
見たい！知りたい！九州農業２０２０（概要）

九州農政局



９．人・農地プランの実質化と農地集積・集約化

１０．人材の育成・確保と外国人材の受け入れ

１１．棚田を含む中山間地域等の活性化

１２．農泊・農福連携の推進とジビエ利用拡大

１３．自然災害への備え

１４．新型コロナウイルス感染症拡大への対応

○ 「見たい！知りたい！九州農業」（略称「九州農業レポート」）は、平成30年から「九

州食料・農業・農村情勢報告」に代わり新たに作成しており、３年目となる令和２年は、

「今年の話題」、「統計から見たい」、「施策を知りたい」及び「取組事例を知りたい」

の４構成とした。

○ 「今年の話題」は「新しい基本計画」と「輸出拡大の推進」とした。

（参考）九州農業の特徴

「見たい！知りたい！九州農業2020」（概要）の目次

１．新たな食料・農業・農村基本計画

２．輸出拡大の推進

３．農畜産物の防疫対策

４．水田農業における高収益作物の導入

５．園芸作物の生産体制強化

６．肉用牛・酪農の生産基盤の強化

７．スマート農業の推進

８．農産物・食品流通の合理化

趣旨



○ 農業・農村の現状は、人口減少に伴う国内マーケットの縮小、農業者の減少・高齢化が深刻化するとともに、グローバル化の一
層の進展、頻発する自然災害やＣＳＦ（豚熱）の発生、更には、新型コロナウイルス感染症など新たな課題に直面。

○ 農業の成長産業化に向けた農政改革を引き続き推進するとともに、経営規模の大小や中山間地域といった条件にかかわらず、農
業経営の底上げにつながる生産基盤の強化を図る。

○ その際、地域をいかに維持し、次の世代に継承するか、という視点を重視しつつ、産業政策と地域政策が車の両輪となるよう、
関係機関と連携し、生産基盤の強化と多面的機能の発揮を図る。

○ 食料自給率の目標は、令和12（2030）年度における供給熱量ベースで45％、生産額ベースで75％を設定。

１ 食料分野
・新たな市場の創出
・新たな輸出目標（令和12(2030)年５兆円）
・食育、地産地消など

２ 農業分野
・担い手の育成・確保、農地の集積・集約化
・農業経営の底上げにつながる生産基盤の強化など

３ 農村分野
・中山間地域の特性を活かした多様な農業の展開、農泊、
ジビエ、農福連携などによる所得と雇用の確保など

４ 東日本大災害からの復旧・復興と大規模自然
災害への対応

５ 団体に対する支援

６ 食と農に関する国民運動の展開等を通じた国
民的合意の形成

７ 新型コロナウイルス感染
症をはじめとする新たな
感染症への対応

１． 新たな食料・農業・農村基本計画

地方意見交換会の様子（熊本市）

施策のポイント

【生産努力目標】

資料：農林水産省作成
注：１）米は米粉用・米飼料用米は除く

２）飼料作物の単位は万ＴＤＮｔ

【食料自給率等の目標】 単位：万トン

【農地面積の見通し、延べ作付面積及び耕地利用率】

平成30年度 令和12年度

米 775 723

飼料用米 43 70

小麦 76 108

大豆 21 34

野菜 1131 1302

果実 283 308

茶 8.6 9.9

生乳 728 780

牛肉 33 40

豚肉 90 92

鶏肉 160 170

平成30年度 令和12年度

供給熱量ベースの総合食料自給率 37% 45%

生産額ベースの総合食料自給率 66% 75%

飼料自給率 25% 34%

供給熱量ベースの食料国産率 46% 53%

生産額ベースの食料国産率 69% 79%

【農業構造の展望(農業労働力の見通し)】

資料：農林水産省作成

農業就業者数

平成27年度 令和12年度

（すう勢） （展望）

全体 208万人 131万人 140万人

うち49歳以下 35万人 28万人 37万人

平成30年度 令和12年度

農地面積(万ｈａ)
442.0

414
(令和元年439.7)

延べ作付面積(万ｈａ） 404.8 431

耕地利用率（％） 92 104

資料：農林水産省作成

〈食料自給率等の目標〉

資料：農林水産省作成

注：食料国産率
・国内に供給される食料に対する国内生産の割合
・飼料が国産か輸入かにかかわらず、畜産業の活

動を反映し国内生産の状況を評価

（本文2頁～3頁）
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○ 農林水産省では、令和元(2019)年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円にすることを目標に、オールジャパンでのプロモーショ
ンや、輸出に意欲的に取り組む農林漁業者・食品事業者を支援。
さらに、令和12(2030)年に輸出額を５兆円とする目標を策定し、４月に施行された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律」に基づき、農林水産省内に「農林水産物・食品輸出本部」を新設するなど輸出促進体制を強化。

○ 九州農政局では、農林水産物・食品の輸出を推進するため、全国的な取組であるＧＦＰ(農林水産物・食品輸出プロジェクト) 
により、輸出に意欲を示す生産者や食品事業者等を訪問し課題や問題点の解決に向けた「輸出訪問診断」、輸出を念頭に置いた
「グローバル産地」の形成、輸出向けのＨＡＣＣＰ等対応施設の整備等の支援を実施。
また、「九州ブロック輸出促進交流会」を開催し、各種情報提供や取組状況報告、輸出プレイヤー間の交流・商談の場を提供。

