第４章

取組事例を知りたい

食 −農林水産物・食品の輸出 −
『独自長期貯蔵技術で高品質のさつまいもを年間輸出』
Japan potato有限会社（鹿児島県鹿屋市）
ジ ャ パ ン
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【取組内容】
Japan potato有限会社は、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システムで長期貯蔵。
焼き芋用及び青果用のさつまいもとして船便で出荷している。
アジア５カ国(香港、シンガポール、マレーシア、タイ、台湾)
のDON DON DONKI店舗からの発注をまとめた本部から注文が入ってく
る。輸出事務は全て自社で行い、自社で調達する40フィート冷蔵コ
ンテナで現地まで１週間から３週間の船便による海上輸送を行う。
現地では倉庫に一時保管し、各店舗に配送する。
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する。
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。
【取組に至った経緯】
平成30(2018)年、DON DON DONKIシンガポール店で茨城県のさ
つまいもが品切れとなり、同業他社の紹介で同店への出荷が始ま
った。
令和元(2019)年５月に本社工場が完成し、更に品質が安定。
船便でも品質が劣化しないことから、DON DON DONKIのアジア５
カ国への本格的輸出が開始された。
【取り組む際に生じた課題と対応】
海外の店舗では焼き芋と生芋は売場の目玉商品。通年で必要数
量を納品することが必要である。さらに安価な船便でも品質が劣
化しないことが取引の条件となるため、西日本最大規模である本
社工場で、収穫したさつまいもを洗浄選別し、傷を防ぐ処理を行
っている。適切な温度と湿度で長期定温貯蔵することによって、
高品質で糖度の高いさつまいもを通年、安定出荷することを可能
とした。
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DON DON DONKIの
さつまいも売場

委託生産の
さつまいも加工品

長期定温
熟成倉庫

【取組の成果】
令和２(2020)年度：
令和元(2019)年度：
平成30(2018)年度：

輸出額(百万円)
369
132
17

西日本最大規模の
本社工場

【今後の展望】
有害菌の発生を抑え、さつまいもの品質をさらに向上させるために、自社農園では土
壌改良を行い、無農薬有機栽培に挑戦している。近隣の農地を買い増しして、無農薬栽
培の園地を増やす。
輸出量増加に伴うロットの確保や基腐病のリスクヘッジとして、紅霧島を中心に自社
で生産している芋苗を日本全国の生産者に提供し、生産指導を行って契約農家を増やす。
規格外品を活用して委託生産している芋ケンピや干し芋等の加工品がある。現地の売
場をバラエティー豊かにするために、加工品の品揃えを更に強化する。
【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部輸出促進課

-94-

TEL 096-211-9111（内線4732）

食 − 食育 −
『地産地消から食育、そして子ども食堂へ！』
九州国際大学 村上ゼミ「子ども食堂チーム」
(福岡県北九州市)
きたきゅうしゅうし

【取組内容】
毎月１回開催される子ども食堂の運営をサポートして
いる。
具体的には、地元の農産物直売所で食材を調達し、そ
れを使った料理を提供する中、直売所で聞いた生産者の
話などを交え子どもたちに「食の大切さ」を伝えている。
地元の特産品を使ったメニューの場合、それがどうして
有名になったか、どこが美味しいのか、何の栄養素が含
まれているか等について、イラストを多用したフリップ
ボードで解説する。
また、ほうれんそうなど調理をすると元の姿が判らな
くなる食材については、調理前のものをテーブルに飾り、
子どもたちの手に取れるようにしている。
【取組に至った経緯】
村上ゼミでは、５年前に北九州産食材を活用したベト
ナム料理「フォー」の屋台を大学祭に出展した。これを
機に地産地消の取組がスタートし、産直市場における生
産者と購入者の関係性の研究、生産
者へのヒアリング調査や農業体験な
どを経て、多くのゼミ生が食育の重
要性を認識するようになった。
３年前からは、北九州市内の子ど
も食堂を食育の実践の場と位置付け、
学生ならではの発想と方法で運営に
参画している。

食材検討と試作・試食

直売所での情報収集

フリップボードと提供食材
【取り組む際に生じた課題と対応】
開催日の１週間前には、子ども食堂の代表と学生、指導教員とで事前ミーティングを
行うようにしている。それまでに学生は食材を選定し、調理方法の提案をまとめるなど、
開催準備に注力する。なお、食材の調達は地元の産直市場で行なっているが、その購入
費用は学生によるカンパで賄っている。

【取組の成果】
自分たちが企画・提案したメニューに対する、子どもやその親の反応を直接確認でき
ることから、学生にはある種の向上心が芽生えるとともに、食を通じた豊富なコミュニ
ケーションが実現している。また、子どもの癒しや心の成長に繋がっているとの実感も
ある。
【今後の展望】
学生は卒業により入れ替わるが、末永くこの活動を展開していきたい。昨年来、コロ
ナ禍により活動が制約を受ける場面もあったが、アフターコロナの新施策として「手巻
き寿司の出張サービス」を試行しているところである。
【問合せ先】九州国際大学

村上ゼミ「子ども食堂チーム」
-95-

TEL093-671-8973

食 − フードバンクの取組の推進 −
『フードバンク活動促進に向けた情報交換会の開催』
【取組内容】
九州農政局では、フードバンク活動団体と食品
関連事業者等の関係者相互の連携体制の構築を目
的とし、平成30(2018)年度から情報交換会を開催
している。
令和３(2021)年度の情報交換会には、食品関連
事業者、フードバンク活動団体等のほか、地方行
政機関の食品ロス・福祉担当者等36名の参加があ
り、フードバンク活動の推進や食品ロス削減に関
する情報提供、フードバンク活動等の取組事例紹
介、出席者による意見交換等を行った。

食品関連事業者における
フードバンク活動の取組事例紹介

【取組に至った経緯】
品質に問題がなくても廃棄される食品を、食品関連事業者から引き取り、福祉
施設等へ提供するフードバンク活動を行う団体が年々増加している。
しかし、多くの食品関連事業者は、衛生管理面の不安等により提供を躊躇し、
フードバンク活動団体は、取扱食品の確保等の課題を抱えている。
こ の た め 、 フー ドバ ン ク 活 動 を 通じ た食 品 ロ ス 削 減の 推 進に 向 け 、 食品 関 連
事業者に対するフードバンク活動への理解促進とフードバンク団体とのマッチン
グ等を行うために、情報交換会を開催している。
【取り組む際に生じた課題と対応】
意見交換会の際に、フードバンク活動団体から輸配送に係る要望等が出された
ことから、今後は、従来の食品関連事業者とフードバンク活動団体のマッチング
に加え、運送事業者との新たなマッチングも検討していく。
【取組の成果】
九 州で は 、企業主導、行政主導のフードドライブ * の取組が広がっており、意
見交換では、フードドライブの取組に関する実施時の工夫した点や苦労した点等
が実例を交えた情報提供や多くの要望や意見があったので、引き続き、多くの団
体で継続的な取組が行われ、フードバンク活動団体の食料の確保に繋がる
よう、ホームページで事例を紹介する等により、今後のフードバンク活動の促進
に活かしていくこととする。
【今後の展望】
今回、情報交換会の中でアンケートを実施し
た結果、食品ロス削減、食品リサイクルについ
て興味がある項目において、「フードドライブ
」が最も回答が多かったため、次いで多かった
「商慣習」と合わせて、今後も情報交換会での
情報提供を検討する。
＊

