
高知県での次世代施設園芸拠点の整備 
（有限会社四万十みはら菜園、株式会社ベストグロウ、四万十とまと株式会社・高知県四万十町）  

１ 概要 
 ・ 大規模な高軒高ハウス4.3haを整備し、複合環境制御などの先進的な技術を導入してトマトを栽培し、 
   37ｔ/10aの飛躍的な収量増を目指す。 
 ・ 拠点には３社が参加。四万十みはら菜園については、県西部の三原村で、10年前からオランダ 
  型の高軒高ハウス2.7haでトマト栽培を行い、経営が安定していることから、今回の事業を活用 
  し1.5haの規模拡大。ベストグロウはトマトの加工販売から、四万十とまとは四万十町内の建設 
  業、養鶏業からの参入で、それぞれ1.4haでトマトを栽培予定。３社とも、平成28年８月からの 
  栽培開始を目指す。 
  ・  木質バイオマスの利用により、化石燃料の使用量の90％を削減する。 
  ・ 施設の高度化による周年生産技術を確立し、約60人の周年雇用を創出する。 

（位置図） 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
  ・ 高軒高ハウス、複合環境制御装置、炭酸ガス施用装置、養液栽培装置の導入など施設の高度化によ 
   り、トマトの高品質・多収量、周年安定生産を実現する。  
  ・ 隣接地に担い手や技術指導者の育成、先進技術の実証と普及推進機能を担う、県農業担い手育成セ 
   ンターを整備し、次世代施設園芸拠点との連携活動により、先進技術を習得した担い手を育成する。  
  ・ 加温エネルギーとして、地域で生産される木材をおが粉に加工して利用することで、エネルギーの地産 
   地消が進み、林業の活性化につながる。 

３ 今後の展開方向 
 ・ 施設の高度化や規模拡大を推進し、飛躍的な収量増と省力化を県域で進めることにより、次世代型 
   の施設園芸の普及を加速化させる。 
  ・ 地域で生産される木質バイオマスを利用した加温システムの導入を推進し、化石燃料使用量の大幅削 
   減とコスト低減に繋げる。 
  ・ 次世代施設園芸拠点の取組として、研修会などを通じて意欲のある担い手と先進技術を共有し、県内 
   各地に波及させる。 

（高軒高ハウス） 

（木質バイオマス 
 ボイラー） 
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施設園芸 
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地理的条件を活かしアジアへの輸出拡大 
（福岡県・福岡県産品輸出促進協議会）  

１ 概要 
 ・ 福岡県は、成長著しいアジア諸国に近く、その活力を取り込む地理条件に恵まれる。 
 ・ また、農業では、米、麦、大豆を組み合わせた水田の高度利用による営農が広く取り組まれると 
  ともに、温暖な気候を背景に周年的に野菜、果樹、花きの生産も盛ん。 
 ・ 農産物の輸出は、平成14年度から香港をはじめ台湾・タイなどのアジア圏を中心に本格的な輸出 
  ルート開拓を始める。 
 ・ 近年は、輸出拡大を重点化する国や地域を明確化し、販売促進活動を展開。 
 ・ 平成25年度の県産農産物の輸出実績は、香港などアジアを中心に前年度から2億8千5百万円増加 
  し、14億2百万円。（業者聞き取り調査） 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 平成20年12月、県や農業団体が出資し、農産物の輸出を行う福岡農産物通商㈱（以後、通商） 
  を設立。 
 ・ 本県では、通商と連携のもと、九州一体となった輸出の取組を推進。 
 ・ 平成26年度は、通商の呼びかけにより、香港で開催された世界的な茶の商談会に九州6県で合同 
  参加。  

３ 今後の展開方向 
 ・ 人口減少・高齢化等により国内需要が縮小している中、農林水産物の生産を維持・拡大してい 
  くためには、輸出による需要開拓が重要。 
 ・ 更なる輸出拡大を図るためには、輸出に向けた産地体制整備を強化するとともに、輸出先での 
  通年取引に向けた他県との連携（リレー出荷、ロット拡大）、また、新たな輸出品目の販路開拓 
  が必要。 

