
第３章 農業の持続的発展に向けて

１ 人と農地の問題を解決する取組

（１）「人・農地プラン」の作成状況

農業者の高齢化・耕作放棄地の拡大が進む中、平成24（2012）年度から、市

町村内の地域の「人と農地の問題」を解決するため、関係者の徹底した話合い

により今後の地域の中心となる経営体への農地集積や地域農業のあり方等を明

確にして、地域の将来像を「人・農地プラン」（以下「プラン」という。）と

して作成いただいています。

九州では、プランの作成に至っている市町村数は29(2017)年３月末現在227、

作成済み地域数は2,614、うち、平成28（2016）年度に見直し（更新）を行っ

た地域数は1,802となっています（表３－１）。

一方、農地中間管理機構（以下「機構」という。）の活用方針が明らかになっ

ている地域数は1,631地域にとどまっています。

機構が十分に機能し、担い手への農地利用の集積という成果を上げていくた

めにも、プランに係る話合いの中で、地域として担い手像の合意形成をしてお

くことは極めて重要であり、今後もプランの作成と定期的見直しを継続的に実

施していく必要があります。

表３-１ 人・農地プランの進捗状況（平成29年３月末現在）
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（２）新規就農者の育成確保

（新規就農者の支援）

平成27（2015）年における九州の新規就農者数は1,367人で、前年に比べ98

人（７％）減少しました。これは、主に、新規学卒者が減少したためです。

また、昨年に引き続きUターン就農者 は減少傾向にあるものの、新規参入※１

者 は増加傾向で推移しています（図３－１）。※２

農林水産省では、持続可能な力

強い農業を実現するために、新規

就 農 して 定着 する農 業者を 倍増

し、世代間バランスのとれた農業

就業構造にしていくことを目標に

しています。平成24（2012）年度

から就農意欲の喚起と就農後の定

着を図るため、就農前の研修期間

及び経営が不安定な就農直後の所

得を確保する青年就農給付金事業

を実施しています。

本事業の九州における平成27（2015）年度実績は、就農希望者を対象とし

た準備型が525人（全国2,477人）、独立・自営就農後５年間を上限に支援する

経営開始型が3,055人（同１万1,630人）となっています。

平成27（2015）年度実施した「青

年就農給付金に関するアンケート

調査」によれば、全国の９割の市

町村が本事業が新規就農者の確保

に「役立っている」と回答してお

り、平成24（2012）年度以降の新

規就農者の確保・定着において一

定の効果があったものと考えられ

ます（図３－２）。

※１ 農家出身者で他産業に従事した後、就農した者。

※２ 非農家出身者で新たに就農した者。

資料：九州農政局調べ

図３-１ 新規就農者の推移（九州）

図３-２
青年就農給付金に関するアン

ケート調査（市町村回答）

資料：農林水産省
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【青年就農給付金（経営開始型）受給者の優良事例

高崎 翔平 31歳（宮崎県西都市）】
た か さ き しようへい さ い と し

兵庫県出身の高崎さんは幼い頃か

らトマトが大好きで、将来の夢は、

トマト農家になることだったそうで

す。兵庫県内の農業高校在学中に先

生からの勧めもあって宮崎県の大学

に進学することとなりました。大学

卒業後は、夢だったトマト農家を目

指してそのまま宮崎県に残り雇用就

農されました。

その後、雇用就農時やアルバイト

での貯蓄とご両親の援助、また、近隣の方のご協力もあって宮崎県西都市で

独立・自営就農することができたそうです。

平成24（2012）年の就農直後は一般的な品種である小鈴（赤ミニトマト）
こ す ず

の栽培を行いましたが、翌年からは、より販売単価の高いピッコラカナリア

（オレンジミニトマト）の栽培にチャレンジしました。しかし、病害虫に弱

く、思った程の収量も上げられず、現在は元の小鈴に戻して営農をされてい

ます。トマト栽培では、温度管理、二酸

化炭素施用による高濃度管理が品質の面

からも大きく影響することから、西都市

の補助事業を活用してハウス循環扇を導

入するとともに環境制御センサーによる

圃場管理等を行い、品質向上に取り組ん

でいるとのことです。

今後も青年就農給付金等を活用してハ

ウスや機械の導入を行い、更なる品質向

上と規模拡大に取り組んでいきたいと考えておられ、将来に向けて硬質ハウ

スの導入も検討されています。

高崎 翔平氏

ハウス内のトマト
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（青年農業者の育成）

九州農政局では、経営発展と農業青年クラブの活動強化及び地域農業の発展

に資するため、また、青年農業者や新規就農者が抱える課題等を解決するため

に、九州・沖縄各県の青年農業者代表と一

農 ネット 加 入者 28名が参加し 、平成 28※１

（ 2016）年12月８日、熊本地方合同庁舎に

て、「九州農政局長と語る会」を開催しまし

た。また、併せて効率的かつ安定的な農業

経営について学ぶ人材育成セミナーを開催

しました。

語る会では、「農業におけるIT活用」及び

「国産農産物の地位確立（ブランド等）に

向けての対策」をテーマとして、九州農政局

長ほか職員も多数参加し、新規就農者の多岐

にわたる課題等について活発な意見の交換

が図られました。

人材育成セミナーでは、「次世代農業者

のための農業IT化のススメ」をテーマに、

アイティ経営研究所代表の中尾克代氏から
な か お か つ よ

IT等を活用した次世代農業の成長戦略につ

いてご講演いただきました。また、受講生

と講師との間で積極的な質疑応答が行われ

ました。

（３）認定農業者の現状

九州における平成28（2016）年３月末現在の認定農業者数 は、227市町村※２

の４万8,222経営体で、全国の20％を占めています。このうち法人経営は4,075

経営体で、法人化が進展したことから前年に比べ306経営体増加しました。

県別でみると熊 本 県 が １ 万1,131経営体（全国３位）、鹿児島県が8,413経

営体（同８位）、宮崎県が8,267経営体（同９位）と全国の上位となっていま

す（表３－２）。

※１ 就農希望者や新規就農者、農業法人で働く若者が農林水産省と直接つながるネットワーク。

※２ 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画を作成し、市町村から当該改善計画の認定

を受けた者（認定農業者）と特定農業法人で認定農業者とみなされる法人の合計をいう。

人材育成セミナー

九州農政局長と語る会
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（４）農業経営の法人化等

法人による農業経営は、経営管理能力の高度化や安定的な雇用の確保、対外

的な信用力の向上、円滑な経営継承、雇用による就農機会の拡大等の面でメリッ

トがあります。そうした中、集落営農組織、農地所有適格法人 以外の法人（以※１

下「一般法人」という。）による取組が進展しています。

ア 集落営農の法人化の取組

集落営農 は、地域の農業※２

・農村を維持、発展させる機

能を持つ組織経営体ですが、

将来にわたって安定的に経営

するためには、一定の期間経

過後、任意組織から法人格を

持つ組織にしていくことが重

要です。

九州における平成29（2017）

年２月１日現在の集落営農組

織は、2,478組織で全国の16％

を占めています。このうち法

※１ 平成28年4月1日に改正農地法が施行され、農業生産法人から名称を変更。

※２ 集落営農とは、「集落」を単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化・統

一化に関する合意の下に実施される営農をいう。

資料：農林水産省「集落営農実態調査」
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人は673組織（全体の27％）で、非法人のうち法人化計画を策定している集落

落営農組織が837組織（同34％）あります。

集落営農数を県別にみると、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県の４県で九州

の85％を占めており、集落営農の法人数は、福岡県、大分県の２県で68％を占

めています（表３－３）。

九州農政局では、地域における農業経営の受皿的機能を有する集落営農の組

織化・法人化を推進するため支援措置を講じているところであり、県や市町村、

関係機関に対し集落営農に係る政策情報の提供等を行っています。

イ 農地所有適格法人の動向

九州における農地所有適

格法人の数は、2,829法人（平

成28（ 2016）年１月１日現

在）で、前年に比べ237法人

増 加 し て い ま す （ 表 ３ －

４）。

県別にみると、鹿児島県

の728法人が最も多く、次い

で熊本県の491法人、大分県

の439法人となっています。

組織形態別では、特例有

限会社が1,170法人（41％）、

株式会社が937法人（33％）、

農事組合法人が664法人（23％）となっており、会社法人形態によるものが全

体の74％を占めています。

ウ 一般法人の農業参入の動向

多様な主体による農業参入を促進していく観点から、平成21（2009）年に改

正農地法が施行され、一般法人（株式会社やNPO法人等）についても、農地を

適正に利用するなど一定の要件を満たす場合は、全国どこでも農地の貸借によ

る農業への参入が可能となりました。

九州では、平成28（2016）年６月末現在で234の一般法人が計282haの農地を

借受け、農業経営を行っています。改正農地法の施行後１年当たりの平均参入

数は36法人で、法改正前と比較すると約５倍のペースで農業参入が進んでおり、

改正農地法の効果が着実に現れています（表３－５）。

資料：農林水産省調べ
注 ：特例有限会社とは、平成18年５月の会社法施行に伴い、既存

の有限会社が移行したもの。
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また、参入に当たっては、食品関連業者や建設業者等が自ら農業経営を行う

だけでなく、製造業者等が地域農業者、行政と連携し新たな法人を設立して参

入するなど、多様な形態がみられるようになりました。

【一般法人の参入事例（熊本県天草市）】
あ ま く さ し

配電工事等を営む株式会社九電工は、生産・加工・

販売までの一貫したビジネスモデルを作り上げ、新し

い社会貢献の形として農業に取り組むこととし、天草

地域の活性化、ひいては九州農業の活性化を図ること

を目的に、平成22（2010）年にオリーブ園を開設し農

業に参入しました。

オリーブ作付けは自社のみならず、周辺農家への幼

苗預託等の普及・推進活動を展開して、平成27（2015）

年には天草市等で約150戸の農家が約18,000本（収穫量

約２ｔ）を作付けし、オリーブを核とした第１次産業

が地域内で定着してきています。

また、国際コンテストへの出品（2014年国際エキス

トラバージンオイルコンテスト金賞受賞）や首都圏デ

パートでの販売促進等を行い、天草産オリーブの認知度

向上に積極的に取り組んでいます。

オリーブ園の様子

資料：九州農政局調べ

注１： 参入法人数は、解除条件付き（農地法第３条第３項）により農地を借り入れた一般法人を集計した
もので、農地所有適格法人として参入した法人は含まない。

２： 業種別欄の「農・畜産業」は、企業が農業又は畜産業に特化した子会社を設立したものをいう。
また「その他」は、医療、福祉、教育、サービス業などを行う法人をカウントする。
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（５）農村女性の活動の促進に向けた取組

（農山漁村男女共同参画の推進）

農山漁村では、基幹的農業

従事者の約４割を女性が占め

ており、６次産業化等の進展

に伴い女性の役割の重要性が

ますます高まっています。

このため、平成27（ 2015）

年 12月に策定された第４次男

女共同参画基本計画の成果目

標に向けて女性の参画拡大を

促進しています（表３－６）。

九州での平成28（2016）年の農業委員への女性の登用率は9.3％で、全国の8.1

％を上回っています。また、全国では女性が役員に登用されていない農協が18.

