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１ 地 方 農 政 局 等



東北農政局

攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

○ 水田への「園芸メガ団地」の導入で複合経営を実現した取組
（秋田県）
秋田市雄和平沢地区（秋田県）では、ほ場の大区画化（H25～30（予定）農業競争力

強化基盤整備事業）を契機に、H26.７に「農事組合法人平沢ファーム」を設立。農地中
間管理事業を活用して地区内の９割の農地（96ha）を同法人に集積し、秋田県単独事
業の「園芸メガ団地育成事業」を導入。水稲だけでなく、大豆、枝豆、ねぎ、ダリアの複
合経営を展開（H28作付状況：水稲47.7ha、大豆42.7ha、枝豆2.1ha、ねぎ1.6ha、ダリア
1.5ha）。園芸品目の販売額１億円を目指す（販売額：H28実績 ダリア992万円、枝豆
524万円、ねぎ904万円→H31計画 ダリア6,426万円、枝豆1,350万円、ねぎ2,310万円）。

【東北管内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：405千ha(集積率：47.5%)→
H28年3月末：431千ha(集積率：50.8%)→
H29年3月末：445千ha（集積率：52.8%）

○六次産業化・地産地消法認定件数（累計）
の推移（各年度３月末時点）

H23：76→H25：257→H27：330→H28：341

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：1,025→H24：1,314→H26：1,419
→H27：1,391

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：129→H24：177→H26：234→H28：295
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○ ＧＡＰ認証の戦略的取得で震災前の水準まで売上げを回復した取組
（福島県）
観光農園「まるせい果樹園」（福島県福島市、農地：約８ha）は、商品のブランド化を図

るため、販売方法をＪＡ出荷から直接販売中心に変更し、H13.４に法人化。福島第一原
発事故の発生により、来客数と売上げが減少。風評対策も目指し、H25.６に「ＪＧＡＰ認証
(さくらんぼ、桃、なし等全作物)」、H28.12には「グローバルＧＡＰ認証(りんご、柿)」を取得。
取引がなかった大手量販店にも積極的に営業を行い、パンフレットに「ＪＧＡＰ認証農場」
と記載して消費者にＧＡＰ認証を伝える取組を進めた結果、震災前の水準まで売上げを
回復（H22売上高：約7,800万円→H28売上高：約8,000万円）。併設する農家カフェも好調。

○ 花きの独自品種開発と知財の戦略的展開で輸出力を強化した取組
（岩手県）
八幡平市安代地区（岩手県）では、S40年代から転作作物として「りんどう」の栽培を

開始。１本15～20円での取引時から、価格安定対策として１本につき１円をストック。そ
の資金から研究協力費を拠出し、市と生産者が協力して独自品種を開発。H17年に
は栽培面積110ha、国内販売額10億円以上を達成。H14からオランダへの切り花輸出
を開始（H28輸出額：743万円）。近年では香港、シンガポール、北米など販路を開拓
（H26農山漁村６次産業化対策事業）。開発した品種の育成者権や「安代りんどう」
（ASHIRO-RINDO）の商標権をNZ・チリ・EU等で取得するとともに、 栽培を許諾するラ
イセンス契約を締結し、世界市場への周年供給体制を確立。

園芸メガ団地

オランダでの競り前の
りんどうチェック状況

直売所

カフェで販売
する桃パフェ
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攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

栃木県産農畜産物の生産振興、消費拡大等を目的として、平成15年に設立された一般社団法人とちぎ
農産物マーケティング協会では、設立当初より県産農畜産物の輸出促進に取り組んでいるところ。ＥＵ、ア
メリカ、シンガポール等に輸出される和牛、輸出用米のなすひかり等は、通年輸出により着実に実績を伸
ばしており、平成28年の協会傘下会員の輸出額は、前年の約２倍（約２億円）。
平成16年から取り組んでいる梨は、大玉で貯蔵性の高い品種『にっこり』のマレーシア、インドネシア向け

の輸出が本格化。全国生産量第１位を誇るいちごでは、平成23年に県が育成・品種登録した大粒で糖
度・酸味バランスに優れた品種『スカイベリー』を主力品種として投入、東南アジアを中心に輸出拡大を目
指している。

農業女子ＰＪメンバーである、岩立友紀子さん（千葉県柏市）は、大学卒業後、企業に
入社するも農業を志し退職。千葉県で農地を借り、有機野菜の生産を開始。その後「農
コン」で農家の跡取りである現在の夫と出会い結婚。
女性単独での営農は体力面、資金面等でハードルが高いことを実感したこと、農業を

営む男性と結婚したいと思っている女性が意外と多いことを知り、本年３月、農業専門
婚活サイト（Ｒａｉｔａｉ-恋の種まき-）を開設、農業に関心がある女性と農家の青年とを結び
つける活動を行っている。女性のみで本気の農業体験を行う取組も実施している。

○ 女性による、女性の農業進出の応援

〇 「農林水産物の輸出力強化戦略」等を踏まえた輸出力の強化

○ 農泊の推進

関東農政局

○ 茨城県産飼料用米を活用した『ひたち米豚』のブランド化に向けた取組

いわたて ゆきこ

こめぶた

茨城県米活用豚肉ブランド化推進協議会（茨城県龍ケ崎市）では、平成28年
度米活用畜産物等ブランド展開事業を活用し、県内産飼料用米を給与した『ひ
たち米豚』のブランド化に取り組んでいる。国産米の使用を前面に打ち出したＰ
Ｒにより、畜産物の販売価格の向上を図るとともに、原料となる飼料用米を地域
内流通で確保することにより、農家からの飼料用米買取価格の引き上げを目指
している。

【関東管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：234,023ha(集積率：29.1%)→
H28年3月末：246,100ha(集積率：30.8%)→
H29年3月末：256,755ha(集積率：32.4%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年度３月末時点）

H23：84→H25：277→H27：361→H28：375
○新規就農者数の推移（各年度）

H22：1,917→H24：2,235→H26：2,571
→H27：2,688

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：152→H24：325→H26：529
→H28：746

株式会社南信州観光公社（長野県飯田市他14町村）は、農家民泊を柱とする
体験型観光の先進的な取組として、中高生を対象に地域農業体験等を伴う「体
験型教育旅行」を実施し、年間7千人前後が宿泊。農家民泊に対する理解・協力
体制も全国最大規模を誇り、受入れ農家は約400戸。今後「インバウンド農泊」の
本格的な展開を目指す中、本年３月、ロンドンビジネススクールの学生らが企画し
た、日本各地を巡る学習旅行「ジャパン・トレック」において、初の農家民泊を実施。 ２



北陸農政局
攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

■ 宮川地区（福井県小浜市）では、４つの集落営農が合併し、メガファー
ム「㈱若狭の恵」を設立。農地中間管理事業を活用して143㏊の農地を
集積・集約化。大規模営農による効率化・省力化を図るとともに、協業型
の集落営農から迅速な経営判断を行う企業的な経営へ転換（若手をは
じめ７名を常時雇用）。
より一層の経営安定化のため、水稲のブランド化や大規模園芸施設

