
産業 － ６次産業化 －

【６次産業化とは】

６次産業化とは、農業を１次産業としてだけではなく、加工などの２次産業、さら

にはサービスや販売などの３次産業まで含め、１次から３次までを一体的に行う取組

です。農産物の販売だけでは大きな利益が得られない場合でも、加工して付加価値を

つけ販売することで大きな利益を得る可能性が広がります。

【九州の６次産業化の取組】

「六次産業化・地産地消法」に基づく総合化事業計画の九州の認定件数は、452件

（令和２(2020)年２月末）で全国の17.8％を占め、ブロック別では も多い認定件数

となっています。県別に見ると宮崎県が全国第３位、熊本県が全国第５位となってお

り、全国的に見ても九州は６次産業化の取組が進んでいる地域と言えます。

また、九州での総合化事業計画の対象農産物の割合を見ると、多い順に、野菜、畜

産物、果樹となっており、九州の温暖な気候を活かした品目が上位を占めています。

【６次産業化の推進施策】

６次産業化の取組を推進するための国の支援策としては、事業者自らが作成する６

次産業化の取組計画である総合化事業計画の認定や、取組に対してアドバイスを行う

プランナーの派遣、さらには、総合化事業計画で認定された商品の開発費用や、加工

に必要な施設等の設置費用の一部を補助する交付金による支援等を行っています。
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総合化事業計画の対象農林水産物の割合
（R２年２月末現在）

地域
総合化

事業計画
うち

農畜産物
関係

うち
林産物関係

うち
水産物関係

福岡県 80 70 3 7

佐賀県 23 23 － －

長崎県 37 26 2 9

熊本県 89 71 10 8

大分県 49 40 4 5

宮崎県 112 100 7 5

鹿児島県 62 49 2 11

合計 452 379 28 45

総合化事業計画認定件数
（R２年２月末現在）

【エグゼクティブプランナーによる経営改善】

６次産業化に取り組む事業者は、プランナーによる支

援を受けることが出来ます。各県に配置される県プラン

ナーは、売り先の紹介や商品開発など、専門分野に関す

るアドバイスを行います。一方、中央に配置されるエグ

ゼクティブプランナーは、多角的なアイデアと様々な人

的ネットワークを活用し、経営全体の改善に向けたアド

バイスを行います。エグゼクティブプランナーは、現在

全国に７名配置されており、更なる所得の向上を目指す

事業者と共に、経営の改善に取り組んでいます。
プランニング風景

資料：九州農政局 資料：九州農政局
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産業 － 地産地消 －

【九州の農産物直売所の状況】

全国の直売所の年間販売額は約１兆790億円、九州ではその18％にあたる

1,888億円を売り上げています。また、九州の直売所で年間販売金額が１億円を

超えている割合は約16％と、全国の約12％を上回っています。
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資料：6次産業化総合調査
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【地産地消等優良活動の取組を表彰】