２． 輸出拡大の推進

< グローバル産地の形成 (令和２年度採択地区) >
全国：55地区
九州：14地区（全国の約25％）※下線は令和２年度採択
福岡：１地区（柿）
佐賀：１地区（茶）
長崎：２地区（かんしょ、対馬金穴子）
熊本：２地区（青紫蘇、いちご）
宮崎：５地区（きんかん、かんしょ、養殖ブリ、牛肉、

キャビア）
鹿児島：３地区（きんかん、有機抹茶、かんしょ）

< 令和元年(１-12月)農林水産物・食品の輸出額 >

全国・・・9,121億円

九州・・・ 975億円
※九州の値は財務省「貿易統計」門司及び長崎税関の合計

< 輸出促進取組事例 >

・ 「宮崎牛」の輸出拡大に向け、商談会への参加、
輸出先国のレストランに調理方法の実演指導、JAと
連携した生産体制の構築等を推進。

・ 従来のアメリカ、台湾、香港等に加え、令和元年
４月にEU基準に対応した新工場が稼働し、８月には
EU向け施設認定の取得を機に輸出を開始。

ミヤチクの輸出額の推移 (百万円)

・ 通常より広い生け簀で養殖したブリを、水揚げか
ら２時間以内にHACCP認証工場で加工し、チルド状態
を維持して北米・アジア・EU諸国に輸出。

・ 輸出先の９割は北米であるが、EUにおいても冷蔵
ブリの大きな需要を見込めることから、EU向けにMEL
認証※を取得。今後、展示会等に積極的に参加。

※MEL認証･･･水産資源や生態系などの環境にやさしい方法
で行っている漁業や養殖業を認証する仕組み。

○株式会社ミヤチク (宮崎県)

HACCP加工施設

〇株式会社兵 殖
ひょうしょく

（大分県） 

[輸出品目]
北部（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県）
いちご、みかん、なし等の青果物、
養殖ブリ、マダイ 等の水産物の輸出が盛ん

南部（熊本県、宮崎県、鹿児島県）
牛肉、鶏卵、鶏肉等の畜産物が多く輸出され、
ブリ等の水産物や木材の輸出も盛ん

[輸出先国]
香港、台湾、韓国等のアジア地域が多く、牛肉、水産物は、米
国やＥＵ等の国にも輸出
※各県からの聞き取りによる九州農政局調べ

< 九州の輸出の特徴>

（本文4頁～9頁）
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○ 令和元（2019）年は、水稲の害虫トビイロウンカの大発生があり、気象災害と相まって九州の水稲作況指数は86の「不良」。
飼料作物等の害虫ツマジロクサヨトウの発生が国内で初めて確認されたが、早期の防除指導により大きな被害はなかった。

○ 特定家畜伝染病については、管内では平成29（2017）年２月以降発生なし。国内では平成30（2018）年９月に26年ぶりとなる
ＣＳＦ（豚熱）が発生し、８県で58例の発生を確認。
近隣諸国では、平成30（2018）年８月に中国においてアジアで初めてとなるＡＳＦ（アフリカ豚熱）が発生し、アジア地域で

急速に感染が拡大するとともに、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザも継続的に発生。

３． 農畜産物の防疫対策

〈畜産物の防疫対策〉

○ 水際対策の実施

・空港及び海港における靴底消毒の実施、

旅客への注意喚起

・検疫探知犬による手荷物検査の実施

○ 農場の取組

・飼養衛生管理基準の遵守による病原体

の侵入防止

○ 農政局の取組

・飼養衛生管理基準の遵守に必要な消毒

機器・資材、空港及び海港の国内便搭

乗口等での靴底消毒用マットの設置等

へ支援

・家畜伝染病発生時の迅速な防疫措置に対応するために防疫作業

支援者登録リストを整備し、防疫演習を実施

検疫探知犬による探知活動
（動物検疫所提供）

大分空港国内便における旅客の靴底
の靴底消毒（大分県提供）

〈農産物の防疫対策〉

○ 病害虫の発生状況

・ 病害虫発生予察情報の発表件数は、警報５件、注意報40件、

特殊報15件（警報はすべてトビイロウンカ）

・ ツマジロクサヨトウが国内で初めて発生（管内全県）

○ 九州で特に警戒している主な病害虫

果実・果菜類の大害虫ミカンコ
ミバエ種群（左：成虫、右：幼虫）
（植物防疫所ＨＰより引用）

飼料作物等の害虫
ツマジロクサヨトウ

サツマイモ基腐病によるサツマイモの被害状況
（糸状菌により基部が腐敗）

サツマイモの大害虫アリモドキゾウムシ
（植物防疫所ＨＰより引用）

（本文32頁～33頁）
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・ 契約栽培により安定的な販路が確保できたことから、玉ねぎ、
キャベツ等の高収益作物の作付が拡大。

・ 基盤整備を契機に高収益作物の導入が加速し、所得額が３倍
に増加した法人も出ている。

〈基盤整備による 高収益作物の導入・拡大
(佐賀県神埼市小鹿（おしか）地区) 〉

〈 水田の高収益化推進に向けた各県の取組 〉

・佐賀県「さが園芸生産８８８億円推進運動」(令和元年度開始)

