
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

20万9千頭

今年の話題 － 畜産王国九州 －

【九州は我が国最大の畜産物供給基地】

全国の令和元（2019）年農業産出額（約９兆円）のうち、畜産は約４割(約３兆円)
を占めていますが、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となっています。

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割となっています。

また、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い
るなど、全国の和牛生産の供給源にもなっています。

〇 農業産出額に占める畜産及び九州の割合（令和元年）

資料：令和元年生産農業所得統計（都道府県別）

〇 全国の家畜市場における黒毛和種等
「子牛」の取引割合（令和元年）

資料：全国家畜市場の概要（令和元年）

資料：令和元年生産農業所得統計（都道府県別）

〇 畜種別の九州管内の農業産出額（令和元年）

3兆2,344
億円

8,315億円

20万9千頭
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【畜産の農業産出額は年々拡大。鹿児島県・宮崎県は６割超】

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
向で推移しています。

九州各県の全国における畜種別順位を見ると、どの畜種も上位に九州のいずれかの
県が含まれており、主要な産地となっています。

特に、鹿児島県、宮崎県は畜産の占める割合が６割を超えており、農業の中でも畜
産が基幹産業となっています。

〇 九州における過去10年の畜種別農業産出額の推移

資料：生産農業所得統計（都道府県別） 注：その他畜産物を除く

資料：令和元年生産農業所得統計（都道府県別） 注：その他畜産物を除く

〇 九州各県の農業産出額に占める畜産の割合（令和元年）

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）

資料：令和元年生産農業所得統計（都道府県別）

全国
順位 産出額

全国
順位 産出額

全国
順位 産出額

全国
順位 産出額

全国
順位 産出額

7,482 9,353 6,122 3,510 4,595
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
1,278 330 847 695 263
(17.1) (3.5) (13.8) (19.8) (5.7)
780 107 521 687 111

(10.4) (1.1) (8.5) (19.6) (2.4)
427 100 194 92 89
(5.7) (1.1) (3.2) (2.6) (1.9)

－ － －全国 全国 全国 全国 全国

２位

１位

２位

６位

３位

19位

21位11位

宮崎県

佐賀県

鹿児島県

福岡県

宮崎県

１位

３位

４位

３位

14位宮崎県

熊本県

熊本県

鹿児島県

福岡県

鹿児島県

宮崎県

熊本県15位

鹿児島県 鹿児島県１位

－ －

　　　　　　　単位：億円、％

肉用牛 乳用牛 豚 ブロイラー 鶏　卵

肉用牛 乳用牛 豚 鶏卵 ブロイラー

肉用牛 乳用牛 豚 鶏卵 ブロイラー

65% 64%

37% 36%
33%

30%
17%
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【生産現場における多様な取組】

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、品質に優れた畜産物を求める海外の需要に対応した海外市場の開拓に取
り組む動きが出てきています。

また、持続可能な循環資源型畜産を目指した食品リサイクルの取組も進められてい
ます。

【和牛のブランド化】

大分県では、消費者の多様なニーズに応え、高級ブランドによる更なる差別化を図
るため、2018年から「おおいた豊後牛」の中でも肉質４等級以上のものについて、新
たに「おおいた和牛」のブランドを立ち上げています。

佐賀県では、JAグループ佐賀管内で飼育された和牛のうち、４等級の脂肪交雑No７
以上の基準を満たすものを「佐賀牛」としていますが、それ以外の２～４等級のもの
については「佐賀産和牛」として新たにブランド化することで、「佐賀牛」のブラン
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しています。

また、海外展開を視野に、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、熊本県では「くまもとあか牛」、宮崎県では「宮崎牛」、鹿児島県では
「鹿児島黒牛」の和牛ブランドをＧＩ（地理的表示）として登録しています。

