
令和２（2020）年10月30日に九州農政局において、６次産業化の新たな担い手とし

ても大きく期待される女性農業者へ向けた、「九州農業の成長産業化へ向けた６次産

業化セミナー」を開催し、九州各県より６次産業化に関心の高い生産者や関係機関か

ら女性を中心に約90名の参加がありました。

セミナーでは、若くして農家へ嫁ぎ、法人化から農産物輸出を行うまでに至った女

性農業者の事例発表や、６次産業化プランナーから

「ＩＣＴ技術を活用した６次産業化と経営発展」を

テーマに講演が行われました。

意見交換では、消費者へのアプローチの方法や販

売方法及び商品開発など、６次化を想定した具体的

な質問や発言があり、活発な意見交換となりました。

参加者からは、６次産業化に取り組むために必要

な知見を得ることができたとの声が寄せられました。

産業 － ６次産業化 －

【６次産業化の取組の推進】

九州農政局では、６次産業化を行う事業者に対し、「六次産業化・地産地消法」に

基づく「総合化事業計画」の認定、専門プランナーによる経営アドバイス支援、加工

場等を整備する費用の一部を助成する交付金支援等を行っています。

九州の「総合化事業計画」の認定件数は、464件（令和３（2021）年３月末現在）

で全国の17.9％を占め、ブロック別では最も多くなっています。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、野菜、畜産物、果樹と、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。

【九州農業の成長産業化へ向けた６次産業化セミナー】

県名
総合化事業計画

の認定件数

（対象農林水産物別件数）

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 25 25 0 0

長崎県 38 26 2 10

熊本県 92 74 10 8

大分県 52 43 4 5

宮崎県 113 101 7 5

鹿児島県 64 51 2 11

合計 464 390 28 46

野菜
30.3%

畜産物
17.6%果樹

16.5%
水産物
8.4%

米
7.7%

林産物
5.7%

その他
4.7%

茶
2.9%

花き
2.3%

麦類
1.8%

豆類
1.3%

そば
0.5%

野生鳥獣
0.2%

総合化事業計画認定件数
（Ｒ３（2021）年３月末現在）

総合化事業計画の対象農林水産物の割合
（Ｒ３（2021）年３月末現在）

６次産業化セミナー風景

資料：九州農政局 資料：九州農政局

～女性の活躍とＩＣＴ技術の活用で地域を活性化！～
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筑前町、JA筑前あさくら、筑前町商工会、みなみの里出荷組合が
出資して平成21（2009）年に設立。地域振興を目的とし、直売所、
加工所、レストラン、弁当工房を運営しています。新型コロナの影
響によって、行き先のなくなった学校給食用野菜を有効活用した新
商品開発等、様々な取組によって地域に貢献したことが高く評価さ
れました。

【地産地消等優良活動の取組を表彰】
農林水産省では、全国各地の創意工夫のある様々な地産地消や国産農林水産

物・食品の消費拡大を推進する取組を募集し、優れた取組を表彰しています。
令和２（2020）年度、九州から「株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみ

の里」（福岡県）が農林水産大臣賞（食品産業部門）を受賞しました。
九州農政局においても、応募のあった取組の中から、九州において優良な取組

を行なっている３団体に対し九州農政局長賞を授与しました。
受賞者の取組を九州農政局ウェブサイト「地産地消の窓」で紹介しています。
「地産地消の窓」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/kikaku/tisanntisyounomado/tisanmado.html

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
商品本部 九州地区浦方観光たけのこ園グループ
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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１兆789億円、九州ではその約17％にあたる

1,872億円を売り上げています。また、九州は直売所の利用者も多く、直売所で
年間販売金額が１億円を超えている割合は約19％と、全国の約13％を上回ってい
ます。

資料：６次産業化総合調査（平成30年度）

■年間販売金額別の直売所の割合（H30）
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農作業の「たけのこ掘」を
体験型の「観光」へ発展さ
せ、地域へ人を呼び込むこ
とで地域の活性化に貢献。

