
参考３ 

みどりの食料システム戦略推進交付金を活用した 

各地域の取組事例 

〇 アイガモロボットなどスマート農業技術を活用した有機農業の推進

  大崎市有機農業・グリーン化推進協議会（宮城県大崎市）

〇 中山間地域における有機農業によるブランド化

  南砺市（富山県南砺市）

〇 下水汚泥や放置竹林など未利用資源を活用した有機農業の推進

  丹波篠山ワクワク農都づくり協議会（兵庫県丹波篠山市）

〇 地域バイオマスのメタン発酵消化液を濃縮液肥として活用する取組

  真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合（岡山県真庭市）

〇 生産から加工・流通、消費まで一気通貫した有機農業の団地づくり

  南種子町有機農業推進協議会（鹿児島県南種子町）



問い合わせ先

大崎市有機農業・グリーン化推進協議会（宮城県大崎市）

構成員：大崎市、県普及センター、JA、農業者、農機メーカー

背景・課題

世界農業遺産「大崎耕土」（平成29年認定）の豊かな自然環境

を維持しながら将来にわたって持続可能な農業を地域に定着させ

るため、環境保全型農業を広く普及する。担い手が減少する中で、

スマート農業機器の導入を契機とした若者や女性の活躍にも期待

している。

みどり戦略実現に向けて

取組メニュー：グリーンな栽培体系への転換サポート 品目：水稲

環境負荷軽減の取組 〇化学農薬の使用量低減（除草剤ゼロを目指して検証）

検討するグリーンな栽培体系

取組
時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

①化学農薬の使用量低減：アイガモロボットによる水田の雑草抑制
②省力化：アイガモロボットによる水田の雑草抑制（除草作業の削減）
③省力化：水管理システムによる水田の水位等の遠隔管理（見回り時間の削減）
④省力化：ロボット草刈機による畦畔等の除草（除草作業の軽労化・コスト削減）

①、②
③

調達 生産 流通 消費

育苗 田植え 本田管理 収穫

④

大崎市産業経済部農林振興課（TEL：0229－23－7090）

アイガモロボット導入による栽培体系転換に合わせ、３種のスマート農業機器で省力化。

アイガモロボット

水管理システム

ロボット草刈機

GPSを利用した自動航行で泥を巻き上げ
光合成を抑制し除草剤の散布回数を削減。

スマホで水位等のデータを見て遠隔操作
で水量調整。見回りの頻度・時間を削減。

リモコンロボットで畦畔等の除草作業を
軽労化。シェアリングでコスト削減。

位置図

①、②アイガモロボット活用に
よる雑草抑制

③水管理システムによる遠
隔管理

④ロボット草刈機による畦畔等
の除草

アイガモロボット

ロボット草刈機

水管理システム

1



南砺市 ブランド戦略部農政課 ℡0763－23－2016問い合わせ先

•有機農産物の生産振興
•先進栽培者の現地視察及び定期的な技
術指導の実施による有機農業の導入

•ボランティア活動を通じて、有機農業
を志す若者の新規就農者の受け入れ

•南砺市による直販
ECサイトを開設し、
販路開拓

•首都圏での消費者と地元
農業者との商談会の開催

•有機栽培の動画作成によ
る地域住民への啓発

•学校給食による食育の推
進

背景・課題

山間地域農業の生き残りをかけた付加価値の創出が課題となって
いる。そのため、五箇山地域（平、上平、利賀地域）において、有
機農業の実証試験を行い、古来からの伝統野菜である在来種「五箇
山かぶら」等の有機農業による付加価値化（ブランド化）を図る。

みどり戦略実現に向けて

有機農業を新たに導入・拡大することにより、
地域の環境負荷が軽減されることや、地元農業
者のみならず、地域内外の事業者や住民を巻き
込んだ取組である有機農業産地づくりが、他地
域のモデルとなることが期待される。

環境負荷軽減の消費者意識が高まることで、
市のＳＤＧｓ未来都市計画の取組である域内外
へのブランディング強化と南砺版地域循環共生
圏の実装がさらに推進される。

取組メニュー：有機農業産地づくり推進 品目：露地野菜

成果目標

①有機農業面積（野菜（赤かぶ等））1.0ha以上拡大 Ｒ3： 6.3ha → Ｒ9：7.4ha
②販売数量(kg)を3ポイント以上拡大 Ｒ3：126,086kg → Ｒ9：129,869kg
③有機農業者数を3人以上拡大 Ｒ3： 24人 → Ｒ9：27人

