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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

   ブランディングによる農林水産業の基幹産業化計画 
 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

福岡県、直方市、田川市、行橋市及びうきは市並びに福岡県鞍手郡小竹

町並びに田川郡香春町、糸田町、赤村及び福智町並びに京都郡みやこ町 
 

３ 地域再生計画の区域 

   福岡県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

本県では、これまで、農林水産団体と行政で構成する「福岡県農林水産物

ブランド化推進協議会」を中心に、大都市圏における県産品コーナーの設置、

知事によるトップセールス等に取り組んだ結果、12年連続で販売単価日本一

となったいちごの「あまおう」、地理的表示保護制度に茶として全国で初め

て登録された「八女伝統本玉露」などの農林水産物は、消費者から高い評価

を得ている。 

また、輸出の促進では、H20に県と関係団体の出資による輸出商社「九州

農産物通商(株)」（設立当初は福岡農産物通商(株)）を設立し、農林水産物

等の販売、貿易コンサル、海外市場マーケティング等に取り組むとともに、

H28には県組織を課内室から単独課に拡充強化するなど、力を入れてきた。 

しかし、国内消費拡大や輸出拡大のためには、個別品目毎の安定生産、実

需者の求める品質確保、鮮度保持技術等の確立、国内外での認知度向上、さ

らには物流コストの低減など、数多くの課題を解決する必要がある。 

いかに高品質な農林水産物を生産しても、他地域と差別化を図り、ブラン

ドとして確立しなければ、収益力の向上につながらない（うきは市の柿の価

格は、高品質であっても309円/kg(H23)から242円/kg(H26)に下落するなど、

市況によって左右される現状）。 

このような中、うきは市が産地としての条件の良さを客観的に裏付け、農

業環境に係る優位性を示すために、「うきはテロワール」として地形、地質、

土壌、地下水、気候をデータに基づき分析するアメリカのワイン産地ナパバ

レーの手法を導入、さらには加速化交付金を活用し、古墳時代から農業が行

われ良好な土壌が形成されていた地域であるなどの歴史的環境の優位性も
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分析している。このことにより、うきは市は県のモデルケースとして農産物

がもつバックグラウンドを付加価値とする新たなブランディングのアプロ

ーチ手法を構築しつつある。 

このため、うきは市ではこの地理的・歴史的優位性に基づいた農業生産物

の付加価値を確立し、新たな地域資源として観光産業等に拡張し地域経済に

波及させるとともに、県においてはこの取組みをサポートしつつ、他の市町

村に波及させながら、県全域で品目に応じた生産体制の強化や国内外マーケ

ティング等を通した体系的かつ効果的なブランディング戦略をとっていく

必要がある。 

一方、平成筑豊鉄道沿線には、米、なす、トマト、アスパラガス、豊前

一粒かき、豊前本ガニなどのほか、ジビエ、農林水産加工品など多様な産

品があり、その販売促進に地域が一体となってブランディング戦略をとっ

ていく必要がある。 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

地方創生を実現するうえで、農業は、雇用・産業としてだけでなく、防

災や良好な景観といった住環境保全、食や生命の尊さを学ぶ教育、さらに

は都市と農村の地域交流などの面で、その果たす役割は非常に大きい。 

本県は、北九州市・福岡市の両政令市を中心に、第２次、第３次産業が

盛んであるというイメージがあるが、大消費地を背景に、県内有数の果樹

産地うきは市をはじめ、各地で多種多様な農林水産物が生産され、農林水

産業産出額全国第 14位を誇る第１次産業県でもある。 

また、日本海側で唯一アジアを向いた一大拠点であり、留学生数は東京、

大阪に次いで第３位（H27）、外国籍クルーズ船の博多港への寄港数は 245

隻で全国１位（H27）など、地理的条件でも優位性を有している。 

さらには、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され、国外において、

日本の食に対する関心が高まっている。 

こうした特徴や背景を活かし、果樹産地のうきは市などと連携して、県

産品のブランドを確立、国内外における農林水産物の販路を拡大し、農林

水産業を地域の基幹産業として育成する。具体的には、うきは市における

地理的・歴史的優位性に基づいた農業生産物の付加価値向上などの新たな

ブランド化戦略、複数市町村との連携による県産農林水産物を使った移動

型レストランの稼働、急増するインバウンド需要の取り込み、成長著しい

観光産業等への波及などに取り組み、農林水産業を地域経済の牽引役とし

ていく。 
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【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

増加分 

（１年目） 

平成29年度 

増加分 

（２年目） 

平成30年度 

増加分 

（３年目） 
県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
19 6 2 2 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
100 3 2 3 