パッケージセンターの整備な
ど、生産者の負担を減らしつ
つ消費地へ新鮮な野菜を安定
して届けるシステムを構築。

適期に収穫できなかった「カ
ボス」を、自社の加工食品の
原材料として有効活用し、食
品ロスを低減。

農事組合法人ながさき南部生産
組合 大地のめぐみ

【九州農政局長賞 受賞団体】

【農林水産大臣賞（食品産業部門）受賞団体】

株式会社筑前町ファーマーズマーケットみなみの里（福岡県筑前町）

給食キャベツのお好み焼き
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産業 － 知的財産の活用 －

【九州の地理的表示（ＧＩ）登録産品の増加】

九州のＧＩ登録産品は、令和２（2020）年度に「えらぶゆり」が新たに
登録され、18産品（国内104産品）となりました。 ＧＩ登録によって、
模倣品が排除されるほか、認知度の向上による取引拡大などの効果が期待されます。

ＧＩは、現在、世界100カ国を超える国で保護されており、国家間の約束によって海
外においても日本のＧＩとして保護が可能です。既に、日EU経済連携協定に基づき、
日本の72産品（九州は12産品）がEU域内で保護されています。

【農業知的財産セミナー】

ジーアイ

九州ＧＩ登録産品（18産品）〔令和２（2020）年12月末日現在〕

佐賀 大分

福岡

長崎

長崎

宮崎

鹿児島

九州農政局では、弁護士知財ネット九州・沖縄地域会、九州経済産業局と連携して、
令和３（2021）年１月に「なぜ、知的財産の保護が重要なの？」をテーマに、農林水
産分野における知的財産の保護・活用について、知る機会を提供するためのWEBセミ
ナーを開催しました。

本セミナーをWEBで開催するのは初の試
みでしたが、WEB参加者も含めて、知財を
活用したブランド化の方法など、活発な
意見交換が行われ、知的財産の重要性に
ついて周知することができました。

たたみおもて

第９号くまもと県産い草畳表

八代市・ 氷川町・
宇城市・
あさぎり町

たのうらぎんだち

第88号 田浦銀太刀

八代海

やつしろとくさんばんぺいゆ

第94号 八代特産晩白柚

八代市・
氷川町

やつしろしょうが

第95号 八代生姜

八代市・ 氷川町・
宇城市小川町海東･
美里町中央

きくちすいでん

第74号 菊池水田ごぼう

菊池市・合志市
大津町・ 菊陽町

うし

第67号 くまもとあか牛

熊本県内

ぐさ

第８号 くまもと県産い草

八代市・ 氷川町･
宇城市・
あさぎり町

熊本７産品
たいしゅう

第61号 対州そば

対馬市

長崎１産品

熊本

やめでんとうほんぎょくろ

第５号 八女伝統本玉露

福岡県内

福岡１産品

みやざきぎゅう

第55号 宮崎牛

宮崎県内

第64号 ヤマダイかんしょ

串間市

宮崎２産品

かごしま つぼづく くろず

第７号 鹿児島の壺造り黒酢

霧島市
福山町・隼人町

さくらじまこ

第46号 桜島小みかん

鹿児島市
桜島地区

かごしまくろうし

第58号 鹿児島黒牛

鹿児島県内

へつか

第57号 辺塚だいだい

肝付町・
南大隅町

鹿児島５産品

～令和２年11月、全国初「花」の登録～

鹿児島県大島郡和泊町・知名町

沖永良部島など南西諸島に自生していた
テッポウユリから繁殖・育種された純白
のゆり。多輪で香りが強いヨーロッパの
ゆりに比べて、１本に２輪から４輪の花
が咲き、ほのかな香りが特徴。日本のゆ
りの代表として冠婚葬祭に欠かせない。

おきのえらぶじま

沖永良部島

農林水産大臣登録 第102号 えらぶゆり

しちとういおもて

第22号 くにさき七島藺表

国東市・杵築市

おおいた

第33号 大分かぼす

大分県内

大分２産品

パネルディスカッションの様子
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産業 － 需要に応じた米生産 －

