
第１ かごしまの食，農業及び農村の動向

※ 本県農政の重要な施策や当該年次の特徴的な事項など，令和３年度

を中心に，直近（令和４年８月）までの主な動きをまとめたものです。



１ 県産農畜産物の輸出拡大について

県では，国際的な経済連携協定等によるグローバル市場の出現を新たな

ビジネスチャンスと捉え，県産農林水産物の更なる輸出拡大に向けた指針

となる「県農林水産物輸出促進ビジョン」（以下「ビジョン」という。）

を平成30年３月に策定し，戦略的な取組を進めながら輸出拡大を図ってい

ます。

（１）輸出の現状と課題

ア 国の状況

国においては，令和２年３月に決定した「食料・農業・農村基本計画」

で，農林水産物・食品の輸出額を令和12年（2030年）までに５兆円に拡

大するとの目標を掲げ，その実現に向けて，令和２年11月に「農林水産

物・食品の輸出拡大実行戦略」を閣議決定し，専門的・継続的に輸出に

取り組む輸出産地のリスト化や，輸出事業計画により産地毎の輸出目標

や課題，対策の明確化を行い，輸出産地の形成に向けて必要な施設整備

等を重点的に支援するとともに，大ロット・効率的な輸出等に対応可能

な輸出物流の構築のための港湾等の利活用を推進しています。

イ 県の状況

【県産農林水産物の輸出額の推移】 【国･地域別の輸出額の割合(Ｒ３年度)】

【品目別の輸出額の割合(Ｒ３年度)】

（資料）鹿児島県調べ

米国
(47%)

香港
(13%)

中国
(10%)

台湾(8%)

ＥＵ

（7%)

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

（４%) その他

（11%)

牛肉
(37%)

養殖ブリ
(34%)

丸太など
(11%)

お茶
(4%)

その他
(14%)
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令和３年度の県産農林水産物の輸出額は，対前年度比45％増の約311

億円となり，鹿児島県農林水産物輸出促進ビジョンの目標年度の目標額

300億円を超える実績となりました。主な品目としては，牛肉を中心に，

養殖ブリ，丸太，お茶，さつまいもなどが輸出されています。

輸出先を国・地域別に見ると，養殖ブリ，牛肉を中心とした米国が最

大で，次いで牛肉，鶏肉，さつまいも等を中心とした香港，丸太，養殖

ブリを中心とした中国となっています。農畜産物の輸出先では，香港や

台湾などのアジア向けは牛肉やさつまいもなどの青果物を，米国やＥＵ

向けは牛肉やお茶を輸出しています。

ウ 課題

ＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡ，日米貿易協定，ＲＣＥＰが発効されるな

ど国際化が一層進展しました。また，人口減少や高齢化に伴い，日本の

食市場は長期的に縮小することが見込まれており，海外を販売先の一つ

として，輸出を更に拡大していく必要があります。そのためには，①輸

出相手国・地域の動植物検疫や国際的な認証基準に対応した産地づく

り,②農林水産物を持続的に輸出するための生産基盤の強化,③相手国の

ニーズに応じた商品づくり,④輸送コストの低減と品質を保持した輸送

手段・ルートの確立,⑤海外での認知度向上に取り組む必要があります。

（２）輸出拡大に向けた具体的な取組

ビジョンでは，概ね10年後を見据え，多くの農林漁業者が輸出に取り

組み，所得の向上と後継者の確保という好循環が生まれることを目指し

ており，令和７年度の県産農林水産物の輸出額を平成28年度の２倍とな

る約300億円まで拡大させることを目標としています。

ビジョンの実現に向けて，輸出重点品目，輸出重点国・地域を明確に

した上で，「つくる」，「あつめる・はこぶ」，「うる」の３つの視点から

戦略的な取組を展開することとし，更なる輸出拡大に向けて，「生産・

流通体制」と「販売力」の強化に取り組んでいるところです。

ア 「つくる」

（ア）畜産物の取組

畜産物については，畜産クラスター事業によ

る牛舎等の整備や家畜導入事業による肉用牛繁

殖雌牛の増頭を図り，生産基盤の維持・拡大に

取り組んでいます。

また，輸出相手国が求める食肉供給体制を確

立するため，食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等

対応施設整備緊急対策事業や食肉生産流通多角

化施設整備支援事業を活用し，食肉加工施設・

設備の整備を行ったところです。

畜産クラスター事業
による牛舎整備
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（イ）お茶の取組

海外で需要が高まっている有機茶や抹茶の原料となるてん茶について

は，研修会等を通じた品質向上に取り組むとともに，色・味などの品質

評価が高く，将来の輸出拡大が期待される新品種「せいめい」の産地化

に茶商と生産者が一体となって取り組んでいます。

（ウ）青果物の取組

青果物（さつまいも，きんかん，だいこん）

については，輸出向け産地づくりを推進する

ため，GFPグローバル産地づくり推進事業を

活用し，輸出に対応したさつまいもの生産等

や，残留農薬基準に対応したきんかんの生産

等に取り組んでいるところです。

また，輸出に意欲ある県内農業者の生産体

制構築を支援するため，グローバルファーマ

ー育成支援事業を活用し，さつまいもやほう

れんそう生産者のGLOBALG.A.P.認証取得や，こまつなやはくさい生産者

のASIAGAP認証取得への支援に取り組んでいるところです。

イ 「あつめる・はこぶ」

鹿児島港発沖縄行きの定期船便と沖縄国際

物流ハブ空港発の定期航空貨物便を活用した

輸送スキーム「ＳＨＩＰ＆ＡＩＲ」の活用促

進を図るため，沖縄県等と連携して，「沖縄

国際物流ハブ活用促進商談会」を開催し，本

県の地理的優位性を生かした輸送ルートによ

る東南アジアをターゲットとした輸出促進を

図っているところです。

また，県内港湾からの青果物の持続的な輸

出スキームを構築するため，県内港湾からの

農産物等の輸送ルートの現状及び大都市圏を

経由する輸送コストを把握した上で，大都市

圏から輸送した場合の比較優位性を検証しま

した。

ASIAGAPの
認証取得

沖縄ハブ商談会

志布志港トライアル輸出
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ウ 「うる」

(ア) 県産農畜産物の販路拡大に向けた魅力を伝えるプロモーション活動等

a 県内輸出商社の海外での営業活動支援

令和２年度より，県内産地と連携して意欲的に販路開拓に取り組む県

内輸出商社の海外営業活動への支援を行っており，令和３年度はアジア，

北米向け農畜産物等の輸出への営業活動等を支援しました。引き続き，

国・地域毎に強みを持った県内輸出商社の確保に取り組み，販路拡大に

向けて支援していきます。

b 海外でのＰＲ・販売促進活動等

(a)畜産物

県食肉輸出促進協議会と一体となり，コロナ禍で影響を受けた既存輸

出国等への｢鹿児島和牛｣のＰＲ・商談等を行うため，ドイツや英国等で

開催された海外展示会等に出展したほか，海外における販売指定店制度

の推進により｢鹿児島和牛｣は95店舗（香港，シンガポール等），「かご

しま黒豚」は４店舗（シンガポール）を指定し，販路拡大に取り組んで

います。

また，海外における「ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ ＷＡＧＹＵ」の地理的表

示保護制度（ＧＩ）については，現在，タイにおいて出願・申請中であ

り，海外での登録に向けて取り組んでいます。

(b)お茶

米国への現地デスク設置による情報

収集及び市場調査，茶商等が行う輸出

拡大に向けた海外バイヤーとのオンラ

イン商談会への参加支援，海外バイヤ

ー向けのプロモーションビデオ作成等

に取り組んでいます。

(c)青果物等

アジアや米国で店舗を展開しているＰＰＩ

Ｈ（パン・パシフィック・インターナショナ

ルホールディングス）との個別商談会を開催

するとともに，シンガポールや香港，米国の

現地店舗での鹿児島フェアを開催しました。

また，台湾の小売店で本県産さつまいもや

きんかんのＰＲ販売を行ったほか，香港の日

本食レストランで，さつまいもや桜島だいこ
米国での鹿児島フェア

海外バイヤー向けビデオ
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ん，鹿児島和牛，黒豚，ブリ等などの鹿児島県産品を使用した特別料理

