
第4章 取組事例を知りたい



農林水産物・食品の輸出

『取引先セールスやシェフへの
技術指導でブランドを確立』

株式会社 ミヤチク（宮崎県都城市）

【取組内容】
・宮崎県内で生産・肥育された和牛を中心に部分肉として海外に販売。
・種雄牛まで指定し、宮崎生まれ宮崎育ち、肉質等級４等級以上の黒毛和牛を「宮崎

牛」としてブランド化。豚肉・豚肉加工品の輸出。
・現地商社の営業に当社直営レストランの料理長等が同行し、納品先であるレストラン

等に宮崎牛をおいしく食べるためのカット方法や調理方法を実演・指導。

【取組に至った経緯】
・平成２(1990)年に商社からの依頼でアメリカに和牛

を輸出したことから輸出を開始。平成24(2012)年に
JA宮崎経済連香港事務所を開設し、本格的な輸出を
スタート。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・「宮崎牛」は日本国内での知名度も高くなく、海外では有名ブランドに押されて売上

が低迷。
→海外のレストランシェフに「宮崎牛」を認めてもらうため、商談会への参加の他、取

引先シェフに対する調理セミナーを実施して宮崎牛の様々な調理方法を説明。当社直
営レストランにシェフを招いて技術指導。

・海外のシェフからの評価を得るには、高品質の維持に加えて、求められるロットを確
保することが必要。

→黒毛和牛であり肉質等級４等級以上の牛肉を「宮崎牛」と呼ぶこととして、ブランド
化するとともに、独自に開発した配合飼料を生産者に配ることにより、安定的な生産
量を確保。

【取組の成果】
輸出額(百万円) 輸出量(ｔ)

平成30年度： 1,239       約300
平成29年度： 999       約249
平成28年度： 618       約150

【今後の展望】
・令和元(2019)年４月よりEU基準対応の新工場が稼働したため、EUにも販路を開拓して

くれる現地商社を確保するとともに、EU向けの調理方法も新たに開発し、８月にEU向
け施設認定の取得を機に輸出を開始。

・宮崎牛ブランドの普及のため、海外旅行者が多い沖縄に営業拠点を開設。
・台湾等既に取引のある国・地域については、今後も安定した輸出を維持するため当社

直営レストランの料理人を同行させたセールス等を実施予定。

取引先シェフによる調理セミナー

EUへの牛肉輸出開始式典

【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部輸出促進課 TEL096-300-6339

みやこのじょうし
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農林水産物・食品の輸出

『養殖ブリを自社加工、

冷凍ブリを北米、EU、アジアに』

株式会社 兵殖（大分県津久見市）

【取組内容】
・通常のいけすより広い生け簀で養殖したブリを輸出国の食文化に合わせて加工。北米

はフィレ。アジアは尾頭付きのラウンドを輸出。
・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。
・受注及び輸出業務は専門商社が行うが、納品先である飲食店には本社スタッフが同行

し、解体ショー等の販促やカットの実演指導等を実施。

【取組に至った経緯】
・昭和60(1985)年に、当時品薄であった10kgの大

型冷凍ブリを米国で営業する日本料理店に納め
たことからスタート。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・従来の冷蔵技術では魚体中央の血合いが茶色に変色するため、ブリの鮮度感が薄れて

しまい、輸出の継続に障害。
→改良を重ねた配合飼料の給餌、いけす内での運動量確保、水揚げ後に船上で行う活き

締め等、様々な研究によって、血合いの変色を抑えることに成功。
・空輸ではあるが、冷蔵温度帯を全ての物流工程で確保することが難しく、特に荷物を

移し換える時に温度が上昇し、品質が劣化。
→海外到着空港での保管方法改善等を現地関係者と一緒に試行錯誤して改善。
・生産者（兵殖）の知名度は低く、ブランド力が不十分。
→輸出量が少ないアジア開拓に向けて、サンリオと提携し人気キャラクターハローキ

ティでの販促をスタート。養殖マグロにも「ヨコヅーナ」と命名。

【取組の成果】
輸出額(百万円) 輸出量(ｔ)

平成30年度： 532       570
平成29年度： 559       580
平成28年度： 571       590

【今後の展望】
・輸出先の９割は北米であるが、冷蔵ブリの大きな需要はEUにおい

ても見込むことができることから、品質に厳しいEU向けにMEL認証
を取得し、展示会等に積極的に参加。

・商社と連携して展示会に出展するだけでなく、納品先担当者に
おいしく食べるためのカット指導等を行うことにより、新たな
販売先を開拓。

・中国へのテスト的輸出等、取扱が少ない冷蔵マグロのブランド
化に着手。

サンリオと提携した「ヨコヅーナ」

ＭＥＬ認証

ラウンドの荷姿

【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部輸出促進課 TEL096-300-6339

HACCP加工施設

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。

ひょうしょく つ く み し
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６次産業化

【取組内容】

大分県の空の玄関、大分空港から徒歩数分の場所に、大分県地域活性化補助金

を活用して直売所兼レストラン「里の駅むさし」を建設。出資者の地元農家が生

産する農林水産物等を販売する直売所と、地域農産物をふんだんに使ったメ

ニューを提供するレストラン経営に取り組んでいる。空港利用者の増加に伴い、

年々来客数が増加しており、自社生産したトマトを原料とした「トマトジャム」

や「トマトカレー」は非常に好評である。

【取組に至った経緯】

地域の活性化を目的に近隣の農家72戸が出資し、平成17(2005)年に任意組合

「大分の空６３４」を設立。直売所兼レストラン「里の駅むさし」を開設し、出

資農家の野菜等を販売していたが、高齢化が進み、集荷する農産物も減少してき

て収益も伸び悩んでいた。この状況を解決するため、平成25(2013)年に農業生

産法人となりトマトの生産力を強化。生産したトマトは、青果やトマトジャムな

どの加工品として販売するとともに、レストランの人気メニューである「トマト

カレー」の食材としても使用している。

【取り組む際に生じた課題と対応】

加工の原材料となるトマトを安定的に生産し続けるためには、若い従事者の育

成と、農業技術の継承に取り組む必要があった。このため法人化後、直営農場に

農業研修生を受け入れ、生産技術や販売経営のノウハウを取得させることにより

次世代の育成に取り組んでいる。

【取組の成果】

・売上高

設立(平成17(2005)年)→１億6,100万円(平成30(2018)年)

・雇用者数(パート含む)

設立(平成17(2005)年)→16名(平成30(2018)年)

・６次産業化優良事例表彰：奨励賞(平成29年(2017)年)