【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３（2021）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２（2020）年産
の実績と比較すると概ね前年から減少傾向となっていますが、これは近年の作柄状況
及び在庫状況を考慮しながら全国で作付転換が必要な6.7万haを実現するために各県に
おける取組の推進が行われているためです。

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）年産米の需給調整取組状況

単位：トン、ｈａ

作付方針（生産の目安） 主食用米 達成状況 （参考）３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 174,209 35,122 143,100 34,400 ▲ 31,109 ▲ 722 174,209 35,122

佐賀 132,153 25,463 102,000 23,400 ▲ 30,153 ▲ 2,063 129,797 25,009

長崎 60,005 12,449 46,400 11,000 ▲ 13,605 ▲ 1,449 57,996 12,032

熊本 169,868 33,133 151,800 32,300 ▲ 18,068 ▲ 833 169,759 33,105

大分 101,605 20,240 80,600 20,000 ▲ 21,005 ▲ 240 98,268 19,693

宮崎 89,362 18,016 67,900 14,300 ▲ 21,462 ▲ 3,716 86,371 17,414

鹿児島
104,711 21,725

81,500 17,800
▲ 23,211 ▲ 3,925

100,420 20,750
～106,042 ～22,001 ～ ▲ 24,542 ～ ▲ 4,201

九州
831,913 166,148

673,300 153,200
▲ 158,613 ▲ 12,948

816,820 163,125
～833,244 ～166,424 ～ ▲ 159,944 ～ ▲ 13,224

全国
7,080,000

－ 7,226,000 1,366,000 145,000 － 6,930,000 －
～7,170,000

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（大分県は面積のみ提示のため平年収量を使って試算）。

注２：全国の生産量は、国が令和元年11月20日及び令和２年11月５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３年２月26日に公表した収穫量及び作付面積。

令和３（2021）年産米等の作付意向（令和３年４月末現在）

都道府県

主食用米 備蓄用米 戦略作物

２年産
実績
(ha)

３年産意向
(対前年実績)

２年産実績
(ha)

３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

２年産実績
(ha)

３年産の意向
(対前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向
(対前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向(対
前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向(対
前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向(対
前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向(対
前年実績)

２年産実績
(ha)

３年産の意向
(対前年実績)

福岡 34,400 → 23   212   1,886   1,517   281   9   1,180 → 7,898   

佐賀 23,400   44 → 390   603   1,523   23   6 → 180   7,619 → 

長崎 11,000    2   9   111   1,244   6   2   93   317   

熊本 32,300   22   748 → 1,135   7,852 → 222   17   738   2,003 → 

大分 20,000   18 → 156   1,355   2,526 → 12   - - 590 → 1,195 → 

宮崎 14,300   3   1,642   412   6,656 → 17   16   13   204   

鹿児島 17,800    - - 1,480   653 → 3,542   10   1   57   246   

資料 ： 農林水産省「令和３年産米等の第２回中間的取組状況(令和３年４月末現在)

注１ ： 主食用米の「３年産意向（対前年実績）（4月末時点）」は、２年産実績と比較し、「→：前年並み傾向」、「 ：１～３％程度減少傾向」、「  ：３～５％程度減少傾向」、「   ：５％超の減少傾向」で
分類。
注２ ： 戦略作物及び備蓄米の「3年産の意向（対前年実績）」は、2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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産業 － 米粉 －

【米粉の普及拡大の推進】

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２（2020）年度は、３万３千トン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）年から開始し、令和２（2020）年10月には新たな日本農林規格
「ノングルテン米粉の製造工程管理JAS*１」を策定し、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。

九州農政局では、これまで、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
のセミナーの開催等、米粉の普及拡大を推進してきました。令和２（2020）年度は、
BUZZ MAFF*２を活用した米粉関連の情報発信や、くまもと県民交流館パレアロビー展に
てパネル展示やパンフレットの配布などを実施しました。

