
地域(農村) － 棚田を含む中山間地域等の活性化 －

【棚田を含む中山間地域等の活性化に向けた取組】

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
(かんよう)、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
います。また、経営耕地面積や農家人口に占める中山間地域の割合は、それぞれ約５割
となっており、重要な農業地帯となっています。

他方、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も影響が生じ、耕作放棄地
の増加等により多面的機能の低下が懸念されており、地域の活性化が求められています。

農林水産省では、意欲を持った前向きな農業者が活躍できる多様な経営を育み、清ら
かな水、冷涼な気候、棚田の歴史等中山間地の特色を活かした経営の展開を通じて、中
山間地農業を元気にしていくため、中山間地域等直接支払制度や令和元(2019)年８月に
施行された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してい
ます。

集落協定 個別協定 計 協定数 交付面積
福岡県 30 589 9 598 5,572 593 5,544
佐賀県 19 493 0 493 7,195 496 7,184
長崎県 19 963 42 1,005 9,850 999 9,768
熊本県 35 1,373 12 1,385 32,311 1,381 32,278
大分県 17 1,196 24 1,220 15,877 1,215 15,770
宮崎県 20 371 0 371 5,552 369 5,526

鹿児島県 26 690 2 692 7,794 692 7,671

計 166 5,675 89 5,764 84,150 5,745 83,741

899 25,075 552 25,627 342,991 25,537 341,367

98 330 1 331 321,324 331 321,216

997 25,405 553 25,958 664,315 25,868 662,583

   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る。

平成30年度中山間地域等直接支払制度の実施状況（実績）
（交付面積単位：ha）

九
 
 
州

都府県計

北海道計

全 国 計
資料：農林水産省「平成30年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況」  （令和元年6月28日公表）
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農村の振興 － 棚田を含む中山間地域等の活性化 －

【棚田地域の振興に向けた取組～棚田地域振興法の制定～】

令和元(2019)年６月、棚田地域の持続的発展を図るため、「棚田地域振興法」が成
立し、８月に施行されました。

また、法律に基づく「棚田地域の振興に関する基本的な方針」が閣議決定され、多
様な主体が参画する地域協議会による棚田を核とした地域振興の取組を関係府省庁横
断で総合的に支援する枠組みが構築されました。

棚田地域振興法においては、指定棚田地域の指定を受け、指定棚田地域振興活動計
画を策定することにより、財政上の支援、棚田地域振興コンシェルジュによる具体的
な取組に係る相談、関係省庁による施策などの支援を受けることができます。

令和２(2020)年６月現在、九州各県において55市町村、178地域が指定棚田地域に指
定されています。指定棚田地域に指定された地域においては、今後、棚田地域の振興
に向けた各種取組がさらに推進されることとなり、地域の振興・活性化が期待されま
す。

蕨野の棚田(佐賀県唐津市) 秋元の棚田(宮崎県高千穂町)
わらびの あきもと

｢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｣
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九州管内の指定棚田地域位置図（R2.6.16時点）
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九州管内の指定棚田地域一覧（R2.6.16時点）
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地域 － 農業・農村の多面的機能と環境保全 －

【農業・農村の多面的機能】

農業・農村は、食料を供給する役割だけでなく、農業生産活動を通じて国土の保全、
水源のかん養、生物多様性の保全、美しい景観の形成、文化の継承等、様々な役割を果
たしています。

例えば、水田は、雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩れを防いだり、多様な生き物
のすみかになっています。また、美しい農村の風景は、私たちの心を和ませてくれるな
ど大きな役割を果たしています。

○地域社会を振興する機能○伝統文化を保全する機能

○地下水かん養機能

地下水かん養のしくみ（熊本県大津町、菊陽町）

江津湖畔の湧水(ゆうすい)（熊本市）

図の出典 ： 熊本地域地下水総合保全管理計画
（平成20年9月 熊本県）

白川中流域の水田地帯で利
用された水が地下に浸み込
み地下水となります

ろうそくが石積みの棚田を縁どる
「火祭りショー」（長崎県川棚町）

約420年前から保全されてきたお田植え祭り
「せっぺとべ」（鹿児島県日置市）
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【多面的機能支払交付金】

農林水産省では、農業農村の多面的機能の発揮につながる農地や水路等を保全
する地域ぐるみの共同活動を多面的機能支払交付金により支援しており、その活
動は、平成31（2019）年３月末現在、九州管内では約26万haの農地（管内の約５
割）、4,617の活動組織におよび、農業者・非農業者合わせて45万人・団体が参画
し、対象とする農業用施設は、水路約5.4万km、農道約3.6万km、ため池約６千箇
所となっています。

この活動に対して、遊休農地の発生を抑制し地域資源の適切な保全管理に寄与
している、多様な主体が参画した農村の地域コミュニティの維持・強化に結び付
いている、農地集積や集積に向けた話し合い等が行われ構造改革の後押しや地域
農業への貢献に寄与している等の効果の声があがっています。

