
第２章 園芸農業の概要



１ 園芸農業の現状と課題

野菜、花き及び果樹の生産振興を図るため、沖縄２１世紀農林水産業振興計画に基づき
戦略品目（市場競争力の強化による生産拡大及び付加価値を高めることが期待される品
目）を定め、「定時・定量・定品質」を基本とする拠点産地の形成による生産供給体制の強
化、流通の効率化、販売促進活動等を行うことにより、消費者や市場から信頼されるおき
なわブランドの確立を目指している。

（１）農業全体に占める地位
本県農業の産出額は、昭和60年の1,161億円をピークに減少傾向を示しており、平成８年

には1,000億円を下回った。その後は900億円前後で推移している。そのうち園芸作物は、
平成２年の390億円をピークに減少し、近年は300億円前後で推移している。
平成29年の農業産出額は、1,005億円と昨年に続き1,000億円を上回った。うち耕種部門

は、547億円で農業全体の54％、畜産が457億円で45％を占めている。耕種のうち園芸作物
は、310億円で農業全体の31％を占めている。園芸作物の内訳は、野菜が153億円、花きが9
7億円、果樹が60億円となっている（平成29年生産農業所得統計）。

（２）現状
本県の野菜、花き、果樹は亜熱帯の温暖な自然条件を生かし、冬春期の県外の端境期に

おける供給産地として生産が行われている。
野菜については、ゴーヤー、さやいんげん、トマト、オクラ、かぼちゃの５品目で野菜

産出額の41％を占めている（平成29年生産農業所得統計）。
花きについては、キクが出荷額の約76％を占め、全国一の小ギクの産地となっている。

近年は、切り葉、熱帯性花き、観葉鉢物など品目の多様化が図られつつある。
果樹については、マンゴーの生産が伸びている一方、その他の熱帯果樹は横ばい傾向に

ある。マンゴーは外国産と比較して品質が優れており県外市場でも高い評価をうけ、産出
額は県産果樹のトップに立つなど有望な品目である。
県外市場においては、さやいんげん、ゴーヤー、かぼちゃ、オクラ、キク、マンゴー等

で県産品の占める割合が高くなっている。

（３）振興上の課題
○ 夏秋期の台風襲来、病害虫の多発、冬春期の日照不足等の自然条件の影響から、周
年を通した安定的な生産出荷が課題。

○ 生産規模が小さく、生産地が分散していることから、生産供給体制の強化が課題。
○ 国内の大消費地から遠隔な島しょ県であることから流通の効率化及び輸送コストの
低減が課題。

○ 冬春期に偏った生産となっており、農家労働の平準化が課題。
○ 輸入農産物の増大や市場価格の低迷等厳しい経営環境が続くなか農家経営の安定化
が課題。

○ 本県に適した優良品種の導入、オリジナル品種の開発等、優良種苗の安定供給体制
の構築が課題。

（４）園芸農業の振興対策
国際化に対応し、市場競争力のある園芸作物の供給産地を形成するためには、戦略品目

の生産振興を重点的に実施するとともに、流通の合理化を図るなどおきなわブランドを確
立し有利販売を行う必要がある。
○ 野菜については、計画的な生産、出荷体制を確立するため、拠点産地や指定産地を
育成し、周年を通して安定的に生産できる栽培施設の整備、農業機械の導入を推進
するとともに、技術の高位平準化、新技術・新品種の普及、価格安定対策の拡充強
化を図る。
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○ 花きについては、計画的な生産、出荷体制を確立するため、拠点産地を育成すると
ともに、平張施設等の整備、農業機械の導入を推進、技術の高位平準化、新技術・
新品種の普及に取り組み、高品質花きの安定生産・出荷と品目や作期の拡大を図る。

○ 果樹については、栽培施設等生産条件の整備により産地育成を推進するとともに、
栽培技術の高位平準化等により品質の向上を図る。

拠点産地の取組み

計画的な生産・出荷を強化するため、戦略品目ごとに拠点産地協議会を設置すること
により、生産者や生産出荷団体、市町村が連携して主体的に取組む体制を整備、おきな
わブランド確立に向けた拠点産地の形成に取り組んでいる。

拠点産地認定状況（平成26年度～平成30年度）

認定年度 市町村 品 目

平成26年度 南風原町 スターフルーツ

北大東村 かぼちゃ

平成27年度 － －

平成28年度 伊江村 モンステラ

伊江村 スプレーギク

伊江村 小ギク

本部町 シークヮーサー

平成29年度 糸満市 マンゴー

読谷村 ニンジン

恩納村 観葉鉢物

平成30年度 宮古島市 さやいんげん

東村 かぼちゃ
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農林水産戦略品目表（園芸品目）
令和元年9月末現在

