
今後の国内農業対策に係る提言について

九州農政局

１ 持続可能な経営実現のための農業改革のあり方 ４ 農林水産業の成長産業化のあり方

（１）
（２）
（３）

（４）
（５）
（６）
（７）

高い土地利用率の維持・向上（小麦）
経営の規模拡大・多様化の支援（さとうきび）
加工の用途の多様化に向けた支援
（でんぷん原料用かんしょ）
民間企業など実需者との取引の支援（茶）
ＩＴ技術の活用
新規参入支援
多様な主体による支援の促進

１
２
３

４
５
６
７

（１）
（２）
（３）

（４）

（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

６次産業化推進のための人材育成
６次産業化推進のための地域拠点設立

グリーン・ツーリズムを担う人材の発掘・体制
づくりへの支援

グリーン・ツーリズムと食・農の融合のさらな
る促進
耕畜連携に向けた取組への支援
米粉の需要拡大に向けた取組の推進
農産物輸出促進の取組の推進
新エネルギーの利活用等
耕作放棄地解消の取組

１３
１４
１５

１６

１７
１８
１９
２０
２１

２ 消費者ニーズに対応した食品供給システムの
あり方

（１）
（２）
（３）

消費者の需要を喚起する取組の推進
消費者との結びつきを重視する取組への支援
食育の推進

８
９

１０

３ 戸別所得補償制度のあり方

戸別所得補償制度を強化していくための取組
の推進

１１



１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（１）

・土地利用率の高い、九州における水田農業の裏作を支える麦作を維持するためには、
輸入環境の激変に適時・的確に反映する仕組みを見直すとともに、十分な財源を確保
することが必要ではないか。

・小麦粉での輸入等に対抗するため、国産麦を取扱う製粉工場の整理統合化・機能強
化を、更に支援してはどうか。

・効率的な生産、品質の高い麦の生産を推進するため、①新品種の育成、②排水対策
などのほ場整備、③農業機械などのハード整備等について、更に支援してはどうか。

○今後の展開

○考え方

○ 外国産小麦粉の価格は、国産の1/2 程度（内外価格差２倍強）で、原料小麦 の価格を含まない国内の
製粉コストとほぼ同等。

○ 現在は小麦が輸入され、国内で製粉されているが、小麦粉で輸入されるよう になる。
○ 国産100％をセールスポイントとする差別化可能な小麦粉（生産量の約1％） を除いて外国産小麦粉に
置き換わり、 国産小麦のほとんどが引き取られなくな る。

○ このとき、輸入小麦から徴収しているマークアップ（約800億円）も喪失

○土地利用型作物の裏作の基幹品目がなくなり、耕地利用率が低下
○小麦から小麦粉での輸入が増加し、国内の製粉会社は事業撤退
○国産の小麦は、国産無農薬栽培のパン用小麦「ミナミノカオリ」、
ラーメン専用品種「ラー麦（ちくしW２号）」等の一部の品種のみ存続

九州農政局の考え方（高い土地利用率の維持・向上〔小麦〕）
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さとうきび

さとうきびは、鹿児島県南西諸島における代替困難な基幹作物でかつ地域の経済・社
会を支える作物であり、その存続のためには、現在の交付金及び関税相当の財政支援
が必要。
また、効率的な生産を実現し、財政支出を縮減していくためには、
・さとうきび単一経営体は、受託等で規模拡大に伴うコストの低減と所得の確保
・複合型経営体は、さとうきびの収穫作業等は委託を行い、野菜、花き等の労働集約
型作物や畜産に取組み所得を向上

等を推進する施策を展開してはどうか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

・ 沖永良部島ではさとうきびを輪作体系に位置づけ、ソリダゴ、キク、

ユリ等の花きを中心にばれいしょ、さといも、いんげん等の野菜、畜産
との複合経営が確立されている。

・ハーベスタ等の導入を支援（さとうきび安定生産確立対策事業等）
・複合経営の生産基盤の整備を支援（奄美農業創出支援事業等）

・ さとうきび単一経営体の例
喜界町 A 氏の経営（平成10年現在）
さとうきび経営17㌶ 作業受託19㌶
農業所得 732万円、受託料等309万円 農家所得1,041万円を達成