（ミディトマト）の導入にも取組む。

■ 「㈱若狭の恵」が農業生産等に専念できるように、水路や農道等の保
全活動（多面的機能支払交付金を活用）の外、農地の草刈りや水管理、
田植えや稲刈り等のサポート、農地の利用調整等を行うため、地域の全
住民（農家・非農家）が社員となる一般社団法人を平成28年２月に設立。

【北陸管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：165,921ha(集積率：52.7%)→
H28年3月末：177,934ha(集積率：56.8%)→
H29年3月末：184,625ha(集積率：59.1%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年度３月末時点）

H23：30→H25：85→H27：104→H28：109

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：421→H24：510→H26：498→H27：555

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：86→H24：123→H26：138→H28：160

○ 多角的な支援による土地利用型水田園芸の推進

JAとなみ野（富山県砺波市・南砺市)は、農業者の所得向上のため、農業法人や
集落営農を中心に、機械化一貫体系による栽培が可能な「たまねぎ」を戦略品目と
位置付けて強力に推進（平成21年：８ha→平成28年:104ha）。
JAは自らが販路を開拓し、排水対策を中心に徹底した営農指導を行うとともに、

農業者の労力軽減のための定植機・収穫機の貸し出しや乾燥・調製施設を整備す
ることにより、収穫までは農業者が、荷受後から出荷・販売まではJAが担うことによっ
て、現状(平成28年)で104ha、出荷量5,519ﾄﾝまで伸ばし、平成32年には250ha、
12,500ﾄﾝを目指す。

○ GI登録を契機とした戦略的輸出の取組
JA志賀（石川県志賀町）は、町特産の「ころ柿（干柿）」を生産し、国内の歳暮需要

のほか、商社を通じ、高値で取引される台湾・香港の春節（旧正月）向けに輸出（平
成28年度約6,000箱）。平成28年10月には「能登志賀ころ柿」がGI登録されたことを
追い風に、技術開発により加工期間を延ばして出荷量を増やし、春節向け輸出量を
増やす予定。また、日EU・EPA大枠合意において相互保護GI産品に含まれたことか
ら、将来的なEUへの輸出に向け、JETROセミナー等に参加し輸出の可能性を探る。
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○ 農地集積等によるメガファームの創設と地域全体で支える維持管理体制の構築
（農業生産部門と地域保全部門の密接かつ一体的な連携）

３



東海農政局

攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

トラクターの操作を学ぶ研修生

○ 定年退職者などを新たな担い手として育成する取組
豊田市では、定年退職者などを新たな農業の担い手として育成する

ための研修施設として平成16年に「農ライフ創生センター」を開設。
開設から平成27年までに、同センターの「担い手育成コース」を修了し

た研修生は537人、地元生協との連携による販路の確保ができたことなど
により、435人（81%）が就農し、就農者の利用農地面積は49haで遊休農
地の解消にも結びついている。

【東海管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：60,368ha(集積率：30.9%)→
H28年3月末：64,114ha(集積率：33.0%)→
H29年3月末：64,689ha(集積率：33.5%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年３月末時点）

H23：65→H25：167→H27：186→H28：190

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：487→H24：620→H26：694→H27：710

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：62→H24：135→H26：183→H28：261
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○ 民間企業が行う水稲品種の開発・普及の取組
（株）水稲生産技術研究所（愛知県豊明市）は、水稲品種の開発・普及を目的に平成23年に設立したベ

ンチャー企業。最新のゲノム育種技術を駆使することで超多収米のF1品種「ハイブリットとうごう１～４号」の
４系統を育種。生産農家の開拓や産米販売について（株）豊田通商と連携することで、全国への普及を進
めている。現在、北東北から南九州まで、約630haで栽培され、「しきゆたか」のブランド名で、業務用米や
贈答品、ふるさと納税の返礼品等として利用されている。

○ 地元企業が主体となったジビエ利用拡大に向けた取組
総合建設業の所産業（株）（岐阜県揖斐川町）は、侵入防止策の整

備、社員の狩猟免許取得や周辺の農業者等を捕獲人材として育成しジ
ビエ利用の捕獲体制を構築。子会社の（株）キサラエフアールカンパニー
ズを設立し、解体処理したジビエを、自社レストランや加工品として利用
するほか、多くの取引先に供給して、「防ぐ→捕る→食べる→減る」の好
循環を構築。

また「岐阜ジビエ推進ネットワーク」を設立し、消費拡大に会員企業や
岐阜大学と連携して取り組むほか、捕獲頭数不足の場合の食肉供給の
調整を行う等、広域的なジビエ供給体制を確立。

○ 米の複数年契約の買取販売による担い手の経営安定への取組
ＪＡぎふ（岐阜県岐阜市）では、担い手の経営安定を図ることを目的に、主食用米の主力である「ハツシ

モ」を29年産米から３年間価格を固定した買取販売を開始。ＪＡぎふが事前に生産者との間で出荷量と価格
を取り決め、ＪＡ全農岐阜と売買契約を締結し、連携して需要の高い中食や外食を中心に販売。

箱わな制作指導
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【近畿管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：57.0千ha(集積率：24.9%)→
H28年3月末：61.9千ha(集積率：27.2%)→
H29年3月末：65.2千ha(集積率：28.9%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年度３月末時点）

H23：154→H25：317→H27：363→H28：364

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：683→H24：935→H26：843→H27：866

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：47→H24：139→H26：223→H28：342 

近畿農政局

ホテル・レストランで提供しているジビエ料理

○ 食品企業の農業参入による原料野菜生産の人的基盤の強化（京都府京丹後市）
・ 京漬物の（株）西利は、京丹後市の漬物工場設置を機に、原料野菜の質量の安定・向上に向け、地域の気
候風土に合った品種の選定、栽培方法の確立を図るため（株）京つけもの西利ファームを設立し、普及セン
ター、大手種苗会社、JAと協力して、圃場実証、契約農家の技術指導を実施。契約農家との取引が拡大。
・ 丹後農業実践型学舎（府市共同により設置された新規就農者育成機関）において、ファームスタッフが研修
生に実務指導。28年には修了生4人と契約農家として取引開始。

○ 農地整備事業を契機とした農地中間管理事業による集積・集約化・法人化・高収益作物

拡大（兵庫県淡路市五斗長地区）
中山間地域にあり、集落存亡の危機感をもった兵庫県淡路市五斗長地区は、集落での話合いの結果、

狭小不整形な棚田を20a区画化・汎用化するほ場整備事業の実施と併せて集落営農組織を立ち上げ、株式
会社化。事業実施中に、農地中間管理事業を活用して地区内農地の約80％を集積・集約化。さらに、汎用
化した水田を活用してタマネギ等の高収益作物の生産を拡大し、売上８割増加。

ご っ さ

酒造メーカーとの契約栽培田

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、
経営所得安定対策の 支払実績（農林水産省HPによる）
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攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

