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①農林水産物・食品輸出額の推移（九州地域税関分）

【農林水産物・食品の輸出拡大】

現在、日本の食の市場規模は、少子高齢化等により縮小傾向にある一方、海外の食の
市場規模は、新興国の経済成長や人口増加に伴い、拡大傾向にあります。近年では、ア
ジアを中心に海外の消費者の所得向上や、訪日外国人の増加等を通じて日本産農林水産
物・食品の魅力が海外に広まっています。このような中、国内需要に応じた生産に加
え、輸出の拡大を図っていくことが、国内の農業・農村の持続性を確保し、生産基盤を
維持していくために重要です。
このため、政府は、「食料・農業・農村基本計画」(令和２(2020)年３月31日閣議決

定)において、令和12(2030)年までに農林水産物･食品の輸出額を５兆円とする目標を設
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」を決定し、令和
３(2021)年２月以降、日本の強みを有する輸出重点品目(計28品目)を決定しました。
（九州の輸出産地リストP.29参照）

〇九州の輸出動向について
令和３(2021)年における全国の農林水産物・食品輸出額は１兆2,382億円(前年比

25.6％)(確々報)となりました。初めて年間１兆円を超え、９年連続で過去最高額を更新
しました。
また、九州の港等からの輸出額は、1,208億円(前年比34.4％増)(確々報)となりまし

た。主な品目は牛肉などの畜産品、ぶりなどの水産物、いちごなどの野菜・果実等と
なっています。輸出額の多い国・地域は、中国、アメリカ、香港の順となっています。

食 － 農林水産物・食品の輸出拡大 －
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資料：財務省貿易統計をもとに九州地域の港等からの輸出額を九州農政局で参考集計

順位 輸出先
輸出額
（億円）
(2021)

輸出額
（億円）
(2020)

前年比
（％）

1 中華人民共和国 333 233 +42.9%

2 アメリカ合衆国 173 118 +46.1%

3 香港 158 144 +10.1%

4 台湾 127 94 +35.0%

5 大韓民国 125 98 +27.3%

6 ベトナム 58 52 +11.7%

7 タイ 44 34 +29.7%

8 カンボジア 33 10 +236.8%

9 フィリピン 26 14 +83.9%

10 オーストラリア 24 18 +31.3%

- ＥＵ（２7国） 26 20 +25.8%

品 目
輸出額
（億円）
（2021）

輸出額
（億円）
（2020）

前年比
（％）

農林水産物 1,208 899 +34.4%
農産物 597 454 +31.5%
加工食品
（アルコール飲料、調製食料品等） 238 176 +35.4%
畜産品
（牛肉、豚の皮、鳥卵等） 210 132 +58.5%
穀物等
（即席麺、小麦粉等） 42 30 +41.7%
野菜・果実等
（かんしょ、いちご等） 49 45 +9.9%
その他農産物
（植木、配合調整飼料等） 58 71 ▲18.9%

林産物（丸太、製材加工材等） 208 151 +37.8%

水産物 403 294 +37.3%
水産物（調整品除く）
（ぶり、さば等） 370 272 +36.3%
水産調整品
（なまこ、練り製品等） 33 22 +50.3%

（億円）
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九州の主な農林水産物・食品の輸出品目と輸出先（令和２（2020）年度版）

九州農政局調べ(各県からの聞き取り)

【九州における輸出の特徴】

北部地域では、いちご、かんきつ、なし等の青果物やぶり、まだい等の水産物の輸出
が盛んに行われています。南部地域では、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に行われています。
また、輸出先国・地域として、青果物、木材は、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等の国にも輸出を行っています。

資料：九州農政局調べ（各県からの聞き取り）
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【輸出に関する取組の推進】

九州農政局においては、輸出に取り組んでいる又は興味がある生産者・事業者等に以
下のような支援等を通して、引き続き輸出を強力に進めることとしています。
（１）輸出産地への支援
「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づく輸出産地として、九州では農産物で30産地、

畜産物で17産地がリスト化（令和４（2022)年４月末現在）され、九州農政局は輸出事業計画の
策定・実行への支援を実施しています。 （九州の輸出産地リストP.29参照）

（２）農林水産物･食品輸出プロジェクト（GFP*）による支援
輸出に取り組む生産者等へ九州農政局やジェトロ等が直接訪問し、海外ニーズに合っ

た産品の安定した生産や、輸出先国･地域の諸規制への対応など、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（令和３（2021）年度実
績では計17件）を行っています。
（３）生産者・事業者への情報発信
各国の輸入規制の動向や各種セミナーの開催案内、輸出関係機関等の支援策の紹介等

を内容とするメールマガジン（発信54回）を789者（令和３（2021）年度末現在）の組
織、団体、事業者等に配信しています。
（４）各種輸出証明の発行
一定の衛生基準を証明する衛生証明書、原発事故関連の原産地証明書や放射性物質検

査証明書等、輸出先国から求められる証明書の発行を行っています。令和２（2020）年
度実績では17,388件の各種証明書を発行しました。
（５）輸出体制整備の支援
輸出事業計画の策定、HACCP等対応施設整備及びマーケットインの発想に基づく輸出

産地形成等を、GFPグローバル産地づくり推進事業等の補助事業により支援しています。
【参考】「九州の農林水産物・食品の輸出取組事例」

http://www.maff.go.jp/kyusyu/keiei/zigyo/210325_R2_jirei.html

＊ GFP＝Global Farmers/Fishermen/Foresters/FoodManufacturer Projectの略称

【九州ブロック輸出促進交流会】
令和３（2021）年11月５日、熊本地方合同庁舎において、九州で輸出に関心のある

事業者等102名（うちWEB視聴19名）の参加を頂き、輸出に取り組んでいる事業者のプ
レゼンテーション、商談会、相談会等を通じた交流会を開催しました。本交流会によ
り、輸出に関する知見を深めるとともに、商談会では20件の商談が行われました。

福岡県（２件）

① 令和２年度 九州農産物通商㈱ かき

② 令和３年度 九州農産物通商㈱ うんしゅうみかん
中晩柑

佐賀県（１件）

① 令和２年度 うれしの茶
グローバル産地協議会 茶

長崎県（２件）

① 令和２年度 対馬水産㈱ 対馬金穴子

② 令和２年度 ㈱アグリ・
コーポレーション かんしょ

鹿児島県（８件）

① 令和元年度 鹿児島県経済農業
協同組合連合会 有機抹茶

② 令和元年度 鹿児島県経済農業
協同組合連合会 きんかん

③ 令和２年度 鹿児島県経済農業
協同組合連合会 かんしょ

④ 令和２年度 鹿児島堀口製茶㈲ 茶
⑤ 令和３年度 東町漁業協同組合 ぶり

⑥ 令和３年度 ㈲かごしま有機
生産組合 かんしょ

⑦ 令和３年度 鹿児島県漁業
協同組合連合会 ぶり

⑧ 令和３年度 ㈲大崎農園 だいこん

GFPグローバル産地づくり推進事業採択産地（九州）

熊本県（２件）

① 令和元年度 くまもと農業成長
産業協同組合 青紫蘇

② 令和２年度 ㈱イチゴラス いちご

大分県（３件）

① 令和３年度 大分漁業協同組合 ぶり

② 令和３年度 大分県農業協同組合 ぶどう

③ 令和３年度 日田木材協同組合 製材

宮崎県（10件）

① 令和元年度 ㈱ミヤチク 牛肉

② 令和元年度 みやざき『食と農』
海外輸出促進協議会 きんかん

③ 令和元年度 宮崎県漁業
協同組合連合会

養殖ぶり
さば

④ 令和元年度 ㈱くしまアオイファーム かんしょ

⑤ 令和２年度 ㈱高千穂ムラたび 甘酒
米菓

⑥ 令和２年度 ㈱かぐらの里 ゆず加工品
⑦ 令和２年度 ジャパンキャビア㈱ キャビア

⑧ 令和２年度 みやざき地頭鶏事業
協同組合 鶏肉

⑨ 令和３年度 ㈱ネイバーフッド うんしゅうみかん

⑩ 令和３年度 黒瀬水産㈱ ぶり
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福岡県（５品目 ５産地・実施主体）

① はかた地どり輸出促進
コンソーシアム 鶏肉

② 九州農産物通商㈱ かんきつ

③ 九州農産物通商㈱ いちご

④ 福岡八女農業協同組合 茶

⑤ 九州農産物通商㈱ かき
かき加工品

宮崎県（６品目 ６産地 ７実施主体）

① 宮崎県牛肉輸出
コンソーシアム 牛肉

② 宮崎県チキン輸出
コンソーシアム 鶏肉

③ フュージョンエッグス
コンソーシアム 鶏卵

④ ㈱ネイバーフッド かんきつ

⑤ みやざき『食と農』
海外輸出促進協議会 かんきつ

⑥ ㈱くしまアオイファーム かんしょ
かんしょ加工品

⑦ 南九州輸出茶
コンソーシアム 茶

熊本県（６品目 ７産地 ９実施主体）

① 熊本県産牛肉輸出促進
コンソーシアム 牛肉

② 熊本県酪農業
協同組合連合会 牛乳乳製品

③ 熊本県果実農業
協同組合連合会 かんきつ

④ ㈱ファームオリンピア かんきつ

⑤ ㈱イチゴラス いちご

⑥ 熊本県経済農業
協同組合連合会 いちご

⑦ 熊本県経済農業
協同組合連合会

かんしょ
かんしょ加工品

⑧ 熊本県経済農業
協同組合連合会 その他の野菜

⑨ 熊本県経済農業
協同組合連合会 茶

長崎県（４品目 ４産地・実施主体）

① 全国農業協同組合
連合会長崎県本部 かんきつ

② 島原雲仙農業協同組合 いちご

③ ㈱アグリ・
コーポレーション

かんしょ
かんしょ加工品

④ 長崎県茶業振興協議会 茶

佐賀県（３品目 ３産地・実施主体）

① 佐賀県農林水産物等
輸出促進協議会 かんきつ

② 佐賀県農林水産物等
輸出促進協議会 いちご

③ うれしの茶
グローバル産地協議会 茶

【輸出重点品目の輸出産地リスト（九州）（令和４（2022）年４月末現在）】

日本の強みを有する28品目を輸出重点品目に選定し、継続的に輸出に取り組む輸出産
地として全国でリスト化されました。九州農政局においても、輸出産地サポーターを配
置（２名）、品目担当や県、産地・事業者と連携し、産地訪問等により輸出事業計画策
定・実行に向けた情報提供やアドバイス等を行い、伴走型で支援に取り組んでいます。