農家一戸当
たり産出額

うちさとうきび
が占める比率

沖永良部島
（万円）

566 18%

南西諸島
302 41%

（沖永良部島を除く）

さとうきびへの依存度

以上のようなインフラ整備事業に加えて、計画的な受委託を支援する仕組みが必要。
また、甘しゃ糖工場については、高度化を図る支援が必要。

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（２）

九州農政局の考え方（経営の規模拡大・多様化の支援〔さとうきび〕）
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でん粉原料用かんしょは、南九州地方における地域農業を支える基幹作物であり、そ
の存続のためには現在の生産者交付金及び関税相当の財政支援が必要。
また、効率的な生産を実現し、財政的支出を縮減していくためには、
・ 他作物やでん粉原料用以外のかんしょへの転換
・ 転換が困難な場合は、農地集積や受委託の推進による低コスト化、新品種の導入
・ 高品質でん粉製造のため、でん粉工場の再編整備

等を推進する施策を展開してはどうか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

【高品質かんしょでん粉の製造及び食品加工】

ＪＡ鹿児島きもつきの新西南工場は、同時乾燥方式を導入し、糖化用から、
加工食品用としての全量販売を目指している。

(株)Aコープ鹿児島では、さつま揚げやちくわに使うでん粉をコーンスターチ・

タピオカ原料から、これに切り替え、「食感がもちもちしておいしい。」と消費者
から好評を得ている。

国内産糖・いもでん粉供給円滑化事業を活用 （ＪＡ鹿児島きもつき新西南工場）

【でん粉原料用以外への活用】
(有)コウヤマでは、かんしょの生産から加工・販売までの一貫体制を確立。

売上額の約５割を加工品が占める。直営の販売店も開設し、独自のブラン
ドを構築。また、平成19年からは輸出も開始している。

・加工食品の販路の確保等を支援する仕組みが必要。
・計画的な受委託を支援する仕組みが必要。

かんしょ加工品

九州農政局の考え方（でん粉原料用かんしょ）

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（３）

さつま揚げやちくわに利用

新西南でん粉工場

でん粉

（(株)Aコープ鹿児島） ３



・ 経営力の強化を図るため、一・二番茶については、生産段階において品質の優位
性を維持向上する取組への支援、加工施設の能力向上への支援が必要。
・ 輸入ものと競合する三・四番茶については、企業等との契約取引を推進する取組
を支援することが必要。

■ 事 例

○ 農政局との連携・協働

○ 概 要

宮崎県都城市の都城農業協同組合では、地域の茶部会、ＴＥＡグルー
プとともに同地域の遊休農地を利用した産地育成を進め、現在150haを
造成している。
また、ドリンク用については、産地と実需者((株)伊藤園)との契約により、

安定的な生産及び経営を図っている。

【契約の特徴】
(株)伊藤園との契約期間を10年とする加工荒茶売買契約(ドリンク用)

を締結、相場に左右されない再生産価格( 低保証額)を確保。

・ 平成18年度広域連携等産地競争力強化支援事業
・ 平成20年度強い農業づくり交付金
・ 栽培履歴等の情報の保存・活用のため、IT化の技術的
支援が必要。
・ 規模拡大にあたっては、遊休農地の有効活用を図る。

（荒茶加工施設「お茶の蔵茶里」）

（造成茶園(都城市)）

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（４）

九州農政局の考え方（民間企業など実需者との取引の支援〔茶〕）
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１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（５）