【今後の展望】

空港利用者への販売強化とあわせて、日本全国

へ販路を拡大させるため、空港との共同事業の実

現を目指している。さらに、地域の農林水産業の

活性化と後継者の育成を図るとともに、新たな加

工施設と、ゆったりとしたスペースのレストラン

の建設を進めることとしている。

『空港に”最も近い”』農海産物直売所・レストラン

有限会社大分の空６３４（大分県国東市）

トマトジャム

里の駅むさし

く に さ き し

【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部地域食品・連携課 TEL096-300-6432

む さ し
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再生可能エネルギーの利用（バイオマス）

『竹バイオマスの活用による地域産業の活性化』

（鹿児島県薩摩川内市）

【取組内容】

平成28（2016）年度にバイオマス産業都市に選定された薩摩川内市では、地

域資源である『竹』の利活用によって、高付加価値産業の育成と雇用の創出、

更には低炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。

【取組に至った経緯】

同市は、豊富な竹資源を有しているが、竹材の需要の低下や、竹林所有者の

高齢化・後継者不足等によって放置竹林が増加し、竹林浸食による周辺樹木や

水源涵養機能への悪影響が深刻化していた。

【取り組む際に生じた課題と対応】

竹の利活用にあたっては、上流（竹林）と下流（ビジネス）の連携が必須で

あったことから、市内外の企業、大学、行政等約100団体が参加する「薩摩川

内市竹バイオマス産業都市協議会」を組織し、いくつかの事業を検討してき

た。そのひとつとして、市内で竹紙を製造する中越パルプ工業株式会社がセル

ロースナノファイバー（CNF）の製造技術と原料となる竹チップの供給ライン

を持っている点に着目し、事業化に至った。
＊幅15ナノメートルまで細くした植物由来のセルロース繊維で、鋼鉄の５倍の強度（重量は５分の１）を持つ。

現在、音響機材やラケット等で実用化されている。

【取組の成果】
国内で唯一の竹CNF生産プラント（生産量：100t/年）の稼働によって、地域

に雇用を創出。また、竹の買取価格を市が補助することで、竹チップ工場への

竹の搬入量が増加した。

現在、竹CNFは音響機材やラケット等の素材として、様々な分野で実用化さ

れており、新規用途を開拓するため、サンプルの販売も実施している。

【今後の展望】

竹CNFの利用拡大のため、住宅・建材分野で実績がある県内外の４企業と協定を締

結。樹脂サッシやガラス等の開発・実用化を目指す。

【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部 食品企業課 TEL:096-300-6335

さ つ ま せ ん だ い し

＊
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知的財産を活用した取組

『「くまもとあか牛」におけるＧＩ登録の効果』
熊本県産牛肉消費拡大推進協議会（熊本県）

【取組内容】
平成30(2018)年９月27日、特定農林水産物

等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）
に基づき「くまもとあか牛」の名称を地理的
表示（ＧＩ）として登録した。

【取組に至った経緯】
熊本県では、淡褐色の毛色から「あか牛」

と呼ばれ、独自の特性を持つ在来種の和牛を
古くから飼養しており、この和牛を地域ブラ
ンドとして保護するために地理的表示（ＧＩ）
保護制度への登録を申請した。

【取り組む際に生じた課題と対応】
定義が曖昧で様々な「あか牛」が流通して

いたことから、「くまもとあか牛」としての
基準を統一した。

【取組の成果】
統一した基準に基づいて「くまもとあか牛」

の名称を使用することから、関係者の品質に
対する意識の向上やまとまりがでてきた。

また、登録後は飲食店等から問い合わせが
増加しており、認知度が高まったことを実感
している。

【今後の展望】
各種イベントでのポスター展示やテレビＣ

Ｍの活用による情報発信のほか、協議会が認
定した指定店（適切な名称と価格で「くまも
とあか牛」を提供する販売店や飲食店）等の
事業者と連携したＰＲ活動によって「くまも
とあか牛」のさらなるブランド力の強化とＧ
Ｉ保護制度の認知度向上を図る。

くまもとあか牛

【問合せ先】熊本県産牛肉消費拡大推進協議会 TEL096-365-8200

ジーアイ

放牧の様子

販売店における表示

くまもとあか牛を使用したメニュー

農林水産大臣登録第６７号

－ 116 －



食育

【取組内容】
地元食材に対する関心を高め、命の源である「食」に関わる全

てのものに感謝する気持ちを育てることを目的に、小学生を対象
とした「感謝の絵てがみ」、中学生・高校生は平戸産の食材を使

った「アイデア料理」を募集する「感性きら
り☆平戸市「食育」コンテスト」を開催。学
校給食を食育の生きた教材ととらえ、栄養教
諭と地場産品直売所や生産者が連携し、季節
ごとに採れる野菜や果物の種類・量の情報を
共有し、コンテスト入賞作品や郷土料理を積
極的に献立に取り入れるなど、地産地消促進
に取り組んでいる。

【取組に至った経緯】
平戸市食育推進会議は、平成21(2009)年４月に「平戸市食育推

進会議条例」の制定により組織され、平戸市総合計画の将来像
である“ひと（ＨＩＴＯ）響きあう 宝島 平戸”の“たから
じま”から、 「“た”楽しく家族でだんらん」「“か”感謝
して」「“ら”らいす（米）と野菜と肉・魚の」「“じ”自慢
の平戸食材を」「“ま”毎日食べよう！リズム良く」の５つを
キーワードとした食育活動を市民運動として展開しており、健
やかで笑顔とやさしさがあふれる地域社会の形成を目指し、食
育をたからじま運動として進めている。

【取り組む際に生じた課題と対応】
平戸市食育推進計画に基づく食育活動を市民運動として計画的に進めるためには、市

民に分かりやすく、身近なものとして理解してもらうことが重要であることから、「た
からじま」運動として周知した。

【取組の成果】
平戸市食育推進会議の設置により、教育、農林水産業、食品関連事業者などの連携が

図られ、食育の重要性の認知と取組の多様な分野への広がりが生まれた。また、平戸市
は、学校給食における地場産物を使用する割合
80％を目指しており、平成21(2009)年度の62.7％
から平成30(2018)年度には72.1％まで増加させて
いる。

【今後の展望】
平戸市の独自性と特色ある食文化や豊かな味覚を

継承する取組の更なる拡充を図るため、地元生産者
団体やボランティアグループ等と連携し、市民主体
での食育活動を推進する。更に、学校給食における
より一層の地場産物の活用を目指す。

『食を育むたからじま～平戸～の食育推進』

平戸市食育推進会議（長崎県平戸市）

【問合せ先】平戸市役所市民生活部健康ほけん課 TEL０９５０－２２－９１２５

コンテスト入賞作品集

たからじま運動

地元で捕れた
魚をさばく
体験教室

特産の煮干し出汁で作
る味噌汁体験教室

地元食材を使った給食

ひ ら ど し
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営農 － スマート農業の推進 －

【取組内容】
・所 在 地 ： 長崎県壱岐市
・経営体名 ： 株式会社野元牧場
・経営規模 ： 繁殖牛180頭、肥育牛250頭
・従業員数 ： 役員３人、社員５人、

パート（土日のみ）２人
◎ 取組内容：クラウド牛群管理システム

「Ｆａｒｍｎｏｔｅ」の導入
【取組に至った経緯】

・牛舎が住居と離れており、昼間は牛の様子を見ることができるが、特に出産を控え
た牛の夜間の状態を把握するのが困難であることから、何か良い解決策がないものか
と探していたところ研修会で「ファームノート」を知り導入。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・導入に当たっては「労力軽減と繁殖そのものの成績向上」という課題があり、当初
は発情発見を見逃すこともあったが、今では送られてくる通知を元に、繁殖担当者と
授精師が連絡を取りあいデータと照合しながら牛の発情を的確に発見している。

【取組の成果】
・クラウド牛群管理システム「Ｆａｒｍｎｏｔｅ」を導入した結果、関連するデータ
により、発情の兆候を的確に把握でき、体調が悪い牛を早期に発見できた。

