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１

地方農政局等

東北農政局
１

農畜産物の最新の生産状況

○ 飼料用米等の取組
い

米の需給バランスの改善は緊要な課題であることから、４月以降、局総動員で、
ＪＡ組合長や県中央会・ＪＡ県本部の幹部、生産法人などに直接働きかけを行い 【ＪＡ組合長との意見交換】
（延べ約440カ所)、飼料用米等の生産拡大を精力的に推進。
その結果、管内の飼料用米作付面積は前年の２倍超、秋田県では30年ぶりに生産
数量目標を達成するなど管内全県で生産数量目標を達成し、更に自主的取組参考値
【８月６日日本農業新聞】
からも東北局全体で約６千ha深掘りになる見込み。

ど

井土

２

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 農地復旧を契機とした法人化・農地集積の取組事例（宮城県仙台市 井土地区）
津波により深刻な被害を受けた仙台市若林区の井土地区では、国営土地改良事
業による農地復旧を契機に農地の受け皿組織として、平成25年１月にＪＡ出資型の
「農事組合法人 井土生産組合」を設立（組合員15名）。
平成26年度に農地中間管理事業を活用して約45ha集積し、平成27年度の経営規模
は作業受託を含む約100ha（水稲64ha、大豆22ha、ねぎ８haのほか、野菜苗等）で、
周年栽培による複合経営を展開。また、企業会計導入による経営の高度化とともに、
研修生の受け入れ（１名）や女性就農経験者の雇用（５名）を積極的に行うなど地
域農業の核に成長。

【東北管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物（飼料用米等）の作付面積の推移
H25（実績）
飼料用米
大豆（田作）

7,783
29,500

（単位：ha）
H27(計画)

H26（実績）

11,020
29,400

22,400
31,443

１ 飼料用米のH25、H26の作付面積は「新規需要米の取組計画の認定状況」
（農林水産省HP）による。大豆のH25、H26は大臣官房統計部「作物統計」による
２ H２７（計画）の飼料用米は、5月15日時点の中間的な取組状況。大豆は7月31日
時点の東北農政局調べ

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末 383千ｈａ（集積率44.8%）
→H27年3月末 405千hａ（集積率47.5%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：77→ H24：183 → H26：315 → H27:328
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：1,039 → H23：1,010 → H25：1,308
○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22：52 → H24：120 → H26：183
○多面的機能支払(農地維持支払)のｶﾊﾞｰ率
H25：34％→H26：46％→H27：51％ (見込み)

３

【収穫風景】

現場と共に解決する業務の先行事例

○ 被災地における取組事例（福島県川俣町 山木屋地区）
福島地域センターは、原発事故被災地の川俣町の営農再開に向けた支援のた
め、復興庁とともに職員を定期的（週１回）に派遣。
この取組の中で、川俣町から風評被害対策や新しい生産体系の確立について
相談を受け、復興庁の「新しい東北先導モデル事業」への公募を提案し、事業
申請に向けた計画づくり等にも協力。その結果、平成27年度事業に選定され、
消費者等への意向調査や土を使わないアンスリウムの実証栽培を実施中。

【アンスリウムの実証栽培】

○ 異分野連携の促進（労働力の確保、介護食への地産地消等）
盛岡地域センターは、医福食農連携のためのマッチングセミナーを実施中。
今年３月は、農業法人等と障害者支援施設等を対象に開催（約80人）。
９月には直売所・加工業者と病院・老人介護施設等を対象に開催予定。
県（農業・医療・福祉の各部局）及び地元有力紙とも連携。

【マッチングセミナー】

１

関東農政局
１ 農畜産物の最新の生産状況
○ 主要野菜の生育概況等について
・

キャベツ及びレタスは、主産地の群馬県及び長野県で、８月１日・２日の降
雹により、広範囲で外葉等に傷が発生したが、外葉を除去して出荷、東京市場
の８月上・中旬の入荷量は平年並みを確保も品薄感で高値推移。下旬には、入
【キャベツ（群馬県嬬恋村）】
荷量、価格とも安定。
・ 茨城県、千葉県等の管内の早場米地域では、高温不稔の発生等もなく、概ね順調に出荷が行われ
ているが、８月下旬以降に収穫されたものは高温による乳心白粒の発生が懸念。