九州農政局では、九州の創意工夫ある地産地消や国産農林水産物の消費拡大の

取組を表彰しています。令和２(2020)年２月に「九州農政局地産地消等優良活動

表彰及び受賞団体意見交換会」を開催し、九州農政局長賞を６団体に授与すると

ともに、受賞団体との意見交換を行いました。

受賞団体の取組については、「地産地消の窓」で紹介しています。

https://www.maff.go.jp/kyusyu/kikaku/tisanntisyounomado/tisanmado.html

令和元(2019)年８月の夏休み期間中、くまもと

森都心プラザ図書館（熊本市）の協力を得て、

「次世代につなげよう、おいしいニッポン」を

テーマに、国産農産物消費拡大のＰＲ展示を行い

ました。

子供たちにもわかりやすく、工夫を凝らした展

示で、親子づれなどの若い世代にも好評でした。

地域でとれた玉ネギをおいしく
加工した「たまねぎドレッシング」令和元年度 受賞６団体

「次世代につなげよう、おいしいニッポン」

展示会場
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産業 － 知的財産の活用 －

九州管内ＧＩ登録状況（令和２年３月末現在）

【ＧＩ保護制度～登録による効果～】

九州農政局管内の登録生産者団体へのアンケート調査（令和元(2019)年７・

８月）では、ＧＩに登録されたことで「海外における模倣品の排除」「マスコ

ミに取り上げられ、商談の機会が増えた」「生産者の意識が高まり品質が向上

した」といった回答が得られました。

また、流通・販売業者への調査では、ＧＩ保護制度について５割以上が

「知っている、聞いたことがある」と回答しているものの、まだまだ周知が十

分でないといった課題も明らかになりました。

調査結果については、九州農政局ＨＰに掲載しています。

http://www.maff.go.jp/kyusyu/syokuryou/gi/document.html

・

熊本県芦北町田浦漁港に水揚げされる高

級釣りたちうお。１尾１尾丁寧に釣り上げ

出荷まで細心の注意を払っているため傷が

なく艶やかな銀色で新鮮。餌が豊富な八代

海で育つことから全身肉厚で脂ののりが良

い。熊本地方卸売市場では、他のたちうお

と比較して約５割の高値で取引される。

令和元年12月10日登録

【登録産品の紹介】

「田浦銀太刀（熊本）」
農林水産大臣登録第88号

～九州初の水産物～

【九州の地理的表示（ＧＩ）登録が17産品に】

九州のＧＩ登録産品は、令和元（2019）年度に「田浦銀太刀」「八代生姜」

「八代特産晩白柚」が新たに登録され、17産品（全国94産品）となりました。

ＧＩ保護によって、「取引の拡大」「価格の上昇」等の効果が期待されます。

ＧＩ保護制度がスタートして５年目を迎えたことから、九州農政局ではその

登録の効果を検証し、さらなる制度の周知に活用しています。

また、令和２（2020）年１月に熊本市で、九州経済産業局、弁護士知財ネッ

ト九州・沖縄地域会と連携し、知的財産の保護や活用方法について学んでいた

だく「農業知的財産セミナー」を開催し、農林水産業の現場での知的財産の重

要性について普及啓発を図っています。

やつしろとくさんばんぺいゆ

ジーアイ

たのうらぎんだち やつしろしょうが
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単位：トン、ｈａ

作付方針（生産の目安） 主食用米 達成状況 （参考）２年産米の作付方針

生産量 作付面積 実生産量 実作付面積 生産量 作付面積 生産量 作付面積

福岡 176,395 35,563 156,600 34,500 ▲ 19,795 ▲ 1,063 174,209 35,122

佐賀 133,812 25,783 70,600 23,700 ▲ 63,212 ▲ 2,083 132,153 25,463

長崎 60,758 12,658 51,400 11,300 ▲ 9,358 ▲ 1,358 60,005 12,449

熊本 173,575 33,816 156,000 32,300 ▲ 17,575 ▲ 1,516 169,868 33,133

大分 113,772 22,651 88,700 20,400 ▲ 25,072 ▲ 2,251 101,605 20,240

宮崎 90,484 18,241 67,900 14,600 ▲ 22,584 ▲ 3,641 89,362 18,016

鹿児島 107,373 22,277 83,100 18,300 ▲ 24,273 ▲ 3,977
104,711 21,725

～106,042 ～22,001

九州 856,169 170,989 674,300 155,100 ▲ 181,869 ▲ 15,889
831,913 166,148

～833,244 ～166,424

全国
7,180,000

－ 7,261,000 1,379,000 81,000 －
7,080,000

－
～7,260,000 ～7,170,000

産業 － 需要に応じた生産（米・麦・大豆） －

【平成30(2018)年産からの新たな米政策】
主食用米の需給調整については、平成30（2018）年産以降、行政による都道府県別の

生産数量目標等の配分は行わず、国が策定する米穀の需給の見通し等の情報を踏まえつ
つ、農業者や集荷業者・団体が中心となって需要に応じた生産に取り組むこととなって
います。

九州各県では、それぞれの県で自主的に作成した作付方針（生産の目安）に沿って、
需要に応じた生産・販売に向けた取組が着実に進められています。

令和２（2020）年産米等の作付意向についても、５月に公表された第２回中間的取組
状況（４月末現在）によると、九州の主食用米の作付面積は、令和元（2019）年産の実
績と比較すると概ね前年並みとなっています。

農林水産省では、引き続き、各県、各地域ごとの作付動向の中間発表、米に関するマ
ンスリーレポート等の情報提供等や水田フル活用に向けた支援を講じることとしていま
す。

令和２(2020)年産米等の作付意向(令和２年４月末現在)

都道府県

主食用米 備蓄用米 戦略作物

元年産
実績
(ha)

２年産意向
(対前年実績)

元年産実
績
(ha)

２年産意
向

(対前年
実績)

加工用米 飼料用米 ＷＣＳ 米粉用米
新市場開拓用米(輸

出用米)
麦 大豆

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

元年産実績
(ha)

２年産の意向
(対前年実績)

福岡 34,500 → 51   220   1,969   1,497   209   6 → 1,320   7,941   

佐賀 23,700 → 43   373   558   1,448  14  5 → 153   7,805   

長崎 11,300  2 → 9 → 128 → 1,218 → 6  - - 75  312  

熊本 32,300 → 46  717  1,175   7,757 → 220 → 16   714 → 2,037   

大分 20,400   18 → 137   1,362  2,458 → 10   - - 543  1,281   

宮崎 14,600  - - 1,478   431 → 6,625 → 20   18  11   198 → 

鹿児島 18,300 → - - 1,199   742   3,641   8  -  42   234 →

令和元（2019）年産米の需給調整取組状況

注１：九州各県の作付方針（生産の目安）は、各県の再生協議会等が作成したもの。

注２：全国の生産量は、国が平成30年11月28日及び令和元年11月20日に策定した基本指針（需給見通し）における主食用米等生産量。

注３：主食用米の実生産量及び実作付面積は、大臣官房統計部が令和元年12月10日に公表した収穫量及び作付面積。

資料 ： 農林水産省「令和２年産米等の第２回中間的取組状況(令和２年４月末現在)」

注：主食用米、戦略作物及び備蓄米の「2年産の意向（対前年実績）」は、元年産作付実績と比較し、「 ：増加傾向」、「→：前年並み傾向」、「 ：減少傾向」で分類。
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麦・大豆の単収の低下は、国産嗜好の高まりを背景とした需要量の増大に応えられな
いだけでなく、農業者の所得低下につながり、土地利用型農業の維持・発展の妨げにな
ります。このため、福岡県拠点では、産地の現状と課題等を把握するとともに、関係機
関と連携のもと、麦・大豆の単収向上に向けた取組を行っています。