農林水産物のブランド

品目数（単位：品目） 
7 3 1 1 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 408 0 0 0 

 

 

平成31年度 

増加分 

（４年目） 

平成32年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の

累計 

県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
2 3 15 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
3 5 16 

農林水産物のブランド

品目数（品目） 
1 1 7 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 20 20 40 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

県独自品種の全体を俯瞰し、各々のフェーズ・市場に応じた取組みを行う

ことにより、体系的なブランディング戦略を実践するとともに、国内マーケ

ティングに加えて海外マーケティングに注力していく。 

県のモデルケースである「うきはテロワール」、県産品を食材とした移動型

レストランの稼働など、新たなブランディング・ＰＲ手法を確立し、市町村

とともに県産農林水産物の販売拡大に取り組んでいく。 

また、若い世代の新規農林漁業者の確保・定着や、女性農林漁業者の能力

発揮と社会参加を促進することにより、新たな目線による農林水産業の活性

化を目指す。 

さらには、食育や地産地消の推進など、県民とともにつくる農林水産業の

推進に取り組むとともに、地域の特色を活かした農山漁村の活性化をさらに

拡大する。 

以上の取組みを一体的に行うことにより、県産農林水産物のブランディン

グ化を加速させ、農林水産業の当県における基幹産業化を目指す。 
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５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

福岡県、直方市、田川市、行橋市及びうきは市並びに福岡県鞍手郡

小竹町並びに田川郡香春町、糸田町、赤村及び福智町並びに京都郡み

やこ町 
 

 ② 事業の名称 

    ブランディングによる農林水産業の基幹産業化 
 
③ 事業の内容 

ア）県産農林水産物の販売・消費の拡大 

県産農林水産物や日本酒などの加工品を「福岡の食」として一体的

に販売・消費を促進するほか、県産農林水産物のブランド力の強化、

輸出拡大、６次産業化の推進、県産木材の利用の推進に取り組む。 

・有名企業や果実専門店での「あまおう」のＰＲ及び品質向上対策等 

・うきはテロワールプロモーションを通じた県産農林水産物の新たな

プロモーションモデル開拓 

・うきはテロワールに基づく新規商品の開発等による高付加価値農業

の推進 

・外食事業者向けのフェア開催や観光ツアーの働きかけなど、県産農

林水産物の一体的な売り込み 

・花屋と連携したウイークエンドフラワーキャンペーンの実施や「ふ

るさと小包」を活用した販売強化 

・６次化商品販路開拓のための大規模商談会の実施 

・海外の旅行業者に対するＰＲなど、インバウンド観光客の増加を見

越した農林水産物の販売拡大対策 

・６次産業化プランナーの指導に基づいた商品開発 

・施設野菜の産地維持・拡大 

・キウイフルーツの産地拡大 

・博多和牛の出荷頭数の拡大及び知名度向上対策 

・移動型レストラン及びマルシェを活用した農林水産物のＰＲ 

・イベント出展を通じた物産振興団体による販路拡大支援 

・三池港国際コンテナ航路安定化事業 

イ）需要に応じた生産力の強化 

経営資源の集約化による担い手の規模拡大、品質向上や安定生産に
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よる供給の拡大、低コスト化の促進、県独自品種・新技術開発の加速、