・ 和歌山県古座川町では、良質な食肉を流通させるため、講習受講者に限定した
搬入、ＩＣＴの活用等により、捕獲・処理・解体方法の徹底を図ることで、捕獲獣肉の
ジビエとしての利用率を約５割まで高めている。
・ 処理施設が和歌山県のジビエ衛生管理基準の認証を取得し、ロース、モモ肉は
東京・大阪の高級店へ、スネ肉等は、パン工房と共同でジビエバーガーを開発
（「第６回ご当地バーガーグランプリ」獲得）。さらに給食調理員への講習会を行い、
地元小中学校の給食でも提供。

○ 捕獲から利用までの一貫した取組みによるジビエ利用の推進（和歌山県古座川町）
こ ざ が わ ち ょ う

○ 酒造業界と協働した良質な「山田錦」の増産（兵庫県三木市）

・ 吟醸等高品質な日本酒の原料としての評価が高い山田錦の主産地である兵庫
県三木市は、明治時代から村米制度により灘地域を始めとする酒造メーカーと強い
結びつきを持っている。近年、日本酒需要が低下する中で、特定名称酒の出荷量
が増加していることを受け、酒造メーカーと協力しながらより良質な山田錦の増産に
取り組み、この3年間で作付面積が2割以上増加する一方で、取引価格も上昇。
・ さらに、灘五郷酒造組合を始めとする兵庫県内の酒造メーカーは、この3年間で
輸出を約2割増加させており、山田錦の一層の需要増加に期待。

な だ ご ご う

む ら ま い
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○ 高知県における機構と基盤整備などの関連施策一体となった園芸農業推進の取組
県内有数のトマト産地である日高村では、大阪の企業とＪＡ出資法人が3.4haの農地に次世代型ハウスを整

備し、本年９月からミニトマトと高糖度トマトの栽培を開始。この取組では、県農地中間管理機構が2.7haの農
地を確保し、村が農地耕作条件改善事業により条件整備を行い、県単事業によるハウス整備、ＪＡが産地パ
ワーアップ事業で選果場の整備を行うもので、関係機関が連携して、各種施策の一体的推進による産地の強
化に取り組んでいる。

【中国四国管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：89.0千ha(集積率：23.1%)
→ H28年3月末：94.3千ha(集積率：24.6%)
→ H29年3月末：97.7千ha(集積率：25.7%)
○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)

の推移（各年度３月末時点）

H23：99→H24：152→H26：221→H28：249

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：985→H24：1,235→H26：1,351→H27：
1,368

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：170→H24：300→H26：387→H28：474

○ 岡山県新見市における紅茶輸出の取組
（株）アーリーモーニングは、インド・ダージリン地方と岡山県新見市の気象条件が酷似し

ていることに着目し、平成17年から紅茶専用茶の生産を開始。平成25年の六次産業化・地
産地消法の総合化事業計画の認定を契機に法人化し、製茶設備を整備するとともに、新た
なブランドを立ち上げ、本格的に紅茶の製造・販売を開始。
平成28年には、イギリスの販売会社と提携し、英国・ロンドンへの輸出を開始。本年度は、

生産量・出荷量の拡大を図るため、茶改植等支援事業を活用し、紅茶用茶樹の面積拡大
に取り組むとともに、世界レベルの高品質茶の生産を目指している。

中国四国農政局

【東インド会社との提携】

○ 愛媛県八幡浜市におけるＧＡＰの戦略的推進に向けた取組
温州みかんや加工品など六次産業化にも取り組む農業生産法人（株）ミヤモトオレンジ

ガーデンは、コンサルタント等を活用せず法人設立後６ヶ月でGLOBALG.A.P.認証を取得
（その後ASIAGAPも取得）。 GAPを業務ルールづくりのための経営管理ツールとして活用。
平成29年５月には、ITクラウドを活用したＧＡＰ認証取得・更新システムを開発。同システム
は、農家の経営に合わせた項目の追加も可能であり、今後、より安価で使いやすいよう改修
し、地域農業者のGAP取得に貢献することとしている。

○ 鳥取県若桜町における獣肉解体処理施設「わかさ２９（にく）工房」の取組
鳥取県若桜町の「わかさ２９（にく）工房」では、獣肉解体処理施設を建設し、平成25年７月

から本格稼働させている。同施設では年間約2,000頭のシカ・イノシシを受け入れ、首都圏レ
ストランや地元スーパーに販売、小中学校の給食としても提供している。また、平成29年６月
から県版HACCPの認定を受け、衛生管理の徹底により、今後も販路拡大を目指している。
さらに、鳥取県では「とっとりジビエ」のブランド化についても検討している。

【わかさ２９工房】

【無農薬みかんを
使用した加工品】

【新たなブランドの紅茶】

攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）
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【九州管内の状況】
○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出典：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：243千ha(集積率：44.2%)→
H28年3月末：249千ha(集積率：45.6%)→
H29年3月末：252千ha(集積率：46.6%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年度３月末時点）

H23：87→H25：284→H27：362→H28：386

○新規就農者数の推移（各年度）

H22：1,273→H24：1,569→H26：1,465
→H27：1,367

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：80→H24：159→H26：224→H28：277

九州農政局

○ 各国への輸出認定を取得し、国産牛肉を輸出（宮崎牛）
（株）ミヤチク（都城市）は、平成２年、米国への牛肉輸出認定を取得。その後、カナ

ダ、香港、シンガポール等12カ国・地域への輸出認定を取得し販路を拡大。平成28
年度は約165t （うち、対米国向けは全国の4割）を輸出。本年、新たにＥＵ向け輸出
のため、H28補正（農畜産物輸出拡大施設整備事業）を活用してHACCP対応や、動
物福祉要件への適応、細菌検査能力の強化等、ＥＵ輸出拠点として必要な機能を備
えた施設整備を進めている。

○ 農地整備事業を契機として地域統一ブランドを確立
長崎県西海市丸田地区では、農地整備事業により耕作放棄地を再生するとともに、

農地中間管理事業により農地を集積し、露地野菜を効率的に生産。併せて、農業法
人（有）ファームまるだが中心となり、Ｈ27補正で集出荷施設を整備し、馬鈴薯や西瓜、
ブロッコリー等の地域農産物を統一ブランド「西海赤土西の恵」として確立。インター
ネット販売等により販路拡大、ブランド力向上に取り組む。

〇 輸出先国の植物検疫条件・残留農薬基準に適応した果樹（日田梨）の生産･出荷

冷凍野菜を製造する（株）ジェイエイフーズみやざき（西都市）では、原料生産から
製造、包装、販売までの一貫体制を構築。口蹄疫の被害で作付転換した農家との契
約栽培を促進するとともに、全圃場を対象に生産管理システムを導入。農産物処理
加工施設を整備し、ほうれんそう、さといも等の露地野菜を中心に、安定的な原料生
産、加工を行い売り上げを伸ばし（H28年末15億円）、国産加工・業務用野菜の利用
を促進。

