
近畿農政局 
１ 農畜産物の最新の生産状況 
 

(1) ８月15日からの大雨による被害状況等 
  

  近畿管内では、16・17日の２日間での24時間降水量が、京都府福知山市内で 
 観測史上１位を記録した他、京都府綾部市内、京都市右京区内及び兵庫県丹波 
 市内で８月における24時間降水量の記録を更新。 
  農業被害は、京都府及び兵庫県を中心に、水稲、豆類の冠水・土砂流入等に 
 よる農作物等被害が約５億９千万円、農地の畦畔崩壊・土砂堆積、ため池堤体 
 の決壊及び農道・水路の崩壊等による農地・農業用施設関係被害が約37億１千 
 万円。(９月18日現在) 
 

(2) 酒造用米拡大の取組 
 

  特定名称酒の増加に伴う需要に対応するため、兵庫県等においては、生産数 
 量目標の枠外での酒造好適米（山田錦）の生産が拡大。 
  兵庫県では、酒造好適米の品質向上の観点から、ふるい目を大きくする等の 
 「グレードアップ兵庫県産山田錦」の取組を通じて高品質化を推進。 
  また、京都府では、掛け米に適した府独自の水稲育成品種「京の輝き」の導 
 入により、加工用米の生産も拡大。 

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
。 

 

(1) 「神戸ビーフ」のＥＵ向け輸出が開始 
 

  本年６月にＥＵ向け牛肉輸出が解禁され、神戸肉流通推進協議会（兵庫県） 
 は、７月よりドイツ、オランダ等への輸出を開始。 
  ＥＵにおいても国内同様、①取扱者（流通業者・小売店・レストラン等） 
 を同協議会から指定を受けた業者に限定、②神戸ビーフとしての表示が適正 
 に行われているか等をチェックするモニター制度、③海外商標登録により、 
 ブランド管理を徹底。 
 

(2) サブファンドによる６次産業化の推進 
 

  水産加工・販売会社の(株)食縁（新宮市。株主は、(株)自然産業研究所（近畿大学ベンチャー企業）、 
 新宮港埠頭(株) （新宮市第３セクター）等）は、Ａ－ＦＩＶＥと(株)紀陽銀行、(株)みずほ銀行等が組成 
 した「紀陽６次産業化ファンド」の第１号案件として１億３千４百万円の出資を受けることが決定。 
  国内養殖魚（主にブリ）をフィレ加工の上、機能性フィルムで包装・凍結し、海外輸出することで日本 
 の魚食文化を発信する事業を実施予定。 

 【ＥＵ向け輸出出発式】 
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 【ため池堤体の決壊】 
 （京都府福知山市） 

【山田錦の栽培状況 
（兵庫県加東市）】 
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【水稲の被害（兵庫県丹波市）】 
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【近畿の農業・農村に関する指標】 
・神戸ビーフの輸出頭数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：神戸肉流通推進協議会HPより 
     （平成26年9月2日現在） 
     注：頭数は、個体識別番号単位でカウントした延べ頭数 

  



２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
 

(1) 集落営農から生活支援へ 
  有限会社グリーンワーク（出雲市：旧佐田町）は、平成15年に「地域の存続の 
 ため、農業の担い手と受け皿になろう」を合言葉に２つの営農組合が合併し発足。 
  地域の担い手として、地域内の農作業受託やＩターン者の受入、草刈対策として 
 放牧している羊の毛を利用したマフラー、手袋等への加工販売のほか、高齢者の 
 病院や買い物等での外出支援、配食サービス等の生活支援も拡大。 
  25年４月には、人材確保と機械の共同利用等、経営資源の更なる集約化のため、同社を含む町内 
 の８集落営農組織が広域連携し、株式会社「未来サポートさだ」を設立。ＷＣＳ用稲とそば、なた 
 ねの栽培を組み合わせた水田高度利用と産直、加工事業を展開。 
 