事例発表(熊本県大津町広域協定運営委員会)

【事例】【九州「農地・水・環境保全」フォーラムin鹿児島】

県 名

農地維持支払 資源向上支払（共同） 資源向上支払（長寿命化）

活動組織数 取 組
面 積(ha)

活動組織数 取 組
面 積(ha)

活動組織数 取 組
面 積
(ha)

うち広域
活動組織

うち広域
活動組織

うち広域
活動組織

福 岡 県 987 14 39,812 (56%) 788 14 35,234 173 12 12,665
佐 賀 県 857 22 35,872 (69%) 818 20 32,767 568 21 26,761
長 崎 県 324 10 15,696 (38%) 252 10 14,466 206 9 11,591
熊 本 県 577 49 73,250 (62%) 378 47 67,002 346 46 52,018
大 分 県 732 14 24,000 (40%) 581 12 21,340 124 10 8,367
宮 崎 県 468 21 25,142 (41%) 313 16 18,530 211 12 10,350
鹿 児 島 県 672 30 44,989 (43%) 564 30 42,210 247 25 23,490
九 州 合 計 4,617 160 258,761 (51%) 3,694 149 231,548 1,875 135 145,241

全 国 28,348 899 2,292,522 (55%) 22,223 832 2,023,175 11,616 616 710,587

平成30年度実施状況（平成31(2019)年３月末現在）

出典 ： 農林水産省農村振興局「平成30年度多面的機能支払交付金の実施状況」、取組面積の()は対象農用地に対するカバー率

農地維持支払：水路・農道等の保全活動及び推進活動を支援
資源向上支払（共同）：水路・農道等の施設の軽微な補修、農村環境保全活動及び多面的機能の増進を図る活動等を支援
資源向上支払（長寿命化）：水路・農道等の施設の長寿命化のための補修・更新を支援

令和元(2019)年11月７日(木)鹿児島県宝山ホールにお
いて、ふるさと環境フォーラム・九州連絡会の主催によ
り、農業農村の多面的機能支払制度に関するフォーラム
が開催されました。

本フォーラムでは、九州・沖縄から約1,400名が集まり、
多面的機能支払交付金を活用した活動組織（佐賀県、熊
本県、鹿児島県、沖縄県）からの事例発表や農林水産省
からの本交付金の取組に対する効果等について講演が行
われ、参加者から、他活動組織の事例は大変参考になっ
たといった声もあがるなど有意義なフォーラムとなりま
した。

県 名
農地維持支払活動の対象とする農業用施設

水路(km) 農道(km) ため池(箇所)

福 岡 県 9,824 6,274 1,562
佐 賀 県 9,098 5,536 1,314
長 崎 県 3,792 2,455 963
熊 本 県 11,229 7,528 689
大 分 県 5,929 3,809 829
宮 崎 県 5,931 2,544 347
鹿児島県 9,040 8,131 592
九州合計 54,843 36,276 6,296
全 国 425,909 245,249 46,912

出典 ： 農林水産省農村振興局「平成30年度多面的機能支払交付金の実施状況」

県 名

対象活動組織の構成員内訳

農業者個人
農業関係
者 団 体

非農業者個人
農業関係者
以外の団体

福 岡 県 32,044 494 21,215 5,422
佐 賀 県 29,664 527 9,663 3,022
長 崎 県 41,960 1,864 6,080 38,122
熊 本 県 64,006 371 37,323 3,445
大 分 県 26,112 197 10,120 1,626
宮 崎 県 39,457 173 2,965 1,929
鹿児島県 58,388 360 11,830 3,992
九州合計 291,631 3,986 99,196 57,558

452,371 人・団体
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地域（農村）－環境保全型農業 －

【環境保全型農業の推進】

九州農政局では、従来から、生産性との調和に留意しつつ、環境負荷の軽減に配慮し
た持続的な農業として、「環境保全型農業」を推進してきたところです。

環境保全型農業直接支払交付金では、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣
行レベルから原則５割以上低減する取組と合わせて行うカバークロップ（緑肥）の作付
け（交付単価8,000円／10a）等の環境保全に効果の高い取組活動に対し、支援を行って
います。

平成31（2019）年３月末現在の九州の環境保全型農業直接支払交付金の取組面積は
7,033haで、全国の8.9％を占めています。

支援対象取組面積別に見ると、有機農業2,224ha（28.1％）、カバークロップ1,871ha
（26.6％）、IＰＭ* 1,387ha（19.7％）、堆肥の施用1,318ha（18.7％）の順に取組面
積が大きくなっています。

※ 九州農政局管内の有機農業の取組事例
【ウェブサイト】http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/kankyou/kankyou.html