九州７県の輸出産地は、以下のとおり。(林産物・水産物・加工食品・アルコール類は除く)

畜産物 17産地 ／ 農産物 30産地 （計11品目 47産地）

大分県（４品目 ４産地・実施主体）

① ブランドおおいた
輸出促進協議会畜産部会 牛肉

② 大分県農業協同組合 ぶどう

③ 大分県農業協同組合 かんきつ

④ 全国農業協同組合連合会
大分県本部

かんしょ
かんしょ加工品

鹿児島県（６品目 18産地 19実施主体）

① ナンチク輸出促進
コンソーシアム 牛肉 ⑪ 鹿児島県経済農業

協同組合連合会 かんきつ

② サンキョーミート食肉
輸出推進コンソーシアム 牛肉 ⑫ 鹿児島県経済農業

協同組合連合会
かんしょ

かんしょ加工品

③ スターゼンミート
コンソーシアム 牛肉 ⑬ Japan Potato㈲ かんしょ

かんしょ加工品

④ JA食肉かごしま
輸出コンソーシアム 牛肉 ⑭ ㈲かごしま有機生産組合 かんしょ

かんしょ加工品

⑤ ナンチク輸出促進
コンソーシアム 豚肉 ⑮ ㈲南橋商事 かんしょ

かんしょ加工品

⑥ サンキョーミート食肉
輸出推進コンソーシアム 豚肉 ⑯ ㈲大崎農園 その他の野菜

⑦ スターゼンミート
コンソーシアム 豚肉 ⑰ 大吉農園 その他の野菜

⑧ 南州農場
輸出コンソーシアム 豚肉 ⑱ 鹿児島堀口製茶㈲

/㈱和香園 茶

⑨ マルイ食品鶏肉
輸出コンソーシアム 鶏肉 ⑲ 鹿児島県経済農業

協同組合連合会 茶

⑩ ウェルファムフーズ
鶏肉輸出コンソーシアム 鶏肉
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だんご汁

【国東半島地域(大分県)】

神楽料理 手延べそうめん

【ＳＡＶＯＲ ＪＡＰＡＮ（農泊 食文化海外発信地域）】

農林水産省では、訪日外国人旅行者を農山漁村へ呼び込み、国産農林水産物・食品の
需要拡大や地域の所得向上につなげることを目的に、多様な地域の食やそれを支える農
林水産業、伝統文化の魅力で訪日外国人旅行者を誘客する重点地域を「ＳＡＶＯＲ Ｊ
ＡＰＡＮ」として認定し、農林水産省及び関係府省庁が世界に情報発信しています。
現在まで全国で37地域、九州では平成29（2017）年度に「高千穂郷・椎葉山地域（宮

崎県）」、令和元（2019）年度に「島原半島地域（長崎県）」、令和２（2020）年度に
「国東半島地域（大分県）」が認定されています。

写真出典：農林水産省WEBサイト「うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～」
画像提供元：福岡県あちゃら漬け（中村学園大学栄養科学部）

熊本県いきなり団子（尚絅大学生活科学部 守田 真里子氏）
宮崎県菜豆腐（JA宮崎県女性組織協議会）

九州農政局では、地域における食文化保護・継承活動の活性化の支援と、その活動
を支える多様な関係者の連携を図ることを目的として、令和３（2021）年２月に「地
域の和食文化ネットワーク九州」を設置し、メールマガジンの配信等による食文化の
保護・継承に関する様々な情報の提供及び情報交換の場としての活用に取り組んでい
ます。
この取組の一環として、令和３（2021）年11月19日、「食文化保護・継承推進オン

ラインフォーラム」を開催し、鹿児島女子短期大学名誉教授の福司山エツ子氏による
基調講演を始め、取組事例の発表やフリーディスカッション等を行いました。
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syokuryou/syokubunka/20211119_online_forum.html

フリーディスカッションの様子

食 － 和食文化の保護・継承 －

認定ロゴマーク

【高千穂郷・椎葉山地域(宮崎県)】【島原半島地域(長崎県)】

～各県の郷土料理一例～

農林水産省では、全国各地で受け継がれてきた地域固有の多様な食文化を地域ぐるみ
で次世代に継承していくことを目的に、令和元（2019）年度から３ヶ年かけて、47都道
府県の代表的な郷土料理を選定し、その郷土料理の歴史やレシピ、郷土料理を生んだ地
域の背景等をデータベース化し、農林水産省ウェブサイト「うちの郷土料理」で紹介し
ています。

【うちの郷土料理～次世代に伝えたい大切な味～】

【食文化保護・継承推進オンラインフォーラム】

立松食育研究所
立松所長

NPO奄美食育食文
化プロジェクト
久留理事長

林代表取締役
(株)山一福司山名誉教授

【基調講演講師】 【取組事例発表者（３名）】

福岡県

（あちゃら漬け）

佐賀県

（ゆきのつゆ）

長崎県

（ハトシ）

熊本県

（いきなり団子）
大分県

（じりやき）

宮崎県

（菜豆腐）

鹿児島県

（がね）
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食 － 食育 －

【食育イベントの開催】

九州農政局では、食育を推進するために毎年食育イベントを開催しています。令和３
(2021)年度は、若い世代が「食」への関心を深め、健全な食生活の実践を促すことを目
的に、福岡県久留米市の久留米大学とタイアップし、「みんな
で一緒に考える食育ワークショップ」を11月に開催しました。
第４次食育推進基本計画に掲げる「新たな日常」やデジタル化
に対応した食育の推進を意識し、久留米大学の会場(対面)とオ
ンラインを併用した「ハイブ
リッド方式」により、同時に
約240名の方々が参加、講師
と積極的に意見を交換しまし
た。講師には、読者目線の記
事で人気を博した「食卓の向
こう側」を担当した西日本新
聞社記者の佐藤弘氏と落語を通して面白おかしく食育を伝える
落語家の福々亭金太郎氏をお招きし、「あなたの体はあなたの
モノだけど、あなただけのものじゃない！」をテーマに、食育
落語を交えて、楽しく、分かりやすく食育を学びました。

【第５回食育活動表彰】
農林水産省では、食育を推進する優れた取組が全国に展開していくことを目的と

して、平成28(2016)年度から食育活動表彰を行っています。
令和３(2021)年度の「第５回食育活動表彰」では、九州から、

子ども食堂のサポート活動を通して地元の食材を分かりやすく
伝える食育活動に取り組む「九州国際
大学村上ゼミ「子ども食堂チーム」と
郷土料理の伝承や地元特産品うれしの
茶の良さを伝える取組を展開する「嬉
野市食生活改善推進協議会」の２団体
が農林水産省消費・安全局長賞を受賞
しました。

【九州の市町村における食育推進計画作成状況（令和４(2022)年３月末現在）】
地域の特色ある食育の活動が広く展開されるためには、地域における多様な関係者が

連携・協働し、地域が一体となって自主的
に食育に取り組むことが重要です。そのた
め、市町村においては、市町村食育推進計
画を作成し食育を推進しています。九州の
市町村における作成状況は、令和４(2022)
年３月末現在で89.3％となっており、全国
の値とほぼ同じ作成率となっています。
なお、第４次食育推進基本計画では、食

育推進計画を作成・実施している市町村の
割合を令和７(2025)年度までに100％とする
ことを目指しています。

嬉野市食生活改善
推進協議会

九州国際大学村上ゼミ
「子ども食堂チーム」

西日本新聞社
佐藤弘氏

落語家 福々亭金太郎氏

オンライン参加者

市町村数
計画作成
市町村数

計画未作成
市町村数

作成割合
（％）

1,741 1,560 181 89.6

233 208 25 89.3

福 岡 県 60 56 4 93.3

佐 賀 県 20 18 2 90.0

長 崎 県 21 21 0 100.0

熊 本 県 45 36 9 80.0

大 分 県 18 18 0 100.0

宮 崎 県 26 18 8 69.2

鹿児島県 43 41 2 95.3

都道府県

全 国

九 州

資料： 農林水産省「令和３年度食育推進計画等に関する調査」
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食 － 消費者の信頼確保 －

夏休み特別イベント（Web開催）
（九州農政局ホームページ）

【消費者への情報提供・発信】

九州農政局では、食に対する消費者の信頼確保に向け、消費者団体等との意見交換会
や食の安全等に関する出前講座を開催しています。
令和３(2021)年度の意見交換会は、「食中毒を避けるた

めにわたしたちにできること」などをテーマとして現地と
九州農政局(熊本)をオンラインでつないで開催しました。
参加者から「保存しているパンや餅にカビが生えている

ことがある。カビが生えている部分を削り取って食べてい
たが食べない方が良いのか。」など、日常生活で気にして
いる質問が出されました。 意見交換会の様子(長崎県)

○意見交換会開催状況

○消費者の部屋及び移動消費者の部屋開設状況

【消費者の部屋の取組】

食や農林水産業への理解促進を図るためのパネル展示などを実施しています。
令和３年(2021)年度は、熊本地方合同庁舎Ａ棟１階及びフ－ドパル熊本において特別

展示を実施するとともに移動消費者の部屋を熊本県内で開設しました。
また、夏休み期間中Webサイトで夏休み特別イベント「しっとっと？国のお仕事～夏

休みお家で冒険！！～」を開催し、1,293名の方々に閲覧していただきました。
消費者の部屋では消費者相談窓口を設置し、消費者等一般の方からの相談を受け付け

ています。

【情報の発信】

新型コロナウイルス感染症対策や食中毒に対する注意喚起など、消費者が知りたいタ

イムリーな情報を発信するため、メ－ルマガジン「消費者情報九州」を24回、ミニコミ

誌「消費生活通信」を７回発行しました。消費者の方から「自然毒の注意喚起など、身

近で起きそうな内容なので参考になっています。」というご意見もいただいています。

また、新たに若年層に向けたシンプルで分かりやすい内容とした「来て、見て、知っ

て、「食の安全」の時間。」を発行し、大学生を中心に多くの学生へ発信しています。

◆消費者相談窓口 096-211-8582

○出前講座実施状況

月日 人数 実施場所

令和３(2021)年４月27日 22名 熊本市

令和３(2021)年５月17日 109名 玉名女子高校

令和３(2021)年10月(DVD) 48名 鹿児島県伊集院

令和３(2021)年10月９日 21名 熊本県山鹿市

令和３(2021)年12月23日 150名 鹿児島大学

合計 350名

月日 実施場所

令和３(2021)年度 計27回
消費者の部屋特別展示
(九州農政局)

