
見たい！知りたい！九州農業２０２２（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、５年目となる令和４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「気候変動への対応」とした。

構成

１．気候変動への対応

２．農林水産物・食品の輸出拡大

３．農畜産物の防疫対策

４．スマート農業の推進

５．棚田を含む中山間地域等の活性化

６．環境保全型農業の推進

７．ジビエ利用拡大・鳥獣被害対策

８．農泊・農福連携の推進

９．自然災害への対応

１０．自然災害への備え

（参考）九州農業の特徴

趣旨



・ビニールハウスの冠水（福岡県久留米市）・⽔稲：⾼温による品質の低下

１．今年の話題 － 気候変動への対応 －

【気候変動による農林水産業への影響と環境施策への取り組み】

地球温暖化を原因とした気候変動により、食料の生産現場においても、大規模災害の頻発や、生物多様性の急速かつ大規模な損失、病害虫
のまん延や高温による農作物の生理障害など深刻な影響がでています。
農林水産業でも、自然の持つ力を巧みに引き出して行われる食料生産活動に起因する環境負荷の低減を図り、豊かな地球環境を維持するこ

とは持続的な生産活動に不可欠であり、次世代に向けて産業分野として取り組むべき重要かつ緊急の課題です。
日本の農林水産分野における温室効果ガスの排出量は、4,747万ｔCO2(2019年度)で日本のCO2総排出量の3.9％を占めており、温室効果ガス

削減のための農作物の栽培技術の研究開発や、環境への負荷を低減させる営農活動の支援に更に取り組んでいきます。

・水田から発生するメタン(温室
効果が二酸化炭素の25倍)の削
減のための栽培技術を研究

・土壌分析結果により施肥量を
適正化

○気温上昇の農作物への影響

気温が上昇傾向にあり、米の白未熟粒や果実の焼け・着色不良等が発生し、農作物の品質低下や生産量の減少などの影響がでています。

○短時間強雨や降雨期間の長期化による災害が頻発

河川の氾濫や土砂災害が頻発しており、農業分野においても圃場や施設等の冠水、流失等による農作物や生産基盤への大規模な被害が増加

しています。
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栽培技術の研究開発

堆肥等の施用の取組

・堆肥や緑肥等の有機物を農地
に施用することにより環境負
荷を低減

（本文2頁～6頁）



【堆肥の利用拡大による環境負荷の低減】

堆肥や緑肥の施用や、土壌診断結果による適切な施肥は、化学肥料の使用を抑えた環境にやさしい栽培方法であり、生産コストの低減も期
待できます。堆肥等の利用拡大について農業者の更なる理解を得、堆肥等の施用を主体とした栽培技術の確立や、農業者が堆肥等を利用しや
すくなるような環境づくりが必要です。
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施用量で十分であったため

栄養成分が安定しないことや雑草の種子

の混入など堆肥の品質に不安があるため
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安定した収量が確保できているため

散布に労力がかかるため

農業者：1,622人
（100.0％）

（％）

都道府県の施肥基準やJAの指導等で示されている堆肥の施用量
より少ない量を施用、あるいは施用していない理由（複数回答）

菊池地域は熊本県内最大の畜産地帯です。このため、生産される堆肥の
自家利用や地域内での利用には限界があることから、JA菊池は堆肥の利用
先の確保や広域流通の支援を目的とした有機支援センターを整備しまし
た。
地域内の畜産農家の余剰堆肥を一括集

