
京都府農林水産部

京都府の農林水産業と
農山漁村



位置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⽇本列島のほぼ中央、また、近畿地
方の真ん中にあり、周りは、兵庫、福
井、大阪、奈良、滋賀、三重の各府県
に接しています。

地形
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都府は、北から南に⻑く、北部
は⽇本海、中部は山地、南部は平野
部が広がっています。京都府内には、
特に高い山はなく、1,000m以下の山
地が広がっています。

気候
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中央に横たわっている山の影響によ
り、南部は穏やかな気候ですが、⽇本
海に⾯した北部は、秋から冬にかけて
⾬や雪がよく降り、厳しい気候になっ
ています。

京都府の農林⽔産業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都府の農林⽔産業は、「京都」の
伝統・文化とともに発展し、古くから
京野菜や宇治茶、北山丸太など地域の
特性を⽣かした特⾊ある農林⽔産物を
⽣産してきました。



目 次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ 農林⽔産業の現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
⼟地利⽤状況／⽣産額状況／担い⼿状況／
農林⽔産業と農山漁村が果たす役割

２ 各地域の農林⽔産業の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
丹後地域／中丹地域／南丹地域／京都市・山城地域

３ 京都府の特徴的な農林⽔産物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

米／野菜／茶／⼩⾖・⿊大⾖／果樹・花き／畜産物／木材
特⽤林産物／⽔産物

４ 京都府の農林⽔産業・農⼭漁村の未来づくり
〜希望と活⼒に満ちた農林⽔産業と農⼭漁村暮らしの共創〜

【戦略１】スマート&コラボで農林⽔産業の夢と未来を創る ・・・・ 9

スマート農林⽔産業／加⼯⽤野菜産地化⽀援／アグリビジネス戦略／ほ場整備事業／農業
⽤ため池の防災・減災対策／農地中間管理事業／京⼒農場プラン／海洋調査船「平安丸」

【戦略２】「林業の再⽣」と「防災・減災」の両輪で
健全な森林を目指す・・・・ 13

新たな森林管理システムの着実な推進／次世代林業を担う林業事業体の⽀援／府内産木材の
利⽤拡大／森林の防災・減災対策

【戦略３】「京都らしさ」を⽣かした
バリューチェーンで国内外への展開を加速する・・・・ 15

「おいしい京都」世界戦略／京の米の新たな需要創造／宇治茶の新たな需要の創造／つくり
育てる漁業／資源管理型漁業／内⽔⾯漁業／安⼼・安全情報の⾒える化／GAP／京のこだわり
畜産物⽣産農場／⾷の安⼼・安全⾏動計画／⾷育推進計画

【戦略４】人づくりの裾野を広げ多様な人材が育む
産業・地域を実現する・・・・ 19

農業経営チャレンジ⽀援／京都農⼈材育成センター／農業大学校／林業大学校／海の⺠学舎
／宇治茶実践型学舎／畜産分野の担い⼿確保／アグリセカンドライフの推進／京の農林⼥⼦
ネットワーク／京の農業応援隊／若い農の担い⼿対策／モデルフォレスト運動・モデルファー
ム運動

【戦略５】地域住⺠に寄り添い、強みを磨いて
農⼭漁村（ふるさと）の絆を守る・・・・ 24

農山漁村への移住の促進／農村振興／都市農業／有害鳥獣対策／「⾷の京都」推進／「農・
観」連携による地域観光エリアの創出

5 参考・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 28
おいしさと信頼の目印 京のブランド産品／
４つの京都プロジェクト 〜もうひとつの京都〜



0

20

40

60

80

100

H元 H5 H10 H15 H20 H25 H28 H30

（億円） 京都府漁業産出額の推移

0

50

100

150

H元 H5 H10 H15 H20 H25 H30

（億円）
京都府林業産出額の推移

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H元 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 30

米
・
野
菜
産
出
額
（億
円
）

農
業
産
出
額
（億
円
）

京都府農業産出額の推移

農林⽔産業の現況
⼟地利⽤状況

⽣産額状況

京都府の⾯積は461,220haで、そのうち約
74%が森林⾯積であり、森林率は全国で第12
位（※）となっています。

耕地⾯積は、府の⾯積のうち約７%で、耕
地⾯積のうち約８割が田です。

農業産出額は平成元年⽐で約9%減少してい
ますが、野菜の産出額は約20%増加していま
す。

林業産出額は平成元年⽐で、約65%減少し
ていますが、近年、特⽤林産物の産出額は増加
傾向にあります。

漁業産出額は平成元年⽐で、約50％減少し
ていますが、養殖業の産出額が増加しています。

（漁業・養殖業⽣産統計年報）（府林業振興課調べ）

（⽣産農業所得統計）

(うち⺠有林の⾯積 335,271ha)
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田 23,300ha（77.7%）

耕地⾯積構成（令和元年）

普通畑
3,600ha（12.0%）

3,010ha（10.0%）

樹園地

牧草地
68ha（0.2%）

耕地面積
29,900ｈａ
（6.5％）

その他
88,680ｈａ
（19.2％）

森林面積
342,636ｈａ
（74.3％）

京都府の総面積 461,220ha

総面積に占める中山間地域の割合

都市的地域
126,193ｈａ
（27.4%）

中山間地域
325,848ｈａ
（70.6%）

平地的地域
7,912ha

（1.7%）

野菜

米

木材⽣産等

特⽤林産物

海⾯養殖業

海⾯漁業

（京都府林業統計、令和元年耕地及び作付面積統計）

（農林業センサス2015、農用地域類型区分コード）

52億円
(H30)

39億円
(H30)

704億円
(H30)

（令和元年耕地及び作付面積統計）

（※ 平成29年３月31日時点 林野庁 都道府県別 森林率・人工林率）



担い⼿状況

農林漁業従事者は、減少傾向にあるととも
に、高齢化が進んでいます。農業就業⼈口は、
この20年間で、約52%減少し、特に平成17
年から平成27年までの10年間で約1.5万⼈も
減少しています。

林業労働者は、この20年間で約68%減少、
漁業就業者は約42%減少しています。

現在、農林漁業従事者のうち60歳以上が占
める割合は、農業で約82％、林業で約24％、
漁業で約50％であり、農業・漁業では全国平
均を上回っています。こうした中、将来を担
う農林漁業者の確保・育成が急務となってい
ます。

農林⽔産業は、京都府の多くを占める農山漁村の地域経済を⽀える重要な役割だけでなく、環境の保全、
⽔資源のかん養、リフレッシュ空間の提供など、京都府⺠の⽣活にとって重要な役割を担っています。その
公益的機能の評価額は、京都府全体で１兆円以上とも試算されています。

農

業

機能の種類 評価額

林

業

機能の種類 評価額

水
産
業

機能の種類 評価額

洪水防止機能 245 土砂災害防止機能 4,730 環境保全機能 38

河川流況安定機能 106 水源涵養機能 4,790 物質循環補完機能 54

土砂崩壊防止機能 34 地球環境保全機能 210 保養・交流・教育機能 323

土壌浸食(流出)防止機能 23 － － 生態系保全機能 11

－ － － － 生命財産保全機能 12

合 計 408 合 計 9,730 合 計 438

農林⽔産業と農山漁村が果たす役割

（⽇本学術会議答申(H13.11)をもとに京都府で試算）

（農林業センサス）

（府林業振興課調べ） （漁業センサス）

（単位︓億円）
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中丹地域中丹地域

（宮津市、京丹後市、
与謝野町、伊根町）

（福知山市、舞鶴市、綾部市）
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丹後

中丹

南丹

京都市

山城

本地域は、京都府の⼈口の約８割が集まっている地域です。若い担
い⼿が多いのが特徴で、京野菜や花きなど集約型の作物が多く⽣産さ
れています。また、宇治茶の代表的な産地でもあります。

