
九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №1

項 目 委員質問 回答

作物生産効果 キャベツ、はくさいの作付けが増 本地区における出荷系統は、川南町、都農町がＪＡ尾鈴を介し、高鍋町はＪＡ児
加しているが、増加の理由として出 湯を介して出荷が行われている。
荷先の確保や継続的な販売の維持な
ど採算性が考えられる。具体的な仕 【ＪＡ尾鈴：川南町、都農町】
向け先や販売などはどうなっている ・キャベツは殆どが加工用として、ＪＡとぴあ浜松（静岡）、ＪＡ鹿追（北海道）
か。 の３ＪＡとの連携による鉄製コンテナを使用したリレー出荷により、主に関東圏

【豊委員】 へ契約出荷されている。
（資料2-1地区別結果書P3）

『リレー出荷の概要』
H27年に、３JAと加工会社、仲介業者、種苗会社、農機メーカー等25社にお

いて「リレー出荷高度化協議会」を設立し、「寒玉キャベツ」に品種を統一
して鉄製コンテナ利用による輸送・貯蔵・処理コストの低減を図り、産地間リ
レーによる年間を通じた出荷体制の構築により、年々取り扱い量は増加して
いる。

・青果用は春キャベツのみで、全国への出荷を行っているが、主に関西圏から西日
本への出荷となっており、全国の出荷量が減少する３～５月に出荷することによ
り販売額の維持を図っている。

・はくさいは、青果用・加工用を半々の割合で全国市場へ出荷されているが、主に
関西圏から西日本へ出荷されている。

（ＪＡ尾鈴聞き取り）

【ＪＡ児湯：高鍋町】
・ＪＡ児湯管内のキャベツの約７割が高鍋町染ヶ岡地区で生産されており、「みや

ざきフレッシュキャベツ」の県ブランド認証を得て全国市場へ出荷されており、
評価もよいと聞く。更には、ひまわりによる緑肥栽培を行ったキャベツは「ひま
わりキャベツ」の商標登録にて産直や市場出荷されている。

（高鍋町聞き取り）
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №6

項 目 委員質問 回答

（関連事項） 宮崎県における農協の統合状況は 【尾鈴地区の農協体制】
どうなっているか。川南町に農協関 本地区のＪＡは、ＪＡ尾鈴（川南町・都農町）、ＪＡ児湯（高鍋町）の２つの農
係施設が集中して設置されているが、 協により管轄内の運営がされている。
ＪＡ尾鈴単協で取り組まれているの
か。 【ＪＡ尾鈴（川南町）の農業施設群】
【古賀委員】 ＪＡ尾鈴の農協施設群は、管内２箇所にあった老朽化したトマト選果場を統合再

編して、平成21年にトマト以外の施設野菜も選果する総合選果場として建設してお
り、集荷場、包装施設、真空予冷施設、保冷庫等の施設も併設している。

また、宮崎～東京・大阪へのフェリー航路の縮小、トラックドライバーの確保な
ど、宮崎県内の物流を取り巻く課題の解決にあたり、ＪＡグループ宮崎においては、
県内84箇所の選果場を46箇所へＨ25年度までに集約する目標を定め、ＪＡ尾鈴の総
合選果場を県北域の拠点施設に位置付け、周辺ＪＡ（高千穂、日向、児湯）の選果
作業の受託もしている状況にある。

【宮崎県内の広域農協合併】
ＪＡの広域農協合併については、「作物的条件」、「農業構造的条件」により合併

の困難さが分かれ、水田地帯では農地集積が進みやすく、農業構造の変化も進展し
易いことから、営農指導が粗放化しても政策対応し易いとの利点から広域合併が行
い易いが、園芸・畜産地帯では農地集積が進みにくく、農業構造の変化も進展しに
くい場合は、営農指導が作物毎に専門化していくため、広域合併が難しい傾向にあ
ると分析されている。 （農林中金総合研究所分析レポート）

このような中、宮崎県における農協統合については、平成29年に県内13ＪＡと中
央会・連合会を一つの組織に統合し、「県域ＪＡ」として設立することを目標に「県
域ＪＡ構想」の検討に着手しており、令和２年１月に「県域ＪＡ構想【草案】」が
作成されている。

