
別記

地域番号 ①対象地域の名称 地域の農用地類型 特性 担い手の状況 ほ場整備率（H25迄）

１－１ 高知市高知地域 水田地帯、畑地帯、施設園芸地帯
水稲、施設園芸、施設花卉、果樹等を主体とした
営農が各地域で行われている地域。一部中山間
地域も含んでいる。

概ねいる

１－２ 高知市鏡地域 中山間地域
水稲、施設園芸、施設花卉、果樹等の栽培が中
山間の各地域で点在して行われている地域

あまりいない

１－３ 高知市土佐山地域 中山間地域
水稲、施設園芸、施設花卉、果樹等の栽培が中
山間の各地域で点在して行われている地域

あまりいない

１－４ 高知市春野地域 水田地帯、施設園芸地帯
水稲、施設園芸、施設花卉等の栽培がまとまりを
持って行われている地域

概ねいる

２－１ 室戸市地域 水田地帯・施設園芸地帯
水稲・施設園芸を主体としており、中山間地域も
多い

概ねいる 5.6%

３－１ 安芸市地域 水田地帯、施設園芸地帯
温暖な気候を利用した水稲・施設園芸を主体とし
た地域

概ねいる 34.5%

４－１ 南国市地域 水田地帯･畑地帯
高知平野の中心地域で、水田・畑が広がり水稲･
野菜が盛んな地域

概ねいる 14.1%

５－１ 土佐市地域
水田地帯、畑地帯、果樹地帯、施設
園芸地帯

沿岸部では施設園芸地帯を中心に露地栽培もお
こなわれ、西部地域では果樹、高岡北東部は水
稲・野菜栽培も盛んな地域

概ねいる 30.3%

６－１ 須崎市地域 水田地帯、施設園芸地帯 水稲・施設園芸地帯を主体とした地域 概ねいる 69.5%

７－１ 宿毛市地域 水田地帯、果樹地帯、施設園芸地帯 水稲･露地野菜を主体とした土地利用型の地域 あまりいない 68.0%

８－１ 土佐清水市地域 水田地帯、畑地帯、施設園芸地帯 水稲・野菜・施設園芸を主体とした地域 概ねいる 61.5%

９－１ 四万十市中村地域 水田地帯、果樹地帯、施設園芸地帯
水稲・施設園芸を主体とした地域であるが、適地
では、果樹・露地園芸にも取り組んでいる。

概ねいる

９－２ 四万十市西土佐地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯
野菜を中心に、水稲・果樹を含めた複合型経営を
主体とした地域

あまりいない

１０－１ 香南市赤岡地域 水田地帯、畑地帯、施設園芸地帯
地域内には農用地が少ないが、水稲を中心に早
堀甘藷のほか、ニラなどの施設園芸もおこなわれ
ている地域

あまりいない

１０－２ 香南市香我美地域
水田地帯、畑地帯、果樹地帯、施設
園芸地帯

南部では、ほ場整備地が大半を占め、水稲を中心に早
堀甘藷のほか、施設園芸では他品種な作付けが多い
地域。
北部の山北地域では、みかん等果樹栽培が盛んな地
域

概ねいる

１０－３ 香南市野市地域 水田地帯、施設園芸地帯
水稲、早堀甘藷のほか、ニラを中心とする施設園
芸、施設花卉が盛んな地域

概ねいる

１０－４ 香南市夜須地域 水田地帯、畑地帯、施設園芸地帯
南部では、ほ場整備地がおこなわれており、水
稲、早堀甘藷のほか、トマト、メロンなどの施設園
芸が盛んな地域。

概ねいる

１０－５ 香南市吉川地域 水田地帯、畑地帯、施設園芸地帯
水稲、早堀甘藷などのほか、ニラを中心とする施
設園芸が盛んな地域

あまりいない

１１－１ 香美市香北地域 水田地帯、施設園芸地帯 水稲・施設園芸を主体とした地域 あまりいない

１１－２ 香美市土佐山田地域 水田地帯、施設園芸地帯 水稲・施設園芸を主体とした地域 あまりいない

１１－３ 香美市物部地域 果樹地帯 水稲・果樹（ユズ）を主体とした地域 あまりいない

１２－１ 東洋町地域
水田地帯、畑地帯、果樹地帯、
施設園芸地帯

平野部では、野根川等の水源を活かした水稲栽
培や、施設園芸が行われ、山間部ではポンカン・
小夏などの果樹栽培が盛んな地域

あまりいない 97.4%

１３－１ 奈半利町地域 水田地帯、施設園芸地帯

農業は水稲を中心に、施設園芸でのナスやスイカ
等の栽培が主体におこなわれています。また、町
の特産品としてイチジクの栽培を奨励し、産地化
に取り組んでいる。

あまりいない 22.3%

１４－１ 田野町地域 水田地帯、施設園芸地帯
農業は施設園芸が主体。水稲・露地オクラの栽培
も盛んである。

あまりいない 44.1%

１５－１ 安田町地域
水田地帯、畑地帯、果樹地帯、施設
園芸地帯

平野部では、温暖な気候を利用した施設園芸や水稲、
露地でオクラ栽培が主体となり、また山間部では、柚
子を主体とし、一部自然薯栽培等が行われています。

十分いる 21.8%

１６－１ 北川村地域 水田地帯、中山間地帯
平野部では水稲やオクラ、ハウス栽培のミョウガ
が盛んである。山間部ではユズを生産しさまざま
な特産品がつくられている。