〇 九州管内の和牛ブランドの事例（出典：銘柄牛肉ハンドブック2021 食肉通信社）

品種：褐毛和種
飼育管理：県内12か月以上肥育、最長かつ最終飼養地が熊本県内
特徴：適度な霜降りと赤身の特徴的な味わい

ヘルシーさを兼ね備え、牛肉らしいうま味や香りに富む
年間出荷頭数：3,400頭

品種：黒毛和種
飼育管理：県内産、県内で育成・肥育
特徴：長年の改良による優秀な系統の黒毛和種

風味豊かでとろけるような柔らかさとうまさ
年間出荷頭数：18,200頭

品種：黒毛和種
飼育管理：指定肥育地、鹿児島県内
特徴：きめ細かいやわらかい肉質

バランスの良い霜降肉のおいしさ
年間出荷頭数：24,000頭

品種：黒毛和種
格付等級：４等級以上
特徴：品質の高い豊後牛の中でもおいしさにこだわった牧場で育

てられた肉質４等級以上のものだけを選んだもの
年間出荷頭数：6,300頭

品種：黒毛和種
格付等級：４等級脂肪交雑No7以上
特徴：「艶さし」といわれる風味ただよう脂肪と柔らかく鮮やか

な赤みが織りなす見事な霜降り肉
年間出荷頭数：11,000頭
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○ 熊本県酪農業協同組合連合会（らくのうマザーズ）
１．所在地：熊本県熊本市
２．生産農家戸数：452戸（令和３（2021）年４月１日現在）
３．取組の特徴

乳牛の飼養・管理技術の指導から乳製品の製造販売までを一貫して行っています。
日本では流通量が少ない長期保存可能な牛乳（LL牛乳）を製造し、香港等への輸出
も行うなど、輸出拡大に取り組み、2020年度の輸出額、量ともに前年の約２倍に伸
びています。

○ セブンフーズ株式会社

１．所在地：熊本県菊池郡大津町、菊池市、阿蘇市
２．飼養頭数：２万５千頭
３．出荷頭数：年間５万頭
４．取組の特徴

耕種農家や食品会社などの連携による資源循環型農業を実践しています。食品リ
サイクルについては、大手冷凍食品会社等30数社と契約し、食品残さを液体飼料
に加工・給与しています。

○ みやざき地頭鶏事業協同組合

１．所在地：宮崎県宮崎市
２．生産者数：38戸
３．出荷羽数：年間42万羽
４．取組の特徴

「みやざき地頭鶏」の安定的な生産と全国的な販売流通展開を図るため、積極的
に活用する飲食店を登録の上、ホームページで公表しています。また、飲食店にPR
販促物を使用してもらうことで、全国的な知名度を上げる取組を実施しています。
現在、登録を受けた飲食店は、全国188箇所に上っています。

じとっこ

○ 有限会社 鈴木養鶏場

１．所在地：大分県速見郡日出町
２．飼養羽数：成鶏16万羽
３．取組の特徴

平成18（2006）年から採卵鶏に飼料用米を給与し、高付加価値卵「豊の米卵」
として、県内の百貨店等で販売しています。
また、規格を外れた卵をロールケーキやスイーツに加工し、農場に併設して開

設した直販所で販売しています。

【飲用乳の輸出に取り組む酪農協同組合】

【食品リサイクルに取り組む養豚農家】

【外食産業と連携した地鶏肉のブランド化に取り組む事業協同組合】

【高付加価値卵を活用し６次化に取り組む鶏卵農家】

熊本県酪農業協同組合連合会輸出実績

2018年度 2019年度 2020年度

輸出額 47,515千円 71,524千円 143,422千円
（対前年比） (124%) (151%) (201%)
輸出量 231ｔ 367ｔ 801ｔ

（対前年比） (120%) (159%) (218%)

液体飼料の給与

ＬＬ牛乳の製造ライン

「豊の米卵」 米を給与した卵の
ロールケーキ

－ 5 －



【畜産王国を支える九州農政局の取組】

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（畜舎・機器等の整備） 、国産飼料に立脚した
資源循環型畜産への転換を推進しています。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に取り組んでいます。

【経営基盤の強化】

九州の畜産経営基盤の強化を図るため、中心的経営体に対し、「畜産・酪農収益力
強化整備等特別対策事業」により収益力強化に必要な畜舎や機械の整備を支援し、
「生産基盤拡大加速化事業」により、繁殖雌牛や乳用後継牛の増頭に奨励金の交付を
行っています。

その際、畜産農家と地域の畜産関係者（コンストラクター等の支援組織、流通加工
業者、農業団体、行政等）を、ぶどうの房（クラスター）のように一体的に結集さ
せ、地域全体で収益性向上を図る畜産クラスターの取組を推進しています。

令和２（2020）年現在、九州で195の畜産クラスター協議会が設立されています。

8

28

34

42

62

69

78

108

40

0 50 100 150

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

箇所

九州の畜産クラスター協議会数（令和2(2020)年 計195箇所)