県内の関係者等と連携して以下の取組みを行っています。
◇ 水田活用の直接支払交付金（産地交付金等）の活用促進
◇ 麦・大豆の主産地（優良生産者、生産部会等）との意見交換
◇ 県内の優良事例の収集（『部分浅耕一工程播種』による省力化、効率化等）
◇ 各種会議等での優良事例や国の支援策の紹介

福岡県拠点では、水田活用の直接支払交付金（産地交付金）において、麦わらのすき
込み、土壌改良材・堆肥の施用等、単収向上に向けた取組をメニュー化している市町村
では、単収が高くなる傾向にあることを分析し、これらの結果をメニュー未設定の地域
協議会に示しながら、産地交付金の活用について働きかけを行っています。

また、生産者（生産部会）の方も、通常の肥培管理に加え、今まで以上に土づくりや
排水対策を重視するようになる等、単収向上に向けた意識が高まっています。

福岡県拠点では、これらの生産者・生産部会と意見交換を実施し、現状
と課題を聴取するとともに、これらの概要を福岡県拠点の広報誌「ふくおか
＆ＭＡＦＦ」に掲載しています。また、同広報誌では県の普及指導センター
が推奨する「部分浅耕一工程播種」技術も紹介しています。

福岡県拠点では、関係団体・関係機関と連携して、引き続きこのような取組を支援す
るとともに、産地交付金の活用の促進を含め、麦・大豆の単収向上に向けた取組を行っ
ていきます。

【麦・大豆の単収向上に向けて】（福岡県拠点の取組）
福岡県は、全国でも有数の麦・大豆産地であり、いずれも九州の作付面積の４割を

占めていますが、近年、排水対策の不徹底や適切な土作りが行われないことによる地
力低下等により単収が伸び悩んでいます。

このため、九州農政局福岡県拠点の重要な政策課題のひとつとして、麦・大豆の単
収向上に向けた取組を行っています。

取組概要・効果

○ きっかけ

○ 取組の概要

○ 取組の効果・今後の方向性

体制図

福岡県米・麦・大豆づくり推進協議会
（生産者代表・ＪＡ・JA全農ふくれん・県・関係
機関等）

九州農政局
福岡県拠点

・生産者
・地域協議会

情報交換（優良事例等）

意見交換

ふくおか＆ＭＡＦＦ 2019.10 vol.5

生産部会との意見交換の様子（ＪＡたがわ）
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産業 － 米粉 －

【米粉の推進の取組】
米粉用米の全国生産量は、平成28（2016）年度までは、２万トン程度で推移してい

ましたが、令和元（2019）年度は、３万トン近くまで増加しています。農林水産省で
は、日本米粉協会と連携し、米粉の特徴を活かし、グルテンを含まない特性を発信す
る「ノングルテン米粉第三者認証制度」や「米粉の用途別基準」の運用を平成30（
2018）年から開始するなど、さらなる米粉の利用拡大に向けて、国内外へ日本産米粉
の普及と需要拡大に取り組んでいます。

九州管内の事業者においても、令和元（2019）年９月に、全国で３番目となる日本
米粉協会の「ノングルテン米粉認証」を取得しました。

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と連携し、米粉を使用し
た親子料理教室、米粉製品の特性や需要拡大の可能性を知ってもらうためのセミナー
の開催など、米粉の一層の普及拡大を推進しています。令和元（2019）年度は、国際
的スポーツ大会が熊本県内で開催されたことから、国内産米粉ＰＲの好機と捉え、外
国語表記のパンフレットの配布や米粉食品の試食なども実施しました。

【令和元年度米粉利用拡大セミナー「もっと広がれ！米粉の魅力」】

令和２（2020）年１月18日に、福岡

県内の学生や食品製造業者、行政関係

者など約120名が参加し、米粉の調理

師範や米粉製造における先端技術の紹

介等を内容とするセミナーを開催しま

した。

参加者の目の前で行われた米粉の調

理師範では、調理時に小麦と比べて洗

い流しやすいという米粉の使い勝手の

良さや、小麦の代替品だけでなく様々

なレシピにも活用できることが紹介さ

れました。

今回は紹介されたレシピの試食もあ

り、参加者からは米粉のおいしさや手

軽さを身近に感じ取ることができたと、

好評を得ました。
中村学園大学の協力で、当日セミナー会場で
提供された、米粉料理試食品

セミナーでの米粉食品の試食会 親子料理教室 2019女子ハンドボール世界選手権大会
ファンゾーンでの米粉PR
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産業 －水田における高収益作物の導入 －

