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輝く鹿児島の農業



鹿児島県は九州の南端に位置し、東西約270km、南北約600kmに広がり、薩摩、大隅の
二つの半島からなる県本土と、甑島(こしきしま)、種子島、屋久島、トカラ列島、奄美
群島など200有余の島々から成っています。また、温暖な気候や広大な畑地などの特性
を生かし、畜産や園芸作物を中心とした農業生産が盛んです。
和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛、バイヤーから高評価を得ているかごしま黒豚やブロ

イラーなどの畜産の他、農業産出額が全国１位となった茶（生葉）をはじめ、かんしょ、
そらまめ、ばれいしょなども全国上位の生産量を誇り、鹿児島県は農業県として全国に
名を馳せています。

さて、九州農政局鹿児島県拠点では、「農政を現場に伝える」「現場の声を汲み上げ
る」「現場と共に解決する」ため、県内の農林水産業関係者の皆様と意見交換を行わせ
ていただいています。その中で、輸出やスマート農業、有機農業等に取り組む農業者や
活躍する農業女子と出会い、鹿児島県農業の力強さを実感しているところです。

この「輝く鹿児島の農業」は、これから農業を始めたい方はもちろんのこと、鹿児島
県内で農業に従事されている方や農業関係者の方々に、鹿児島県農業の魅力を再発見し
ていただきたいとの熱い想いで、昨年７月に作成しました。この度、掲載されている
データ等を更新し、第２版として関係者の皆様へお届けすることとします。

引き続きこの冊子が、鹿児島県農業ＰＲの一助となれば幸いです。

はじめにはじめに



目 次目 次

データで見る鹿児島県の農林水産業 … １

みどりの食料システム戦略 …………… ５

有機農業 ………………………………… ７

かごしま茶 ……………………………… ８

さとうきび ……………………………… ９

さつまいも …………………………… １０

畜産 …………………………………… １２

棚田 …………………………………… １３

離島 ……………………………………  １４

ジビエ …………………………………  １５

輸出 ……………………………………  １６

ＧＩ ……………………………………  １９

６次産業化 …………………………… ２０

スマート農業 ………………………… ２１

輝く鹿児島の農業者 ………………… ２５

かごしま農業女子プロジェクト …… ２６



全国順位

海面漁業漁船隻数 隻 8

動力漁船 隻 5

海面漁業経営体数 3,115 7

海面漁業就業者数 人 7

男 人 6

女 人 10

海面漁業・養殖業産出額 760 5

区　　分

699

経営体

億円

鹿　児　島　県

4,905

3,319

6,116

5,417

全国順位

耕地面積 ha 12

田 ha 28

畑 ha 2

普通畑 ha 2

樹園地 ha 7

牧草地 ha 10

農業経営体数 29,717 12

法人経営 1,338 2

総農家数 48,360 12

販売農家 28,199 12

戸

戸

114,800

36,100

78,700

62,900

12,800

3,000

鹿　児　島　県区　　分

経営体

経営体

データで見る鹿児島県の農林水産業データで見る鹿児島県の農林水産業
○ 農業 ○ 林業

○ 水産業

資料：「令和2年耕地面積（７月15日現在）」
「2020年農林業センサス（令和２年２月１日現在）」

資料：「森林資源の現況（平成29年３月31日現在）」
「2020年農林業センサス（令和２年２月１日現在）」
「令和元年林業産出額」

○ 基幹的農業従事者数

資料：「農林業センサス」 １
資料：「2018年漁業センサス（平成30年11月１日現在）」

「令和元年漁業産出額」

全国順位

林野面積 ha 12

国有林 ha 12

民有林 ha 13

人工林面積 ha 11

林業経営体数 367 32

法人経営 105 13

林業産出額 88.1 14

木材生産 73.7 9

12.7 28栽培きのこ類生産 億円

区　　分 鹿　児　島　県

588,683

150,486

438,197

278,601

経営体

経営体

億円

億円



農業産出額 全国２位
4,890億円（1位 北海道）

肉用牛 全国１位
1,278億円（2位 北海道）

豚 全国１位
847億円（2位 宮崎県）

鶏卵 全国３位
263億円（1位 茨城県）

ブロイラー 全国１位
695億円（2位 宮崎県）

茶（生葉）全国１位
163億円（2位 静岡県）

かんしょ 全国３位
157億円（1位 茨城県）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

茶（荒茶）全国２位
89億円（1位 静岡県）

さとうきび 全国２位
109億円（1位 沖縄県）

ばれいしょ 全国２位
115億円（1位 北海道）

○ 鹿児島県の農業産出額と全国上位の農産物（令和元年）

２



○ かごしまブランド

鹿児島県では、生産量がトップクラス、市場等から品質の評価が高いなど、本県を代表する農
畜産物を「かごしまブランド」産品として指定しPR。（令和３年６月29日現在）

