
見たい！知りたい！九州農業２０２１（概要）

九州農政局



○ 「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、４年目となる令和３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「畜産王国九州」とした。

構成

１．畜産王国九州

２．農林水産物・食品の輸出拡大

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．スマート農業の推進

６．人・農地プランの実質化と農地集積・集約化

７．女性農業者の活躍

８．棚田を含む中山間地域等の活性化

９．環境保全型農業の推進

１０．ジビエ利用拡大・鳥獣被害対策

１１．農泊・農福連携の推進

１２．自然災害への対応

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

（参考）九州農業の特徴

趣旨



○ 九州は全国の畜産の農業産出額の約３割（約８千億円）を占める我が国最大の畜産物供給基地。

○ 全国における九州の畜種別農業産出額の占める割合は、肉用牛が約４割、豚が約３割、ブロイラーが約５割。

○ 全国の家畜市場における肥育素牛（子牛）取引の約５割が九州で行われており、全国の和牛生産の供給源。

１．畜産王国九州 （本文2頁～8頁）

単位：億円、％

肉用牛 乳用牛 豚 ブロイラー 鶏卵

全国 7,482 9,353 6,122 3,510 4,595

3,119 801 1,869 1,704 643
(41.7) (8.6) (30.5) (48.5) (14.0)

（　　）内は全国に占める九州の割合

九州

〇 畜種別の産出額（令和元年）
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○ 九州の畜産の農業産出額は、平成22（2010）年４月に宮崎県で発生した口蹄疫の影響からの回復、国内の畜産物の堅調な需要を
背景に、平成22（2010）年以降、増加傾向で推移。

○ 九州各県は、全国の畜種別農業産出額の上位にいずれかの県が含まれており、主要な産地。

○ 特に、鹿児島県、宮崎県は畜産の占める割合が６割超であり、農業の中でも畜産が基幹産業。

１．畜産王国九州 （本文1頁～2頁）

〇 九州における過去10年の畜種別農業産出額の推移

〇 九州各県の農業産出額に占める畜産の割合（令和元年）

資料：令和元年生産農業所得統計（都道府県別） 注：その他畜産を除く

〇 九州各県の全国における畜種別農業産出額の順位（令和元年）
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○ 九州の生産現場では、消費者のニーズの高度化・多様化に対応した畜産物のブランド化や６次産業化等の取組が伸展。

○ 九州農政局では、国内外での畜産物のニーズの高まりに対応し、より安定的な畜産物の供給を図るため、経営基盤の強化、国産
飼料に立脚した資源循環型畜産への転換を支援。また、畜産農家の経営努力ではカバーしきれない畜産物の知的財産の保護や輸
出の戦略的拡大を実行。

１．畜産王国九州 （本文3頁～4頁）

・ 大分県、佐賀県は黒毛和牛の格付けで新たなブランド
化を図り、ブランド価値を高めるとともに手頃な価格で
の和牛ニーズにも対応。

・ 熊本県、宮崎県、鹿児島県は海外展開も視野に入れ、
ブランドの名称を海外でも保護し他産地との差別化を図
るため、ＧＩ（地理的表示）として登録。

＜ブランド化＞
○ 消費者ニーズに対応した和牛の取組

・ 有限会社鈴木養鶏場は、平成18（2006）年から採卵鶏
に飼料用米を供給した高付加価値卵「豊の米卵」を県内
の百貨店等で販売。規格外の卵はロールケーキ等に加工
し、直売所で販売。

○ 高付加価値卵を活用した取組

「豊の米卵」 米を給与した卵の
ロールケーキ

＜経営基盤の強化＞

・ 平成27（2015）年３月に協議会を設立、補助事業を活用し27
棟の牛舎を整備。

・ 平成26（2014）年度には約４千頭まで減少していた肉用繁殖
雌牛は約５千頭に増加。

五島地域における肉用繁殖雌牛飼養頭数の推移（各年度４月１日付け 長崎県調べ 単位：戸、頭）

・ 平成17（2005）年、茶園に隣接する放棄地（林地）での試験
放牧を実施。

・ 平成18（2006）年以降、補助事業を活用し放牧地の面積を
拡大。生産コストを６割の削減に成功し、省力的な周年親子
放牧体系を確立。

2005年 2008年 2015年 2020年

放牧面積 5ha 12ha 17ha 22ha

放牧頭数 3頭 8頭 22頭 50頭

冨貴茶園の放牧面積等の推移

＜資源循環型畜産への転換＞

＜６次産業化＞

○ 五島地域畜産クラスター協議会 ○ 有限会社 冨貴茶園

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31（R1） R2

飼養戸数 328 322 308 294 287 288 281 283 283
繁殖雌牛頭数 4,219 4,161 3,995 4,030 4,083 4,150 4,322 4,643 4,793
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１．畜産王国九州 （本文5頁～7頁）

