
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の推進】

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、
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や棚田地域振興法に基づ
く施策等各種支援を講じて、集落における話し合いを通じ、多様な取組を後押しして
います。

令和元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）

県 名
交付

市町村数
協 定 数

交付面積

（参考）

平成30年度
協定数

集落協定 個別協定 計 協定数 交付面積

九

州

福岡県 30 589 9 598 5,576 598 5,572 

佐賀県 19 493 0 493 7,200 493 7,195 

長崎県 19 964 43 1,007 9,853 1,005 9,850 

熊本県 36 1,376 12 1,388 32,736 1,385 32,311 

大分県 17 1,207 24 1,231 16,035 1,220 15,877 
宮崎県 20 371 0 371 5,547 371 5,552 

鹿児島
県

26 694 3 697 7,829 692 7,794 

計 167 5,694 91 5,785 84,775 5,764 84,150 

都府県計 904 25,123 558 25,681 344,338 25,627 342,991 

北海道計 98 331 1 332 321,056 331 321,324 

全 国 計 1,002 25,454 559 26,013 665,394 25,958 664,315 
資料：農林水産省「令和元年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況」 （令和２（2020）年８月28日公表）

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。

かんよう

① ② ②／①　（％） ① ② ②／①　（％）

（k㎡） 377,972 275,268 72.8 42,233 31,184 73.8

（総農家） （ha） 3,102,870 1,058,447 34.1 334,342 157,062 47.0

（販売農家） （千人） 4,880 1,978 40.5 667 323 48.4

うち、65歳以上 （千人） 1,883 803 42.6 269 137 50.9

（ha） 423,062 228,016 53.9 60,403 35,564 58.9

資料： 農林水産省「2015 農林業センサス」

注１： 農家人口とは、農林業センサス結果における農家世帯員数である。

２： 耕作放棄地面積とは、販売農家、自給的農家、土地持ち非農家の合計である。

３： 中山間地域とは、「農林統計に用いる地域区分」（平成29年12月18日改訂）における、中間農業地域及び山間農業地域を指す。

４： 総土地面積の九州の値は、旧市区町村結果の合計である。
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【指定棚田地域振興活動計画の目標事例（長崎県長崎市：大中尾棚田保全組合）】

【棚田地域の振興に向けた取組の推進】

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３（2021）年４月現在、九州各県において59市町村、186地域が指定棚田地域に
指定されるとともに、指定棚田地域に指定された地域のうち54地域において指定棚田
地域振興活動計画（29計画）が認定されています。

これらの地域では、棚田地域の振興に向けた各種取組が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。

【指定棚田地域の指定及び指定棚田地域振興活動計画の認定状況（令和３年４月16日時点）】

事 項 活動の目標

１．棚田等の保全 【耕作放棄の防止】
令和６（2024）年まで耕作放棄地率０％の現状を維持

【生産性・付加価値の向上】
棚田米の品質を向上し、販売量を１ｔから1.5ｔに増加

２．棚田等の保全
を通じた多面に
わたる機能の維
持・発揮

【自然環境の保全】
水路清掃や田植え等の参加者を約400人から約450人確保

【良好な景観】
コスモスの種蒔面積を約1,300㎡から約2,000㎡に増加

３．棚田を核とし
た地域の振興

【都市農村交流を通じた関係人口の創出･拡大による地域振興】
棚田オーナーを35組から40組に増加
グリーンツーリズム体験者を年間約200人から約300人に増加

【棚田を環境資源とした地域振興】
棚田火祭りのイベントで、約1,200人から約1,500人の来訪者を誘客

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)

資料：九州農政局まとめ
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【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、雨水の一時的な貯留、洪水や土砂崩れの防止、地下水のかん養な
どの多様な機能を有しています。また、伝統的な農作業の実践による文化の保全、田
んぼアートを通じた地域振興イベントの実施など、農村の文化や景観を活用した様々
な取組が地域の創意工夫の下で行われています。

○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（2008）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

約5,000㎡の巨大な田んぼアート
「今宿アートフェスタ」（福岡県福岡市）

古い型の田植唄や幟持ちなどの古風な習俗が
残っている「田代神社の御田祭」（宮崎県美郷町）

地域（農村）－ 農業・農村の多面的機能と環境保全 －
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【多面的機能支払交付金による支援】