２ 攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

一般法人参入状況

○ 関東ならではの多様な農林業の主体が出現
【関東管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○飼料用米の作付面積の推移（管内計）

（注）1.作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。
2.27年産の値は、5月15日時点の中間的な取組状況。

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：223,546ha(集積率：27.6%)
→H27年3月末：234,023ha(集積率：29.1%)
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：91→H24：201→H26：354→H27：361
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：1,896→H23：2,047→H25：2,525
○農業参入数(累計)の推移(各年12月末現在)
H22：77 → H24：255 → H26：467

関東管内では、株式会社、ＮＰＯ、医療・社会福祉法人等、
多様な者が農林業に参入。
・

一般法人
全国
うち関東

うちNPO法人

1,712
185
467(27.3%) 62(33.5%)

うち医療・社会
福祉・学校法人

65
21(32.3%)

群馬県富岡市では地元事業者が絹を原料とした化粧品を製
括弧内は全国のうち関東の占める割合
関東農政局調べ（H26）
造するため、養蚕に参入、桑畑を６haまで拡大する計画。
・ 長野県は、製造業の海外移転に伴い減少してきた障がい者の就業先確保のため、「障がい者の農
業就労チャレンジ事業」を実施。200超の障がい者就労施設のうち、1/3以上が農業に取り組む。
また、農業法人が障がい者を雇用する事例も多数。（(株)柿の木農場（長野市）：従業員の40%）
・ 埼玉県秩父地域では、地元林業者と都市住民、地域の食品会社が連携して、秩父樹液生産協同組
合、NPO法人秩父百年の森を設立。カエデの樹液を使ったサイダーやお菓子、漢方薬として利用され
ていたキハダを使った清涼飲用水などの地域特産品を開発し、販売。

３ 「現場と共に解決する業務」の先行事例
(1) 世界農業遺産の認定を契機とした地域活性化への積極的支援
平成25年、掛川市周辺の「茶草場農法」が世界農業遺産に認定。さらなる認知度向上を目指し、
局資源課と土地改良調査管理事務所では、「静岡の茶草場農法実践者認定制度」と「生物多様性貢
献評価制度」の創設を支援。地域では、茶草場農法の生物多様性貢献度をアピールする商品販売、
茶草場ツーリズムを展開。ミラノ万博にも出展し、茶草場を題材にした絵本を作成中。さらに、企
業との連携、援農ボランティアの募集も検討しており、これらの動きについても様々に支援。

(2) 日本ワイン・醸造用ぶどうの振興に向けて
関東農政局では、日本ワインと醸造用ぶどうの振興に資するため、全国のワイナリー、業界団
体の協力を得て、醸造用ぶどうの生産・流通実態の調査を実施。現在とりまとめ中。

２

北陸農政局
１
石川県
能登地域

新潟県
上越市

農畜産物の最新の生産状況

(1) 水稲の作柄概況
８月15日現在の水稲の作柄は、田植期以降おおむね天候に恵まれ、管内各県
とも「やや良」と見込まれる。

(2) 飼料用米の生産拡大（新潟県上越市）
上越市とＪＡえちご上越は、平成22年から飼料用米の作付けに積極的に取り組み、
26年産の作付面積は456㏊で、27年産は944㏊と倍増の見込みとなっており、県内最大
の産地（新潟県全体の３割）を形成。
ＪＡは、コシヒカリ偏重からの脱却による経営安定を図るため、多収品種導入によ
る作期分散や直播等によるコスト低減を推進。飼料用米の供給先として、県外の養鶏
業者と直接契約し、一層の転換を推進。

富山県
西部地区

富山県
富山市

２
【北陸管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：158,958ha（集積率：50.4%）
→H27年3月末：165,921ha（集積率：52.7%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：30 → H24：61 → H26：103 → H27：105
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：435 → H23：396 → H25：548
○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22：34 → H24：76 → H26：98

【飼料用米の荷受】

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 薬用作物等による地域活性化（富山県）
富山県では、薬用作物（シャクヤク、ハトムギ等）や健康食品として注目のエゴ
マについて、地元医薬品関連企業等との連携による付加価値商品の開発等も後押し
となり、「薬都富山ならでは」の特産作物の生産を振興。
富山市では、平成26年４月から温泉熱等を利用した植物工場でのエゴマ(葉)の生
産が開始。今後、市が再生する耕作放棄地(H27:0.9ha→H32:24ha(予定))等で、エゴ
マの大規模露地栽培を行い、地元健康食品会社によるエゴマ油サプリメントの開発
等、地域をあげて６次産業化を推進。
ハトムギは、氷見市での本格的な生産を契機に、県西部を中心に作付が拡大(H20:
93ha→H26:185ha(全国の28%で全国一))し、はとむぎ茶や美容ドリンクなどを製造。

