
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２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）

令和元年度
協定数

集落協定 個別協定 計 協定数 交付面積

九

州

福岡県 30 520 6 526 4,861 598 5,576 

佐賀県 19 465 0 465 6,497 493 7,200 

長崎県 19 883 45 928 9,274 1,007 9,853 

熊本県 36 1,298 11 1,309 31,466 1,388 32,736 

大分県 17 1,172 25 1,197 15,367 1,231 16,035 
宮崎県 20 345 0 345 5,118 371 5,547 

鹿児島県 26 625 2 627 7,051 697 7,829 

計 167 5,308 89 5,397 79,636 5,785 84,775 

都府県計 892 23,101 562 23,663 326,296 25,681 344,338 

北海道計 98 320 2 322 312,616 332 321,056 

全 国 計 990 23,421 564 23,985 638,911 26,013 665,394 
資料：農林水産省「令和2年度中山間地域等直接支払交付金の実施状況」 （令和３（2021）年８月31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。

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。

経営耕地面積

農家人口

耕作放棄地面積

総土地面積

区　分

中山間地域の概要

九州 うち、
中山間地域

全国 うち、
中山間地域

中山間地域
の割合

中山間地域
の割合

かんよう
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【つなぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ～ 選定地区】

【棚田地域の振興に向けた取組の推進】

棚田は、食料の供給だけでなく、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、美しい
景観の形成、伝統文化の伝承といった多面にわたる機能を持っている国民共有の財産で
す。この棚田を有する地域の持続的発展を図るため、令和元(2019)年６月、「棚田地域
振興法」が成立し、九州７県において200地域が指定棚田地域に指定され、うち89地域
(令和４(2022)年４月21日現在)において指定棚田地域振興活動計画が策定・認定されて
おり、様々な取組が行われています。
棚田振興法においては、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られるようになり、これら地域の振
興・活性化が期待されます。
また、令和３(2021)年11月から農林水産省では、棚田地域の振興に関する取組を積極

的に評価し、国民の皆さまに棚田の有する多面的な機能に対するより一層のご理解とご
協力をいただくことを目的として、優良な棚田を認定する取組「つなぐ棚田遺産～ふる
さとの誇りを未来へ～」を実施しており、九州管内では68棚田(全国で271棚田)が選定
され、３月25日に認定式が行われました。
これらを受けて、九州農政局では、新たに「棚田地域の振興」サイトを九州農政局

ホームページに開設及びＳＮＳ等も活用して、地域での取組や美しい景観等の情報発信
を行う取組を推進していきます。

【棚田地域の振興：九州農政局ホームページ】

棚田が持つ機能、棚田の美しい景観、つなぐ棚田遺産、
棚田カード、棚田めぐりマップ、各種イベントなど写真
や動画による九州各県の棚田情報を掲載したサイトを開
設しました。
九州各県とも協力して、随時、新しい情報を追加して

いきます。
是非、ご覧ください。
「棚田の魅力発見！」をクリック！！
https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/220224_tanada_sinkou.html

県名 選定地区数

福岡県 ５地区

佐賀県 １０地区

長崎県 ９地区

熊本県 １７地区

大分県 １０地区

宮崎県 １３地区

鹿児島県 ４地区

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tanada/sentei.html

かんよう
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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、

水源の涵養、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、地下水の涵養などの

多様な機能を有しています。また、伝統的な祭事による文化の保全、田んぼでのライト

アップ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

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6,000個の竹灯籠が夕暮れの田んぼに揺れる
「大中尾棚田の火祭り」（長崎県長崎市）

中世の荘園を色濃く残す田染荘での「田染荘御田植祭」
（大分県豊後高田市）

地域（農村）－ 農業・農村の多面的機能と環境保全 －

かんよう

地下水かん養のしくみ（熊本県大津町、菊陽町）

かんよう
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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
３(2021)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、4,121の活
動組織に、農業者・非農業者合わせて約41万人・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5.6万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。

福岡県大木町においては、平成19(2007)年度より、地区
単位で農地維持に取り組んできていたが、高齢化・役員の
担い手不足等により組織数・認定農用地面積が減少傾向と
なっていました。
このため、町内全組織、大木町土地改良区及び大木町に

おいて広域化の取組に向けた大木町活動組織広域化推進委
員会を立ち上げ、複数回にわたる協議を経て、町内全組織
による大木町広域協定運営委員会を設立。
この結果、活動を休止していた組織が活動を再開、新たに活動を開始した組織が加入