今後は、「県域ＪＡ」構想の策定へ向けた各ＪＡ組合員の合意形成、参加判断を
検討し、Ｒ５年以内の県域ＪＡ設立を目指して取り組みを進めている状況にある。

なお、県域ＪＡ参加への意思決定の過程において不参加を選択したＪＡについて
は、他県事例も踏まえ将来のあり方を検討することとされている。

（ＪＡグループ宮崎ＨＰ）
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №2

項 目 委員質問 回答

作物生産効果 かんしょは加工用が大きく増加し 計画策定時は、かんしょを加工用から食用へ転換して作付け拡大を図る計画とし
ているが、食用は皆無となっている。 ていたが、国内における食用かんしょの需要が減少している一方で、焼酎ブームに
食用は採算が取れないとのことであ よる加工用かんしょの需要が拡大したこと、加工用かんしょは食用かんしょに比べ
るが、工夫は出来ないか。 栽培の手間が掛からず、収穫も機械化により対応出来ることから、経営の主要とな

【中野委員長】 る他の野菜や畜産業へ労力を仕向けつつ、契約単価により安定した収益が見込める
（資料2-1地区別結果書P3） 品目として、複合経営の補助品目として加工用かんしょへシフトしている状況にあ

る。

しかしながら、近年、焼酎ブームの低下や新型コロナ感染症の影響による酒類の
販売低下などから大手酒造会社においては、加工用かんしょの需要が低下してきて
おり、今後の作付けは維持または減少するものと思われる。

なお、宮崎県内では串間市における香港・台湾などへの海外輸出（おやついも）
において、県内各産地における食用かんしょの取引も少なからずある。

【経営指標におけるかんしょの時間当たり所得】

（出典：宮崎県経営指標（H28））

【宮崎県】

ﾄﾝﾈﾙ早熟 早熟 普通 普通(加工用) 普通(大規模) 普通

専作 専作 専作 経営補助 経営補助 経営補助

栽培規模 (a) １０ａ １０ａ １０ａ １０ａ １０ａ １０ａ

生産量(単収) (㎏/10a) 1,600           2,000           2,500           2,800           2,800           2,800

単価 (円) 325             235             184             61               58               59

雑収入 (円)

粗収益合計 (円) 520,560        470,880        460,080        170,564        162,011        164,506

農業経営費 (円) 353,648        344,630        351,802        122,392        120,644        124,267

農業所得 (円) 166,912        126,250        108,278        48,172         41,367         40,239

所得率 (%) 32.1% 26.8% 23.5% 28.2% 25.5% 24.5%

労働時間合計 (hr/10a) 285.8           156.9           184.1           80.0            45.9            55.0

時間当たり所得 (円/hr) 584 805 588 602 901 732

区分

宮崎県経営指標

食用かんしょ 加工かんしょ

経営上の役割
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №3

項 目 委員質問 回答

作物生産効果 施設畑の作付けは少ないが、施設 本地域では、早くから都農町の尾鈴地区受益地外にて施設トマトの生産が盛んで
畑が増えれば年間雇用の確保にも繋 あり、畑地かんがいが整備された本地区内へも地域の主要品目として施設畑の推進
がるのではないか。施設畑について を行ってきたところであるが、近年、トマトの販売単価が事業実施前の421円/㎏に
どの様な支援がされているか。 対し、事後評価時は293円/㎏と価格が低下していることから、新規拡大に対する設

【中野委員長】 備投資が低調となっている。【評価書基礎資料P38、P42参照】
（資料2-1地区別結果書P3）

また、本地域の施設ハウスは老朽化が著しく、多くの施設ハウスで更新が必要で
あることも新規拡大における課題となっている。

このため、ＪＡ尾鈴では、施設ハウスの更新を進めるため、施設ハウス、暖房機
や環境制御装置の導入にかかる支援事業として、令和元年度から３年間の計画で「尾
鈴地域施設園芸創世事業」に取り組んでおり、施設導入にあたり国から５割、町か
ら２割を助成し、残りを農家の自己負担としているが、施設ハウス本体については、
ＪＡから更に１割の追加助成の支援が行われている。

（ＪＡ尾鈴聞き取り）

本地域で生産される施設トマト、きゅうり、いちごなどは、ＪＡ宮崎経済連が実
施している「情熱みやざき農産物表示認証制度」で認証を受けた野菜を「みやざき
エコ野菜」としてブランド化した取り組みを行っており、新規に施設畑に取り組む
に当たっては、相応の生産技術を身につける必要がある。