京都市の北部は、北山杉の表⾯をなめらかに磨きあげた磨丸太の産
地として有名です。

乙訓地域は、⽵林が多く、良質なタケノコが⽣産されています。
鴨川などでは、漁協や府⺠グループによりアユの遡上を⼿助けする

活動が⾏われています。

京都市・山城地域京都市・山城地域

（京都市、宇治市、城陽市、向⽇市、⻑岡京市、八幡市、
京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井⼿町、
宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村）

南丹地域南丹地域

（⻲岡市、南丹市、京丹波町）

各地域の農林⽔産業の特徴

丹後地域丹後地域

みがきまるた

北部を流れる由良川沿いを中⼼にお
米づくりが盛んです。

また、丹波くりや⼩⾖、紫ずきん、
万願寺甘とう、お茶などの京都を代表
する特産物の⽣産や、こだわりを持っ
て⽣産された卵や地鶏など養鶏も盛ん
な地域です。

由良川では、春にはアユ、秋はサケ
が⽇本海からのぼってきます。

丹後地域は、「丹後産コ
シヒカリ」に代表されるお
米づくりが盛んな地域です。
お米の⾷味ランキングで⻄
⽇本最多12回の「特A」評
価を受けるなど、全国でも
トップクラスのおいしいお
米の産地です。

また、京野菜や果樹など
の⽣産、和牛⼦牛の⽣産も
盛んに⾏われています。

京都府では５つの市町が海に⾯しています。海流の影
響や地形の特性から、舞鶴市・京丹後市のズワイガニ、
宮津湾のトリガイ、伊根町のブリ、久美浜湾のカキなど、
それぞれの地域で特徴のある⽔産物が漁獲されています。

京都府内で有数の穀倉地帯であり、⿊
大⾖・⼩⾖のほか、京みず菜、紫ずきん、
京壬⽣菜など「ブランド京野菜」の栽培
が盛んです。和牛肥育、酪農、養豚など
の畜産も盛んな地域です｡

また、京都府内有数の林業地帯でもあ
り、丹波高原周辺は、昔から⾹りの良い
「丹波まつたけ」の産地です。粒が大き
く、甘い「丹波くり」なども有名です。

さらに､美山川はおいしいアユがとれる
ことで全国的にも知られています｡

き ょ う み ぶ な



全国的に有名な「宇治茶」は、およそ800年前に明恵上⼈の薦めで京
都の栂尾や宇治で育てられたのが始まりです。てん茶（抹茶の原料）、
煎茶、⽟露など、品質にこだわって栽培された様々なお茶は味・⾹りが
素晴らしく、数多くの茶品評会でも１位を獲得するなど高い評価を受け
ています。また、てん茶、⽟露は⽣産量も全国１位となっています。

高品質な宇治茶を⽣産するため、被覆棚や製茶⼯場を整備するととも
に、宇治茶の魅⼒を伝える「宇治茶伝道師」の派遣や情報発信アプリ
「お茶なび」の配信、facebook「宇治茶LOVE」による情報発信、新し
い飲み方の提案など、宇治茶の消費拡大を図る取組も⾏っています。

また、平成27年４月に、京都府南部の山城地域で育まれてきた宇治
茶の歴史や文化が「⽇本茶800年の歴史散歩」として、⽇本遺産の第１
号に認定されました。

この宇治茶の素晴らしさを⽇本や世界の⼈々に伝え、⼈類共通の貴重
な宝として将来にわたって継承していくことを目的に、宇治茶の世界文
化遺産登録の取組を進めています。

茶茶

地域の気象条件を⽣かしながら、「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「ヒ
ノヒカリ」などの⾷味を重視した米⽣産を進めています。丹後産コシヒ
カリは、⽇本穀物検定協会の⾷味ランキングで最高ランクの「特Ａ」の
評価を丹後産コシヒカリは12回、丹波産キヌヒカリは3回受けるなど、
そのおいしさには定評があります。また、令和元年には大嘗祭で使⽤す
る米に南丹市の「キヌヒカリ」が選ばれました。

また、京都府では古くからお酒づくりが盛んです。府が独自に育成し
た酒米品種「祝」や「京の輝き」などは酒造業界からの需要が高く、⽣
産拡大を進めています。酒米の「祝」と、「祝」でつくられた「京の
酒」は京のブランド産品としても認証されています。

京のブランド産品マーク

丹後産コシヒカリ

「祝」でつくられた「京の酒」
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米米

野菜野菜

京都府の特徴的な農林⽔産物

みょうえ

とがのお

ブランド京野菜

京都府の野菜⽣産は、農業産出額の約36％（平成30年︓第1位）を占
め、米を上回る主要な品目となっています。

⼟づくりや環境にやさしい栽培等を基本とする「京都こだわり農法」
により、安⼼・安全なものづくりを⾏い、品質が良く⽣産地を厳選した
ものを「ブランド京野菜」（京のブランド産品）として認証する取組を
進めています。その結果、平成元年と⽐べて平成30年の野菜⽣産額は
20%増加しています。

今後も京野菜の⽣産拡大・安定出荷に向け、パイプハウスや集出荷施
設の整備を⽀援するとともに、農業改良普及センター等による技術指導
をはじめとした伴走⽀援を実施します。

文化的景観の茶畑

宇治茶世界文化遺産登録推進
のロゴマーク

宇治茶



カキ、ナシをはじめ、ブドウ、モモ、イチジクなど多様な果樹が栽培
されています。特に丹後地域で栽培されているナシは、平成12年に果
実では初めて京のブランド産品として認証され、11.5度以上の糖度の
あるものだけを「京たんご梨」として販売しています。

また、京都はお寺や神社が多く、お供え・お祭り⽤の花の需要が高い
ことや、いけばなが盛んなことから、古くから様々な種類の花が作られ
てきました。

花しょうぶをはじめコギク、バラなど多くの種類の花が、府内各地で
⽣産されています。
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果樹・花き果樹・花き

畜産物畜産物
畜産は野菜、米に次ぐ産出額第３位の品目であり、特

に南丹以北の中山間地域において重要な産業となってい
ます。

京阪神の大消費地へ｢京都肉｣、｢京都ぽーく｣、｢新京
地どり｣など高品質で特⾊あるブランド畜産物を供給し
ているほか、有名料理店での取扱いの拡大、京野菜等と
京都産畜産物を取り合わせて料理店で提供する「京のお
もてなし企画」等によるPRを⾏っています。

併せて、碇高原牧場を活⽤した受精卵移植による和牛
⽣産や⻑期不受胎牛の受胎促進等和牛⼦牛の増産対策に
も取り組み、質と量、ブランド⼒を向上させ、よりおい
しい京都産和牛肉を、府⺠の方々をはじめ国内外から京
都を訪れる観光客の方々に向けて提供していきます。

丹波⿊大⾖、丹波大納⾔⼩⾖は、昼夜の温度差がある中山間地域を中
⼼に⽣産され、その優れた品質は全国的に知られています。

京都府では、和菓⼦向けに需要が高まる中、それに応える産地づくり
を進めるため、新技術の普及、作業の機械化・省⼒化などの取組に対し
て⽀援しています。

⼩⾖・⿊大⾖⼩⾖・⿊大⾖

丹波大納⾔⼩⾖

丹波⿊大⾖

京たんご梨

花しょうぶ

京都肉

京都ぽーく新京地どり
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京のブランド産品である「丹波くり」は1200年以上前から栽培されてお
り、京都・丹波地域が「丹波くり」の発祥の地と⾔われています。近年、
くりの木の⽼朽化や⽣産者の高齢化等により、くりの⽣産量は最盛期
(1978年)の１割以下にまで減少しています。しかし、大粒でおいしい「丹
波くり」には京菓⼦業界から根強い需要があり、⽣産量の拡大に向けた取
組を進めています。