を提供するレストランフェア等を開催しました。

更に，九州・山口が連携した取組として，香港やシンガポールの小売

店での農産物販売促進フェアを行うなど，県産農畜産物の積極的なプロ

モーション活動を展開しています。

（イ）統一ロゴマークを活用したＰＲ

平成31年３月に作成した「県産農林水産物輸出用統一ロゴマーク」

の商標登録を海外11か国・地域に出願し，９か国で登録されています。

また，「鹿児島和牛」，「かごしま黒豚」の統一ロゴマークは10か国・

地域で登録されています。

統一ロゴマークは，輸出事業者の販売商品等に活用されているほか，

ＰＲ資材にも積極的に表示し，統一ロゴマークを活用して海外のバイヤ

ーや消費者への積極的なＰＲに取り組んでいます。

ロゴマークを活用

したＰＲ資材

かごしま黒豚

ロ ゴ マ ー ク

鹿 児 島 和 牛

ロ ゴ マ ー ク

輸 出 用 統 一

ロ ゴ マ ー ク
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２ 県産農畜産物の高付加価値化の取組について

鹿児島県では，平成元年度から「かごしまブランド推進本部」を設置し，

生産者，関係機関・団体が一体となって，安心・安全で品質の良い農畜産

物を計画的・安定的に供給できる「産地づくり」と，県産農畜産物のイメ

ージアップによる「販路拡大」を一体的に進める「かごしまブランド」確

立運動を展開しています。

また，６次産業化による県産農畜産物の高付加価値化の取組については，

販路開拓や商品開発の支援に取り組むとともに，クラウドファンディング

による新商品のテストマーケティングの支援や，６次化じはんきによる販

売機会の拡大など，時代に対応した取組も進めながら，県産農畜産物の高

付加価値化に取り組んでいます。

（１）かごしまブランドの推進等について

ア 産地づくり対策

かごしまブランド団体の認定・育

成を通じた産地づくりを進めるた

め，各地域振興局・支庁単位に７つ

の地域推進本部を設置し，地域ごと

の課題に対応した取組を行っていま

す。複数の団体が参加した「合同査

定会」では，消費地の市場担当者の

評価結果を各産地に情報還元し，課

題解決につなげました。

団体認定に当たっては「かごしま

の農林水産物認証制度（Ｋ-ＧＡＰ）」（青果物のみ）等の認証を受け，

市場などの主要な出荷先から一定以上の評価を得る必要があります。こ

れらの要件を満たした団体が，野菜，果物，花きなど28品目において，

これまでに168団体認定されています。

イ 販路拡大対策

県では，県内外の消費者や実需者，

市場関係者等に，かごしまブランド

産品をはじめとする県産農畜産物の

良さを訴え，有利販売につなげるた

め，フェア等の開催や動画等を活用

したＰＲ・販売促進活動に取り組ん

でいます。

「ごぼう」合同査定会

県内量販店等でのＰＲ活動
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（ア）大消費地の高級果物店でのＰＲと販売促進

東京の高級果物店「株式会社千疋屋

総本店」や「株式会社新宿高野」と連

携し，「かごしまフェア」を開催し，大

将季やきんかん（春姫），パッションフ

ルーツ等で販売促進を行いました。

消費者からは「鹿児島県産の果物は，

とても美味しい」との声が多く，高い

評価を得ています。

また，販売店からは「年々鹿児島県

産の果物の認知度が高まっており，

今後も『かごしまフェア』を継続して

いきたい」との声をいただきました。

（イ）調理師専門学校と連携した認知度向上

将来，食の実需者となる服部栄養専門学校（東京）の学生を対象に，

食材の意識醸成を図るとともに，かごしまブランド産品などの県産食

材の認知度向上に向けた取り組みを行いました。

栄養士科の学生（114名）と調理師本科の学生（138名）を対象とし

た「かごしまの『食』体験授業」や， 同校の講師が考案した新メニ

ューの発表等を行う「かごしまの『食』発表会」を開催しました。

同校の服部校長からは，「今回の取り組みを高く評価する」とのコメ

ントを，学生からは，「食材を選ぶ大切さを学ぶことができ，将来に

役立つ取り組みであった」との声をいただきました。

千疋屋総本店での販売促進

(パッションフルーツ）

かごしまの「食」体験授業 調理実習の様子
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（ウ）ＧＡＰ等認証食材のみを使用するレストランでの「かごしまフェア」

の開催

東京のレストラン 「グランイート銀座」において，かごしまブラン

ド産品など（ピーマン，ごぼう，そらまめ，実えんどう，ばれいしょ，

大将季，米，茶，鶏卵，鶏肉等），県産のＧＡＰ等認証食材を使用し

た料理を提供するとともに，ＳＮＳ等を活用した情報発信を行い，消

費者に対する県産農畜産物の認知度向上に取り組みました。

（エ）動画を活用したかごしまの農畜産物魅力発信の取組

新型コロナウイルス感染拡大の影響により，量販店等における対面で

の試食宣伝が困難な状況にある中，対面での試食宣伝に代わる農産物の

ＰＲ方法として，農業者やインフルエンサーが出演する動画を作成し，

量販店の店頭での放映のほか，ＳＮＳやウェブサイト上で県産農畜産物

の情報を発信する取り組みを行いました。

（オ）ホームページ等を活用した情報発信

県では，ホームページ等を活用した情報発信により，消費者等に対す

る県産農畜産物の認知度向上に取り組んでいます。

県が運営するホームページ「かごしまの食ウェブサイト」では，かご

しまの食に関する様々な情報を発信しています。

農業者出演動画 インフルエンサー出演動画

かごしまの食ウェブサイト

かごしまの食ウェブサイト及び

フェイスブックのＱＲコード
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ウ 産地育成等の取組

（ア）野菜

施設野菜の生産安定を図るため，ピーマン，トマト等の果菜類を対

象に，実証ほの設置や研修会等の開催を通じて，ハウス内の温湿度や

炭酸ガス濃度等の制御により増収を図ることが可能な環境制御技術の

導入を推進しました。

また，露地野菜の生産安定を図るため，高齢化等による労働力不足

に対応した省力栽培技術や病害対策技術を推進しました。

（イ）花き

テッポウユリの販路拡大を図るため，県が育成したテッポウユリ初

の八重咲き品種「咲八姫」の普及に取り組んでいます。令和４年４月

には沖永良部島から初出荷を行い，取引のあった生花店や仲卸の多く

から，「今後も咲八姫を購入したい。」との声をいただきました。

また，令和４年５月に横浜市で開催された花きの新品種コンテスト

「ジャパンフラワーセレクション」において，優秀賞及び３つの特別

賞（人気投票第１位等）を受賞するなど評価は高く，今後，ブライダ

ルなど新たな需要が期待されています。

かぼちゃの省力化栽培現地検討会

八重咲きテッポウユリ「咲八姫」 沖永良部島での現地検討会
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（ウ）果樹

大将季のかごしまブランド品質基準（糖度13度以上，クエン酸１％

以下）を満たす高品質果実の安定生産を図るため，簡易土壌水分計を

用いた土壌水分コントロールによる品質向上対策の展示ほを各地域に

設置し，高品質な果実生産技術の普及を図りました。

また，令和３年度に露地栽培で多発した裂果について，令和４年８

月に研修会を開催し，土壌乾燥防止対策の必要性を生産者等に周知し

ました。

（エ）茶

「かごしま茶」の販路拡大を図るため，県内茶商が県外消費地の販

売協力店と連携して行うフェア等の販売促進の取組支援や「かごしま

茶」の新しい商品提案として，急須を用いず誰でも手軽に美味しいお

茶が飲める「フリーズドライ緑茶」の商品化の支援，研修会等を通じ

た有機茶の品質向上など付加価値向上に取り組んでいます。

また，県内の茶商と生産者が協力し，色・味などの品質評価が高く，

国内外で販売が期待できる品種「せいめい」の産地化に取り組んでい

ます。

簡易土壌水分計の設置によるかん水管理 裂果対策研修会

お茶一杯の日 フリーズドライ緑茶 「せいめい」現地研修会
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（オ）畜産

ａ 鹿児島黒牛

全共鹿児島大会での「和牛日本一」の獲得に向けた各種飼育マニ

ュアルの普及などの取組を強化するとともに，繁殖雌牛の増頭や分

娩間隔の短縮，肉用牛の適正出荷の推進，子牛の事故率低減，家畜

伝染病の侵入まん延防止対策等に取り組み，肉用牛生産基盤の強化

と生産性向上に努めているところです。また，鹿児島黒牛の販路拡

大に向けて販売指定店の推進（指定店660店舗，令和４年３月末）に

取り組みました。

ｂ かごしま黒豚

系統豚（ニューサツマ，サツマ２００

１，クロサツマ２０１５）の普及・定着

による高品質な黒豚肉生産の推進に取り

組むとともに，販売指定店制度の推進

（127店舗，令和４年３月末）や「かごし

ま地産地消バル」のイベント開催（令和

４年２～３月）等に取り組みました。

ｃ かごしま地鶏

かごしま地鶏のブランド団体認定更新

の審査による生産体制の強化に取り組む

とともに，「かごしま地産地消バル」の

イベント開催（令和４年２～３月）等に

取り組みました。

（２）６次産業化の推進について

ア 自動販売機を活用した６次産業化商品の販売機会の提供

新型コロナウイルスの影響により，イベントの中止等，販売機会が減

少する中，県内の６次産業化事業者の販売機会を拡大するため，自動販

売機による販売に取り組みました。

（ア）「鹿児島県６次化じはんき」の設置

ａ 設置期間：令和３年11月22日(月)～令和４年３月21日(月)