＊「IPM」とは、総合的病害虫・雑草管理（Integrated Pest Management）のこと。病害虫の発生状況に応じて、天
敵（生物的防除）や粘着版（物理的防除）等の防除方法を適切に組み合わせ、環境への負担を低減しつつ、病害虫
の発生を抑制する防除技術をいう。

【事例】【令和元(2019)年度 未来につながる持続可能な農業推進コンクール
（有機農業・環境保全型農業部門）生産局長賞受賞】

農林水産省は、農業生産活動の持続性を確保するため、農業の自然循環機能を生か
し、農業生産に由来する環境への負荷を低減する取組として、有機農業を始めとする
環境保全型農業を推進しています。

令和元(2019)年度「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」において、九
州農政局管内から、持続可能な農業の確立を目指し意欲的に経営や技術の改善等に取
り組んでいる農業者として、有限会社北村製茶及び鳥越靖基氏が生産局長賞を受賞し
ました。

○有限会社北村製茶（長崎県北松浦郡佐々町）

有機栽培茶の生産・加工・販売の一貫体制によりブラン
ド化を図り、経費に見合う取引価格を実現し、緑茶を原材
料とした歯磨き粉等のサンプルを企業に提案し、県内外に
販路を拡大しました。

平成29(2017)年からは、オーガニック茶への需要が高い
香港へ高級茶の輸出を開始し、ニューヨークでも店舗販売
を開始しました。また、消費者や取引先を招いた「茶摘み
の会」等を開催し、茶園を実際に見てもらうことで信頼が
高まり、顧客が増加しています。

○鳥越靖基氏（熊本県上益城郡山都町）

地域の有機農業者と「ASO Gairinzan Organi」を設立し、
共同出荷体制を実現するほか、技術講習会等を実施し、質
の高い有機農産物の安定出荷を展開しました。

また、「歌う有機農業者」として、ＳＮＳで有機農業の
魅力を発信し、県外のバイヤー等へ販路を拡大しています。

ＳＮＳを見て訪れる事業者や消費者に対して農業体験の
実施や移住相談会等で自らの経験を伝え、自らの農地を利
用して山都町への移住者へ有機農業の研修等を実施しています。

ニューヨークでの商品展示会

共同出荷を行う
「ASO Gairinzan Organic」
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【野生鳥獣による農作物被害は、農山漁村で深刻な状況】

平成30（2018）年度の野生鳥獣による九州の農作物被害額は22億円で、平
成24（2012）年度（41億円）のピーク時より徐々に減少してきています。九
州の農作物被害額のうち、イノシシによるものは11億円で、全体の約５割を占
めており、このような鳥獣被害を受けることは、営農意欲の減退、耕作放棄地
の増加等の要因となり、被害金額以上に農山漁村で深刻な状況となっていま
す。

このため、農林水産省では、被害防止計画を作成した市町村に対して、鳥獣
被害防止総合対策交付金により、捕獲経費や捕獲機材の購入、侵入防止柵の整
備等を総合的に支援しています。

また、ＩＣＴを活用した鳥獣被害対策の効率化に向けた取組を推進するた
め、先進技術を有するメーカー担当者を講師に招いた情報交換会の開催、職員
が試作した簡易な通信装置の農政局ホームページ等での紹介を行っています。

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/cyoujyugai/wana_tsu.html

農作物別被害金額(九州)

平成30年度

被害額

22億円

（100％）

資料：農林水産省調べ

資料：農林水産省調べ

獣種別農作物被害金額(九州)

資料：農林水産省調べ

わな通知機の制作事例の紹介

出展：農水省・農業経営者net(facebook)
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【捕獲した鳥獣をジビエ利用へ】