令和３(2021)年５月25日～６月７日 パレアロビー展(熊本市)

令和３(2021)年８月２日～８月31日
夏休みイベント
(九州農政局ホームページ)

令和３(2021)年12月７日～12月９日 イオン熊本店(嘉島町)

月日 人数 実施場所

令和３(2021)年７月８日 8名 宮崎県

令和３(2021)年９月(DVD) 48名 鹿児島県

令和３(2021)年10月27日 11名 大分県

令和３(2021)年11月25日 18名 長崎県

令和４(2022)年２月(DVD､Web) 10名 佐賀県

合計 95名
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【食品表示の適正化及び米穀等の適正かつ円滑な流通の確保に向けた取組】

一般消費者が、食品を選択し購入するためには、産地等その食品に関する正しい情報
が表示されていることが必要です。
そのため、九州農政局では、食品表示法等の関連法令に基づ

き、飲食店、小売店舗、卸等流通事業者、食品製造事業者等に
対する職員による調査を行っています。
職員による調査や消費者からの通報（食品表示110番）等によ

り把握した情報に疑義が認められた場合は、事実の解明のために
立入検査等を実施し、その結果不適正な表示等が確認されれば、
再発防止を含めた表示の改善が図られるよう是正指導を行って
います。

【食品表示110番、米穀流通監視相談窓口等の設置・受付状況】

広く国民の皆様から食品の偽装情報等を受け付けるためのホットラインとして「食品
表示110番」を九州農政局内に設置しています。
また、米穀流通監視や加工食品原料原産地表示に関する相談窓口を設置しています。

小売店舗での調査

【新たな原料原産地表示制度の完全施行について】

令和４(2022)年４月１日から新たな原料原産地表示が完全施行されることに伴い、こ
れまで、一部の加工食品に義務づけられていた原材料の原産地表示が、全ての加工食品
(輸入品を除く。)に義務づけられることになります。
例えば、重量割合が最も高い原材料について、原産地の表示を行う必要があります。

〇違反に関する指導件数等(令和３年度上期：４月～９月）

食品表示法 牛トレサ法 米トレサ法 食糧法
農産物
検査法

ＪＡＳ法

指示・勧告 1 － － － － －

指 導 ８ ９ － － － －

資料：九州農政局調べ

（単位：件）

（単位：件）

◆食品表示110番 096-211-9156
◆米穀流通監視相談窓口 096-211-9353
◆加工食品原料原産地表示相談窓口 096-211-9156

092-281-8289(福岡)

〇相談窓口等の受付件数の推移

食品表示１１０番 米穀流通監視
相談

加工食品
原料原産地表示

相談情報提供 相談等

Ｒ２年度 ９１ ２０２ ５ ７９

Ｒ３年度 ３０ １８３ １４ ９３

資料：九州農政局調べ
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食 － 農畜産物の防疫対策 －

＊１ 警報(重要な病害虫が大発生することが予測され、かつ、早急に防除措置を講ずる必要がある場合に発表)を発表
するほどではないが、重要な病害虫が多発することが予測され、かつ、早急に防除措置を講じる必要がある場合に発表
＊２ 各都道府県において、新たな病害虫が発見された場合及び重要な病害虫の発生消長に特異な現象が認められた場
合であって、従来と異なる防除対策が必要となるなど、生産現場への影響が懸念される場合に発表

糸状菌により基部から腐敗：サツマイモ基腐病

【九州で特に警戒している主な病害虫】

ミカンコミバエ種群

基腐病による、かんしょの被害状況
生研支援センターイノベーション創出強化研究推進事業
(01020C)令和２年度版マニュアル
「サツマイモ基腐病の発生生態と防除対策」より引用

植物防疫所HPより引用農林水産技術会議HPより
引用

※かんしょ、かんきつ類の苗等は、発生地域からの持ち出しが規制
されています。

植物等の移動規制について(植物防疫所)
http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/domestic/didoukisei/in
dex.html

移 動 規 制 対 象 病 害 虫

＊1

＊2 ＊3

九州の移動規制対象植物の例

対象地域 植物の例 対象病害虫

奄美群島 かんしょ アリモドキゾウムシ

アサガオ等 イモゾウムシ

サツマイモノメイガ

アフリカマイマイ

奄美群島の一部 かんきつ類の苗 カンキツグリーニング病

徳之島、沖永良 いちじくの苗等 ミカンキジラミ

部島、与論島

【病害虫のまん延防止に向けた取組の推進】

農作物の病害虫のまん延を防止し、食料の安定供給を推進しています。
令和３(2021)年度、農林水産省は病害虫発生予報を10件発表しました。九州各県から

は、特に注意を要する病害虫について、注意報
*1
18件、特殊報

*2
15件(うち、国内で初確

認の害虫トマトキバガ：６件)が発表されました。
また、宮崎県や鹿児島県を中心に、サツマイモ基腐病によるかんしょの被害がみられ

ているため、まん延防止と被害低減に向けて、国、試験研究機関及び県が連携して、防
除技術の開発や対策の普及に取り組んでいます。さらに、かんきつ類等の害虫ミカンコ
ミバエ種群が５県で誘殺されたため、国と県が連携し、初動防除として、雄成虫を誘引
して殺虫する誘殺板の設置や、寄主植物の除去等を実施しました。

九州は、温暖な気候で大陸に近く病害虫の侵入リスクが高い傾向にあることから、病
害虫の発生・飛来状況を注視し、まん延防止に向けた取組を進めていくことが重要です。

基腐病 防除対策リーフレット

サツマイモ基腐病のまん延を防ぐために
(九州農政局)
https://www.maff.go.jp/kyusyu/syohia
nzen/nouchiku/syokubou.html#sabol

トマト等の大害虫：
トマトキバガ(成虫)

トマトキバガ

果実や果菜類の大害虫：
ミカンコミバエ(成虫)
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【家畜伝染病の発生に備えた対応】

九州では、令和２(2020)年度に４県15農場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、過

去最大の約110万羽の殺処分が行われました。

豚熱は平成30(2018)年９月以降、本州において継続して発生しており、令和４年

(2022)年３月には山口県、広島県で豚熱に感染した野生イノシシが確認されました。こ

のため、九州において豚熱の発生を防止するため防疫対策の強化が求められています。

また、アフリカ豚熱は近隣の中国、韓国において継続して発生しており、韓国ではアフ

リカ豚熱に感染した野生イノシシの確認場所が南下しており、これらの伝染病の九州で

の発生リスクは引き続き高い状況にあります。

このため、畜産農家における農場内に病原体を持ち込まないよう車両消毒や野生動物

対策等の飼養衛生管理基準の遵守を図るため、九州農政局では、これに必要な消毒機器、

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

浸潤状況調査等への支援を行っています。

また、九州農政局では、特定家畜伝染病が発生した際には、まん延防止を図るために、

発生県からの家畜・家きんの殺処分、焼却・埋却、畜舎等の清掃・消毒作業への支援要

請に備え、①防疫作業支援者登録リスト及び緊急時の連絡体制の整備、②支援に必要な

人員の確保等の初動対応に係る机上演習、③県と連携して防疫措置に取り組むために各

県主催の防疫演習へ参加し、防疫作業の流れや手順等の確認を行っています。

【高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫対応】

令和３(2021)年11月10日、秋田県横手市の農場(採卵鶏)で今シーズン国内１例目の高

病原性鳥インフルエンザが発生しました。九州では、11月13日に鹿児島県出水市の農場

(採卵鶏)で国内２例目となる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農場で発生が確認され、約22.8万羽の殺処分が行われました。熊本県南関町の農

場で発生(国内５例目)した際には、農場での防疫作業に職員20名を派遣し、迅速な防疫

措置に支援を行いました。
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鹿児島県
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熊本県

佐賀県

福岡県

12農場

17農場

（農場数） 52農場

1農場

高病原性鳥インフルエンザの発生状況

資料：九州農政局調べ

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）

熊本県南関町
肉用鶏１農場 約6.7万羽
(令和３年12月３日発生)

九州における高病原性鳥インフルエンザ
の発生状況（令和３（2021）年度）

令和３(2021)年12月の発生
農場での防疫作業(熊本県)

鹿児島県出水市、長島町
採卵鶏・肉用鶏 計３農場 約16.1万羽

(令和３年11月13日～
令和４年１月13日発生)

よ こ て し
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【更新時期を迎えた災害用備蓄食料をフードバンク団体へ提供】
九州農政局では、災害時に非常時優先業務が出来るよう食料(非常食や飲料水)の備

蓄を行っていますが、更新時期を迎え賞味期限が迫る食料を有効活用し、食品ロスを
削減するため、令和２(2020)年12月か
ら、譲渡を希望するフードバンク団体
に無償で提供する取組を行っておりま
す。
令和３(2021)年度は、２回実施し、

17団体に提供しました。
フードバンク団体からは、福祉施設

や子ども食堂等に提供されています。
災害用備蓄食料

＊ 生産・流通・消費等の過程で発生する未利用食品を食品企業や生産現場等からの寄付を受けて、必要としている
人や 施設等に無償で提供する取組 九州のフードバンク団体

（令和４(2022)年３月現在）
フードバンク活動の流れ

資料：農林水産省HP「各フードバンク活動団体の活動
概要（178団体：令和４年３月31日時点)」より抜粋

食 － 食品ロスの削減 －

フードバンクへの引き渡し

【食品ロスの削減に向けた取組の推進】

我が国における「まだ食べられるのに捨てられている食品(食品ロス)の発生量は年間
570万ｔ(令和元(2019)年推計)で、国民１人当たりの食品ロス量は１日約124ｇとお茶碗
一杯のご飯の量に相当する分が廃棄されています。

こうした中、農林水産省としても、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元
(2019)年10月施行)」に基づき、フードバンク活動*や食品関連事業者の商慣習の見直し
(食品小売業者の納品期限の緩和や、食品製造業者の賞味期限の年月表示化等)などの取
組を推進しています。

