み う ら し

大都市近郊におけるマーケットインな農産物生産の実践 【神奈川県三浦市】
【工夫のポイント】

○ 大都市近郊の立地を最大限に活用す
ることで、外食産業との契約栽培や消
費ニーズに即したマーケットインによる
農業生産を実践。
○ 若手農業者や女性農業者がそれぞ
れの視点を活かした経営を展開し、地
域農業の発展に寄与している。

○位置
みうらし
神奈川県三浦市

生産現場

【取組地域の概要】

○ 農地の拡大を通じて、農業機械の導入など営農条
件の改善及び高収益作物への転換を図るほか、近年
では、農産物の更なる高品質化に向け、畑地かんが
い施設等を整備中。
○ 良好な営農条件の
下、大都市近郊の立
地を活かした農業が
展開されている。

加工・
流通

○ 主要作物
ダイコン、キャベツ、スイカ、かぼちゃ、
メロン など

販売

基盤整備
耕作放棄地の様子

整備後

「かながわブランド」野菜の栽培を促進
○ 基盤整備による良好な営農条
件の下、「かながわブランド」野菜
などの高収益作物の導入を生産
者自らの経営判断で取り組む。

消費者ニーズを捉えた野菜の生産
○ 大都市近郊の立地を最大限に
活かし、外食産業との契約栽培
や消費者ニーズに合った少量多
品種の露地野菜を生産。
○ イタリアン野菜を、大都市のレス
トランや居酒屋へ直接出荷。

高収益作物の栽培による
担い手農家の販売額増加
○ 用水の安定確保により、
「かながわブランド」の野菜
作付けが拡大。
○ 大都市近郊の立地条件を
最大限に活かし、消費者の
ニーズに即したマーケットイ
ンな農業生産を実践。安定
的な販路の確保及び契約
栽培による高単価での販売
により、農家の単位面積当
たりの販売額が大きく増加。

【高収益作物の作付】
すいか
8.6ha
三浦かぼちゃ 0.9ha
青首だいこん 17 ha
早春キャベツ 17.4ha
冬瓜
0.3ha

【担い手農家における10ａ当たりの販売額】

担い手

○ 主な支援施策
・ 基盤整備促進事業（団体営）
(農用地の造成) (H2～H20)
・ 農業競争力強化基盤整備事業
(畑地帯担い手育成型) (H27～H33)

加工・出荷

（H2年～H20年）
（H27年～H33年）

もろいそこあじろ

諸磯小網代

栽培作物
・方法

【整備前】
三浦半島特有の丘陵地の間の入り組ん
だ谷（谷戸）は、周囲の水が集まるため水
田として利用されていたが、狭小な湿田で
あり、農作業に多大な労力を要することか
ら、昭和50年代以降は耕作放棄地の発生
が相次いでいた。

○ 谷戸を埋め畑地を造成（平成2年～平成20年）。

基 盤

○ 耕作放棄されていた農地を改良し、効
率的な作業が可能な畑として整備する
ことで、露地野菜の生産が拡大。

営農条件の良好な農地の造成と新規作物の導入

体制・人材
づくり

農業後継者グループが地域農業をけん引
○ 専業農家の後継者が「みどり会」を結成し、地域の
中心となって農業をけん引。
○ 都市在住の親子を対象とした農
業体験イベントも毎年実施
若手農業者の皆さん
(直近3年間延ﾍﾞ参加人数353人)

（千円／10a）

2,000
1,000

約３倍

180万円

57万円

0
基盤整備前

基盤整備後

多品種のイタリアン野菜
【担い手農家からの聞き取りによる】

６
０

い み ず し

農村環境と共生した基盤整備で農産物のブランド力強化
【工夫のポイント】

基盤整備による効率化と田園環境の共存

基 盤

○ 美しい田園風景に配慮した基盤
整備を実施しながら、水稲の減農薬
や減肥料など環境保全型農業に取
り組み、「清流の里『あしつき米』」の
ブランド化を推進。
○ 汎用化された農地では、新規就農
者が枝豆などの園芸作物の作付を
拡大するなど、新たなブランド農産物
の創出にも取り組む。