秋の味覚の代表格である「丹波まつたけ」は、近年⽣産量が大幅に減少
していますが、⾹りが良く、弾⼒に富んだ⻭ごたえがあり、高級品として
広く知られています。

京丹波町では、府内産のスギ間伐材と米ヌカを原料とした菌床栽培によ
り、ホンシメジや同属のハタケシメジが⽣産されています。ホンシメジは、
「⾹りまつたけ味しめじ」と⾔われるように、古くから親しまれてきた美
味しいきのこで、中でも京丹波町で⽣産される「京丹波大⿊本しめじ」は
京のブランド産品として販売されています。

京都市の北部（北山・京北⼀帯）で育つ北山杉の⽪をむいて加⼯してつ
くられる北山丸太は、材質の緻密さや木肌の滑らかさ、光沢に優れた、全
国的に知られる銘木です。北山杉は約600年前から作り始められたといわ
れています。茶室や数奇屋の建築⽤材として⽤いられ、和室の床柱として
⽇本の伝統家屋を⽀えてきました。

近年では住宅様式の変化により需要が減少しているものの、平成18年に
は地域団体商標を取得するなど北山丸太のブランド化や品質の向上を図る
とともに、近代建築にも調和する利⽤法の開発など新たな需要の創出にも
取り組んでいます。

京のブランド産品である「丹後とり⾙」は、京都の夏を代表する⽔産物
のひとつです。栄養豊富な内湾で漁業者が丹念に育てた⾙は大型で肉厚、
柔らかではんなりとした甘みがあり、まさに絶品です。

また、鮮度を保つため厳格な基準により取り扱われる「丹後ぐじ（アカ
アマダイ）」も京のブランド産品のひとつとなっています。美しい外観と
ともに、その身は淡白ながら甘みがあり柔らかく上品そのもので、京料理
には欠かせない存在です。焼き物、お吸い物、蒸し物など様々な料理に重
宝されています。

そのほかにも、秋から冬にかけてたっぷりと脂が乗ったサワラを高鮮度
でお届けする「京鰆」、活け締めによって刺身でも⾷べられる鮮度を実現
した「活〆京のあかがれい」など、高品質な新商品が続々と登場していま
す。

木材木材

特⽤林産物特⽤林産物

⽔産物⽔産物

北山杉

⽇本の伝統家屋を⽀える
北山丸太

丹波くり

丹波まつたけ

京丹波大⿊本しめじ

活〆京のあかがれい

丹後ぐじ

丹後とり⾙
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「京 都 府 農 林 ⽔ 産 ビ ジ ョ ン」
〜希望と活⼒に満ちた農林⽔産業と農山漁村暮らしの共創〜

京都府農林⽔産部では、令和元年10月にスタートした新たな総合計画「京都府総合計画（京都夢実現プ
ラン）」における農林⽔産分野の目指すべき姿や施策の方向性について体系化及び具体化し 、農林⽔産
施策における今後の取組の方向性を示す『京都府農林⽔産ビジョン〜希望と活⼒に満ちた農林⽔産業と農
山漁村暮らしの共創〜』を令和元年12月に策定し、施策を展開しています。

◯セキュリティ（安心・安全）
防災対策や食の安全確保など
安心・安全な地域社会を実現

◯ビジネス（農林⽔産業）
魅⼒的な「産業」として夢あふれる
農林⽔産業のイノベーションを実現

◯コミュニティ（農山漁村）
地域の人々の希望と
活⼒に満ちた農⼭漁村を実現

５ つ の 重 点 戦 略

【戦略１】 スマート＆コラボで農林⽔産業の夢と未来を創る（P9〜12）

◯中⼭間地域が多い等の本府の特性を踏まえたカスタマイズで｢スマート農林⽔産業｣を実現
◯産地と実需者との情報共有、小規模経営者への伴走支援で農商工連携を面的に拡大

【戦略２】 「林業の再⽣」と「防災・減災」の両輪で健全な森林を目指す（P13〜14）

◯新たな森林管理システム等を契機とした総合対策で持続的な林業経営、木材供給の拡大を実現
◯奥地等の森林保全や風倒⽊対応、府⺠への情報発信等で、山地災害対策を強化

【戦略３】 「京都らしさ」を⽣かしたバリューチェーンで国内外への展開を加速する（P15〜18）

◯消費者ニーズに即した差別化戦略や京の食文化のフル活用で新たな需要を開拓
◯機能性やおいしさなど“「⾼品質」の⾒える化”で信頼の基盤を構築

【戦略４】 人づくりの裾野を広げ多様な人材が育む産業･地域を実現する（P19〜23）

◯法人のインキュベーションや働き⽅改⾰、企業参⼊、集落営農の強化等で担い手を確保
◯移住者や副業・兼業者等の外部人材と地域を橋渡しすることで“半農半Ｘ”等を拡大

【戦略５】 地域住⺠に寄り添い、強みを磨いて農山漁村(ふるさと)の絆を守る（P24〜27）

◯多様な形で継続的に地域と関わる人々の創出と、仕事・住居等の一体的支援で移住を促進
◯地域資源を生かしたなりわいづくりや観光等で持続的な農山漁村コミュニティを形成

概ね２０年後に実現したい３つの姿
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１．スマート技術の実装による⽣産現場の抜本強化

スマート農林⽔産業スマート農林⽔産業

傾斜地リモートセンシング

農林⽔産業のスマート化は、熟練の⽣産者が持つ技術やノウハウの数値化、可視化による、若⼿後継者
や新規就業者への技術継承や、栽培環境の最適化による収量・品質の向上、管理作業の自動化による省⼒
化など、次世代農林⽔産業の実現⼿段として大いに期待されています。

京都府では傾斜地で⼩さな⽔田が多い中山間地域への導⼊や、京野菜・宇治茶など特産物への活⽤を進
めるため、相談窓口の設置やスマート技術に関する展示会の開催とともに、実証農場における新技術の開
発・実証と栽培条件や品目に合わせたカスタマイズに取り組んでいます。

技術の導⼊が経営に有効かどうか⽣産者が判断するための情報を積極的に提供し、スマート技術の実装
を推進していきます。

自動運転トラクター スマ-トフォンによる生育診断

ドローン

【スマート農業加速化実証プロジェクト】※

稲作（令和元年度～２年度）：亀岡市保津町で、耕うんから収穫まで一貫体系でスマート技術・機械を導入し、ほ場管理の省力化、

栽培管理の精度向上による増収・高品質化の実証に取り組みます。

茶（令和２年度～３年度）：南山城村で、てん茶（抹茶の原料）の品質に関わる栽培管理の時期判断・傾斜地での管理作業を

省力化する技術を導入し、中山間傾斜地における高品質てん茶生産の省力化の実証に取り組みます。

※稲作、茶の実証プロジェクトはともに、農林水産省「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト）」

（事業主体：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）の支援により実施しています。

稲作 茶

茶生育等予測マッピングシステム

乗用型散布量自動調整防除機
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２．異業種・異分野とのコラボによる新しい農業ビジネスの創出

加⼯⽤野菜産地化⽀援加⼯⽤野菜産地化⽀援
企業や集落営農組織、中核的農業者、U・Iターン新規就農者等とのマッ

チングにより形成したコンソーシアム（連携事業体）に対し、地域に適し
た栽培方法を確⽴するための試験栽培や排⽔対策などのほ場の基盤整備、
新たに必要となる機械・施設整備等の⽀援を⾏います。

