収益性の高い作物の導入の取組を軸にした魅力的な農村の実現

よもぎたむら

中山間地ルネッサンス

あおもりし

【青森県 東青地域】 (蓬田村・青森市北部地域）
【地域の現状・課題】
● 陸奥湾のホタテや水田利用
のトマトが地域振興の柱。
さらに、ホタテ残渣を活用し
たブランド化にも取り組む。
● 過疎化・高齢化により労働力
確保が困難。新規就農者と担
い手の確保が急務。
● このため、機械化が可能で
所得向上が見込まれる土地利
用型作物の「たまねぎ」栽培に
取り組み、収益性の向上と産
地形成を目指す。

中山間地農業ルネッサンス推進事業等の活用
○ 収益性の高い「たまねぎ」に着目し、県内での栽培振興を推進するため、JA等の関係機関と連携し、試験栽培、
先進地研修及び県内研修会等を開催
＜取組概要＞
① 県内の生産者、JA、行政関係者を対象に、たまねぎ栽培の先
進地視察を行う他、県内で研修会を開催
② たまねぎ栽培の先進地研修、栽培振興に向けた研修会開催
【中山間地農業ルネッサンス推進事業(H30～R1）】
③ たまねぎの直播栽培など、さらなる省力化に向けた実証試験の
実施
【中山間地域所得向上推進事業(H29補正)（連携事業）】
④ 栽培技術の確立や地産地消を意識した販売ルートの構築
【中山間地農業ルネッサンス推進事業（R2）】

視察先での研修の様子

試験ほ場でのたまねぎの
収穫状況

取組を深化
事業の効果

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
【地域の位置】
青森県東青地域
青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、
蓬田村
（指定地域：過疎、振興山村、特定農山村、半島）

東青地域

○ 高収益作物栽培に向け、180haで暗渠排水を再整備
【農地耕作条件改善事業(H28)（支援事業）】
＜これまでの地域の取組＞
① ホタテ残渣による堆肥を活用した「陸奥
湾の資源が作り育てた野菜」（蓬田村）
② 暗渠排水疎水材へのホタテ貝殻の活用
③ ホタテ、トマト、たまねぎに関する体験学
習を通じた消費者へのＰＲ

作付面積(ha)
蓬田村で開催したたまねぎ収穫体験

地域を下支え
地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

蓬田村・青森市北部地域

○ 高収益作物のたまねぎの作付面
積の拡大を図り、生産量増加によ
る農業所得の向上
○ ホタテ残渣を有効利用（大学との
連携）による付加価値化
○ 地元大手スーパーとの契約によ
り安定的な販売ルートを確保

○ 農村地域の共同活動の支援、地域資源の適切な保全管理の推進など、
地域を下支えする取組を展開
【多面的機能支払交付金（支援事業）】
【中山間地域等直接支払交付金（連携事業） 】 等
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収益性の高い作物の導入による中山間地域の特色をいかした農業の展開

おおさき

か み まち

【宮城県 大崎地域】 (加美町）
【地域の現状・課題】
農業就業者は65歳以上が約
60％を占め、高齢化が顕著。
傾斜などの地理的な条件不利
に加え、担い手不足により農
地の荒廃が進行するおそれ。
奥羽山脈の山間地では、クマ
等の農作物被害が見られてい
たが、近年は県南部からのイ
ノシシの北上に伴い、農作物
被害が増加傾向にある。
土地利用型野菜の栽培が盛
んで、サボイキャベツ等の西洋
野菜等の地域特産物の生産を
実施。
【地域の位置】
宮城県大崎地域
大崎市、加美町
（指定地域：過疎、振興山村、特定農山村
特別豪雪、中山間（統計） ）

大崎地域

加美町

中山間地ルネッサンス

中山間地農業ルネッサンス推進事業等の活用
○ 地域内のリーダー育成に向けた事例検討
○ 地域の所得向上に向けた環境や地域資源等調査の実施
＜元気な地域創出モデル事業（高収益作物の導入）＞
○ 管内JAは、加工・業務用野菜の生産振興を行っており、販路面も有利と判断し、
新規の加工・業務用野菜を試作・導入する。
○ 「春たまねぎ」の実証結果を踏まえ、当該地区の栽培体系を検討し、新規部門確
立にむけた取組を進める。
○ 集落ぐるみの鳥獣害対策の実施により、農作物被害の軽減を図る。