＜知的財産の保護＞

・ 九州農政局では、和牛遺伝資源の適切な流通管理及び知的財産としての価値の保護強化のため、令和２（2020）年から、家畜
人工授精所への立入検査を実施。

＜輸出の戦略的拡大＞

・ 九州は牛肉の主要産地であり、特に、高度な衛生条件をクリアした米国、EU向け認定施設の約半数は九州に集中。

・ 畜産物は「輸出拡大実行戦略」において、海外で評価される輸出拡大余地の大きい重点品目に選定。輸出向けの生産を行
う輸出産地として、九州では17産地がリスト化。

・ 九州農政局では、補助事業により産地ごとに生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る体制（コンソーシアム）の構築、
コンソーシアムが実施する商談、産地の特色を活かしたプロモーション等を支援。

〇 牛肉輸出認定施設（対米、対米及びEU向け）の数及び九州管内の所在地（R2.10.31現在）

品　目 目標額(2025年) 海外で評価される日本の強み

牛肉 1,600億円 和牛として世界で認められ、人気が高い

豚肉 29億円

鶏肉 45億円

鶏卵 63億円 半熟たまごが浸透し、生食できる卵としての品質が評価

牛乳・乳製品 328億円 香港や台湾で品質が高評価

とんかつ、焼き鳥など日本の食文化とあわせて
海外の日本ファンにアピール

〇 輸出拡大実行戦略における畜産品の輸出目標額

〇 輸出拡大実行戦略に基づきリスト化された九州の畜産品の輸出産地

資料：農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略

資料：輸出産地リスト（R3.5.27現在）
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○ 農林水産省では、令和12（2030）年に農林水産物・食品の輸出額を５兆円にする目標を設定。「農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する法律（令和２（2020）年４月施行）」に基づき、同年12月に「農林水産物・食品輸出実行戦略」を決定。日本の強み
を有する27品目を輸出の重点品目と位置づけ、継続的に輸出に取り組む輸出産地を公表・支援することで、輸出促進体制を強化。

○ 九州農政局では、輸出の拡大を図るべく、輸出に意欲的な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、情報提供や取組状況の報告、輸出プレイヤー間の交流・商談の場を提供。

２．農林水産物・食品の輸出拡大

< グローバル産地の形成 (令和２年度採択地区) >
全国：63地区
九州：18地区（全国の約29％）(※下線は令和２年度新規採択）

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：８地区（きんかん、かんしょ、養殖ブリ等、牛肉、

キャビア、鶏肉、甘酒、ゆず）
鹿児島：４地区（きんかん、有機抹茶、茶、かんしょ）

< 令和２年(１-12月)農林水産物・食品の輸出額 >

全国・・・9,217億円

九州・・・ 899億円
※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 >

・ 鹿児島県薩摩半島において、品質・鮮度にこだわった
キャベツを生産し、シンガポール、台湾等に令和元年か
ら輸出を開始。

・ 2016年にJGAP認証、2020年にASIAGAPver2.2認証を取得
し、取引先の商品サイズ等の要望にも柔軟に対応。
令和３(2021)年から新たに台湾への輸出を開始するな

ど、輸出先国のニーズに柔軟な対応をすることで積極的
に輸出拡大に取り組んでいる。

〇大吉
だいきち

農園（鹿児島県） 

[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、鶏肉等の畜産物やかんしょが多く輸出され、
ブリ等の水産物や木材の輸出も盛ん

[輸出先]
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28頁～31頁、98頁）

< 輸出重点品目の輸出産地リスト >
全国・・・1,261産地
九州・・・46産地（林産物・水産物・加工食品、アルコール類は除く）

【九州7県の輸出産地】 畜産物／17産地 農産物／29産地 （10品目、計46産地）

輸出先国のニーズに
合ったキャベツ栽培

福岡県 4品目 　4産地 鶏肉、かんきつ、いちご、茶
佐賀県 3品目　 3産地 かんきつ、いちご、茶
長崎県 4品目　 4産地 かんきつ、いちご、野菜（かんしょ）、茶
熊本県 6品目 　7産地 牛肉、牛乳乳製品、かんきつ、いちご、野菜（かんしょ・その他の野菜）、茶
大分県 4品目 　4産地 牛肉、ぶどう、かんきつ、野菜（かんしょ）
宮崎県 6品目 　6産地 牛肉、鶏肉、鶏卵、かんきつ、野菜（かんしょ）、茶