【事例】【アルファ化する技術を活用した米粉商品を開発】

○「アルファ化米粉の離乳食」合資会社 中村製粉（熊本県大津町）
平成28（2016）年の熊本地震の際、ある管理栄養士

が避難所に米粉の離乳食を届け、注目を集めました。
米粉と野菜ジュース、少量の水、塩を鍋にかけ練り

上げた、即席の非常食。この時の米粉は、加熱なしで
は食することができない生の米粉でした。

この経験をもとに、合資会社中村製粉では、ガスや
電気が使えない災害時に、水を加えるだけで食べられ
るように工夫したアルファ化米粉に、県産野菜を配合
した「おこめとやさいの離乳食」を開発し、令和２
（2020）年12月に販売を始め、同社のある大津町の災
害備蓄品（ローリングストック食）として採用されま
した。

＊１ グルテンが混入する可能性のある箇所を特定し、最終製品のグルテン含有量が１μg/gとなるように、
グルテン等の混入を防ぐよう製造工程を管理

＊２ 農林水産省職員自らが省公式YouTubeチャンネルで農山漁村の魅力を発信するプロジェクト

お湯不要の「アルファ化米粉の離乳食」

くまもと県民交流館パレアロビー展BUZZ MAFF「グルテンフリーの話をしよう」
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【事例】【日田市入江地区の梨産地（大分県）】
大分県日田市は、県内最大の梨の産地であり、日本国内だけではなく海外からの需

要も高く、「日田梨」ブランドとして定着しています。
平成29（2017）年の九州北部豪雨では、土砂の崩落により園地が埋まるなどの大き

な被害を受けたことから、災害に強く、平坦で労働生産性の高い水田へ移転し、梨園
の復興に取り組んでいます。

移転先の日田市入江地区の約２haの水田では、園地に転換
するため基盤整備を行うとともに、生産者の未収益期間対策
として、早期成園化の新技術の導入や梨棚をリース方式で貸
し出すことによる初期投資額の抑制に取り組んでいます。

同地区の園地では、令和２（2020）年12月に苗木の植え付
けが行われ、３～４年後の収穫を見込んでいます。

本取組は、水田への高収益作物導入モデル産地として、県
内への波及効果が期待されます。

産業 － 水田農業における高収益作物の導入 －

【九州で令和２（2020）年度に52産地を創設】

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、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
一体的に実施するため、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の提示等の取り組みを進めています。

令和３（2021）年３月末時点で、九州で52の産地が創設され、水田における野菜、
果樹及び花き等の高収益作物への転換が拡大しています。

化 九州における水田農業高収益作物化推進計画の策定状況

（※数字は産地数）

日田市入江地区

市町村 産地数 品目

平戸市
（向月）

４ 秋ばれいしょ、ブロッコ
リー、かぼちゃ、たまねぎ

平戸市
（大野）

２ ブロッコリー、たまねぎ

壱岐市 ４ たまねぎ、かぼちゃ、ブ
ロッコリー、アスパラガス

五島市 ４ ブロッコリー、かぼちゃ、
たまねぎ、レタス

雲仙市
（守山）

３ ブロッコリー、ばれいしょ、
たまねぎ

雲仙市
（山田）

３ ブロッコリー、たまねぎ、
ほうれんそう

南島原市
（南有馬）

１ トマト

南島原市
（北有馬）

１ トマト

西海市 １ ブロッコリー

波佐見町 ３ キャベツ、ブロッコリー、
ばれいしょ

＜長崎県＞

市町村 産地数 品目

朝倉市
筑前町

１ アスパラガス

筑後市 １ ゆり

上毛町 １ コケ

那珂川市 １ 子実用とうも
ろこし

行橋市 １ ホウレンソウ

＜福岡県＞

市町村 産地数 品目

大分市 ３ キク、いちご、
ぶどう

臼杵市 １ キウイフルー
ツ

佐伯市 ４ レモン、栗、
枝豆、ほうれ
ん草

日田市 １ 梨

豊後高
田市

１ 白ねぎ

＜大分県＞

市町村 産地数 品目

嘉島町 １ ミニトマト

熊本市 １ ナス

玉名市 １ イチゴ

八代市 ２ トマト、アスパラガス

＜熊本県＞

市町村 産地数 品目

日置市 ２ ミシマサイコ、葉ねぎ

曽於市 ４ さつまいも、さといも、
キャベツ、たまねぎ

＜鹿児島県＞

６

産地数：５２
（令和３年（2021）３月末時点）
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産業 － 園芸作物の生産体制強化 －