水産資源の持続的な利用の推進に取り組む。 

・大豆調整施設の長寿命化対策への支援、県産米麦の需要開拓と認知

度向上のためのＰＲ等 

・「福岡有明のり」の安定生産を図るための採苗技術や「タネ」の熟度

コントロール技術の開発 

・「秋王」の高品質安定生産技術等の開発、「早味かん」の生産拡大に

向けた改植支援、「早味かん」「秋王」の早急なブランド確立に向け

た認知度向上対策 

・「秋王」の長期貯蔵や雑菌繁殖抑制技術の開発 

・キウイフルーツの花粉を安定供給する技術（花粉の自家採取技術、

花粉の防除技術）の開発 

・インバウンド需要に対応した直売所の整備等 

・自給飼料の生産体制の整備及び博多和牛子牛安定確保 

・高能力な家畜の県内生産のための受精卵の採取・移植等への支援 

・ジビエの安定供給体制の構築による消費拡大 

・県産水産物を使用した加工品の開発及び販売拡大支援 

・ＩｏＴを活用した高品質な乾ノリ生産システムの開発 

・ＡＩ利用型農産物栽培支援システムの開発 

・ＩＣＴを活用した農産物の生産性向上対策 

ウ）意欲ある担い手の育成・確保 

新規就業者の確保・定着を促進するとともに、規模拡大や人材育成

等を通じ、担い手の経営力の強化を図る。 

・農業経営者のスキルアップのための農業マーケティング塾の開催 

・主伐の生産性向上に向けた研修会の開催 

・農外からの参入者等の就農・定着支援 

エ）県民とともにつくる農林水産業の推進 

農林漁業の応援団づくりにより県民の支持を拡大するとともに、食

育・地産地消の取組みに加え、新たに木育・花育も推進する。また、

県産農林水産物の衛生管理や家畜伝染病の発生予防の徹底等を通じ、

安全・安心を確保する。 

・農林水産業体験ツアーの実施 

・HACCPを導入した安全安心な県産農林水産物の生産及び消費拡大 

・HACCPアドバイザーの派遣や、食の安全・安心イベントの開催 

・地産地消の推進 

オ）魅力ある農山漁村づくりの推進 
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魅力ある特産物づくりなど、地域の特色を活かして農山漁村の活性

化を図る。また、農林水産業が持つ多面的機能の維持・増進、防災・

減災対策の強化を図る。 

・うきは市の農業環境の優位性を分析するための地下水等の農的水環

境の調査の実施 

・中山間地域での活動定着に向けた支援 

・文化財を農村資源として活用するためのガイダンス拠点等の整備に

よる農的空間の整備 

④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

本事業で生産者の「稼ぐ力」を向上させ、その収益力をもとに自立して

いくことを基本とし、県は技術開発や九州各県と連携した広域的取組みな

どに関して支援していく。 

 

 【官民協働】 

行政が事業全体のコーディネートと、生産技術開発や新品目導入時等

の負担軽減、優位性調査等を担いながら、民間事業者と一体となって総

力戦で取り組んでいく。 

農林水産団体はブランディングのノウハウを蓄積し、生産者はニーズ

に応じるための経営規模拡大と安定化を図り、ノウハウを共有して自ら

マーケティングしていく力を備えていく。金融機関は県との協定に基づ

きバイヤー紹介や積極的融資で協力し、輸出商社や地域総合商社との連

携により一層の事業効果を高める。 

また、本事業を通して広範な波及効果を生み出していくため、観光業

界等の事業に関わるあらゆる団体と継続的な連携を図っていく。 

さらに、平成筑豊鉄道沿線自治体等で構成する平成筑豊鉄道推進協議

会と平成筑豊鉄道のほか、移動型レストランを運営する民間事業者、Ｊ

Ａ、直売所等と連携して取り組んでいく。 

 

【政策間連携】 

観光振興政策と連携を図ることで、観光業界や外食産業等のニーズを

把握できるとともに、食と観光のインバウンド需要を効率的に取り込む

ことが出来る。 

文化財行政と連携し、文化財を経営資源の一部として活用する農業生

産活動を活発化することにより、文化財の保全を安定的に実施。さらに

それが次の農業生産活動に結びつく正のスパイラルを形成する。 



7 

交通政策と連携することで、多くの人が集まる駅または移動型レスト

ランでの農林水産物の積極的なPRや販売が可能となる。 

 

【地域間連携】 

県内市町村と連携することで、広域的な産地形成を可能とし、さらに

身近な地域がサポート体制をとることで新規生産者の確保につながる。

さらに、うきは市との連携により、農業基盤形成による地域経済活性化

の好事例として、県内各地で同様に地域資源を見つめ直した新たな取組

みがなされることが期待される。 

また、県では九州・山口各県と連携することにより、大規模商談会や

大型販路開拓が可能となる。 

 

【その他の先導性】 

ア）狙う市場や実現したい将来像 

現在、・本県産品のブランド力を高めることは、本県農林水産業の生

産性を向上し、確固たる産出額と雇用創出力を備えていくうえで重要で

ある。 

首都圏等においては、「あまおう」が贈答用などの高級品市場で地位

を確立しており、まずはこの販路等を活かしながら、高級百貨店や高級

ホテルへの供給を狙う。それ以外にも、小規模こだわりの店やふるさと

小包等の流通チャネルごとに的確な品質や価格帯を見極め、無駄のない

戦略を展開していく。 

海外に向けては、現在も取引のある香港・台湾・タイ等のアジアの国・

地域をはじめとし、米国市場や欧州市場へも徐々に展開をしていく。本

事業を通してＫＰＩ「農林水産物輸出額」34億円を達成させ、農林水産

業を基幹産業とし、地域経済の牽引役としていく。 

 