鳥獣被害対策として「捕獲」を進めており、平成28(2016)年度には、九州
管内でイノシシ約21万頭、シカ約13万頭が捕獲されています。

これら捕獲された野生鳥獣は、ジビエとして一部で利用されていますが、

その割合は全国の約９％に対して、九州管内では約５％（イノシシ4.5％、シ

カ5.3％)と全国より低い割合となっています。

農林水産省ではジビエの利用拡大を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付

金により、獣肉処理加工施設等の整備を支援するとともに、管内各県におい

ては、ジビエフェアの開催、学校給食での活用など、ジビエの利用拡大に向

けた様々な取組が行われています。

獣種別の解体頭数と捕獲頭数

資料：解体頭数「平成30(2018)年度 野生鳥獣資源利用実態調査」（農林水産省）、捕獲頭数「平成28(2016)年度 鳥獣関係統計」（環境省）

（注：表中の利用率は、解体頭数と同一年度の捕獲頭数が公表されていないことから、参考値として示しています。）

九州管内でのジビエ利活用の取組

地域（農村） － ジビエ利用拡大 －

主な処理加工施設

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

解体頭数 捕獲頭数 (利用率） 解体頭数 捕獲頭数 （利用率） 解体頭数 捕獲頭数 (利用率）

福 岡 1,842 30,479 6.0% 525 9,301 5.6% 2,367 39,780 6.0%

佐 賀 1,309 28,284 4.6% - - - 1,309 28,284 4.6%

長 崎 2,335 43,455 5.4% 514 9,434 5.4% 2,849 52,889 5.4%

熊 本 1,063 31,068 3.4% 1,441 17,494 8.2% 2,504 48,562 5.2%

大 分 1,362 31,309 4.4% 1,321 39,302 3.4% 2,683 70,611 3.8%

宮 崎 877 19,644 4.5% 1,672 27,642 6.0% 2,549 47,286 5.4%

鹿 児 島 439 20,982 2.1% 1,112 21,991 5.1% 1,551 42,973 3.6%

九 州 計 9,227 205,221 4.5% 6,585 125,164 5.3% 15,812 330,385 4.8%

全 国 34,600 620,464 5.6% 74,136 579,282 12.8% 108,736 1,199,746 9.1%

合計イノシシ シカ
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○ きっかけ
ジビエ処理加工事業者やジビエ料理を提供するレストランとの意見交換を行う中で、

長崎県内のジビエ処理加工事業者において、捕獲体の確保や販路が課題となっています
が、それぞれの取組が情報共有される場がこれまでは無かったことがわかりました。

このことを踏まえ、長崎県と連携し県内全域でジビエを“活かすこと”を共有し、地
域活性化に寄与するため、ジビエ処理加工事業者、レストラン、市町や県振興局の担当
者等が一堂に会し、事例の紹介、意見交換を行う交流会を開催しました。

○ 取組の概要
（１日目）…交流会：参加者40名

◇ 基調講演「ジビエの加工処理技術と販売戦略」 （株式会社 一成）
◇ 情報提供…支援事業（九州農政局）、鳥獣被害の現状と対策（県農山村対策室）、

HACCPについて（県生活衛生課）
◇ 事例発表

・猟友会との連携によるジビエ食材の確保とブランド化（平戸ファクトリー）
・島ジビエの普及と被害対策の取組（対馬市有害鳥獣対策室）

＊令和元年度鳥獣対策優良活動表彰 農村振興局長賞受賞（被害防止部門(団体)）

・ジビエの活用とジビエ食材に求める品質（島食Gino）
◇ 意見交換…魚が美味しい長崎でジビエの美味しさも再発見し魅力を伝えたい、正

しい処理方法の徹底、後継者育成が課題、等。
（２日目）…研修会（現地視察とHACCP研修）：参加者38名

長崎市内のジビエの処理加工施設を視察するとともにHACCP導入に必要な設備につ
いて研修しました。

○ 取組の効果・今後の方向性
ジビエに関わる者を一堂に集めた交流会は、課題解決に向け工夫している事例等の情

報共有と関係者同士の交流のきっかけづくりとなりました。
今後は、県内のジビエ処理加工施設へのHACCPの導入推進、消費者も含めて鳥獣被害

の現状を知り、関心を持っていただく取組としての開催を検討しています。

【有害鳥獣の地域資源活用に向けた交流会及び研修会の開催】（長崎県拠点の取組）
長崎県内の鳥獣被害の対策として捕獲される有害鳥獣は多いですが、その多くが埋却

処分されています。これを地域資源として活かすため、県内のジビエ処理加工施設やレ
ストラン等との意見交換を踏まえ、県と連携して課題や取組等の情報を共有しつつ、お
互いに交流できる機会づくりを企画し開催しました。

取組概要・効果

体制図

長崎県拠点 連携

長崎県
生活衛生課

長崎県農林部
農山村対策室

意見交換
・

取組事例
発表依頼

【取組事例】
平戸ファクトリー
島食Gino（ﾚｽﾄﾗﾝ）
対馬市有害鳥獣対策室

【情報提供】
九州農政局

【基調講演】
㈱一成

交流会・研修会
の開催連絡

HACCPの推進

【参加者】
ジビエ処理加工事業者、
市町、県振興局

有害鳥獣の地域資源活用に向けた
交流会の様子
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【再生可能エネルギー活用による農山漁村の活性化の取組】

再生可能エネルギーの導入と併せて地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を
促進するため、農山漁村再生可能エネルギー法（平成26(2014)年５月施行）に基づ
き、売電収入の地域還元、雇用の確保、未利用資源の有効活用などの取組が進めら
れています。

九州では、令和元(2019)年度に福岡県筑前町、大分県臼杵市が新たに基本計画を
作成し、佐賀県唐津市、熊本県八代市、大分県日田市では、再生可能エネルギーに
取り組む地区の追加等基本計画を改定して取組の強化が図られました。

