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世界農業遺産とは

世界農業遺産とは、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密

接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ、農業生物多様性などが相互に関連して一体となった、世界的に重

要な伝統的農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）が認定する制度です。

申請地域は、世界的な重要性、申請地域の特徴（ＦＡＯが定める５つの認定基準）及び保全計画（※1）に基づき評価されます。

連絡調整 情報提供

申請者

市町村及び農林漁業者の組
織する団体を含む協議会等

農林水産省

世界農業遺産等
専門家会議地方農政局等

連携

①申請書作成
③一次審査（書類審査）
④現地調査
⑤二次審査（プレゼンテーション）

②申請

認定

国連食糧農業機関
（FAO）

世界農業遺産科学
助言グループ(SAG)

認定申請に
係る承認

➅申請 ➆書類審査及び現地調査

世界農業遺産認定基準

申請から認定まで

(※1) 保全計画：申請地域を維持・保全及び活用していくための計画書。

(※2) ランドスケープ：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。

(※3)シースケープ：里海であり、沿岸海域で行われる漁業や養殖業等によって形成されるもの。
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地域の伝統的な知識シス
テムが、「地域の貴重で
伝統的な知識及び慣習」、
「独創的な適応技術」及
び「生物相、土地、水等
の農林水産業を支える天
然資源の管理システム」
を維持していること。

1．食料及び生計の保障 2．農業生物多様性
3．地域の伝統的な
知識システム

4．文化、価値観
及び社会組織

5．ランドスケープ(※2)及び
シースケープ(※3)の特徴

申請する農林水産業シス
テムは、地域コミュニ
ティの食料及び生計の保
障に貢献するものである
こと。

申請する農林水産業シス
テムは、食料及び農業に
とって世界的に重要な生
物多様性及び遺伝資源が
豊富であること。

申請する農林水産業シス
テムには、地域を特徴付
ける文化的アイデンティ
ティ、風土、資源管理や
食料生産に関連した社会
組織が存在すること。

長年にわたる人間と自然
との相互作用によって発
達してきたランドスケー
プやシースケープを有す
ること。

【申請地域の特徴を評価する５つの認定基準】



世界農業遺産認定地域

世界で22ヶ国59地域、日本では11地域が認定されています（令和２年４月現在）。

04

国名

トキと共生する佐渡の里山(2011)

能登の里山里海(2011)

静岡の茶草場農法(2013)

阿蘇の草原の維持と持続的農業(2013)

クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環 (2013)

清流長良川の鮎－里川における人と鮎のつながり－(2015)

みなべ・田辺の梅システム(2015)

高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム(2015)

持続可能な水田農業を支える「 大崎耕土」の伝統的水管理システム
(2017)

静岡水わさびの伝統栽培－発祥の地が伝える人とわさびの歴史－(2018)

にし阿波の傾斜地農耕システム(2018)

カシミールのサフラン農業(2011)

コラプットの伝統農業(2012)

海抜以下でのクッタナド農業システム(2013)

青山島のグドゥルジャン棚田灌漑管理システム(2014)

済州島の石垣農業システム(2014)

ファガエ村におけるバドン地方の伝統的茶栽培システム(2017)

錦山（クムサン）の伝統的な高麗人参農業システム(2018)

スリランカ スリランカ乾燥地帯における連珠型ため池システム(2017)

青田の水田養魚(2005)

ハニ族の棚田(2010)

万年の伝統稲作(2010)

トン族の稲作・養魚・養鴨システム(2011)

アオハンの乾燥地農業(2012)

プーアルの伝統的茶農業(2012)

会稽山の古代中国トレヤ(2013)

宣化のぶどう栽培の都市農業遺産(2013)

興化の嵩上げ畑農業システム(2014)

佳県の伝統的ナツメ農園(2014)

農林水産業システムの名称(認定年)

日本
（11地域）

インド
（3地域）

韓国
（4地域）

中国
（15地域）

国名

福州のジャスミン・茶栽培システム(2014)

ジャガナの農林畜産業複合システム(2017)

湖州の桑基魚塘システム(2017)

夏津における伝統的桑栽培システム(2018)

中国の南部山岳丘陵地域における棚田システム(2018)