【高収益作物導入の推進】

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です。この
ため、農林水産省では作物を担当する生産局、米政策を担当する政策統括官、基盤整備を
担当する農村振興局の３部局が連携し、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」を発足させました。

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してきたところです。

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年(2025)度までに全国で500産地創設することを目標としています。

【事例】【高収益作物の導入、拡大（佐賀県神埼市）】

佐賀県神埼市小鹿（おしか）地区では、大型農業機械の導入や安定した農業用水の
確保のための基盤整備事業を実施し、さらに経営の安定や新規雇用の確保のため高収
益作物への転換を図った。販路開拓が課題であったが、契約栽培により安定的な販路
が確保できたことから、高収益作物（玉ねぎ、キャベツ等）の作付面積が1.1ha(H26)
から5.3ha(H30)に拡大し、また、女性が主体となった加工部門を立ち上げ、野菜や大
豆の加工品の製造・販売など６次産業化にも取り組んでいる。

神埼市内においては、基盤整備事業を契機に15の営農組織が法人化され、高収益作
物への転換を図った地域では、小鹿地区のように所得が３倍に増加した法人も現れて
いる。今後も高収益作物の拡大を進め、地域全体で所得向上を目指していく方針であ
る。

キャベツの作付状況
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賀
県

「さが園芸生産８８８億円推進運動」（令和元年度開始）

６２９億円（平成29年）の園芸農業産出額を８８８億円（令和10年）にすることを目標

長
崎
県

「チャレンジ園芸１，０００億円」（平成30年度開始）

９２７億円（平成28年度）の園芸農業産出額を１，０００億円（令和７年度）にすることを目標
令和７年度までに水田への園芸品目導入面積を500ha拡大することを目標

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）

令和４年度までに水田への園芸品目導入面積を500ha拡大することを目標

【水田の高収益化に向けた各県の取組】

代表的な法人の所得額が３倍に増加
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産業 － 園芸作物の生産体制強化 －

【新たな需要に応える加工・業務用野菜の取組】
食の外部化を背景に、野菜の需要は家計消費用から加工・業務用に徐々にシフトし

ています。近年では加工・業務用が全体の約６割を占め、このうち国産割合は約７割
となっています。一方、実需者への意向調査をみ
ても、加工・業務用について、回答の５割以上が
国産を望んでいます。

加工・業務用野菜の安定供給に向けては、契約
取引による安定した供給経路の構築や機械化一貫
体系の実用化等による低コスト・省力化を図るこ
とが必要です。

九州農政局では、関係部局と連携し、野菜等の
高収益作物の生産拡大を推進するとともに、加工･
業務用野菜における優良事例の収集、発信を行い、
拡大する需要への対応に取り組んでいます。

【事例】【加工・業務用たまねぎの機械化一貫体系による安定生産】
熊本市南区の「農事組合法人 熊本すぎかみ農場」は土地利用型農業を基本とし、

法人経営の安定化を図るため、野菜栽培を導入し、平成29(2017)年度から新たに青果、
加工・業務用たまねぎ栽培に取り組んでいます。栽培は機械化一貫体系による安定生
産と新たに導入された乾燥施設や選果場を活用し、実需者への安定供給を図っていま
す。

機械一貫体系によるたまねぎ定植 たまねぎ収穫機械 たまねぎ選果機

【事例】【加工・業務用レタスの周年出荷の取組】
熊本県八代市の「株式会社TACやつしろ」は、平成14(2002)年に加工・業務用野菜

（レタス）に特化した法人として設立されました。レタスは、仲卸売業者、実需者と
の三者契約で年間８ヶ月出荷し、収穫がない時期は他県産を仲卸売業者が実需者に供
給する「産地リレー」に取り組み、年間を通して安定した価格での取引を実現してい
ます。出荷には通いコンテナを利用し、流通コストの削減にも取り組んでいます。

加工・業務用及び家計消費用の
国内仕向け量の推移

資料：農林水産政策研究所

（千ｔ）

露地栽培のレタス ハウス栽培のレタス 通いコンテナ
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令和元（2019）年10月16日から17日に、JAさせぼ

ホール（長崎県佐世保市）において、「令和元年度果

樹産地生産性向上セミナー」を開催しました。

当日は、当初予定していた定員を遙かに上回る、140

名の参加があり、九州外（静岡、奈良、和歌山、岡山、

広島、愛媛県等）からも多数の参加がありました。

16日のセミナー前半は、４名の講師から研究成果の

紹介、後半は、スマートみかん生産コンソーシアムの

塩谷代表からデータ駆動でつなぐ取組などの紹介、農

研機構果樹茶業研究部門の草塲生産・流通研究領域長

から、「果樹における省力樹形と機械化に向けた研

究開発」をテーマに基調講演が行われました。

17日は、現地検討会を開催し、スマートみかん生産

コンソーシアムの担当者から、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についての説

明・意見交換が行われました。

参加者からは、自らの産地への導入を想定した質問

がなされるなど、スマート農業への関心の高さが伺わ

れました。

【果樹農業の労働生産性向上に向けた取組】
我が国の果樹生産量は、昭和54年の685万トンをピークに現在に至るまで減少を続け、

近年では300万トン弱とピーク時の４割程度で推移しています。一方、果実の高品質化
が進展したこと等により産出額は増加傾向にあるものの、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となっています。