・長崎県「チャレンジ園芸１，０００億円」(平成30年度開始)

・大分県「米からの脱却を目指して園芸５００プロ」(平成29年度開始)

目標（農業産出額） ６２９億円
（平成29年）

８８８億円
(令和10年）

５００ｈａ拡大
（令和４年度）目標（水田における園芸品目導入面積）

目標（農業産出額） ９２７億円
（平成28年度）

１，０００億円
（令和７年度）

５００ｈａ拡大
（令和７年度）

目標（水田における園芸品目導入面積）

４． 水田農業における高収益作物の導入

〇 水田農業においては、主食用米の需要量が毎年10万ﾄﾝ程度減少すると見込まれる中、水田における高収益作物の導入を進め、農
業所得を向上させていくことが重要。このため、農林水産省では関係部局が連携して、平成31年(2019)２月に「水田農業高収益化
推進プロジェクトチーム」を発足。

〇 九州農政局においても関係部局が連携して、野菜等の高収益作物の生産拡大を推進するため九州北部の各県と意見交換を実施。

〇 令和２(2020)年度予算では、水田農業の高収益化を推進するため、「水田活用の直接支払交付金」に「水田農業高収益化推進助
成」等が新設されており、水田における高収益作物の産地を令和７(2025)年度までに全国で500産地創設することを目標。

キャベツの作付状況
代表的な法人の所得額が3倍
に増加

510

1,706

500

1,000

1,500

2,000

H26 H30

所
得
額
（万
円
）

＜所得額＞

（本文43頁）
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・ 果樹の生産現場では、収穫等機械化が困難な作業も多く、高齢
化の進行する生産者の負担軽減は重要な課題。

・ 労働生産性の向上を可能とする省力樹形やスマート農業技術な
どの省力型生産体系の導入による省力化・効率化を推進。

【セミナーの開催(長崎県佐世保市)】

・ 九州農政局では、スマート農業技術の
導入を進めるため、令和元年10月16～17
日、｢果樹産地生産性向上セミナー｣を開
催。行政、試験研究機関、農業団体及び
民間企業等140名が参加。

・ セミナーでは、みかんの生産から出
荷をデータ駆動でつなぐ取組や省力樹
形、スマート農業技術などを紹介。

【現地検討会の開催(長崎県佐世保市)】

・ ロボット搭載型プレ選果システムや
遠隔監視型予措・貯蔵システム、クラ
ウド型かん水コントローラー等の実証
状況の説明、意見交換。

５．園芸作物の生産体制強化

〇 九州農政局では、拡大が見込まれる海外市場や加工・業務用等の新たな需要に対応し、野菜・果樹等の国内外の市場を獲得で

きるよう生産コスト低減等、産地の収益力強化を進めるとともに、生産体制の強化を図るため、機械化一貫体系や省力型生産体

系の導入による増産等の施策を推進。

〈 果樹の生産体制強化 〉

ロボット搭載型プレ選果システム

セミナーの様子（R1.10.16）

（本文44頁～45頁）
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〈キャトルステーションを核とした肉用牛増頭の取組(佐賀県）〉○ 平成26年より開始された畜産クラスターは、肉用
牛経営を中心に取り組まれ、令和元年（2019）年に
は九州全体で186の畜産クラスター協議会が設立。

〇 九州農政局では、国産飼料増産対策や地域全体で畜産の収益性を向上させる畜産クラスターの取組等を推進。

〇 また令和元年12月に制定・公表された「肉用牛・酪農生産拡大プロジェクト 」に基づく新たな施策(「増頭奨励金」の交付、
公共牧場等のフル活用、畜産環境対策等）を推進。

※畜産農家と地域の畜産関係者（コントラクター等の支援組織、流通加工業者、農業団体、行政等）が、ぶどうの房（クラスター）のように一体的に結集することで、
地域全体で畜産の収益向上を図る取組。

６．肉用牛・酪農の生産基盤の強化

・ＪＡからつ管内（唐津市及び玄海町）は、佐賀県の肉用牛子牛生産の中
心地帯であるが、高齢の小規模農家が多く、農家戸数の減少が課題。

・このため、ＪＡからつでは肉用牛繁殖経営の労働負担軽減及び規模拡大
を図るため、平成23年にキャトルステーション（子牛共同育成施設）を
整備し、子牛の受託を開始。その後、子牛の受け入れ頭数は増頭傾向と
なり、預託希望が増加したことから、畜産クラスター事業を活用して馴
致牛舎、育成牛舎等を増設（平成28～29年）。

・これらの取組により、減少していた繁殖雌牛の飼養頭数が増加。

肉用牛繁殖経営で生産された子牛のほ育
・育成を集約的に行うキャトルステーション

4.8
15.6
18.3
21.5

32.3
37.1

41.9
55.9

21
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その他

飼料作物

採卵鶏

肉用鶏

養豚

肉用牛(一貫)
肉用牛(肥育)
肉用牛(繁殖)

酪農

%

九州における畜産クラスター協議会の対象畜種の割合（2019）
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協議会数