・今後、輸入品との差別化や輸出を実現するなどにより強い経営を育成するためには、
消費者の安全・安心を求めるニーズに的確に応えることが重要。

・このためには、生産情報公表ＪＡＳ、グローバルギャップ等の取得が極めて有効な手
段となることから、生産管理、経営管理、情報開示等にＩＴ技術を活用する取組を支援
することを検討してはどうか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要
・熊本県益城町の(有)松本農園は、独自の生産管理システムを開発し、
50haの農地で、にんじん、だいこん等の根菜類を中心に露地野菜や
米を栽培するとともに、販路拡大のための取組を推進。

・ 作業の履歴（いつ・誰が・どのほ場で・どの作物に対し・どのような作業を実施
したか）及び気象条件を全てデータ化する生産管理システムを構築。生産履歴
の確認のためだけではなく、経営管理にも利用。

広大な農地での露地野菜の栽培

・生産管理システム構築のための支援
・生産効率化のための機械・施設の導入支援

生産情報公表農産物のにんじん

九州農政局の考え方（ＩＴ技術の活用）
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１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（６）

・今後は輸入環境の変化等に対応し、高度な生産技術や加工販売等の知識を有する担い手の育
成が重要。

・このため、農家自らが設立した受入組織と関係機関からなる支援組織が連携した一体的な研修
及び技術指導等の取組を拡大してはどうか。

・また、地域外からの参入も視野に入れて、多様な知識、技術を持った者の法人組織への就職、
集落営農への参加を促すことが、農業を核とした地域を守る取組につながるのではないか。

九州農政局の考え方（新規参入支援）

■事例

○農政局との連携・協働

○概要
【阿蘇地域新規参入者等就農推進協議会】（熊本県）

○ 阿蘇地域では、「自然」や「田舎暮らし」に憧れて農業への新規参入を希望する方が増加。
○ 一方で、未熟な技術や経営能力、資金不足、地域とのあつれきなどが原因で、離農が発生。
○ このため、平成19年に、研修生を受入・育成する「阿蘇地域農業研修生受入組合」（組合加入農家：20戸）と、受入
組合の取組を支援する「阿蘇地域新規参入者等就農推進協議会」（構成員：県、市町村、農協）がそれぞれ設立。新規
就農希望者を受け入れる体制を整備。

○ 20年度から22年度の累計で12名の研修生を受け入れ。
《主な活動内容》
■ 新規就農者の育成

非農家等出身の研修生を中心に、戸別巡回指導や集合研修会等を実施。
■ 支援体制の構築

市町村や農協、地域農家の連携会議や研修会、意見交換会等を実施。

受入農家への財政的支援が必要

・地域内で担い手の確保が難しい場合、近隣地区等から地域法人の職員として採用
することを促進

・有能な退職者の雇用促進
６



１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方（７）

農山漁村の維持又は活性化に、ＮＰＯ法人等の支援、企業のＣＳＲ（社会的責任）及び
大学の活動等、地域に貢献している事例がある。このような事例に対する支援（資金、
専門家の派遣など）や地域と法人を結びつける場や仕組みを整備してはどうか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

○ 都市と農村交流活動等については、20～21年度農
山漁村地域力発掘支援モデル事業、22年度広域連携
共生・対流等推進交付金を活用。

地域の方々が長年にわたり放牧、野焼き等により維持
してきた阿蘇の草原は、地域有数の観光スポットとなって
いる。しかしながら、農畜産業を取り巻く環境の悪化や農
業者の高齢化等により草原の維持が困難な状況。
（財）阿蘇グリーンストックは平成11年から、草原の維

持・再生のため、市民ボランティアによる野焼き･輪地切
り支援の活動を実施、これまでに延べ１３，０００人以上
の市民ボランティアが活動に参加している。
また、当財団や生協、地域住民等で構成する地域活

性化団体は、農作業体験等の都市と農村交流活動や地
域産米のブランド化、特産品開発に取り組み地域活性化
を推進しており、地域の農業の維持に貢献している。

農作業体験

野焼き

輪地切り

○ 景観・自然環境保全形成支援事業（２１年度までの事業）
の活用

九州農政局の考え方（多様な主体による支援の促進）
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２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方（１）