5％存在していますが、九州の農協では該当がなく女性の参画が進んでいると

言えます。

なお、九州農政局では毎年、男女共同参画の推進を目的としたセミナーを開

催しています。平成29（2017）年２月16日熊本市において「地域を牽引する女

性リーダーの活躍に向けて～女性の力で農業を魅力ある職業に～」をテーマに

開催し、女性農業者等約200名の参加がありました。

セミナーでは、昭和女子大学人間社会学部の粕屋美砂子准教授による「農山
か す や み さ こ

漁村における女性のエンパワーメントとリーダーシップ」と題した講演や女性

農業経営者及び農業女子プロジェクトメンバーの事例発表が行われました。

参加者のアンケートでは、「若い人々の新しい活用、考え方を聞くことが出

来て良かった」、「一人でも多くの女性・パートナーに今回のような研修に参

加出来るような機会を作ってほしい」などの意見が寄せられました。

また、九州地域の農業女子プロジェクトには、75名（平成28（2016）年12月

現在）が加入しており、このうち佐賀県の山 領裕美さんが平成28（2016）年
やまりよう ひ ろ み

度内閣府男女共同参画局の「女性のチャレンジ賞」を受賞されました。

表３-６ 第4次男女共同参画基本計画における成果目標と現状

資料：農業委員については農林水産省経営局調べ（平成２８年１０月1日）
　　　　JＡ役員についてはJＡ全中調べ（平成２８年度）
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【農業女子プロジェクトメンバー：「毎日毎日野菜と向き合うことは根気

のいることですが、とてもやりがいのある仕事だと思います。九州の野菜

を女性みんなでPRしていきましょう。」

大吉農園 大吉 枝美さん（鹿児島県指宿市）】
だ い き ち の う え ん お お よ し え み い ぶ す き し

○主な農産物：キャベツ、ケール、ズッキーニ

夫が祖父母の後を継ぎ就農したことを機に平成19

（2007）年に看護師を辞めて就農しました。

就農した最初の頃は、祖父母が栽培していた徳光ス
とつこう

イカを引き継ぎ、24aの畑で栽培していました。しか

し、収益と労力が全く見合わず、栽培品目などを試行

錯誤しながら畑の面積を４haに拡大した頃、キャベツ

作りで成功したご夫婦と出会いました。 そのご夫婦

から、収益を上げるためには、とにかく出荷できる量を多く持っているこ

とが大事なことを学び、ちょうど離農する方から運よく農業機械なども

譲ってもらったのでキャベツの栽培で規模を拡大していくことに決めまし

た。

最初はキャベツが上手く作れず、クレーム対応や台風被害など、たくさ

んの失敗がありましたが、今ではきれいで美味しいキャベツを生産するこ

とができるようになりました。そしてなによりも子ども達にも食べてもら

えるような、えぐみのない野菜作りにこだわり、日々一生懸命、頑張って

います。

「農業女子プロジェクト」 の活動については、平

成26（2014）年に「女性農業次世代リーダー育成塾」

の受講をきっかけに加入しました。「全国各地に、

こんなに頑張っている女性達がいるんだ。」と感動

する出会いもあり、友人や仲間をたくさん作ること

ができました。

また、平成27（2015）年、

福岡市で開催された農業女子プロジェクトの学習会

でバイヤーと商談が成立し、平成28（2016）年５月

から週２回、東京の大手百貨店へケールやズッキー

ニなどを空輸しています。

大吉 枝美さん

農園のズッキーニ

農園のケール
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（６）農地の流動化と面的集積の推進

「人・農地プラン」の作成推進と併せて、26年度から新たに農地中間管理事

業が開始され、３年が経過しました。28年度は、課題であった各県駐在員等を

増員し、制度の周知が一定程度進みました。また、農地中間管理機構に対しま

とまった農地を貸し付けた地域や農地を個別に貸し付けた者に対し協力金を交

付する機構集積協力金のほか、各種条件整備のための事業の活用により、担い

手への農地の集積・集約化が加速しています。

ア 農地の権利移動面積の推移

26年の耕作を目的とした農地の権利移動面積（自作地有償所有権移転面積と

農地法による賃借権設定、基盤強化法※による利用権設定及び農地中間管理事

業法の権利設定の合計）は２万2,096haで、25年に比べ1,600ha減少しました（表

３－７）。

このうち、基盤強化法による利用権設定は、１万9,708haと全体の約９割を

占めています。

イ 農地中間管理事業の実施状況

農地中間管理事業は、各県に設置された農地中間管理機構（以下「機構」と

いう。）が出し手から農地を借り受け、必要に応じて基盤整備等の条件整備を

行い、担い手が面的にまとまりのある形で利用できるよう配慮して、担い手に

対して貸し付ける事業です。

九州の農地中間管理事業の実施状況は、28年度中に機構が借り入れた面積は

6,316ha,機構が貸し付けた面積は6,333haとなっています。また、26年度から

の累計面積は、借受面積が20,450ha、転貸面積が20,398haとなっています（表

３－８）。

※ 「農業経営基盤強化促進法」（最終改正年月日:平成26年４月1日法律第102号）

資料：農林水産省「土地管理情報収集分析調査」（平成21年まで）、「農地の権利移動・借賃等調査」
（22年以降）

注１：所有権移転は、自作地有償所有権移転である。
２：利用権設定は、基盤強化法による賃借権及び使用貸借権の設定及び農業経営の委託の合計である。

単位：ha

H22 23 24 25 26
増減

（26年－25年）

20,733 22,512 22,333 23,696 22,096 ▲ 1,600

うち農地法 1,777 1,859 1,817 1,770 1,518 ▲ 252

所有権移転 ① 1,307 1,210 1,256 1,310 1,215 ▲ 95

賃借権設定 ② 470 649 561 460 303 ▲ 157

18,956 20,653 20,516 21,926 20,578 ▲ 1,348

所有権移転 ③ 776 806 890 980 870 ▲ 110

利用権設定 ④ 18,180 19,847 19,626 20,946 19,708 ▲ 1,238

18,650 20,496 20,187 21,406 20,011 ▲ 1,395

総　　　数

うち基盤強化法

（利用権等設定総数）②＋④

表３-６ 耕作目的の農地の権利移動面積の推移（九州）表３-７ 耕作目的の農地の権利移動面積の推移（九州）
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※ 平成24（2012）年度からは、農業競争力強化基盤整備事業（経営体育成型）。一部、平成22（20

10）年度からは、農山漁村地域整備交付金でも実施。

（７）農地整備（水田）を契機とした担い手への農地利用集積

農林水産省では、平成５（1993）年度より「担い手育成基盤整備事業
※
」を

創設し、農地の利用集積、担い手の育成を図ることを目的とした、水田の整備

を進めています。

九州では平成17（2005）～26（2014）年度の10年間で約7,000haの水田の整

備が完了し、うち担い手経営面積は約3,200haとなっています（図３－３）。

水田の整備を実施した地区における担い手への農地利用集積率を各県ごとに

みると、最も大きく増加した福岡県では12％から45％と33ポイントの増加、増

加が少なかった熊本県でも29％から50％と21ポイントの増加であり、九州全体

では19％から46％と27ポイント増加となっています。

このように、水田の整備を契機に担い手への農地利用集積が図られています

（図３－４）。

資料：九州農政局調べ
注：機構借受面積及び機構転貸面積の欄の上段実数は、各年度末までに利用権設定等の始期が到来したも

の。
下段（ ）内の数値は、各年度末までに利用権設定等の公告等が行われたもの。

単位：ha

26年度 27年度 28年度 累計 26年度 27年度 28年度 累計

福岡県
（公財）福岡県

農業振興推進機構
２回 49 2,264 1,148 3,460 49 2,264 1,148 3,460

佐賀県
（公社）佐賀県

農業公社
３回 32 1,408 187 1,627 32 1,403 191 1,626

長崎県
（公財）長崎県
農業振興公社

４回 547 1,438 787 2,765 547 1,421 770 2,718

熊本県
（公財）熊本県

農業公社

毎月
（各月分をとりま

とめ公表）

184 1,894 542 2,580 182 1,893 556 2,579

大分県
（公社）大分県

農業農村振興公社
５回 123 1,106 644 1,868 123 1,098 650 1,865

宮崎県
（公社）宮崎県
農業振興公社

毎月
（各月分をとりま

とめ公表）

374 1,898 1,061 3,314 374 1,898 1,062 3,314

鹿児島県
（公財）鹿児島県

地域振興公社
３回 153 2,768 1,948 4,836 148 2,761 1,955 4,836

－ 1,462 12,776 6,316 20,450 1,455 12,738 6,333 20,398合　　計

機構転貸面積
県　名

農地中間管理
機構の名称

28年度
借受公募の
実施回数

機構借受面積

表３-７ 農地中間管理事業の実施状況（平成29年3月末）表３-８ 農地中間管理事業の実施状況（平成29年３月末）
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資料：九州農政局農村振興部農地整備課調べ
注１：調査対象地区は、平成17～26年度にほ場整備を完了した地区。

２：ほ場整備実施前の農地利用集積率
＝ほ場整備実施前年度の農地利用集積面積の合計÷ほ場整備実施前年度の受益面積の合計

３：ほ場整備完了時の農地利用集積率
＝ほ場整備完了年度の農地利用集積面積の合計÷ほ場整備完了年度の受益面積の合計

４：数値は四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

資料：九州農政局農村振興部農地整備課調べ
注：調査対象地区は、平成17～26年度にほ場整備を完了した地区。

数値は四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない場合がある。

図３-４ ほ場整備を契機とした担い手への農地の利用集積

図３-３ 最近年の各県ごとのほ場整備完了面積と担い手の経営面積（過去10か年合計）
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２ 経営所得安定対策等の取組

米、麦、大豆等の土地利用型農業の経営安定を図ることを目的とした経営所

得安定対策と水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ること

を目的とした水田活用の直接支払交付金の２つの対策が実施されています。

平成28（2016）年度における加入申請件数は、九州管内で15万7,664件とな

り、前年度に比べて7,595件減少しています。これは、担い手への農地の集約

が進んだことや高齢化による離農が進んでいること等が考えられます。

また、平成28（2016）年度の加入申請においては、平成28（2016）年４月に

発生した熊本地震により水路等が被災し、米等の生産ができなくなった水田も

多く発生したため、大豆等への作物転換により営農を継続した取組も見られま

した。

（１）経営形態別加入申請状況

経 営 形 態 別 の 加 入 申 請

状況は、個人15万4,672件､

集落営農1,286件と前年度

に 比 べ て そ れ ぞ れ 7 , 6 8 5

件、114件減少しています

が 、 法 人 は 、 集 落 営 農 か

ら 移 行 し た 組 織 が あ る こ

と 等 か ら 前 年 度 に 比 べ て

204件増加し 1,7 06件とな

りました（表３-９）。

（２）交付金別加入申請状況

ア 経営所得安定対策のうち、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

諸外国との生産条件の格差により不利がある麦･大豆等について、標準的な

資料：農林水産省「平成28年度の経営所得安定対策等の加入申請
状況について」（平成28（2016）年11月１日公表）

資料：表３－９と同じ。

表３-９ 経営形態別加入申請状況

表３-10 交付金別加入申請状況
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生産費と標準的な販売価格との差に相当する額を交付する「畑作物の直接支払

交付金」（ゲタ対策）の加入申請件数は、担い手を対象とする現行制度が開始

された前年度に比べて222件増加し5,193件となりました。特に認定農業者の加

入申請が増加しており、本対策が徐々に浸透していることが伺えます。

イ 経営所得安定対策のうち、米･畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米価が下落した際などに収入を補 する保険的な制度である「米･畑作物の

収入減少影響緩和対策」（ナラシ対策）の加入申請件数は、前年度に比べて60

2件減少し１万2,372件となりました。

ウ 水田活用の直接支払交付金

水田で戦略作物を生産する農業者に対し交付金を交付する「水田活用の直接

支払交付金」の加入申請件数は、前年度に比べて2,953件減少し９万7,634件と

なりました。一方、水田フル活用に向けた取組が進んだことから戦略作物の作

付計画面積は増加しており、農地の集約が進んでいることが伺えます。

エ その他の交付金

米の直接支払い交付金の加入申請件数は、前年度に比べて5,553件減少し12万

2,566件となりました（表３-10）。

（３）対象作物別の作付計画面積

ア 主食用米

米の直接支払交付金の対象となる主食用米の作付計画面積は、前年度に比べ

て4,656ha減少し12万1,604haとなりました。

イ 食料自給率を向上させる戦略作物への転換

水田における戦略作物の作付計画面積は、主食用米が減少する中、麦は688

ha、大豆は677ha、飼料作物は1,101ha、WCS※用稲は1,849ha、飼料用米は731ha、

加工用米は161ha、米粉用米は33haそれぞれ増加しました（表３-11）。

※ ホールクロップサイレージの略。稲やとうもろこし等の子実及び葉茎を一緒に収穫、発酵させた粗飼料。

資料：表３-９と同じ。
注：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

表３-11 主食用米及び戦略作物の作付計画面積
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３ 農業農村整備等の展開