九州における畜産クラスター協議会の設立数

5,244 5,180 4,960 4,701
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1
0

2,000

4,000

6,000

キャトルステーションへの受入頭数及び

JAからつ管内の肉用牛繁殖雌牛頭数の推移

管内頭数 受入頭数

（頭） （頭）

※

（本文46頁）
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○ 九州農政局では、スマート農業加速化実証プロジェクトで得られるデータに基づき、技術的・経営的効果を解明し、現場へ発

信するとともに、農業者等への「見られる・試せる・体験できる」機会を更に拡大し、スマート農業技術の現場実装を推進。

〇 令和元年５月に「九州スマート農業技術情報連絡会議」を発足し、鹿児島県でのスマート農業サミット（８月）、第２回連絡

会議（９月）、スマート農業関連のＩＴ企業等26社と管内の農業者を一堂に会したマッチングフェア（Ｒ２年１月）を開催。

○ リース・シェアリング等の農業支援サービスを創出し、農業者だけの取組ではできないコストの削減や付加価値向上・単収増

を実現するため、異業種参入やベンチャー企業のチャレンジを後押し。

７．スマート農業の推進

九州農政局における主な取組（令和元年度）

※農林水産省ＨＰ：スマート農業実証事業パンフレット（実証地区マップ）等から作成
https://www.affrc.maff.go.jp/docs/smart_agri_pro/attach/pdf/19Pamphlet9_MAP.pdf

〈実証プロジェクト（実施中15・予定13） 〉

注意：
青字は元年度実施地区
赤字は２年度委託予定地区

○農業者が経営状況に応じて営農
活動の一部を農業サービス事業
体に委託
○経営の効率化・高度化により農
業者の所得を向上

※未来投資会議 構造改革徹底推進会合
農林水産省提出資料（令和元年11月22日）から作成

〈農業支援サービス〉

九州スマート農業技術情報連絡会議発足(R1.5.27)

現地研修会（九州版スマート農業サミット）(R1.8.23)

九州スマート農業マッチングフェア(R2.1.30)

ロボット茶摘機 ラジコン草刈り機

ロボット草刈り機アシストスーツ 温室補光用RED照明

（本文50頁～51頁）
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○ 九州は、関東や近畿等の大消費地から離れていることから、農産物や食品の出荷や荷下ろし時の作業時間の削減や、共同
での輸送方式への変更など、物流の効率化に向けた取組が重要な課題。

○ このため、九州農政局では九州運輸局と連携し、九州７県において農業者（荷主）、卸売市場、物流関係者による現地懇
談会を開催し、意見交換を実施。

○ また、農産物等の物流効率化が図られるよう、パレット輸送やＩＣＴ活用による実証実験の推進、物流体制構築のための
ストックポイントの整備や統一規格パレットの導入等の支援を推進。

８． 農産物・食品流通の合理化

２ パレットを利用した取組

統一規格パレット利用による荷役作業時間の削減

手作業による
積み込み

パレット利用による
機械での積み込み

４ 貨客混載の取組

既存の輸送システム活用による物流の効率化

過疎地域
集落拠点

路線バス:営業所

宅
配
業
者

※現地懇談会において、活用できる補助事業や取組事例を紹介

※ＪＡ宮崎経済連、ＪＡ全農大分
は、関西や関東への運送に貨物
フェリーを利用

３ カーフェリー等を利用した取組

＜九州における農産物等の物流効率化に向けた主な取組＞

資料:農林水産省「平成３０年青果物卸売市場統計」

＜九州産の青果物の全国出荷割合＞

１ 物流拠点の整備

共同配送による物流の効率化

広域物流拠点

産 地

産 地

産 地

消
費
地

九州の市場出荷された青果物は、その多くが九州以外の地域へ出荷

輸送手段の分離によるトラック運転手の
運転時間の削減

（本文52頁）
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〇 昨年の農地中間管理事業の５年後見直しにおいて、人・農地プランを真に地域の話合いに基づくものにするという方向性が
示され、現在、各地域において人・農地プランの実質化に向けた取組が進行中。令和２(2020)年度末までに大宗の地域で実質
化されることを目標に推進。

○ 担い手への農地集積率は、平成25（2013）年の農地中間管理事業創設以降、着実に上昇し、平成31（2019）年３月末時点の
九州全体の集積率は49％、５ヶ年で約６％増加。

○ 九州農政局では、関係機関・団体との連携を図りつつ、人・農地プランの実質化を通じた担い手への農地集積・集約化、基
盤整備、生産振興、地域振興等の関連施策を一体的に推進。