○戦略作物の作付面積の推移（管内計）

注）1.飼料用米の作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。
2.27年産の飼料用米の値は、5月15日時点の中間的な取組状況。
3.大豆・麦の作付面積(田作)は、大臣官房統計部「作物統計」。

【JAえちご上越CE】

３

【植物工場でのエゴマ生産】

【ﾊﾄﾑｷﾞ栽培状況】

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 企業参入による耕作放棄地の解消支援（石川県能登地域）
能登地域においては、平成23年の世界農業遺産認定を契機として、企業参入に
よる耕作放棄地活用の取組が活発化。地域内でこれまでに24社が約84haの農地利
【(株)スギヨファーム能登島農場】
用を図っており、そのうち約25haが再生した耕作放棄地。
農政局では、石川県農林水産部と連携し、能登地域の市町ごとに耕作放棄地の
状況把握や施策情報の共有、具体的な支援施策のあり方の検討等を行うとともに、
最新の耕作放棄地位置図（市町別の縮尺１／5,000の図面）に基づいて関係市町
と意見交換を行い、更なる企業参入の拡大に地域と共に取り組んでいるところ。 【耕作放棄地位置図】 ３

東海農政局
１

農畜産物の最新の生産状況

(1) 水稲の作柄概況
８月15日現在の早場地帯である三重県の作柄は、梅雨時期の低温・寡照や台風の影響が一部あっ
たものの、全体では天候に恵まれ平年並みの見込み。遅場地帯である岐阜県、愛知県の生育は平年
並みで推移している。

(2) 飼料用米等の取組状況
東海管内では、飼料用米の作付面積が昨年に比べ倍増する見込み。主食用米については、岐阜
県及び三重県では、自主的取組参考値からの更なる深掘りになり、愛知県では過剰作付けが緩和さ
れる見込み。その結果、管内の主食用米の過剰作付は解消する見込み。

２
【東海管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物の作付面積の推移（管内計）
飼料用米
WCS用稲

）

h
a

1.0
0.0
25年産

(1) 飛騨牛のＥＵ輸出の取組
平成20年度から岐阜県のブランド牛「飛騨牛」のアジア向け輸出に取り組
んできた「飛騨ミート農業協同組合連合会」が、同地域での成果を踏まえ、
新たなターゲットとしてＥＵ向けの輸出食肉取扱施設の認定を、東海管内で
は初めて５月に取得。７月に初輸出を祝う出発式を行い、同月内に飛騨牛の
ロースやヒレ肉約100kgを輸出。今後も海外の販路拡大に取り組む。

(2) ６次産業化ファンド第１号「マンナン工房ひだ」の取組

（

5.0
作
4.0
付
面 3.0
積
千 2.0

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

26年産

27年産

（注)1.作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。
2. 27年産の飼料用米の値は、5月15日時点の中間的な取組状況。

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：59,489ha（集積率：30.3%）
→H27年3月末：60,368ha（集積率：30.9%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年８月末現在）

H23：65→H24：126→H26：178→H27：181
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：513→H23：559→H25：592
○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22：33→H24：109→H26：159

【出発式の様子】

岐阜県下呂市のこんにゃく製造販売会社である「(株)マンナン工房ひだ」が、下呂産のこん
にゃくいもを主原料とした「冷凍食品用こんにゃく」を岐阜大学と共同開発。
この技術を用いた冷凍用こんにゃくと飛騨地域の野菜ペースト入り刺身こんにゃくを製造する
取組が、東海地域の６次産業化ファンドの第１号出資案件として認定。新たな販路を開拓するこ
とにより、こんにゃくいもの付加価値向上と生産振興による地域の活性化を目指す。

