのメガファームという中で、上越市で500ha程度を効率的に経営し、
じようえつ し

原料供給メーカーという立ち位置を明確にして経営することを目指したいとしています。

農業は、小規模農家においしいものを作ってもらうことも必要であり、一方で大規模農

家が農地を守る役割を担いつつ、ある程度安い米を供給していくことが必要と考え取り組

んでいます。

また、積雪のない県外に進出する取組を進めています。既に山口県に自社農場があり、

水稲作付面積は10haで更なる面積拡大を目指しています。

表－４ 使用機械

資料：有限会社穂海農耕からの聞き取りを

基に北陸農政局で作成
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・ＧＡＰの取組は、朝礼を行う、日報を

記載するなどと同じような日常的な取組

として、今後はコストをかけない方法を

検討することとしています。

有限会社 穂海農耕の皆さん

（左側 丸田代表取締役）

（平成28（2016）年４月撮影）
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農事組合法人 アグリスターオナガ（石川県羽咋市）
は くい し

【農業経営・組織の概要】

◇平成18（2006）年２月22日設立

◇労働力 役員４名、従業員１名、パート３名（常雇１名、午前中

のみ２名）（29（2017）年２月現在）

◇経営面積 37.5ha（28（2016）年産）

（うち借地31ha、自作地6.5ha）

◇水稲32㏊（ゆめみづほ6.0ha、ほほほの穂2.5ha、コシヒカリ12.0ha、あきだわら6.7ha、

五百万石1.5ha（酒米）、カグラモチ3.3ha（もち））、露地野菜20a（オクラ、キャベツ、

はくさい）、施設野菜30a（レタス、小松菜、ほうれんそう、メロン、トマト）の栽培、

水耕栽培６a（レタスほか40種類）、自己保全4.9ha

【取組の概要】

・農事組合法人アグリスターオナガは、能登

半島中央部の石川県羽咋市に位置し、18
は くい し

（2006）年２月に設立されました。

水稲は、ゆめみづほ、ほほほの穂、コシヒ

カリ、あきだわら、五百万石、カグラモチを

計32ha栽培し、そのほかオクラ、キャベツ等

の野菜も栽培しています。

28（2016）年産から水稲全品種で高密度播

種育苗に取り組み、さらに多収米品種（あきだわら３㏊）の追肥は、水口からの流し込み
みなくち

施肥により軽労化及び省力化に取り組んでいます。

高密度播種育苗は、田植機にアタッチメントを装着し、高密度に播種した稚苗の移植に

より苗箱数を大幅に削減する取組です。乾籾の播種量を育苗箱１箱当たり通常の３倍の
かんもみ

250～300ｇの高密度で播種し、苗箱数は10ａ当たり通常の24～25箱から７箱程度と大幅に

削減されるため、労働力及び移植作業時間の低減が図られています。追肥の流し込み施肥

は、水口から専用の液肥を流し込むもので、用水の流入量が豊富なほ場において、多収米

品種に導入しています。また、作業者が多数の水田を効率的に作業するためＩＣＴ農業管

理ツールを活用し、自動で作成された日毎の作業計画について進捗状況や作業日報の管理

をスマートフォンで行い、農作業の効率化が図られています。

・実需者のニーズに応じた米づくりのために、ゆめみづほ、ほほほの穂、あきだわらの作

付前契約によるオーダーメイド栽培（作付面積18ha）を実施しています。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・将来、農業経営を家族やほかの者に継承するときに備え、個人の生活と農業経営を明確

石川県羽咋市

事例２ 高密度播種育苗及び追肥の省力化によるコスト低減

●

石川県

高密度播種苗
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に分けておきたいとの思いがあったことや、県から、税制面や公的な助成を受けるために

は法人化が有効であるとの指導があったことから法人化を行いました。

・高密度播種育苗に取り組む以前は、苗箱数を減らすために疎植栽培を行っていました。

そのほ場を見た県内の農業法人が興味を示し、更に苗箱数を減らすために協力して高密度

播種育苗に取り組むことになりました。

・追肥の流し込み施肥は、商社からの斡旋で取組を始めました。多収米を栽培する場合は、

１回の施肥では生育が悪く追肥が必要となります。追肥の時期は夏場であるため施肥作業

の軽減のため流し込み施肥に取り組みました。

・ＩＣＴ農業管理ツールの活用について石川県から導入の話があり、同法人が先駆けて導

入に応じました。ツールの活用では、作業員に対し、整理、整頓、清掃に加え作業予定及

び相談を含めスマートフォンで指示があり、効率的に作業ができ、また、開発企業や県の

サポートも受けられる体制が整備されています。

・作付前契約によるオーダーメイド栽培は、アグリスターオナガの代表が、学生時代に半

年間研修を受けた農業法人が行っていたもので、当時からニーズに応じた最適な仕組みで

あると考えていたことから、法人から方法等を教わり取り組んだものです。野菜について

も同じようにオーダーメイド栽培を実施しています。

【取組を行った上での課題・問題点及び改善方法】

・高密度播種育苗は、育苗箱のマットに根がしっかり張

って形成されるので、育苗期間が通常は20日間のところ

14日間で田植えができます。また、田植え時の苗箱が非

常に少なく済むため労働力及び移植作業時間の低減につ

ながっています。一方で、高密度播種育苗は、苗が短く、

ほ場が均平でないと浮き苗になり欠株が多くなる恐れが

あります。

追肥の流し込み施肥は、追肥が必要となる多収米で実

施しており、水口より少量づつ施肥し、水深が５㎝高に

なるまで水を流入し、追肥が均一になるよう対流させま

す。追肥時期が中干し時期と重複するため、用水が十分

確保できるほ場（27年産は５㏊、28年産は３㏊）が条件となっています。

ＩＣＴ農業管理ツールにより作業環境の改善や効率化が図られ、農作業に対する意識の

向上につながっています。

【今後の予定（新たな取組等）】

石川県農林総合研究センター農業試験場の提案により、チッ素、リン酸及びカリウムの

施肥について、３年間分のリン酸とカリウムを一度に施肥し、田植え時に少量のチッ素の

みを施肥する方法を29（2017）年から試行することとしています。

また、農閑期である冬期間にパイプハウスを活用し、栽培技術や管理が簡易である県が

開発したフリージアの新品種のエアリーフローラを栽培し、東京市場への出荷を目指して

います。

濱田代表
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石川県（石川県金沢市）
かなざわ し

【取組の概要】

・石川県は、近年の農業・農村を取り巻く状況の変化を踏まえ、

平成28（2016）年５月に新たなビジョンを策定しました。新た

なビジョンでは、次世代に向けた他産業との連携による農業の

収益性向上の取組として、製造業等他産業の技術・ノウハウを

活用し、農業生産の見える化に加え、コストの削減、生産性の

向上や軽労化等を通じて収益性の向上を図る施策を推進してい

ます。

・他産業の技術・ノウハウを活かした収益性向上の取組として、株式会社小松製作所（以

下「コマツ」という。）と連携し、ＩＣＴ機能を持つ多機能型ブルドーザを活用した生産

コスト４割削減を目指す実証試験を行っています。

実証試験では、多機能型ブルドーザによる乾

田直 播栽培において、ブルドーザ１台で水田の
ちよくはん

均平、耕起、代かき、乾田直播を行うことによ

る機械経費の削減、育苗・田植えの廃止による

労働力の削減に加え、多収品種を採用すること

により、生産コストの削減を目指しています。

多機能型ブルドーザは、小型で接地圧は65馬

力のクローラ型トラクターとほぼ同等で、耕起

及び代かき用のロータリーやＶ溝播種機等の従

来のトラクター用のアタッチメントが装着でき

るよう改良されています。

27（2015）年から、石川県農林総合研究セン

ターの１ha区画の試験ほ場において、多収品種

を用いてＶ溝直播の実証試験に取り組みました。

その結果、多機能型ブルドーザによる耕起・代

かき、Ｖ溝直播作業は、それぞれの作業時間及

び作業精度ともトラクターと同程度で、耐久性

に優れたブルドーザの利用等による機械コスト

の削減や多収効果と合わせて、従来の移植栽培

に比べ、生産コスト４割削減を達成しました。

・石川県は、26（2014）年から県内の５農業法

人において、トヨタ自動車株式会社（以下「ト

ヨタ」という。）が開発した農業支援システム、

農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を導入し、米づくりの作業の見える化や効率化を図るた

石川県金沢市

事例３ 他産業のノウハウを活用した生産コスト低減の実証

●

石川県

多機能型ブルドーザによる

Ｖ溝直 播作業
ちよくはん

多機能型ブルドーザによる耕起作業
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めの実証試験に取り組んでいます。

農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」は、営農面積や従業員の数等を入力すると一日ごとの

作業計画が作成され、従業員のスマートフォンに当日の作業計画が配信される仕組みとな

っています。また、従業員が業務の開始・終了時刻、収穫量等をスマートフォンで入力す

ることによりデータが一括管理され、従業員個々の作業の進捗状況、作業効率やコスト等

の把握・分析が可能となり、抽出された問題点をトヨタの現場改善活動を通じて解決を図

ることで農業法人の収益性向上や人材育成につなげることができます。

【取組を行った経緯（きっかけ）】

・農業の生産現場では経験に頼るところが多く、生産コストを下げ、収益性を高めていく

という、製造業では当たり前のことが十分に浸透していない現実がある中で、石川県にお

いては、「ものづくり産業の集積」という強みを活かし、コマツやトヨタ等日本を代表す

る企業のノウハウを積極的に取り入れ農家の収益性の向上を図ることとしています。

具体的には、公益財団法人いしかわ農業総合支援機構が中心となり、企業等の技術・ノ

ウハウを活かしたコスト低減や高収益化の取組を推進しています。

コマツとは、収益性の高い農業経営の実現と農業人材の育成を目的に、25（2013）年

６月に「農業に関する包括連携協定」を締結し、農林水産省の研究実証事業を積極的に活

用し、多機能型ブルドーザを用いた水田の均平、多収米の乾田直播による低コスト水稲生

産モデルの構築を目指し取組を進めています。

トヨタとは、農林水産省のモデル事業の採択を受け、26（2014）年７月に石川県、トヨ

タ及び農業法人との連携による農業プロジェクト「米づくりカイゼンネットワーク」コン

ソーシアムを発足させ、農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を活用し、生産・経営の効率化

や人材育成の促進を目指した取組を進めています。

【取組を行った上での課題と今後の取組】

・多機能型ブルドーザを活用した水稲生産コスト削減の取組については、実用化に向けて、

土壌別の直播栽培管理技術や、多機能型ブルドーザの水田転作等への汎用化利用等につい

て、生産現場での実証が必要となっています。

このため、農林水産省の28（2016）年度補正予算「革新的技術開発・緊急展開事業」※

の採択を受け、29（2017）年度から31（2019）年度までの３年間にわたり、コマツ、大規

模農業法人と連携し、現地実証や機械の改良等に取り組みます。

・農業ＩＴ管理ツール「豊作計画」を導入した農業法人の経営の効率化については、29

（2017）年３月に、石川県とトヨタで「農業の収益力向上に関する協定」を締結し、稲作

だけでなく、野菜等と組み合わせた複合経営への導入についても実証を拡大するとともに、

普及指導員によるサポート体制の強化にも取り組みます。

※ 革新的技術開発・緊急展開事業とは、農林水産省において、明確な開発目標の下、農林漁業者・企画（ベン

チャー企業等）・大学・研究機関がチームを組んで、農林漁業者への実装までを視野に入れた技術開発を確実に

実施する事業のこと
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第２章 水田農業の維持発展 ～所得向上を目指して～

１．新規就農、企業参入、農業経営の法人化、女性の活躍等による担い手の育成・確保

北陸地域における青年新規就農者を大幅に増加させるため、青年就農意欲の喚起と就農

後の定着を図るための青年就農給付金の給付や、青年の農業法人への雇用就農を促進する

農の雇用事業、今後の地域農業のリーダーを育成する農業経営者育成教育事業を行ってい

ます。

企業の農業参入については、今後も農業参入フェア等を活用して、地域農業の担い手

として企業の農業参入を促進していきます。

また、農地を所有できる法人（農地所有適格法人※）の要件が、平成28（2016）年４月

から緩和（農業関係者の議決権が総議決権の１／２超、役員又は重要な使用人のうち

１人以上が農作業に従事等）されたことを受け、当該制度を周知しながら、農業経営の

法人化を進め、地域農業の担い手を確保していきます。

農業経営の法人化については、法人経営体を増加させるため、県段階における法人化

に向けた相談窓口を設置し、セミナー・研修会の開催等を行い、法人化、経営改善に向

けた支援を行っていきます。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に国際水準の農業生産工程管

理（以下「ＧＡＰ」という。）の実践の必要性が高まっています。ＧＡＰは食品安全、環

境保全、労働安全を確保する取組であり、また、自らの農業経営を見直し生産資材コスト

の低減にもつながる取組でもあります。さらには、品質向上、法人等に雇用されている者

のスキルアップ等の効果が期待でき、経営体の強化につながることから、特に北陸管内に

おいては、法人経営体における必須の取組であるとの認識の下、ＧＡＰの実践・認証の取

得に対し積極的な支援を行っていきます。

女性の活躍については、「農業女子プロジェクト」を通して女性目線での農業への魅力

を全国に発信していきます。

２．担い手と兼業農家、土地持ち非農家等の相互理解と役割分担による地域農業の体制の

強化

水田農業は、個々の農業者による農業生産と農村のコミュニティによる農業用水の配分

や農道・水路等の維持管理によって地域農業の体制が成り立ってきました。しかしながら、

担い手への農地集積・集約化が進む中で、土地持ち非農家が増えるとともに高齢化や世代

交代により、地域で行う農道・水路等の維持管理の共同活動から離脱する者が散見される

地域もあり、これまでの農道・水路等の維持管理体制を存続させることが難しくなること

が懸念されます。

また、集落の話し合いにおいては、本来、担い手への農地集積・集約化と集積された農

地に対し、担い手を支援する農道・水路等の維持管理体制を一体として話し合うことが望

まれますが、これまでは別々に話し合われている例も多く見られます。

※ 農地所有適格法人とは、農地を所有できる法人について、法人が６次産業化等を図り経営を発展させやすく

する観点から要件を見直すとともに、農地を所有できる法人の要件であることを明確にした、農地法上の法人

の呼称
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今後、地域農業の維持発展のためには、その地域の農業生産と農道・水路等の維持管理

を、担い手と兼業農家、土地持ち非農家等とが適切に役割分担して、分担した役割を各々

が着実に果たしていくことが重要です。

そのためには、担い手の明確化と農地の集積・集約化の推進（人・農地プラン）及び農

道・水路等の地域資源の保全（多面的機能支払）等の施策について連携した取組を行い、

地域農業の体制の強化を図る必要があります。

管内では、こうした取組を行い、農地の集積・集約化につながった集落をモデル集落と

して、周辺集落へと広がりを見せている事例もあり、こういった取組の成果を広めていく

ことで水田農業の維持発展を目指していくこととしています。

３．主食用米の需要に応じた生産の推進及び農業所得確保に向けた水田フル活用の推進

主食用米については、引き続き、需要に応じた生産を推進するため、行政・生産者団

体・現場が一体となって取り組んでいきます。

優れた生産基盤である水田をフルに活用し、食料自給率・自給力の維持向上を図るた

め、麦、大豆、飼料用米等の戦略作物の生産性の向上と生産拡大を推進していくことが

重要です。

また、実需者のニーズに対応した生産・供給を行うというマーケットインの発想に基

づき、地域の条件に適応する生育特性や加工適性、多収性を備えた品種の導入等を促進

します。麦・大豆の作付が困難な地域においては、機械装備等や生産管理が主食用米と

一体的に実施できる飼料用米及び輸出用米等の新規需要米※、加工用米、備蓄米を作付け

するなど、水田のフル活用を推進しながら産地育成を進め、農業所得の確保を図る必要

があります。

４．水田への園芸作物導入による経営の複合化で農業所得の確保

水田率の高い当管内において水田農業を維持発展させるためには、水田をフル活用し

ていくことが重要であり、そのためには、麦・大豆・飼料用米等戦略作物への転換に加

え、野菜、花き等の高収益が見込まれる園芸作物に対する取組拡大を進める必要があり

ます。

今後、園芸作物導入による経営の複合化を進めるためには、マーケットインの発想に

基づく導入作物の的確な選定、労働負荷軽減に向けた機械化一貫体系の確立、地下水位

制御システム（ＦＯＥＡＳ）の導入を始めとする排水改良によるほ場条件の改善、新た

な導入作物の栽培技術の習得、出荷・調製等施設の整備が必要であり、県の普及組織や

農協等が一体となって支援を行うことにより、園芸作物を導入した経営体が「もうかる」

農業を展開し、後継者や通年雇用の確保を図ることが重要です。

５．土地改良事業による農業基盤整備

農業経営体の体質強化に向け、基盤整備事業による更なるほ場の大区画化や用水路のパ

イプライン化、ＩＣＴの活用等を通じて機械作業の効率化や水管理作業の省力化を推進し、

※ 新規需要米とは、飼料用、米粉用（パン、麺等の従来とは異なる用途）、輸出用、バイオエタノール用等の米
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経営規模の拡大を目指します。

水田への園芸作物導入には、ほ場の暗渠排水等の整備による排水改良が重要であり、野

菜等の高収益作物の栽培に欠かせません。

また、農業用水の河川からの取水口から末端のほ場までの開水路をパイプライン化する

ことにより、冷たい水を活かした夜間かんがいによって、高温障害を防止しつつ米の食味

を高めるなどの例もあり、農業水利施設を活かした農産物の高付加価値化等、農業の活性

化を推進します。

６．水田農業における更なる省力化、低コスト化

今後、担い手を中心として地域農業を発展させるためには、農地中間管理事業を活用

した担い手への農地集積・集約化や複数の集落営農組織等を統合した大規模な営農組織

の育成等による規模拡大を推進するとともに、農地の大区画化・汎用化、大規模経営に

適合した水稲直播等の省力・低コスト技術の導入、ロボット技術及びＩＣＴを活用した
ちよくはん

高度な生産管理（スマート農業）等による省力化・自動化等、生産コスト低減に向けた

取組を推進し、一層の農業所得の向上を図る必要があります。

あとがき

水田農業の維持発展の基礎として、従来にも増して、将来を担う持続可能な経営体を確

保するとともに、農村のコミュニティが農道・水路等の維持管理を積極的に担っていくこ

とが重要となっています。このためには、農業法人を含む担い手への農地の集積・集約化

を促進するとともに大規模な家族経営体や集落営農等の担い手を中心に法人化を促進する

必要があります。そして法人化された後は、着実に農地や農業経営を継承するため、規模

拡大に応じて常時雇用による新規就農者の確保や、女性の活躍等による労働力の確保を図

っていく必要があります。

また、農地の集積・集約化を促進する過程では、農地中間管理事業や農地の大区画化及

び汎用化を推進する農業基盤整備を活用するとともに、農地集積後の農道・水路等の維持

管理体制について地域で合意形成を図っていくことも重要となっています。

水田農業における所得向上には、生産コストの低減と収益性の向上が重要となります。

このためには、農業機械の作業効率の向上や大型機械の導入を図るための農地の大区画化

の推進とともに、生産コストの低減に向け、作期分散や直播栽培の導入、ＩＣＴの活用等

を図る必要があります。

また、需要に応じた米生産や、麦、大豆、飼料用米及び輸出用米等の新規需要米、加

工用米、備蓄米の作付けによる水田のフル活用の推進、さらには、水田への野菜、花き

等の高収益が見込まれる園芸作物の導入については、行政や農協等が主導し、ほ場の排

水改良、機械化一貫体系の導入、生産技術の指導及び販路の確保等の支援を行っていく

必要があります。

北陸地域の様々な取組を踏まえ、水田農業の維持発展とともに所得の向上を目指して、

担い手の育成・確保、担い手への農地集積・集約化、農業生産基盤の整備、需要に応じ

た米生産や水田のフル活用、水田への園芸作物の導入、生産技術の向上、国際水準ＧＡ

Ｐの認証取得の拡大等の施策を総合的に展開していきます。
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第１章 現場と農政を結ぶ業務

１．地方参事官の役割

地方農政局においては、管内の県庁所在地に地方参事官を常駐させ、農政全般に関する

総合窓口として、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。

北陸農政局においても地方参事官及びそのスタッフが、県内の各地域にくまなく出向き、

「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

担い、「現場と農政を結ぶ業務」を行っています。

具体的には、

①県や農業団体等の幹部等と定期的に情報交換し、地域が抱える課題等を把握するととも

に、その解決に向けて関係機関の役割分担を調整する

②市町村、関係団体に出向き、これらの関係者とのネットワークも活用しながら、農政改

革に基づく各種政策を周知するとともに、地域の農政課題を把握の上、関係する事業・

制度の情報提供や地域の課題解決に向けた相談等を行う

などの活動に取り組んでいます。

２．地方参事官の活動状況

（１）「農政を現場に伝える」

農林水産省関係予算について、補正、概算要

求及び概算決定の時期に管内の自治体や農協等

にくまなく出向き説明を行いました。

また、本年度は平成28（2016）年11月29日開

催の政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」

において決定された「農業競争力強化プログラ

ム」の現場への説明に精力的に取り組みました。

農協幹部との意見交換の様子

県への予算説明の様子

市町村の長との意見交換の様子
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（２）「現場の声を汲み上げる」、「現場と共に解決する」

地方参事官が、現場に出向いた際に出された課題や要望を本局につなぎ、課題解決に向

けた対応を行うとともに、地方参事官自らが各団体等との面談機会を作り、意見交換会等

を実施しているところです。

また、地方参事官ホットラインを開設し、常時、農業者や事業者等からの電話やメール

での相談を受け付けています。

能登志賀ころ柿（ＧＩ登録）の
の と し か がき

生産現場での意見交換の様子

女性農業者との意見交換の様子
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第２章 北陸地域における食料自給率向上に向けて

１．北陸地域の食料自給率の動向

（１）我が国の食料自給率の動向

食料自給率とは、国内の食料消費が、

国内生産でどの程度賄われているかを示

す指標で、示し方として「品目別自給率」

と「総合食料自給率」があります。

「品目別自給率」とは、例えば「小麦」

等、特定の品目の自給率を示す指標で、

重量ベースで算出されます。「総合食料自

給率」とは、食料全体の総合的な自給率

を示す指標であり、供給熱量や生産額と

いう共通の「ものさし」を使い、単位を

揃えて算出します。

供給熱量ベースの総合食料自給率とは、

食料のエネルギーが生命・健康の維持に

は不可欠であることから、栄養学的熱量

（カロリー）が国内生産でどの程度賄わ

れているのかを示す指標で、生産額ベー

スの総合食料自給率とは、国内農業の経

済的価値を示す指標であり、熱量の比較

的少ない野菜や輸入飼料に依存する畜産

物等の生産活動をより適切に反映してい

ます。

我が国の総合食料自給率の動向を見る

と、長期的に低下傾向で推移してきまし

た。「供給熱量ベース総合食料自給率」については、近年横ばい傾向で推移していますが、

「生産額ベース総合食料自給率」は、低下傾向で推移しています（図２－１）。

このような我が国の食料自給率の低下の背景としては、長期的にみれば、食生活の大き

な変化により、国内で自給可能な作物である米の消費量が昭和40（1965）年度には111.7

kg／人・年であったものが平成27（2015）年度には54.6kg／人・年と、約半分に大きく減

少する一方、国内で生産が困難な飼料や油糧原料（大豆、なたね）を使用する畜産物や油

脂の消費が増加したことと、こうした消費の変化に国内の生産体制が対応できなかったこ

とが大きな要因です。

資料：フード・アクション・ニッポン資料より

図２－１ 我が国の総合食料自給率の推移

資料：農林水産省「食料需給表」
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（２）北陸各県の食料自給率の動向

農林水産省では、各都道府県における食料自給率向上に向けた積極的な取組を推進する

ためのツールとして、入手可能なデータを基に、都道府県別の食料自給率を毎年度試算・

公表しています。

北陸地域各県における平成26（2014）年度の「供給熱量ベース総合食料自給率」の範囲

は、48～105％と、全国の39％を大きく上回っています。しかし、品目別にみると、各県

とも米の自給率が突出して高く、このため、結果として総合食料自給率を引き上げている

ことがわかります。米を除いた各県の総合食料自給率の範囲は11～15％で、いずれの県も

全国（22％）の水準を下回っています（図２－２、表２－１）。

また、「生産額ベース総合食料自給率」は、新潟県（104％）が全国（64％）の水準を大

きく上回って推移しているものの、他の３県のいずれも全国の水準を下回っています（図

２－３）。

資料：農林水産省「食料需給表」及び公表資料

図２-２ 供給熱量ベース総合食料自給率

図２-３ 生産額ベース総合食料自給率
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北陸地域における農業生産は、米に対する依存度が高く、米が農業産出額の６割を占め

ています。

米の消費拡大を図りながら、野菜、畜産物等作目の多様化と、全耕地面積の９割を占め

る水田をフル活用し、麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物の生産を拡大することによ

り、食料自給率・食料自給力※の維持向上を図ることが重要です。

資料：農林水産省資料をもとに北陸農政局において試算

注：都道府県別食料自給率については、

1) データの制約から、各都道府県の生産・消費の実態を十分把握できていない部分があること

2) 各地域の自然・社会・経済的な諸条件が異なっていること

から、その水準を各都道府県間で単純に比較できるものではない。

表２-１ 平成26（2014）年度 品目別供給熱量自給率（概算値）

（単位：％）

※ 食料自給力とは、国内農林水産業生産による食料の潜在生産能力を示す概念。その構成要素は、農産物は農地

・農業用水等の農業資源、農業技術、農業就業者、水産物は潜在的生産量と漁業就業者

○食料自給力指標

農地等を最大限活用することを前提に、生命と健康の維持に必要な食料の生産を以下４パターンに分けた上で、

それらの熱量効率が最大化された場合の国内農林水産業生産による１人・１日当たり供給可能熱量を示したもの

①栄養バランスを一定程度考慮して、主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化して作付けする

場合（パターンＡ）

②主要穀物（米、小麦、大豆）を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（パターンＢ）

③栄養バランスを一定程度考慮して、いも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（パターンＣ）

④いも類を中心に熱量効率を最大化して作付けする場合（パターンＤ）

米

新潟県 255 419 14 25 44 74 20 5 31 11 32 10 105

富山県 181 295 15 13 81 22 11 2 12 6 84 7 77

石川県 106 173 12 31 24 41 10 1 9 9 106 4 48

福井県 156 250 11 28 35 34 7 1 8 4 43 6 64

北　 陸 193 316 12 24 46 50 14 3 19 8 60 7 81

全　 国 65 98 22 68 29 76 37 9 13 28 67 3 39

穀類
米を除く
自給率

いも類 豆類 果実 肉類 鶏卵
牛乳・
乳製品

野菜 魚介類 油脂類 合計
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２．国産農林水産物の消費拡大に向けた取組

（１）フード・アクション・ニッポンの概要

日本国内にとどまらず、世界規模で食料問題が

ますます深刻化する中、国産農林水産物の消費拡

大は食料自給率向上を実現する有用な手段である

と考えられています。そのためには、消費者への

啓発と意識改革にとどまらず、「生産」、「流通」、「消

費」のそれぞれの現場で問題意識を認識・共有し、

消費者・企業・団体・地方公共団体等、全ての国民が一体となって国産農林水産物の消費

拡大を具体的に推し進めることが重要な課題となっています。

これらの課題の解決を目的として、農林水産省は平成20（2008）年度に国産農林水産物

の消費拡大の取組「フード・アクション・ニッポン」を立ち上げました。

「フード・アクション・ニッポン」を推進し、国産農林水産物の消費拡大の取組をより

具体化していく役割を担っていただく「推進パートナー」として登録する企業・団体の数

は順調に増加しており、29（2017）年３月31日現在、全国で9,500社を超えています。こ

のうち、北陸地域における「推進パートナー」は、803社となっています。今後も「推進

パートナー」の新規獲得を図るため、積極的に広報を進めていきます（図２－４）。

（２）フード・アクション・ニッポン アワード2016

「フード・アクション・ニッポン アワード」は、フード・アクション・ニッポンの展

開の一環として、国産農林水産物の消費拡大に寄与する事業者・団体等の取組を広く募集

し、優れた地域の取組を表彰することにより、国産農林水産物の消費拡大に向けた活動を

広く社会に浸透させ、私たちや子供たちが安心しておいしく食べていける社会の実現を目

指すものとして、平成21（2009）年度に創設されました。

資料：農林水産省資料に基づき北陸農政局で作成

図２-４ 北陸地域の推進パートナーの推移
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創設されてから８回目となる28（2016）年度は、国

内の大手流通・外食・百貨店のトップが最終審査委員

として優良産品を発掘し、最終産品（「究極の逸品」10

産品）は、各社の販路を通じて販売されることになっ

ています。７月19日から８月31日までを応募期間とし

て募集したところ、全国で1,008件の応募があり、北陸

地域からも45件もの応募がありました。

応募産品の中から、北陸地域からは、７産品（新潟

県１産品､富山県２産品、石川県２産品、福井県２産品）

が一次審査の100産品に選ばれました。

（３）北陸・地域産品魅力発信イベント

平成28（2016）年10月22日から23日にかけて、「越後・謙信ＳＡＫＥまつり2016」と連

携し、地域の農林水産物の魅力を広く発信し、国産農林水産物の消費拡大を推進するため、

北陸・地域産品魅力発信イベントを開催しました。イベントでは、展示ブースにおいて、

北陸４県の野菜、地理的表示（ＧＩ）登録産品の展示や農林水産省の施策の紹介を行うと

ともに、北陸４県の発酵食品を用いて有名シェフがレシピ開発したメニューの試食提供を

行いました。

23日には、ステージイベントに北陸農政局次長が出席し、上越美魔女委員会メンバー、

上越教育大学教授、野菜ソムリエをお迎えし、北陸４県の発酵食品や野菜の魅力と美味し

さ、また、美容に関するトークセッションを行いました。

トークショーの様子 地理的表示(GI)産品の紹介 イベントブースの様子
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３. 米の消費拡大

（１）ご飯食推進の取組

米の１人１年当たりの消費量は

昭和37（1962）年度の118.3kgをピ

ークに減少を続け、平成27（2015）

年度には54.6kgとなっています（図

２－５）。

米の消費拡大を図るため、北陸

農政局の「消費者の部屋」での特

別展示や関係団体が開催する農林

漁業まつり等のイベントに参加し、

パネル・ポスター展示、パンフレ

ットの配布等を行うとともに管内

各県、市町村等の米・米粉消費拡

大の各種イベントの後援等を行い

ました。

一方、学校給食については、米の消費拡大を図

る上で重要な位置付けとなっており、我が国の主

要な米産地である北陸地域では、米飯学校給食の

取組の実施回数は、管内各県とも全国平均（3.4回

/週）を上回っています（表２－２）。

農林水産省では、備蓄米制度や米飯に対する理

解の促進を図るため、政府備蓄米を無償で交付す

る取組（学校給食用等政府備蓄米交付制度）を実

施しており、北陸農政局では、給食、学習教材用

等として申請のあった新潟市内の６保育施設に政

府備蓄米（610kg）を無償交付しました。

表２－２ 公立小中学校の米飯給食の導入状況 （単位：回／週）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（2010） （2011） （2012） （2013） （2014） （2015）

新 潟 県 4.1 4.1 4.2 4.4 4.2 4.2

富 山 県 3.3 3.3 3.6 3.6 3.7 3.7

石 川 県 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7

福 井 県 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2

北 陸 3.8 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0

全 国 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4

資料：全国は文部科学省「米飯給食実施状況調査」、県別は北陸農政局調べ

資料：農林水産省「食料需給表」

注：平成27（2015）年度は概算値

北陸農政局「消費者の部屋」

図２－５ 米の消費量の推移（１人１年当たり）
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（２）米粉利用拡大の取組

米の消費量が減少傾向にある中、米粉の利用は新たな食材として注目されるとともに、

食料自給率の向上等を図る観点からも期待されており、北陸農政局では「北陸地域米粉利

用推進連絡協議会」や各県等と連携しつつ、米粉利用の推進活動を行っています。

具体的には、米粉の消費拡大を図るため、平成

28（2016）年９月に新潟市において、同年11月に
にいがた し

金沢市において、学識経験者、米粉製造者、実需
かなざわ し

者を対象として「米粉利用促進に係る検討会」を

開催し、米粉の用途別基準の設定やグルテンを含

まない米粉の表示について、農林水産省担当者等

と意見交換を行いました。

また、米粉及び米ゲル等の普及・拡大・定着に

向けては、28（2016）年11月、金沢市において、
かなざわ し

パティシエ等の食のプロの方々を対象に「米粉・

米ゲル・米ピューレの食品添加物代替利用促進」

をテーマに、専門家による講演と併せて米粉・米

ゲル等利用促進料理講習を行い、講師の指導のも

と参加者が実際に「米ゲルを使用したカップケー

キ（五郎島金時入り）」等を作り、試食しました。

さらに、29（2017）年３月には金沢市と七尾市
かなざわ し なな お し

において、関係機関と連携して小麦アレルギー対

応の視点からグルテンを含まない米粉スイーツを

テーマに、米粉料理講習会を開催しました。

他方、北陸地域の米粉取扱店情報については、

米粉製品販売店マップとして北陸農政局Webサイ

ト（ホームページ）に掲載しており、29（2017）

年３月現在、304店舗（28（2016）年より２店舗

増）となりました。

なお、26（2014）年度に学校給食に米粉パン・米粉麺等を導入している小中学校数は、

全国で２万601校（全小中校数に占める割合69％）で、うち北陸地域では1,196校（割合75

％）となっています（表２－３）。

表２－３ 公立小中学校の給食への米粉パン・米粉麺等導入校数

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（2010） （2011） （2012） （2013） （2014） （2015）

新 潟 県 596 626 638 632 616 611

富 山 県 269 270 264 262 253 264

石 川 県 213 240 239 248 237 252

福 井 県 228 197 174 229 90 228

北 陸 1,306 1,333 1,315 1,371 1,196 1,355

全 国 16,166 15,954 18,264 19,628 20,601 －

資料：農林水産省調べ

注：特別支援学校除く。平成27（2015）年度の全国計については、未集計のため公表とはなっていない。

米粉・米ゲル等利用促進料理講習

（金沢市）
かなざわ し

米粉利用促進に係る検討会（新潟市）
にいがた し
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４．食料消費の現状と食育の推進

（１）北陸地域の食料消費支出の特徴

平成28（2016）年における北陸地域の食

料消費支出額は、前年と比較すると「果物」

107.3％、「調理食品」104.0％、「米」及び

「パン･めん類」102.6％と増加している品

目が４品目、「肉類・乳卵類」、「生鮮野菜」

「油脂･調味料」の３品目が横ばいとなっ

ていますが、「飲料･酒類」96.0％、「魚介

類」96.3％、「外食」98.4％と減少してい

ます。

また、支出額を18（2006）年の10年前と

比較すると、食料費全体では100.7％で消

費の持ち直しがうかがわれます。「調理食

品」116.9％、「肉類・乳卵類」108.2％、「菓

子類」及び「パン・めん類」が106.7％と

高く伸びており、一方、「米」が67.4％と

大幅に低くなっています。

北陸地域の食料消費支出の特徴は、全国に比べ「米」108.2％、「調理食品」107.0％、「魚

介類」104.9％と多い結果となっており、米や新鮮な魚介類が手に入りやすい土地柄が現

れているものの、中食といわれる「調理食品」を利用して、簡便な食品ですませている傾

向がうかがわれます。一方、「外食」は91.3％と低い結果となっています（図２－６、表

２－４）。
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図２－６ 北陸地域における１世帯当たり
の品目別食料消費支出額の全国
比較

（単位：円）

米
パン・
めん類

生鮮
野菜

平成18年 59,491 5,180 2,020 2,855 5,768 7,447 6,861 4,333 2,227 2,463 4,004 7,350 6,181 11,932

23年 58,376 5,213 1,781 3,110 5,010 7,513 6,664 4,344 2,163 2,643 4,160 7,407 6,252 11,301

26年 60,272 5,039 1,599 3,099 5,013 8,197 6,848 4,573 2,248 2,661 4,301 7,810 6,384 11,726

27年 61,833 5,002 1,439 3,201 5,067 8,500 7,120 4,809 2,349 2,759 4,440 8,130 6,462 11,944

28年 62,248 5,020 1,474 3,181 4,992 8,601 7,168 4,837 2,396 2,764 4,482 8,516 6,593 11,688

平成18年 61,425 5,661 2,366 2,953 6,304 7,430 7,388 4,639 2,350 2,600 4,276 7,790 6,679 10,897

23年 59,612 5,385 1,836 3,203 5,486 7,386 7,072 4,541 2,202 2,656 4,435 7,931 6,625 10,435

26年 59,244 4,943 1,531 3,083 5,440 7,567 7,042 4,560 2,286 2,614 4,292 8,344 6,527 10,189

27年 61,500 4,993 1,555 3,070 5,437 8,029 7,216 4,740 2,241 2,728 4,417 8,761 6,837 10,841

28年 61,832 5,145 1,595 3,151 5,238 8,039 7,280 4,754 2,405 2,735 4,561 9,110 6,561 10,668

全　国 100.7 100.4 102.4 99.4 98.5 101.2 100.7 100.6 102.0 100.2 100.9 104.7 102.0 97.9

北　陸 100.5 103.0 102.6 102.6 96.3 100.1 100.9 100.3 107.3 100.3 103.3 104.0 96.0 98.4

全　国 104.6 96.9 73.0 111.4 86.5 115.5 104.5 111.6 107.6 112.2 111.9 115.9 106.7 98.0