本地区の受益地の大半を有する川南町では、「川南町新規就農支援協議会」を設
立し、川南町、ＪＡ尾鈴、児湯農林普及センター、生産部会等と連携し、アグリト
ピアおすずが所有するトレーニングハウスにて、１～２年間の新規就農者研修を実
施しており、「さららピーマン（特別栽培農産物認証）」による営農技術を指導。そ
の他就農支援、定住支援に取り組まれている。

（川南町聞き取り）
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №4

項 目 委員質問 回答

農村景観の保全 ひまわりを活用した集客や交流の 本地区内の染ヶ岡地区では、口蹄疫発生に伴い畜産堆肥の供給がなくなったこと
取り組みにおいて、「農奥」など女 から、堆肥不足の対応としてキャベツ、はくさいの連作障害を回避する緑肥として
性の活躍も交流の一つとして評価に 「ひまわり」の植付けに取り組み、壮観な景観形成が図られたことで「キャベツ畑
記載できるのでは。 のひまわり祭り」（令和元年まで）を開催し集客を向上、都市農村交流や町全体の

【古賀委員】 活性化に貢献している。
（資料2-2評価書基礎資料P68）

この染ヶ岡地区のひまわり祭りは、イベント開催を目的とした取り組みではなく、
営農の継続を図りつつ、壮観な景観形成により口蹄疫で低下した町内の活気を向上
し、元気を取り戻すことを目的として取り組みを始めたところであるが、これらの
景観を求め訪れる見学者が年々増加してきたことから、町をあげてイベント開催す
るに至ったものである。

このイベントのＰＲや本地区の特産物であるキャベツの認知度の向上には、染ヶ
岡地区を始めとする町内の女性農業者が集まって組織している女性農業者グループ
「農奥」による積極的なＰＲ活動に寄るところが大きく、祭り開催を機にあまり交
流のなかった商工会との交流にも繋がっている。

「農奥」は、農家に嫁いだ女性たちが相談できる場を作る事を目的に結成された
組織であるが、地区の特産物であるキャベツをもっと知ってもらいたいという思い
から、キャベツの消費拡大に向けた料理教室の開催や、キャベツの新たな利用方法
の提供、ひまわり祭りの広報資料の作成とＳＮＳを活用したＰＲを行い、認知度の
向上に大きく貢献している。

また、「農奥」が中心となって、染ヶ岡地区にてひまわり緑肥使用の畑で収穫さ
れたキャベツのみに適応される「ひまわりキャベツ」の商標登録を取得して、他産
地との差別化、ブランド化に繋げる取り組みも行っている。

この他、町商工会議所を中心に開発、店舗提供をルール化した地元料理「高鍋ロ
ールキャベツ丼」や、食材キャベツの店舗提供、特産品開発したひまわりキャベツ
の加工商品（粉末、かりんとう、ディップソース等）の取り組みにも、「農奥」の
熱心な働きかけが高鍋町特産キャベツの認知度向上にも大きく貢献している。

これら「農奥」の活動は特産キャベツの認知向上や地域交流など、地域活力の活
性化に繋がっており、地区別評価書の「４（７）地域農産物を活用した様々な活動」
へ評価記載する。

（高鍋町聞き取り）
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九州農政局農業農村整備事業等事後評価技術検討会委員の質問に対する回答
【国営かんがい排水事業「尾鈴地区」】 №5

項 目 委員質問 回答

６次産業化への取 ６次産業化の印象が薄く感じる。 本地域における６次産業化の取り組み事業者は、評価書基礎資料（P61）に紹介し
り組み ６次産業が育てば雇用解決にも役立 た13事業体が活動している。

つのでは。
【中野委員長】 これらの他、６次産業化ではないものの、高鍋町では町が主導し、町内の事業者

（資料2-2評価書基礎資料P60～P61） と県内で活躍するデザイナーで結成したクリエイティブチームが協働し、地域資源
を活かした商品作りを行う「まんぷくたかなべ」運動に取り組んでおり、製茶やキ
ャベツ農家、畜産加工事業者、餃子、レストランなどの飲食店、食品加工、ジュー
スメーカーなど、８事業者が参加して、農業、商工業等の異業種間による交流や、
商品の地域ブランド化を図り、町外への販売力強化が行われている。

（高鍋町聞き取り）
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