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農業競争力強化プログラムについて

平成28年11月29日、政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」において 「農業競争、

力強化プログラム」を決定しました。

同プログラムは、農業者の所得の向上を図るため、農業者が自由に経営展開できる環境

を整備するとともに、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決するためのもの

です。

具体的には、生産資材価格の引下げや、農産物の流通・加工構造の改革をはじめとする

13項目について取り組み、更なる農業の競争力強化を実現することとしています。

また、農業の競争力強化の一環として、農林水産省は、第193回通常国会に「農業競争

力強化支援法案」を提出し、平成29年5月12日に成立しました。

この法律は、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援するため、良質かつ低廉な

農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき施策

等を定め、農業生産に関連する事業の再編又は当該事業への参入を促進するための措置を

講ずるものです。

この法律の内容や関連施策について、平成29年6月5日に農林水産省本省による全国説明

会が開催されました。関東農政局においても、全国説明会の模様を、各県域拠点において

ライブ動画にて放映するとともに、同年6月16日に「地域ブロック別説明会（関東ブロッ

ク 」を開催し、この法律の内容等について、管内の農業資材及び農産物の流通・加工事）

業者、農業者、関係団体などの関係者に幅広く周知しました。

農業競争力強化プログラムに掲げられた13項目の概要

１．生産資材価格の引下げ（肥料、農薬、機械、飼料など）

（１）生産資材価格の引下げ

（２）全農改革（生産資材の買い方の見直し）

２．流通・加工の構造改革（卸売市場関係業者、米卸売業者、量販店など）

（１）生産者に有利な流通・加工構造の確立

（２）全農改革（農産物の売り方の見直し）

３．人材力の強化

○ 農業者が営農しながら経営能力の向上に取り組むために、各県に「農業経営

塾」を整備

○ 法人雇用を含めた就農等を支援

○ 外国人技能実習制度とは別の外国人材活用スキームの検討
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４．戦略的輸出体制の整備

○ 平成31年の１兆円目標に向けて、本年５月の「農林水産業の輸出力強化戦略」

を具体化

○ 日本版SOPEXAの創設（農業者の所得向上に繋がるﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、輸出

サポート体制）

５．原料原産地表示の導入

消費者の選択に資するため、全ての加工食品について

○ 重量割合上位１位の原材料について、国別の重量順に表示することを基本

○ 実行可能性を考慮したルールを設定

６．チェックオフ（生産者から拠出金を徴収、販売促進等に活用）の導入

○ チェックオフを要望する業界における検討手順（推進母体・スキーム・同意

要件）を定め、一定以上の賛同で法制化に着手

７．収入保険制度の導入

○ 適切な経営管理を行っている農業経営者の農業収入全体に着目したセーフ

ティネットを導入

○ 併せて、現行の農業共済制度を見直し

８．土地改良制度の見直し

○ 農地の集積・集約化を進めるため、農地集積バンクが借りている農地のほ場

整備事業について、農地所有者等の費用負担をなくし、事業実施への同意を不

要とする

９．農村の就業構造の改善

○ 農村に就業の場を確保するため、工業等に限定せず、サービス業等について

も導入を推進

10．飼料用米の推進

○ 多収品種の導入等による生産コスト低減、耕種農家・畜産農家の連携による

畜産物の高付加価値化を図る取組等を推進

11．肉用牛・酪農の生産基盤強化

12．配合飼料価格安定制度の安定運営

○ 肉用牛・牛乳乳製品の安定供給を確保するため、繁殖雌牛の増頭、乳用後継

牛の確保、生産性の向上、自給飼料の増産等を推進

○ 配合飼料価格安定制度の安定的な運営

13．生乳の改革

○ 生産者が自由に出荷先を選べる制度に改革

○ 指定団体以外にも補給金を交付

○ 全量委託だけでなく、部分委託の場合にも補給金を交付
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地方参事官室の活動 ～現場と農政を結ぶ業務～