○ 米の消費量の減少傾向が続く中で食料自給率を向上していくためには、新規需要
米、小麦、大豆等の戦略作物の生産拡大が重要。
○ そのためには、生産振興策と併せて、

① 国産大豆の利点をアピールするなど、需要者（消費者）に戦略作物の活用促進
② 味噌等の戦略作物を主原料とする加工食品に対する原料原産地表示の制度化
等の出口対策を検討すべきではないか。

■事例
○概要

・九州農政局では、国産大豆についての認識を
共有するため、生産者、流通業者、食品加工業
者、消費者、試験研究機関等の関係者を一堂に
会する大会を開催（11月12日）。

・この大会により、消費者の国産大豆再評価の
機会になると同時に、生産から流通に至る課題
について認識を共有

○ 農政局との連携・協働
・農政局において大会を契機に、生産・流通・消
費者各段階に対する国産大豆の需要拡大のた
めの働きかけを検討中。

【パネルディスカッションの模様】

【九州各地から211名の参加】

九州農政局の考え方（消費者の需要を喚起する取組の推進）

８



平成21年度地域バイオマス利活用交付金事業を活用（家畜排せつ物処理施設の整備）。

・HACCP構築への支援（例：生産施設の改修、地域生産資材活用への支援等）
・サプライチェーン構築等への支援（例：顔の見える関係づくり、流通・加工施設の整備へ
の支援等）
を検討してはどうか。

２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方（２）

・消費者との情報の受発信を重視した、産直やネット販売等といった食品供給の仕組みは、農畜産
物の差別化を可能とし、経営の安定化に極めて有効。

・そのためには、衛生管理の徹底や生産履歴の公開などが有効な手段であり、それに必要な機
械・施設・システム等のインフラ整備への支援を検討してはどうか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

福岡県宗像市の株式会社すすき牧場では、「安全でおいしい牛肉
を消費者に届けるため、生産者の責務を全うし、生産者に自信とゆ
とりの持てる“牧場”作りを目指す」を経営理念とし、農場HACCPに
取り組み、生産履歴がわかる安全でおいしい牛肉をプライベートブラ
ンド牛肉「宗像牛」「薄一郎牛」等として生産している。
また、消費者が生産・流通情報を確認できることにこだわっており、

販売は原則として産直販売のみとし、生協や量販店ですすき牧場産
であることが分かる仕組みを取り入れている（販売先：生協、関東・
関西・中京の量販店、外食その他）。
産直販売のほか、インターネット上で精肉や加工品の販売も行って

いる。

すすき牧場の肥育牛舎

プライベートブランド「薄一郎牛」

九州農政局の考え方（消費者との結びつきを重視する取組への支援）

９



２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方（３）

教育ファームによる農林漁業体験を通して、「農業」や「食」の重要性についての消費
者の認識を深め、生産者と消費者の継続した交流による相互理解を促すと共に、取組
を通した地域活性化に繋げていくために教育ファームに係る必要経費に対して施設整
備等を含め支援すべき。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要
人口約３００人ではあるが、日本棚田百選にも選ばれた棚田を持つ大分県宇佐市
院内町の余谷地区では、高齢化・過疎化や中山間といった立地条件を克服して、
農地の保全と地域の活性化を図るため、集落の代表からなる「余谷２１世紀委員
会」を立ち上げ、大分市の大分大学教育福祉科学部と連携し、大学生を対象にし
た教育ファームの取組を開始。関係者間の交流が深まり、都市部地域との地域間
交流や地域の活性化に向けた取組等へ繋がるといった波及効果をみせている。

具体的には、
（1）教職員を目指している大学生が年間６回以上の農作業体験活動を実施。体験活動に遊休農地を活用し、その保

全にも貢献。
（2）農作業体験の取組の一部に余谷地区の小学生が参加することで、大学生と小学生の世代間交流。
（3）大学関係者のアドバイスにより、地域農産物等の即売会等により既に交流があった都市部の大分市高崎地区