資料：公益財団法人流通経済研究所「国内フードバンク
の活動実態把握調査」(令和元年度調査)等

県名 フードバンク活動団体名

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

フードバンクくるめ

特定非営利活動法人 フードバンク福岡

ふくおか筑紫フードバンク

フードバンク八幡西

一般社団法人 FBQ フードバンク大牟田

フードバンクちくほう

佐賀 特定非営利活動法人フードバンクさが

一般社団法人 フードバンク協和

一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき
つなぐＢＡＮＫ～フード＆グッズ～

特定非営利活動法人 昴 長崎フードバンクシステムズ

社会福祉法人 南苑会 フードバンク熊本

フードバンク玉名

フードバンクひのくに

一般社団法人フードバンクママトコ

社会福祉法人大分県社会福祉協議会 フードバンクおおいた

一般社団法人 フードバンク東九州

宮崎 特定非営利活動法人フードバンク日向

フードバンクてしおて

フードバンクお助けマン霧島

ＮＰＯ法人フードバンクかごしま

財部町身体障害者協議会 フードバンクそお

特定非営利活動法人フードバンク奄美

熊本

大分

鹿児島

長崎

福岡
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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
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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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人 － 人・農地プランの実質化 －

【人と農地の問題解決に向けて】

人・農地プランの実質化とは、農業者の年齢階層別の就農や後継者確保の状況を「見
える化」した地図を用いて、地域を支える農業者が話し合い、当該地域の将来の農地利
用を担う経営体の在り方を決めていく取組のことです。

実質化の取組は令和元(2019)年から始まり、令和４(2022)年３月末現在、既存のプラ
ンが既に実質化していると判断した地域が892地区、実質化プランと同種の取決めがあ
る地域が354地区、実質化の取組により新たに実質化した地域が2,814地区となっており、
取組地区の８割、耕地面積では９割が実質化済みとなっています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で地域での話合いが開催できない等の理由か
ら1,101地区で令和４(2022)年度も引き続き実質化に向けた取組が行われています。

人・農地プランの実質化の取組状況(令和４(2022)年３月末現在)

資料：九州農政局調べ
注１：耕地面積は、市町村の報告ベースであり、耕地及び作付面積統計による耕地面積とは必ずしも一致しない。
注２：１の（２）の同種取決めとは、実質化の取組と同様のプロセスで作成された各種計画（中山間地域等直接支払交付金の集落戦略等）。
注３：ラウンドの関係で合計数値が一致しない場合がある。

【事例】【農業委員会と連携して人・農地プランを作成】
宮崎県宮崎市では、人・農地プランの実質化を効率的に進めていくために市農政担当

部局と農業委員会事務局との連携を強化しています。
年度当初に活動方針や年間計画を両者で共有するとともに、農業委員や農地利用最適

化推進委員を対象とする研修を通じて、地域での話合いのイメージを共有することで農
業委員等の積極的な参加を促しています。
地域での話合いの進行は現場の農地や農業事情に

詳しい農業委員、農地利用最適化推進委員が担って
おり、地域主導の話合いにつながっています。
話合いは参加者を５、６グループに分けたワーク

ショップ方式で実施されており、地域の課題など各
グループから出された意見をプランに反映させます。
発言しやすい雰囲気を作るため、若手だけのグルー
プを作るなど、地域ごとに参加者に応じたグループ
分けの工夫がされています。 地域での話合いの様子

県名

１．実質化済
２．実質化の取組を継

続中
合計
（１＋２）

（１）既存プランが既に実
質化していると判断され
た地域

（２）実質化プランとして
取り扱える同種取決め
がある地域

（３）実質化の取組により
新たに実質化した地域

地区数
耕地面積
（ha） 地区数 耕地面積

（ha）
地区数 耕地面積

（ha）
地区数 耕地面積

（ha）
地区数 耕地面積

（ha）

地区数
耕地面積
（ha）割合 割合

ａ ａ/ｃ ｂ ｂ/ｄ ｃ ｄ

福岡県 495 82% 77,225 96% 157 19,682 0 0 338 57,544 106 3,550 601 80,775

佐賀県 443 49% 28,535 62% 46 16,346 43 942 354 11,247 470 17,653 913 46,189

長崎県 612 97% 46,858 99% 17 1,916 77 1,261 518 43,682 17 420 629 47,278

熊本県 665 81% 92,230 88% 118 8,764 55 1,514 492 81,952 158 12,373 823 104,603

大分県 666 81% 43,483 85% 230 8,620 113 2,380 323 32,482 159 7,395 825 50,878

宮崎県 480 81% 40,535 81% 178 14,673 2 154 300 25,708 115 9,509 595 50,044

鹿児島県 699 90% 106,215 95% 146 22,911 64 1,075 489 82,229 76 5,479 775 111,693

合計 4,060 79% 435,082 89% 892 92,912 354 7,326 2,814 334,844 1,101 56,379 5,161 491,461
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人 － 認定農業者制度 －

認
定
農
業
者
数

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ

＊１ 複合経営とは、経営体毎の農産物販売金額１位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80％に満たない経営
＊２ 単一経営とは、経営体毎の農産物販売金額１位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80％以上を占める経営

【認定農業者数は減少、法人経営体は増加】

認定農業者制度とは、経営の規模拡大、生産方式の合理化等の経営改善に取り組む農

業者の計画を市町村等が認定し、重点的に支援措置を講じようとするものです。近年、

農業者の営農活動が広域化していることを踏まえ、令和2(2020)年４月より、都道府県

の区域や市町村の区域を越えた認定が可能となりました。

九州における令和3(2021)年3月31日現在の認定農業者数は44,789経営体で、全国の約

２割を占めており、熊本県が10,334経営体(全国３位)、鹿児島県が7,846経営体(同８

位)、宮崎県が7,690経営体(同９位)と全国上位となっています。

認定農業者数は平成22(2010)年をピークに減少傾向にあるものの、法人は5,222経営

体と増加傾向にあり、平成22(2010)年と比較すると約1.8倍となっています。

これを営農類型別に見ると、複合経営＊１が全体の４割となっており、単一経営＊２でみ

ると、九州は全国に比べ施設野菜や肉用牛・養豚・養鶏等の割合が高く、稲作の割合が

低くなっています。

※各県の認定数は、市町村認定と県内の複数市町村に
またがる場合の都道府県認定の合計

※九州農政局の認定数は、管区内の複数県にまたがる
場合の国認定
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認定農業者数の推移

認定農業者数

うち法人経営体

(千経営体) (千経営体)

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ

※九州農政局管区内の複数県にまたがる場合又は複数の
地方農政局の管区にまたがる場合の国認定数を除く

※各県の市町村認定と都道府県認定および九州農政局認定の認定状況

単一経営 複合経営

16.8 

稲作

3.1 

7.3 

露地野菜

7.0 

8.7 

施設野菜, 17.0 

7.8 

果樹類

7.4 

2.8 

花き・

花木

3.3 

4.2 

酪農, 2.1 

6.0 

肉用牛・養豚・

養鶏等, 13.1 

3.6 

その他

6.3 

42.9 

複合経営

40.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全

国

九

州

営農類型別認定状況

稲作 露地野菜 施設野菜 果樹類 花き・花木 酪農 肉用牛・養豚・養鶏等 その他 複合経営

＊１ 複合経営とは、経営体毎の農産物販売金額１位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80％に満たない経営
＊２ 単一経営とは、経営体毎の農産物販売金額１位の部門の販売金額が、農産物総販売金額の80％以上を占める経営

認定農業者の認定状況（令和３年３月末現在）

単位：経営体

県 名
認定農業者

数
うち
法人数

前年から
の増減

前年から
の増減

福岡県 5,903 -44 729 23

佐賀県 3,779 -136 287 18

長崎県 5,324 -107 393 3

熊本県 10,334 -267 1,057 70

大分県 3,913 -179 702 16

宮崎県 7,690 -61 813 7

鹿児島県 7,846 -68 1,241 15

九州計 44,789 -862 5,222 152

九州農政局 38 12

全 国 227,444 -6,500 27,114 955

資料：農林水産省経営局経営政策課調べ
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人 － 農業経営の法人化 －

【法人化が着実に進展】

農業経営の法人化には、経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承

など経営発展の効果が期待されるため、九州農政局では農業経営法人化支援総合事業

の実施により県段階に農業経営・就農支援センターを整備し、各種経営課題に応じた

専門家の派遣等により、農業経営の法人化を支援しています。

九州管内の農業経営体に占める法人経営体の割合は、令和２(2020)年は3.3％ で平成

27(2015)年の2.3％から上昇しており、農業経営体数が減少する中、法人化は着実に進

んでいます。

また、農地を所有できる農地所有適格法人は3,394法人＊１(対前年比100.2％)、リー

ス方式＊２により農業参入した一般法人は381法人＊３(対前年比111.4％)、さらに集落営

農では、全体の集落営農数2,243組織のうち集落営農法人は801法人＊４(対前年比102％)

と、いずれも着実に増加しています。

資料：農林水産省「集落営農実態調査（確報）」

資料：農林水産省「農林業センサス」
注１：法人経営体とは、農業経営体のうち、法人化して事業を行う者
注２：法人経営体割合＝法人経営体／農業経営体

資料：農林水産省経営局農地政策課調べ

＊１及３ 令和２（2020）年１月１日現在 ＊４ 令和３（2021）年２月１日現在、＊１及び＊４は重複有り

＊２リース方式：解除条件付きで、一般法人の農地の借入れを可能とするもの

資料：農林水産省経営局農地政策課調べ
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【事例】【志布志市農業公社 ～就農参入者によるピーマン産地の取組～】
志布志市農業公社は、ピ－マン生産農家が減少する中、行政

とJAが連携して農業公社を立ち上げ、新規就農者の育成を開始。
これまで128名の研修生を受け入れ、113名が就農しています。
現在は、ピ－マン部会会員のうち３分の２をＩタ－ン者が占

めています。また、研修受入前に３日間の体験研修を義務化、
自費参加とすることで就農希望者の本気度をフィルタリングで
き、研修２年目は自ら生産したものを出荷して、収益を得るシ
ステムとすることで、意欲的に技術が習得できる全国的に脚光
を浴びている施設です。