鹿児島県 6品目　18産地 牛肉、豚肉、鶏肉、かんきつ、野菜（かんしょ・その他の野菜）、茶
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○ 令和２（2020）年は、水稲の害虫トビイロウンカが大量発生し、九州４県において病害虫発生予察情報の警報を発表。また、
サツマイモ基腐病のまん延防止と被害低減に向け、国、試験研究機関、県が連携し、防除技術の開発や対策の普及を推進。

○ 特定家畜伝染病については、令和２（2020）年11月に、九州では３年９ヶ月ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが福岡県で
発生し、翌年２月までの間に４県15農場で発生を確認。発生県から防疫作業支援の要請を受け、延べ203名の職員を派遣し、迅
速な防疫措置によるまん延防止を実施。国内では豚熱も発生しており、近隣諸国でのアフリカ豚熱等の発生状況に鑑みれば、飼
養衛生管理基準の遵守の徹底が急務。

３． 農畜産物の防疫対策

〈畜産物の防疫対策〉

○ 高病原性鳥インフルエンザの発生状況

・九州では、４県15農場(宮崎12、福岡、大分、鹿児島各１)で発生
し、まん延防止のため、約110万羽を殺処分

○ 九州農政局の対応

鳥インフルエンザの発生を受け、

・農場防疫作業に計33回、延べ203名の

職員を派遣（管外を含む）

・小売店舗等における不適切表示に関す

る調査、メルマガや公式YouTubeチャ

ンネルBUZZ MAFFを活用した情報を発信

○ 九州農政局の取組

・飼養衛生管理基準の遵守に必要な消毒

機器、防鳥ネット、野生動物侵入防止

柵の整備等へ支援

・家畜伝染病の発生に備え、防疫作業支

援者リストの整備、防疫演習の実施、

各県が行う防疫演習への参加による防

疫作業の流れや手順等の確認を実施

〈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４件、注意報43件、特殊

報17件（警報はすべてトビイロウンカ）

・サツマイモ基腐病のまん延防止と被害低減に向けた対策等を周知

○ 九州で特に警戒している主な病害虫

（本文36頁～38頁）

発生農場での防疫作業(宮崎県)

養豚農場に設置された野生動物
侵入防止柵（宮崎県）

基腐病によるかんしょ被害(農研機構生研支援センターイノベーション
創出強化研究推進事業（01020C）令和元年度版マニュアルより引用)

サツマイモ基腐病のまん延を防ぐ
ために（九州農政局ＨＰ）

果実・果菜類の大害虫ミカンコミバエ種群（左：成虫、右：誘殺板）
（植物防疫所、沖縄県病害虫防除技術センターＨＰより引用）

○ 基腐病 防除対策
リーフレット
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〇 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、農業所得を向上させることが重要。九州農政局においては、水

田の基盤整備と、野菜や果樹等への転換を一体的に実施することにより、水田における高収益作物の導入を推進。

〇 推進に当たっては、県ごと、地域ごとに意見交換を行い、地域の意見要望を踏まえた計画作りに向けた助言や支援策等を提示。

○ 現在、九州で52の産地（令和３(2021)年３月末現在）が創設され、水田における野菜、果樹、花き等の高収益作物への転換が

拡大。

４． 水田農業における高収益作物の導入

県 市町村 産地数 品目

福岡
朝倉市、筑前町、筑
後市、上毛町、那珂
川市、行橋市

５
アスパラガス、ゆり、コケ、子実
用とうもろこし、ホウレンソウ

長崎
平戸市、壱岐市、五
島市、雲仙市、南島
原市、西海市

２６
秋ばれいしょ、ブロッコリー、た
まねぎ、かぼちゃ、アスパラガス、
レタス、トマト等

熊本 熊本市、嘉島町、玉
名市、八代市

５
ミニトマト、ナス、イチゴ、トマト、
アスパラガス

大分
大分市、臼杵市、佐
伯市、日田市、豊後
高田市

１０
キク、イチゴ、ぶどう、キウイフ
ルーツ、レモン、栗、枝豆、梨、
白ねぎ、ほうれん草

鹿児島 日置市、曽於市 ６
ミシマサイコ、葉ねぎ、さつまい
も、さといも、キャベツ、たまね
ぎ

九州各県の高収益作物の産地数九州各県の高収益作物の産地数

○ 集落営農法人や認定農業者が儲かる水田営農を目指し、露地
野菜の栽培実証・先進事例調査・担い手組織の育成等の取組を
実施。

○ 栽培実証により高収益作物導入を推進した結果、露地野菜の
作付面積が拡大。
・ブロッコリー： H30→R2で50a増加
・ばれいしょ ： H30→R2で100a増加
・キャベツ ： H30→R2で290a増加

○ 基盤整備水田の効率的な
利用を図るため、営農意向
に関するアンケート調査を
実施。

○ 今後は、地域で作成した
営農行程表をもとに、担い
手組織の育成・強化や中核
農家への農地集積、高収益
作物の生産拡大等に取組、
今後は新規就農者も参入し
た、魅力ある産地となるこ
とを期待。

