
野菜

30.0%

畜産物

17.7%果樹

16.4%

水産物

8.4%

米

7.7%

林産物

5.7%

その他

4.6%

茶

3.0%

花き

2.5%

麦類

2.0%

豆類

1.3%

そば

0.5%

野生鳥獣

0.2%

産業 － ６次産業化 －

【６次産業化の取組と推進施策】

九州農政局において、「六次産業化・地産地消法」に基づき総合化事業計画の認定を

行った件数は、466件(令和４(2022)年３月末)で全国の17.8％を占め、ブロック別では

最も多い認定件数となっています。県別にみると宮崎県が全国第３位となっており、全

国的に見ても九州は６次産業化の取り組みが進んでいる地域といえます。

また、九州での「総合化事業計画」による対象農林水産物の割合をみると野菜、畜産

物、果樹が上位を占めており、温暖な気候や盛んな畜産を活用した品目での取組となっ

ています。

６次産業化の取組を推進するための国の支援策としては、事業者が作成する「総合化

事業計画」の認定や、取組に対してアドバイスを行うプランナーの派遣、さらには、商

品の開発や販路開拓に係る費用、「総合化事業計画」で認定された商品の加工に必要な

施設等の設置費用の一部を補助する交付金による支援等を行っています。

令和４(2022)年度からは、６次産業化にとどまらない「農山漁村発イノベーション」

(活用可能な農村の地域資源を発掘し、磨き上げた上で、これまでにない他分野と組み

合わせる取組)に発展させ、地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様

な地域資源も活用して、農林漁業者はもちろん、地域の企業なども含めた多様な主体の

参画によって新事業を創出していく取組を推進することとしています。

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 81 71 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 54 45 4 5

宮崎県 112 100 7 5

鹿児島県 64 51 2 11

合計 466 392 28 46

総合化事業計画認定件数
（令和４(2022)年３月末現在）

総合化事業計画の対象農林水産物の割合
（令和４(2022)年３月末現在）

資料：九州農政局 資料：九州農政局

【６次産業化アワード優良事例表彰】

令和４(2022)年１月21日、６次産業化アワードの表彰式がリモート形式で開催さ
れました。これは、６次産業化の推進に向けて、６次産業化に取り組む農林漁業者
等を全国的な視点で支援するため、６次産業化の事例を全国
から広く募集し、地域活性化や事業の新規性・発展性の観点
から、外部有識者による審査を経て、特に優れた事例を表彰
し、全国に発信・展開するものです。
今回、九州管内から17件(全国72件)の応募があり、宮崎県

串間市でかんしょの卸、海外輸出、加工等へ取り組まれてい
る「株式会社くしまアオイファーム」が大臣官房長賞を受賞
されました。 くしまアオイファーム
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宇佐パン粉有限会社の販売部門の関連会社として1978年に設立｡
農家や大学等と連携してパン用小麦品種ミナミノカオリの生産技術
を確立し、全量契約取引や独自の作付け奨励金制度により、市内の
作付け規模が大幅に拡大。無添加パン粉や冷凍ピザ等の加工品にし
て、県外含め50社と取引中。学校給食に毎月１回、アレルギー対応
のパンを納入するなど、様々な取組により地域に貢献。

【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３(2021)年度、九州から「スターフーズ株式会社」(大分県)が大臣官房長賞
(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

中村学園大学・中村学園大学短期
大学部（福岡県福岡市）

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１兆534億円、九州ではその約17.4％にあたる
1,833億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18.7％と、全国の約12.6％を上回っ
ています。

資料：６次産業化総合調査（令和元年度）

■年間販売金額別の直売所の割合（令和元年）

地産地消を進め、消費者との交
流の拠点として直売所を開設｡地
元食材使用商品の商品化や販売等
を通して、地域振興に貢献

株式会社サン・ファーム
（熊本県熊本市）

【九州農政局長賞 受賞団体】

【大臣官房長賞(食品産業部門)受賞団体】

スターフーズ株式会社(大分県宇佐市)

