「魚のゆりかご水田米」で地域と琵琶湖を元気に
【工夫のポイント】

○ 企業や大学、水田オーナーを対象と
した体験イベント等を開催し、ブランドイ
メージの向上と地域の活性化を実現。

揚水機場の整備により
用水供給が安定

環境保全を通じた高付加価値米を栽培

生産現場

くりみでざいけ

○ 地域の法人が中心となり、地区全域に魚道を設
置し、琵琶湖と水田を魚類が行き来できるようにす
るなど、生態系の再生を目指す「魚のゆりかご水田
米」を栽培し、地域ブランド化。
○ 農薬と化学肥料を５割以下に
住民協働により
設置した堰上げ魚道
削減するなど「環境こだわり農
業」を実践するほか、水田オー
ナーや中学生などの教育旅行
の受入れなど環境学習にも力を
入れている。

安定的な販売ルートの確立と６次産業化

加工・
流通

○主な支援施策
・団体営ほ場整備事業（S50～S56）
・多面的機能支払交付金(H19～)
・農業水利施設保全合理化事業（H24～）

加工・出荷

販売

【整備前】
琵琶湖東岸沿いに位置し、湖水面
とほ場の高さがほぼ変わらない低湿
地であり、区画も小さく不整形で、非
効率な営農だった。

区画の拡大に加え、水田の汎用化により、効率的な営農
が可能となり、高品質な近江米や小麦・大豆を持続的かつ
安定的に生産できるようになった。

汎用化により営農が高率化

栗見出在家地区

○主要作物
・水稲 、麦、大豆等

栽培作物
・方法

基盤整備

【取組地域の概要】

滋賀県

体制・人材
づくり

（S50年～S56年）

○ 地元食品・酒造メーカーとの連携によ
り、魚のゆりかご水田米を使用したパン
や菓子、日本酒の製造・販売等の６次
産業化にも着手。

○位置 ひがしおうみし
滋賀県 東近江市

【滋賀県東近江市】

営農の効率化と高品質な農産物の生産を実現

基 盤

○ 区画整理されたほ場と琵琶湖岸に位
置する立地を活かし、高付加価値化が
期待できる魚のゆりかご水田米の生産
を地区全域に拡大。

ひがしおうみし

米粉パン

酒米生産と
日本酒づくり

○ 地元ＪＡが中心となって、環
境を大切にするストーリーを
持った販売に取り組みながら
流通・販売ルートを確立。
○ 地元メーカーと連携したパン
や菓子、日本酒等の製造販売
に取り組み、更なる高付加価
値化を目指す。

低湿地で不整形、かつ狭小なほ場

魚のゆりかご水田米のブランド力向上が
地域と琵琶湖を元気に
○ 魚のゆりかご水田米のブランド力向上により一
般米に比べ60kg当たり約１１％高い単価で取引。
○ 地域内外の非農家や子供達が一体となって取
り組んだことで、環境保全や水産資源保護だけで
なく、地域農業への関心が高まり、魚のゆりかご
水田米を活用した６次産業化の動きが活発化。
地元ＪＡによる60kg当たりの買取り単価
（円） （３ヶ年平均値：Ｈ25～H27産米）
約11％
（1,500円）
高値で取引

15,370円

13,870円

※いずれもコシヒカリ１等米（生産費同等）

【出典：滋賀県調べ】
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ほ く と し

農地整備により耕作放棄地がぶどう産地に大変身
【工夫のポイント】

【山梨県北杜市】

耕作放棄地を活用し高収益な生産基盤を形成

○ 農地中間管理機構を活用しつつ、農
地を利用者別にゾーニングすることで参
入法人を含む多様な担い手を計画的に
確保。
○ 近隣への醸造施設設置により、生産
されたぶどうをワインに加工することで
更なる高付加価値化を目指す。

基 盤

○ 耕作放棄地を解消するとともに、周辺
農用地も含めた一体的な生産基盤によ
って、優良な農地団地を確保。

○ 区画整理や畑地かんがい施設など農業生産基盤の整
備を行うことにより、耕作放棄地を含む34haという大規模
な農地団地が形成され、生産性の向上を実現。

基盤整備
（H24年～）

栽培作物
・方法

加工・出荷

販売

【整備前】
高齢化や他産業への労働力離れによ
る後継者不足が進み、耕作放棄地が
増加していた。また、これらの耕作放棄
地が餌場となり、
付近集落の農
地へ鳥獣被害
が拡大するなど
更なる悪影響も
生じていた。

ハウスでの水耕栽培
ハウスでの水耕栽培

整備されたほ場

体制・人材
づくり

急峻な地形で狭小な区画

【取組地域の概要】
ほくと し

生産現場

○位置

山梨県 北杜市

てんのうばら

天王原地区
山梨県
○主要作物
・だいこん、パプリカ、ぶどう(醸造用)