『基盤整備水田における新たな園芸品目の導入』
駄野地域園芸産地づくり協議会（長崎県波佐見町）

キャベツの収穫作業

（本文45頁、104頁）
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○ 九州農政局では、「九州スマート農業技術情報連絡会議（令和元年５月設置）」の活動を通じて、管内のスマート農業加速化実証プ

ロジェクトで得られた技術的・経営的効果を発信するとともに、各県と連携し「見られる・試せる・体験できる」機会の拡大や取組事

例の紹介等を行うことで、スマート農業技術の現場実装を推進。

○ 令和２（2020）年７月、「九州スマート農業技術情報連絡会議」を７つの会場をWEBで繋いで開催。令和３（2021）年１月、ホームペ

ージに「九州スマート農業プロジェクト成果発表＆マッチングon the WEB」の動画を掲載するとともに、プロジェクト参加企業の協力

を得て電話相談会を開催。同年２月、農業支援サービスをテーマに「九州スマート農業推進リモートフォーラム」 を開催。

５． スマート農業の推進

福岡県 2 ⼤分県 3
佐賀県 2 宮崎県 5
⻑崎県 5 ⿅児島県 11
熊本県 7

※ローカル５Gは「茶園」における作業機の超高速・
超低遅延による自動運転等の実証

鹿児島経済連では、JA組
合員からの作業申請を受
け、 職員がほ場確認や薬
剤選定を行いドローン防除
作業を実施。

Inaho（株）は、アスパラ
収穫ロボットを無償レンタ
ルし、収穫量に応じた利
用料を徴収するRaaS方式
の事業を佐賀で実施。

九州スマート農業技術情報連絡会議(R2.7.28)

九州スマート農業リモー
トフォーラム(R3.2.19)

九州スマート農業プロジ
ェクト成果発表＆マッチ
ングon the WEB(R3.1.22)

【管内の実証プロジェクト】 【令和２年度の主要イベント実績】 【 農業支援サービスの事例】

①専門作業受注型

②機械施設供給型

（計：35地区）

③データ分析型

テラスマイル（株）は、ITを
活用したデータ分析で農家
の経営を支援するサービス
を実施。

（本文49頁～50頁、108頁）
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○ 人・農地プランの実質化の取組状況は、実質化済が2,530地区、取組継続中が2,955地区（令和３（2021）年３月末現在）。令
和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、多くの地域で話合い等の取組を中断せざるを得なかったため、
こうした地域では工程表の見直しを行い、令和３（2021）年度中における実質化を目標に取組を推進。

○ 九州における担い手への農地集積率は51％（令和３（2021）年３月末現在）で、都府県平均（46％）より高いが、近年は伸び
が鈍化しており、取組の強化が必要。九州農政局では、関係機関・団体と連携しながら、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。

６．人・農地プランの実質化と農地集積・集約化

＜事例：ワークショップ方式による徹底した話合い＞

○ 宮崎県高千穂町

・ 高千穂町では、地域の話合いにワークショップ方式を取り入れ、農業経
営主、配偶者、後継者、土地持ち非農家など幅広い参加を呼びかけ、徹底し
た話合いを実践している。

・ ワークショップでは、アンケート結果について感じたこと、地域の課題
や自慢できること等を付箋紙に書き出したり、水土里情報システムを使った
航空写真を準備し、今後も維持していく農地、維持できない農地等に色つき
のシールを貼ってもらうなど、参加者の視覚に訴え、考えてもらう工夫を取
り入れている。

