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１．福井県小浜市はこんなところです
• 人口：29,388人（平成30年12月31日現在）
• 面積：232.87 km2（うち森林面積183.58km2。実は８割は森林）
• 福井県南西部、若狭のほぼ中央に位置
• かつては朝廷に塩や海産物を献上していた「御食国」で、京都へとつながる「鯖街道」の起点。その

ような歴史を背景に「食のまちづくり」を推進。

地区名 特徴

小浜・雲浜・西津 市街地（農地少ない）

内外海 漁村（農地少ない）

口名田・中名田
・加斗

中山間地
土地改良が進んでおらず、市内遊休農地の約7割がこの地区
に集中

今富・遠敷
ほぼ平野
10～30aの土地改良済み 一部では市街地化が進む

国富 ほぼ平野で30aの土地改良済み

宮川・松永
平野と山村
30a～1haの土地改良済み 担い手への農地集積率は７割超

福井県小浜市



①年齢別農業就業人口の推移
（人）

高齢化が進んでおり、平成27年度の農業就
業人口に占める65歳以上の割合は75％を超
えています。

（出典：農林業センサス）
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２．小浜市の農業について
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（出典：小浜市農業委員会調べ）

平成23年度110haであったが、28年度に
は69haと一定程度の減少はみられるもの
の、市の耕地面積の５％を占めます。

②遊休農地の推移



２．小浜市の農業について

③担い手への農地集積

農家が高齢化し減少する一方で、担い手（認定
農業者や集落営農組織など）は離農者の農地の
受け皿となり、農地の集積化が進んでいます。

（％）
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④農業産出額（平成27年）

米

92千万円

(76%)

いも類

2千万円

（2%）

野 菜

22千万円

（18%）

果 実

4千万円

（3%）

花 き

1千万円

（1%）

【総産出額 122千万円】（出典：生産農業所得統計）

基幹作物は米であり、平成27年に
おける農業産出額約12億2千万円の
うち約８割を米が占めています。
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３．小浜市の農業の特長 【㈱若狭の恵】平成27年設立
作付面積160ha

①メガファームによる
大規模農地集積・集約化

②自社で生産・乾燥調製・精米・販売
を完結

③高付加価値米「ひまわり米」
④社員は20～40歳代が主力
⑤一般社団法人との「２階建て方式」
は全国的な先進モデル

【㈱永耕農産】平成19年設立

作付面積95ha

①小浜市の集落営農のパイオニア
②大規模な農地集積・集約化
③一般社団法人との「2階建て方
式」は全国的な先進モデル

④現地域おこし協力隊が次世代
経営者候補

【(同)飯盛農産】平成18年設立

作付面積36ha

①代表は40歳代
②地域の農地の大部分を法人が耕作
③数年後には土地改良完成予定
将来は47haまで規模拡大、園芸も
推進していく

【(農)千石の郷】 平成29年設立

作付面積14ha

①耕作放棄地に牛を放牧して利活用
②将来は土地改良を実施予定
大規模な園芸の展開を目指す

・小浜市では法人組織による集落営農が広く展開されています。
・福井県は担い手へ農地を集積・集約する「農地中間管理事業」活用率が全国１位で、うち
小浜市は県内１位の活用率（29年度）。地域で徹底的な話し合いを行い、農地を担い手に
集積・集約化することで、地域農業を守る取り組みを進めています。 5



４．先進的な園芸(大規模施設園芸)の取り組みについて

ミディトマト
50ａ

【㈱若狭の恵】

ミディトマト
50ａ

【(同)北川農園】

ミニトマト
50ａ

【(同)なかなた農園】

大玉トマト
50ａ

【㈱Hundred Smile】 青ネギ
50ａ

【(同)若狭こすもかんとりー】

レタス
（完全閉鎖型植物工場）

【㈱木田屋商店】

平成25年度からトマト類の周年栽培を中心とした大規模施設園芸を展開。小浜市は
福井県の中でも先進地となっています。
また、法人による大規模な施設園芸に限らず、水田を活用した園芸も推進しています。
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スキルアップ研修
○次世代経営者センスアップセミナー（市×福井銀行）
○地域農業リーダー養成講座（市）
○ヒット商品開発塾（市）
〇六次産業化インターンシップ研修（市）

