
活かせ！地域の宝

～ブランド米産地づくりと地域振興～
活動期間：平成19年度～令和元年度

○福井県永平寺町は県北部に位置し、農地の７割が中山間地域に存在。米
の収量が低く、米価の低迷で稲作経営の存続が危惧。

○かつて行われていたれんげ草を利用した有機農業に着目。普及指導セン
ターで栽培技術を開発。生産の安定化と、県、JA、町、生産者が一体と
なって販促活動に取組み。

○その結果、栽培農家が増加し作付面積が拡大。その後、品質の向上と均
一化に注力し、有機栽培米の産地化を達成。直売所での販売など観光と
の連携や、学校給食など地域の振興につながるブランド化に貢献。

具体的な成果

１ れんげ米産地の形成
■栽培技術が確立し、収量・品質が安定
全生産者が採算ラインを上回る単収
（360kg/10a、最高540kg/10a）を確保
れんげ米の規格見直し・厳格化で、
面積は減少したが、品質の安定達成
（タンパク値は6.5%以下）

■高単価での販売、経費削減により、生産
者所得が向上
・生産の70%をJA直売所で販売
・Facebookの投稿へのリーチ数1,000以上
・東京の米穀店等で高価販売
・資材費削減効果＋景観作物助成で
所得確保

２ 地域振興に貢献
■地域の誇りに（れんげが町のｼﾝﾎﾞﾙに）
■永平寺ブランドのフラッグシップに

３ 成果の波及

■れんげ米の評価が新品種「いちほまれ」
のブランド化にも貢献

■れんげ米をモデルにしたブランド米産地
づくりにつながった（坂井市：花あかり＝クリ
ムソンクローバー、鯖江市：菜花米）

普及指導員の活動

平成１９年
■平成１８年の有機農業推進法制定に伴い、
有機農産物の生産や販売を検討するため
永平寺有機農業推進協議会を設立

平成１９年～平成２３年
■れんげ米の栽培技術・品質の向上

れんげ草の肥効判断技術、雑草対策、育
苗技術、水管理を組み立て
■市場調査をとおした意見交換と改善

平成２４年～平成２８年

■乗用除草機運用の改善、水田でのプー
ル育苗技術の開発

■品質の向上・安定のためれんげ米の規
格を見直し、厳格化

平成２９年～令和元年
■れんげ草の肥効診断技術の改善
■乗用機械除草機のレンタル体制構築
■Facebookを使った情報発信

普及指導員だからできたこと

・日頃から連携している先進農業者、JA、
研究機関等の関係者を結びつけ、産地全
体の取組を進めることができた。

・専門技術を持ち、試験場や他県の技術
を知る普及指導員だからこそ、新たな作
型を提案し、地域に適した栽培方法を定
着させることが可能。

福井県
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福井県 
活かせ！地域の宝 ～ブランド米産地づくりと地域振興～ 