九条ねぎに続く加⼯野菜の産地化を目指して、特に中・北部地域の加⼯
野菜の⽣産拡大、規格外品の有効活⽤による付加価値の向上、地域農業者
の所得向上等を図ります。

加⼯⽤キャベツの収穫風景

アグリビジネス戦略アグリビジネス戦略アグリビジネス戦略
農林⽔産業の産地と⾷品製造業・流通業・外⾷産業等の企業

が連携し、消費者や実需者のニーズを踏まえた新商品や新サー
ビスを開発することにより、府内産農林⽔産物のブランド⼒の
向上や新たな需要を創出し市場拡大を図ります。

新商品・サービスの開発にあたっては、「京の農業応援隊」
や「中⼩企業応援隊」との連携や、加⼯技術・マーケティング
等の専門家派遣により、６次産業化・農商⼯連携による商品開
発から販路開拓までを⼀貫して⽀援することで、売れる商品づ
くりを促進します。
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農業⽤ため池の防災・減災対策農業⽤ため池の防災・減災対策

ほ場整備事業ほ場整備事業
ほ場整備では、⼟地利⽤に合わせて、農地を農業のしやすい形に整

形し、⽤排⽔路や農道の整備を併せて⾏うことで、⽣産性の高い農地
を⽣み出します。これによって効率的な営農を可能とすることで、担
い⼿への農地の集積と経営規模の拡大を目指します。

近年は、担い⼿への集積を更に進めるため、農業者に費⽤負担を求
めない「農地中間管理機構関連農地整備事業」等も活⽤されており、
令和２年３月末時点の京都府内のほ場整備率は62.7％となっていま
す。

３．農林⽔産業を⽀える強い基盤づくり

農業⽤ため池は、降⽔量が少ない地域などで農業
⽤⽔を確保するための施設で、 全国に約16万箇
所、京都府内には約1,500箇所あります。

その多くは江⼾時代以前の築造とされ、⽣物の⽣
息等の場や地域の憩いの場の提供など、多⾯的な機
能を有するとともに、大⾬時には⾬⽔を⼀時的に貯
留するなど地域の防災減災の役割も期待されていま
す。

しかし近年、⽼朽化はもとより、下流では都市化や混住化が進む地域
も多く、また、豪⾬や大規模地震によるため池の決壊等で、尊い⼈命が
失われる被害も発⽣したことなどを踏まえ、「農業⽤ため池の管理及び
保全に関する法律」（令和元年７月施⾏）により、適正な管理・保全が
義務化され、関係者の責務が明確化されました。

このような状況の中、京都府では、市町村等と連携し「京都府農業⽤
ため池管理保全サポート協議会」を設⽴（令和２年３月）し、現地での
助⾔・指導等の活動を⽀援するとともに、⽼朽化の著しいため池の計画
的な改修や防災重点ため池におけるハザードマップ作成⽀援など安⼼・
安全の向上に努めています。
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担い⼿への農地の集積・集約化を推進し、農地の有効
利⽤と農業経営の効率化を図るため、京都府農地中間管
理機構が農地所有者と担い⼿との間に⼊り、農地の借
受・貸付を促進しています。

市町村や関係団体と協働し、貸出農地の掘り起こしや、
借受希望者とのマッチングを進めています。

農地を
貸したい人

農地を
借りたい人

京都府農地中間管理機構
（（一社）京都府農業会議）

公的機関である機構が農地をまとめ
て借受け、新たな担い⼿へ貸付け

貸付け 貸付け

農地中間管理事業農地中間管理事業

海洋調査船「平安丸」海洋調査船「平安丸」
京都府海洋調査船「平安丸」は、沿岸定線観測調査（沖合

約200ｋｍ、⽔深1,000ｍまでの⽔温・塩分や潮流など）を
主とした「海洋観測」や主要魚介類（ズワイガニ、カレイ
類・ブリなど）の「資源⽣態調査」等を実施しており、
「海の京都」への新鮮な⽔産物供給や府⺠の安⼼・安全など
に貢献しています。

現在の「平安丸」は平成９年に建造され、建造後20年以上
が経過して⽼朽化が進み、航⾏の安全や調査に⽀障をきたし
ていることから、府漁業の経営安定と漁村の活性化に貢献す
るため、現在の「平安丸」に代わる最新の性能を備えた調査
船が令和４年度に竣⼯予定です。

｢京⼒農場プラン｣とは、「誰がどの農地で営農していくのか」や「地域(集落)全体の営農体制を
どうしていくのか」といった地域の「⼈」と「農地」の課題を解決するために、話し合いによって
作成される未来の設計図であり、プランの実質化に向けた点検⾒直しや、新規作成の取組を地域
（集落）ごとに進めています。

｢京⼒農場プラン｣をベースにして､市町村や関係機関と連携を図りながら､農地集積や基盤整備､担
い⼿の確保・育成など､様々な⽀援を⾏います｡

京⼒農場プラン京⼒農場プラン
きょうりょく



近年の度重なる山地災害の発⽣など適切な森林管理の必要性が高まる中、森林経営管理法に基づ
く、市町村を主体とした「森林管理システム」が平成31年4月から始まりました。

このシステムでは、適切に管理されていない森林について、所有者の意向を確認の上、林業経営
に適した森林は、市町村を介して、意欲と能⼒のある林業経営者に集積・集約化する⼀方、林業経
営に適さない森林は、市町村が間伐を⾏う等適切に管理することによって、林業の成⻑産業化と適
切な森林管理の実現を目指しています。
また、府もこのシステムを推進するために、①市町村に提供する森林資源情報の精度向上、②市町

村への技術的な助⾔を⾏う相談窓口の設置、③市町村職員を対象とした専門的な知識・技術に関す
る研修の実施などによって、市町村を⽀援しています。

令和２年度には、森林整備の実施に必要な現地調査や施業の企画・⽴案など、専門性の高い業務
を⽀援する組織として、「京都森林経営管理サポートセンター（仮称）」を設⽴し、市町村が⾏う
新たな森林管理システムの取組を⽀援していくこととしています。

新たな森林管理システムの着実な推進

１．京都産木材サプライチェーンの再構築と安定的な経営の実現

13

次世代林業を担う林業事業体の⽀援次世代林業を担う林業事業体の⽀援
⽣産性の向上と府内素材⽣産量の増加の実現による林業の成⻑産業化と適切な森林管理の両⽴を

目指し、府内の林業を担う林業事業体の経営をソフト・ハードの両⾯で総合的に⽀援を⾏います。
林業事業体の経営⼒の向上や⼈材確保のための対策として、経営診断の実施や就業環境の改善に向

けた取組を⽀援するとともに、⽣産性の向上のために高性能林業機械の導⼊⽀援や先端技術を搭載し
た林業機械の操作研修を実施していきます。また、素材⽣産量の増大に向けて、新たな木材需要に対
応するための木質バイオマスの⽣産体制の整備を推進していきます。

森林経営管理サポートセンター（仮称）設立に
関する市長会、町村会から知事要望



近年頻発する台風や集中豪⾬等により流木・倒木被害が拡大しているため、⼿⼊れが遅れた森林
の間伐や治山ダム、流木捕捉施設の設置などについて、山地災害危険地区（※）の特に危険度が高
い箇所から計画的に実施しています。

また、令和元年度からは、「京都府豊かな森を育てる府⺠税」を活⽤し、倒木や表⼟流出等によ
り、⼈家等に被害を与えるおそれのある区域（山地災害危険地区等）において、市町村が地元（森
林所有者・住⺠等）の合意を得た箇所の危険木の撤去等を⾏うことができる災害防⽌森林整備事業
を創設し、防災・減災対策を強化しています。