整備後（H28）

整備前（H23）

ＪＡおおいた日田梨部会は、台湾の植物検疫条件及び残留農薬基準に適応した栽
培体系を確立し、台湾向け贈答用の大玉梨を輸出。また、本年１月にベトナムとの検
疫条件が合意されたことで、更なる新規輸出国の開拓を推進（平成27年度輸出実
績：100ｔ 、39百万円）。一方、７月の九州北部豪雨により、梨園地への土砂流入等の
被害が発生。被災樹園地の早期の復旧を図るとともに、水田での樹園地造成、大苗
を使用した新たな栽培技術の導入等により、災害に強くかつ生産性の高い生産団地
の形成を目指す。

梨園地への土砂流入

宮崎牛
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農産物処理加工施設

〇 野菜産地づくりと冷凍野菜製造による国産加工・業務野菜の利用促進

冷凍ほうれんそう

攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）
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北海道農政事務所
攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等（農業競争力プログラムとの関連にも留意）

【北海道内の状況】

○戦略作物等の作付面積の推移（管内計）

出展：新規需要米及び加工用米の取組計画の認定状況、経営所得安定対策
の支払実績（農林水産省HPによる）

○担い手への農地集積の状況（管内計）

H27年3月末：1,005,096ha(集積率：87.6%)
→H28年3月末：1,014,658ha(集積率88.5%)
→H29年3月末：1,034,289ha(集積率：90.3%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年３月末時点）

H23：50→H25：100→H27：123→H28：127

○新規就農者数の推移（各年度）
H22：700→H24：626→H26：612→H27：589

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：30→H24：52→H26：85→H28：88

○ IT・センシング技術の活用とＨＡＣＣＰを導入した循環型酪農
江別市の（株）Ｋａｌｍ角山は、平成26年、省力化及びコスト削減等を目的

に、搾乳ロボットを日本最多の8台導入した牛舎を新設。併せて生乳分析装
置も導入して繁殖・発情管理、乳房炎等の病気の早期発見や給餌管理など
個体別管理にも活用。このことにより、 １頭当りの年間搾乳量が約20％増加
し、飼養頭数も約２倍にするなどしたことから、生乳出荷量は大幅に拡大して
いる。また、平成27年、バイオマスガスプラントを設置し、プラント施設内に電
力を供給するとともに、余剰分を売電。発電後の残渣は圃場に還元して、循
環型酪農を実践しており、平成28年には、農場ＨＡＣＣＰ認証も取得。

○ GI登録と世界的な食品安全認証による更なる輸出促進
帯広市の北海道十勝川西長いも運営協議会は、平成11年、長いもの輸出

を開始し、平成20年にＨＡＣＣＰ認証を取得。平成27年度には輸出額が10億
円を超えているが、更なる輸出拡大に向け、29年ＳＱＦ認証を取得し、安全・
安心かつ高品質をＰＲ。28年には地理的表示制度（ＧＩ）に「十勝川西長いも」
を登録。今後は、増産体制の構築と更なる輸出拡大を図るとともに、将来的に
は宇宙食への活用をも目指している。

○ 地域ぐるみでの後継者育成・確保の取組
新得町では、農業の後継者不足を解消するため、平成８年に女性だけの農

業体験実習施設「新得町立レディースファームスクール」を開校。全国から研
修生を受け入れ、28年度までに188名が修了し、道内で88名、うち49名が新
得町で就農。また、平成26年には、JA新得町ほか町内農業関連７企業の出
資により、地域支援型モデル牧場を目指す（株）シントクアユミルクが設立さ
れ、生乳生産に加えて人材育成・確保のために研修生を受け入れている。

【H28年度入校式】

【搾乳ロボット】

【長いも輸出金額推移】

○ 高機能たまねぎの品種開発と地元特産品づくりの取組
栗山町の（有）植物育種研究所は、機能性成分「ケルセチン」を多く含有し

良食味のたまねぎ「さらさらレッド」を北農研と、病気に強く量産と長期保存を
可能にした「さらさらゴールド」を三井物産と開発。また、ハウス食品とは、涙の
出ない「スマイルボール」を開発段階から育種。これらの新品種については、
地元ＪＡと産官学で連携し、種子生産から栽培、選別を行い、地域ブランド化
を目指すとともに、輸出展開を視野に入れ、生産拡大を図っている。

【スマイルボール辛み成分比較】
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注：辛み指標となる成分 参考： ﾊｳｽ食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社

（年産ベース）

〔新得町HPより〕

出展：ＪＡ帯広かわにし
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北海道開発局
攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

○ 上士別地域におけるICTを活用した水田水管理の取組
上士別地域では、国営事業で大区画化（ 大6.8ha）した水田で省力化を図るため、

地元農家が「上士別IT農業研究会」を組織し、本年６月に、農研機構農村工学研究
部門やホクレンと協力し、道内で初めて水田水管理システムの実証試験を開始。

水田の水管理は、 も労働時間を要する作業（全労働時間の約３割）であるが、同
システムは、スマートフォンでほ場の水深等のモニタリング、給水バルブの遠隔操作
等が可能であり、水管理の省力化が期待できる。

【北海道内の状況】
○道内の酒米作付面積の推移

○ 苫小牧東部地域及び札幌市における植物工場の取組
苫小牧東部地域では、JFEエンジニアリング(株)と農業生産法人(株)アド・ワン・

ファームが出資した「(株) Jファーム」が、H26年に植物工場を操業。天然ガスエン
ジン、木質バイオマスボイラー等で電気・熱・CO2を供給し、オランダ型の高度栽
培制御システムで、高糖度トマトやベビーリーフ等を栽培。

同社は、「強い農業づくり交付金」約８億円を活用して札幌市に第２工場を新設
し、本年４月から出荷。苫小牧工場と合わせて年間350トンのミニトマトを出荷し、
将来的にはスマートアグリプラントの販売や生産物の輸出拡大を目指す。

○ 道内６港湾における施設整備による輸出促進の取組
道内６港湾が策定した農水産物輸出促進計画を、本年５月に国土交通省が全国

で初めて認定。石狩湾新港及び苫小牧港を輸出拠点港に位置付け、石狩湾新港
では貨物積替施設や冷蔵・冷凍コンテナ電源供給設備を整備し、輸出環境を改善。

また、屋根付き岸壁を整備する５港（苫小牧、根室、紋別、枝幸、増毛）で水揚げし
た水産物等を、拠点２港に集荷して、東南アジア、欧米等への輸出を増やし、H37年
までに両港からの道産食品輸出額をH26年比２倍の900億円にすることを目指す。

○ 新十津川町における酒米の生産振興の取組
北海道産の酒米は、寒冷地向け品種（吟風、きたしずく等）の開発等を背景に品

質が向上しており、道内外の酒造会社の道産米需要を受け、近年、生産が増加。
ホクレンによると、本年の作付面積は前年比26％増えて過去 大となる見込みであ
り、農家の経営を安定させ増産できるよう、複数年契約を強化。