北　陸 100.7 90.9 67.4 106.7 83.1 108.2 98.5 102.5 102.3 105.2 106.7 116.9 98.2 97.9
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表２－４ １世帯当たり１か月間の品目別食料消費支出額
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（２）地域における食育の取組

日本人の食生活は、社会経済構造の変化や国民の価値観の多様化等に伴い、かつての米

を中心とした多様な副食からなるいわゆる「日本型食生活」を基本としたものから、個人

の好みに合わせたものへと変化しました。その中で、「食」を大切にする心や優れた食文

化が失われつつあるとともに、脂肪の過剰摂取等の栄養の偏り、朝食の欠食に代表される

ような食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向といった様々な

問題が生じています。

これらを背景に平成17（2005）年に食育基本法が制定されました。同法に基づき、「食

育推進基本計画」（18（2006）年度から22（2010）年度まで）及び「第２次食育推進基本

計画」（23（2011）年度から27（2015）年度まで）が作成され、10年間にわたり国民運動

として取組を進めました。また、28（2016）年３月に作成された「第３次食育推進基本計

画」（28（2016）年度から32（2020）年度まで）では、様々な関係者の特性を活かしなが

ら、多様に連携・協働し、その実効性を高めつつ、国民が実践しやすい社会環境づくりに

取り組むことで、食をめぐる諸課題の解決に資するよう推進していくこととしました。

北陸農政局では、健全な食生活の実践や農林漁業体験を通じた自然の恩恵や食に関わる

人々の様々な活動への理解を促進するため、以下のような取組を実施しました。

ア．多様な関係者と連携した食育の推進

各方面で食育に取り組む様々な関係者相互

の情報交換や連携・協力によって北陸地

域における食育を推進するため、平成18

(2006）年、「食育ネットほくりく」を構築し

ました（図２－７）。同ネットには28（2016）

年度末現在で222団体・個人が加入しており

(表２－５）、Webサイト（ホームページ）や

メールマガジン等インターネットを活用した

情報提供のほか、会員相互間の交流を促すた

めに「食育ネットほくりく」交流会を、北陸農政局管内各県において開催しています。

福井県では、「つなぐ・ひろげる・食育の“わ”」をテーマに講演と意見交換会を開催し

ました（28（2016）年10月18日開催）。
表２－５ 「食育ネットほくりく」

県別会員数

「食育ネットほくりく」 ＜イメージ図＞

消費者

（個人・団体）

NPO法人

保育関係者

栄養士等

食生活改善

ボランティア

農林漁業者

生産者団体

食品事業者教育関係者

メンバー相互の

情報交換・連携協力

情報の受発信

連携協力

各県食育

担当部局

情報の

共有

連携協力

北陸農政局

｢食育ネットほくりく」交流会の様子（福井県）

図２－７ 「食育ネットほくりく」

（団体・個人）平成29（2017）年３月末現在

新潟県 57件
富山県 50件
石川県 78件
福井県 37件
計 222件
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イ．日本型食生活の普及

ごはんを中心に、魚、肉、牛乳、乳製

品、野菜、海藻、豆類、果物、茶等の多

様な副食を組み合わせて食べる「日本型

食生活」は、日本の気候風土に適した多

様性のある食として、地域や日本各地で

生産される豊かな食材も用い、健康的で

栄養バランスにも優れています。

北陸農政局では「日本型食生活」の普

及を目指した取組として、「ごはんを中心

とした日本型食生活のススメ」や「ごは

ん食のメリット」のパネルを作成し、食

や農に関するイベントにおいて展示し、

多くの方々に日本型食生活をＰＲしました。

また、一般の方を対象に、平成28（2016）年５月から11月の間、16ヵ所で食育に関する

アンケート調査を実施しました（回答者数805人）。その結果、「普段の食事で気をつけて

いること」(複数回答）という設問では、「野菜を多く食べる」70.8％、「栄養のバランス」

54.0％、「食べ残し、廃棄をなくす」35.7％、「塩分のとりすぎ」32.8％でした（図２－８）。

「パネル展示」（上越教育大学学生食堂）

資料:北陸農政局調べ

図２－８ 平成28（2016）年度食育に関するアンケート調査結果（抜粋）

（設問 普段の食事で気をつけていることはなんですか？（複数回答））
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ウ．教育ファーム等農林漁業体験の取組の推進

農林漁業に関する体験活動は、農林水産物の生産現場に対する関心や理解を深めるだけ

でなく、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることや食に関わる人々の様々な

活動に支えられていること等を理解する上で重要です。

「第２次食育推進基本計画」において、平成27（2015）年度までに達成するとされた農

林漁業体験を経験した国民の割合を35％に増やす目標はすでに達成しましたが、28（2016）

年に作成された「第３次食育推進基本計画」においては、この割合を、32（2020）年度ま

でに36.2％から40％以上に増やすことが目標として挙げられました。

また、27（2015）年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、「日本

型食生活」の実践に係る取組と併せて、学校教育を始めとする様々な機会を活用した、幅

広い世代に対する農林漁業体験の機会の提供を一体的に推進し、食や農林水産業への国民

の理解を増進するとされています。

北陸農政局では、子供から大人まで幅広い層の方々に教育ファーム※等農林漁業体験へ

の参加を促すため、取組主体の活動内容を調査し、Webサイト（ホームページ）で紹介し

ています。

また、取組主体等が必要とする情報を容易に知ることができるよう、北陸管内全市町村

の情報提供窓口（担当課）のほか、技術的な支援を行うサポーターが登録されている各県

の担当窓口及び支援機関を北陸農政局のWebサイト（ホームページ）で紹介しています。

◎教育ファームの事例

【新潟市アグリパーク】（新潟県）
にいがた し

農業に触れ、親しみ、学ぶ場を提供する日本初の
公立教育ファームです。耕起から収穫まで体験でき
るほ場、収穫した野菜を加工し食味できる体験ハウ
ス、乳牛や山羊、羊を飼育する畜舎、宿泊施設を活
用し、農業体験学習を通じて農業への理解を深め郷
土愛を育むことを目的に運営されています。

お芋たくさんなってるよ

【高須城山・農と人の会】（福井県）
たか す じようやま

豊かな自然に囲まれた福井市の高須山中腹の棚田
ふく い し

で、地元住民有志のみなさんと一般市民、大学の先
生や学生、環境団体等の方々等、棚田オーナーのみ
なさんが、米作り体験交流活動を通じて、棚田の保
全のための取組を進めています。 作られるお米は、
化学肥料不使用、農薬５割減の特別栽培米です。有
志を募り、ジャガイモ栽培やそば作り等も行われて
います。

みんなでわいわい田植え

※ 教育ファームとは、自然の恩恵や食にかかわる人々の様々な活動への理解を深めること等を目的として、

農林漁業者等が生産現場に消費者を招き、一連の農作業等の体験の機会を提供する取組
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エ．食育月間及び食育の日の取組

「食育推進基本計画」では、毎年６月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」とし、

国民の食育に対する理解を深め、食育推進活動への参加を促し、その一層の充実と定着を

図ることとしています。

北陸農政局では、管内地方公共団体及び関

係団体等と連携し、食育月間において集中的

に取り組みました。

今年度は、平成28（2016）年６月17日に「弁

当の日」、28日に「和食・食文化の継承」の食

育シンポジウム、29日に「とくだねe～講座」

（気をつけてますか？毎日の食事）を行いま

した。

さらに、公共施設や各種イベント会場にお

いて、パネル展示等（管内10か所）を行い、

消費者との交流を図るとともに、「日本型食生

活」の普及等、食育関連情報を幅広く提供し

ました。

また、毎月の「食育の日」の取組としては、働き盛りの方や若者世代を対象に、管内の

企業や大学等の食堂施設の各テーブルに食育卓上メモを設置し、「日本型食生活」の普及、

和食の継承、地産地消の推進等、食育関連情報を提供しました（管内10か所）。

「パネル展示」（富山県） 「大学に卓上メモ設置」（石川県）

「食育シンポジウム」（石川県）
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◎食育推進活動の事例

【金沢学院短期大学】（石川県）

「食と栄養のスペシャリスト」を養成している金沢学院短期大学の食物栄養学

科の調理実習授業で、「お弁当の日」の取組が行われました。

この取組は、栄養士を目指す学生がお弁当作りを通じて旬の食材を知ったり

料理を考えることにより食材の生かし方を考える力を養い、栄養士の卵として

成長することを目的として実施されました。

また、生徒が自作のお弁当をエントリーし、参加者の総選挙で順位が決まる

ということで、力作のお弁当が並びました。

『お弁当の日』 BEST 4 !!

「お弁当の日」の取組
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第３章 食料の安定供給の確保に向けた取組

１．食の安全と消費者の信頼確保に関する取組

（１）消費者への情報提供

ア．コミュニケーションの推進

近年、食の安全に関する様々な問題が発生し、消費者の食の安全に対する関心が高まっ

ています。北陸農政局においては、食の安全と消費者の信頼確保並びに消費者視点を反映

した農林水産行政の推進を目的に、消費者を対象とした食の安全に関する基礎的な情報の

提供や、意見交換の実施等、様々な取組を行っています。

（ア）消費者グループ等を対象とした出張講座

平成19（2007）年10月から「とくだねe～講座」

を実施しています。これは、「食品安全の基礎知識」

や「農薬に関する安全性」等、消費者の関心が高

い８つのテーマについて、消費者の学習の場等に

出向き、説明と意見交換（出張講座）を行うもの

です。28（2016）年度には11回開催し、249人（延

べ人数）に参加いただきました。

受講者に対し行ったアンケートによると、全てのテーマについて、見やすくわかりやす

い資料で、より理解が深まったとの回答を多数いただきました。

（イ）消費者団体との意見交換会

「食料・農業・農村基本計画」に掲げられた

課題や消費者にとって関心の高いテーマを対象

に、各県において消費者団体との意見交換会を

定期的に開催しています。

平成28（2016）年度は、「農業生産工程管理

（ＧＡＰ)の推進及び取組について」をテーマに、
ギ ヤ ツ プ

28(2016)年11月２日に富山市で、28(2016)年12
とやまし

月１日に新 潟市でＧＡＰに取り組んでいる生
にいがた し

産者等を交えて意見交換を行いました。また、

29(2017)年２月28日には金 沢市で、29(2017)
かなざわ し

年３月９日には福井市で、「植物防疫・動物検
ふく い し

疫と家きんの防疫体制について」をテーマに、名古屋植物防疫所、動物検疫所名古屋空港

支所及び石川、福井両県の家畜保健衛生所の協力を得て意見交換会を開催しました。

ＧＡＰをテーマとした意見交換会では、参加者から「ＧＡＰという素晴らしい取組があ

ることをもっと消費者に知らせて欲しい。」「ＧＡＰは世界標準であり今はその過渡期であ

ると感じた。リスク管理を見える化し伝えていくＧＡＰは、生産者が高齢化していく中で

重要な取組であることがわかった。参加して良かった。」「農家にはより良い商品を届けて

いただきたいと望んでいる。私たち消費者も正しい知識を身につけるための学習が必要

とくだねｅ～講座

とくだねｅ～講座のテーマ
①よくわかる食品安全の基礎知識
②気をつけていますか？毎日の食事
③よくわかる農薬に関する安全性
④よくわかる家畜伝染病

⑤よくわかる牛トレーサビリティ
⑥よくわかる有害化学物質と食品安全（重金属編）
⑦よくわかる米トレーサビリティ
⑧ご存じですか？食料自給率

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の
ギ ヤ ツ プ

推進及び取組について」をテーマ

とした意見交換会（新潟市）
にいがた し
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だ。」等の多くの御意見をいただきました。

また、動植物検疫等をテーマとした意見交換会では、「検疫の話を聞くことがなかった

ので、勉強になった。」「鳥インフルエンザ発生農家に対する支援対策等、補償制度がある

ことで、日本では生産者が行政機関に対して、すぐ報告できるシステムになっているとわ

かり感心した。」「口蹄疫や鳥インフルエンザのために何十万頭、何十万羽の殺処分が行な

われることがとても悲しい。最小限に止める対応をお願いしたい。」「動物検疫、植物検疫

について、検査体制や予防対策を詳しくお話しいただき、いい勉強になった。」「検疫は、

食の安全、食料の安全保障につながる大事な役割を持っている。」等の御意見をいただき

ました。

イ．「消費者の部屋」の取組等

北陸農政局では、食や農林水産施策に関するパネ

ルの展示やパンフレット配布を通じて消費者の皆様

に情報提供等を行う専用スペース「消費者の部屋」

を金沢広坂合同庁舎１階に設けています。

平成28（2016）年度は、近畿中国森林管理局石川

森林管理署とタイアップした展示を含む17の特別展

示を実施するとともに、展示に合わせた関連イベン

トを開催しました。

○関連イベント

「乳しぼりとジェラート作りの体験学習」（28（2016）年８月３日及び24日）

「乳しぼり、牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作り体験」（28（2016）年12月27日）

また、公共施設や各種イベント会場等において「移動消費者の部屋」を開設し、パネル

展示等による食と農に関する情報提供等を行いました（第19回新潟市民健康福祉まつり

（28(2016)年10月16日、新潟県新 潟市万代シティパーク）、第18回福井市消費者まつり
にいがたし ふくい し

（28(2016)年11月27日、福井県福井市フェニ
ふく い し

ックスプラザ）ほか管内６か所）。

このほか、「消費者の部屋」を学習する場と

した取組として、「北陸農政局『消費者の部屋』

とくだねe～講座」(ミニセミナー)を28(2016)

年６月から９月にかけて８講座（特別講座１回

を含む。）実施し13名が受講しました。

なお、受講修了者で同意いただいた方を「北

陸農政局食の特使」に認定し、現在、58名の食

の特使の方々に北陸農政局から定期的にお届け

する食に関する情報を知り合いや近所の方々に提供していただいています。

また、28（2016）年度における消費者からの相談件数は37件でした。

「消費者の部屋」の展示風景

（注）開設時間：８時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

消費者の部屋「ミニセミナー」の風景

担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号

北陸農政局 消費・安全部 消費生活課 076-232-0206 076-261-9523

北陸農政局消費者相談窓口
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ウ．消費者団体等への食の安全に係る情報提供

北陸農政局では、消費者団体に対して、平成28(2016)年熊本地震の発生後速やかに熊本

地震に関する情報を連絡するとともに天災等の不測の事態に備えて家庭食料備蓄を呼びか

けるパンフレットを紹介しました。また、28(2016)年11月の新潟県内における鳥インフル

エンザの発生に際しては、鶏卵や鶏肉の安全性を案内するポスターの配布等を行いました。

一方で、「消費者の部屋」においては、毎年11月頃からノロウイルスによる食中毒が増

えてくることから、ノロウイルスによる食中毒を防ぐポイントや正しい手洗いの仕方等を

わかりやすく紹介するとともに、有害植物や毒きのこの誤食が発生しやすい時期には、こ

れらを注意喚起するリーフレットを設置するなどの情報提供を行いました。

（２）食の安全確保

ア．農薬の適正使用、食料の安定供給の確保

（ア）農薬の適正使用の推進

北陸農政局では、平成28（2016）年６月、石川

県及び環境省と連携し、住宅地等における農薬の

適正使用の推進、人畜への被害防止や生活環境の

保全を図るため、農薬に関わる自治体担当者を対

象に「農薬の適正使用に関する自治体担当者研修

会」を金沢市で開催しました。
かなざわ し

研修会では、農薬の基礎知識をはじめ住宅地等

における農薬使用及び公共施設における樹木･雑

草管理についての概要説明、石川県における農薬

危害防止運動の取組説明や意見交換を行い、研修

会を通して農薬の適正使用の理解と各自治体での

取組を推進しました。

（イ）病害虫の発生予察及び防除の推進

食の安全と消費者の信頼確保が強く求められている昨今、植物防疫事業においても、精

度の高い病害虫発生予察、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の実践等環境に対する負担

を低減する取組が求められています。

このような状況に鑑み、平成28（2016）年11月、今後の植物防疫事業の効果的な推進に

資するため、北陸地区の植物防疫、農薬関係者による「平成28年度植物防疫北陸地区協議

会」を開催し、植物防疫・農薬を巡る最近の情勢等について関係者間で情報を共有すると

ともに、病害虫防除上の課題等について意見交換・検討を行いました。

また、28（2016）年12月及び29（2017）年３月には、名古屋植物防疫所と連携し、北陸

４県の病害虫防除所職員等を対象に病害虫の発生予察、防除に関する知見及び技術の維持

向上を目的として、「北陸農政局管内病害虫同定診断※技術研修会」を名古屋植物防疫所

伏木富山支所で開催し、カイガラムシ類及びセンチュウ類の特徴や標本作製についての説

明と同定方法について実習を行いました。

※ 同定診断とは、病害虫の種類を正確に見分ける技術

農薬の適正使用に関する自治体担

当者研修会の様子（石川県）
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（ウ）無人航空機防除の安全対策の推進

産業用無人ヘリコプターによる農薬の空中散布については、ほ場の大規模化、生産農家

の高齢化等に対応する効果的かつ省力的な防除技術として、有効な防除手段となっており、

年々その利用面積は増えています。

一方、様々な分野での利活用が期待されるドローン等の小型無人機を含む無人航空機の

安全な飛行に向けて、平成27（2015）年12月に航空法の一部が改正され、農薬の空中散布

に使用する産業用無人ヘリコプターについても規制の対象となりました。

北陸農政局では、産業用無人ヘリコプター等の無人航空機を利用した農薬散布等の安全

かつ適正な実施に向けて、農林水産省消費・安全局において行った事故事例の原因分析結

果を管内各県に通知し再発防止の徹底を図るとともに、28（2016）年４月の「農林水産航

空事業北陸ブロック安全対策会議」（一般社団法人農林水産航空協会と共催）等を通じ、

航空法や農薬取締法等の法令遵守と安全運航への意識啓発を行い、安全対策の一層の徹底

を図りました。

イ．農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及推進
ギ ャ ッ プ

農業生産工程管理の推進は、国内外の需要の取り込みの前提となる食の安全と消費者へ

の信頼確保に必要不可欠な取組であり、また、環境の保全、労働安全の確保、農業経営の

改善や効率化に繋がることも期待されています。

北陸農政局では、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」（平

成22（2010）年４月農林水産省公表）に則した一定水準以上のＧＡＰの取組の普及を促進

するため、28（2016）年７月福井県庁において生産者や農業団体等約100名を参集し、「農

業生産工程管理（ＧＡＰ）普及推進講演会」を開催し、「ＪＧＡＰ団体認証の取組」と題

したＪＡ越後ながおか井上大輔氏の講演等を行い、ＧＡＰの必要性・重要性について周知
いのうえだいすけ

を図りました。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会において、大会組織委員会が

大会期間中に使用する食材（農産物、畜産物）の調達要件の検討が進む中で、調達要件の

確認手法として、国際水準ＧＡＰ認証等が活用される方向性が示されたことから、生産段

階における体制整備を図るため、28（2016）年６月と29（2017）年１月に管内の行政機関、

農業者団体等を参集し、「北陸ブロックＧＡＰ普及・拡大を目指した推進会議」を開催し

ました。さらに、29（2017）年１月から２月にかけて各県農林水産部長等との意見交換を

行い、国際水準ＧＡＰ認証取得等の取組拡大に向けた推進を行いました。
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ウ. 米穀の適正流通確保の取組

（ア）米トレーサビリティ法に係る立入検査の実施

米穀等を取り扱う全ての事業者においては、「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）により、取引等の記録の作成・保

存と産地情報の伝達が義務付けられています。

北陸農政局では、米の生産者から小売業者や外食店まで幅広く周知するため制度の普及

啓発に係る説明を関係団体に実施するとともに、同法の遵守状況を確認するため立入検査

を実施しています。

平成28（2016）年度において北陸農政局が行った指導件数は８件となっています。なお、

28（2016）年度の普及啓発に係る説明については、法施行から５年が経過した中で、新規

店舗の参入等により、法制度が十分に認知されていない状況が確認されたことから、改め

てその定着を図るため、米穀等を取り扱う事業者団体等を対象に実施しました。

（イ）食糧法に係る立入検査の実施

米穀の出荷販売事業者等（生産農家、需要者、仲介事業者等）は、用途限定米穀（加工

用米、飼料用米等の新規需要米、備蓄米等）を取り扱う場合、「主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律」（食糧法）第７条の２に基づく「米穀の出荷販売事業者が遵守すべ

き事項を定める省令」（遵守事項省令）に定められた事項を遵守し、定められた用途に供

しなければなりません。

北陸農政局では、米穀の出荷販売事業者等に対し、遵守事項省令の遵守状況を確認する

ため立入検査を実施しています。

平成28（2016）年度については、27（2015）年度からの飼料用米の生産拡大を踏まえ、

引き続き飼料用米に対する監視を強化しました。

農業生産工程管理（ＧＡＰ）

普及推進講演会（福井市）
ふく い し

北陸ブロックＧＡＰ普及・拡大を

目指した推進会議（金沢市）
かなざわ し
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（ウ）農産物検査法に係る立入調査の実施

農産物検査を行う登録検査機関は、農産物検査法に基づき適正に検査を実施しなければ

なりません。

北陸農政局では、農産物検査法に基づく農産物検査制度の適正かつ円滑な運営を図るた

め、登録検査機関の事務所及びその検査場所を対象に立入調査を実施しています。

なお、農産物検査法の一部改正に伴い、農林水産大臣の権限に属する事務の一部（地域

登録検査機関※の立入調査等）の権限が平成28（2016）年４月１日に県へ移譲されました。

（エ）米穀の流通に関する相談への対応

北陸農政局では、食品の安全性を欠く米穀等の流通防止、適正かつ円滑な流通の確保に

資するため、米穀等に関する情報を受け付けるための「米穀流通監視相談窓口」を平成23

（2011）年から本局及び管内県域拠点に設置しています。

28（2016）年度に北陸農政局に寄せられた米穀等に関する情報は43件で、そのうち「問

合せ」が26件、「情報提供」が15件、「苦情」が２件となっています。

なお、「問合せ」の相談内容については、米トレーサビリティ制度に関するものが大多

数で、米穀事業者からの「米穀取引等の対象品目の確認」、「一般消費者への産地情報の伝

達方法」等が主なものとなっています。

また、窓口に寄せられた情報は内容に応じ都道府県等の関係各機関等に提供しています。

（３）食品表示の適正化等の推進

ア．食品表示の監視体制の強化

（ア）小売店舗等に対する巡回調査の実施

北陸農政局では、管内各県、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等と連携しな

がら、年間計画に基づき日常的に小売店舗、卸売業者等の中間流通事業者及び製造事業者

を巡回し、陳列販売等されている生鮮食品、加工食品、有機農産物等の名称や原産地をは

じめとする表示が食品表示法及び「農林物資の規格化等に関する法律」（ＪＡＳ法）に基

（注）受付時間：８時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

※ 地域登録検査機関とは、一つの県内のみで検査を行う登録検査機関

担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号

北陸農政局 消費・安全部 流通監視課  076-232-4006  076-232-4007

北陸農政局 消費・安全部 消費・安全チーム（石川県担当）  076-203-9154  076-223-1568

新潟県拠点 消費・安全チーム  025-228-5212  025-223-7288

富山県拠点 消費・安全チーム  076-441-9318  076-441-9327

福井県拠点 消費・安全チーム  0776-30-1628  0776-30-1631

「米穀流通監視相談窓口」
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づき適正に行われているかどうかを調査しています。

また、牛肉の販売業者及び特定料理提供業者（主として焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼

き及びステーキを提供する外食事業者）を巡回し、「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）に基づき個体識別番号が適切に表

示されているかどうかを調査しており、小売店舗等で販売されている牛肉を買い上げ、Ｄ

ＮＡ鑑定により、個体識別番号が正確に伝達、表示されているかどうかの確認も行ってい

ます。

（イ）食品表示110番による情報の受付

北陸農政局では、食品表示の一層の適正化を図る観点から、平成14（2002）年度より、

広く国民の皆様から食品の偽装表示の疑いのある食品表示に関する情報や表示に関する問

合せ等を受け付けるための「食品表示110番」受付窓口を開設しています。

28（2016）年度に、管内の「食品表示

110番」受付窓口に寄せられた情報のう

ち、９割は食品表示法に基づく食品への

表示方法等に関する問合せであり、同法

違反の疑いのある食品表示等の情報提供

は１割となっていました（図３－１、図

３－２）。

「食品表示110番」受付窓口

(注）受付時間：８時30分～17時15分（12時～13時及び土・日・祝日・年末年始を除く）

図３－１ 「食品表示110番」受付件数

（北陸農政局）

資料：北陸農政局調べ

担当部署 電話番号 ＦＡＸ番号

北陸農政局 消費・安全部 表示・規格課 076-232-4113 076-261-9523 
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（ウ）小売店舗等に対する指導等

小売店舗等に対する巡回調査等で不適正表示を確認した場合や、「食品表示110番」で食

品表示に関する疑義情報を受け付けた場合には、立入検査等を実施し、その内容に応じて

指示・公表等の措置を行っています。平成28（2016）年度において、北陸農政局が行った

指導件数は21件（食品表示法９件、ＪＡＳ法３件、牛トレーサビリティ法９件）、農林水

産大臣が管内の事業者に行った指示・公表はありませんでした。

イ．関係機関との連携

県等関係機関と食品表示に関する情報・意見交換を行うとともに、不適正表示を行って

いる事業者に対する処分等の対応を迅速かつ円滑に実施することを目的として、平成20

（2008）年度から、各県に所在する関係機関を構成員とする「食品表示監視協議会」を設

置しており、28（2016）年度も食品表示制度等をめぐる最近の主要な動きについて情報共

有や意見交換等を行いました。

※富山県について平成28（2016）年度は幹事会のみ開催。協議会は29（2017）年度春に開催予定

表３－１ 各県における食品表示監視協議会の開催状況

図３－２ 食品表示110番受付情報の品目分類別内訳（北陸農政局）

資料：北陸農政局調べ

開催日 構成員

新潟県食品表示監視協議会 2016年5月24日
新潟県、新潟県警察本部、新潟市保健所、農林水産消費安
全技術センター本部、北陸農政局

富山県食品表示監視協議会 2016年10月28日
富山県、富山県警察本部、富山市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、北陸農政局

石川食品表示監視協議会 2016年7月7日
石川県、石川県警察本部、金沢市保健所、農林水産消費安
全技術センター名古屋センター、北陸農政局

福井県食品表示監視協議会 2016年5月12日
福井県、福井県警察本部、農林水産消費安全技術センター
名古屋センター、北陸農政局

協議会名

平成26（2014）年度 平成27（2015）年度 平成28（2016）年度
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（４）様々なリスクへの対応

ア．高病原性鳥インフルエンザ及び口蹄疫に対する対応

高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫等の家畜の伝染病は、近隣諸国において続発し、ま

た、これらの国から我が国への入国者が増加していること等から、以前にも増して、国内

での発生リスクが高い状況です。

このような状況の中、平成28（2016）年11月に、青森県のあひる農場において、国内の

家きんでは２年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生があり、同月、新潟県の養鶏

場において、北陸農政局管内初となる発生がありました(29（2017）年３月31日までに、

全国では９道県12農場、北陸農政局管内では１県２農場で発生）。

北陸農政局及び各県域拠点等においては、これらの家畜伝染病が発生した場合の防疫支

援を的確に行えるよう訓練等を行ってきています。
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◎新潟県下で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応

１．発生状況と経過

【１例目】

平成28（2016）年11月28日、採卵養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑

い事例が発生し、遺伝子検査の結果、翌29日にH5亜型陽性（疑似患畜）と判明しまし

た。その後、12月１日に遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザの患畜である

こと、H5N6亜型であることが確認されました。

農林水産省では、疑い事例発生の11月28日に、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対

策本部を設置し、疑似患畜と判明した11月29日には、疫学調査チームを派遣しました。

また、新潟県においても、11月29日、新潟県鳥インフルエンザ対策本部会議を開催

し、発生農場における防疫作業、移動制限区域（農場から半径３km以内）及び搬出制

限区域（半径３km～10km以内）の設定による家きん等の移動の禁止、主要道路に消毒

ポイントを設置して通行する車両の消毒を開始しました。

全ての防疫措置が12月５日に完了し、その後の確認検査において異状が見られなか

ったことから、12月20日に搬出制限区域が解除され、12月27日０時に移動制限区域が

解除されました。

〈発生農場の概要〉

農場の場所：新潟県岩船郡関川村
いわふねぐんせきかわむら

飼養鶏種：採卵鶏

飼養羽数：313,917羽（殺処分鶏の集計結果）

【２例目】

平成28（2016）年11月30日、１例目とは別の採卵養鶏場において、高病原性鳥イン

フルエンザの疑い事例が発生し、遺伝子検査の結果、同日にH5亜型陽性（疑似患畜）

と判明しました。その後、12月２日に遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザ

の患畜であること、H5N6亜型であることが確認されました。

農林水産省では、疑い事例発生の11月30日に、農林水産省鳥インフルエンザ防疫対

策本部を設置し、12月１日に疫学調査チームを派遣しました。

また、新潟県においても、11月30日、新潟県鳥インフルエンザ対策本部会議を開催

し、発生農場における防疫作業、移動制限区域（農場から半径３km以内）及び搬出制

限区域（半径３km～10km以内）の設定による家きん等の移動の禁止、主要道路に消毒

ポイントを設置して通行する車両の消毒を開始しました。

全ての防疫措置が12月６日に完了し、その後の確認検査において異状が見られなか

ったことから、12月21日に搬出制限区域が解除され、12月28日０時に移動制限区域が

解除されました。

〈発生農場の概要〉

農場の場所：新潟県 上 越市
じようえつ し

飼養鶏種：採卵鶏

飼養羽数：235,641羽（殺処分鶏の集計結果）
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２．北陸農政局の対応

北陸農政局では、１例目の疑い事例の発生した11月28日に、直ちに北陸農政局鳥イ

ンフルエンザ対策本部を設置し、農林水産省、新潟県及びその他関係機関と連携を図

り、以下の取組を行いました。

（１）発生農場の防疫作業に北陸農政局職員を派遣

新潟県からの要請を受けて、発生農場における防疫作業のための職員を派遣しま

した（１例目：30名、２例目：13名）。

また、疫学調査チームが行う現地調査に対して補佐する職員を派遣するなど、必

要な協力を行いました。

（２）消費者、生産者、事業者等への正確な情報の提供

「鶏肉や鶏卵を食べて鳥インフルエンザが人に感染することは報告されていませ

ん」といった正しい知識の普及・啓発のため、ポスター、チラシ等を消費者団体、

食品関係団体及び畜産関係団体に配布しました。さらに、北陸農政局のWebサイト

（ホームページ）に鳥インフルエンザに関する情報を掲載するとともに、メールマ

ガジンにより正しい知識の普及に努めました。また、食品関係団体及び畜産関係団

体には、発生県産であることのみを理由とした取引拒否等が行われないよう要請し

ました。

（３）巡回点検調査の実施

高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い、鶏肉、鶏卵について、消費者等に誤解

を与えるような不適切な告知等（例えば「新潟県産の鶏肉は取り扱っていません」

等）が行われていないか、小売店舗等に対する巡回点検調査等を実施するとともに、

不適切な告知等を行わないよう要請しました。

イ．牛トレーサビリティ制度の円滑かつ適切な実施

牛トレーサビリティ制度の信頼確保のため、畜産農家及びと

畜者に対する立入検査等を実施し、牛トレーサビリティ法に基

づき、牛の耳標の装着や出生、異動等の届出が確実に行われ、

個体識別番号※が的確に伝達されているかの確認を行っていま

す。不適正な事例があった場合には、畜産農家及びと畜者に対

して改善指導を行います。

耳標装着の様子

※ 個体識別番号とは、牛１頭ごとに付けられた10桁の番号。国内で生まれた全ての牛と輸入牛の両耳に10桁の

個体識別番号が印字された標識(耳標）を装着することが義務付けられている。この番号により、牛の生産履歴

として出生から精肉等として消費者に販売・提供されるまでの牛個体の識別・管理が行える。また、この番号を

インターネットで入力することにより、牛の出生からと畜までの生産履歴が確認できる。

（https://www.id.nlbc.go.jp/top.html 独立行政法人家畜改良センター「牛の個体識別情報検索サービス」）
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ウ．ペットフードの安全の確保

平成21（2009）年６月に施行された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」

は、犬及び猫用ペットフードの基準・規格の設定、事業者における帳簿の備付け等を規定

し、ペットフードの安全確保を図り、ペットの健康を保護することを目的としています。

北陸農政局では、管内のペットフード販売店において立入検査を実施し、本法律の周知

と遵守状況の確認等を行うとともに、製造業者及び輸入業者に対しても立入調査を実施し、

法令の普及啓発を行っています。

エ.食品防御対策の取組

平成28（2016）年５月に伊勢志摩サミットが開催され、各地では関係閣僚会合が開催さ

れました。こうした行事においては、食品テロを未然に防止するよう対策を講じることが

重要です。

北陸農政局では、新潟県新潟市でＧ７新潟農業大臣会合、富山県富山市でＧ７富山環
にいがた し と やま し

境大臣会合が開催されたことから、会場となったホテル、レストラン等料理提供を行った

６事業者に対して、食品への意図的な毒物や異物の混入防止対策（食品防御対策）につい

て、協力の要請を行うとともに、具体的な取組のための情報提供や実施状況の聞き取りを

行いました。

２．農産物・食品の新たな需要の開拓

（１）６次産業化の推進

農林水産省では、農山漁村における雇用の確保と所得の向上を目指し、魅力ある農林漁

業を築き上げ、地域の活性化を図っていくため、農林漁業生産と加工・販売の一体化や、

地域資源を活用した新たな産業の創出を促進するなど、「農山漁村の６次産業化」を推進

しています。

ア．法制度・関連支援策の普及・ＰＲ

北陸地域の６次産業化の普及・啓発を図るため、北陸農政局Webサイト（ホームページ）

や「北陸地域６次産業化推進ネットワーク協議会」（事務局：北陸農政局、会員数64、サ

ポート会員数78）を活用し、６次産業化支援施策やイベント等の情報発信をしたほか、北

陸農政局が独自に作成したパンフレット、事例集を活用し、農林漁業者に対し、６次産業

化の取組の普及・啓発を行いました。

また、北陸農政局では、輸出の取組を含めて更な

る６次産業化の取組を推進する観点から、６次産業

化に関心のある農林漁業者を対象として、参加農林

漁業者の事業展開におけるヒント（気づき）となる

ことを目的に、平成29（2017）年２月16日、金沢市
かなざわ し

において、「６次産業化・輸出セミナー及び個別相

談会」を開催しました。

セミナーの様子
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イ．推進体制について

北陸地域の６次産業化の推進を支援する体制として、平成25（2013）年度から交付金（６

次産業化ネットワーク活動交付金）により、各県が「６次産業化サポート機関」を設置し

て、６次産業化に取り組む農林漁業者への支援を行ってきました。

また、「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）の施行後６年が経過し、総合化事

業計画の認定件数は、全国段階で2,000件を超えています。新たな事業認定に加え、既に

認定を受けた事業の更なる展開を促すために手厚くフォローアップを行っていくことと

し、職員が認定事業者に出向いて取組状況を確認の上、個別相談の実施や認定事業者との

意見交換会の開催等により、経営上の課題や要望を把握するなどの取組を行いました。

ウ．六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認定について

北陸地域の六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の平成28（2016）年度の認

定件数は５件で、これまでの認定と合わせ、認定件数は合計109件となり、着実に裾野の

広がりをみせています。

資料：北陸農政局作成
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エ．６次産業化ネットワーク活動交付金事業による新商品開発・販路開拓等

北陸農政局では、６次産業化ネットワーク活動推進交付金により、新商品開発・販路開

拓に対して２件（石川県１件、福井県１件）の支援を実施しました。

このほか、６次産業化推進の一環として、農林水産省の補助事業により実施された株式

会社ＪＴＢ西日本主催の「全国キャラバン！食の発掘商談会（地域交流会及び商談会）」、

野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社が主催した「６次産業化の支援に向け

たワークショップ」への参加を管内事業者、６次産業化プランナー等に促し、６次産業化

推進の環境づくりに努めました。

オ．農商工等連携の促進

農商工等連携の取組を支援

（ア）農商工等連携への取組

「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律」（農商工連携

促進法）に基づき、農林水産省と経済産業省が連携して、中小企業と農林漁業者に対し、

事業資金の貸付けや債務保証の支援を行っています。

北陸農政局においては、平成28（2016）年度においては２件（新潟県１件、福井県１件）

の「農商工等連携事業計画」（中小企業者と農林漁業者が共同で新商品の開発等に取り組

む事業）を認定しました。

（イ）中小企業地域産業資源活用プログラム等への取組

北陸農政局では経済産業局等と連携し、「中小企業による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律」（地域資源活用促進法）及び「中小企業の新たな事業活動の促

進に関する法律」（新事業活動促進法）に基づく事業計画の認定を実施しています。

平成28（2016）年度には、地域資源活用促進法に基づく「地域産業資源活用事業計画」

７件（富山県１件、石川県５件、福井県１件）を認定し、新事業活動促進法に基づく「異

分野連携新事業分野開拓計画」の認定はありませんでした。

（２）地産地消の推進

ア．六次産業化・地産地消法に基づく地産地消促進計画の策定

平成22（2010）年12月に、六次産業化・地産地消法が施行され、同法に基づき23（2011）

年３月に、「農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化並びに地域の農林水産物

の利用の促進に関する基本方針」が策定されました。

都道府県及び市町村は、同基本方針や地域の実情を踏まえ、地域の農林水産物の利用の

促進についての計画（地産地消促進計画）の策定に努め、地域の農林水産物の利用を促進

することとしています。

北陸農政局では、生産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、直売や加工等の取組を通じて、農業の６次産業化による地域の活性化にもつながる