ｂ 設置場所及び商品数：鹿児島空港２階出発ロビー内（29商品）

鹿児島中央駅みやげ横丁内（32商品）

「かごしま地産地消バル」

のＰＲチラシ
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（イ）ＰＲ状況

各種メディアによる紹介やＰＲ資材の展示などの効果もあり，多く

の方に購入していただきました。

また，取組をＰＲするため商品に貼付されているＱＲコードを読み

取り，アンケートに答えると，抽選で６次産業化商品が当選するキャ

ンペーンを実施しました。

出品者からは，「商品のＰＲになった」「想定よりも売り上げが良

かった」など前向きな意見を多数いただきました。

イ クラウドファンディングを活用した６次産業化商品の販路開拓

クラウドファンディングによる新商品のテストマーケティングを行う

ため，セミナーの開催や，個別指導を実施しました。

（ア）クラウドファンディング活用セミナーの開催

６次産業化事業者等が開発した新商品のクラウドファンディングを

活用した販路開拓を支援するため，オンラインセミナー（基礎編・実

践編）を開催しました。

ａ 基礎編

日時：１回目：令和３年７月27日（火）13：30～16：00

２回目：令和３年８月11日（水）13：30～16：00

内容：クラウドファンディングとは など

設置した自動販売機（左：鹿児島空港，右：鹿児島中央駅）

左：商品の展示，中：セレモニー(鹿児島中央駅)，右：除幕式(鹿児島空港)
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ｂ 実践編

日時：１回目：令和３年９月６日（月）13：30～16：30

２回目：令和３年９月29日（水）13：30～16：30

内容：動画を活用すべき理由，リターン（返礼品）作成のポイン

トなど

（イ）個別指導の実施

セミナー受講後，クラウドファンディングに取組意欲のある６次産

業化事業者等に対して，魅力を最大限に伝えるページの作成や支援者

ニーズを踏まえたリターン（返礼品）設計等について，オンラインに

よる個別指導を実施しました。

実施時期：令和３年７月～令和４年３月

（ウ）クラウドファンディングの実施

17事業者がクラウドファンディングを実施し，全事業者が目標金額

を達成しました。

事業者は，クラウドファンディングへの取組を通じて，商品の魅力

の伝え方をはじめ，ＳＮＳ発信やプレスリリースの大切さ等を学びま

した。また，支援者の客層が把握でき，今後の商品開発や改良に活か

すことが期待されます。
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３ 野生鳥獣による農作物被害の防止対策について

（１）農作物被害の現状

令和３年度の野生鳥獣による農作物被害額は、県全体で約３億３千３

百万円で，前年度被害の大きかったイノシシやヒヨドリによる被害が減

少し，対前年度比84％となりました。

（２）被害防止対策の推進

野生鳥獣による農作物被害は，営農意欲の減退や荒廃農地発生の要

因となることが懸念されています。

このため県では，被害の防止･軽減を図るため，「寄せ付けない」，

「侵入を防止する」，「個体数を減らす」の３つの取組を総合的かつ

一体的に推進しています。

① 寄せ付けない取組

鳥獣のえさ場となる果樹や野菜の収穫残渣をほ場に残さない

ことや，鳥獣の潜み場となるほ場周辺のヤブや茂みをなくす。

また，里山の適切な管理による緩衝帯の設置や，鳥獣を見か

けたら直ぐに追い払うなど地域住民が協力して取り組む。

② 侵入を防止する取組

被害の多い地域では，鳥獣の種類に応じてほ場に電気柵やワ

イヤーメッシュ柵などを整備するとともに，地域住民が協力し

て定期的な見回りを行うなど適切に管理する。

③ 個体数を減らす取組

鳥獣が頻繁に出没する地域では，猟友会と連携した捕獲活動

に加え，箱わなやくくりわななどを活用した捕獲活動に取り組

む。
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ア 集落ぐるみの被害防止研修会の開催(鹿児島市,大崎町で各１回開催，

霧島市・鹿屋市で各２回開催)

地域住民が主体となって，寄せ付けない取組や

侵入を防止する取組を効果的に進めるため，鳥獣

被害防止対策の専門家を招聘した集落ぐるみの被

害防止研修会を開催し，鳥獣の生態や集落環境の

点検手法，鳥獣の潜み場・えさ場の解消作業，侵

入防止柵の設置や適正管理手法などの研修を行い，

鳥獣に強い集落づくりを推進しました。

イ 狩猟（わな猟）免許取得者の確保とわな猟技術向上支援研修会の開催

農作物に被害を及ぼす鳥獣の捕獲活動を計画的に進めるため，農家自

らもわなを活用した捕獲活動に従事できるよう，わな猟の免許取得を推

進しており，国の交付金を活用し，狩猟免許取得に必要な講習会経費の

一部を補助するとともに，県猟友会協力の下，研修会を開催し，わな猟

免許新規取得者の技術向上を支援しました。

ウ 鳥獣捕獲用のわなや侵入防止柵の整備支援

市町村が被害防止計画に基づき実施する被害対策を支援するため，国

の交付金を活用し，令和３年度には，捕獲情報の通知によるわな見回り

の省力化を可能とするＩＣＴ技術を活用したセンサー付き箱わな62基を

はじめ，くくりわななどの導入を支援するとともに，24市町村で，有害

鳥獣のほ場への侵入を防止する電気柵やワイヤーメッシュ柵など218km

の整備を支援しました。

写真左

侵入防止柵の整備

写真右

センサー付き箱わな

（３）捕獲した鳥獣の利活用の推進

捕獲したイノシシやシカの肉を地域資源として有効に活用するため，

国や市町村の補助を受けて稼働しているジビエ処理加工施設が県内では

８施設整備されています。

令和３年度は，ジビエ利活用web研修会を開催したほか，ジビエの消

費拡大を図るため，グランピング施設等でのジビエフェアの開催やレス

トランシェフ等と連携した家庭向けのレシピや加工品の開発等に取り組

みました。

国が平成30年５月に制定した「国産ジビエ認証制度」については，県

内の２施設が認証を取得しています。

研修会(電気柵の設置)

【様式１】
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４ スマート農業の推進について

スマート農業は，ロボット技術やＩＣＴ等を活用して，超省力・高品質生

産を実現する新たな農業であり，本県農業が抱える労働力不足や生産性向上

等の課題を解決するためにも有効な手段であることから，平成31年３月に策

定した「鹿児島県スマート農業推進方針」に基づき，推進を図っています。

（１）農業者の理解促進

スマート農業の取組事例発表や実証活動の事例紹介等を行うスマート

農業普及促進セミナーを部門別に開催し，スマート農業に関する農業者

の理解促進と導入推進を図りました。

また，令和４年度には，専門家を招いたスマート農業活用促進セミナ

ーを開催し，農業者や関係者への情報提供を行っています。

部門 開催日 場 所 参加数 内 容

畑作 令和３年10月 鹿児島市 74人 県外の実証活動事例紹介，パネルディス
カッション 等

畜産 令和３年11月 日 置 市 120人 農業大学校の取組事例紹介，県内の実証
(農業大学校) 活動事例紹介 等

水稲 令和３年11月 南九州市 66人 県内外の大規模水田実証活動事例紹介 等

施設 令和３年12月 志布志市 51人 施設ピーマンの環境制御技術現地研修，
園芸 県内外の実証活動事例紹介 等

畑作 令和４年 薩摩川内市 31人 基調講演及び部門別のスマート農業の取
畜産 ７月～８月 農業大学校ほか 51人 組状況の紹介のほか，スマート農機の展
施設園芸 志布志市 56人 示・実演を実施（実演は農業大学校の会場のみ）

（２）推進に向けた体制づくり

ア 推進のための人材育成

国等が開催する各種研修等に地域振興局・支庁の農政普及課等の職員

を派遣し，スマート農業の技術習得や最新情報の収集を行いました。

イ スマート農業拠点施設の整備・稼働

令和４年４月１日に，農業開発総合セ

ンター内に「スマート農業拠点施設」を

新たに整備しました。

今年度は，当施設を中心として，本県

に適したスマート農機の利用技術の確立

に取り組むこととしており，スマート農

業の推進母体として稼働しています。

（３）実装に向けた取組の展開

ア スマート農業の導入実証活動の支援

スマート農業技術の導入実証活動や，現地検討会等の取組を支援し，

スマート農業の普及・推進を図りました。

スマート農業拠点施設とスマート農機
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令和３年度は，国や県の補助事業を活用して，17件の技術実証に取り