 
活動期間：平成１９年～令和元年度 
 
１． 取組の背景 

永平寺町は中山間地域に存在し、小規模兼業型

集落営農が多い。肥料価格の高騰による生産コス

トの上昇、米価の低迷や中山間地域であることに

よる低収量により、生産組織の経営の圧迫が危惧

されていた。その中で、営農を継続するために所

得確保に向けた対策が必要とされていた。平成

18 年の町村合併を契機に、地域担当の普及指導

員と JA 営農指導員とともに、旧町村をまたいだ

地域振興作物のアイディアの練り上げを行った。

おいしく、安心安全な米づくりを行っていることを消費者に訴えるため、農

薬・化学肥料不使用の特別栽培（以下、特栽①）に焦点を当てた。 

永平寺町はかつてれんげ草の産地であり、緑肥用の種子を生産することに

よる直接的な収入源としてだけではなく、稲作の肥料としても利用していた。

しかし、昭和 30年頃から化学肥料の広がりに押されて衰退し、地力回復のた

めにごく一部で播種されるのみとなっていた。また、れんげ草を用いた有機

農業は消費者の健康・環境保全志向に合致すると考えたが、当地域では農家

がそれぞれ独自に有機農業に取り組んでおり、産地としてのまとまりはなか

った。地域には当時から、３名の特栽①生産者がおり、栽培方法や考え、気

持ちを聞取調査した結果、有機栽培米の産地化を行うことで、永平寺町産米

のブランド化ができるのではないかと考えた。次に、地力増進のため堆肥の

使用を検討した。豆腐屋のおから活用等を考えたが、安定供給、設備コスト、

臭い等の問題があり断念した。一方で地域の生産者から、自生するれんげ草

が以前は肥料や採種、養蜂に使われていたことを知り、れんげ草を肥料とし

て活用するれんげ米の事例調査（岐阜県、長野

県）を行った。れんげ草に関する県農業試験場

の試験成績や書籍等によって、すき込みによる

肥効、れんげ草の有機酸による除草効果等があ

ることがわかった。 

以上のことから、永平寺町で統一した振興作

物があるとよいという機運、大本山永平寺とい

う県内随一の観光地をかかえることと、れんげ

草による景観形成、肥料・除草効果の活用を考

慮し、れんげ米（れんげ草鋤き込み後に栽培し

た水稲）で地域振興ができると判断した（図

２）。 

 

図１ 永平寺町の位置 

九頭竜川 

旧松岡町  永平寺町 旧上志比村 

卍 大本山永平寺 

？ ？ ？ 
 

図２ 地域振興作物のイメージ 

：たまねぎ  ：にんじん 

：にんにく  ：れんげ米？ 
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２．活動内容（詳細） 
（１）れんげ米推進体制の構築 

平成 18年の有機農業推進法制定に伴い、技術や販売を検討する場とすべく、

平成 19 年に永平寺町、JA 吉田郡（現 JA 永平寺）、福井農林総合事務所が主

体となって、担い手や生産組織等で構成される「永平寺有機農業推進協議会」

を設立した（図３）。 

 

永平寺町はれんげ米栽培に対する補

助金やれんげ草の観光資源としての利

用、JA永平寺は除草機や精米設備など

の整備や栽培指導、れんげ米の販売、

普及は技術情報の提供や栽培試験を行

い、連携して栽培農家の増加と面積拡

大、品質の向上に向けて推進を図った。 

また同時期に、水田農業推進協議会、

担い手育成支援協議会などの組織も立

ち上がり、JA本所に町の職員が常駐す

るようになった。これらの組織を活用

して、当時ばらばらであった特栽の申請を JAで一本化し、JA、町、県による

農業者のワンストップ相談窓口としても利用できるようにした。 

 

（２）れんげ米の栽培技術・品質の向上 

栽培技術を仮に組み立てて、平成 18 年秋にれんげ草を播種し、平成 19 年

春から実証栽培を開始した（50a、生産者２名）。当時はれんげ草の除草効果

が明確でなく、農薬は慣行の半分以下、化学肥料は使用しない特別栽培も考

慮していたが、試験により深水管理によるヒエの抑草が確認できた。また、

稲も開帳型で無効分げつが少なく、茎の太さ、根張りの良さ、穂の大きさ等

の生育へのメリットも見られ、無農薬でも病害虫がそれほど発生しないこと

がわかった。JA 職員とともに、県外の有機栽培・自然栽培の研修に積極的に

参加し、第一線の方の考えや技術を勉強し、れんげ草による除草方法、微生

物農薬による種子消毒、米糠ペレット、米糠・大豆ペレット散布や、乗用除

草機等の技術導入を行った（表１）。 
 

 表１ 実証栽培・技術導入の流れ 
 れんげ草の肥効 除草技術 育苗技術 水・施肥 

H19～23 生育量から基肥追加 
施肥の判断 

米糠・大豆ペレット 
成型機導入 
乗用除草機の導入 

微生物農薬で 
種籾消毒 

深水管理 
間断通水 

H24～28  乗用除草機運用の 
改善・圃場試験 

田んぼでプール育苗  

H29～R1 生育量から脱窒によ
る窒素量を調整し、
基肥追加施肥の判断 

乗用除草機貸出 
のべ７ha(R1) 