平成27年10月 「農林水産業・地域の活力創造プラン （平成25年12月10日決定）に基づ、 」

く農政改革を着実に推進するため、農林水産省の組織再編が行われ、地方農政局長の直属

で「現場と農政を結ぶ業務」を担う拠点として、各都県ごとに地方参事官室が設置されま

した。

各地方参事官室は、攻めの農林水産業の展開に向け、現場（各県域拠点管内の各自治体

やＪＡ等）へ定期的に出向き 「農政を現場に伝える 「現場の声を汲み上げる 「現場と、 」 」

共に解決する」という役割を担うこととして

います。

具体的には、農林水産省として、その時々

、に周知・浸透すべき各年度の予算の主要事項

閣議決定した基本政策等を現場に情報提供す

るとともに出向いた先の幹部等と意見交換を

行い、農政の課題等について把握し、解決に

向け取組んで来ました。

各地方参事官室における主な訪問先については、下記グラフ（図１-Ⅰ-１）のとおり、

都県（農業振興事務所含む）や市区町村の各自治体が５割以上となっています。また、Ｊ

Ａや地区農業再生協議会、法人、生産者等農業関係者が約４割となっています。

各地方参事官室の担当者が、現場で受けた主な質問、意見、相談等については、以下の

政策課題別対応状況のグラフ（図１-Ⅰ-２）のとおり大別されます。

図１-Ⅰ-１ 対応先別状況

資料：関東農政局調べ
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図１-Ⅰ-２ 政策課題別対応状況

資料：関東農政局調べ

現場における関心度が比較的高いものとして 「農村振興・地方創生」では、近年深刻、

化している鳥獣被害防止対策関係に係るものが多く 「園芸振興・農業技術対策」関係で、

は、農業関係者の関心が高い産地パワーアップ事業関係 「農地・担い手対策」では農業、

農村整備事業関係 「水田農業・経営所得安定対策」関係では、平成30年産米から廃止さ、

れる行政による生産数量目標の配分や米の直接支払交付金等の米政策等の見直し関係 農、「

政全般、その他」では、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）関連や平成31年産から導入

予定の収入保険制度等、概ねグラフのとおり分類されます。

各地方参事官室は、現場で把握した農政課題、ニーズについて、その解決等を図るのに

活用可能な事業・制度の情報提供や、個別相談等の対応を行っています。

写真・ 現地勉強会：左（鳥獣被害対策 、右： 用水路に設置された小水力発電 ）＊ （ ） （ ）
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醸造用ぶどうの栽培の推進
～新規就農セミナーの開催～

ワインの原料となる醸造用ぶどう。

関東甲信地域は、山梨県と長野県を中心に、国

。内でも随一の醸造用ぶどうの産地となっています

加えて、近年、山梨県では、八ヶ岳山麓で自社農

園を開く動きが活発化し、異業種からの新規参入

が相次ぐとともに、長野県では、加工専用種の栽

培面積が10年間で約100ha増、２倍へと拡大するな

ど、ワイン人気の高まりとともに、醸造用ぶどう

の生産が拡大しています。また、このような動向

と連動して、醸造用ぶどうの栽培に関心を持ち、新規就農・雇用就農を希望する方々も増

えています。

関東農政局においては、醸造用ぶどうの更なる振興を図るため、このような動きを後押

しするための取組を推進してきました。

醸造用ぶどうの栽培は、収穫できるようにな

るまで数年の歳月を必要とします。加工まで行

う場合には、さらに長期を見据えた営農計画を

立てることが必要となります。このため、関東

農政局では、平成28年10月から11月にかけて、

円滑な就農に役立てていただくため、将来、関

東甲信地域において醸造用ぶどうの栽培による

就農を検討している方々を主な対象とし、農林

水産省の各種補助制度や農地に関する制度など

を首都圏で学ぶ初心者向けのセミナーである「醸造用ぶどう新規就農セミナー」を開催し

ました。

このセミナーへの参加希望者を募集したところ、農業関係者のほか、飲食店経営者、IT

関係技術者、マスコミ関係者、大学生など、多種多様なバックボーンを有する42名の方々

からの参加申込みがありました。

これらの方々の参加の下、平成28年10月5日、10月19日及び11月2日の計３日間、６時間

にわたり、醸造用ぶどうの生産を行うに当たって活用することができる補助金等の支援内

、 、容や日本政策金融公庫による融資制度の紹介 日本国内の醸造用ぶどうの生産・流通状況

山梨県・長野県における醸造用ぶどう生産の振興策など、多種多様なテーマについて講義

を実施しました。

醸造用ぶどうの栽培を促進することは、レストラン、宿泊等との連携や、ワイナリーツ

アー等の観光の振興など、地域に多様な波及効果をもたらし、地域振興に資するものと考

えられます。
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公開シンポジウム“Olive meets Wine in KANTO!”

～関東におけるオリーブ栽培の可能性を探る～

皆さんは「オリーブの木」という言葉から、どんな風景を想像しますか？

、 、最近 関東地方でも庭木や盆栽としてよく見かけられ

オリーブ栽培に取組む農業者も少しずつ現れています。

オリーブへの挑戦のきっかけは様々です。新たな地域特

産物を作りたい、オリーブオイルを製造したい、オリー

ブ茶やオリーブ漬けに取組みたい、オリーブの景観を創

りたい、耕作放棄地を再生したい、障害者の働く場を作

りたい…。

このような動きのなか、関東農政局は平成28年9月13日に 「公開シンポジウム“Olive、

meets Wine in KANTO！”～関東におけるオリーブ栽培の可能性を探る」を開催しました

ので、その概要を紹介します。

岡井路子氏（ガーデニングカウンセラー）１ 基調講演 まるごと楽しむオリーブ

日本でのオリーブ栽培は、明治40年頃に鹿児島県、香川

県（小豆島 、三重県の３県で試験的に栽培されました。）

そのなかで香川県（小豆島）だけが栽培に成功し、盛んに

栽培されました。近年では九州で栽培が広がり、また関東

でも栽培例が出てきました。世界中のオリーブの品種は

600種、さらには1,000種とも言われます。海外ではオイル

だけでなく、テーブルオリーブ（漬物）も広く流通してい

ます。きれいに剪定したオリーブは人を呼ぶことができます。風景の中にオリーブの木

だけでなく、動物などの動きがあると、また人が集まります。ヨーロッパでやっていな

い新しいこともどんどん始めてほしいです。

２ 事例報告

（ ）（ ）１ オリーブによる地域活性化を目指して 角田卓英氏 伊豆急ホールディングス(株)