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います。その活動は、
令和２（2020）年３月末現在、九州では約26万haの農地（九州の約５割）において、
4,229の活動組織に、農業者・非農業者合わせて約37万人・団体が参画しています。ま
た、農地維持支払活動の対象とする農業用施設は、水路約5.4万km、農道約3.5万km、
ため池約６千箇所となっています。

この活動に対して、活動組織構成員からは、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。

用水路復旧状況（土砂上げ）
熊本県錦町農地･水･環境保全管理協定運営委員会

令和２（2020）年７月豪雨により、熊本県の県南地域を
中心として農地及び農業用施設に甚大な被害が発生しまし
た。特に被害が大きかった球磨川流域等12市町村において、
本交付金が活用され、早期復旧に役立っています。

活用件数は、令和２（2020）年10月末時点で217件（水
路の土砂上げ等175件、農地の小規模な法面補修等26件、
農道の補修等16件）となっており、ほとんどが農地維持支
払による応急措置によって迅速に実施されました。

このように、本交付金による地域ぐるみの取組は自然災
害への備えとして有効なものとなっています。

【事例】【令和２年７月豪雨災害における活用状況】

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 950 13 37,814 (54%) 762 13 33,504 173 13 12,730
佐 賀 県 768 22 35,418 (68%) 739 20 32,603 547 21 28,330
長 崎 県 290 12 15,397 (37%) 233 12 14,297 189 11 11,817
熊 本 県 457 54 72,305 (62%) 286 52 66,517 260 52 52,246
大 分 県 676 17 24,003 (41%) 533 15 21,471 123 13 9,815
宮 崎 県 449 23 25,449 (42%) 293 18 18,533 200 15 11,066
鹿 児 島 県 639 30 45,280 (44%) 541 30 42,595 264 24 24,542
九 州 合 計 4,229 171 255,667 (51%) 3,387 160 229,520 1,756 149 150,547

全 国 26,618 947 2,274,027 (55%) 20,923 877 2,013,793 11,134 686 741,169

令和元年度実施状況（令和２（2020）年３月末現在）

資料：農林水産省農村振興局「令和元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

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 9,218 5,909 1,527
佐 賀 県 8,727 5,505 1,306
長 崎 県 3,630 2,357 959
熊 本 県 11,053 7,290 686
大 分 県 5,940 3,819 863
宮 崎 県 6,516 2,593 359
鹿 児 島 県 9,000 7,313 604
九 州 合 計 54,083 34,785 6,304
全 国 418,984 243,827 45,989

資料：農林水産省農村振興局「令和元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 32,373 564 21,207 2,597
佐 賀 県 31,309 595 11,004 2,108
長 崎 県 19,621 502 4,408 2,098
熊 本 県 35,753 340 50,421 2,122
大 分 県 24,550 193 9,923 1,429
宮 崎 県 40,623 431 4,669 2,012
鹿児島県 54,176 274 12,316 3,774
九州合計 238,405 2,899 113,948 16,140

371,392 人・団体

－ 66 －



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6,000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。

令和２（2020）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
6,994haで、全国の8.8％を占めています。

支援対象取組面積別に見ると、有機農業2,318ha（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％）の順に取
組面積が大きくなっています。

※ 九州の有機農業の取組事例【ウェブサイト】
https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/kankyou/yuuki_torikumi.html

【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）生産局長賞受賞】

農林水産省では、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」
を実施しています。

令和２（2020）年度においては、九州から、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、株式会社アグリ・コーポレー
ション及び有限会社肥後あゆみの会が生産局長賞を受賞しました。

○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、現在では40haで有機JASかんしょの生産を
行っています。商品開発にも力を入れており、香料・着色料・
保存料を一切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
無駄のない農産物利活用を行うとともに、国内で取引需要の少
ないＳサイズを中心に有機農産物の需要が多い香港等に輸出す
るなど、市場開拓に積極的に取り組んでいます。

○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んでいた６戸の農家で

「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しています。

研修生の受入れを積極的に行い、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しています。

また、平成29(2017)年には、ASIAGAP認証を取得しています。

＊「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。

オーガニックおしゃぶー

自社加工品
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地域（農村） － 鳥獣被害対策 －

【九州は野生鳥獣による農作物被害額が増加】

令和元（2019）年度の野生鳥獣による九州の農作物被害額は25億円で、前年
度より約３億円増加しました。平成24（2012）年度の41億円をピークとして、
近年は減少傾向にありましたが、熊本県、宮崎県、鹿児島県において、鳥類によ
る農作物被害が増加したことにより、増加に転じました。