（香港での茶商談会 
  九州の共同ブース） 

（商談の様子） 

福岡県全域 

輸出 
（福岡県①） 

（位置図） 
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１ 概要 
 ・ 福岡県の南部に位置し、年間1,800mmの豊富な降雨と温暖な気候に恵まれた約9,500haの農地で、   
  キク、イチゴ、茶、カンキツ等を生産。 
 ・ カンキツにおいては被覆資材（マルチ）と点滴灌水（ドリップ）を組み合わせた栽培法が一部で   
  導入されている。 
 ・ 生産者の高齢化に伴い、熟練農家が長年の経験により蓄積してきた栽培ノウハウの継承が課題。 
 ・ マニュアル化が困難とされていた熟練農家の高度な生産技術を、ＩＴを活用して「見える化」し、 
  新規就農者の学習に活用する実証試験を平成24年度から実施中。 
 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 高度な栽培技術を形式知化し、生産管理や営農指導等ができるシステムの開発を推進するため、  
  「ＡＩシステム実証事業」を活用し、産学官が新たな連携関係を構築して、それぞれの長所を活 
  かしながら実証中。 
 ・ 熟練農家の着眼点を記録するアイカメラや、動きを捕捉する位置情報・動作センサー等のＩＴを 
  活用して、熟練農家のノウハウをデータ化して蓄積。 
 ・ 蓄積したノウハウデータをタブレット端末等で参照して学習することで、新規就農者等が短期 
  間で熟練農家並みの高度な栽培技術を身につけられる。 
 ・ 全ての生産者が熟練農家と同等の技術をもってミカンを栽培する環境を作出し、地域全体とし 
  て収量や品質の向上に取り組む。 

３ 今後の展開方向 
 ・ 主要作業のうち、摘果作業については学習システムが完成し、有効性を検証する段階にあるが、

その他作業についてもデータ蓄積・検証等を進め、統合したカンキツ栽培学習システムの構築を
図る。 

（アイカメラを用いた 
視点データ収集の様子） 

視点 

アイカメラ 

(２つのカメラで左右の眼球
の動きをとらえ視線を捕捉) 

福岡県八女市 

科学の力で技術を継承 
～農業情報科学（ＡＩシステム）を活用した学習支援システムの開発～ 

（ＪＡふくおか八女・福岡県八女市）  

ICT・ロボット 
技術の継承 

（位置図） 

（福岡県②） 
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「佐賀牛®」の輸出促進 
（佐賀県、佐賀県農林水産物等輸出促進協議会・佐賀県全域）  

１ 概要 
 ・ 本県では、県や農業団体、関係市で構成する「佐賀県農林水産物等輸出促進協議会」を平成 
  １９年度に設置し、輸出業者や現地輸入業者との連携を強化しながら、県産和牛の輸出拡大を 
  図ってきたところ。 
 ・ 協議会の具体的な活動内容としては、現地輸入業者が販路開拓を期待するホテル等のバイヤー 
  の招へいやこうした方々へのフォローアップ（現地営業活動）、取扱店等における試食会やキャ 
  ンペーンなどのプロモーション活動、効果が見込める現地マス媒体への広告の掲出など。 
 ・ こうした取組の結果、平成１９年度の県産和牛の輸出量は１０．２トンであったものが、平成 
  ２５年度には３６．６トンと着実に拡大。 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 協議会では、輸出拡大を図るためには、現地輸入業者との信頼関係の構築が何よりも重要との 
  認識に立ち、輸出業者が行う現地での販売促進活動を積極的に支援するとともに、同社の卸先で 
  あるレストランやホテル等への定期的な営業活動を行うなど、迅速かつきめ細かな活動を展開し 
  ている。  
   

３ 今後の展開方向 
 ・ 国産和牛の輸出可能国は急速な広がりを見せており、新規対象国における国産和牛の認知度を 
  高めていくためには、オールジャパンでの取組も必要となる。 
 ・ また県では、欧州など新たな海外市場やムスリムを含む外国人観光客も視野に入れた流通・販 
  売を展開するため、食肉処理施設の再整備を検討している。 