荷し品質を高め、バラ状堆肥のほか耕種
農家のニーズに合わせた使いやすいペレ
ット状の堆肥も製造し、堆肥の不足する
耕種地帯へ有機資源を安定的に供給して
います。

ペレット堆肥製造機

使いやすい堆肥の開発と利用拡大の取り組み（熊本県菊池地域農業協同組合）

資料：農林水産省「農業分野の地
球温暖化緩和策に関する意識・意
向調査結果」（令和3年度調査）

【水田から発生する温室効果ガスを削減】

稲作の中干しの時期は、水田でメタン(温室効果が二酸化炭素の25倍)が多く発生する時期であるため、この時期に水田の水を抜き土の中に
酸素を送ると嫌気性のメタン生成菌の活動を抑制できます。中干し期間を通常より１週間程度延長すると、メタンの発生量を約３割削減する
ことができます。
また、メタン生成菌は有機物を原料にメタンを発生させます。稲わら(有機物)の水田へのすき込みを収穫後の秋に行う(秋耕)と、すき込ま

れた稲わらは翌年の湛水前までには分解が進み、土壌中の有機物が減少することから、湛水後に発生するメタンの量を抑えることができま
す。
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資料：農林水産省「農業分野の地球温暖化緩和策に関する意識・意向調査結果」（令和３年度調査）
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野菜やくだものを購入する際、特に、「味・鮮度」と「価格」が重視されています。持続可能な農業で生産された農産物の消費者ニーズを
高めていくためには、栽培方法のほか、鮮度等について消費者の納得のいく情報発信も必要です。
また、「今後、購入を増やしたいオーガニック食品」については、「生鮮野菜」等が挙げられており、生産国についても「国産」の購入意

向が67.4％(生鮮野菜)あります。国民から支援される国産農産物生産に向けては、野菜や果実を中心に、持続可能な農業生産を進めていくこ
とが必要です。

【持続可能な農業により生産された農産物の流通・消費の促進】
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今後、家の中で飲食するために購入したい又は購入を増
やしたいオーガニック食品(複数回答)

資料：農林水産省「野菜やくだものの外観や販売方法に関する意向調査」（令和元年度調査） 資料：農林水産省「有機食品等の消費状況に関する意向調査」（令和元年度調査）

※ 農林水産省は、令和３(2021)年５月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、食料・農業・農村分野における温室効果ガス削減への対応を更に進めていきます。

みどりの食料システム戦略URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

【農業・農村の多面的機能の発揮による国土と環境の保全】

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、水源の涵養、生物多様性の保全、景観形成、文化の継承
等、様々な役割を果たしています。

高齢化・担い手不足等による荒廃農地の増加や農業・農村の多面的機能維持のための保全活動等が衰退するなか、荒廃農地の解消や農地の
担い手への集積、地域での農地・水路等の共同保全活動等への支援を更に推進し、農業・農村の多面的機能を発揮する必要があります。

大分県豊後高田市の羽根地区は、以前は地区内の農地(約４㏊)が耕作されてい
ましたが、高齢化により大半が荒廃農地となりました。このため、地域内で話し
合いを行い、荒廃農地のうち約３㏊を令和３(2021)年度から５カ年計画で再生さ
せるため、農山漁村振興交付金の最適土地利用対策に取り組んでいます。
再生した農地では、健康志向からニーズの高いボタンボウフ

ウ の生産に取り組む予定で、紫ボタンボウフウの地域特産品
としてブランド化や地域住民の所得向上が期待されています。

＊ボタンボウフウ：別名、長命草（ちょうめいそう）とも呼ばれ、沖縄や九
州などの温暖な地域で海岸沿いの岩場に自生するセリ科の常緑多年草。

福岡県大木町の農地等の維持管理は、町内各地区単位
で取り組んでいましたが、高齢化や役員の担い手不足等
により、組織数・認定農用地面積が年々減少してきまし
た。このため、土地改良区や行政において維持活動の広
域化に向けた推進委員会を立ち上げ、町内全組織による
大木町広域協定運営委員会を設立しました。
農地等の維持管理活動の広域化により、休止状態に