注：複数の畜種を取組の対象とする協議会があるため、上記図の箇所数合計は
協議会数と同じにならない

環境自動制御型牛舎

搾乳ロボット 自動餌寄せロボット

自動給餌器

【離島地域における肉用牛の生産基盤の強化】

〇 五島地域畜産クラスター協議会

１．所在地：長崎県五島市、南松浦郡新上五島町
２．肉用繁殖雌牛農家戸数：283戸
３．肉用牛繁殖雌牛飼養頭数：4,793頭
４．取組内容

長崎県の離島である五島地域では肉用牛の増頭を図るため、平成27（2015）
年３月に畜産農家、市町、農協等の関係者の協議会を設立しました。

これまでに「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業」を活用し、27棟の
牛舎を整備しました。

その結果、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
頭数は、目標頭数である５千頭に向けて順調に増加しており、令和２（2020）
年４月現在で4,793頭に達しています。

補助事業で整備した牛舎

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）

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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【国産飼料に立脚した資源循環型畜産への転換】

和牛の増頭、生乳生産の増産による飼料需要の拡大が見込まれる中、輸入飼料への
過度の依存から国産飼料に立脚した資源循環型畜産への転換を図るため、
・国産粗飼料の生産・利用
・耕作放棄地等を活用した放牧
・ICT等を活用した効果的な栽培技術
・資源循環型の飼料生産
を推進することが求められています。

九州農政局では、これらの課題に対し、
・草地等の基盤整備
・飼料用米・WCS用稲や国産稲わらの耕畜連携を目指した需要者・供給者のマッチ

ング
・「畜産生産力・生産体制強化対策事業」による耕作放棄地等を活用した放牧拡大
・外部支援組織の強化の支援
・先進的な取組事例等の情報発信
をしています。

また、管内各県、農業団体等で構成する「九州地域飼料増産行動会議」を設置し、
情報共有や意見交換を行っています。

【耕作放棄地を活用した肉用牛の繁殖の取組】

〇有限会社 冨貴茶園
１．所在地：大分県豊後高田市
２．放牧開始年：平成17（2005）年
３．取組の特徴

平成17（2005）年、茶園に隣接する放棄地(林地)にお
いて繁殖牛３頭で試験的に放牧を行ったところ、省力的
な肉用牛繁殖に目処がついたことから、平成18（2006）
年、簡易牛舎の整備とともに繁殖牛２頭を新たに導入
し、本格的に肉用牛繁殖経営を開始しました。

その後、「国産粗飼料増産対策事業」等により、耕作
放棄地を活用して放牧地の面積を拡大しつつ、生産コス
トを６割削減することに成功しました。

省力的な周年親子放牧体系を確立し、現在では繁殖牛
50頭まで増頭しているところです。

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

耕作放棄地を活用した放牧地

親子放牧

九州には、全国の約４割を占める
家畜人工授精所があります。

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
の立入検査を実施しています。

全国 4,295 箇所
九州 1,686 箇所
（九州／全国） (39%)
福岡県 19 箇所
佐賀県 59 箇所
⻑崎県 236 箇所
熊本県 190 箇所
⼤分県 187 箇所
宮崎県 296 箇所
⿅児島県 699 箇所

家畜人工授精所箇所数
（2021.4.1現在）

家畜人工授精用精液の
保管状況の確認

【家畜人工授精所への立入検査による知的財産の保護】
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【輸出の戦略的拡大】

九州は牛肉の主要産地であり、我が国の牛肉輸出施設の多くは九州にあります。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してい
ます。

また、畜産物は、農林水産物・食品の輸出額を2030年までに５兆円とする「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さ
れ、輸出向けの生産を行う輸出産地として、九州では17産地がリスト化されていま
す。

九州農政局では、輸出拡大に向けて、「畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業」
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
等を支援しています。

‥‥対米輸出許可施設

‥‥対米及び対EU輸出許可施設

大分県畜産公社

ミヤチク都農工場

熊本畜産流通センター

ミヤチク高崎工場

ナンチク

サンキョーミート

ＪＡ食肉かごしま

阿久根食肉
流通センター

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）

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

対EU施設
北海道 1 1
東北 1 －
関東 2 2
東海 1 1
近畿 2 2
中国四国 － －

九州 8 5

沖縄 － －
全国計 15 11

対米施設

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

資料：アメリカ合衆国向け輸出食肉取扱施設リスト（R2.6.17現在）
欧州連合向け輸出食肉取扱施設リスト（R2.10.30現在）

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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