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、①鳥獣侵入防止柵設置などによる被害防除、②鳥獣が農地に
近づくのを防ぐための草刈り、伐採などの環境整備、③農地に侵入を繰り返すよ
うになった有害個体の捕獲を合わせて実施する総合的な支援を継続するととも
に、ICTを活用した鳥獣被害対策の効率化、広域で連携した捕獲強化の取組を推
進し、被害の防止に務めています。

【事例】【熊本県あさぎり町（松尾集落）での取組】
熊本県あさぎり町の松尾集落では、集落の全住民が参加した地域ぐるみの活動によ

り、鳥獣侵入防止柵を隙間なく丁寧に設置するとともに、草刈り、見回りなどの維持
管理を徹底することにより、鳥獣被害が防止されています。
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資料：農林水産省調べ
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地域（農村） － ジビエ利用拡大 －

【捕獲した鳥獣のジビエ利用の拡大】

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

でイノシシ約21万頭、シカ約12万頭が捕獲されています。

これら捕獲された野生鳥獣は、食肉として活用できるにもかかわらず、ジビエ

処理施設が整備されていないことから、その大半が埋設処分や焼却処分されてい

ます。ジビエとして利用されている割合は全国で約10％に対して、九州では地理

的制約等により約７％（イノシシ5.2％、シカ8.9％)と全国より低い割合となっ

ています。

農林水産省では、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活用

を推進しており、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、九州各県においては、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。

【事例】【熊本県宇城市のジビエ処理施設】
（株）いのＰでは、捕獲した鳥獣の命を無駄にしないため、ジビエとして利用する

ほか、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て、資源の循環を
目指しています。

獣種別の解体頭数と捕獲頭数

ジビエ処理施設 イノシシハム 堆肥化された捕獲個体

計 イノシシ シカ

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 2,735 39,780 6.9% 2,214 30,479 7.3% 521 9,301 5.6%

佐 賀 1,256 28,284 4.4% 1,246 28,284 4.4% 10 － －

長 崎 5,046 52,889 9.5% 2,670 43,455 6.1% 2,376 9,434 25.2%

熊 本 3,863 48,562 8.0% 1,291 31,068 4.2% 2,572 17,494 14.7%

大 分 3,703 70,611 5.2% 1,643 31,309 5.2% 2,060 39,302 5.2%

宮 崎 4,013 47,106 8.5% 1,272 19,644 6.5% 2,741 27,462 10.0%

鹿 児 島 1,283 42,973 3.0% 396 20,982 1.9% 887 21,991 4.0%

九 州 計 21,899 330,205 6.6% 10,732 205,221 5.2% 11,167 124,984 8.9%

全 国 116,350 1,199,737 9.7% 34,481 620,454 5.6% 81,869 579,283 14.1%

資料：解体頭数「令和元(2019)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。
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【再生可能エネルギーの活用による農山漁村の活性化の取組の推進】

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２（2020）年度に鹿児島県さつま町が同法に基づく基本計画を新た
に作成し、木質バイオマスによる発電に取り組むこととしています。また、熊本県菊
池市では、従来の太陽光、小水力に加えて、木質バイオマスを追加する取組の強化が
行われました。

【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３（2021）年３月末現在、５県13市町がバイオマス産業都市に選定
されています。

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

さつま町 平成28年度
鹿児島県

福岡県

佐賀県

大分県

地域 － 再生可能エネルギーの利用(バイオマス) －

九州の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

九州のバイオマス産業都市一覧

（令和３（2021）年３月末現在）（令和３（2021）年３月末現在）

県 市 町 電 源 種 類（規模（KW))