このため、農林水産省では、今後の果樹生産現場における労働力不足を見据え、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、省力型生産体系の導入に
よる省力化・効率化を推進しています。

九州農政局では、スマート農業加速化実証プロジェクトに取り組んでいる「スマート
みかん生産コンソーシアム」と連携し、同プロジェクトの研究成果や果樹で実用化段階
にある省力化技術等を紹介するセミナーを開催しました。

16日のセミナーの様子

年齢別基幹的農業従事者数の推移＜果樹部門＞
（万人）

果樹の生産量

【令和元年度果樹産地生産性向上セミナー】

資料：農林水産省「食料需給表」
資料：農林業センサス、就農・女性課推計

17日の現地検討会
ロボット搭載型プレ選果システム
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産業 － 肉用牛・酪農の生産基盤の強化 －

【生産現場の現況】

近年、高齢化・後継者不足等により畜産農家戸数が減少している中、国内外で高まる
牛肉・牛乳乳製品のニーズに対応した生産体制の構築が課題となっています。

このような状況を踏まえ、国産飼料の生産・利用の拡大による飼料費の低減、畜舎の
整備や省力化機械の導入等による生産コストの削減など、肉用牛・酪農の収益力向上が
重要となっています。

【生産基盤強化の取り組み】

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＊の取組等を推進しています。また、令和元(2019)年12月に策定・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）を推進しています。

このうち、平成26（2014）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（2019）年には九州全体で186の畜産クラスタ-協議会が設立されて
おり、平成27（2015）年に比べ協議会数は1.5倍となるなど、取組の重要性が浸透して
います。今後とも、畜産クラスターの取組の推進等を通じ、地域の関係者の連携、それ
に対する国の支援を進めることにより、飼養頭数の拡大等の生産基盤の強化や生産コス
ト低減等による体質強化を図っていくことが重要です。

九州における畜産クラスター協議会
の対象畜種の割合（令和元(2019)年）

九州における畜産クラスター協議会
の設立数

＊ 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。

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

酪農経営の労働負担軽減を図る搾乳ロボット
((独）家畜改良センター提供）
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産業 － 経営所得安定対策等 －

【ＷＣＳ用稲は全国の約６割を占める】

九州管内の令和元(2019)年度の経営所得安定対策等の加入申請件数は、各交付金とも

高齢化による離農等により前年度より減少しています。

これを経営形態別で見ると、個人または集落営農が法人化したことにより法人がやや

増加しています。

経営所得安定対策等の交付金別の作付計画面積は、畑作物の直接支払交付金及び水田

活用の直接支払交付金では前年度とほぼ横ばいとなっているものの、米・畑作物の収入

減少影響緩和交付金は収入保険への移行等により減少しています。

このうち、水田活用の直接支払交付金の作付計画面積は、畜産が盛んな九州ではＷＣ

Ｓ用稲及び飼料作物がそれぞれ全国の約６割及び約４割を占め、畜産農家と耕種農家の

マッチングが進んでいます。

（単位：件）

(構成戸数)

令和元年度 79,273 76,215 2,059 999 28,727 5,224 9,228 77,413

平成30年度 85,407 82,418 1,956 1,033 31,781 5,235 10,936 84,333

対前年度増減 -6,134 -6,203 103 -34 -3,054 -11 -1,708 -6,920

対前年度増減率 92.8% 92.5% 105.3% 96.7% 90.4% 99.8% 84.4% 91.8%

対全国比
（令和元年度） (21.7%) (22.0%) (15.2%) (18.6%) (21.2%) (12.1%) (10.5%) (22.7%)

令和元年度 365,147 346,231 13,549 5,367 135,246 43,307 88,209 341,574

平成30年度 409,585 391,003 12,980 5,602 146,211 44,209 101,304 386,398

対前年度増減 -44,438 -44,772 569 -235 -10,965 -902 -13,095 -44,824

対前年度増減率 89.2% 88.5% 104.4% 95.8% 92.5% 98.0% 87.1% 88.4%

資料：農林水産省「令和元年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」

水田活用の直接
支払交付金

九　州

全　国

経営形態別・交付金別加入申請状況（令和元（2019）年７月末時点）

申請件数

経営形態別申請件数 交付金別申請件数

個人 法人 集落営農
畑作物の直接
支払交付金

（ゲタ対策）

米・畑作物の
収入減少影響
緩和交付金

（ナラシ対策）

（単位：ｈａ）

麦 大豆
飼料作物

（除WCS用稲） WCS用稲 米粉用米 飼料用米 加工用米

令和元年度 71,213 104,416 148,330 54,828 20,305 37,567 24,644 486 6,365 4,134

平成30年度 71,594 117,620 148,401 54,296 20,547 38,134 24,628 393 6,700 3,702

対前年度増減 -382 -13,203 -70 532 -242 -566 16 93 -336 432

対前年度増減率 99.5% 88.8% 100.0% 101.0% 98.8% 98.5% 100.1% 123.7% 95.0% 111.7%

対全国比
（令和元年度） (16.8%) (12.8%) (26.7%) (32.1%) (18.1%) (35.7%) (58.1%) (9.2%) (8.8%) (8.9%)

