
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  E 県民参加 

      （都市住民も県産農産物を買うことによりふくいの農業を応援） 

 ・農外収入を合せて 
 生計 
 ・小規模農業者 
 ・地域を守る集落営農 
  組織に参加 

 ・雇用型経営 
 ・認定農業者、 
   法人組織 
 ・４０ha規模 
 
 

新ふくいの農業基本計画(仮称)概要 

基本理念 

資料Ｎｏ.１ 

平成３１年１月２１日 
農 林 水 産 部 

 大規模な農業法人や専業農家から小規模農業者まで、すべての農家が活躍できるふくいの農業を推進 

目指す姿 

 ○米どころ福井のブランドとスマート農業で所得を増大 

 ・作付割合（収穫時期別）を最適化し所得を増大    
 
 ハナエチゼン：コシヒカリ：        ＝ 3：6：1  ⇒ 3：4：3  
                

 ・「いちほまれ」ブランドを全国に定着させることにより、福井米全体の評価を向上 

 ・企業的経営体などにおいて、スマート農業の導入を進め、水管理の自動化や畦畔管理の 
省力化などコストを削減 

 ・海外で需要の高い低コスト米の生産に向け、春の田んぼ作業を３月に開始する超早播き 
 直播技術を導入し、輸出を拡大 

 ・中山間地において、地域を守る集落営農に農地を委託した生活農家も参加し、草刈りや 
 獣害対策などにより集落の収益向上に貢献 

   

 ○野菜、果樹、花きの複合経営を進め、所得の増大と働きがいのある新農業を振興 

 ・水田を活用したキャベツやタマネギなどの広域集出荷貯蔵施設により、出荷・販売期間を 
 拡大 

 ・首都圏や関西圏などに越のルビーや福井梅などを売り込むため、企業的経営体や経営農家、
兼業農家が大口の需要に応じて生産を拡大 

 ・集落内の女性や高齢者が、働きがいのある野菜づくりや加工品の販売に参加 

  ・「農業人材育成拠点」を市町と連携して各地域に整備するとともに、県立大学と連携した
実践的な研修を実施 

 

 ○福井人からインバウンドまで、食と農と美しいふるさと景観のサービスを提供 

 ・東京オリンピック(2020)、北陸新幹線敦賀開業(2023)、大阪万博(2025)の好機を活かし、  
    大都市圏の需要を取り込むため、消費者に影響力のある料理専門誌やふくいの食アンバ  
    サダー等を活用し、ふくいの農産物をアピール 

  ・地域に受け継がれた福井そばや「米、酵母、水」の全てが県産である最高級のふくい 
  オリジナル地酒を商品化、消費者が一年中購入、収穫体験できる果樹産地の育成を推進 

  ・都市と農村の距離が近い福井の特徴を活かし、直売所（「ふるさと農の駅」）を核とし 
    て、兼業農家や生活農家による珍しい西洋野菜の生産やオーナー農園、農家レストラン、 
    農家民宿などを進め、農村に人を呼び込み活性化（県内10地域）  

                 （Ｈ２９年度） （Ｈ３５年度） 

○ 米産出額            ３１０億円 ⇒ ３２０億円 

○ 園芸産出額           １７３億円 ⇒ ２２０億円 

○ 輸出額               ８億円 ⇒  ２０億円 

○ スマート農業を導入する経営体      － ⇒ ４０経営体 

○ 新規就農者               ５００人（５年間） 

○ 都会からの交流人口        ８５万人 ⇒ １７０万人 

○ 直売所販売額           ３５億円 ⇒  ４０億円 

「農家全体の所得を最大化」 「みんなが生きがいを持てる農業」 「ふるさと福井の農村文化を昂揚」 

いちほまれ 
あきさかり 

数値目標 

A 企業的経営体 
 
  

 

D 生活農家 

・農地を委託 
・自産自消や直売所出荷 

C 兼業農家 B 経営農家 

  
  

 （すべての県民が参画、活躍できるふくいの農業農村モデル）  

こう  よう 

(H29)          (H35) 

 ・家族型経営 
 ・認定農業者 
 ・２０ha規模 



（生産・販売の拡大） 

１ 米やそばの全国トップブランド化 

（１）いちほまれの全国トップブランド化（Ｐ１１） 

 ◎生産者、ＪＡと一体となり、消費ニーズ、販売状況を見極めながら、｢いち 
  ほまれ｣の生産を拡大し、日本一のブランド米に育てます。 

 ・テレビＣＭ、番組等での情報発信等により認知度を向上 

 ・首都圏、関西、中京から販売網を全国に拡大 

 