福岡県 筑前町 木質バイオマス（5,700KW）

佐賀県 唐津市 風力（31,180KW）

伊万里市 木質バイオマス（9,850KW）

長崎県 五島市 風力（600KW）

熊本県 八代市 木質バイオマス（6,750KW）

荒尾市 木質バイオマス（12,500KW）

菊池市 太陽光（7,098KW）、木質バイオマス（6,250KW）、小水力（130KW）

小国町 地熱（50KW）

山都町 風力（7,470KW）

（未公開） 小水力（3KW）

大分県 日田市 木質バイオマス（17,700KW）

臼杵市 木質バイオマス（45KW）

豊後大野市 木質バイオマス（18,000KW）

宮崎県 都城市 畜産系バイオマス（3,210KW）

日南市 木質バイオマス（25,400KW）

日向市 木質バイオマス（18,000KW）

串間市 風力（64,800KW）、木質バイオマス（1,940KW）

川南町 畜産系バイオマス（11,350KW）、木質バイオマス（5,700KW）

都農町 木質バイオマス（5,750KW）

鹿児島県 枕崎市 木質バイオマス（1,990KW）

垂水市 畜産系バイオマス（3,140KW）

薩摩川内市 風力（27,600KW）、木質バイオマス（23,700KW）

霧島市 木質バイオマス（5,750KW）

さつま町 木質バイオマス（1,990KW）

資料：九州農政局調べ
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コラム【山田堰と中村哲医師】

令和元（2019）年12月、アフガニスタンで惜しくも凶弾に倒れた中村哲医師は、
「100の診療所より１本の用水路」と訴えました。

中村哲医師は、2000年以降に大干ばつが発生した際に、地下水の枯渇により、選択
肢は地表水しかなく、雪解け水が多く流れ込むアフガニスタン東部のクナール河から
の取水を考え、帰郷した際には、九州の筑後川、矢部川、緑川などを見て回り、山田
堰に注目し、その機能・構造がクナール河に最適と考え設計に採用しました。

（山田堰の持つ機能・構造）
・堰の前壁を水流に対し斜めに配置し、激しい
水圧を緩和

・取水口へ水流が勢いよく行かないよう、最も
水の抵抗が強い南船通し水路側の石積みを高
くした緩やかな勾配

・水流を堰の末端部で合流させて減勢

山田堰をモデルとしてできたマルワリード用水路は、不毛の地となった農地やガン
ベリ砂漠に「命の水」を届け、約3,000haの農地を甦らせました。

地域（農村） － かんがい施設 －

【世界かんがい施設遺産の登録】

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、我が国を含め15ヵ国107施設、国内では42施設、そのうち九州では、５
施設が登録されています（2021年３月現在）。

【九州の世界かんがい施設遺産】

③【白川流域かんがい用水群】（2018年登録）

熊本県熊本市、菊陽町、大津町。加藤清正ら
によって建設された農業水利施設。

①【山田堰・堀川用水・水車群】（2014年登録）

福岡県朝倉市。３群７基の水車群。625haの
農地を潤している。

④【通潤用水】（2014年登録）

熊本県上益城郡山都町。国内最大の石造アー
チ水路橋通潤橋等。観光資源となっている。

⑤【幸野溝・百太郎溝水路群】（2016年登録）

熊本県球磨郡多良木町。堰、隧道、水路群から
なるかんがい施設。防火用水にも利用。

②【菊池のかんがい用水群】（2019年登録）

熊本県菊池市。加藤清正らによって建設さ
れた隧道・水路群。615haの農地を潤している。

①朝倉市の三連水車

②原井手下り

③馬場楠井手の鼻ぐり

④通潤橋

⑤幸野溝

山田堰
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地域（農村） － むらの宝 －
－

【ディスカバー農山漁村（むら）の宝の選定】

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２（2020）年度（第７回）は794団体及び個人から
応募があり、32事例が全国選定されました。九州では、57団体及び個人から応募があ
り、全国で２事例、九州で７事例が選定されました。
「九州の農山漁村活性化の優良事例集」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/R2jireisyuu.html

【コミュニティ部門】
株式会社いとしのいとしま（福岡県糸島市）

SNS等を通して漁業が抱える課題を伝え、地魚BANKの会員
から資金・アイディア等を集め、問題解決に向けた新サー
ビスを開発しています。

また、「地魚博覧会」、「地魚大運動会」等の開催を通
じて、糸島の地魚の魅力を伝えることで、美しく伝統ある
農山漁村を次世代に継承する取組を行っています。 伝統漁法について学び