アレルギー対応給食向けパン
「まあるいパン」

9,356 9,974 10,324 10,790 10,789 10,534 

1,606 1,784 1,817 1,888 1,872 1,833 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

H 2 6 H 2 7 H 2 8 H 2 9 Ｈ 3 0 Ｒ１

（億円）

■直売所の年間販売金額
全国 九州

70.0 

81.9 

11.3 

5.5 

14.1 

9.0 
4.6 

3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

九州

全国

５千万円未満 ５千万～１億円

１億～３億円 ３億円以上

地元農家生産の農産物のみの販
売や可能な限り地元産原料を使っ
た加工食品の製造･販売など､生産
者の所得向上や地域活性化に貢献

食に関する専門知識と技術で自治
体等と連携し、地域ブランドの新た
な魅力創出、商品企画等の取組によ
り地域振興、消費拡大に貢献

酒谷むらおこし株式会社(道の駅
酒谷)（宮崎県日南市）

平成26年 27 28 29 30 令和元年
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産業 － 知的財産の活用 －

【九州の地理的表示(GI)登録が21産品に】

九州のGI登録産品は、令和３(2021)年度に「くまもと塩トマト」「種子島安納芋」
「はかた地どり」が新たに登録され、21産品(国内119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。すでに、日EU・日英経済連携協定に基づき、
日本のGI産品がEU域内(95産品)及び英国(47産品)で保護されています。

ジーアイ

九州管内GI登録産品(21産品)〔令和４(2022)年３月31日現在〕

たいしゅう

No.61  対州そば

対馬市

長崎１産品

やめでんとうほんぎょくろ

No.5  八女伝統本玉露

福岡県内

福岡２産品

みやざきぎゅう

No.55  宮崎牛

宮崎県内

No.64  ヤマダイかんしょ

串間市

宮崎２産品No.9 たたみおもて

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

No.88  田浦銀太刀

八代海

やつしろとくさんばんぺいゆ

No.94  八代特産晩白柚

八代市・
氷川町

やつしろしょうが

No.95  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

No.74  菊池水田ごぼう

菊池市・合志市
大津町・菊陽町

うし

No.67  くまもとあか牛

熊本県内

ぐさ

No.8  くまもと県産い草

八代市・氷川町
・宇城市・
あさぎり町

熊本８産品

しちとういおもて

No.22  くにさき七島藺表

国東市・杵築市

おおいた

No.33  大分かぼす

大分県内

大分２産品

鹿児島６産品
かごしま つぼづく くろず

No.7  鹿児島の壺造り黒酢

霧島市
福山町・隼人町

さくらじまこ

No.46  桜島小みかん

鹿児島市
桜島地区

かごしまくろうし

No.58  鹿児島黒牛

鹿児島県内

へつか

No.57  辺塚だいだい

肝付町・
南大隅町

和泊町・知名町

No.102  えらぶゆり

～令和３(2021)年10月登録～

熊本県八代市、八代郡氷川町
及び宇城市の干拓地

大玉品種でありながら、果実１個あたりの重量が30ｇ～
150ｇと小さく、糖類、遊離アミノ酸の含有量が高い。
糖度が８度以上あり、皮が固く、肉厚で、甘みが強く、
希少性が高いため、一般の大玉トマトの３倍以上の高単
価で取引されている。

しお

No.111  くまもと塩トマト

～令和４(2022)年３月登録～

鹿児島県西之表市、中種子町、
南種子町

加熱した時のねっとりとした食感と蜜がでるほどの甘さ
が特徴で、他の一般的な青果用さつまいもと比べ糖度が
高く澱粉含有量が低い。ねっとり系焼き芋人気の火付け
役として需要が高く、他の一般的な青果用さつまいもと
比較して2～5割程度高値で取引されている。

たねがしまあんのういも

No.115  種子島安納芋

～令和４(2022)年３月登録～

福岡県内

うま味成分であるイノシン酸を多く含み、食味が良いう
え、身が締まっていて、程良い弾力と歯ごたえがある。
煮炊き料理などで煮崩れが起こりにくいことから、「水
炊き」や「がめ煮」などの福岡県の郷土料理に良く合う
ものとなっている。