生産現場

い みず し

富山県射水市
ひろかみ

広上地区

○主要作物
・ 米、レタス、ニラ、ねぎ、枝豆 等

加工・
流通

富山県

○ 清流に棲む水生生物（あしつき、梅花藻）、希少魚（トミヨ）、
昆虫（ホタル）を保全するなど環境に配慮しつつ、ほ場の大
区画化（標準区画0.5ha：673筆→134筆）を実現。
○ 魅力ある田園風景を確保しつつ、大型機械の導入や
農地の汎用化による効率的営農を展開。
さらに、水稲
基盤整備
以外の高収
石積
（H23年～H28年）
水路
益作物の導
入を実現。
大区画化ほ場での
清流に生息
大型機械の稼働状況

【取組地域の概要】
○位置

【富山県射水市】

担い手

・県営かんがい排水事業（S46～S58）
・団体営ほ場整備事業（S44～S46）
・経営体育成基盤整備事業（H23～H29）
・とやま型農業成長戦略チャレンジ支援事業
(H27～H29)
・とやま農業未来カレッジ（H27,28卒)

○ 農事組合法人を中心とした機械保有台数の合理
化と大型化、専従体制化により生産コストを削減。
○ 富山県が目指す大規模園芸
産地づくりの実現に向け、汎
用化された農地では大豆生産
のノウハウを活かし、枝豆な
枝豆の作付
ど園芸作物の作付けを拡大。

清流の里「あしつき米」のブランド力強化
○ 減農薬・減肥料など環境保全型
農業の実践によって、平成17年に
商標登録した「清流の里『あしつき
米』」のブランドのイメージを向上。

農事組合法人を中心に効率的な農業を展開

新規就農者による
リーフレタス栽培

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
狭小（標準区画10a）かつ不整形な
ほ場において、個々の農家が小型機
械を保有する非効率な営農を行って
いたほか、排水不良な農地では水管
理にも大きな労力を要していた。

１筆（10a）

するトミヨ

ブランド米の販売額増加と園芸作物の
生産拡大による法人の農業所得の増加

営農の効率化と高収益作物の作付拡大

○主な支援施策

体制・人材
づくり

○ 基盤整備を契機に、平成26年に
農事組合法人「あしつきの郷」を設
立。新規就農者として３名を雇用
するなど新たな雇用を創出。

○ 環境保全農業を通じた「あし
つき米」のブランド化と販路拡
大のほか、汎用化による新たな
ブランド枝豆「富山ブラック」の
作付増加、キャベツの契約栽
培、リーフレタスの周年出荷等
の取組により販売額が増加。

いみず野ブランドの
「富山ブラック」

地域の農事組合法人の販売額が約１．４倍に増加
【園芸作物の販売額（法人）】
（万円）

696万円

600
400

（うちリーフレタス）

338万円

8,000
6,000

6,700万円
4,800万円

4,000

200
0

【法人の農産物販売額】
（万円）

2,000
H26

H28

0

H28
H26
【出典：富山県調べ】

７
０

へきなん し

たゆまぬ生産技術の改良によるにんじんブランドの成長
【工夫のポイント】

用水の安定供給による畑作地帯への変貌

○ 生産者とJAが連携・協力し、栽培技
術や品質向上の研究を続けることで収
穫量を向上させたほか、ジュースなどの
加工にも取り組むことで作物のブランド
化に成功。現在も、地域全体での販売
額は成長を続けている。

基 盤

○ 基盤整備により大型機械の導入や水
管理の省力化が図られることで生産性が
向上したほか、「にんじん」や「たまねぎ」
などの露地野菜の導入が実現。

生産現場

愛知県碧南市

愛知県

・国営かんがい排水事業（S27～S53）
・県営かんがい排水事業（S39～S46）
・県営特殊ほ場整備事業（S43～S49）
・県営畑地帯総合土地改良事業（S46～S49）
・県営農業水利施設保全合理化事業（H27～）

加工・
流通

○栽培作物
・にんじん、たまねぎ、水稲
○主な支援施策

○ 畑地かんがい施設
の整備により、にんじ
んやたまねぎといっ
た収益性の高い露地
野菜を中心とした経
営に転換。

碧南市の作付面積(主要作物割合）
水稲
H28
H18

たまねぎ

22%

37%

39%

26%

35%

56%

S50

にんじん

42%

15%

29%

84%

S35
0%

20%

40%

16%
60%

80%

100%

○ 生産者とＪＡからなる「碧南にんじん部会」や
「たまねぎ部会」では、良好な生産基盤の下、県
農業改良普及員とともに、栽培技術や品質向上
に向けた研究を重ねている。