３「現場と共に解決する業務」の先行事例
○ 管内全ての市町村との意見交換会を開催、課題を把握・解決
東海管内の農政に関する課題を把握し現場と共に解決するため、７月から
８月にかけ、14会場において管内の全市町村（125市町村）の首長等と農政
局幹部が意見交換。
中山間地域の市町村からは、主に鳥獣害対策、担い手対策や農地中間管理
事業について、都市的地域の市町村からは、主に農地転用や都市農業の振興
について意見表明があり、今後も地域の課題の解決に向けて、フォローアッ
プを行っていく予定。

【市町村との意見交換会】

４

近畿農政局
１

農畜産物の最新の生産状況

(1) 近畿の最新の生産状況
水稲、果樹、野菜とも、６月から７月にかけての日照不足により一部で生育の遅れが懸念されたが、
その後の気温の上昇により回復し、生育はおおむね平年並みで推移。
７～８月に襲来した台風11号・15号により一部で果樹の落果、水稲の倒伏等が発生。

(2) 近畿管内の農林水産物・食品の輸出の取組
京都府、兵庫県及び和歌山県が輸出拡大を目指し協議会を設立。品目ごとに目標を立て、主にＥ
Ｕ、シンガポール、マレーシア等向けの輸出に取組。
平成26年度の主要な輸出額は、京都府の茶８千万円（目標６千万円）、兵庫県の神戸ビーフ25億
円（目標15億円）、和歌山県の果実７千万円（目標1.2億円）。
【近畿管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物の作付面積の推移（管内計）

(ha)

（注）25・26年産は、「新規需要米の都道府県別の取組計画認定状況」
27年産の飼料用米の値は、５月15日時点の中間的な取組状況

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年３月末：55.4千ha（集積率：24.0%）
→H27年3月末：57.0千ha（集積率：24.9%）
○六次産業化法認定件数(累計)の推移
（H27年8月末現在）

H23：154 → H24：232 → H26：357 → H27：363
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：660人 → H23：719人 → H25：909人
○企業参入数(累計)の推移（各年12月末現在）
H22：36 → H24：128 → H26：214

２

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 外国人への日本茶の魅力の発信
わづかちょう
京都府和束町は、古くから香り高い高級煎茶の産地。茶の生産者が設立した
京都おぶぶ茶苑合同会社ではインターネット販売により茶を輸出。さらに日本
茶の魅力を世界に伝えるため、外国人を対象とした農業体験や外国人による海
外への情報発信等を行ってもらう国際インターンシップの受入を平成24年から 【Tea tour における試飲】
開始し、13カ国43人が参加。更に平成26年には、外国人旅行者向けに茶畑の景観や日本茶を楽しん
でもらうTea tourを開催し、欧米人を中心に300人超が参加。
併せて、アメリカやヨーロッパにおいて茶会を開催する等の活動を行っており、日本茶の海外普
及により生産者の所得拡大に向けた活動を実施。

３

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 地元産農産物・食品の輸出の取組（滋賀県草津市）
大津地域センター長は地域との連携強化のため、管内各市を訪問し、施策説明、
相談対応を実施。
草津市など近江地域の市や農協等が連携し、ミラノ博覧会に地元産食材を利用
した弁当を出展し好評。ミラノの商社が弁当の輸入契約を結ぶため、訪日予定。
【市・ジェトロ等との意見交換】
輸出の拡大等に向け、センターは日本政策金融公庫の輸出支援事業の情報を提供。
また、草津市よりセンターに、今回の弁当の出展を契機として市の産品の輸出拡大方策等について相談
あり。センターは、市と農政局やジェトロとの間のパイプ役となる等、草津市の取組を積極的に支援。草
津市は、センターの協力を得て、「関西・食・輸出推進事業協同組合」への登録、国内外の商談会やス
５
キルセミナーへの参加の検討等、輸出の実現に向けた具体的な取組を実施。

中国四国農政局
１

農畜産物の最新の生産状況

(1) 水稲の作柄概況・生育状況（８月15日現在）

愛媛県
西条市

６月上旬から７月上旬は低温・日照不足、７月16～17日には台風11号が直撃したが、その後は高温・
多照で推移。早期栽培（徳島・高知）は「やや不良」、早場地帯（鳥取・島根）及び遅場地帯ともに概ね
「平年並み」（高知は「やや不良」）。

(2) 飼料用米の作付状況
管内では昨年に比べ2.3倍に拡大の見込み。昨年まで主食用米の過剰作付県であった岡山県及び徳島県
は過剰作付が解消される見込み。

２

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 企業と地域の連携による加工・業務用野菜の生産・販売モデルの確立（愛媛県西条市）