じ

No.117  はかた地どり
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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米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

要に応じた米の生産・販売に向けた取組が着実に進められています。
令和４(2022)年産米についても、６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３(2021)年産の実績と比較すると減
少傾向となっています。これは近年の作柄状況及び在庫状況を考慮すると全国で前年の
作付面積から3.9万haの作付転換が必要であることから、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。

単位：トン、ｈａ

作付方針（生産の目安） 主食用米 達成状況 （参考）４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 35,122 161,300 34,100 ▲ 12,909 ▲ 1,022 172,958 34,870

佐賀 129,797 25,009 116,300 22,800 ▲ 13,497 ▲ 2,209 127,724 24,609

長崎 57,996 12,032 50,800 10,800 ▲ 7,196 ▲ 1,232 56,490 11,720

熊本 169,759 33,105 151,000 31,200 ▲ 18,759 ▲ 1,905 164,852 32,135

大分 98,268 19,693 94,500 19,400 ▲ 3,768 ▲ 293 95,808 19,200

宮崎 86,371 17,414 68,000 13,900 ▲ 18,371 ▲ 3,514 84,127 16,961

鹿児島 100,420 20,750 81,900 17,100 ▲ 18,520 ▲ 3,650 99,830 20,580

九州 816,820 163,125 723,800 149,300 ▲ 93,020 ▲ 13,825 801,789 160,075

全国 6,930,000 － 7,007,000 1,303,000 77,000 － 6,750,000 －

令和３(2021)年産米の需給調整取組状況

令和４（2022）年産米等の作付意向（令和４年４月末現在）

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２(2020)年11月５日及び令和３(2021)年11月19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(2021)年12月８日に公表した収穫量及び作付面積。

資料：農林水産省「令和４年産米等の第２回中間的取組状況(令和４（2022）年４月末現在)

注１：主食用米の「４年産意向（対前年実績）（４月末時点）」は、３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「４年産の意向（対前年実績）」は、３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。

都道
府県

主食用米 備蓄用米 戦略作物

３年産
実績
(ha)

４年産意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４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

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意向
(対前年実績)

３年産実績
(ha)

４年産の意
向(対前年
実績)

福岡 34,100 16 228 2,192 1,657 327 8 1,583 7,830 → 

佐賀 22,800 44 → 383 730 1,700 29 4 948 6,929 

長崎 10,800 - - 10 → 112 1,307 → 5 3 70 295 

熊本 31,200 45 757 1,295 7,994 300 → 21 775 → 2,051 → 

大分 19,400 19 → 136 1,565 2,432 15 - - 579 1,242 

宮崎 13,900 - - 1,926 486 6,700 16 26 18 204 

鹿児島 17,100 - - 1,451 679 3,451 11 1 67 272 
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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ｔ程度で推移していました
が、令和３(2021)年度は、４万ｔまで増加しています。九州の生産量は、平成28(2016)
年度の約1,700ｔから、令和３(2021)年度は約3,600ｔと２倍程度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)年から開始しました。令和３(2021)年６月から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

*
」の認証を開始し更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３(2021)年度は、九州農政
局ホームページを活用した米粉関連の情報発信や、子ども向けの料理動画の配信、熊本
県立農業大学校学生寮においてのパネル展示(パンフレットの配布及びアンケート)等を
実施しました。

【事例】【JAさが・佐賀女子短期大学・ピザ店がコラボした佐賀県産米粉入りピザ試食
販売】
JAさがが米の消費拡大につなげたいと、学校法人

旭学園佐賀女子短期大学に商品開発を依頼しました。
佐賀女子短期大学の地域みらい学科(食とヘルスマ

ネジメントコース)の学生７人が、佐賀県産「さがび
より」の米粉や県産の小麦粉、抹茶、れんこんなど
の野菜、海苔など、オール佐賀産にこだわったピザ
「米粉入り抹茶チャノベーゼ」と、米粉と釜炒り抹
茶を練り込んだ「米粉入り抹茶マリトッツォ」を考
案しました。
佐賀市のイタリア料理店「DA GINO」が商品化に向