農業農村整備は、競争力強化のための農地の大区画化・汎用化、畑地かんが

い施設等の整備、国土強靱化のための農業水利施設の長寿命化・耐震化、洪水
きようじんか

被害防止等の対策を推進する事業です。

九州農政局では、北部九州の水田地域を中心に農業用水の安定供給等のため

の水路整備や老朽化したクリーク※１の保全、南九州・奄美地方を中心に生産性

が高く安定した農業経営のための畑地かんがい施設の整備、有明海に面した海

岸での海岸堤防の補強、また、全域において「ストックマネジメント※２」の手

法を活用した老朽化施設の更新等を進めています。

（１）国営事業の実施状況 ※３

九州管内では、基幹的な水利施

設を整備する国営かんがい排水事

業（７地区）や農地の大区画化及

び農作業の効率化・低コスト化を

図る国営農地再編整備事業（１地

区）、施設の機能を長期にわたり保

全する国営施設機能保全事業（３地

区）、農地・農業用施設に対する災

害を未然に防止するための国営総

合農地防災事業（３地区）、老朽化

した海岸保全施設の整備を行い、

背後農地と住民の安全を守る直轄

海岸保全施設整備事業（３地区）

を、関連（県営）事業等と連携し

ながら実施しています（図３－５）。

（２）農業水利施設等の適切な更新・保全管理

九州の農業用水を供給する基幹的な農業水利施設は、ダム、頭首工、用排水

機場等（点的な施設）の施設数は約１千か所で、全国の14％を占め、農業用用

排水路（線的な施設）の延長は約4,400kmで全国の９％を占めています（図３－

６）。

※１ 大河川下流部の低平な河口付近で見られる地形に掘削された水路網のこと。

※２ 定期的な機能診断等に基づく機能保全対策等を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、

ライフサイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称。

※３ 巻末資料P253参照。

図３-５ 国営土地改良事業等実施地区位置図

資料：九州農政局作成
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これらの施設は老朽化が進んでおり、耐用年数の超過割合は熊本県、大分県

で全国平均を上回っています。今後、着実かつ計画的なストックマネジメント

の推進による施設の更新・保全管理を進めていきます（図３－７）。

（３）水田の整備状況

水田では、区画の整理統合により農業生産性が向上し、また、排水路や暗渠

排水の整備により畑作物の栽培にも利用できる汎用性の高い農地への転換が可

能となります。

九州地域における水田の区画整備済（30a程度以上）割合は、平成26（2014）

年度時点で59.2％となっており、全国平均と比べ4.6ポイント低いものの着実

に向上しています。

また、一部では１ha以上の大区画化も行われています（図３－８）。

県別にみると、整備済割合が高いのは、佐賀県の82.7％、熊本県の64.6％、

福岡県の64.1％となっています（図３－９）。

図３-６ 農業水利施設ストック量（26年） 図３-７ 耐用年数割合（26年）

資料：農林水産省「農業基盤情報基礎調査」 資料：図３－６と同じ

図３-８ 水田整備済割合の推移（九州） 図３-９ 県別水田整備済割合（26年）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
「農業基盤情報基礎調査」

資料：図３－８と同じ
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また、水田の整備割合が高い佐

賀県、福岡県は田の汎用化に伴い

平成27（2015）年の耕地利用率は、

それぞれ全国１位（143.9％）、２位

（121.3％）となっており、野菜の

生産も盛んで、小麦・大豆の産出

額は上位を占めています（表３－1

2）。

（４）畑の整備状況

畑では、かん水施設や農道整備等により、作物の品質向上や新規作物の導入

による経営転換、機械の導入による農業生産性の向上が可能になります。

九州地域における畑の整備状況をみると、平成26（2014）年度時点のかんが

い施設整備割合は25.6％で、全国平均より3.2ポイント高くなっています（図

３－10）。

これまで事業が完了した鹿児島

県の地区では、収益性の低いかん

しょ・なたね等の作付体系から、

高収益な茶・野菜等に転換するこ

と等により、農業所得が大きく向

上しています（表３－13）。

現在、畑地かんがい施設を整備

している地域においても、整備の

進捗により生産性の向上や高収益

品目への転換が図られ、農業産出

額の増加が期待されます。

表３-12 県別の小麦・大豆の産出額（平成26年）

図３-10
畑の整備済割合の推移
（畑地かんがい）

図３-11
県別畑地かんがい（26年）
（面積･整備済割合）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
「農業基盤情報基礎調査」

資料：図３－10と同じ

資料：鹿児島県「農業農村整備事業における市町村別整備
水準調査結果」（平成17年）
農林水産省「平成17年生産農業所得統計」

注：南薩地区及び笠野原地区は、それぞれの受益市町の
平均値。

表３-13 鹿児島県の国営事業完了地区の所得
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（５）農村地域の防災・減災対策

農地を保全し、地域住民の命の暮らしを守るために、ため池の整備や排水施

設の整備等を着実に進めています。

ため池では、堤体※１補強や洪水吐※２等

の整備を行い、下流域の人命・人家・公

共施設等の安全を確保するとともに、安

定した農業用水を確保しています。

また、排水路や排水機場等、排水施設

の整備を行い、湛水被害が頻発している

地域の農用地被害を防止するとともに、

宅地等への浸水防止を図っています。

九州管内のため池数は約１万７千か所

で、全国の９％を占めており、特に福岡

県及び長崎県で九州の約50％を占めてい

ます（図３－12）。

ため池については、施設の状況等を踏

まえ、堤体等の改修・補強を実施していますが、近年頻発している豪雨や大規

模地震等の自然災害による被害を未然に防止するため、一斉点検を行ったとこ

ろです。今後は、その結果を踏まえ、ハード対策の推進と併せて、監視・管理

体制の強化やハザードマップ作成等のソフト対策を進め、地域防災上のリスク

低減・除去対策を進めることとしています。

排水施設については、低平地での排水路や排水機場等の整備、法面崩落が続

く筑紫平野でのクリークの整備、特殊土壌※３地帯での排水路整備による農地保

全等を進めており、今後ともこれらの整備を計画的に進めることとしています。

※１ 堤防本体をいう。

※２ 流入する余分な水を流すための施設。

※３ シラスやボラ等、侵食を受けやすい土壌をいう。

図３-12
県別のため池数

（平成26年３月時点）

資料：農林水産省調べ

補強したため池老朽化したため池
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４ 農業所得増大に向けた取組

（１）農山漁村の６次産業化の取組

農林水産省では、所得の向上と農山漁村の雇用の確保を図り、農山漁村の活

性化を図るため「６次産業化」を推進しています。

（総合化事業計画※の認定状況）

「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の認定件数は、初年度

から平成28（2016）年度までの累積で387件となっています。この認定数を県

別でみると、宮崎県が90件で最も多く、次いで熊本県81件、福岡県65件の順と

なっています。(図３－13）。

対象農林水産物は、野菜が最も多く29.2％、次いで畜産物17.4％、果樹16.7

％となっています。

※ 「総合化事業計画」とは、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林水産物等の生産及びその加

工又は販売を一体的に行う取組に関する計画をいう。法に基づく計画の認定を受けると、有利な融資や各種

助成を受けることができる。

資料：農林水産省
注 ：四捨五入により合計が100％にならない場合がある。

図○-○ 総合化事業計画の認定状況の推移（平成29年3月31日現在）
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図３-13

（九州品目別認定件数割合） （全国地域別認定件数割合）
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（全国キャラバン！食の発掘商談会in熊本の開催）

九州・沖縄で６次産業化等に取り組む事業者

が、地域の農林水産物を用いて開発した、魅力

ある商品の販路拡大を図るため、「食の発掘商談

会in熊本」が熊本市で、株式会社JTB西日本を事

業実施主体として開催されました。

出展事業者 36社のう

ち、 総合化 事業 計画認

定事業者11社も様々な新商品を携え、全国の食品バイ

ヤー23社に自慢の商品を売り込みました。また、九州

農政局は会場内に６次産業化相談窓口を設け、出展事

業者の相談に対応しました。

（農林漁業成長産業化ファンドによる事業拡大）

６次産業化の市場規模を大幅に拡大するためには、加工や流通のほか、観光

や輸出等の他分野と連携することにより、資源やノウハウをフルに発揮した、

より大きな規模の取組の推進

が重要です。そのための主要

な施策ツールが平成25（2013）

年２月に設立した株式会社農

林漁業成長産業化支援機構 ※ 1

（ A-FIVE）が運営する農林漁

業成長産業化ファンドです。

開業以来、出資案件形成を

進めており、平成29（ 2017）

年３月末現在において全国で

108件、九州では24件の出資が

決定しており金融機関等で形

成するサブファンド ※ ２を通じ

た出資やA-FIVEからの直接出

資等が行われています（表３－

14）。

※１ 農林漁業者が主体となって新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し、農林漁業成長産業化ファンドを

通じて出融資や経営支援を行う。

※２ ファンド法及び農林水産大臣が定める支払基準に基づいて総合化事業計画認定事業者を対象とした出資等

の業務を行う。

食の発掘商談会in熊本の様子

６次産業化相談窓口

資料：農林水産省

表３-14 九州におけるA-FIVEを活用した事業者

事 業 者 名 住 所 出資同意決定日

西日本水産（株） 福岡県福岡市 60 百万円 平成25年10月

（株）熊本玄米研究所 熊本県大津町 130 百万円 平成26年 3月

いずも食品加工（株） 福岡県糸島市 35 百万円 平成26年 4月

（株）ガゴシマバンズ 鹿児島県霧島市 30 百万円 平成26年 4月

西日本フレッシュフーズ(株) 熊本県熊本市 150 百万円 平成26年 5月

(株)マース 熊本県益城町 99.5 百万円 平成26年 7月

(株)さつま福永牧場 鹿児島県さつま町 10 百万円 平成27年 1月

(株)岡崎牧場 宮崎県宮崎市 46.7 百万円 平成27年 1月

(株)ヴァンベールフーズ 福岡県福岡市 20 百万円 平成27年 2月

創成（株） 熊本県御船町 50 百万円 平成27年 2月

(株)タケノフードサービス 福岡県福岡市 70 百万円 平成27年 3月

(株)ファームクリエイト 熊本県菊陽町 42 百万円 平成27年 3月

(株)シイカトウ 宮崎県小林市 39 百万円 平成27年 4月

(株)グローバルワークス・サイトウ 熊本県大津町 40 百万円 平成27年 6月

(株)ＪＦＡ 鹿児島県長島町 35 百万円 平成27年 4月

西日本タネセンター(株) 福岡県福岡市 80 百万円 平成27年11月

(株)五島ライブカンパニー 長崎県五島市 96 百万円 平成27年11月

(株)ビースマイルプロジェクト 鹿児島県鹿児島市 1,251 百万円 平成27年12月

(株)峰松酒造 佐賀県鹿島市 14.8 百万円 平成28年 4月

ジャパンキャビア(株) 宮崎県宮崎市 20 百万円 平成28年 9月

(株)都農ワイン 宮崎県都農町 97.8 百万円 平成28年10月

ざぼんどちの(株) 福岡県大牟田市 50 百万円 平成28年12月

バンブーマテリアル(株) 熊本県南関町 400 百万円 平成29年 1月

　※ サブファンド出資額125百万円、A-FIVE直接出資額1,126百万円。

　注:サブファンド出資額には、A-FIVE出資相当分を含む。

サブファンド出資額

※

-158-



（九州農業成長産業化連携協議会）
平成24（2012）年３月に設立された九州農業成長産業化連携協議会（以下、

「協議会」という。）では、九州の農業の成長産業化に向けて、九州の農業界

と九州内外の経済界とが連携して、経営連携促進、人材育成・広報・調査の各

事業を展開しています。協議会には、平成28（2016）年度末現在、704の個人

や企業、団体が登録されています。

また、専門的なテーマごとに設けた専門部会(輸出部会、外食部会、IT部会、

流通部会）により、各分野の専門的な課題解決に向けた活動を行っています。

九州農政局は、一般社団法人九州経済連合会、一般財団法人九州地域産業活

性化センター、九州経済産業局と共同事務局を構成し協議会運営の一端を担っ

ています。

（新商品の開発・販路拡大等の取組）

国産農林水産物を活用した新商品等の販路拡大等により地域経済の活性化を

図るため、平成29（2017）年１月18～19日に福岡国際センター（福岡市博多区）

で「第５回九州食の展示商談会in福岡 ～復興支援！がんばろう、熊本・大分

～」（熊本市等主催）が開催されました。この展示商談会には九州各県の農業

生産者や食品関連事業者など約200の事業者が出展し、約2,700人の来場があり

ました。九州農政局では、この商談会において福岡６次産業化サポートセンター

や九州農業成長化産業連携協議会と連携し相談コーナーの場を提供しました。

（６次産業化・農商工連携フォーラムin九州の開催）

上記の「第５回九州食の展示商談会in福岡」

において、生産を担う農林漁業者と流通・加工

等を担う商工業者、これらの取組を支援する

関係者がアイデアやノウハウを共有し、新た

な出会いや交流を図ることを目的に、九州経

済産業局及び九州食の展示商談会実行委員会

と連携して、「６次産業化・農商工連携フォー

ラムin九州」を同時開催しました。

フォーラムでは、国からの支援施策の説明、

「成功を導くための６次産業化・農商工連携と

は」と題した基調講演、さらに、６次産業化や

農商工連携に取り組んでいる認定事業者や支援

フォーラムの様子①
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機関から事例報告がありました。今後、６次産