あった組織の活動が再開し、新たな取り組みの推進が図
られています。再生する荒廃農地

荒廃農地を再生する取り組み（大分県豊後高田市）

*

活動維持に向けた広域化の推進（福岡県大木町）

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/


○ 政府では、令和12（2030）年までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円にする目標を設定し、この目標達成に向け「農林水産
物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定。令和３（2021）年２月以降、輸出重点品目（計28品目）を決定し、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、九州管内の輸出産地への輸出事業計画の策定・実行への支援、輸出に取り組む生産者
等へ、輸出に関する様々な課題の解決に向けたアドバイスや橋渡し等を行う「輸出訪問診断」、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等、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

< 令和３年(１-12月)農林水産物・食品の輸出額 >

全国・・・１兆2,382億円（初めて年間１兆円超え）

九州・・・ 1,208億円
※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 >

・平成30（2018）年から輸出を開始。良質なさつまいもを契約農家164軒と
自社農園から調達し、独自の洗浄選別温湿度管理で長期貯蔵。焼き芋用
及び青果用のさつまいもとして輸出。
・DON DON DONKIから注文を受け、アジア５カ国（香港、シンガポール、マ
レーシア、タイ、台湾）へ、自社調達する40フィート冷蔵コンテナで現地まで
１週間から３週間の海上輸送。
・品質向上のため、土壌改良等に取り組むとともに、芋ケンピ等の加工品
は自社のさつまいもを使い委託生産。さつまいもと同じ冷蔵コンテナに積み
合わせることで、低運賃を実現し、売場の品揃えを強化することで積極的に
輸出に取り組んでいる。※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26頁～29頁、94頁）

< 輸出重点品目の輸出産地リスト（令和４（2022）年４月末現在） >
全国・・・1,287産地
九州・・・ 47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 30産地 （計11品目、計47産地）

DON DON DONKIの
さつまいも売場

機密性〇情報（保存期間：1年未満 1 3 5 10 30年） 〇〇限り 

Japan
ジ ャ パ ン

 potato
ポ テ ト

有限会社（鹿児島県） 

福岡県 ５品目 ５産地
佐賀県 ３品目 ３産地
長崎県 ４品目 ４産地
熊本県 ６品目 ７産地 
大分県 ４品目 ４産地
宮崎県 ６品目 ６産地 

鹿児島県 ６品目 18産地 
牛肉、鶏肉、鶏卵、かんきつ、野菜（かんしょ）、茶
牛肉、豚肉、鶏肉、かんきつ、野菜（かんしょ・その他の野菜）、茶

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

鶏肉、かんきつ、いちご、茶、かき
かんきつ、いちご、茶
かんきつ、いちご、野菜（かんしょ）、茶

牛肉、ぶどう、かんきつ、野菜（かんしょ）

［輸出品目］

北部(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県)

いちご、かんきつ、なし等の青果物、
ぶり、まだい等の水産物の輸出が盛ん

南部(熊本県、宮崎県、鹿児島県)

かんしょ、茶のほか、牛肉、豚肉、鶏卵等の
畜産物が多く輸出され、ぶり等の水産物や
木材の輸出も盛ん

［輸出先］

青果物は、香港、台湾、シンガポール等の
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



○ 令和３（2021）年は、サツマイモ基腐病のまん延防止と被害低減に向け、国、県及び農研機構が連携し、防除技術の開発や対
策の普及を推進。また、ミカンコミバエの海外からの飛来が５県で確認され、国、県、ＪＡ等が連携し、初動防除を実施。さら
に、トマトキバガが国内で初めて確認されたことから、初動防除を実施。

○ 特定家畜伝染病については、令和３（2021）年11月に、鹿児島県で高病原性鳥インフルエンザが発生し、翌年１月までの間に
２県４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、20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。豚熱は関東、東北を中心に継続して発生し、令和４年（2022）年３月には山口県及び広島県で豚熱に感染した野生イノシシ
が確認ており、近隣諸国でのアフリカ豚熱等の発生状況を鑑みれば、飼養衛生管理基準の遵守の徹底が重要。