食する「うお旅」

【ビジネス部門】
郷土の家庭料理 ひまわり亭（熊本県人吉市）

配食を通じて、地域の高齢者の見守りなどを行うボラン
ティアグループからスタートし、法人を立ち上げ、自立し
た稼ぐ農山漁村コミュニティビジネスを展開しています。

築120年の古民家を移築・改修した郷土料理でもてなす
農家レストランを開業し、食育や惣菜の製造・販売にも取
り組み、「食や農泊推進の拠点」としての役割を担ってい
ます。熊本地震、令和２年７月豪雨で自ら被災した後も、
被災者への炊き出し支援を行い、多くの方から感謝の言葉
が寄せられています。

豪雨災害時のキッチンカー
による炊き出し

令和２年度（第７回）九州農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定７事例

県 市町村 団体名 部門

１ 長崎県 諫早市 長崎県立諫早農業高等学校食品科学部 コミュニティ

２ 熊本県 山都町 蘇陽農場 コミュニティ

３ 大分県 宇佐市 深見地区まちづくり協議会 コミュニティ

４ 宮崎県 椎葉村 焼畑蕎麦苦楽部 コミュニティ

５ 福岡県 筑前町 株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里 ビジネス

６ 佐賀県 佐賀市 池田 大志 個人

７ 鹿児島県南九州市 瀬川 知香 個人

令和２年度（第７回）農林水産省「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定２事例
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【日本農業遺産（令和２年（2020）認定）】宮崎県田野・清武地域

「宮崎の太陽と風が育む「干し野菜」と露地畑作の高度利用システム」

【日本農業遺産（令和２年（2020）認定）】宮崎県日南市

「造船材を産出した飫肥林業と結びつく「日南かつお一本釣り漁業」」

【世界農業遺産（平成27年（2015）認定）】宮崎県高千穂郷・椎葉山地域

「高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム」

【世界農業遺産（平成25年（2013）認定）】

大分県国東半島宇佐地域 「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」

【世界農業遺産（平成25年（2013）認定）】熊本県阿蘇地域
「阿蘇の草原の維持と持続的農業」

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）－ 農業遺産 －

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。

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。

放牧

【世界農業遺産３地域共同 九州農業遺産フェアin福岡】

令和２（2020）年10月２日～４日の３日間、福岡市西区の木の葉

モール橋本において「九州農業遺産フェア」が開催されました。

この催しは、農業遺産や認定地域のことを知っていただ

くため、九州の認定３地域が共同で企画した催しです。

フェアでは、各地域の特産品の販売やクイズラリー、パ

ネル展示がおこなわれ、多くの方々が足を止めて立ち寄っ

ていました。

九州農政局は、これからも九州の認定地域の共同事業を応援していきます。

熊本県ブース

「かつお一本釣り漁業」の伝統技術が現在も継承され、漁業者も整備に協力する

飫肥杉の山々から栄養塩が流れ込む豊かな海で、かつおの餌を畜養しています。

耕畜連携により土づくりを行いながら、大根等の露地野菜を干し野菜として

加工・販売し、収益を安定化させる露地畑作の高度利用が受け継がれています。

クヌギとため池

宮崎県ブース 大分県ブース

【世界農業遺産・日本農業遺産の認定】

農業遺産は、伝統的な農林水産業を営む地域（農林水産業システム）を認定する制
度であり、国連食糧農業機関（FAO）が認定する世界農業遺産と農林水産大臣が認定を
行う日本農業遺産があります。

これまで九州では、世界農業遺産の３地域のみでしたが、令和２（2020）年度申請
において、日本農業遺産として２地域が認定されました。

九州農政局では、九州の認定地域が情報を共有し、連携して効果的な取組を進めら
れるよう認定地域の共同による意見交換会の開催支援や消費者の部屋での展示を通じ
て情報発信を行っています。

大根やぐら

かつお一本釣り

焼畑
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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２（2020）年度までに、
全国で554地域（九州は81地域）を支援しています。

令和３（2021）年３月５日には、令和２（2020）年度九州農泊推進セミナーを開催
し、新たな農泊の取組に関する情報提供や報告、意見交換等を行いました。

さらに、令和２（2020）年度、九州農政局の新たな取組として、ワーケーションの
拠点やリモート型教育旅行といった、コロナ禍における農山漁村への新たな滞在提案
の可能性など農泊地域の誘客につながる取組を実践・検証し、これを基にプロモー
ション動画等を作成し、一般消費者や企業等への情報発信に取り組む事業者を支援し
ています。