＜人・農地プランの実質化（令和２年３月末現在）＞

九州においては、既に実質化している地域も含め、6,692地域の
約46.5万haにおいて、人・農地プランの実質化の取組を推進中。

○ 既存のプランが既に実質化している地域

1,015地域 耕地面積 8.7万ha

○ 昨年度中に新たに実質化された地域

257地域 耕地面積 1.8万ha

○ 実質化に向けた取組を実施中の地域

5,420地域 耕地面積 36.0万ha

＜担い手への農地集積状況＞

○ 担い手の集積面積（集積率）

平成26年３月末 … 234,639ha（43％）

平成31年３月末 … 258,264ha（49％）

○ 農地中間管理機構実績：H26-H31の累計

機構貸付面積 … 34,573ha 

うち新規集積面積 … 9,139ha 

９．人・農地プランの実質化と農地集積・集約化

次の３つのプロセスを踏んで人・農地プランを実質化

① アンケートによる農業者の年齢と後継者の有無等の確認
② ①を地図化し、５年から10年後に後継者がいない農地の面積を
「見える化」し、話合いの場で活用

③ 地域の中心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成

＜事例①：定期的な話合いを開催し地域農業のあり方を検討＞

○ 鹿児島県さつま町

・ さつま町では、従来から「地域づくり活性化計画」により産業振興を
図っており、公民館区単位で地域ごとの地域振興を検討する場として
「農業を考える会」を設置。

・ 同町柊野地区においても、年２回開催
される「農業を考える会」における話合
いが、農地中間管理事業の活用や基盤整
備事業の実施に結びつくなど、地域農業
の維持・発展に繋がっている。

＜事例②：市主催の農地シャッフル会により農地集約化を推進＞

○ 宮崎県延岡市

・ 延岡市無鹿・牧・柚の木田地区は、基盤整備
が未整備で地区の農業者の約２割が他地域から
の入作であり、耕作農地も分散。

・ 市推進チームが「農地シャッフル会」を開催
し、参加した農業者による話合いの結果、29筆、
1.7haが農地シャッフル（集約化）された。
今後も参加者を増やしていき、農地の集約化

を進めていくこととしている。

農地シャッフル会の様子

むしか まき ゆのきだ

くきの

（本文53頁、61頁～63頁）
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○ 九州の農業就業者は、平成31(2019)年には約29万４千人で70歳以上が３割以上を占めるなど高齢化が進展。
九州農政局では、就農準備や経営開始に要する資金交付、農業教育機関への支援、法人雇用就農の促進等新規就農者の

確保と定着に向けた支援を実施。

○ 女性は農業の担い手として重要な役割を果たす一方で、九州の新規就農者に占める女性の割合は低い。農業が職業の選
択肢として選ばれるよう、次世代の女性農業者を増やす取組を推進。

○ 九州の農業分野の外国人材は、令和元(2019)年10月には8,336人（全国の２割以上）を占め、在留資格の殆どは技能実習
で、昨年度から開始した特定技能制度の適正な運用に取り組む。

10.人材の育成・確保と外国人材の受入れ

九州の農業就業者(H31.2月） 九州の県別新規就農者数 ※

九州の新規就農者の内訳(H30）※

※注 新規就農者数は、各県がそれぞれ実施した独自
調査結果を農政局で集計したものです。

男性（2,467人）
85%

女性（421人）
15%

平成３０年新規就農者（九州）

合計

2,888人

※

農業分野の外国人材の分布(R1.10月）

資料：各都道府県労働局で公表され
ている「外国人雇用状況の届出状
況」を経営支援課で地図化

九州の各県別農業分野の特定技能

外国人数（R1.12月）

合計
65人

合計
65人

九州の農業分野の特定技能外国人の業務区分
割合（R1.12月）

資料：出入国在留
管理庁：特定技能
1号外国人の受入
れ状況（Ｒ1.12
月）

資料：農林水産省
「農業構造動態調査」

（本文56頁～60頁）
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〇 九州の中山間地域は、総土地面積の約７割を占めており、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文
化の伝承等の多面的機能を有している。

○ しかしながら、中山間地域は、傾斜地などの条件不利性とともに、鳥獣被害の増加、人口減少・高齢化、担い手不足等から、
集落機能や地域資源の維持に影響が生じており、地域の活性化が求められている。

○ このため、中山間地域等直接支払制度や棚田地域振興法に基づく施策等各種支援を講じて多様な取組を後押し。

11．棚田を含む中山間地域等の活性化（本文69頁～72頁、80頁、82頁）

○世界農業遺産

伝統的な農林水産業システムとそれに関わる文化、生物多様性等を評価
九州３地域（世界５８地域、国内１１地域）

国東半島宇佐地域（大分県）阿蘇地域（熊本県）

○＜事例＞棚田を核に地域おこしに取り組む事例（宮崎県高千穂町）

○棚田地域振興法に基づく県棚田地域振興計画及び指定棚田地域(R2.6.16現在)

○世界かんがい施設遺産

歴史的なかんがい施設を国際かんがい排水委員会が認定・登録
九州５施設（世界15ヵ国91施設、国内39施設）

高千穂郷・椎葉山地域（宮崎県）

｢日本一の高さを誇る石積み｣

｢年間3万人以上の交流人口を創出｣

蕨野の棚田(佐賀県唐津市)

秋元の棚田(宮崎県高千穂町)

幸野溝（H28登録）通潤橋（H26登録）

熊本県湯前町、多良木町、
あさぎり町、錦町

（熊本県山都町）

・人口100人のうち60歳以上が７割の限界集落にありなが
ら、地域の女性たちが運営する古民家食堂や民宿で希少
な地産食材を提供することで、年間３万人以上の交流人
口を創出。

・移住者を含む若者が中心となった㈱高千穂ムラたびでは、
集落農家と共同で原料米の供給体制を構築し、高値で買
い取った棚田米から、どぶろく・あまざけを生産し、雇
用や域内経済循環を創出。