【果樹農業の労働生産性向上に向けた取組の推進】

国産の果実は、国内ニーズや輸出品目としてのポテンシャルが高い一方で、生産者
の高齢化や労働力不足等により、栽培面積や生産量は減少傾向となっています。

このような生産基盤の脆弱性を克服し、今後とも需要に応じた生産を確保していく
ためには、省力的な生産を可能とする樹形の導入や園地の整備、ドローンやロボット
等スマート技術も活用した管理・収穫作業の軽労化等のほか、加工・業務用の需要等
に応じた生産方法そのものの見直し等、地域の実情も踏まえつつ、労働生産性を高め
ていくことが重要です。

九州農政局では、果樹産地の維持・強化に向けたスマート農業技術の導入といった
観点から、スマート農機メーカーや農業支援サービス事業者等の協力を得て、ドロー
ン活用における基礎知識や現場の作業状況等を紹介するセミナーを開催しました。

【令和２年度果樹産地生産性向上セミナー】

289(0.1%)

363(0.2%)

2,971(1.2%)

2,667(1.3%)

35,023
(16.6%)

53,287
(22.0%)

73,485
(34.9%)

73,908
(30.5%)

89,053
(42.3%)

94,858
(39.1%)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

平.22

27

(戸)

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

69.6%

210,714

242,344

77.1%10,123(4.8%)

17,031(7.0%)

資料：農林水産省「農林業センサス」

経営者年齢別果樹の栽培農家数（販売農家）の割合

令和３（2021）年２月４日に、くまもと森都
心プラザ（熊本市）において、「令和２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、約50名の参加がありました。
セミナー前半では、４名の講師から「ドロー

ンを取り巻く法令や規制」、「ドローン技術が
実現する農作業の省力化・軽労化」、「ドロー
ン導入に役立つ補助金」、「スマート農業に取
り組むための知識」、「農薬メーカーが考える
果樹での省力化・軽労化」をテーマに講演が行
われました。
セミナー後半では、現地検討会を開催し、飛

行ドローンによるデモフライトや薬剤散布実
証、車両型ドローンによるデモ走行や自走式草
刈り機による草刈り実証などが行われました。
参加者からは、自らの産地・農業への導入を

想定した質問がなされるなど、スマート農業へ
の関心の高さがうかがわれました。

セミナーの様子

現地検討会でのデモフライトの様子
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産業 － 経営所得安定対策等 －

【WCS用稲は九州が全国の約６割】

九州の令和２（2020）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は前年
度よりやや増加しているものの、水田活用の直接支払交付金ではほぼ横ばいとなって
います。また、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
WCS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、WCS用稲では畜産農
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２年度 75,418 72,266 2,192 960 27,512 5,194 8,108 74,802

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

対前年度増減 -3,855 -3,949 133 -39 -1,215 -30 -1,120 -2,611

対前年度比率 95.1% 94.8% 106.5% 96.1% 95.8% 99.4% 87.9% 96.6%

対全国比
（令和２年度） (22.1%) (22.4%) (15.5%) (18.8%) (21.6%) (12.3%) (10.4%) (23.4%)

令和２年度 341,299 322,013 14,167 5,119 127,611 42,185 78,038 319,921

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

対前年度増減 -23,848 -24,218 618 -248 -7,635 -1,122 -10,171 -21,653

対前年度比率 93.5% 93.0% 104.6% 95.4% 94.4% 97.4% 88.5% 93.7%

資料：農林水産省「令和２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２（2020）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２年度 73,372 97,624 149,372 55,851 19,967 37,331 24,859 572 6,155 4,637