業化や農商工連携の更なる取組につながってい

くことを期待しているところです。

（農商工等連携の推進）

平成28（2016）年度における「農商工等連携促進法 」に基づく中小企業者※

と農林漁業者がそれぞれの経営資源を有効に活用して新商品の開発等に取り組

む事業計画（農商工等連携事業計画）は、九州で３件（累計76件）が認定され

ています（表３－15）。

単位：件

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 九州計 全国計

平成20年度 2 1 1 4 2 1 8 19 177

21年度 3 3 2 5 2 2 3 20 184

22年度 4 - - 2 - 1 - 7 64

23年度 3 - - 1 2 - - 6 57

24年度 - - 1 1 - - - 2 59

25年度 5 - - 4 1 - 1 11 67

26年度 3 - - 1 1 - 1 6 46

27年度 - - - - 1 1 - 2 31

28年度 - - - 1 1 1 - 3 47

計 20 4 4 19 10 6 13 76 732

（２）農林水産物・食品の輸出拡大の取組

「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、平成32（2020）年の農林

水産物・食品の輸出目標額１兆円を前倒しで実現することを目指し、同目標を

達成できるように国別・品目別輸出戦略を策定して、輸出拡大に取り組んでき

ました。

平成28（2016）年５月19日、「農林水産業・地域の活力創造本部」において

「農林水産業の輸出力強化戦略」を取りまとめ、本戦略に基づき、輸出拡大の

ための取組を進めています。輸出額１兆円目標については、平成28（2016）年

８月に閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」において、平成31

（2019）年に１年前倒しすることが打ち出されました。

※ 「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

資料：経済産業省及び農林水産省

フォーラムの様子②

表３-15 県別農商工等連携事業計画認定状況（平成29年２月３日）
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九州農政局では、「農林水産業の輸出力強化戦略」の周知を図るため、平成

28（2016）年６月10日に福岡市において

「農林水産業の輸出力強化戦略」九州ブ

ロック説明会を開催し、７月中旬から下

旬にかけて県と共催で、長崎・宮崎・鹿

児島・佐賀・熊本県において県別説明会

を開催しました（延べ596名参加）。

また、輸出実績の伸びが鈍るなか、地

域の事業者に出向き、補助事業の説明や

輸出に関しての意見交換を行いました。

農畜産物を輸出しようとする生産者や

生産者団体、輸出関係団体、事業者等に対して、植物や畜産物の検疫手続き等

を説明するため、「農畜産物の輸出における動植物検疫等に関する地方ブロッ

ク説明会」が平成28（2016）年11月から全国10都市で開催され、九州ブロック

では12月26日に熊本市において100名を参集し開催されました。

（九州農林水産物等輸出促進ネットワークの活動）

九州農政局では、県域を越えた事業者間の連携による輸出促進を図るために、

九州農林水産物等輸出促進ネットワークを設置し、管内の情報交換を進めてい

ます。平成28（2016）年８月現在70会員となっており、ネットワークは会員へ

輸入規制の緩和状況、国の補助事業、イベント情報など輸出に関する最新情報

等をメールにより随時提供しています。

（九州農業成長産業化連携協議会の活動）

九州産の農林水産物・食品の輸出をオール九州で取組み、その拡大を目指す

ことを目的に、平成24（2012）年６月、九州農業成長産業化連携協議会に輸出

部会が設置されています。

同部会の具体的な活動として、平成28（2016）年11月にタイ(バンコク)にお

いて、日本貿易振興機構（ジェトロ）主催の「日本産農水産物・食品輸出商談

会inバンコク2016」に参加し、「九州」としてまとまって農水産物・食品の販

路開拓を行い、九州から７団体が出品、154社からのタイバイヤーの参加があ

り、活発な商談が行われました。

（九州農政局における輸出証明書の発行）

平成23（2011）年３月の東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、諸外

農林水産業の輸出力強化戦略県別説明会
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国･地域は、日本産の農林水産物及び食品等について輸入規制措置を講じてお

り、我が国に対し、産地や放射性物質に関する検査結果等に関する証明書を求

めています。

平成29（2017）年３月現在、33の国・地域が規制措置を講じており、九州農

政局では輸出先国等が求める証明書の発行を行っています。また、輸出相談窓

口を設置し、輸出に係る各種相談に対応しています（平成29（2017）年３月ま

でに445件に対応。）。相談内容としては、国別・品目別の証明書の要否、残留

農薬検査基準、輸出手続き、新たに輸出に取組む事業者からの補助制度の照会

などです。

（３）地理的表示を活用した地域ブランドの振興

我が国には、地域ならではの

気候や風土、長年育まれた特別

な生産方法によって、高い評価

を得ている「地域ブランド産品」

が数多く存在しています。

農林水産省が、平成27（2015）

年６月に運用を開始した「特定

農林水産物等の名称の保護に関

する法律」（通称：GI法）は、

これまでも地域活性化に重要な

役割を担ってきたこれらの産品

の名称を「地理的表示（以下、

GIという。）」として登録し、知的財産として保護することを目的としていま

す。

GI法では、品質や生産地、生産方法の基準を国へ登録し、国が、その基準を

満たした産品のみに地理的表示と登録標章（GIマーク）の使用を認めています。

これにより、偽物、類似品が市場から排除され、生産者の利益が保護されると

ともに、消費者にとっても安心して真正な産品を購入できるメリットがありま

す（図３－14）。

(GI法の改正)

GI法を一部改正し平成28（2016）年12月に施行しました。

この改正により、我が国と同等のGI制度を有する外国と個別の二国間等の国

際協定によるGI相互保護が可能となりました。今後、我が国と同等のGI制度を

有する国と国際協定を結ぶことにより、我が国の登録産品が海外でも保護され

図３－14 登録標章（GIマーク）
○GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すものであり、産品の確
立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証
するもの。

GIマークが日本の地理的表示保護制度のものであることをわかりやすくする
ため、大きな日輪を背負った富士山と水面をモチーフに、日本国旗の日輪の
色である赤や伝統・格式を感じる金色を使用し、日本らしさを表現しています。

資料:農林水産省ホームページ
「地理的表示法について」
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ます。現地でのブランド価値や競争力が高まることで、我が国の農林水産物・

食品の輸出拡大に寄与することが期待されています（図３－15）。

(GI登録産品)

平成27（2015）年度

に 九 州 か ら 登 録 さ れ

た、「八女伝統本玉露」
や め ほん ぎ よ く ろ

「鹿児島の壺造り黒酢」
つぼ づく く ろ ず

「くまもと県産い草」
ぐさ

「 く ま も と 県 産 い 草
ぐさ

畳 表 」の４産品に 加
たたみおもて

え、平成28（2016）年

12月に「くにさき七島
しち とう

藺表」が登録されまし
い お も て

た（図３－16）。

GI登録を契機に、販

売価格の上昇や取引の

食料産業局

Copyright 2016 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

図３ー15 海外    日本 地理的表示 保護

登録番号第22号 くにさき七島藺表 （団体：くにさき七島藺振興会）

生産地：大分県国東市、杵築市

特性

亜熱帯性の植物である七島
藺を、筵と同じ製織方法で織
り上げた畳表。原料、織り方
の違いから、い草の畳表より
も強度が有り、自然で素朴な
仕上がりとなる。独自の風合
いは、関東圏を中心に人気が
高い。

図３－16 登録産品（平成28年12月７日登録）

資料: 農林水産省ホームページ「地理的表示法について」を基に
九州農政局で作成

資料:農林水産省ホームページ「地理的表示法について」
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拡大、担い手の増加等の効果があらわれています。また、伝統や風土に根ざし

た地域産品の価値を再確認することで、品質に対する生産者の意識が高まる等

の効果も見られます。

(制度の普及啓発)

豊かな自然に恵まれた九州では、多彩な農林水産物が生産され、これらを活

用した魅力ある産品が数多く存在しています。

登録の拡大に向けて、産地や消費者の関心を高めるために、九州農政局では、

GI保護制度の普及啓発に取り組んでおり、セミナー、研修会での制度説明（平

成28（2016）年度延べ８回実施）や登録産品等のPR展示を行っています。

また、特許庁が各県に設置している「知財総合支援窓口」や九州経済産業局

知的財産室等の関係機関とも連携し、GIを始めとした農林水産業に係る知的財

産の相談体制を強化しています。

上：九州農政局「消費者の部屋」での展示
下：福岡市・鹿児島市の繁華街でのＰＲ展示

セミナーでの制度説明
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５ 九州における農産物の生産振興・消費拡大

（１）米

ア 平成28（2016）年産米の需給調整の取組結果

平成28（2016）年産米について、全国では、生産数量目標の面積換算値140万

３千haに対し、２万２千haの超過達成となりました。九州では、全県において、

生産数量目標の面積換算値の範囲内での作付けとなりました（表３－16）。

イ 新規需要米の取組

平成28（2016）年産新規需要米の取組計画の認定面積は、全国で13万9,028ha

（１万3,574ha増加）、九州で３万54ha（2,412ha増加）となりました。

九州では、WCS用稲（稲発酵粗飼料用稲）の取組が最も多く、全国の55.6％、

九州の新規需要米の76.5％を占めています（表３－17）。

米の生産数量目標

面積換算値 実生産量 実作付面積

①（ｔ） ②（ha） ③（ｔ） ④（ha） ③－①（ｔ） ④－②（ha）

福 岡 県 180,526   36,178     178,800   35,400    -1,726 -778

佐 賀 県 136,945   26,389     131,100   24,600    -5,845 -1,789

長 崎 県 62,180    12,981     60,500    12,000    -1,680 -981

熊 本 県 187,293   36,348     170,600   32,500    -16,693 -3,848

大 分 県 116,436   23,148     106,300   21,100    -10,136 -2,048

宮 崎 県 92,603    18,632     77,300    15,500    -15,303 -3,132

鹿 児 島 県 109,887   22,751     99,200    20,200    -10,687 -2,551

全 国 7,430,000 1,403,000  7,515,000 1,381,000 85,000 -22,000

主食用米
過剰生産量 過剰作付面積

表３-16 平成28（2016）年産米の需給調整取組状況

単位：ｈａ

28年産 27年産 対前年増減面積 28年産 27年産 対前年増減面積

飼料用 91,169 79,766 11,403 6,656 5,932 724

米粉用 3,428 4,245 -817 321 289 32

WCS用稲 41,366 38,226 3,140 22,982 21,257 1,725

その他 3,065 3,217 -152 95 164 -69

合　計 139,028 125,454 13,574 30,054 27,642 2,412

用　途
全　　国 九　　州

表３-17 平成28（2016）年産新規需要米の取組計画認定面積

資料：農林水産省「平成28年産の都道府県別の需給調整の取組状況（平成28（2016）年9月15日現在）」

資料：農林水産省「平成28・27年産新規需要米の取組計画認定状況」
注：その他は、青刈り稲、わら専用稲、輸出用、バイオエタノール用等。
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ウ 米の消費拡大に向けた取組