組み，施設園芸の環境制御技術や肉用牛等の発情発見システム，ロボッ

ト草刈機等の活用により，省力化や増収等の効果が確認されました。

【導入実証活動の主な成果事例】

実証技術 実証地区 実証の成果（具体例）

複合環境制御技 ・ハウス管理の大幅な省力化
術を活用した施 大 隅 ・情報統合基盤データに基づく栽培管理による増収
設園芸栽培 東串良町(ピーマン)では，実証に取り組んだ会員

の所得が平均約11万円/10ａ増加

発情発見システ ・発情見逃しの低下による分娩間隔の短縮，受精回
ムを活用した生 南 薩 数の減少による生産性向上
産性の向上 南九州市(酪農)では，１頭当たり15万円程度のコ

スト低下

ロボット草刈機 ・除草作業の大幅な省力化（特に夏場の疲労感を軽減）
による除草作業 指 宿 指宿市(果樹)では，除草作業時間が従来(刈払機)
の省力化 に比べ約８割削減

イ 実装化に向けたマニュアルの作成

生産者等がスマート農業技術を導入する際の手引き

として，現在，導入が進んでいる主なスマート農業技

術の活用事例や実証成果，費用対効果等を示したマニ

ュアルを作成・配布し，各種研修会等において活用す

るとともに，県ホームページ上にも公開して，広く情

報発信しています。

ウ スマート農業技術の開発

農業開発総合センターでは，ロボット技術やＡＩ，

環境制御，ドローン等を活用したスマート農業技術の開発に取り組み，

令和３年度は，施設ピーマンにおいて自動収穫機の実証試験等に取り組

みました。

今後は，スマート農業拠点施設を中心に，国や民間企業とも連携しな

がら，スマート農業の普及・拡大に向けた取組を進めていきます。

エ ドローン操作技能習得の支援

離島におけるドローンの普及を図るため，種子島，喜界島，沖永良部

島において，ドローン操作技能習得のための研修会を開催しました。

スマート農業導入の手引き

（R4.3月作成）

複合環境制御技術を活用し
た施設園芸

発情発見システムによる
受胎率の向上

ロボット草刈機による自
動作業
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５ サツマイモ基腐病対策について

平成30年に初めて発生が確認されたサツマイモ基腐病の防除対策につい

て，県では令和４年１月に，「鹿児島県サツマイモ基腐病対策アクション

プログラム」を策定し，ほ場に基腐病菌を「持ち込まない」「増やさない」

「残さない」対策を総合的に推進しています。

（１）基腐病の発生状況

令和２年産は令和元年産で発生が多く見られた南薩，大隅に加え，熊

毛地域でも発生が多く見られ，令和３年産は８月の長雨等の影響もあり，

発生が県全域に広がりました。

【令和元，２，３年産の発生状況】

県全体 作付面積 被害の発生程度 微・少

無 微・少 中 多 甚 ～甚

元年産 53.8% 27.1% 13.5% 4.6% 1.0% 46.2%

11,200ha (6,037ha) (3,038ha) (1,511ha) (512ha) (115ha) (5,175ha）

２年産 45.9% 38.3% 8.1% 5.6% 2.0% 54.1%

10,900ha (4,991ha) (4,168ha) (886ha) (611ha) (219ha) (5,883ha）

３年産 25.0% 55.9% 11.7% 5.2% 1.6% 74.5%

10,300ha (2,628ha) (5,769ha) (1,211ha) (538ha) (168ha) (7,686ha）
※ 被害の発生程度は，１株でも葉やつるが枯れるなどの症状が確認されたほ場の被害率で分類

微・少：～20％，中：21～40％，多：41～60％，甚：61％以上

※ 作付面積は農林水産統計，被害面積は市町村報告

（２）対策の取組状況

ア 令和３年度の取組

県内３地域（南薩，大隅，熊毛）のプロジェクトチームを中心に，巡

回指導等により防除技術の周知や新規農薬の登録に取り組むとともに，

被害発生の翌年も継続して栽培していただけるよう基金事業等を活用し

た健全苗の購入支援などに取り組みました。

また，基腐病対策を着実に推進していくため，令和４年１月に，県内

３地域のプロジェクトチームを全域に広げるとともに，各地域との連携

・調整等を行うための「鹿児島県サツマイモ基腐病対策プロジェクトチ

ーム」を立ち上げ，令和７年産までに，１万ヘクタール分の健全苗と健

全なほ場を確保することを目標とした「鹿児島県サツマイモ基腐病対策

アクションプログラム」を策定し，ほ場に基腐病菌を「持ち込まない」，

「増やさない」，「残さない」３つの対策を，関係機関・団体と一体と

なって総合的に推進することとしました。

令和４年産に向けては，育苗事業者等への蒸熱処理装置の導入支援に

よる健全苗の確保や，「基腐病対策のポイント」や「防除暦」を地元紙

へ掲載するなど，県内生産者に対する周知活動にも取り組みました。
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県サツマイモ基腐病対策アクションプログラムの目標 (単位:ha,％)

区 分 令和３年産 令和４年産 令和５年産 令和６年産 令和７年産

栽培面積 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

健全苗に対応 － 1,040 5,180 8,790 10,000
したほ場面積

確 保 率 － 10.4 51.8 87.9 100

サツマイモ基腐病対策の防除暦

蒸熱処理装置の導入支援

薬剤散布の研修会
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イ 令和４年度の取組

基腐病対策のより効果的な施策を企画・実践するため，農政部内にサ

ツマイモ基腐病対策班を設置しました。

また，アクションプログラムに基づき，「持ち込まない」対策として，

蒸熱処理装置の活用による健全種いも確保などの取組により，令和４年

産の目標である約１千ヘクタール分の健全苗と健全なほ場を確保しまし

た。植え付け後は，「増やさない」対策として，異常株の早期抜き取り，

複数の薬剤を活用したローテーション散布の指導や，排水対策及び土層

改良等への支援などに取り組んでいます。

令和４年８月に，令和５年産の健全種いもの確保を図るため，蒸熱消

毒前後における種いもの取扱事項や育苗のポイント，基腐病に抵抗性を

有する新品種「みちしずく」の特性などを周知する研修会を開催しまし

た。

（３）令和４年度の発生状況

防除対策の指導等に取り組んできており，７月末時点において，葉や

つるに１株でも基腐病の症状が見られたほ場は，昨年度の同時期と比べ

て少ない状況です。

異常株の早期抜き取り

排水対策の徹底（排水溝の設置）蒸熱消毒前後における種いもの取扱事項の

マニュアル
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（４）防除技術の確立に向けた取組

農業開発総合センターにおいて，耐性病原菌の発生回避に向け，作用

機作が異なる農薬の登録に向けた試験などに取り組み，国などの試験研

究機関との共同研究により得られた成果は，「サツマイモ基腐病防除対

策マニュアル」としてとりまとめ，生産者等に周知しました。

また，サツマイモ基腐病の緊急防除対策の実装を加速させるため，令

和４年２月に農研機構と連携協定を締結し，共同研究において，育苗段

階での基腐病菌の早期検出技術の開発などに取り組んでいます。

令和４年度は，基腐病に抵抗性を有する新品種「みちしずく」の大量

増殖技術の開発に取り組むとともに，農薬メーカー等と連携して防除薬

剤の試験を行い，令和４年７月末までに10剤が登録されており，更なる

登録拡大に向けた試験を実施しているところです。

農研機構との連携協定締結

サツマイモ基腐病防除対策マニュアル
基腐病に抵抗性を有する新品種
「みちしずく」
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６ 担い手の確保・育成について

本県の基幹産業である農業が持続的に発展していくためには，効率的か

つ安定的な農業経営を目指す認定新規就農者や認定農業者など担い手の確

保・育成が必要です。

県では，「かごしまの食と農の県民条例に基づく基本方針」において，

令和７年度の担い手の確保目標を１万経営体とし，認定農業者制度の推進

や，県内外での就農・就業相談，農業法人と就業希望者とのマッチングな

ど，就農・就業の促進を図るとともに，農業を支える人材を確保するため，

農福連携の推進や外国人材の円滑な受入れに向けた環境整備などに取り組

んでいます。

また，農地中間管理機構や市町村等と連携を図りながら，担い手への農

地集積・集約化の促進に取り組んでいます。

【担い手の推移】 (単位：経営体)