取組のポイント

取組
時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

①生産：伝統野菜である在来種「五箇山かぶら」等の生産振興
世界遺産・五箇山棚田のボランティア活動を通じ、有機農業を目指す新規就農者を確保

②加工・流通：南砺市による産直ECサイトを開設し、遠隔地の消費者への販売効果を検証
③消費：生産者と地域住民（消費者）との交流イベント等による食育の推進

①生産 ②加工・流通 ③消費

調達 生産 流通 消費

南砺市（富山県南砺市）

位置図

★
位置図
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問い合わせ先

トヨタ丹波篠山店で
の有機野菜販売会

丹波篠山ワクワク農都づくり協議会（兵庫県丹波篠山市）

構成員：篠山自然派、丹波篠山市認定農業者協議会、丹波ささやま農業協同組合、丹波篠山市（事務局）

背景・課題

丹波篠山市では、約300年以上にわたる黒大豆栽培が令和３年２月に日本農業

遺産に認定されているが、農家数の減少や高齢化により農村の担い手が減少して

いるため、大規模・小規模などの「多様」で「柔軟」な農家の参入と定着が必要。

このため、関係機関の協力を得ながら、水稲と黒大豆の有機輪作モデルの確立、

未利用資源の活用、新規有機就農者の育成、観光業や消費者との連携等に取り組

むことにより、有機農業と慣行農業の共存を目指す。

みどり戦略実現に向けて

本事業の取組を進めることにより、市内の農業者等の環境

や生物に対する保全意識が高まり、2050年度までに化学農薬

使用量の50%低減、化学肥料使用量の30%低減に寄与。

取組メニュー：有機農業産地づくり推進 品目：水稲・黒大豆・野菜

成果目標

取組のポイント

取組
時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

① ② ③ ④

①調達 ②生産 ③加工・流通 ④消費

調達 生産 流通 消費

①調達： 未利用資材としての下水汚泥の乾燥肥料の製造や放置竹林から伐採した竹チップの堆肥化
に取り組むとともに、食品系廃棄物や家庭生ゴミ等の堆肥化も視野。

②生産： 水稲と黒大豆の有機輪作モデルの確立を目指し、高効率機械の実証を進め、地域に応じた
栽培マニュアルを作成。スマート農業技術（マルチスペクトルカメラによる生育管理等）を
活用し、有機栽培技術の補完・効率化を推進。
人材確保の取組として、移住ツアー「有機農業はじめの一歩」の開催に加えて、技術講習

会の開催等も行う。
③加工・流通： 有機農産物の食事を提供する飲食店・宿泊施設の拡大等に加え、ＪＡ直営小売店や

市内スーパーにおける「有機農産物コーナー」の設置を進め、流通コストも削減。
④消費： トヨタカローラ神戸（株）と篠山自然派が連携した有機野菜販売会を丹波篠山店以外にも

拡大するとともに、消費者の認知度向上のため、有機の農業者や商品の紹介、学校給食の取
組などの情報発信を行うHP・SNSを作成。

有機農業面積（R3→R9）：13.3ｈa → 24.8ｈa （＋86.5％）
有機農業者数（R3→R9）：20人 → 28人（うち有機JAS：8人 → 13人）

丹波篠山市農都創造部農都政策課 Tel : 079－552－1114

水稲･黒大豆輪作を支えてき
た灰小屋（はんや）での肥料
化作業

スマート農業技術を活用した
生育管理等により、有機栽培
技術を補完

古民家宿泊施設の先駆け
｢集落丸山｣や併設の有名
フレンチレストラン｢ひわ
の蔵｣で食事を提供。

★

位置図

3



真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合
TEL 0867-45-7773問い合わせ先

真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合（岡山県真庭市）
＜協力機関＞真庭液肥研究会（真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合、真庭市環境課、

真庭市農業振興課、JA、農業普及指導センター、市内液肥利用協力農家）

背景・課題

みどり戦略実現に向けて

・同市では市内全域のバイオマス（生ごみ・し尿・浄化槽汚
泥等）を資源化する新プラントの建設を令和６年度稼働を目
指して進めている。本プラントは、老朽化した既存焼却処理
施設の改修にあたり、真庭市の目指す「循環による持続可能
なまちづくり」の方針にも合致し、かつ建築工事費や運営費
等の削減効果も高いことなどから導入を決定。本プラントの
稼働に伴い、処理量は増加し消化液は年間約８千ｔと大幅
（現行の７～８倍）に増加する見込み。そのため、新技術を
活用し、肥料成分を濃縮した消化液（以下、「濃縮液肥」と
いう。）にすることで、効率的な散布が可能になる。
・濃縮液肥を水稲以外の作物でも安心して利用できる環境を
つくるため、濃縮液肥のサンプルを用いてレタスの栽培実証
や肥効分析に取り組み、結果に基づいた普及活動を行う。
・地域内における濃縮液肥の全量利用に取り組み、化学肥料
の使用量低減と地域循環型農業を目指す。