地産地消の取組を推進しています。
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イ．各種取組の実施

（ア）地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省では、地場産農林水産物を活用した学校給食・社員食堂・外食・弁当等の優

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

28（2016）年度は北陸地域から、「学校給食・社員食堂部門」において高浜町学校給食セ
たかはまちよう

ンター、「外食・弁当部門」において葉っぴ～カフェtuttiが、それぞれ食料産業局長賞を
は

受賞しました。

【食料産業局長賞（学校給食・社員食堂部門）】

・高浜町学校給食センター
たかはまちよう

（福井県大飯郡高浜町）
おおいぐんたかはまちよう

毎月19日の食育の日は、「ふるさと給食の日」とし

て、地場産や郷土食を多く取り入れた献立を提供して

います。受賞献立のかきあげは、１年生が「さやむき

体験」したそら豆と、地場産のわかめとちくわを加え、

衣には小麦粉に米粉を合わせ、高浜町の町木で特産
たかはまちよう

品である杜仲茶で作った杜仲茶塩を添えています。
と ちゆうちや

また、高浜町では、地元漁協の協力により、魚のメ
たかはまちよう

ニューも多く、この献立では、たんぱく質源として汁

ものに魚を活用しています。学校給食生産者グループ

と連携し、野菜等の品目や量について柔軟に対応して

いることや、昨年度から週５回の米飯給食となり、和食の給食が増えたこと、今年度の「ふ

るさと給食の日」では、地場産物と健康長寿に良いとされている食材を意図的に取り入れ

ている点が評価されました。

【食料産業局長賞（外食・弁当部門）】

・葉っぴ～カフェｔｕｔｔｉ
は

（富山県射水市）
い みず し

自家農園で栽培している小松菜を中心に、射水市内

や県内の旬の野菜を食材にしたメニューを提供してい

ます。受賞献立は、主食１、主菜１～２、副菜５～６、

汁物１を基本として、副菜の品目を増やし、より多く

の野菜を食べてもらえるように調理法も工夫していま

す。また、自家製ハーブやスパイスを使い、新しい食

べ方の提案を行い、視覚からも味わってもらえるよう、

緑、黄、赤等、色の組み合わせも大切にしています。

さらに、消費者との交流会を開催し、小松菜の理解

と普及に努めている点も評価されました。

併せて、北陸農政局においても、「28（2016）年度北陸農政局地産地消給食等メニュー

コンテスト」を行い、以下の５団体が北陸農政局長賞を受賞しました。

食料産業局長賞

高浜町学校給食センター
たかはまちよう

食料産業局長賞
葉っぴ～カフェｔｕｔｔｉ
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【北陸農政局長賞】

（学校給食・社員食堂部門）

・新潟市立両川小学校・曽野木小学校（新潟県新潟市江南区）
にいがた し りつりようかわ そ の き にいがた し こうなん く

・新発田市立川東小学校（新潟県新発田市）
し ば た し りつかわひがし し ば た し

・上市町教育委員会（富山県中新川郡上市町）
かみいちまち なかにいかわぐんかみいちまち

（外食・弁当部門）

・株式会社 清水そばそば峠(富山県富山市）
しようず と やま し

・農家レストラン大門株式会社(富山県砺波市）
おおかど と なみ し

（イ）地産地消等優良活動表彰

農林水産省は、生産者や消費者との連携等創意工夫のある活動を表彰する「地産地消等

優良活動表彰」を実施しています。

併せて、北陸農政局においても、「28（2016）年度北陸農政局地産地消等優良活動表彰」

を行い、以下の３団体が北陸農政局長賞を受賞しました。

【北陸農政局長賞】

（地域振興部門）

・のとも～るスマイルプロジェクト（石川県白山市）
はくさん し

（交流促進部門）

・ＮＰＯ法人よもぎの会（新潟県上越市牧区）
じようえつ し まき く

（消費拡大部門）

・農菓プロジェクト（石川県金沢市）
の う か かなざわ し



- 82 -

（３）地理的表示保護制度の推進

平成27（2015）年６月１日に、品質等の特性が産地と

結びついている農林水産物・食品等の名称を知的財産と

して保護することにより、生産者の利益保護を通じて農

林水産業の発展を図るとともに、消費者等需要者の利益

保護を目的とした「特定農林水産物等の名称の保護に関

する法律」（平成26年法律第84号）（地理的表示法）が施

行され２年が経過しました。

北陸農政局では、要請のあった産地に出向き、地理的

表示保護制度の普及・啓発に努めたほか、制度の活用支

援窓口として設置されたＧＩサポートデスク（27（2015）

年５月設置）と定期的に情報交換を行うなど、登録申請産品の掘り起こしに努めました。

また、29（2017）年３月には、株式会社ぐるなび及び一般社団法人食品需給研究センタ

ーとともに「地理的表示（ＧＩ）保護制度セミナー」を開催し、ＧＩ取得後の販売戦略を

考える産地やＧＩ登録申請を検討している生産者団体及び自治体担当者等に対して、国内

及び海外のＧＩ登録事例の紹介等を行いました。

29（2017）年３月３日現在、全国では28産品の地理的表示が登録済みで（図３－３）、

北陸管内では福井県の吉川ナス（７月12日付け）、谷田部ねぎ、山内かぶら、石川県の加

賀丸いも（９月７日付け）、能登志賀ころ柿（10月12日付け）の５産品が登録されていま

す。また、新潟県のくろさき茶豆が12月28日付けで登録申請内容が公示（29（2017）年４

月21日登録）されました。

北陸農政局では、今後も関係機関と連携し、地理的表示保護制度の周知及び活用の推進

を図ることとしています。

地理的表示（ＧＩ）保護制度セミナー

登録標章：ＧＩマーク
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吉川ナス（福井県）
よしかわ

谷田部ねぎ（福井県）
や た べ

山内かぶら（福井県）
やまうち

加賀丸いも（石川県）
か が まる

能登志賀ころ柿（石川県）
の と し か がき

北陸地域におけるＧＩ登録産品

くろさき茶豆（新潟県）
ちやまめ

※平成29（2017）年４月21日にくろさき茶豆が

登録されています。
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図３－３ ＧＩ登録産品

登録

番号
名    称* 登録生産者団体の名称 登録年月日

1 あおもりカシス あおもりカシスの会 平成27年12月22日

2 但馬牛(ﾀｼﾞﾏｷﾞｭｰ) 神戸肉流通推進協議会 平成27年12月22日

3 神戸ビーフ 神戸肉流通推進協議会 平成27年12月22日

4 夕張メロン 夕張市農業協同組合 平成27年12月22日

5 八女伝統本玉露 八女伝統本玉露推進協議会 平成27年12月22日

6 江戸崎かぼちゃ 稲敷農業協同組合 平成27年12月22日

7 鹿児島の壺造り黒酢 鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 平成27年12月22日

8 くまもと県産い草

八代地域農業協同組合

熊本宇城農業協同組合

球磨地域農業協同組合

平成28年2月2日

9 くまもと県産い草畳表

八代地域農業協同組合

熊本宇城農業協同組合

球磨地域農業協同組合

平成28年2月2日

10 伊予生糸(ｲﾖｲﾄ) 愛媛県西予市蚕糸業振興協議会 平成28年2月2日

11
鳥取砂丘らっきょう

ふくべ砂丘らっきょう
鳥取いなば農業協同組合 平成28年3月10日

12 三輪素麺
奈良県三輪素麺工業協同組合

奈良県三輪素麺販売協議会
平成28年3月29日

13 市田柿 みなみ信州農業協同組合 平成28年7月12日

14 吉川ナス 鯖江市伝統野菜等栽培研究会 平成28年7月12日

15 谷田部ねぎ 谷田部ねぎ生産組合 平成28年9月7日

16 山内かぶら 山内かぶらちゃんの会 平成28年9月7日

17 加賀丸いも 南加賀地区丸いも生産協議会 平成28年9月7日

18 三島馬鈴薯 三島函南農業協同組合 平成28年10月12日

19 下関ふく 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 平成28年10月12日

20 能登志賀ころ柿 志賀農業協同組合 平成28年10月12日

21 十勝川西長いも 十勝川西長いも運営協議会 平成28年10月12日

22 くにさき七島藺表(ｼﾁﾄｳｲｵﾓﾃ) くにさき七島藺振興会 平成28年12月7日

23 十三湖産大和しじみ 十三漁業協同組合 平成28年12月7日

24 連島ごぼう(ﾂﾗｼﾞﾏ) 倉敷かさや農業協同組合 平成28年12月7日

25 特産松阪牛(ﾏﾂｻｶｳｼ) 松阪牛連絡協議会 平成29年3月3日

26 米沢牛(ﾖﾈｻﾞﾜｷﾞｭｳ) 米沢牛銘柄推進協議会 平成29年3月3日

27 西尾の抹茶 西尾茶協同組合 平成29年3月3日

28 前沢牛(ﾏｴｻﾜｷﾞｭｳ) 岩手ふるさと農業協同組合 平成29年3月3日

地理的表示保護制度に基づく登録産品
（平成29年3月3日現在）

*名称については代表的なものを記載
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３．食品産業の動向

食品製造業は地域経済の１割を占める主要な産業

（１）食品製造業の動向

北陸地域の食品製造業の従業者数は６万４千人で全製造業の約13.8％を占めています。

また、出荷額は１兆2,400億円と同9.8％を占めており、地域経済を支える重要な役割を

果たしています（表３－２）。特に、米菓製造業の出荷額は全国の出荷額の58.9％（新潟

県のみで、56.4％）を占めています（図３－４）。

表３－２ 食品製造業の推移(北陸)

資料：経済産業省「工業統計表（産業編）」

注：1) 調査対象は、従業者４人以上の事業所である。

2) 食品製造業は、食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業である。

図３－４ 全国の米菓製造業における北陸のシェア （出荷額、平成26(2014)年）

資料：経済産業省「工業統計表（品目編）」

注：調査対象は、従業者４人以上の事業所である。

(単位：千人、百億円、％)

　全製造業 468 464 △ 0.9

　うち食品 64 64 0.0

（構成比） (13.7) (13.8)
　全製造業 1,074 1,270 18.2

　うち食品 124 124 0.0
（構成比） (11.5) (9.8)

従業者数

出荷額

区 分
平成21年
(2009)

平成26年
(2014)

対平成21年増減比
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（２）外食・中食産業の動向

全国の外食産業市場規模（推計）は平成９（1997）年（約29兆円）をピークに減少に転

じ、15（2003）年以降は24兆円前後で推移しています（図３－５）。また、26（2014）年

の外食産業（飲食店）の事業所数をみると、13（2001）年に比べ全国ベースでは22.0％、

北陸地域では18.8％の減少となっています（図３－６）。

北陸地域の中食産業（製造ベース）の事業所数と製品出荷額は、おおむね横ばいで推移

しています（図３－７）。

図３－５ 外食産業市場規模の推移（全国）

図３－６ 外食産業（飲食店）事業所数の推移（全国、北陸）

資料：総務省「事業所・企業統計調査」、2009年からは「経済センサス基礎調査」

資料：(公財)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」の推計

図３－７ 主な中食（製造ベース）の事業所数、製品出荷額の推移(北陸）
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（３）卸売市場流通の動向

卸売市場の取扱数量は青果は減少傾向、水産物は横ばい傾向

ア．卸売市場の整備及び取扱数量の状況

（ア）卸売市場の整備

北陸地域の卸売市場数は、平成28（2016）年３月31日現在で中央卸売市場が３市場、地

方卸売市場が65市場となっています（表３－３）。

卸売市場の施設整備は、32（2020）年度を目標年度とする第10次卸売市場整備基本方針

に即して、国が定める中央卸売市場整備計画及び県が定める都道府県卸売市場整備計画に

基づき、行うこととなっています。

（イ）卸売市場の取扱数量

平成27（2015)年における北陸地域の中央卸売市場（新潟市中央卸売市場、金沢市中央

卸売市場、福井市中央卸売市場）の取扱数量（花きを除く。）は、33万1,100ｔ（前年34万

3,500ｔ）となっており、前年に比べ3.6％減少しています。品目別に26（2014）年と比較

すると青果は5.6％減少、水産物は0.6％増加しています。

また、27（2015）年における北陸地域の地方卸売市場の取扱数量（花き、水産物産地市

場を除く。）は、36万4,900ｔ（前年38万1,200ｔ）となっており、前年に比べ4.3％減少し

ています。品目別に26（2014）年と比較すると青果は4.6％減少、水産物は2.9％減少して

います。

中央卸売市場での取扱数量は、青果では全国と同様に管内においても、近年減少傾向で

推移していますが、水産物は全国が減少傾向であるのに対して、管内では横ばい傾向で推

移しています（図３－８、３－９）。

表３－３ 北陸地域の卸売市場数（平成28（2016）年３月31日現在）

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「地方卸売市場等に関する調査」

注：中央卸売市場数：平成28（2016）年度末。地方卸売市場数：27（2015）年度末

青果 水産物 食肉 花き等 計 総合市場 青果 水産物(消費地)水産物(産地) 花き等

新潟県 1 1 0 1 33 5 10 8 6 4 34
富山県 0 0 0 0 11 2 1 1 7 0 11
石川県 1 1 0 0 12 2 1 0 7 2 13
福井県 1 1 0 1 9 1 2 2 4 0 10

計 3 3 0 2 65 10 14 11 24 6 68
全 　国 49 35 10 20 1,081 153 358 125 317 128 1,145

0
1
1
3
64

 中央卸売市場 地方卸売市場
合計

市場数

1
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イ．中央卸売市場の取引状況

（ア）委託集荷割合

委託集荷※による取扱額については、委託集荷原則の廃止を定めた平成16（2004）年の

卸売市場法改正以降、減少傾向にあります。北陸地域の中央卸売市場における27（2015）

年度の委託集荷割合は、前年度と比較すると青果は1.2ポイント低下、水産物は0.3ポイン

ト低下となりました。青果の委託集荷割合は、全国の下落率を上回る減少となっており、

水産物は、地元の新鮮な魚介類を漁獲した当日中に集荷・販売するために、福井市場や金

沢市場等で通常のせりの後に行う二番せり向けの集荷の取組を行っているものの、依然と

して全国平均を大きく下回っています（図３－10）。

※ 委託集荷とは、卸売業者が出荷者からの販売委託を受けて行う集荷方法

図３－８ 中央・地方卸売市場別青果取扱数量の推移

資料：農林水産省「地方卸売市場等に関する調査」及び各中央卸売市場の「年報」

図３－９ 中央・地方卸売市場別水産物取扱数量の推移

資料：農林水産省「地方卸売市場等に関する調査」及び各中央卸売市場の「年報」



- 89 -

（イ）せり・入札割合

せり・入札原則の廃止を定めた平成11（1999）年の卸売市場法改正により、中央卸売市

場ごとにせり・入札を行う品目やその割合を定めることができることとされ、せり・入札

による取引は、相対取引が増加しているため、全国的に減少傾向にありますが、北陸地域

におけるせり・入札取引は、27（2015）年度は、前年度と比較すると、青果は0.5ポイン

ト上昇、水産物は0.6ポイント低下となり、おおむね横ばいとなっています（図３-11）。

図３－11 せり・入札割合の推移（金額ベース）

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「事業報告書」

資料：農林水産省「卸売市場データ集」及び「事業報告書」

図３－10 委託集荷割合の推移（金額ベース）
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（４）食品環境対策の推進

ア. 食品リサイクルの推進

北陸農政局では、食品関連事業者による食品廃棄物の発生抑制、減量（乾燥等）、再生

利用（肥料化、飼料化等）を促進するため、「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、平成14（2002）年度から、食品関連事業者への食

品廃棄物の発生量等に関する調査点検、指導等を実施しています。28（2016）年度は、管

内で44件の調査点検を行うとともに、食品廃棄物等多量発生事業者※からは、その取組状

況について報告を受け、更なる取組の促進について指導等を実施しました（表３－４）。

なお、27（2015）年７月に見直しされた基本方針では、31（2019）年度までの食品循環

資源の再生利用等実施率の目標（食品製造業95％、食品卸売業70％、食品小売業55％、外

食産業50％）が設定されています。

また、29（2017）年３月には、食品リサイクル法第11条に基づき主務大臣の登録を受け

た食品循環資源の肥料化等を行う新潟市の事業者（登録再生利用事業者）の登録更新を１
にいがた し

件行いました。

イ. 容器包装リサイクルの推進

北陸農政局では、「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」の公

平かつ適正な運用を確保するため、平成11（1999）年度から農林水産関連事業者への点検

指導を実施しています。28（2016）年度は、管内で56件の点検指導を行い、容器包装リサ

イクル制度の普及･啓発とともに、事業者の再商品化義務の有無、義務の履行状況等を確

認し、必要に応じ所要の改善指導等を実施しました（表３－４）。

また、年間50ｔ以上の容器包装を用いる小売業者（容器包装多量利用事業者）からの定

期報告の受理・確認を行いました。

表３－４ 食品・容器包装リサイクルの点検実施状況

資料：北陸農政局調べ（平成29（2017）年３月末現在)

注：1) 件数には廃業・再点検数を含む。

2) 累計はそれぞれ食品リサイクルは14（2002）年度から、容器包装リサイクルは

11（1999）年度からの累計件数

調査点検件数 累　　計 点検指導件数 累　　計

44 11,567 56 13,296

新潟県 22 5,297 8 5,872

富山県 10 2,241 21 2,817

石川県 5 2,332 20 2,571

福井県 7 1,697 7 2,036

食品リサイクル 容器包装リサイクル

 北　陸

※ 多量発生事業者とは、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者をいい、食品リサイクル法

第９条の規定に基づき、食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況について報告の義務がある。
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ウ．食品工場等の省エネルギーの推進

地球温暖化対策の一層の推進には、エネルギー消費量が大幅に増加した業務・家庭部門

における省エネルギー対策を強化することが重要です。

そのため、北陸農政局では、関係する地方経済産業局と連携し、エネルギー使用の合理

化への取組を推進するため、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）に

基づき、食品関連事業者に対し、定期報告書の内容や工場現地調査結果を踏まえた指導等

を行っており、平成28（2016）年度は特定事業者80社、特定荷主４社から定期報告書が提

出されました（表３－５）。

省エネ法において特定事業者は、省エネルギーを推進するエネルギー管理統括者※等を

選任し、エネルギーの使用の合理化に努めなければなりません。今後とも、定期報告書の

評価等を通じ、特定事業者等の省エネルギー意識の向上に努めていく必要があります。

表３－５ 省エネ法に基づく特定事業者、エネルギー管理指定工場並びに特定荷主

資料：北陸農政局資料（平成29（2017）年３月末現在)

注：1) 特定事業者とは、設置しているすべての工場等における原油換算エネルギー使用量の合計値

が年間1,500kl以上である事業者

2) 第一種工場とは、原油換算エネルギー使用量年間3,000kl以上、第二種工場は同1,500kl以上

3,000kl未満のエネルギー管理指定工場

3) 特定荷主とは、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量（自ら輸送している量も

含む。）が年間3,000万トンキロ以上の事業者

4) 表に示す特定事業者は、各県の食品関連事業者数であり、第一種工場及び第二種工場は特定

事業者が設置する工場数

第一種工場2) 第二種工場2) 計

80 36 40 76 4
新潟県 45 30 24 54 3
富山県 13 3 5 8 1
石川県 12 1 5 6 -
福井県 10 2 6 8 -

特定事業者1)
エネルギー管理指定工場

特定荷主3)

北　陸

※ 省エネ法においては、事業の実施を統括管理する者としてエネルギー管理統括者、エネルギー管理統括者を補佐

する者としてエネルギー管理企画推進者、現場監督としてエネルギー管理者、エネルギー管理員の選任を義務付け

ている。
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４．農林水産物・食品の輸出促進

（１）農林水産物・食品の輸出動向

北陸地域からはコメ、加工食品等を輸出

平成28（2016）年における我が国の農林水産物・食品の輸出額は7,502億円で、前年に

比べ0.7％増加し、25（2013）年から４年連続の増加となりました。内訳をみると、農産

物は4,593億円で前年に比べ3.7％増加、水産物は2,640億円で同4.2％減少、林産物は268

億円で同1.9％の増加となりました（図３－12）。

北陸地域からは、コメ、日本酒、加工食品等が主に台湾、香港、韓国等、東アジアを中

心とする地域に輸出されています。

（２）北陸地域における農林水産物・食品の輸出促進の取組

ア．北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会総会及び輸出セミナーの開催

関係機関の連携を強化しつつ農林水産物・食品

の輸出促進を図るため、北陸農政局を事務局とす

る「北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会」

平成28（2016）年度総会を29（2017）年３月14日

に金沢市で開催しました。
かなざわ し

総会終了後には、事業者の方々を対象とした農

林水産物・食品輸出セミナーを開催しました。セ

ミナーでは、ジョイントファーム株式会社代表取

締役会長の大野秀恩氏から、24（2012）年から本
おお の ひで お

格的に新潟県産自社ブランド米の輸出に取り組み、

図３－12 農林水産物等の輸出額の推移（全国）

農林水産物・食品輸出セミナー

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成
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資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省作成

注：四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。
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現在ではシンガポール、米国、香港、台湾等へ輸出する先進的な輸出取組事例について、

また、株式会社ＪＴＢ西日本本社営業部部長の西川太郎氏から、食に関する海外販路開拓
にしかわ た ろう

支援の取組を通して把握した海外市場の状況等について、それぞれ紹介を受けました。参

加された方々には、輸出に取り組むきっかけや輸出拡大に向けたヒントを得る機会となり

ました。

イ．「農林水産業の輸出力強化戦略」北陸ブロック説明会の開催

平成28（2016）年５月に政府の農林水産業・地

域の活力創造本部において取りまとめた「農林水

産業の輸出力強化戦略」北陸ブロック説明会を28

（2016）年６月８日に金沢市で開催しました。
かなざわ し

説明会では、日本料理「銭屋」（金沢市）の髙
かなざわ し

木氏より、日本食の海外展開について基調講演を

受けた後、内閣官房山口審議官から、輸出拡大に

向けた課題と具体的な取組及び品目別に輸出を目

指す場合の課題や今後の取組の方向性等、農林水

産業の輸出力強化に向けた具体的な戦略について

説明が行われ、質疑応答が行われました。来場者

からは、在外公館を活用した輸出促進の取組や中

国向けコメ輸出の指定処理施設について質問があり、適宜応答が行われました。

ウ．「農畜産物の輸出における動植物検疫等に関する地方ブロック説明会」の開催

平成29（2017）年１月、農林水産業の輸出力強化戦略の一環として、「農畜産物の輸出

における動植物検疫等に関する地方ブロック説明会（北陸ブロック）」を開催し、農畜産

物を輸出しようとする生産者、生産者団体、輸出関係団体、流通・販売業者等に対して、

農畜産物を輸出するに当たって必要となる動植物検疫の手続き等について説明するととも

に、個別相談会を実施しました。

（３）農林水産物等輸出証明書の発行

平成25（2013）年４月１日より北陸農政局において、福島第一原発事故に伴う農産物等

輸出証明書の発行業務を行っています。28（2016）年度における当局の証明書発行件数は

2,698件でした（27（2015）年度 2,215件）。

「農林水産業の輸出力強化戦略」
北陸ブロック説明会
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第４章 農業生産の現状と課題

１．農業構造の動向

（１）農業経営体数の動向

北陸の農業経営体に占める組織割合は都府県に比べ1.4ポイント高い

北陸地域における平成28（2016）年の農業経営体数は９万8,700経営体で、前年に比べ

4,800経営体（4.6％）減少しました。そのうち組織経営体数は3,800経営体で、前年に比

べ100経営体（2.7％）増加しました。また、北陸地域の農業経営体に占める組織経営体割

合は3.9％で、都府県と比べても高く推移しています（図４－１）。

北陸地域における28（2016）年の農業経営体の経営耕地面積は27万700haで、前年に比

べ6,000ha（2.3％）増加しました。また、北陸地域の経営耕地のある１経営体当たり経営

耕地面積をみると2.77haで、前年に比べ0.19ha（7.4％）増加しており、都府県（1.99ha）

と比べても高く推移しています（図４－２）。
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図４－２ 経営耕地面積（北陸）及び１経営体当たり経営耕地面積の推移

図４－１ 農業経営体数の推移（北陸）

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」、「農業構造動態調査」

資料：農林水産省「2015年農林業センサス」、「農業構造動態調査」



- 95 -

（２）農業生産の動向

平成27（2015）年の農業産出額は3,933億円で、前年に比べ30億円（0.8％）増加

北陸地域における平成27（2015）年の農業産出額は3,933億円で、主要部門別の割合を

みると米が55.9％を占めており、全国農業地域別において最も高く（全国16.9％）、北陸

地域の農業は米に特化した構成となっていることが特色といえます（図４－３）。

図４－３ 全国農業地域における農業産出額の主要部門別割合（平成27（2015）年）

全国農業地域名

北 海 道 　北海道

東 北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

北 陸 新潟 富山 石川 福井

関 東 ・ 東 山 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野

東 海 岐阜 静岡 愛知 三重

近 畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 　和歌山

中 国 鳥取 島根 岡山 広島 山口

四 国 徳島 香川 愛媛 高知

九 州 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 　鹿児島

沖 縄 沖縄

所 属 都 道 府 県 名

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

注：1) 四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

2) 全国(参考)は、農業地域別の合計である。

3) 全国農業地域の区分は、次のとおりである。
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また、北陸地域の農業産出額の上位３部門をみると、27（2015）年は畜産が前年に比べ

19億円減少したものの、米が41億円増加したため、農業産出額全体では3,933億円となり、

前年に比べ30億円（0.8％）増加しました（図４－４）。

27（2015）年の北陸地域の県別農業産出額は富山県617億円、石川県500億円、福井県

428億円で、前年に比べ36億円（6.2％）、25億円（5.3％）、28億円（7.0％）それぞれ増加

しました。一方、新潟県は2,388億円で、前年に比べ60億円（2.5％）減少しました。また、

産出額全体に占める米の割合をみると、新潟県53.8％、富山県65.5％、石川県50.6％、福

井県60.3％で、特に富山県と福井県が６割を超えています（図４－５）。
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図４－４ 農業産出額の推移（北陸）

図４－５ 北陸の県別の農業産出額

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

注：平成19（2007）年から、これまでの市町村を単位とした推計を取りやめ、都道府県を単位とし

た推計に改めたため、同一都道府県内の市町村間で取引された中間生産物については産出額に

計上していない。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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（３）農業経営の動向

個別経営１経営体当たりの農業所得が増加

ア．個別経営の経営収支動向

北陸地域における平成27（2015）年の個別経営１経営体当たりの総所得は488万２千円

で前年に比べ29万６千円（6.5％）増加しました。また、農業所得は83万７千円で、米の

価格が上昇したため、前年に比べ36万２千円（76.2％）増加しました（図４－６）。

北陸地域における主副業別の農業所得をみると、主業経営体の農業所得は479万７千円

で、個別経営１経営体当たり平均と比べ396万円（473.1％）上回っています。

また、主業経営体のうち65歳未満の農業専従者のいる農業経営体の農業所得は544万２

千円で、主業経営体全体に比べ多くなっています（図４－７）。
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図４－６ 個別経営の１経営体当たりの所得（北陸）

図４－７ 主副業別等にみた所得の構成（北陸）（平成27（2015）年）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査 経営形態別経営統計（個別経営）」

注：農外所得等とは、農業生産関連事業所得及び農外所得の計である。

資料：農林水産省「農業経営統計調査 経営形態別経営統計（個別経営）」

注：1) 農業専従者とは、自営農業に従事している者で、１年間に自営農業に従事した日数が150日
以上のものをいう。

2) 主業経営体とは、農業所得が「農業＋農業生産関連事業＋農外所得」の50％以上で、65歳未
満の自営農業労働日数が60日以上の者がいる経営体をいう。

3) 準主業経営体とは、農業所得が「農業＋農業生産関連事業＋農外所得」の50％未満で、65歳
未満の自営農業労働日数が60日以上の者がいる経営体をいう。

4) 副業的経営体とは、主業、準主業以外の経営体をいう。
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イ．個別経営の水田作経営の経営収支動向

北陸地域の個別経営のうち、平成27（2015）年の水田作経営についてみると、１経営体

当たりの総所得は482万４千円で、前年に比べ28万６千円（6.3％）増加しました。また、

農業所得は68万５千円で、前年に比べ35万１千円（105.1％）増加しました（図４－８）。

水田作経営の農業所得を水田作作付延べ面積規模別にみると、規模が大きくなるに従っ

て大きくなり、総所得に占める農業所得の割合も高くなる傾向にあります。さらに、５ha

以上の規模階層では、農業所得の割合が過半数を占めています（図４－９）。
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図４－８ 水田作経営の１経営体当たりの所得（北陸）

図４－９ 水田作作付延べ面積規模別所得（北陸）（平成27（2015）年）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計（個別経営）（水田作経営）」

注：農外所得等とは、農業生産関連事業所得及び農外所得の計である。

資料：農林水産省「農業経営統計調査 営農類型別経営統計（個別経営）（水田作経営）」

注：水田作作付延べ面積とは、稲、麦類、雑穀、いも類、豆類、工芸農作物を田に作付

けした合計面積である。
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ウ．米生産費の動向

北陸地域における米の10a当たり全算入生産費は13万６千円で、前年に比べ４千円（2.9

％）減少しました。また、費用合計は11万３千円で、燃料価格の低下等により、前年に比

べ３千円（2.6％）減少しました。

北陸の10a当たり米生産費を全国と比べてみると全算入生産費は全国を上回っています

が、費用合計はほとんどの年で全国を下回っています。これは、北陸地域では支払利子、

支払地代等が全国に比べ高くなっていることがうかがわれます（図４－10）。

北陸地域における米の10a当たり全算入生産費は13万６千円となっています。この地域

平均を作付面積規模別と比べてみると、「0.5ha未満」層が1.4倍（19万３千円）である

のに対し、「5.0ha以上」層は約４分の３（10万７千円）となっています（図４－11）。
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図４－11 作付面積規模別の全算入生産費(北陸：10ａ当たり、平成27（2015）年産)

資料：農林水産省「農業経営統計調査 米生産費統計」

注：「全算入生産費」とは、農産物の生産に要した費用合計から副産物価格を控除したものに、

支払利子、支払地代、自己資本利子及び自作地地代を加えた額をいう。

資料：農林水産省「農業経営統計調査 米生産費統計」



- 100 -

２．農畜産物生産の動向

（１）米（水稲）・麦・大豆

ア．米（水稲）

作付面積は前年産に比べ2,200ha減少したものの、収穫量は６万１千ｔ増加

（ア）平成28（2016）年産水稲の作柄概況

北陸地域における平成28（2016）年産水稲の作付面積（子実用）は20万5,600haで、前

年産に比べ2,200ha（1.1％）減少しました。これは、管内各県ともに主食用米から飼料用

米等に変更したためです。また、10ａ当たり収量は567kgで、収穫量(子実用)は116万５千

ｔとなり、前年産に比べ６万１千ｔ（5.5％）増加しました（表４－１、図４－13）。なお、

新潟県の収穫量は全国１位となっています（図４－12）。
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資料：農林水産省「作物統計」

作付面積
10ａ当た
り収量

収穫量

全  国 1,478,000 544 8,042,000 27,000  △ 13 56,000 103

北  陸 205,600 567 1,165,000 2,200  △  36 61,000 107

新潟県 116,800 581 678,600 700  △    54 59,400 108

富山県 38,100 566 215,600 500  △    7 200  △     106

石川県 25,600 534 136,700 500  △    12 500 104

福井県 25,100 535 134,300 500  △    17 1,700 104

（単位：ha、kg、t）

区 分 作付面積
1)
10ａ当た
り収量

1)
  収穫量

対前年産差 2)
  作況
  指数

資料：農林水産省「作物統計」

注：1) 10ａ当たり収量及び収穫量は、1.7㎜のふるい目幅で選別された玄米の重量である。

2) 作況指数は、作柄の良否を表す指数で、その年の10ａ当たり平年収量に対する10ａ当たり（予

想）収量の比率で表す。10ａ当たり平年収量は、作物の栽培を開始する以前に、その年の気象

の推移や被害の発生状況等を平年並みとみなし、最近の栽培技術の進歩の度合いや作付変動等

を考慮し、実収量のすう勢を基に作成したその年に予想される10ａ当たり収量をいう。

また、作況指数は、全国農業地域の農家等が使用しているふるい目幅の分布において、大きい

ものから数えて９割を占めるまでのふるい目幅以上に選別された玄米を基に算出した数値であ

る。

なお、北陸地域の農家等使用目幅は1.85mmである。

図４－13 水稲の10ａ当たり収量及び収穫量の推移（北陸）
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（イ）米生産の動向

ａ．高品質米生産に関連した動き

近年、夏期の高温傾向が顕著となっているため、北陸地域の米生産においては登熟期間

の高温・乾燥条件下で発生しやすい白未熟粒・胴割粒等を要因とした外観品質（１等比率）

の低下が課題となっています。

こうした中、各県では独自に具体的な米生産の方針を設定し、気象条件に応じた水管理

や施肥等適正な肥培管理の徹底、高温期の登熟を回避するための田植期の繰下げ等、生産

現場への指導を強化しています（表４－２）。

平成28（2016）年産は、田植期以降おおむね天候に恵まれ、９月中旬以降、日照不足や

長雨があったものの、登熟は平年並みからやや良となり、27（2015）年産に比べ、１等比

率（29（2017）年３月末日現在）は86.9％と前年産より3.2ポイント上昇しました（図

４－14）。

推進目標

新潟県 「平成29年度水稲重点技術対策」（抜粋）

・うるち玄米１等級比率：90％以上（達成地域は95％以上）
・整粒歩合（穀粒判別器RGQI10Bによる粒数比）：80％以上
・玄米タンパク質含有率(水分15％)：コシヒカリ6.0％、こしいぶき6.2%
・コシヒカリの田植期は5月10日以降を基本

富山県 「平成29年産水稲の生産振興基本方針」（抜粋）

・高温に打ち勝つ米づくり
→ うるち米1等比率90％以上（整粒歩合80％以上、精米蛋白含有率5.5％、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玄米水分14.5～15.0％）
→ 移植コシヒカリ面積率　60％に誘導

・低コストな米づくり
→ 水稲直播栽培面積　4,000haに誘導

・「安全・安心」な米づくり
→ 「とやまＧＡＰ」の実施、生産履歴記帳率100％

・コシヒカリの5月15日を中心とした田植えの確実な実施

石川県

・1等米比率　90％以上
・整粒歩合　80％以上
・玄米タンパク質含有率　コシヒカリ　6.5％以下（早生7.0％以下）　
・5月田植えの励行

福井県 「平成29年度　福井米振興方針」（抜粋）

【目標とする福井米の姿】（目標年　平成29年）
・食味評価　コシヒカリの食味ランキング「特A」評価
・米のタンパク質　コシヒカリ6.5％以内
・区分集荷基準値　コシヒカリの区分集荷タンパク基準値6.7％
・1等比率　90％以上
・粒厚　1.9mm以上
・水分　14.5～15.0％
・種子更新率　100％
・生産履歴の記帳　100％
・生産者　全JA出荷農家のエコファーマー栽培技術導入
・5月半ばの適期田植え

「平成29年度「うまい・きれい石川米づくり運動」～石川米ブランドの確立～」
　取組方針（抜粋）

表４－２ 管内各県の平成29（2017）年産米生産の方針
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主食用米の品種は、北陸地域は従来からコシヒカリが大半を占めていましたが、需要に

応じた生産に加え、作期分散や夏期の高温対策の観点も含め、徐々に他の品種への切替え

が進んでいます。各県の第２位品種として、新潟県では「こしいぶき」、富山県では「て

んたかく」、石川県では「ゆめみづほ」、福井県では「ハナエチゼン」となっています(図

４－15、表４－３）。

また、管内では、29（2017）年産又は30（2018）年産の本格生産・販売に向けて、新潟

県では「新之助」、富山県では「富富富」、石川県では「ひゃくまん穀」、福井県では越南
しん の すけ ふ ふ ふ ごく

291号（29（2017）年４月19日「いちほまれ」に名称決定）といった高温耐性に優れ、良

食味の新品種が開発されました。

資料：北陸農政局作成

注：平成27（2015）年産までは最終実績、28（2016）年産は29（2017）年３月末日現在

図４－14 水稲収穫量及びうるち米１等比率の推移（北陸）
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（単位：％）

新潟産 富山産 石川産 福井産

こしいぶき てんたかく ゆめみづほ ハナエチゼン

平成21年産
(2009)

17.0 11.0 18.2 31.6

　　26
(2014)

24.3 13.4 25.8 34.3

　　27
(2015)

22.3 12.8 25.1 32.0

　　28
(2016)

21.9 12.8 26.5 32.4

年産

図４－15 水稲うるち玄米検査数量に占めるコシヒカリの検査数量の割合
の推移

資料：北陸農政局「米穀検査結果」の検査数量を基に計算した。

注：平成28（2016）年産は29（2017）年３月末日現在

表４－３ 水稲うるち玄米検査数量に占めるコシヒカリ以外の主な品種の
検査数量の割合の推移

資料：北陸農政局「米穀検査結果」の検査数量を基に計算した。

注：平成28（2016）年産は29（2017）年３月末日現在
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ｂ．低コスト栽培に関連した動き