海外からの民泊客

乳酸菌入りあまざけ

・令和元年８月に棚田地域振興法の施行
・全国２８道県 ５０４地域

原井手（R元登録）

（熊本県菊池市）

九州 （全国）

総土地面積 ７４％（７３％）
経営耕地面積 ４７％（３４％）
農家人口 ４８％（４１％）

○中山間地域の主要指標（割合）
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○ 農山漁村の所得向上と活性化を図るため、農山漁村に宿泊・滞在し、豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ「農泊」
に取り組む地域（九州70地域）を支援。

○ また、農業労働力の確保と障害者の就労機会の確保という双方の課題を解決する「農福連携」を進めるため、農業・福祉両サイ
ドの情報共有を図るとともに障がい者等の雇用・就労に必要な施設整備、研修などを支援。

○ 一方、野生鳥獣による農作物の被害は、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加等の要因となり、農山漁村で深刻な状況。このため、
「捕獲」を進めるとともに、捕獲されたジビエの利用拡大に向けた様々な取組を推進。

12． 農泊・農福連携の推進とジビエ利用拡大

〈 農泊推進に向けた取組 〉 九州における農泊地域位置図
○九州農泊推進ネットワークの立ち上げ（R２．３）

事例① 未来ある村 日本農泊連合

本格的な農村の再生のためには、農泊を中心としたグリ

ーンツーリズムが安定した産業になる必要がある等の活動

目標を掲げ設立。
農泊推奨の証

事例② （一社）ムラたび九州

九州の農山漁村において、持続可能で魅力あるツーリズ

ム地域づくり等により、九州の農山漁村の振興と持続可能

な発展に寄与するため設立。
ムラたび九州カレッジ

具体的活動事例

①会員や連携団体が主催するイベントや研修会などの情報
を事務局からメルマガや農泊専用ネットを通じて会員へ提供

②農泊推進対策の公募や予算の概算決定などの情報を事
務局からメルマガや農泊専用ネットを通じて会員へ提供

③関係事業者等からの情報を事務局からメルマガを通じて
会員へ提供

④会員の要請等を踏まえたセミナー、情報交換会等の開催

⑤会員の農泊情報（宿泊・食事・体験など）を九州農泊専用
ホームページへの掲載などを通じて、外部への情報発信

（本文77頁～78頁、83頁～88頁）



〈 農福連携の取組 〉

○農山漁村振興交付金（農福連携対策）実施状況 ＜事例＞農業法人、漬物メーカーと連携し、就労の場を拡大
障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」

（大分県大分市）

高菜の栽培状況

HACCP対応型の漬物工場

〈 鳥獣被害対策とジビエ利活用の取組 〉

○野生鳥獣による農作物別被害金額（九州）

平成30年度

被害額

22億円

（100％）

地区名 取組内容

熊本県全域

・「くまもとジビエ」のブランド確立
・中核処理施設を活用した加工処理の効率化
・ICTを活用した情報管理システム（トレーサビ
リティ）整備
・ワンストップでの受発注システムの構築など

大分県全域

・「大分県シシ肉・シカ肉衛生管理マニュアル」
の遵守による品質の向上

・小規模施設の連携化による規格、品質表示
等の統一

・大分ジビエ振興協議会が窓口となって大口
受注に対応など

○県全域で実施するジビエモデル地区での取組内容○主な処理加工施設

〔取組内容〕

・ 地元農業法人及び大阪市の漬物メーカーと連携して高菜６ha
の栽培と一次加工に取り組んでいる。

・ また、高菜の二次加工、梅干し、大根を用いた漬物等の加工と
販売を行うとともに、大根栽培等を地元農業法人から作業を受
託。その他、借り受け農地１haで、甘藷、カブ等を生産し販売。

・ これら作業に事業所利用者（障害者）36名（平成30年現在）が
従事。

〔取組成果〕

・ 売上は、連携前の7,700万円（H27)から8,670万円(H30)へと12％
増加。

・ 事業所の利用者数も30名(H27)から36名(H30)と増加。利用者に
は県平均を上回る工賃（賃金）を支払うことができている。

事業期間 事業実施主体名 県名 市町村名

H29～H30

特定非営利活動法人あじ菜工房 熊本県 合志市

一般社団法人さくら福祉会 熊本県 水俣市

社会福祉法人白鳩会 鹿児島県 南大隅町

H30～R元

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会 福岡県 北九州市

特定非営利活動法人よか隊 福岡県 筑紫野市

有限会社ビッグランドグループ配送センター 熊本県 山都町

社会福祉法人ときわ会 宮崎県 小林市

有限会社えこふぁーむ 鹿児島県 鹿屋市

R元～R２

ＮＰＯ法人伊都福祉サービス協会 福岡県 糸島市

社会福祉法人新友会 大分県 大分市

株式会社ゆいまーる 宮崎県 宮崎市

株式会社地産地消心のきずな 鹿児島県 出水市

株式会社イーストスクエア 鹿児島県 指宿市

社会福祉法人豊心の里 熊本県 錦町

株式会社サポート秀 宮崎県 宮崎市
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○ 近年、異常気象に伴う大規模な災害が多発し、農業関係の被害は増加傾向にあり、激甚化する自然災害への備えが重要。