との間で、小学生親子を対象にした農作業体験や農産物を使っての料理体験を開始。都市部との地域間交流が
さらに深まった。

（４）このほか、余谷地区の地域行事への大学生の参加等、地域全体の活性化に向けた取組につながっている。

20年度・21年度教育ファーム推進事業を活用。

地元小学生と大学生の班編成による田植え（余谷）

九州農政局の考え方（食育の推進）

10



○ 戸別所得補償制度は、単に戦略作物等の生産の振興を図るだけではなく、セットで
生産物の出口までの流通・加工・販売の過程全体の振興を図っていくことが必要。
大豆の場合、品質や利用先の面で輸入品との棲み分けがある程度なされており、
① 流通・加工業者との取引には、ある一定のロットの確保が必要なことから、産地形
成の取組を推進、

② また、流通・加工の強化・効率化のための、施設の整備・強化を支援、
していくことが必要。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

強い農業づくり交付金
戦略作物生産拡大関連施設緊急整備事業

【ＪＡさが 佐城統括支所（佐賀県佐賀市）】
○ 平成12年度 農業生産総合対策条
件整備事業を活用し、大豆共同乾燥調
製施設を導入。実需者の求める「良質
で安定的な大豆生産」に寄与している。 佐城南部地域大豆共同乾燥調製施設

ドライエアジェネレータ（ＤＡＧ）乾いた空気に
より自然乾燥に近い乾燥方式により大豆のし
わ、裂皮等の発生が少ない乾燥方式

調製設備には、風選、比重選、転
選、篩、とあり 終的に色彩選別
機により、紫斑粒、褐斑粒、虫害
粒等を除去し均質な製品が完成

九州農政局の考え方（戸別所得補償制度を強化していくための取組の推進）

３．戸別所得補償制度のあり方
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３．戸別所得補償制度のあり方（続き）

（１）規模拡大の促進のための加算のあり方
規模拡大加算については、全農業者を交付対象とするのではなく、農地の利用集積の対象者を明確

にするため、交付対象者を認定農業者及び一定の条件を備えた集落営農組織に絞り込むべき。

（２）麦・大豆の生産数量目標の設定及び支援策のあり方
国産の麦・大豆は、輸入に比べて供給が不安定であることが需要拡大を阻害し、さらに生産拡大を阻

害するといった悪循環を生じている。
このため、

① 国は、適地・適作による安定供給を推進する観点から、産地として育成・強化すべき地域を
明確にして、都道府県別の生産数量目標を設定すべき。

② 産地全体としての効率的・安定的な生産・供給体制を整備するため、地域全体の排水改良対策、
施設・機械等共同利用施設の整備等を集中的・重点的に推進すべき。

③ また、育成・強化すべき産地と実需者等との結びつきを強化するため、出荷・流通業者や実需者、
小売業者等が実施する国産麦・大豆の商品開発、加工技術の開発、施設設備、消費拡大対策等への
支援を併せて実施すべき。

④ 上記②、③の支援策は、①の生産数量目標の配分とセットで実施すべき。

（３） 新規需要米（特に飼料用米）についての交付金の仕組みのあり方
交付額が販売額を大幅に上回る新規需要米については、交付金の８割相当を収量に応じた支払い

とする仕組みを検討するべきではないか。
この見直しにより、
・捨て作りを防止し、かつ、横流しの抑制効果も期待できる。
・多収性品種の導入等効率的な生産を促し、財政負担の軽減効果が期待できる。

○具体的な制度イメージ
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４．農林水産業の成長産業のあり方（１）