注：その他は基本構想水準到達者（鹿児島県調べ，農業経営体は農林業センサス）

（１）担い手の確保・育成に向けた取組

ア 認定新規就農者の確保・育成

市町村から「青年等就農計画」の認定を受けた「認定新規就農者」は

令和２年度末時点で532経営体となり，５年前に比べて96％増加してい

ます。

県では，関係機関・団体と連携し，青年等就農計画の達成に向けた農

業技術・経営管理に係る助言・指導を行うとともに，経営開始資金の交

付や青年等就農資金の活用支援により，就農直後の経営確立を支援して

います。

また，令和４年度からは，農業への人材の一層の呼び込みと定着を図

るため，認定新規就農者を対象として，経営発展に必要な機械・施設等

の導入の支援にも取り組んでいるところです。

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R2/H27 目標(R7)

担い手 10,510 10,600 10,704 10,826 10,782 11,101 105.6% 10,000

8,413 8,191 8,116 8,075 7,914 7,866 93.5%

うち個人　 7,367 7,105 6,992 6,883 6,688 6,613 89.8%

うち法人 1,046 1,086 1,124 1,192 1,226 1,253 119.8%

271 433 537 625 563 532 196.3%

33 35 37 35 33 31 93.9%

1,793 1,941 2,014 2,091 2,272 2,672 149.0%

39,222 29,717 75.8%

21.4% 26.5% 123.4%

農業経営体数

認定農業者数
／農業経営体数

参
考

区　　分

○認定農業者

○認定新規就農者

○集落営農経営

○その他
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イ 認定農業者の確保・育成

市町村等から「農業経営改善計画」の認定を受けた「認定農業者」は，

令和２年度末時点で7,866経営体となり，５年前に比べて6.5％減少した

ものの，農業経営体に占める認定農業者の割合は増加傾向で推移してお

り，５年前に比べ5.1％増の26.5％となっています。

認定農業者のうち法人経営体は一貫して増加しており，令和２年度末

時点で５年前と比べ19.8％増加の1,253経営体と，全国第２位，九州で

は最多の法人数となっています。

さらに，認定農業者による市町村の区域を越えた経営展開に対応し，

複数の市町村で農業を営む農業者について，令和２年度から，県（複数

都道府県で農業を営む場合は国）において認定ができるようになり，令

和２年度末時点で99経営体（うち県認定79経営体）の認定を行ったとこ

ろです。

また，認定農業者の経営改善の取組に対して，「かごしま農業経営・

就農支援センター」において，税理士等の専門家派遣や研修会の開催等

による法人化や経営継承等を支援するとともに，経営発展を目指す農業

経営者に対して，全６回シリーズで経営ノウハウを学ぶ「かごしま農業

次世代トップリーダー塾」を開講しています。

（２）労働力確保対策

令和３年の外国人労働者数（農林業）は，平成28年（692人）の約1.8

倍となる1,243人となりました。このうち，技能実習生数（農林業）は，

平成28年（644人）の約1.6倍となる1,041人となり，特定技能を含む専

門的・技術的分野の在留資格者は，平成30年（11人）の約12倍となる

130人と増加しました。

また，令和４年度は，農業分野で活躍する外国人材が，本県で安心し

て長く就業できるよう，働きやすい就業・生活環境を整備するためのモ

デル的な取組を支援しています。

農作業請負方式技能実習

644

845
952

1135 1142 1041

11
26

42

130

0

50

100

150

200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H28 H29 H30 R元 R2 R3

技能実習 その他 うち専門的・技術的分野の在留資格

692

891
996

1194 1226 1243
人 人

外国人労働者数の推移
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（３）農福連携の推進

大隅地域で農福連携を実践している農

業者，福祉事業所，活動を支援する関係

市町と県で組織する「大隅半島ノウフク

コンソーシアム（令和３年５月設立）」で

は，セミナーの開催やマッチング支援，

ノウフクＪＡＳによる農産物や加工品の

高付加価値化などに取り組み，会員間の

ネットワーク構築はもとより，新たな会

員が増加するなど，地域における農福連携の取組も拡大してきています。

また，大島地域の農業分野と福祉分野の行政機関職員で構成する「大

島地区農福連携推進チーム（令和３年５月設置）」では，チーム会の開

催などを通じた農福連携の取組事例の共有等により，農福連携の推進に

向けた取組を進めています。

（４）人・農地プランの推進

農業者が話し合いに基づき，地域における担い手や農業の将来の在り

方を明確化した「人・農地プラン」については，担い手への農地集積・

集約化の加速化の観点から，令和元年度以降，プランの実質化に取り組

み，令和３年度末までに，737のプランが実質化されたところです。

さらに，国においては，農業者の減少の加速化が見込まれる中，農地

の集約化を図る必要が急務であることを背景に，本年５月に，農業経営

基盤強化促進法等を改正（令和５年４月施行）したところであり，市町

村は，農地の集約化を進めるとともに，農業を担う者の確保・育成を図

るため，人・農地プランを土台とした「地域計画」を策定していくこと

となります。このため，県では制度の周知と併せ，地域での具体的な取

組を支援しています。

【人・農地プランの数】

年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

プラン数 579 586 772 814

実質化数 － － 467 737

注：県内の全ての市町村で作成（鹿児島県調べ）

（５）農地集積の取組

ア 担い手への農地集積

担い手への農地の集積・集約に向けて，地域での話し合いによる人・

農地プランの実質化や基盤整備事業に向けた取組，農地の貸借ニーズの

意向把握，機構集積協力金制度や所有者不明農地に関する制度等の活用，

荒廃農地の発生防止などを，関係機関・団体一体となって取り組みまし

た。

課題の共有(大隅ｺﾝｿｰｼｱﾑ)
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その結果，認定農業者等の担い

手が経営する農地面積は，令和３

年度末現在，本県の耕地面積(113

千ha)の45.7%にあたる52千haとな

るなど，地域の担い手への農地の

集積が進みつつあります。

令和３年耕地面積 112,900ha

担い手の経営農地面積 51,621ha

農地集積率 45.7%
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７ 家畜防疫対策について

高病原性鳥インフルエンザについては，令和３年11月10日に秋田県内

で最初の発生が確認されて以降，12道県の農場で25例が確認され，令和

３年11月には出水市，令和４年１月には長島町の養鶏場において合計３

例発生しました。また，豚熱についても，平成30年９月以降，発生が続

発し，17県で82例の発生が確認されています。（令和４年７月15日現在）

（１）本県での高病原性鳥インフルエンザの発生と対応

ア 発生状況

（ア）１例目（出水市）

11月12日に出水市の養鶏場から北薩家畜保健衛生所に死亡羽数増

加の通報があり，直ちに緊急立入し簡易検査を実施したところ，陽

性を確認しました。翌13日，遺伝子検査の結果，Ｈ５亜型と判定し，

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と決定され，11月15日には，

Ｈ５Ｎ１亜型と判明し，患畜と決定されました。

（イ）２例目（出水市）

１例目の発生を受け，防疫指針に基づき，発生農場周辺の農場に

おいて検査を実施したところ，11月14日に１農場において鳥インフ

ルエンザを疑う検体を確認し，簡易検査により，陽性を確認しまし

た。翌15日，遺伝子検査の結果，Ｈ５亜型と判定し，高病原性鳥イ

ンフルエンザの疑似患畜と決定され，11月16日には，Ｈ５Ｎ８亜型

と判明し，患畜と決定されました。

（ウ）３例目（長島町）

１月12日に長島町の養鶏場から北薩家畜保健衛生所に死亡羽数増

加の通報があり，直ちに緊急立入し簡易検査を実施したところ，陽

性を確認しました。翌13日，遺伝子検査の結果，Ｈ５亜型と判定し，

高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜と決定され，１月14日には，

Ｈ５Ｎ１亜型と判明し，患畜と決定されました。

イ １例目及び２例目の発生における本県の対応状況

（ア）対策本部の設置等（１例目：11月12日，２例目：11月14日）

簡易検査の結果を受け，直ちに知事を本部長とする「県対策本部

会議」を開催し，迅速な防疫措置とまん延防止対策を図るため，周

辺農場の飼養状況の確認や移動自粛の要請などを行いました。

（イ）防疫対応

１例目は，11月13日午前５時，疑似患畜と決定されたことを受け，

直ちに鶏の殺処分を開始し，14日午前11時に鶏の殺処分が完了し，
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16日午前０時に処分鶏，糞，飼料等の埋却及び農場の清掃など全て