令和元年度 423,424 817,596 554,957 170,942 111,889 105,219 42,447 5,304 72,492 46,663

平成30年度 429,966 933,581 568,739 169,357 115,003 105,577 42,542 5,295 79,530 51,434

対前年度増減 -6,542 -115,985 -13,783 1,585 -3,114 -358 -95 9 -7,038 -4,771

対前年度増減率 98.5% 87.6% 97.6% 100.9% 97.3% 99.7% 99.8% 100.2% 91.2% 90.7%

資料：農林水産省「令和元年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」

   注１：ゲタ対策、ナラシ対策の全国の数値は、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの面積を除いています。

   注２：ラウンドの関係で合計数値又は対前年度増減が一致しない場合があります。

九　州

全　国

交付金別作付計画（申請）面積状況（令和元（2019）年７月末時点）

交付金別作付計画（申請）面積

畑作物の直接
支払交付金
（ゲタ対策）

米・畑作物の
収入減少影響
緩和交付金

（ナラシ対策）

水田活用の直
接支払交付金
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産業 － 農業生産工程管理（ＧＡＰ） －

【ＧＡＰの取組の拡大】

ＧＡＰの取組は、輸出拡大や農業人材育成等、農業競争力を図る観点からも極めて
重要であり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会も契機とし、国際水準ＧＡ
Ｐの実施（ＧＡＰをする）と国際水準ＧＡＰの認証取得（ＧＡＰ認証をとる）に考え
方を分け、2019年度末までのＫＰＩを定め、取り組んでいます。
〈国際水準ＧＡＰの認証取得（ＧＡＰ認証をとる）のＫＰＩ〉

令和元（2019）年度末までに平成29(2017)年４月末日時点の３倍以上の認証取得。

国内における国際水準ＧＡＰの認証取得は5,422経営体で、目標達成に向け、九州農
政局では、①交付金事業を通じた新規認証取得や団体認証取得の支援拡大、②ＧＡＰ
認証農産物を取り扱う意向を有している事業者を「ＧＡＰパートナー」として登録
（令和２(2020)年３月末現在全国29社うち九州農政局管内７社）し、認証農産物の取
扱事業者を拡大、③「九州農政局管内のＧＡＰ取組事例（令和２(2020)年３月更
新）」の紹介などにより、認証取得の拡大に努めています。

また、令和元（2019）年11月20日、福岡市において、「九州ブロックＧＡＰ推進シ
ンポジウム」を開催しました。第１部は、農業者２名からＧＡＰ認証を取得したこと
による経営改善の効果などを、ＧＡＰパートナ－２社からは、ＧＡＰ認証農産物に期
待することやＧＡＰ認証農産物を使った販売戦略などを発表いただきました。第２部
は、ＧＡＰパートナー６社と農業者等によるマッチングを開催し、情報交流や情報交
換を実施しました。

なお、国際水準ＧＡＰのＫＰＩである３倍以上の認証取得目標に対しては、平成30
（2018）年度末時点では、1.2倍の状況ですが、ＧＡＰパートナーは増加傾向にあり、
認証取得の環境が整いつつあります。
※ 九州農政局管内のＧＡＰ取組事例

【ウェブサイト】http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/gap/gap_torikumi.html

計
GLOBAL
G.A.P.

(H31.3末)

ASIA
GAP

(H31.3末)

JGAP
(H31.3末)

福岡

県別
非公表

10 75
佐賀 31 66
長崎 0 6
熊本 32 77
大分 1 183
宮崎 24 25
鹿児島 355 268

計 453 700
全国 5,422 702 1,869 2,851

九州ブロックＧＡＰ推進シンポジウム

（R1年11月開催:出席者127名）

国際水準ＧＡＰの種類別取得状況

資料：GLOBALG.A.P.協議会及びJGAP協会公表値。なお、GLOBALG.A.P.

の県別取得数は非公開である。

ＧＡＰパートナー（九州農政局管内７社:R2.3月末現在）

＊「GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）」とは、農業において、食品安全・環境保全・労働安全等
持続可能性を確保するための生産工程管理の取組。

＊
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【ＧＡＰにチャレンジする農業界の金の卵を強力にサポート】（鹿児島県拠点の取組）
鹿児島県拠点は、GAP認証取得にチャレンジして「食品安全、環境保全、労働安全等の持

続可能性を確保するための生産工程管理の取組（GAP）」を実践できる農業界の“金の卵”
を育成するため、先ずは、県内の農業教育機関で「GAPをする」ことを広め、将来的には
GAP認証取得につながるよう、鹿児島県の農政部署や教育部署、農業団体等と連携し強力に
サポートを行ってきました。