・地域資源を活用した新事業の創出及び地域農林水産物の利用を促進することは、農林漁業の
振興等に益々重要。

・農林漁業者による６次産業化の進出のためには、農業生産、加工技術に加えて、食品製造、販
売等の事業経営能力が不可欠。

・このため、県の６次産業化推進方策を踏まえ全国の公立大学農学部等において、より実践的な
事業経営の実務教育を取り入れたコース及び社会人等を対象としたコースを開設してはどうか。

九州農政局の考え方（６次産業化推進のための人材育成）

■事例

○農政局との連携・協働

○概要
○佐賀大学では、大学院農業技術経営管理学コース（２年コース）を創設し、「農業者及び経営
者の倫理」、「経営環境と企業家マインド」「経営、生産、作物、環境、食品の管理部門」、「イン
ターンシップ」、「ケーススタディ」、「終了研究」等のカリキュラムで、農業のプロフェッショナルの
育成をめざしている。

○また、同様の社会人向けコース（１年コース）として、「農業技術経営管理士育成プログラム」
を設置。

なし

本教育制度に対する大学（自治体等）への支援措置の
創設が必要ではないか 13



４．農林水産業の成長産業のあり方（２）

・現在の６次産業化の取組は、６次産業化に取り組む事業者個々が点としての事業展開が主であ
り、必ずしも地域全体の振興につながっていない。

・このため、地域の多様な農産物を活用するなど、地域全体での６次産業化の拠点として、コミュ
ニティ活動や試験加工等が可能な施設を有した、直売所、加工施設等の整備に対して更に助成し
てはどうか。

九州農政局の考え方（６次産業化推進のための地域拠点設立）

■事例

○農政局との連携・協働

○概要

【有限会社シュシュ（長崎県大村市）】
○ 平成８年、地域農産物を販売する直売所を設立以来、 いちごや
ぶどうなどの収穫体験や収穫した食材を利用した加工体験の受入、
地域農産物を使用したアイス、パン、洋菓子などの製造販売、
地元食材を利用した農家レストランを運営するなど、農業主導の
６次産業を実践。

○栽培技術指導等を行う農業塾などにも力を注いでいる。
○年間４９万人が来場。うち１万人は経営視察。

第１回九州地域６次産業化推進会議（平成２２年１２月１５日）

施設整備等の支援については現行補助制度の拡充が必要ではないか 14

【関係者と連携した推進方策の検討】
○ 農業・農村の６次産業化に向けて、管内各県や有識者と協働で
今後の地元の取組の推進方策を検討する会議を開催。

有限会社シュシュ

第1回九州地域６次産業化推進会議



農産物やその加工品の販路拡大や地域全体の活性化、農業・農村への国民全体の
理解の醸成と支援の呼び込みのためには、地域のグリーン・ツーリズム活動を、さらに
盛り上げていくことが必要。そのためには、地域の中心となる人材の掘り起こし・育成や、
実践者の連携・情報発信等の取組を行っている団体への継続的な支援が必要ではな
いか。

■事例

○農政局との連携・協働

○概要
九州のムラたび応援団は、九州各地でグリーン・

ツーリズム活動を実施している団体・実践者のネット
ワーク化、次代を担う人材の育成、ＧＴに関する情報
発信等を行っている。これらの活動は、農村地域を
リードする中心的な人材育成に大きく寄与している。
（主な取組）
（１）九州各地の実践者等を集めた「九州グリーン・ツーリズム

シンポジウム（参加：H20年度：284名、H21年度：360名、
H22年度：528名(2日間延べ)）」を開催

（２）ＧＴ実践者の調査、データベースの構築
（３）ＧＴ実践者のネットワーク形成、人材育成
（４）ＧＴセミナー、シンポジウムの開催
（５）雑誌、Ｗｅｂ、メルマガ等によるＧＴ情報の発信 など

平成２２年度までは、広域連携共生・対流等推進交付金
事業を活用

４．農林水産業の成長産業のあり方（３）

九州農政局の考え方（グリーン・ツーリズムを担う人材の発掘・体制づくりへの支援）
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