の防疫措置を完了しました。

また，２例目は，11月15日午前11時30分，疑似患畜と決定された

ことを受け，直ちに鶏の殺処分を開始し，15日午後９時に鶏の殺処

分が完了し，16日午後８時に処分鶏，糞，飼料等の埋却及び農場の

清掃など全ての防疫措置を完了しました。

消毒ポイントについては，１例目の殺処分開始と同じく，11月13

日午前５時から幹線道路に消毒ポイントを設置し，12月７日まで車

両消毒を実施しました。

（ウ）制限区域の設定・解除

11月12日から周辺農場の移動の自粛を要請するとともに，11月13

日及び15日に発生農場を中心とする３㎞圏内を「移動制限区域」，

３～10㎞圏内を「搬出制限区域」と設定し，告示しました。また，

12月２日，清浄性確認検査で異常が認められなかったことから，搬

出制限区域を解除・告示するとともに，防疫措置完了後21日が経過

し，新たな発生が認められなかったことから，12月８日午前０時に

移動制限を解除しました。

（エ）疫学調査チームによる現地調査

発生農場における感染の原因や感染経路の究明を目的として国と

連携して調査（１例目：11月13日，２例目：11月15日）を行い，11

月22日に調査の概要を公表しました。

（オ）発生に伴う緊急的な予算措置

１月５日，発生農場の防疫措置等に要する経費として「高病原性

鳥インフルエンザ緊急防疫対策事業」，移動の制限の影響を受けた

養鶏農家への支援対策として「養鶏農家緊急支援対策事業」を緊急

的に補正予算として措置しました。

ウ ３例目の発生における本県の対応状況

（ア）対策本部の設置等

簡易検査の結果を受け，直ちに知事を本部長とする「県対策本部

会議」を開催し，迅速な防疫措置とまん延防止対策を図るため，周

辺農場の飼養状況の確認や移動自粛の要請などを行いました。

（イ）防疫対応

１月13日午前６時，疑似患畜と決定されたことを受け，直ちに鶏

の殺処分を開始し，14日午前３時に鶏の殺処分が完了し，15日午前

２時に処分鶏，糞，飼料等の埋却及び農場の清掃など全ての防疫措

置を完了しました。同じく，１月13日午前６時から幹線道路に消毒

ポイントを設置し，２月７日午前０時まで車両消毒を実施しました。

また，疫学関連農場については，１月14日午前10時，疫学関連農
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場と決定されたことを受け，直ちに鶏の殺処分を開始し，15日午前

８時に鶏の殺処分が完了し，16日午前１時に処分鶏，糞，飼料等の

埋却及び農場の清掃など全ての防疫措置を完了しました。

（ウ）制限区域の設定・解除

１月12日から周辺農場の移動の自粛を要請するとともに，１月13

日，発生農場を中心とする３㎞圏内を「移動制限区域」，３～10㎞

圏内を「搬出制限区域」と設定し，告示しました。また，２月１日，

清浄性確認検査で異常が認められなかったことから，搬出制限区域

を解除・告示するとともに，防疫措置完了後21日が経過し，新たな

発生が認められなかったことから，２月７日午前０時に移動制限を

解除しました。

（エ）疫学調査チームによる現地調査

１月13日，発生農場における感染の原因や感染経路の究明を目的

として国と連携して調査を行い，21日に調査の概要を公表しました。

（オ）発生に伴う緊急的な予算措置

１月20日，発生農場の防疫措置等に要する経費として「高病原性

鳥インフルエンザ緊急防疫対策事業」，移動の制限の影響を受けた

養鶏農家への支援対策として「養鶏農家緊急支援対策事業」を緊急

的に補正予算として措置しました。

エ 家畜伝染病予防法第30条に基づく消毒命令及びねずみ駆除命令

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため，11月18日から翌年

１月19日にかけて，県内の家きん100羽以上を飼養する全ての養鶏場

に対して，消石灰を配布し，農場内の消毒を指示しました。

また，疫学調査により，野鳥やねずみなどの野生動物の鶏舎への侵

入防止対策が重要であることが示唆されたことから，12月10日から23

日にかけて，県内の家きん100羽以上を飼養する全ての養鶏場に対し

て，殺鼠剤を配布し，ねずみの駆除を指示しました。

【発生農場における高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う防疫措置】

鶏の搬出 鶏の殺処分
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（２）豚熱及びアフリカ豚熱に対する本県の防疫対応

ア 防疫演習の開催

万一，本県で豚熱や高病原性鳥インフルエンザが発生した場合の迅

速な防疫措置に資するため，発生を想定した防疫演習を実施しました。

イ 野生動物侵入防止対策

畜舎内への野鳥等の野生動物の侵入防止を図るため，防鳥ネット，

防護柵等を整備するよう，国の消費・安全交付金を活用した自衛防疫

強化総合対策事業を措置しました。

ウ 死亡野生イノシシの豚熱及びアフリカ豚熱検査

国内の死亡野生イノシシで豚熱ウイルス陽性事例が確認されたこと

などを受け，国からの通知に基づく死亡野生イノシシの豚熱及びアフ

リカ豚熱検査を開始し，検査を実施した全頭で陰性を確認しています

（令和４年７月15日現在）。
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８ 第12回全国和牛能力共進会に向けた取組について

（１）第12回全共鹿児島大会に向けた出品対策

ア 「 種 牛 の部」
しゅぎゅう

主な出品対策として，全共出品の候補となる優良雌牛の導入支援を

平成30年度から開始し，毎年度250頭の導入を行っています。

優良な候補牛を確保するため，関係機関・団体と連携した巡回調査

等による飼養管理指導や候補牛の掘り起こしに取り組んでいます。

また，令和３年末には，全共を見据えた「県集合審査会」や，技術

員の審査・調教技術の向上を目的とした研修会を開催したところで

す。

令和４年５月から，各地区で１次予選会，２次予選会を開催し，候

補牛の選抜を行い，８月末の県最終予選会において「種牛の部」16頭

の県代表牛を決定しました。

（ア）優良雌牛の導入支援（県単事業：平成30年度～）

50千円×250頭/年＝12,500千円/年

（イ）優良な候補牛の確保

・ 出品条件を満たす牛のリスト作成と導入推進

・ 関係機関・団体と連携した巡回調査等による飼養管理指導

・ 全共を見据えた「県集合審査会」の開催（令和３年11月）

（ウ）技術員の審査及び調教技術のスキルアップ研修会の開催

（令和３年11・12月，令和４年６月）

（エ）県代表牛16頭の選抜（令和４年８月）

県集合審査会（令和３年11月） 調教技術研修（令和３年12月）

イ 「 肉 牛 の部」
にくぎゅう

畜産試験場での研究成果を用いて，肥育農家において，平成30年度

から毎年度80頭の肥育技術の実証を行っています。

令和３年６月から，県内の優秀な肥育農家18戸において候補牛72頭

の肥育が開始されており，引き続き「飼料給与マニュアル」や超音波
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肉質診断技術等を活用した定期的な飼養管理指導を実施しています。

令和４年８月には，県代表牛７頭を選抜しました。

（ア）短期肥育技術の実証

・ 出荷月齢を一般的な29ヵ月から全

共の24ヵ月に短縮する実証試験への

助成

・ 25千円×80頭/年＝2,000千円／年

（県単事業：平成30年度～）

定期的な飼養管理指導

（イ）定期的な飼養管理指導の実施（令和３年７月～令和４年８月）

・ 牛肉中のうまみ成分であるオレイン酸の向上に向けた「飼料

給与マニュアル」の活用

・ 超音波肉質診断技術を活用した肉質等の推定

（ウ）県代表牛７頭の選抜（令和４年８月）

ウ 「高校及び農業大学校の部」

優良な候補牛を確保するため，関係機関・団体と連携し，定期的な

巡回調査等による飼養管理指導を行っています。また，令和４年４月

には，高校生，農業大学生の調教技術のスキルアップを図るため，研

修会も開催しました。

令和４年８月末の県最終予選会において「高校及び農業大学校の部」

１頭の県代表牛を決定しました。
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エ 全共に向けた試験研究の取組

試験研究機関では，飼養管理指導や候補牛の選定に向けて，以下の

取組を実施しています。

（ア）畜産試験場

・ オレイン酸などのＭＵＦＡ（※）の向上に

向けた肥育実証試験の成果を踏まえた「短期

肥育マニュアル」を策定し，候補牛の飼養管

理指導に活用

※ＭＵＦＡ（一価不飽和脂肪酸）

・「牛肉のおいしさ」成分の一つ

・オレイン酸は代表的なＭＵＦＡ

（イ）肉用牛改良研究所

・ 近赤外線測定装置を活用した肥育牛のＭＵＦＡ測定

（データ蓄積・統計処理・分析）

・ 超音波肉質診断技術の更なる向上

超音波肉質診断の様子 (左：診断の様子 右：超音波プローブ担当)