バングラデ
シュ

フローティングガーデン農法(2015)

フィリピン イフガオの棚田(2011)

アラブ首長国
連邦

アル・アイン及びリワの伝統的ナツメヤシ栽培システム(2015)

カシャーンのカナート灌漑システム(2014)

ジョーザン渓谷のブドウ生産システム(2018)

ゴナーバードのカナートによるサフラン栽培システム(2018)

アッシシ－スポレート間丘陵地帯のオリーブ畑(2018)

ソアーヴェの伝統的ブドウ畑(2018)

アクサルキアのレーズン生産システム(2017)

アナーニャの塩生産システム(2017)

オリーブ古代樹農業システム「テリトリオ・セニア」(2018)

オルタ・デ・バレンシアの歴史的灌漑システム(2019)

ポルトガル バローソの農業林間放牧システム(2018)

アルジェリア ゴートオアシスシステム(2011)

エジプト シワ・オアシスのナツメヤシ栽培システム(2016)

ケニア マサイの牧畜(2011)

マサイの牧畜(2011)

アグロフォレストリーシステム(2011)

チュニジア ガフサのオアシスシステム(2011)

アトラス山脈のオアシスシステム (2011)

アイトスアブ・アイトマンスール地域のアルガン農業林間放牧
システム(2018)

メキシコ
ソチミルコ、トラウアク及びミルパアルタの世界遺産地域にお
けるチナンパ農業(2017)

チリ チロエ農業(2011)

ペルー アンデス農業(2011)

ブラジル
ミナスジェライス州エスピニャソ山脈南部の伝統的な農業シス
テム(2020)

モロッコ
（2地域）

中国
（続き）

農林水産業システムの名称(認定年)

イラン
（3地域）

イタリア
（2地域）

スペイン
（4地域）

タンザニア
（2地域）



国内の世界農業遺産認定地域

石川県 能登地域

静岡県 掛川周辺地域

宮城県 大崎地域

新潟県 佐渡市

岐阜県 長良川上中流域 和歌山県 みなべ・田辺地域

熊本県 阿蘇地域 大分県 国東半島宇佐地域

宮崎県 高千穂郷・椎葉山地域

a

b

c

d

f

g

h

i

(平成29年11月認定)

(平成23年6月認定) (平成23年6月認定)

(平成25年5月認定)

(平成27年12月認定) (平成27年12月認定)

(平成25年5月認定) (平成25年5月認定)

(平成27年12月認定)

e

a b

c d

f g

i

e

静岡県 わさび栽培地域

(平成30年３月認定)

徳島県 にし阿波地域

(平成30年３月認定)

h

日本は南北に長く、山地が大半を占める国土を有することから、それぞ

れの土地や気候条件に合った独特な農林水産業が各地で営まれてきました。

現在、我が国の11地域が世界農業遺産に認定されており（令和２年４月

現在）、多様で地域性に富む伝統的な農林水産業が受け継がれています。

kj

平成23年度
認定

平成25年度
認定

平成27年度
認定

平成29年度
認定

トキと共生する佐渡の里山

佐渡市では、トキとの共生を目指して、

多様な生きものが生息できる環境を整え

るために、トキの主な餌となるドジョウ

などが生息する水田において「生きもの

を育む農法」に島全体で取り組んでいま

す。水田の水を抜く中干期にも「江」と

呼ばれる深みを設置し、生きものの逃げ

場となる水辺をつくるなど、１年を通し

て生きものが生育できる環境をつくって

います。

このように、生産の効率化だけでなく、

環境に配慮し育てられた米は、「朱鷺と

暮らす郷」の名称でブランド化され、販

売利益の一部をトキの保全活動に充てる

ことで、食と命を育む生きものと共生し

た持続的な農業が展開されています。

新潟県佐渡市

生きものを育む農法を島内の水田
で実施し、トキをシンボルとした
豊かな生態系を維持する里山と、
集落コミュニティを高める多様な
農村文化を継承。

佐渡の里山に帰ってきたトキ 小倉千枚田：オーナー
制度で呼応流活動によ
り棚田を支えています。

国の重要無形民俗文化財に指定されている「車田植え」

平成23年
６月認定

j
k

05