人 － 新規就農 －

＊ 新規就農者数は、各県がそれぞれ実施した独自調査結果を九州農政局で集計したものです。

【九州の新規就農者】
九州の令和２(2020)年の新規就農者数は、3,100人となっており、県別では、鹿児島

県795人、長崎県614人、熊本県446人となっています。
就農区分別にみると、雇用就農1,688人(55％)、新規参入591人(19％)などとなってお

り、雇用就農の占める割合が高いことが特徴です。また、新規就農者が取り組む品目

は、野菜(55％)、畜産(16％)、果樹(11％)となっています。

世代間バランスの取れた農業就業構造を実現するためには、青年層の新規就農を促進

していく必要があります。

九州管内の市町やJA等は、就農希望者が、栽培技術を学んだり、農業経営のノウハウ

を習得できるトレーニングファーム等の研修施設を管内に53(注：九州農政局調べ、福

岡３、佐賀４、長崎１、熊本２、大分９、宮崎13、鹿児島21)設置して、農業を支える

人材の育成・確保、農業への定着を図っています。
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資料：管内各県調べを九州農政局で集計

九州の新規就農者が取り組む品目九州の新規就農者の区分(令和２(2020)年)

九州の新規就農者数
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人 － 女性農業者の活躍 －

【女性農業者の経営・社会参画の推進】

近年、農業者の大幅な減少等により、農業の持続性確保に向けた人材の育成・確保が
課題となっています。この課題に対する取組の一つとして、農林水産業と地域の活性化
において重要な役割を果たしている女性農業者の経営・社会参画を進めることが重要で
す。
九州農政局では、「第５次男女共同参画基本計画(令和２(2020)年12月閣議決定)」に

基づき、農業委員や農業協同組合役員への女性の登用拡大要請や、家族経営協定の締結
状況等についての情報提供、男女共同参画推進セミナーの開催、意欲的に農業経営を展
開する女性農業者の事例を収集しホームページで紹介する等の取組を行ってきました｡
また、女性の生の声を聞き、施策に反映するため、女性農業者との意見交換会等を積

極的に開催してきました。
今後も、引き続き農山漁村に関する方針策定への女性の参画と女性が能力を発揮でき

る環境整備に向けた取組を推進することとしています。
「九州のがんばる農山漁村の女性たちの取組事例」
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/keiei/danjyo/danjyo.html#jr

資料：農林水産省経営局調べ

農業委員に占める女性の割合の推移
（各年10月１日現在）（％）

九州における家族経営協定締結農家数の推移
（各年３月31日現在）

資料：農林水産省経営局調べ

（戸）

【九州女性農業者意見交換会】
令和４(2022)年２月、農村地域における男女共同参画の推進と九州地域の女性農

業者のネットワークづくりを促進するため「女性農業者のネットワークづくり」を
テーマに、九州各県で活躍する女性農業者11名との意見交換会をWEB会議形式で開催
しました。

意見交換では、これから県内でネットワークをつくりグループ活動を開始しよう
とする参加者から、すでにグループ活動を行っている参加者に対し「コロナ禍で集
まるのが難しいという話があったが、どの程度集まっていますか」「活動費は会費
のみですか」「役員はどのように決めていますか」といった質問がされました。グ
ループ活動を行っている参加者の回答からは「無理の無い範囲で」「楽しみなが
ら」活動されていることがわかり、今後グループを立ちあげ活動される際の参考と
なる話を聞くことができました。

ネットワークづくり以外にも「皆さんは大型機械に乗っていますか」「家族経営
の方はどのような作業分担ですか」「法人化にあたり、メリット、デメリットを教
えてください」といった経営等に関する幅広い質問に対し、同じ女性農業者の皆さ
んが親身に回答され、活発な意見交換となりました。

意見交換会（熊本会場）の様子参加した農業女子グループのロゴ
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女性農業者グループの立ち上げ支援 （熊本県拠点）

熊本県内女性農業者との意見交換において、新たなネットワークづくりのための女

性農業グループの立ち上げが必要との意見や相談が多かったことから、グループ立ち

上げに係る事業の活用などを県拠点が全面的に支援しました。

○ きっかけ

熊本県拠点が過年次に実施した女性農業者との意見交換において、多くの参加者

から県内女性農業者のネットワークづくりが必要との意見が出され、農業女子プロ

ジェクトメンバー有志からも、九州他県で活動しているような女性農業者グープを

立ち上げて、県内でも種々の活動や学習に取り組みたいとの相談を受けたことが契

機です。

○ 取組の概要

令和３年11月29日に、「九州農政局と県内女性農業者との意見交換会」を実施し

県内女性農業者グループの立ち上げを提案しました。

令和３年12月21日に、県内女性農業者有志との共催で「立ち上げに係る打合せ

会」を開催し、どの様な事に取り組みたいのかワークショップ形式で個々の発言を

基に具体的イメージを共有しながら取組内容を決定するとともに、取組毎のチーム

を編成しました。

また、連絡網整備としてＬＩＮＥグループを整備しました。

○ 取組の効果・今後の方向性

今後は、令和３年度補正予算「女性の就業環境改善緊急対策事業」のうち「地域

の女性農業者グループの活動等支援」の活用も念頭に、必要に応じて協議の場を設

け、グループ名、役員体制、規約作りや会費徴収の要否等を整理し、グループの姿

を具現化される予定で、熊本県拠点としては女性農業者グループの活動基盤強化の

ため、引き続き必要な支援を行います。

体制図

11月29日の意見交換会の様子

12月21日の打合せ会の様子

県内女性農業者グループの立ち上げ支援

熊本県拠点

県内女性農業者グループ

紹介者
コアパー
ソン等

農業女子
ＰＪ有志

取組概要・効果
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資料：労働局HP「外国人雇用状況の届け出状況」を
基に九州農政局で作成
注 ：2016、2017年は林業を含む。

資料：法務省HP特定技能１号外国人の受入れ状況（R3.12月）

人 － 農業分野における外国人材の受入れ －

【アジア各国から来日する外国人材】

九州は、農業分野の外国人材の受入が盛んな地域です。2021年10月現在で全国の農業

分野外国人材38,532人
*
の22％にあたる8,546人が九州で働いています。

彼らの多くは、東南アジア等の国々の出身者です。これらの国々は、一人当たり

GDP(2021年)において、日本を下回っており、こうした経済格差を背景に、日本を就労

先として選択しています。

九州の特定技能(農業分野)外国人材の出身国を見てみると、全国と比較して、日本と

より経済格差があるフィリピンやカンボジアの割合が高い傾向があります。

近年、アジア各国は、経済成長が進み、日本との経済格差は縮小しつつあります。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響等から九州(農業分野)に来る外国人材の増

加率は減少傾向にあります。九州の農業分野が、外国人材から働く場として選ばれ続け

るためには、賃金や福利厚生、労働環境、生活支援の各整備に努めることのほか、農業

の現場が、外国人材に期待される魅力ある学びの場を提供できることが重要です。

資料：労働局HPで公表されている「外国人雇用状況の届出
状況（R3.10月）」を基に九州農政局で作成 農業分野の外国人材（九州）の増加率の推移

米ドル

外国人材(農業分野）の分布状況

東南アジア諸国等の１人当たり
ＧＤＰの推移と見通し

米ドル

＊ 労働局：外国人雇用状況の届出状況

資料：IMF「World Economic Outlook Oct.2021」を基に
九州農政局で作成
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農地 － 担い手への農地集積・集約化 －

【農地集積・集約の加速化に向けた展開】

担い手の減少、高齢化が続く中で、農業の生産性を高め、競争力を強化していくため

には、担い手への農地集積・集約化を更に加速し、生産コストを削減していく必要があ

ります。

農地の集積・集約化を推進する農地中間管理機構(以下「機構」という。)が各県に設

置された平成26(2014)年以降、九州における担い手への農地集積率は、令和４(2022)年

３月末時点で51.7％となっており、都府県平均の47.3％より高くなっています。

しかしながら、近年は九州管内でも集積率の伸びが鈍化しています。さらに、コロナ

禍の影響による人・農地プランの実質化の取組が停滞している状況を踏まえつつ、更な

る取組強化が必要となっています。

九州農政局では、人・農地プランの実質化の取組や各種施策を一体的に推進すること

により、担い手への農地集積・集約化を更に加速化するため、各県や機構などの関係機

関を構成員とした農地集積・集約化推進合同会議を開催し、集積・集約化に係る情報の

共有などに取り組んでいます。具体的には、中山間地域や畑・果樹地帯の農地が多いと

いう九州農業の特色を踏まえ、これらの地域での取組のノウハウを事例として整理し、

ホームページに掲載するなどして横展開を図っています。
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資料：農林水産省調べ
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農地 － 基盤整備 －

【強い農業の基盤作りの推進】

農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化
はもとより、農地の大区画化による営農コストの削減、水田の汎用化やかんがい施設の
整備などによる農業の基盤づくりが重要です。
九州では、水田の整備済割合（30ａ程度以上）が、全国平均の67.0％より低い62.6％

となっており、50ａ以上の大区画化の割合はさらに低くなっています。
一方、畑のかんがい施設の整備割合は、全国平均の24.6％より少し高い28.0％となっ

ていますが、末端農道整備済割合は、全国平均の78.4％より低い67.0％となっていま
す。
このため、労働生産性を向上させる大区画化や水田において高収益な畑作物を導入す

るための汎用化等の整備を引き続き進めていく必要があります。

【水田の整備済割合】 【畑の整備済割合】

【水田の整備済割合（30ａ程度以上）の推移】 【畑のかんがい施設の整備済割合の推移】

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査

（令和2年3月31日時点）

資料：農業基盤情報基礎調査(各年度)

（R2年は令和2年3月31日時点）

資料：農業基盤情報基礎調査(各年度)

（R2年は令和2年3月31日時点）

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査

（令和2年3月31日時点）
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農地 － 荒廃農地解消の取組 －

【荒廃農地の再生利用に向けた取組の推進】

農林水産省では、荒廃農地(現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通
常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地)の解消を図るためには、
荒廃農地の状況把握が必要不可欠であり、平成20(2008)年から「荒廃農地調査」を実施
しています。九州の令和２(2020)年の荒廃農地面積は７万1,021ha(全国28万1,831ha)
で、近年はほぼ横ばいで推移していますが、前年に比べ、16ha減少しました。
九州の各県・市町村では、国の農地耕作条件改善事業のほか、県単独事業等を活用