伊豆は首都圏からのアクセスが良く、多くの観光客が来

ていましたが、近年ではその数が減少しています。基幹産

業である観光産業が低迷する中で、新しい素材を見つけて

地域経済の回復を図ることが、オリーブ事業開始のきっか

けです。伊豆は小豆島と比べて平均気温や日照時間に遜色

がなく、オリーブ栽培に適しています。特産品になり観光

客の呼び込みだけでなく、荒廃農地・担い手不足対策、雇

用機会の創出にもつながると考えています。今後の展開は２つのステップを想定してい

ます。まずステップ１として伊豆ブランドを立ち上げます。そして安定的な生産が確保
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でき次第、ステップ２としてオリーブ文化の創造を目指します。このような活動を通し

て伊豆に観光客を取り戻したいと考えています。

（ ）（ ）２ ソーシャルファーム～オリーブで切り拓く農福連携！ 新井利昌氏 埼玉福興(株)

社会環境の変化、障害者ができる下請け仕事が日々な

くなる苦しみの環境の中、スローライフで生きる決断を

して、その時の閃きでオリーブ栽培を始めました。オリ

ーブオイルは基本的には年一回の収穫時だけの作業なの

で、オリーブの葉の商品化を狙います。自然栽培で農薬

を使わず栽培し、機能性食品として販売しています。搾

油技術を勉強し 「OLIVE JAPAN 2016 国際オリーブオイ、

ルコンテスト」に出品して金賞を受賞しました。目標は特別支援学校、障害者施設にも

オリーブの輪を広げながら、オリーブを100万本植えることです。そのためには、地域

という枠もさらに超えて、日本全体として取り組むことが必要です。

濱田治郎氏（(株)ユニバーサル農場）（３）湘南をオリーブの産地に

神奈川県二宮町でのオリーブ栽培は、収穫が期待できて

成功するだろうと助言をいただき、小豆島から３品種を取

り寄せて栽培を始めました。他の土地で栽培を考えている

人も、圃場の見学に来て、ぜひ参考にしてください。オリ

ーブは実だけでなく、絞りかすや葉も活用できます。盆栽

等の趣味にもつながります。栽培のコスト、加工のコスト

が掛かってきますが、根気強く続けていけば上手くいきま

す。６次産業化なので国、県等の行政の協力がないと個人では難しいです。地域一体で

取り組めば、オリーブという産業はこれから発展すると思います。

（ （ ））（ ）４ 新しい農業モデル構築に向けて 西村やす子氏 (株)CREA FARM クレアファーム

日頃から地域農業の限界を感じており、オリーブ栽

培参入で農業を変えられると思い参入を決めました。

２年半オリーブ事業をしてきましたが、常に出口（販

路）からものを見るようにしています。会社や取組に

ついてしっかりブランディングすることが重要です。

早くから販路作りを行いました。オリーブオイルに付

加価値をつけて売るため、商品開発に力を入れていま

す。枝豆やシイタケなど静岡産の野菜を漬け込んだ製品は、クレアファームのブランド

として地域の食材と一緒に売り込んでいます。盆栽、バスソルト、化粧品、雑貨等にも

付加価値をつけ、商品化に取り組んでいます。これからは、地元農家、企業、行政、JA

等と協力しながら、静岡から日本の新しい農業のモデルを作っていきたいです。



8

2016年度 関東農政局と実践女子大学による

農山漁村の活性化に係る取組の連携について

１ 伝統的な循環型農業を守る現場でのフィールドワーク

平成28年10月、関東農政局は、実践女子大学生活科学部の学生16名及び先生１名とと

もに、埼玉県三芳町でフィールドワークを行いました。学生たちは江戸時代から続く落

ち葉堆肥を活用した循環型農業が行われている同町の「三富新田」において、代々続く

サツマイモ農家や若手農業者が経営する農家カフェ等を実際に現場を訪問し、地域の特

色や課題を探りました。

学生たちはまず地元小学校の屋上で、三芳町役

場の担当者から、三富新田を一望しながら地域の

概況について説明を受けました。次に農家の庭先

で 「三芳町川越いも振興会（平成27年度農林水産、

祭むらづくり部門において天皇杯を受賞 」の高橋）

尚己会長から、江戸時代から続く三富新田の地割

（注）を活用した農法や歴史について説明を受け

ました。その後、埼玉県川越農林振興センター管

理部の担当者から、県内における同地域の概要や特徴について説明を受けました。

昼食は、若手サツマイモ農家が経営する農家カフェ

で、サツマイモと地場野菜を使ったランチプレートを

食しました。昼食後、店舗の裏にある農場（むさし野

自然農場）を見学するとともに、農産物の生産から加

工・流通・販売までの農業の６次産業化を進めるに当

たっての経緯や苦労話などを熱心に聞き、地域の現状

とその背景を深掘りしました。

（注）元禄７（1694）年、川越藩主であった柳沢吉保の命により、三富（上富（現三芳町 、中富、下富）
（現所沢市 ）の新田開拓が着手されました。この辺りの地質は、栄養分が少なく水はけの悪い赤土（関）
東ローム層）でしたが、落ち葉堆肥を主とする様々な堆肥を投入することで肥沃な土に変えました。三
富の開拓は幅６間（約11ｍ）の道を縦横に開くことから始められ、この道の両側を間口40間（約72ｍ 、）
奥行き375間（約675ｍ）の短冊状に区画し、一戸当たりに５町歩（約５ha）ずつ配分しました。そこに
は、道路に面した表側から屋敷地、耕地、雑木林が並んでいます。