○ファーマーズレッスン（市×振興局）

おばまアグリスクール（地域おこし協力隊）
１年目：市内担い手農家での園芸作物を中心とした生産、

出荷、販売体験を通じ、栽培技術や知識を習得

２年目：担い手農家の指導のもと研修
※農業委員および農地利用最適化推進員が

マッチング（担い手の誘致）

３年目：就農を想定した実践的な営農研修（就農準備）

４年目以降：各地域の生産組織への就農をあっせん
独立経営の場合は経営開始のサポート

府中研修農場
（新規就農者支援、女性農業者支援）

・センターが農地を借り受け、就農を目指す方
が農業をスタートさせる場を提供。

・市内飲食店と契約した作物を栽培するなど、
食と農をつなぐ事を意識した経営を展開。

食と農業に関わる担い手を育成するため、センターを核として関係機関がスクラムを組み、
地域一丸となって取組を進めていく体制を構築。

５．小浜市食と農の人材育成センターの取組みについて

小浜市
食と農の人材
育成センター

農業委員会

県

ＪＡ

地方銀行

市 7



小浜市食と農の人材育成センター

おばまアグリスクール（地域おこし協力隊※）
担い手農家における栽培・出荷・販売研修支援

20万円／月（源泉含む）を報酬として支給

研修農場
・販路を想定した作物の栽培

チャレンジを支援
・先進農家による経営指導

・他の新規就農を目指す方との交流

スキルアップ研修
就農に必要なスキル取得の支援

所得に対する支援

住居に対する支援 宿泊棟（家電・家具・ネット完備）あり
月負担34,000円（維持経費分）で入居可能

活動に対する支援 研修に必要な経費はセンターが負担

６．就農までのサポートの流れ

※地域おこし協力隊となるには都市地域在住者等の要件があります

（定額150万円／年、最長５年）

（定率補助）

（無利子無担保で融資）

自分自身で農業経営したい 農家や組織（法人）で就農したい

①独立就農タイプ
②雇用就農タイプ

（研修費最大120万円／年を雇用主に
交付、最長２年）

または

（定額７万円／月、最長２年）

もっと知識と技術を学んでから就農したい

③再研修タイプ

（農家・組織・法人での研修
定額150万円／年、最長２年）

①または②へ
・さらなるスキルアップとして

（定額７万円／月、最長２年） ８

農地のあっせん支援 就農時に必要な農地の売買・貸借をあっせん

農の雇用【国】

市外先進地での研修支援【市】

市外先進地での研修支援【市】

次世代人材投資資金（経営開始型）【国】

機械、設備投資への補助【国・県・市】

青年等就農資金【公庫】

次世代人材投資資金（準備型）【国】

※補助の内容は30年度現在のものです



岡本竜平 27歳 福井県小浜市18年

→石川県7年→小浜2年目
経緯

工学部・就活「一生かける仕事は？」
山奥地(輪島市東山)で自然農半年→
金沢八百屋・福島保養キャンプ5年間

「いつか地元の役に立ちたい」→故郷の農事組合法人の理事と面談
おばまアグリスクールへ。
小浜東部営農生産組合(平成19年から)→(株)永耕農産(平成29年から)

経営面積94ha 水稲栽培面積71ha

課題
60歳から70歳の役員・パートで構成される会社。圧倒的若手不足。
『水稲農家は経常利益で黒字ならOK？』→北陸平均は営業利益で黒字経
営。

売上高営業利益率 北陸平均2.8%：永耕-28.9%

直売販路を開拓していかなければいけない。
京都の飲食店へ商談実践

ホームページの開設→機能化
経営・営業・IT・栽培技術

地域活動
母校の廃校。故郷の団結力
キャンプ事業→子どもに関わる団体が集結。

Hit 本’s

７．おばまアグリスクール研修生の紹介
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