食品ロス削減、食品リサイクルについて
興味がある項目
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各家庭 で使 い切れない未使用食品を持ち寄り、それ らを
まとめてフー ドバンク団体 や地域の福祉施設・団体などに
寄贈する活動 。

【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部 食品企業課
-96-

資料：意見交換会のアンケートより
回答数24（複数回答含む）

TEL 096-211-9111（内線4363）

産業 − ６次産業化 −
『スタートは家庭菜園から』
株式会社うるう農園（福岡県久留米市）
く

【取組内容】
いちごの観光農園の他、令和元(2019)年に６次
産業化の総合化事業計画の認定を受け、規格外を
活用した「完熟あまおうジェラート」などの６次
化商品の販売等に取り組んでいる。
いちご栽培については、農薬や化学肥料の低減
を実施し、平成31(2019)年に福岡県の特別栽培認
証を取得した。
新規就農して４年間で様々な課題に取り組み、
令和２(2020)年４月に法人化するなどスピード
感を重視した経営を行っている。
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うるう農園

【取組に至った経緯】
アトピーやアレルギーに悩まされている家族が食べ物と深く関係していること
を知り、家庭菜園で野菜の栽培を開始。家族だけでなく、同じ病気で悩まされて
いる人にも安心、安全な野菜を届けたい思いから、一心発起し夫婦で就農した。
就農２年目で経営の主体をいちご栽培に移し、食の楽しさを伝えられるコミュ
ニティを提供したいと観光農園を開園する。
【取り組む際に生じた課題と対応】
就農当初、多種の野菜を栽培していたが管理と
生産技術が追いつかず、収量が不安定で売り上げ
向上に繋がらなかった。このため平成30(2018)年
よりいちごを主体とした経営へ転換し、作業の効
率化、省力化を行った。
当初いちごの出荷は共同出荷を行っていたが、
主力を観光農園へシフトし、更に菓子専門事業者
と連携して加工品の開発・販売を開始した。

農園自慢のあまおう

【取組の効果】
平成30(2018)年に356万円であった売上高が、令和２(2020）年には2,158万円まで上
昇した。
平成30(2018)年に５名であった雇用者数が、令和２(2020）年には10名に、平成
30(2018)年にハウス２棟(10ａ)であった生産面積が、令和２(2020）年にはハウス17棟
(１ha)にそれぞれ増加した。
【今後の展望】
自社商品や地元の食材を活用した飲食事業や、冷凍加工品の自社生産・輸出に
ついて、財務基盤と整合した展開を行うため関係機関からの支援のもとに取組を
進め、地域の活性化、雇用の創出に貢献し、地域に根付いた食の拠点を目指す。
【問合せ先】株式会社うるう農園

TEL 050-3708-1831
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産業 − 知的財産を活用した取組 −
『魅力ある八代地域のブランド産品を全国へ』
じーあい

やつしろし

八代GIブランド推進協議会（熊本県八代市）
【取組に至った経緯】
他産地との品質の差がわかりづらいことから、産品によっては安値での取引が提案さ
れ、安値合戦となる懸念や後継者不足によるブランドの継承と後継者の育成等の課題が
生じていた。
このため、品質や信頼を向上させ、他産地との差別化を図り、ブランド力を強化し、
課題の改善を図る必要があったことから、地理的表示保護制度*
（以下「GI制度」という。）を活用し、八代地域のブランド力
向上と海外での保護を図ることを目的として、平成30年(2018)
10月、八代地域農業協同組合(以下「JA」という。)、八代市、
氷川町及び熊本県等(以下「関係機関」という。)で「八代GIブ
ランド推進協議会」(以下「協議会」という。)を設立し、登録
に向けた取組を開始した。
八代特産晩白柚
＊

地域の伝統を有し、その高い品質等が産地と結びついていることを品質の基準
等と共に登録する知的財産制度。

【取組内容】
関係機関で八代GIブランド推進協議会を組織し、八代地域の
農産物のGI制度への登録に向けた地域の生産者への説明や関係
者との調整などを行っている。
また、生姜チーム、晩白柚チームなど産品ごとにプロジェク
トチームを設置し、GI制度登録後においても、地理的表示等の
適正使用の推進や周知・啓発活動を行うとともに、ブランド力
向上や海外でのブランド保護を図ることを目的に各種取組を行
っている。

八代生姜

【取り組む際に生じた課題と対応】
くまもと塩トマト
生産者により販売先が異なることから、品質の基準等を定め
注：不知火塩トマト出荷者
るための合意形成や登録後の構成員の管理等、JA以外に出荷す
協議会との共同申請
る生産者への対応が困難であり課題となっていた。
このため、JA及び市町では、管轄する生産者への制度説明や合意形成を図り、熊本県
では市町村域を超える広域の調整を図る等、協議会を組織する関係機関で十分な情報共
有を行い、相互に協力・連携し役割を分担することにより課題解決に取り組んだ。
【取組の成果】
全国最多である８産品の登録を誇る熊本県（令和３(2021)年12月末現在）において、
八代地域で５産品、うち協議会が３産品(八代特産晩白柚、八代生姜、くまもと塩トマ
ト)登録され、八代地域のブランド力向上とブランド保護に繋げることができた。
【今後の展望】
GI産品を対象とするフェアや商談会等に積極的に参加し、GI制度を活用しながら、知
名度向上と今後の農産物の有利販売、強いては産地の農業を守り続けていくよう期待を
込めている。
そして、相乗効果を狙い、GI産品だけでなく、「オール八代」を掲げ、八代地域の農
産物のPRに取り組みたい。
【問合せ先】八代GIブランド推進協議会事務局 TEL 0965-35-4081
（八代地域農業協同組合営農部営農企画・支援課）
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産業 − 米粉 −
はいせっこう

『廃石膏の地域内循環を活用した米粉への取組』
西海陶器株式会社(長崎県波佐見町)
さいかい

はさみちょう

【取組内容】
波佐見焼の型に使われた「廃石膏」をリサイクルし、土
壌改良剤として利用した休耕田で、ミズホチカラを米粉専
用米として栽培。このミズホチカラから、同社が最新の湿
式気流製粉機で微細製粉の米粉を製造し、地元の鬼木加工
センターが「米粉クッキー」を商品開発した。
そして、波佐見町観光協会の窓口とオンラインショップ
で令和３(2021)年３月から販売している。

波佐見陶箱クッキー

【取組に至った経緯】
波佐見焼の作陶過程で廃棄される石膏型の処理について
は、長年リサイクルが課題となっていたところ、他県にお
いて再生石膏を農業用の土壌改良剤として活用している事
例があったことから、農業活用に着目し、波佐見町でも地
域内循環モデルの構築を目指して取り組むこととした。そ
の際に、米粉を活用した新たな土産品を開発したいとの思
いから取り組むこととなった。
波佐見の食の地域内循環のモデル