 ◎福井米全体の評価を高め、日本一おいしいお米の生産県｢福井｣を定着させ、 
  作付割合を最適化し所得の最大化を目指します。 

 ・１ＪＡ化に向け広域カントリー、穀類低温倉庫を整備し、コメの区分管理 

  品質を維持、有利販売 

 ・「福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例」を制定 

 ・本県の栽培環境に適した品種を開発、福井米の高品質種子の安定生産・供給 

  に向け、種子生産施設を整備 

 

（２）スマート農業の導入による次世代農業の創出（Ｐ１２） 

 ◎大規模スマート水田農業を実証し、２年３作の労働時間３割削減と収量 
  1割アップを目指します。 

 ・九頭竜川下流域において、自動走行トラクターやパイプラインを利用した 

  自動給水栓などを実証 

 ・ほ場の大区画化や用水路のパイプライン化など、スマート農業に最適な 

  圃場を整備 

 

（３）地域に受け継がれたそば（在来種）を日本一のブランドに育成（Ｐ１３） 

 ◎ふくいのおいしい在来種（大野、丸岡、今庄、美山）の「福井そば」を日本 
  一のブランドに育成します。                 

 ・東京でのチャレンジ出店、新メニュー開発により、県外の消費者や観光客に 

  ＰＲ 

 ・小畝立て播種技術による安定生産 

２ 園芸作物に対する消費者の評価向上と生産拡大 

（１）水稲と園芸の複合経営の拡大（Ｐ１４）  

 ◎ミディトマト、フルーツトマトを中心に、ICTを活用した最適な環境制御 
  技術の導入により、収量、品質の向上を図り、大規模施設園芸を嶺北に拡 
  大します。 また、水田を活用した園芸の大規模化を進め、面積を拡大し 
  ます。 

 ・大規模施設園芸（トマト、イチゴ）や集落園芸（ネギ、キャベツ、タマネ 

  ギ等）を生産拡大、ＪＡの広域集出荷貯蔵施設を活かし、供給期間を拡大 

 ・水田の１割（3,000ha）を畑地化し、多様な人材が活躍する園芸を推進 

 ・珍しい西洋野菜や消費者が一年中購入、収穫体験できるふくいの果樹産地 

  の育成など少量多品目生産を拡大  

   イチゴ(1～5月)、ウメ、ビワ(6月)、サクランボ(6～7月)、モモ・スモモ(7～8月)、 

     ブドウ(7～10月)、イチジク、ナシ(8～10月)、カキ(9～11月)、ミカン(10～11月)、 

     キウイフルーツ(11～3月) 

 ・ウメの平坦で大区画の園地整備による省力生産や、スイセンの獣害対策の 

  徹底などによる安定出荷を実現   

 

（２）こだわり農産物の高付加価値化（Ｐ１５） 

 ◎観光客等に対して、福井の食の魅力を発信します。また、品質や量で他県 
  産と競争できる品目を県外へ高価格で販売、希少性の高い地域限定の品目 
  を生産拡大しご当地ブランドとして定着させます。 

 ・消費者に影響力のある料理専門誌やふくいの食アンバサダー等を活用した 

  発信（専門誌：料理王国、専門料理、ｄａｎｃｙｕなど） 

 ・県外へ売り込む品目について、ＪＡと共動してブランド化を推進 

  （越のルビー、里いも、らっきょう、とみつ金時、福井梅） 

   高糖度越のルビーの差別化販売、冷凍里いも、 
   贈答用の大粒の梅干し・完熟梅ジャムなどの商品開発 

 ・福井で味わうご当地ブランド品目の売込み 

  （吉川ナス、東浦みかん、福地鶏等の畜産物）  
   学校給食や地域飲食店での提供、直売所など県内の販売エリアを拡大 

１０のプロジェクト 



（１）新たにアジアへの輸出に取り組む県内事業者の拡大（Ｐ１６） 

 ◎本県の農産物等を輸出する事業者の販路を拡大し、アジア市場の輸出 
  額を増やします。また、新たにアジアへの輸出に取り組む県内事業者を倍増  
  します。 

 ・米や日本酒など海外ニーズの高いものについて、営業代行などにより、 

  継続して現地での売り込みを強化 

 ・需要に応じた輸出向け新商品の開発、香港、シンガポール、タイの商談会や 

  展示会への出展を支援 

 