【中国四国管内の「攻めの農林水産業」
の進捗状況に関する指標】
○飼料用米作付面積の推移（管内計）

(1) 取組の経緯
平成23年に日本経団連の「未来都市モデルプロジェクト」に認定。加工・業務用野菜の生産
・販売モデルの確立等により地域活性化を進めるため、住友化学、ＪＡ、市の第三セクター等が
出資し、㈱サンライズファーム西条（H23）、㈱サンライズ西条加工センター（H26）を設立。
(2) 取組内容、特徴
四国地方最大級のカット野菜工場では、世界初となる近赤外線照射（ｉＲフレッシュ）による鮮
度保持処理技術、ＨＡＣＣＰ基準を満たす業界最高水準の衛生管理システムを導入。原料野
菜はＩＣＴを活用した自社農場生産とＪＡ、周辺農家からの供給により確保し、日量２０ｔの加工
・業務用野菜を西日本を中心に加工・卸会社、コンビニ、スーパーへ販売する計画。
民間企業と地域の生産者、生産者団体、自治体等が連携し、地域農業活性化に貢献。

３

【サンライズファーム
西条のイメージ】

【サンライズ西条
加工センター】

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 「おかやま農業女子」の取組（岡山県）
（注）27年産の値は、5月15日時点の中間的な取組状況

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：83.9千ha（集積率：21.6%）
→ H27年3月末：89.0千ha（集積率：23.1%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：97 →H24：150 →H26：221 →H27：229

○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22：57 → H24：206 → H26：299

高知
愛媛
香川
徳島
山口
広島
岡山
島根
鳥取

○新規就農者数の推移（各年度）
H21：1,160 → H23：1,065 → H25：1,286

(1) 取組の経緯
平成26年４月に、農業女子プロジェクトのメンバーである岡山県内の女性農業者から提案
を受け、農政局が中心となり県、金融機関等に取組の支援を呼び掛け。同年７月「おかやま 人 【H27.4.17交流会】
40
農業女子」が13人で発足。現在、会員数31人に発展(うち同プロジェクトメンバー22人）。
24
(2) 取組内容、特徴及び今後の展開方向
20
「農業経営の発展」「主役は農業女子自身」「積極的な情報発信により農業のイメージを
4 4
4 7 3 1 7 1
変える」を活動理念として、マルシェ出店や地元百貨店等での常設販売コーナー開設を 0
会員自ら交渉して実現。また経営発展に関するセミナー、商品開発、加工工場の視察等
【農業女子プロの人数】
を会員が主体的に取組。これら活動はマスコミ等を通じて広く情報発信。
（平成27年７月末現在、
今後も農政局が事務局として会員情報の管理、会員と支援団体との連絡調整、マスコミ
55人）
６
対応等を担い取組を支援。

九州農政局

大分県宇佐市
駅館川地区
熊本県
阿蘇市

１

農畜産物の最新の生産状況

(1) 飼料用米等の作付、生育状況
本作化を目指す飼料用米、ＷＣＳ、大豆の作付面積は拡大傾向。
生育については、台風15号による倒伏、籾ずれ、茎葉の損傷等による影
響を注視する必要。

【大豆の生育状況（熊本県下）】

(2) 熊本における乳用牛の増頭

熊本県
天草市

九州一の酪農地帯である熊本県は、生乳生産の維持拡大に対する意欲が
高く、畜産クラスター事業を活用し、乳用牛の増頭を推進。併せて、付加
価値の高い加工品（チーズ等）の需要に対する取組を進める。

鹿児島県

２

【九州管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物の作付面積の推移（管内計）

【阿蘇ミルク牧場のチーズ】

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

(1) 農地中間管理機構を活用した農業基盤整備
やっかんがわ

大分県宇佐市駅館川地区では、農地中間管理機構を活用しながら、国
営土地改良事業により区画整理や水利施設の整備を推進。企業参入によ
るワイン用ぶどうや飲料用茶の展開により、地域の活性化を図る。

【地ワイン】

(2) 大手企業の農業参入
(株)九電工は、熊本県天草市の耕作放棄地を借受け農業参入。
海外で技術を習得した上、オリーブを栽培し産地化を目指す。
また、ＪＲ九州ファーム(株)は、九州管内５県７地区において、農地
を借り受け、トマト等を栽培。農業を通じた地域貢献を目標。
（注）1.作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。
2.27年産の飼料用米の値は5月15日時点の中間的な取組状況