【取り組む際に生じた課題と対応】
従来から使用していた主食用うるち米の米粉では、米粉の供給量不足や米粉の品質に
問題があったことから、地域では栽培実績の無かった米粉専用品種を、生産者の協力に
より休耕田を活用して栽培した。
また、料理や菓子作りには汎用性の高い高品質の微細粉米粉の製造が重要であったこ
とから、同社が最新の米粉製粉機械を導入した。
【取組の成果】
「波佐見陶箱クッキー」は、波佐見焼の陶箱に米粉クッ
キーを詰め合わせて販売し、陶箱の製作に使われた石膏型
が再利用され、土壌改良剤となり「循環」するという、リ
サイクルの取組を絡めたストーリー性がある商品として大
ヒット。廃石膏活用による地域内循環商品として複数のメ
ディアから注目され、「長崎デザインアワード2021金賞」
や「2021年度グッドデザイン賞(地域の取り組み・活動部
門)」を受賞した。

観光協会窓口の様子

【今後の展望】
町全体での米粉の活用に向けての新たな商品開発や、飲食店での米粉を活用したラン
チフェア等も企画中であり、社内のカフェで取り扱っている米粉麺(フォー)についても、
いずれは波佐見産の米粉を使用する予定としている。
また、農林水産省の「サステナアワード2021」に「半農半陶の里 波佐見町の地域内
循環プロジェクト」と題して取組動画を応募し、「消費者庁長官賞」を受賞した。地域
内循環の継続と更なる発展を町内外で認識する好機と捉えてPRしている。
【問合せ先】波佐見町

商工観光課

TEL:0956-85-2111
-99-

産業 − 高収益作物の導入 −
『企業参入による地域特産かんきつ「へべす」の
生産の維持拡大』
株式会社ひむか農園（宮崎県日向市）
ひ ゅ う が し

【取組内容】
宮崎県日向市にある建設企業が農業生産法人を設立し、
地域のJA日向と連携して、建設業のノウハウを活かした園
地整備や機械化による省力栽培により、宮崎県特産かんき
*
つ「へべす 」産地の維持拡大に取り組んでいる。
＊ 日向市発祥の香酸かんきつで、皮が薄く、種が少ないので果汁が多く含ま
れており、まろやかな酸味とさわやかな香りを持ち合わせている。

【取組に至った経緯】
地元の建設企業による「地元日向市に地域貢献したい」、
「日向特産のかんきつ「へべす」の生産に取り組みたい」
という想いを実現するため、農業生産法人を設立した。農
業の経験がなく農地を持たないところからスタートし、令
和３(2021)年度には約２haを作付けしている。
【取り組む際に生じた課題と対応】
JA日向や日向市、宮崎県が協力し、遊休農地を中心に候
補地を探したものの、土地相続の関係や定植に向いていな
い等、条件が整わず決定に至らなかった。
そのため、地域のリーダー的存在で「へべす」の生産を
行う農家に相談したところ、地権者との話し合いの場の設
定や栽培技術のサポートの約束が得られた結果、その農家
の圃場がある日向市富高西川内地区に約２haの圃場を集積
することができた。
この地域は主に水田で、一部では山側からの流水等によ
り湿田となっていたほか、筆単位で畦畔や段差があったこ
とから、建設業のノウハウを活かし、排水対策、畦畔及び
筆ごとの段差除去、園内道の整備等を進め、圃場の大規模
化と労働生産性の向上を実現した。
なお、定植から収穫ができるようになるまでの未収益期
間に水田活用の直接支払交付金(水田農業高収益化推進助成)
等の支援を受けることができ助かっている。

へべす

基盤整備の様子

現在の圃場付近の様子

【取組の成果】
県立農業大学校の卒業生を含む２名を雇用するなど、新たな
雇用を創出している。
また、JA日向平兵衛酢部会では高齢化等で作付面積が減少傾
向にあったが、当農業法人が加入したことにより、15.6haから
17.0haと増加した。
【今後の展望】
今後は、さらに国や県などの事業の活用も視野に入れつつ、
近隣地区に大規模「へべす」団地の造成を予定しており、地域
の圃場集積や本県特産である「へべす」の安定供給を目指す。
【問合せ先】宮崎県

東臼杵農林振興局

農畜産課
-100-

収穫のイメージ写真

TEL 0982-32-6136（直通）

産業 − 園芸 −
『有機栽培かぼすの生産と販売・加工・輸出の推進』
大分有機かぼす農園株式会社 （大分県臼杵市）
う す き し

【取組内容】
同社では大分県特産のかんきつ「かぼす」について、
差別化を図るため有機栽培に取り組んでいる。
5.8haの経営面積のうち3.4haは有機JASの認証を取得
しており、残り2.4haについても有機農業転換期間中と
して認証取得に向け準備を進めている。
生産された「有機かぼす」やその加工品である「有
*
機かぼす果汁」は、国内でも有利販売に繋げる ととも
に、有機食品の消費が旺盛な欧州(ドイツ)に向け、令
和３(2021)年より輸出を開始した。

國枝代表取締役（中央）

＊ 我が国の有機JAS取得農地における樹園地の割合(茶畑を除く)は、地目別面積で４％(平成30(2018)年)と、有機
農業に取り組む生産者は非常に少ない状況。

【取組に至った経緯】
平成22(2010)年、國枝代表が勤務していた会社の農
園を引き継ぎ同社を設立した。
有機農業では、化学的に合成された肥料及び農薬の
使用を避ける必要があるため、刈払機や乗用草刈機で
除草した残さをその場で肥料化することで、有益な土
壌菌を豊かにする土づくり(草生栽培)に取り組んでい
る。
【取り組む際に生じた課題と対応】
有機農業を実践するには、防除や施肥等手作業に頼
る部分がほとんどで相当な労力を要する。
このため、乗用草刈機の導入等による作業の軽労化、
作業員のスキルアップによる効率化に努めている。
【取組の成果】
有機農業に取り組む認知度が上がり、現在では有機
農産物を求める保育園からの給食調理業務受託といっ
た事業拡大が図られた。
平成30(2018)年には新たに搾汁機を導入し、有機加
工食品の認証を取得するなど、有機かぼす果汁等取扱
アイテムを増やすといった経営力強化も図られた。
【今後の展望】
新たな販路拡大を図るため、令和３(2021)年より有
機かぼす果汁の輸出を開始したが、今後は青果(生果)
も含めた輸出拡大を検討している。
【問合せ先】九州農政局生産部園芸特産課

乗用草刈機による除草作業

かんきつ搾汁機

輸出用果汁と青果

TEL 096-211-9111（内線4465）
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産業 − 畜産 −
『堆肥広域流通の取組』
菊池地域農業協同組合（熊本県菊池地域）
き く ち ち い き