関東農政局は、次世代を担う若者が農業・農山漁村の現状、課題及び今後の可能性

について理解を深めること等を目的とした取組を行っています。本年度は、実践女子

大学 東京都日野市 及び都市近郊型農業が盛んな埼玉県三芳町と連携し 学生が 地（ ） 、 「

方創生」に関する地方自治体の課題を考える授業としてフィールドワークや町に対す

る方策提案を行いました。

三富新田の地割について説明を受ける

農家カフェ経営に至る経緯等を聞く
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２ 中間報告と更なるフィールドワーク・交流会

同年11月、実践女子大学において、学生から三芳町

役場観光産業課への中間報告を行うとともに、関東農

政局、学生、三芳町役場職員の三者による意見交換を

小グループに分けて実施しました。

また、翌12月、再度三芳町においてフィールドワー

クを行うとともに、交流会を実施しました。

全国的には農業後継者不足が大きな問題となっていますが、同町は都市近郊農業が盛

んで、多くの若手農業者が育っています。今回は、その実態を踏まえて学習してもらう

ため、地域で先進的農業を行っている若手農業者との交

流会の場で意見交換を行いました。若手農業者からは、

家業の農業を継いだ経緯、同地域の農業の特徴、農業収

、 。入の実態 農業の６次産業化の取り組み等を聞きました

中には「農業は努力次第で収入面で可能性があり、農業

に対するやり甲斐を感じる と言った積極的な発言があっ」

た一方、６次産業化については 「素人が手を出してもう、

まくいかないと思う。農家は生産だけに徹していた方が良い」という慎重な意見も出る

など、若手農業者の貴重な意見を聞く機会となりました。

３ 「地方創生」に関する検討報告

平成29年１月、三芳町役場において、これまでの授業

、 、を通じて 学生が調査・分析してきた成果をとりまとめ

三芳町に対して「地方創生」に関する検討報告を行いま

した。

学生からは、三芳町の知名度向上を目的とする３つの

検討報告が行われ、①町内の観光名所を回り、農家を給

水所とし、そこで地元野菜等を食べながら三芳町を楽し

『 』、 『 』、むランニングイベント VEGE RUN ②朝採れ宅配野菜サービス 朝採れ三芳パック！

③既存の花火大会とバーベキューを同時に楽しむコラボイベント『BBQ×花火』の提案

が出されました。

、 、「 」、「 、その後 報告に対する質疑が行われ 参加費が高い イベント性だけが注目され

三芳町の知名度が向上しない 「時期によっては朝採れ野菜がない」等、厳しい意見が」、

挙がる一方で 「夏だけの限定開催とせず、長期間行っても良いのでは 「関越道のス、 」、

マートインターを活用し、三芳パーキングでも販売すると良いのでは」等、現場で活躍

する方ならではの意見も出され、活気に溢れた議論となりました。

最後に、検討報告を受け取った林伊佐雄町長から 「提案はどれも良く、今後の町の、

政策立案の参考としたい」と高い評価を得ました。

（参考）三芳町を含む埼玉県武蔵野地域において継承されている「武蔵野の落ち葉堆肥農法」は、将来
、 、 「 」に受け継がれるべき伝統的な農業システムであるとして 平成29年３月 農林水産省の 日本農業遺産