道内11酒造会社の道産米使用比率も年々高まっており、H27年度で約６割。道内
一の酒米産地である新十津川町では、酒米生産組合が酒造会社と意見交換を行っ
たり、地元ブランド酒を誕生させる等、連携して酒米の生産振興を図っている。

○国営農地再編整備事業（上士別地区）
受益面積：825ha
事業期間：平成21年度～
主要作物：水稲、小麦、豆類、野菜類等

○輸出拠点港における道産食品輸出額

【トマト栽培施設】
〔(株) ＪファームHPより〕

【酒米ほ場と地元ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ酒】
〔JAピンネHPより〕

【給水バルブ制御装置】
〔農研機構HPより〕

【輸出のイメージ】

出典：北海道調べ

H26実績値 H37目標値

石狩湾新港 95億円 197億円

苫小牧港 329億円 707億円

合計 424億円 904億円

えさし ましけ



○ 農林水産物・食品の輸出力強化に向けた取組
・ 当局では、沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会に分野別ＷＧを設置し、同WGに
おいて、品目ごとに課題を抽出し、輸出拡大方策を検討。そのうち、沖縄産黒糖につい
て、インバウンドにお土産としての人気が高く、また、台湾では沖縄産黒糖や沖縄産黒
糖を原料とした菓子が量販店等で販売されており、需要が高い状況にあると分析。
・ ＪＡおきなわは、今年６月に開催された食品見本市「フードタイペイ2017」に沖縄産黒
糖を出品。当局としても、連携してＰＲ活動を実施。
・ ＪＡおきなわ及び沖縄県黒砂糖工業会と台湾企業との間で、各離島で生産される黒糖
を詰め合わせた「八島黒糖」の販売と、同企業のクロワッサン製造原料への沖縄産黒糖
の供給に係る商談が成立。９月８日に、台北市における「八島黒糖」及び黒糖クロワッサ
ンの販売開始セレモニーに併せ、ＪＡおきなわと連携し、沖縄産黒糖の更なるプロモー
ションを実施。

【八重山地方】

【南北大東島】

【沖縄本島】

読谷村

糸満市

【沖縄管内の状況】
○飼料作物の作付面積の推移（管内計）

（注）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）

H27年3月末：11,650ha(集積率：30.1%)→
H28年3月末：11,499ha(集積率：29.8%)→
H29年3月末：13,159ha(集積率：34.5%)

○六次産業化･地産地消法認定件数(累計)
の推移（各年度３月末時点）

H23：23→H25：53→H27：54→H28：55
○新規就農者数の推移（各年度）

H22：244→H24：390→H26：360→H28：308

○農業参入数(累計)の推移(各年12月末時点)

H22：5→H24：16→H26：26→H28：33

沖縄総合事務局
攻めの農林水産業の展開に向けた管内の優良事例等
（農業競争力強化プログラムとの関連にも留意）

○ 農地中間管理機構の更なる活用に向けた積極的な取組
・ 糸満市は、 (株)南九州沖縄クボタによる高糖度トマトの施設栽培構想の実現の
ため、当局、沖縄県、機構（沖縄県農業振興公社）、ＪＡおきなわ等と連携し、株
式会社による農地利用のための要件充足や、遊休農地及び遊休化した鉄骨ハウ
スの貸付条件等について調整を図り、同社に対する当該ハウスの貸付けと、機構
を通じた同社への当該農地の転貸を実現。
・ 当局としては、遊休農地や遊休化した園芸施設の有効活用に向け、当該取組
を優良事例とし、県内各市町村への横展開を推進。

○ ６次産業化の推進に向けた取組
・ 読谷村漁業協同組合は、沖縄本島の主要幹線である国道58号線に近接し
ている地理的優位性や景勝地などの観光資源を活用し、全国有数の大きさを
誇る定置網漁の体験漁業等により観光客を積極的に誘致。
・ 併せて、老朽化が進んでいたセリ市場、鮮魚直売所、食品加工場、食堂等
の施設を再整備し、観光客による利用を促進。さらに、もずく丼等の加工食品
の開発・販売を行うなど、６次産業化・地産地消についても積極的に推進。

○ 農山漁村の活性化に向けた取組
・ 過疎化が進む沖縄本島北部の名護市二見以北10区では、地域全体の活性化に向けて、
平成29年度農山漁村振興交付金（地域活性化対策）を活用し、近年栽培が途絶えかけて
いた、当該地区の伝統野菜である「二見あかカラシナ」の栽培技術の普及、加工特産品
の開発等を推進。 【二見あかカラシナ】

5,680  5,720  5,780 
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6,000
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26年度 27年度 28年度

（ｈａ） 飼料作物のうち田
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【開発されたもずく丼】

名護市

飼料作物

【宮古地方】

【久米島】

【フードタイペイ2017の
黒糖出展ブースの様子】

【八島黒糖】

はち しま

はち しま

【利用施設及び生産された高糖度トマト】

はち しま
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北海道森林管理局

(1)北海道産ＣＬＴ利用拡大に向けた取組みの推進

○平成28年８月台風等による被害状況

11

管内図

国有林

民有林

北海道

（出典：農林水産省木材統計調査）

（万m3）

【北見市】

【台風災害】

【災害の復旧】

【旭川市】

【足寄町】

【知内町完成予想図】

【知内町】

木質バイオマス利用の推進に向け、省力化や燃料費の節約に資するボイラーの技術
開発等を進めることが必要。北海道旭川市に本社を構えるヒグマ乾燥機(株)では、ペレッ
トやチップではなく、間伐材や製材端材などをそのまま燃料とし、独自の燃焼システムに
よって低コストで長期間安定した熱を供給できるボイラーの製造を開始。このボイラーは
現在、道内の製材工場や東北地方の農家等に導入されており、今後、農業ハウス、畜舎、
工場、集会場など幅広い分野で、木質バイオマスの効率の高い熱利用が実現できると期
待。

【木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾎﾞｲﾗｰ】

(2)木質バイオマス利用の推進に向けた取組

※１ 工事発注に当たり、詳細な設計図書によらない概算数量で発注、細部は施工中の設計変更により対応。
※２ 北海道が8月に公表した台風等被害の復旧状況によれば、入札の滞りのため復旧工事の箇所数ベース

で全体の約４割が未着手。

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

◆ 北海道局管内 素材生産量

（出典：農林水産省木材統計調査）

協同組合オホーツクウッドピア（北見市留辺蘂町）は、道産カラマツによるＣＬＴ生産
工場として、29年２月にＪＡＳ認定を取得。 知内町では30年３月の完成を目指し、道内初
となる北海道産ＣＬＴ（ウッドピアで製造）を使った３階建の地域産業担い手センターを建
設予定。また、北海道では、29年３月に「道産ＣＬＴ利用拡大に向けた推進方針」を策定、
38年度の道産ＣＬＴ生産量５万ｍ³の目標や、産官学連携の取組を示すことで、道産ＣＬ
Ｔの利用拡大を計画的に推進。

