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第３章 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

地域を支えるものづくり 
 

 第２節 地域を支えるものづくり 

 

  第１ 基幹産業としての農業の振興 

  第２ 魅力を秘めた林業の振興 

  第３ 活気あふれる水産業の振興 

  第４ にぎわいのある商業・サービス業の振興 

  第５ 力強い工業の振興 

  第６ 安定した雇用の拡大 

  第７ 新しい産業の創出 

  第８ 物流の高度化・国際化 

 

めざす方向 

 意欲のある農業後継者や新規就農者、法人化をめざす集落営農組織や新規参入者などの担い

手づくりを進めるとともに、農地の有効活用により安定的な農業経営基盤を確立し、基幹産業

としての農業を育成します。 

 また、市民農園の整備やまちとむらの交流を促進し、消費者が農業に親しむ機会を提供する

とともに、地産地消の推進や食育活動を積極的に展開して、市民が地域農業への理解を深める

「農あるくらし」づくりを進め、生産と消費の拡大と農村地域の活性化をめざします。 

現状 市民の声 

○輸入農産物の増加や、自然条件などにより

農産物の価格は不安定であり、農業経営が

厳しい状況にあります。 

○農業従事者の高齢化が進み、後継者が不足

するとともに、遊休農地や耕作放棄地が増

えています。 

○食の安全に対する市民意識が高まり、地元

農畜産物へのニーズが拡大しています。 

○二十世紀梨やらっきょうなど全国的に知名

度の高い農産物の生産地です。 

 

○農業の担い手育成や起業化が重要である。 

○地産地消、食の安全、子どもたちへの食育

活動などもっと行政の働きかけが必要であ

る。 

○年々、耕作放棄地や遊休農地が増えて田畑

が荒れてくることが嘆かわしい。関係機関

が協力して対策を考えてほしい。 

 

課題 

○認定農業者※や集落営農組織を育成し、農地の有効活用や経営規模の拡大による農業経営の安

定化と農業所得の向上を図ることが重要です。 

○農産物、農産加工品等の高付加価値化とブランド化を推進することが重要です。 

○食の安全性を求める意識が高まり、地元農畜産物の安全性に対する理解と生産・消費の拡大

を図ることが重要です。 

○消費者の農業・農村に対する理解を深め、農村地域の活性化を図るため、農村地域と市街地

との交流を進めることが重要です。 

 

 

 

                             
※ 認定農業者 Ｐ．２９参照 

農業振興課 

地産地消推進室 

まち・むら活性化チーム 

農業委員会 
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目標の設定 

平成１６年度      平成２２年度 

○認定農業者の育成            １４２人         １７２人 
○新規就農者の育成            ４人／年         ８人／年 

○ブランド化品目の数           ０品目          ２０品目 
○都市と農村との交流活動         １０地区         １５地区 
○トットリ・アフトピア協会会員      ６７団体         ９７団体 
○学校給食の地元産食材の使用率      ３９．１％        ４５％ 

施策の展開 

○優良農地の確保と農地の有効活用 
 ・認定農業者の規模拡大、集落営農の推進による農地の有効活用を進めます。 
 ・中山間地域直接支払い交付金を有効活用し、耕作放棄地の発生を防止します。 

○農業担い手・後継者の育成 
 ・「（仮称）農業ビジネススクール」を設立して、栽培技術、経営手法等を指導し、新規就農
者の育成や、Ｕ・Ｊ・Ｉターン※などの新規参入者の就農定住を支援します。 

 ・認定農業者の育成を推進するとともに、集落営農組織の設立及び法人化への取り組みを支
援します。 

○農畜産物の生産振興 

 ・米、大豆等の土地利用型作物や野菜、果樹、花き等の園芸作物及び肉用牛、乳用牛、採卵
鶏等、地域の特性を活かした農畜産物の生産振興を図ります。 

 ・高齢者の豊富な経験を活かした少量多品目の生産活動を支援します。 
 ・有害鳥獣による農産物の被害防止対策に積極的に取り組みます。 
○特産品のブランド化・高付加価値化 
 ・「鳥取地域ブランド農産物育成検討会議」を設置し、ブランド品目の選定、ネーミングやＰ