霧島市立国分中央高校が県内で初めて国際水準GAP認証を取得したことを契機に、GAP認
証取得に向けた動きが県内各地に広がっています。

鹿児島県拠点は、県農政部署や教育部署、農業団体等と連携して、GAPにチャレンジして
「食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取組
（GAP）」を実践できる農業界の“金の卵”を育成するため、農業大学校生や農業高校生を
対象に、先ずは、「GAPをする」ことの働きかけを行いました。

鹿児島県拠点は、県や関係機関と連携して、平成30(2018)年８月に霧島市立国分中央高
校生を対象としたGAPの基礎講座を開催しました。また、国際水準GAPを実際に認証取得し
ている「有限会社ハラダ製茶農園（屋久島町）」や「有限会社大崎農園（大崎町）」の訪
問をコーディネートし、実際のGAP実践状況を学んでもらいました。

こうした取組の結果、霧島市立国分中央高校は県内の農業大学校や農業高校では初めて、
平成31(2019)年２月に、かんしょ（さつまいも）でASIAGAPの認証を取得しました。

霧島市立国分中央高校のGAP認証取得が大きく報道され、鹿児島県立鹿屋農業高校が「か
んしょ（さつまいも）」でJGAP、鹿児島県立薩摩中央高校が「梨」で鹿児島版のK-GAPを取
得するなど、GAP認証取得の大きな流れができ、県内各地で取り組まれています。

取組概要・効果

○ 取組の概要

○ 取組の効果・今後の方向性

○ きっかけ

県拠点担当者によるGAP基礎講座（国分中央高校） ASIAGAPに基づき整理・管理された農機具（国分中央高校）
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産業 － スマート農業の推進 －

【スマート農業技術の現場実装の展開】
スマート農業加速化実証プロジェクトにより得られたデータに基づき、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しています。

各県においては、重要品目や地域の状況を踏まえ、関係団体も含めた連携体制を構
築し、各種イベントの開催等により普及・定着を推進しています。

また、リース・シェアリング等の農業支援サービスを創出し、従来、農業者だけの
取組ではできなかった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します。

○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

【九州農政局におけるスマート農業推進の主な取組】

◯「九州スマート農業技術情報連絡会議」の発足（令和元(2019)年５月27日）
ロボット、AI、Iotなどの先端技術を活用した「スマート農業」の農業現場での

普及・定着を目的に発足。
◯「九州スマート農業技術情報連絡会議」現地研修会～九州版スマート農業サ
ミット～を開催（令和元(2019)年８月23日）
鹿児島堀口製茶有限会社（鹿児島県志布志市）において、ロボットによる茶摘

み機、ラジコン操作による草刈機、茶園に自動で散水をコントロールできる装置
を、「見られる・試せる・体験できる」場として現場から情報発信。
◯「第２回九州スマート農業技術情報連絡会議」（令和元(2019)年９月26日）
令和２(2020)年度予算概算要求やスマート農業加速化実証プロジェクトの運営

上の課題や改善事項の情報共有等を実施。
◯「九州スマート農業マッチングフェア」（令和２(2020)年１月30日）
ＩＴ企業26社がスマート機器等を展示し、農業者とＩＴ企業等が直接やりとり

し情報交流する場を設定。

〈実証プロジェクト（実施中15・予定13） 〉 〈農業支援サービス〉

※ プロジェクトの概要は次ページのとおり。

注意：
青字は
令和元年度採択地区
赤字は
令和２年度委託予定地区
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No 実証場所及び作目 実　証　課　題　名 品　目

①
 (株) RUSH　FARMほか
   （施設園芸）

水田地帯におけるAIとIotを活用した葉菜類大規模経営の実証
みずな、ちんげんさ
い、こまつな他

②
 (有) アグリベースにいやま
   （水田作（大規模））

九州北部2年4作(稲・麦・大豆・麦)大規模水田スマート一貫体系の
実証

米、麦、大豆

③
 ＪＡ長崎西海農協させぼ広域かんきつ部会
    (果樹)

温州みかんの生産から出荷をデータ駆動でつなぐスマート農業技術
一貫体系の実証

温州みかん

④
 (株) 東洋グリーンファーム
    (畑作)

機能性食品素材加工工場を中核とした需要確定生産スマート農場ク
ラスタの実証

大麦

⑤
 ＪＡ阿蘇いちご部会委託部
    (施設園芸)

局所適時環境調節技術による省エネ多収安定生産と自動選別・パッ
ク詰めロボットを活用した調製作業

いちご

⑥
 ＪＡ熊本市園芸部会茄子部会ほか
    (施設園芸)

ICT技術やAI技術等を活用した「日本一園芸産地プロジェクト(施設
園芸：なす・すいか)」の実証

なす、すいか

⑦
 (株) オーエス豊後大野ファーム
    (露地野菜)

白ねぎ大規模経営体における大苗定植と省力機械の導入による新た
な効率的生産体系の実証

白ねぎ

⑧
 (株) タカヒコアグロビジネス
    (施設園芸)

大規模施設園芸の生産性を飛躍的に向上させる技術体系の実装 パプリカ

⑨
 (株) ジェイエイフーズみやざき
   (露地野菜)