（２）第12回全共鹿児島大会に向けた会場設営等の準備

大会の開催に向けては，令和４年１月に「会場設営」，「催事広報」

及び「交通輸送」の実施計画をそれぞれ策定しました。

この計画に基づき，「種牛の部」の共進会会場については，令和４

年８月から，審査場や仮設牛舎等の大型テント，催事会場のイベント

ステージなどの会場設営を開始したところです。

催事会場については，本県の観光案内等を行う「おもてなしエリア」

のほか，県産農林水産物や特産品等の展示・販売等を行う「鹿児島県

ＰＲエリア」や，畜産ＩＣＴなどの最新技術等の展示を行う「協賛企

業団体エリア」，鹿児島黒牛など全国の銘柄牛の試食等を行う「和牛

振興エリア」などを設置します。また，バーチャル牛舎体験など，楽

しみながら和牛の魅力を学べる和牛ＰＲ館「かごうしママミュージア

ム」も設置します。

肥育実証試験の枝

肉調査
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交通輸送については，共進会会場から離れた鹿児島空港や霧島市役

所周辺など６か所に大型駐車場を設置するとともに，シャトルバスを

運行するなど，地元の方々の生活に支障を及ぼさないよう渋滞緩和に

配慮した対策を実施することとしています。

（３）大会ＰＲ

大会ＰＲについては，令和３年10月に鹿児島中央駅アミュ広場で「大

会１年前イベント」を開催するとともに，県内はもとより，東京や福

岡等の県外で開催される各種イベントに参加し，大会マスコットキャ

ラクター「かごうしママ」を活用した大会の周知を行っています。ま

た，テレビ，ラジオ等の各種メディアやＳＮＳ等を活用し，県内外へ

の情報発信に努めています。

さらに，県庁や鹿児島空港など５か所にカウントダウンボードを，

鹿児島市内の老舗百貨店など県内28か所に懸垂幕等を設置し，大会開

催にむけた気運醸成も図っているところです。

これらの取組に加え，令和４年８月以降，順次，羽田空港や博多駅

等での大型ビジョンによる動画放映や，テレビ・ラジオでのＣＭ放送

を行い，幅広い年齢層へ大会をＰＲしています。
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（４）大会運営本部の設置及び従事者説明会の開催

大会の円滑な運営を行うため，県，市町村，関係団体の協力のもと，

大会期間中の実務にあたる組織として，11部39班体制の「大会運営本

部」を令和４年２月３日に設置したところです。

大会期間中は，県職員や市町村，関係団体職員など約６千名の従事

者を動員することとしており，令和４年８月には，実務にあたる従事

者を参集した説明会を各班ごとに開催し，業務マニュアルに基づき，

大会期間中の実務内容やスケジュール等を詳細に説明したところで

す。

大会運営本部の設置について

◆ 設置の目的

◆設置根拠
第１２回全国和牛能力共進会鹿児島大会運営

本部設置要綱

◆組織概要

◆スケジュール
R4年２月８日：第１回運営本部説明会
（大会概要，運営本部・従事者計画(案)概要）
R4年４月26日：第２回運営本部説明会
（業務マニュアル概要，部局毎の従事者数の提
示・名簿作成等）
R4年８月：業務説明会（班毎の詳細な業務内容）

大会運営本部の設置（令和４年２月）

○ 組織編成：11部39班体制
○ 本部長 ：県実行委員会会長（副知事）
○ 配置計画 ：R4年10月３日～11日（延べ９日間），

約6,000名（うち県職員約3,000名）
○ 設置期間 ：R4年２月３日～10月11日

第12回全共鹿児島大会の安全かつ円滑な運営
を行うため，県，経済連，登録協会県支部，畜
産協会，市町村，県農業共済組合等の協力のも
と，運営本部体制を構築し，大会期間中の実務
にあたる。

設置期間：R４年２月３日～10月11日まで

大 会 運 営 本 部

県農政部次長（技術）部長

副部長
（４名）

総括部 県農政部畜産課長，県経済連常務理事，（公社）全国
和牛登録協会鹿児島県支部副支部長，県農政部畜産
課全国和牛能力共進会推進室長

１１部３９班

本部長 実行委員会会長（鹿児島県副知事）

実行委員会副会長（鹿児島県経済農業協同組合連合会会長，
(公社)全国和牛登録協会鹿児島県支部支部長），鹿児島県市長
会長，鹿児島県町村会長，霧島市長，南九州市長，県農政部長

副本部長
（７名）

1 総合班

2 案内・放送班

3 広報班

4 式典班

5 来賓接待・受付班

6 お成り班

7 おもてなしエリア班

8 協賛企業団体エリア班

9 道府県ＰＲエリア班

10 鹿児島県ＰＲエリア班

11 和牛振興エリア班

12 屋内休憩所等エリア班

4 施設環境部 13 施設環境班

5 消防部 14 消防・救護班

15 警備班

16 ゲート管理班

17 交通対策総括班

18 メイン会場班

19 関係者駐車場班

20 一般来場者駐車場班

6 警備部

7 交通対策部

3 催事部

2 式典来賓部

部 班

1 総務広報部

7 交通対策部 21 渋滞緩和対策班

22 家畜衛生総括班

23 家畜衛生班

24 検診・診療班

25 種牛対策総括班

26 出品牛輸送班

27 出品牛審査班

28 牛舎管理班

29 審査場管理班

30 特別区・審査競技会班

31 肉牛対策総括班

32 仮けい留所管理班

33 審査・展示会場管理班

34 セリ会場管理班

35 出品牛審査班

36 出品牛輸送班

37 警備・消防・救護班

38 肉牛衛生班

39 交通対策班

班

9 種牛対策部

10 肉牛対策部

8 家畜衛生部

部

百貨店での「鹿児島展」の様子（東京）大会 100 日前

街頭キャンペーンの様子（鹿児島市）
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９ 生産資材価格高騰への対応について

コロナ禍の影響が長期化する中，世界的な物流の混乱等に伴う近年の燃

油・肥料・飼料などの生産資材価格の高騰により，農業生産の現場では，

多くの生産者が厳しい状況に直面しております。

加えて，ロシアによるウクライナ侵攻等により，さらに影響が深刻化・

長期化することが懸念されております。

このままでは，農家経営が存続の危機に陥るとともに，わが国の農業及

び食料の安定供給に支障をきたす恐れがあり，将来を見据えた食料安全保

障の観点からも生産資材価格の高騰に対する支援が急務となっておりま

す。

（１）燃油，肥料，配合飼料の価格等の現状

ア 燃油（Ａ重油）

重油等の燃油は，価格が為

替相場や国際的な市況等に影

響されやすい生産資材です。

本県では，茶の加工やピー

マンなどの施設園芸の冬期加

温に多く使用されています。

近年のＡ重油価格は，令和

２年５月には67円/㍑まで下

がったものの，その後上昇傾

向となり，令和４年７月は前

年同月と比べ，約２割高の

110.2円/㍑となっています。

イ 肥料

化学肥料原料の大半は，

輸入に依存しており，特に

りん酸アンモニウム，塩化

カリウムは，ほぼ全量を輸

入しています。

近年，穀物需要の増加や

原油・天然ガスなどのエネ

ルギー価格の上昇に伴い，

化学肥料原料の国際価格が

高騰するとともに，中国か

燃油(Ａ重油)の価格の推移

※ 農業物価統計(農水省HPより)

肥料原料の輸入価格の推移

※ 農林水産省調べ
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らの輸入が停滞していることから，輸入価格は上昇しております。ＪＡ

全農の５月の公表では，令和４年の秋肥価格は春肥価格に比べて25～94

％高となっています。

ウ 配合飼料

配合飼料の原料は約５割

がとうもろこしであり，そ

の大部分を輸入に頼ってい

ます。

令和２年９月以降，米国

産とうもろこしの中国向け

の輸出成約の増加や南米産

とうもろこしの作況への懸

念，海上運賃の上昇，為替

相場等から，とうもろこし

価格の上昇とともに配合飼

料価格は上昇し，令和４年

５月の工場渡し価格は，

88,698円/ｔと，前年同月の76,620円/ｔより116％上昇しています。

（２）国の動き

国は今年４月，直面する物価高騰による影響を緩和するための対応を

緊急かつ機動的に実施するとともに，コロナ禍からの経済社会活動の回

復を確かなものとするため，『コロナ禍における「原油価格・物価高騰

等総合緊急対策」』を講じたところです。

燃油価格の高騰に対しては，「施設園芸等燃油価格高騰対策」につい

て，セーフティネット機能の強化を図るとともに，産地生産基盤パワー

配合飼料工場渡価格の推移

※ 農水省HPより
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アップ事業に新たに「施設園芸エネルギー転換枠」を設け，省エネ機器