佐賀県全域 

（招へいバイヤー 
 の県内視察風景） 

（タイでの佐賀牛 
 レストランフェ 
 アの様子） 

畜産・酪農 
輸出 （佐賀県） 

（位置図） 
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集出荷貯蔵施設と労力支援システム等を活用したにんじんの産地拡大  
（ＪＡ島原雲仙 島原市にんじん部会・長崎県島原市）  

 １ 概要 

   ・島原市は、島原半島の北東部に位置し、温暖な気候と肥沃な土壌に恵まれており、市内中心部にあ
る白土湖の湧水を利用した畑地灌漑が整備され、にんじんと大根の輪作体系により安定した生産が
行われている。 

    しかし、基盤整備地を利用したにんじんの経営規模の拡大が進むにつれ、収穫作業の労力不足が課
題となっていた。  

 

   

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 

   ・にんじん洗浄選別施設の整備や基盤整備の完成、にんじん収穫機の導入等による省力化を図るとと
もに、生産規模拡大に伴う収穫等の労力不足に対し、ＪＡが主体となった選果・販売体制や、収穫時の
労働力支援体制の確立など、総合的な取組を活用することで、平成２５年の栽培面積が３年前の１．４
倍となる１５６ｈａに拡大した。 

     また、平成１４年度に部会員全員が農薬や化学肥料の節減に取り組むエコファーマーの認定を受ける

とともに、土壌分析に基づく生育改善や生産管理履歴を確認できるシステムを確立し、販売先へ情報
開示を行っている。   

３ 今後の展開方向 

   ・優良農地の担い手への規模拡大を図るため、農地中間管理機構を活用した農地集積を行うとともに、 
未整備地区における基盤整備の推進により、更なる優良畑作農業地帯の形成を目指す。 

   ・労力分散と価格が安定している４月出荷数量の拡大による市場占有率向上を目指すとともに、加工・
業務用の取引拡大により、農家所得の向上を図る。 

 

長崎県 

島原市 

にんじんの収穫 

にんじん洗浄選別施設 
の整備 

農地集積 
大規模・低コスト 

（長崎県①） 

（位置図） 
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（長崎県西海市(さいかいし)丸田地区(まるたちく)）  

１ 概要 
 

 ・ 丸田地区は、長崎県西海市西海町の中央部に位置する標高70～100mの台地にあり、周辺の谷に沿った傾斜のある

土地から成る地区。天然の赤土を活用し、ばれいしょ、すいか等の生産が行われてきたが、農地侵食や耕作放棄地

の発生が課題。経営規模の平均は約1.4ha（地区外を含め、全体では48.2ha、35戸）で、農家所得の平均は約480万

円（農外所得を除くと約110万円）（平成23年度)。 

 ・ 耕作放棄地の解消を含む県営ほ場整備事業（平成23～28年度）により、区画整理、道路、用排水施設の整備を実

施することで農作業の労力節減を図るとともに、耕作放棄地を優良農地に転換することで生産拡大を図っている。 

  《事業量》区画整理：34.3ha、畑地かんがい施設：34.3ha、耕作放棄地：9.3ha→0ha（うち2.2haを担い手へ集積） 

 ・ 区画整理を通じ、担い手への農地集積と併せて非農用地を創出し、地域農産物の流通拠点となる共同集出荷施設

を整備することで、流通コストの低減、農産物の出荷数量の拡大や品質の均質化に取り組む。 

 ・ 農業法人「ファームまるだ」（地域の農家が中心となり平成18年設立、これまでは主として本地区外で営農）を

中心に、JA、行政等との連携により、インターネット販売等による販路の拡大やブランド力の向上に取り組む。 

 ・ 経営規模の平均は約1.9ha程度に拡大し、農家所得の平均は約730万円（農外所得を除くと約350万円）（平成28年

度）に増加する見込み。 

 