【取組内容】
地域内畜産農家の家畜排せつ物処理施設で一次発酵させた余剰堆肥を一括集荷し、二
次堆肥化処理により品質を高め、バラ状堆肥、圧縮した形で流通できるペレット状堆肥
を製造している。主に九州内に出荷し、堆肥の不足する耕種地帯へ有機資源を安定的に
供給している。
また、耕種農家のニーズに合わせたペレット状堆肥(牛糞堆肥、牛鶏混合堆肥)も製造
することにより、地域内での堆肥利用を促進している。
【取組に至った経緯】
平成11(1999)年の家畜排せつ物法の施行後、各畜産農家は堆肥化設備を整備したが、
熊本県内最大の畜産地帯のため、生産される堆肥の自家利用や地域の耕種農家との耕畜
連携による利用には限界があり、堆肥の利用先の確保や広域的な流通が課題となったこ
とから、JA菊池が堆肥の品質調整・販売支援を目的に有機支援センターを整備した。
【取り組む際に生じた課題と対応】
耕種側にストックヤード等を整備し、ストックヤードから各生産者への堆肥の運搬は、
耕種側で対応していることや、耕畜連携の一環として、一部のJAから稲わらロールを収
集している取組は、流通の課題解決に繋がっている。
品質の課題への対応としては、回転式選別機の設置による異物混入防止や、堆肥づく
り講習受講による県認定制度「たい肥の達人」の取得が挙げられる。
そのほかにも、堆肥の利用側のJAの指導員との会議等を通じた堆肥品質のPRをするこ
とで、他地域の堆肥との競合への対応を図っている。
また、水分量が低く、輸送コストが安価で、かつ専用の散布機械(マニュアスプレッ
ダー)を必要としない「ペレット堆肥」の生産にも取り組み、耕種側のニーズにも対応
している。

ペレット製造機

回転式選別機

【取組の成果】
耕種地帯のJAとの連携を深めることにより、安定的な堆肥の販売と稲わらの入手を通
じて管内の畜産農家の経営安定に貢献している。
【今後の展望】
センターの経営健全化に努めつつ、地域の畜産農家を始めとする組合員のニーズをと
らえ、有機質肥料の生産流通を担い、地域農業の発展に貢献していく。
また、堆肥の更なる広域流通に向けた検討を進めていく。
【問合せ先】九州農政局生産部畜産課

TEL:096-211-9111（内線4491）
-102-

産業 − ＧＡＰの取組 −
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（農林水産省 農産局長賞）
株式会社 鷹本農産（熊本県玉名市）
たかもとのうさん

た ま な し

【取組内容】
熊本県玉名市において、ミニトマトを生産していた
坂上農園は、平成27(2015)年12月にGLOBALG.A.P.を取
得。従業員28名で、3.2ha(県内９か所、103棟)におい
て、色とりどりのミニトマトを栽培。
令和３(2021年)年、年間を通じた安定的な雇用を図
るため、米麦生産者である鷹本産業と合併し、同社を
設立した。
スタッフ一同

【取組に至った経緯】
安全安心な農産物を食卓へ提供することはもちろん
のこと、働く人が、働きがいのある職場環境を作るこ
とで、経営安定と生産性の向上を図りたいと考えた。
【取り組む際に生じた課題と対応】
ミニトマトの規模拡大に伴い、パート従業員(全て女
性)が増える中で、従業員が同じ認識となるようＧＡＰ
の考え方について説明のうえ、３ヶ月ごとの全体ミー
ティング、月ごとに全従業員を対象とした個人面談を
行っている。
【取組の成果】
パート従業員を３チーム体制とし、生産現場では各
チーム長の判断に基づき作業を行わせ、作業効率の向
上に繋げている。
また、アプリ(スケジュール調整サービス)を利用し
て、１ヶ月間の作業予定を把握。柔軟な勤務体制を可
能にして、働きやすく、能力の発揮できる職場環境作
りを徹底している。
さらに、全体ミーティング、個人面談で出された良
い意見、要望は積極的に取り入れ、経営や作業方法の
改善を図っている。

ハウス(ミニトマト)

展示品（商談会）

【今後の展望】
従業員の意識向上により、生産量を向上させ、規模拡大を行っていきたい。
また、米麦についても、GLOBALG.A.P.の認証取得に向け準備しており、GLOBALG.A.P.
認証を活かし商談会に参加しながら、輸出も視野に販路拡大に取り組む。
【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課

-103-

TEL 096-211-9111（内線4529、4527）

産業 − スマート農業の推進 −
スマート農業で２年４作（稲・麦・大豆・麦）
大規模水田経営を実現
有限会社アグリベースにいやま（佐賀県神埼市）
かんざきし

【取組内容】
佐賀県神埼市において、稲、麦、大豆、麦の２年４作経営
に、スマート農機を駆使して、作業時間や生産コストの削減
と収量の増加を実現し、経営の拡大を図っている。
当法人は、令和元(2019)年度に採択された農研機構九州沖
縄農業研究センター水田作研究領域が実証代表を務める「ア
佐賀県神埼市の水田
グリベースにいやまスマート農業実証コンソーシアム」の実
証経営体としてスマート農業実証プロジェクトに参加し、自動運転の田植機をはじめ各
種スマート農機を実際の現場で操作し、データ収集や効率良く使うための改良等を担当
している。
【取組に至った経緯】
当法人では、このプロジェクトに参加する前から、100馬力クラスのトラクタやコン
バイン、８条田植え機等を導入し、少人数ながら地域のニーズに対応した営農を展開し
ていた。しかしながら、中山間地を含む農地60haは300筆を超えていたことや、さらに
広範囲の農地をカバーできる体制を整備する必要があったことから、「２割の規模拡大、
稲１割・麦１割・大豆２割の増収、経営体の収益２割向上」を目標とするコンソーシア
ムへの参加を決断した。
【取り組む際に生じた課題と対応】
自動運転農機の高精度測位は、固定基地局・補正サービスとも一部不安定な結果が見
られたが、自動運転農機の高精度即位システム対応などの改善が進んでおり、随時バー
ジョンアップをしながら今後も検証を行っていく。
【取組の成果】
労働時間の削減効果や農繁期の作業時間の拡大と軽労化等の効果を始め、稲・麦・大
豆の増収等により、収益が３割向上することを実証した。
福岡県・佐賀県の水田地帯の２年４作におけるスマート農業導入による規模拡大と収益増加
自動運転コンバイン 自動運転トラクタ

自動運転田植機

ドローン

IOTセンサー

２割規模拡大時

３割収益増加

延べ作業時間（ ）h

慣行
※慣行体系は同クラス

新体系
（２割規模拡大）

（100ps）の非自動運転

赤線：規模拡大効果と稼働期間 青線：コンバインによる収量確認
資料：「九州スマート農業技術情報連絡会議現地サミット（水田作）」発表資料から抜粋

【今後の展望】
広範囲作業の「見える化」や軽労化を可能とするスマート農機を活用した、福岡県及
び佐賀県の水田地帯での２年４作(稲・麦・大豆・麦)の将来モデルを構築し、より大規
模な経営を目指す。
【問合せ先】九州農政局生産部生産技術環境課
-104-

TEL:096-211-9111（内線4531、4524)

経営 − 法人経営 −
『集落の垣根を越えた広域集落営農連合法人の設立』
株式会社ゆふ農業サポート（大分県由布市）
ゆ

ふ

し

【取組内容】
大分県由布市内の９つの集落営農法人が連携して、令和
３(2021)年10月に広域集落営農連合法人を設立。
地域の集落営農法人を中心とする担い手や、担い手不在
集落等に対して、ドローンを活用した水稲、麦、大豆、ハ
トムギの防除作業の受託を310ha行っている。
また、中山間地域等直接支払交付金の事務代行業務や草
刈機のレンタル事業にも取り組んでいる。
(株)ゆふ農業サポート事務所