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：23万5千ha（集積率：42.5%）
→H27年3月末：24万3千ha（集積率：44.2%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：91 → H24：198 → H26：358 → H27：365
○新規就農者数の推移（各年度）
H21：1,488 → H23：1,462 → H25：1,534
○企業参入数(累計)の推移（各年12月末現在）
H22：31 → H24：124 → H26：196

３

【（株）九電工のオリーブ園】

「現場と共に解決する業務」の先行事例

(1) 阿蘇の野焼きの推進
世界農業遺産であり、あか牛で有名な阿蘇草原の「野焼き」の維持拡
大が課題。農政局として日本型直接支払制度の草地への適用を推進し、
県、市町村、団体とともに、野焼きの実施体制の構築や財源確保に貢
献。

【あか牛の放牧地】

(2) 多収品種の栽培技術向上
鹿児島県では、飼料用米栽培に取り組み、作付を拡大しているが、九
州の他県と比べ多収品種の作付割合が低い状況。県と農政局が共同で推
【飼料用米推進会議現地調査の様子】
進会議を本年７月に開催し、多収品種の肥培管理や病害虫防除などの技
術的な課題の解決に向けた意見交換を実施

７

北海道農政事務所
１

農畜産物の最新の生産状況

○ 北海道内の作物生育は概ね順調

長野県
伊那市

６月後半は、曇りや雨の日が多く、気温の低い日が続き、作物の生育が心配されたものの、７月
後半から全道的に気温が高く推移し、局地的な大雨があったものの、作物は概ね順調に生育。
水稲は、生育に地域間差が見られるものの、「平年並み」（８月15日現在）。秋まき小麦の収穫
作業は終了し、平年を上回る収穫量となる見込み。
８月19日に網走市内の一部ほ場において、我が国未発生のジャガイモシロシストセンチュウを確
認。現在、発生範囲を特定するための調査など、関係機関が一体となって、本線虫のまん延防止に
取り組んでいる。

２

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 製薬会社との連携によるニンニク主産地の復活に向けて
ところちょう
北見市常呂町は、かつて日本有数のニンニク生産地であったが、安い
外国産の流入等により、作付面積が減少。
(Ｓ48：116ha →Ｓ63：0.9 → Ｈ26：12.4)
その後、ＪＡところが、農業生産の多様化を図るため、ニンニク生産
【在来種ピンクニンニク】
の拡大を模索していたところ、日本製薬工業株式会社（愛知県小牧市）
が、イオウ化合物など有効成分が多く含まれる当地方在来種の「ピンクニンニク」に着目。
両者の連携の下、機能性の高いニンニク製品の開発に取り組むこととなった。
同社は、ＪＡところの倉庫を改装して、北見工場を稼働（平成26年９月）させ、ニンニクを熟成
させた「黒にんにく」などの製造を開始。地域の雇用創出にも寄与。今後は、ニンニクエキスを原
料とした医薬品製造も予定されており、両者のタッグで、ニンニク主産地の復活を目指す。

【北海道内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物の作付面積の推移（道内計）
2000
1600
1200
800
400
0
(ha)

飼料用米
ＷＣＳ用稲

25年産

26年産

27年産

（注）1.作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。
2.27年産の飼料用米の値は、５月１５日時点の中間的な取組状況。
3.27年産WCS用の作付面積は、水田フル活用ビジョン。

○六次産業化法認定件数（累計）の推移
（H27年8月末現在）

H23：51 → H24：82 → H26：118→ H27：121
○新規就農者数の推移（各年）
H21：611 → H23：678 → H25：603
○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22：14 → H24：36 → H26：71

３

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 農観連携の推進に向けて
北海道は国内外からの観光客が増加しているが、道央圏に集中して
おり、道央圏以外に呼び込むことが課題。一方、来道客は「食」への
関心が高く、農業者も観光との連携に関心あり。そこで、本年３月、
旭川（道北圏）で、当所と大手旅行会社の共催で「農観連携に関する
ワークショップ」を開催。
今後、道内の景勝地と結び付いた「食」が観光目的となるよう、観
光と６次産業化による農家レストラン等が連携するモデルの構築に向
けて、具体的検討を進める。また、これ以外の地域においも、同様な
ワークショップを開催する予定。