・ また、全員一度は発言することや人の発言は否定しないことをルール化
して意見の出やすい雰囲気を作っている。

（本文52頁、58頁）

貼り出された付箋紙 話合いに用いた地図

＜担い手への農地集積率＞

＜人・農地プランの実質化の取組状況（令和３年３月末現在）＞

福岡県 310 57,207 268 23,907 578 81,114

佐賀県 231 22,446 693 24,529 924 46,975

長崎県 356 21,572 460 26,608 816 48,180

熊本県 370 47,096 700 54,501 1,070 101,597

大分県 470 24,449 173 9,783 643 34,232

宮崎県 290 19,718 356 31,695 646 51,413

鹿児島県 503 80,845 305 31,289 808 112,134

合計 2,530 273,332 2,955 202,312 5,485 475,644

県名

１．実質化済
２．実質化の取組を

継続中
合計

（１＋２）

地区数 耕地面積
（ha）

地区数 耕地面積
（ha）

地区数 耕地面積
（ha）

平成26年３月末 令和３年３月末 増減

42.5% 50.5% +8.0%

48.7% 58.0% +9.3%

都府県 35.7% 46.1% +10.4%

九　州

全　国
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開 催 日：令和３（2021）年３月１日

目 的：農村地域における男女共同参画の推進と九州地域の

女性農業者のネットワークづくりを促進

参加人数：九州各県で活躍する女性農業者 12名

概 要：参加者の経営概要や取組のPR、既にネットワーク化

している４県の農業女子グループの活動報告を受け、

悩み事相談に対するアドバイスなど、活発なやり取り

が行われた。

9.3 
12.1 

13.6  13.6  14.1 

8.1 

10.6 
11.8  12.1 

12.3 

5.0

10.0

15.0

20.0

H28年 H29年 H30年 R元年 R２年

九州 全国

○ 農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保に対する取組の一つとして、農林水産業と地域の活性化において重要な役割を果
たしている女性農業者の経営・社会参画を進めることが重要。

○ 九州農政局では「第４次男女共同参画基本計画（平成27（2015）年12月閣議決定）」に基づき、農業委員や農業協同組合役員
への女性の登用拡大要請、家族経営協定の締結状況・効果等の情報提供、女性農業者との意見交換会等を積極的に開催。

○ 「第５次男女共同参画基本計画（令和２（2020）年12月閣議決定）」に基づき、引き続き、農山漁村に関する方針決定過程へ

の女性の参画と女性が能力を発揮できる環境整備に向けた取組を推進。

７.女性農業者の活躍

家族経営協定締結農家数（九州）

※各年10月1日現在 【経営局調べ】

※各年とも３月31日現在。【経営局調べ】

農業委員に占める女性の割合の推移

意見交換会（熊本会場）の様子参加した農業女子グループのロゴ

〈九州の農村地域における女性の方針決定過程への参画状況等〉 〈九州女性農業者意見交換会〉

9,614 

12,977 
14,317  15,388 

0

5,000

10,000

15,000

H17 H23 H27 R2

（本文56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、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
承等の多面的機能に寄与。

○ 同地域は、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
の維持に悪影響が生じており、活性化を図るため、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の支援を実施。

８．棚田を含む中山間地域等の活性化 （本文63頁～64頁、117頁）

○世界農業遺産・日本農業遺産

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
世界農業遺産：九州３地域（世界62地域、国内11地域）
日本農業遺産：九州２地域（国内22地域）

田野・清武地域（宮崎県）
（令和３年２月 日本農業遺産認定）

○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(R3.4.16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107施設、国内42施設）

山田堰・堀川用水・水車群
（福岡県 朝倉市）
（平成26年登録）

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）

・令和元年８月に棚田地域振興法の施行

○＜事例＞世界文化遺産登録を契機にした取組（長崎県平戸市春日町）

平戸市と連携し、耕作放棄地を活用した農業体験や６次産業化等の取組、空き家
を改修した集落拠点「かたりな」の開設による住民と来訪者との交流を展開。

また、棚田を含む集落が、構成資産として世界文化遺産に登録（2018年）されたこと
に伴い、以下の成果があったところ。

・観光客の増加 1,500人（平成29年）→20,000人（令和元年）

・企業と連携し、棚田米を使った日本酒・菓子等を商品化
・２世帯がＵターンし子どもが増加

今後も、棚田の保全及び農泊や農家カフェ、６次産業化の推進を図り、棚田の多面
的機能を活かした取組を推進。

白川流域かんがい用水群
（熊本県 熊本市・菊陽町・大津町）

（平成30年登録）

菊池のかんがい用水群
（熊本県 菊池市）
（令和元年登録）

日南市（宮崎県）
（令和３年２月 日本農業遺産認定）

県 名
指定棚田地域の

指定状況 うち指定棚田地域振興活動計画が策定されている
指定棚田地域数（振興活動計画数）

福岡県 10地域 ９地域（３計画）

佐賀県 10地域 ８地域（８計画）

長崎県 ７地域 ２地域（２計画）

熊本県 34地域 16地域（８計画）

大分県 101地域 ７地域（３計画）

宮崎県 21地域 10地域（４計画）

鹿児島県 ３地域 ２地域（１計画）

計 186地域 54地域（29計画）
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○ 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）の作付けなど、環境保全に効果の高い取組活動を「環境保全型農業直接支払交付金」により支援。
九州における同交付金の取組面積は6,994haで、全国の8.8％（令和２（2020）年３月末現在）。内訳は、有機農業2,318ha

（33.1％）、カバークロップ1,799ha（25.7％）、堆肥の施用1,320ha（18.9％）、IPM＊1,297ha（18.5％）。

○ 農林水産省では、持続可能な農業の確立を目指して経営や技術の改善等に意欲的に取り組む農業者等を表彰する「未来につな
がる持続可能な農業推進コンクール」を実施。同コンクールにおいて、九州の農業者が生産局長賞を受賞。