し、雑木除去や簡易な農地整備を行う取組が進められており、令和２(2020)年は1,758ha
の荒廃農地が再生利用されています。また、国の多面的機能支払、中山間地域等直接支
払による地域・集落の共同活動により荒廃農地の発生防止の取組が進められています。
九州農政局では、荒廃農地の発生防止・再生の先進的な取組を行っている農業者等の

活動内容を荒廃農地解消事例としてとりまとめ、九州農政局Webサイトに掲載するなど、
再生利用の推進を図っています。
「荒廃農地解消事例」
http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/kousakuhoukiti/top1.html

再生前 再生後

【事例】【紫ボタンボウフウの栽培に向け、荒廃農地を再生する取組み】

大分県豊後高田市の羽根地区は漁村集落で、以前は半漁
半農で地区内の農地(約４ )が耕作されていましたが、高
齢化で現在は大半が荒廃農地となっていました。
このため、地域内で話し合いを行い、荒廃農地のうち約

３haを令和３(2021)年度から令和７(2025)年度までの５カ
年計画で再生利用するために必要な雑木等の伐採・整地な
どを行うため、令和３(2021)年度に創設された農山漁村振
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、紫ボタンボウフウを地
域特産品としてブランド化すること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。

【問合せ先】豊後高田市農業振興課 ブランド推進係

再生後
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資料：農林水産省調べ

期待されるボタンボウフウ

*
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農地 － 国営土地改良事業等 －

【国営土地改良事業等実施地区位置図】
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沖永良部
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防災事業により、安定した
水利用が可能となったクリーク
（佐賀県筑後川下流右岸）

更新後

区画整理により集積された
ワイン用ぶどう栽培団地

（大分県駅館川）

凡 例

国営かんがい排水事業 10地区

国営農地再編事業 ２地区

国営総合農地防災事業 １地区

直轄海岸保全施設整備事業 ３地区

国営事業完了地区

【地域特性を生かした産地形成の基盤を創る国営事業の実施】

九州では、数百から１万haを越える広大な農地において、農業生産の基礎となる頭首
工、用排水機場、農業用用排水施設等の基幹的な施設の新設や更新・機能保全を大淀川
左岸地区(宮崎県)他７地区で行っています。また、九州沖縄で特有の地下ダムの築造を、
沖永良部地区、喜界島地区(ともに鹿児島県)で行っています。これらの地区では、安定
的に農業用水を供給することで、地域の特性に応じた高付加価値の作物が導入され、農
業経営の安定が図られるとともに食料供給基地としての発展が期待されています。
一方、災害の未然防止を図るため、自然的、社会的状況の変化等により機能が低下し

た農業用用排水施設の機能回復や耐震化を筑後川下流右岸地区(佐賀県)で行っています。
また、高潮や波浪など自然災害から農地や宅地等を防護する海岸の堤防の整備を西国東
地区(大分県)、玉名横島地区、八代地区(ともに熊本県)で行っています。
また、耕作放棄地を含めた農地の土地利用を計画的に再編し、担い手への農地の利用

集積を進めるため、農地の区画整理及び農業用用排水の一体的な整備を、駅館川地区
(大分県)、宇城地区(熊本県)で行っています。
これらの国営事業に併せ県営事業等の関連事業を行うことにより、農業生産の基盤が

創られ、地域特性を生かした多種多様で大規模な産地が維持・形成されています。

笠野原

孔食

鋼構造物の腐食及び孔食により
更新を行った排水樋門

（福岡県筑後川下流福岡）

更新前

令和２年７月豪雨により被災し、
復旧中の遙拝頭首工
（熊本県八代平野）

とうしゅ
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国営事業所との連携で目指す将来像の取りまとめを支援 （宮崎県拠点）

受益地区の「目指す将来像」作成のため、国営事業所が行う農業生産現場を取り巻
く現状と課題把握の聞き取り調査等の支援を行いました。

○ きっかけ
宮崎中部農業水利事業所とは、事業概要説明、施設見学及び意見交換等を令和２年

度に続き３年度も実施し、お互いの連携を確認しました。
今回、同事業所が受益地区の「目指す将来像」を取りまとめる段階で県拠点との連

携について協力要請がありました。

○ 取組の概要
同事業所において、受益地区が持続的に維持発展するため「目指す将来像」を取

りまとめる過程において、土地改良区、地域の代表的な農業者等へ現場の課題や将
来の経営方針等を聞き取る際に県拠点も同行し現場の課題等を把握し、また、将来
像を取りまとめる検討会にも参画し、県や該当地域の農業の現状、地域の動向など
を明らかにしました。

○ 取組の効果・今後の方向性
「現場と農政を結ぶ活動」を活かし、受益地内の農業が持続的な維持発展するため
の「目指す将来像」作成に県拠点として参画することにより新たに土地改良区や地
域を代表する農業者などとのつながりができました。
今後、「目指す将来像」作成後は、引き続き農業者等との意見交換を実施し事業

所へ情報共有するなどして効果のある事業のための支援を行います。

体制図

「事業概要パンフ」より抜粋

宮崎県拠点
各地区担当

連携・参画
宮崎中部農業
水利事業所

アドバイス
同行調査など

取組概要・効果
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【計画的な農業水利施設等の長寿命化計画の推進】

農業生産のために欠くことのできない農業用水を運ぶための基幹的な農業用用水路の
延長は、全国で約５万１千kmにおよび地球を1.25周する長さがあり、九州の延長は
4,832km（全国の約９％）です。また、ダム、頭首工、用排水機場等の施設は全国で約
7,600箇所におよび、九州には1,101箇所（全国の14％）あります。
しかし、これらの施設は、老朽化が進んでおり、特に、熊本県、大分県及び宮崎県は

半数以上の施設が耐用年数を超過するなど、老朽化が進行し、突発事故の増加や施設機
能の低下が懸念されています。
そこで、農業水利施設等を所管する農林水産省農村振興局により、農業水利施設等の

維持管理・更新等を着実に推進する中期的な取組の方向性を明らかにするため、「イン
フラ長寿命化計画（行動計画）」が策定されており、「インフラ長寿命化計画（行動計
画）」に基づき、農業水利施設等の造成主体又は施設管理者等によりメンテナンスサイ
クルの核となる個別施設計画を策定し、戦略的な維持管理・更新等を推進しています。

農地 － 農業水利施設等 －

【耐用年数超過割合】 【農業水利施設の突発事故発生状況（全国）】

【基本的な農業水利施設数】【農業用用排水路のストック量】

全国 7,656箇所全国 51,411km

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：令和２年度農業基盤情報基礎調査
(令和2年3月31日時点)

資料：農村振興局整備部水資源課施設保全管理室調
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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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集落環境点検の様子 ICT機器（わな通知機）
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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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災害 － 自然災害 －

【令和３(2021)年度九州における自然災害】

令和３(2021)年度は、前線の停滞による大雨、九州に上陸した台風第９号、同第14号
の影響などにより農業関係の被害が確認されました。
特に令和３年７月１日からの大雨、同年８月11日からの大雨については、各地で大雨

特別警報が発表されるなど記録的な大雨が観測されました。
農林水産省が発表した全国の農林水産業の風水害による被害額は、８月11日からの大

雨の被害が856億円と最も大きく、次に７月１日からの大雨の被害が440億円となってお
り、九州でも大雨の影響による農業関係に大きな被害が発生しました。

【令和３年８月11日からの大雨による被害状況】

８月11日から19日にかけて、前線が九州付近に停滞し、前線に向かって太平洋高気圧
の周辺から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で九州北部地方で記録的な大雨となり、
８月14日には、福岡県、佐賀県、長崎県に大雨特別警報が発表されました。
また、大雨の影響による住宅の水没・損壊など甚大な被害が各地で発生しました。
８月11日から19日までの期間降水量は、福岡県大牟田市で1,049.5ミリ、佐賀県嬉野市

で1,178.5ミリ、長崎県雲仙市で1,291.5ミリを観測するなど、福岡県、佐賀県、長崎県
等の複数の観測地点で、８月の平年の月降水量の４倍以上となりました。８月16日から
18日にかけては、前線の活動の影響で九州南部でも大雨となりました。

このため、九州北部を中心に九州各地で農作物、農業用ハウスや畜産施設、農業用機
械、農地・農業用施設等が被害を受けました。

大雨特別警報発表直後の土砂災害危険度分布

（出典:気象庁）

８月14日３時

８月14日６時

冠水による大豆の被害
（福岡県久留米市）

土砂崩れによる茶園の被害
（佐賀県嬉野市）

野菜ハウス浸水被害
（佐賀県武雄市）

樹園地地すべりの被害
（長崎県佐世保市）

令和３(2021)年度農林水産業の被害状況(全国) 令和３(2021)年12月３日現在

合計
うち農作物等 うち農地・農業用施設等

令和３年７月１日からの大雨 440億円 14億円 278億円

令和３年８月11日からの大雨 856億円 88億円 442億円

資料：農林水産省ホームページ「災害に関する情報」
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【令和３年８月11日からの大雨による支援の実施】

特に被害が多かった、農地・農業用施設については、査定前着工により早期復旧を進
めており、災害査定(2,671件)を同年12月までに行いました。

また、被災した防災重点ため池について、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)を同年12月までに行っています。
なお、被災した国営幹線水路は、直轄災害復旧事業により復旧を実施することとして

います。
九州農政局では技術系職員(MAFF-SAT)、情報収集のリエゾン等として、職員のべ177

名を被災自治体等に派遣し技術支援等を行うとともに排水機場等の故障による湛水被害
への対応のため、福岡県、熊本県、大分県へ排水ポンプ車の派遣や排水ポンプの設置を
行いました。

【事例】【国営幹線水路の被災(佐賀中部地区)】

令和３年８月11日からの雨は佐賀市中心部付近で最大24時間
雨量が489ミリ、期間総雨量が1,259ミリ(８/11～18)と記録的な
大雨をもたらしました。
この大雨により、佐賀中部地区の大井手幹線水路は地下水位

の上昇に伴って水路が浮上するなど不安定な状態となり水利用
に支障が生じたことから、国が自ら実施する「直轄災害復旧事
業」により復旧を行うこととしました。
監視体制の強化を図り、水利用を継