また、様々な情報のリストを自在に作成することができ、そのデータを社員と共有
できるようになったので、若い社員にとっては、解析されたデータを見ることにより
繁殖についての知識を深め、繁殖についての判断力をつけることができた。
・養牛カメラを導入した結果、監視能力が向上し、分娩事故の減少に貢献した。

また、特に夜の見まわり回数が減り、人が立ち会わなければいけない分娩かどうか
の判別を現場に行かなくてもスマートフォンで確認できるようになった。

【今後の展望】
・クラウド牛群管理システム「Ｆａｒｍｎｏｔｅ」と養牛カメラが連携して、分娩の
状態まで正確に判断できるようになれば、さらに効率的になる。
・将来的には、正常分娩か異常分娩かを事前に把握できる機器があれば、繁殖農家に
とってさらに大きなメリットとなる。

「株式会社 野元牧場全景」

「出産間もない子牛」 「首の下の黒い箱が『Farmnote Color』と呼ばれるデ
バイスで、牛の活動情報（活動・反芻・休息）を収集し、
『 Farmnote』にデータ転送。

牛群管理システム等の導入による労働力の軽減

経営体名 ： 株式会社野元牧場（長崎県壱岐市）
い き し

【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課
代表：096ｰ211ｰ9111（内線4197、4524）
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営農 － スマート農業の取組

ドローン導入による農作業省力化と作業受託による水稲経営安定

経営体名 ： 原 和樹（熊本県玉名郡和水町）

【取組内容】
・所 在 地：熊本県玉名郡和水町
・経営体名：原 和樹
・作付面積：水稲1.8ha、みかん2ha、ナス15a （受託防除作業50ha：令和元年）
・構 成 員：本人、父母、従業員１名
◎取組内容：水稲の防除作業を動力噴霧器からドローンに変更し、削減された労働

時間を活用して新たに水稲の防除作業を受託し所得の向上を実現した。

【取組に至った経緯】
・土地利用作物の防除作業の受託から得られる収入による経営安定と、防除作業効率
化による生産コストの削減を目指してドローン導入を検討し、「田植え」や「収穫」
の作業受託と異なり、「防除」は受託者が少ないのでニーズがあると判断。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・購入先の近隣のメーカーが、大手メーカーが製造する農業用ドローンと比較し、低
価格のドローンを製造販売し、無料操縦訓練等の各種サポートや急なトラブルへの対
応も可能であった。また、和水町が農業用ドローンの導入に積極的で、町単独事業に
よる購入支援や業者と協力して講習会を行っていたことも導入を後押しした。

【取組の成果】
・ドローンによる農薬散布は、動力噴霧器に比べ農業者の農薬暴露が少なく、散布時
間も従来の方法に比べ、1/12に短縮できた。

※水稲 １.8haにかかる時間：従来（３人×16時間：約48時間）、
ドローン（２人×２時間：約４時間）

・防除作業受託により、高齢化で水田管理作業が困難になりつつある地域の水稲作の
継続に貢献するとともに、防除作業受託収入による経営安定が図られた。

【今後の展望】
・受託した圃場の周囲に雑木がある場合、事前に飛行に支障がない程度に伐採を依頼
する必要がある。また、中山間地の圃場では、圃場近隣に雑木等の障害物が多く、衝
突回避のため補助者の安全確認が重要である。
・なお、自営のみかん園では除草剤を使用せず人力による草刈り作業を行っており、
作業の軽量化や省力化に向けて、自動草刈り機の導入についても検討している。

「ドローンによる農薬散布の様子」 「有限会社ミドリ社製 ＧＨ－14」

なごみまち

【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課
代表：096ｰ211ｰ9111（内線4197、4524）
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【取組内容】
取組主体：ＪＡ宮崎中央胡瓜部会
（部会農家：586戸、140.3ha（令和２(2020)年１月末時点))

内容：部会員のうち69戸（約25ha)が環境制御装置等の
ＩＴ技術を導入して所得向上を実現。

【取組に至った経緯】

JA宮崎中央では各支店毎にICT担当を配置し、各支店にある胡瓜部会に対し、機器導

入の推進・技術のサポートや勉強会を実施し、収量アップを図っている。

その中でも、田野支店胡瓜部会では、平成23（2011）年に県外先進農家の視察を行い、

２名の農家が先行して炭酸ガス発生装置やモニタリング機器を導入し、ハウス内の環境

制御や管理作業を自動化した。その結果、高単収が得られたことから導入農家を増やし、

勉強会を開催して情報交換を行いながら、お互い切磋琢磨して部会全体で高単収を実現

している。（田野支店胡瓜部会では、環境制御装置を全55戸中、33戸導入。）

【取り組む際に生じた課題と対応】

① 部会員のハウスは、構造や仕様、内部装置、経過年数等も様々なので、先ずは、既

存のハウス毎に、ハウス内の環境を「数値」で把握しデータ化。

② ハウス毎に、環境制御に必要なセンサーや装置等、新たに導入が必要な機材を必要

最小限の費用で導入（購入）する方法を検討。

③ 導入したシステムを使った栽培と勉強会を重ね、会員毎のハウス制御プログラムと

収穫データ（収量や品質、期間）を持ち寄り、各自がプログラムを改良。

〔プロファインダー（ハウス内環境を可視化）〕

【取組の成果】※田野支店胡瓜部会の成果

・大幅な単収の増加

導入前(平成23（2011）年)・・約16トン/10㌃（支部会員数28戸の平均単収）

導入後(平成29（2017）年)・・約25トン/10㌃（支部会員数50戸の平均単収）

・快適で効率的な労働環境の維持改善に向けた意識の向上

【今後の展望】
・全部会員にIT機器の導入を推進すると共にサポートを行い、単収の増加及び品質の

向上を図る。

営農 － スマート農業の推進 －

ＩＴを活用してきゅうりの収量アップ

経営体名：JA宮崎中央胡瓜部会（宮崎県宮崎市・国富町）

「きゅうり栽培の様子」

「温度や湿度等の推移をグラフ化」

「ＰＣがセンサーの信号を受け制御装置を操作」

【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課
代表：096ｰ211ｰ9111（内線4197、4524）

みやざきし くにとみちょう
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営農 － ＧＡＰの取組 －

『認証取得により、「安心・安全」の理念を追求』

ＪＲ九州ファーム株式会社（佐賀県鳥栖市）

【取組内容】
平成22（2010）年度から農業参入し、平成26（2014）年７月農業生産法人「ＪＲ九

州ファーム株式会社」を設立。農作業安全の重要性に気付き７農場（野菜・果樹）の
うち６農場においてGLOBALG.A.P.認証を取得し、１農場（養鶏）はJGAP認証を取得。

【取組に至った経緯】
農作業安全を構築し、ＪＲ九州グループの風土である「変わることなく大切にすべ

きは安全とサービス」を証明するため。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・何をどうしたらいいのか分からない
（初年度は補助金を活用し、コンサルタントによる農場指導及び内部点検を各１回

実施し認証取得。３年目には社内指導及び自己点検のみで審査を受審し更新。）
・社員及びパートスタッフへのＧＡＰ理解への教育
（全農場の全従業員を対象とした勉強会を実施）