高収益作物（春たまねぎ）の収穫

取組を深化
事業の効果

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
○ 農業経営の法人化の取組
【農業経営法人化支援事業（支援事業）】
○ ほ場整備事業等の実施により、水田畑利用に
よる収益性の高い園芸作物の生産拡大を推進
【農山漁村地域整備交付金（支援事業）】
地域を下支え
地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
○ 鳥獣害対策の取組（侵入防止
柵の設置、被害対策研修会の
実施）
○ 農村地域の共同活動の支援、
地域資源の適切な保全管理の
推進、地域を下支えする取組を 水稲のイノシシ被害
展開
【鳥獣被害防止総合対策交付金（支援事業）】
【中山間地域等直接支払交付金（連携事業）】 等 集落ぐるみで設置した電気柵の点検

○ 水稲主体の地域において、基盤
整備による畑利用によって、高収
益な園芸作物を導入。
○ はくさい等の加工・業務用野菜の
契約栽培先の拡大や大型コンテ
ナ化による生産コストの縮減
○ 隣接地区の大規模直売施設や
観光拠点での販売等も含め、農
観連携の取組を推進
園芸作物等高収益作物の
作付面積（ha）
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こだわりの農産物づくりによる地域農業の活性化
(特産品の「あけぼの大豆」を使った“まちおこし”)

ける65歳以上が占める割合は79％、
また、地域全体の人口も過去5年間
で約9％減少（平成27年））

○ 地域内に点在する耕作放棄地
は、狭小で傾斜地に集中。このた
め農業生産基盤の整備を実施し
、効率的な営農への転換や、担い
手への農地集積を進めることが
必要
○ 施設の老朽化や高齢化により
農地・農道・水路等の維持管理能
力が低下しており、施設の改修や
地域での維持管理が必要
○ 併せて、鳥獣被害が深刻な状況
であり対策強化等が必要

みのぶちょう

【 山梨県峡南地域 】 (身延町）

中山間地農業ルネッサンス推進事業

【地域の現状・課題】
○ 高齢化・人口減少による後継者
不足 （本地域の農業就業人口にお

きょうなん

○ 地域の今後を検討するワークショップを開催。また、地域特産農産物であ
る 「あけぼの大豆」の販促計画を立案し、所得向上と地域活性化を推進
＜取組概要＞
・ 「あけぼの大豆」の生産増加に向けた農家向け
栽培テキスト、販売促進に向けたガイドブックの
作成等を行い、県内外のイベント等にて配布
・県内ラジオとの連携や、東京の百貨店での限定
販売等を通して「あけぼの大豆」の販売を促進
「あけぼの大豆」ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

中山間地ルネッサンス

事業の効果
○ あけぼの大豆の生産量の増
加及び知名度向上に伴い、販
売額が増加。農業者の所得向
上が図られている

取組を深化
多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
○ 地区内農地の不整形・小区画の農地を、大豆栽培に適するよう区画整
理を実施するとともに、用排水路及び鳥獣害防止施設などを整備
【農山漁村地域整備交付金（支援事業）】

○ 集出荷施設を整備し出荷基準の統一、品質向上によるブランド力強化
規格外の枝豆・大豆を加工販売し、６次産業化を推進

〇 今後は、ブランド力を強化する
ため、地理的表示(ＧＩ)の取得
（申請中）や、優良種子の確保、
安定した生産と品質向上のた
めの普及活動、加工品の販路
拡大を進める

【中山間地域所得向上支援事業（連携事業）】

【地域の位置】

【｢あけぼの大豆｣のブランド強化】

山梨県
（指定地域：過疎、振興山村、特定農山村）

整備後のほ場

用排水路・営農環境整備等 選別機械の導入

〇観光との連携、新たな加工品開
発に取り組み、さらなる販売促
進、販路開拓を目指す

地域を下支え
地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

玉穂町

峡南地域

○ 鳥獣被害防止対策の取組強化、地域資源の適切な保全管理の推進な
ど、地域を下支えする取組を展開
【多面的機能支払交付金（支援事業）、中山間地域等直接支払交付金（連携事業） 等 】