「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成25（2013）年12月決定）では、農地集積

・集約の加速化、省力技術・品種の開発・導入等により、今後10年間で担い手の米の生産

コストを４割削減し、所得の向上を目指すこととされています。

特に、水稲の低コスト栽培の一つである直播栽培については、種子コーティングや播種

技術の向上等により、出芽・苗立ちの安定化と耐倒伏性の改善が図られ、大規模農家や集

落営農組織で積極的に導入されています。管内各県とも導入面積は増加傾向にあり、26

（2014）年産の北陸地域における普及面積は8,581haで、水稲作付面積に対する普及率は

約４％となっています（図４－16）。

また、26（2014）年産の全国の普及面積は２万6,798haで、これに占める北陸地域の割

合は32％となっています。

北陸農政局では、29（2017）年１月に金沢市において「北陸ブロック水稲・大豆担当者
かなざわ し

会議」を開催し、28（2016）年産の水稲作及び大豆作における実績検討を行い、低コスト

栽培における課題等について意見交換を行いました。

また、会議では、「農林水産業・地域の活力創造本部」において決定された「農業競争

力強化プログラム」で提言された主要農作物種子法の廃止についても意見交換を行いまし

た。

図４－16 直播栽培面積の推移（北陸）

資料：農林水産省調べ
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イ．麦

六条大麦の収穫量は、前年産に比べ9.7％増加

（ア）平成28（2016）年産麦の作柄概況

北陸地域における平成28（2016）年産の小麦（子実用）の作付面積は313haで、前年産

に比べ131ha（72.0％）増加しました。これは、主に福井県で需要の高い国産小麦への推

進があり、六条大麦からの転換があったためです。また、収穫量は816ｔで、前年産に比

べ470ｔ（135.8％）増加しました（表４－４）。また、全国でも上位を占める六条大麦

の収穫量は、10ａ当たり収量が前年産を上回ったため３万1,700ｔとなり、前年産に比べ

2,800ｔ（9.7％）増加しました。なお、六条大麦の収穫量は福井県が全国１位、富山県２

位、石川県５位となっています（表４－５、図４－17、図４－18）。

表４－５ 六条大麦の生産状況(平成28(2016)年産) 図４－17 全国の上位５都道府県

六条大麦収穫量

(平成28(2016)年産)

図４－18 六条大麦の10ａ当たり収量及び収穫量の推移（北陸）

表４－４ 小麦の生産状況（平成28（2016）年産）
（単位：ha、t）

作付面積 収穫量

全  国 214,400 790,800 1,300 213,200   △ 

北  陸 313 816 131 470 

新潟県 44 122 17 75 

富山県 59 134 26 47 

石川県 71 224 15   △   105 

福井県 139 336 103 243 

区  分 作付面積 収穫量

対 前 年 差

（単位：ha、kg、t）

作付面積
10ａ当た
り収 量

収穫量

全  国 18,200 295 53,600 0 8 1,300 105

北  陸 10,300 308 31,700 100 25 2,800 106

新潟県 240 229 550 4 71 177 127

富山県 3,430 332 11,400 90 30 1,300 108

石川県 1,300 325 4,230 50 35 610 119

福井県 5,290 293 15,500 130   △     20 700 100

区  分 作付面積
10ａ当た
り収 量

収 穫 量

対 前 年 差 （参考）
10ａ当たり

平均収量
対比(％)

28.8 29.9 30.0 

25.2 

19.6 

30.5 
29.1 30.0 28.9 

31.7 

360 
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312 301 308 
283 

308 

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

0

10

20

30

40

50

60

平成19年産

（2007年）

20

（2008）

21

（2009）

22

（2010）

23

（2011）

24

（2012）

25

（2013）

26

（2014）

27

（2015）

28

（2016）

10ａ当たり収量(右目盛)
kg

収
穫
量

千t

資料：農林水産省「作物統計」
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（イ）麦生産の動向

ａ．収量・品質の向上及び安定化に向けた取組

近年、消費者の食の安全性に対する意識や健康志向の高まり等を背景に、国産大麦に対

する需要が拡大しています。一方、価格（入札価格）については、平成19（2007）年頃か

らの輸入麦価格の急騰により上昇傾向にありましたが、23（2011）年産以降、輸入麦価格

が大幅に下落したものの、その後の需要は堅調に推移し、価格は横ばい傾向となっていま

す（図４－19）。

北陸地域で栽培されている六条大麦の品種は、白度と精麦適性が高い「ファイバースノウ」

が大部分を占め、主食用等として実需者から高い評価を得ています。

また、近年では、大麦に含まれるβ－グルカンが健康機能の面から、また、アミロース

割合が低いといった食感の面から注目され、需要が拡大してきています。

こうした中、長野県農業試験場及び中央農業研究センターでは、もち性を付した大麦が

開発されたことから管内各県では実需者ニーズが見込まれる国内産もち性大麦の普及に向

けて新品種の実証等を行っています。

また、北陸地域における大麦生産は、湿害の発生や冬期間の気象条件等の制約が大きく、

単収及び品質は不安定な状況にあります（図４－20）。

将来にわたって大麦生産を安定・拡大させていくためには、水稲や大豆等との水田輪作

体系を確立するとともに、適期播種、適切な排水・施肥対策等の技術指導を徹底すること

により、生産性・収益性を改善し、生産者の経営安定を図っていく必要があります。
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図４－19 入札指標価格の推移
（福井県産、ファイバースノウ）

資料：一般社団法人全国米麦改良協会調べ
注：消費税相当額を除いた額である。
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北陸農政局では、生産面、消費面の様々な課題に対応する観点から、28（2016）年８月

に金沢市において、各県担当者、生産者団体関係者、実需者、研究者等を参集し、「平成
かなざわ し

28年度北陸ブロック麦生産対策担当者会議」を開催し、麦の生産状況、品質分析結果、品

質向上対策、実需者からの要望等についての検討と意見交換を行いました。

このほか、28（2016）年６月には大麦の消費拡大、産地としての認知度の向上に向けて、

金沢広坂合同庁舎食堂における麦ごはんの提供、28（2016）年11月には消費者の部屋にお

いて、大麦を使った商品やパネルの展示、国産大麦の機能性や製品の販売店の情報を取り

まとめたパンフレットを配布するとともに、長野県農業試験場の依頼を受け、同試験場が

開発したもち性大麦の新品種ホワイトファイバー（東山皮糯109号）のサンプル提供及
とうさんかわもち

びアンケート調査を行いました。

また、29（2017）年３月には、大手の麦実需者を訪問し、今後の大麦の需要動向や価格、

もち性大麦の販売方針等について情報収集を行うとともに、今後の北陸地域での大麦の生

産振興について意見交換を行いました。

図４－20 普通小粒大麦検査等級別構成割合の推移（北陸）

資料：北陸農政局「麦の検査結果」
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ｂ．全国麦作共励会

北陸農政局では、麦作の生産技術の向上と経営の改善を図るため、毎年度開催される全

国麦作共励会（主催：全国農業協同組合連合会、一般社団法人全国米麦改良協会）に東北

・北陸ブロックとして参画し、優秀な成績を収め、県から推薦された麦作農家・集団につ

いて、専門家等をメンバーとするブロック審査委員会を設置して選定等を行い、全国審査

会に推薦しています。

平成28（2016）年度は、東北・北陸ブロックにおいて、農家の部に３点、集団の部に４

点の応募があり、うち農家、集団の部でそれぞれ１点ずつを全国審査委員会に推薦し、北

陸管内からは以下の１点が受賞しました。

【農家の部】

全国農業協同組合中央会会長賞・・・橋 本 哲郎 氏（福井県あわら市）
はしもと てつお

28（2016）年産は、5.95haで大麦（品種：ファイバースノウ）の作付けを行い、集落内

の他の認定農業者と協力し、ブロックローテーションによる団地化を図りながら、額縁及

びほ場内の明渠やサブソイラーでの弾丸暗渠による排水対策の徹底及び基本技術の励行に
めいきよ あんきよ

より、高品質・高収量な大麦生産を達成しています。

また、ブロードキャスターによる土壌改良資材の散布や耕起同時施肥・播種機の導入等

の機械化、播種と同時の除草剤散布や基肥一括肥料の利用等肥培管理の省力化に取り組み、

作業時間の短縮を図っています。

さらに、県農林総合事務所やＪＡ研究会等にも積極的に参加し、常に技術向上に努めて

おり、今後も２年３作（水稲－麦－そば）に取り組み、農地の高度利用と所得向上に努め

ることとしています。

（経営の概要）

品種名 作付面積 27年単収 労働時間 品質（１等比率）

（ha） （kg/10a） (hr/10a) （％）

ファイバースノウ 5.95 382（301） 3.5（4.2） 93（81）

注：単収、労働時間、１等比率の括弧書きの数値は福井県の平成27（2015）年平均
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ウ．大豆

大豆の収穫量は、前年産に比べ16.1％減少

（ア）平成28（2016）年産大豆の作柄概況

北陸地域における平成28（2016）年産大豆（乾燥子実）の作付面積は１万3,400haで、

前年産に比べ100ha（0.8％）増加しました。これは、新潟県では飼料用米等に転換したこ

とにより減少しましたが、それ以外の県では転作作物として大豆を作付けしたためです。

10ａ当たり収量は167kgで、収穫量は２万2,400ｔとなり、前年産に比べ4,300ｔ（16.1

％）減少しました（表４－６、図４－21）。

資料：農林水産省「作物統計」

図４－21 大豆の10ａ当たり収量及び収穫量の推移（北陸）

資料：農林水産省「作物統計」

表４－６ 大豆の生産状況（平成28（2016）年産）

作付面積
10ａ当た
り収 量

収穫量

全  国 150,000 159 238,000 8,000 △ 12 △ 5,100 92

北  陸 13,400 167 22,400 100 △ 34 △ 4,300 106

新潟県 5,150 194 9,990 △ 110 1 △   210 121

富山県 4,810 128 6,160 90 △ 83 △ 3,800 79

石川県 1,680 147 2,470 100 △ 40 △   480 104

福井県 1,800 208 3,740 90 △  2 150 137

（単位：ha、kg、t）

区  分 作付面積
10ａ当た
り収 量

収 穫 量

対 前 年 差 （参考）
10ａ当たり

平均収量
対比(％)

19.1 

26.7 
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（イ）大豆生産の動向

ａ．収量・品質の向上及び安定化に向けた取組

北陸地域における大豆生産は、排水性の悪い水田転換畑での作付けが多く、湿害や乾燥

害を助長しやすい土壌環境であることから発芽不良や初期生育の遅れによる生育障害が発

生しやすく、加えて、近年は梅雨や秋期の長雨、豪雨化や夏期の干ばつ等の影響を受け、

年によっては大幅な収量減となるなど、不安定となっています。

また、しわ粒の発生等により、１・２等比率は全国平均に比べて低い水準にあり、収量

の高位安定化を図るとともに、品質の向上を図ることが課題となっています（図４－22）。

このため、北陸地域の各県においては、耕うん同時畝立て播種機の導入等の安定生産技

術の普及を図るとともに、実需者とも連携しながら、高位・安定生産に資する品種（新潟

県、石川県、福井県では「里のほほえみ」、富山県では「シュウレイ」）の導入が進められ

ています（図４－23）。

図４－22 大豆の１・２等比率の推移(全国、北陸)

資料：北陸農政局調べ
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北陸農政局では、平成29（2017）年１月に金沢市において、県、生産者団体を参集して
かなざわ し

「平成28年度北陸ブロック水稲・大豆担当者会議」を開催し、各県の28（2016）年産大豆

における技術指導の内容や成果、今後の生産方針等について情報交換を行いました。

また、29（2017）年２月に金沢市において一般社団法人全国農業改良普及支援協会との
かなざわ し

共催で「平成28年度北陸地域大豆セミナー」を開催し、「事例に学び安定多収を目指そう！」

をテーマに、講演、実需者及び生産農家の先進的事例の紹介、パネルディスカッション及

び意見交換を行いました。

このほか、北陸産を含めた国産大豆の消費拡大を図ることを目的に、28（2016）年11月

に「消費者の部屋」において、北陸地域における大豆の生産状況や国産大豆を使った製品

等の紹介を行いました。

図４－23 大豆品種別検査数量の割合(北陸）

平成28年度北陸地域大豆セミナー

資料：北陸農政局調べ
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ｂ．全国豆類経営改善共励会

北陸農政局では、大豆等の生産振興と生産技術の向上及び経営の改善を図るため、毎年

度開催される全国豆類経営改善共励会（主催：全国農業協同組合中央会、全国新聞情報農

業協同組合連合会）に北陸ブロックとして参画し、優秀な成績を収め、県から推薦された

豆類生産農家・集団について、専門家等をメンバーとするブロック審査委員会を設置して

選定等を行い、全国審査会に推薦しています。

平成28（2016）年度は、北陸ブロックにおいて、大豆経営の部で10点、大豆集団の部で

13点の応募があり、うち全国審査会へ推薦した２点が以下の賞を受賞しました。

北陸農政局では、受賞した２点の取組概要をWebサイト（ホームページ）に掲載し、広

く紹介しました。

【大豆経営の部】

農林水産大臣賞・・・有限会社アラカワファーム（新潟県長岡市）
ながおかし

基本技術の励行に努めており、特に、出芽と初期生育を確保するため排水対策の徹底や、

きめ細やかな播種作業を行うとともに、収穫時の汚損粒の発生防止やしわ粒の発生防止に

取り組むことで高収量・高品位な大豆生産を達成しています。

また、近隣の生産組織との共同購入等による肥料費の低減や機械の共同利用等に取り組

み、コスト低減を図っています。

（経営の概要）

【大豆集団の部】

農林水産大臣賞・・・農事組合法人竹直生産組合（新潟県上越市）
たけなお じようえつ し

基本技術の励行に努めており、特に、苗立ち数を確保するため耕うんを徹底し、高い砕

土率を確保するとともに、播種作業においては、補助者が随時、播種状況を確認するなど

均一な播種の徹底に努めています。また、収穫時の汚損粒の発生防止に取り組むことで高

収量・高品位な大豆生産を達成しています。

さらに、当法人は自家加工の味噌の販売等にも取り組んでいます。

（経営の概要）

品種名
作付面積
(ha）

27年単収
（kg/10a）

労働時間
（hr/10a）

費用合計
（円/60kg）

品質（１、2等比率）
（％）

エンレイ 17.6 285（193） 3.7 11,119 63.9

注：単収の括弧書きの数値は、新潟県の平成27（2015）年平均単収

品種名
作付面積
(ha）

27年単収
（kg/10a）

労働時間
（hr/10a）

費用合計
（円/60kg）

品質（１、2等比率）
（％）

里のほほえみ
スズユタカ
青大豆

12.6 289（193） 4.9 10,864 67

注：単収の括弧書きの数値は、新潟県の平成27（2015）年平均単収
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（２）園芸作物

ア．野菜

生産は減少傾向、加工・業務用需要への対応が重要

北陸地域における野菜の作付面積は、生産者の高齢化や担い手不足等から減少傾向にあ

ります（図４－24）。平成27（2015）年の作付面積を品目別に見ると、17（2005）年産と

比較して、にんじん、ばれいしょ、はくさい等で減少しています。一方、水田において、

水稲と比較して収益性の高い野菜生産の取組も進められており、たまねぎ、ブロッコリー

等は増加しています。特に、たまねぎは、22（2010）年から富山県砺波地域で産地化が図
と な み

られたこと等により136.9％（99ha増）と大きく伸びています（図４－25）。

こうした中、産地の構造改革を図るため、管内の産地において、30（2018）年度を目標

とした「産地強化計画」を策定し、低コスト化、高付加価値化、加工・業務用需要への対

応等を強化するための取組を推進しています。

我が国における野菜需要のうち加工・業務用野菜の割合は全体の６割程度を占めていま

すが、そのうち国産割合は７割程度となっており、今後、機械化・低コスト化の推進等に

よる国内産地の安定的な供給体制の整備が必要となっています。

北陸農政局では、加工・業務用野菜における輸入野菜の国産への転換を図るため、生産

者・実需者等が情報交換できる検討会を20（2008）年度から開催しており、28（2016）年

度は９月に福井県あわら市において、実需者及び生産者から加工・業務用野菜の取組と課

題に係る説明、意見交換及び加工・業務用キャベツ栽培ほ場での現地説明を開催しました。

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」

注：1) 平成27（2015）年産作付面積が100ha以

上で、増加・減少の大きい品目である。

2) 主産県の比較である。

図４－24 野菜作付面積の推移

（北陸）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

図４－25 平成17（2005）年産と比較した27

（2015）年産の品目別作付面積の割

合（北陸）
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イ．果樹

栽培面積は減少傾向、産地の構造改革を推進

北陸地域における果樹生産は、かき、日本なし等の落葉果樹を中心に多種栽培されてい

ます。近年、生産者の減少・高齢化等から栽培面積は減少傾向で推移しています（図４－

26）。

このような中、各県では、水田転換による果樹の栽培や水田稲作との複合経営を推進し

ています。また、「ル レクチエ（新潟県：西洋なし）」や「ルビーロマン（石川県：ぶど

う）」等、重点品目・品種の選定とその作付け推進による販売・ブランド戦略を展開して

います。

北陸農政局では、産地の目指すべき姿や目標を達成するための戦略等を内容とした「果

樹産地構造改革計画」の策定及びその目標の達成に向けた取組を促すとともに、果樹経営

支援対策事業等を活用して、優良な品種への転換や小規模の園地整備等(新潟県：かき、

西洋なし、日本なし、ぶどう、もも、りんご、いちじく、福井県：うめ、日本なし、かき）

の経営基盤を強化する取組を実施しています。

図４－26 果樹の栽培面積の推移と品目別割合

3,130
2,770 2,440

816
841

827

1,140
1,100

1,080

931
897

895

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成17年
(2005)

22
(2010)

27
(2015)

新潟県 富山県 石川県 福井県

ha

5,250ha
（対17年比 87.2％）

6,020
5,610

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

注：四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。
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ウ．花き

産出（出荷）額は横ばい傾向、花き関係者の連携した取組・需要の拡大を推進

北陸地域における花きの産出（出荷）額は、景気の低迷による業務用需要の減少、輸入

品の増加等から平成10（1998）年産をピークに減少傾向にありましたが、近年は横ばい傾

向となっています（図４－27）。

このような中、新潟県はチューリップ切り花の産出額は６億円（27（2015）年産、全国

の50％）で全国１位、ゆり切り花の産出額が33億円（同15％）で全国２位となっています。

また、球根類については、収穫面積でみると新潟県が112ha（28（2016）年産、全国の

35％）で全国１位、富山県が72ha（同23％）で全国２位と主要な産地となっています（図

４－28）。

このような中、花きの生産拡大を図るためには、

花き業界関係者が一体となった生産・供給体制の強

化と需要拡大に向けた取組が重要です。

このため北陸農政局では、北陸地域花き連絡協議

会と連携し、富山県園芸振興推進協議会及び富山ス

マートアグリ次世代施設園芸拠点整備協議会の主催

の「とやまの園芸生産拡大大会」に共催（28

（2016）年11月、富山県富山市）するとともに、花
と やま し

きの需要拡大のための手法や輸出の可能性について

学ぶ「花きセミナー」（29（2017）年３月、石川県

金沢市）等を開催しました。
かなざわ し

また、花きの需要拡大に向けては、購買額が少な

い男性や若年層への働きかけ、祝いの日に花を贈る

習慣の定着が有効であり、北陸農政局では職員が帰

図４－27 花き産出（出荷）額の推移
図４－28 全国シェアの高い品目

資料：農林水産省「花木等生産状況調査」

注：花き産出（出荷）額は、切り花類、鉢もの類、花木類、

花き苗類、球根類、芝及び地被植物類の合計額である。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「平成28年産花きの

作付（収穫）面積及び出荷量」
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宅時に購入した花を見えるように持って歩く「フラワーウォーク」を母の日（28（2016)

年５月）、いい夫婦の日（28（2016）年11月）、バレンタインデー（29（2017）年２月）に

実施しました。

エ．園芸作物の消費拡大の取組

北陸農政局では、夏休みを利用して、子供たちがフラワーアレンジメントを通して、花

や緑に触れ、美しさや優しさを感じる気持ちを育むことを目的として、平成28（2016）年

８月に子供花育「ちょこっとフラワー教室」を開催しました。

◎施設園芸における先進的な取組事例

子供花育

「ちょこっとフラワー教室」

【次世代施設園芸のモデル的取組】（富山県）

全国で10か所ある次世代施設園芸拠点の１つである富山県拠点（富山県富山市婦中町）では、
とやまし ふちゆうまち

隣接する廃棄物処理施設から発生する電力や熱を温室に供給するとともに、ＩＣＴを

活用して、フルーツトマトと花き(トルコギキョウ等)を生産・出荷しています。

フルーツトマトは安定した品質と高

い糖度が好評で、高付加価値商品とし

て国内での販売にとどまらず、香港や

シンガポールにも輸出されています。

温室の様子
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（３）畜産、飼料作物

ア．酪農

飼養頭数は前年に比べ3.4％減少

（ア）飼養戸数・頭数の動向

平成28（2016）年２月１日現在の飼養戸数は364戸と前年に比べ1.6％減少し、飼養頭数

も１万4,300頭と3.4％減少したため、１戸当たりの飼養頭数は0.8頭減少し39.2頭となり

ました（図４－29）。

（イ）生乳生産と流通の動向

平成28（2016）年（１月から12月までの累計(概数値））の生乳生産量は搾乳牛が減少し

たことから、８万８千ｔと前年に比べ3.9％減少しました。

また、管内各県への生乳の県外からの移入量は２万９千ｔと前年に比べ5.1％増加する

一方、県外への移出量は１万９千ｔと8.6％減少(管内各県内の県間移入・移出量を含む。）

し、生乳処理量は９万８千ｔと0.5％減少しました。

なお、生乳処理量のうち97.0％が牛乳等飲用向けとなっています。

イ．肉用牛

飼養頭数は前年と変わらず

（ア）飼養戸数・頭数の動向

平成28（2016）年２月１日現在の飼養戸数は423戸と前年に比べ2.5％減少し、飼養頭数

は２万1,000頭と変化は見られませんでしたが、１戸当たりの飼養頭数は1.2頭増加し49.6

頭となりました（図４－30）。

資料：農林水産省「畜産統計」

図４－29 乳用牛の飼養戸数・頭数の推移（北陸）
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（イ）肉用子牛の生産と流通の動向

平成28（2016）年の肉用子牛の価格は、取引頭数の減少等により、肉用子牛生産安定等

特別措置法第５条第３項において農林水産大臣が指定する家畜市場である新潟県上越家畜

市場（上越市）の指定肉用子牛（黒毛和種）の年間平均価格は78万３千円と前年に比べ
じようえつ し

13万１千円上昇しましたが、全国平均価格を１万２千円下回りました。

また、北陸三県家畜市場（金沢市）の肉用子牛（黒毛和種）の年間平均価格は80万３千
かなざわ し

円と前年に比べ14万７千円上昇しました（図４－31）。

資料：農林水産省「畜産統計」

図４－30 肉用牛の飼養戸数・頭数の推移（北陸）

資料：全国平均は(独)農畜産業振興機構調べ

図４－31 １頭当たり平均取引価格の推移（和子牛）
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（ウ）地域ブランド確立に向けた肉用牛生産の取組

北陸地域における肉用牛飼養戸数及び飼養頭数は近年共に減少傾向にありますが、小規

模経営の廃業割合が高いため、１戸当たりの飼養頭数は増加傾向で推移しています。この

ような中、管内各県では、ブランド和牛の安定供給を目指した取組を行っています。

新潟県では「にいがた和 牛 」の出荷頭数の維持・拡大や観光産業と連携した販路拡大
わ ぎゆう

等の取組、富山県では「とやま牛」の肉質向上と遊休農地等での放牧推進の取組、石川
うし

県では公共牧場の跡地を活用した「能登牛」千頭計画の取組、福井県では遊休農地等を
の と うし

活用した「若狭牛」の放牧拡大やオレイン酸※が高い「三つ星若狭牛」の販売といった
わか さ うし わか さ うし

取組が実施されています。

ウ．養 豚

飼養頭数は前年に比べ1.2％増加

平成28（2016）年２月１日現在の飼養戸数は167戸と26（2014）年に比べ2.3％減少しま

したが、飼養頭数は24万7,100頭と1.2％増加したため、１戸当たりの飼養頭数は52頭増加

し1,480頭となりました（図４－32）。

※オレイン酸：不飽和脂肪酸の一つ。オレイン酸の含有量が高い牛肉ほど口溶けが良く風味が増すと言われている。

図４－32 豚の飼養戸数・頭数の推移（北陸）

資料：農林水産省「畜産統計」

注：平成27（2015）年はセンサス実施年のため調査休止
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エ．養 鶏

飼養羽数は前年に比べ5.1％増加

平成28（2016）年２月１日現在の飼養戸数は106戸と26（2014）年と同数でしたが、飼

養羽数は816万５千羽と5.1％増加したため、１戸当たりの飼養羽数は４千羽増加し７万７

千羽となりました（図４－33）。

オ. 飼料作物

飼料作物の作付面積は飼料用米の作付面積の大幅増加により、前年に比べ14.2％増加

（ア）作付けの動向

平成28（2016）年の飼料作物全体の作付面積は１万1,400㏊と前年に比べ14.2％増加し

ました。

北陸地域は水田地帯であるため、26（2014）年から措置された水田活用直接支払交付金

の支援を背景に、転作作物としての飼料用米、ＷＣＳ用稲（稲発酵粗飼料用稲）の生産量

が増加しています。

28（2016）年の飼料用米は6,689㏊と前年に比べ26.1％と大幅に増加し、ＷＣＳ用稲は

960㏊と8.8％増加しました（図４－34）。

なお、各県における28（2016）年産の飼料用米の作付面積は、新潟県4,058ha、富山県

814ha、石川県692ha、福井県1,125ha、ＷＣＳ用稲の作付面積は、新潟県363ha､富山県381ha、

石川県94ha、福井県122haとなっています。

資料：農林水産省「畜産統計」

注：1) 羽数は種鶏及びひなを除く成鶏雌の羽数

2) 平成27（2015）年はセンサス実施年のため調査休止

図４－33 採卵鶏の飼養戸数・羽数の推移（北陸）
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（イ）飼料自給率向上等の推進と飼料増産運動等の取組

飼料供給の大部分を海外に依存する我が国において、為替相場の急激な変動や輸出国に

おける天候不順の影響を回避し、畜産経営を安定させるためには、飼料原料の過度な輸入

依存体質から脱却し、自給飼料生産基盤に立脚した畜産経営に転換していくことが必要で

す。

北陸農政局では飼料自給率の向上を図るため、関係機関で組織する「北陸地域飼料増産

行動推進会議」及び「北陸地域飼料用米生産利用推進会議」を連携して開催し、自給飼料

作物の作付拡大の推進に取り組んでいます。

平成28（2016）年度は飼料増産行動推進会議を３回開催し、北陸地域における各県の飼

料増産に向けた取組状況について意見交換を行いました。また、北陸地域飼料用米生産利

用推進会議の現地研修会や子実用とうもろこし生産利用現地検討会等を開催し、飼料作物

の生産・利用拡大に向けた課題・方向性等についての意見交換を行いました（※第５章５

の（４）の頁参照）。

カ. 畜産物の消費拡大等の取組

酪農・牛乳乳製品に係る子供体験学習等を実施

（ア）酪農・牛乳乳製品に係る子供体験学習

牛乳乳製品の消費拡大の取組として、「消費者の部屋」での牛乳乳製品等の展示企画に

併せて、平成28（2016）年８月及び12月に金沢広坂合同庁舎内において、外部講師（牛の

先生：石川県酪農業協同組合 普神 正史氏、ジェラートの先生：日本ジェラート協会 森國
ふ が み まさ し もりくに

晶子氏）を迎え、小学生等とその保護者を対象に体験学習を行いました。
あき こ

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「新規需要米の取組計画認定状況」を基に

北陸農政局で作成

図４─34 飼料作物作付面積の推移（北陸）
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牛の模型を用いた乳しぼりとジェラート作り（28（2016）年８月３日、８月24日）

牛乳の飲み比べ、バターとチーズ作り（28（2016）年12月27日）

３回の体験学習には計107名（子供61名、保護者46名）の方に参加いただき、講師の説

明や乳しぼり体験を通じて酪農家の方々の苦労や喜びを知ってもらうとともに、牛乳の飲

み比べやジェラート・バター・チーズ作り体験を通じて牛乳・乳製品の美味しさを体験し

ていただきました。また、北陸の野菜・果物・茶をミックスしたジェラートを味わってい

ただき、両者の美味しい関係についても理解を深めていただきました。

（イ）牛乳乳製品、食肉等に係るトークイベント

牛乳乳製品の消費拡大、鳥獣害対策について、平

成28（2016）年８月３日に金沢広坂合同庁舎内にお

いて、105名の一般消費者等を対象に「北陸で輝く女

性からのメッセージ～北陸地域トークイベント」を

開催しました。

基調講演１では、狩猟を行う石川県内の女性によ

って結成された女性ハンターの団体「狩女の会」の
かりじよ

長田 富士子氏から「野生鳥獣との戦い～ジビエ料理
なが た ふ じ こ

教室や狩女の会」と題して、狩女としての魅力や

やり甲斐等についてお話しいただきました。

乳しぼりの説明 ジェラート作りの説明

牛乳の飲み比べ バター作り

基調講演（講師）
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基調講演２では、日本ジェラート協会 森國 晶子
もりくに あき こ

氏から「乳製品の魅力～新鮮な牛乳からのジェラー

ト作り」と題して、酪農家の想いを込めたジェラー

ト作り等についてお話しいただきました。

その後のパネルディスカッションでは、女性ハン

ターやジェラート店経営者ならではの苦労話や抱負

等を聞かせていただき、参加者の方々に女性目線の

取組による自然の恵みの有効利用や牛乳乳製品の生

産について理解を深めていただきました。

（ウ）食肉情報講座

国産食肉の信頼確保や需要喚起に向けた情報発信の取組として、平成28（2016）年12月

２日に52名の一般消費者等を対象に公益財団法人日本食肉消費総合センターとの共催によ

り国産食肉の安全・安心の確保と栄養機能を考える講座を開催しました。

基調講演１では、岩手大学 品川 邦汎氏から「今、注目の食中毒と食肉の衛生管理」と
しながわ くにひろ

題して、食中毒の原因となるノロウィルスやカンピロバクター等の生態について、基調講

演２では、桜美林大学 柴田 博氏から「中高年こそ肉を摂れ」と題して、食肉の摂取に
しば た ひろし

よる日本人の長寿化の実態と動物性タンパク質の摂取

バランスの重要性についてそれぞれお話しいただきま

した。現地報告では、石川県農林水産部 大屋 俊英氏
おお や としひで

から「能登牛の振興と安全・安心な食肉の提供」と題

して、安全・安心な食肉処理体制や能登牛を年間１千

頭供給できる体制作りの取組についてお話しいただき

ました。

参加者の方々には、講演を通じて国産食肉の安全性

や栄養機能、生産振興について理解を深めていただき

ました。

パネルディスカッション

講演風景
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第５章 北陸農業の維持発展

１．意欲ある多様な農業者の育成･確保

（１）認定農業者の動向

認定農業者が増加

認定農業者制度は、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

率的かつ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で、この計画の認定を受けた農業者を

「認定農業者」と言います。また、この認定農業者に対して重点的に支援措置を講じるこ

ととしています。

このため、認定農業者は、地域の中心的な経営体として今後の地域農業を支えていくこ

とが期待されています。

平成28（2016）年３月末現在、北陸地域における認定農業者数は、２万95経営体（全国

24万6,085経営体）となり、前年と比べ2,088経営体増加しました。

また、認定農業者のうち法人の数は、前年と比べ155経営体増加し、2,106法人となって

います。

認定された農業経営改善計画について、営農類型別に全体に占める割合をみると、北陸

地域では、稲作単一経営61.2％（全国15.4％）、その他品目単一経営8.8％（全国38.4％）、

複合経営30.1％（全国46.3％）となっており、全国と比べ稲作単一経営が非常に多くなっ

ています（図５－１）。

また、認定農業者（法人、共同申請を除く。）の年齢階層別割合をみると、北陸地域で

は65歳以上41.2％（全国26.7％）、60歳～64歳21.2％（全国21.1％）となっており、60歳

以上で全体の62.4％（全国47.8％）を占めています（図５－２）。

なお、北陸農政局では、認定農業者が農業経営改善計画に沿って経営改善を着実に進め

るため、24（2012）年から、認定農業者が自らの経営改善に必要な取組の実施状況や経営

データを客観的に把握できる「新たな農業経営指標」の活用について、管内各県や市町村、

関係機関と連携し推進しているところです。

図５－２ 認定農業者（法人、共同申請を除く）

の年齢構成（北陸）

資料：農林水産省「農業経営改善計画の営農類型別認定状況」（平成28（2016）年３月末）

図５－１ 営農類型別の

認定状況（北陸）
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（２）集落営農の動向

北陸地域の集落営農数は2,375で、うち法人の割合は46.9％

北陸地域における平成29（2017）年２月１日現在の集落営農数は2,375で、前年に比べ

14（0.6％）減少しました。このうち法人の集落営農数は1,113で、前年に比べ77（7.4％）

増加し、集落営農数全体に占める割合は46.9％となり、全国に比べて高く推移しています

（図５－３）。

なお、法人の集落営農数は富山県が全国１位、新潟県が２位となっています。

集落営農における具体的な活動内容をみると、「機械の共同所有・共同利用を行う」集

落営農の割合が86.9％と最も高く、次いで「農産物等の生産・販売を行う」85.8％、「農

家の出役により、共同で農作業を行う」68.1％となっています（図５－４）。
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図５－４ 活動内容別集落営農数割合（複数回答）（北陸）
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図５－３ 集落営農数及び集落営農に占める法人の割合の推移

資料：農林水産省「集落営農実態調査」
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（３）農業経営の法人化の推移

農地所有適格法人数は10％増加

全国の農地所有適格法人数の推移をみると、平成19（2007）年は前年に比べ1,054法人、

20（2008）年は1,053法人と大きく増加していましたが、27（2015）年は773法人、28

（2016）年は1,101法人の増加（全国１万6,207法人）となりました。

北陸地域も全国と同様に、19（2007）年は193法人、20（2008）年は304法人と大きく増

加しましたが、27（2015）年は92法人、28（2016）年は159法人の増加（北陸1,779法人）

となりました。

19（2007）年から20（2008）年にかけての農地所有適格法人の増加要因は、19（2007）

年産から導入された水田経営所得安定対策へ加入するため、法人化の取組が集中的に行わ

れたことによるものと考えられます。

28（2016）年の北陸地域における農地所有適格法人を組織形態別にみると、農事組合法

人58％（全国28％）、特例有限会社25％（全国40％）、株式会社（特例有限会社を除く。）

15％（全国30％）となっており、全国と比べると農事組合法人が多く株式会社が少ないと

いう傾向がみられます。

これは、水稲単作・安定兼業を背景に、共同による集落の農地の維持・管理を主目的と

する組織が多く、法人の構成員全体の合意により運営する形態の農事組合法人を指向する

傾向が強いためと考えられます（表５－１）｡

表５－１ 農地所有適格法人数の推移

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

1965 1,294 11 7 3 1 - 568 9 5 3 1 - - - - - - - 712 2 2 - - -

1975 2,879 36 23 7 1 5 856 25 14 6 1 4 - - - - - - 2,007 11 9 1 - 1

1985 3,168 61 39 11 8 3 1,324 36 19 10 6 1 - - - - - - 1,825 24 20 1 2 1

1995 4,150 208 115 48 33 12 1,335 77 40 28 5 4 - - - - - - 2,797 131 75 20 28 8

2005 7,904 545 258 123 104 60 1,782 182 66 56 27 33 120 10 5 1 2 2 5,961 352 186 66 75 25

2006 8,412 651 289 160 124 78 1,841 249 79 89 34 47 180 10 6 - 2 2 6,345 390 203 70 88 29

2007 9,466 844 372 202 148 122 2,198 354 112 119 44 79 385 22 10 3 5 4 6,818 462 249 79 99 35

2008 10,519 1,148 588 241 173 146 2,694 601 294 151 61 95 832 63 38 6 12 7 6,896 473 255 83 100 35

2009 11,064 1,216 617 263 177 159 2,855 654 314 169 66 105 1,200 84 51 10 13 10 6,878 466 251 83 98 34

2010 11,829 1,270 634 284 186 166 3,056 692 323 185 75 109 1,696 94 54 12 14 14 6,907 470 256 85 96 33

2011 12,052 1,298 648 292 189 169 3,154 715 331 198 77 109 2,135 111 62 12 19 18 6,572 457 254 80 92 31

2012 12,817 1,369 665 320 198 186 3,371 764 339 220 84 121 2,648 131 71 18 20 22 6,574 459 254 81 93 31

2013 13,561 1,443 691 343 206 203 3,616 809 347 238 91 133 3,169 162 90 24 23 25 6,531 455 253 80 90 32

2014 14,333 1,528 723 361 223 221 3,884 867 365 252 103 147 3,679 189 107 28 26 28 6,491 454 250 80 91 33

2015 15,106 1,620 754 395 237 234 4,111 927 380 278 114 155 4,245 224 127 36 30 31 6,427 447 246 79 89 33

2016 16,207 1,779 796 459 257 267 4,555 1040 396 331 132 181 4,851 264 152 45 34 33 6,411 447 246 80 86 35

北
陸

全
国

北
陸

区分

総 数 農事組合法人 株式会社(特例有限会社を除く) 株式会社（特例有限会社）

全
国

北
陸

全
国

北
陸

全
国

資料：北陸農政局調べ

注：1) 各年１月１日現在

2) 農地所有適格法人とは、平成28（2016）年４月１日の改正農地法施行以前の農業生産法人

のことであり、法改正により呼称が変更したものである。

3) 「総数」欄は、持分会社を含むため、農事組合法人、株式会社の合計とは一致しない。

4) 特例有限会社とは、18（2006）年５月１日の会社法施行以前に有限会社であった会社であ

って、同法施行後もなお基本的には従前によるものとされる株式会社のことである。
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（４）一般法人の農業参入