(2) 一石数鳥の山口型放牧  
  山口県では、水田放牧や移動放牧のような農地保全と飼養管理の省力化が図ら 
 れる放牧システムを平成13年に確立し、山口型放牧と命名。草刈の省力化や耕作 
 放棄地解消、鳥獣害防止、繁殖牛生産の省力化や飼料代の抑制等に効果。技術指 
 導やレンタカウの貸出等を通じ、平成25年度には放牧実施箇所299ヶ所、放牧面積 
 350ha、放牧頭数延べ1,162頭と取組が大きく拡大。 
  農事組合法人杵崎の里（山口市）は、平成19年から集落営農組織として耕作放棄地の解消と休耕 
 田の再利用を目的に、レンタカウを利用して山口型放牧を開始。平成24年に農事組合法人となり、 
 管理地も平成19年の2.2ha（10頭）から平成25年には20ha（27頭）まで増加。 
   

１ 農畜産物の最新の生産状況 
  

(1) 台風12号及び11号並びに８月豪雨による甚大な被害 
 

  ８月上旬の台風12号の接近及び台風11号の上陸・通過により、徳島県、高知県 
 を中心に大雨。水稲のほか、徳島のれんこん、高知のトマト、しょうが等に被害。 
   ８月20日未明、広島市安佐北区、安佐南区で豪雨。水稲と野菜等に被害。また、 
 当該地区の農業用水路「八木用水」が土砂で埋塞し溢水。地域の排水路としての 
 役割もあり、国土交通省や市と連携し対応。８月28日から査定前着工による土砂 
 撤去に着手し、二次災害を防止。 
  

(2) キウイフルーツかいよう病Psa３系統による収穫減 
   キウイフルーツかいよう病の一系統であるPsa3系統が、５月に国内で初めて愛 
 媛県で発生。その後、岡山県でも発生。 
  栽培面積で全国１位の愛媛県の被害面積は6.9ha(被害園地率約1.5%)。全国で 
 ７割の生産を占める「ゼスプリゴールド」の収穫量は、昨年産比14％減の見込み。 

【高知県土佐市 
   ハウスの被害状況】 

     【広島市安佐南区 
 八木用水の被災・復旧状況】 

【耕作放棄地放牧の様子】 

【高齢者外出支援サー
ビスの様子】 
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 【中国四国の農業・農村に関する指標】 
 

・平成２６年産水稲の生育・作柄概況 
 早期栽培（徳島、高知）： 
  徳島98、高知99 ※作況指数 
 早場地帯（鳥取、島根）：平年並み 
 遅場地帯：平年並み 

  (平成26年8月15日現在) 
 
・六次産業化法に基づく 
 総合化事業計画 認定件数  
      【201件(うちファンド案件：５件)】 
      （全国1,918件の10％） 
 

 研究開発・成果利用事業計画  認定件数       
              【３件】（全国27件の11％） 
 

          (平成26年9月11日現在) 
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 【九州の農業・農村に関する指標】 
 

・米の生育概況 （平成26年8月15日現在） 
 【「平年並み」 ないし「やや不良」】        ・乳用牛、肉用牛の飼養頭数                         （平成26年２月１日現在）       【乳用牛飼養頭数118千頭（全国割合  8.5％）】       【肉用牛飼養頭数921千頭（全国割合35.9％）】                   ・福岡県における農産物輸出額                                             【現在】      【目標】                                                                （平成２３年）        （平成28年）          農産物輸出額     １０．５億円 ２０．０億円                 
 

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き 
  

(1) 農業団体等が輸出商社を設立しアジアへの輸出拡大 
  福岡県では、農産物の販売チャンネルの多様化の一環として、平成20年12月に、 
 県や農業団体が出資し、農産物の輸出を行う「福岡農産物通商（株）」を設立。  
 香港、台湾、タイ等のインポーターからの注文を受け、「あまおう」をはじめと 
 する野菜、果物等の輸出を推進。 
  中国、韓国、台湾等との競争が激しくなる中で、更なる輸出拡大のため、ロッ 
 トの確保、通年取引に向け他県と連携したリレー出荷を課題として取り組む。 
 

(2) 市と観光協会の連携により農林漁家民泊利用者が大幅増加 
 

  南島原ひまわり観光協会は、平成20年度より民泊受入農林漁家及び南島原市と 
 連携して農林水産業を活かした体験型観光を推進。同協会は、修学旅行等の受入 
 窓口として、学校側の要望を聞き、必要な民泊先の確保を行う一方、受入農林漁 
 家の掘り起こしや衛生・安全関係の講習等を主催。また、市は、協会の運営費や、  
 受入農林漁家の台所の改修等を助成。この結果、交流人口は年々増加し、26年度 
 は、民泊受入170軒で11,500名（うち教育旅行9,840名）を見込む。 
  