位置図 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 耕作放棄地を解消するとともに、大区画化、畑地かんがい、排水対策等を重点的に実施することで、農地集積の

加速化及び農産物の高付加価値化を推進。 

 ・ ほ場整備を契機とした地元関係者間の合意形成により、法人経営を中心とした地域の統一ブランドを育成。 

 ・ 地域特性（赤土の土質特性）を活かし、土壌消毒用の薬剤等を使用しない環境保全型農業を実践し、見た目と味

の良いばれいしょやすいか、ブロッコリー等を栽培。 

 

３ 今後の展開方向 
 ・ 農地中間管理機構と連携して、地域の中心となる経営体に優良農地を更に集積・集約化。 

 ・ ほ場整備の完了後、「ファームまるだ」は本地区における営農面積を拡大し、地域に呼びかけて野菜や果物を

「西海赤土西の恵」の統一ブランドで売り出す計画（商標登録済）。 

 ・ 共同集出荷施設の整備等により、地域全体での安定した農業経営・所得向上の実現を目指す。 

 

丸田地区 

まるた 

まるた 

さいかいあかつち にし めぐみ 

ほ場整備事業を契機とした、耕作放棄地の解消、担い手への農地集積、農産物の高付加価値化の取組 

（事業着手前） 
耕作放棄地が発生し、担い手への 
農地集積が困難。 

（ほ場整備の実施後） 
担い手への農地集積を図るととも
に、非農用地を創出。耕作放棄地
を優良農地に転換し、地域特性を
活かした営農を展開。 

完了工区での営農状況 
(中央右:ばれいしょ、手前･奥:すいか) 

農地集積 
耕作放棄地解消 

（長崎県②） 
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地域ぐるみの民泊推進で交流人口が大幅増加 
 （一般社団法人 南島原ひまわり観光協会・長崎県南島原市）   

（民泊夕食風景） 

（農作業体験の様子） 

１ 概要 
 ・  南島原市は、長い歴史の中ではぐくまれた生活文化や美しい自然に恵まれ、県下有数の農業地帯であ  
   るが、近年人口の減少、高齢化が進行。 
  ・     平成20年に南島原ひまわり観光協会を設立し、農林水産業を活かした「体験型観光」への取組に着手。 
   （24年に一般社団法人化） 
  ・     22年度には、「子ども農山漁村交流プロジェクト」の受入モデル 
   地域の認定を受け、県内外の教育旅行の宿泊受入れを推進。 
  ・  当協会と南島原市、受入れ農林漁家等地元関係組織が連 
    携し、地域ぐるみで体験型観光の受入体制を整備。 
   ・     誘客活動は、市や長崎県、島原半島観光連盟等と連携して、 
   関西・中国・関東方面の旅行業者や中学校、高校を対象に実 
   施。 
  ・     これらの取組により、民泊受入軒数は、21年度の6軒から26 
         年度には170軒に大幅に拡大予定。民泊の受入数は教育旅行 
         を中心に年々急速に増加し、26年度には11,500名（うち教育旅 
         行9,840名）の受入れを見込む。 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
  ・  当協会が民泊の開始をフォローアップするため、消防署・保健所への申請手続きの支援、営業許可取    
          得後の安全衛生講習会等を実施。市は民泊に取り組む農林漁家がトイレ、調理場等を改修する場合の 
          費用を一部補助。 
    農林漁家への説明では、あるがままの暮らしや、農林漁業体験を提供するものであることを伝えている。    
  
  ３ 今後の展開方向 
 ・  現在は、教育旅行の受入れを重点的に行っているが、新たな受入者である訪日外国人や一般客 
    の誘客を進めるため、モニターツアー、広報・営業活動を展開していく。 

（修学旅行お別れの様子） 

民泊受入実績 

 注）Ｈ２６年度は見込みを含む 
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都市農村交流 
（長崎県③） 