○ 安定的な農業経営や安全・安心の暮らしを実現するため、防災重点ため池の整備や排水機場の整備など、国土強靱化を推進。

○ 農業者のセーフティネットとして、収入保険、園芸施設共済等の利用・加入を推進。

13． 自然災害への備え

令和元年８月の大雨により決壊した農業用ため池

決壊カ所

ため池

老朽化が進行した排水機場

県 名

防災重点
ため池再選定結果

基幹的な
排水機場

収入保険
園芸

施設共済

ため池数 排水機場数
（受益面積
100ha以上)

加入件数
加入目標に
対する割合(%) 加入率(%)

うち防災
重点ため池

福岡県 4,808 3,578 20 693 23 59

佐賀県 2,668 1,420 26 443 26 54

長崎県 3,239 875 11 394 35 55

熊本県 2,324 928 87 908 26 61

大分県 2,134 1,090 5 826 49 54

宮崎県 660 420 3 750 35 77

鹿児島県 642 248 10 524 25 43

九州計 16,475 8,559 162 4,538 30 -

（参考）全国 159,543 63,522 1,231 22,812 23 53

（R2.3末時点） （H30.3時点） （H31.3末時点）（R1.11末時点）

〈 大規模災害時における農地、農業用施設の災害復旧に係る制度の見直し 〉

〈 大規模災害発生時に、被災地方公共団体の人員不足への対応 〉

〈 災害への備え 〉

〇「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則」の一部改正（令和元年12月27日）

・災害復旧事業（補助）計画概要書の提出期限（災害発生後60日以内）を廃止

・災害による被害状況の把握が困難な場合、補助率増高申請書の申請期限（災害発生の翌年１月31日まで）を延長

※ 被害状況の把握が困難とする事由（農地農業用施設災害復旧事業事務取扱要綱第19条第１項）

(1) 政府が法令等により立入を禁止する区域 (2) 積雪等により被害状況の調査が著しく困難な場合 (3) その他特別の事情により、被害状況の調査が著しく困難な場合

○ ①国職員の派遣、②地方公共団体間の職員派遣の促進、③民間コンサルタント確保に向けた対応により、被災地の早期復旧を人的な面から支援

資料：農林水産省調べ

注１：収入保険の加入目標は、平成30年６月にNOSAI全国連が決定した当面の目標。
注２：園芸施設共済の加入率は、農業共済団体調べの有資格経営体をベースに算出。

（本文91頁～95頁）
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〇 新型コロナウイルス感染症は、全国に緊急事態宣言が発令されるなど拡大し、国内外の経済が国民生活に大きな影響。

〇 イベント等の中止による花きの需要減少、インバウンドや外食向けの減少等による牛肉、野菜、果実の需要減少等に加え、外
国人技能実習生の受入れ困難化による労働力不足といった課題に直面。

〇 九州農政局では、新型コロナウイルスへの緊急経済対策による支援措置の活用を促進し、需要回復や労働力確保、生産体制の
維持・強化を図るとともに、BUZZ MAFF動画やポスター作成、消費者の部屋での特別展示、民間企業のCSR活動との連携等により、
九州産食材の消費拡大を推進。

〈 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の経済対策 〉

14． 新型コロナウイルス感染症拡大への対応

・BUZZ MAFF動画によるＰＲ ・民間企業のＣＳＲ活動との連携

九州各県の応援消費の取組事例

〈 九州における消費拡大に向けた取組 〉

○売上げ減少や資金繰りが悪化した事業者への支援
・売上げが前年同期比で50％以上減少の農業者等への持続化給付金支給、無利子・無担保融資
の実施

○感染拡大による人手不足への支援
・農大等の農業経験者や他産業従事者（外国人含む）が就農のため、掛かり増し労賃等を支援

○事業継続・転換等に対する支援

・販路回復等のため機械・設備の導入や人手不足解消の取組を行う農業者、農業法人を支援

○野菜・花き・果樹・茶等の次期作付け等に対する支援
・生産者が次期作に取り組む場合の種苗費、資材購入や機械レンタル等を支援

○需要減退が大きい畜産、酪農への事業継続を支援
・出荷頭数に応じた奨励金や計画出荷に伴う掛かり増し経費の支援

○需要が減退している牛肉・果物・花き等の販売促進に対する支援
・牛肉・果物等の学校給食への提供や直売所と地域イベントの連携に支援、空港、駅、観光地
等での花きの活用拡大支援

○感染の世界的な拡大を踏まえた輸出、サプライチェーンへの支援
・輸出先国の市場変化に対応した製造施設への支援、国産農産物への切り替えに対応した支援

・学校給食への和牛肉の提供

ビーフストロガノフ

県名 取組内容

福岡県
・企業や公共施設において花を飾る取組を支援
・県内小中学校等の学校給食に県産和牛を提供

佐賀県
・ECサイトでの佐賀県フェアやテレビショッピング等による消費喚起
・佐賀牛や呼子のイカなどを学校給食に提供

長崎県
・県産品のネット販売拡大キャンペーン
・小中高校等への花束、花壇苗の贈呈、駅・港・庁舎等での花の展示
・県内の小中学校等の学校給食へ県産牛肉や県産水産物を提供