（米の消費量）

平成27（2015）年度のお米の年間一人当たり消費量は、54.6kgとなっており、

ピークであった昭和37（1962）年度の118.3㎏の半分以下で、食生活の変化や

少子高齢化等により、今後も減少することが見込まれています。水田の約６割

で主食用米が生産され、残り約４割で米粉用米、飼料用米、麦、大豆といった

主食用米以外の生産がされています。

（米粉等の普及推進の取組）
こ め こ

農林水産省では、水田を有効活用して食料自給率

を向上させるため、米粉用米の生産・消費の拡大を

推進しています。平成27（2015）年３月に閣議決定

された「食料・農業・農村基本計画」において、米

粉用米の生産努力目標を10万トンに設定しました。

現在のところ、米粉の利用量は、平成24（2012）

年以降年間で２万トン台前半で推移しています。そ

のため、民間では米粉の更なる利用拡大に向け、製

粉コスト低減の取組のほか、グルテンを使用しない

米粉商品の開発を行っています。

また、平成27（2015）年４月には、「米穀の新用途

への利用の促進に関する法律」が改正され、新たな

米穀加工品として「米ピューレ」や「米ゲル」など

保湿性や粘性に着目した商品開発が進んでおり、幅

広い分野での利用が可能となりました。

九州農政局では、九州米粉食品普及推進協議会※や

行政機関等と連携して、地域で米粉料理を普及する

ための米粉料理講習会、米粉に携わる関係者・消費

者等を対象とした米粉利用拡大セミナー等を開催し

ました。

また、米粉の更なる利用拡大に向けて、米粉の用途別基準の設定やグルテン

を含まない米粉製品の差別化表示によるアピールに係る検討会、米粉の食品添

加物的利用法の拡大のための講習会を実施しました。

このような取組により、優れた食材である米粉の一層の普及拡大を推進し、

日常的に各家庭で米粉が利用されることを目指しています。

※ 平成16（2004）年３月に九州管内における生産者団体、流通業者、食品事業者、自治体等の関係者により米粉

食品の普及推進を目的として設立。平成29（2017）年１月末現在で会員数204（団体・個人）。

米粉を使った親子料理体験

米粉利用促進に係る検討会

米粉利用拡大セミナー
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なお、九州管内の主な米粉の取組事例として、九州の５割強の米粉の生産を

占めている熊本県の熊本製粉（株）は、国内はもとより米国のグルテンフリー

※認証機関の認証を取得し、平成28（2016）年度より輸出を始めるなど、海外

も視野に米粉事業を展開しています。また、鹿児島県の小城製粉（株）は「グ

ルテン」を含まないパン、洋菓子用の米粉を開発し、平成27（2015）年度より

ドイツへ輸出拡大を展開するなど、米粉の消費拡大に精力的に取り組んでいま

す。

（２）麦類

（国内産麦の需要動向）

国内では、小麦、二条大

麦、六条大麦、はだか麦の

４麦が生産されています。

小麦は製粉され、パン、

麺、菓子等に加工されます。

大麦・はだか麦は、精麦し

て、焼酎、味噌等の発酵用

にしたり、押し麦（麦飯）
お むぎ

や 麦 茶 に 利 用 さ れ て い ま

す。また、ビール用の二条

大麦は、麦芽等に加工され醸造用原料となります。

このように麦は、米に次ぐ主要な食糧ですが、小麦の約９割、大麦及びはだ

か麦の約８割を外国産に依存しているのが現状です（表３－18）。

このため、農林水産省では、国内産麦を自給率向上のための重点作物と位置

付け、国内産麦の生産・利用拡大に向けた取組を推進しています。特に、パン

・中華麺用では、外国産に比べ国内産の使用割合が低く需要が見込めることか

ら、近年、加工適性に優れた品種の開発・導入が進み、小麦作付面積に占める

パン・中華麺用品種の割合は10年間で３倍に増加しています（図３－17）。

国産志向の高まりを受けて、「国産」の小麦商品が増えており、産地と実需

者が連携して、地域の食文化やブランド食品と結び付いた需要の拡大、収量・

品質の向上や安定化といった取組が必要です。

（九州地域の麦作の状況）

九州地域における麦作は、水稲・大豆の収穫後の水田を活用し、冬作物とし

※ グルテンフリーとは、小麦粉に含まれるたんぱく質の一種「グルテン」を含まない米粉をいい、米

国の認証機関（GFCO：Gluten-Free Certification Organization）において10ppm未満の基準を満たし

たものが認証される。

単位：万ｔ

麦の種類 主な用途 国内生産量 輸入量

小　　　麦
うどん、パン、中
華麺、菓子

73 511

ビール 5.2 61.8

焼酎用等 6.1 15.9

六条大麦 押し麦、麦茶 5.2 4.7

はだか麦 麦味噌 1.1 0.5
資料：農林水産省ホームページ「麦をめぐる事情」

    二条大麦、六条大麦、はだか麦の国内生産量は平成27年産、輸入量は平成27年度である。

    ビール大麦の輸入量は麦芽の輸入量を含む。

二条大麦

注：小麦の輸入数量及び国内産流通量は、過去５年（平成23～27年度）の平均数量。

表３-18 麦類の国内生産量及び輸入量
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て麦類を生産する一年二

作体系が基本となってい

ます。特に、九州北部に

広がる水田地帯を中心に

作付けされており、全国

でも有数の産地となって

います。

麦は11月中旬頃から作

付けが始まり、収獲が翌

年の５月下旬から６月中

旬頃の梅雨入り間近と重

なることになります。平

成 2 8年 産 の 麦 に つ い て

は、収穫時期だけでなく、播種期（11月中旬～12月中旬）の降雨による播種の

遅れがみられ、生育量が確保できなかった地域がありました。また、４月上中

旬に気温が高く推移し、短期間で登熟が進んだことから子実が充実不足となり、

収量が下がりました。

このように、収量が天候に左右される麦では、ほ場の排水対策や適期の播種

が収量や品質向上のためには重要ですが、収穫期が梅雨入り間近にあたる九州

地域向けに、穂発芽や赤かび病等の病害にも強い硬質小麦や、うどん用では収

穫期が早い早生の小麦新品種の開発・普及が急務となっています。

（九州地域の取組）

九州地域では、麦の収穫量や作付面積が伸び悩んでいる状況にあります。九

州には、福岡県のラーメン、長崎県のちゃんぽんや五島うどん、大分県のだん

ご汁等、麦を使った伝統食文化が各地

に存在しています。これらの地域の食

ブランドと結び付いた新品種の開発・

導入を推進することにより、九州産麦

の需要拡大を図っていくことも重要で

す。

既に、福岡県では、地元の製粉業者、

ラーメン店、生産者等と連携し、実需

者ニーズを反映したラーメン専用品種

「ちくしW２号（商標：ラー麦）」の 各地域で行われている麦の試験栽培

福岡県農林業総合試験場内ほ場（福岡県筑紫野市）
ち く し の し

出典：穀物課調べ Ｈ28の数値は速報値

図３-17 パン・中華麺用品種小麦の作付比率の推移
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導入が推進されています。

長崎県では、実需者、生産者、地方公共団

体等が一体となって産地形成を行う取組を支

援する地域コンソーシアム※１支援事業を活用

し、ちゃんぽん麺用小麦「長崎W２号」（商標

：長崎ちゃん麦）の栽培技術の実証、ブラン

ド化及び麺や特産品の開発・試験と消費者へ

の定着に向けた取組が行われています。

このように九州産麦の需要拡大に向けた取

組が各地で進展しています。

（３）大豆

（国内の大豆の需要動向）

大豆は、豆腐、納豆、味噌、しょうゆ等の

原料として日本食で欠かすことのできない作物です。このような背景から、食

品用大豆※２の国内需要量は近年増加傾向となっています(表３－19）。また、

食品用大豆に占める国産大豆の割合は２割程度ですが、大豆加工品を製造する

実需者から品質面や安心面が評価されており、国産大豆のほぼ全量が豆腐、煮

豆、納豆等の食品用向けとなっています（図３－17）。このように高いニーズ

がある一方で、それぞれの大豆加工品ごとに、例えば、豆腐用にはタンパク質

含量が多い大豆、納豆用では粒揃いが良く外観品質の良い大豆が求められるな

ど、食品加工原料としての品質向上が強く求められている状況です。さらに、

大豆の生産は気象災害の影響等により減少する場合があり、これに伴い価格も

大きく変動します。価格と供給量の安定は、実需者が国産大豆を継続的に使用

するために重要な条件であることから、安定生産を求める声も強くなっていま

す。農林水産省では、大豆を自給率向上と安定供給のための重点作物と位置付

け、単収低下要因に対応した排水対策や新品種等の開発・普及など生産拡大方

策を講じています。

（九州地域の大豆作の状況）

大豆の栽培は主に九州北部の福岡県、佐賀県を中心とした水田地帯で行われ、

全国屈指の産地となっており、品質面でも高い評価を得ています。

他方、大豆はその時の気象状況によって生育が大きく左右されます。平成28

※１ ２つ以上の個人、団体、行政機関等が、共通の目的達成のために作る団体をいう。

※２ 「食用大豆」とは、豆腐、納豆、味噌、しょうゆ等の大豆加工食品に用いる大豆を指す。サラダ油

等の油糧用に用いる大豆と区別するための便宜的な呼称である。

「長崎ちゃん麦」のPRポスター
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（2016）年産の大豆は、梅雨の影響による播種の遅れがみられ、その後の高温
は し ゆ

・乾燥による生育抑制、登熟期間の湿害・日照不足による成熟の遅れ、収穫期

の降雨による収穫の遅れにより収量が低下しました。

大豆の収量を確保するためには、排水対策等の基本技術のほか、気象状況に

応じた適切な栽培管理を通じて安定多収を目指すことが必要です。九州では播

種適期が梅雨時期と重なるため、降雨後の多湿条件下のほ場でも播種が可能な

技術として、福岡県では部分浅耕一工程播種技術、佐賀県では不耕起播種技術

の導入が進んでいます。

（九州農政局での取組）

九州農政局では、平成28（2016）年11月、各県の大豆生産振興担当者や生産

者団体等を対象に「大豆栽培技術検討会」を福岡県内で開催し、農研機構中央

農業研究センターから転作大豆の収量向上のための土壌管理や施肥管理につい

て、福岡県から大豆生産拡大の取り組みについて報告いただき、関係者と意見

交換を行いました。その後、農研機構九州沖縄農業研究センターにおいて、開

発中の大豆播種機及び当該播種機にて播種した実証ほ場の現地調査・意見交換

を行いました。また、平成28（2016）年11月に竣工したJAふくおか八女大豆共

同乾燥調製施設の視察・意見交換を行いました。上記意見交換等を通じて、九

州産大豆の現状と課題の把握や、各地域での取組の推進を図りました。

資料：農林水産省「大豆をめぐる事情」より抜粋 資料：同左

単位：t

表３-19 大豆の需給状況の推移（全国） 図３-18 大豆の需給量（全国、平成27（2015）年）
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（４）野菜・果樹

ア 野菜

（九州は重要な野菜供給基

地）

九州における野菜の作付

面積は近年は横ばいで推移※

し、平成27（2015）年は７万

６千haで全国の14％を占め

ています。また、産出額は

全国の20％を占めています。

九州の農業産出額に占め

る野菜の割合は27％で、畜

産の44％に次ぐ重要な品目

となっています。

特に、熊本県のトマト、

すいか、宮崎県のきゅうり

の産出額は全国１位で、全

国２位、３位の品目も多い

ことから、九州は我が国の

重要な野菜供給基地となっ

ています（図３－19、図３－

20）。

さらに、全国の野菜指定産地905産地（平成29（2017）年２月３日現在）の

うち九州では169産地（19％）が指定されており、全国の主要市場への安定的

※ 巻末資料Ｐ242「野菜の作付面積と収穫量の推移（14品目）」を参照

大豆栽培技術検討会①室内検討会 大豆栽培技術検討会②現地調査

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

図３-19 野菜の産出額の推移（九州）

表３-20
九州の主要野菜の全国シェア

（平成27年野菜産出額）
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な供給に重要な役割を果たしています。