【取組に至った経緯】
これまで、平成28(2016)年に設立された由布市集落営農法人連絡協議会を通じて、９
つの集落営農法人が情報交換や技術研修等を行っていたが、市内で担い手不在となる地
域が目立ってきたため、平成30(2018)年に協議会が運営母体となり、ドローンによる防
除作業を行う由布市農業経営サポート機構を設立した。
設立初年度のドローン防除実績は100haであったが、翌年には250haとなり作業量や収
入が増加した。
また、由布市の集落営農法人では、人手不足、機械・施設が十分でないこと、経営安
定のための新規品目導入の必要性などが共通課題となっていた。ドローン事業の拡大や、
オペレーターの育成、機械・施設の共同利用調整、水田作物に頼らない新たな品目の産
地振興などを担える組織強化のため、大分県中部振興局や由布市役所からサポート機構
を法人化する助言を受けた。
【取り組む際に生じた課題と対応】
検討当初は、法人化についての理解がなかなか得られなかったが、各集落営農法人と
行政との個別協議や全体会議を重ねることで、サポート機構法人化の必要性について理
解が進み、９法人出資型の集落営農連合法人(株式会社)を設立する合意が得られた。そ
の後、大分県農業経営相談所から税理士や司法書士の専門家の派遣を受け、法人設立手
続きを進めた。
【取組の成果】
新しく法人を立ち上げたことで地域での反響が大きく、
作業受託が大幅に増加するとともに、県単事業を活用し新
たにドローンを導入することができた。
また、広域連合法人としたことで、各集落営農法人間に
おけるオペレーターの調整・確保ができるようになった。
【今後の展望】
所有するドローン
当面は、構成員である各集落営農法人が行う活動のサポ
ートや作業受託面積の更なる拡大を目指して取り組んでい
くが、将来的には、ハトムギ生産の農業経営にも取り組み、経営の安定化を図ることと
している。
【問合せ先】株式会社ゆふ農業サポート

TEL097-547-7361

-105-

経営 ー 新規就農 ー
『サラリーマンから転職。大好きないちご農家へ』
甲斐 理士 （宮崎県えびの市）
か

い

さ

と

し

【取組内容】
平成30(2018)年に、農業に新規参入。
家族２名でいちご(さがほのか・恋みのり)18ａ
を栽培している。
【取組に至った経緯】
甲斐さんは、宮崎市出身の元サラリーマン。
以前から農業に興味があり、半年間宮崎市で
研修を受けた後、水も空気も星空もきれいで、
祖父母の実家もあり、幼い頃から大好きな場所
「えびの市」で農業を始めたいと決意した。
その後、えびの市役所からいちご団地での研
修施設を紹介され１年間の研修終了後、就農し
た。
【取り組む際に生じた課題と対応】
いちごを栽培する甲斐さん
当初は、いちごの栽培技術の知識もなく、地
元ではないえびの市での就農に不安を感じてい
ましたが、農協の営農指導員や普及センタ−などの栽培技術指導や資材会社の支援など
もあり、現在の経営に励みをつけている。
またJA青年部や消防団の中で、語り合える仲間や同じいちご団地で研修を受けた方と
のコミュニティができ、情報共有を行っている。
【取組の成果】
実際、就農してみると、いちごの病気多発な
ど研修中には経験がなかったことが多く、失敗
もあるが、その失敗から知恵を高め日々精進し
ている。
また、経営的には、安定まではいかないが、
収穫したいちごは、全量を農協に出荷している。
【今後の展望】
営農をする上で、住居のある地域に農地やい
ちごの高設栽培ハウスを確保し、営農をしてい
き、栽培技術の向上や販路拡大・経費削減など
試行錯誤しながら、経営を安定させたい。
また、いちごは、夏場が閑散期なので、他の
丹精込めてつくりました
作物の導入を検討するなど夢をふくらませている。
将来的には、新規就農を目指す人たちに助言やサポ−トができるような存在になりた
い。
【問合せ先】九州農政局経営・事業支援部経営支援課
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TEL 096-211-9111（内線4543）

経営 − 女性の活躍 −
『食べる人に、美味しさと安心を届けたい！
〜有機栽培、有機食品加工への取組〜』
澤田農園 澤田たみ子（鹿児島県出水市）
いずみ し

【取組内容】
1980年から「安心・安全なお米づくり」に取り組み、
1988年には特別栽培米の販売を開始。現在は真っ黒な
「クロガモ」を放鳥し、有機栽培に取り組む。
農産物及び農産加工食品について有機JAS認証を取得。
自宅の隣接地に設置した加工所「はる菜」では澤田農
園で収穫した有機米を使用して「あくまき」「餅」「
山菜おこわ」「米粉パン」の製造、販売を行っている。
【取組に至った経緯】
澤田たみ子氏
水稲農家の夫と結婚し、下の子が幼稚園に入園した
タイミングで就農。就農当初はわからないことばかり
で、両親と夫が仕事の話をしている中に自分が入れな
いもどかしさを感じ、農薬の勉強を開始。勉強すると
同時に、農薬の怖さも実感し、夫とともに農薬を減ら
す取組を開始した。
澤田たみ子 氏
【取り組む際に生じた課題と対応】
有機農業を夫と二人で一から勉強することとなったが、近くに教えてもらえる農家も
なく、九州各地の農家を訪ねたり、県外の研修会や大学の農学部の先生方と一緒に海外
の勉強会に参加したりして勉強し、失敗をくり返しながら取り組んだ。1988年に特別栽
培米制度ができ、自分たちで米を販売しようと営業したが、はじめはなかなか売れな
かった。
【取組の成果】
売れなかったお米も、口コミ等で少しずつ注文が入るようになってきた。
また、顧客へ自分たちのその時期の作業の様子を手紙で伝えたり、田植え等に案内し
て農作業を体験してもらい、お米を販売すると同時に農業の厳しさ、楽しさ、食の大切
さを伝えた。
もっと多くの方に安心してお米を食べていただくために、2003年、有機JAS認証を取
得した。
また、加工品もほしい、という顧客の声に応え、2016年には農産加工「はる菜」を新
設し、2019年には加工部門でも有機JAS認証を取得した。
【今後の展望】
2017年には息子夫婦と家族経営協定を結び、認定農業者の共同申請も行った。
今後は、息子夫婦に技術を継承しながら、農産加工に重点的に取り組みたい。