【バイオマス産業都市の推進】

バイオマス産業都市とは、地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境
にやさしく災害に強いまち・むらづくりを目指す地域であり、関係７府省（内閣府
、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で
選定し、構想の具体化に向けた取組を推進しています。

九州では、令和元(2019)年度に福岡県朝倉市、佐賀県玄海町、大分県竹田市の３
市町が選定されました。

種 類
規 模
（ kW ）

種 類
規 模
（ kW ）

福岡県 筑前町 木質バイオマス 5,700

唐津市 風力 3,980 風力 27,200

伊万里市 木質バイオマス 9,850

長崎県 五島市 風力 1,200

八代市 木質バイオマス 5,000 木質バイオマス 1,750

荒尾市 木質バイオマス 6,250 木質バイオマス 6,250

菊池市 太陽光 7,098 小水力 130

小国町 地熱 50

山都町 風力 7,470

（未公表） 小水力 3

日田市 木質バイオマス 5,700 木質バイオマス 12,000

臼杵市 木質バイオマス 45

豊後大野市 木質バイオマス 18,000

都城市 畜産系バイオマス 3,210

日南市 木質バイオマス 25,400

日向市 木質バイオマス 18,000

串間市 風力 64,800 木質バイオマス 1,940

川南町 畜産系バイオマス 11,350 木質バイオマス 5,750

都農町 木質バイオマス 5,750

枕崎市 木質バイオマス 1,990

垂水市 畜産系バイオマス 3,140

薩摩川内市 風力 27,600 木質バイオマス 23,700

霧島市 木質バイオマス 5,750

資料：九州農政局調べ

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画作成市町村一覧

佐賀県

熊本県

大分県

宮崎県

（九州：令和２(2020)年３月末現在）

鹿児島県

発 電 設 備 ②発 電 設 備 ①

市 町 村県

県 市 町 選 定 年 度

みやま市 平成26年度

宗像市 平成27年度

糸島市 平成28年度

朝倉市 令和元年度

佐賀市 平成26年度

玄海町 令和元年度

佐伯市 平成26年度

臼杵市 平成27年度

国東市 平成28年度

竹田市 令和元年度

宮崎県 小林市 平成27年度

薩摩川内市 平成28年度

長島町 平成28年度

福岡県

佐賀県

鹿児島県

大分県

（九州：令和２(2020)年３月末現在）
バイオマス産業都市一覧

大分県日田市 [㈱グリーン発電大分]
－ 地域の活性化を担う木質バイオマス発電－

地域 － 再生可能エネルギーの利用（バイオマス） －
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地域（農村） － 農村の宝 －

【世界かんがい施設遺産】
世界かんがい施設遺産は、かんがいの歴史・発展を明らかにし、理解醸成を図ると

ともに、かんがい施設の適切な保全に資するために、歴史的なかんがい施設を国際か
んがい排水委員会（ICID）が認定・登録する制度です。

登録により、かんがい施設の持続的な活用・保全方法の蓄積、研究者・一般市民へ
の教育機会の提供、かんがい施設の維持管理に関する意識向上に寄与するとともに、
かんがい施設を核とした地域づくりに活用されることが期待されています。

これまでに、世界では15ヵ国91施設、国内では39施設、そのうち九州では、令和元(
2019)年に『菊池のかんがい用水群』が新たに登録され、５施設が登録されています。
（令和２(2020)年３月現在）

世界かんがい施設遺産 位置図

三連水車

幸野溝

通潤橋馬場楠井手の鼻ぐり

③【白川流域かんがい用水群】
（平成30(2018)年登録）

約400年前に加藤清正
をはじめとする治世者
らによって築造された
農業水利施設。今日も
なお、現役の水路とし
て熊本県の食料生産を
支えています。

①【山田堰・堀川用水・水車群】
（平成26(2014)年登録）

筑後川から取水する山田堰、
堀川用水、三連水車の外３群
７基の水車群が登録。筑後川
から約55万トン／日を取水し、
625haの農地を潤しています。

④【通潤用水】
（平成26(2014)年登録）

幹線水路とその支線、
国内最大の石造アーチ
水路橋通潤橋のほか、
円形分水や余剰水を河
川に戻す砂蓋等の施設
が登録。夏季の放水が
観光資源となっていま
す。

⑤【幸野溝・百太郎溝水路群】
（平成28(2016)年登録）

約300年前に建設された堰・隧道・水路群からなるかんがい施設で、
幸野溝15.4km、百太郎溝18.9kmの水路が登録され、2,822haの農地を潤
しています。