区分

合計　39　品目

野菜
（16品目）

果樹
（12品目）

花き
（11品目）

戦略品目

さやいんげん

ゴーヤー

レタス

スイートコーン

ばれいしょ

さといも

オクラ

かぼちゃ

とうがん

すいか

メロン

ニンジン

ピーマン

島らっきょう

きゅうり

輪ぎく

トマト

レッドジンジャー

ソリダコ

切り葉

観葉鉢物

小ぎく

スプレーギク

洋ラン

トルコギキョウ

ストレリチア

ヘリコニア

マンゴー

パパイヤ

中晩柑類（タンカン、天草、南香）

パッションフルーツ

シークヮーサー

パインアップル（生食用）

※平成29年３月に、アレカヤシ、ドラセナ類、モンステラは切り
葉へまとめた。

アセローラ

びわ

アテモヤ

スターフルーツ

ドラゴンフルーツ

温州みかん
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　２　園芸作物等の産地認定総括表
令和元年９月末 現在

作物 産地認定数 認定年月日 認定番号

南城市（知念） 平成12年6月28日 野菜拠点産地－　２

南城市（大里） 平成16年10月26日 野菜拠点産地－１１

平成23年4月27日 野菜拠点産地－２８

平成23年1月20日 野菜拠点産地－２６

平成23年2月10日 野菜拠点産地－２７

平成31年1月23日 野菜拠点産地－３４

平成14年5月2日 野菜拠点産地－　８

平成14年5月2日 野菜拠点産地－　６

平成14年5月2日 野菜拠点産地－　７

平成16年10月26日 野菜拠点産地－１３

平成19年2月8日 野菜拠点産地－１９

1 平成12年6月28日 野菜拠点産地－　１

1 平成12年6月28日 野菜拠点産地－　４

平成17年11月18日 野菜拠点産地－１４

平成18年10月17日 野菜拠点産地－１７

平成20年11月13日 野菜拠点産地－２３

平成22年7月8日 野菜拠点産地－２５

平成25年4月26日 野菜拠点産地－３０

平成12年6月28日 野菜拠点産地－　３

平成16年10月26日 野菜拠点産地－１２

平成19年2月8日 野菜拠点産地－２０

平成22年1月7日 野菜拠点産地－２４

平成26年3月26日 野菜拠点産地－３１

平成27年3月26日 野菜拠点産地－３２

平成31年3月27日 野菜拠点産地－３５

平成15年9月24日 野菜拠点産地－　９

宮古島市(下地) 平成15年9月1日 野菜拠点産地－１０

平成19年2月8日 野菜拠点産地－２１

1 平成12年6月28日 野菜拠点産地－　５

平成18年1月24日 野菜拠点産地－１５

平成18年1月24日 野菜拠点産地－１６

平成30年1月20日 野菜拠点産地－３３

1 平成18年12月6日 野菜拠点産地－１８

1 平成19年12月26日 野菜拠点産地－２２

1 平成24年5月30日 野菜拠点産地－２９

35
平成12年6月28日 花き拠点産地－　１

平成15年9月24日 花き拠点産地－　３

平成18年12月26日 花き拠点産地－１１

平成21年2月12日 花き拠点産地－１６

平成14年5月2日 花き拠点産地－　２

平成15年9月24日 花き拠点産地－　４

平成15年9月24日 花き拠点産地－　５

平成15年9月24日 花き拠点産地－　６

平成17年6月22日 花き拠点産地－　７

平成18年1月24日 花き拠点産地－　９

平成18年3月30日 花き拠点産地－１０

平成19年12月26日 花き拠点産地－１４

平成21年2月12日 花き拠点産地－１７

平成23年6月6日 花き拠点産地－２０

平成28年4月19日 花き拠点産地－２４

1 平成28年4月19日 花き拠点産地－２３

1 平成23年2月10日 花き拠点産地－１９

1 平成17年6月22日 花き拠点産地－　８

1 平成19年6月21日 花き拠点産地－１２

1 平成19年6月21日 花き拠点産地－１３

平成20年2月15日 花き拠点産地－１５

平成22年3月30日 花き拠点産地－１８

1 平成25年9月4日 花き拠点産地ー２１

1 平成28年4月19日 花き拠点産地－２２

1 平成30年3月28日 花き拠点産地－２５

25
平成12年6月28日 果樹拠点産地－　１

平成20年2月15日 果樹拠点産地－１２

平成21年3月26日 果樹拠点産地－１７

平成22年1月15日 果樹拠点産地－１８

平成22年7月13日 果樹拠点産地－１９

平成22年7月15日 果樹拠点産地－２０

平成23年6月13日 果樹拠点産地－２１

平成23年8月2日 果樹拠点産地－２２

平成25年7月9日 果樹拠点産地－２４

平成29年7月14日 果樹拠点産地－２７

1 平成12年6月28日 果樹拠点産地－　１

天草 1 平成18年12月5日 果樹拠点産地－　７

平成19年1月31日 果樹拠点産地－　８

平成19年1月31日 果樹拠点産地－　９

平成20年3月27日 果樹拠点産地－１５

平成15年9月24日 果樹拠点産地－　２

平成17年6月22日 果樹拠点産地－　３

平成17年10月6日 果樹拠点産地－　４

平成17年10月6日 果樹拠点産地－　５

平成28年10月19日 果樹拠点産地－２６

平成18年9月8日 果樹拠点産地－　６

平成19年8月10日 果樹拠点産地－１０

平成20年3月27日 果樹拠点産地－１3

びわ 1 平成20年2月15日 果樹拠点産地－１１

アセローラ 1 平成20年3月27日 果樹拠点産地－１４

1 平成24年3月29日 果樹拠点産地－２３

スターフルーツ 1 平成27年1月20日 果樹拠点産地－２５

27
87

南風原町

戦略品目 認定市町村

野菜

さやいんげん 6

久米島町

宮古島市

レタス 糸満市

南城市

八重瀬町

宮古島市

ゴーヤー 5

名護市

糸満市

南城市（知念）

ばれいしょ 宜野座村

オクラ 5

うるま市

石垣市

南城市

東村

とうがん 3
伊江村

宮古島市

八重瀬町

宮古島市

かぼちゃ 7

南風原町(津嘉山)