（位置図） 
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再生可能エネルギーでむらを元気に 
 

あ 

（テイクエナジーコーポレーション・熊本県上益城郡山都町水増集落）  
 

１ 概要 
 ・ 中山間地で主産業は農業。（町内にある棚田は「日本の棚田百選」に選ばれている。） 
 ・ 高齢化と少子化により若い担い手が少なく、集落の存続が危ぶまれている。(集落：10世帯19人) 
 ・ 集落の住民が共同で管理していた土地（地目：原野）を有効利用するため、熊本県が行ったメガ 
  ソーラー候補地の募集へ登録。14社あった応募者の中から唯一、地域再生の提案を行ったテイクエ 
  ナジーコーポレーション（株）の誘致を集落側が主体的に決定。 
  

 ＜発電設備＞太陽光発電（名称：水増ソーラーパーク） 
       設置面積 ：3.4ha 
       発電出力 ：2,000kW 
       発電電力量：250万kWh/年（見込） 
 

（位置図） 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 地域にある資源（遊休地）を活用して、地域が主体的に再生可能エネルギー発電設備を導入。 
 ・ 再生可能エネルギー発電のメリットとして、年間約500万円の借地料に加え、売電収入の約５％ 
  の500万円／年が地域に還元。これを原資に「日本の棚田百選」にも選ばれている棚田米のブラン 
  ド化や加工品の開発を行うとともに、ソーラーパネルの管理組合のスタッフを地元で雇用（常勤 
  １名、非常勤18名）し、地域の活性化を図っている。 
 

３ 今後の展開方向 
 ・ メガソーラーを拠点として、集落住民と発電事業者が協力して遊歩道整備や自然公園などを整 
  備。空屋を利用した宿泊施設や農村カフェを運営し雇用を創出していく。 
 ・ 再生可能エネルギーを活用した取組により、子どもたちが帰ってくる集落となり、農村集落の 
  再生モデルとなることを目指す。 
 ・ 売電期間終了後は、発電施設を集落に譲渡し、地産地消エネルギーとして活用予定。  
 ・ 再生可能エネルギーを活用した農村集落の再生モデルとなることを期待。 

（発電施設の様子） 

（住民主体による 
 話し合い） 

（熊本県） 

みずまさり 

かみましきぐんやまとちょうみずまさりしゅうらく 

再エネ 
雇用創出 

（熊本県①） 
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農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化 
（熊本県農業公社・熊本県全域）  

１ 概要 
 

 ・ 熊本県においては、担い手への農地利用の集積・集約化を進めるツールである農地中間管理機構
を、本年３月５日設立。 

 ・ 今後、10年間で、機構を活用して、約22,000haの農地を担い手に集積・集約化（担い手への集積
率55%→80%）をすることを目標として設定。 

 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 

 ・ 熊本県では、担い手への農地集積を推進するため、熊本県「ふるさと・農地未来づくり運動」推
進本部を設置し、市町村等の関係機関の総力を結集する体制を整備。 

   推進本部の本部長は知事が務め、知事自ら新聞やラジオなどを利用して「知事に農地を預けてい
ただきたい」と呼びかけるなど、知事の強力なリーダーシップの下、本活動を推進。 

 ・ 徹底した話合い活動を行う農地集積重点地区を64地区指定。 
   話合い活動のコーディネートや農地のマッチング等の現場で実際に活動する人員を約40名配置。 
   農地集積を行うための事業費として、国庫補助事業を活用するほか、県単予算も措置。 
  ・ 重点地区における農地中間管理機構を活用した地域の動きとして、 
   ① 100haを超える規模の大規模生産法人を設立し、効率的な生産体制を作る取組 
   ② 基盤整備事業の受益地内のほとんどの農地を機構が借り受け、担い手にまとまった農地を貸