万人
650
450
250

来道観光客等の推移

597 595
68 74

623 680
544
115
79
57

120
90
60
30

50

0
H21 H22 H23 H24 H25
訪日来道外国人数
来道観光客数
【資料：北海道調べ】

８

北海道開発局
１

○ 十勝川西長いもは生育良好、米国向け輸出が拡大

十勝
地域

十勝川西長いもは、輪作体系維持と収入確保の重要作物。平成11年から４Ｌ規
格品を台湾輸出。地域８農協の「川西長いも運営協議会」から周年出荷、ＧＡＰ
やＨＡＣＣＰ取得、コールドチェーン構築等により品質への信頼を確保。
本年は、天候に恵まれ生育は良好、平成26年産長いも輸出では米国向けが初め
て台湾向けを上回る見込み。
今後も、高品質安定生産、ＩＣＴ活用による選果・集出荷の更なる効率化と衛
生管理を徹底。

ニセコ町

北海道
全域

２

【北海道の農業・農村に関する指標】
○ 十勝川西長いもの輸出推移
10

（単位：億円）

米国

3.2

6.6

4.1

0.7

3.8

4

2.1
6.0

2

3.3
0
H21年産

H22年産

H23年産

H24年産

H25年産 H26産見込
出典：JA帯広かわにし

○ ＨＯＰの展開状況
・ 海外おみやげ宅配便 導入店舗数
（水産物販売店、ホテル売店等）
H25年度:45店 →H26年度:69店 →H27(7月): 87店
・ HOP１サービス輸送個数
H24年度:213箱→H25年度:324箱→H26年度:722箱
○ ニセコ町への観光客数推移
観光客入込数（千人）

外国人宿泊延数（千人泊）

観光客入込数（千人）： 左軸

1,531 1,458

1,500

1,353
1,000

1,569

1,411

外国人宿泊延数（千人泊）： 右軸

1,593
148

150
100

108

88
500

62
42

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

官民関係機関の協力のもと、「北海道国際輸送プラットホーム(ＨＯＰ)推進
協議会」(事務局：北海道開発局、北海道、札幌大学)を設置(平成25年９月)。
北海道産品の東南アジア等への輸出拡大・物流活性化に向けた取組を推進中。

6.1

台湾

6

【十勝川西長いも】
（白箱：台湾、米国向け、
青箱：国内向け）

○ ＨＯＰ：小口の輸出促進に向け、物流と商流の同時アプローチ

9.2

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ外
8

農畜産物の最新の生産状況

50

55

0

0
H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
出典：北海道調べ

輸送業者が小口空輸貨物の混載と通関申請の一括手続きを行い、輸送コス
トの低減や小口輸出者等の事務負担を軽減するＨＯＰ１サービス(香港、台
湾、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾏﾚｰｼｱ向け)、外国人観光客向けに道産品のおみやげを海外に宅
配できる「海外おみやげ宅配便」サービス(ＨＯＰ１利用）を展開。
本年10月からは、リピーター拡大を目指すインターネットショッピングサ
イトの開設や、より安価な海上輸送（ＨＯＰ２サービス）を展開予定。

３

【海外おみやげ宅配便チラシ】
（道内商店等に配布）

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 道の駅の重点整備、農業と観光の相乗を加速
ニセコ町は、水田・畑作・酪農の農業地帯。自然景観と地元産食材の料理、ラフ
ティングやスキーなどを楽しむ観光客は年間約160万人(町人口の300倍超）。
年間60万人超が訪れる道の駅「ニセコビュープラザ」は、平成９年オープ
ン。平成14年に、大型バスも駐車可能な駐車場を、開発局が整備。
直売会64名の過半は国営土地改良事業「ニセコ地区」(平成26年着工）の受益
農家で、安全安心な農産物が観光拠点の振興に貢献(平成25年売上約３億円）。
本年１月、“重点道の駅”に選定されたことを受け、今後、開発局や道の
駅直売会等が、施設の整備拡充、インバウンド促進や交流機能の強化等を図
る方針。