【取組の成果】
・現場改善により農薬の使用や注意点が分かって安心
（農薬取扱い手順、農薬保管手順及び農薬事故発生時の取

扱い手順（病院等の連絡先、医師への連絡事項及び応急
処置）を掲示。作業中の事故防止策として、高所作業で
は「転落注意」等の注意喚起表示。また、蛍光灯破損時
を想定した飛散防止カバーの設置。）

・日々の作業記録により農場運営の状況が見える化
（栽培記録用のシステムを導入し、農薬使用（農薬名、使

用量、収穫前日数、判断者、責任者）を記録することで
資材の在庫管理を徹底。）

・教育による従業員意識の変化
（独自のＧＡＰマニュアルにより全従業員に対して、農薬

の取扱い、農作業の危険性及び衛生管理等の勉強会を開
催。飛躍的に農場のＧＡＰがレベルアップ。）

【今後の展望】
・地域と共に、その土地の良いものをしっかりとつくり、

地域農業の元気づくりに貢献する。
・ＪＲ九州グループの「安心・安全」の理念を守り、

グローバルＧＡＰを実践していく。

【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課
代表：096ｰ211ｰ9111（内線4532、4534）

ＧＡＰ取組前

ＧＡＰ取組後

緊急連絡先・農産物取扱衛生手順を掲示

と す し
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営農 － 畜産 －

『キャトルステーションを核とした肉用牛増頭の取組』

ＪＡからつ（佐賀県唐津市）

【取組内容】
ＪＡからつ（唐津農業協同組合）が運営するキャトルステーション（子牛共同育成施

設、以下「ＣＳ」）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、肉
用牛繁殖経営で生産された子牛を預かり、共同管理の下で哺育・育成を行い、子牛市場
を通じて県内の肥育農家へ供給。

【取組に至った経緯】
ＪＡからつ管内（唐津市及び玄海町）は佐賀県下でも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となっていた。
このため、肉用牛生産基盤の維持・拡大を図るため、平成23（2011）年10月にＪＡか

らつが760頭規模のＣＳを整備し、肉用牛繁殖農家の生産した子牛の受託を開始。

【取り組む際に生じた課題と対応】
ＣＳの運営開始後、子牛受入頭数は増加傾向となり、特に若齢（７日齢）での委託希

望が増加したことから、これに対応するため、畜産クラスター事業を活用し、馴致牛舎、
育成牛舎等を増設（平成28～29年度）。

また、運営開始当初、子牛の疾病による発育不良が発生する時期があったが、ワクチ
ンプログラムの導入等飼養管理の改善を図ることにより受託頭数は安定的に増加。

【取組の成果】
・繁殖農家等の子牛育成にかかる労力が軽減され、高齢農家の経営継続が可能。
・子牛を預けることにより、空きスペースを活用し、繁殖雌牛の増頭が可能。
・質の揃った優良な肥育素牛の生産が可能となり、｢佐賀牛｣のブランド力の向上に寄与。

【今後の展望】
佐賀県では、ＪＡからつが中心となり、

佐賀牛の肥育素牛の供給力を更に高める
ため、新たに、繁殖雌牛の種付けから出
産までを共同管理する「ブリーディング
ステーション」の整備を検討中。

繁殖農家

一貫農家

ＪＡからつキャトルステーション

県内
肥育農家

子牛市場を通じて
県内の肥育農家へ

馴致牛舎
7日～1.5ヶ月齢

育成牛舎

３～約９ヶ月齢

子 牛
（生後７日齢）

子 牛
（生後３ヶ月齢）

哺育牛舎
1.5～３ヶ月齢

(繁殖・肥育)

【問合せ先】ＪＡからつ畜産部畜産課 TEL：0955-82-2215

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

か ら つ し
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営農 － 園芸 －

「加工・業務用野菜の契約栽培と加工の取組」

有限会社 大崎農園（鹿児島県曽於郡大崎町）

【取組内容】

(有)大崎農園は、鹿児島県曽於郡大崎町において、だいこん100 （露地栽培）、ねぎ12 

（施設栽培）、キャベツ12 （露地栽培）を加工・業務用として作付している農業生産法人である。

また、だいこんの一部については、平成28(2016)年度産地パワーアップ事業で整備した農

産物処理加工施設を活用し、切干大根を製造している。

【取組に至った経緯】

平成９(1997)年に大学時代の同級生３人で新規就農。ねぎの周年栽培（施設）から始

め、その後、露地栽培で規模拡大を図ったが、台風被害等で生産が不安定なことから、

強化型ハウスの面積を拡大。さらなる経営の多角化と安定を図るために、もう１つの柱

として青首だいこんの作付けに取り組んだところ、市場から品質が認められ、加工業者

からの契約栽培の依頼に繋った。現在では生産量の多くが契約栽培となっている。

【取り組む際に生じた課題と対応】

市場で野菜価格が高騰した場合でも、契約栽培では安定した品質と価格で取引が可能。

契約先と契約数量を守り、お互いに利益が出る仕組みを構築している。作型の組み合わ

せや品種等の技術面を向上させ、データを収集、安定生産を目指している。

【取組の成果】

契約栽培に取り組むことで安定した作付及び販売を行うことが可能となったことから、

安定した雇用を実現している（令和２(2020)年４月：正社員45名、パート２名）。また、

平成26(2014)年にはGーGAP認証を取得し、消費者に信頼される生産物を提供している。

【今後の展望】

今後の野菜の生産については、気象リスクを最小限に抑えた作付体系の確立を目指し、

品種の選択や台風対策の充実を図っていく必要があるとともに、今後はほ場面積を１筆

平均30a程度以上にして、作業の効率化を図りたい。

そ お ぐ ん お お さ き ち ょ う

【問合せ先】九州農政局生産部園芸特産課

代表：096-211-9111（内線4464）
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営農 － 高収益作物の導入 －

「加工・業務用キャベツの契約栽培の取組」

有限会社 古賀農産（福岡県久留米市）

【取組内容】
所 在 地：福岡県久留米市
経営体名：有限会社古賀農産
栽培作物：キャベツ（加工・業務用）
栽培面積：18ha

【取組に至った経緯】
有限会社古賀農産が所在する久留米市は筑後

川流域で土地利用型農業が盛んな地域で野菜の
栽培も昔から多い地域である。

米・麦・大豆の販売額合計より、耕作面積が
半分程度の野菜の販売額が多いことに気づき、
経営判断基準を単位面積当たりの販売額を意識
した営農を考えるようになった。

【取り組む際に生じた課題と対応】
収穫作業については、作業員の負担が大きか

った。このため、キャベツ専用収穫機械の導入
を図った。また、キャベツは年８回と防除回数
が多く、日数がかかることから１人でも防除で
きるドローンの導入を図った。

【取組の成果】
キャベツ専用収穫機械の導入により作業員の

負担が軽減され、収穫作業の省力化を図ってい
る。また、防除においてもドローンを活用する
ことで作業人員の省力化と作業時間の短縮を図
っている。

出荷体制については、出荷容器に「金属コン
テナ」を活用し、自社保有のトラックで運搬す
ることで効率の良い出荷体制を整え、流通コス
トの低減に取り組んでいる。

現在18 で加工・業務用キャベツを契約栽培
し、加工業者４社へ販売している。

【今後の展望】
取引先のニーズや天候、従業員の仕事環境に

応じ、出荷するための集荷場や集荷したキャベ
ツを保管する冷蔵庫の整備を図っていくことと
している。

出荷用の通いコンテナ

キャベツ専用収穫機

防除用ドローン

く る め し

【問合せ先】九州農政局生産部生産振興 TEL096-211-9111（内線4459）
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経営 － 法人経営 －