＊ Integrated Pest Managementの略。病害虫の発生状況に応じて、天敵や粘着版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ながら病害虫の発生を抑制する防除技術。

９． 環境保全型農業の推進 （本文67頁）

有限会社肥後あゆみの会（熊本県宇城市）
平成13（2001）年に、有機農業に取り組む生産者が「肥後あゆみの会」を設立し、16haの圃場で有機

JAS認証を受け、有機栽培を核とした経営モデルを確立。
現在では、研修生の受入れを行い、研修後は、農地やハウスを手配し生産した有機農産物を同会を通

じて販売するなど、新規就農者や地域の有機農業の担い手を育成。

＜事例 令和２（2020）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）

で生産局長賞を受賞した取組＞

株式会社アグリ・コーポレーション（長崎県五島市）
平成23（2011）年の会社設立から10年間で10haの耕作放棄地の解消に取り組み、現在、40haで有機

JASかんしょを生産。
商品開発では、香料・着色料・保存料を使用しない赤ちゃん用の食べるおしゃぶり「オーガニック

おしゃぶー」や、規格外品を活用した「かんころ餅」等を開発し、農産物を無駄なく利活用。
国内では取引需要が少ないＳサイズを、有機農産物の需要が多い香港等に輸出するなど、市場開拓

にも積極的に取り組んでいる。

オーガニックおしゃぶー

自社加工品
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○ 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・離農の増加等の要因となり、農山漁村で深刻な状況。

〇 被害防止等を目的とする「捕獲」を進めるとともに、捕獲した鳥獣を地域資源として活用するため、ジビエの利用拡大に向けた様々な取
組を推進。

10．ジビエ利用拡大・鳥獣被害対策 （本文68頁～69頁、119頁）

鳥獣侵入防止柵の設置作業

○農産物被害金額

36  41  32  32  29  26  24  22  25 

191  188 
167  160  148  145  140  135  133 

0

50

100

150

200

250

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度

（億円）

九 州 九州以外
資料：農林水産省調べ

＜熊本県宇城市のジビエ処理施設＞

ジビエ処理施設 イノシシハム 堆肥化された捕獲個体

（株）いのＰでは、捕獲した鳥獣の命を無駄にしないため、ジビエとし
て利用。ジビエに利用できなかった個体を減容化装置により堆肥化し
資源の循環を目指す。

＜地域資源として捕獲鳥獣を有効活用
宇佐ジビエファクトリー＞

令和元（2019）年に国産ジビエ認証を取得し、地域資源として捕獲鳥
獣の有効活用に取り組む。 平成30（2018）年にジビエ処理施設を建
設し、ジビエ処理加工を開始。

品質の高いジビエを安定的に供給できるようになり、外食産業等や、
県内の学校給食用食材の注文を受けることができるようになった。

受注量の増加に対応するため、他のジビエ処理施設と連携し、安定
した供給体制の構築や、猟師を含めた関係者全体での技能向上に取
り組む。

イノシシ

46%

シカ

12%

ヒヨドリ

12%

カラス

10%

その他

獣種

7%

カモ

6%
サル

4%

その他

鳥類

3%

獣種別農作物被害金額（九州）

令和元年度
被害額
25億円
（100%）

資料：農林水産省調べ
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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81地域）を支援。

○ また、九州農政局の新たな取組として、今後、コロナ禍においても農泊地域の誘客に繋がる取組（ワーケーション、リモート型
の旅行等）を実践・検証し、プロモーション動画の作成、一般消費者や企業等への情報発信に取り組む事業者の支援を実施。

○ 農業労働力と障害者の就労機会の確保を共に解決する「農福連携」を進めるため、農業・福祉両サイドのマッチングの拡大につ
ながる取組や障がい者等の雇用・就労に必要な施設整備、研修などを支援。

11． 農泊・農福連携の推進 （本文74頁～76頁）

〈 農福連携の取組 〉

【農福連携マッチング実践のための参考書】
地域におけるマッチングや、農業・福祉双方の関係者の人材育成に資

するハンドブックを作成。マッチングタイプが異なる全国の優良事例を
調査分析し、実践者目線で図解等を交えてポイント等を紹介。

ノウフク・マッチング・ハンドブック（表紙）

連携先とのネットワークの構築など図解
（紹介内容を一部抜粋）

〈 農泊推進に向けた取組 〉

【農泊地域誘客プロモーション事業】
４つの農山漁村に新たな滞在提案を行い、実際に滞在受入を行う実証実験を行

うことで、そのニーズとターゲットを明確化。また、それらを推進するための課
題を抽出し、得られた課題や課題への対応策をとりまとめ、九州等の農泊地域・
農泊実践者と共有。