へきなん

碧南地区

生まれ変わった農地

用水確保による畑作物への転換

へきなんし

ブランドにんじん「へきなん美人」の普及
○ 地域ブランド「へきなん美人」
として積極的にＰＲするほか、
にんじん独特の臭みがなく、甘
みが強い特性を生かし、ジュー
スへの加工等にも取り組む。
○ これまでの取組が評価され、平成29年には、
碧南市で「全国にんじんサミット」が開催。

栽培作物
・方法

体制・人材
づくり

販売

加工・出荷

【整備前】

○ 点在するクリーク等の埋立による農地造成ととも
に区画整理と農地の集団化を進めたことで、大型
機械の導入が可能となり、労働生産性が向上。
基盤整備
（S27年～S49年）
○ 水源(羽布ダム)の確保と併せて、水路のパイプ
ライン化を行い、スプリンクラーかんがい施設を整
備したことで、用水の
安定供給、水管理の
省力化が図られ、収量
や品質が向上。
スプリンクラー散水

【取組地域の概要】
○位置

【愛知県碧南市】

水稲作については、河川からの取水
量が安定せず、安定した用水確保が課
題となっていたほか、畑作は天水に頼
る営農であり、恒常的な干ばつ被害が
発生していた。一方、排水性が良好で
なく、降雨時には湛水被害を生じるな
ど、水の苦労が絶
えず、生産性の向
上に支障を来たし
ていた。
昭和34頃の用水路

規模拡大や品質向上技術の探求等を
通じたブランド化により販売額が増加
○ 基盤整備による良好な営農
条件の下、篤農家やＪＡ生産
部会が土壌条件に合う品種の
探究に取り組むほか、栽培技
術や品質向上を研究。
○ 生産者のたゆまぬ努力によ
り、地域ブランド及び一大産地
を形成しており、現在も収穫量
や販売額が成長。
【碧南市にんじん販売額】

【にんじんの単収（kg/10a）】
（億円）
昭和49年
通水

約３倍

事業完了
S49年

10

8.3億円

11.5億円
9.4億円

5
0.8億円
0
S35

S50

H20

H28

【出典：S35,S50,Ｈ元は農林統計から算定、H20,H28はJA聞き取り】

８

いずみし

山間部の急傾斜な農地が高収益いちご団地に大変身
【工夫のポイント】

○ 産地形成と地域活性化のため、地域
の農家が「いずみ小川いちご組合」を結
成。都市に近い立地条件を活かし関西
最大級のいちご狩り園の運営を開始。

山間農地の緩傾斜化により優良農地を造成し
高収益作物への転換を達成

基 盤

○ 未利用の急傾斜山地での農地造成
やみかん畑の区画整理により、新たな
作物であるいちごの施設栽培を実現。

こがわ

（さがほのか、紅
ほっぺ、章姫等）

いちご狩り園の盛況による販売額の向上

○ 農地の緩傾斜化や水路のパ
イプライン化等により、ハウスに
よるいちごの施設栽培が実現。
○ 多品種導入により、来場者の
満足度の向上を図っている。

農産物加工や交流による高付加価値化
○ 直売所への出荷以外にもい
ちごを使ったジャム「べっぴん
さんジャム」やジェラート等の
加工販売にも着手。
○ いちご狩りや交流施設での加
工体験等による魅力の発信。

【来場者数の推移】
（万人）

2.3万人

2.0
1.0

（万円）
0

H18

H28

担い手

組合による地域一体となった経営展開
○ 事業を契機に、「いずみ小川い
ちご組合」を設立。観光農園の
運営に加え、資材の共同購入や
販売に係る調整等を行い、地域
一体での戦略的な経営を展開。

○ 基盤整備により施設栽培が可能となった
ことで、高収益ないちごに作物転換。組合
が主体となり観光農園の運営に加え、加
工・販売などに取り組むことで、経営の多
様化及び高付加価値化に成功。組合にお
けるいちご狩り等による販売額は設立以降、
成長を続けている。
（平成28年度の販売額は、約３千万円）
【組合におけるいちごの販売額】