  

 

 
図３ 永平寺有機農業推進協議会 
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ア れんげ草の肥料としての利用 

 れんげ草の生産量から、窒素量を調整する技術を実証し、基肥や追肥

の施用量、食味の改善などを図った（写真１）。 

 

イ プール育苗による健苗育成 

 屋外のプールで 45日間育苗する成苗による６月田植えを実証し、深水

管理やれんげ草による有機酸などの影響を考慮した栽培技術を確立した

（写真２）。 

 

ウ 有機酸による抑草・機械除草技術の実証 

 鋤き込んだれんげ草や、米糠・大豆から作ったペレット等による有機

酸や乗用除草機による機械除草技術を実証し、抑草技術を確立した（写

真３）。 

 

エ 生産者への情報の提供・技術指導 

 生育調査を継続的に行い、気象状況等とともに生産者に提供してきめ

細やかな指導を行った。また、JA と連携し、れんげ米の作見会や研修会

を開催し、栽培技術の徹底と新たな技術の普及を図った（写真４）。 

 

  
写真１ れんげ草耕起 写真２ 田んぼでのプール育苗 

  
写真３ 機械除草 写真４ 生産者向け研修会 

 
（３）販売促進 
販売開始当時は、普及は販売に関わらないというスタンスが一般的であっ

たが、県内百貨店への売り込みに普及が同行した。JA 永平寺は東京の米穀店

への売り込みや、直接販売するホームページを作成した（図４）。 

永平寺町、JA 永平寺、普及が東京のアンテナショップや米穀店を視察し、

店頭で永平寺町フェアを行った。れんげ米だけではなく永平寺町自体や永平

寺町の農産物全体の宣伝を行うともに、米穀店や消費者の生の声を聴くこと

で販売力の強化を図った。一方で、米穀店の視察を受け入れて田んぼや精米



 - 4 - 

施設等を見せ、意見を交換した。 

平成 31 年から「永平寺町『食』『農』情報発信基地」として Facebook に

ページを作成し、JA 永平寺、永平寺町、福井農林総合事務所が共同で永平寺

町の農産物や食に関する情報発信を開始した（写真５）。 

 

  
図４ 販売方面の各組織の分担 写真５ Facebookの記事の例 

 

３．具体的な成果（詳細） 
（１）れんげ米産地の形成 

ア 栽培技術を確立し、生産者の収量・品質が安定した 

 技術が確立、安定したことで、次世代の生産者も取り組みはじめた。

また、全生産者が、採算ラインを上回る６俵/10a 以上（最高９俵/10a）

を確保できるようになった。 

 平成 26年頃から更に品質の向上・安定のためにれんげ米の条件を見直

し、厳格化した。これにより栽培面積は減少したが、れんげ米の栽培で

課題となるタンパク値については、福井米の目標である 6.5%以下を概ね

達成できるようになり、安定化することができた（図５、６） 

 

図５ れんげ米の面積と生産者数の推移 
図６ タンパク値と食味

値の分布（令和元年産） 

 
イ 高単価での販売、経費削減により、生産者の所得向上につながった 

 れんげ米は生産量の約７割を JA直売所で販売するとともに、Facebook
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における生育状況についての投稿はリーチ数（投稿を見た人数）が 1,000

を超え、東京の米穀店等でも高単価で販売されるようになった。慣行栽

培よりも労務時間は増加するが一部機械化による省力化や資材費が抑え

られること、地域振興を担う景観作物として町から助成が出ているなど、

生産者の所得確保とともに営農意欲向上につながっている。 

（２）地域振興に貢献 

ア 地域の人が誇りに思い、愛されるようになった 

 れんげ草は町のシンボルとしての認知が広まり、平成 22年に設立され

た JA直売所は地域を象徴する名前として「れんげの里」と命名されて地

元の人々に愛されている。また、永平寺町は平成 21 年から 29 年の９年

間、町内の全小学校（７校）の給食にれんげ米を提供し、子供たちに安

心・安全な米を食べさせるとともに、地元への浸透を図った（写真７）。

さらに、永平寺町のふるさと納税の返礼品としても提供されている。 

 