【 観光連携の例：収穫祭の様子 】

官民連携による農業を核とした産業振興と鳥獣被害防止対策の労力軽減に向けた
い な し
ICT技術導入の取組
【長野県上伊那地域】（伊那市）
【地域の現状・課題】
○ 伊那市は米のほか、果樹、野菜、花卉の
生産が盛ん。
○ 更なる所得向上には、加工による付加価
値向上や販路の拡大等に取り組むことが
必要。
○ リニア開通の商機を生かすためにも、様
々な補助事業を活用して、更なる農業を核
とした産業振興を進める必要。
○ 有害鳥獣による農作物等への被害が大
きく、農林業者の生産意欲低下につながる
懸念。
一方、猟友会会員の高齢化が顕著。設置
したワナの見回り手間が負担。
・農作物等被害額 約17百万円（R2)
・猟友会会員の平均年齢 65歳

中山間地農業ルネッサンス推進事業
○ 農協、商工会議所、市役所、農業法人が連携し、特産品創出プロジェクトを実
施。地域特産のカブ等を使った漬物やぶどう等の活用を念頭に特産品の開発
を推進。
＜取組概要＞
・ 地域の農業者等を対象に事例や補助制度等を学ぶ農産セミナー等を開催。
・ 加工施設等の整備のための補助事業活用に向けて、整備内容等を検討。
・ 流通業者との意見交換、市場動向調査など、農産物等の販売促進活動を支援。 「やまぶどう」で作った、ワイン、
ジュース、ジャム

取組を深化

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
（優先枠等）
○ 今後、農産物の高付加価値化に向け、農産物の集出荷施設や加工
施設の整備を推進
○ 併せて、農産物のブランド化、加工・業務用の農産物導入に向けた
基盤整備を推進
【強い農業づくり交付金、農業農村整備関係事業など】

長野県
（指定地域：棚田地域振興、
特定農山村地域、振興山村、
過疎地域等）
伊那市

事業の効果（将来構想）
○ 鳥獣被害防止対策によって、
被害面積７ha減、農産物の
被害総額６百万円減を構想
し、事業に取り組む。
有害鳥獣被害の防止構想
（ha）

25

地域を下支え

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
（中山間地農業ルネッサンス推進事業、優先枠等）

【地域の位置】

中山間地ルネッサンス

○ 鳥獣被害防止対策に取り組むとともに、ワナの見回り労力の軽減に
向けて、低電力・低コスト通信技術（LPWA）を活用した「くくりワナセン
サー」の開発・実証に取り組む。
＜取組概要＞
・ 民間企業、信州大学、プログラマーで構成
する「くくりワナセンサー」開発チームを組織
し、猟友会の意見を聴きながら開発。
・ 試作品を作成し、現地の山林等にて動作試
験・検査等を実施。今後、市内で量産予定。

（百万円）
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適切な排水対策の実施による新たな「にんじん」産地づくり
高収益作物
の生産

【石黒地区、広瀬地区、広瀬舘地区、福光地区】(南砺市）
【工夫のポイント】

現状と課題

○水田において、土壌条件とほ場条
件に応じた排水対策を施工し、主穀
作経営体での高収益作物「にんじん」
の栽培実証を実施する。
○地元ＪＡ及び関係機関が連携し、出
荷販売体制を構築を図り、福光地区
における新たな「にんじん」の産地化
を目指す。

〇農地の多くが本暗渠が施工されていない水田
であることから、多くの経営体が主穀作中心
で、園芸作物の栽培が難しい。
〇園芸を導入した経営の複合化により、経営基
盤の強化を図る必要がある。

高収益作物の生産・販売力強化

取
組

福光地区

関係人口
の増加

ＩＣＴ技術
の活用

【支援事業（優遇措置）】
・農業競争力強化基盤整備事業 Ｈ29～
・多面的機能支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金