山地災害危険地区とは

山崩れ、地すべり及び土石流などにより、人家や公共施設に直接被害がおよぶおそれのある山地のことで、

林野庁が定める調査要領に基づき、地形図や地質図などの図面を使って、傾斜などの地形状況や地質、植

生などを京都府が調査し、一定基準以上の危険性があると判断された山地です。（京都府HPで公開）

２．森林災害の防⽌・低減に向けたハード・ソフト両⾯からの対策強化

森林の防災・減災対策森林の防災・減災対策
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森林資源の循環利⽤を推進し、適切に森林整備を進めるためには木材の
利⽤が重要です。

輸送過程におけるCO2排出量の少ない「ウッドマイレージCO2 京都の木
認証」を受けた府内産木材を使⽤した建築物への⽀援や府内産木材を利⽤
した商業施設・福祉施設の整備への⽀援、府内産木材の利⽤を幅広く推進
するため令和元年度新たに創設した「京都の木証明」された府内産木材の
普及を図ることなどにより、地球温暖化防⽌を推進するとともに、府内産
木材の利⽤拡大を進めています。

また、府内産木材の品質・性能、流通状況などを取りまとめて周知して
いるほか、CLT（Cross Laminated Timber︓ひき板を直交するように重
ねて貼り合わせたパネル）などの新たな木質材料の利⽤拡大にも取り組む
など、府内産木材の機能や魅⼒を広く発信し、需要拡大に努めています。

京都府産木材
認証制度の
シンボルマーク

府内産木材の利⽤拡大

オール府内産木材（⼀部CLT使⽤）
による木造建築で茶業研究所をリ
ニューアル
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１．京都ブランドの世界展開の加速化と国内戦略の再構築

京野菜等の京都府産農林⽔産物の需要拡大に向け、⽇本⾷への関⼼が高く、
⽐較的距離が近い⾹港、台湾、シンガポール等アジア地域への輸出を促進し、
新たな市場開拓に取り組んでいます。

⾹港への輸出促進の取組では、現地に「マーケット開拓員」を配置し、周
年で京都府産農林⽔産物を取り扱う販売店や料理店を「京もの提供店」に認
定するとともに、大型店舗において、京ものPRフェアを開催し、京都府産農
林⽔産物のおいしさや⾷べ方をPRすることで、認知度向上と消費拡大を図っ
ています。

また、平成26年度から、「Kyoto Beef 雅（みやび）」のブランド名で京
都産和牛の輸出に取り組み、これまでにシンガポールや⾹港、イタリア等の
高級和⾷レストランに提供し高い評価を受けています。また、平成31年２月
には、再整備された京都市中央卸売市場第⼆市場からタイへの初輸出も⾏い
ました。

「おいしい京都」世界戦略「おいしい京都」世界戦略

⾹港現地高級スーパー
マーケットで販売促進活動

京都産和牛輸出ブランド
「Kyoto Beef 雅」

オリジナル良⾷味米の開発、情
報発信を進めるとともに、「京の
米」の新たな需要を創造し、消費
者ニーズに応える戦略的な米の⽣
産・流通を実現します。

具体的には、①ターゲットを絞
り戦略的に売る、②商品価値を上
げ、商品価値に⾒合った価格で売
る、③品質に適した⽣産⼿法で効
率化を図るという３つの戦略で施
策を推進します。

また、令和３年度から府内限定
で本格販売を予定する京都府オリ
ジナル米新品種のブランド化と
PRを戦略的に推進します。

京の米の新たな需要創造京の米の新たな需要創造

KYOTO米

平成31年４月１⽇から施⾏された「京都府宇治茶普及促進条例」の趣旨
である、府⺠が宇治茶を愛飲し、⼼が潤される京都を築くために、新たな
需要の創造に取り組んでいます。

令和２年度は、新商品「京都宇治⽟露 ⽟兎」のプロモーションを展開
するとともに、宇治茶の世界文化遺産登録に向けた、世界遺産委員会での
PR等を実施します。

宇治茶の新たな需要の創造宇治茶の新たな需要の創造

京都宇治⽟露「⽟兎」
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海には魚や⾙、海藻を増やす⽣産⼒があります。京都府ではこの海の⽣
産⼒を利⽤するため、漁業者と⼀緒になって、魚や⾙の⼦供を放流し育て
る栽培漁業や、魚や⾙の⽣活場所を確保するための環境づくりを積極的に
⾏っています。

また、京都府ではブリやマダイなどの魚類養殖のほかに、全国的に珍し
い魚⾙類の養殖も⾏っています。舞鶴湾などでは、京のブランド産品「丹
後とり⾙」の養殖が⾏われています。「丹後とり⾙」は通常のトリガイの
約３倍の大きさとなるのが特徴で、京都府は大規模なトリガイの養殖に全
国で初めて成功し、安定的に⽣産しています。

伊根湾ではクロマグロの養殖が⾏われています。クロマグロの養殖は、
稚魚から育てるのではなく、近海で獲れた大型魚を⽣け簀に収容して、約
半年間育てる短期養殖です。

つくり育てる漁業つくり育てる漁業

クロマグロの養殖

魚や⾙、海藻などの天然資源を利⽤する漁業においては、将
来にわたり漁業を続けていくため、獲りすぎないよう、資源を
適正に管理しながら利⽤する「資源管理型漁業」を推進してい
ます。具体的には、魚の取れる時期やサイズを決めたり、⼦供
の魚やカニは網から抜け出せるように漁具を⼯夫したりするこ
とにより、⽣態系を守りながら環境に優しい漁業に取り組んで
います。

京都府内の河川では昔から、アユやアマゴなどを釣ったり⾷べたりして
楽しむなど、⽣活に密着した営みとして漁業が⾏われています。京都府で
は、漁協等と協⼒し、海から遡上する天然のアユや、自然に川で産まれる
魚を増やす取組を進めています。

また、内⽔⾯における養殖では、コンクリート製の池で流⽔飼育するも
のと、ため池のような場所で⾏う⽌⽔飼育するものとに大別されますが、
府内ではニジマス、アユ、アマゴが前者の方法で、コイ、フナ、モロコな
どが後者の方法で養殖されています。

資源にやさしい改良漁具（底びき網）

資源管理型漁業資源管理型漁業

内⽔⾯漁業内⽔⾯漁業

アマゴなどの養殖施設

「選択網」
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安⼼・安全情報の⾒える化安⼼・安全情報の⾒える化

栽培履歴記帳の電⼦化を進め、農家が⽣産に集中できる環境を整備することで府内産農林⽔産物の競争⼒
を高めるとともに、⽣産・流通過程の⾒える化を図り、消費者等へ府内産農産物の安全性をアピールしま
す。

GAPGAP

GAP（農業生産工程管理）とは

「Good Agricultural Practice」の略。食品安全や労働安全など農場経営管理の状況を、記録簿や掲示物に

よって確認・表示しながら改善することで、より良い農業経営を実現する取組みです。

ＧＡＰに取り組むことで、⽣産管理、効率性や経営意識が向上し、より良い農業経営の実現につながり
ます。また、第三者機関による審査、認証を受けることで、取引先に選択されやすくなることや消費者に
安⼼されるなど、販路の拡大も期待できます。

京都府では、ＧＡＰ指導員を養成するとともに、府内で初めて「GLOBAL G.A.P.」（世界基準の認証制
度）を取得した木津高校と農芸高校で農業者等を対象とした研修会を開催するなど、「ＧＡＰの実践」と
「ＧＡＰの認証取得」を進めていきます。

グ ロ ー バ ル ギ ャ ッ プ

ギ ャ ッ プギ ャ ッ プ

京都府では、法律の遵守はもちろんのこと、徹底した衛⽣管理と農場
の「こだわり」６テーマに取り組み、安⼼・安全な畜産物を⽣み出す農
場を平成25年度から「京のこだわり畜産物⽣産農場」として登録してい
ます。令和元年度末現在、府内62農場が登録されています。