あまりいない 58.8%

１７－１ 馬路村地域 水田地帯、果樹地帯
果樹（ゆず）を主体とした地域
一部、水稲の栽培も行われている

あまりいない 3.0%
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地域番号 ①対象地域の名称 地域の農用地類型 特性 担い手の状況 ほ場整備率（H25迄）

１８－１ 芸西村地域 水田地帯・施設園芸地帯
 施設園芸を中心に水稲を含めた複合経営を主体
とした地域。施設では主に茄子、ﾋﾟｰﾏﾝ、花卉の栽
培がおこなわれている。

概ねいる 93.6%

１９－１ 本山町地域 水田地帯、畑地帯 吉野川流域に点在する棚田・畑を主体とした地域 概ねいる 6.8%

２０－１ 大豊町地域 水田地帯、果樹地帯、施設園芸地帯

急峻な斜面に棚田や段々畑が広がる地形形状の
為、各農家が各々で地形に合った以下の様な耕
作形態をとっている。
①水稲・露地野菜の複合型
②水稲・施設園芸の複合型
③露地野菜・施設園芸の複合型

あまりいない 24.3%

２１－１ 土佐町地域 水田地帯、畑地帯、 水稲主体で一部野菜栽培が行われている 概ねいる 29.2%

２２－１ 大川村地域 中山間地域
水稲・施設園芸・施設花卉、果樹等の栽培が中山
間の各地域で点在して行われている

あまりいない 73.3%

２３－１ いの町伊野地域
水田地帯、畑地帯、果樹地帯、施設
園芸地帯

水稲・露地野菜・果樹を主体とした地域。平野部
では施設園芸も盛んである。

あまりいない

２３－２ いの町吾北地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯 水稲・野菜・果樹を主体とした中山間地域 あまりいない

２３－３ いの町本川地域 山間地帯
水稲は皆無、自家消費用としての露地栽培野菜
が主とした地域

あまりいない

２４－１ 仁淀川町仁淀地域 中山間地域 水稲・野菜を主体とした地域 あまりいない

２４－２ 仁淀川町吾川地域 中山間地域 水稲・野菜を主体とした地域 あまりいない

２４－３ 仁淀川町池川地域 中山間地域 水稲・野菜を主体とした地域 あまりいない

２５－１ 中土佐町中土佐地域 水田地帯、施設園芸 水稲・施設園芸を主体とした地域 あまりいない

２５－２ 中土佐町大野見地域 水田地帯、畑地帯 水稲・野菜を主体とした地域 いない

２６－１ 佐川町地域 水田地帯、果樹地帯、施設園芸地帯
水稲を中心として、ニラ・イチゴの施設園芸、梨等
の果樹栽培が盛ん

あまりいない 27.0%

２７－１ 越知町地域 水田地帯、畑地帯、果樹地帯
水稲・野菜を主体とした地域
野菜・薬草を主体とした地域
果樹・野菜を主体とした地域に分かれている

概ねいる 1.5%

２８－１ 檮原町地域 水田地帯・施設園芸地帯
１筆当たりの面積が狭小で点在している。冬は積
雪があり、農作業ができる期間が短く、畜産等と
の複合経営等を営んでいる人もいる

あまりいない 27.3%

２９－１ 日高村地域 水田地帯、施設園芸
高知市内から１６ｋｍと比較的近く、平場では、ほ
場整備が進んでおり、水稲とトマト・イチゴなどの
施設園芸を主体とした地域

概ねいる 69.5%

３０－１ 津野町葉山地域 水田地帯、施設園芸地帯
新荘川沿いのわずかな農地を利用した水稲、施
設園芸が主体の地域

いない

３０－２ 津野町東津野地域
水田地帯、施設園芸地帯、その他
(工芸農作物地帯)

四万十川沿いのわずかな農地を利用した水稲･施
設園芸が主体とした地域。水はけのよい段畑では
茶の栽培も盛んです。

いない

３１－１ 四万十町窪川地域 水田地帯、施設園芸地帯
台地部：県内有数の米作地帯、露地･施設園芸も盛ん
な地域
海岸部：温暖な気候を活かし施設園芸が盛んな地域

概ねいる

３１－２ 四万十町大正地域 水田地帯･果樹地帯 水稲･野菜･果樹を主体とした中山間地域 あまりいない

３１－３ 四万十町十和地域 水田地帯･果樹地帯 水稲･野菜･果樹を主体とした中山間地域 あまりいない

３２－１ 大月町地域 水田地帯・畑地帯・施設園芸地帯 水稲・露地野菜・施設園芸を主体とした中山間地域あまりいない 41.2%

３３－１ 三原村地域 水田地帯、果樹地帯
土地基盤整備により、９８％ほ場整備が完了して
いる。水稲・野菜・ユズを主体とした中山間地域。

あまりいない 94.9%

３４－１ 黒潮町大方地域 水田地帯、施設園芸地帯、果樹地帯
施設園芸は、ほ場整備地が主体であり、その中で
も南部地域は花卉、果樹栽培を中心とした地域

概ねいる

３４－２ 黒潮町佐賀地域 水田地帯、施設園芸地帯
佐賀･伊与喜地域は、しめじ類を中心とした菌茸
栽培も盛んな地域

あまりいない

　※　募集区域の留意点
　　　農用地等借受希望（受け手）･申込内容（別記第1-2号）の対象地域名は、①の対象地域名を記入してください。
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