取組メニュー：バイオマス地産地消対策 品目：－

成果目標

○濃縮液肥の利用面積：約16ha → 100ha以上
○製造される濃縮液肥の100％利用：濃縮液肥は新プラントの建設で増加する消化液から約800ｔ

製造される見込みで、これの100％利用を目指す。
取組のポイント

取組
時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

①調達：地域バイオマスをメタン発酵し、バイオガス及び消化液を利用
②生産：濃縮液肥として利便性を向上し、さらなる農業利用を図る（地域循環型農業）

①調達 ②生産

調達 生産 流通 消費

真庭市では平成26年から市内（一部）の生ごみやし尿を利用したメタン発酵に
よるバイオガス利用と、メタン発酵消化液肥（以下、「消化液」という。）を利
用した水稲栽培等のモデル実証に継続して取り組んでいる。これまでの取り組み
で、消化液の利用が一定の時期に集中することや、肥料成分濃度が低く（窒素濃
度0.3％程度）単位面積当たりの散布量が膨大で作業効率の改善が必要であった。

地域バイオマス
（生ごみ・し尿等）

発酵槽

消
化
液

ガス 発電

濃縮装置 濃縮液肥
農業利用

(化学肥料低減)

農作物

令和６年度目標

★

4



問い合わせ先

南種子町有機農業推進協議会（鹿児島県南種子町）

構成員：南種子町、農業委員会、教育委員会、JA種子屋久、有機農業者 等

背景・課題

南種子町は、土地利用型作物の栽培が盛んであるが、担い手の不足及

び高齢化が加速しており、遊休農地の増加や農家戸数の減少が危惧され

る。また、肥料や農薬等の資材の大部分を島外からの移入に依存してお

り、化石燃料価格の高騰が生産コストに大きく影響している。

みどり戦略実現に向けて

生産分野の取組みとして、遊休農地の復旧、

品目作型試験、スマート農機の実証等を実施

し、有機農業団地づくりや生産性向上を図る。

担い手確保及び有機農業の普及啓発の取組

みとして、講演会の開催、農業体験、農産物

加工体験、有機農産物の学校給食利用、新農

業人フェアへの参加等を実施し、新規有機農

家の増加や環境意識の向上、地元有機農産物

のエシカル消費の推進を図る。

取組メニュー：有機農業産地づくり推進 品目：いも類（さつまいも等）

成果目標 有機農業（いも類・露地野菜）の面積を２ha以上拡大（令和６年度）

取組のポイント

取組
時期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

①調達：土壌診断結果（南種子町土壌診断室分析）に基づいた施肥を行うことにより、環境負荷の軽
減及びコストの削減を図る（事業活用外の取組）。

②生産：遊休農地を復旧し、有機農業ほ場とする。リモコン草刈り機（スマート農機）の実証試験を
行い、有機農業のボトルネックの１つである除草作業の省力化を図る。

③加工・流通：有機農産物加工イベントを開催し、町内事業者及び消費者へのＰＲを行うことで、地
元産有機農産物の活用促進を図る。

④消費：学校給食での有機食材活用イベントを開催し、環境教育及び食育を推進。

①調達 ②生産 ③加工・流通 ④消費

調達 生産 流通 消費

南種子町有機農業推進協議会（事務局：南種子町役場総合農政課）

電話：0997-26-1111

移住者

〇有機農業実施計画の策定（検討会の開催）
〇有機農業生産分野の取組み（有機農業団地づくり等）

〇有機農業流通加工消費分野の取組み（給食利用等）
〇環境負荷低減の取組み（地元有機資源の活用等）

・有機農業の環境負荷負荷
低減技術（施肥，防除等）を
応用した生産性及び所得の
増加。

・生産性の向上
・所得の向上
・有機農家生産組織の充実
・新規有機農家の増加

・遊休農地の減少
・担い手農家（新規有機農
家）の増加
・環境意識の向上
・地元有機食材の消費
・エシカル消費の推進

・有機食材を利用した給食
の提供
・環境教育及び食育の実施

・地元有機食材の活用
・エシカル消費の推進

・移住希望者に対するPR効
果

慣行農家 有機農家 地域・住民 学校
飲食店
小売店

有機農業を通じた魅力あるまちづくりの取組み

包括連携協定

南種子町
南種子町
農業委員会

南種子町
教育委員会

(一社)
南種子町

まちづくり公社

南種子町
公民館連絡協

議会

㈲かごしま有
機生産組合

JA種子屋久
観光物産館
トンミー
市場

南種子町
商工会

南種子町
環境保全型
農業推進
協議会

南種子町有機農業推進協議会

実施

構 成 機 関

令和４年度に以下の取組を進め、有機農業面積の拡大を図る。

★ 位置図
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