に認定されています。

学生から林町長に提案書を手交

三芳町への中間報告と意見交換

若手農業者との交流を図る
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日本農業遺産に３地域が認定

日本において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農林水産大臣が認定する「日

本農業遺産」において、平成29年３月に関東農政局管内から３地域（全国８地域）が全

国第一号として認定されました。

（１）日本農業遺産の目的

農林水産省では 「世界農業遺産」の認定基準（食料及び生計の保障、農業上の生、

物多様性、地域の伝統的なシステム、文化・価値観及び社会組織、ランドスケープ及

） 、 （ 、びシースケープの特徴 を準用しつつ 日本独自の認定基準 災害等に対する回復力

多様な主体の参加、６次産業化の推進）を追加し、日本において重要かつ伝統的な農

林水産業を営む地域を認定する制度を平成28年４月に創設しました。

これは、日本では伝統的で多様な農林水産業が営まれ、美しい田園風景、伝統ある

故郷、助け合いの農村文化が守り続けられていることから、将来に受け継がれるべき

伝統的な農林水産業システムを広く発掘し、その価値を評価し認知度を高め、地域の

活性化に繋げるものです。

（２）日本農業遺産認定の状況等

平成28年４月から農林水産省において認定申請の公募が行われ、その後、省内に設

置された専門家会議での評価を踏まえ、平成29年３月14日に関東農政局管内から３地

域（埼玉県武蔵野地域、山梨県峡東地域、静岡県わさび栽培地域 、管外から５地域）

（ 、 、 、 、宮城県大崎地域 新潟県中越地域 三重県鳥羽・志摩地域 三重県尾鷲市・紀北町

徳島県にし阿波地域）が認定されました （年度明けの４月19日に農水省講堂におい。

て日本農業遺産の認定式が開催され、各地域に認定証が授与）

また、関東農政局管内の静岡県わさび栽培地域と管外の２地域は世界農業遺産の申

請承認も決定しました。

今後、日本農業遺産の認定を契機としたシステムの保全・活用を図るための各地域

での取組に対し、情報提供等の支援を行って参ります。



11

【関東農政局管内の日本農業遺産認定地域の概要】

地 域 名 埼玉県武蔵野地域

関係市町 川越市、所沢市、ふじみ野市、入間郡三芳町

団 体 名 武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会

農業システムの名称 武蔵野の落ち葉堆肥農法

江戸時代に農業的価値の低い原野

で、住居、耕地、平地林（肥料採取

地）を一組とした開発が行われ、現

在まで落ち葉堆肥農法が継承されて

います。

地 域 名 山梨県峡東地域

関係市 山梨市、笛吹市、甲州市

団 体 名 峡東地域世界農業遺産推進協議会

農業システムの名称 盆地に適応した山梨の複合的果樹システム

痩せた傾斜地において、土壌や地

形、気象等に応じて、ブドウやモモ

などの果樹の適地適作が歴史的に行

われ、我が国独自のブドウの棚式栽

培が発達しています。

地 域 名 静岡県わさび栽培地域

関係市町 静岡市、浜松市、富士宮市、御殿場市、下田市、伊豆市、賀茂

郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町、

駿東郡小山町

団 体 名 静岡わさび農業遺産推進協議会

農業システムの名称 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）

日本の固有種であるわさびを、沢

を開墾して階段状に作ったわさび田

で、肥料を使わず湧水に含まれる養

分のみで栽培する伝統的な農業を継

承しています。
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食育月間セミナーの開催

～気軽に始める食と農の体験をテーマに～

、 、関東農政局では 栄養バランスにすぐれた日本型食生活の推進や農林漁業体験活動など

食や農林水産業への理解を深めることを目的とした食育を推進しており、毎年６月の食育

月間には、一般の方を対象としたセミナーを開催しています。

平成28年度は、６月27日に 「気軽に始める『食と農の体験 、そこから芽生える『もっ、 』

たいない 」をテーマに、様々な食育体験活動を通じ、日常生活において食品ロス削減に』

向けた意識改革につなげるためのセミナーを開催しました。

ここでは、その概要を紹介します。

１ 基調講演 食・農・環境の関わりと食育－食の循環や環境を意識しよう

上岡 美保氏（東京農業大学国際食料情報学部教授）

日本では、食品の食べ残しや期限切れなど、いわゆる食品ロスとして年間640万トン

が廃棄されています。食品ロスが発生するのは、日本の食生活の変化と食に対する認識

不足が原因であり、この現状を作り上げたのは、私たちのニー

ズだったと考えています。

食品ロスを削減するには 「地産地消」の実践が重要で、その、

ためには農業を知る、体験するという食育が欠かせません。私

たちが農家に聞いたり、直売所に行くことにより生産者を意識

すること。また、買いすぎない、作りすぎないという行動とと

もに、消費期限・賞味期限以内に使い切る、調理技術を習得す

る、味覚を鍛える、人とのつながりを大切にすることなど、食

育、食農教育をしていくことで意識が変わっていくのではない

かと考えています。

２ 事例報告

（１）体験から生まれる子どもたちの笑顔

名倉 光子氏（NPO法人とうもんの会 理事長）

とうもんの会は、地域に根ざした農家や現役で働く子供を持った母親、工場を退職

した方などで組織しています。農家が商品として農産物を作るには、３～４割は捨て

なければなりません。当会では、この廃棄される農

産物を使用し、様々な調理方法で子供たちにおいし

さを届け 「もったいないから食べよう」を学校給、

食や家庭での合い言葉にしています。

これから先、この農村風景が次世代の子供たちに

も受け継がれ、農家の皆さんがこの場所で生活し後

継者が育つように、そのお手伝いをさせていただき

たいと思います。

上岡美保 氏

名倉光子 氏
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（２）おいしく食べてムダをなくそう！

岩佐 透氏（コープみらいCSR推進室長)