【取組内容】

法 人 名：農事組合法人 八女美緑園製茶

代表理事 江島 一信

所 在 地：福岡県八女市豊福269-2

設 立：平成８(1996)年２月

経営規模：37ha(茶：煎茶用、てん茶用) 

従業員数：８名（役員５名、常時雇用３名）

当法人は、茶の製造・販売を一貫して行う農業法人であり、全国茶品評会にて農林

水産大臣賞を受賞するなど高品質な茶を生産しており、てん茶＊（食品加工用）の製造

に取り組むほか、工場隣接の直営店舗での生産者の顔が見える茶葉や抹茶の菓子の販

売、直営店併設のカフェを通じて、新たな顧客獲得に向け取り組んでいる。更に、

ASIAGAP認証を取得し、飲料メーカーへの販路の確保や輸出等、新たな需要を開拓し高

い収益性を実現している。

＊てん茶：抹茶の原料となる茶葉。てん茶を微粉末状に加工したものが抹茶になる。

【取組に至った経緯】

平成８(1996)年、個別経営では機械の保有や労働力確保に限界があること等から、

八女市の茶農家５戸が集まり農事組合法人を設立した。法人化にあたりお茶の製造だ

けでなく、直販を行うことも経営戦略の一つと考え、煎茶工場と同時に直売店舗を開

設した。

【取り組む際に生じた課題と対応】

お茶の需要が落ち込む中、新規顧客の獲得に繋げるため、平成11(1999)年に直営店

にカフェを併設した。カフェでは、お茶の提供だけでなく、お茶の入れ方教室を開催

する等により、お茶の良さを認識してもらうことで、リピーター客の確保に取り組ん

でいる。

また、茶畑の規模拡大による茶葉の生産量の増加に伴い、新たな取組を模索してい

たところ、国内外での抹茶需要の高まりを察知し、地域でいち早くてん茶の製造に取

り組むこととし、平成21(2009)年にてん茶工場を整備、試行錯誤しながら製造方法を

確立していった。

【取組の成果】

こうした高付加価値のてん茶製造や直販の充実等の先進的な取組により、お茶の需

要及び価格の低迷が続く中、安定した経営が図られている。

【今後の展開】

国内消費量の低迷やてん茶の供給過多という厳しい状況の中、地域の土壌に適した

有望品種への改植等を計画的に行い、より高品質な煎茶、てん茶の製造、販売を行う

ことで、他産地との差別化を目指すこととしている。

『時代の変化に対応した販路拡大の取組』

農事組合法人 八女美緑園製茶（福岡県八女市）

【問合せ先】 農事組合法人 八女美緑園製茶 TEL0943-24-2000

や め し
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経営 － 担い手への農地集積・集約化 －

『農業委員会が中心となり農地集約化を推進』

（佐賀県江北町）

【取組内容】
佐賀県江北町は、県の中西部に位置し米・麦・大豆の土地利用型農業が盛んな

平場地域です。担い手への農地集積率は94.1％と進んでいるものの、耕作する農
地が広範囲に分散しているため、規模拡大を行っても、労働時間の短縮とならず
効率的な営農が図れていない状況にありました。

【取組に至った経緯】
江北町農業委員会は、担い手間の農地利用権の交換による農地の集約化を進め

ていくこととし、担い手農家との話合いを行っていきました。

また、農業委員会会長・副会長が中心となり担い手が耕作する農地の情報を収

集し、農業委員会事務局が収集された農地情報を基に、農地の分散状況を見える

化するための「農地利用地図」を作成しました。

農業委員会は、作成した農用地利用地図を用い、事務局と農業委員がコーディ

ネーターとなり担い手を対象とした「農地の意見交換会」を開催しました。

【取り組む際に生じた課題と対応】

意見交換会は農業委員会からの提案型とし、大人

数では意見がまとまりにくいため、１回を15分程度、

少人数での開催とし、これを複数回行いました。

また、担い手の農地の利用状況が分かるよう、農

地利用図を配布するとともに、モニターに表示し説

明する等の工夫をしました。

【取組の成果】

意見交換会により、28筆、5.7ha、担い手14経営体（うち４法人含む）の農地

の利用権の交換（集約化）が行われることとなりました。

また、佐賀県はこの取組をモデルとして、「農地集約化作業の手引き」を作成

し、管内市町等へ配布しています。

【今後の展望】

交換をした農家の方からは、「農地間の移動時間が短縮したことにより効率化

が図られた」と好評であり、農業委員会会長は、「地域の農家に農地集約化の意

識付けができた。集約化は農業経営の重要なポイントなので、今後もこの取組を

地道に続けていきたい」と話しています。

こうほくまち

【問合せ先】佐賀県農林水産部農産課 TEL：0952-25-7422

＜提案されたプランにおける農地集約化状況＞

意見交換会の様子

農地交換前 農地交換後
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経営 － 女性の活躍 －

『農業は面白い！！～６次化＆輸出で地域に貢献～』

株式会社レッドアップ（熊本県玉名市）

【問合せ先】株式会社レッドアップ TEL0968-84-2885、http://www.redup.jp/

タバスコ
「トマトdeスパイシーソース」

酸味＆糖度のバランスが絶妙の
ミニトマト

化学肥料や農薬を抑えて栽培

た ま な し

【取組内容】
・平成27(2015)年９月に法人化

代表取締役 林田昇（夫）、取締役 林田裕美(本人)
・トマト(1.3ha)・米(1.2ha)の生産・販売、トマト加工品の委託
製造・販売（スーパー等小売店、道の駅、インターネット販売等)､
ミニトマトやトマト加工品の輸出。
・農林水産省の補助事業「女性農業次世代リーダー育成塾」の４
期生。農業における経営の大切さを学んだ。また、平成29(2017)
年から「農業女子プロジェクト」にも加入している。

【取組に至った経緯】
平成12(2000)年、高校卒業と同時にトマト農家の夫と結婚し就農。
当初は未経験の農業を嫌々手伝っていたが、いつしか自ら手を掛けて育てたトマトが

実る喜びを感じるようになり、家族の誰よりも積極的に取り組むようになる。
取引先からの信用度を上げるため、平成27(2015)年９月に法人化し、「株式会社レッ

ドアップ」の取締役に就任。「安心」「安全」「おいしい」「健康」をモットーに、化
学肥料や農薬の使用を抑えた生産に取り組んでいる。

【取り組む際に生じた課題と対応】
一生懸命作ったにもかかわらず、規格外のため出荷できずに捨てられるトマトを何と

か有効活用したいとの思いから、加工品の商品開発に特に力を注ぎ、３年かけてタバス
コやケチャップ、スパイス等、工夫を凝らした新商品を品揃えした。

【取組の成果】
開発した加工品は、インターネットの通販や高級食材を扱う地元スーパー等で販売。
現在は、市の補助金を活用して商談会に積極的に参加するなど、更なる販路拡大に努