熊本県
・花装飾をした展示イベント等で花きの活用拡大
・小中学校等への県産牛肉および地鶏の提供
・馬肉の在庫保管料や輸送料、計画的な出荷に要する経費を支援

大分県
・レシピ動画やPR動画を小売店舗や料理サイト等で配信
・小中学校等の学校給食に和牛、地どり等を提供

宮崎県
・応援消費のPR活動や飲食業者のフードデリバリー事業への参入支援
・学校給食への県産和牛肉やマンゴー等の提供
・県産農畜水産物の販売キャンペーン

鹿児島県
・県産和牛肉や県産ブリ・カンパチ等を学校給食へ提供
・牛肉、花き等の県産消費喚起のため、かごしま地産地消推進店等と連携
しプレゼント企画を実施

（本文96頁～98頁）
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米
１兆7,513億円

(19.2%)
野菜

２兆3,212円
(25.4%)

果実
8,406億円
(9.2%)

畜産
３兆2,589億円

(35.7%) その他
9,564億円
(10.5%)

全 国
９兆1,283億円

(100%)

○ 九州は農業が盛んな日本の食料基地となっており、「全国の１割経済」といわれている中、農業産出額では全国の２割を占め
農業のウエイトは大きい。

○ 九州の農業産出額（平成30年）は１兆7,856億円で、部門別の割合は全国に比べて米が低く(全国19.2％、九州10.5％）、畜産
が高い（全国35.7％、九州46.5％）。

○ 部門別農業産出額の全国に占める九州の割合は、畜産や工芸農作物で約３割。野菜、果実は様々な品目が県別順位で上位。

〇 農業産出額の全国順位は鹿児島県が２位、宮崎県が５位、熊本県が６位。市町村別でも上位10位に３市がランクイン。

（参考） 九州農業の特徴

全国に占める九州の割合

農業産出額部門別割合（平成30(2018)年）

資料：農林水産省「平成30年生産農業所得統計」、総務省「平成26年経済センサス基礎調査」
内閣府「平成28年県民経済計算」、国土地理院「令和元年都道府県市町村別面積調」
総務省統計局「令和元年労働力調査結果」

資料：農林水産省「平成30年生産農業所得統計」「平成30年市町村別農業産出額（推計）」

【農業産出額全国上位10県の推移】
【部門別農業産出額の全国に占める九州の割合及

び主要品目別の全国上位県】

野菜
4,274億円
(23.9%)

果実
1,259億円
(7.1%)

畜産
8,301億円
(46.5%)

その他
2,149億円
(12.0%)

九 州
１兆7,856億円

(100%)

米
1,873億円
(10.5%)

九州の農業産出額は全国の２割を占める
19.6

8.3

11.2 10.4 9.7

0

5

10

15

20

農業産出額 GDP 総土地面積 企業数 就業者数

（％）

九州 18千億円

全国 91千億円

九州 459千億円

全国 5,499千億円

九州 42千 

全国 378千 

九州 428千企業

全国 4,098千企業

九州 653万人

全国 6,724万人

資料：農林水産省「平成30年生産農業所得統計」

【農業産出額全国上位10市町村】

九州
の
割合

九州の割合 主産地

品目
全 国
シェア

県名
全 国
シェア

全国
順位

％ ％ ％ 位

野菜 18.4

きゅうり 21.9 宮 崎 11.9 1

トマト 27.7 熊 本 18.5 1

すいか 24.0 熊 本 18.7 1

なす 23.3 熊 本 11.0 2

ピーマン 37.9 宮 崎 21.1 2

いちご 34.9 福 岡 12.0 2

ごぼう 21.0 宮 崎 8.6 3

果実 15.0

びわ 53.1 長 崎 37.5 1

くり 25.9 熊 本 18.5 2
キウイフルーツ 24.7 福 岡 19.4 2

みかん 33.3 熊 本 10.2 4

工芸農
作物

葉たばこ 45.5 熊 本 16.2 1

30.6茶（生葉） 42.3 鹿児島 30.1 2

さとうきび 37.0 鹿児島 37.0 2

畜産 25.5

肉用牛 42.1 鹿児島 17.1 1

豚 29.8 鹿児島 13.2 1

ブロイラー 47.6 宮 崎 19.3 1

単位:億円

都道府県 市町村 農業産出額

１位 愛知 田原市 849 

２位 宮崎 都城市 754 

３位 茨城 鉾田市 708 

４位 北海道 別海町 660 

５位 新潟 新潟市 587 

６位 千葉 旭市 523 

７位 静岡 浜松市 487 

８位 熊本 熊本市 474 

９位 鹿児島 鹿屋市 442 

10位 愛知 豊橋市 434 

単位：億円

昭和40年 昭和63年 平成30年

１位 北海道 2,033 北海道 10,721 北海道 12,593 

２位 茨城 1,330 茨城 4,798 鹿児島 4,863 

３位 新潟 1,274 千葉 4,206 茨城 4,508 

４位 千葉 1,195 鹿児島 4,186 千葉 4,259 

５位 福島 1,063 熊本 3,759 宮崎 3,429 

６位 静岡 983 新潟 3,755 熊本 3,406 

７位 埼玉 966 宮崎 3,486 青森 3,222 

８位 長野 954 愛知 3,425 愛知 3,115 

９位 宮城 886 長野 3,186 栃木 2,871 

10位 愛知 886 静岡 3,031 岩手 2,727 

（本文12頁～16頁、100頁～109頁）
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