自家製有機米で作る「あくまき」「米粉パン」

田んぼで活躍する「薩摩黒鴨」

【問合せ先】澤田農園

TEL 0996-67-0911

http://sawadanouen.com/

-107-

農地 − 担い手への農地集積・集約化 −
『農地バンクを活用した農業参入企業への農地集積』
ひゅうがし

にしかわち

西川内地区（宮崎県日向市）
【取組の内容】
令和元(2019)年９月、地元企業(建設会社)が「へべす」生産を行うため、地権者、耕
作者等への説明会を実施。これを受け、農業委員や農地利用最適化推進委員を担う営農
組合の役員が、地権者など関係者に対し、戸別訪問など調整を積み重ねた結果、当該企
業の受入れを決定し、同年12月、企業が新たな農業法人を設立した。
その後、令和２(2020)年２月、当該法人は県の補助事業を活用して雇用体制の整備を
行うとともに、県普及センター及びJA日向が中心となり、法人の営農に向けた技術的支
援（栽培技術等の指導）を開始した。
このほか、同年４月には、「へべす」の定植が可能となるまで
一定期間を要することから、当該法人の円滑な参入に向け、経営
準備期間中に農地バンクが参入予定農地を中間保有し、事前に確
保した。
これら支援を受け、令和３(2021)年３月、当該法人は農地バン
クから借り受けることで、集落内の農地２haを集積した。
法人・関係機関での現地検討
【取組に至った経緯】

西川内地区の田園風景

市特産の「へべす」発祥の地である本地区は、市北東部に位置
し、周辺を山に囲まれた水田地帯であるが、農業者の高齢化や担
い手不足が進行していた。
この課題解決を図るため、平成21(2009)年、「富高の郷いきい
き営農組合」を立ち上げ、平成26(2014)年から離農者等に係る農
地情報を共有し、農地利用最適化に向けた話合いを開始した。
平成28(2016)年、人・農地プランを策定し、農地バンクを活用
した集積を進めていた最中、地元企業から農業参入の意向表明を
受け、企業の受入れについての検討を開始した。

【取組に当たり生じた課題と対応】
地権者には企業の受入れに難色を示す者もあったが、農地や水路の維持管理や鳥獣害
対策に中心的に取り組む同組合役員が、農業法人の事業内容や各種事業活用のメリット
等を丁寧に説明したことにより、地権者の理解を得た。
【取組の成果】
農地バンクの活用のほか、関係機関
(市、農業委員会、JA、県普及センター)
の連携したサポートにより、当該法人は
スムーズに「へべす」の栽培を開始でき
た。
このほかに、２企業の参入があり、集
落内における農地バンクによる農地集積
率は62％（集積面積36ha）と上昇した。

農地バンク活用前

農地バンク活用後

農業法人Ｈの集積状況

【今後の展望】
令和３(2021)年６月、日向市は、水田畑地化による「へべす」の産地化を目的とした
「水田農業高収益化計画」を策定し、新規就農者を含めた担い手への農地集積・集約化
を進めている。
【問合せ先】日向市農業畜産課

TEL 0982-66-1027
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農地 − 土地改良事業を通じた農村振興 −
『高収益作物を導入し、安定的な法人経営を確立』
（大分県国東市）
くにさき

【取組内容】
中山間地域等直接支払制度への取組を契機に、地域のことを考える気運が高まり農事
組合法人を設立した。その後、地域の課題(生産基盤や後継者の問題)の解決に取り組む
ため、法人が中心となり「池ノ内地域農業デザイン会議」を設立し、基盤整備により地
域の課題を解決(生産性の向上と高収益作物の導入、新規就農者用こねぎリース団地を
建設)した。
【取組に至った経緯】
「営農規模」30.9ha、「経営形態」個別農家、「平均面積」９aである池ノ内地区に
おいて、休耕田の増加により、農業や地域社会の衰退が危惧された。このため、平成
13(2001)年に池ノ内自治区が中心となって中山間地域等直接事業の取組を開始した。こ
の取組を契機に、地域を考える気運が高まり、平成18(2006)年に農事組合法人いけのう
ちを設立し、農地の管理を実施した。
○ 法人の運営方針：「地域の農地は地域で守る。」
【取り組む際に生じた課題と対応】
法人設立後に脆弱な生産基盤や後継者の問題が地域の課題と
して抽出された。
法人を核に県、市、JA、市農業公社が参加する「地域農業デ
ザイン会議」を設立し、課題や要望を見える化することで解決
策を検討し、基盤整備の実施を含めた将来構想を作成した。
将来構想に基づき、ため池の全面改修や農地整備・パイプラ
イン化、施設園芸用の農地を創設するとともに、こねぎ就農学
校卒業生(２名)を受け入れるためにリースハウス団地を造成し
た。
【取組の成果】
基盤整備や新規就農者の受入により、「営農規模」30.9ha、
「経営形態」法人＋新規就農者(２名)個別農家、「平均面積」
約30aとなり、農業生産額も法人設立後13年で1.7倍となった。
【今後の展開】
○こねぎリース団地の規模拡大
令和２年(2020年)４月栽培開始時：2.0ha
⇒ 将来：4.9haへ規模拡大予定
また、新たな新規就農者の確保
○高収益作物(さといも)の規模拡大
令和元年(2019年)実績：1.0ha
⇒ 令和４年(2022年)目標：1.8ha
○新規就農者と地域が連携した地域社会の継続と
と農業振興に寄与
【問合せ先】大分県農村整備計画課

デザイン会議の様子

新規就農者（２名）用
こねぎリース団地の規模拡大
農業生産額は
13年で1.7倍

TEL 097-506-3705
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用水路の老朽化

農地 − 国営土地改良事業等 −
きかいちょう

きかいじま

国営かんがい排水事業

喜界島地区（鹿児島県喜界町）

本地区の農業水利施設は、国営喜界土地改良事業(平成４(1992)年度〜平成15(2003)
年度)等により造成されたが、営農状況の変化に伴い水需要が変化しているとともに、
地区内の農地の一部は農業水利施設が未整備であるため、農業用水は降雨に依存してお
り、農業生産性が低く、農業経営に支障を来している。また、地区内の施設の一部は、
経年的な劣化により、用水路においては漏水、揚水機においてはポンプ設備の水封部の
腐食が生じるなど、維持管理に多大な費用と労力を要している。
このため、本事業では、新たに喜界第２地下ダム、揚水機、用水路等を造成し、水需
要の変化に対応した用水再編により畑地かんがい用水を確保するとともに、老朽化が進
行している農業水利施設を整備し、併せて関連事業で末端かんがい施設の造成及び区画
整理を実施することにより、農業用水の安定供給及び施設の維持管理の費用と労力の軽
減を図り、農業生産性の向上及び農業経営の安定に資することとしている。

喜界島全景

パッションフルーツの
作付状況

さとうきびへの灌水状況
（スプリンクラー散水）

や つ し ろ

直轄海岸保全施設整備事業 八代地区
（熊本県八代市、氷川町）
や つ し ろ し

ひかわちょう

本地区は、九州のほぼ中央部、熊本市の南約40kmに位置し、閉鎖性の高い八代海の湾
奥部に面する低平地で「昭和工区」と「郡築工区」の２工区からなり、海、川そして広
大な平野と多様で豊かな自然に恵まれ、全国有数の農業生産地帯となっている。
しかし、海岸堤防等の海岸保全施設は、築造後約100年以上が経過しており、堤防等
の老朽化や沈下・変形等が生じており、所要の防護機能が発揮できず、高潮・波浪によ
る農作物の被害が生じているほか、維持管理にも多大な支障をきたしている。加えて、
大規模地震の発生が危惧される日奈久断層帯が近傍(東方約9km)に分布しており、耐震
対策の緊急性が高い地域となっている。
このため、本事業は、堤防などの海岸保全施設の防護機能の強化を図ることにより、
地震、高潮、波浪等の自然災害から背後地の農地や宅地等を防護し、地域住民の生命・
財産を守るとともに国土保全を図り、併せて海岸線の環境・利用に配慮し、人々に親し
まれる海岸整備を行うこととしている。