農地法等の改正以降、新たに117法人が農業に参入

平成21（2009）年12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」（改正農地法）が施行

され、一般法人（農地法により農地の所有等が認められている農地所有適格法人以外の法

人）が全国どこでも農地を借りて農業に参入できるようになりました。

この改正後から28（2016）年６月までの６年半で、新たに北陸地域で117（全国2,222）

の一般法人が農業に参入しています。改正農地法施行以前の６年半の間（15（2003）年４

月から21（2009）年12月）に参入した一般法人数は55法人（全国436法人）であることを

踏まえると、改正農地法施行後の一般法人の農業参入は改正前の約２倍（全国約５倍）の

ペースで進んでいます（表５－２）。

これら農業に参入した一般法人を業種別にみると、建設業35法人、食品業27法人、農業

（農業部門について法人を新たに設立）17法人、その他38法人となっています。また、営

農作物別にみると、野菜47法人、米麦等33法人、複合18法人、その他19法人となっていま

す（表５－３）。

表５－３ 北陸地域において農業参入した一般法人の業種別及び営農作物別状況

資料：北陸農政局調べ

注：業種別が「農業」に該当する法人とは、参入前に農地等を利用しない農畜産業を行っていた法人

又は、農産物等の生産を目的として設立された企業の子会社である。

資料：北陸農政局調べ

注：1) 「2009.12.14」の法人数については、農地法等改正以前の特定法人貸付事業により
農地を借受け農業参入した法人数である。

2) 「2010.6.30」以降の法人数については、農地法等改正後に新たに農業参入した法人
数であり、農地法等改正以前に参入した法人は含まない。

表５－２ 一般法人の農業参入状況

新潟県 富山県 石川県 福井県

2009.12.14 436 55 32 7 15 1

2010. 6.30 175 17 4 1 8 4

12.31 364 34 11 1 11 11

2011. 6.30 527 52 20 2 17 13

12.31 677 59 23 2 19 15

2012. 6.30 952 72 30 3 22 17

12.31 1,071 76 32 3 23 18

2013. 6.30 1,261 86 39 5 25 17

12.31 1,392 91 42 6 25 18

2014. 6.30 1,576 97 46 7 27 17

12.31 1,712 98 47 7 27 17

2015. 6.30 1,898 102 48 8 28 18

12.31 2,039 108 51 9 29 19

2016. 6.30 2,222 117 53 9 34 21

全国 北陸

建設業 食品業 農業 その他 野菜 米麦等 複合 その他

117     35      27      17      38      47      33      18      19      

新潟県 53      13      12      8       20      15      22      8       8       

富山県 9       4       1       1       3       4       3       2       -

石川県 34      17      4       7       6       16      6       4       8       

福井県 21      1       10      1       9       12      2       4       3       

営農作物別

　北　陸

参入法人数
業種別
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（５）新規就農の促進

ア．新規就農者数

農業法人等への就業が過半数

平成27（2015）年の北陸地域の新

規就農者数は555人となり、前年に

比べ57人増加しています。県別内訳

は、新潟県22人、富山県１人、石川

県15人、福井県19人、前年に比べそ

れぞれ増加しています。

また、農業法人等への就農者は、

前年に比べ47人増加しています（図

５－５）。

次に就農形態別に新規就農者の推

移をみると、非農家出身である「新

規参入」が最も多く、増加傾向が続

いていましたが、27（2015）年は前

年に比べ21人減少しています。一方

で、農家出身で他産業からの就農者

である「Ｕターン」では 53人、「新

規学卒」では前年に比べ25人増加し

ています（図５－６）。

イ．新規就農の推進

就農意欲の喚起と就農後の定着が重要

北陸地域における販売農家の基幹的農業従事者の平均年齢は、平成28（2016）年で68.8

歳と高齢化が進展しています。持続可能な力強い農業を実現していくため、青年新規就農

者を大幅に増加させることが重要です。

このため、24（2012）年度より青年就農意欲の喚起と就農後の定着を図るための青年就

農給付金を給付しています。また、青年の農業法人への雇用就農を促進する農の雇用事業

や今後の地域農業のリーダーを育成する農業経営者育成教育事業を行っています。

資料：各県調べ北陸農政局で集計

注：「新規学卒」とは、農家出身で学校を卒業後又は

農業に係る研修後に就農した者

資料：各県調べ北陸農政局で集計
注：各県において調査対象年齢に相違有り

図５－６ 就農形態別新規就農者数の推移(北陸)

図５－５ 新規就農者数の推移(北陸)
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（６）女性の能力の積極的な活用

ア．北陸地域における女性の参画状況

農業委員等に占める女性の割合は依然低い水準

2015年農林業センサスによると、北陸地域における販売農家の農業就業人口のうち女性

は47.9％であり、女性は農業や地域社会の担い手として重要な役割を果たしています。

しかし、農協役員に占める女性の割合は平成28（2016）年７月31日現在、8.6％（前年

8.4％）と増加しているものの、依然として低い水準になっています。農業委員に占める

女性の割合は28（2016）年10月１日現在、9.1％（前年8.2％)と、前年に比べ増加してお

り、全農業委員数が減少する中、女性農業委員の割合が全国的にも増加しています。

女性農業者は、６次産業化等の担い手としても大きく期待されており、地域における女

性農業経営者の飛躍的な活躍を支援することとして、26（2014）年度から「輝く女性農業

経営者育成事業」により、女性農業者が地域農業の活性化等に向けて行う取組を広く社会

に発信するとともに、女性農業者を対象とした研修会や勉強会を通じ、地域の女性農業者

ネットワーク活動の促進を図っています。

また、25（2013）年度に発足した「農業女子プロジェクト」では、農業内外の多様な企

業・団体と連携し、農業で活躍する女性の姿を様々な切り口から情報発信することにより、

社会全体で女性農業者の存在感を高め、併せて職業として農業を選択する若手女性の増加

を図っています。北陸管内では、「農業女子プロジェクトメンバー」に29（2017）年２月

８日現在30名が参加しており、「北陸農政局との意見交換会」（28（2016）年11月、金沢市）
かなざわ し

を開催するなど交流を深めています。

イ．男女共同参画社会の形成に向けた取組

北陸農政局男女共同参画優良事例表彰式及び意見交換会の開催

平成28（2016）年度においては、農山漁村に

おける女性の経営参画や起業活動を促進するた

め、女性農業者の情報交換や女性農業委員等の

登用拡大を目指し、「北陸地域農山漁村女性６

次産業化実践セミナー」（28（2016）年７月、

砺波市）、「北陸農政局男女共同参画優良事例表
と なみ し

彰式及び意見交換会」（同年12月、金沢市）を
かなざわ し

開催しました。

北陸農政局男女共同参画優良事例

表彰者意見交換会
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２．農地中間管理事業と農地の利用集積・有効利用

（１）人・農地プランの作成と定期的な見直しの推進

持続可能な力強い農業の実現に向けて

我が国の農業は、農業従事者の減少や高齢化の進行、新規就農者の確保・定着が十分で

ないなどの「人の問題」、農地の集積が進まない、あるいは耕作放棄地の増大等の「農地

の問題」を抱えています。

このような中、持続可能な力強い農業の実現に向けて、集落・地域で危機感を共有しつ

つ、徹底的な話合いにより地域農業のあり方について議論を進め、地域農業を担う経営体

や生産基盤となる農地を、将来においても確保していくための展望を作っておくことが必

要です。

このため、農林水産省では、平成24（2012）年度から、集落や地域における徹底した話

合いを通じて、今後の地域の中心となる経営体や将来の農地利用のあり方と農地中間管理

機構の活用方針、中心となる経営体以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定めた「人

・農地プラン」（以下「プラン」という。）の作成・見直し・実行を推進しています。

北陸地域におけるプランの作成状況は、29（2017）年３月末現在、79市町村（新潟県：

28市町村、富山県：15市町村、石川県：19市町、福井県：17市町）2,546地域でプランが

作成されています（表５－４）。

北陸農政局では、管内各県や市町村、関係機関と連携し、集落・地域の実状に応じたプ

ランの作成と定期的な見直しに向けた取組を進めています。

なお、プラン作成地域では、地域農業の発展を目指し、農地中間管理事業による担い手

への農地の集積・集約化や、経営体育成支援事業を活用した農業機械等導入によるコスト

削減等、プラン実現に向けた取組が行われています。

表５－４ 人・農地プランの作成状況

資料：北陸農政局調べ（平成29（2017）年３月末現在）

作成予定 作成済 作成済

市町村数 市町村数 地域数

新潟県 28 28 100% 826

富山県 15 15 100% 238

石川県 19 19 100% 649

福井県 17 17 100% 833

北陸計 79 79 100% 2,546

全国計 1,591 1,580 99% 14,511

作成割合
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【地区の若者が中心となりメガファームを立ち上げ、農地中間管理事業を活用した

農地集積・集約化を実現した事例（福井県小浜市宮川地区）】
お ばま し みやがわ

○地域の概要

水稲、大麦、大豆を作付ける中山間地域の水田地帯。地区内６集落に４つある営

農組合における構成員・後継者不足、高齢化が課題。

○取組の成果

・４つの営農組合が合併・法人化し、メガファーム（（株）若狭の恵）を創設
わか さ めぐみ

・メガファームを中心経営体に位置づけるとともに、農地の集積・集約化を促進

・担い手への集積率：［取組前］65％(150ha)⇒［取組後］71％(163ha(うち(株)若

狭の恵143ha)）

・担い手の平均経営面積［取組前］17ha→［取組後］41ha

○取組のポイント

・延べ10回以上の地元説明会を通じて地域の意向を十分に反映

地域が抱える課題を把握するため、市と農業委員会が全農家に対してアンケ

ート調査を実施。アンケートから明らかになった課題(組織の構成員・後継者不

足、高齢化)を地域における共通認識とするため、機構・県・市は延べ10回以上

にわたり地元説明会を実施するとともに、農家や関係機関を集めた話し合いを

重ね、地域の意向を十分に反映したプランを作成。

・農地中間管理事業を活用し中心経営体たるメガファームに農地を集積・集約化

農地の受け皿となる担い手を確保するため、既存の４つの営農組織を統合し

て、地区の若者が中心となった新法人((株)若狭の恵 )を立ち上げ、さらなる地
わか さ めぐみ

域の農地の集積・集約化のために農地中間管理事業を活用し、これを実現。

・担い手の農地の維持管理負担を軽減

中山間地域での営農が厳しい中、担い手の農地の維持管理の負担軽減を図る

ため、地域住民により一般社団法人を併せて設立し、定款で「『若狭の恵』の
わか さ めぐみ

営農活動を支えていく」ことを明文化。地域全体で農地を守る体制を確立し、

農地保全に取り組んでいる。

【農地中間管理事業による集約化の状況】

＜取組前＞ ＜取組後＞
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（２）農地面積

耕地面積は前年に比べ1,100ha減少、耕地利用率は0.2ポイント上昇

北陸地域における平成28（2016）年７月15日現在の耕地面積は31万2,300haで、前年に

比べ1,100ha（0.4％）減少しました。これを田畑別にみると、田は27万9,600ha、畑は３万

2,700haで、前年に比べ1,100ha（0.4％）、100ha（0.3％）とそれぞれ減少しました。

これを県別にみると、新潟県17万1,300ha、富山県５万8,700ha、石川県４万1,800ha、

福井県４万500haで、前年に比べ700ha（0.4％）、100ha（0.2％）、300ha（0.7％）、100ha

（0.2％）とそれぞれ減少しました（表５－５）。

また、北陸地域の27（2015）年の農作物作付（栽培）延べ面積は28万1,100haで、前年

に比べ500ha（0.2％）減少し、耕地利用率は89.7％で、前年に比べ0.2ポイント上昇しま

した（図５－７）。
表５－５ 耕地面積の推移

図５－７ 農作物作付（栽培）延べ面積（田畑計）及び耕地利用率の推移（北陸）

計 田 畑

6,004,000 467,100 397,700 69,400 251,400 87,700 68,600 59,400 

5,572,000 406,000 361,000 45,000 219,400 76,300 58,500 51,800 

5,379,000 376,000 334,900 41,100 203,500 70,100 54,100 48,400 

    平成７(1995)年 5,038,000 344,600 308,100 36,500 187,200 64,200 48,600 44,600 

        17(2005) 4,692,000 323,000 289,900 33,200 177,100 60,100 44,500 41,400 

4,561,000 317,000 283,800 33,200 173,900 59,300 43,000 40,800 

4,549,000 315,900 282,800 33,100 173,100 59,200 42,900 40,800 

4,537,000 315,500 282,500 33,000 173,000 59,100 42,700 40,700 

4,518,000 314,600 281,600 32,900 172,500 59,000 42,400 40,600 

4,496,000 313,400 280,700 32,800 172,000 58,800 42,100 40,600 

4,471,000 312,300 279,600 32,700 171,300 58,700 41,800 40,500 

対27(2015)年増減率 △ 0.6 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.3 △ 0.4 △ 0.2 △ 0.7 △ 0.2 

        24(2012)

（単位：ha、％）

区  分 全  国
北   陸
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資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
注：1) 平成13（2001）年までは８月１日現在、14（2002）年以降は７月15日現在である。

2) 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある。

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
注：耕地利用率とは、耕地面積（けい畔を含む。）を100とした作付（栽培）延べ面積の割合である。
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（３）農地の流動化

ア．農地中間管理事業の推進

担い手への農地利用集積に向けた農地中間管理事業の推進

農業者の高齢化が進む中で、担い手への農地利用の集積・集約化を図っていくことが喫

緊の課題となっています。このため、都道府県段階に公的な機関として農地中間管理機構

（以下「機構」という。）を整備する「農地中間管理事業の推進に関する法律」が平成26

（2014）年３月に施行され、現在、農地中間管理事業の活用を柱に担い手への農地利用の

集積・集約化を進めています。

北陸農政局では、各県ごとの取組状況や課題、その対応方針を決めた上で、取組の成果

が上がるように、積極的に市町村、土地改良区、農業法人や大規模農家に出向き

（28（2016）年４月から29（2017）年３月末までに54回）、本事業の活用を要請するなど、

農地中間管理事業を推進しています。

管内各県では、県及び機構が、市町村や農協、土地改良区、農業委員会等の関係機関と

連絡協議会を組織する（富山県）など、関係機関が連携して積極的に農地中間管理事業に

取り組んでいます。また、機構のトップである理事長が市町村長等に会ってトップセール

スを熱心に行ったり（福井県）、農地の受け手である担い手の規模拡大に必要となる機械

等への支援（新潟県）や担い手が少ない地域への企業の農業参入及び規模拡大を促す（石

川県）など、独自の取組を行っています。

こうした取組の結果、28（2016）年度における農地中間管理事業の実績は、借入面積

7,243ha（全国(42,195ha)の17％）、貸付面積7,385ha（全国(43,356ha)の17％）、そのうち

担い手への新規集積面積は3,343ha（全国(19,277ha)の17％）となりました（表５－６）。

当局としては、今後も各県及び機構との連携を強化し、市町村、担い手農家、農業委員

会、土地改良区等に直接出向き、現場の課題解決のためのアドバイスや各種事例の横展開

により農地中間管理事業の活用を拡大させ、担い手への農地利用集積を進めていきます。

表５－６ 農地中間管理機構の借入・貸付面積の状況

（単位：ha）

うち新規集積面積②

新 潟 県 6,570 3,589 3,659 1,514 23%

富 山 県 2,330 924 935 572 25%

石 川 県 2,030 787 835 605 30%

福 井 県 1,600 1,943 1,956 652 41%

北 陸 農 政 局 計 12,530 7,243 7,385 3,343 27%

全 国 計 149,210 42,195 43,356 19,277 13%

機構の借入・貸付面積の状況
【28(2016)年4月～29(2017)年3月】

機構の借入面積 機構の貸付面積

年間集積目標面積に
対する機構の寄与度

③＝②/①

年間集積目標面積
①

資料：北陸農政局調べ
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◎段階的に集積・集約化を進めた事例

イ．農地利用集積の状況

担い手への農地利用集積率は59.1％

北陸地域においては、担い手への農地利用集積面積は平成22（2010）年度から25（2013）

年度の間は横ばいになっていましたが、26（2014）年度から再び増加しており、28（2016）

年度末には18万５千haとなり、担い手への農地利用集積率は前年度から2.3ポイント上昇

し、59.1％となっています。この担い手への農地利用集積率は、全国平均（54.0％）を上

回り、ブロック別では北海道に次ぐ２番目になっています。これは、北陸地域においては、

土地利用型農業が多いことから担い手の規模拡大意欲が高いことや、27（2015）年度に認

定農業者が増加したこと、農地中間管理事業を積極的に推進したこと等が要因と考えられ

ます。

農業従事者が高齢化し、耕作放棄地が増加していることを踏まえ、当局としては今後も

農地中間管理事業を柱とし、基盤整備と併せた推進や農地利用最適化推進委員の活動等関

係機関との連携により、担い手への農地利用集積を進めていきます（表５－７）。

○地区名：福井県越前市山室地区
えちぜん し やまむろ

当地区は多くが小規模農家であり、高齢化に伴う担い手不足等により、遊休農地の

発生が懸念される状況となっていました。このような中、機構主催の事業説明会に参

加した地区内の農業法人が中心となり、地区内の多くの農家、地主の参加を得て、地

区農業の将来について何度も話し合いが行われました。この話し合いには、機構・市

・農協の職員や農業委員も参加し、機構事業への理解を深めていく中で、参加農家等

の事業活用に向けた合意形成が図られ、平成27（2015）年度には事業により、担い手(１

農業法人と１個人)へ地区内農地の相当部分が集積されました。その後も引き続き話し

合いを重ね、28（2016）年度には、更なる担い手の経営効率化を図るため、

事業を活用した集積面積の拡大と集約化が進められました（集積率：13％→77％、

１団地の平均面積：0.1ha→3.8ha）。

なお、集積・集約化に際しては、多面的機能直接支払交付金を活用し、農地の出し

手を含む地域住民と担い手が共同で施設管理等を行う体制を構築し、担い手の負担軽

減につなげています。

実施前（平成26年度以前） 途中経過 実施後（平成28年度）
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なお、担い手への農地利用集積の内訳を見ると、認定農業者が90％、集落営農が７％と

なっていますが、認定農業者については、特に新潟県（94％）において高くなっており、

集落営農については、福井県（19％）、富山県（11％）において高くなっています（表５

－８）。

ウ．利用権設定の概要

利用権設定率は、前年度比2.7ポイントの上昇

北陸地域における「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定面積（機構が借り受けた

ものを含む。）は、平成27（2015）年度末で11万8,468haとなっており、利用権設定率（農

用地面積に占める利用権設定面積の割合）は前年度から2.7ポイント上昇し35.0％となり、

利用権設定の割合は年々増加しています（図５－８）。

（単位：ha）

表５－７ 担い手への農地利用集積の状況

表５－８ 担い手ごとの農地利用集積面積

新 潟 県 6,570 100,107 58.2% 102,874 60.0% 2,767 42.1%

富 山 県 2,330 32,909 56.0% 33,808 57.6% 899 38.6%

石 川 県 2,030 21,586 51.3% 23,328 55.8% 1,742 85.8%

福 井 県 1,600 23,332 57.5% 24,615 60.8% 1,283 80.2%

北陸農政局計 12,530 177,934 56.8% 184,625 59.1% 6,691 53.4%

全 国 計 149,210 2,350,920 52.3% 2,413,390 54.0% 62,470 41.9%

年間集積
目標面積

（ha）
（①）

担い手への農地利用集積の状況

担い手への
集積面積

（ha)【27年度
末】（②）

担い手への
集積面積

（ha)
【28年度末】

（③）

過去1年間
の集積増加
面積（ha）
（④＝③-

②）

達成率
④/①集積率 集積率

新 潟 県 102,874 (100%) 96,228 (94%) 72,962 (71%) 23,264 (23%) 630 (1%) 3,371 (3%) 2,646 (3%)

富 山 県 33,808 (100%) 29,520 (87%) 9,527 (28%) 19,994 (59%) 293 (1%) 365 (1%) 3,630 (11%)

石 川 県 23,328 (100%) 20,198 (87%) 12,372 (53%) 7,820 (34%) 233 (1%) 914 (4%) 1,983 (9%)

福 井 県 24,615 (100%) 19,371 (79%) 8,176 (33%) 11,195 (45%) 184 (1%) 287 (1%) 4,773 (19%)

北 陸 農
政 局 計

184,625 (100%) 165,316 (90%) 103,037 (56%) 62,273 (34%) 1,340 (1%) 4,937 (3%) 13,033 (7%)

計
認定新規就農

者
基本構想水
準到達者

集落営農経営
小計 個人 法人

認定農業者

資料：北陸農政局調べ

資料：北陸農政局調べ
注：1) 集落営農経営とは、特定農業団体及び複数の農業者により構成される農作業受託組織であ

って、対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っている任意組織をいう。
2) 四捨五入の関係で合計数値は一致しない場合がある。
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エ．所有権移転

前年より53.3haの増加

北陸地域における平成26（2014）年の農地の所有権移転は、4,898件（対前年比3.4％増）、

1,130.8ha（同4.9％増）となっています。

このうち、農地法によるものは3,470件（同3.3％減）、707.4ha（同1.3％増）、農業経営

基盤強化促進法によるものは1,428件（同24.1％増）、423.4ha（同11.7％増）となってい

ます（表５－９）。

図５－８ 利用権設定面積の推移

（単位：件､ha､％）

表５－９ 農地の所有権移転の推移（北陸）

所有権移転 うち､所有権 うち､所有権 うち､所有権 うち､所有権 うち､所有権 うち､所有権

総数 耕作地有償 耕作地無償 以外耕作地 耕作地有償 耕作地無償 以外耕作地

所有権移転 所有権移転 所有権移転 所有権移転 所有権移転 所有権移転

2012 4,718 3,700 2,742 946 12 1,018 994 22 2

2013 4,738 3,587 2,592 977 18 1,151 1,126 23 2

2014 4,898 3,470 2,469 995 6 1,428 1,395 33 0

対2013差 160 △ 117 △ 123 18 △ 12 277 269 10 △ 2

対2013比 103.4 96.7 95.3 101.8 33.3 124.1 123.9 143.5 0.0

2012 1,036.6 717.6 491.0 225.4 1.2 319.0 312.8 5.8 0.4

2013 1,077.5 698.3 460.4 236.6 1.3 379.2 374.9 4.2 0.1

2014 1,130.8 707.4 440.6 266.3 0.5 423.4 416.8 6.6 0.0

対2013差 53.3 9.1 △ 19.8 29.7 △ 0.8 44.2 41.9 2.4 △ 0.1

対2013比 104.9 101.3 95.7 112.6 38.5 111.7 111.2 157.1 0.0

農地法第３条許可・届出に係るもの 農業経営基盤強化促進法第１９条公告に係るもの

件
数

面
積

資料：北陸農政局調べ

資料：農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査結果」
注：「所有権耕作地」とは「所有権に基づいた農地」をいい、「所有権以外耕作地」とは

「所有権以外の権原に基づいた農地」をいう。
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オ．農地価格

農地価格は都市的農業地域、純農業地域ともに下落

全国的に農地価格は下落傾向が続いていますが、下落率は純農業地域よりも都市的農業
地域において大きくなっています（表５－10）｡

平成27（2015）年の北陸地域における農地価格は、都市的農業地域では中田が全国平均

の55％、中畑が同42％となっていますが、純農業地域では全国平均と大きな差はみられま

せん。

なお、北陸地域における農地価格は、都市的農業地域において、地目にかかわらず全国

平均より下落しています。

表５－10 生産条件別田畑の売買価格の推移
(単位：千円／10ａ）

資料：全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果（各年５月１日調べ）」

注：1) 都市的農業地域の田畑売買価格は、都市計画法による線引きが完了した市町村の市街化
調整区域内の農用地区域内における農地の売買価格である。

2) 純農業地域の田畑売買価格は、都市計画法による線引きを実施していない市町村の農用
地区域内における農地の売買価格である。

3) 中田（畑）とは、調査区域において収量水準や生産条件等が平均的な田（畑）である。
4) 下落率は、平成22(2010)年価格－27(2015)年価格）／22(2010)年価格により算出した。

平成22年 23 24 25 26 27 下落率

（2010） （2011） （2012） （2013） （2014） （2015） （2010年～2015年）

全国・中田 4,479 4,250 4,113 3,878 3,681 3,589 20%

全国・中畑 4,278 4,092 3,982 3,628 3,500 3,467 19%

北陸・中田 3,166 2,672 2,120 2,083 2,029 1,959 38%

北陸・中畑 1,895 1,854 1,460 1,563 1,514 1,460 23%

全国・中田 1,363 1,340 1,283 1,301 1,296 1,270 7%

全国・中畑 957 942 908 950 942 942 2%

北陸・中田 1,425 1,419 1,380 1,411 1,396 1,373 4%

北陸・中畑 786 781 755 784 783 777 1%

都市的農業
地域

純農業地域
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（４）荒廃農地の発生防止・解消

荒廃農地の状況把握と再生利用等に向けた取組を推進

ア．荒廃農地の現状

荒廃農地（現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作

物の栽培が客観的に不可能となっている農地）の解消を図るためには、その現状を的確に

把握した上で再生利用を進める必要があることから、「荒廃農地の発生・解消状況に関す

る調査」を実施しています。

なお、平成27（2015）年の調査結果では、北陸地域の荒廃農地の面積は１万320haとな

っています。そのうち再生利用が可能なものは2,263ha、再生利用が困難と見込まれるも

のは8,057haとなっています。また、荒廃農地対策等の取組が進められた結果、北陸地域

では251haの荒廃農地が解消されました（表５－11）。

イ．荒廃農地対策の取組

北陸農政局では、荒廃農地対策を推進することを目的に「北陸農政局耕作放棄地解消プ

ロジェクトチーム」を設置しています。平成28（2016）年度は、荒廃農地の状況や再生に

向けた優良的な取組・課題等を把握し、今後の荒廃農地対策の検討に資するため、現地調

査（５市町）を実施するとともに、解消事例を取りまとめた上で、Webサイト（ホームペ

ージ）等にて情報発信を行ったほか、市町村等への荒廃農地の解消に係る支援事業の紹介

と活用等の働きかけ等の活動を行っています。

また、北陸管内15市町村の約10haにおいて、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用

した荒廃農地の再生作業や営農再開に向けた取組が行われています（28（2016）年12月現

在）。

表５－11 荒廃農地に関する調査結果（実績値）

資料：農林水産省「平成27年の荒廃農地の面積について」

注：1) 「再生利用が可能な荒廃農地」は、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生する
ことにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれる荒廃農地」のこと

2) 「再生利用が困難な荒廃農地」は、「森林の様相を呈しているなど農地に復元するため
の物理的な条件整備が著しく困難、又は周囲の状況からみて、その土地を農地として
復元しても継続して利用することができないと見込まれる荒廃農地」のこと

3) 各県を通じて市町村から報告のあった各区分面積を集計したものであり、調査範囲が
一部区域にとどまる市町村も単純に集計している。

4) 四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。
5）全国計（実績値）には、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難指示の

あった福島県下７町村のほか、東京都下１村の計８町村を除く。

（単位：ha）

再生利用が可
能な荒廃農地

再生利用が困
難と見込まれ
る荒廃農地

荒廃農地面積
計

再生利用
された面積

844 2,782 3,627 77

153 160 313 27

979 4,087 5,066 98

287 1,027 1,314 48

2,263 8,057 10,320 251

123,839 159,279 283,119 11,371全国計（実績値）

県　　　名

新　潟　県

富　山　県

石　川　県

福　井　県

北　陸　計
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（５）優良農地の確保に向けた取組の推進

農用地区域内農地面積は増加傾向

農林水産大臣は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農用地等の確保等に

関する基本指針」(平成27（2015）年12月策定）において、37（2025）年の確保すべき農

用地等の面積（農用地区域内農地）の目標を403万haと定めています。

同基本指針に基づき、都道府県知事は、「農業振興地域整備基本方針」において、37

（2025）年の確保すべき農用地等の面積の目標を策定しています。

27（2015）年の農用地区域内農地面積は、前年に比べ新潟県、富山県及び石川県におい

て僅かに減少していますが、福井県では横ばいとなっており、各県において引き続き農用

地区域からの除外の厳格化、農用地区域への編入の促進、荒廃農地の発生抑制及び再生可

能な荒廃農地の再生等の取組を推進していくこととしています（表５－12）。

表５－12 農業振興地域の指定状況(平成27（2015）年)
(単位：千ha）

市町村数
うち農業振興地域
指定市町村数
（農業振興地域数）

新　潟　県 30  29　　(  61) 166.9 △ 0.2 168.0

富　山　県 15  15　　(  15) 55.7 △ 0.0 55.4

石　川　県 19  19　　(  19) 38.6 △ 0.2 38.8

福　井　県 17  17　　(  23) 38.2 0.0 37.8

北　　　陸 81 80　　( 118) 299.4 △ 0.4 300.0

県　　名
農用地区域内
農地面積

対前年度増減
（参　考）

基本方針の目標
農地面積（37年）

資料：北陸農政局調べ（平成27（2015）年12月31日現在）

注：1) 新潟県の粟島浦村については,農業振興地域の指定がされていない。

2) 四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

3) 基本方針の目標農地面積欄の「北陸」は、管内４県の面積目標の合計である。
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３. 経営所得安定対策の推進

（１）制度の概要

我が国の農業を安定的に発展させ、食料を安定的に供給していくためには、効率的かつ

安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を構築することが重要です。

こうした観点から、経営所得安定対策により、諸外国との生産条件の格差から生ずる不

利を補正する「畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）」と、農業者の拠出を前提とした農

業経営のセーフティネット対策として「収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）」を実施

しています。また、米の直接支払交付金については、平成26（2014）年産米から単価を

7,500円／10ａに削減した上で、29（2017）年産までの時限措置としています。

なお、26（2014）年６月に「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関

する法律」が改正され、27（2015）年産から「畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）」と

「収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）」の対象農業者を、認定農業者、集落営農及び

認定新規就農者とし、いずれも規模要件を課さないこととし、担い手が幅広く参加できる

ようにしています。

（２）畑作物の直接支払交付金の申請件数と作付計画面積

北陸地域の申請件数は102件減少し、作付計画面積は569ha増加

平成28（2016）年度の申請件数は北陸地域で4,012件となり、前年度の申請件数と比べ

102件減少しましたが、作付計画面積は、北陸地域で２万7,893haとなり、前年度の作付計

画面積と比べ569ha増加しました。

申請件数では、個人、集落営農が減少し、法人が増加しました。作付計画面積では、小

麦、大豆及びそばが増加し、六条大麦となたねが減少しました（表５－13、５－14）。

表５－13 平成28（2016）年度畑作物の直接支払交付金の申請件数

(単位：件)

新潟県 1,776 1,625 1,270 355 147 4 3 1

富山県 901 772 344 428 123 6 5 1

石川県 489 412 291 121 70 7 7 0

福井県 846 621 383 238 222 3 3 0

北陸計 4,012 3,430 2,288 1,142 562 20 18 2

（27年度） (4,114) (3,480) (2,397) (1,083) (614) (20) (18) (2)

全国計 46,332 41,979 35,751 6,228 4,036 317 302 15

（27年度） (46,213) (41,556) (35,910) (5,646) (4,428) (229) (215) (14)

法　人
県　名 合計

認定農業者
集落営農

認定新規就農者

小計 個人 法　人 小計 個人

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：27（2015）年度は、27（2015）年７月末時点の申請件数である。
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（３）収入減少影響緩和交付金の申請件数と申請面積

北陸地域の申請件数は138件減少し、申請面積は1,882ha増加

平成28（2016）年産の申請件数は北陸地域で１万7,146件となり、前年産の申請件数と

比べ138件減少しましたが、申請面積は、北陸地域で12万4,295haとなり、前年産の申請面

積と比べ1,882ha増加しました（表５－15、５－16）。

表５－15 平成28（2016）年産収入減少影響緩和交付金の申請件数

表５－14 平成28（2016）年度畑作物の直接支払交付金の作付計画面積

(単位：件)

小計 個人 法　人 小計 個人 法　人

新潟県 12,661 12,473 11,766 707 141 47 46 1

富山県 1,518 1,333 829 504 173 12 10 2

石川県 1,790 1,668 1,435 233 96 26 25 1

福井県 1,177 933 669 264 234 10 10 0

北陸計 17,146 16,407 14,699 1,708 644 95 91 4

（27年産） (17,284) (16,511) (14,911) (1,600) (698) (75) (71) (4)

全国計 109,533 104,855 96,919 7,936 4,080 598 589 9

（27年産） (112,089) (107,056) (99,809) (7,247) (4,548) (485) (474) (11)

県　名 合計
認定農業者

集落営農
認定新規就農者

（単位：ha）

４麦計

新潟県 255 37 － 217 － 4,769 1,185 11 － － 6,219

富山県 3,304 56 － 3,248 － 4,513 492 26 － － 8,335

石川県 1,251 48 － 1,204 － 1,470 245 6 － － 2,972

福井県 5,161 135 － 5,026 － 1,652 3,554 － － － 10,367

北陸計 9,971 276 － 9,695 － 12,404 5,477 42 － － 27,893

（27年度） (9,864) (159) (－) (9,705) (－) (12,100) (5,317) (45) (－) (－) (27,325)

全国計 241,482 204,527 15,208 16,965 4,782 130,001 52,258 1,649 61,022 15,365 501,777

（27年度） (243,866) (206,271) (15,537) (17,078) (4,980) (124,258) (50,437) (1,321) (59,105) (15,428) (494,415)

合計
小麦 二条大麦 六条大麦 はだか麦

でん粉
原料用

ばれいしょ
県　名 大豆 そば なたね てん菜

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：27（2015）年度は、27（2015）年７月末時点の作付計画面積である。

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：27（2015）年産は、27（2015）年７月末時点の申請件数である。
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（４）米の直接支払交付金の申請件数と作付計画面積

北陸地域の申請件数と作付計画面積は前年度と比べて減少

平成28（2016）年度の申請件数は北陸地域で９万73件となり、前年度の申請件数と比べ

6,372件減少しました。また、作付計画面積は、生産数量目標の減少等により、北陸地域

で16万2,116haとなり、前年度の作付計画面積と比べ2,110ha減少しました（表５－17）。

表５－17 平成28（2016）年度米の直接支払交付金の申請件数と作付計画面積

表５－16 平成28（2016）年産収入減少影響緩和交付金の申請面積

新潟県 44,047 43,137 772 138 83,860

富山県 17,393 16,643 521 229 33,133

石川県 13,739 13,386 254 99 22,676

福井県 14,894 14,388 283 223 22,446

北陸計 90,073 87,554 1,830 689 162,116

（27年度） (96,445) (93,992) (1,704) (749) (164,226)

全国計 796,909 783,966 8,599 4,344 1,035,559

（27年度） (841,243) (828,703) (7,857) (4,683) (1,050,852)

県　名

申請件数（件） 作付計画
面積
　(ha)

 う　ち
個　人

う　 ち
法　人

 う      ち
集落営農

（単位：ha）

新潟県 56,213 232 4,249 － － 60,694

富山県 20,104 3,327 4,481 － － 27,912

石川県 13,142 1,366 1,474 － － 15,983

福井県 12,829 5,287 1,590 － － 19,706

北陸計 102,289 10,212 11,794 － － 124,295

（27年産） (100,731) (10,049) (11,633) (-) (-) (122,413)

全国計 553,252 243,264 124,456 58,045 11,437 990,455

（27年産） (550,037) (242,875) (117,256) (57,447) (11,402) (979,017)

合計県　名 米 麦 大豆 てん菜
でん粉
原料用

ばれいしょ

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：27（2015）年産は、27（2015）年７月末時点の申請面積である。

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：27（2015）年度は、27（2015）年７月末時点の申請件数と作付計画面積である。
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４．農業の生産基盤の整備

（１）生産基盤の整備・推進の方向

基幹的水利施設の戦略的な保全管理や生産基盤整備の推進

ア．生産基盤の整備

農地や農業用用排水施設等は、農業を支える重要な基盤であり、国民全体が食料の安定

供給だけでなく国土の保全等の多面的機能の便益を享受することから、中長期的な視点に

立って、それらを整備し保全管理していくことが重要となっています。

平成28（2016）年８月に５か年間（28（2016）～32（2020）年度）の土地改良事業の基

本となる「土地改良長期計画」が策定され、豊かで競争力ある農業、美しく活力のある農

村、強くてしなやかな農業・農村といった政策課題の解決に向けた施策を実施しています。

農業農村整備事業により、稲作等の労働時間を低減させ、生産コストを削減するととも

に、創出した労働時間を活用して、野菜等の高収益作物の生産拡大等を図り、所得の向上

につながる農地整備を展開し、国土強靭化を図るために、基幹的な農業水利施設の老朽化

や地震・豪雨等の自然災害リスクに対応した農業水利施設の戦略的保全管理、機能強化を

行うため長寿命化・耐震化対策、洪水被害対策等を推進することとしています。

このため、国営土地改良事業等により、農業水利施設の保全管理・整備を推進するとと

もに、水田の大区画化、汎用化等により農地の集積と高収益作物導入等を図るために各種

事業を推進しています。

イ．国営土地改良事業地区調査

（ア）「新津郷阿賀野川左岸」地区
にい つ ごう あ が の がわ さ がん

本地区は、新潟県の下越地域に位置する新潟市、五泉市、阿賀野市及び南蒲原郡田上町
に い が た し ご せ ん し あ が の し みなみかんばらぐんたがみまち

にまたがる農地面積約7,200haの水田地帯です（図５－９）。

ａ．地区の現状と課題

本地区の基幹的な農業水利施設は、国営かんがい排水事業「阿賀野川用水地区」（昭和

36（1961）年度～58（1983）年度）及び「新津郷地区」（昭和47（1972）年度～平成元

（1989）年度）により造成されましたが、造成後約40年を経過したものもあり、経年的な

施設の劣化による揚排水機場の主ポンプの腐食や油漏れ、幹線用水路目地部の剥離が見ら

れるなど、農業用水の安定供給や排水機能の維持に支障を来すとともに、施設の維持管理

に多大な費用と労力を要しています。

さらに、水稲の作付品種の変化や高温障害対策等による用水需要の変化、長大水路に起

因する受益地下流部での用水量不足、用水の到達時間の遅れに伴い、番水による対応が常

態化するなど広域的な用水計画の見直しが必要な状況にあります。

ｂ．事業構想

本事業により、老朽化が進行している農業水利施設の改修を行うとともに、用水需要に

弾力的かつ効率的に対応するための農業水利システムの整備と併せて施設の統廃合を含め

た広域的な用水計画の再編を行うことにより、農業用水の安定供給や排水機能の維持及び

維持管理に要する費用と労力の軽減を図ることとしています。

・主要工事：揚水機場（改修）、排水機場（改修）、幹線用水路（改修）、幹線排水路（改修）
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（イ）「河北潟周 辺」地区
か ほくがたしゆうへん