（需要に応じた生産供給の取組）

農林水産省では、担い手を中心とした競争力ある生産供給体制の確立等を図

ることを目的として、野菜の「産地強化計画」の策定を推進しています。この

計画において、各産地は「低コスト化」、「高付加価値化」、「契約取引推進」、

「資材低減」、「加工・業務用推進」のいずれかの項目に係る戦略を策定し、

出荷量等の数値目標を定めることとなっています。平成29（2017）年３月末現

在、九州では453産地で策定され、計画に基づいた取組が実施されています。

消費者・実需者のニーズに的確に対応した

野菜の安定供給体制を構築するため、施設栽

培における初期コストの低減や出荷期間の拡

大に資する低コスト耐候性ハウスの導入、流

通の合理化や鮮度保持に向けた集出荷貯蔵施

設等の整備を支援しています。

また、産地の拡大等による生産量の増加に

伴い、流通コストの低減や販売単価の向上等

を目指した集出荷貯蔵施設の再編利用に対し

ても支援しています。

さらに、我が国の施設園芸の生産性向上と野菜等の周年安定供給を図ってい

くため、高度な環境制御、地域資源エネルギー、雇用型の生産管理により高い

生産性を実現する次世代施設園芸の地域展開の取組を支援しています。

低コスト耐候性ハウスの内部
（いちご高設栽培）

【野菜の集出荷貯蔵施設の整備（福岡県みやま市)】

みやま市は、福岡県内最大の冬春な

すの産地です。

管内の南筑後農業協同組合では、瀬

高なす第１選果場において、生産者の

省力化を目的に導入した単為結果性品

種と既存品種の同時選果及び近年需用

の増加する少量本数入り等の新たな規

格に対応するために、選果ラインの機

能向上を行いました。

これを契機に、単為結果性品種の普及による生産拡大や、多様化する実

需者ニーズに対応した産地形成に取り組んでいきます。
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（加工・業務用国産野菜の利用拡大セミナーの開催）

世帯構成やライフスタイルの変化により「食」の外部化が進み、加工・業

務用野菜のニーズが高まっています。

一方、加工・業務用国産野菜の生産、流通、加工、販売等に取り組むに当

たり、具体的にどのようなニーズがあるのか分からない、どこでどのような

野菜を作っているのか知りたい、流通の効率化を図るにはどのようにすれば

よいのかアドバイスが欲しい等、関係者にとっても様々な課題があるのが現

状です。

このため、加工・業務用国産野菜に関

する生産者、流通・中間事業者、及び実

需者の各立場における先進的な取組みの

講演を通じ、関係者の問題解決に役立て

ていただくことを目的に、加工・業務用

国産野菜の利用拡大セミナーを平成29（20

17）年３月８日、熊本地方合同庁舎A棟１階

共用会議室で開催しました。

イ 果樹

九州における果樹の栽培面

積は、近年の消費低迷、後継

者不足や高齢化等から漸減傾

向で推移しており、平成27（20

15）年は３万8,200haとなって

います。

一方、果実の産出額は高付

加価値化が進んでいる等によ

りほぼ横ばいとなって、 1, 1

70億円と全国の15％を占めて

います（図３－21）。

各産地においては、目標や

取組を具体的に定めた「果樹産地構造改革計画」を策定し、目標達成に向けた

取組が進められています（平成28（2016）年３月末現在：全国544産地うち九

州91産地）。このような中、農林水産省では、平成28（2016）年８月22日に、

果樹園地の担い手への集積を進め、果実の供給力を維持し次世代に円滑に継承

していくための指針を公表しました。

九州農政局では、この取組を支援するために、光センサー等の高性能選果機

加工・業務用国産野菜の利用拡大セミナー

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」
「生産農業所得統計」

図３-21
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を導入した集出荷貯蔵施設や加工施設、低コスト耐候性ハウス等の生産技術高

度化施設の導入等への支援を進めています。また、優良品目・品種への転換、

園地整備等の支援や改植後の未収益期間に

対する支援も推進しており、果樹農業の経

営安定と果実生産出荷の安定を図っていま

す。

さらに、果樹園地における担い手の確保や

農地中間管理機構（以下「機構」という。）

を活用した農地の利用促進、新規参入者の

促進等を図るため、平成28（2016）年10月2

8日、九州ブロック果樹担当者会議を開催し

ました。この会議において、各地域の果樹産地協議会等と機構が連携した担い

手への園地集積等を促進するため、九州各県で推進地区を選定し取組むことと

しました。

ウ 野菜・果実の消費拡大

「平成27（2015）年国民健康・栄養調査」によると、野菜類の20歳以上の１日

当たり摂取量の平均値は293.6gであり、厚生労働省の「国民の健康の増進の総

合的な推進を図るための基本的な方針」（平成24年厚生労働省告示第430号）

に規定された目標値350g（野菜摂取量の平均値）よりも少ない状況です。また、

果実類の摂取量の平均値も112.3gで、「果物のある食生活推進全国協議会」が

推進している「毎日くだもの200グラム運動」の目標値より少なく、野菜・果

実のいずれも摂取目標に達していません。世代別に見ると、特に、40歳代以下

の摂取量が少ない状況となっています（図３－22、図３－23）。

資料：厚生労働省「平成27年国民健康・栄養調査」 資料：厚生労働省「平成27年国民健康・栄養調査」
注 ：【 】内は、目標摂取量に対する割合。 推奨摂取量は、果物のある食生活推進全国協議会

注 ：【 】内は、推奨摂取量に対する割合。

図３-22

かんきつの選果施設
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このため、健康に望ましい摂取量である野菜350ｇ、果物200ｇに近づけてい

くため、各種イベントやホームページ等を通じて、広く野菜・果物に関する知

識の理解と浸透を図っています。

平成28（2016）年10月31日（月）～11月11日（金）に開催した「消費者の部

屋」特別展示では、九州で栽培されている野菜・果物について、その選び方、

栄養・機能性、栽培状況及び品種などをパネル等で分かりやすく紹介しました。

（５）花き・茶・葉たばこ・いぐさ

ア 花き

九州における平成27（2015）年産花きの産出額は、664億円で全国の18.8％

を占めています（図３－24）。特に、庭園樹苗木やきく、洋ラン（鉢）等の生

産が盛んな福岡県と鹿児島県は、農業産出額の全国順位がそれぞれ３位、７位

となっています。

一方で、花きの産出額は、平成10

（1998）年の879億円をピークに減

少傾向で推移しており、ピーク時

の約75％となっています。

これは、切り花を中心に輸入が

増加する一方で、若い人を中心と

した無購買層の増加や一世帯当た

りの購入金額が減少傾向にあるな

どの要因によるものです。

このため農林水産省では、国産

花きイノベーション推進事業 等に※

※ 国産花きシェア奪還と輸出拡大を図るため、花き業界関係者が一体となり生産・供給体制の強化と

輸出を含めた国産花きの需要拡大に向けた取組等を支援する事業で、平成26（2014）年から開始。

熊本合同庁舎及びフードパル（熊本市）における特別展示

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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より、国産花きの生産・供給体制の強化、輸出や需要拡大のための取組を推進

しています。

本事業により全都道府県で花き業界関係者が一体となった協議会が設置され

ており、九州全県の協議会においても、小中学校をはじめとした花育体験等の

普及推進を支援し、花の消費拡大を図っています。

また、九州農政局では、新たな花きの需要期を創出するため、「感謝の気持

ちを花束と一緒に！」をテーマに九州花き振興協議会主催の、11月22日の「い

い夫婦の日」と、２月14日のバレンタインデーに実施されているイベント「大

切な人への花にそえる一行メッセージ」を後援し、「大切な人への花にそえる

一行メッセージ」を広く募集しました。

イ 茶

九州における茶の栽培面積は近年横ばいで推移し、平成28（2016）年は１万

4,900haで全国の35％を占めています。また、平成27（2015）年の生葉及び荒

茶の合計産出額は、345億円で全国の38％を占めています（図３－25）。

一方、食生活の変化や多様化等により、若年層のみならず中年層でも急須を

用いてお茶を飲用する機会

が減少しています。このた

め、九州農政局では、消費

者ニーズの変化に的確に対

応した茶の加工・流通体制

の確立に向け、荒茶等の加

工施設の整備を支援してい

ます。

また、お茶の消費拡大に

向け、平成23（2011）年度

から九州内の主要茶産地、

茶関係団体、経済団体等と共に実行委員会を構成し、お茶振興法※の趣旨を踏

※ 「お茶の振興に関する法律」（平成23年４月23日法律第21号）

資料：農林水産省「作物統計」「生産農業所得統計」

図３-25

「大切な人への花にそえる一行メッセージ」平成28年度年間大賞作品（九州農政局長賞）

～ 家族のみんなへ ～

いつも笑顔で健康に過ごせる様に願っています。

花の香りにいやされて、毎日を送られたら幸せですね。
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まえたお茶文化振興等のためのイベント「ティーロード茶壺道中」（ティーロー
ち や つ ぼ どうちゆう

ド茶壺道中実行委員会共催）等に取組んでいます。

九州農政局では、九州管内の様々な新茶を楽しんで頂くキャンペーン「九州

の新茶をどうぞ！」を平成28（2016）年５月16日～20日に実施しました。

さらに、茶の優良品種への転換、高品質化を加速化するため、平成23（2011）

年度から「茶改植等支援事業」を開始し、産地ぐるみで改植等を行った場合の

未収益期間、改植経費等に対する支援を実施しています（表３－20）。

近年、お茶は海外において健康飲料としての評価が高まり、輸出も増加傾向

にあります。また、輸出国を拡大するべくこれまで輸出実績があまりなかった

国へのプロモーション活動などの取組も始まっています。更なる輸出の取組を

加速化させるためには輸出相手国の食品衛生関係規制に対応した生産体制の確

立等が必要です。茶輸出特別支援事業では、輸出相手国における日本と同等の

残留農薬基準の設定申請を支援しています。

ウ 葉たばこ

健康志向の高まり等により、年々たばこの販売数量が減少していることから、

全国の４割以上の生産面積を占める九州においても、葉たばこ栽培農家数及び

作付面積ともに減少が続いています。九州は依然として全国の主要な葉たばこ

産地としての地位を維持しており、平成28（2016）年産の販売代金は146億円

（対前年比93％）で、全国の42％を占めています（表３－21）。

単位：ha

改植に伴う
未収益支援

①

改植に伴う
未収益支援

②

棚施設を利
用した栽培
法への転換

台切り 改植 新植 茶園整理

平成27年度 75.1 15.9 2.0 18.7 90.2 25.4 -

28 39.1 43.6 1.0 11.7 82.3 17.0 57.9

資料：九州農政局調べ
注１：改植とは、茶樹の樹体を伐採・抜根し、優良品種系統等の茶樹を新たに植栽することをいう。
２：棚施設を利用した栽培法への転換とは、茶製品の付加価値向上を目的とし、露地栽培の茶園の上部
と側面を資材で覆うための棚施設を設置し、栽培法を転換することをいう。

３：台切りとは茶園の若返りを図るため、茶樹の地際部から地上15㎝までの高さで切断することをいう。
４：未収益支援①と②の違いは期間（①が３年、②が４年）であるが、②の支援を受けるためには異な
る品種への改植など要件を満たす必要がある。

表３-20 茶改植等支援事業の実施状況
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エ いぐさ

いぐさは、主産地の熊本県八代地域
やつ しろ

において稲作との二毛作が可能であり、

関連産業も含めた地域経済を支える基

幹的作物として重要な位置付けにあり

ます。平成28（2016）年２月には、「く

まもと県産い草」と「くまもと県産い
ぐさ

草畳 表」が地域ブランド産品の地理的
ぐさ たたみおもて

表示として登録されました。

一方、安価な中国産畳表の輸入の増加

や 、 生 活 様 式 の 洋

風 化 等 か ら 、 国 産

畳 表 の 需 要 ・ 価 格

が 低 迷 し 、 い ぐ さ

の 作 付 面 積 や 生 産

農 家 数 は 大 き く 減

少 し て い ま す （ 図

３－26）。

こ の た め 農 林 水

産 省 で は 、 い ぐ さ

産 地 の 持 続 的 発 展

を 図 り 、 い ぐ さ 生

産 者 の 経 営 安 定 の

資料：全国たばこ耕作組合中央会調べ

資料：農林水産省統計部「作物統計」

収穫を待ついぐさほ場

表３-21

表３-26
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ために、畳表の価格が下落した場合のセーフティーネットの措置や効率的な生