（２）多収品種に限定して超早播き直播を導入し、輸出用米を生産（Ｐ１７） 

 ◎生産コストを大幅削減し、輸出用米の生産を拡大します。 

 ・超早播き直播により春作業を３月に開始し分散することや、スマート農業技 

  術を組み合せ、大規模経営の生産コストを３割削減 

 

 

 

３ アジアを中心とした農産物等の輸出拡大 

（１）米の大規模有機栽培技術の確立、園芸の無農薬生産技術の実証（Ｐ１８）  

 ◎米の有機無農薬栽培で負担が大きい、除草作業を行う機械を開発し、 
  １０ヘクタール規模の栽培を普及します。   

 ・肥料散布、除草の省力化技術を確立し、作業時間を短縮 

  ・１０ヘクタール規模の現地実証圃を設置、生産を拡大 

 

 ◎園芸品目における有機無農薬栽培技術を確立します。 

 ・サトイモ等の有機無農薬栽培を実証し、農産物直売所（「ふるさと農の  

  駅」）などの誘客拠点施設で販売 

 ・園芸研究センターにおいて、多品目の有機栽培を実証し、志向農家の活動を 

  支援 

 

 

 

４ 消費者のニーズに合わせた無農薬生産の拡大と技術の確立 

（農村の魅力創出・交流促進） 

（１）里山里海湖ビジネスの拠点づくりで交流人口を倍増（Ｐ１９） 

 ◎都市と農村の距離が近い福井の特徴を活かし、農産物直売所（「ふるさと農 
  の駅」）を核として農村の交流人口を倍増し、農家所得の拡大につなげます。 

 ・県内１０地域で、直売所などを拠点にオーナー農園、農家レストラン・ 

  民宿、観光農園を整備し、交流を促進 

 ・交流拠点をつなげ、魅力ある農村体験等を満喫する体験プログラム、教育旅 

  行などを拡大 

  

（２）食品加工業等と連携した新たな６次化商品の開発（Ｐ２０） 

 ◎健康志向の高まりや高齢化社会などの市場のニーズに対応した新たな商品づ  
    くりを進め、６次産業に取り組む事業者の販売額の拡大を図ります。 

 ・食品加工業等と連携した福井の農産品を使った商品づくりの推進 

 ・そばや里いも、大麦、サツマイモなど県産品を使った「健康食」「介護 

   食」の商品開発（機能性表示食品、スマイルケア食など） 

  ・「米、酵母、水」の全てが福井県産である最高級のふくいオリジナル地酒 

  の商品化 

５ 他産業と連携した新ビジネスの展開 

（１）農地を委託した農家が農業生産活動に参加する仕組みづくり（Ｐ２１） 

 ◎農村の女性や高齢者など様々な人が働きがいのある集落園芸等へ参加し、 
  農村文化の昂揚を図ります。 

 ・集落の高齢者や女性による直売所への出荷の促進、ＪＡなどがリースする 

  小規模ハウスや農業機械の導入に対し支援 

 

 ◎中山間地など生産条件の不利な地域における営農継続の支援、コミュニティ   
  機能の維持・向上を図ります。 

 ・小規模な集落営農組織の育成、機械の共同利用や全面農作業受託を促進  

 

（２）農地、水を守り、農ある風景を次世代に継承（Ｐ２２） 

 ◎農村の風景やその保全活動等を地域内外の人に広く伝え、保全活動への参加 
  者の拡大を図ります。  

 ・農ある暮らしに光を当てた風景や農村文化を収集し県民にＰＲ 

 ・地域内外の住民に農業水利施設等の大切さを分かってもらう啓発活動を推進 

６ 農村コミュニティの活性化と農村文化の昂揚 

１０のプロジェクト 



（若い人材の確保・育成） 

（１）大規模法人（規模４０ｈａ以上、売上げ５千万円以上）を拡大（Ｐ２３） 

  ◎継続的に経営発展できる４０ｈａ以上の農業法人の育成と農地の集積を進めます。 

   また、水稲＋大麦＋大豆・そばの２年３作に大規模施設園芸などを導入し、 
   水田作と園芸を組み合せた複合経営モデルを育成、所得を増大します。 

 ・農地中間管理機構と連携し、農家負担のない農地整備を実施 

 ・大規模組織で若手農家を育成し、「のれん分け」による独立就農を支援 

 