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

対前年度増減 2,159 -6,793 1,042 1,023 -338 -236 215 85 -210 503

対前年度比率 103.0% 93.5% 100.7% 101.9% 98.3% 99.4% 100.9% 117.6% 96.7% 112.2%

対全国比

（令和２年度） (17.1%) (12.8%) (26.9%) (32.2%) (18.0%) (35.6%) (58.1%) (9.0%) (8.7%) (10.3%)

令和２年度 429,143 763,654 554,438 173,428 111,008 104,871 42,784 6,345 70,864 45,138

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

対前年度増減 5,719 -53,942 -519 2,486 -881 -348 337 1,041 -1,628 -1,525

対前年度比率 101.4% 93.4% 99.9% 101.5% 99.2% 99.7% 100.8% 119.6% 97.8% 96.7%

資料：農林水産省「令和２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２（2020）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） －

【国際水準ＧＡＰの取組の推進】

国際水準ＧＡＰ*（JGAP､ASIAGAP､GLOBALG.A.P.）の推進にあたり、「ＧＡＰをする」
と「ＧＡＰ認証をとる」に考え方を分け、取組の拡大を図っています。

「ＧＡＰをする」は、農業者自らがＧＡＰを実践することで、「ＧＡＰ認証をと
る」は、第三者機関の審査により、正しくＧＡＰが行われているか確認された証明で
あり、経営戦略や販売戦略に基づき、農業者自らが認証をとることです。

現在、2030年度末までに、ほぼ全ての国内産地において国際水準ＧＡＰを実施（Ｇ
ＡＰをする）することを目標に、推進を図っています。

目標達成に向け、九州農政局では、①交付金事業を通じた指導活動により「ＧＡＰ
をする」を支援するとともに、②補助事業による輸出に向けた認証取得の推進、③Ｇ
ＡＰ認証農産物を取り扱う意向を有している事業者の「ＧＡＰパートナー」への登録
拡大（令和３(2021)年３月末現在全国39社うち九州10社）、④九州のＧＡＰ取組事例
(令和３(2021)年２月更新)の紹介などにより、「ＧＡＰ認証をとる」を支援していま
す。

なお、九州のＧＡＰパートナーは、これまで小売店のみでしたが、令和２年（2020)
度には新たにカット野菜事業者が加わり、ＧＡＰ認証農産物を取り扱う業態の広がり
を見せています。

「九州のＧＡＰ取組事例」
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/gap/gap_torikumi.html

【九州ブロックＧＡＰ推進シンポジウム】
令和２（2020）年９月25日、熊本市において、「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、農業団体２名の方からＧＡＰ認証取得までの
農業団体と産地の生産者が一体となった取組を、パートナー企業１社からは、持続
可能な生産に向けたメーカーとしての取組について発表いただきました。

第２部は、ＧＡＰパートナー９社と農業者等によるマッチング（うち７社はwebに
よる参加）を開催し、情報交流や情報交換を実施しました。
化

＊ 「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。

九州ブロックＧＡＰ推進シンポジウム

（Ｒ２年９月開催:出席者約90名）

ＧＡＰパートナーの店舗において

コーナーを設けて販売

ＧＡＰパートナー(九州10社:Ｒ３.３月末現在)
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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加速化】

ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用した「スマート農業」を推進し、農作業の省
力化・軽労化、農作物の高品質・高収量化により生産現場の課題を解決していくため、
農林水産省では「スマート農業推進総合パッケージ（令和２（2020）年10月）」を策
定し、①実証プロジェクトによるスマート農業の導入効果を分析するとともに、②初
期導入コストを低減するための農業支援サービスの育成・普及、③インフラ面の整備、
④学習機会の充実等に総合的に取り組んでいます。

九州農政局では、「九州スマート農業技術情報連絡会議」を設置し、九州の各実証
プロジェクトの進捗状況の把握、課題解決に向けた検討、九州各県におけるスマート
農業施策の更なる充実に向けた情報共有を図るとともに、農業支援サービスの普及に
向けたフォーラムの開催や設備導入等の支援により、農業現場への先端技術の導入・
実装を加速化させ、生産性の向上を目指すこととしています。
「九州のスマート農業取組事例」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/seisan/gizyutu/smart.html#jr