本地区は、石川県のほぼ中央部に位置する金沢市、かほく市、河北郡津幡町及び内灘町
かなざわ し か ほくぐん つ ばたまち うちなだまち

の２市２町にまたがる干拓地とその周辺農地です。干拓地は約1,000haの県内有数の畑地

帯です。周辺農地は約2,100haであり、水田が中心となっています（図５－10）。

ａ．地区の現状と課題

本地区の防潮水門及び排水機場等は、河北潟干拓地及び河北潟沿岸地域の農地の排水条

件の確保や本地区の用水源となる河北潟調整池への海水の浸入防止を目的として、国営干

拓事業河北潟地区（昭和38（1963）年度～60（1985）年度）及び国営干拓附帯土地改良事

業（昭和38（1963）年度～48（1973）年度）によって整備された農業水利施設です。

しかし、近年では、降雨強度の増加、都市化の進展等による排水の流出形態の変化等に

起因して現況の農業用用排水施設の機能が低下し、湛水被害等が発生しています。

ｂ．事業構想

本事業では、防潮水門、排水機場及び排水路を改修し、農業用用排水施設の機能を回復

することにより湛水被害等を防止し、農業生産の維持及び農業経営の安定を図り、もって

国土の保全に資するものです。

・主要工事：防潮水門（改修）、排水機場（改修）、排水路（改修）

図５-９ 地区概要図

水田揚水機場
す い た

ポンプの老朽化

左岸低位西幹線用水路

トンネル目地からの漏水

左岸中央幹線用水路

水路目地からの漏水
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既往最大規模の豪雨による

洪水被害の状況

（平成25（2013）年8月23日）

干拓地内の排水路から溢水

沿岸地域の農地が湛水

（２）直轄事業

平成28（2016）年度は11地区でかんがい排水、１地区で総合農地防災事業を実施

ア．国営かんがい排水事業

平成28（2016）年度は、用水改良事業として新潟県の柏 崎周辺（二期）、加治川用水、関川
かしわざき か じ か わ せきかわ

用水（一期）及び石川県の手取川流域、河北潟、福井県の九頭 竜 川下流（二期）の６地
て ど り がわ かほくがた く ず りゆうがわ

区、排水改良事業として新潟県の新川流域、新川流域二期（一期）、刈谷田川右岸排水及
しんかわ しんかわ かり や た がわ

び富山県の射水平野の４地区で、事業を実施しています（表５－18）。
い み ず

また、事業着手準備地区として新潟県の信濃川左岸流域の全体実施設計を実施していま
しな の がわ

す。

内灘

3

10

図５-10 地区概要図
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イ.国営土地改良事業地区における営農推進

北陸農政局では、「北陸農政局国営土地改良事業地区営農推進検討連絡会」を設置し、

国営土地改良事業で整備された基盤を活かした営農を支援しています。平成28（2016）年

度は、新潟県の佐渡地区（25（2013）年度事業完了）と福井県の九頭 竜 川下流地区を重
さ ど く ず りゆうがわ

点地区として、営農推進を行うための取組を行っています。

具体的には、新潟県の佐渡地区においては、26（2014）年度から地元関係農家の協力を
さ ど

得て、先進地視察や、柿とアスパラガスのモデル展示ほ場を活用した畑地かんがいの効果

の調査や、佐渡市内において「畑地かんがい営農講演会（ダムの水をつこうて儲けんかっ
さ ど もう

ちゃ！）」を開催し、畑地かんがいの成果を報告するとともに、地域の仲間づくりから園

芸振興を図っている農業者を招いての講演を行いました。また、これらの取組や営農情報

をパンフレットに取りまとめ、地域住民へ情報提供するなど、地元農家や関係機関への畑

地かんがい営農に対する機運が高まるような取組を行いました。

表５－18 国営かんがい排水事業実施状況（平成28（2016）年度、事業実施地区）

事 業 目 的

地 区 名

県名

用水改良 排水改良 主な事業内容

受
益
面
積

　
　
　
管
理
確
保

1)
農
業
用
水
の

　
　
　
合
理
化

2)
水
利
用
の

　
　
　
効
率
化

3)
水
管
理
の

　
　
　
汎
用
化

　
水
田
の

　
農
地
防
災

　
ダ
ム

　
頭
首
工

　
揚
水
機
場

　
排
水
機
場

　
用
水
路

　
排
水
路

　
水
管
理
施
設

　
　
改
修
・
更
新

4)

施
設
の

（ha）（県別着工順）

刈 谷 田 川 右 岸 排 水 ○ ○ ○ 3,723

福井県

○ ○

県名

　
　
　
管
理
確
保

1)
農
業
用
水
の

　
　
　
合
理
化

2)
水
利
用
の

　
　
　
効
率
化

3)
水
管
理
の

　
　
　
汎
用
化

　
水
田
の

　
農
地
防
災

　
ダ
ム

　
頭
首
工

　
揚
水
機
場

　
排
水
機
場

　
用
水
路

　
排
水
路

　
水
管
理
施
設

　
　
改
修
・
更
新

4)

施
設
の

（ha）

新潟県

柏 崎 周 辺 （ 二 期 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3,590

新 川 流 域 ○ ○ ○ 19,535

加 治 川 用 水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6,121

新川流域二期（一期） ○ ○ ○ ○ 19,535

関 川 用 水 （ 一 期 ） ○ ○ ○ ○ ○ 5,832

信 濃 川 左 岸 流 域 ○ ○ ○ ○ 4,501

富山県 射 水 平 野 ○

石川県
手 取 川 流 域 ○ ○

○

○ ○ ○ 3,153

河 北 潟 ○ ○ ○ 851

○ ○ ○ 7,402○

九頭竜川下流（二期） ○ ○ ○ 11,642○ ○

資料：北陸農政局作成

注：1) 農業用水の管理確保：新規に農業用水を確保し用水補給を行う。
2) 水利用の合理化：取水施設の統合や施設の更新を行い安定した取水と水利用を行う。
3) 水管理の効率化：用水路のパイプライン化や水管理施設（集中管理）を建設し営農

の省力化を行う。
4) 施設の改修・更新：老朽化した施設を改修し維持管理の節減を行う。
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一方、福井県の九頭 竜 川下流地区では、国営事業で整備した長大かつ大規模なパイプ
く ず りゆうがわ

ラインにより配水されるきれいで冷たい水を活用し、地域の農業構造や営農形態の変化に

適応していくため、16（2004）年度から「九頭竜 川下流地区技術検討委員会（農業部会）」
く ず りゆうがわ

を設置しています。農業部会では、末端給水栓までの水温がほとんど変わらないことを活

用し、水稲の高温障害回避と品質向上を目指した夜間かんがいの取組や自然水圧を利用し

たチューブかん水による水田園芸等の様々な実証試験を通じて、新たな営農展開の可能性

を示しています。また、開水路からパイプライン化されたことにより生み出された旧水路

の跡地では、広く一般の方々が集う場所として「せせらぎ水路公園」が整備されており、

「おさんぽマルシェ」等の各種イベントが定着しています。この他、地元新聞への記事掲

載に参画し地域住民へのＰＲ活動を行うなど、様々な機会を捉えて事業効果や営農に関す

る情報を発信しています。

ウ．国営総合農地防災事業

平成28（2016）年度は、富山県の庄 川左岸の１地区で事業を実施しています。本地区
しょうがわ

では、流出形態の変化により機能低下した施設の改修・更新を行っています（表５－19）。

畑地かんがい営農講演会の様子

（新潟県 佐渡地区）
さ ど

アスパラガスのチューブかん水（実証）

（福井県 九頭 竜川下流地区）
く ず りゆうがわ

表５－19 国営総合農地防災事業の実施状況（平成28（2016）年度、事業実施地区）

事 業 目 的

地 区 名

（県別着工順）

受

益

面
積

（ha）

6,212

県名

用水改良 排水改良

○

　
水
田
の

　
農
地
防
災

　
ダ
ム

　
頭
首
工

　
水
管
理
施
設

○庄 川 左 岸

4)

施
設
の

○

主な事業内容

　
　
　
管
理
確
保

1)
農
業
用
水
の

　
　
　
合
理
化

2)
水
利
用
の

　
　
　
効
率
化

　
排
水
路

　
　
　
汎
用
化

　
用
水
路

3)
水
管
理
の

富山県

　
　
改
修
・
更
新

　
排
水
機
場

○

　
揚
水
機
場

資料：北陸農政局作成

注：1) 農業用水の管理確保：新規に農業用水を確保し用水補給を行う。
2) 水利用の合理化：取水施設の統合や施設の更新を行い安定した取水と水利用を行う。
3) 水管理の効率化：用水路のパイプライン化や水管理施設（集中管理）を建設し営農の省力

化を行う。
4) 施設の改修・更新：機能低下した施設を改修し維持管理の節減を行う。
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（３）自治体等の事業（補助事業、交付金等）

事業の重点化と地方の裁量の拡大

ア．農業競争力の強化を図る農業生産基盤の整備

食料自給率の向上を図るとともに、農業の有する多面的機能が将来にわたって発揮され

るためには、担い手への農地集積・集約の加速化や農業の高付加価値化の推進等により、

競争力ある「攻めの農業」を展開し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えるこ

とが不可欠です。

このためには、大区画化・汎用化等の農地の整備や農業水利施設等の必要な整備を総合

的にかつ、迅速に行うことが重要であることから、それらを集中的に行うため、平成24

（2012）年度補正予算において農業競争力強化基盤整備事業が創設されました。事業の実

施に当たっては、対象地区を効率的な生産が可能なまとまった農地が広がる地域に限定す

ること等により事業の重点化を図っています。

28（2016）年度は、164地区（新潟県80、富山県43、石川県28、福井県13）で実施して

います（表５－20）。

また、持続可能な力強い農業の実現に向けて、農地集積を加速化するために、24（2012）

年度補正予算において農業基盤整備促進事業が、また、27（2015）年度予算において農地

耕作条件改善事業が創設され、けい畔除去によるほ場の区画拡大や暗渠排水の実施等を地
あんきよ

域の実情に応じて、迅速かつきめ細かく対応しています。

農業基盤整備促進事業について、28（2016）年度は、93地区（新潟県46、富山県３、

石川県２、福井県42）で実施しています（表５－21）。

(単位：地区）

(単位：地区、ha)

表５－20 農業競争力強化基盤整備事業の実施状況（平成28（2016）年度）

表５－21 農業基盤整備促進事業の実施状況（平成28（2016）年度）

地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積 地区数 受益面積

農地整備事業 68 12,385 37 2,156 28 1,034 11 855 144 16,430

水利施設整備事業 12 22,245 6 16,181 0 0 2 654 20 39,080

計 80 34,630 43 18,337 28 1,034 13 1,509 164 55,510

北陸局　計
区　　　分

新　潟　県 富　山　県 石　川　県 福　井　県

区　　　分 新　潟　県 富　山　県 石　川　県 福　井　県 北陸局　計

県 営 分 － 3 1 5 9

市町村営分 7 － － 7 14

団体営分 39 － 1 30 70

計 46 3 2 42 93

資料：北陸農政局調べ

資料：北陸農政局調べ
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農地耕作条件改善事業について、28（2016）年度は、164地区（新潟県66、富山県38、

石川県32、福井県28）で実施しています（表５－22）。

イ．地域の創意工夫による農業生産基盤の総合的な整備

農業農村整備事業では、地域の創意工夫を活かした効率的な整備を図るため、地方の裁

量の拡大等積極的に補助金改革に取り組んでいます。各自治体では、各種の交付金制度を

活用し、地域のニーズにあった計画を自ら策定し、自主的に農業生産基盤の整備を実施し

ています（表５－23）。

表５－22 農地耕作条件改善事業の実施状況（平成28（2016）年度）
(単位：地区）

表５－23 農山漁村地域整備交付金（農業農村整備事業関係分）（平成28（2016）年度）

区　　　分 新　潟　県 富　山　県 石　川　県 福　井　県 北陸局　計

県 営 分 8 － 1 1 10

市町村営分 14 11 20 5 50

団体営分 44 27 11 22 104

計 66 38 32 28 164

区　分 新潟県 富山県 石川県 福井県 北陸局計

事業実施地区数 163 32 74 36 305

（参考）北陸管内の農業基盤の状況

《田の区画及び排水状況》

資料：北陸農政局調べ

資料：北陸農政局調べ

注：自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と創意工夫による
農山漁村地域の整備を推進するため、自治体がその裁量により地区間や農業農村、森林、
水産の事業間の流用及び年度間の融通が可能な地方の自主性を尊重した交付金制度（平成
22（2010）年度創設）
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（単位：ha）

ウ．農地等の防災対策

近年、全国的に集中豪雨や地震等の災害により、農業水利施設が被災し、農用地だけで

なく地域住民の生命や財産、公共施設に甚大な被害が発生しています。

そのため、平成25（2013）年度から27（2015）年度には、防災重点ため池及び受益面積

0.5ha以上のため池を対象に一斉点検を実施し、その結果を踏まえて、下流に住宅や公共

施設等があり、施設が決壊した場合に影響を与えるおそれがある等の「防災重点ため池」

を優先的に耐震調査等を実施し対策（ため池整備事業等）を進めるとともに、ハザードマ

ップ等の減災対策（調査計画事業）も併せて進めています。

また、北陸地域は、全国の地すべり防止区域の３割を占める有数の地すべり地域であり、

地すべり対策も重要な課題です（表５－24）。

これらに対応するため、農業用施設の整備状況や利用状況等を把握し、地域の実情に即

した施設の整備、利用及び保全を総合的に実施することで、農業生産性の維持及び農業経

営の安定を図ることに取り組んでいます（表５－25）。

（単位：区域、ha）

区 分 全 国 北 陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

防止区域数 1,971 474 337 46 84 7

面 積 111,905 37,007 29,248 2,765 4,661 333

北 陸 新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県

県 名 地 地 地 地 地

事 業 区 分 区 受 益 区 受 益 区 受 益 区 受 益 区 受 益

数 面 積 数 面 積 数 面 積 数 面 積 数 面 積

農村地域防災減災事業 211 150,032 101 117,772 36 24,407 47 3,549 27 4,304

エ．災害復旧

北陸地域における平成28（2016）年の農地・農業用施設の災害査定額は１億８千万円

であり、過去10か年（18（2006）年～27（2015）年）の平均額約26億円の6.9％となって

います（表５－26、図５－11）。

資料：北陸農政局調べ

表５－24 農村振興局所管地すべり防止区域（平成29（2017）年２月現在）

表５－25 農村地域防災減災事業の実施状況（平成28（2016）年度）

資料：北陸農政局調べ
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オ．土地改良施設の維持管理

土地改良施設の維持管理は、土地改良区等が自ら行いその費用を負担することを原則と

しています。しかしながら、土地改良施設は、農業生産を支える基本的施設であると同時

に、多面的機能の発揮等、地域にとっても重要な社会資本としての役割を担っています。

そのため、特に公共性の高い一定の施設については、国営造成施設県管理費補助事業や

基幹水利施設管理事業により県や市町村の管理に対して助成するとともに、土地改良区等

が管理する施設に関しても、国営造成施設管理体制整備促進事業や土地改良施設維持管理

適正化事業等により、管理体制の整備や施設の整備補修に対する支援を行っています（表

５－27）。

表５－26 平成28（2016）年発生災害の査定件数と査定額

資料：北陸農政局調べ

注：農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（暫定法）に係る

災害査定を表す。

北  陸 新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県

96 19 29 43 5

180 46 52 47 35

(50%) (14%) (127%) (-%) (1750%)（対前年比）

区　分

査 定 件 数

査 定 額

資料：北陸農政局調べ

注：暫定法で定める農地、農業用施設のみ

図５－11 近年10か年及び平成28（2016）年の災害査定件数と査定額（北陸）

（単位：件、百万円）
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カ．土地改良区の組織運営基盤強化

土地改良区は、農業生産を行うのに欠かせない農業用用排水施設の整備・管理や農地の

整備（土地改良事業）を目的に設立された農業者の団体です。土地改良区の活動は、農業

用水を確保するためのダム等の水源や用水路の管理及び農地や地域の雨水、集落からの排

水等を安全かつ確実に排除するための排水路の管理を行うことです。

土地改良区は、大切な国民の財産ともいえる農地や農業用水を守り育て、豊かな地域資

源を次世代に引き継ぐ役割を担っています。

北陸管内には、平成28（2016）年度末現在で351の土地改良区があります。管内の土地

改良区を面積別にみると、100ha未満が24.5％、100～300haが24.8％となっているように、

300ha未満の土地改良区が約半分を占めています。

表５－27 平成28（2016）年度土地改良施設管理強化対策の実施状況

資料：北陸農政局調べ

注：管内実施状況の（ ）書きは、前年度実績である。

事業主体 管　内　実　施　状　況

・ 新潟県11地区(11)
富山県 1地区( 1)

・非農地面積２割以上 石川県 4地区( 4)
・河川管理に著しい影響 福井県 0地区( 0)
・関係受益面積がおおむね3,000ha以上　等 　計　16地区(16)
・補助率：1/3(平成7年度以前採択地区 40％)
・

新潟県15地区(15)
・対象施設：ダム､頭首工､排水機場､用水機場､ 富山県 2地区( 2)

　　　　　排水樋門及び幹線用排水路 石川県 0地区( 0)
・非農地面積１割以上 福井県 3地区( 3)
・ 　計　20地区(20)

・補助率：30％
＜国営造成水利施設保全対策指導事業＞

・ 新潟県 4地区(13)、富山県 3地区(3)
石川県 1地区( 1)、福井県 1地区(2)
　計　 9地区(19)

・国庫負担率：10/10
＜国営造成水利施設保全対策推進事業＞ 新潟県 1地区(2)、富山県 0地区(0)

・施設の保全に係る権利の設定及び更新 石川県 1地区(0)、福井県 1地区(1)
・国庫負担率：10/10 　計　 3地区(3)

≪管理体制整備型≫ 新潟県15地区(15)、富山県 5地区(6)
・ 石川県 6地区( 6)、福井県 2地区(2)

　計　28地区(29)
・補助率：1/2

≪操作体制整備型≫
・ 管内該当なし(0)

・補助率：内地60％､北海道70％､沖縄85％､奄美85％
・ 新潟県137地区(140)

富山県 42地区( 55)
石川県 55地区( 52)

・事業費：200万円以上 福井県 37地区( 56)
補助率：30％ 　計　271地区(303)

・

・補助率：30％

事　業　名 事　業　概　要　等

公
　
的
　
管
　
理

国営造成
施設県管
理費補助

都道府県が管理する国営造成施設で一定規模以上
の排水機場、防潮水門、ダム及び頭首工

都道府県

基幹水利
施設管理
事　　業

市町村等が土地改良区と連携を図りつつ基幹的な
国営造成施設の公共・公益的機能を強化した管理
事業を実施

市町村等

受益面積がおおむね1,000ha（地盤沈下地帯に
あっては500ha）以上　等

国営造成
水利施設
保全対策

国
国営土地改良事業で造成された基幹的農業水利施
設について、施設長寿命化のための機能診断の実
施、及び管理者への指導助言

国

管

理

体

制

 
・

整

備

の

支

援

国営造成
施設管理
体制整備
促進事業

都道府県

市町村

国営造成施設及び附帯県営造成施設を管理する土
地改良区等の管理体制の整備

土地改良区
等

新潟県 1地区(0)

国営事業完了２年前から２年間において、土地改
良区等の操作技術の習熟と操作体制の整備

土地改良
施設維持
管理適正
化 事 業

土地改良施設の定期的な整備補修（施設の一部更
新を含む。）及び農地の利用形態に即応した整備
改善を実施

土地改良区
等

基幹水利
施設保全
管理対策

(施設管理技術
者育成対策)

基幹水利施設の日常管理に携わる施設管理者に対
し、ストックマネジメント技術、リスク管理技
術、省エネ対策技術等の習得を支援 都道府県
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県別にみると、新潟県及び富山県の土地改良区の面積規模はやや大きく、４割が

1,000ha以上となっています（表５－28、図５－12）。

近年、土地改良区は、集落機能の低下や農業従事者の高齢化、農産物価格の低迷による

農家所得の減少等社会経済情勢の変化により、管理体制や財政基盤が脆弱化し、その役割

や機能を十分に果たせなくなっているものもあります。

このため、27（2015）年３月に閣議決定された新たな食料・農業・農村基本計画では、

「農業経営の安定や食料の安定供給、農業の多面的機能の発揮等の実現に向けての責務」

を土地改良区が果たしていくためにも、「合併等による組織運営基盤の強化や技術向上等

による事業実施体制の強化を引き続き促進」することとされており、合併等により、土地

改良区の組織運営基盤の強化を図ることが重要となっています。

このため、各県は、「土地改良区統合整備基本計画」を策定し、土地改良区の統合整備

を推進しています。

北陸農政局は、27（2015）年度から組織運営基盤や事業実施体制の強化に向けて、土地

改良区自らが「土地改良区体制強化基本計画」を作成する取組を各県と連携して促進する

とともに、引き続き、補助事業（土地改良区体制強化事業）により土地改良区の統合整備

を支援しているところです。

資料：農林水産省調べ

表５－28 北陸管内の土地改良区数の推移

昭和38年
(1963)

60
(1985)

平成７年
(1995)

17
(2005)

22
(2010)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

新潟県 289 158 133 106 92 90 86 84

富山県 363 214 198 95 85 78 73 71

石川県 296 228 161 92 77 72 72 70

福井県 362 268 250 172 139 129 129 126

北陸計 1,310 868 742 465 393 369 360 351

全　国 12,974 8,476 7,681 5,853 5,040 4,730 4,646 4,585

資料：農林水産省調べ

図５－12 面積規模別土地改良区の割合（平成28（2016）年度）
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５．水田フル活用と米政策の見直し

（１）制度の概要

米政策改革については、きめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供等の環

境整備を進め、需要に応じた生産を推進するとともに、平成30（2018）年産を目途に、行

政による生産数量目標配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ生産者

や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行えるよう行政、生産者団体、

現場が一体となって取り組むこととしています。

また、水田をフルに活用し、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため飼料用米、

米粉用米、麦、大豆等の戦略作物については、水田活用の直接支払交付金による支援等を

通じ、生産性の向上と生産拡大を推進しています。

（２）水田活用の直接支払交付金の戦略作物の作付計画面積

北陸地域の作付計画面積は1,784ha増加

平成28（2016）年度の戦略作物の作付計画面積は、北陸地域で４万1,719haとなり、前

年度の作付計画面積と比べ1,784ha増加しました。具体的には、飼料作物と米粉用米が減

少し、その他の作物については増加しました。特に飼料用米が大幅に増加しました（表５

－29）。

表５－29 水田活用の直接支払交付金の戦略作物の作付計画面積

（単位：ha）

WCS用稲 米粉用米 飼料用米

新潟県 244 4,748 386 5,882 363 1,461 4,058 6,672 17,932 1,008 10 6,327

富山県 3,477 4,777 385 1,301 381 106 814 1,088 11,029 562 27 2,810

石川県 1,042 1,203 45 836 94 50 692 815 3,941 251 1 1,217

福井県 5,386 1,687 50 1,257 122 11 1,125 438 8,818 3,633 0 997

北陸計 10,150 12,414 866 9,276 960 1,628 6,688 9,013 41,719 5,455 38 11,351

（27年度） (9,936) (12,121) (932) (8,236) (882) (2,050) (5,304) (8,710) (39,935) (5,340) (41) (11,560)

全国計 172,272 117,310 108,554 136,094 41,490 3,428 91,176 50,396 584,627 36,841 828 39,582

（27年度） (170,455) (113,552) (105,974) (122,235) (38,226) (4,245) (79,766) (46,616) (558,835) (35,205) (622) (44,423)

合計
（参考）
そば

（参考）
なたね

（参考）
備蓄米

県　名 麦 大豆
飼料作物
（除WCS用

稲）

新規需要米
加工用米

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」（平成28（2016）年

11月１日公表）

注：1) 27（2015）年度は、27（2015）年７月末時点の作付計画面積である。

2) そば、なたね、備蓄米については、産地交付金の支援対象である。
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（３）米の需給調整の状況

平成28（2016）年産米の生産数量目

標に対する管内各県の取組状況は、富

山県、石川県及び福井県については引

き続き生産数量目標の範囲内の主食用

水稲作付けとなりました（図５－13）。

新潟県については、飼料用米の取組

が27（2015）年産の3,414haに比べ、28

（2016）年産は4,058haと644ha増加し、

主食用米の過剰作付は4,424ha（対前年

176ha減）となりました。

また、27（2015）年産米から、仮にこれだけ生産すれば、生産の次年度の期末(６月末)

在庫数量が過去の平均水準に近づくものとして、生産数量目標と併せて自主的取組参考値

を都道府県別に設定し、管内各県においても市町村等に配分したところ、富山･石川･福井

県で、自主的取組参考値を下回る作付けとなりました（表５－30）。

近年、米の供給が過剰基調で推移する中、食料自給率・食料自給力の向上を図るための

水田活用の直接支払交付金（①戦略作物助成、②二毛作助成、③耕畜連携助成、④産地交

付金）により新規需要米（飼料用米・ＷＣＳ用稲（稲発酵粗飼料用稲）等）・加工用米等

の非主食用米の生産が増えてきています（図５－14）。

表５－30 米の需給調整の取組状況

〔20年度〕 水稲作付面積：164万ha

主食用米：160万ha

加工用米：2.7万ha

新規需要米：1.2万ha

非主食用米計：4.0万ha

大豆
13万ha

麦
17万ha

内訳
飼料用米：0.1万ha
WCS：0.9万ha

（単位：ha）

生産数量
目標の面積換

算値
①

自主的取組参
考値の面積換

算値
②

主食用米作付
面積
③

超過作付
面積

（対生産数量目

標）

③－①

超過作付
面積

（対自主的取組参

考値）

③－②

生産数量
目標の面積換

算値
①

自主的取組参
考値の面積換

算値
②

主食用米作付
面積
③

超過作付
面積

（対生産数量目

標）

③－①

超過作付
面積

（対自主的取組参

考値）

③－②

新潟県 97,076 96,048 101,500 4,424 5,452 97,800 94,990 102,400 4,600 7,410
富山県 34,205 33,837 33,800 △ 405 △ 37 34,600 34,020 34,200 △ 400 180
石川県 23,566 23,312 23,200 △ 366 △ 112 23,900 23,440 23,600 △ 300 160
福井県 23,914 23,656 23,600 △ 314 △ 56 24,200 23,790 23,900 △ 300 110
北陸計 178,761 176,853 182,100 3,339 5,247 180,500 176,240 184,100 3,600 7,860

県名

２８年産米 ２７年産米

資料：北陸農政局調べ

図５－13 生産数量目標に対する主食用水稲

作付面積の割合

資料：農林水産省「平成28年産の都道府県別の生産数量目標、主食用米生産量等の状況（12月２日現在）」

（平成28（2016）年12月公表）

図５－14 水田における土地利用の状況（全国）

資料：農林水産省調べ

主食用米：１３８万ｈａ

〔２８年度〕 水稲作付面積：１６１万ｈａ 加工用米：5.1万ｈａ 新規需要米：13.9万ha(9.1ha)

備蓄米：4.0万ｈａ

大豆 麦
12万ｈａ 17万ｈａ
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（４）飼料用米生産拡大の推進

飼料用米の生産拡大の推進に向けては、水田フル活用の推進と併せて、農業者が飼料

用米の生産を継続的に取り組めるよう、多収品種の種子の確保や多収品種の導入等による

コスト低減を進めるため、北陸農政局では、管内の県、市町村、農業者団体及び農業者へ

の支援事業等の紹介や飼料用米の生産拡大に向けた会議等を開催しました。

飼料用米については、各県において主食用米からの転換が進み、北陸地域の平成28

（2016）年産飼料用米の作付面積は6,689haとなり、27（2015）年産に比べ26％増加しま

した（図５－15）。

農林水産省では、飼料用米等の生産コスト低減を図るため、農業者が取り組みやすい

飼料用米のコスト低減策を示した「飼料用米生産コスト低減マニュアル」の周知や、25

（2013）年度から「大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業」により、多収品種や直播栽

培等の導入実証を支援しています。

また、飼料用米生産農家の生産に係る技術の向上を図るため、農林水産省及び一般社団

法人日本飼料用米振興協会が、28（2016）年度から「飼料用米多収日本一」コンテストを

実施し、生産技術の面から先進的で他の模範となる経営体を表彰しています。

28（2016）年度は、北陸ブロックにおいては、管内から85点の応募があり、単位収量の

部で２点、地域の平均単収からの増収の部で２点が、以下の賞を受賞しました。

北陸農政局では、受賞された方の取組概要をWebサイト（ホームページ）に掲載し、広

く紹介しました。

図５－15 飼料用米の作付面積の推移

資料：農林水産省「新規需要米の取組計画認定状況」
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「飼料用米多収日本一」コンテストにおける北陸管内の受賞者の概要

【単位収量の部】
日本農業新聞賞・・・地﨑 啓 氏（富山県高岡市）

ぢ さき けい たかおか し

28（2016）年産から飼料用米の生産を始め、多収品種「やまだわら」（晩生）を
大豆後作と慣行田に作付けしています。大豆後作のほ場では、土中窒素成分が多く
なることから、基肥（20kg袋当たりＮ4.2kg、Ｐ2.8kg、Ｋ2.8Kg（肥効調節型肥料））
を２割削減しています。除草剤は、慣行栽培（主食用米）より１回減らし、田植え
同時（初期・中期除草剤）のみとしています。

また、生産コスト低減の取組として、主食用米と同様に土壌改良資材として発酵

鶏糞（100kg／10a（３月下旬～４月上旬））を施用するとともに、稲体診断（葉色、

草丈等）による適期の追肥（硫安10kg／10aを２回に分けて施用（出穂前））、適切

な病害虫防除及び水管理等により高収量・品質を確保しています。

全国農業協同組合中央会会長賞・・・三日市営農組合
みつ か いちえいのうくみあい

組合長 荒木 嗣正（富山県高岡市）
あら き つぐまさ たかおか し

27（2015）年産から飼料用米の生産を始め、多収品種「やまだわら」（晩生）を

作付けしています。肥培管理は、主食用米（コシヒカリ）と同様に基肥（20kg袋当

たりＮ4.2kg、Ｐ2.8kg、Ｋ2.8Kg（肥効調節型肥料40kg／10a））を施用し、稲体診

断（葉色、草丈等）による適期の追肥（硫安７kg／10a（出穂前））、適切な病害虫

防除及び水管理等により高収量を確保しています。

また、土づくり対策として、鶏糞堆肥及びケイ酸質資材（ケイカル）を慣行の施

用目安の1.5倍（150kg／10a（３月下旬～４月上旬））、毎年施用することで地力の

維持増強を図っています。

【地域の平均単収からの増収の部】

全国農業協同組合中央会会長賞・・・地﨑 啓 氏 （富山県高岡市）
ぢ さ き けい たかおか し

協同組合日本飼料工業会会長賞・・・三日市営農組合
みつ か いちえいのうくみあい

組合長 荒木 嗣正（富山県高岡市）
あら き つぐまさ たかおか し

北陸農政局では、国による支援策や先進的な取組事例等を広く周知するため、26(2014)

年２月に設置した「北陸地域飼料用米生産利用推進会議」の取組の一環として、28(2016)

年８月に新潟県 上 越市の飼料用米コスト低減実証ほ場や飼料用米の乾燥調製施設等にお
じようえつ し

いて、稲作農家や関係機関等が参加する現地研究会を開催するとともに、29（2017）年３

月には「平成28年度飼料用米生産利用推進会議」を開催し、飼料用米の生産・利用の円滑

な拡大に向けた課題・方向性等について意見交換し、関係者間の情報共有等を図りました。

また、28（2016）年度においては、29（2017）年度に向けて拡大が見込まれる多収品種

の種子を安定的に供給するため、一般社団法人日本草地畜産種子協会が取り扱う多収品種

の種子需給状況を把握し、各県等に情報提供を行いました。
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６．農業技術開発・普及、実用化の促進

（１）農業・食品産業の現場に直結した研究の推進

北陸管内の各県試験研究機関、大学、民間企業

等では、国の「農林水産業・食品産業科学技術研

究推進事業」、「革新的技術開発・緊急展開事業（平

成27（2015）年度補正予算）」等を活用し、農業・

食品産業の現場に直結した研究を実施しています。

北陸農政局では、農林水産業・食品産業科学技

術研究推進事業の推進に向けて、29（2017）年１

月に金沢市において北陸ブロック公募説明会及び
かなざわ し

個別相談会を開催しました。

（２）生産現場における革新的技術体系の実証研究・普及の取組

先進技術を組み合わせた、生産現場における革新的技術体系の実証研究・普及を支援す

る「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）（平成27（2015）年度

補正予算）」では、北陸管内の研究機関が代表機関等となっている研究計画についても採

択され、実証研究が実施されています（表５－31）。

北陸ブロック公募説明会（金沢市）
かなざわ し

飼料用米実証ほ場の様子

（新潟県上越市）
じようえ つ し

飼料用米乾燥調製施設

（新潟県上越市）
じようえ つ し
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（３）研究成果の普及・実用化の推進

ア．北陸地域研究･普及連絡会議の開催

北陸農政局では、生産・流通現場が直面する課

題を速やかに解決するため、現場ニーズに直結し

た研究開発を推進するとともに、研究・普及機関

等の連携による研究成果の普及・実用化の促進を

目的として、試験研究、普及組織等を構成員とす

る「北陸地域研究・普及連絡会議」を設置してい

ます。

平成28（2016）年11月に金沢市において「北陸
かなざわ し

表５－31 革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）において

北陸管内の研究機関が代表機関となっている研究計画

資料：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センターWebサイ

ト（ホームページ）

注：個別・ＦＳ型とは、実証研究型で確立する技術体系を構成する要素技術となることが期待される

個別技術の開発に関する研究や、次年度以降に実証研究に展開するための個別技術の実行可能性

の検証を行うもの

（実証研究型）

研究計画名 研究ｺﾝｿｰｼｱﾑ 研究代表機関

米の新規需要拡大のための輸出を目指した湿熱処理
技術による保存性と生理的機能性の優れた玄米米粉
開発

湿熱処理玄米米粉開発コ
ンソーシアム

独立行政法人国立高等専門学
校機構長岡工業高等専門学校

大規模水稲経営体の収益向上のための実証事業
石川型水稲経営体収益向
上コンソーシアム

石川県農林総合研究センター農
業試験場

革新的醸造技術を用いた新しいＳａｋｅによる日本酒輸
出の産業化

圧力生酒コンソーシアム
学校法人新潟科学技術学園新
潟薬科大学

除草ロボット導入による省力的水稲有機栽培の実証
除草ロボットコンソーシア
ム

新潟県農業総合研究所

自然エネルギー活用型施設園芸によるトマトの収益性
向上の実証研究

石川型自然エネルギー活
用施設園芸コンソーシアム

石川県農林総合研究センター農
業試験場

（個別・ＦＳ型）

研究計画名 研究ｺﾝｿｰｼｱﾑ 研究代表機関

ＩＣＴブルドーザーによる低コスト水稲直播技術の確立
石川型水稲直播栽培コン
ソーシアム

石川県農林総合研究センター農
業試験場

球根ネット栽培体系の確立・普及
チューリップ球根ネット栽
培機械開発委員会

富山県花卉球根農業協同組合

自給飼料を用いた新規離乳子豚用飼料の開発
飼料用米の離乳子豚への
利用促進コンソーシアム

国立大学法人新潟大学自然科
学系（農学部）

複合機能性を有する高付加価値包装米飯等の開発
複合機能性包装米飯の開
発コンソーシアム

新潟薬科大学

北陸地域研究・普及連絡会議

（金沢市）
かなざわ し
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地域における研究機関と普及組織等の連携について」、「ロボット技術やICT等先端技術の