け改良を加え、佐賀市のコムボックス佐賀駅前で試食販売を行いました。
販売当日、ピザは約150枚、マリトッツォは120個を用意し、「DA GINO」の移動販売

車で焼き立てを提供。同大学の学生も「さがびより」の法被を身に付け、「私たちも開
発に携わった、佐賀県産にこだわったピザです」とPRしながら来店客へ焼き立ての試食
用ピザを渡し、「珍しくて美味しい」と好評を得ました。

今後の商品化に向けて関係者間で協議を重ねています。

＊ 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

試食販売当日の様子

熊本県立農業大学校学生寮内でのパネル展示料理動画（電子レンジでかんたん！！マーボーどうふ）
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産業 － 水田農業における高収益作物の導入 －

【九州で令和３(2021)年度に60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ｔ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、農政局では基盤整備を担当する農村振興部、作物等を担当する生産部が連
携し、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組を進めています。

九州では、令和３(2021)年度に８産地増加し合計で60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）

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 ほうれんそ
う

鞍手町 １ 子実用とう
もろこし

小竹町 １ 子実用とう
もろこし

＜福岡県＞

＜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 ３ トマト、アスパラガス、
ブロッコリー

＜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：60
(令和４（2022）年３月末時点

１

市町村 産地数 品目

日向市 １ へべす

＜宮崎県＞

０

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
んそう

日田市 １ 梨

豊後高
田市

１ 白ねぎ

中津市 １ アスパラガス

由布市 ２ 梨、キウイフ
ルーツ

宇佐市 １ 白ねぎ

-42-



産業 －園芸作物の生産体制強化－

【加工・業務用野菜における国産比率拡大に向けた取組】

世帯構成やライフスタイルの変化に伴い、野菜の需要は家計消費用から加工・業務用
へ徐々にシフトしており、平成27(2015)年では、加工・業務用が全体(957万ｔ)の約６
割程度(547万ｔ)で推移しています。

なお、家計消費用は、ほぼ全量が国産であるのに対して、加工・業務用野菜に至って
は、価格差や食品事業者等のニーズ（定時・定量・定質・定価）への対応の遅れなどに
より、外国産が３割程度(160万ｔ)を占めることから、国産野菜に切り替えていく取組
が必要となっています。

また、主食用米の需要が減少している中、水田を活用した野菜等の高収益作物の導入
が必要となっており、その際に経営安定を図るためにも、加工・業務用野菜の取組が重
要なものとなっています。

九州農政局では、このような課題を解決するため、産地及び実需者の取組事例や課題
解決に向けた対応等を紹介・共有し、加工・業務用野菜の生産拡大に資することを目的
とした「加工・業務用国産野菜の生産拡大セミナ―」を令和４(2022)年３月14日に開催
しました。

【加工・業務用国産野菜の生産拡大セミナ― 】

令和４(2022)年３月14日の「加工・業務用国産野菜の生産拡大セミナ― 」では、
新型コロナウイルス感染症対策の観点からオンライン形式での開催となり、59名の
参加がありました。
セミナーでは、４名の講師から「加工・業務用

野菜をめぐる状況」、「加工・業務用キャベツの
生産における取組事例」、「冷凍野菜の加工・販
売に向けた生産の取組事例」、「地域と連携した
漬物用野菜の取組事例」の報告がありました。
また、「新しい野菜産地づくり支援事業のうち

野菜生産転換促進事業」の成果報告が行われ、参
加者からは活発な意見交換が行われるなど、加工・
業務用野菜への関心の高さをうかがい知ることが
できました。

加工・業務用及び家計消費用の国産・輸入割合の推移(主要野菜品目
*
)

資料：農林水産政策研究所
＊ 主要野菜品目は指定野菜(ばれいしょを除く13品目(キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、
にんじん、ねぎ、はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ほうれんそう))を用いて試算

平成２年

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

事例発表者による
加工用野菜収穫の様子
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産業 － 肉用牛・酪農の生産基盤の強化 －