めている。また、平成30(2018)年度からはミニトマトやトマトの加工品の香港への輸出
にも取り組んでいる。

【今後の展望】
農業という職業の面白さを知り、今後は、農業の魅力を多くの方々に伝える活動に取

り組むとともに、息子に将来やりたいと思ってもらえる魅力ある豊かな農業経営をして
いきたい。また、捨てられるトマトを地域の生産者から買い取り、加工品として販売す
ることで、地域に少しでも還元できるよう、今後も積極的に取り組むこととしている。

林田さんご夫婦
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経営 － 新規就農 －

『京都→熊本Iターンの就農者 ～栽培技術が利益向上の源～ 』

塩谷 先（熊本県阿蘇市）

【取組内容】
・塩谷さんは、平成18(2006)年４月、
阿蘇市で就農
・当初の施設面積は21ａ
現在、夏秋トマト89ａ、水稲22ａ
・従業員：本人、パート２名、外国
人技能実習生２名

【取組に至った経緯】
京都府出身の塩谷さんは、大学を卒業後、大阪の医療機器輸入商社に勤務してい

ましたが、たまたま、訪ねた阿蘇の風景が気に入り、ここで農業をしたいと思い
平成15(2003)年４月に阿蘇に移住しました。

移住にあたっては、見知らぬ土地で何も知らない農業を始めるには、不安があっ
たことから、研修先の選定にあたっては自らネットで調べて実際に阿蘇に出向き、
２週間程度の体験研修を行った上で農業研修に入りました。

当初は、水稲やいちごの栽培等の研修を受けていましたが、農地を持たない新規
就農者としてどの品目を選んだらよいかを考え、露地よりも少ない面積で栽培でき
る施設園芸を選択し、品目は、色回りが早いため海外産との競合が少なく、工夫に
よっては初期コストが抑えられるトマトを選択し、中古品の園芸施設を揃えて経営
を開始しました。

【取り組む際に生じた課題と対応】
農業経営を継続させるうえでは、安定した売上げが必要と考え、まずは単収の向

上を実現するための土づくりに取り組むこととしました。
具体的には、牛糞にもみ殻や稲わら、農作物の発病を抑える菌を多く含む阿蘇の

野草ロールを加え腐熟させることで作物が確実に根付く良質な堆肥ができ、これに
より、就農当初8.7トンだった単収も現在では、10トン以上できるようになってい
ます。良い土であれば、追肥の量も少なくて済むことから、経営コストの抑制にも
つながっています。

【取組の成果】
単収向上や規模拡大による販売金額の増加、経営

コスト抑制の工夫により、一定水準の所得をあげて
おり、経営の維持が図られています。

【今後の展望】
現在、灌水作業、消毒、ホルモン交配などの栽培

管理を一人で行っているため、更なる規模拡大を図
るための新たな人材の発掘と育成に取り組むことと
しています。

また、設備投資の早期回収を図るため、更なる単
収の向上を目指しています。

塩谷氏の園芸施設

収穫したトマト

施設を整備する塩谷氏

あ そ し

【問合せ先】 九州農政局経営・事業支援部経営支援課 TEL:096-211-9111（内線4541）
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経営 － 農業分野における外国人材の受入れ －

『農業分野における特定技能の外国人材』

亀山 五輪生（熊本県八代市）

【取組内容】
・亀山 五輪生（熊本県八代市）
・ミニトマト1.2ha
・農業分野の特定技能外国人材の受入れ

【取組に至った経緯】
元々、い草生産を行っていたが、価格面で有利

な中国産い草が市場に出回るようになったことか

ら20年前にミニトマト栽培に業態を変更した。

ミニトマトの栽培面積を徐々に拡大する過程で

芽かき、誘引、下葉かき、マルチ張り、収穫とい

った作業に必要となる労働力について、当初は近

隣からのパート従業員を募集して対応していたが、

応募そのものがなかったり、採用されてもすぐに

やめたりされることが続いたため、６年前からベトナム人の技能実習生を採用し始め

た。

技能実習生は、来日半年程度から農作業にも慣れて仕事が早くなるという経験も踏

まえ、このような人材に出来るだけ長く働いて欲しいと考えるようになった。

平成31(2019)年４月に新しい在留資格である特定技能制度が始まったことに伴い、

技能実習生（２号）の在留期間満了のタイミングに併せて、技能実習生に日本滞在の

継続への意向を確認し、了解が得られたことから、出入国在留管理庁へ同年８月に特

定技能を申請し、10月に認定された。

【取り組む際に生じた課題と対応】
ベトナムから来日している外国人材（20代）へは、技能実習に引き続いて特定技能

で２年程度働き、その後、母国に帰国するということや、再来日する意向があれば、

特定技能の残りの滞在期間（３年程度）を日本で働く「通算で５年間日本に滞在でき

る特定技能制度での日本滞在モデル」をアドバイスしている。

【取組の成果】
インターネットを活用して独学で特定技能制度を学習して、九州で最も早い時期に

申請を行い、認定を受けた一人となった。

【今後の展望】
労働力不足に対処するため、技能実習生本人の意向を確認しながら特定技能制度の

活用を検討していくこととしている。

亀山氏の園芸施設で働く外国人材

や つ し ろ し

【問合せ先】 九州農政局経営・事業支援部経営支援課 TEL:096-211-9111（内線4541）

か め や ま い わ お
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【取組内容】

対馬市では、GISやGPSカメラを活用して、捕獲情報などを見える化し、

地域住民と行政で情報を共有することで、鳥獣対策の効率化を図っている。

【取組に至った経緯】

対馬市では、約300年前にイノシシを絶滅させた歴史があるが、飼育目的

で島に持ち込まれたイノシシが野生化し、平成24（2012）年には被害金額

が３千４百万円まで増加し、効果的な対策を講じる必要が生じた。

【取り組む際に生じた課題と対応】

鳥獣対策を進めることでイノシシの捕獲頭数は増加したものの、農地や集

落周辺での被害が減っていないことが平成26(2014)年度の調査で明らかに

なった。さらに、捕獲に対する地域住民の協力や理解が十分でなかったた

め、捕獲者が農地・集落周辺で捕獲しにくい状況にあることが判明した。

このため、平成27(2015)年度より島内各地で開催

している被害相談会において、GISにより可視化した

鳥獣侵入防止柵の設置状況やGPS機能付きカメラによ

る捕獲情報を、地域住民、捕獲者、行政で共有するこ

とにより、地域住民が主導する捕獲対策に取り組んで

いる。

【取組の成果】

関係者間の連携が強化されたほか、GIS

による可視化によって、現状を客観的に

評価できるようになった。このことによ

り、戦略的な捕獲が行えるようになり、

被害額は年々減少し、平成30(2018)年度

には約４百万円と大幅に減少した。

これらの取組が評価され、令和元（20

19）年度鳥獣対策優良活動表彰において、

農村振興局長賞を受賞した。

【今後の展望】

鳥獣被害額は減少したものの被害を完全に防ぐまでには至っていないこ

とから、今後とも継続して対策に取り組んでいく。

GISを活用した捕獲情報の管理・分析

（長崎県対馬市）

【問合せ先】九州農政局農村振興部農村環境課 担当者：鳥獣被害対策係

代表：096-211-9111（内線4621）

GISを活用した集落被害対策検討

GISによる被害対策の可視化

つ し ま し

農村振興・地域活性化 － 鳥獣被害対策 －
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『脊振ジビエ』の取組