九州農政局 
１ 農畜産物の最新の生産状況  
(1) 集落営農組織が畜産農家の飼料増産を後押し 
  南九州市高田地区では、地域一体となったむらづくりの一環として、平成21年、 
  水田農家のみならず畜産農家も参画する集落営農組織の「農事組合法人土里夢た  
 かた」を結成。 
  当該法人では、水田での大豆等生産に取り組むほか、地域の酪農・肉用牛経営 
 の拡大を後押しするため、飼料用とうもろこし収穫・調製作業の受託を開始。現  
 状では120haの作業受託により、地域の畜産経営を支える存在。 
  今後は、水田でのWCSも受託する予定。 
 

(2) 大区画ほ場整備によるハウスの集団化と大規模WCS栽培への転換 
  熊本市の梅洞地区では、これまでハウスによるナスと、主食用米をそれぞれの 
 農家が分散し栽培。 
  大区画ほ場整備に際し、ハウスを一カ所に集団化し、ナスの収穫・管理作業を 
 効率化するとともに長期どりナス栽培に専念することで収益の向上を目指す。 
  一方、水田は大区画化し、主食用米からWCS用稲に栽培を転換。作付けは、 
 「梅洞営農組合」が一元的に行うとともに、収穫は畜産農家が実施。 
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【加工作業と製品】 

北海道農政事務所 
１ 農畜産物の最新の生産状況 
                                
 
   
  
  

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き                                             
   

  

 （1）  トリジェネレーションシステムを導入した最先端施設園芸モデル 
 

   プラント設計･施工企業と札幌市の農業生産法人が共同出資したＪファーム 
  苫小牧（株）が、苫小牧市に1.5㏊の植物工場を整備。施設では、近隣にある 
  勇払ガス田の天然ガスを利用して「トリジェネレーションシステム」により電 
  気と熱、二酸化炭素を供給するとともに、オランダ企業のＩＴ技術によって施 
  設内の環境を全自動で制御し、トマトとベビーリーフを今年８月からいち早く 
  生産を開始。今後は、木質バイオマス導入や他作物の栽培も視野に事業展開。     
 

 （2） 酪農と地域社会の維持を目指した農協と企業とのタッグ 
     
                JA浜中町は、就農者研修牧場を核に約30年に亘り新規就農の確保に取り組む 
  も、農家戸数減に歯止めがきかない状況。そこで、同JAは、企業の酪農参入促 
  進を目的として、建設業等の異業種企業９社と共に農業生産法人(株)酪農王国 
  を設立。酪農王国は、生乳生産を行うだけでなく、企業からの出向社員を通じ 
  て企業に酪農の経営技術を伝授。平成25年には、酪農王国の出資企業が農業生 
  産法人を立上げ、離農牧場を継承。 JAでは、地元企業も取り込んで地域での 
  担い手を確保し、酪農と地域社会の維持を目指す。           
 （3） 積雪地帯における農業分野への障がい者の通年就労 
    （株）九神ファームめむろ（芽室町）は、障がい者と雇用契約を結び最低賃金 
  を保証する就労継続支援Ａ型事業所として、愛媛県の食品製造企業(株)クック・ 
  チャム等の３社が出資して、平成24年に設立。 障がい者を含む15人をフルタイ 
  ムで通年雇用し、ジャガイモ等の生産と１次処理加工を行ない、全量をクック・ 
  チャムグループに販売。平成27年２月には新加工場も完成し、生産量と雇用の 
  さらなる拡大を予定。冬場の作業が少ない北海道農業における障がい者就労の 
  モデルケースとして期待。 

【北海道の農業・農村に関する指標】   

○ 北海道内の作物生育は概ね順調 
 

    道内の水稲は、天候にも恵まれ、作柄状況は「良」（８月15日現在）。 
    道内一部では、春先の強風・凍霜害により、てん菜に枯死等の被害や、８月上旬の大雨によって、  
  そば・かぼちゃに流失、冠水及び倒伏の被害が発生したものの、その後の天候の回復により、麦を 
 はじめ各作物は概ね順調に生育。 

資料：農林水産省「畜産統計調査」 

【酪農王国 畜舎】 

【ベビーリーフ栽培棟】 
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