【生産現場の現況】

近年、高齢化・後継者不足等により畜産農家戸数が減少している中、国内外で高まる
牛肉・牛乳乳製品のニーズに対応した生産体制の構築が課題となっています。

このような状況を踏まえ、国産飼料の生産・利用の拡大による飼料費の低減、畜舎の
整備や省力化機械の導入等による生産コストの削減など、肉用牛・酪農の収益力向上が
重要となっています。

【生産基盤強化の取り組み】

九州農政局では、国産飼料増産対策や地域全体で畜産の収益性を向上させる畜産クラ
スター

*
の取組等を推進しています。また、令和元(2019)年12月に策定・公表された「肉

用牛・酪農生産拡大プロジェクト」に基づく施策として、「増頭奨励金の交付」、「公
共牧場等のフル活用」、「畜産環境対策」等を推進しています。

畜産クラスター関連事業については、平成26(2014)年より開始され、肉用牛、酪農等
の生産基盤強化を図るため、各地域において積極的に取組を行っており、令和２(2020)
年度の畜産クラスター協議会数は九州全体で203箇所に及ぶなど取組の重要性が浸透し
ているところです。

今後とも、畜産クラスターの取組の推進等を通じ、地域の関係者の連携、それに対す
る国の支援を進めることにより、飼養頭数の拡大等の生産基盤の強化や生産コスト低減
等による体質強化を図っていくことが重要です。

九州における畜産クラスター協議会の対象畜種の割合
（令和２(2020)年）九州における畜産クラスター協議会の設立数

＊ 畜産農家と地域の畜産関係者（コントラクター等の支援組織、流通加工業者、農業団体、行政等）が、ぶどうの房
（クラスター）のように一体的に結集することで、地域全体で畜産の収益向上を図る取組。

肉用牛繁殖経営で生産された子牛のほ育・
育成を集約的に行うキャトルステーション

酪農経営の労働負担軽減を図る搾乳ロボット

18.7
55.2

36.0
32.0

2.5
29.6

19.7
15.3

14.3
15.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

酪農

肉用牛（繁殖）

肉用牛（肥育）

肉用牛（一貫）

乳肉複合

養豚

肉用鶏

採卵鶏

飼料作物

その他

122

153
171

184 186
203

0

50

100

150

200

250

H27 H28 H29 H30 R1 R2

(協議会数)

平成27年 28 29 30 令和元年 ２
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産業 － 経営所得安定対策等 －

【加入申請件数の減少続くなか、法人の加入申請増加 】

九州の令和３(2021)年度の経営所得安定対策等の加入申請件数は、畑作物の直接支払
交付金では、やや増加しているものの、全体では高齢化や後継者不足による離農等で前
年度から減少しています。

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等により法人が増
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
と比較し、やや増加しているものの、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金は、収入保
険への移行等で減少しています。
水田活用の直接支払交付金全体では、ほぼ前年並みとなっています。
このうち水田活用の直接支払交付金の作物別作付計画面積では、主食用米の需要が

年々減少傾向にある中、作付転換を奨励した結果、飼料用米の面積が増加しています。
なお、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

割を占めています。

（単位：件）

(構成戸数)

令和３年度 72,225 68,951 2,344 930 26,460 5,270 7,064 71,656

令和２年度 75,418 72,266 2,192 960 27,512 5,194 8,108 74,802

対前年度増減 -3,193 -3,315 152 -30 -1,052 76 -1,044 -3,146

対前年度比率 95.8% 95.4% 106.9% 96.9% 96.2% 101.5% 87.1% 95.8%

対全国比
（令和３年度） (21.8%) (22.1%) (15.7%) (18.4%) (21.2%) (12.7%) (10.4%) (22.9%)

令和３年度 331,564 311,576 14,932 5,056 124,796 41,592 68,213 313,358

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

対前年度増減 -9,735 -10,437 765 -63 -2,815 -593 -9,825 -6,563

対前年度比率 97.1% 96.8% 105.4% 98.8% 97.8% 98.6% 87.4% 97.9%

水田活用の直接
支払交付金

九 州

全 国

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）

経営形態別・交付金別加入申請状況(令和３(2021)年７月末時点)