３． 農畜産物の防疫対策

〈農産物の防疫対策〉

○ 病害虫の発生状況及び対応状況

・鹿児島県、宮崎県等で問題となっているサツマイ
モ基腐病について、国、県及び農研機構が連携し、
防除技術の開発を推進するとともに、生産者等への
注意喚起及び防除技術の普及を推進

・ミカンコミバエの海外からの飛来が九州５県
（長崎県、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県）で
確認され、植物防疫所、県、市町村、ＪＡ等が連携
し、誘殺板の設置、寄主植物の除去などミカンコミバエの定着及び
まん延を防止するための初動防除を実施

・国内初となるトマトキバガの発生が熊本県のトマトほ場で確認さ
れ、その後、宮崎県でも発生を確認。九州各県における発生状況調
査の結果、これまで九州６県（熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡県
、大分県、長崎県）でフェロモントラップへの誘殺を確認

○ 九州農政局の取組

・サツマイモ基腐病のまん延防止のため、防除対策のポイントを整
理し、注意喚起を実施

・ミカンコミバエの初動防除において、
県が実施する誘殺板の設置や航空防除、
寄主植物の除去等に要する経費を支援

・トマトキバガの誘殺が確認された県に
おいて、県や農業者団体等が実施する発
生状況調査や農薬散布等に要する経費を
支援

（本文34頁～35頁）

基腐病によるかんしょ被害
（出展：農研機構）

ミカンコミバエ種群（左：成虫、右：誘殺板）
（出展：植物防疫所、沖縄県）

〈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及び対応状況

・九州では、２県４農場(鹿児島３、熊本１)で発生し、まん延防止

のため、約22.8万羽を殺処分

・熊本県南関町での高病原性鳥インフルエ

ンザ発生時には、熊本県からの要請を受

け、農場防疫作業に20名の職員を派遣

○ 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

防止柵の整備や野生イノシシにおけ

る豚熱、アフリカ豚熱の浸潤状況調

査に要する経費を支援

・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

令和３(2021)年12月の発生
農場での防疫作業(熊本県)

高病原性鳥インフルエンザの発生を
受けて実施した緊急消毒（鹿児島県
出水市）



福岡県 3 大分県 4

佐賀県 2 宮崎県 5

長崎県 6 鹿児島県 14

熊本県 7

○ 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（2019）年５月設置）」の活動を通じて、九州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３（2021）年５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10月・令和４(2022)年
２月には、「スマート農業現地サミット」を部門別(畜産・園芸・水田作)に３回開催し、環境保全にも資する農業支援サービスをテーマに令
和４（2022）年2月「九州スマート農業推進フォーラム」を開催。また同年３月、「九州スマート農業マッチングイベント」 を開催。

４． スマート農業の推進

※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

(株)エアリアルワークスは、ドロー
ン及び4輪駆動車両型の自動散布
機による防除作業を実施

(有)タカハマ緑幸では、国産農業
用ドローンや草刈りロボットの販
売・リース等を実施。農地や緑地
に応じたメーカーや機種を提案。

スマート農業現地サミット
（スマート農業推進フォーラムin九州）

九州スマート農業推進
フォーラム（R4.2.22)

九州スマート農業マッチング
イベント(R4.3.17)

【九州の実証プロジェクト】 【令和３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

③データ分析型
JA西都・JA宮崎中央では、施設
園芸ハウスの暖房用重油タンク
にセンサを設置。重油の効率的
な配送及び漏洩防止に活用。

（本文47頁～48頁、104頁）

（計：41地区）

4輪駆動車両型の自動散布機

JA西都装置 JA宮崎中央装置

果樹園での芝刈り作業の様子

施設園芸

12地区 (29%)

畑作

7地区(17%)
露地野菜

6地区(15%)

水田作

6地区(15%)

畜産

4地区(10%)

果樹

3地区(7%)

茶

2地区(5%)
ローカル５G

1地区(2%)