②【菊池のかんがい用水群】
（令和元(2019)年登録）

約200～400年前に加藤清正
らによって建設された隧道・
水路群からなる水田かんがい
用水群で現在も約615haの水
田を潤しています。 原井手

やまだせき ほりかわようすい

きくち

しらかわりゅういき つうじゅん

こうのみぞ ひゃくたろうみぞ

①

②

③
④

⑤
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地域（農村） － 農村の宝
－

【ディスカバー農山漁村（むら）の宝】

内閣官房と農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実
現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化や所得
向上に取り組んでいる優良な事例を「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として選
定し、全国へ発信しています。令和元（2019）年度（第６回）は931団体及び個人から
応募があり、31事例が全国選定されました。九州管内では、101団体及び個人から応募
があり、４事例が全国選定されました。

【コミュニティ部門】
①すみやま棚田守る会（佐賀県伊万里市）

荒廃した棚田を８年がかりで整備し、景観やオーナー制度による
田植え及び収穫体験などによる交流者増加と純米酒の生産・販売な
どを実施しています。また、大学と連携した棚田での農業体験をテ
ーマとした研究や水力発電によるイルミネーションなど、多様な者
と連携した取組を実施しています。

棚田保全活動
で田植え体験

【ビジネス部門】
③有限会社シュシュ（長崎県大村市）

農家８戸で始めた直売所が、レストランや食育体験施設等を含む
「農業テーマパーク」に発展し、一年中来客のある交流拠点になっ
ています。地元農産物を生鮮食品だけでなく６次化による商品開発
・販売を実施したり、食育体験や収穫体験など豊富なメニューで取
組を展開しています。

地元産農産物を使用
したジェラート

【コミュ二ティ部門】
②特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校（宮崎県五ヶ瀬町）

地元の自然や資源などを最大限に活かして、農林業、エコツー
リズム等を合わせた取組を行い活性化を図っている。

集落ボランティアセンターでは、世界農業遺産の高千穂郷・椎
葉山地域の集落支援や熊本地震災害支援も実施している。

子どもキャンプ
で沢登り

【ビジネス部門】
④株式会社 南風ベジファーム（鹿児島南さつま市）

農場での野菜生産や施設での農産物加工に取り組み、障がい者
を多く雇用し、地域の農家の人手不足解消のため農作業を受託し
ています。障がい者に配慮した高床式栽培施設の導入や地元ス－
パーと共同で惣菜工場を建設するなど農福連携や６次産業化に向
けた取組を積極的に支援しています。

高菜の収穫作業
の様子

令和元(2019)年度（第４回）九州農政局「ディスカバー農山漁村の宝」選定10事例

〈コミュニティ部門〉

ＮＰＯ法人伊万里はちがめプラン（佐賀県伊万里市） 特定非営利活動法人雪浦あんばんね（長崎県西海市）

熊本県立菊池農業高校グリーンライフ研究班（熊本県菊池市） 芦北地域林業研究グループ（熊本県芦北町）

幸野溝土地改良区（熊本県湯前町） 国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会（大分県大分市）

〈ビジネス部門〉
一般社団法人まつうら党交流公社（長崎県松浦市） 有限会社清川ふるさと物産館夢市場（大分県豊後大野市）

有限会社清木場果樹園（鹿児島県南さつま市） 村商株式会社（鹿児島県肝付町）

－ 81 －



クヌギ林、ため池群と連携した資源循環の中
で、原木しいたけ、シチトウイ栽培などの持続的
な農林水産業が営まれています。

地域（農村）－ 農村の宝 －

【世界農業遺産】

世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を、国連食糧農
業機関（FAO）が認定します。これまでに世界で21ヵ国、58地域（令和元(2019)年11月
現在）、国内では11地域、そのうち九州では３地域が認定されています。

九州農政局では、管内３地域が情報を共有し、連携して効果的な取組を進められる
よう意見交換会の開催等を支援しています。

【阿蘇の草原の維持と持続的農業】（平成25(2013)年認定）

千年以上続く「野焼き」など伝統的な管理
方法により草資源を確保し、持続的な農業が
営まれ、多様な動植物、雄大な草原景観が維
持されています。

【クヌギ林とため池がつなぐ

国東半島・宇佐の農林水産循環】

（平成25(2013)年認定）

原木しいたけ栽培

【高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム】

（平成27(2015)年認定）
険しい山間地で、森林の恵みを保全、循環させながら、和

牛生産、しいたけ栽培、焼畑、棚田での稲作等を組み合わせ

た持続的な山間複合農林業が営まれています。モザイク林相

放牧（熊本県提供）

【世界農業遺産３地域共同 九州農業遺産フェアin大阪】

令和元(2019)年11月27日、28日の両日、大阪駅ダイヤモ

ンド地下街において「九州農業遺産フェア」が開催されま

した。この催しは、もっと多くの方に世界農業遺産や認定

地域のことを知っていただくため、九州内の認定３地域

が共同で企画した催しです。

高千穂夜神楽公演

特産品の紹介 ワークショップ

フェアでは、各地域の特産品の紹介、七島藺

工芸品づくりワークショップのほか、高千穂の

夜神楽なども披露され、通りを歩く多くの方々

が足を止めて立ち寄っていました。

【国東半島宇佐地域世界農業遺産中学生サミット】

令和２(2020)年２月15日、大分県宇佐市・
ウサノピアにおいて世界農業遺産中学生サ
ミットが開催され、九州内の認定３地域の中
学生が集い、それぞれが暮らす地域の農林水
産業、環境、文化について学習してきたこと
を互いに発表し、交流を深めました。