野菜・果実は生鮮食品であり、同じものは１つもなく、生産者、生産場所、生産時

期も異なり、天候にも左右されます。

近年、地球温暖化の影響を口にする生産者が増えて

います。昔と違って、セオリーどおりに生産すること

が難しくなり、臨機応変に生産対応することが求めら

れています。コープみらいでは、産地・生産者が市場

には出荷できないと判断し、捨ててしまう野菜・果実

について、消費者に理由を説明し、不揃いや規格外品

も「おいしく食べてムダをなくす」取組を進めていま

す。

（３ 「環境に配慮した食の自立 「五感の育成」） 」

真坂 泰子氏（東京ガス株式会社リビングマーケティング部「食」情報センター）

環境に配慮した食の自立と五感の育成を目的とした

「エコ・クッキング講座」では、食生活の中で食材を

無駄にしない、環境に優しい熱源を選ぶ、エネルギー

を上手に使う、省エネな調理法を工夫する、五感を使

う、片づけなど、生活者として関われる取組を行って

います。

今後も、豊かで環境に優しい食生活の実現を目指す

ために、環境活動の取組として多くの方にエコ・クッ

キングを推奨していきます。

３ 意見交換

上岡氏がコーディネーターとなり、会場の参加者と意見交換を行いました。

参加者からの「食育への興味を深めるために効

果的なことは何ですか」との質問に対し、名倉氏

から「生きるために必要な食料を知ること、食料

の生産現場を見ること 、岩佐氏から「産地に行」

き生産者の方と話をすること 、真坂氏から「小」

さな頃から火や包丁を使わせ調理をさせること」

というご意見をいただきました。また、意見交換

の結果を踏まえ、上岡氏に「生産者や産地を知る

、 『 』 、こと 食農体験を始めて もったいない を感じ

それをコミュニケーションし、色々な方に広めて

いっていただきたい」とまとめていただきました。

岩佐 透 氏

真坂泰子 氏

会場の様子
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世界かんがい施設遺産に５施設が登録

平成28年11月８日にタイで開催されたICID（国際かんがい排水委員会）国際執行理事会

において、群馬県、山梨県、長野県、静岡県のかんがい施設（５施設）が 「世界かんが、

い施設遺産」として新たに登録されました。

世界かんがい施設遺産とは

かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図るとともに、かんがい施設の適切な

保全に資するため、歴史的なかんがい施設をICIDが認定・登録する制度であり、平成26年

度に創設されました。対象となる施設は、①建設から100年以上経過した、②ダム、ため

池、堰、水路等の施設であり、③かんがい農業の発展に大きく貢献した、あるいは、設計

や規模等が先進的であった等の基準を満たすものです。

１ 平成28年度に新たに登録された５施設（関東農政局管内分）

施設名 長野堰用水

関係自治体 群馬県高崎市

　約1000年前に開削が始まりましたが、高崎市は台地状

の地形から水の恩恵を受けにくい地域でした。ようやく

明治時代になり榛名湖からの導水事業や水を公平に分け

合う円筒分水堰の設置によって、水争いが解消され、現

在は市街地の防火、環境用水等として利用されています。

施設名 村山六ヶ村堰疏水

関係自治体 山梨県北杜市

　約1000年前に開削され、標高1,200mの取水地点から

農地まで、山腹を縫うようにして水路が開削されまし

た。現在も昔の取り決めを守り、上流と下流の集落の

人々が維持管理を行っています。

施設名 滝之湯堰・大河原堰

関係自治体 長野県茅野市

　今から200年以上前に、複数の河川を用水路で結ぶこ

とで比較的水量が豊富な河川の水を水不足の地域に導く

「繰越堰（くりこしせき）」と呼ばれる仕組みにより、

多くの水田を拓きました。地域に潤いをもたらした坂本

養川（ようせん）の功績は、今も語り継がれています。
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２ 平成27年度までに登録された２施設（関東農政局管内分）

資料：全国水土里ネット「疏水名鑑ホームページ」

施設名 拾ケ堰

関係自治体 長野県安曇野市

　幾つもの扇状地が重なりあう複雑な地形に用水を

行き渡らせるため、約200年前に、当時の卓越した

技術により、等高線に沿って造られた極めて緩い勾

配の水路です。雄大な北アルプスと一体となった美

しい景観は、安曇野を訪れる人々を魅了しています。

施設名 源兵衛川 　

　関係自治体　 静岡県三島市

　16世紀に水路が建設され、水路の護岸の多くは溶

岩を活用した石積みとなっています。水温上昇のた

めに上流部の水路の幅を広く、水深を浅くすると

いった工夫がされています。現在では「水の都・三

島」を代表する疏水となっています。

施設名 雄川堰

関係自治体 群馬県甘楽町

　約400年前から農業用水としてだけではなく、生

活用水等に利用されてきました。水漏れや洗くつを

起こさないよう工夫をがほどこされた石積水路や、

精巧に加工された石材を組み合わせて構築された水

路など、当時の最高水準の技術が今も残っています。

施設名 深良用水

関係自治体 静岡県裾野市・長泉町・御殿場市

　神奈川県の芦ノ湖を水源とし、1678年に水路が完

成しました。なかでもトンネルの精度が極めて高い

ため、その後のトンネル事業の模範とされました。

現在は水力発電や産業用水にも利用されています。
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国営土地改良事業において３地区が事業着手

国営緊急農地再編整備事業「茨城中部地区」(茨城県)及び国営かんがい排水事業「栃

木南部地区」(栃木県)が平成28年11月に、国営施設応急対策事業「赤城西麓地区」(群

馬県)が平成28年９月に事業に着手しました。

茨
城
中
部
地
区

①関係市町：茨城県水戸市、東茨城郡茨城町 ②受益面積：675a（水田 664ha、畑 11a）

③予定工期 平成28年度～平成37年度 ④総事業費：133億円 ⑤主要工事：区画整理 675ha：

栃
木
南
部
地
区

①関係市町：栃木県栃木市、小山市、下都賀郡野木町 ②受益面積：3,619ha（水田 3,480ha、

畑 139ha） ③予定工期 平成28年度～平成37年度 ④総事業費：150億円 ⑤主要工事：排水機：
場 １ヶ所（新設 、１ヶ所（改修 、排水路 L=9.1km（改修 、 水管理施設 １式（新設）） ） ）

赤
城
西
麓
地
区

①関係市村：群馬県前橋市、沼田市、渋川市、利根郡昭和村 ②受益面積：2,400ha（畑2,400ha）

③予定工期 平成28年度～平成35年度 ④総事業費：16.5億円 ⑤主要工事：頭首工 １ヶ所（改：
修 、調整池４ヶ所（改修、１箇所は耐震化対策含む 、揚水機場 ２ヶ所（改修 、幹線用水路） ） ）