九州の実証プロジェクトの作目（経営品目）別割合
畜産部門(R3.10.6) 園芸部門(R4.2.4) 水田作部門(R4.2.9)



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。

５．棚田を含む中山間地域等の活性化 （本文64頁～65頁、111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65地域、国内11地域）
日本農業遺産：九州２地域（国内22地域）

○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(R4.4.21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６施設（世界17ヵ国123施設、国内44施設）

山田堰・堀川用水・水車群
（福岡県 朝倉市）

（平成26年(2014)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＞棚田を守る中高生の活動（江里山たなだ部） （佐賀県小城市小城町）

秋には彼岸花が咲き、多くの観光客が訪れる美しい景観を有している棚田。
地域の高齢化等により、棚田の維持・保全が難しくなってきていたことから、2020年

に年齢・地域を問わない地域一体型クラブとして、「江里山たなだ部」が発足。

小城市内の中学校、高校に通う生徒が学校や地域の枠を超えて集結し、美しい江
里山の棚田をフィールドに、農作物の栽培や収穫・加工を実体験しつつ、江里山の棚
田を守る新たな学びの場となっている。

引き続き中高生部員を募集し、継続的に活動を続けていく。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(2018)登録）

宇佐のかんがい用水群
（大分県 宇佐市）

（令和３年(2021)登録）

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 11地域 ８地域（８計画）

長崎県 ７地域 ４地域（３計画）

熊本県 34地域 18地域（９計画）

大分県 112地域 34地域（５計画）

宮崎県 21地域 12地域（６計画）

鹿児島県 ５地域 ４地域（３計画）

計 200地域 89地域（37計画）

高千穂郷・椎葉山地域（宮崎県）阿蘇地域（熊本県） 国東半島宇佐地域（大分県）



○ 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6,898haで、全国の8.5％（令和３（2021）年３月末現在）。実施面積の大きい取組は、有

機農業2,223ha（32％）、カバークロップ1,612ha（23％）、地域特認取組＊1,537ha（22％）、堆肥の施用1,454ha（21％）

○ 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、九州の農業者が農林水産大臣賞を受賞。

＊地域を限定して、環境や農業の実態等を勘案した上で、５割低減の取組と合わせて行う取組をいう（例：IPM（総合的病害虫・雑草管理）、冬期湛水など）

６． 環境保全型農業の推進 （本文68頁）

＜事例 令和３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）で農林水産大臣賞を受賞した取組＞

農事組合法人ながさき南部生産組合（長崎県南島原市）

昭和50（1975）年に、有機農産物産直グループを農業者５名で結成し、生産方法、販路確保等の研
究を重ねた結果、令和３（2021）年には構成員143名、経営面積222ha規模の農事組合法人に発展。

生産面では、有機物資源の地域内循環の観点から、島原半島の畜産農家から調達した堆肥を土壌診
断結果に基づき施肥を行うほか、生産管理、安全管理を徹底するとともに、全組合員は、出荷前に栽
培管理記録を提出し、内部監査委員による全筆圃場検査を実施。

販売面では、化学農薬等の低減状況の区分により、４種類の商品ラベル（黒：有機JAS、赤：有機
JAS資材のみ使用、紫：農薬不使用、青：農薬使用半減）を農産物に貼付し、併せてポップ表示で商品
ラベルの説明を行うことで、分かりやすく情報を消費者に伝達。

生産地近郊に直売所「大地のめぐみ」を展開する他に、流通業者との連携により、県内外の大手
スーパー等36店舗にインショップを開設するなど、多様な販路を確保。

店頭における商品ラベルの説明

直売所「大地のめぐみ」



○ 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。

７．ジビエ利用拡大・鳥獣被害対策 （本文69頁～70頁、113頁）

○農作物被害金額 ＜熊本県宇城市不知火町（大見）での鳥獣被害対策の取組＞

＜宮崎県西米良村の西米良村ジビエ処理加工施設＞

平成30（2018）年に施設を整備し、令和元（2019）年に国産ジビエ認証

を取得。捕獲個体の搬入から解体・処理加工まで地域一体となって取り
組む。

処理設備・焼却施設や在庫管理システムを活用し、効率的に安全・安
心な村内産ジビエとして、ジビエフェアの開催や、学校給食への食材供
給等、ジビエの普及に取り組み、獣害軽減や雇用創出を実現。