海岸堤防

堤防の老朽化

【問合せ先】九州農政局農村振興部設計課

トマトの湛水被害

TEL 096-211-9111（内線4720）
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地域（農村） − 棚田を含む中山間地域 −
え

り

やま

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）
お

ぎ

し

お

ぎ

まち

【取組内容】
2020年に地域一体型クラブとして発足した「江里山たなだ部」に小城市内の中学校、
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
ています。
【取組に至った経緯】
小城市小城町の江里山地区の棚田は、景観が美しく平成３年(1991)に日本農村景観百
選、平成11(1999)年には棚田百選に選ばれています。秋には彼岸花が咲き、多くの観光
客も訪れているが、地域の高齢化や後継者不足等により、耕作放棄地が目立つようにな
り、棚田の維持・保全が難しくなってきていました。
そのため、棚田を維持し、地域を活性化するために、九州大学地域政策デザインス
クール2019江里山チームの提言をもとに、美しい江里山の棚田を学びの場として活用し
ながら、年齢・地域を問わない地域一体型クラブとして、2020年に「江里山たなだ部」
が発足し、活動を開始しました。
【取り組む際に生じた課題と対応】
2021年度はそばや落花生、さつまいもの栽培・収穫などの活動を行うことができた一
方、江里山たなだ部推進協議会では、たなだ部の「持続可能な体制づくり」と「生徒達
のアイデアや自主性を活動内容にどう反映させていくか」ということが
たなだ部HP
課題となっています。
より
【取組の成果】
スモールスタートということであったが、初年度15人を超
える中高生部員が集まり活動ができたことは１つの成果。
また、スポットで市外の生徒の参加がある等、江里山たな
だ部が学びプラス交流の場にもなっており、部員の活動で地
域に活気が出ています。
「たなだ部」での活動は、学校ではできない経験ができるため、受験や就職時の自己
PRとしても活かされています。
【今後の展望】
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。特に、加工・販売という
ところにも積極的にチャレンジし、取り組んでいきます。
今後も学校や地域とのコミュニケーションを図りながら、たなだ部の持続可能な体制
づくりを目指していきます。

画像提供：小城市

【問合せ先】小城市役所

総合戦略課

TEL 0952-37-6110
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地域（農村） − 鳥獣被害対策 −
『住民の意識改革により、
集落ぐるみで鳥獣被害対策を実施』
(熊本県山鹿市)
やまがし

【取組内容】
他県の優良事例の視察をきっかけに、住民の意識が改革され、侵入防止柵の適正管理
や竹林の整備を実施し、鳥獣被害の低減を図るとともに、放棄されていた竹林を新たに
「観光タケノコ園」として再生した。
【取組に至った経緯】
平成24(2012)年度〜26(2014)年度にイノシシ対策としてワイヤーメッシュ柵を設置し
たが、鳥獣被害低減効果の実感よりも維持管理の負担が大きく、集落には無力感が漂っ
ていた。
そのような中、平成27(2015)年度に実施した優良事例地区の現地視察がきっかけとな
り、集落全員で集落の環境改善について共通認識づくりに取り組み、これまでの「捕ま
えなければ被害は減らない」「柵を設置すれば入ってこない」「鳥獣対策は行政にやっ
てもらうしかない」という概念を一気に覆すなど、住民の意識改革が起こった。
【取り組む際に生じた課題と対応】
専門家からの指導を受け、竹林の下草刈りや間伐、柵沿いの草刈りなどによるイノシ
シのひそみ場の撤去や、班体制によるワイヤーメッシュ柵の管理方法の見直し等の取組
を集落ぐるみで実践した。
【取組の成果】
長期間放棄されイノシシのエサ場兼ひそみ場となっていた竹林は、適正な管理を行っ
た結果、「観光タケノコ園」として再生し、新たなビジネスにも繋がっている。
また、取組前の平成27(2015)年度と比較して、平成30(2018)年度の浦方地区の農作物
被害金額は82％減少した。
【今後の展望】
視察の受け入れも増加し浦方集落の取組は徐々に県内外へ広がり、今後も更に充実し
た鳥獣被害対策の推進が期待される。

浦方集落の風景

【問合せ先】山鹿市農業振興課

観光タケノコ園の様子

TEL 0968-43-1556
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地域（農村） − ジビエ利用拡大 −
『地域資源として捕獲鳥獣を有効活用する取組』
西米良村ジビエ処理加工施設（宮崎県児湯郡西米良村）
こ

ゆ

ぐ

ん に し め ら そ ん

【取組内容】
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し、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んでいる。
また、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している。
【取組に至った経緯】
西米良村では、農作物や植栽木への獣害が深刻化する中、地域の活性化に向けた取組
を模索し、今まで猟師の間でしか出回っていなかったシカ、イノシシの肉を有効活用す
ることにより、地域の活性化と雇用創出、捕獲促進による獣害の軽減が期待されるジビ
エ事業に、平成26(2014)年から取り組むこととなった。
【取り組む際に生じた課題と対応】
解体処理残さは、冷凍保管し一般事業ゴミとして処理していたが、令和２(2020)年に
焼却施設を整備したことにより、ゴミ処理費の軽減や、解体処理残さを衛生的に効率よ
く処分できるようになるとともに、これまでの残さ保管スペースに余裕が生じ、導入前
よりも多くの捕獲個体の受け入れが可能になった。
【取組の成果】
捕獲した個体の埋設処理に苦労していたが、捕獲個体を処理施設へ搬入することによ
り、個体の処理にかかる時間と労力が軽減したため、捕獲効率が向上し捕獲頭数の増加
につながった。
平成25(2013)年度と比較して令和２(2020)年度は、農作物被害金額（西米良村）は
77％減少し、ジビエ利用率（西米良村）は36.4％増加した。
【今後の展望】
安定的な搬入体制と徹底した衛生管理を継続していくために、関係者全体で技術向上
に取り組み、安全安心なジビエの提供を図っていく。

ジビエ解体研修の様子

施設に掲示している児童・生徒からの感謝メッセージ

【問合せ先】西米良村ジビエ処理加工施設

TEL 0983-36-1560
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地域（農村） − 農泊の推進 −
『うきは駅前の御幸地区を基点に、姫治地区(新川田篭伝統的
建造物群保存地区指定)へと観光客を誘引する事業を展開』
浮羽地区農泊推進協議会（福岡県うきは市）
【取組内容】
令和元(2019)年度から令和３(2021)年度にかけて農山漁村振興交
付金(農泊推進対策)のソフト事業、ハード事業に取り組んだ浮羽地
区農泊推進協議会においては、うきは市姫治地区及び御幸地区にお
いて、地域農業者団体・地域おこし団体・地元飲食業者と連携する
とともに、うきは駅前の御幸地区を基点とし、姫治地区へと観光入
込客を誘引する事業を展開する。
また、宿泊客に対して、新川田篭地区の棚田米と、うきはの名水
で醸したお酒と、うきはの豊かな自然で生まれた農産物で作った料
理を提供するなど地元ネットワークを存分に活用し旅行者を対象地
域に誘客、長期滞在者の増加や地域特産物の消費拡大を図る。