（佐賀県神埼市、吉野ヶ里町）

【取組内容】

吉野ヶ里町では、鳥獣害対策として捕獲されるイノシシの有効活用と捕獲の効
率化を図るため、平成29(2017)年度にジビエ処理施設を整備し、神埼市と共同で
野生鳥獣の食肉（ジビエ）を地域資源として活用に取り組んでいる。

【取組に至った経緯】

神埼市と吉野ヶ里町では、農作物の被害を軽減させ
るため、イノシシ等の有害鳥獣の捕獲を行っていたが、
捕獲個体の多くは山林等で埋設処分する必要があり、
作業負担が重いことから、捕獲効率を高める上でのボ
トルネックとなっていた。また、捕獲したイノシシ肉
が有効活用されず無駄に廃棄されていたことから、ジ
ビエ処理施設を整備し、ジビエとして有効活用を図る
こととした。

【取り組む際に生じた課題と対応】

新たに整備するジビエ処理施設を安定して運営するとともに、地域全体で捕獲
作業の効率化を図るためには、捕獲したイノシシ等の処理方法を統一し、ジビエ
処理施設に効率的に集める仕組みを作る必要が生じた。

このため、ジビエ処理施設の運用開始前に、神埼市、吉野ヶ里町の担当者から
捕獲従事者に対して、捕獲した鳥獣の処理方法について説明を行い、鳥獣対策交
付金の捕獲確認については全て同施設で行うようルールを変更するほか、ジビエ
利用できない捕獲個体であっても全てジビエ処理施設が引き取ることとし、理解
を求めた。

【取組の成果】

ジビエ処理施設までの移動時間やガソリン代等の経費が新たな負担となったも
のの、捕獲地点での埋設処理に要していた作業負担が軽減されたことにより、ジ
ビエ処理施設への捕獲個体の搬入ルールは捕獲従事者に受け入れられ定着した。
神埼市、吉野ヶ里町でのイノシシの捕獲頭数は、平成25(2013)年度の308頭から

平成30(2018)年度には841頭まで増加し、捕獲効率の向上が図られている。
また、全ての捕獲個体がジビエ処理施設へ集められることとなったため、ジビ

エ利用可能な個体の確保が容易となり、平成30年度のジビエ利用率約16％（133頭
／841頭）と全国平均の９％より高い値となっている。

【今後の展望】

今後とも地域住民、捕獲従事者、行政が一丸と
なって有害鳥獣対策を継続し、捕獲鳥獣を地域資
源として有効活用していくため、「脊振ジビエ」
のブランド化を図っていく。

【問合せ先】九州農政局農村振興部農村環境課 担当者：鳥獣被害対策係
代表：096-211-9111（内線4621） FAX：096-211-9812

脊振ジビエ処理施設

脊振ジビエの商品例

農村振興・地域活性化 － ジビエ利用拡大 －

か ん ざ き し よ し の が り ち ょ う
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農村振興・地域活性化 － 棚田を含む中山間地域 －

『棚田を核にした地域おこし』

『秋元集落』（宮崎県西臼杵郡高千穂町向山）

【取組内容】
地域資源の見直しと地域内体制整備により、女性や若者

が生き生きと６次産業化に取り組み、滞在型グリーンツー
リズムも大成功。若者が自然と集まり、限界集落の未来を
つくるモデル地域となっている。

【取組に至った経緯】
田舎で働き隊の若者たちがアンテナショップを開催し、触発された女性たちが無

人直売所を開設。
これらの取組に対して、現場でマネジメントする人が必要と感じた行政マンが早

期退職し、法人格を持たない協議会を設置。地域資源の見直しと多角的農村ビジネ
スを検討。

【取り組む際に生じた課題と対応】
加工と民宿を試行するものの競合品に勝る優位性がない、民宿も赤字経営など、

旅行者のニーズ分析と地域の特性分析との突合ができておらず難航。

【取組の成果】
○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、

①棚田を中心とした農村景観や地域の神話史跡を活かしたムラづくりと、
②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、専門機関と連携してどぶろ
く・あまざけを生産し、約１億円の売上から雇用や地域還元の域内経済循環を創出
している。
○棚田の耕作率100％
○新規雇用２人（雇用者数14人）、研修生年間10人

【今後の展望】
○生産規模・外国向け販路拡大
○旅行者の滞在拠点づくり
○他地域へのコンサルティング活動

あ き も と たか ち ほ ちょ う むこうやまに し う す き ぐ ん

秋元の棚田

民泊「まろうど」 海外からの民泊客 乳酸菌入りあまざけ「ちほまろ」

【問合せ先】 九州農政局農村振興部地域整備課 TEL:096-300-6510
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農村振興・地域活性化 － 農泊推進 －

【取組内容】

・国内外の教育旅行やＦＩＴ＊1の獲得に向けて、パンフレットやファームステイガ
イドを整備。

・地域連携ＤＭＯ＊２（（一社）豊の国千年ロマン観光圏）と連携し、旅行商品やツ
アーを開発、販売。

・ラクビーワールドカップ2019観戦客に向け、Airbnb
（個人型予約サイト）登録を推進、地域資源を活か
した体験プランや着地型商品を開発するとともに、
インバウンド向けのＨＰを作成。

＊１「FIT(ForeignIndependentTour)」とは、団体旅行やパッケージング
ツアーを利用することなく個人で手配する海外旅行のこと。

＊２「DMO(DestinationManagementOrganization)」とは、地域の観光資源に
精通し地元と連携しながら観光地域づくりを行う法人のこと。

【取組に至った経緯】

都市農村交流による地域の活性化を図ることを目的
として、平成18（2006）年に事務局を豊後高田市農林
振興課内（平成24（2012）年からは事務局を豊後高田
市観光まちづくり株式会社）に置き、「豊後高田市グ
リーンツーリズム推進協議会」を設立し、一軒完結型
農泊による修学旅行客を中心に受入を開始。

【取り組む際に生じた課題と対応】
・地域間の競争が激しくなる中、いかに他地域と差別化

を図り独自の取組を打ち出すかを考え、ＩＣＴ（スマ
ートフォンやタブレット）を活用した探究型プログラ
ム（ＧＥＰ＊３昭和の町）を開発。

・地元の特産品である白ネギを訪日外国人客らに魅力あ
る食材として提供できるかを考え、豊後高田版カルソ
ターダ（ネギの丸焼きをメインとしたスペインの冬の
名物料理）をメニュー化。

＊３「GEP(GlobalExplorationProgram)」とは、主体的に、対話的にICTを活用した深い学びを実現する探求型
プログラムのこと。

【取組の成果】
・国外の学校団体（特にアジア圏）が増加し、令和元年度は389人（アジア圏：348
人）を受け入れ、平成27年度の約４倍増。

・Airbnbの登録が14軒まで拡大し、ラクビーワールドカップ開催期間中だけで延べ
60泊（25人）のインバウンド（オーストラリア、イギリス、フランス、アメリカ）
を受入。