  
写真６ れんげ草畑で遊ぶ 

子供達 
写真７ 学校給食でのれんげ米の提供 

 
イ 永平寺ブランドのフラッグシップとなった 

 平成 18年の３町村合併後の地域を代表する特産物としてれんげ米が位

置付けられ、れんげ草による沿道の景観づくりや、道の駅でのれんげ米

の取り扱い等により、大本山永平寺や恐竜博物館への観光にも貢献して

いる（図７）。首都圏の米穀店において品質が評価され、注目を集めて

いる。また、Facebook での投稿を通じて、永平寺の情報が米穀店等にシ

ェア（共有）されており、こだわり米に関心を持つ消費者がれんげ米、

及び永平寺町の農産物を知るきっかけになっている。 
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図７ 永平寺町の振興作物の変遷 

 
（３）波及効果 
ア れんげ米の評価が新品種「いちほまれ」のブランド化に貢献してい

る 

 「いちほまれ」は、福井県の新たなブランド米として「コシヒカリ」

を超えるべく６年間かけて開発された新品種であり、平成 30年から主に

首都圏に向けて販売されている。福井県は「ふくいブランド米推進協議

会」を立ち上げ、「いちほまれ」のトップブランド米としての認知と評

価を確立するために販促活動や品質管理を行っている。 

 永平寺町は産地として統一した技術で特栽①が栽培できる、れんげ草

という環境に優しいイメージがある、東京の米穀店と既につながりがあ

った、というインセンティブがあったため、「いちほまれ」の生産、及

びブランド形成において牽引役を担うようになっている（図８）。また、

全国のこだわり米・ブランド米を扱う有名な小売店の代表を講演に招い

たことから永平寺町のれんげ米が取り扱われるようになり、永平寺町産

米だけでなく、福井県産米自体の評価にも繋がった。 

 

イ れんげ米をモデルにしたブランド米産地づくりにつながった 

 永平寺町産れんげ米のブランド化をモデルに、あわら市・坂井市での

クリムソンクローバーを利用した「花あかり」、鯖江市での菜の花を利

用した「さばえ菜花米」等、緑肥と景観形成を兼ねた作物を用いた米の

ブランド化が行われた（図９）。 
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図８ 「いちほまれ」における 

れんげ米の立ち位置 
図９ 他地域のブランド化事例 

 
４．農家等からの評価・コメント（Ａ氏、Ｂ氏、Ｃ氏） 

・長い期間の取組みに敬意を表したい。今後の展開に期待したい。 
・ネーミングが良く、県内へももっと宣伝するとよい。 
・作付面積を増やす取組みがあるとよい。 

 
５．普及指導員のコメント（福井農林総合事務所・主事・筧美咲） 

  中山間で小規模な田んぼ、農家が多い地域であっても高品質な有機栽

培米の産地化をすることで、県を代表する存在感を得ることができたこ

とは、大規模化などの経済性だけではなく、持続可能性にも注目が集ま

る中において、意義のあるものと感じている。 
 
６．現状・今後の展開等 
（１）れんげ米の篤農技術の継承 

 れんげ草の肥効調整、除草や雑草管理等の技術を ICT 等でデータ化し、

生産者間での技術格差を埋め、より一層品質の均一化を目指すとともに、

次世代の生産者が取り組みやすい体制を整備する必要がある。 

 

（２）新品種「いちほまれ」のブランド化とのタイアップ 

 新品種「いちほまれ」が全国トップブランド化を目指す中で、高付加価

値米として宣伝・販売する「いちほまれ」のブランド化に寄与するととも

に、従来のれんげ米コシヒカリのブランド化、その他一般米まで含めたブ

ランド化につなげ、中山間地域での儲かる農業の実現を目指していきたい。 
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