加工業務向け露地野菜における「機械化・分業化一貫体系」ほうれ
ん草モデルブラッシュアップと水平展開の実証

ほうれんそう、キャ
ベツ、にんじん

⑩
 (株) 新福青果
   (露地野菜)

多様な人材が集う農業法人経営による全員参加型のスマート農業技
術体系(大規模露地野菜複合経営)の実証

ごぼう、にんじん、
ばれいしょ他

⑪
 (農) 土里夢たかた
   (水田作(中山間))

中山間地における水田の高度利用技術省力化と乳用牛育成管理省力
化の実証

水稲WCS

⑫
 (有) 南西サービス
   (畑作)

クボタスマートアグリシステムを活用した農作業と管理の効率化
並びにドローンを活用した管理作業の効率化の実証

さとうきび

⑬
 ＪＡそおピーマン部会
　 (施設園芸)

センシング技術に基づく統合環境制御の高度化によるピーマン
栽培体系の実証

ピーマン

⑭
 鹿児島堀口製茶(有)
　 (茶)

IoT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫
体系の実証

茶

⑮
 (農) 霧島第一牧場
   (畜産)

次世代酪農業トータルスマートファーミングの実証　～草地利用
から乳肉複合酪農までの自動化体系の実証

経産牛、育成牛

No 代表機関（実証予定場所）及び作目 実　証　課　題　名 品　目

1
 株式会社 遠藤農産
  （畑作）

麦・大豆の品質向上と既存機械やシェアリングを活用した土地利用型大
規模経営での実践型スマート農業技術体系の実証

麦類、大豆、水稲

2
 ＪＡ島原雲仙
   (露地野菜)

中山間地におけるブロッコリーの生産から出荷をつなぐスマート農業シス
テム

ブロッコリー

3
 長崎県農林技術開発センター
   (果樹）

びわの品質を保証する生産から出荷までのスマート農業技術の実証と農
福連携の推進

びわ

4
 南島原市
   (施設園芸)

スマート農業技術の活用によるアスパラガス生産技術の確立 アスパラガス

5
 公立大学法人 熊本県立大学
   (水田作（中山間))

スマート農業を導入した国際水準の有機農業の実践による中山間地域と
棚田の活性化モデルの構築

水稲、サトイモ

6
 熊本県農業研究センター草地畜産研究所
   (畜産)

スマート農業技術を活用した広大な中山間地における周年放牧システム
体系の実証

牛

7
（株）果実堂
   (施設園芸)

パイプハウス土耕栽培葉菜類のIoT化・機械化によるスマート化実証 ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ他

8
 有限会社太陽ファーム
   (露地野菜)

畑地かんがいを利用したスマート農業技術による生育環境制御及び
kintoneを活用した生産・加工・物流の一元管理体系の実証

キャベツ、ニンニク、
ショウガ他

9
 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構
   (施設園芸)

施設園芸野菜（ピーマン等）における自動収穫機を活用した「生産管理体
制の構築」収穫・栽培管理の実証

ピーマン、きゅうり

10
 高千穂町
   (水田作（中山間))

中山間地域の棚田等を支える農業生産・農業基盤の省力管理技術の実
証

水稲、肉用牛、鳥獣

11
 鹿児島県経済農業協同組合連合会
   (畑作)

センシング技術を活用したさつまいもの高度栽培管理に基づく総合受託
作業体系モデルの実証

さつまいも

12
 鹿児島きもつき農業協同組合
   (畑作)

さつまいも生産に対するスマート農業一貫体系の導入による「超省力化・
規模拡大」と「単収増加・高品質化」の実証

さつまいも

13
 三島村肉用牛生産組合
  (畜産)

離島の畜産振興にむけて～畜産ネットシステムの構築・実証 肉用牛

スマート農業加速化実証プロジェクト（令和元年度実証地区一覧）

スマート農業加速化実証プロジェクト（令和２年度審査通過(委託予定）地区一覧）
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九州における農産物等の物流効率化に向けた主な取組

２．パレットを利用した取組

３．カーフェリー等を利用した取組

１．物流拠点の整備

４．貨客混載の取組

統一規格パレット利用による荷役作業時間の
削減

輸送手段の分離によるトラック運転手の

共同配送による物流の効率化

既存の輸送システム活用による物流の効率化

運転時間の削減

産業 － 農産物・食品流通の合理化 －

【トラック輸送の現状】

消費者のライフスタイルの変化により、通信販売の需要などが増加している中、ト
ラック等の自動車運送業では、長時間労働・低賃金による人手不足の状況が深刻化し
ています。

九州は農産物の生産拠点ですが、関東や近畿等の大消費地から離れていることから、
農産物や食品について、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となっています。

【農産物物流にかかる現地懇談会】

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実施し、意見交換
を行うとともに、農産物流通の効率化を図るためのパレ
ット輸送、カーフェリー等の利用、共同輸送、出荷方法
の変更などについて、活用できる補助事業や優良事例の
紹介を行うなど、課題解決に向けた取組を進めています。
・・

－ 52 －


	mirusiru_2020-14
	P39