研究開発状況及び普及推進の方向等について」を主要議題として連絡会議を開催し、研究

成果の普及・実用化に向けた意見・情報交換を行いました。

イ．北陸地域マッチングフォーラムの開催

平成28（2016）年11月に新潟県 上 越市において、国立研究開発法人農業・食品産業技
じょうえつ し

術総合研究機構中央農業研究センター北陸研究拠点等との共催により、「ICT等先進技術を

活用した高能率水田農業の新展開」をテーマとして、北陸地域マッチングフォーラムを開

催しました。本フォーラムでは、生産者、農協等農業関連団体、民間企業、行政、普及及

び研究機関等約200名の参加者があり、研究情勢報告、成果発表及び総合討論が行われま

した。

ウ．「消費者の部屋（北陸農業における先端技術等）」における展示の実施

ICTやロボット技術を活用した超省力・高品質

生産を実現する新たな農業（スマート農業）の

確立に向け、種々の技術開発が行われていると

ころであり、農林水産省としての取組の方針や

技術、多機能ブルドーザや可変施肥田植機等の

北陸に導入されている先端技術等の取組等を紹

介するため、平成29（2017）年２月に「消費者

の部屋」においてパネル展示を実施しました。

（４）農作業安全対策の推進

ア．農作業死亡事故の動向

平成27（2015）年の全国の農作業中の死亡事故の発生件数は、338件と前年に比べ12件

減少し、これまでで最も少なくなりました。北陸地域の死亡事故の発生件数は14件と前年

に比べ９件減少し、全国の事故件数に占める割合は４％で前年に比べ３ポイント減少しま

した。また、全国の65歳以上の死亡事故の割合は全体の84％と前年と同じ高水準となって

います。北陸における65歳以上の死亡事故の割合は86％と前年よりも５ポイント減少しま

したが、全国割合より２ポイント高くなっています（図５－16）。

事故区分別では、全国、北陸ともに転落・転倒や挟まれ等の農業機械作業中の事故発生

の割合が高く、６割強を占めています（図５－17）。

消費者の部屋でのパネル展示風景

（金沢市）
かなざわ し
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イ．農作業安全の取組

農作業事故の防止を図るため、毎年、ほ場等で

の作業が増える春（３月～５月）と秋（９月～10

月）を重点期間として、農作業安全確認運動を実

施しています。全国の関係団体・企業等と一体と

なって、ポスターやステッカー等の啓発資材を活

用した注意喚起を行いつつ、各地域では地域の実

情に応じた農作業安全研修会を開催するなどして

農業者等の安全意識の向上を図っています。

地域における農作業安全取組の一層の加速化を

図るため、各農作業安全確認運動の開始前となる

平成28（2016）年８月と29年（2017）年２月に

図５－16 全国及び北陸における農作業死亡事故の発生状況

図５－17 全国及び北陸における事故区分別発生状況

北陸ブロック農作業安全推進会議

（金沢市）
か な ざ わ し

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ
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金沢市において行政、農業団体、生産者団体、社会保険労務士等を参集した「北陸ブロッ
かなざわ し

ク農作業安全推進会議」を開催し、農作業安全の意識の浸透・定着、生産活動における安

全の取組の着実な実施に向け、情報共有を図り、意見交換を行いました。

2016年農作業安全確認運動のポスター等
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７．里地里山の保全と活性化の取組

（１）世界農業遺産（ＧＩＡＨＳ）※に関する取組

ア．世界農業遺産を取り巻く動き

平成23（2011）年に、新潟県佐渡地域の「ト
さ ど

キと共生する佐渡の里山」の取組と、石川県能登
の と

地域の「能登の里山里海」の取組が、世界農業

遺産に先進国として初めて国連食糧農業機関

（FAO）から認定されました。その後、25

（2013）年に静岡県掛川周辺地域、熊本県阿蘇
かけがわ あ そ

地域及び大分県国東半島宇佐地域の３地域、27
くにさき う さ

（2015）年12月には岐阜県長良川 上 中 流域、
なが ら がわじようちゆう

和歌山県みなべ・田辺地域、宮崎県高千穂郷
たな べ たか ち ほ ごう

・椎葉山地域の３地域が認定されました。29
しい ば やま

（2017）年１月現在、世界では16か国37地域が

認定を受けており、このうち、我が国では北陸

管内の２地域を含め、８地域が認定されていま

す（図５－18）。

イ．認定地域（能登地域、佐渡地域）の動き
の と さ ど

北陸農政局管内では、世界農業遺産の認定後、能登地域と佐渡地域の交流を深め、世界

農業遺産の認定効果の更なる向上を図るため、「能登・佐渡里山里海連携会議」が設立さ

れ、子供や農業者の交流の強化や観光連携が推進されています。

平成28（2016）年10月、能登地域と新たに世界農業遺産

に認定された長良川 上 中 流域の、お互いの交流を深め、
なが ら かわじようちゆう

世界農業遺産の価値を発信し、世界農業遺産認定を契機と

した地域活性化の方策について考えるため、第１回アジア

生物文化多様性国際会議のサイドイベントとして能登地域、

長良川上中流域の連携による「世界農業遺産国際シンポジ

ウム」が石川県七尾市で開催されました。
なな お し

谷本石川県知事と古田岐阜県知事が若手実践者の人材育
たにもと ふる た

成が急務で合意したと挨拶の後、武内和彦国連大学上級客
たけうちかずひこ

員教授が基調講演を行い、伝統的な農業文化を将来につな

げる方策として、地域一体の参加や６次産業化等への取組の必要性が挙げられました。

北陸農政局では、能登・佐渡地域を、過疎化の進行、農林水産業就業者の高齢化、担い

手の不足といった厳しい状況から地域の活性化を図るモデルとして捉え、農山漁村振興交

付金等あらゆる制度・事業を通じて、農林水産業振興策を支援しています。

※世界農業遺産（GIAHS）とは

世界農業遺産（Globally Important Agricultural Heritage Systems:GIAHS）は、社会や環境に適応しながら何世

紀にもわたり発達し、形づくられてきた農業上の土地利用、伝統的な農業とそれに関わって育まれた文化、ランド

スケープ、生物多様性に富んだ、世界的に重要な地域を次世代へ継承することを目的として、平成14（2002）年に

国連食糧農業機関（FAO、本部：イタリア・ローマ）が創設した仕組みである。

平成23(2011)年６月認定 新潟県佐渡市

石川県能登地域
　　25(2013)年５月認定 静岡県掛川周辺地域

熊本県阿蘇地域

大分県国東半島宇佐地域
　　27(2015)年12月認定 岐阜県長良川上中流域

和歌山県みなべ・田辺地域

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域

平成23(2011)年６月認定 新潟県佐渡市

石川県能登地域
　　25(2013)年５月認定 静岡県掛川周辺地域

熊本県阿蘇地域

大分県国東半島宇佐地域
　　27(2015)年12月認定 岐阜県長良川上中流域

和歌山県みなべ・田辺地域

宮崎県高千穂郷・椎葉山地域

武内和彦国連大学上級客員

教授の基調講演の模様

図５－18 日本の世界農業遺産
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（２）トキの野生復帰に関する活動

平成16（2004）年、農林水産省、国土交通省及び環境省の３省連名で策定された「トキ

保護増殖事業計画」に基づき、北陸農政局ではトキの野生復帰後の生息環境、特に主な餌

場となる水田や水路の環境整備に関して、環境省等の行政機関、地域農業者及び研究機関

とともに様々な取組を行ってきました。

これらの取組により、現在、野生のトキの数は204羽にまで増えています。また、上記佐渡
さ ど

地域の世界農業遺産への認定に当たっては、「トキとの共生」をキャッチフレーズとした

生物多様性保全型農業が大きな要素となりました（表５－32）。

放鳥トキ １３２羽

野生生まれ（出生不明） ２４羽

野生下 平成25年生まれ ４羽

野生下 平成26年生まれ １０羽

野生下 平成27年生まれ ６羽

野生下 平成28年生まれ ２８羽

計 ２０４羽

資料：環境省

表５－32 野生下のトキの個体数

（平成29（2017）年２月現在）

水田で採餌するトキのつがい（婚姻色）

コラム ～田んぼと畦の生きもの調査報告会を開催～

平成29（2017）年３月、北陸農政局が26（2014）

～27（2015）年度に佐渡市において実施した水田及
さ ど し

びその周辺のトキの餌ともなる生物生息量調査の結

果について「田んぼと畦の生きもの調査報告会」を

開催しました。佐渡市では、24（2012）年に「トキ
さ ど し

と暮らす島 生物多様性佐渡戦略」を策定し、将来

にわたって佐渡の生物多様性を保全していくことと
さ ど

して各種施策を推進していることから、生き物調査

への関心は高く、多数の農家の方に参加していただ

きました。

報告会は、生物生息量及びトキの飛来水田の分布等から、「朱鷺と暮らす郷づくり認

証米」等、農業者・関係機関のこれまでの取組の効果を検証した内容で、『水生生物は

認証水田で生息密度が高い』、『トキが採餌に飛来する水田は認証水田への飛来が多い』、

『ふゆみずたんぼ（冬期湛水）と江（畦際の深み）はトキの採餌場所や餌生物確保の観

点から重要』等、これまでの取組がトキの採餌環境向上に大きく貢献していることを報

告し、今後の佐渡市におけるトキと共生するための各種施策に活用されることとなりま
さ ど し

した。

調査報告会の様子
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（３）日本農業遺産の創設

日本では、現在も伝統的で多様な農林水産業が営

まれ、美しい田園風景、伝統ある故郷、助け合いの

農村文化が守り続けられています。農林水産省では、

将来に受け継がれるべき伝統的な農林水産業システ

ムを広く発掘し、その価値を評価するため平成28

（2016）年４月、日本農業遺産を創設しました。

日本農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世

代にもわたり形づくられてきた伝統的な農林水産業

と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ※１、

生物多様性等が一体となった農林水産業システムの

うち、世界及び日本における重要性、並びに歴史的

及び現代的重要性を有するものを農林水産大臣が認

定する仕組です。

多くの地域からの応募があった中から、新潟県

中 越地域の「雪の恵みを活かした稲作・養鯉シス
ちゆうえつ

テム」ほか、全国で７地域が日本農業遺産第１号の

認定を受けました。

【世界農業遺産等専門家会議による新潟県中 越地域の評価】
ちゆうえつ

○錦鯉発祥の地であり、育種や品質の高い錦鯉の生産技術が発展した地でもある。現在も、

世界で行われている錦鯉育種に用いる原種の供給源であり、世界的に見ても独自性の面で

確固たる地位を築いていると考えられる。

○中山間地で水を確保するための、マキ※２の協働作業による湧水や横井戸、雪溶け水の利

用や、冬期湛水、渇水時に養鯉用の水を稲作にまわす仕組み等の当地の環境に適応した伝

統的で独特な技術や知見は、高いレジリエンスを有する。

○１年を通じ谷地に棚田と棚池が入り組んで並ぶランドスケープは特有のものである。

棚池脇の横井戸 棚田、棚池からなるランドスケープ

※１ ランドスケープは、世界農業遺産においては、「土地の上に農林水産業の営みを展開し、それが呈する一つの

地域的まとまり」と定義

※２ マキとは、本家・分家関係で結ばれた血縁集団
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８．環境保全型農業等の推進

（１）環境保全型農業推進に向けた取組

ア．エコファーマーの認定状況

土づくり、化学肥料・化学合成農薬使用の低減を一体的に行う取組を通して環境と調和

のとれた農業生産を推進するため、平成11（1999）年に「持続性の高い農業生産方式の導

入の促進に関する法律」が制定・施行され、導入計画の策定を行った農業者についてエコ

ファーマーとして認定を行っています。北陸地域のエコファーマー認定数は、農業者の高

齢化等による離農、法人化の進展等から24（2012）年３月末の４万2,232件をピークに減

少傾向となり、28（2016）年３月末現在で前年比4.0％減の３万8,686件となりましたが、

全国の25％を占めています（図５－19）。

イ．北陸地域環境保全型農業推進会議の取組

北陸地域の環境保全型農業を推進することを目的と

して、管内の各県及び各県農業協同組合中央会等を構

成員とする北陸地域環境保全型農業推進会議を設置し

ているところであり、平成28（2016）年８月に金沢市
かなざわし

において推進会議を開催し、オーガニック・エコ農業

の現状と課題、北陸における状況についての報告、各

県からの情勢報告を受け意見交換等を行い、環境保全

型農業の推進への認識を深めました。 北陸地域環境保全型農

業推進会議（金沢市）
かなざわ し

図５－19 北陸地域におけるエコファーマー認定状況（平成28（2016）年３月末現在）

資料：北陸農政局作成
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ウ．北陸農政局環境保全型農業推進優良事例表彰

有機農業をはじめとする環境保全型農業の確立を目指し、意欲的に経営や技術の改善に

取り組むとともに、環境の保全活動を通じて環境保全型農業の普及や地域社会の発展に貢

献している農業者等に対し、北陸農政局環境保全型農業推進優良事例表彰を行っており、

29（2017）年３月に金沢市において表彰式及び意見交換会を開催しました。
かなざわ し

【北陸農政局環境保全型農業推進優良事例表彰】

【北陸農政局長賞】

・農事組合法人よこさわ・・・新潟県長岡市
ながおか し

平成19（2007）年に中山間地にある横沢集落の99戸が参画した農事組合法人を設立し、
よこさわ

若手正規社員を雇用して担い手の育成を行い、また、顧客の要望と若手の提案により環境

保全型農業等に積極的に取り組み、主食用コシヒカリの全てについて新潟県特別栽培農産

物認証を受けるなど、地域のリーダーとして環境保全型農業の取組を先導しています。

また、雑草抑制技術等生産技術を確立し、有機栽培による「原点回帰米」の単収は地域

慣行と同水準を確保するとともに、年々栽培面積を拡大しています。

さらに、イベント出店や商談会参加により顧客ニーズの把握に取り組むとともに、消費

者等への環境保全型農業の理解促進に取り組んでいます。

・濱田 智和 氏・・・富山県黒部市
はま だ ともかず くろ べ し

平成16（2004）年に濱田ファームを発足させ、Webサイト（ホームページ）やＳＮＳ※等
はま だ

の情報媒体を利用し、環境保全型農業の取組について積極的に情報発信を行うとともに東

京のマルシェに出店するなど、消費者への理解増進に尽力しています。

また、「丁寧で真摯な米づくり」を経営理念に掲げ、環境保全型農業の技術向上に励む

とともに担い手のいなくなった農地の全作業受託を行うなど近隣農家との信頼関係を築く

ことにより、地域に取組の理解を広め、黒部市の環境保全型農業の推進を先導しています。
くろ べ し

さらに、若手農業者グループの代表として環境保全型農業技術向上の勉強会や、小学生

を対象とした農作業体験により農業や食への関心を高める活動も行っています。

・能登棚田保全活動協議会・・・石川県鳳珠郡穴水町
の と ほう す ぐんあなみずまち

奥能登４農協が垣根を越えて連携し、条件不利地での営農と美しい棚田の景観を保全す

るため、環境保全型農業の取組と特別栽培米「能登棚田米」のブランド化推進を図り、地
の と

域環境の保全と農業振興を一体的に取り組んでいます。

また、棚田の景観保全のため法面は機械除草で行い、窒素流亡の少ない専用の緩効性肥

料等で生態系に配慮するとともに、土づくり資材の施用等により持続可能性の高い生産基

盤を確立し、この結果、「能登棚田米」の栽培面積は３倍に拡大しています。
の と

さらに、県内外の多くのボランティアが除草や農道の補修等の環境保全活動に参加する

とともに、交流を図ることで祭礼の復活等地域の活性化に貢献しています。

※ ＳＮＳは、Social Networking Serviceの略。登録された利用者同士が交流できるウェブサイトのサービス



- 168 -

（２）有機農業推進に向けた取組

平成18（2006）年12月に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づき、26

（2014）年４月25日に公表された新たな「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。）では、おおむね30（2018）年度までに、耕地面積に占める有機農

業の取組面積の割合を倍増（0.4％→１％）させるという目標を掲げており、管内各県に

おいても基本方針に沿って有機農業の推進が図られています。

有機農業に対する行政担当者の理解促進を図るた

め、28（2016）年12月に富山市において「有機農業
と やま し

現地検討会」を開催しました。有限会社土遊野のほ
ど ゆ う の

場において橋本 順 子取締役からの取組の説明ととも
はしもとじゆん こ

に現地見学を行いました。また、意見交換において

は地域との関わり方や中山間地で有機栽培を拡大し

た手法等に活発な質問や意見が出され、有機農業の

推進に対しての理解増進が図られました。

有機農業現地検討会（富山市）
と やま し
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（３）畜産環境保全

畜産環境の現状と家畜排せつ物堆肥の利用の促進

家畜排せつ物は、平成11（1999）年11月に施行された「家畜排せつ物の管理の適正化及

び利用の促進に関する法律」に基づき処理施設で適正に処理されており、野積み、素堀等

はほぼ解消されています。

管内の28（2016）年の畜産経営に起因する苦情発生の状況は、件数として48件と前年

(45件)に比べ増加しており、苦情の発生原因は悪臭に関するものが中心となっています。

畜種別には、苦情発生が最も多いのは鶏の21件(前年12件)、次いで豚の17件(同15件)、

乳用牛の７件(同13件)、肉用牛の２件(同５件)となっています（図５－20）。

一方で、生産された堆肥をいかに有効に活用していくかが課題となっています。また、

肥料価格の高止まりや土づくりへの意識の高まり等から耕種サイドの関心が高まってお

り、資源循環による環境負荷軽減等の観点からも、家畜排せつ物を良質な堆肥として耕地

に還元していくことが重要となっています。

このため、北陸農政局においては、堆肥供給者リストを作成し北陸農政局Webサイト（ホ

ームページ）に掲載を行うこと等により、家畜排せつ物の利用促進を図っています。

資料：北陸農政局調べ（前年７月１日～当該年６月30日までの期間の件数）

注：「畜産経営に由来する苦情の発生原因別発生状況」のそれぞれの苦情原因の件数については、

複数の苦情原因が併発しての苦情について、それぞれの苦情原因の件数にカウントしている。

(例えば、「水質」と「悪臭」が併発しての苦情は、水質関係にも悪臭関係にもカウント）

図５－20 畜産経営に起因する苦情発生の畜種別発生原因別状況

（北陸・平成28（2016）年）
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第６章 農山漁村の活性化と共生・対流の促進

１．農村の現状と課題

平成27（2015）年における北陸の販売農

家における農業就業人口は、13万６千人で

10年前（17(2005)年）に比べ10万３千人

（43.1％）減少しています。65歳未満でみ

ても、10年前に比べ４万５千人（52.3％）

減少しており、65歳以上の占める割合が、

17（2005）年64.2％、22（2010）年68.5％、

27（2015）年70.1％と増加しています。

また、農業就業人口の平均年齢について

も、27（2015）年は67.7歳と全国（66.4歳）

と比べて高く、10年前と比べてみると、

3.5歳上昇しており高齢化が進んでいるこ

とがうかがわれます（図６-１）。

27（2015）年の北陸の農業集落数は、１万

1,050集落で、１農業集落当たり平均総戸

数は、113戸で５年前に比べ５戸(５％)増

加しているものの、平均農家数については

13戸で３戸(19％)減少しています。この結果、農家割合は14％から12％に低下しています

（表６-１）。

北陸の小規模農業集落の割合の推移をみると、農業集落の総戸数（非農家を含む。）が

９戸以下の割合は、22（2010）年から27（2015）年までの５年間で、１ポイント上昇して

11％となっています。同様に、総農家数が５戸以下の集落の割合についても、５年間で、

７ポイント上昇して30％になっています（図６-２）。

図６－１ 農業就業人口の推移(北陸)

資料:農林水産省「農林業センサス」

注:1) （ ）書きは65歳以上の割合

2) 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない

場合がある。

資料:農林水産省「農林業センサス」

表６－１ １農業集落当たり平均戸数及び平均耕地面積(北陸)
（単位：戸、集落数）

農家 非農家

平成22(2010)年 175,855 11,057 108 16 93 14 86 28.4

27(2015)年 146,210 11,050 113 13 100 12 88 27.4

増減率(差)  　 △16.9 △0.1 4.6 △18.8 7.5 （△2） (2) △3.5

区分 総農家数
農業

集落数

１農業集落当り平均

総戸数 農家数 非農家数
構成比(％) 平均耕地

面積(ha)
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また、農業集落の活動状況の変化を22（2010）年から27（2015）年までの５年間でみる

と、寄り合いを開催及び実行組合がある割合はほぼ横ばいか増加となっており、農業用用

排水路のある農業集落において、農業用用排水路を集落で保全している割合は各県で増加

しています。

このことから、管内各県においては農業集落の小規模化が進行し、農家数の減少と農業

者の高齢化も進行していますが、生活及び農業生産活動が継続・維持されていることがう

かがわれます（表６－２）。

図６－２ 小規模農業集落の割合の推移(北陸)

（単位：％）

2010年 2015年 差 2010年 2015年 差 2010年 2015年 差

北陸 95.0 95.2 0.2 89.4 91.6 2.2 75.9 85.8 9.9

新潟県 95.5 95.4 △0.1 87.6 92.3 4.7 63.2 80.9 17.7

富山県 93.6 93.9 0.2 96.1 95.9 △0.1 88.2 93.1 4.9

石川県 93.9 95.3 1.4 81.7 82.1 0.4 83.3 85.6 2.3

福井県 96.2 96.3 0.1 94.7 94.4 △0.2 88.8 90.7 1.9

寄り合いを開催 実行組合がある
農業用用排水路のある

農業集落で農業用用排水
路を集落で保全

資料:農林水産省「農林業センサス」

表６－２ 県別にみた農業集落の活動状況(北陸)

資料：農林水産省「農林業センサス」
注：四捨五入の関係で、差と内訳が一致しない場合がある。
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２. 農業・農村のもつ多面的な機能

農業・農村は、食料を供給する機能だけでなく、その生産活動を通じて、国土の保全や

水源の涵養、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等、様々な機能を有し
かんよう

ており、このような多面にわたる機能による効果は、地域住民を含め国民全体が享受して

います。

また、農業、林業及び水産業は、農山漁村地域において、それぞれの基盤である農地、

森林、海域の間で相互に関係しながら、水や大気、物質の循環等に貢献しつつ、多面的機

能を発揮しています（図６－３）。

このことについて、食料・農業・農村基本計画においては、「農村は、農業の持続的な

発展の基盤として国民に食料を安定供給するとともに、国土の保全や水源の涵養等の多
かんよう

面的な機能の発揮の場でもあることから、こうした役割が十分に発揮されるよう、農村

の振興を図ることが必要である」としています。

このようなことから、農業・農村がこれら多面的機能を十分発揮できるよう農業・農村

の持続的な発展、農山漁村の活性化等に努めていくことが必要です。

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成

図６－３ 農業・森林・水産業の有する多面的機能
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３．日本型直接支払制度（多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接

支払）等の推進

（１）農地・農業用水等の地域資源や農村環境の保全と施設の長寿命化（多面的機能支払

交付金）

地域共同の取組を積極的に実施

多面的機能支払交付金は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地

域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、平成26

（2014）年度に創設され、農地・水路・農道等の地域資源の基礎的保全活動を実施するた

めの交付金（農地維持支払交付金）と地域資源の質的向上を図る活動を実施するための交

付金（資源向上支払交付金）から構成されています（図６－４）。

北陸地域における農地維持支払の取組は、全81市町村のうち80市町村で行われており、

29（2017）年１月末現在における取組面積は22万２千haとなっています。

また、資源向上支払（共同活動）の取組は79市町村で行われており、28（2016）年度の

取組面積は20万７千haとなっており、資源向上支払（長寿命化）の取組も69市町村で行わ

れ、28（2016）年度の取組面積は８万９千haとなっています（表６－３）。

図６－４ 多面的機能支払交付金の構成

資料：北陸農政局作成
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【多面的機能支払交付金による取組事例】

表６－３ 多面的機能支払交付金の取組状況（平成28（2016）年度見込み）

新 潟 県 富 山 県 石 川 県 福 井 県 北 陸 計

123,317 41,374 25,856 31,029 221,576

1,221 1,013 603 775 3,612

117,336 37,017 22,082 30,254 206,689

996 863 414 746 3,019

54,192 7,981 3,347 23,195 88,715

552 194 88 536 1,370

［資源向上支払（長寿命化）］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

［農地維持支払］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

［資源向上支払（共同活動）］

　　取組面積（ha）

　　取組活動組織数

○新潟県津南町 赤沢水土里の会
つ なんまち あ か さ わ み ど り か い

－地域住民による直営施工の推進－

積雪３ｍを超える豪雪地帯である本地域

では、平成19（2007）年の農地・水・環境

保全向上対策から本制度に取り組み、24

（2012）年度からは施設の長寿命化のため

の活動にも取り組んでいます。

従来から共同活動が盛んな地域であった

ため、農家と地域住民による直営施工を積

極的に実施することで、砂利舗装であった

農道のコンクリート舗装を外注と比較して

３割程度の経費削減をはかり、当初５か年

で計画していた水路の漏水対策を直営施工

による経費削減で３か年で完了することが

でき、農業用水と冬期間の融雪用水の安定

的な確保につなげています。

コルゲートパイプ等による漏水対策

集落共同でのコンクリート舗装作業

資料：北陸農政局調べ
注：平成29（2017）年１月末現在で取りまとめた概数値
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（２）中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等の農業の生産条件が不利な地域において、適切な農業生産活動等の継続を

通じて耕作放棄の発生を防止し、中山間地域等の有する水源の涵養、洪水防止等の多面的
かんよう

機能を確保する観点から、「中山間地域等直接支払交付金」が平成12（2000）年度に創設

されました。

27（2015）年度から第４期対策として実施し、中山間地域等の農業生産活動を継続でき

るよう、新たな人材の確保や集落間で連携した活動体制づくりを後押ししつつ（集落連携

・機能維持加算）、とりわけ条件の厳しい超急傾斜地の農用地の保全・活用に関する活動

への支援（超急傾斜農地保全管理加算）等の制度拡充を行っています。

また、28（2016）年度からは、協定農用地面積が一定規模以上等の集落協定で、集落戦

略を作成した場合における交付金の返還免除等の規定を追加し、更なる制度拡充を行って

います。

北陸地域における本制度の実施状況（28（2016）年度見込み）は、67市町村において

1,964協定が締結され、３万4,031haの農用地において、耕作、維持管理等の農業生産活動

が行われています（表６－４）。

本制度を活用して耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保及び将来に向けた農業生産

活動等の継続的な実施体制の整備等、地域の状況に応じた取組が行われています。

表６－４ 中山間地域等直接支払交付金の実施状況（平成28（2016）年度見込み）

新潟県 富山県 石川県 福井県

994 67 22 12 16 17

(990) (66) (21) (12) (16) (17)

25,884 1,964 901 303 472 288

(25,635) (1,946) (891) (303) (468) (284)

660,730 34,031 22,149 4,508 4,846 2,528

(653,815) (33,115) (21,376) (4,481) (4,752) (2,506)

交付面積

（ha）

全　国 北　陸

交付市町村数

協 定 数

資料：北陸農政局調べ
注：1) 平成29（2017）年１月末現在で取りまとめた概数値

2) 下段( )書きについては、27（2015）年度の取組実績（28（2016）年３月31日現在）
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【中山間地域等直接支払交付金を活用した取組事例】

○福井県美浜町 新庄
み はまちよう しんじよう

－条件不利地を逆手にとった高付加価値農産物の販売－

担い手不足や獣害の発生が課題となっている

中、第１期対策から本制度の取組を開始し、農

業機械の共同利用や獣害対策に同制度の交付金

を活用するほか、平成19（2007）年に「農事組

合法人新 庄 わいわい楽舎」を設立し、当該法人
しんじよう らくしや

を中心とする営農体制を確立しています。

長年の地域の課題であった獣害被害対策とし

て電気柵から金網柵への設置を図り、獣害被害

の軽減と併せて、電気柵の設置・管理に伴う共

同活動の軽減を図っています。

また、地域での環境保全への取組を背景とした減農薬・減化学肥料による特別栽培米

・酒米の生産等、増収が困難であるという条件不利地域を逆手にとった高付加価値農産

物の首都圏への直販等、有利販売による地域の所得向上に向けた取組を実施しています。

獣害防止柵の管理作業

○富山県富山市 山田鎌倉
と やま し やま だ かまくら

－新たな地域特産物の導入による所得向上を目指して－

担い手不足による農地の維持管理が危惧され

る中、第１期対策から本制度の取組を開始し、

併せて、共同による防除体制を図り、平成19

（2007）年に集落営農組織「山田鎌倉営農組合」
やま だ かまくら

を設立し、当該組織を中心とする営農体制を確

立しています。

また、条件不利地域において、従来から作付

けしている「啓翁 桜 」を毎年、出荷できる生産
けいおうざくら

体制の再構築や新たな地域特産物として学生ボ

ランティアの協力を得ながら「マコモタケ」の

生産にも着手するとともに、「マコモタケ」の収穫時に大量に発生する規格外品を缶詰

加工することによる販売額の増大や、廃棄していた葉の「しめ飾り」への有効活用等、

地域の所得向上に向けた取組も行っています。

ブランド化したマコモタケ
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（３）環境保全型農業直接支払

平成23（2011）年度から行っている地球温暖化防止や生物多様性保全等の環境保全効果

の高い営農活動に対する直接支援については、27（2015）年度から「農業の有する多面的

機能の発揮の促進に関する法律」（平成26年法律第78号）に基づく制度となりました。支

援の対象者は地域でまとまりをもって取り組まれるよう農業者の組織する団体が基本で、

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と合

わせて行うカバークロップ※1、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用（以下「堆

肥の施用」という。）、地域特認取組※2のうちいずれかの取組、又は有機農業（化学肥料

及び化学合成農薬を使用しない取組）の取組に対して支援を行っています。

28（2016）年度の取組状況は、取組面積では、北陸地域全体で9,786ha（対前年度比115

％）となり、取組別では、地域特認取組が4,555haで全体の約47％を占めています（表６

－５）。

表６－５ 環境保全型農業直接支払の実施状況等

資料：農林水産省調べ

注：1) 平成27（2015）年度は実績値、28（2016）年度は29（2017）年１月31日現在の取組状況

2) 北陸における28（2016）年度の地域特認取組のうち７割を「冬期湛水管理」（冬期間に２ヶ月

以上湛水する取組）が占めている。

※１ カバークロップとは、主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥等を作付けする取組

※２ 地域特認取組とは、地域の環境や農業の実態を勘案した上で、地域を限定して県が承認を受けて支援の

対象とする取組

カバー
クロップ

堆肥の
施用

有機農業
地域特認

取組
水稲 麦・豆類 その他

27 218 3,648 42 1,115 330 2,161 3,628 6 14

28 246 4,589 501 1,557 307 2,224 4,563 5 21

27 80 666 230 207 143 87 481 41 144

28 68 743 293 227 144 79 530 27 187

27 91 1,322 40 108 356 818 1,110 125 87

28 103 1,481 53 68 457 903 1,122 291 68

27 141 2,874 91 8 1,518 1,258 1,509 8 1,357

28 123 2,974 76 0 1,549 1,348 1,592 5 1,377

27 530 8,510 403 1,438 2,346 4,323 6,729 179 1,603

28 540 9,786 922 1,852 2,458 4,555 7,807 327 1,652

27 4,081 74,180 13,150 16,608 13,281 31,141 53,032 7,807 13,341

28 3,757 85,320 16,858 18,662 14,427 35,374 60,064 10,413 14,843

支援対象取組別面積（ha） 作物区分別面積（ha）

全　国

年度
取組件数

(件)
取組面積

（ha）

新潟県

富山県

石川県

福井県

北　陸
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（４）中山間地域等の活性化

生産基盤整備や生活環境整備等の様々な取組により活性化を支援

ア．中山間地域の生産条件整備

北陸地域では、平野の外縁部から山間に至る中山間地域の活性化を図るため、農山漁村

地域整備交付金を活用し、地域の農業生産基盤、農村生活環境の整備を総合的かつ一体的

に行い、地域の立地条件に適合した活力ある農業の確立と住み良い農村づくりを目指し、

中山間地域総合整備事業が27地区で実施されています。また、中山間地域等においては、

農業の担い手の高齢化や労働力不足を原因とする耕作放棄地の増加が課題となっています

が、耕作放棄に伴う悪影響を除去し、優良農地の保全を図る農地環境整備事業も14地区で

実施されています（表６－６）。

イ．中山間ふるさと・水と土保全対策事業等の実施

里地や棚田地域の多面的機能の良好な発揮のためには、これまで述べた中山間地域総合

整備事業等による諸施設の整備と併せて、里地や棚田あるいは農業用施設の保全等の地域

住民活動の活性化を図ることが重要となっています。

このため、地域住民活動を推進する人材の育成及び住民組織が行う保全活動等を支援す

る「中山間ふるさと・水と土保全対策事業（基金）」が、北陸地域の47市町村（新潟県11、

富山県12、石川県10、福井県14）で実施されています。

ウ．中山間地域所得向上支援対策の実施

中山間地域において、収益性の高い農産物等の生産・販売等の取組を総合的に支援し、

意欲ある中山間地域の農業者等の所得向上を図るため北陸地域において17地区で実施され

ています（表６－７）。

表６－６ 中山間地域の基盤整備の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局作成

新潟県 富山県 石川県 福井県 農政局計

中山間地域所得向上支援対策 11 1 2 3 17

表６－７ 中山間地域所得向上支援対策の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局作成

新潟県 富山県 石川県 福井県 農政局計

中山間地域総合整備事業 16 2 1 8 27

農地環境整備事業 14 0 0 0 14

計 30 2 1 8 41
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４．農業・農村の活性化に向けた取組

（１）農村社会基盤の整備

活力ある農村を目指して農村環境整備等を実施

ア．農村の環境整備

農村地域は、食料の生産の場、地域住民の生活の場であるとともに、国土の保全等多面

的機能が発揮される場でもあります。しかしながら、北陸地域の都市近郊農村等において

は非農家の流入等により混住化によるゴミ等が問題となっているとともに、中山間地域の

農村においては、過疎化、高齢化等の進行により地域活力が低下しつつあります。

このような状況の中で、各自治体では、農山漁村地域整備交付金を活用して、活力ある

農村を目指して農村環境整備が進められています（表６－８）。

イ．農業集落排水施設の整備

農村社会における混住化の進行、生活様式の高度化、農業生産様式の変化等による農

村の水環境を巡る状況の変化に対応して、農村地域における資源循環の促進を図りつつ、

農業用用排水路の水質保全、農業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改善を図

ることを目的とした農業集落排水事業が進められています。

本事業により、平成28（2016）年３月末までに北陸地域の農業集落排水の整備が完了

した人口は41万人、整備の対象となる人口に対する割合は100％※（全国88％）となって

います（表６－９）。

※ 都道府県構想に位置づけられている整備対象人口を元に算出しているため、汚水処理人口普及率とは異なる。

（単位：千人、％）

表６－８ 農村環境整備の実施状況（平成28（2016）年度）
（単位：地区）

資料：北陸農政局調べ

表６－９ 農業集落排水施設の整備率（平成28（2016）年３月末現在）

資料：農林水産省調べ

注：1) 各都道府県構想に位置づけられている整備対象人口（平成28（2016）年３月末の人口とは

異なる。）

2) 平成28（2016）年３月末の整備完了人口

区分 新潟県 富山県 石川県 福井県

集落基盤整備事業 2 0 1 3

地域用水環境整備事業 3 10 1 2

計 5 10 2 5

全国 北陸 新潟県 富山県 石川県 福井県

整備対象人口①
1) 3,874 412 172 91 65 84

整備完了人口②
2) 3,412 411 172 91 64 84

整備率（②／①） 88 100 100 100 98 100
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（２）地域活性化の推進

農山漁村地域の活性化を図るため、国は、県又は市町村が作成した定住者や滞在者の増

加等を通じた農山漁村の活性化を図る計画（以下「活性化計画」という。）の実現に必要

な施設整備を中心とした総合的な取組について、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整

備対策）注により支援しています。

北陸農政局では、平成19（2007）年度に「農山漁村活性化支援窓口」を設置し、県、市

町村等からの活性化に関する相談に対応するなどの取組を行っています。その結果、19

（2007）年度から28（2016）年度までに累計で66市町村において277の活性化計画が策定

され、各地域の自主性と創意工夫による地域活性化のための取組が進められています。

（注：平成27（2015）年度までは「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」にて支援）

５．鳥獣被害防止対策への取組

（１）鳥獣による農作物被害状況

平成27（2015）年度の北陸地域における野生鳥獣による農作物被害は、被害面積が2,091

haで前年度に比べ５％減少、また、被害金額は５億2,753万円で前年度に比べ７％減少し

ました。被害金額のうち全体の７割がイノシシ、カラスによるもので、イノシシの被害は

前年度に比べ3,680万円減少しました（図６－５、図６－６）。

（２）鳥獣被害防止対策の課題と推進方向

鳥獣被害は、鳥獣の生息数の増加や生息域の拡大、捕獲者の高齢化等による捕獲圧の低

下等により深刻な状況が続いています。また、鳥獣被害は、農作物等に対する直接的な被

害だけでなく、農業者に営農意欲の減退をもたらすなど数字に現れる以上の影響も及ぼし

ています。

平成20（2008）年２月に施行された「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」（特措法）においては、市町村が被害防止計画を作成すること

により鳥獣被害防止に必要な支援措置が講じられることとなっており、28（2016）年10月

末現在で管内81市町村中80市町村（99％）（全国1,741市町村のうち1,444市町村（83％））

図６－６ 鳥獣別被害金額図６－５ 農作物被害推移

資料：北陸農政局調べ資料：北陸農政局調べ
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において被害防止計画が作成されています。これを受け、北陸農政局では、鳥獣被害防止