資料：農林水産省「令和３年度の経営所得安定対策等の加入申請状況について」

資料：農林水産省「令和３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。

交付金別作付計画（申請）面積状況(令和３(2021)年７月末時点)
（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３年度 74,655 91,963 150,036 56,705 19,680 37,284 25,241 704 7,060 3,361

令和２年度 73,372 97,624 149,372 55,851 19,967 37,331 24,859 572 6,155 4,637

対前年度増減 1,283 -5,660 663 854 -287 -47 382 132 905 -1,276

対前年度比率 101.7% 94.2% 100.4% 101.5% 98.6% 99.9% 101.5% 123.1% 114.7% 72.5%
対全国比

（令和３年度） (16.9%) (14.0%) (27.2%) (36.4%) (19.9%) (35.3%) (57.0%) (9.2%) (6.1%) (13.8%)

令和３年度 440,561 655,687 552,059 155,730 98,770 105,613 44,244 7,623 115,721 24,358

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

対前年度増減 11,418 -107,967 -2,378 -17,698 -12,238 741 1,460 1,278 44,858 -20,780

対前年度比率 102.7% 85.9% 99.6% 89.8% 89.0% 100.7% 103.4% 120.1% 163.3% 54.0%

九 州

全 国

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
*1
(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、令和12(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(ＧＡＰ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、③ＧＡＰ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

*2
」への登録拡大(令和４(2022)年３月末現在全

国55社、うち九州17社)、④九州のＧＡＰ取組事例(令和４(2022)年３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３年(2021)度
には新たに、卸売業者が加わり、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３(2021)年11月９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、農業者１名の方からＧＡＰに取り組む理由について、
パートナー企業２社(実需者、コンサル)からは、持続可能な生産に向けたメーカーと
しての取組やＧＡＰとは何のためにあるのか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10名によるマッチング(うち、ＧＡＰ
パートナー１社、農業者１名はWebによる参加)を開催し、意見交換を実施しました。

＊１ 「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。

＊２ 農林水産省ホームページ「Goodな農業！GAP-info」に掲載しております。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap-info.html#03

シンポジウムの様子(出席者約170名)

ＧＡＰパートナー(九州17社:令和４(2022)年３月末現在)

マッチングの様子
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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、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」を通じて九州の実証プロ
ジェクトや各県との連携を強化し、プロジェクトにおける成果の紹介や農業支援サービ
スの普及に向けた取組等について、Webサイトを用いながら九州のスマート農業技術の
現場実装を推進しています。

【九州スマート農業技術情報連絡会議の主な取組】

〇「九州スマート農業技術情報連絡会議」開催(令和３(2021)年５月27日)
令和３(2021)年度第１回連絡会議を５月27日にWeb会議方式により開催。その後、

各県拠点毎に意見交換会を実施。
〇「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 2021 in九州）開催
(令和３(2021)年10月６日、令和４(2022)年２月４日、２月９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サミットを作
目別に九州３箇所で実施することとしていたが、コロナ禍での開催で、すべて農政局
を主会場とするWeb会議方式により実施。

〇「九州スマート農業推進リモートフォーラム」（スマート農業推進フォーラム 2021
in九州）開催(令和４(2022)年２月22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オンラインにより実施。

〇「九州スマート農業マッチングイベント」開催(令和４(2022)年３月17日)
農業者・農機メーカー・行政との連携強化を図るためマッチングイベントを開催。

〈 九州の実証プロジェクト県別採択地区(41地区) 〉 〈 新たな農業支援サービスの育成・普及 〉

農業支援サービスの例
（自動運転散布車両による農薬散布）

「スマート農業新サービス創出」プラットフォーム

※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

アグリかわさきでは、高精度測量技術(RTK)の導入により正確な
自動運転走行が可能。またカメラで撮影した作物の様子をAI分析
し、ピンポイント散布や可変施肥を行う事が可能。