ステージ発表 ポスターセッション

九州農政局は、これからも管内認定地域の共同事業を応援していきます。
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地域（農村） － 農泊の推進 －

【農山漁村の所得向上に向け農泊の取組を支援】

農泊とは、農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等
を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のことです。近年、農泊を楽しむ人は増加しており、
地域資源を観光コンテンツとして活用し、国内外の観光客を農山漁村に呼び込み、地域
の所得向上と活性化を図る取組が増えつつあります。

農林水産省では、農泊を推進するため、平成29(2017)年度から農山漁村振興交付金に
「農泊推進対策」を創設し、農泊に取り組む地域を令和元(2019)年度までに、全国で
515地域（九州は70地域）を支援しています。

また、こうした全国的な盛り上がりを背景に、九州では、農泊の質の向上等を目指す
「未来ある村 日本農泊連合」や、農泊に取り組んでいる管内先進地域のリーダー達が
後発の農泊地域等を伴走型で支援する「（一社）ムラたび九州」が設立され、農泊地域
が連携してビジネス化を進める取組が始まっています。

九州農政局では、こうした取組を後押しするため、農泊地域と観光関係団体や行政機
関等を構成員とする「九州農泊推進ネットワーク」を令和２(2020)年３月に立ち上げ、
農泊地域への観光関連施策等を含む農泊関連情報の提供や情報交換会の開催など、農泊
関係者のネットワークづくりを進めています。

【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。

http://www.ajimu-gt.jp/page0123.html

【(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。

https://muratabi-kyushu.com/

農泊推奨の証 ムラたび九州
カレッジ
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【九州農泊シンポジウム、セミナーの開催】

【九州農政局農泊専用ホームページの開設】

九州農政局では、一般観光客に対して農泊への興

味を促し、実際に旅行するための参考となるよう、

農家民宿や体験メニューなどを紹介する農泊専用ホ

ームページを開設し、農泊地域の情報を発信してい

ます。今後は、農泊地域への参考になるよう、農泊

地域の最新情報を随時更新するとともに、農泊地域

のプロセス事例の紹介など追加情報を提供すること

としています。

http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/nouhaku/nouhaku_main.html

農泊専用ホームページ

豊後高田市グリーンツーリズム協議会の取組紹介ムラたび九州の基調報告

【九州農泊推進ネットワークの立ち上げ】

令和２(2020)年３月に立ち
上げた「九州農泊推進ネット
ワーク」は、ネットワーク会
員相互の情報共有や連携を推
進することにより、持続的な
ビジネスとして実施できる農
泊地域を創造し、農山漁村の
所得向上と地域の活性化を実
現することを目的としていま
す。

九州農泊推進ネットワーク

農泊団体
（農泊地域、

GT協議会など）

農泊支援団体
（ムラたび九州、

日本農泊連合など）

旅行会社
観光協会、
ＤＭＯ等

他分野事業者

行政機関

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、外部へ情報発信

具体的活動事例

連携

情報交換会
等の開催

（農
政
局
）

事
務
局

情
報
発
信

関係行政機関

情報
収集

情報
提供

【関係事業者等】

九州農政局では、農泊関係者間の相互理解の増進等を図ることを目的とし

て、令和元(2019)年８月に「九州農泊シンポジウム」を、また、農泊支援

団体や農泊地域相互間の連携強化を図るため、令和２(2020)年２月に「九

州農泊推進セミナー」を開催しました。

シンポジウムでは、（一社）「ムラたび九州」から「中間支援組織として

の農泊地域の支援について」と題しての基調報告等が行われ、活発な意見交

換が行われ、セミナーでは、各団体からの取組紹介が行われました。
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九州における農泊地域位置図

着物体験（⑯いずみ）黒糖作り体験（⑮種子島）
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九州における農泊地域一覧
※ この一覧に記載している「農泊地域」は、農山漁村振興交付金（農泊推進対策）により支援している団体です。

農業用水路くだり（⑫菊池）

定置網体験（⑭かまえ）
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地域（農村）－ 農業と福祉との連携 －

【農福連携の取組】
農福連携は、農村部における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取組として、政府をあげて推進しています。令和元（2019）年６
月、省庁横断の会議である「農福連携等推進会議」（議長：内閣官房長官）において、
農福連携を強力に進めていくための推進方策である「農福連携等推進ビジョン」が決
定されました。