し付け、担い手への集積・集約化を図る取組 
   ③ 高齢化の進む果樹農家の農地を参入企業が活用する取組 
  などが進行している。 
  

３ 今後の展開方向 
 

    ・ 人・農地プランの作成・見直しの推進による出し手の農地の掘り起こし、公募した借り手（担
い手や新規参入希望者）のニーズへの対応を着実に進める。 

 ・ 機構の事業と基盤整備（簡易整備を含む）の連携の強化を図る。 

（農地集積専門員活動の様子） 

（基盤整備後の借受農地のｲﾒｰｼﾞ） 

（位置図） 

農地集積 （熊本県②） 

100 



集落営農の大規模法人化で農地集積 
（農業生産法人 ネットワーク大津株式会社・熊本県大津町）  

１ 概要 
  

 ・ 大津町では、昭和５０年代の基盤整備とカントリーエレベーター（CE）建設に加え、町単独でも集落毎に
高性能機械の導入支援を行うことで営農組織の組織化を図り、早くから効率的な水田営農体制が整備さ
れてきた。 

     しかしながら、近年の高齢化による担い手不足等により、各組織のオペレーター確保にも支障を来す
ようになり、地域農業の先行きのみならず、集落機能の維持も危ぶまれていた。 

   

    ・  この課題解決にむけ、大津町内１６の集落営農組織のうち１２を再編・統合し、「ネットワーク大津（株）」
を平成２５年７月５日に設立。 

      
 
 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
  

 ・ ２９７ｈａ（利用権：152.5ha、特定農作業受託：144.5ha）に及ぶ経営面積は熊本県内最大であり、スケー
ルメリットを生かした、より効率的な営農体制を構築することで、生産体制の強化・再構築を目指している。 

  

  ・  既に、集落の枠を超えた農業用機械の効率運用により、収穫日数短縮などの成果が現れているほか、
集落を越えたブロックローテーションを実現。 

  

 ・ 若手２名を新たに雇用し、オペレータの確保・育成を図っている。 

３ 今後の展開方向 
  

  ・ 水稲直播栽培の導入等により、更なる米の生産コスト削減を図る。 
   

 ・ 生産する農産物のブランド化や地場産品を含めた農産物の加工・販売による高付加価値化等により、
農業・農村の所得増や雇用の場の確保に取り組むほか、地域と連携した食農教育による農業の応援団
づくりにも取り組む。 

  

  ・ 熊本県では、「最少の担い手で最大の面積をカバー」できる生産体制の構築を目指し、ＣＥを
核とした広域農場のモデル育成を図っており、大津町を含むエリアを「低コストパイロット地
区」に指定し、農地中間管理機構（農地集積バンク）の機能を最大限活用して農地集積を進め、更なる
コスト削減を図るほか、技術面の支援や農業機械の導入助成等を行うことにより、多様なニーズに対
応した生産・販売を振興。 

（再編・統合の様子） 

（ＣＥの外観） 

おおづ 

土地利用型 
農地集積 

大規模・低コスト 
（熊本県③） 

（位置図） 
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温泉熱を利用した省エネルギー大規模パプリカ栽培 
（株式会社 タカヒコアグロビジネス・大分県玖珠郡九重町(ここのえまち)）  

１ 概要 
 ・大分市内のプラントメーカーである(株)タカフジは、国内の大規模パプリカ生産企業と共同出資に 
  より、農業生産法人(株)リッチフィールド由布（大分県由布市）を平成２１年に設立して、パプリ 
  カを生産している。     
 ・パプリカの国産需要に応じて周年安定供給するため、また地域資源を活用した農業生産を行うため 
  に、地熱エネルギーが豊富な九重町に(株)タカフジの子会社として農業生産法人(株)タカヒコアグ 
  ロビジネスを平成２５年に設立した。   
 ・複合環境制御装置を備えた大規模農業施設を整備するとともに、持続可能な地域資源である温泉熱 
  を利用して、パプリカの周年栽培と安定出荷を目指す。 
 