イ）地域の強み・地域特性 

本県の農林水産業産出額は2,549億円（H27）であるが、そのうち、

野菜（産出額772億円、シェア30.3%）、果実（同266億円、10.4%）、

花き（同181億円、7.1%）など、園芸作物の産出額が半数以上を占める

園芸農業が盛んな県であり、国内消費拡大や輸出拡大に即した安定的

な供給が行える素地がある。 

文化遺産が多く、観光地としても九州の玄関口として「福岡」の名

前は一定の知名度をもつ。また、九州・山口各県とは産業経済の結び

つきが強く、一体となった取組みを行うことで大規模商談会の開催や
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安定供給が可能となるなど、大きな効果が期待できる。 

成長著しいアジア地域との地理的近接性、交通インフラ、長い交流

の歴史等の優位性を最大限に活用し、訪日外国人に対するインバウン

ド需要を取り込み、帰国後の需要増も期待できる。 

 

ウ）直接性 

販売単価の上昇が見込まれる県産品のブランド化の推進は、直接的

に携わる生産者等の所得向上につながる。また、うきは市では農業の

担い手を育成していくことが「起業」であり、持続可能な地域経済の

発展に結びつく。そして、歴史的資源の多くが農地に存在することか

ら、これを保存することは農産物の生育環境に対して付加価値を与え

ることとなり、うきは市の農産物全体の高付加価値化、農業の生産性

の向上に寄与するものである。 

 

エ）新規性 

地域農業の価値を、空間軸・歴史軸の双方により位置付けることで、

他地域にはない優位性を明確にし、農業所得の増大に結びつけることを

可能とする本事業のブランディング戦略へのアプローチは、日本的テロ

ワールによる農業基盤形成の、県はもとより全国的なモデルになるもの

である。 

 

⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

増加分 

（１年目） 

平成29年度 

増加分 

（２年目） 

平成30年度 

増加分 

（３年目） 
県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
19 6 2 2 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
100 3 2 3 

農林水産物のブランド

品目数（単位：品目） 
7 3 1 1 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 408 0 0 0 
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平成31年度 

増加分 

（４年目） 

平成32年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の

累計 

県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
2 3 15 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
3 5 16 

農林水産物のブランド

品目数（品目） 
1 1 7 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 20 20 40 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

毎年度、３月末時点のＫＰＩ達成状況を取りまとめ、福岡県総合計

画審議会、田川市経営評価改革推進委員会、直方市まち・ひと・しご

と創生総合戦略検証委員会、行橋市まち・ひと・しごと創生有識者会

議、うきは市ルネッサンス戦略推進協議会、小竹町移住定住すみよか

計画策定推進委員会、福智町地方創生推進委員会、糸田町有識者委員

会、香春町総合戦略検証委員会、あか村地方創生検証委員会、みやこ

町地方創生事業効果検証会議に報告し、意見を聴取する。加えて、県

及び市町村議会に報告し、意見を聴取することで効果検証を行う。 

 

【検証結果の公表の方法】 

毎年度、県及び市町村それぞれが議会報告後にホームページで公表す

る。 

 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費 1,712,421千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成33年３月31日（５ヵ年度） 

 

⑨ その他必要な事項 

特になし 
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 ５－３ その他の事業 

５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該当なし 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

        該当なし 

 

６ 計画期間 

 地域再生計画認定の日から平成33年３月31日 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 

【検証方法】 

毎年度、３月末時点のＫＰＩ達成状況を取りまとめ、福岡県総合計画審

議会、田川市経営評価改革推進委員会、直方市まち・ひと・しごと創生総

合戦略検証委員会、行橋市まち・ひと・しごと創生有識者会議、うきは市

ルネッサンス戦略推進協議会、小竹町移住定住すみよか計画策定推進委員

会、福智町地方創生推進委員会、糸田町有識者委員会、香春町総合戦略検

証委員会、あか村地方創生検証委員会、みやこ町地方創生事業効果検証会

議に報告し、意見を聴取する。加えて、県及び市町村議会に報告し、意見

を聴取することで効果検証を行う。 

 

 

７－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

平成28年度 

増加分 

（１年目） 

平成29年度 

増加分 

（２年目） 

平成30年度 

増加分 

（３年目） 
県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
19 6 2 2 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
100 3 2 3 

農林水産物のブランド

品目数（単位：品目） 
7 3 1 1 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 408 0 0 0 
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平成31年度 

増加分 

（４年目） 

平成32年度 

増加分 

（５年目） 

KPI増加分の

累計 

県産農林水産物輸出額

（単位：億円） 
2 3 15 

うきは産の農産物の平

均出荷価格（単位：％） 
3 5 16 

農林水産物のブランド

品目数（品目） 
1 1 7 

移動レストランやマルシェ開催等による

交流人口の増加（単位：人） 20 20 40 

 

７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

毎年度、県及び市町村それぞれが議会報告後にホームページで公表する。 