【取組地域の概要】
○地区名 なんとし ふくみつ
富山県南砺市福光地区（過疎、特農、
山村）

高付加価値化
栽培作物
・販売力強化
・方法

降雨後滞水した
ブロッコリーほ場

地下10cmから出現した
グライ層

栽培のマニュアル化による園芸作物導入促進

○ほ場条件の異なる各ほ場において、効果的な
排水対策を実証。
〇ＪＡが中心となり、収穫機や洗浄選別機を導
入し、出荷品の均質化や計画出荷による有
利販売を実証。
○実証結果を踏まえ、「にんじん」栽培に適した
基盤整備を実施。
水口

栽培や販売の実証を踏まえ、栽培マニュ
アルの作成と販売先の確保により、生産
者の育成と販売額の増加を図る。

内

基盤整備事業を実施した地域において、
「にんじん」の導入により、経営体の収益
性の向上を図る。

容

○主要作物
・水稲、大豆、大麦、柿 等

弾丸サブソイラ

ｽｸﾘｭｰｵｰｶﾞ
額縁明渠

（弾丸暗渠)

排水 （集水枡)

T字枡

○併せて行う都道府県・市町村単独事業
・とやま型農業経営支援事業

（額縁明渠)

排水口

排水対策（集水桝＋弾丸暗渠＋額縁明渠）の施工図（左図）
と降雨後の効果（右図）
農道

図 にんじんの販売実績（H30～R2）
及び計画《福光地区》

地域特産物を活用した加工・直販・都市農村交流による所得向上を推進

にしゅう

つるがし

みはまちょう わかさちょう

中山間地ルネッサンス

【福井県二州地域】(敦賀市、美浜町、若狭町）
中山間地農業ルネッサンス推進事業

【地域の現状・課題】
● 地域特産物の域内消費量拡
大のため、地域特産物等を活
用する農家民宿、農家レストラ
ンの経営者等の人材育成が重
要
（農家民宿数：121件(県全体の67
％)、農家レストラン数：3件(県全
体の10％)（平成28年））

● 所得向上を図るためには、
地域特産物を使った商品開発
や販路拡大のための施設の整
備が必要
● 鳥獣による農作物への被害
が大きく、営農意欲の低下を防
ぐため、鳥獣害防止対策の強
化等が必要

【地域の位置】
福井県 敦賀市、美浜町、若狭町
（指定地域：振興山村、特定農山村）

二州地域

○ 中山間地の地域特産物の販売や地域内での消費を拡大するため、県、町等が連携し、地域特産物を
使った料理講習会及び先進地事例研修会を開催
＜取組概要＞
・ 県内の飲食店、行政関係者を対象に、地域特産物等を使ったメ
ニュー開発の料理講習会を行う他、普及のためのレシピ集を作成
・ 県内の農家民宿、農家レストラン、行政関係者等を対象に、先進
地の事例を紹介する研修会を開催。

先進地事例研修会

メニュー開発の講習会

取組を深化
多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援

事業の効果
○ 「若狭美浜はあとふる体験（農
林業体験）」の参加者の増加によ
る交流人口の拡大（将来ビジョン
による構想）

○ 農産物の販路拡大につながる施設
（直販所、農家レストラン）を整備し、農
家の生産意欲や所得の向上を推進
【 農山漁村振興交付金
（農山漁村活性化整備対策）】

○ 今後、四季折々の地域特産物等の販
売や食事提供、魅力ある体験メニュー
の検討等、当該施設を中心として農家
民宿等周辺施設との連携による交流
人口と地域特産物販売の増加を推進 健康楽膳拠点施設（美浜町）
＊令和元年７月オープン

地域を下支え
地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
○ 鳥獣被害防止対策の取組強化、地域資源
の適切な保全管理や条件不利地の営農支
援の推進など、地域の農業生産活動を下
支えする取組を展開

○ 体験・交流型の修学旅行として
受け入れ体制を構築
交流人口(人/年間)
3,000
2,500
2,000

2,500
2,000
1,597

1,500
1,000
500
0

猿の捕獲施設

【中山間地域所得向上支援対策、中山間地域等直接支払交付金 等 】

現状
（H29）

R2

構想
（概ね5年後）

９

直売所を活用した魅力的な農村の実現

みずなみ

みずなみ

【岐阜県瑞浪地域】(瑞浪市）
【地域の現状・課題】
● 高齢化・人口減少により後継者不足が深
刻 （基幹的農業従事者の65歳以上が占め
る割合：７７％（平成２８年））