 ２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・生産から出荷までを一気通貫して行えるよう育苗施設、栽培施設(２.４ha)、集出荷貯蔵施設を同 
  一拠点内に集約して整備し、高効率生産によるコスト削減に取り組む。     
 ・地域資源である温泉熱エネルギーを熱交換して大規模栽培施設に利用することで、化石燃料使用 
  量の３割以上の削減を図る。 
 ・温度、湿度、日射量、ＣＯ２、ＥＣ等複合的なハウス環境データをＩＣＴ環境制御システムを活用 
    して統合環境制御することで、年間目標収量３９３ｔ（１６.３ｔ／１０a）を実現し、安定的な 
  パプリカ栽培を実証する。 
 ・県、町、生産者、民間事業者、地元農協等で構成するコンソーシアム「大分県次世代施設園芸推 
  進協議会」を平成２６年４月に設立し、次世代施設園芸拠点の整備に向けた取組を進めている。 
 
  ３ 今後の展開方向 
 ･目標とする化石燃料の使用量を削減し、継続的なモデルとして早期確立を図るためには、高効率な 
  温泉熱エネルギーの利用と複合環境制御装置の十分な活用が不可欠となっている。 
  ・これらを実証することで、国産流通が少ないパプリカ生産による所得向上・地域の雇用創出の実 
   現、また地域の担い手育成の拠点として期待されるとともに、温泉熱エネルギーが豊富な地域や大   
   規模な園芸産地への波及が期待される。 
  

(熱源井戸の様子） 

（コンソーシアムの会議） 

施設園芸 
大規模・低コスト 

ICT・ロボット 
再エネ 

雇用創出 

（大分県） 

（位置図） 
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輸出先商社と連携した輸出拡大の取組 
（みやざき『食と農』海外輸出促進協議会・宮崎県串間市）  

１ 概要 
 ・ 平成16年に産地（串間市大束地区）を訪れた香港の輸入業者の社長から、「国内のニーズが少 
  ない小ぶりのかんしょを小袋に詰めて香港で販売してはどうかと」の提案があり、産地として本 
  格的な輸出の取組を開始。 
 ・ 現地小売店や香港に設置したアンテナショップでのプロモーション活動を継続的に行ったとこ 
  ろ、朝粥用やおやつ用として芋を食する香港の食文化ともマッチし、年々輸出量が増加した。 
 ・ 産地では貯蔵庫の活用により周年出荷体制を構築しているが、気温が下がる年明け以降に腐敗 
  等による品質低下が一部に発生し、安定した取引を行う上での課題となっている。 
   
    
  

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 2020年に輸出額を１兆円に倍増させるとする目標を達成するためには、輸出拡大に向けた新た 
  な物流や出荷・調整体制の構築やその改善が求められる。 
 ・ そこで、これまで産地で行っていた貯蔵やパッキングを輸出先で行う仕組みを検討し、安定し 
  た品質を確保する。 
 ・ これにより、安定供給体制を構築し、一部の日系百貨店に限られた販路を、中間層をターゲッ 
  トとする現地ローカルスーパーにまで拡大することで、輸出量の倍増を目指す。 

３ 今後の展開方向 
 ・ 輸出先での貯蔵施設の確保とともに、採算ラインに乗るかどうかの検証が必要となってくる。 
 ・ また、輸出する際の品質確保を図るため、産地における貯蔵環境の改善等の取組みを行ってい 
  く。 

（香港の売場の様子） 

（小ぶりのかんしょ） 

串間市 
大束地区 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

数 量 １０４トン １１４トン １６６トン ３１１トン ４６７トン 

金 額 ２５百万円 ２５百万円 ３５百万円 ７０百万円 １１４百万円 

○香港向けかんしょの輸出量の推移 

おおつか 

輸出 （宮崎県①） 

（位置図） 
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	ＤＮＡマーカーを活用したパン用小麦品種の育成�（（独）農業・食品産業技術総合研究機構 近畿中国四国農業研究センター・山口県山口市）　
	自然生山芋（自然薯）を活用した地域活性化の取組�（やまいもまつり有限会社・山口県周南市(しゅうなんし)）　
	　「とくしま農林水産物等輸出促進ネットワーク」による農林水産物の輸出促進�　　　　　　　　　　　　　　（徳　島　県）　
	先進的な酪農経営と６次産業化に取り組む地域のリーダー的存在�（有限会社　赤松牧場・香川県高松市）　
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