36 41 32 32 29 26 24 22 25 25
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資料：農林水産省調べ
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74%
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イノシシ
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シカ
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類
7%

カラス
10%

ヒヨドリ
6%

カモ
8%

スズメ
1%

その他鳥
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1%

令和２年度

被害額

25億円

獣種別農作物被害金額（九州）

資料：農林水産省調べ 西米良村と連携し「にしめらジビエフェア」を開催ジビエ解体研修の様子

熊本県宇城市の大見集落では、農家のみならず地区の住民も参加した
「大見をまもり隊」を結成し、研修会や防護柵の点検・管理、エサ場や潜
み場所の除去等を実施するとともに、ICT機器（罠の通知機）を導入し、
捕獲情報をLINEによりメンバー全員で共有。

集落環境点検の様子 ICT機器（わな通知機）



○ 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94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。

８． 農泊・農福連携の推進 （本文75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

https://www.tabi.9mura.net/


○ 令和３年８月11日からの大雨は、九州北部（福岡県、佐賀県、長崎県）で大雨特別警報が発表されるなど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、８月11日からの大雨が最も大きく九州を中心に856億円。

９． 自然災害への対応 （本文77頁～78頁）

・８月11日からの大雨で災害復旧の対象となった農地・農業用施設は2,671件。

令和３（2021）年12月末に災害査定完了。

・直轄災害復旧事業により、被災した国営幹線水路（佐賀中部地区大井手水路）の

本復旧は、令和４（2022）年度の非かんがい期（10月～３月）に合わせて実施予定。

完了予定は、令和５（2023）年３月。

・被災した防災重点ため池による宅地等への被害を防止するため、ブルーシートによる保護、堤体

開削等を行い災害査定（24箇所）を令和３（2021）年12月までに実施。

・被災した自治体等へ技術支援や情報収集などのため、技術系職員やリエゾン等でのべ177名の職員

を派遣。

・被災した福岡県、熊本県、大分県の排水機場等の故障による湛水被害への対応のため、排水ポン

プ車の派遣や排水ポンプの設置を実施。 排水ポンプ車による排水状況
（福岡県大牟田市）

被災したため池の応急対策実施状況：（右写真)堤体開削後 （佐賀県唐津市）

被災状況 現況（R３.10月）

災害査定実施状況
（長崎県波佐見町）

(R３.９月)

国営幹線水路（佐賀中部地区大井手水路）の復旧工事計画 （佐賀県佐賀市）

復旧断面図

水路背面の空洞状況

左岸 右岸

最大４cmの浮上

最大３４cmの浮上

６５.５m区間で浮上
を確認

被災状況



○ 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。
○ もしも災害が発生した場合の災害復旧の迅速化。

10． 自然災害への備え （本文79頁～80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

〈 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」が制定され、各県において策定した「防災工事
等推進計画」を状況に応じて見直しながら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。

〈 防災重点農業用ため池の整備 〉

【災害復旧事業の査定前着工制度】
被害の拡大防止や営農活動の早期再開等を図るため、

災害査定の前の段階で、簡易な資料による打合せのみ（あ
るいは打合せ不要）で応急工事に着手することが可能な制
度です。積極的な活用を図るよう推進しています。

【災害復旧の迅速化及び事務の軽減化】
地方自治体の災害復旧事業にかかる事務の負担を軽減

するため告示・通知の見直しを行い復旧の促進を図って
います。

①二次被害の防止や復旧を急げば次期作付けに間に合う場
合など査定前に復旧が可能な応急工事のうち実施前に国
との協議が必要であった応急本工事について、簡易な工種
は、協議を要しないことに見直し