等の導入を支援，肥料価格の高騰に対しては，肥料原料の輸入業者に対

する輸入代替国からの調達に要する経費や農業者の組織する団体に対す

る適正な施肥のための土壌診断に要する経費等への支援，配合飼料等の

価格高騰に対しては，「配合飼料価格高騰緊急対策事業」等により，生

産者への補填金交付を着実に実施するための基金の積み増しや，国産粗

飼料の広域流通のモデル的な取組の実証等を支援しているところです。

また，７月には「肥料価格高騰対策事業」を創設し，肥料コスト増加

分の７割を補填する支援を措置したところです。

（３）県の対応

県では，価格高騰による影響を緩和するため，６月補正予算において

燃油，肥料，配合飼料に係る対策を講じるとともに，７月には，必要な

予算の確保等について，県開発促進協議会を通じて国に要請したところ

です。

ア 相談窓口の設置

農業者からの生産資材価格の高騰に対す

る相談に対応するため，５月に相談窓口を

設置しました。

７月末現在，肥料コストの低減に関する

相談が60件と最も多く，その内容は土壌診

断に関することや代替肥料に関することな

どであり，肥料価格が高騰したことにより，

農業者のコスト低減に対する意識が高まっ

ており，県では土壌診断結果に基づく適正

施肥や，堆肥を活用した土づくりなどの助

言・指導を行っています。

イ ６月補正予算における県の支援策

（ア）茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業

施設園芸と茶を対象として国が措置している「施設園芸等燃油価格

高騰対策」（セーフティネット構築事業）を活用し燃油高騰の影響を

緩和するため，加入時に生産者が負担する経費の一部を緊急的に支援

することにより，制度への加入を促進するとともに，農家経営への燃

油高騰の影響緩和を図ることとしております。

農業者からの相談状況

※ 鹿児島県調べ(７月末時点)

分類 件数 6/30差

13

8

3

3

24

16

5

13

11

33

60

35

19

29

2

0

10

1

7

78

135

資金相談に関すること

肥料相談件数（③）

合計相談件数（①＋②＋③）

その他

肥
 
料

肥料コストの削減に関すること

土壌診断に関すること

堆肥の利活用に関すること

代替肥料に関すること

生育診断に関すること

その他

補助事業等の支援に関すること

飼
 
料

自給飼料の栽培・確保に関すること

補助事業等の支援に関すること

資金相談に関すること

その他

飼料相談件数（②）

相談項目

燃
 
油

燃油コストの削減に関すること

補助事業等の支援に関すること

資金相談に関すること

その他

燃油相談件数（①）
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（イ）燃油等高騰対策機械導入緊急支援事業

燃油価格高騰の影響を受け，燃料費及び肥料費が増加し，経営に影

響を受けている農業者に対し，ヒートポンプや製茶機械の熱交換器な

どの省エネ機器等の導入を支援することとしております。

（ウ）化学肥料低減化推進事業

肥料の経費削減につながる適正な施肥を促すため，地域振興局・支

庁への高速土壌診断器の整備を進めるとともに，堆肥の利用を促すた

めの施肥法の開発等を進めることとしております。

（エ）配合飼料価格高騰対策緊急支援事業

配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため，国の

配合飼料価格安定制度に加入している農業者の負担経費の一部助成に

要する経費として，令和４年度の配合飼料を対象とし，基金造成に必

要な農業者負担分のトン当たり600円のうち，昨年度負担400円からの

増加分200円を支援することとしております。

生産資材価格の高騰に対する国及び県の主な施策

資材名 支援内容 事業名 事業内容

施設園芸セーフティネット構築事業【国】

茶セーフティネット構築事業【国】

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業【県】
茶工場及び施設園芸農家が，国のセーフティネット
構築事業への加入時に負担する積立金の一部を支援

産地生産基盤パワーアップ事業【国】
Ａ重油等の価格が高騰している状況を踏まえ，ヒー
トポンプ等の省エネ機器・設備の導入等を支援

茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業【国】
茶加工のエネルギーコスト削減に資する機械のリー
ス導入を支援

燃油等高騰対策機械導入緊急支援事業【県】

燃料費及び肥料費が増加し，経営に影響を受けてい
る農業者に対し，経費削減につながる省エネ機器，
機械の導入を支援。（ただし，国庫補助事業の対象
とならない場合に限る）

肥料コスト低減体系緊急転換事業【国】
慣行の施肥体系から肥料コスト低減体系への転換を
進める取組として，土壌診断や肥料コスト低減に資
する技術の導入等を支援

肥料価格高騰対策事業【国】
肥料価格の高騰による農家経営への影響を緩和する
ため，化学肥料の２割低減の取組を行う農業者に対
して肥料コスト上昇分の７割を支援

化学肥料低減化推進事業【県】
土壌診断に基づく化学肥料の使用量の削減に向け
て，高速で診断できる機器の整備や，良質堆肥の生
産支援に向けた機器の整備や施肥法の開発

配合飼料価格安定制度【国】
配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和
するため，「通常補填」と「異常補填」の二段階の
仕組みにより，生産者に対して補填

配合飼料価格高騰対策緊急支援事業【県】
配合飼料価格安定制度に加入している生産者積立金
の一部について支援
（生産者積立金600円/ｔのうち200円/ｔを助成）

飼料
配合飼料の価格高騰
対策

国と農業者が１対１で積み立てた資金から，燃油の
全国平均価格と発動基準価格との差額を補填

燃油価格の高騰に対
する影響緩和対策

燃油

省エネ機器等の導入
支援

肥料
肥料コスト低減体系
への転換を支援
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ウ 国への要請活動

燃油・肥料・配合飼料など，農業分野における生産資材の価格につい

ては，コストの上昇を農畜産物の販売価格に転嫁できないことから，農

家経営は厳しい状況にあります。

県では，セーフティネットが構築されていない肥料については，制度

の具体化を含めた影響緩和対策や，セーフティネットが構築されている

燃油や配合飼料については，制度の安定運営を図るための予算の確保等

について，７月21日に県開発促進協議会を通じて国に要請したところで

す。

県内における堆肥入り低コスト肥料の開発・販売

ＪＡ県経済連は，地域資源である

畜産堆肥を活用した肥料を開発し，

令和４年７月から販売を開始しまし

た。

開発した肥料は茶と園芸作物用の

３種類で，これまでの類似肥料と比

較し，価格を15～30％抑えることが

可能となりました。

今後，対象品目を拡大することと

しています。

堆肥入り肥料
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10 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法（特土法）」の

延長について

特殊土壌地帯の災害防除と農地改良を進めるための特土法については，現

行法の期限が令和３年度末までであったことから，関係県で組織する特殊土

壌対策促進協議会（会長 塩田康一鹿児島県知事）による要請活動を行う等，

法延長へ向けて取り組んできたところです。

議員立法により発議された有効期限を５年延長する改正法案は，衆議院・

参議院ともに全会一致で可決され，令和４年３月30日に成立，同月31日公布

・施行されました。

（１）法の概要

特土法は，特殊土壌地帯において適切な災害防除及び農地改良対策を

樹立し，これに基づく事業を実施することによって，特殊土壌地帯の保

全と農業生産力の向上を図ることを目的として昭和27年に制定された議

員立法による５年間の時限法です。

これまで13回目の期限延長がなされ，令和３年度末に期限を迎えまし

たが，令和４年３月30日の参議院本会議において延長法案が可決され，

令和９年３月31日まで期限が延長されました。

（２）法の期限延長に係るこれまでの経過

時 期 事 項

令和３年７月21日 第１回世話人国会議員懇談会総会

令和３年10月８日 鹿児島県議会の意見書採択

令和３年12月15日 第２回世話人国会議員懇談会総会

令和４年３月17日 衆議院本会議にて法案可決

令和４年３月30日 参議院本会議にて法案可決

【世話人国会議員懇談会】

第１回総会開催状況（オンライン形式） 第２回総会開催状況（衆議院議員会館）
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（３）特土法によるメリット

本県は，シラスをはじめ，ボラ，コラ，赤ホヤ等の特殊土壌が分布し，

奄美群島を除く全域が本法における特殊土壌地帯として指定されており

ます。

本法の事業計画に基づく，特殊土壌地帯における災害防除や農地改良

に関する事業については，後進地域負担特例法の対象条件が緩和され，

国の負担割合の引き上げ措置が適用されるなどのメリットがあります。

【本県の主な特殊土壌】

シラス ボラ

（４）本県の取組状況

豪雨等による農地の侵食や崩壊等が多発するシラス土壌の畑作地帯に

おいて，排水路網の整備を行うことで農地の侵食防止を図っています。

【県営シラス対策事業 第二甫木地区（鹿屋市）】

整備前 整備後

【県営シラス対策事業 第二下祓川２期地区（鹿屋市）】

整備前 整備後
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