るべしべちょう

しりうちちょう

(4)昨年８月の台風被害等への森林管理局の取組み

(3)効率的な笹の除去に向けた大型林業機械の活用

【改良型格子状バケット】

北海道内は笹の繁茂が旺盛で、造林木を笹の被圧から守る下刈り作業に労力やコ
ストがかかることが課題。北海道森林管理局では、28年度より伐採作業の直後に素材
生産機械を利用して笹を根茎から除去する方式を全道に拡大。更に29年度は、請負
事業体自ら大型林業機械を改良し、更なる効率化を目指す取組みを推進。これまでの
大型林業機械による地拵えでは、造林木の生長に重要な腐葉土層が笹の根茎等と一
緒に除去されていたが、格子状に改良したバケットを用いることにより、苗木の成長の
栄養となる腐葉土層を残した地拵え作業が可能。

《国有林の関係被害 被害額 １３８億円》
※平成２９年３月３１日時点

・林地荒廃・治山施設
被害箇所 １３４箇所、被害額 １２０億円

・ 林道関係
被害箇所 ２，０８２箇所、被害額 １８億円

昨年８月の台風等による北海道森林管理局管内の国有林の治山関連被害は120億
円。被災箇所の早期復旧のため、工事の実施において森林土木工事では全国で初め
て「概算数量発注方式」※１を採用。通常より約５ヵ月発注時期を繰り上げ早期に工事着
手。９月現在の工事の着手率は93％（56件中52件着手）※２。十勝地域では台風の際に
大量の流木が発生。流木発生抑制の上下流協力の取組として関係者からなる十勝地
域流木対策検討部会を設置。開発局では河川支障木の除去や渓畔林の整備等を推
進、当局は上流対策として利用間伐により、災害に強い森林の整備、流下防止対策と
してスリットダム等の取組を検討。



東北森林管理局

○青森ヒバの蓄積量推移

管内図
青森、岩手、宮城、秋田、山形

国有林

民有林

(1) 秋田スギの需要開拓に向けてスギ素材の家具でブランド力を高め、
秋田スギ製品全体の底上げを狙う

12

(2) 神社仏閣・文化財等修復、伝統工芸に向けた材の安定供給の取組
ヒノキチオール成分を多く含み湿気やシロアリ等に強く腐りにくい特性がある青森ヒ

バは、神社仏閣・文化財等の補修に向けた需要が増加。青森ヒバの唯一の供給源で
ある当局では、年間1万３千㎥程度生産しているが、今後も安定的に供給するため、ヒ
バ天然林の復元に向けた取組を実施。

また、高品質なスギ丸太に対する需要がある中で、計画的伐採を終了した天然秋
田杉の代替材として80年生以上の高齢級人工林秋田スギを毎年１万㎥程度供給。そ
のうち一定の基準を満たす材を「あきたの極上品」としてブランド化する取組を、国有
林が先行して実施。

(3) 低コスト化に向けた一貫作業システムの全署への導入と民有林への
普及に向けた技術検討会の開催

林業の低コスト化に向けて、伐採とその後の植栽を連続的に実施する一貫作業シ
ステムについて、管内全域で実施するとともに、技術・知見を普及させるため、県、森
林組合等と連携して民有林関係者も参加できる現地検討会を積極的に実施。

28年度は、11会場607名が参加（うち、民有林関係者386名）。29年度は、18会場で
開催予定。

(4) 多発するクマ被害防止に向けた関係機関との連携
28年度から多発しているクマによる人身被害の防止に向けて、地域の対策会議へ

の参加と、林道の閉鎖や入山者への注意呼びかけを、県・市町村・警察等と連携して
実施するとともに、クマの里地への出没状況等に影響するといわれているブナの開花
状況と結実状況のデータを研究機関に提供。

【青森県津軽・下北】

【クマ被害に伴う林道閉鎖】

【あきたの極上品】

【現地検討会実施状況】
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【2017年1月イタリア
ミラノ・ホーミ】

世界的な工業デザイナーである喜多俊之氏と県内家具製造メーカーとのマッチン
グにより、秋田スギの特色を生かしたハイグレードで世界基準の家具（アキタコレクショ
ン）を開発し、29年１月に開催されたイタリアを代表する国際展示会「ミラノ・ホーミ」に
出展して高評価。今後、秋田県内の家具業界では秋田スギ家具の製造ネットワークを
構築するとともに、海外に展示販売拠点を設置し、国際的なブランド形成を図る。
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（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 東北局管内５県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

【秋田県米代川流域】
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関東森林管理局

13

国有林

民有林

管内図
福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉

東京、神奈川、新潟、山梨、静岡

◆ 関東局管内１都10県 素材生産量

【大多喜町】

【喜多方市】

【森林所有者への説明会】

(1) 地域の森林・林業をめぐる課題解決に対する支援の取組

(3) 民有林に先駆けたコスト縮減の取組

(4) 治山工事における木材利用の推進

関東森林管理局は、管内に「民国連携推進地区」を設定し、各地区の森林・林業
をめぐる課題解決に向けた取組を重点的に支援。

福島県喜多方市では、市・県・林業事業体・森林管理署が一体となって、施業集約
化に向けた地元説明会、戸別訪問等を実施し、地域の森林経営計画づくりに貢献。
あわせて、民有林と国有林の「共同施業団地」を設定し、民有林・国有林を縦断する
路網の整備や、間伐を一体的に行うことで、林業の低コスト化を推進。

関東森林管理局は、主伐・再造林を進めていく上での課題「再造林コスト縮減」の
ため、民有林に先駆けて、低密度植栽（植栽経費２割削減）、下刈りの適期実施（下
刈経費４割削減）を徹底するとともに、 伐採から植栽までの作業を一連の工程で行う
「一貫作業システム」を管内全域で実施（地拵経費４～５割削減）。

今後、再造林は一貫作業システムでの実施を基本とする方針。民間事業体を対象
とした現地検討会を積極的に開催しており、国有林における低コスト化の取組が民有
林にも波及の動き。

関東森林管理局は、治山工事でコンクリート構造物を作る際に使用する型枠につ
いて、鋼製から木製への切替えを推進。国産材を使用した型枠合板の品質向上を
踏まえ、29年度から木製型枠に全面的に切替え(昨年度は８割)。
また、工事発注のための入札において、木材利用に積極的な業者を加点評価。

受注者には、現場事務所や工事看板など仮設工を含め、工事全体を通じ、木材（国
産材）を積極的に利用するよう指導。

【高性能林業機械による
地拵作業】

【木材を利用した山腹工、
渓間工】

【自走式のグラップル付
きチップ加工機による

チップ製造】

(2) 森林資源を活用した地域の森林・林業活性化の取組
千葉県で県産材の販路拡大が課題となる中、栃木県に本社を置く製材メーカー

（株）トーセンが、29年５月、千葉県大多喜町に、丸太の集荷・仕分け・チップ製造の
機能を備えた「バイオマスホフ大多喜」を整備。自社工場等に製材用材を供給すると
ともに、近隣の発電施設等にチップを供給し、県産材の販路拡大に貢献。