①ワーケーションの拠点
業種の異なる２社以上の企業人と連携し農泊を

活用した滞在を実施

詳細をご覧になりたい方はこちら。
（（一社）ムラたび九州HP）https://www.tabi.9mura.net/

WORK（仕事） 漂着ゴミの回収体験

受入家庭との団欒キウイ収穫のお手伝い 物資支援センターの様子

炊き出しボランティア活動

オンラインツアー配信の様子 オンラインお線香造り体験

②リモート型ツアー＆リモート型教育旅行
教育関係者や旅行会社に今後提案していくた

め体験リモート型農泊を実施

③農業・漁業に従事する人材受入拠点
将来的な地方での就農や就漁を希望する人や

地方移住を希望する人たちのお試し滞在を実施

④ボランティア時の拠点
今後、災害が起きた際に、地元とネットワー

クを持つ農泊団体とボランティア団体との連携
等を実施
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○ 令和２年７月豪雨は、九州各地で大雨特別警報が発表されるなど河川氾濫等による記録的な大雨により甚大な被害。

〇 農林水産省が発表した全国の農林水産業の被害額は、７月豪雨が最も大きく九州を中心に2,200億円超。

12． 自然災害への対応 （本文77頁～78頁）

・災害復旧の対象となった農地・農業用施設は7,587件。
令和２（2020）12月末に災害査定完了。うち3,289件（43％）発注済み（846件（11％）復旧完了）。

・直轄災害復旧事業により、

①被災した国営八代平野地区の遥拝頭首工は、令和３（2021）年３月に応急復旧完了。
本復旧は、令和４（2022）年度の頭首工の耐震工事に合わせて実施予定。

②被災した国営曽於東部地区の支線用水路は、令和２（2020）11月に応急復旧完了・用水手当済み。
本復旧は、令和３（2021）年３月に発注しており、同年12月に完了予定。

・被災した農業用機械や農業用ハウス等の再建・ 修繕等について1,162経営体を支援。

・被災した産地の営農の継続・再開を図るため、種子・種苗、肥料、農薬等資材の調達や作物
残さの撤去等について、928経営体を支援 。
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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。
○ 安定的な農業経営や安全・安心の暮らしを実現するため、流域治水の取組や防災重点農業用ため池の整備など、国土強靱化を加

速化。
○ 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

県 名

農業用ため池 収入保険
園芸

施設共済

加入件数
加入目標に
対する割合

(%)
加入率(%)

福岡県 4,808 1,120 37 68

佐賀県 2,668 646 38 63

長崎県 3,239 568 50 68

熊本県 2,324 1,405 40 67

大分県 2,134 999 59 58

宮崎県 660 1,396 66 84

鹿児島県 642 920 44 46

九州計 16,475 7,054 46 -

（参考）全国 159,543 36,071 36 66

（R2.3末時点） （R2.11末時点）

〈農業用ため池、収入保険、園芸施設共済 〉

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全国連が決定した令和４年度を見据えた目標。
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79頁～83頁）

資料：農林水産省農村振興局関係予算 概算決定の概要より

● 洪水調節の事例
【令和２年台風10号における浜ノ瀬ダムの洪水調節（事前放流)】

台風10号により、ダム上流域において、189ミリ(９月５日
22時～７日20時)の累加雨量を観測し、基準降雨量154ミリを
超えたため事前放流を実施しダムの空き容量1,298千トンを
確保しました。
６日23時に洪水量が最大となり、洪水量83.96トン/秒に対

して、54.36トン/秒を放流し、河川洪水量を抑制（35.3％低
減）しました。

〈 流域治水の取組 〉

【防災重点農業用ため池における防災工事等の推進】
防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進

することを目的として、「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の
推進に関する特別措置法」（令和２（2020）年10月１日施行）が制定
され、国が「防災重点農業用ため池に係る防災工事等基本指針」を
定めました。この基本指針に基づき、各県において令和３（2021）年
３月末までに「防災工事等推進計画」を策定し、防災工事等を進めて
います。

※防災重点農業用ため池
農業用ため池のうち、「決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を

与えるおそれのあるため池」で都道府県知事が指定したもの。
16



○ 新型コロナウイルス感染症は、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立を図っていくことが課題。

○ 感染症の拡大に伴い、一部では巣ごもり需要による消費が増加したものの、花き、牛肉、高級果実、お茶等は需要が減少し、
価格の低下が発生、また、技能実習生の入国制限強化等による労働不足も一部地域で発生。

○ 九州農政局では、支援の周知や説明会の実施、相談窓口の設置、消費者の部屋での展示等により、九州産農林水産物の消費拡
大等を推進。また、全国的な取組として、飲食業者に対し、訪問による「外食業の事業継続のためのガイドライン」に基づく感
染防止対策の周知等を実施。