「こだわり」６テーマ
① 家畜の飼育管理などの記録・ 管理の取組
② 農場や周辺の清掃・美化などの取組
③ 家畜の病気を予防する取組
④ 家畜へのストレスを減らす取組
⑤ 従業員教育や消費者との交流などの取組
⑥ こだわったエサなどの 農場自慢の取組

京のこだわり畜産物⽣産農場
ロゴマーク

京のこだわり畜産物⽣産農場京のこだわり畜産物⽣産農場

２．京都ブランドを⽀える流通の基盤づくり
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３．京の食文化を守り育む食育・地産地消の推進

農作物の栽培方法や調理方法、京都の⾷文化等の専門家で、⼦ど
もたちが「⾷」について学ぶことをお⼿伝いする方々を「きょうと
⾷いく先⽣」として認定（令和元年４月末現在247名）し、体験を
通じた「命」と「⾷」の大切さを学ぶ出前授業（令和元年度実績
派遣回数373授業）を⾏っています。

⾷育推進計画⾷育推進計画

京都府では「⾷の安⼼・安全⾏動計画」を３年ごとに策定しています。この計画に基づき、府⺠や
農林漁業者、⾷品事業者の協⼒をいただきながら、様々な取組を⾏っています。

第５次計画（令和元年度〜令和３年度）では、「⾷」を取り巻く情勢の変化や新たな課題に対応す
るための「２つの柱」を中⼼に、関係機関と連携して⾷の安⼼・安全を確保する取組を進めます。

さらに、⾷の安⼼・安全を脅かす可能性のある事案が発⽣した場合には、迅速な情報共有と初動対
応により、健康被害の防⽌と再発防⽌に努めます。

⾷の安⼼・安全⾏動計画⾷の安⼼・安全⾏動計画

第２の柱︓食の信頼感向上に向けた情報の提供と府⺠の食の選択⼒向上
◆府⺠と⾷品関連事業者が交流できる場を設け、相互理解を促進します。
◆インターネットやリスクコミュニケーションを活⽤し、府⺠の⾷に関する学習環境を充実します。
◆京都ならではの⾷文化の継承と⾷を大切にする意識の向上のための取組を進めます。

第１の柱︓新たな法制度に適応できる食品関連事業者等の育成
◆HACCPや⾷品表示などの制度に適応した安⼼・安全な⾷品を

提供する事業者を育成します。
◆持続可能な農業を推進するとともに、気候変動等に対応できる

農作物の品種開発等により、⾷料の安定供給を図ります。
◆⽣徒・児童、高齢者、外国⼈の方など誰もが安⼼して⾷事が

できる環境の整備を進めます。

◆府⺠や自治体職員などが災害発⽣時に適切に⾏動できるよう
対応⼒の維持・向上を図ります。

◆府内の農林⽔産物が農薬、飼料等を正しく使⽤し、適正に製造
されていることを監視・指導します。

◆⾷品製造施設の衛⽣管理や流通段階の⾷品表示が適正にされて
いることを監視・指導します。

⾷いく先⽣の授業風景

京都府では、府⺠が⾷に関わる全ての方々とともに、毎⽇の⾷を正しく選ぶことができる「⾷選
⼒」と、それをしっかり⾷べるための「調理⼒」を向上させ、⽣涯にわたって⼼身を健康に保つとと
もに豊かな⼈間関係の中で、それぞれの家庭や企業、産業や地域、そして京都府の未来が輝き続けら
れることを目指して「⾷育推進計画」を策定しています。

☆⾷いく先⽣☆⾷いく先⽣
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１．意欲ある「経営者」を育むオール京都体制と働き方改革の実践

農業経営チャレンジ⽀援農業経営チャレンジ⽀援

京都農⼈材育成センター京都農⼈材育成センター
「京都農⼈材育成センター」は、新規就農・就業の相談から体

験・研修・就農・就業まで⼀貫して⼈材の確保を図り、また、多様
な就業や就農の形態とそれぞれの発展段階に応じた経営⼒の強化を
図ることで農業者の成⻑を促進し、⽣産技術のみならず加⼯や販売
などのスキルも併せ持つ高度な経営感覚を備えた、地域農業を牽引
する⼈材を育成します。 研修会の様⼦

農業就業⼈口の減少が進む中、農業への新規参⼊希望者を技術習得から就農定着まで⼀貫して⽀援する実践
的な研修の場を整備し、将来の地域農業を牽引する中核的な担い⼿に加え、農業法⼈のもとで独⽴を目指して
ＩＣＴ等を活⽤した先進的な農業経営にチャレンジする若者を育成します。
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綾部市にある「農業大学校」では、農業に必要な知識や技術を習
得するための教育や研修を⾏っており、府内で農業を志す意欲の高
い方々が、豊かな自然に囲まれた環境の中で、収益性の高い京野菜、
宇治茶の⽣産技術や農業経営を学んでいただけます。

実践的な教育により京都府農業の担い⼿を養成する２年制の「農
学科」と、社会⼈向けの短期の「研修科」があり、「農学科」では
令和元年度は18名が卒業し、うち17名が就農や農業法⼈へ就業、農
業団体へ就職し新たな担い⼿として活躍しています。

農業大学校農業大学校農業大学校

実習中の大学校⽣

京丹波町にある｢林業大学校｣は、平成24年度に府が設⽴した⻄⽇本初
の林業専門の大学校であり、理論と実践を組み合わせた教育・研修プロ
グラムにより森林・林業に関わる幅広い⼈材の育成に取り組んでいます｡

全国の自治体では初めてとなる、最新鋭の高性能林業機械の操作研修
を取り⼊れた実践的な研修のほか、ドイツで海外研修を⾏うなど、２年
間で林業に関する幅広い知⾒を身に付けていただけます。
令和元年度末までに120名を育成し、うち104名が林業事業体など第⼀
線で活躍しています。

林業大学校林業大学校林業大学校

実習中の大学校⽣

宮津市にある「海の⺠学舎」は、京都府のほか、漁業協同組合等
関係団体からなる協議会が平成27年度に開始した取組です。京都府
⽔産業の振興と府北部地域の活性化のため、新たな個⼈漁業者や漁
業経営体の育成、若⼿漁業者の経営⼒向上、漁村ビジネスおこしの
リーダー育成を進めています。令和元年度末までに17名を育成し、
うち13名が京都の漁業で活躍しています。

トリガイ・イワガキの養殖やズワイガニ漁業など、府北部におけ
る漁業の特⾊を⽣かした２年間の研修プログラムにより、漁業就業
に必要な知識・技術を幅広く修得していただけます。

漁業、漁村への定着を目標に研修修了後も、継続的な技術指導や
漁村への移住・定住をサポートしています。

海の⺠学舎海の⺠学舎海の⺠学舎

実践研修の様⼦
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宇治茶実践型学舎宇治茶実践型学舎

「宇治茶実践型学舎」では、宇治茶⽣産を担う新規就農者を⽀援するための座学や技術研修を⾏ってい
ます。

数箇月間のインターンシップ研修で茶業を体験後、２年間の実践的な研修を実施します。
茶園での栽培技術、揉み茶、てん茶の製造技術など、茶業経営に必要な技術の習得により、経営がス

ムーズに開始できるようサポートします。

畜産分野では、農家の高齢化に伴い農家⼾数が年々減少している
ことから、第三者経営継承による就農の取組を推進しています。

畜産センターにおける基礎的研修のほか、畜産農家におけるトラ
イアル研修や就農研修、受⼊側となる畜産農家の法⼈化推進など、
「京都畜産未来の担い⼿づくり事業」を実施しています。

平成29年度には12年ぶりに酪農での新規就農者が誕⽣しており、
令和２年度からは、更なる畜産⼈材を確保するため、京都府農林⽔
産技術センター畜産センターを核とした「畜産⼈材育成研修制度」
を開始しました。