南風原町

宮古島市

名護市

竹富町

11

読谷村

ピーマン 八重瀬町（具志頭）

島らっきょう 伊江村

トマト 豊見城市

す　い　か 今帰仁村

にんじん 3
糸満市

読谷村

うるま市

恩納村

モンステラ（切り葉）

計

花き

輪ぎく 4

伊江村

糸満市

沖縄市

うるま市

八重瀬町

名護市

久米島町

国頭村

伊江村

スプレーぎく 伊江村

今帰仁村

本部町

久米島町

小ぎく

3

大宜味村

今帰仁村

恩納村

ドラセナ類（切り葉） 2
恩納村
名護市

アレカヤシ（切り葉） 名護市

洋ラン うるま市

ストレリチア 南風原町

石垣市

石垣市ジンジャー
ヘリコニア

パッションフルーツ 2
糸満市

3

園芸　計

沖縄市

本部町

アテモヤ 恩納村

計

本部町

パインアップル（生食用） 3
東村

石垣市

竹富町

果樹

豊見城市

パパイヤ

中晩柑類
うるま市

ﾀﾝｶﾝ

うるま市

北大東村

伊江村

名護市

観葉鉢物 恩納村

計

マンゴー 10

糸満市

豊見城市

名護市

国頭村

本部町

沖縄市

宮古島市

国頭村

南城市

うるま市

今帰仁村

八重瀬町

宜野座村

シークヮーサー
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３　産地協議会一覧

（令和元年9月末現在）
番号 市町村名 品 目 名 

※1 産地協議会設立日 協議会事務局 会　長 副 会 長

１ 国頭村 ばれいしょ 平成11年11月19日 JA北部地区営農振興ｾﾝﾀｰ
JA国頭支店
営農経済課長

国頭村経済課長

２ 東村 かぼちゃ
平成25年6月20日
（平成31年3月27日認定）

東村農林水産課
東村農林水産課長兼農業
委員会事務局長

ＪＡ東支店経済課長

３ さやいんげん

４ ゴーヤー

５ かぼちゃ

６ 宜野座村 ばれいしょ
平成12年7月6日
（平成12年6月28日認定）

JA宜野座支店 JA宜野座支店経済課長 宜野座村農林水産課長

７ すいか
平成11年10月29日
（平成12年6月28日認定）

今帰仁村経済課、JA北部地
区営農振興センター

今帰仁村経済課長 JA今帰仁支店長

８ ゴーヤー

９ さやいんげん

１０ トマト

１１ ピーマン

１２ きゅうり

１３ さやいんげん

１４ さといも

１５ とうがん

１６ 島らっきょう

トマト
きゅうり

１８ さやいんげん

１９ ゴーヤー

２０ 中部地区 オクラ
平成17年8月24日
（平成17年11月18日認定：うるま市）

ＪＡ中部営農振興ｾﾝﾀｰ ＪＡ中部営農振興ｾﾝﾀｰ長 うるま市農政課長

２１ オクラ

２２ さやいんげん

２３ にんじん

２４ ゴーヤー

２５ さやいんげん

２６ にんじん

２７ 中城村 トマト等 平成27年1月15日 中城村産業振興課 中城村産業振興課長
中城村農林水産課長
JAおきなわ中城支店長

２８ 西原町
ゴーヤー、さやいんげん
他 平成27年11月4日 西原町産業観光課 西原町産業観光課長 JA西原支店経済課長

２９ 豊見城市 トマト
平成19年11月21日
（平成24年5月30日認定）

豊見城市
JA南部地区営農振興ｾﾝﾀｰ

豊見城市農林水産課長 JA豊見城支店経済部長

３０ ゴーヤー

３１ レタス

３２ にんじん

３３ さやいんげん

３４ ピーマン

３５ ゴーヤー

３６ レタス

３７ ピーマン
平成13年3月13日
（平成18年12月6日認定）

JA具志頭支店経済課長

３８ オクラ
平成22年5月18日
（平成22年7月8日認定）

３９ さやいんげん
平成22年5月18日
（平成23年1月20日認定）

４０ さやいんげん

４１ きゅうり

４２
旧大里村いんげん・ｺﾞｰﾔｰ産地協議
会

さやいんげん
平成12年10月12日
（平成16年10月26日認定）

JA大里支店経済課
JA大里支店野菜生産部会
会長

４３ さやいんげん
平成11年10月15日