するなど、新たな取り組みの推進が図られています。

【事例】【活動維持に向けた広域化の推進】

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 936 15 38,256 (54%) 753 15 34,004 178 15 13,911
佐 賀 県 707 20 35,903 (69%) 688 20 35,478 518 19 29,617
長 崎 県 290 12 15,534 (39%) 231 12 14,297 190 11 11,915
熊 本 県 443 54 72,108 (61%) 286 52 66,480 257 52 52,622
大 分 県 666 18 24,133 (41%) 522 16 21,541 117 14 9,952
宮 崎 県 455 23 25,538 (42%) 300 18 18,788 212 16 11,126
鹿 児 島 県 624 32 45,739 (44%) 538 32 43,644 277 26 25,993
九 州 合 計 4,121 174 257,210 (51%) 3,318 165 234,231 1,749 153 155,136

全 国 26,233 991 2,290,820 (55%) 20,815 925 2,042,052 11,116 719 757,628

令和２年度実施状況（令和３（2021）年３月末現在）

資料：農林水産省農村振興局「令和２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 9,403 6,145 1,521
佐 賀 県 8,802 5,568 1,315
長 崎 県 3,747 2,355 997
熊 本 県 12,670 7,324 694
大 分 県 5,979 3,899 846
宮 崎 県 6,574 2,586 363
鹿 児 島 県 9,053 7,285 604
九 州 合 計 56,229 35,163 6,340
全 国 428,929 248,888 46,076

資料：農林水産省農村振興局「令和２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 33,297 565 25,391 2,589
佐 賀 県 28,654 702 12,941 2,375
長 崎 県 20,140 299 4,419 1,841
熊 本 県 56,237 431 59,194 3,071
大 分 県 24,771 198 10,030 1,415
宮 崎 県 42,111 210 5,976 2,024
鹿児島県 53,733 243 13,974 3,855
九州合計 258,943 2,648 131,925 17,170

410,686 人・団体

大木町広域協定運営委員会設立委員会

※県別値の小数点以下を四捨五入している関係で、合計値と一致しない場合がある。
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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、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」を推進しています。

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３(2021)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
6,898haで、全国の8.5％を占めています。

実施面積の大きい支援対象取組及び九州の割合は、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％)の順

となっています。

【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)農林水産大臣賞受賞】

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３(2021)年度においては、九州から、農事組合法人ながさき南部生産組合が農林
水産大臣賞を受賞しました。
なお、九州の有機農業の取組事例については、九州農政局ホームページに掲載。

「有機農業の取組事例」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/kankyou/yuuki_torikumi.html

○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
事組合法人に発展しました。
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しています。
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え、信頼を得ています。
生産地近郊に直売所「大地のめぐみ」を展開するほか、

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、多様な販路を確保してい
ます。

＊ 地域特認取組とは、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）

店頭における商品ラベルの説明

直売所「大地のめぐみ」
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地域（農村） － 鳥獣被害対策 －

【野生鳥獣による九州の農作物被害額は横這い】

令和２(2020)年度の野生鳥獣による九州の農作物被害額は25億円で、前年度と
同程度となりました。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、鳥類及びイノシシによる農作物被害が増加したことにより、
令和元(2019)年度から増加しました。

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】【熊本県宇城市不知火町(大見)での取組】
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、捕獲情報がLINEによりメンバー全員に共有さ
れることにより、鳥獣被害対策への機運が集落全体で高まっています。また、鳥獣被害
対策を契機に住民同士が集まる機会が増えることで、鳥獣被害対策だけでなく集落の将
来について意見交換を行う場も増えています。
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資料：農林水産省調べ

獣類計
74%

鳥類計
26%

イノシシ
51%

シカ
12%

サル
4%

その他獣類
7%

カラス
10%

ヒヨドリ
6%

カモ
8%

スズメ
1%その他鳥類

1%

令和２年度

被害額

25億円
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資料：農林水産省調べ

集落環境点検の様子 ICT機器（わな通知機）

-69-



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、令和２(2020)年度には、九州でイ

ノシシ約23万頭、シカ約14万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９％に対して、九州では地理

的制約等により約６％(イノシシ4.4％、シカ7.5％)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。

【捕獲鳥獣の食品以外での利用】
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、肉、皮、骨等を

有効活用し、食品以外としても多用途利用されています。

ペットフード利用
「TAG-KNIGHT」（大分県国東市）

イノシシの脂を使った保湿クリーム
「やまんくじら（佐賀県武雄市）」

鹿革
屋久島ジビエ加工センター
（鹿児島県屋久島町）

資料：解体頭数「令和２(2020)年度野生鳥獣資源利用実態調査」（農林水産省）

捕獲頭数「ニホンジカ・イノシシ捕獲頭数速報値（令和２（2020）年度）」（環境省）
「令和２(2020)年度各県聞き取り」

獣種別の解体頭数と捕獲頭数

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 2,761 41,678 6.62% 1,972 30,381 6.49% 789 11,297 6.98%