関東森林管理局は、同社と協定を締結し、千葉県内の国有林材を安定供給。

○ 国有林と民有林の共同施業団地の推移
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（出典：関東森林管理局業務資料）

（箇所数）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

（万m3）

（出典：農林水産省木材統計調査）
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中部森林管理局

14

管内図

国有林

民有林

富山、長野
岐阜、愛知

○ 中部局管内林内労働生産性※の推移

【管内全域】

【長野県内】

【記者発表の様子】

(1) 信州カラマツのブランド化の取組
「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

(3) ニホンジカ被害対策の取組
中部森林管理局では、地方自治体や地元猟友会、学識経験者等との連携による

個体数調整を加速するため、自動撮影カメラを増設（28年度:325台→29年度:450台）
し撮影データを猟友会等に提供するとともに、くくりわな貸出数を増加（27年度: 1,499
個→29年度予定: 2,830個）。

また、近年は警戒心が強く捕獲しづらいスレジカが増えており、29年度新たに、①
開放地と林内を行き来するニホンジカの習性を利用し、林縁部に誘導柵、誘引材及
びくくりわなを設置し捕獲、②クマの錯誤捕獲対策として、誘引式首用くくりわな等新
たな実証を行うなど、地元市町村等による協議会と連携して対策を推進。

特に、激害地である長野県東信地域においては、地元猟友会の活動に積極的に
参加して信頼関係を深めたことにより、国有林における捕獲意欲が高まるとともにわな
の貸出数も増加し捕獲数が飛躍的に増加（27年度: 205頭→28年度: 848頭）。

(2) コスト縮減に向けた取組
「伐採・造林一貫作業システム」は、主伐予定箇所の大半で実施（29年度主伐予定

28箇所うち25箇所）しており、管内の植付に占めるコンテナ苗の使用割合については、
28年度の約７割から、29年度には約９割（約38万本）に増加。

また、生産性向上のため全署等に設定したモデル事業地において、新たな取組と
して、局の部課長、外部有識者等による技術指導チームを編成し、伐倒、集材等の各
工程について、人・機械の遊び状況等を確認し、作業システムの改善等を助言する取
組を29年度から開始。

さらに、多様な森林づくりの一環で、主伐時に広葉樹等を母樹として保残するととも
に、樹冠下は無植栽として植栽コストの低減等を図る施業を推進。

主伐・再造林等を確実に進めていくためには、森林所有者にしっかり資金が還元さ

れることが必要であり、強度及びヤング係数に優れ、長野県においては人工林の過半

を占めるカラマツの高付加価値化が重要。中部森林管理局では、長野県、長野県森

連及び長野県木連と共同で、80年生以上の人工林カラマツの大径材丸太を「信州プ

レミアムカラマツ」と称し29年度から供給・販売を開始（29年５月25日に共同で発表）。

今後、信州プレミアムカラマツを使った梁等の製品のブランド化を通じたサプライ

チェーンの構築を図ることを目的として実施される具体的な対策（例：JAS認定工場の

拡大、カラマツ構造材の加工流通支援等）に積極的に協力していく予定。

【誘導柵と組合せた
捕獲】

【東信地域】

【主伐における広葉樹の
保残】

※中部局素材生産請負事業（主に車両系の
間伐事業地）における平均数値

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 中部局管内４県 素材生産量

（万m3）

【信州プレミアムカラマツ
の規格】

㎥
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近畿中国森林管理局

○岡山県におけるヒノキ製材輸出量の推移

15

管内図

国有林

民有林

石川、福井、三重、滋賀、京都
大阪、兵庫、奈良、和歌山

鳥取、島根、岡山、広島、山口

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 近畿中国局管内２府12県 素材生産量

【大阪市ほか】 【低コスト造林現地検討会】

当局は14府県と広域に跨り、林業の抱える課題や重要度が地域によって異なるた
め、各地で民有林と連携した現地検討会等を多数開催（28年度実績34回、参加者延
べ927人）。近隣府県で共通の重要課題も多く存在するため、シカ被害対策や低コスト
造林等をテーマとして、複数の署等が合同で複数府県を対象に現地検討会を開催(28
から29年度の民有林関係参加者延べ498名)。国有林の先駆的な取組の情報提供を
行うとともに、国が府県境を超えた情報交換の場を提供することで、各地域の課題
に対する対応策の民有林への波及を推進。

(1) 民有林の林業成長産業化に対する技術支援～府県境を越えた取組

(3) 大台ヶ原・大杉谷地域におけるニホンジカ対策連携協定の締結
近畿地方を中心にニホンジカの食害による林業被害が深刻化する中、関係行政機

関が連携してシカの捕獲を推進するため、29年６月に近畿地方環境事務所、奈良県
上北山村、三重森林管理署は、奈良・三重の両県境に位置する大台ヶ原・大杉谷地
域でシカ対策に関する協定を締結。捕獲したシカの運搬・処分（これまでは各県内で
処分）が課題であったが、協定により地域を跨いでの効率的な処分(上北山村有林内)
が可能となるほか、データを共有し捕獲効率向上を図る。

29年４月に管内の「日本美しの森 お薦め国有林」を公表したところ、旅行会社が２
箇所のレク森を対象とした日帰りのツアーを企画し、参加者を募集中。また、29年７月
には、環境省との共催による山の日PRイベントを開催。森林官（林野庁）と自然保護官
（環境省）が共同出演して都市住民へ積極的に情報発信を行い、山に対する親しみ
や森林がもたらす様々な恩恵への理解を醸成。

29年４月には京都市内の中学校で、全国初となるセンダンの記念植樹を京都府立
大と共同で実施。センダンは成長が早く30年程度で家具材への利用が期待できる早
生樹であり、今後「芽かき」等の作業を通じて、都市部住民に対し早い時期から林業
並びに新たな取り組みである早生樹の意義等の理解を促進。

(4) 都市住民への情報発信

【和歌山県】

【大台ヶ原・
大杉谷】

(2) 岡山県北地域における新たな木材需要創出等の取組

【協定締結式】

【林野庁・環境省共催の
山の日ＰＲイベント】

【韓国のアンテナショップ】

【真庭バイオマス発電所】

【岡山県】
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「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例
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（万m3）

岡山県北地域では、国内最大のＣＬＴ生産施設やバイオマス発電施設が整備され
てきたことに加え、同県が５年連続で素材生産量日本一を誇るヒノキの輸出拡大に向
け様々な取り組みを推進。製材、家具、建具メーカーなどによる美作材輸出振興協議
会は、28年８月に韓国ソウル市近郊にアンテナショップを設け、ヒノキによる内装材、学
習机などを展示販売。韓国ではヒノキの香りで集中力が高まるとされ、集合住宅の内
装材向けの需要が高まっており、勉強部屋を総ヒノキにする家庭も出現。