産体制を確立するための新品種の導入、農業機械の改良等の技術実証や需要拡

大の取組を支援しています。

（６）さとうきび・でん粉原料用かんしょ

ア さとうきび

さとうきびは、鹿児島県南西諸島における基幹作物として重要な地位を占め

ています。

一方、栽培農家戸数の減少や高齢化が進行するとともに、依然として１ha未

満の零細規模の農家が約６割を占め、生産構造の強化が重要な課題となってい

ます（図３－27）。

農林水産省では、品目別経営安

定対策を実施するとともに、省力

化機械の導入により効率的かつ持

続的なさとうきびの生産体制の確

立を支援しています。その結果、

さとうきび生産において最も重労

働である収穫作業で、ハーベスタ

の導入が進み（平成27（2015）年

産のハーベスタ収穫率は87.7％）、

大幅な労力軽減につながっています（図３－28）。

今後は、更に機械化を進展させるため、苗の植え付けを行うプランタや株出

管理機等の導入・普及を進めていく必要があります。

また、さとうきびの増産に向け策

定した地域ごとの「さとうきび増

産プロジェクト」に基づき、自然

災害等に強い生産体制の構築、担

い手対策の強化等に取り組んでい

ます。

平成28（2016）年産については、

台風等の自然災害が少なく、全体

としては概ね順調に推移しており、

生産量は前年より増加する見込み

です。ハーベスタによる収穫風景（鹿児島県徳之島）
（写真提供／徳之島町）

資料：鹿児島県調べ
注：数値は四捨五入の関係で、計と内訳が一致しない

場合があります

図３-27
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「甘味資源作物等産地確立緊急対

策事業」として、地力増進対策、

病害虫防除対策等による生産回復

・増産に向けた取組のほか、農業

機械等のリース支援の取組等を継

続的に実施しています。

イ でん粉原料用かんしょ

火山灰土壌地域であり、台風常襲

地域である南九州地方、特に鹿児島

県において、かんしょは、夏作にお

ける代替困難な作物として地域経済

を支える重要な作物です。近年は、

焼酎原料用かんしょの需要増等から

でん粉原料用は減少しつつあります

が、今でも鹿児島県の生産量の約

４割がでん粉原料用に仕向けられて

います（図３－29）。

生産農家の減少と高齢化が進む中、安定的に国内産かんしょでん粉を生産し、

産地の収益力を向上させるためには、生産体制の確立とともに、加工適性に優

れた新品種「こなみずき」の活用等により、でん粉の高品質化を推進し、市場

評価の高い加工食品用への転換を進めることが必要です。

農林水産省では、品目別経営安定対策を実施しているほか、高品質でん粉の

製造技術等の確立に向けた取組や、でん粉の品質管理に必要な機器の整備等を

支援し、国内産いもでん粉の高品質化による加工食品への販路拡大等を推進し

ています。

また、かんしょ生産における省力化や安定的な生産体制の確立に向けて、

収穫機械等のリース導入支援も行っており、平成28（2016）年度補正予算で

も引き続き支援しています。

資料：農林水産省「作物統計」

資料：鹿児島県調べ
農林水産省「農業経営統計調査 さとうきび生産費統計」

図３-28

図３-29
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（７）畜産

（最近の畜産をめぐる状況）

平成27（ 2015）年の全国

の 畜 産 に 係 る 農 業 産 出 額

（３兆1,631億円）のうち、

九州は約４分の１（7,736億円）

を占めています。また、畜

産 は 九 州 の 農 業 産 出 額 の

４割を占め、中でも鹿児島

県では64％、宮崎県では61

％と県農業産出額の５割を

超えており、全国有数の畜産地帯となっています（図３－30）。

一方、生産者の高齢化や後継者不足等に伴う農家戸数の減少、繁殖雌牛の飼

養頭数の減少といった生産基盤の弱体化等、畜産農家を取り巻く状況は厳しい

ものとなっています。

（国産畜産物の生産・消費の状況）

全国の牛乳の生産量は、少子化やお茶系飲料・ミネラルウォーター等の消費

量増加等により、近年、減少傾向にありましたが、27（2015）年以降、増加し

ています。また、はっ酵乳（ヨーグルト）は堅調な需要から生産量は増加しま

した。

バ タ ー に つ い て は 、 安

定 的 に 供 給 で き る よ う 追

加 輸 入 が 行 わ れ ま し た 。

九州の牛乳生産量は、2

7（2015）年に６年振りに

前年を上回りましたが、2

8（2016）年は減少に転じ

たものの、25（2013）年、

26（ 201 4）年を上回る水

準にあります。一方、成分

調整牛乳は増加傾向で推移しておりましたが、27（2015）年以降は減少してい

ます（図３－31）。

全国の牛肉の生産量は、25（2013）年以降、減少しており、牛肉の消費量も

減少しておりましたが、28（2016）年は輸入牛肉の消費量が増加したことから

４年振りに前年を上回り、豚肉及び鶏肉の消費量は堅調に推移しております。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
注 ：数値は四捨五入により、一部、計は100にはならない。

図３-22 農業産出額の部門別構成割合（25年）
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図３-22 農業産出額の部門別構成割合（25年）図○-○ 農業産出額の部門別構成割合（27年(2015)）図３-30

図３-31 生乳等の生産量の推移（九州）
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（畜産振興のための対策）

農林水産省では、平成28（2016）年

８月２日に閣議決定された「未来への

投資を実現する経済対策」で取り組む

施策として掲げられた、畜産・酪農の

総合的な収益力強化の実現を図るため、

省力化機械の整備による生産コストの

削減や品質向上など、収益力・生産基

盤を強化し、国際競争力の強化を図る

などを目的とする「畜産・酪農収益力

強化総合プロジェクト」を推進しまし

た。

特に、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）に

ついては、「肉用牛繁殖雌牛の増頭」、「酪農生産基盤の強化」、「飼料の増産」

という緊急に対応すべき課題への取組を加速化させるため、国、県、市町村、

生産者団体等との緊密な連携と情報共有を図ってきたところです。

（８）飼料作物等

ア 粗飼料増産の取組

（飼料作物作付面積の拡大）

九州では、水田・畑の裏作等で

の飼料作物の作付けや荒廃農地等

を活用した放牧が、生産者や関係

者の連携のもと積極的に取り組ま

れています。

この結果、作付面積は平成18（2006）

年産以降増加傾向にあり、特に平

成23（2011）年産以降はWCS用稲

（稲発酵粗飼料用稲）の作付面積

が大幅に増加しています（図３－

32、図３－35）。

（放牧の推進）

九州では、畜産経営の省力化やコスト低減につながる、地域毎に特色のある

放牧が定着しつつあります。特に、中山間地域等では、荒廃農地の解消、景観

関係者との意見交換会風景
（28（2016）年10月7日 長崎市にて）

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」

図○-○○ 飼料用作物作付面積の推移(九州)図３-32
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の維持や農作物への獣害軽減等の

効果が期待されています。

九州農政局では、国産粗飼料増

産対策事業等の施策により、各地

域の放牧の取組を支援していま

す。

（飼料生産の外部化の推進）

国産飼料の生産拡大を図るため、

飼料生産組織（コントラクター等）

による飼料生産作業の外部化を進

め、畜産農家の労働負担の軽減及

び飼料生産の効率化・低コスト化

・耕畜連携の橋渡しを行うことが

重要となっています。

飼 料 生産 の組 織化を 推進す るた

め、農林水産省では国産粗飼料増

産対策事業等の施策により飼料生

産組織の育成を支援しており、九

州では、141組織（平成27（2015）

年度）の飼料生産組織が育成され

ています（図３－33）。

（国産稲わら等の利用促進）

稲作地帯である九州北部では畜

産農家による国産稲わらの確保が

進んでおり、その自給率は高いも

のの、畜産主産地である九州南部

では地域内での確保が難しく、相対的に自給率が低くなっています。

このため、九州北部から南部へ国産稲わらの広域流通の体制が取られていま

すが、需要を全て満たすまでには至っていません（九州の国産稲わら不足量約

11万９千ｔ）（図３－34）。

（飼料増産運動の推進）

飼料自給率の向上を図るため、九州農政局では「九州地域飼料増産行動会議」

を設置し、毎年、管内の自給飼料関係者等を参集した意見交換や研修会等を行っ

ています。

平成28（2016）年度は、９月に大分県別府市で、「稲WCSと放牧の普及拡大」
べ つ ぷ し

資料：九州農政局調べ

資料：九州農政局調べ

耕作放棄地（廃茶園）の放牧利用（大分県豊後高田市）
ぶん ご たか だ し

図３-33

図３-34
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をテーマに九州地域飼料増産に関す

る研修会を開催しました。また、同

じく９月に大分県別府市で、「飼

料用米の低コスト生産」をテーマ

に九州地域飼料用米推進会議を開

催しました。

これら研修会や会議では、九州

地域内外の先進地の事例報告を行

うとともに、飼料生産現場での問

題や改善の方策等について、専門家や先進農家との意見交換が盛んに行われま

した。

イ 水稲の飼料としての利活用

（稲発酵粗飼料）

水田を活用したWCS用稲（稲発酵粗飼料用稲）については、食用品種よりは

るかに収量が多く、九州の気候等に適した「タチアオバ」や「ミナミユタカ」

等の専用品種が栽培されています。さらに、省力・低コスト化が可能な直播栽

培や堆肥を使った多収栽培技術、
た い ひ

湿田でも収穫可能な専用収穫機、

搾 乳 牛 や肉用肥育牛への多給技
さくにゆう ぎゆう

術等が研究・開発されています。

こうした生産・給与技術が生産

現場へ普及したことや、各種支援

措置の実施により、九州における

WCS用稲の作付面積は大幅に増加

しています(図３－35)。

また、需要サイドからの要望を

受けて生産サイドでは、従来品種よりも家畜の嗜好性や消化性に優れたWCS用
し こ う

稲の「たちずずか」や「たちあやか」の栽培を進めている地域もあります。

WCS用稲の利用を更に進めるためには、生産サイドと需要サイドのマッチン

グ、品質向上、生産コストの低減等を図る必要があります。

（飼料用米）

飼料用米の利用は、生産・給与に関する知見の不足や輸入とうもろこしの代

替となる価格設定が必要であること等から、数年前までは一部地域に限られた

取組でした。しかし、近年、飼料用に作付けされる多収品種の育成や生産給与

技術の開発普及が進むとともに、配合飼料の原料となる輸入穀物価格の上昇等

資料：九州農政局調べ

九州地域飼料増産に関する研修会
（平成28（2016）年9月）

図３-35
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を背景とし、耕種農家と畜産農家

が連携した飼料用米の生産・利用

の取組が拡大し、平成28（2016）

年 は 飼料 用米 作付面 積が約 ６千

７百haまで増加しました（図３－

36）。

飼料用米については、今後、水

田のフル活用による作付面積の拡

大に向け、地域毎に、飼料用米に

対応した低コストでの保管・流通

体系の整備や、家畜の生産性に考慮した給与技術が確立されつつあります。

ウ 食品残さの飼料化（エコフィード）の推進

近年、飼料自給率向上や循環型社会の構築の観点から、食品製造工場や食品

小売業、外食産業等から排出される食品残さを飼料原料として活用する取組が

進んでおり、九州でも、食品製造副産物、余剰食品等の食品残さを原料として

製造された家畜用飼料（エコフィード）を家畜に給与する取組が行われていま

す。このようなエコフィードの生産・利用拡大を図るため、九州農政局では、

食品残さ排出の実態や利用状況等の情報の収集・提供や、更なるエコフィード

の推進に向けた会議の開催等を実施しました。

また、食品残さ等の飼料利用拡大の取組やエコフィードの生産・利用に必要

な機械の導入、飼料利用を開始するにあたり関係者が連携して事業化に向けた

体制を構築するための取組に対して支援を行っています。

（９）技術開発・普及の動向

農林水産業において目標を明確にした戦略的技術の開発に向けて、28年度補

正予算により「革新的技術開発・緊急展開事業」を実施しています。

これは、

① 研究ネットワークの形成として、最先端の技術を有する企業、大学、試

験研究機関の研究・社会実装拠点の形成とネットワーク化の支援

② 経営体強化プロジェクトとして、農林漁業経営体の技術力強化のため、

テーマ毎に明確な開発目標の下で現場への実装までを視野に入れた技術開

発の支援

③ 人工知能未来農業創造プロジェクトとして、AI※1やIoT※2等を活用した、

※1 人工知能。

※2 インターネットを媒介して様々な情報が「もの」とつながる仕組み。

資料：九州農政局調べ

図３-36
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全く新しい技術体系を創造するための研究開発の支援を実施するものです。事