かぼちゃ そらまめ 実えんどう さつまいも

らっきょう たんかん きんかん マンゴー

かごしま茶 鹿児島黒牛 かごしま黒豚 かごしま地鶏 ばれいしょ ユリ パッション
フルーツ 鹿児島黒牛

マンゴーいちご 桜島小みかん

鹿児島黒牛かごしま茶 かごしま黒豚 かごしま地鶏

かごしま茶 鹿児島黒牛 かごしま黒豚 かごしま地鶏

マンゴーきんかん紅甘夏 大将季

ばれいしょ そらまめ 実えんどう

かごしま地鶏かごしま黒豚鹿児島黒牛

かごしま茶ごぼう

きゅうり

かごしま茶 かごしま地鶏鹿児島黒牛 かごしま黒豚

キク

ばれいしょ

マンゴー

ピーマン

レザーリーフファン マンゴー

たんかん かごしま茶 鹿児島黒牛

南薩

姶良・伊佐

大隅

熊毛

大島

鹿児島

北薩

※資料：鹿児島県

３

ごぼう

かごしまの米



４

長島町

出水市

さつま町

薩摩川内市

いちき串木野市

垂水市

鹿児島市

南さつま市

湧水町

日置市

枕崎市

南九州市

指宿市

南大隅町

錦江町

阿久根市

志布志市

曽於市

霧島市
姶良市

伊佐市

肝付町

鹿屋市
大崎町

東串良町

南種子町屋久島町

三島村

中種子町

西之表市

十島村

天城町 徳之島町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

喜界町

龍郷町
奄美市

大和村

宇検村

瀬戸内町

（市町村数）

※資料：令和元年度市町村別農業産出額（推計）

○ 鹿児島県内各市町村の農業産出額１位部門の分布状況



みどりの食料システム戦略 ～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～みどりの食料システム戦略 ～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

○ 我が国の食料・農林水産業は、大規模自然災害や地球温暖化、生産者の減少や地域コミュニティの衰退、新型コロナを契機と
した生産・消費の変化への対応などの厳しい課題に直面しており、農林水産業や地域の将来を見据えた持続可能な食料システム
構築が急務となります。

○ このため、農林水産省は中長期的な観点から、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するた
め、令和３年５月に「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

2050年までに目指す姿
 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減
 化学肥料の使用量を30％低減
 有機農業の取組面積の割合を25％（100万㏊）に拡大
 2030年までに持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現
 エリートツリー等を林業用苗木の９割以上に拡大
 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100％を実現 等

目標の実現に向けて～政策手法のグリーン化～

 2050年カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現、生物多様性目標への貢献
 国際的な議論（国連食料システムサミットやCOP26等）に貢献することにより、

持続性の取組モデルを発信
 地域の所得向上や豊かな食生活、コロナへの対応により、持続的な地域の産業基盤

を構築

資料：農林水産省

５

用語説明
カーボンニュートラル：二酸化炭素などをはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引

いてゼロとなること。
エリートツリー ：成長が早く材質等が良い樹木を人工交配で選抜し改良したスギやヒノキ等のこと。



鹿児島県内で先進的な取組を行っている農業者のご意見を紹介します

有機農業生産組合

○ 1984年に10名でスタート、年間多
くの品目部会、現地検討会を続け
ることで、組合員162名と大幅に
拡大し、作付面積も275㏊に拡大。

○ 共同出荷へ取り組み、鹿児島市内
に直営店３店舗を展開。さらに輸
出にも取り組む。

有機栽培茶農家

○ 有機農業の取組面積を拡大するた
めの第一歩は、有機物施用による
土づくりが大切。

○ カーボンニュートラル推進には賛
成だが、推進するためには自治体
や農業団体などの関係者全員の理
解協力が不可欠。

スマート農業実践茶農家

○ 環境整備が進めば、化学農薬・化
学肥料に頼らない栽培も可能。

○ 化学農薬の削減を図るには予防散
布も減らすべき

○ 野心的な目標設定は非常に重要

ＩＴ技術導入の施設園芸農家

○ 化学農薬は、現在、天敵の活用に
より４分の１程度まで削減。

○ 化学肥料は、土壌診断の精度が向
上しており、現在、４～５割程度
削減、化石燃料も５割程度削減し
ている。

〇 みどりの食料システム戦略策定への現場の声

６



鹿児島県内の有機農業取組事例鹿児島県内の有機農業取組事例

①

③

④

⑤ ②

ジャラン農園

霧島製茶

⑥

⑦

モッチョム農園

かごしま有機生産組合

吉田裕介

そのやま農園

霧島製茶株式会社（霧島市）

栽培面積６ha、全て有機JAS認証を取得、生産から製造・加
工・販売までの一貫経営の確立

有限会社かごしま有機生産組合（鹿児島市）

栽培面積275ha（有機野菜、果樹、茶など120品目）

構成戸数162戸（有機JAS取得102戸）職員45名、パート30名

農業生産法人そのやま農園 ㈱（鹿児島市)

栽培面積７ha（にんじん、ごぼう、えだまめ、ばれいしょ
等）

有機農産物にこだわった農園直営レストラン等を展開

吉田 裕介（出水市）

栽培面積約２ha(ばれいしょ、さといも、かんしょ、たまね
ぎ）、うち60aで有機JAS認証取得

ジャラン農園（日置市）

栽培面積約２ha（にんじん、だいこん、かんしょ、さとい
も）

2017年に有機JAS認証取得

モッチョム農園（屋久島町）

有機JAS認証圃場面積12ha（ばれいしょ、かんしょ、ウコ
ン）

ウコンは粉末状に加工し販売（有機加工JAS取得）

大久保農園（いちき串木野市）

有機JAS認証圃場面積約２ha（かんきつ類）

収穫体験実施

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

７

大久保農園

有機農産物には
必ずこのマークが
付いています！

九州農政局管内の有機農業取組事例集

【ＵＲＬ】https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/kankyou/yuuki_torikumi.html