〔道の駅HPより〕

【道の駅 ニセコビュープラザ】
（直売所では、メロン、スイート
コーン、トマト等。いずれも町内
産）

９

沖縄総合事務局

【沖縄本島】
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【久米島】
【南北大東島】

【宮古島】

那覇市

南城市
【八重山地方】

○ さとうきびは平年を下回る､マンゴーは過去最高の見込み
さとうきびは、５月の台風６号、７月の９号､12号、８月の13号､15号により倒伏、
葉片裂傷及び折損の被害が発生。また、大東島地方では、台風12号の降水量が
少なかったことから潮害が発生。なお、７月１日時点の見込みでは、県全体の
生産量は平年を下回る74万tであるが、その後の相次ぐ台風の襲来により、さら
に低下することが考えられる。【参考：(前年)69万t、(平年)75万t】
マンゴーの生産量は、果実肥大が順調に推移したことと、収穫面積が増え
たことから、過去最高の1,961tの見込み。【参考：(平年)1,561t】

２

八重瀬町

農畜産物の最新の生産状況

【台風15号の被害写真（石垣市）】

攻めの農林水産業の展開に関する最新の動き

○ 「ぐしちゃんいも(紅芋)・いい菜(芋の葉)」を用いた地域活性化
やえせちょう

【沖縄管内の「攻めの農林水産業」の
進捗状況に関する指標】
○戦略作物の作付面積の推移（管内計）
飼料用米

（ha）
8,000

（

飼料作物

飼料作物のうち田）
5,680

5,800
6,000
4,000
2,000

0
（飼料用
米）

0
（飼料用
米）
15

14

0

25年度

26年度

（注）１．飼料用米の作付面積は新規需要米の取組計画の認定面積。（認定実績なし）
２．飼料作物の作付面積は、面積統計の飼肥料作物計のうち飼料用の面積。

○担い手への農地集積の状況（管内計）
H26年3月末：11,414ha（集積率：29.4%）
→ H27年3月末：11,650ha（集積率：30.1%）
○六次産業化法認定件数（累計）の推移
(H27年8月末現在)

H23：23 → H24：42 → H26：54 → H27：54
○新規就農者数の推移（各年度）
H21： 274人→ H23： 257人→ H25： 357人
○企業参入数（累計）の推移（各年12月末現在）
H22： 4法人→ H24：15法人→ H26：25法人

八重瀬町では、国営地下ダムによる農業用水の安定確保を背景に、台風に強
い紅芋を特産品にするため、紅芋の生産組合を設立。県内の菓子製造業や酒
造業者に原料を出荷し、これらと連携して商品化を図るとともに、芋掘り体
験を通じた交流人口の増加により、高齢農家の活動意欲・所得向上に貢献。
芋の葉は夏野菜｢ぐしちゃんいい菜｣として商標登録し、全農家がエコファー
マー認定を受けブランド化に成功。いい菜を用いたレシピの試食会を毎年開
催し、県内ホテルや学校給食に広く提供するほか、青汁商品向けに原料出荷。
今後は、芋の貯蔵施設の導入による計画・安定的な出荷体制の構築と、い
い菜を用いたスムージーや乾麺等の商品開発・販路拡大を目指す。
【ぐしちゃんいい菜（左上）、芋掘り体験（右上）、
【実績(H16→H27見込)】いも:4t→150t、いい菜:0t→40t、芋掘り体験:1,128人→10,000人

３

栽培圃場と組合代表の安里夫妻（下）】

「現場と共に解決する業務」の先行事例

○ 地域資源である薬用作物（ウコン等）の生産拡大

県内では、ウコン、クミスクチン等の薬用作物の生産が台風等により安定
せず、近年の健康志向を背景に高まる安全・安心な県産原材料への需要に十 クミスクチン
ウコン
分対応できていない状況。
【ウコンとその栽培状況】
25年度に局は薬用作物の生産拡大に向けた検討会を開催し、課題と対応方
向を整理。これを踏まえて、昨年度から局内にプロジェクトチームを設け、南城
市及び県内の生産・加工業者と連携し、講演会、相談会等を実施。
今年度は、南城市をモデル地区に選定し、７月に同市内の生産者、加工業者、
観光関連事業者等と現地検討会を開催。引き続き、生産現場が抱える課題の
解決と更なる実需との結びつきを図る講演会や現地検討会のほか、消費者や
10
事業者に広く薬用作物を紹介するパネル展を開催予定。
【現地検討会の様子】