業の代表機関が九州内にあり、九州地域に関連が深いものとして、①の事業は

３件、②の事業は６件の計画が採択されており、今後、その成果が期待されて

います（表３－22、表３－23、表３－24）。

表３―22 革新的技術開発・緊急展開事業のうち①に関わるもの（九州関連）

番号 研究ネットワーク名 研究・社会実装拠点

１ トウガラシ研究ネットワーク 国立大学法人鹿児島大学農学部

２ 九州茶業研究ネットワーク 国立研究開発法人農業・食品産

業技術総合研究機構果樹茶業研

究部門

３ 南九州における畜産業の生産性向上に関する研究ネットワーク 国立大学法人鹿児島大学共同獣

医学部

表３―23 革新的技術開発・緊急展開事業のうち②に関わるもの（九州関連）

番号 研究課題名 研究代表機関

１ ドローンの高精度リモートセンシング技術の活用による乾田直播を基軸 九州沖縄農業研究センター
※１

とした暖地水田輪作高収益化技術の開発と実証

２ ビレットプランター等を活用した機械化省力さとうきび栽培体系の実証 九州沖縄農業研究センター

３ 高糖度かんしょの長期出荷に対応した栽培・貯蔵・品質評価技術の開発 九州沖縄農業研究センター

４ 九州地域をモデルとした茶の高付加価値化による需要拡大のための生産 国立研究開発法人農業・食品産

体系の実証 業技術総合研究機構果樹茶業研

究部門

５ 機能性成分分析の高度迅速化による農産物における機能性表示食品商品 宮崎県総合農業試験場

化の加速

６ 肥育豚省力出荷システムの構築 国立大学法人宮崎大学

（技術の普及に向けて）

農業関係の研究機関による農業技術に関する研究成果のうち、早急に現場へ

の普及を推進する必要がある重要なものを「最新農業技術・品種200X※２」とし

て選定し、幅広に普及を図っています。本年度も、導入が期待される品種・技

術を取りまとめ、現場の農業生産における経営改善等に活用することとしてい

ます。このうち、主な研究機関が九州にあり、九州地域に関連が深いものとし

て、次の８技術（全国36技術）が選定されており、今後の普及拡大が期待され

ています（表３‐24）。

※１ 九州沖縄農業研究センターとは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業

研究センターを省略したもの。

※２ 最新農業技術・品種200Xとは、「新品種・新技術の開発・保護・普及の方針」（平成25（2013）年

12月11日攻めの農林水産業推進本部決定）に基づき導入が期待される品種・技術リストを作成し、農

業生産現場の経営改善に活用するため最新の農業技術や品種情報を取りまとめ公表したもの。
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表３―24 「最新農業技術・品種2017」品種・技術一覧（九州関連）

番号 研究成果名 主な開発機関

1 べんがらとモリブデン化合物で種子を被覆した水稲湛水直播（べんモリ直播） 九州沖縄農業研究センター

２ イネウンカ類の殺虫剤ピメトロジンに対する感受性検定法 九州沖縄農業研究センター

等

３ 促成ピーマンにおける株元加温による設置作業の省力化技術 鹿児島県農 業開発総合セ

ンター

４ 高収量と省力化との両立が可能なハウスミカン垣根仕立栽培技術 大分県農林 水産研究指導

センター

５ シアナミド液剤による無加温栽培「ピオーネ」の着色向上と収穫期の前進化 鹿児島県農 業開発総合セ

ンター

６ 湿地性白色カラーの品種識別用ＤＮＡマーカー 熊本県農業研究センター

７ 釜炒り茶生産に対応した省力的かつ安定的に香気発揚が可能な萎凋機 宮崎県総合農業試験場等

８ 小型半履帯式トラクタによる新サトウキビ管理技術 鹿児島県農 業開発総合セ

ンター

（10）農作業安全対策の推進

平成27（2015）年の全国の農作業による死亡事故件数は338件となり、前年

より12件減少しました。このうち、65歳以上の高齢者の事故全体に占める割合

は、84.0％と前年と同じ水準でした。また、事故区分別ではトラクター等の農

業機械作業に係る事故割合が60.7％となっています(表３－24)。

九州地域の農作業による死亡事故件数は82件となり、前年と比べて１件増加

しました。このうち、65歳以上の高齢者の事故全体に占める割合は、85.4％と

なりました。事故区分別では農業機械作業に係る事故割合が61.0％となってお

り、全国と同じく事故区分に係る割合が高くなっています。

このような状況を踏まえ農林水産省では、農作業

繁忙期で事故が多く発生する春（３月～５月）と秋

（９月～10月）を重点期間として、関係団体や企業

と一体となって「農作業安全確認運動」を展開して

います。九州農政局においても県や市町村の協力の

下、事故防止に向けたステッカー・ポスターの活用

や農業者の有するリスク、その対策を取りまとめた

啓発資材の活用等による事故対策の推進を実施しま

した。

また、効果的な農作業事故防止対策の推進を図る

ことを目的に関係機関を参集した九州ブロック農作

ステッカー

ポスター

ブロック会議の様子（９月）
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業安全推進会議を熊本市（９月と２月）で開催しました（２月は、沖縄地域と

共同開催）。

６ 環境保全型農業への取組

（１）環境保全型農業直接支援対策の実施

農林水産省では、地球温暖化防止や生物多様性に効果の高い営農活動の導入

を促進するため、平成27（2015）年度から、「多面的機能発揮促進法※1」に基

づく日本型直接支払制度の一つとして、これらに取り組む農業者に「環境保全

型農業直接支払交付金」を交付しています。

平成28（2016）年度の九州農政局管内における本対策の取組状況（見込み）

は、150市町村で取組件数518件、取組面積8,211haとなっています（表３－26）。

具体的な取組別としては、有機農業の取組27％、カバークロップ※2の作付け

24％、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用20％、地域特認取組29
た い ひ

％となっています。

また、有機農業をはじめとする環境保全型農業の確立を目指す農業者や、教

育関係機関及びそれらの取組の普及・拡大を支援する自治体、農業団体等を表

※1 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成26年法律第78号）

※2 主作物の栽培期間の前後いずれかに緑肥等を作付けする取組。

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

2011 2012 2013 2014 2015

全国 366 350 350 350 338

九州 79 79 67 81 82

全国 76.8 79.4 77.7 84.3 84.0

九州 72.2 83.5 71.6 91.4 85.4

全国 67.5 73.1 65.1 66.3 60.7

九州 78.5 73.4 71.6 65.4 61.0

※農林水産省調べ。

農業機械作業に
係る事故割合

単位：件、％

区　分 年　度

農作業死亡事故
発生件数

65歳以上の事故割合

表○-○ 農作業中の死亡事故発生件数の推移

資料：農林水産省調べ

表３-25

表３-26
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彰する、「環境保全型農業推進コンクール」を実施しました。

このコンクールは、表彰者が意欲的に経営や技術の改善に取り組み、農業の

有する多面的機能の発揮等、農村環境の保全活動を通じ、地域社会の発展に貢

献している成果を広く紹介することで、環境保全と農業に対する国民の理解を

深めるとともに、地域社会の活性化に資することを目的に実施しています。

平成28（2016）年度は農林水産大臣賞を熊本県宇城市の「（株）うきうき森
う き

田農場 代表 森田 良光」氏が受賞されたほか、生産局長賞を「霧島製茶（株）
も り た よ し み つ

代表取締役 林 修 」氏、九州農政局長賞を「NPO法人 おおいた有機農業研究
はやし おさむ

会」及び「杷木地域こだわり米研究会 代表 中村 正彦」氏が受賞しました（表
は き な か む ら ま さ ひ こ

３－27）。

（２）エコファーマー認定取得の状況

農林水産省では、「持続農業法※」に基づ

き、土づくりや化学肥料・化学合成農薬の

使用低減のための技術を一体的に導入する

計画を定め、都道府県知事から認定を受け

た「エコファーマー」の支援を行っていま

す。

九州のエコファーマー認定件数は、２万

2,676件で、全国の約15％を占めて お り 、

特 に 、 熊 本 県 は8,817件と全国で５番目に

多い認定件数となっています（ 表３－ 28、

図 ３ －37）。環境保全型農業直接支払交付

金の推進等により新規の認定はあるものの、

※ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11年法律第110号）

資料：九州農政局

九州農政局長賞

有機農業
（　①　）

生産局長賞

中山間地でミツバチも喜ぶこだわりのレン
ゲ米づくり

杷木地域こだわり米研究会
代表　中村 正彦福岡県朝倉市

あさくら

（株）うきうき森田農場
代表　森田 良光

食が人をつくる　有機農業の発展に注い
だ我が半生

九州農政局長賞

熊本県宇城
う き

市

分　野
（区分※１）

有機農業
（　①　）

有機農業
（　①　）

日本の有機農業を大分から盛り上げる！

有機茶一筋２０年　輸出でグローバルに
経営を展開し、地域茶業の発展に資する

受賞

※１：「分野」欄の区分は、「①：農業者個人、農業者組織」、「②：教育機関、人材活動グループ」、「③自治体、農業団体、ＮＰＯ法人、企業等」

所在地 受賞者名 応募タイトル

農林水産大臣賞

ＮＰＯ法人　おおいた有機農業
研究会　理事長　吉野 賢一

霧島製茶（株）
代表取締役　林 修

大分県大分市
おおいた

鹿児島県霧島市
きりしま

有機農業
（　②　）

表○-○ 平成28（2016）年度環境保全型農業推進コンクール表彰者一覧(九州)

図○-○

ブロック別

エコファーマーの認定件数割合

（平成28（2016）年３月末現在）

北海道

3%

東北

22%

関東

18%
北陸

25%

東海

2%

近畿

10%

中国四国

5%

九州

15%

沖縄

0%

資料：農林水産省調べ

表３-27

図３-37
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計画の目標期間（５年間）が終了

した者が高齢化等を背景に再認定

申請を行わなかったこと等により

認定件数は減少しています。

（３）有機農業の推進

九州各県では、「有機農業推進

法」 ※及び同法に基づく「有機農

業の推進に関する基本的な方針」

により有機農業が推進されていま

す。

ア 九州における県有機農業推進

計画の策定状況

有機農業推進法に基づき都道府

県が定める有機農業推進計画につ

いては、管内全県が策定していま

す。この計画に基づき各県は有機農業者等の支援や有機農業に関する知識の普

及等に関する施策を行っています。

イ 九州におけるオーガニック・エコ農産物安定供給体制構築事業の実施状況

九州農政局では、有機農業やその他の環境保全型農業（以下「オーガニック

・エコ農業」という。）の地域における生産供給拠点の創出を図るため、地域

の気候・土壌条件を踏まえた栽培技術の確立・普及、新ブランド構築や付加価

値づくり等による産地の販売力の強化、新規参入者の育成等を推進し、地域に

おけるオーガニック・エコ農業の取組を推進するため「オーガニック・エコ農

産物安定供給体制構築事業」を実施しました。具体的には４地区を採択し、各

事業実施主体において事業の円滑な推進を図るための検討会を開催するととも

に、安定供給力の強化、産地販売力の強化及び産地育成力の強化の取組に対し

て支援しました。（表３－29）。

※ 有機農業の推進に関する法律（平成18年法律第112号）

対前年比

93.6%

90.2%

91.6%

96.0%

96.4%

99.2%

86.9%

91.6%

　福　岡 69.7%

　佐　賀 81.8%

　長　崎 79.3%

　熊　本 96.7%

　大　分 97.6%

　宮　崎 93.7%

　鹿 児 島 101.6%

99.8%

93.0%

資料：農林水産省調べ

8,817 9,121

369 378

単位：件、％

　全　国 154,669 166,373

1,645 1,755

5,066 4,988

　沖　縄 509 510

622 892

3,504 4,282

2,653 3,346

　中 国 四 国 7,746 8,915

　九　州 22,676 24,762

　東　海 3,788 3,931

　近　畿 14,669 14,784

　関　東 27,606 30,147

　北　陸 38,686 40,287

平成28年３月末時点 平成27年３月末時点

　北　海　道 4,863 5,195

　東　北 34,126 37,842

表○-○
エコファーマーのブロック別・九州県別

認定件数（平成28（2016）年３月末現在）
表３-28
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ウ 有機JAS認証取得の支援

輸出拡大や2020東京オリンピック・パラリンピックへの対応も視野に入れ、

有機JAS認証を取得する産地を育成するため、「有機JAS認証取得支援事業」を

実施しました。管内ではオールくまもと有機JAS認証推進協議会を事業実施主

体に採択し、成果目標を達成するための検討会の開催や有機JASの普及活動、

構成員農業者による有機JAS認証の取得について支援しました。

表３-29
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