続しながら令和４(2022)年度の非かん
がい期(10月～３月)の工事実施に向け
て準備を進めており、令和５(2023)年
３月の完成を目指しています。

【令和３年７月１日からの大雨による被害状況】

７月８日から10日にかけて、梅雨前線が朝鮮半島南岸から対馬海峡に停滞し、太平洋
高気圧の周辺から前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で鹿児島県薩摩地
方、宮崎県南部山沿いを中心に記録的な大雨となり、７月10日
には、熊本県、宮崎県、鹿児島県に大雨特別警報が発表されま
した。
また、日最大１時間降水量では、鹿児島県薩摩川内市で110.5

ミリ、宮崎県小林市で78.5ミリを観測する等、複数の地点で観
測史上１位の値を更新しました。
このため、鹿児島県を中心に九州各地で農作物や家畜、農業

用ハウスや畜産施設、農業用機械、農地・農業用施設等が被害
を受けました。

排水ポンプ車による排水状況
（福岡県大牟田市）

災害査定実施状況
（長崎県波佐見町）

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）

土砂流入した水田
（鹿児島県伊佐市）

羽月川

被災状況 現況（R３.10月）(R３.９月)

水路背面の空洞状況
復旧断面図

最大４cmの浮上

最大３４cmの浮上

６５.５m区間で
浮上を確認

左岸 右岸

被災状況
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災害 － 災害への備え －

【激甚化する自然災害への対応の強化】

近年、異常気象に伴う大規模な災害が発生し、農業関係の被害は激甚化しています。
このため、九州農政局は、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令

和２(2020)年12月11日閣議決定)｣を踏まえ、安定的な農業経営や安全・安心な暮らしを
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の国土強靱化を加速
化させています。
また、査定前着工制度の活用を推進するとともに、災害からの復旧の迅速化に努めて

います。

【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、
土砂撤去や二次製品水路の入れ替えなど簡易な工種は、協議を要しないことに見
直し(令和４(2022)年１月７日通知)

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(令和３(2021)年12月10日告示)

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(令和３(2021)年12月10日告示)

④国との協議を要しない工事内容の変更(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」(令和３(2021)年11月10日通知)

【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」
(令和２(2020)年10月１日施行)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。

令和３年８月の大雨により被災した農業用ため池の災害復旧事例

被災前

堤体

底樋吐口付近埋没

漏水

崩壊土
砂堆積

堤体
損傷

被災後

令和３年８月
の大雨

災
害
復
旧
事
業
で
復
旧応急仮工事

堤体開削
仮排水路整備

池敷内

*
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【農地・農業水利施設を活用した流域の防災・減災の推進】

都市・市街地の近傍や上流域には、水田が広がり、多くの農業用ダム・ため池・排水
施設等が位置しています。これらの農地・農業水利施設の多面的機能を活かして、あら
ゆる関係者協働の取組である「流域治水」を推進しています。

【流域治水への対応(協議会への参画と取組を支援)】
九州農政局では球磨川水系をはじめ九州の20の一級水系の流域治水協議会に参画し、

関係機関の各種取組を支援しています。

【既存農業用ダムの活用(事前放流等の取組を支援)】
九州の65水系(一級河川：14水系、二級河川：51水系)の農業用ダムにおいて、大雨

が予想された場合、あらかじめダムの水位を低下させる「事前放流等」の実施方針を
定める61の治水協定(一級河川：14協定、二級河川47協定)を締結しました。九州農政
局では治水協定を締結した国営造成22ダム、関係自治体等が管理する75ダムの事前放
流等を支援しています。

【水田の貯留機能の活用(田んぼダムの取組を支援)】
田んぼダムは平成14(2002)年に新潟県で始まり、現在全国約４万haに広がっていま

す。九州では限定的で小規模な取組にとどまりますが、令和２年７月豪雨で大きな被
害が発生した球磨川流域では、集水域の治水対策に田んぼダムが位置付けられていま
す。九州農政局ではこの取組を支援し、広域的な取組の推進を図ります。

【クリークの活用(先行排水の取組を支援)】
筑後川下流域の筑後・佐賀平野には貯水機能と用排兼用機能を有するクリーク(農

業用用排水路)が広がっており、農業用水の安定供給のみならず、大雨前には先行排
水を行い、空き容量を確保することで洪水調節の役割を担っています。九州農政局で
はクリークや排水機場の整備等を支援し、先行排水の取組拡大を推進しています。

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
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【参考】
県別・市町村別の農業産出額



令和２（2020）年 各県上位５品目の農業産出額

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
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米 344億円

いちご 231億円

鶏卵 111億円

生乳 78億円
ぶどう 75億円
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（億円）

【近年は肉用牛や豚、ほうれんそうが増加】

福岡県は米、麦、大豆を中心とした土地利用型農業が展開されているほか、いちご等
の野菜の生産が盛んです。
農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、いちごが増加しています。
20年前と比較すると、いちごに加え肉用牛や豚、ほうれんそう等が増加しています。
令和２（2020）年の農業産出額は1,977億円で、前年に比べ2.5％減少しました。これ
は米、麦類及び花き等が減少したためです。

全国の上位品目（農業産出額）
たけのこ（１位） 庭園樹苗木（１位） いちご（２位） キウイフルーツ（２位） 洋ラン（鉢）（２位）

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

10年間の農業産出額の推移（福岡県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」
資料：農林水産省「生産農業所得統計」
注： 割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、
合計値と内訳の計が一致しない場合があります（以
下同じ。）。

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

福岡県

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

いちご 209 231 22 10.5

豚 38 51 13 34.2

ほうれんそう 29 39 10 34.5

肉用牛 59 66 7 11.9

トマト 45 52 7 15.6

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 502 344 ▲158 ▲ 31.5

小麦 91 16 ▲ 75 ▲ 82.4

庭園樹苗木 84 33 ▲ 51 ▲ 60.7

生乳 122 78 ▲ 44 ▲ 36.1

茶（生葉） 44 20 ▲ 24 ▲ 54.5

2,168 2,177 
2,265 2,231 2,170 2,191 2,196 2,194 2,124 

2,027 1,977 
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平成
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２

野菜

707

(36%)

畜産

383

(19%)

米

344

(17%)

果実

239

(12%)

花き

159

(8%)

その他

145

(7%)

福岡県
1,977億円
(100%)
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米 227億円

肉用牛 162億円
みかん 142億円

いちご 91億円

ブロイラー 91億円
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【近年は肉用牛やブロイラー、きゅうりが増加】

佐賀県は米、麦、大豆を中心とした土地利用型農業が展開されているほか、いちごや

たまねぎ等の野菜、肉用牛、みかん、ブロイラーの生産が盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、肉用牛が増加しています。

20年前と比較すると、肉用牛やブロイラー、きゅうりが増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は1,219億円で、前年に比べ7.4％増加しました。これ

は米、豆類及び野菜等が増加したためです。

10年間の農業産出額の推移（佐賀県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

全国の上位品目（農業産出額）
アスパラガス（２位） 二条大麦（２位） たまねぎ（３位） れんこん（３位)
しらぬい（デコポン）（４位)

佐賀県

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

肉用牛 116 162 46 39.7

ブロイラー 65 91 26 40.0

きゅうり 22 43 21 95.5

豚 37 52 15 40.5

アスパラガス 13 25 12 92.3

野菜

343

（28%）

畜産

342

（28%）

米

227

（19%）

果実

197

（16%）

花き

33

（3%）

その他

77

（6%）

佐賀県
1,219億円
(100%)

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 396 227 ▲169 ▲ 42.7

二条大麦 66 13 ▲ 53 ▲ 80.3

小麦 52 8 ▲ 44 ▲ 84.6

いちご 120 91 ▲ 29 ▲ 24.2

生乳 34 17 ▲ 17 ▲ 50.0

1,204 
1,243 1,267 

1,207 1,230 
1,303 1,315 1,311 1,277 

1,135 
1,219 
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肉用牛 234億円

豚 129億円
いちご 124億円
ばれいしょ 117億円
みかん 110億円
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【近年は肉用牛や野菜が増加】

長崎県は畜産と野菜を中心とした農業が展開されており、特に肉用牛、豚、いちごや

ばれいしょ等の野菜、みかんの生産が盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると豚が減少し、肉用牛、いちごが増加して

います。

20年前と比較すると、肉用牛とブロイラーが大きく増加し、一時的に減少していた豚

も増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は1,491億円で、前年に比べ1.5％減少しました。これ

は肉用牛、米等が減少したためです。

10年間の農業産出額の推移（長崎県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

長崎県

全国の上位品目（農業産出額）
びわ（１位） ばれいしょ（３位） いちご(４位) たまねぎ（４位） 葉たばこ（５位）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

肉用牛 155 234 79 51.0

ブロイラー 19 67 48 252.6

豚 97 129 32 33.0

ブロッコリー 2 30 28 1400.0

レタス 12 30 18 150.0

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 179 104 ▲ 75 ▲ 41.9

葉たばこ 62 28 ▲ 34 ▲ 54.8

びわ 28 9 ▲ 19 ▲ 67.9

鶏卵 53 42 ▲ 11 ▲ 20.8

かんしょ 18 8 ▲ 10 ▲ 55.6

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

1,399 1,421 1,422 
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畜産

532

（36%）

野菜

471

（32%）

果実

140

（9%）

いも類

124

（8%）

米

104

（7%）

その他

120

（8%）

長崎県
1,491億円
(100%)
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トマト 401億円

肉用牛 400億円

米 361億円

生乳 290億円

豚 227億円
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【近年は肉用牛、トマトが増加】

熊本県は野菜と畜産を中心とした農業が展開されており、特にトマト等の野菜や肉用

牛の生産が盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、トマトや肉用牛、生乳が増

加しています。

20年前と比較すると、肉用牛とトマトが大きく増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は3,407億円で、前年に比べ1.3％増加しました。これ

は豚、鶏、果実等が増加したためです。

10年間の農業産出額の推移（熊本県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

熊本県

全国の上位品目（農業産出額）
トマト（１位） すいか（１位） しらぬい（デコポン）（１位） 葉たばこ(１位) 馬（１位）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