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

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
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九州のスマート農業加速化実証プロジェクト(スマート農業産地形成実証)等一覧

・当プロジェクトは２年間の実施期間となり、現在は令和３年～令和４年度のプロジェクトが進行しております。

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プロジェクト

10 3 熊本 阿蘇市 イチゴ（輸出）  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

11 4 福岡 北九州市 トマト 北九州市 デジタル技術を活用した農業支援人材の育成作業の集約と活用モデルの実証

12 4 鹿児島 鹿児島市 なす （有）かごしま有機生産組合 ハウス内環境の統合制御を行い有機苗を安定生産し、安定供給をおこなうことで有機農業産地形成を実証

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

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

6 4 大分 国東市 こねぎ 大分県農業協同組合 「大分味一ねぎ」産地用にチューニングされた生産・出荷の最適化による地域全体の経営健全化の実証

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

6 4 鹿児島 南九州市 さつまいも 国立大学法人鹿児島大学 センシングドローンとGPSレベラーのシェアリングによるさつまいも産地における基腐病軽減技術の実証

7 4 鹿児島 徳之島町 さとうきび (有) 南西サービス スマート農機を用いた徳之島全域における受委託調整と情報有効活用によるさとうきび産地形成

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

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

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

3 4 長崎 東彼杵町 茶 長崎県央農業協同組合 生産から出荷までのデータ共有によるスマート茶業と茶園管理省力機械のシェアリング

※黄色箇所：令和４年度の新規採択地区

６．果樹

７．茶　（ローカル５G含む）

３．露地野菜

４．畑作

５．畜産

１．施設園芸

２．水田作
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スマート農業推進鹿児島WEB協議会 （鹿児島県拠点）

ロボット技術やICTを活用した新しい農業の形として期待されるスマート農業や農
業支援サービスを推進するため、九州農政局鹿児島県拠点のホームページ上にWEB専
用ページを設置しました。

○ きっかけ
鹿児島県は全国で２番目に多い11のスマート農業加速化実証プロジェクトを実

施しており、スマート農業の社会実装を強力に推進する必要があるため、関係者
全てが参加可能なプラットホームを設置し、コロナ禍で自由に集まれないことか
ら「WEB協議会」を立ち上げました。

○ 取組の概要
スマート農業や農業支援サービスの取組等の会員相互の情報収集・交換を随時

行い、令和３年10月25日には対面方式及びWebによる会員との意見交換の実施し
同年12月９日にはスマート農業３年度補正予算について会員への説明を行いまし
た。
継続して意見交換・説明会等を活用し、課題解決に向けた対応策を随時共有し

ています。
（令和３年12月31日現在の会員数は167名）

○ 取組の効果・今後の方向性
農業支援サービスのガイドラインの情報提供を行うことにより、農業支援サー

ビス事業者が受託作業に取り組む際の参考となりました。
また、会員情報によるサツマイモ基腐病予防予察セミナーとドローンによる薬

剤のデモ散布や、AI動力車（農薬散布機）・ドローンのリースについて案内を行
ったところ、多数の会員の参加や関心が寄せられました。
今後も会員が要望する取組事例・実演会等の情報提供やセミナーを計画します。

体制図

ドローンによるセンシング
とピンポイント農薬散布

GPS付きキャベツ乗用
収穫機による実演会

取組概要・効果
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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。

３．物流拠点の整備 ４．貨客混載の取組

１．カーフェリー等を利用した取組

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・東京港へRORO船による運送
※ 新門司港～横須賀港へカーフェリーによる運送
※ 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）の整備を推進

路線バス、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

※ 鹿児島中央駅～博多駅間、熊本駅～博多駅間、鹿
児島中央駅～大阪駅間 新幹線貨客混載

２．選果場におけるパレタイジング

生産者が出荷したみかん等を予冷後に選果、自動
箱詰め、Ｔ11パレットに自動でパレタイズし、自動倉
庫に搬入保管、出庫指示により自動倉庫からリフト
でトラックに積み込み。

集出荷選果場

出 荷

荷物積み時間の短縮
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