（２）経営の多角化による家族型農業の収益向上（Ｐ２４） 

 ◎農業以外の副業の導入などにより経営を複合化し、家族労働を活かした所得 
  の増大を図ります。 

 ・作業受託や園芸・加工の導入、除雪作業の受託など経営の複合化を支援 

  

（３）畜産経営の安定（Ｐ２５） 

 ◎若手の畜産経営者等の施設整備に対する支援、地元業者と連携した６次化に 
  よる販路拡大を推進します。 

 ・若手畜産経営者や後継者の施設整備等を支援、６次化推進による販路拡大 

 ・三ツ星若狭牛、ふくいポーク、福地鶏をご当地畜産ブランドとして生産・販 

  売を拡大 

 

７ 儲かる集落営農組織・若手経営者の育成 

（１）園芸カレッジを核とし、市町と連携した「農業人材育成拠点」を地域に整備 

 ◎県内６地域にカレッジを整備し、研修生の就農先を丘陵地や砂丘地 
  以外にも拡大します。また、園芸をはじめとした農業分野で働く人材を増やす 
  ため、ＵＩターン者などへの人材募集を強化します。  

 ・市町と連携し、坂井、福井、奥越、丹南、二州、若狭の６地域へ拠点を整備 

 ・地産地消コース(農業女子・定年帰農者等向けの研修コース)を設置 
 

（２）県立大学と連携したふくい型人材育成 

 ◎県立大学と連携し、大規模農家や農業試験場等で実践的な研修を実施します。 
  また、新規就農者と県立大学生との交流を深め、それぞれの知識、技術を高め 
  ます。 

 ・新規就農者の生産・販売の課題解決に向けた、県立大学生とのプロジェクト活 

  動を支援 

８ 園芸カレッジを核とした新規就農者の増大 

１０のプロジェクト （ふくいの食育・地産地消） 

（１）農産物直売所・量販店等を通した地産地消の拡大（Ｐ２７） 

 ◎直売所の新設等により、販売額を拡大します。また、県内産の野菜を優先 
  的に購入する人の割合を増やします。 

 ・拠点となる農産物直売所（「ふるさと農の駅」）を整備（大野市、勝山市、 

  南越前町、美浜町等） 

 ・小規模ハウスや農業機械の導入に対し支援 

  ・地場産コーナーの魅力向上、地場産食材購入ポイント制度による購入促進 

 

（２）学校給食等への県産農産物等の利用促進（Ｐ２８） 

 ◎学校給食に使われる主要な野菜の生産と出荷期間を拡大し、給食における  
  地場産食材の使用率を向上します。 

 ・広域集出荷貯蔵施設の整備による野菜の供給期間の拡大、地場産学校給食 

  地域コーディネーターによる利用促進 

 

（３）自産自消から地産地消へ（Ｐ２９） 

 ◎自産自消の推進により、農業生産や生産者に対する関心を高め、理解を促 
  し、地産地消を推進します。 

 ・市民農園やプランタ菜園などの拡大に向けた講師派遣、「育てて・食べよ 

  う」写真コンクール（仮称）を実施 

９ 「知る」「つくる」「買う」ことを通じ、すべての県民が 
  参加する地産地消の推進 

（１）子どもや保護者・祖父母等への食育推進（Ｐ３０） 

 ◎世代を超えた交流による食の体験を推進すること等により、命の大切さを   
  意識すると共に、共食や一汁三菜食を実践する県民を増やします。  

 ・子どもと保護者や祖父母の三世代が、共に命の大切さ等を学び・交流する  

  食育講座、保健機関と連携した食育の推進 

 ・遊びながら食を学べる体験の場の設置（エンゼルランド、こども家族館） 

 

（２）働く若い世代への食育推進（Ｐ３１） 

 ◎食育に取り組む企業を「ふくい食育推進企業」として登録し、働く若い世 
  代への食育を進めます。 

 ・県内企業の「ふくい食育推進企業（仮称）」登録を進め、社員食堂での県 

  産食材の利用、社員への食育を推進 

１０ 「家庭」「企業」「学校」で学ぶ食育の推進 

（Ｐ２６） 