トマト 217 401 184 84.8

肉用牛 257 400 143 55.6

豚 169 227 58 34.3

ブロイラー 40 95 55 137.5

生乳 237 290 53 22.4

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 561 361 ▲200 ▲ 35.7

葉たばこ 123 50 ▲ 73 ▲ 59.3

い 66 17 ▲ 49 ▲ 74.2

すいか 142 111 ▲ 31 ▲ 21.8

畳表 51 25 ▲ 26 ▲ 51.0

3,071 3,113 
3,245 3,250 3,283 3,348 

3,475 3,423 3,406 3,364 3,407 
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1,221

(36%)
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1,192

(35%)

米

361

(11%)

果実

338

(10%)

花き

86

(3%)

その他

209

(6%)

熊本県
3,407億円
(100%)
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米 187億円

肉用牛 117億円
豚 105億円
生乳 79億円
ねぎ 78億円
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【近年は畜産、ねぎが増加】

大分県は米と畜産、野菜を中心とした農業が展開されており、豚やねぎ等の野菜の生

産が盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、ねぎが増加しています。

20年前と比較すると、豚、ねぎ、ブロイラー等が増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は1,208億円で、前年に比べ1.1％増加しました。これ

は野菜、果実及び豚等が増加したためです。

10年間の農業産出額の推移（大分県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

大分県

全国の上位品目（農業産出額）
カボス（１位） しそ（２位） ねぎ（４位） ゆず（５位） ピーマン（６位）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

豚 63 105 42 66.7

ねぎ 52 78 26 50.0

ブロイラー 42 62 20 47.6

ピーマン 13 30 17 130.8

かんしょ 7 19 12 171.4

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 366 187 ▲179 ▲ 48.9

みかん 91 32 ▲ 59 ▲ 64.8

葉たばこ 51 9 ▲ 42 ▲ 82.4

鶏卵 60 38 ▲ 22 ▲ 36.7

生乳 95 79 ▲ 16 ▲ 16.8

1,312 1,331 1,312 1,276 1,268 1,287 
1,339 

1,273 1,259 
1,195 1,208 
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131
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44
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その他

65

(5%)

大分県
1,208億円
(100%)
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肉用牛 708億円

ブロイラー 700億円

豚 521億円

きゅうり 190億円

米 173億円
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【近年は畜産が大きく増加】

宮崎県は全国有数の畜産地帯であり、肉用牛やブロイラー、豚の生産が盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、肉用牛やブロイラーが大き

く増加しています。

20年前と比較すると、肉用牛とブロイラーが増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は3,348億円で、前年に比べ1.4％減少しました。これ

は肉用牛、加工農産物等が減少したためです。

10年間の農業産出額の推移（宮崎県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

宮崎県

全国の上位品目（農業産出額）
きゅうり（１位） マンゴー(１位) ブロイラー（１位） 豚（２位） ピーマン（２位）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

ブロイラー 419 700 281 67.1

肉用牛 485 708 223 46.0

豚 436 521 85 19.5

マンゴー 6 40 34 566.7

きゅうり 170 190 20 11.8

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

葉たばこ 148 24 ▲ 124 ▲ 83.8

米 286 173 ▲ 113 ▲ 39.5

みかん 58 20 ▲ 38 ▲ 65.5

生乳 109 80 ▲ 29 ▲ 26.6

茶（生葉） 28 14 ▲ 14 ▲ 50.0
昭和55
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平成２
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平成12
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２

畜産

2,157

(64%)

野菜

681

(20%)

米

173

(5%)

果実

129

(4%)

いも類

70

(2%)
その他

138

(4%)

宮崎県
3,348億円
(100%)
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肉用牛 1,151億円

豚 856億円

ブロイラー 699億円

鶏卵 273億円

米 208億円
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昭和55年 平成２年 12 22 令和２年

肉用牛
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米

（億円）

【近年は畜産が大きく増加】

鹿児島県は全国有数の畜産地帯であり、肉用牛や豚、ブロイラーの生産が盛んで、農

業産出額の畜産部門は全国の１割を占めています。また、茶やさとうきび、いも類の生

産も盛んです。

農業産出額の多い上位５品目の推移をみると米が減少し、肉用牛やブロイラー、豚が

大きく増加しています。

20年前と比較すると、肉用牛とブロイラーが増加しています。

令和２（2020）年の農業産出額は4,772億円で、前年に比べ2.4％減少しました。これ

は肉用牛、工芸農作物等が減少したためです。

10年間の農業産出額の推移（鹿児島県） 部門別農業産出額 令和２（2020）年

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

鹿児島県

全国の上位品目（農業産出額）
肉用牛（１位） 豚（１位） 茶（生葉）（１位） さやえんどう（１位） オクラ（１位）

資料：農林水産省「生産農業所得統計」

令和２（2020）年農業産出額 上位５品目の推移 20年前（平成12年）と比較して増減額が大きい品目

昭和55
(1980)年

平成２
(1990)年

平成12
(2000)年

平成22
(2010)年

令和２
(2020)年

減少した品目

品目名 平成12年 令和２年 減少額 減少率

億円 億円 億円 %

米 311 208 ▲103 ▲ 33.1

葉たばこ 119 18 ▲101 ▲ 84.9

茶（生葉） 209 130 ▲ 79 ▲ 37.8

かんしょ 166 140 ▲ 26 ▲ 15.7

みかん 43 22 ▲ 21 ▲ 48.8

4,011 4,069 4,054 4,109 
4,263 4,435 

4,736 
5,000 4,863 4,890 4,772 
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平成
22年
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令和
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２

畜産

3,120

(65%)

野菜

562

(12%)

いも類

305

(6%)

工芸農作物

270

(6%)

米

208

(4%)

その他

307

(6%)

鹿児島県
4,772億円
(100%)

増加した品目

品目名 平成12年 令和２年 増加額 増加率

億円 億円 億円 %

肉用牛 600 1,151 551 91.8

ブロイラー 376 699 323 85.9

豚 649 856 207 31.9

ばれいしょ 94 165 71 75.5

鶏卵 216 273 57 26.4
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0～50億円未満

50～100億円未満

100～200億円未満

200～400億円未満

400億円以上

菊池市
383億円
九州５位
全国14位

熊本市
451億円
九州２位
全国９位

八代市
341億円
九州７位
全国18位

南九州市
325億円
九州８位
全国19位

都城市
865億円
九州１位
全国１位

曽於市
424億円
九州４位
全国12位

鹿屋市
440億円
九州３位
全国11位

大崎町
342億円
九州６位
全国17位

市町村別農業産出額

全国上位20位以内に８市町がランクイン

資料：農林水産省「令和２年市町村別農業産出額（推計）」

注：市町村別農業産出額（推計）は、都道府県別農業産出額（品
目別）を2020農林業センサス又は作物統計調査等を用いて市町
村別に按分し作成した加工統計です。
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農業産出額の全国上位20市町村
単位：億円

農業産出額の九州上位30市町村

資料：農林水産省「令和２年市町村別農業産出額（推計）」

資料：農林水産省「令和２年市町村別農業産出額（推計）」

単位：億円

全国順位 都道府県 市町村 農業産出額 全国順位 都道府県 市町村 農業産出額

1 宮崎 都城市 865 11 鹿児島 鹿屋市 440

2 愛知 田原市 825 12 鹿児島 曽於市 424

3 北海道 別海町 663 13 愛知 豊橋市 387

4 茨城 鉾田市 640 14 熊本 菊池市 383

5 新潟 新潟市 570 15 群馬 前橋市 357

6 千葉 旭市 489 16 岩手 一関市 352

7 静岡 浜松市 471 17 鹿児島 大崎町 342

8 栃木 那須塩原市 457 18 熊本 八代市 341

9 熊本 熊本市 451 19 鹿児島 南九州市 325

10 青森 弘前市 450 20 宮城 登米市 325

部門 産出額 部門 産出額 部門 産出額

1 宮崎 都城市 865 豚 284 肉用牛 187 ブロイラー 166 1

2 熊本 熊本市 451 野菜 239 果実 78 米 48 9

3 鹿児島 鹿屋市 440 肉用牛 172 豚 104 野菜 47 11

4 鹿児島 曽於市 424 豚 164 肉用牛 122 ブロイラー 51 12

5 熊本 菊池市 383 豚 108 肉用牛 91 生乳 72 14

6 鹿児島 大崎町 342 豚 134 ブロイラー 124 野菜 33 17

7 熊本 八代市 341 野菜 246 米 47 工芸農作物 17 18

8 鹿児島 南九州市 325 鶏卵 78 工芸農作物 54 野菜 39 19

9 宮崎 宮崎市 316 野菜 180 肉用牛 41 米 25 22

10 鹿児島 出水市 311 鶏卵 101 ブロイラー 73 肉用牛 45 23

11 宮崎 小林市 304 肉用牛 109 野菜 69 ブロイラー 59 26

12 福岡 久留米市 286 野菜 126 米 35 花き 34 29

13 長崎 雲仙市 283 野菜 122 いも類 52 肉用牛 51 32

14 宮崎 日向市 262 ブロイラー 215 鶏卵 12 果実 8 39

15 熊本 玉名市 260 野菜 140 果実 48 米 29 41

16 福岡 八女市 246 野菜 70 果実 59 花き 32 45

17 長崎 南島原市 240 野菜 90 いも類 34 ブロイラー 32 49

18 鹿児島 志布志市 238 野菜 53 肉用牛 43 ブロイラー 41 51

19 佐賀 唐津市 236 野菜 70 肉用牛 47 果実 34 52

20 熊本 宇城市 227 野菜 86 果実 51 肉用牛 49 62

21 宮崎 川南町 222 豚 93 野菜 43 ブロイラー 25 63

22 鹿児島 指宿市 218 肉用牛 94 野菜 88 豚 13 64

23 大分 竹田市 217 野菜 79 豚 44 肉用牛 31 66

24 鹿児島 霧島市 212 肉用牛 54 鶏卵 51 ブロイラー 28 70

25 熊本 山鹿市 196 野菜 63 米 25 ブロイラー 20 78

26 鹿児島 鹿児島市 195 肉用牛 68 豚 57 ブロイラー 19 79

27 福岡 糸島市 181 野菜 78 花き 23 豚 20 91

28 長崎 島原市 180 野菜 90 鶏卵 29 豚 19 93

29 宮崎 えびの市 178 肉用牛 56 豚 38 ブロイラー 33 99

30 宮崎 西都市 176 野菜 106 肉用牛 29 米 12 101

順位 県 市町村
農業
産出額

上位部門の産出額
全国
順位

１位部門 ２位部門 ３位部門
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