【今後の展望】

・農山漁村のさらなる能力向上と訴求力を高め、ゴールデンルートでは決して提供す
ることのできない田舎ならではの滞在プランと商品開発を行い、豊後高田市への誘
客の確立化を目指す。

『国内外からの教育旅行やＦＩＴの受入を強化』
豊後高田市グリーンツーリズム推進協議会

（大分県豊後高田市）
ぶ ん ご た か だ し

パンフレット・FarmStayガイド

ＧＥＰ昭和の町

ラクビーＷＣのサポーター中国からの修学旅行生

豊後高田版カルソターダ

【問合せ先】豊後高田市観光まちづくり株式会社 TEL: 0978-23-1860
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農村振興・地域活性化 － 農福連携 －

『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）

【取組内容】
・当事業所は大分市大南地区において、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、加工事業として、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、作業受託事業として、上記の高菜の栽培や高菜の一次加工のほか、
大根栽培等を地元農業法人から受託。その他、当事業所が借り受けている農地１haに
おいて、甘藷、カブ等の生産と販売を実施。

・これらの作業に当事業所の利用者（障害者）36名（平成30（2018）年現在）が従事。
【取組に至った経緯】
・当事業所は、昭和60（1985）年より、農地の管理や大根、甘藷等の栽培など農業を中

心とした取組を行ってきた。
・平成16（2004）年にHACCP対応型の漬物工場を新設。梅干し、大根等の漬物加工販売

に着手。
・平成28（2016）年に県主導のもと、地元の農業法人、大阪の漬物メーカーと提携して

高菜の大規模生産と加工に着手。
【取り組む際に生じた課題と対応】
・高菜の取組は、漬物メーカーが大分県下での高菜漬けの原料確保について大分県に相

談したことがきっかけ。当初、県は当事業所に対応を相談。高菜栽培に必要な６haの
農地の確保、栽培技術、一次加工の施設整備が課題であった。

・このため、①地元農業法人が高菜栽培に必要な農地の確保と栽培を行うとともに、一
次加工に必要な施設整備を行う、②当事業所が高菜栽培や一次加工に必要な労力の提
供を行う、③一次加工された高菜を漬物メーカー（一部は当事業所）が買い取ること
で対応。また、高菜の大規模な栽培に当たっては、大分県中部振興局が土壌調査に基
づく堆肥や肥料の種類や量等について指導を行った。

【取組の成果】
・当事業所の売上は、農業法人や漬物メーカーとの連携前の平成27（2015）年の7,700

万円から、連携後の平成30（2018）年は8,670万円と12％増加。
・当事業所の利用者数も平成27（2015）年の30名から平成30（2018）年には36名と増加。

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。
【今後の展望】
・農業法人の規模拡大と連携して、高菜や梅干しの加工施設の建設、サツマイモや大根

の貯蔵・加工・出荷施設の整備を行い、海外を含め販路拡大を図ることにより、障害
者のさらなる就労の場を確保する。

高菜の栽培状況 高菜の一次加工施設 HACCP対応の漬物工場

＊障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」の詳細は九州農政局ホームページの「九州農政局管内の農福連携事例」
（「九州農福事例」で検索）を参照ください。

【問合せ先】障害福祉サービス事業所「ひまわり畑」TEL: 097-595-1711

お お い た し
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農村振興・地域活性化 － 高収益な農業の実現 －

『高収益作物の生産を拡大し、社会福祉法人が農業に参入』

豊前地区（福岡県豊前市）

【問合せ先】 福岡県農村森林整備課 TEL:092-651-1111

ぶ ぜ ん しぶ ぜ ん

【取組内容】
社会福祉法人が設立した農業生産法人が、

基盤整備事業を契機として、高菜、ゴボウ、
トウモロコシ等の高収益作物の生産を拡大
している。

また、ゴボウは、加工施設でゴボウ茶や
菓子等に製品化し、直売所の他、ネット通
販や百貨店で販売している。

【取組に至った経緯】
本地区の現況水路は、老朽化による漏水や法面崩壊による土砂の堆積等により著

しく通水が阻害され、不整形なほ場形状であることから、営農に支障をきたしてい
た。また、農業経営が零細で高齢化、後継者不足も進んでいたため、農業経営の安
定と地域活性化が課題となっていた。

【取り組む際に生じた課題と対応】
上記の課題に対応するため、農地の

区画整理、農業用用排水路や農道の整
備を行った。これにより農地が集積さ
れ、生産性の向上が図られた。

また、社会福祉法人が、障がい者の
「働きたい！」に応えて、農業生産法
人を設立して農業へ参入。農作業や加
工作業の労働力として障がい者を雇用
した。

【取組の成果】
高収益作物の拡大、農業と福祉の連携による雇用創出と地域活性化の取組により、

法人設立後５年間で経営面積が約2.6倍になるなど規模拡大が進められ、１日平均約
50名の障がい者が農作業や加工業に従事し、経営の安定や地域活性化に寄与してい
る。

【今後の展望】
農業生産法人が借り受けている本地区以外の農地についても、ほ場整備を行い、

更なる農業経営の安定化に繋げることや近隣の保育園や学校と協力し、野菜の収穫
体験なども行っていくこととしている。

不整形な農地 区画整理、水路整備された農地
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農村振興・地域活性化 － 国営土地改良事業 －

国営緊急農地再編整備事業 駅館川地区(大分県宇佐市)
やっかんがわ

国営かんがい排水事業 沖永良部地区(鹿児島県和泊町、知名町)

【問合せ先】 九州農政局農村振興部設計課 TEL:096-211-9111（内線4720）

干ばつによるサトウキビ被害

本地区は、奄美群島の沖永良部島にあり、地理的・
経済的に不利な地域であるばかりでなく、台風、干ば
つなど厳しい自然条件下にある。特に、島全体が珊瑚
礁が隆起してできた琉球石灰岩で形成されており、農
業用水の確保が困難であるため、不安定な農業を余儀
なくされている。

このため、本事業では、新規に地下ダム及び用水路
等の基幹的な農業水利施設を整備し、併せて関連事業
により、末端かんがい施設の整備、区画整理等の基盤
整備、農業用水の安定的な確保を行い、農業生産性の
向上と農業経営の安定化を図る。

止水壁の施工状況

国営緊急農地再編整備事業 駅館川地区(大分県宇佐市)

宇佐市安心院町では、昭和30年代後半～昭和50年半ばにかけて、国営事業により、か
んがい排水事業と農地開発事業が実施された。農業者と地域の弛まぬ努力もあって西日
本一のブドウ産地が形成された。

しかしながら、農業者の高齢化、後継者不足に加え、小区画・不整形といったほ場条
件の悪さから、農作業の機械化が図れないこともあり耕作放棄地が増加傾向にあった。
また、農業水利施設の老朽化によって維持管理に多額の費用を要す状況になっていた。

このため、ほ場の大区画化及び農業水利施設の改修により、担い手への農地集積を進
め、農業の振興と地域の活性化に資することを目的に事業を実施。

集積され大区画化された農地には、地元企業が参集し新たな雇用が生まれているほか、
醸造用ブドウ栽培を福祉施設に委託した農福連携、農家民泊や農業体験等のグリーン
ツーリズムや６次産業化の取組が進められている。

やっかんがわ

農業体験 安心院ワイン現在の農地 区画整理後

お き の え ら ぶ

う さ し
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