● 一部地域では、不整形で小区画な未整備
の水田が多く、効率的な営農に支障

○ 高収益作物への転換を可能とするため、担い手農家に集積する
地区を対象に区画整理や用排水路整備などの基盤整備を実施。
【農山漁村地域整備交付金】

● 高齢化の進行を見据え、生産基盤を整備
するとともに、担い手の確保、地域の取組体
制の強化が必要

〇 地元農畜産物の加工品を製造・販売するため、処理加工施設・販
売力強化施設を整備。魅力的な加工品販売を通じて、直売所販売
額、来場者数及び瑞浪市交流人口の増加を図る取組を実施。
【中山間地域所得向上支援対策】

● 深刻な鳥獣被害防止対策の強化が必要

【地域の位置】
【 加工施設の整備 】

【加工品の試作】
地域を下支え

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承 （優先枠等）

東濃地域
（瑞浪市）

R2年9月末時点

R3年3月末時点

15種類 →

23種類

・販売額 1,430万円 → 2,991万円
(累計)

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
（優先枠等）

（指定地域：特定農山村地域）

○瑞浪ボーノポーク加工品(R2年6月～)
・種 類

取組を深化

● 農産物直売所の開店から６年が経過し、
農家の所得向上のためには農産物直売所
等の魅力を高める必要

岐阜県

事業の効果

中山間地農業ルネッサンス推進事業

○農産物等直売所のコンサルティングを実施し、直売所を活用
した農家の所得向上と中山間地域の活性化を推進

中山間地ルネッサンス

○ 鳥獣被害防止対策の取組強化、地域資源の適切な保全管理の推
進など、地域を下支えする取組を展開
【鳥獣被害防止総合対策交付金、中山間地域等直接支払交付金 等 】

侵入防止柵の設置

・来場者
(累計)

25,824人 → 46,109人

地域資源を活かした農産物の高付加価値化による魅力ある農業の創出
まつさか

おおだいちょう

【三重県松阪地域】（大台町）

【地域の現状・課題】
○ 中山間地では、大規模経営の確立
が困難なため、収益性が高く、加工特
性がある野菜等の栽培を振興
○ 地域の農業所得の向上を図るため
、地域資源を生かした作目の振興と６
次産業化に取り組んできたが、高齢
化により栽培面積及び収量に変化が
生じてきたため、生産体制を再構築し
安定した供給を確立することが課題
○ 野生鳥獣の被害により生産意欲が
減退しており、効果的な被害防止対策
を講じる必要
（農作物被害額：4,569千円（平成30年））

【地域の位置】
三重県松阪地域
松阪市、多気町、明和町、大台町
［指定地域： 過疎、振興山村、特定農山村、半島］

中山間地ルネッサンス

山村活性化支援

中山間地農業ルネッサンス推進事業
【農山漁村振興交付金】（平成29年～平成30年）
〇 地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承を目的に研修会を
実施
取組を深化

事業の効果
〇 地域の農林水産資源を活
用して様々な特産品開発と
販売拡大に取り組む

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援（優先枠）
【農山漁村振興交付金】（平成27年～30年）
〇 地域資源を活用した商品開発や、道の駅を
核とした生産組織の育成を通じて、地元への
経済効果発現に向けて発展させる取組を実施
〇 ルネッサンス事業の優先枠を活用して加工
施設を導入。加工品製造が、衛生的、且つ効
率的にできる環境を整備
〇 人材確保のため、移住者への居住生活支援
に加え、農業技術習得のための農業研修の
実施やきめ細かい営農指導に取り組む
【山村活性化支援交付金】（平成28年～30年）
〇 連携事業である、農山漁村振興交付金のう
ち山村活性化支援交付金によって、地域特産
品の「ゆず」「ふき」を活用した商品開発と販路
開拓の取組を実施
地域を下支え

マーケットに合わせたデザイン

加工施設の整備

柚子商品販売額（千円）
販売額 51％増
13,475

16,077

10,641

移住者就農研修

H28

H30

R2

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承（優先枠等）
松阪地域

【鳥獣被害防止総合対策交付金】（平成21年～）
○ サル・イノシシ・シカ等による果実や樹体の食害、農地損壊などの被害を防止するため
の対策（侵入防止柵の設置、捕獲の取組など）を推進し、農業被害を軽減
【多面的機能支払交付金】（平成26年～） 【中山間地域等直接支払交付金】（平成12年～ ）
○ 農地等地域資源の適切な保全管理を推進し、持続的に発展できる農業を下支え
侵入防止柵の保守管理