九州農政局では、農業、福祉両サイドの関係行政機関で構成する「九州地域農福連
携推進情報連絡会」において農業と福祉のニーズのマッチングの取組等の情報共有を
行うとともに、障がい者等の雇用・就労に必要な施設整備、技術取得の研修等への支
援、取組事例の調査、「九州地域農福連携促進ネットワーク」によるメールマガジン
の配信、「農福連携推進ブロックセミナー〈九州〉」による情報発信を行っています。

セミナーの様子

農山漁村振興交付金（農福連携対策）実施状況

事業期間 事業実施主体名 県名 市町村名 取組事業

H29～30

特定非営利活動法人あじ菜工房 熊本県 合志市 福祉農園等整備事業、
＋福祉農園等支援事業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 福祉農園等支援事業

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

福祉農園等整備事業
＋福祉農園等支援事業

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～２

ＮＰＯ法人伊都福祉サービス協会 福岡県 糸島市

福祉農園等整備事業
＋福祉農園等支援事業

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
農福連携人材育成支援事業

株式会社サポート秀 宮崎県 宮崎市
注１ 「福祉農園等整備事業」：障害者の雇用及び就労を目的とする農業生産施設、農産物の加工販売施設等の整備。
注２ 「福祉農園等支援事業」：農福連携による農産物等の生産、加工等の習得を行うための研修、マニュアル作成等。
注３ 「農福連携人材育成支援事業」：障害者の職場定着を支援する人材（農福連携サポーター）の育成・派遣及び農作業請負（施設外就労）の

マッチングを支援する人材（施設外就労コーディネーター）の育成。

・・・
【農福連携推進ブロックセミナー〈九州〉】

農林水産省は、令和２年（2020）年１月31日に熊本市において「農福連携推進ブ
ロックセミナー＜九州＞」を開催し、九州各県の農業及び福祉関係の事業者や行政機
関の担当者など約170名が参加しました。

セミナーでは、農福連携の取組によって生産された食品の規格化を図る ノウフク
ＪＡＳ（平成31（2019）年３月制定）に関する講習に続いて、県域での農業と福祉の
マッチングの先進事例である長野県及び香川県における取組について両県の実践者に
よる講演等が行われました。

ノウフクＪＡＳの講習では、ブランド力の向上等認証の意義、認証の要件、今後の
広がりの可能性などの説明が行われました。また、農業と福祉のマッチングに関する
講演では、長野県及び香川県での取組の現状、課題、
どのように課題を克服したか等について事例を交え
て紹介が行われました。

セミナーの概要は、九州農政局ホームページ
（「九州農福」で検索）をご覧下さい。
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【農業と福祉のマッチングやお互いの知識やノウハウ蓄積が課題】

7 4

39
22

22

1

5

回答者

100名

農業従事者 農業団体

福祉事業者 行政-農林水産関係

行政-福祉関係 教育関係

その他

71

49

39

28

21

10

6

0 20 40 60 80

農業と福祉のマッチング

農業・福祉の知識や技術

各種助成金の充実

農業ジョブトレーナーの育成

情報の入手方法

法律・規制

その他

回答者 100名
Ｑ あなたの職業は？ Ｑ 農福連携を進めるための課題は？(複数回答）

Ｑ 農福連携に取り組むにあたっての課題は？
（複数回答）

Ｑ 農福連携の取組の効果は？（複数回答）

農福連携推進ブロックセミナー<九州>参加者へのアンケートでは、農業従事
者、福祉事業者、関係機関の担当者など100名から回答がありました。

「農福連携を進めるための課題」については、「農業と福祉のマッチング」
への回答が71名（71％）と最も多く、次いで「農業・福祉の知識や技術」の蓄
積49名（49％）となりました。

既に農福連携に取り組んでいる農業従事者及び福祉事業者への「取組の効
果」についての質問では、障がい者等の「健康への好影響」、「就労機会の増
加」、さらに農業従事者からは「作業の効率化」への回答が多くなりました。

また、「取組にあたっての課題」については、「助成金の情報」や「販路の
情報」の収集、農業の「技術指導」などが多い傾向になりました。

（農福連携に取り組んでいる農業従事者と福祉事業者への質問）

0% 20% 40% 60% 80%

助成金情報

販路の情報

技術指導

事例の情報

ノウフクJAS情報

マッチングサポート

農地の紹介、斡旋

農業の情報

農業ジョブコーチの確保

農業指導員の確保

専用相談窓口

福祉の情報

農地への移動支援

回答者 26名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

作業の効率化

健康への好影響

就労機会の増加

工賃等の増加

収益増

コスト削減

感じていない

回答者 24名（農業従事者6、福祉事業者18）

農業従事者 福祉事業者
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