L=1.3km（改修 、水管理施設 １式（改修））

狭小なほ場 大区画化（イメージ）

排水不良の水路 排水路整備（イメージ）

地区内の湛水状況 （ ）排水路 整備イメージ

監視操作卓

故障

故障

印字装置

ITV装置

水管理施設（現況） 水管理施設 (整 備 イ メ ー ジ )

故障
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関東・東北豪雨災害被災地の営農再開

平成27年９月９日から11日にかけて関東地方及び東北地方で発生した豪雨災害は、台風

第18号や台風から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、記録

的な大雨となり、関東農政局管内では鬼怒川の堤防が茨城県常総市で決壊したほか、茨城

県、栃木県の両県において多くの河川で堤防の決壊や溢水が発生し、人的被害や住宅被害

をもたらすとともに農作物や農業施設にも大きな被害をもたらしました。

１ 復旧・営農再開に対する支援

関東・東北豪雨により被災した農地、農業用施設の復旧について、関東農政局では、

早期復旧を図るため職員を派遣し、被災状況の確認や効率的な復旧事業の早期着手に向

けた支援を行うとともに、被災農家の営農再開に係る緊急対策事業等の支援を行いまし

た。

（１）農地、農業用施設の復旧

茨城県、栃木県を中心に広い範囲で発

生した農地等の被害に対しては、農地、

農業用施設災害復旧事業を実施し、①査

定前着工制度の活用、②机上査定額や総

合単価適用事業費の緩和による査定事務

の簡素化、③応援査定による災害査定実

施期間の短縮などの対応を行い、平成28

年産米の作付けに間に合うよう復旧工事

が早期に着工されました。

（２）営農再開への支援

今回の豪雨災害では、出荷するまで自

宅に保管していた平成27年産米が浸水、

流出する被害や農産物の生産に必要な施

設、機械が損壊するなどの被害が多数発

生し、被災農家の営農再開が危ぶまれる

事態となりました。このため、被災農家

営農再開緊急対策事業及び被災農業者向

け経営体育成支援事業により助成を行

い、平成28年の営農再開の準備に必要な

経費が確保され、被害を受けた農業者等

の農業経営を支援しました。

被災時（平成27年９月）

茨城県常総市

営農再開後（平成28年５月）

【被災直後と復旧後の状況】
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２ 復旧後の営農再開

関東・東北豪雨による被災地の水田では、河川から流れ込んだ泥やがれきが堆積し、

一時は平成28年産米の作付けに復旧が間に合わないのではと心配されましたが、地元行

政、関係団体等が一丸となって復旧事業を推進した結果、復旧工事が急ピッチで進めら

、 、 。 、れ 工事が完了した水田から順次田植えが始まり 待望の営農が再開されました また

水田は復旧したものの、河川の復旧の関係で平成28年産米の作付けが時期的に困難と

なった地域では、大豆等への転作を進めました。

被災した地域では、復旧した水田の水稲が順調に生育し、平成28年９月には稲刈りが

始まり平成28年産米が無事収穫され、11月には大豆の収穫も行われました。

【復旧した水田での収穫】

茨城県常総市（平成28年９月）
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平成28年度は「市田柿」と「三島馬鈴薯」が