佐賀 886 28,705 3.09% 872 28,705 3.04% 14 － －

長崎 4,999 61,862 8.08% 3,136 48,564 6.46% 1,863 13,298 14.01%

熊本 3,705 59,619 6.21% 1,187 37,251 3.19% 2,518 22,368 11.26%

大分 2,935 80,547 3.64% 1,332 37,814 3.52% 1,603 42,733 3.75%

宮崎 4,069 48,518 8.39% 960 21,627 4.44% 3,109 26,891 11.56%

鹿児島 1,465 52,699 2.78% 855 29,315 2.92% 610 23,384 2.61%

九州計 20,820 373,628 5.57% 10,314 233,657 4.41% 10,506 139,971 7.51%

全国 120,609 1,353,700 8.91% 34,769 678,900 5.12% 85,840 674,800 12.72%
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みどりの食料システム戦略の実現に向けて、2050年カーボンニュートラルの実現等の
環境負担軽減を図るため、地域バイオマスを活用した再生可能エネルギーの利用促進を
以下のとおり取り組んでいます。

【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３(2021)年度に福岡県田川市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。

【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４(2022)年３月末現在、５県14市町がバイオマス産業都市に選定され

ています。

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４(2022)年３月末現在）（令和４(2022)年３月末現在）
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コラム【八代海干拓遺跡】

八代海干拓遺跡は、江戸時代後期に築かれた高島新地旧堤防跡、
大鞘樋門群、明治時代から昭和時代にかけて築かれた２基の郡築
樋門群の３つの干拓遺跡で構成されています。これらの遺跡は、
八代海の干拓の歩みや新田開発の具体的な様子に加え、江戸時代
から昭和にかけての日本列島における樋門構造等の土木技術や堤
防築造技術の進展を知ることができる貴重な遺跡です。
これらの遺跡が、令和３年12月17日に開催されました国の文

化審議会において、本市に所在する「八代海干拓遺跡」を国史
跡に指定するよう答申が出され、令和４年３月15日付の官報告
示で、正式に国史跡となりました。

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17ヵ国123施設、国内では44施設、そのうち九州では、６

施設が登録されています(令和３(2021)年12月現在)。

【九州の世界かんがい施設遺産】

①【山田堰・堀川用水・水車群】
福岡県朝倉市(平成26(2014)年登録)
先人の知恵が時代と場所を超え受け継がれる

かんがい施設
②【通潤用水】

熊本県山都町(平成26(2014)年登録)
日本最大級の石造アーチ水路橋により台地を

潤す
③【幸野溝・百太郎溝水路群】

熊本県多良木町(平成28(2016)年登録)
頑強な石トンネルと先進的環境思想が受け継

がれる水路群
④【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)年登録)
くまもと地域の水循環と街を支える農業用水

⑤【菊池のかんがい用水群】
熊本県菊池市(令和元(2019)年登録)
水田開発と農業水利の歴史的発展を伝えるフ

ィールドミュージアム
⑥【宇佐のかんがい用水群】

大分県宇佐市(令和３(2021)年登録)
宇佐宮の水田開発に表れた先駆的で多彩な農

業土木技術の集合と結合

①朝倉市の三連水車

⑤原井手下り

④馬場楠井手の鼻ぐり

②通潤橋

③幸野溝

郡築二番町樋門

⑥平田頭首工

髙島新地旧堤防跡
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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３(2021)年度(第８回)は651団体及び個人から応募があり、
38事例が全国選定されました。九州では、29団体及び個人から応募があり、全国で２事
例、九州で３事例が選定されました。

（九州の応募団体の詳細は、下記アドレスをご覧ください。）
「九州の農山漁村活性化の優良事例集」
https://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/discover/R3jireisyuu.html

【ビジネス部門】
みやま市環境衛生課循環型社会推進係(福岡県みやま市)
廃校を活用し、生ごみ等から電力と液肥を生み出す資源

化施設と市民が集う賑わいの施設「ルフラン」をオープン
しました。
廃校の校舎は食品加工室、カフェ、直売所(無人販売)、

シェアオフィスなどに改装され、市内外から多様な人が訪
れる施設となっています。
施設オープン当初の令和元(2019)年度はカフェ来客者数

1,536人、加工室利用32回、オフィス利用者10人でしたが、
令和３(2021)年度にはカフェ来客者数2,500人、加工室利用
321回、オフィス利用者97人に達する見込みです。