中山間地農業ルネッサンス推進事業
営農戦略・販売戦略の策定や人材育成を含む体制整備など、地域の所得向上に向けた取組を深化 【 高知県全計画区域 】
【地域の現状・課題】
● 高齢化・人口減少に対応して、担い
手の確保、地域農業を支える仕組み
づくりが必要。

中山間地農業ルネッサンス推進事業
〇 中山間地域の農業を支える経営体(中山間農業複合経営拠点/集落営農法
人)の事業戦略の策定からPDCAサイクルのフォローを、専門家が一元的に支援
（H30～R2）

＜取組概要＞

● 被害額は減少傾向にあるものの鳥
獣被害対策の取組強化が必要。

〇中山間農業複合経営拠点、集落
営農法人の数が増加することで、
地域農業を支える仕組みが拡大
組織数

● 中山間地域の農地は狭小不整形・
急傾斜など、生産基盤が脆弱であり、
効率的な営農が困難。
• 20年間（H7⇒H27）の動き
• 農業就業人口 約2.5万人減少(▲約48％）
• 農業就業人口に占める65歳以上の割合
42％から59％へ増加 （＋17%）

事業の効果

70

増加

50

専門家がワークショップで経営体の課題と対策を整理
※中山間農業複合経営拠点は、中山間地域の核とな
る経営体（JA出資型法人、市町村農業公社、第3セク
ター等）で、地域で稼ぐ取組と地域を支える取組を複合
経営する組織

40
30

事業戦略の策定・実行支援による中山間
地域の農業を支える仕組みの強化

〇 集落営農法人の育成と経営強化及び組織間の連携を進めるための研修会
などを開催（H29～R2）

20
10
0

H27 H28 H29 H30

【 中山間地農業ルネッサンス推進事業 】

高 知 県

大川村を除く全域

（指定地域:過疎､振興山村､特定農山村､
半島､離島）

R1

R2

（優先枠）

○ 区画整理、暗渠排水など生産条件改善のための基盤整備の実施
○ 中山間農業複合経営拠点、集落営農法人の組織化・経営強化による生産体制の確立
○ 農泊等を推進するための体制整備
【農業農村整備関係事業、農業経営法人化支援事業 等】

地域を下支え

中央東地域
中央西地域
安芸地域
須崎地域
幡多地域

地域別農業振興計画
高知県の認定地域 5地域

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

R3

中山間農業複合経営拠点
集落営農法人

多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
【地域の位置】

目標61

60

（優先枠等）

○ 鳥獣被害防止対策の取組強化、集落協定の広域化や多面的機能支払制度の実施面積拡大等による地域
資源の保全管理体制の強化・充実など、地域を下支えする取組を展開
○ 有機農業をはじめとした環境保全型農業のさらなる普及拡大
【鳥獣被害防止総合対策交付金、中山間地域等直接支払交付金 等 】

主力品目の生産条件の改善による付加価値化及び担い手確保による安定した農業生産の実現
ちくごなんとうぶ

や め し

【福岡県筑後南東部地域】 八女市

中山間地ルネッサンス

【地域の現状・課題】

中山間地農業ルネッサンス推進事業

事業の効果

○ 八女市はお茶、電照菊、いちご・冬春
ナス・冬春トマト等の施設野菜、柑橘・
キウイフルーツ等の果樹等の生産が盛
ん

○ 中山間地域における生産条件の改善に向けて、各集落での検討会・各
種施策に関する説明会を実施
〈取組概要〉
６月に、２３７集落を対象に、鳥獣被害防止対策等の中山間地域振興に
関する事項について、説明会を５回実施

○ マルチドリップ栽培により生産
された高糖度みかんを「華たち
ばな」としてブランド化

○ 高齢化・人口減少により農業従事者
及び担い手不足が課題
担い手（販売農家における経営者）の
平均年齢64.5歳、65歳以上占める割
合：51％
○ 地区の主力品目である温州みかん
については、生産効率及び品質の向上
を図るため、生産条件の改善が必要