⿂市場

農 泊（農⼭漁村滞在型旅⾏）

農業体験 サイクリング

⾃然公園
トレッキング⽂化財

廃校を活⽤した
宿泊施設

（簡易宿所等）

古⺠家ステイ
（簡易宿所）

ホテル・旅館

農家⺠泊

⺠泊農家⺠宿
（簡易宿所）

農家レストラン

郷⼟料理

ジビエの活⽤

外部料理⼈のアイデア
を加えた創作メニュー

① 直売所のみだと...
滞在時間 短 →「通過型観光」

直売所

② 宿泊を加えると...
滞在時間 ⻑ →「滞在型観光」

都市部
ホテル

直売所 宿泊
施設

その他
施設

地域全体に利益

利益は限定的

滞在中に
楽しむ
体 験

⾷ 事宿 泊

景観（棚⽥）

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

採択
地域数 １３ ６ １０ ２１ ６ ６ １９

○農泊推進対策採択地域の状況（九州81地域）
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【農泊地域誘客プロモーション事業について】

【九州農泊セミナーの開催】

九州農政局では、農泊に関する事業者等の参加の下で、コロナ禍における

農山漁村への新たな滞在提案の可能性など農泊地域の誘客に繋がる取組に関

する情報提供や報告、意見交換等を行うため、令和３(2021)年３月に「九

州農泊推進セミナー」（オンライン形式）を開催しました。

セミナーでは、（一社）「ムラたび九州」から「農泊地域誘客プロモー

ション事業について」と題して、今年度コロナ禍における農山漁村への新たな

滞在提案の可能性など農泊地域の誘客につながる取組を実践・検証し、これを

基に作成したプロモーション動画等の発表が行われ、国土交通省九州運輸局

からは、「観光状況と観光庁の支援事業について」と題して、昨今の観光関

係全体の状況や今後の取組等について発表が行われました。

ムラたび九州による農山漁村への新たな滞在スタイルについて報告 コロナ禍でのオンライン開催

本事業では、４つの農山漁村への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にする他、それらを推進するための
課題を抽出し、得られた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
への共有を図りました。

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

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

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

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

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
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地域（農村） － 農業と福祉との連携 －

【農福連携の取組の推進】

農福連携とは、障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持っ
て社会参画を実現していく取組です。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月には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。また、国・地方公共団体、関係団体等は
もとより、経済界や消費者、更には学識経験者等の様々な関係者を巻き込んだ国民的
運動として農福連携を展開していくため、「農福連携等応援コンソーシアム」が令和
２（2020）年３月に設立されました。

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に係る情報共有、シンポジウムやセ
ミナー等による普及啓発、障がい者等の雇用・就労に必要な施設整備や技術習得等へ
の支援、「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を行っ
ています。

また、令和３（2021）年３月には、地域におけるマッチングの仕組みづくりや農
業・福祉双方の関係者の人材育成につながる「農福連携マッチング実践のための参考
書」を作成しました。
「九州の農福連携事例」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/noufuku/noufuku_jirei.html

【農福連携マッチング実践のための参考書について】
マッチングタイプの異なる全国16カ所の優良事例について、マッチングの取組変遷、農

業・福祉の連携形態、コーディネーターの育成等を主要着眼点としてヒアリングを行い、
マッチングを類型化。それぞれの利点、成果を得るポイント、取り組む上での課題や留意点
などを有識者等が分析・考察しており、農業と福祉の連携に取り組む地域や地域特性に最も
馴染むマッチングづくりを模索する実践者等の実践バイブルとして活用してもらうべく、実
践者目線で図解等を交え分かりやすく整理しています。

農山漁村振興交付金（農福連携対策）実施団体 （令和３（2021）年３月時点）（Ｈ29年度～Ｒ２年度）

県 名
ハード整備支援
＋ソフト対策支援

ソフト対策支援 人材育成支援 実施団体計

福 岡 5 - - 5

長 崎 1 - - 1

熊 本 3 - 2 5

大 分 1 - - 1

宮 崎 4 - 1 5

鹿児島 5 1 - 6

九州計 19 1 3 23

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）ノウフク・マッチング・ハンドブック（表紙）
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