オープニングイベント
ルフランマルシェ

【コミュニティ部門】
佐賀県立伊万里実業高等学校フードプロジェクト部(佐賀県伊万里市)
規格外地域農産物を活用した商品開発やカフェの運営を行

い、コロナの影響によりテイクアウト形式・移動型マルシェ
も実施しています。
また、食品ロスを防止するため、家庭で眠っている余剰食

材を回収し、子ども食堂や福祉施設等に届ける「フードドラ
イブ」活動にも取り組んでいます。
規格外品を活用した商品については、当初の平成28(2016)

年度の２種類から、令和３(2021)年度には15種類に増加する
見込みで、伊万里駅前で実施したフードドライブでは100点
を超える食材が集まり、子育て支援センター等に提供しました。

フードドライブ活動の様子

令和３年度（第８回）九州農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定３事例

県 市町村 団体名 部門

１ 佐賀県 多久市 多久未来プロジェクト ビジネス

２ 鹿児島県曽於市 たからべ森の学校 ビジネス

３ 熊本県 阿蘇市 草原再生オペレーター組合 コミュニティ

令和３年度（第８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(2020)年 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(2020)年 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(2015)年 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(2013)年 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(2013)年 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。

【世界農業遺産３地域共同 九州農業遺産フェアin宮崎】

今年度も３地域の共同事業として、令和４(2022)年３月

10日と11日の２日間、宮崎県宮崎市内のアミュプラザひろ

ばにおいて「九州３県合同フェア」が開催されました。

コロナ過の中で開催が危ぶまれましたが、日本

農業遺産２地域も参加し、パネル等による農業遺

産地域の紹介や農産品販売を通じて農業遺産地域

の魅力を発信することができました。

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。

「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

【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。
九州では、世界農業遺産３地域と日本農業遺産２地域が認定されています。
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

天空の田植

放牧

各地域ブースでの展示、農産品販売
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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３(2021)年度までに、全国で
599地域(九州は94地域)を支援しています。
令和３(2021)年度、九州農政局の新たな取組として、農泊地域における観光庁関連予

算の活用、DMO法人等との連携のため九州運輸局と連携し、「九州地域における農山漁
村の多様な観光資源の一層の活用に向けた連携に関する検討会」を立ち上げ、各県にお
ける農山漁村の観光資源の活用に係る課題や取組について意見交換し、検討したモデル
ツアーを九州全域へ拡大することで農泊に取り組む事業者の魅力あるコンテンツづくり
等を支援しています。
さらに、令和４(2022)年３月３日には、令和３(2021)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。

○農泊推進対策採択地域の状況（九州94地域）

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 １８ ６ １０ ２２ ８ ７ ２３

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）

古民家ステイ
（簡易宿所）

ホテル・旅館

農家民泊

民泊農家民宿
（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 長 →「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）
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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、農山漁村振興交付金(農福連携対策)による障害者等の雇用・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。

【令和３年度農福連携推進ブロックセミナーin九州の開催】
九州農政局では、九州各地でのマッチング体制の構築が進むことを目的に、令和４

年(2022)年２月14日にオンライン配信による「農福連携推進ブロックセミナーin九
州」を開催しました。九州各県の農業及び福祉関係の事業者を始め、行政機関の担当
者や遠くは神奈川県、富山県、沖縄県からも視聴され総勢77名の方に参加いただきま
した。

セミナーでは、農業と福祉のマッチング体制の構築を中心に農福連携の現状と課題
等について、農研機構西日本農業研究センターの中本英里氏の基調講演が行われ、続
いて障害者就労施設等による農作業の請負等（施設外就労）のマッチング支援を九州
の各地で実践されている４名のパネラーを招いてのデスカッションが行われました。

ディスカッションでは、農業と福祉のマッチングにおける現状、課題、どのように
課題を克服したか等について実践例を交えて紹介があり、参加した視聴者からも質疑
が飛び交うなど有意義なセミナーとなりました。
（概要等は、九州農政局ホームページ内（「九州農福」で検索）をご覧下さい。）

農山漁村振興交付金(農福連携対策)実施団体(令和４(2022)年３月時点)(平成29年度～令和３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 ７ - - ７

長 崎 1 １ - ２

熊 本 ４ ２ 2 ８

大 分 ３ - - ３

宮 崎 4 - 1 ５

鹿児島 ７ 1 - ８

九州計 ２６ ４ 3 ３３

中本氏による基調講演 ディスカッションの様子
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