取組を深化
多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の実現に向けた支援
〇 農地造成と併せ農道、排水路、かんがい施設を整備（ ２２．７ｈａ）
○ 園地整備の結果、機械化による労働力の削減、生産性の向上、安定し
た用水源の確保が実現
【農山漁村地域整備交付金（中山間地域総合整備型）（支援事業）】

（平成28年度JA部会実績）
栽培面積466ha 生産量8,000t
生産額1,615百万円

○ 経営の安定化のため、法人化の推
進が必要
○ 高齢化等の進行により、集落が連携
した鳥獣被害対策の強化等が必要

農業所得(千円/ha)

福岡県筑後南東部地域 八女市
（指定地域：過疎、振興山村、特定農山村）

糖度を上げるマルチドリップ栽培

地域を下支え

八女市

技術向上によるブランド化
単価上昇に伴い所得向上
4,000

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
○ 鳥獣害防止対策の取組強化、地域資源の
適切な保全管理の強化など、地域を下支
えする取組を展開

福岡県

5,520

6,000

園地整備

【地域の位置】

〇 ブランド化による付加価値で
市場の販売単価が上昇。地区
の農業所得を押し上げることに
成功。
〇 鳥獣被害対策を効果的に組
み合わせることで、出荷量及び
販売額が増加し、農業者の所
得向上が図られている。

【鳥獣被害防止総合対策交付金、多面的機能
支払交付金（支援事業）】
【中山間地域等直接支払交付金（連携事業） 】

1,577

2,000

生産性 868
の向上
0

関係者による草刈り作業

1,927

1,003

H19
H29
R3
H29
R3
露地みかん 露地みかん 露地みかん 華たちばな 華たちばな

※ＪＡ福岡八女資料及び八女市資料から算出

地域資源を活用した農業関連イベントの充実による関係人口増加の取り組み
なかかわのぼり

たかちほちょう

【中川登地域】(高千穂町）

【工夫のポイント】
○ トイレの改修等を行い、イベント時
の利便性を改善するとともに、快適な
受入環境を整備することで、来場者
数の増加につなげる。
○ 山腹用水路等を活用し、観光分野
と連携した農業体験等の満足度の高
いイベントを提供することにより、リピ
ーターの来訪・定着につなげる。
○ 各種イベントを開催し活気ある集
落をPRすることでUターン・Iターン就
農希望者の確保につなげる。

【支援事業（優遇措置）】

高付加価値化
栽培作物
・販売力強化
・方法

関係人口
の増加

ＩＣＴ技術
の活用

なし

農地活用イベントの受入態勢の不備

現
状 ○ 棚田風景や山腹用水路を活用したイベント
と
を開催。
課 ○ H27年度に世界農業遺産に認定される。
題 ○ 年々来場者数は増えているが、休憩所やト
イレ等の施設が未整備である。

水田を活用した「田んぼアート」実施状況

受入環境の整備による利便性の向上

○ イベント開催時に中心会場となる集落グラ
ウンドの公衆トイレを整備し、来場者の利便
性を向上することで、女性客や子供連れ家
族客の来場者数の増加につなげる。

【取組地域の概要】
○位置
宮崎県高千穂町（過疎、特農、山村）

取
組
宮崎県

高収益作物
の生産

内

○ 施設改修を契機として、世界農業遺産認
定地域の理解促進のためのツアーや隣接
地区と合同で行う地区イベントを開催。集
落内外の大人や子供も一体となって活動す
ることで、活力のある地域づくりと対外発信
を行う。

魅力あるイベントの開催による来場者数の増加

○イベント来場者数は約5倍に増加する見込み
＜中川登集落各種イベント来場者数＞

(人)

300

250人

200
100

５倍
50人

0
H24

H28

R2

R5

○イベント開催数は約2.5倍に増加する見込み

容

＜中川登集落各種イベント実施数＞

○主要作物
・水稲・肉用牛・葉たばこ・飼料作物

トイレの整備

イベントの様子

10
8
6
4
2
0

2回

H24

5回

2.5倍

H28

R2

R5