【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」開催（令和２（2020）年７月28日）
令和２年度第１回連絡会議を７月28日にWEB会議方式により開催。同日、各

県拠点ごとに意見交換会を実施。
◯「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」開催

（令和３（2021）年１月22日）
令和元（2019）年度から実証中のコンソーシアムの実証成果を紹介する動画

をホームページ上で公開（公開中）。また、プロジェクトに参画する九州に本
社や営業所を有するIT企業や機械メーカー等がリアルタイムで相談に対応。

◯「九州スマート農業推進リモートフォーラム」（令和３（2021）年２月19日）
農業支援サービスの育成・普及定着を図るため、基調講演、取組発表の後、

講師等とのパネルディスカッションをWEB会議方式により実施。

〈 九州の実証プロジェクト（35地区）〉 〈 スマート農業推進総合パッケージ 〉

Inaho（株）

JA鹿児島経済連

収穫ロボットを無償で
レンタルし、ロボット
が収穫した量に応じた
利用料が発生するRaaS*

による事業を展開。
（導入農家の事例をＨＰで紹
介しています）

（農業支援サービスの例）
JA組合員からの作業申
請の後、 JA職員がほ
場確認や薬剤選定を行
い、県経済連職員がド
ローンによる防除作業
を実施。

※RaaS方式(Robot as a Service) とは、ロボットを必要に応
じて使用する形態で、ここでは、販売額に応じた料金システム
方式

① スマート農業の実証・分析、普及

② 新たな農業支援サービスの育成・普及

③ 実践環境の整備

④ 学習機会の提供

⑤ 海外への展開

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
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九州のスマート農業加速化実証プロジェクト等一覧
１．施設園芸
番
号

年度 県 市町村 品 目 実証代表機関（実証場所） 実 証 課 題 名

1 元 福岡 小郡市
みずな、ちんげん
さい、こまつな他

(株) RUSH FARMほか 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

2 元 熊本 阿蘇市 いちご ＪＡ阿蘇いちご部会委託部
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

3 元 熊本 熊本市 なす、すいか ＪＡ熊本市園芸部会茄子部会ほか
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

4 元 大分 九重町 パプリカ (株) タカヒコアグロビジネス 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

5 元 鹿児島 曽於市 ピーマン ＪＡそおピーマン部会
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

6 ２ 長崎 南島原市 アスパラガス 南島原市 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

7 ２ 熊本 益城町 ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ他 （株）果実堂 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

8 ２ 宮崎 新富町 ピーマン、きゅうり 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構
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

9 ２ 佐賀
佐賀市
太良町

アスパラガス
inaho株式会社
(自動収穫ロボットを活用したスマート農業実証

コンソーシアム）
自動収穫ロボットの導入による収穫作業の省力化及び自動化実証PRJ

10 ３ 熊本 阿蘇市 イチゴ ＪＡ阿蘇いちご部会委託部
日本産イチゴの輸出拡大を強力に後押しするスマート高品質生産・出
荷体系の構築

２．水田作

1 元 佐賀 神埼市 米、麦、大豆 (有) アグリベースにいやま 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

2 元 鹿児島 南九州市 水稲WCS (農) 土里夢たかた
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

3 ２ 福岡 鞍手町 麦類、大豆、水稲 株式会社 遠藤農産
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

4 ２ 熊本 熊本市 水稲、サトイモ 公立大学法人 熊本県立大学
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

5 ２ 宮崎 高千穂町 水稲、肉用牛 高千穂町
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

6 ２ 大分 竹田市 水稲
大分県

（大分県中山間スマート水田農業実証コンソー
シアム）

中山間地域におけるスマート農業技術を活用した効率的かつ省労働力
大規模水田農業経営モデルの実証

３．露地野菜

1 元 大分 豊後大野市白ねぎ (株) オーエス豊後大野ファーム
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