14． 新型コロナウイルス感染症拡大への対応

ビーフストロガノフ

（本文84頁）

〇 高級果実や和牛肉・地鶏肉の学校給食への活用

ＪＡ宮崎経済連は、需要が落ち込んだ宮崎県産マンゴーやメロンの消費拡大を図るため、「国産農
林水産物等販売促進緊急対策事業（野菜・果実販売促進緊急対策事業）」を活用し、宮崎県、福岡県、
佐賀県の小中学校等に給食のデザートとして提供。

提供期間：令和２（2020）年６月～３（2021）年３月
完熟マンゴー(冷凍一部生果) アールスメロン(県内提供)

提供学校数 283校 提供学校数 ７校
提供人数 57,490人 提供人数 2,525人
提供量 3,926㎏ 提供量 288㎏

また、九州各県は、和牛肉や地鶏肉の需要喚起を図るため、「学校給食提供推進事業」を活用し、
小中学校の給食として提供。

マンゴーを用いたデザート

和牛肉を用いた給食

〇 国産農畜産物の消費拡大を啓発するパネル展示等の実施

九州農政局では、需要が減少した国産農畜産物の消費拡大を図るため、くまもと県民館やイオン熊本店に
おいて、花き、野菜、果実、茶、牛肉、牛乳等の消費拡大を喚起するパネル、パンフレット等を展示。

また、消費者相談コーナーを開設し、家庭でテイクアウトを楽しむために注意すべきポイント等の情報を提供。
「パネル・パンフレット等展示

（くまもと県民交流館）」
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○ 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（令和元年）は１兆7,520億円で、部門別の割合は全国に比べて米が低く(全国19.6％、九州9.2％）、畜産が
高い（全国36.1％、九州47.5％）。

○ 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（令和元(2019)年）

資料：農林水産省「令和元年生産農業所得統計」、総務省「平成28年経済センサス活動調査」
内閣府「平成29年度県民経済計算」、国土地理院「令和２年都道府県市町村別面積調」
総務省統計局「令和２年労働力調査結果」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「令和元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】（令和元年）

九州の農業産出額は全国の２割を占める

資料：農林水産省「令和元年生産農業所得統計」

【令和元年農業産出額全国上位10市町村】
単位:億円

都道府県 市町村 農業産出額

１位 宮崎 都城市 877 

２位 愛知 田原市 851 

３位 北海道 別海町 668 

４位 茨城 鉾田市 613 

５位 新潟 新潟市 565 

６位 千葉 旭市 490 

７位 静岡 浜松市 470 

８位 青森 弘前市 461 

９位 鹿児島 鹿屋市 455 

10位 熊本 熊本市 447 

単位：億円

昭和40年 平成２年 令和元年

１位 北海道 2,033 北海道 11,175 北海道 12,558 

２位 茨城 1,330 茨城 5,192 鹿児島 4,890 

３位 新潟 1,274 千葉 4,838 茨城 4,302 

４位 千葉 1,195 鹿児島 4,510 千葉 3,859 

５位 福島 1,063 熊本 4,016 宮崎 3,396 

６位 静岡 983 新潟 3,933 熊本 3,364 

７位 埼玉 966 福島 3,747 青森 3,138 

８位 長野 954 宮崎 3,745 愛知 2,949 

９位 愛知 886 愛知 3,640 栃木 2,859 

10位 宮城 886 岩手 3,478 岩手 2,676 

（本文10頁～13頁、86頁～95頁）

品目
全　国
シェア

県名
全　国
シェア

全国
順位

％ ％ ％ 位

ピーマン 38.8 宮   崎 22.0 2

い ち ご 35.7 福   岡 12.0 2

アスパラガス 29.9 佐   賀 9.6 2

ト マ ト 28.8 熊   本 18.9 1

す い か 27.0 熊   本 21.8 1

きゅうり 24.1 宮   崎 13.4 1

 な す 22.8 熊   本 11.5 2

なつみかん 67.3 鹿 児 島 36.7 1

不知火（デコポン） 65.3 熊   本 42.0 1

マンゴー 64.0 宮   崎 53.3 1

 び わ 52.9 長   崎 35.3 1

み か ん 33.8 熊   本 9.8 4

葉たばこ 47.2 熊   本 17.6 1

32.0 茶（生葉） 44.6 鹿 児 島 31.2 1

さとうきび 41.6 鹿 児 島 41.6 2

ブロイラー 48.5 鹿 児 島 19.8 1

肉 用 牛 41.7 鹿 児 島 17.1 1

　 豚 30.5 鹿 児 島 13.8 1

果実 14.8

工芸
農作物

畜産 25.7

九州
の
割合

九州の割合 主産地

野菜 19.6
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