畜産分野の担い⼿確保畜産分野の担い⼿確保

酪農について学ぶ新たな担い⼿

畜産人材育成研修制度とは

京都府の畜産業の振興に向けて、畜産法人での就業や将来就農を目指す人材を育成するものです。

令和２年度は、酪農、肉用牛経営体への就業や経営継承による就農を目指す人材を育成するコース（研修

期間２年）の研修生を募集しています。

京都府内での就業や就農を目指す方を、行政（府や市町村）、畜産関係団体の協力体制により、研修から

就業までをバックアップします。
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２．農林⽔産業・農⼭漁村を⽀える人材の裾野拡⼤

アグリセカンドライフの推進アグリセカンドライフの推進
定年退職者など50歳代以上の世代等を対象に、農業への関⼼・ニーズの把握を⾏うとともに、就

農・農業法⼈等への就業につなげるため、 「アグリコンシェルジュ」を設置し、農業大学校におい
て必要なリカレント研修を実施しています。

「アグリコンシェルジュ」は企業に出向いて誘導活動等を⾏う調整役であり、相談対応や現地へ
の勧誘から就農希望者と農業法⼈等とのマッチングとフォローまで、幅広く活躍し、重要な役割を
担っています。

京の農林⼥⼦ネットワーク京の農林⼥⼦ネットワーク
府内でがんばる農林⼥⼦が活躍しやすい環境づくりを進め、農林

業に従事したいと思う⼥性を増やすため、「京の農林⼥⼦ネット
ワーク」を結成しました（令和２年３月現在５9名登録）。

京の農林⼥⼦ネットワークではお互いの夢や悩みを共有しながら、
仲間づくりを進めるとともに、農業経営能⼒のスキルアップを目的
とした「京の農林⼥⼦キャリアアップ集中講座」を開催し、農業経
営者として多くの⼥性が活躍できるように⽀援しています。また、
農作業を快適に進められるように開発した便利機能グッズを普及す
るため、開発商品のカタログを発⾏しました。 京の農林⼥⼦ネットワーク会議

京の農業応援隊京の農業応援隊
農業者の経営革新・経営向上を図るためには、農業技術の向上に加え、農地集積による規模拡大、

経営の多角化など幅広い観点からの⽀援が重要です。
そこで、商⼯関係団体からの経営⽀援員や農業関係団体職員、市町村職員、京都府職員などによる

「京の農業応援隊」を結成しました。「京の農業応援隊」は、経営革新にチャレンジする農業者に対
して、それぞれの経営計画などに合わせて、補助事業等の⽀援アイテムを活⽤しながら伴走⽀援を
⾏っています。

令和元年度から、新たに飲⾷店等の情報を持つ「中⼩企業応援隊」と⽣産者の情報を持つ「京の農
業応援隊」の連携を強化し、地元飲⾷店等と⽣産者とのマッチングを⽀援して府内農林⽔産物の販路
拡大を図っています。
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モデルフォレスト運動・モデルファーム運動モデルフォレスト運動・モデルファーム運動

京都府の森林は府域の約74%（約34万ha）を占め、地球温暖化や災害
の防⽌、景観の保全等多様な役割を担う府⺠共有の貴重な財産です。近年、
社会経済状況や⽣活環境の変化により、放置され荒れた森林が増えており、
林業関係者だけでは森林を守ることが困難になっています。

平成4年の世界地球サミットでカナダが提唱した「モデルフォレスト運
動」の理念の下、「京都モデルフォレスト運動」は、森の恵みを受けてい
る府⺠みんなで京都の森を守り育てる運動として、平成18年に国内で初め
て開始されました。

また、「京都モデルファーム運動」では、担い⼿不⾜、農家の高齢化、
鳥獣害の増加などにより年々増加する耕作放棄地を、地域と企業やNPO、
都市住⺠グループなどの多様な団体が協働して再⽣・活⽤し、農地の有す
る洪⽔の予防や地球環境の保全、美しい景観の形成、伝統文化の継承、⾷
育や環境学習における活⽤などの多⾯的で公益的な機能について、府⺠全
体で維持・保全を図っています。

森づくり活動の様⼦

農家との協同作業の様⼦

若い農の担い⼿対策若い農の担い⼿対策

将来の担い⼿の確保に向け、地域の先進的な農業者や農業法⼈と⾏
政・教育機関が連携し、高校⽣を対象とした農業現場体験や、大学⽣
を対象とした農業の起業化につながるフィールドワーク等を実施する
取組を⾏い、農業が持つ魅⼒を実感することで、職業意識の醸成を
図っています。

令和元年度は、府内の5つの農業高校が、地域の農業者との交流や、
農作業体験を⾏い、体験後のアンケート結果では、「農業をやってみ
たくなった」学⽣が増加するなどの意⾒もあり、教育現場からも、継
続して取組を続けたいと好評を得ています。

収穫体験を⾏う高校⽣
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農山漁村の担い⼿が減少する中、新たな担い⼿の確保を核と
した都市との共⽣によるまちづくりを総合的に推進し、活⼒あ
る地域を創出します。

☆移住促進条例（移住促進特別区域）☆移住促進条例（移住促進特別区域）

☆京都移住コンシェルジュ☆京都移住コンシェルジュ

☆空家改修、住宅整備、起業の⽀援☆空家改修、住宅整備、起業の⽀援

農山漁村への移住の促進

京都府の移住者は20〜40歳代が多い

京都府内の農山漁村で暮らしたいと考えている
方々の希望に応じ、移住相談対応から現地案内、
地域への定住までをサポートする総合案内⼈「京
都移住コンシェルジュ」を京都・大阪・東京窓口
に配置するとともに、地域情報等を紹介するセミ
ナーやイベントを開催しています。

平成27年度に「京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活⽤条例」を制定し、市町
村⻑の申出に基づき、移住促進特別区域を指定しています。（令和２年３月末現在15市町村99
地区）

移住促進特別区域では、市町村等と連携しながら、税の軽減、補助⾦の交付、⾦利負担の軽
減等の⽀援措置及び空家の適切な管理等に関する施策を実施し、移住者の受⼊れに取り組む地
域を⽀援しています。

移住促進特別区域内の空家の改修、企業や市町村と連携した賃貸住宅の整備、地域住⺠の自
宅の⼀部（いわゆる「離れ」等）の改修等、移住者のニーズに応じた住まいづくりを⽀援して
います。また、家屋を活⽤した店舗（カフェや⼯房等）や事務所等、移住者の起業に必要な設
備の整備を⽀援し、地域に定住できる仕事づくりを進めています。

１．持続的で希望と活⼒に満ちた地域づくり



25

多様な課題を抱える中山間地域等の活性化を図るため、
地域住⺠と地域外住⺠が交流・連携した持続性の高い農
村コミュニティづくりに向け、様々な活動が広がってい
ます。

過疎化・高齢化が進む農山漁村では、次世代の担い⼿が
不⾜し、空家や耕作放棄地の増加、協働作業の減少など、
コミュニティの存続が危ぶまれる地域も⾒受けられ、将来
にわたって持続・発展するため、都市住⺠等の「地域外
ファン」を巻き込んだコミュニティづくりを⽀援し、多様
な⼈・組織の連携協働による「⼈づくり」、「地域づく
り」を推進しています。

少⼦高齢化、過疎化の進⾏、地域コミュニティの衰退等により地域課題が増えている農山漁村地域にお
いて、地域に居住し、仕事を持ちながら、地域の維持・発展のサポートを⻑期的に取り組む公共的な役割
を担っていただく方々を「⾥の公共員」として任命しています。 （令和2年5月1⽇現在、５市町で10⼈
の「⾥の公共員」が活躍しています。）