Ｒ方法の検討、販売戦略の構築などにより高付加価値な農業生産に取り組む農業者を支援
します。 

 ・新たな農産物加工施設の整備により、農産物加工品の製造販売に取り組む女性農業者の起
業化を支援します。 

○都市と農村との交流促進 
 ・鳥取自動車道※の開通を踏まえ、関西圏、中京圏の都市住民をターゲットとした、日帰り

型、宿泊型のグリーンツーリズム※を確立し、都市と農村との交流を推進します。 

 ・市民農園の整備、家庭菜園の普及などを通じて、土と親しみ農業に理解を深める「農ある
くらし」を推進します。 

○販路拡大 
 ・鳥取自動車道の開通を踏まえ、大阪事務所、ＪＡなど関係機関と連携し、販路の拡大を促

進します。 
○地産地消の推進 

 ・「鳥取市地産地消行動指針」に基づき関係機関と連携し、生産、流通、消費を通じて地産地
消を推進します。 

 ・学校給食等での地元産品の使用、食育アドバイザー派遣など地産地消の普及啓発を推進し
ます。 

○環境にやさしい農業の促進 
 ・畜産農家と連携して堆肥を利用した土づくりを促進し、化学肥料や農薬の使用量の削減に

努め、安全で環境にやさしい農業を推進します。 
○新しいむらづくり運動の展開 
 ・「アフトピアトットリ２１※」の活動を全市域で展開し、農村地域の活性化に取り組む実践
組織の育成を図ります。 

○農業生産基盤の整備 
 ・ほ場整備や農道、用排水路等の農業生産基盤を整備し、農業生産の効率化を推進します。 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ アフトピアトットリ 個性豊かで生産性の高い農林漁業の育成と活力ある新しいむらづくりを促進する目的で

設立。Agriculture（農業）、Forestry（林業）、Fishery（水産業）、Utopia（理想郷）、Tottoriの総称 
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効果 

○認定農業者などの担い手の確保、集落営農の推進により、耕作放棄地や遊休農地が減少する

とともに、農地の利用集積が進み経営規模の拡大が図られ、自立した農業が確立します。 

○特産品のブランド化・高付加価値化による販売ルートの確立、価格の安定、地産地消が推進

できます。 

○都市と農村との交流を活発化させるグリーンツーリズムの推進により、顔の見える販売ルー

トの確立が期待できます。 

主な指標・参考資料 

農家人口                                （単位：人） 

年 齢 別 農 家 人 口 

区  分 
販売農

家人口 

販売農

家の農

業就業

人 口 

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上 

平成7年 18,157 4,669 281 79 84 204 422 3,599 

平成12年 15,691 4,453 363 126 58 164 259 3,483 男 

平成17年 12,855 4,132 262 153 57 121 338 3,201 

平成7年 19,165 6,821 163 118 324 415 1,078 4,723 

平成12年 16,476 6,193 182 95 191 328 638 4,759 女 

平成17年 13,579 5,349 178 89 98 204 582 4,198 

平成7年 37,322 11,490 444 197 408 619 1,500 8,322 

平成12年 32,167 10,646 545 221 249 492 897 8,242 計 

平成17年 26,434 9,481 440 242 155 325 920 7,399 

                                出典：農林業センサス 

（平成17年は速報値） 

農家数                                 （単位：戸） 

区 分 総農家数 自給的農家 販売農家 専業農家 第1種兼業 第2種兼業 

平成7年 9,965 2,117 7,848 731 1,284 5,833 

平成12年 9,087 2,287 6,800 760 623 5,417 

平成17年 8,526 2,683 5,843 869 570 4,404 

                                出典：農林業センサス 

（平成17年は速報値） 

        ＊販売農家：経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額が50万円以上の世帯 
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＜参考＞ 

鳥取地域ブランド農産物育成検討会議 

 
鳥取市では、市町村合併により農業地帯が広がり、各地域で特長ある農産物が生産されていま

す。しかし、その品質はある程度高いレベルにあるとはいえ、付加価値という物差しで見れば、

必ずしも満足する水準に達しているとはいえません。 

 このため、消費者に強力にアピールできる高品質な「鳥取地域ブランド農産物」を育成し、高

付加価値販売による農家所得の向上に努めることを目的として、このたび関係機関による検討会

議を設立しました。 

 平成１７年度から１９年度の３年間を１期として、ブランド化の推進を図っていきます。 

 

＜委員構成＞鳥取いなば農協、県、公設地方卸売市場、量販店、消費者、市 

 

＜鳥取市の特産品＞ 

 
 