計画的な農地集約による生産性の向上

○ 基盤整備により、個人農家の団地や担い手
の誘致を意図した団地など目的別に農地を
ゾーニング。計画的な農地利用によってぶどう
の生産が活性化。
法人C

○ 基盤整備による営農環境の向上を通じて、ぶど
う等の作物への転換を図るほか、農地の集約に
より、単位面積当たりの販売額が大幅に向上。

法人A

○ パプリカの水耕
栽培施設を導入
し、新たな産地形
成にも取り組む。

個人
法人B

担い手への農地集積の促進

担い手

○主な支援施策
・農地環境整備事業（H24～H30）
・耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
・強い農業づくり交付金
・企業的農業経営推進支援モデル事業（県単）

生産エリア集積による営農の効率化

○ 農地を集積・集約化し、農地中間管理機構を
活用することで、法人参入も含めた新たな担い
手を確保。（約８割の農地を担い手に集積）
○ 参入法人を始めとする担
い手が地域と一体となって
鳥獣被害の防止に取り組
んでいる。

○ また、農地近隣に醸造施設
を整備し、ぶどうをワインに加
工するなど６次産業化を推進
することで更なる収益力アッ
プを目指す。

【 醸造用ぶどう 】

【天王原地区における1ha当たりの販売額】
（万円/ha）

843万円
販売額が
約７倍向上

大根：5.8ha

Ｈ２８
パプリカ：1.7ha
醸造用ぶどう：6.8ha
基盤整備を通じた
作物の転換により
販売額が大きく増加

117万円
Ｈ２６

Ｈ２６

Ｈ２８
【出典：法人A、Bへの聞き取りほか】

22
０

樹園地の緩傾斜化と地域連携によるみかんのブランド化
【工夫のポイント】

○ 位置

しずおかし しみずく あらたにや

静岡県静岡市清水区新丹谷

みかんの高品質化及び新品種の導入
○ マルチドリップ方式やスピード
スプレイヤの導入など、高品質
化への取組と併せ、「はるみ」
等の高単価品種の導入が可能
となったことで、収益性が向上。

あ ら た に や

新丹谷地区

加工・
流通

加工品の開発等によるブランド力の向上
○ 地域ＪＡが主体となり、地元の
製造メーカとの連携による柑橘
を加工した商品開発を推進。
○ オーナー制度により、「清水
のミカン」を都市部に発信し、
ブランド力の向上を図る。

○ 主要作物
・柑橘類
・農地整備事業（担い手育成型）(H9～H27)
・農業基盤整備促進事業（H27)
・多面的機能支払交付金(H19～)
・強い農業づくり交付金(H20～H21)

担い手

○ 主な支援施策

体制・人材
づくり

はるみビール

後継者の年齢構成

(名）

7
6
5
4
3
2
1
0

6名

後継者平均年齢33.5歳
（県内平均41.3歳）
30歳未満
＜44％＞

26～30歳

2名

31～35歳

30歳未満
2名
＜60％＞

36～40歳

○ 事業の実施による営農環
境の改善及び高収益化によ
り、実施前には不在であった
若手後継者が５年間で10名
誕生（平均年齢は33.5歳）。

販売

高収益な新品種の導入や加工等を通じた
高付加価値化による販売額の増加
○ 基盤整備により、営農作業の省力化や収
量の向上、高単価な新品種の導入が可能と
なったほか、地域の関係者が一体となった
商品加工等の取組を通じて、単位面積当た
りのみかんの販売額が大きく向上。
（万円）

80

「儲かる農業」の実現で後継者の就農が増加

加工・出荷

樹園地は狭小かつ急傾
斜であり、防除や収穫等
の作業に多大な労力を
要し、農業従事者の高
齢化や後継者不足によ
り、産地の維持が困難と
なっていた。

【単位面積（10a）当たりの販売額】

100

アンテナショップ「きらり」

栽培作物
・方法

【整備前】

○ 急傾斜地を大区画かつ平坦な樹園地に整備することで、生産性の
飛躍的な向上、品質・収量の安定化が図られ、農業経営が改善。
○ 事業の実施に当たっては、新東名高速道路建設と連携し、建設発
生土の受入れや
高速道路用地の
提供（非農用地
基盤整備
創設）によって農
（H9年～H27年）
家負担の軽減を
実施。

生産現場

【取組地域の概要】

【静岡県静岡市】

樹園地の大区画化・平坦化による農業経営の大幅な改善

基 盤

○ 樹園地の大区画化・平坦化によって
農作業の効率化や作物の品質向上が
図られたほか、収益性の高い新品種の
導入が実現。
○ 地域ＪＡや食品メーカーとの連携によ
る、加工品の開発やオーナー制度によ
り「清水のミカン」のブランド力を向上。
○ 「儲かる農業」の実現により、息子世
代の跡継ぎが相次いで就農を決心。地
域の担い手が確保され、安定した産地
の形成が実現。

しずおかし

60

約1.8倍に
増加

84.3万円

47.6万円

40
20
0
事業実施前

事業実施後（H27）
出典；地区内担い手農家からの聞き取り
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MEMO

【お問い合わせ先】
農林水産省農村振興局整備部設計課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL：03-3502-8695（直通）
FAX：03-5511-8251
http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/kousyueki-zirei.html