御幸〜姫治観光ルート

【取組に至った経緯】
今回の事業対象地区の姫治地区は平成30(2018)年時点で人口1,393人、高齢化率47.4％、
平成24(2012)年の調査（人口1,840人)から６年間で24％も減少し、特に平成24(2012)年
にはうきは市の巨瀬川、隈上川流域を襲った豪雨災害が発生し、生活基盤が失われ、急
速な人口減少と高齢化過疎化が進む同地区では小学校も２校閉校し
ており、今後、年少人口の増加と地域コミュニティの維持が大きな
課題となっている。一方、同地区には、平成24(2012)年に文化庁よ
り選定された「新川田篭重要伝統的建造物群保存地区」、平成11(
1999)年に農林水産省に認定された「つづら棚田」が存在する。
つづら棚田
姫治地区は、名水の里として知名度は高く耳納山地にある「清水
湧水」は昭和60(1985)年に環境省が選定する名水100選に選ばれて
いる。このため、本事業は姫治地区とその麓の御幸地区を結びつけ
る目的で行うもの。
【取組の成果】
・JR九州と連携して森林セラピー等この地域ならではの体験ツー
リズムを開発した。
・浮羽の魅力アピール企画として、里山トレッキング、つづら棚
田での農業体験、新川田篭地区での林業体験を開催した。
・棚田米や地元果実など地元食材を活用した日本酒やリキュール
を開発した。
・うきは駅前にある「いそのさわ酒蔵旧主屋」及び山場の姫治地
区にある茅葺きの古民家を宿泊施設に改修した。

新川田篭重要伝統的
建造物群保存地区

【今後の展望】
将来的には、JRうきは駅前、御幸地区に立地する「いそのさわ旧
主屋」をウエルカムフロント施設として、新川田篭地区にある既存
の農泊民泊施設、民宿馬場やつづら山荘などと連携運用を目指すと
ともに、地区の住民と協働し、伝統的建造物群保存地区と棚田地区
の点在する茅葺き等の古民家を順次、改築を行い、アルベルゴディ
*
フーゾ（分散型ホテル）としての運営を目指す。

体験ツーリズム
（森林セラピー）
のイメージ

＊「アルベルゴディフーゾ」とは、地域に散らばっている空き家を活用し、建物単体

いそのさわ酒蔵旧主屋
（ハード改修施設）

ではなく地域一帯をホテルと考えるもの

【問合せ先】浮羽地区農泊推進協議会

TEL 0943-77-6233
-114-

地域（農村）

−

農福連携

−

『生きていくこと・働いていくこと』をテーマに
一般社団法人STEPUP CoCoRo事業所（宮崎県宮崎市）
すてっぷあっぷ

こ

こ

ろ

み や ざ き し

【取組内容】
就労継続支援Ａ型事業所CoCoRo事業所は、平成28(2016)年より
関連企業の農業生産法人株式会社CoCoRoファームと連携し4.5ha
の農地でズッキーニ・ミニトマト等のハウス栽培とオクラ、枝豆、
玉ねぎ等の露地野菜を栽培し就労支援に取り組んでいる。併せて、
グループ関連施設であるCoCoRoホームでは、障害を有する矯正施
設退所者の共同生活援助・自立準備等の支援も実施している。
【取組に至った経緯】
CoCoRo事業所の20名を超える利用者の全員が関われる作業とし
て「農業」に興味を持ち始め、農地取得の相談の際に本格的に農
福連携の取組を提案され、平成28(2016)年８月に農業生産法人株
式会社CoCoRoファームを設立。徐々に経営規模の拡大を図り、平
成29(2017)年には認定農業者も取得した。
【取り組む際に生じた課題と対応】
地域の高齢化、人手不足が周辺農園縮小の一要因となっていることを目の当たりにし
たことで、収穫などの施設外就労や地域行事の草刈りも積極的に参加し、地域コミュニ
ティを拡大している。また、JA西都でも労働力の確保が課題となっており、農作業の一
部をCoCoRoファームが請け負うことで安定した労働力を確保したと同時に、一般就労先
として就労環境の提供をJA西都に要望するなど相互理解の基に協力関係の構築を図って
いる。
【取組の成果】
それぞれの障害(精神、知的、身体)に合わせた作業の細分化と振り分けで、個々の能
力が発揮され、収穫量や賃金が向上した。
地域との関わりも増え、それが自信に繋がり、一般就労後の定着が増加した。
ノウフクJAS認証を取得し自社商品に認証マークを表示することで、「農福連携」の取
組PRと併せて販売店舗も拡大した。
令和３(2021)年度「ノウフク・アワード2021」(農福連携等応援コンソーシアム主催)
では、これまでの取組が評価され優秀賞を受賞した。

【今後の展望】
「生きていくこと・働いていくこと」を活動のテーマに、
・障害者の個性を大切にし、作業を見つけ誰もが働ける職場づくりを創出。
・地域の荒廃農地も有効活用し、地鶏の養鶏なども含め働く現場を更に拡大。
・一般就労を定着させることで地域全体での農業と福祉の循環を構築。
・関係機関と連携して矯正施設退所者の新たな生活を育て直し、更正の後押しを推進。
【問合せ先】一般社団法人STEPUP

CoCoRo事業所
-115-

TEL 0985-35-2910

災害への備え
クリークを活用した洪水調節(先行排水)の取組
佐賀県(佐賀平野、白石平野)
【取組内容】
国営筑後川下流土地改良事業や関連の県営事業において整備されたクリークは、かん
がい期の農業用水確保はもちろんのこと、大雨時には一時的に貯留する機能を持ち、平
野部におけるダムの役割を果たしている。
さらに、豪雨前に農業用水路(クリーク)の先行排水を行い、空き容量を確保すること
により洪水調節機能を発揮している。
【取組に至った経緯】
近年の気候変動に伴い激甚化・頻発化する豪雨に対して浸水被害を軽減するため、平
野全域でのさらなる減災対策の取組が必要となっている。
【取組む際に生じた課題と対応】
先行排水の時期や放流量の判断は地元のゲート操作人の経験に基づく感覚的なものに
依存しており、より効果的、効率的な操作運用の確立が必要である。また、先行排水し
た後、想定した降雨がなく農業用水が不足する場合、迅速な用水補給に向けた検討調整
も必要である。
【取組の成果】
佐賀・白石両平野ではクリークの総延長が約1,600km以上あり、洪水調節のための空き
容量(田面下１ｍ)は、約1,600万 で佐賀県の北山ダム(貯水量2,200万 )の約７割に相
当する。
佐賀市、神埼市、白石町など県内３市５町の地域でクリークの先行排水に取組まれて
いる。
【今後の展望】
クリークの先行排水を円滑に実施するために実施体制や操作運用の検討を行い、試行
的に運用していく中でより効果的・効率的な操作運用の確立を図る。

先行排水時

通常時

佐賀市の先行排水取組事例（佐賀市川副町）

【問合せ先】九州農政局農村振興部洪水調節機能強化対策官
-116-

TEL 096-211-9111（内線4761）
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