☆農村型ＣＭＯ☆農村型ＣＭＯ
農山漁村の過疎化・高齢化が進む中、⼩規模農家を含めた農山漁村全体を守るため、外部⼈材の活⽤を

含めた農村コミュニティ活動の基盤づくりや、地域資源を活⽤した「なりわい」づくりから企業と提携し
たビジネスへの発展まで⼀体的に⽀援するなど、トータルマネジメントを⾏う農村型CMOの形成を進めま
す。

☆⾥の公共員☆⾥の公共員

（Community Management Organization）（Community Management Organization）

☆地域外ファンづくり☆地域外ファンづくり

地域の将来ビジョンづくり(ワークショップ)

農村振興農村振興

府立大学と連携した希少植物の保全活動
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都市農業

京都府の都市農業は、景観形成、防災、国⼟・環境の保全、学習
や交流の場といった多⾯的な機能を果たすとともに、消費地からの近
さを⽣かした新鮮な農産物の供給、伝統やブランド⼒ある特産品の育
成など、京の⾷文化を⽀えています。

京都府では、都市農業地域における農業⽤機械・施設のリース導⼊
や農地の貸し⼿と借り⼿のマッチング活動、体験農園の開設や⽣産者
直売マルシェの開催など総合的なサポートにより、「農」が育む多⾯
的機能と「都市」との共⽣社会を目指し、都市農業の⼀層の振興を図
ります。

良好な景観を形成する都市部の農地

体験農園での農作業の様⼦

有害鳥獣対策有害鳥獣対策
野⽣鳥獣による農産物被害額は約2.7億円（令和元年）とピーク時

（平成20年）と⽐べ約１／３に減少していますが、未だ深刻な状況です。
シカ、イノシシ、サルなどの野⽣鳥獣による農作物などへの被害を防

ぐため、田畑を守る防護柵や捕獲檻の設置、農地に近づきにくい環境の
整備といった地域の活動を⽀援しています。

特に増えすぎたシカやイノシシについては、適正な⽣息数に向けた取
組を進めるため「特定鳥獣管理計画」を策定し、⽣息状況調査に基づき
捕獲を実施しています。

また、狩猟免許の取得を促すためのPR活動やセミナーを開催するな
ど捕獲や防除の担い⼿確保に努めています。

檻に捕獲されたイノシシ

射撃セミナーの様⼦
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２．京都の独自性や多様性を⽣かした地域ビジネスの展開

「⾷の京都」推進「⾷の京都」推進
府域共通の観光資源でもある「⾷」を

目的とした観光誘客を促進するため、
「⾷の京都」をキーワードに地域の注目
⾷材を活⽤した地域の魅⼒向上・消費地
での認知度向上を図っています。

京都市内及び府域に「⾷の京都」の情
報発信と交流の拠点「⾷の京都TABLE」
を整備し、府域の「⾷の京都TABLE」
は、地域の「⾷」を味わえるイートイン
機能等や、近隣の地域⾷材等が集まる集
荷拠点機能を付加することで、京都市内
の「⾷の京都TABLE」等への地域から新
たな物流拠点としての機能を強化してい
きます。

また、「⾷の京都TABLE」と京都市
中央卸売市場をネットワーク化し、拠点
間の物流（地域⾷材等の輸送）や⼈流
（観光誘客）を促進することで、府域全
体で有機的・効果的に「⾷の京都」を展
開しています。

増大するインバウンド需要への対応や都市と農村の交流を促
進するため、農山漁村が持つ魅⼒ある地域資源を、観光コンテ
ンツとしてさらに磨き上げるため、「地域のブランディング」
から地域内景観整備までを⼀体的に⽀援し、地域をまるごと滞
在施設化する取組を進めます。

｢農･観」連携による地域観光エリアの創出｢農･観」連携による地域観光エリアの創出

デザインを⼀新した地域特産品



優れた京都の農林⽔産物の中でも、安⼼・安全と環境に配慮した⽣産方法に取り組み、品質・⽣
産地を厳選したものを「京のブランド産品」として認証しています。

ブランド産品の由来や特徴、取扱店、簡単レシピなどより詳しい情報は、「京都のやさい京野
菜」ホームページをご覧下さい。

葉の内部のぬめりが
甘みと柔らかさの秘密

「九条ねぎ」

京野菜の代表選⼿
シャキシャキしておいしい

「京みず菜」

淡泊で上品な甘さの白身魚
「丹後ぐじ」

なすの⼥王とも⾔える風格と
味わいを持つ京の逸品

「賀茂なす」

⼀般のとり⾙に⽐べ大きくておいしい
「丹後とり⾙」

京都オリジナル酒米品種「祝」を
100%原料にして造ったお酒

「祝」「京の酒」

⽪に縞があり、
えびのような形が特徴

「えびいも」

＜その他＞
・京壬⽣菜
・聖護院かぶ
・京たけのこ
・京たんご梨
・くわい
・京山科なす京漬物

・伏⾒とうがらし
・京こかぶ
・⿅ヶ⾕かぼちゃ
・やまのいも
・新丹波⿊大⾖

・京山科なす
・京 夏ずきん
・堀川ごぼう
・⾦時にんじん
・京都大納⾔⼩⾖

計31品目

京都の秋を代表する味覚
「丹波くり」

大⿊さんのようなユニークな姿
「京丹波大⿊本しめじ」

⼼地よい⻭応えと独特の辛味
⼼まで満たしてくれる春の⾷材

「花菜」
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おいしさと信頼の目印 京のブランド産品

爽やかな⾹りと滑らかな⾆触り
「京たんごメロン」

⻑時間炊いても煮くずれしない
「聖護院ダイコン」

粒が大きくコクがあり甘みたっぷり
「紫ずきん」

果肉の柔らかさと甘みが特徴
「万願寺甘とう」
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京都府中部地域において､国定公園の新規

指定等を契機に、豊かな自然環境を維持・

保全する取組を強化するとともに、森に包

まれた里の暮らし方を新しい生活スタイル

として発信することにより、交流産業の振

興、森の魅力向上による林業の付加価値向

上の実現を目指しています。

京都府北部地域を「海の京都」と位置付け、

地域活性化と観光振興を目指して、様々な

事業を実施。京都縦貫自動車道が全線開通

し、アクセスが飛躍的に向上することから、

多くの観光客を呼び込み、全国有数の競争

力ある観光圏となることを目指しています。

日本茶文化を創造し、全国に普及させてき

た「宇治茶」や茶畑景観等の山城地域の価

値を再認識し、さらに磨きをかけ、世界に

向け発信することにより、多くの人が訪れ

る大交流圏を創出し、日本の茶文化の一大

拠点にすることを目指しています。

京都市に隣接し、豊かな自然や優れた歴史

文化遺産に恵まれるとともに、高速道路等

の整備により、交通の要衝地でもある乙訓

地域において、この地域が誇る「竹」資源

を活用し、産業・観光振興を図り、地域の

活性化を目指します。

農林⽔産業や農山漁村地域の振興についてのお問い合せ先

京都府農林⽔産部 農政課 075-414-4898
農村振興課 414-5036
経営⽀援・担い⼿育成課 414-4902
流通・ブランド戦略課 414-4968
農産課 414-4953
畜産課 414-4981
⽔産課 414-4992
森の保全推進課 414-5001
林業振興課 414-5019

山城広域振興局 農林商⼯部 農商⼯連携・推進課 0774-21-3211
南丹広域振興局 農林商⼯部 農商⼯連携・推進課 0771-22-0133
中丹広域振興局 農林商⼯部 農商⼯連携・推進課 0773-62-2508
丹後広域振興局 農林商⼯部 農商⼯連携・推進課 0772-62-4315

令和2年7月