地理的表示(GI)保護制度に登録される！

昨年度の「江戸崎かぼちゃ」に続き、新たに２産品が登録されました

（１ 「市田柿」）

長野県の飯田市、下伊那郡並びに、

上伊那郡のうち飯島町、中川村の地域

「 」 、で生産される干柿が 市田柿 として

地理的表示(GI)保護制度に登録されま

した。

「 」 、 、市田柿 は 地域発祥の小ぶりで

糖度が高い品種が原料です。さらに、

熟度を吟味して収穫することにより、

干柿としての高い糖度を実現していま

す。

この原料の柿を伝統的な方法を活かした干し上げ（乾燥）と、揉み込みを行うこ

とによって、明るい飴色の果肉となる特性を持っています。

食味は 果肉中の繊維質がほとんど感じられない 羊羹のようにやわらかで もっ、 、 、

ちりとしていて、上品でさらっとした甘みを感じられます。さらに、表面を覆う白

い粉は果肉内から水分と共に浸み出たブドウ糖の結晶であり、きめ細やかな白い粉

化粧をもつところも特徴です。昔から、

皇室等にも献上されています。

この地域の気候は日中温暖で、朝夕は

夏でも涼しいくらいに気温が下がり、昼

夜の寒暖差が大きいため、高糖度の原料

柿を育てる大きな要素となっています。

また、収穫期から干し上げ期にあたる

晩秋から初冬には、朝夕の冷え込みによ

り天竜川やその支流から川霧が発生し、

干柿の生産に絶好の温度と湿度が整う地

域であることから、高品質の干柿が生産されます。

以前には、各生産農家に柿のれんが掛けられ、当地の風物詩となっていました。

市 田 柿

柿のれん
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（２ 「三島馬鈴薯」）

静岡県の三島市及び田方郡函南町の

箱根西麓地域で生産される、ばれいし

ょが 「三島馬鈴薯」として、地理的、

表示(GI)保護制度に登録されました。

「三島馬鈴薯」は、肌を傷つけない

ように丁寧に収穫を行った後、１週間

から２週間程度、風通しの良い冷暗所

で風乾貯蔵を行い、しっかりと熟成さ

せます。このような品質管理を行うこ

とによって、肌目がきれいで甘みのあ

る、メークイン種のばれいしょが生産

されます。

食味はメークインの特徴である粘質で崩れにくい肉質と、男爵の特徴である甘み

のあるほくほく感を併せ持つのが特徴です。

しっかりと風乾を行っていることから保存性が高く、品質が保たれる特性を持っ

ています。その品質の高さが主要な青果市場でも評価され、同時期の他産地のメー

クインと比較して、２割から５割程度高い単価で取引されています。

この地域の土壌は、通気性、保水

性に優れ、過乾燥になりにくく、ば

れいしょの生産に適しています。

また、生産地が傾斜地であること

から、大型収穫機等を使用すること

ができなかったこと、さらに、作土

、が深く柔らかい土壌であったことで

現在に至るまでひとつひとつ、丁寧

に手掘りにより収穫されてきたこと

も肌の美しい、ばれいしょの生産に繋がっています。

贈答用（５kg）の化粧箱は「2009年グッドデザインしずおか大賞（静岡県 」を）

受賞し、Ｂ－１グランプリでは「三島馬鈴薯」を原料とする「みしまコロッケ」が

第４回、第５回の２年連続で入賞しました。

三島馬鈴薯

贈答用の三島馬鈴薯
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病害からの復活～青梅市ウメ再植栽～

１ ウメ輪紋ウイルス（plum pox virus） の発生※１

平成21年４月に東京都青梅市でウメ輪紋ウイルスの感染が国内で初めて確認されまし

た。それ以降、青梅市において、７千本以上の感染樹が発見されました。

(単位：本)表１-Ⅰ-１ 青梅市におけるウメ輪紋ウイルス感染植物数の推移

ウメ輪紋ウイルスに感染したウメの葉及び果実の様子

２ 緊急防除対応

（１）緊急防除の経緯

ウメ輪紋ウイルスによる病気の発生を受け、農林水産省は、植物防疫法（昭和25年

法律第151号）及び関係省令等に基づき、平成22年２月から青梅市において、緊急防

除 を開始しました。これに併せて、農林水産省は、防除の妨げとなるおそれがあ※２

ることから、再植栽の自粛を求めてきました。

関東農政局は、平成21年４月に東京都青梅市で確認されたウメ輪紋ウイルスに関し

て、東京都及び青梅市の防除に対する取組（感染状況調査及び感染植物等の廃棄措置

に関する指示に対する協力)を支援するとともに、青梅市における強化対策（年３回

の調査、アブラムシ防除、即時伐採）の取組を支援しています。青梅市においては、

このような取組の結果、防除効果が認められ、平成28年11月から青梅市梅郷・和田町

地区の再植栽が開始されました。

年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 合計

感染植物数 　　１６２ 　　 ６０７ ３，０４６ １，６４３ １，０８０ 　　１８９ 　　３５１ ３７０ ７，４４８
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（２）青梅市の緊急防除の取組

青梅市は、平成27年４月農林水産大臣からの緊急防除協力指示を受け、年３回の感

染状況調査、アブラムシ防除及び感染又は感染しているおそれがある植物の即時伐

採の強化対策に取り組んでいます これらの取組みにより 農林水産省が平成28年10。 、

（ ） 、月に開催した平成28年度ウメ輪紋ウイルスに関する対策検討会 第２回 において

「再植栽を認めることは妥当｣との判断が得られました。

(単位：本)表１-Ⅰ-２ 感染植物及び感染のおそれがある植物の処分実績

３ 青梅市のウメ再植栽

平成28年11月、青梅市はウメの名所であった梅の公園で「梅の里再生植樹式」を開

催し、青梅市梅郷・和田町地区では、農地、公園等の再植栽を開始しました。

なお、同地区では、青梅市は緊急防除区域から除外されるまでの間、強化対策が継

続されています。

左：平成28年11月｢梅の里再生植樹式｣、右：平成29年５月「再植栽された梅の公園｣

※１ ウメ輪紋ウイルス：ウメ、モモ、スモモ等の植物に広く感染する植物ウイルスです。アブラムシにより媒介

されるほか、穂木や苗を経由して植物に感染します。症状は、葉に退緑斑点や輪紋が生じるほか、果実表面に

斑紋の出現、成熟前落果、花弁の斑入り症状の出現がみられることがあります。防除方法は、アブラムシ防除

の徹底、感染樹の除去、無病健全な苗の使用です。

※２ 緊急防除：新たに国内に侵入又は国内の一部に発生している植物の病害虫がまん延して農作物に大きな被害

を与えるおそれがある場合又は植物の輸出が阻害されるおそれがある場合に、その病害虫を駆除又はまん延を

防止するための緊急的な防除措置です。ウメ輪紋ウイルスの緊急防除の内容は、ウメ輪紋ウイルスの感染状況

調査、感染又は感染しているおそれがある植物の抜根・焼却等の適切な処理、並びにウメ等規制対象植物の生

植物（種子及び果実を除く ）の防除区域からの持出し禁止です。。

年度 ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 合計

処分植物数 １９７ １２,２８０ ４，８７６ ８，９４８ ５，２６５ ３，３７３ １，８１３ ３６,７５２