②工事費の増減額が30％以上となった場合においても、そ
の額が300万円を超えない場合は国との協議を要しない
ことに見直し

③対象となる農地面積に減少が生じた場合でもその面積が20
％未満の場合は国との協議を要しないことに見直し

④軽微な変更について、工種毎に細分化されていた規定を形
状、材質、位置、数量などの項目に体系化し、工種に限定
しない内容に「大括り化」

〈 災害からの復旧の迅速化 〉
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○ 九州は「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約２割を占めており、農業のウエイトは大きく日本の食
料基地となっている。

○ 九州の農業産出額（令和２年）は１兆7,422億円で、部門別に占める割合は全国に比べて米は低い(全国18.4％、九州9.2％）も
のの、畜産が高く（全国36.2％、九州46.8％）、野菜は同等（全国25.2％、九州24.9％）。

○ 部門別農業産出額の全国に占める九州の割合は、野菜、果実、工芸農作物、畜産などの様々な品目で高い全国シェアを有す
る。

〇 農業産出額の全国順位は鹿児島県が２位、熊本県が５位、宮崎県が６位。市町村別でも上位10位以内に２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２(2020)年）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」「令和２年市町村別農業産出額（推計）」

【主要品目別農業産出額の全国に占める九州及び
九州の全国上位県の割合】（令和２(2020)年）

九州の農業産出額は全国の約２割を占める

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

（本文8頁～11頁、82頁～91頁）

資料：農林水産省「令和２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30年県民経済計算」、国土地理院「令和３年都道府県市町村別面積調」
総務省統計局「令和３年労働力調査」

単位：億円

全国順位 都道府県 市町村 農業産出額

1位 宮崎 都城市 865

2位 愛知 田原市 825

3位 北海道 別海町 663

4位 茨城 鉾田市 640

5位 新潟 新潟市 570

6位 千葉 旭市 489

7位 静岡 浜松市 471

8位 栃木 那須塩原市 457

9位 熊本 熊本市 451

10位 青森 弘前市 450

単位：％

 いちご 37.4      福岡 12.8    

 ピーマン 37.7      宮崎 20.8    

 アスパラガス 29.6      佐賀 8.7     

 トマト 28.3      熊本 17.9    

 すいか 23.8      熊本 19.1    

 きゅうり 23.5      宮崎 12.6    

 なす 22.1      熊本 11.4    

 メロン 20.3      熊本 16.2    

 しらぬい 69.5      熊本 49.7    

 なつみかん 64.7      鹿児島 39.2    

 マンゴー 64.5      宮崎 52.6    

 みかん 32.9      熊本 9.5     

 キウイフルーツ 25.5      福岡 17.0    

 くり 23.3      熊本 16.3    

 葉たばこ 46.8      熊本 16.8    

 茶（生葉） 46.2      鹿児島 31.8    

 さとうきび 38.2      鹿児島 38.2    

 ブロイラー 48.0      宮崎 19.3    

 肉用牛 41.4      鹿児島 16.8    

 豚 29.4      鹿児島 13.0    
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部門 品目名 全国シェア
（九州合計）

全国シェア
（九州１位の県）

果
実

野
菜

各府省の関連統計（全国・九州）

九州の農業産出額は全国の約２割を占める

【農業産出額全国上位10市町村】
(令和２(2020)年)

単位：億円

全国順位 都道府県名 農業産出額

1位 北海道 12,667

2位 鹿児島 4,772

3位 茨城 4,417

4位 千葉 3,853

5位 熊本 3,407

6位 宮崎 3,348

7位 青森 3,262

8位 愛知 2,893

9位 栃木 2,875

10位 岩手 2,741

【農業産出額全国上位10都道府県】
(令和２(2020)年)