みまさかざい
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四国森林管理局

16

管内図

国有林

民有林

徳島、香川
愛媛、高知

【香美市】
【仁淀川町】

【嶺北地区４町村】

【嶺北４町村との協定締結】

(3) 地元自治体とのドローンを活用した災害支援活動協定の締結

【梼原町】

【三好市】

区分 生息頭数 適正生息頭数
高知県 約7万頭 9,200頭
愛媛県 約2万9千頭 8,000頭
徳島県 約4万5千頭 -
香川県 小豆島 約3,830頭 500頭

本土 約270頭 現状維持
（資料）環境省・各県調査・推計

○四国４県のニホンジカの生息頭数

（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 四国局管内４県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

【タワーヤーダによる集材】

(1) 集約化施業による高効率・低コスト林業の推進
高知県香美森林組合は、８年から「作業道」、「機械化林業」、「人作り」を３本の柱

に、団地化による集約化施業（「森の工場」）の取組を開始。29年度までに、11団地、
約１万２千haの森林を集約化。

県内の大型集成材工場、木質バイオマス発電所の稼働に対応するため、27年に
地域山林からの木材集積・供給拠点（貯木場）を整備。タワーヤーダを活用した新作
業システムでは、労働生産性が大きく向上（2.5㎥→6.6㎥/人日）。

かみ

(2) 地域一体となった町産材の集約・加工体制の構築と林地集約化
高知県仁淀川町では、23年、町の林産・製材の７業者が「仁淀川林産協同組合」を

設立し、町内の原木を集約し、乾燥・加工・販売する体制を構築。さらに、町内の大型
製材工場の稼働に対応するため、27年、町、森林組合、林産協同組合が「仁淀川町
森林管理推進協議会」を設立し、森林情報の一元化と施業集約化を推進。

同町は、29年4月、近隣の２町（佐川町、越知町）と共に「林業成長産業化地域」に
選定され、３町が連携し、地域材の安定供給体制の構築を推進。

【佐川集材センター】

によどがわちょう

さかわちょう おちちょう

【ジビエカー】

(4) 高知県梼原町と「シカ被害対策及びジビエ活用推進協定」を締結
高知県梼原町では、 29年８月、シカ肉を地域資源として有効活用するため世界初

の移動式解体処理車（通称： ジビエカー）を導入。これを機に、梼原町、梼原町猟友
会及び地元森林管理署は連携してシカ被害の防止とシカ肉等のジビエ活用に取り組
む協定を締結し、小型囲いわなの貸出や捕獲技術の支援を実施。

ゆすはらちょう

四国森林管理局では、ドローン(29機)を活用した山地災害対策や森林資源調査に
取り組んでおり、29年３月に徳島県三好市と、５月に高知県嶺北地区４町村と、大雨、
台風等の災害時にドローンによる撮影画像等の提供や技術支援を行う災害活動支援
協定を締結。また、各地で自治体と共同でドローンの操縦技術や３D画像処理等の研
修会を開催。

こうした取組により、ドローンを活用した災害発生直後の迅速な対応や効率的な森
林管理を推進。



九州森林管理局管内図

国有林

民有林

福岡、佐賀、長崎、熊本
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

【朝倉市ほか】

【人吉市】

【ヘリコプター調査
（福岡県朝倉市）】

(1) 九州北部豪雨による被害の早期復旧に向けた取組
29年７月九州北部豪雨では、24時間降水量が500ミリを超える記録的な豪雨により、

福岡県と大分県において山腹斜面が多数崩壊し大量の流木が発生するなど、甚大な
被害が発生。九州森林管理局では「災害対策本部」を速やかに設置し、各県の災害対
策本部への職員派遣、ヘリコプターによる被害箇所の概況調査、ドローンを活用した
調査等、早期復旧に向けて迅速に対応。また、福岡県からの支援要請を受け、「山地
災害対策緊急展開チーム」を編成して職員を現地に派遣（9月1日までに延べ274名）。
全国の森林管理局から治山技術職員等を派遣し、国有林の組織をあげて支援。

さらに、福岡県知事から国による早期の復旧整備を求められたことを踏まえ、29年度
に朝倉市内の民有林において直轄治山災害関連緊急事業に着手。また、30年度予
算概算要求において民有林直轄治山事業の実施を要求。「流木災害等に対する治山
対策検討チーム」における今回の災害の実態把握や山腹崩壊の発生メカニズムの分
析・検証等を踏まえ、事前防災・減災に向けた効果的な治山対策を推進。

【実証試験地
（熊本県人吉市）】

(2) 造林コストの低減に向けた取組
旺盛な木材需要を背景に、宮崎県ではスギ素材生産量が26年連続日本一になる

など、各地で伐採面積が増加。確実な再造林の実施に向けて、宮崎県では「山村地
域の持続的発展推進会議」を設置し、循環型林業の確立に向けた対策を推進。鹿児
島県では「森林資源の循環利用促進条例」の制定に向けた委員会を設置。

九州森林管理局では、「次世代造林プロジェクト」として、造林コストの低減に向け
た実証試験地を設置。民有林への普及を念頭に、森林総合研究所・宮崎大学と連携
して、中苗、優良品種、低密度植栽、無下刈、ドローンによるシカ被害の点検等の
様々な手法を組み合わせた検証を実施。

(3) ５大学との連携と協力に関する協定を締結
林業の成長産業化の実現、森林の多面的機能の発揮に向けて、九州・沖縄地方で

林学系の専門コ－スを有する５大学（九州大学、熊本県立大学、宮崎大学、鹿児島大
学、琉球大学）と連携と協力に関する協定を29年度に締結。森林・林業が抱える課題
の解決に向けて、研究・技術開発を強力に進めるとともに、これからの森林、林業を支
える技術者の育成を戦略的かつ計画的に推進。

(4) 木材需要の拡大に向けた取組
耐震壁にCLTを使用する10階建ての宮崎県防災拠点庁

舎が29年度に着工。また、宮崎県小林市では新庁舎の木
造・木質化を図り議会棟は木造３階建により建築。

隔年下刈

コウヨウザン

高下刈

中苗低密度植栽

パッチ
ディフェンス
（無下刈）

【山地災害対策緊急展開
チーム】

【協定締結・調印式
（琉球大学）】

【宮崎県防災拠点庁舎イメージ（宮崎市）】 【小林市議会棟】 １７
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（出典：農林水産省木材統計調査）

◆ 九州局管内８県 素材生産量

（万m3）

「攻めの農林水産業」に関する森林管理局管内の取組事例

（億円）

箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

林地荒廃 922 282 155 13 1,077 295

治山施設 7 3 1 0 8 3

計 929 285 156 13 1,085 298

1,458 45 82 3 1,540 48

治山関係

林道関係

民有林 国有林 計

○ 平成29年７月九州北部豪雨による福岡県・
大分県の林野関係被害

※平成29年９月７日時点

【被害額 合計346億円】
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