総合対策交付金等を活用し、各市町村の被害防止計画に基づき被害防止対策協議会等が実

施する取組（捕獲機材の導入等による有害捕獲、侵入防止柵の整備等の被害防除、緩衝帯

の設置等の生息環境管理）や、捕獲した鳥獣の食肉利活用の取組に対して支援を行いまし

た。

また、地域における鳥獣被害対策の担い手を確保するとともに対策の実効性をより一層

高めるため、市町村ごとに特措法に基づく鳥獣被害対策実施隊の設置を推進しており、28

（2016）年10月末現在で管内の63市町（78％）（全国1,093市町村（63％））で設置されて

います。

今後とも、鳥獣被害対策実施隊の設置促進を図るとともに、地域の実情に応じた「捕獲」

「被害防除」「生息環境管理」の３つを適切に組み合わせた総合的な取組や、市町村のほ

か、農林漁業団体、猟友会等の関係者が連携する地域ぐるみでの取組等をより一層推進し

ていくこととしています。

さらに、鳥獣被害対策活動に貢献している個人又は団体を表彰する「鳥獣被害対策優良

活動表彰事業」を実施しています。本年度は、全国表彰において氷見市鳥獣被害防止対策
ひ み し

協議会（富山県）が農村振興局長賞（被害防止部門（団体））を受賞されたほか、３団体

が北陸農政局長賞を受賞されました。本年度の受賞団体の概要は以下のとおりです。

【農村振興局長賞： 氷見市鳥獣被害防止対策協議会（富山県氷見市） 】
ひ み し ひ み し

平成21（2009）年に市内で初めてイノシシによる農

作物被害が発生したことを契機に、22（2010）年に鳥

獣被害防止対策協議会を設立しました。25（2013）年

４月に鳥獣被害対策実施隊を設置し、協議会と連携し

た鳥獣被害対策を実施しています。

26（2014）年度に氷見市役所に「いのしし等対策課」
ひ み

を新設するとともに、「いのししパトロール隊」によ

る電気柵やわなの見回り等を実施しています。イノシ

シ被害対策では、生息環境管理に重点を置きつつ、電

気柵の設置や捕獲を組合わせた総合的な取組を行って

います。

また、農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーを活用し、市全域の住民を対象に「イノシ

シ被害対策研究会」を継続的に実施し、イノシシの特性や被害対策の正しい知識の普及に

努めています。

教育委員会と連携して、小学生を対象としたイノシシ等野生動物に係る勉強会を開催し、

さらに市広報において、毎月１頁の紙面を割いて被害対策の記事を連載するなど、地域住

民への知識の醸成を図っています。

被害の発生初期段階で、早期に総合的な対策や地域住民の知識の醸成に努める活動等を

実施したことで農作物被害を軽減したモデルとして評価されたものです。

氷見市内の小学校での
ひ み

勉強会の様子
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【 北陸農政局長賞：ザ・そんぼ夢創の会（石川県羽咋郡志賀町） 】
む そう は くいぐん し か まち

本団体は、志賀町尊保・阿川地区を拠点に以前か
し か まちそん ぼ あ こう

ら村づくり活動に積極的に取り組んでいました。平

成25（2013）年度にイノシシによる農作物被害が発

生したことから、地域の結びつきが強いことを生か

して速やかにイノシシ被害に対応する体制を構築し

ています。

27（2015）年度には、県の事業を活用して地域住

民の自力施工により集落周辺の山際を緩衝帯として

整備し、イノシシの隠れ場所をなくし、緩衝帯と農

地の境に電気柵を設置して農地への侵入を防いでい

ます。一部の区域では緩衝帯内に電気柵を設置することで、人里への侵入防止効果の向上

を図るなどの工夫を行っています。

志賀町鳥獣被害対策実施隊から指導を受けながら、本団体の構成員にわな免許の資格取
し か まち

得を促すなど捕獲に関する人材育成も進めており、28（2016）年はイノシシ被害が発生し

ていません。緩衝帯の整備と併せた電気柵設置の取組で、イノシシ被害の大幅軽減に取り

組んでいることが評価されたものです。

【 北陸農政局長賞：下市町 自治会（福井県福井市） 】
しもいちちよう ふく い し

下市 町 自治会は、福井市鳥獣被害対策実施隊等が
しもいちちよう ふく い し

主催する各種研修会に参加するなど、下市 町 に適し
しもいちちよう

た鳥獣害対策を検討してきました。

そんな中、平成27（2015）年４月から６月にかけて、

農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー等の専門家の指

導を得て、山裾のけもの道に、自治会住民による自力

施工で1,000ｍの管理道（点検通路）を整備しました。

その管理道に電気柵を設置することで「人とけものの

棲み分け」を図っています。

また、本自治会では、非農家を含む全世帯で週２

回程度の電気柵の点検を行うほか、山際の刈払いによる見通しの改善、秋の水稲の２番穂

のすき込み等に取り組み、侵入防止の効果を一層高めています。こうした取組の結果、野

生鳥獣による農作物被害は発生していません。

本自治会の取組は、鳥獣対策先進事例として福井県の現地研修に活用されるなど、「人

とけものの棲み分け」を考慮した電気柵の設置手法の普及に貢献していることが評価され

たものです。

地域住民による緩衝帯整備の様子

管理道の整備、電気柵設置の様子
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【北陸農政局長賞： 合谷 町 鳥獣害対策協議会、南 江守鳥獣害対策協議会（福井県福井市） 】
ごうだにちよう みなみ え もり ふく い し

合谷 町 と 南 江守 町 は隣接した集落で、平成22
ごうだにちよう みなみ え もりちよう

（2010）年頃からイノシシ被害が発生し始めたた

め、合谷 町 は24（2012）年８月、 南 江守 町 はそ
ごうだにちよう みなみ え もりちよう

の翌年に鳥獣害対策協議会を設立しました。

両協議会は、農作物野生鳥獣被害対策アドバイ

ザ－や県の指導を得て、ほ場周辺に設置していた

電気柵を山際に移動させて集落を囲うように設置

して、イノシシの侵入を防いでいます。

また、両協議会は電気柵の定期的な点検管理を

行うとともに、南江守協議会では、女性グループ

約10名が月１回山際を歩く「イノシシ撃退ウォ－

ク」を実施するなど、獣を寄せ付けない環境づく

りを行っています。さらに、電気柵の点検結果を記帳して共有するなど維持管理を効率的

に進めています。

両協議会は、イノシシ被害が本格化する前に、被害対策を実施して被害の未然防止を実

現するとともに、イノシシの捕獲等に係る集落連携を自ら主体的に構築するなど、対策の

範囲を広げる取組が評価されたものです。

合谷 町 代表片岡氏による研修会の
ごうだにちよう

様子
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６．再生可能エネルギー利活用

（１）バイオマスの活用推進

ア．バイオマス活用推進基本法による推進

バイオマス※1の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、持続的に発展

することができる経済社会の実現に寄与することを目的に、平成21（2009）年９月12日に

バイオマス活用推進基本法が施行されました。同法に基づき22（2010）年12月17日に「バ

イオマス活用推進基本計画」が、28（2016）年９月16日に、新たな「バイオマス活用推進

基本計画」が閣議決定されました。新たな「バイオマス活用推進基本計画」においては、

37（2025）年度までに、全都道府県、600市町村においてバイオマス活用推進計画※2を策

定すること、バイオマスを活用する約５千億円規模の新産業を創出すること、炭素量換

算で約2,600万トンのバイオマスを活用すること等の目標が設定されています。

また、基本計画の目標達成に向け、バイオマス事業化戦略検討チーム※3による議論を

踏まえ、24（2012）年９月６日に「バイオマス事業化戦略」が決定されました。

バイオマス活用推進計画について、28（2016）年度末現在、管内では１県（新潟県）、

５市（新潟県糸魚川市、新潟県魚沼市、新潟県三条市、新潟県十日町市、富山県小矢部市）
い と い が わ し うおぬまし さんじようし と お か ま ち し お や べ し

で、バイオマス活用推進計画が策定されています。

イ．「バイオマス産業都市※4」の構築による推進

「バイオマス事業化戦略」では、７府省連携で地域のバイオマスの産業化を目指す「バ

イオマス産業都市の構築」が提示されています。平成28（2016）年度末現在、全国で68市

町村のバイオマス産業都市が決定され、管内では新潟県新潟市、富山県射水市、新潟県
にいがた し い み ず し

十日町市、富山県南砺市が選定されています（表６－10）。
と お か ま ち し な ん と し

表６－10 バイオマス産業都市

県 事　業　内　容

新潟県 下水汚泥のバイオガス発電、木質ペレット、バイオディーゼル等

富山県
木質バイオマス等の堆肥化、廃食用油の混合燃料化、もみ殻の熱利用・
肥料化・資材化等、木質バイオマス発電

新潟県
固形燃料化及び熱利用（木質バイオマス、紙おむつ等）、バイオガス発
電及び熱利用、バイオディーゼル

富山県
固形燃料化及び熱利用（木質バイオマス、もみ殻）、堆肥化（生ごみ、
もみ殻）、バイオガス化（生ごみ、樹皮）、観光プロジェクト

射水市

十日町市

南砺市

事業実施主体

新潟市

※1 バイオマスとは、生物資源の量を表す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」であ
り、具体的には、家畜排せつ物や食品廃棄物等の「廃棄物系バイオマス」、稲わらや林地残材等の「未利用バイオマ
ス」、なたねやさとうきび等の「資源作物」に分類できる。

※2 バイオマス活用推進計画とは、地域のバイオマスの賦存状況、エネルギーやバイオマス製品の需要等の自然的･経済
的･社会的諸条件に適応したバイオマスの活用に向け、県･市町村が作成する計画

※3 バイオマス事業化戦略検討チームとは、バイオマス活用に関する関係府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水
産省、経済産業省、国土交通省、環境省）の連携の下、バイオマス活用技術の到達レベルの横断的な評価と事業化に
向けた戦略の検討を行うため、バイオマス活用推進基本法に基づき設置されている「バイオマス活用推進会議」の下
に設置されたチーム

※4 バイオマス産業都市とは、木質、食品廃棄物、下水汚泥、家畜排せつ物等、地域のバイオマスの原料生産から収集
・運搬、造成・利用までの経済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域
循環型のエネルギーの強化により、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち
・むらづくりを目指す地域。関係府省（内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境
省）が共同で地域を選定し、連携して支援を行う。
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（２）再生可能エネルギー

太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱等のエネルギー資源は、永続的な利用

が可能であるとともに発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となるＣＯ2 をほとんど排出

しないという優れた特徴を有しており、これらの資源を変換して作られるエネルギーは「再

生可能エネルギー」と呼ばれています。

農山漁村にはこれらのエネルギー資源が豊富に存在していることから、再生可能エネル

ギーを利用した農林漁業の振興と農山漁村の活性化が期待されています。

特に、北陸地域の包蔵水力※1は富山県が全国第２位、新潟県が全国第４位と恵まれてお

り、これまでも大規模な水力発電が行われてきました。近年は、再生可能エネルギーの固

定価格買取制度※2を背景に、農業用水を活用した小水力発電が各地で行われています。

（３）再生可能エネルギーによる地域活性化の推進

ア．農山漁村再生可能エネルギー法による推進

地域資源の有効活用を進める一方、食料供給や国土保全等の農山漁村が有する重要な

機能の発揮に支障を来すことのないよう、農林地等の利用調整を適切に行うとともに、

再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を推進する

ため、平成26（2014）年５月１日に「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エ

ネルギー電気の発電の促進に関する法律」（農山漁村再生可能エネルギー法）が施行され

ました。

また、同法に基づき26（2014）年５月16日に基本方針を公表し、この中で「平成30年

度において、法の措置の活用等により再生可能エネルギー電気の発電を活用して地域の

農林漁業の発展を図る取組を現に行っている地区が全国100地区以上、当該取組を行うた

めの検討に着手している地区が全国200地区以上存在していることを目指す。」と目標を

設定しています。

北陸農政局では、28（2016）年度、管内の市町村を延べ26回訪問し、農山漁村再生可

能エネルギー法の周知や先行事例等の情報提供を行いました。また、管内の全市町村を

対象に、「農山漁村再生可能エネルギー法の活用に関するアンケート調査」を実施しまし

た。

さらに、28（2016）年８月10日に新潟県で、29（2017）年３月24日に富山県で「農山

漁村再生可能エネルギー推進会議」を開催し、県や市町村担当者等と地域における再生

可能エネルギーの普及促進を図る上での課題やその解決方法等を共有し、意見交換を行い

ました。

※1 包蔵水力とは、発電水力調査により明らかとなった我が国が有する水資源のうち、技術的・経済的に利用可能な

水力エネルギー量のこと。順位は、資源エネルギー庁の発電水力調査（平成28（2016）年３月31日現在）による。

※2 固定価格買取制度とは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、太陽

光、風力、水力、地熱、バイオマスの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期

間電気事業者が買い取ることを義務付けた制度
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イ．再生可能エネルギーによる地域の活性化の事例

北陸管内でも、農林漁業者等が主体となって、再生可能エネルギーによる利益を地域の

農林漁業の活性化のために活用する取組が行われています。北陸農政局では、先進的な事

例を調査し、Webサイト（ホームページ）で紹介しています（表６－11）。

今後は、農山漁村再生可能エネルギー法も活用しながら、このような取組が広がること

が期待されます。

表６－11 農林漁業者等が主体の再生可能エネルギーの主な取組（28（2016）年度調査）

再生可能エネ
ルギーの種類

実施主体
【所　在】

取組概要

合同会社
かほく市民発電所
【石川県かほく市】

市民からの出資を募り、太陽光発電設備を設置。売電収入は市民からの
出資への配当などに活用。出資者への配当は、現金のほか、地域の農
産物等から選ぶことができ、食の地産地消を推進することで、地域農業を
支援する予定。

早月川沿岸
土地改良区

【富山県滑川市】

既設の農業用水路に新設した取水施設を用いて発電所に送水し、高低
差を利用して発電。売電収入は、土地改良区が管理する農業水利施設の
管理費に充当し、農家の負担軽減を図る。

(株)福井
グリーンパワー
【福井県大野市】

福井県内で発生する間伐材など木質バイオマス資源をチップ化し、燃料と
して活用。木材価格の低迷により、利用されず山に放置されていた間伐
材などを有効活用することで、林業の再生、山林の整備につなげている。

(株)あかりテック
【新潟県見附市】

もみ殻の処分が地域の課題となっていた中、もみ殻の焼却により得られ
る熱を利用し、葉物野菜の水耕栽培に取り組む。もみ殻を燃料とすること
で、燃料費を大幅に削減。もみ殻の焼却灰（くん炭）は、土壌改良材として
農家などに販売。

ＪＡ北魚沼
【新潟県魚沼市】

地域に豊富に存在する雪の冷熱を利用した利雪型米穀低温施設（雪室
倉庫）。雪の冷熱を利用することで、施設の電気消費量が抑えられ、ま
た、安定した温度・湿度のもとで保管することができることから、米の鮮度
と食味を保つことが可能。同ＪＡは、雪室倉庫で貯蔵されたコシヒカリを
「雪室貯蔵米」として付加価値を高めて販売。

太陽光発電

小水力発電

バイオマス発電

バイオマス熱

雪氷熱
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７．都市と農山漁村の共生・対流の推進

（１）農山漁村振興交付金の活用

グリーン・ツーリズム等に34団体が取り組む

農林水産省では、農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した観光・教育・福祉等の取

組や農山漁村の定住等を促進し、農山漁村の振興を図ることを目的として、平成28（2016）

年度から「農山漁村振興交付金」により、地域の活動計画づくりや手づくり活動、意欲

ある都市の若者等の地域外の人材を長期的に受け入れる取組、地域を越えた人材の活用

等、地域資源を活用する取組を支援しています。

28（2016）年度は、北陸農政局管内で10団体がこの交付金を活用して、「活動計画作成」、

「子ども農山漁村交流プロジェクト」、「農山漁村の「食」を活用し観光と連携したグリ

ーン・ツーリズム」及び「農山漁村の地域資源と福祉を活用した「農」の取組支援」の

活動に取り組んでいます。

また、25（2013）年度から実施した「都市農村共生・対流総合対策交付金」の11団体

及び27（2015）年度に実施した「農村集落活性化支援事業」の13団体もこの交付金によ

り支援しています（表６－12）。

表６－12 農山漁村振興交付金等の活用状況

（２）山村活性化支援交付金

地域の未利用資源の活用等を通じた所得・雇用の増大による山村の活性化

山村では、人口減少や高齢化が著しいことから、人材や労働力が不足し、地域社会の

活力が低下しています。

一方、山村は、国土の保全、水源の涵養等、森林及び農業の有する多面的機能の発揮
かんよう

に大きな役割を担う重要な地域です。また、特色ある農林水産物や、固有の自然・景観、

伝統文化等の多くの地域資源が存在しています。こうした資源に恵まれた山村は、近年、

都市住民を中心に、ゆとり・やすらぎの場としての評価が高まっていますが、地域資源

は十分に活用されていません。

農林水産省では、このような状況を踏まえ、地域の農林水産物等の域内での消費の拡

大や域外への販売促進、付加価値の向上等を通じた地域経済の活性化を図るため、薪炭

・山菜等の山村の未利用資源等の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するた

資料：北陸農政局調べ

（単位：団体）

活動計画作成
子ども農山漁村
交流プロジェクト

農山漁村の「食」
を活用し観光と
連携したグリー
ン・ツーリズム

農山漁村の地域
資源と福祉を活
用した「農」の取
組支援

計

新潟県 1 6 1 1 2 4 11

富山県 3 2 1 1 6

石川県 3 4 1 1 2 9

福井県 4 1 1 1 1 3 8

計 11 13 3 2 1 4 10 34

　　 　  交付金

　県

都市農村共生・対流
総合対策交付金
 〔平成25～27年度〕

　農村集落活性化
　支援事業
 　〔平成27年度〕

農山漁村振興交付金〔平成28年度～〕

合計
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めのソフト活動を支援することを目的に、平成27（2015）年度から山村活性化支援交付

金を実施しています。

北陸農政局管内では、同交付金を活用した取組が、18地区（新潟６、富山４、石川４、

福井４）で実施されています。

（３）市民農園の開設状況

市民農園は、主として都市住民がレクリエーション等を目的として利用する農園をい

い、北陸地域では、平成28（2016）年３月31日現在で137か所（全国4,223か所）が開設

されています（表６－13）。

（４）障害者の就農促進

農福連携推進北陸ブロックセミナー等の開催

障害者就農の取組を促進するため、障害者の就農に取り組むNPO法人や社会福祉法人、

農地所有適格法人等関係団体、国・地方公共団体等で構成される「北陸障害者就農促進

ネットワーク」では、平成28（2016）年度において、

・「農福連携推進北陸ブロックセミナー」（29（2017）年１月、金沢市）
かなざわ し

・「北陸障害者就農促進ネットワーク意見交換会」（29（2017）年１月、金沢市）
かなざわ し

を開催しました。

同ネットワークの加入団体数は、29（2017）年

１月31日現在で42団体となり、障害者の就農促進

に向けた情報共有、メンバー間の連携強化に向け

て取組を進めています。

資料：農林水産省調べ

注：特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律及び市民農園整備促進法に基づき

開設されたものである。

農福連携推進北陸ブロックセミナー

表６－13 市民農園開設数・面積（平成28（2016）年３月31日現在）

2,321 511 1,078 313 4,223 1,381

76 23 31 7 137 78

新潟県 30 5 9 0 44 39

富山県 13 4 3 2 22 7

石川県 27 6 12 3 48 24

福井県 6 8 7 2 23 7

面　積
（ha）

　全　国

　北　陸

区　　分
 地方
 公共団体

 農業
 協同組合

農業者
企業、NPO
法人等

合　計
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（５）豊かなむらづくり全国表彰事業の実施

本事業は、農林水産祭の表彰行事の一部門として、農山漁村におけるむらづくりの優

良事例の表彰と、その業績発表を行うことにより、むらづくりの全国的な展開を推進し、

地域の連帯感の醸成やコミュニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な

発展に資することを目的として、昭和54（1979）年度から実施されているものです。

平成28（2016）年度は、「別俣 農村 工房」（新潟県柏崎市）が農林水産大臣賞を、
べつまたのうそんこうぼう かしわざきし

「小菅沼・ヤギの杜」（富山県魚津市）、「横山 振興会」（石川県珠洲市）及び「 上丁 地区」
こすがぬま もり うおづし よこやましんこうかい すずし かみようろ

（福井県大野市）が北陸農政局長賞を受賞しました。
おおのし

農林水産大臣賞を受賞した「別俣農村工房」の所在する別俣地域は、周囲を山々に囲
べつまたのうそんこうぼう べつまた

まれた盆地に位置し、周辺は水稲を主体とする農業を営む純農山村地域となっています。

当地域では、15（2003）年に「別俣を考える会」を立ち上げ、地域の将来について住民全
べつまた

体で考えるという活動を進めていました。

この状況の中、17（2005）年に地域のシンボルとなっている別俣小学校が閉校となり、
べつまた

市内に唯一残る築60年の木造校舎が解体の危機に直面した際に、「別俣を考える会」では、
べつまた

この木造校舎を守ることが、子供たちにふるさとを残すことにつながる、という信念の下、

住民の合意形成に取り組み、その結果、校舎の存続が決まりました。このことは、地域住

民の心底に住民の共助、協同の精神が存在することを表すものであり、このことが今日の

「むらづくり」への原点ともなってきました。

その後、18（2006）年には、校舎の維持管理のため任意団体「別俣農村工房」を有志８
べつまたのうそんこうぼう

名で設立し、改修した校舎を活動の拠点として、20（2008）年に体験交流施設「田舎の学

校きらら」、また、23（2011）年には校舎内に農家レストラン「ふるさと食堂 喜楽来(き

らら)」を開設して、地元食材を使用した郷土料理を提供することにより、地元野菜の生

産拡大、地産地消の推進にも貢献しています。

また、地域の高齢者が子供たちに、地元で培われた農法や工芸品づくりを披露・伝授し、

川遊びやキャンプ等では子供たちが自然の恵みを体験し、収穫祭等のイベントでは、地元

産の農産物や手造りの郷土料理が並び、ここでは女性たちが大きな力を発揮しています。

このように、子供からお年寄りに至るまでの地域住民を地域の宝として捉え、この地域

の宝を活用した交流を柱に、地域住民が一体となってむらづくりを進めており、これらの

取組は地域の活性化に大きく寄与しています。

市内に唯一残る旧別俣小学校・木造校舎
べつまた

（別俣農村工房）
べつまたのうそんこうぼう

ふるさと食堂・喜楽来
き ら ら

（別俣農村工房）
べつまたのうそんこうぼう
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（６）「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」優良事例の選定

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山

漁村」の実現のため、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、

所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定し、全国に広く発信しているものです。

平成28（2016）年６月14日から８月15日に第３回選定の募集を行い、全国から769地区、

北陸から114地区（新潟35、富山16、石川28、福井35）の応募があり、28（2016）年10月

17日に全国で30地区、北陸農政局管内から４地区が選定されました。

選定された地区の中から、28（2016）年12月２日には、全国でグランプリ１地区及び特

別賞４地区が選定されましたが、北陸農政局管内からの選定はありませんでした。

また、全国で選定された地区以外にあっても、北陸農政局管内には数多くの優良な事例

があることから、地域の活性化、所得向上等の取組や、農村振興の重点施策である都市農

村交流等に取り組んでいる優良な事例を「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の

宝』」として選定し、広く発信することにより他地域への横展開を図る取組を27（2015）

年度から行っており、28（2016）年度は優良事例として11地区を選定しました。

選定した地区を対象に、28（2016）年12月13日に金沢広坂合同庁舎において、平成28

（2016）年度「北陸農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」優良事例選定証授与

式を開催し、選定証授与の後、全国段階の選定地区と北陸農政局選定地区の出席された代

表者と局内関係者が意見交換を行いました。

意見交換選定地区と局幹部との記念撮影
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巻 末 資 料
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（敬称略）

部 門 種 目 品 目 住 所 氏 名

産物 水稲 平成27年度富山県農業振興賞 富山県南砺市
なんとし 農事組合法人

いのくち

水稲、
ハトムギ他

平成27年度全国優良経営体表彰 富山県高岡市
たかおかし

有限会社　中山
なかやま

農産

水稲・
大豆他

平成27年度全国優良経営体表彰 新潟県上越市
じょうえつし 農事組合法人

上直海
かみのうみ

新潟県長岡市
ながおかし 有限会社

アラカワファーム

新潟県上越市
じょうえつし 農事組合法人

竹
たけなお

直生産組合

オリエンタル
ユリ 新潟県魚沼市

うおぬまし

森山
もりやま

　登美子
と み こ

チューリップ 新潟県胎内市
たいないし

水澤
みずさわ

　衛
まもる

トマト
平成27年度新潟県施設園芸
（きゅうり・トマト・いちご）
立毛品評会

新潟県新潟市
にいがたし 農事組合法人

濁
にごりかわ

川生産組合

いちじく
平成27年度「園芸生産拡大推進
運動」果樹高品質生産拡大共進会 新潟県新潟市

にいがたし

永井
ながい

　哲夫
てつお

チューリップ
第49回富山県チューリップほ場
品評会 富山県高岡市

たかおかし

清都　和文
きよと　かずふみ

乳牛 富山県富山市
とやまし

舘
たち

　幸男
ゆきお

豚枝肉 富山県南砺市
なんとし

杉本
すぎもと

　清
きよし

牛枝肉 富山県氷見市
ひ み し

宮本
みやもと

　春義
はるよし

経営 酪農 第75回中日農業賞 石川県鳳珠郡
ほうすぐんのとちょう

能登町 柴野
しばの

　立
たつた

太

林産 産物 生椎茸 第56回石川県きのこ品評会 石川県鳳珠郡
ほうすぐんのとちょう

能登町 高嶋
たかしま

　真佐夫
まさお

平成28年度（第55回）農林水産祭参加の農林水産大臣賞等受賞者一覧表

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名受 賞 財

表 彰 行 事 名

農産

第37回新潟県花きコンテスト

経営

大豆 第44回全国豆類経営改善共励会

技術・ほ場

産物

産物

園芸

畜産

平成27年度富山県畜産共進会
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（敬称略）

部 門 種 目 品 目 住 所 氏 名

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名受 賞 財

表 彰 行 事 名

錦鯉 第55回新潟県錦鯉品評会 新潟県小
　おぢやし

千谷市 大
だいにちようりじょう

日養鯉場株式会社

第68回全国蒲鉾品評会 新潟県新潟市
にいがたし

一正蒲鉾株式会社
いちまさかまぼこ

第26回全国水産加工品総合
品質審査会 富山県氷見市

ひ み し マルカサフーズ

有限会社

北陸ブロック優良事例
（豊かなむらづくり全国表彰事
業）

新潟県柏崎市
かしわざきし

別
べつまた

俣農村工房

水産加工品

水産 産物

注：１) 部門は農産、園芸、畜産、蚕糸・地域特産、林産、水産及びむらづくりの７部門である。
　　２）種目は産物、技術・ほ場、経営、生活（むらづくり部門は種目なし）の４種目である。
　　３）平成27（2015）年８月１日から28（2016）年７月31日までの１年間における受賞者である。
　　４）受賞者の住所・氏名は農林水産大臣賞受賞時のものを示す。

むらづくり
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（敬称略）

氏 名

小菅沼
こすがぬま

・ヤギの杜
もり

横山
よこやま

振興会

上
かみようろ

丁地区

園芸・畜産経営部門 永野
ながの

　千太郎
せんたろう

田村
たむら

　兵一
ひょういち

大石
おおいし

　惣一郎
そういちろう

小山
こやま

　良市
りょういち

向
むかいとうげ ちりゅう

峠　智隆

６次産業化・食品産業部門 片岡
かたおか

　喜美子
きみこ

瀧本
たきもと

　みどり

西中
にしなか

　宏美
ひろみ

長谷川
はせがわ

　信枝
のぶえ

社会参画部門（個人） 島田
しまだ

　玲子
れいこ

食料産業局長賞「学校給
食・社員食堂部門」 高浜町

たかはまちょう

学校給食センター

食料産業局長賞
「外食・弁当部門」

葉
は

っぴ～カフェ

ｔｕｔｔｉ

福井県坂井市
さかいし

経営参画部門（個人）

富山県射水市
いみずし

新潟県中魚沼郡
なかうおぬまぐん

津南町
つなんまち

農山漁村におけるむらづくり
の優良事例を表彰

北陸農政局長賞
北陸農政局豊かなむ
らづくり表彰

富山県魚津市
うおづし

農村振興部門

新潟県佐渡市
さどし

富山県小矢部市
おやべし

福井県大野市
おおのし

福井県大飯郡
おおいぐんたかはまちょう

高浜町

新潟県新潟市
にいがたし

石川県鳳珠郡
ほうすぐんのとちょう

能登町

石川県珠洲市
すずし

北陸農政局農政功績
者表彰

北陸農政局長賞

福井県あわら市
し

福井県大飯郡
おおいぐんたかはまちょう

高浜町

石川県鳳珠郡
ほうすぐんのとちょう

能登町
北陸農政局男女共同
参画優良事例表彰

北陸農政局長賞

富山県下新川郡
しもにいかわぐん

入善町
にゅうぜんまち

平成28年度北陸農政局長賞等受賞者一覧表

地産地消給食等
メニューコンテスト

地産地消の一層の推進を図る
ため、生産者との交流促進等
の地産地消の取組を行いなが
ら、地場農林水産物の食材利
用に工夫を行っているメ
ニューを表彰

表 彰 行 事 名 受 賞 名 内 容

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名

住 所
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（敬称略）

氏 名

表 彰 行 事 名 受 賞 名 内 容

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名

住 所

新潟市立両川
りょうかわ

小学校・

新潟市立曽野木
そのき

小学校

新発田市立川東
かわひがし

小学校

上市町
かみいちまち

教育委員会

株式会社

清水
しょうず

そばそば峠
とうげ

農家レストラン大門
おおかど

株式会社

北陸農政局長賞
「地域振興部門」

のとも～る

スマイルプロジェクト

北陸農政局長賞
「交流促進部門」 ＮＰＯ法人よもぎの会

北陸農政局長賞
「消費拡大部門」 農菓

のうか

プロジェクト

農事組合法人よこさわ

濱田
はまだ

 智和
ともかず

能登
のと

棚田保全活動協議会

見附市
みつけし

広域協定運営委員会

城内
じょうない

地域広域協定運営委員

会

金山
かなやま

農地水環境保全委員会

能美市
のみし

農地・水・環境保全

管理協定運営委員会

邑知潟
おうちがたみどり

水土里ネットワーク

一般社団法人

宮川
みやがわ

グリーンネットワーク

新潟県新潟市
にいがたし

富山県中新川郡
なかにいかわぐん

上市町
かみいちまち

新潟県新発田市
しばたし

新潟県見附
みつけ

市
し

新潟県南魚沼市
みなみうおぬまし

有機農業をはじめとする環境
保全型農業の確立を目指し、
意欲的に経営や技術の改善に
取り組み、農業の有する多面
的機能の発揮等のため環境の
保全活動を通じ地域社会の発
展に貢献している農業者・団
体等を表彰

富山県富山市
とやまし

富山県砺波市
となみし

石川県鳳珠郡
ほうすぐんあなみずまち

穴水町

石川県白山市
はくさんし

石川県金沢市
かなざわし

富山県黒部市
くろべし

新潟県上越市
じょうえつし

新潟県長岡市
ながおかし

富山県下新川郡
しもにいかわぐん

朝日町
あさひまち

石川県能美市
のみし

石川県羽咋市
はくいし

、

鹿島郡中能登町
かしまぐんなかのとまち

福井県小浜市
おばまし

北陸農政局長賞
「外食・弁当部門」

地産地消等優良活動
表彰

北陸農政局長賞

北陸農政局長賞
「多面的機能支払部門」

地産地消給食等
メニューコンテスト

地産地消の一層の推進を図る
ため、生産者との交流促進等
の地産地消の取組を行いなが
ら、地場農林水産物の食材利
用に工夫を行っているメ
ニューを表彰

北陸農政局長賞「学校給
食・社員食堂部門」

北陸農政局多面的機
能発揮促進事業優良
活動表彰

農業者その他の地域住民によ
る共同活動等により営まれ、
良好な地域社会の維持等に重
要な役割を果たし、農用地等
の地域資源の保全管理等に取
り組んでいる優良な事例を表
彰

北陸農政局環境保全
型農業推進優良事例
表彰

地産地消の普及・啓発を図る
ため、地域の特色を活かした
創造的で将来性のある地産地
消活動を表彰
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（敬称略）

氏 名

表 彰 行 事 名 受 賞 名 内 容

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名

住 所

上越市
じょうえつし

山田
やまだ

鎌倉
かまくら

集落協定

小牧
おまきたなだ

棚田管理組合集落協定

新庄
しんじょう

集落協定

農林水産省
農村振興局長賞

氷見市
ひみし

鳥獣被害防止対策

協議会

ザ・そんぼ夢
む

創
そう

の会

下市町
しもいちちょう

自治会

合谷町
ごうだにちょう

鳥獣害対策協議会、

南江守
みなみえもり

鳥獣害対策協議会

単位収量の部
農事組合法人
あしぬまカントリー

地域の平均単収からの増収の
部

農事組合法人

荒俣
あらまた

営農組合

全国農業協同組合中央会
会長賞
（農家の部）

生産技術の向上、経営の改善
の面からの創意、工夫を持
ち、先進的で他の範となる麦
作農家及び麦作集団を表彰

橋本
はしもと

　哲郎
てつお

有限会社得農農産
とくののうさん

得能
とくの

　初雄
はつお

有限会社営農ワイエムアイ

新川
しんかわ

　清和
きよかず

農事組合法人矢田野地区営
やたの

農組合

農事組合法人

イーノなかのはま100

南江守
みなみえもり

生産組合

生産性、商品性の高い豆類生
産の安定化を図ることを目的
として、特に経営改善の面か
ら先進的で他の範となる豆類
生産農家及び生産集団を表彰

富山県黒部市
くろべし

福井県あわら市
し

新潟県新潟市
にいがたし

富山県黒部市
くろべし

新潟県上越市
じょうえつし

富山県富山市
とやまし

石川県七尾市
ななおし

福井県美浜
みはま

町
ちょう

富山県富山市
とやまし

石川県白山市
はくさんし

石川県小松市
こまつし

福井県あわら市
し

福井県福井市
ふくいし

北陸農政局「飼料用
米多収日本一」優良
表彰

北陸農政局長賞

平成28年度全国麦作
共励会

第44回全国豆類経営
改善共励会

北陸農政局長賞

北陸農政局長賞
「中山間地域等直接支払
部門」

福井県福井市
ふくいし

福井県福井市
ふくいし

北陸農政局鳥獣被害
対策優良活動表彰

地域で鳥獣被害対策活動に貢
献している個人、団体（地域
協議会等）を表彰

富山県氷見市
ひみし

北陸農政局長賞

石川県羽咋郡志賀町
はくいぐんしかまち

北陸農政局多面的機
能発揮促進事業優良
活動表彰

農業者その他の地域住民によ
る共同活動等により営まれ、
良好な地域社会の維持等に重
要な役割を果たし、農用地等
の地域資源の保全管理等に取
り組んでいる優良な事例を表
彰
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（敬称略）

氏 名

表 彰 行 事 名 受 賞 名 内 容

受 賞 者 の 住 所 ・ 氏 名

住 所

北陸農政局長賞 乳用牛（経産牛） 廣川
ひろかわ

　寛
ひろし

乳牛の部 館
たち

　知志
ともじ

豚の部 杉本
すぎもと

　清
きよし

肉牛の部（枝肉） 谷口
たにぐち

　一男
かずお

北陸農政局長賞 肉用牛（枝肉） 株式会社　能登
のと

牧場

肉用牛（雌） アデア牧場

肉用牛（去勢） 原
はら

　哲
てつひさ

久

こめ販売業 株式会社　新潟
にいがたのうしょう

農商

加工食品（醤油、味噌）
製造業

株式会社

ヤマト醤油
しょうゆみそ

味噌

清水
しみず

建設
けんせつ

(株)・JFEエンジニ

アリング(株)九頭竜川
くずりゅうがわ

下流

（二期）農業水利事業九頭

竜川左岸用水路江上
えがみ

調圧水

槽建設工事共同企業体

(株)小山
こやま

組
ぐみ

注：１）北陸農政局で選考した表彰を記載

　　２）平成28（2016）年４月１日から29（2017）年３月31日までの１年間における受賞者

新潟県長岡市
ながおかし

石川県鹿島郡
かしまぐんなかのとまち

中能登町

新潟県新潟市
にいがたし

石川県金沢市
かなざわし

石川県鳳珠郡
ほうすぐんのとちょう

能登町

富山県富山市
とやまし

北陸農政局長賞

北陸農政局長賞

富山県富山市
とやまし

富山県南砺
なんと

市
し

富山県下新川郡
しもにいかわぐん

入善町
にゅうぜんまち

北陸農政局農業農村
整備事業等の優良工
事等表彰

北陸農政局長賞
工事・業務等の成果が優秀で
あり他の模範となる請負者を
表彰

平成28年度富山県畜
産共進会

平成28年度石川・福
井合同肉牛枝肉共励
会

平成28年度北陸三県
和牛子牛共進会

平成28年度輸出に取
り組む優良事業者表
彰

農林水産省
食料産業局長賞

石川県金沢市
かなざわし

石川県金沢市
かなざわし

第31回新潟県ホルス
タイン共進会

- 198 -





発 行 北 陸 農 政 局

編 集 企 画 調 整 室

〒920-8566

石川県金沢市広坂２丁目２番60号（金沢広坂合同庁舎)

ＴＥＬ（０７６）２３２－４２１７（企画調整室直通）

ＦＡＸ（０７６）２３２－４２１８

ＵＲＬ http://www.maff.go.jp/hokuriku/