2 元 宮崎 西都市
ほうれんそう、キャ
ベツ、にんじん

(株) ジェイエイフーズみやざき
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

3 元 宮崎 都城市
ごぼう、にんじん、
ばれいしょ他

(株) 新福青果
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

4 ２ 長崎 島原市 ブロッコリー ＪＡ島原雲仙
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

5 ２ 宮崎 都城市
キャベツ、ニンニク
他

有限会社太陽ファーム
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

４．畑作

1 元 熊本 大津町 大麦 (株) 東洋グリーンファーム
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

2 元 鹿児島 徳之島町 さとうきび (有) 南西サービス
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

3 ２ 鹿児島 鹿児島市 さつまいも 鹿児島県経済農業協同組合連合会
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

4 ２ 鹿児島 鹿屋市 さつまいも 鹿児島きもつき農業協同組合
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

5 ２ 鹿児島 指宿市 キャベツ
株式会社指宿やさいの王国
(指宿スマート農業実証コンソーシアム)

キャベツの大規模栽培における先端技術を取り入れた施肥から収穫ま
での一体的省力化体系の実証

５．畜産

1 元 鹿児島 霧島市 経産牛、育成牛 (農) 霧島第一牧場
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

2 ２ 熊本 阿蘇市 肉用牛 熊本県農業研究センター草地畜産研究所
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

3 ２ 鹿児島 三島村 肉用牛 三島村肉用牛生産組合 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

4 ２ 鹿児島 鹿児島市 肉用牛
株式会社カミチクホールディングス
(カミチクスマート畜産実証コンソーシアム)

スマート畜産技術の導入による人手不足の解消と経営改善の実証

６．果樹

1 元 長崎 佐世保市 温州みかん ＪＡ長崎西海農協させぼ広域かんきつ部会
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

2 ２ 長崎 大村市 びわ 長崎県農林技術開発センター
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

3 ３ 長崎 長与町 カンキツ ＪＡ長崎せいひ ことのうみ柑橘部会
withコロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるス
マートフードチェーンの実証

７．茶

1 元 鹿児島 志布志市 茶 鹿児島堀口製茶(有)
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

2 ２ 鹿児島 志布志市 茶 鹿児島堀口製茶(有)
ローカル５G に基づく超高速・超低遅延による自動運転（Level３） およ
びDrone/LPWA 等による圃場センシング・AI など営農・栽培データ解析
による摘採計画の最適化体系及びシェアリングの実証

－ 50 －



九州における農産物等の物流効率化に向けた主な取組

産業 － 農産物・食品流通の合理化 －

【農産物等におけるトラック輸送の現状】

農産物の物流は、トラックによる輸送が大宗を占めていますが、生産量が天候・季
節等に左右される、多品目でロットが小さい場合が多い、傷つきやすく冷蔵等の温度
管理も必要といった特徴から他の品目に比べても効率化が難しいものとなっています。

特に、九州は、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、農産物流通の効率化を図るため九州７県
において農業者（荷主）及び卸売市場、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、参加者に対し、パレット輸送、共同輸送、
カーフェリー等の利用、出荷方法の変更等につい
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。

１．パレットを利用した取組

３．物流拠点の整備 ４．貨客混載の取組

２．カーフェリー等を利用した取組

統一パレットの導入による荷役作業軽減と
パレット管理の効率化
※ 宮崎県の運送事業者による実証事業

モーダルシフトによるトラック運転手の
運転時間の削減とCO 排出削減
※ 大分港～清水港へRORO船による運送
※ 宮崎港～神戸港へカーフェリーによる運送

集約によるスケールメリットと物流の効率化
※ 福岡県北九州市で広域物流拠点（ストック

ポイント）の整備を検討

路線バス、鉄道、新幹線の利用
※ 長崎、宮崎等から福岡（天神）へ 高速バス貨客混載

※ 博多駅～鹿児島中央駅間 新幹線貨客混載

－ 51 －