0.8万人

・ブルーベリー
○主な支援施策
・農用地総合整備事業（H9～H20）
・農村振興総合整備事業（Ｈ14～19）
・経営構造対策事業（H17）

販売

急傾斜山地

ハウス設置

「みかん」から「いちご」への作物転換

いちごのハウス栽培

⼤阪府

○主要作物
・いちご９品種

未利用の急峻な山地の農地造成と挟在する
みかん畑の区画整理を併せて実施。さらに、畑
地かんがい施設等の整備により、みかん以外
の高収益作物への転換を実現。

農地造成

加工・
流通

小川地区

加工・出荷

（H9年～H20年）

生産現場

いずみし

○位置 ：大阪府 和泉市

栽培作物
・方法

体制・人材
づくり

【整備前】
急傾斜山地の一部をみかん畑とし
て利用していたが、耕作条件は悪く、
耕作道路も狭小で、水源も不十分で
あった。また、柑橘類の市場低迷も
相まって、耕作放棄地の発生が相次
いでいた。

基盤整備

○ いちご狩りや直売所への出荷以外に
もいちごジャムへの加工・商品化など、
６次産業化の取組にも着手。

【取組地域の概要】

【大阪府和泉市】

（いずみ小川いちご組合）
○ 設立：H１７年
○ 組合員：４戸
○ H27作付延面積
（ハウス：6,600㎡ ）

4,000
3,000

３．１倍
約３倍に

3,104万円

増加

2,000
1,000

999万円

0

H18

H28

【出典：いずみ小川いちご組合からの聞き取り】

９
０

ハウス栽培の導入と「倉吉スイカ」のブランド形成
【工夫のポイント】

鳥取県

く め が は ら

久米ヶ原地区

・スイカ、ネギ、キャベツ等

○主な支援施策

（Ｈ27～29）

○ さらに、近年においては、末端かんがい施設の整備に
より、ハウス栽培に適したかん水が行えるようになり、ス
イカなどの品質・収量
の向上が実現したほ
基盤整備
か、自動かん水設備
（H９年～14年）
により、更なる作業の
（H26年～27年）
省力化が図られた。

市場ニーズに応えるハウス栽培の導入
○ 倉吉スイカはスイカを台木に
する手間暇かけた独特の栽培
方法から、糖度が極めて高く市
場でも高い評価を得ている。
○ ハウス栽培を導入することによって夏以降の出
荷数が少なくなる時期をねらって栽培・出荷をする
ことが可能となり、市場からの評価が向上。

栽培作物
・方法

体制・人材
づくり

加工・出荷

販売

【整備前】
○ 戦後整備された農業用水利施設の老
朽化が進むことで、安定的な用水供給
に支障が生じ、収量・品質が不安定と
なっていた。
○ 露地中心の営農
形態確立以降も、
市場ニーズに対応
した営農に向け、
ハウス栽培の導入
を目指していた。

ブランド種の生産体制構築による
スイカの販売額及び販売額の向上
○ 品質向上・収量の増加に
より、「倉吉スイカ」の平均単
価及び単位面積当たりのス
イカの販売額が向上。
【スイカの販売額等の推移】

生産物の検査による高品質な商品の流通
○ スイカの統合選果場において、
空洞判定機や糖度センサーの機
能向上（JA鳥取中央）を行い、高
品質な生産物の出荷を確保。

関係機関の連携による地域の担い手育成
○ 行政や農業関係機関が連携し、
経営改善等を学ぶ研修会等を開
催。担い手となる農家14人（うち
認定農業者10人）を育成。

販売額が約1.3倍、平均単価が約1.2倍
事業期間

3,050円

2,500円

103万円
77万円

【出典：ＪＡとっとり中央調べ】

平均単価（円/ケース）

（Ｈ26～27）

・県営農業水利施設保全合理化事業

担い手

・県営かんがい排水事業(S40～55)
・県営ほ場整備事業（S41～51）
・多面的機能支払交付金（H21～）
・県営畑地帯総合整備事業（H9～14）
・県営農村地域防災減災事業（H21～）
・団体営農業水利施設保全合理化事業

加工・
流通

○主要作物

生産現場

【取組地域の概要】

○ 戦後の基盤整備（畑地かんがい施設の整備）により、
露地野菜を中心とした営農体系を確立。

販売額（円/10a）【棒グラフ】

基 盤

○ ＪＡ等の施設（スイカ統合選果場
等）では、糖度センサー等により高品
質なスイカを市場に出荷することで、
質・量ともにブランド化を推進。

鳥取県倉吉市

【鳥取県倉吉市】

末端かんがい施設の整備によるハウス導入

○ 地域で従来から生産されていたス
イカの収益性向上に向け、末端かん
がい施設の整備と併せ、ハウス栽培
を導入。市場への長期間出荷を可能
とし、ブランド力を強化。

○位置 くらよしし

くらよしし

1０0