（平成12年6月28日認定）

４４ ゴーヤー
平成14年2月20日
（平成14年5月2日認定）

４５ 南城市オクラ産地協議会 オクラ
平成20年7月25日
（平成20年11月13日認定）

南城市産業振興課 南城市産業振興課長 JA玉城支店長

４６ かぼちゃ
平成１1年10月29日
(平成12年6月28日認定）

JA津嘉山支店経済部経済課 JA津嘉山支店経済部長 南風原町産業振興課長

４７ ゴーヤー

４８ かぼちゃ

４９ さといも

５０ ゴーヤー

５１ さやいんげん

５２ かぼちゃ 平成28年9月1日 久米島町産業振興課 久米島町産業振興課長 株式会社　風の大地久米島

５３ 南大東村 かぼちゃ 平成26年12月12日 南大東村産業課 南大東村産業課長 JA南大東村支店長

５４ ばれいしょ 平成12年12月18日 JA北大東支店 JA北大東支店経済課長 北大東村経済課長

５５ かぼちゃ
平成26年11月10日
（平成27年3月26日）

JA北大東支店 JA北大東支店支店長 北大東村役場経済課長

５６ さやいんげん

５７ メロン

５８ ゴーヤー
平成18年7月31日
（平成19年2月8日認定）

JAｺﾞｰﾔｰ専門部会長

５９ とうがん
平成18年10月27日
（平成19年2月8日認定）

JAとうがん専門部会長

６０ かぼちゃ
平成18年10月27日
（平成19年2月8日認定）

JA宮古地区営農振興ｾﾝﾀｰ、
宮古島市、ﾃｨﾀﾞﾌｧｰﾑたらま

JAかぼちゃ専門部会長

６１ オクラ
平成21年8月5日
（平成25年4月26日認定）

JA宮古地区営農振興ｾﾝﾀｰ、
宮古島市

宮古島市農政課長 JAｵｸﾗ専門部会長

６２ 島らっきょう 平成20年9月29日
ｺｰﾗﾙ･ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ株式会社、宮
古島市農政課

宮古島市農政課長 ｺｰﾗﾙ･ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ株式会社

６３ 多良間村 かぼちゃ 平成11年11月8日 多良間村産業経済課 多良間村産業経済課長
JA多良間支店経済課長、JA
かぼちゃ専門部会多良間支
部長

６４ ゴーヤー 平成25年7月8日 石垣市農政経済課 石垣市農政経済課長
JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ長、八重山農林水産振興
ｾﾝﾀｰ農業改良普及課長

６５ かぼちゃ 平成11年11月2日
JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ

JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ農産部長

石垣市農政経済課長

６６ さやいんげん 平成17年11月2日
JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ農産部長

６７ オクラ
平成17年11月25日
(平成18年10月17日認定)

JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ長

６８ 竹富町 かぼちゃ
平成25年3月12日
（平成26年3月26日認定）

竹富町産業振興課農政係 竹富町産業振興課長 竹富町産業振興課長補佐

※
1
戦略品目のみ記載。

南城市管内JA支店長代表

中部地区ｵｸﾗ産地協議会

JA今帰仁支店経済課長、花
卉農協営農指導次長

野菜産地協議会一覧表（網掛：拠点産地認定済）

産地協議会名

国頭村ﾊﾞﾚｲｼｮ拠点産地協議会

東村園芸作物等産地協議会

名護市 野菜産地協議会

平成20年2月28日
（平成11年10月28日設立）

（ｺﾞｰﾔｰ：平成14年5月2日認定、
かぼちゃ：平成22年1月7日認定）

名護市
JA名護支店

名護市園芸畜産課
JA北部地区営農振興ｾﾝﾀｰ
農産部長

宜野座村ﾊﾞﾚｲｼｮ産地協議会

今帰仁村

今帰仁村ｽｲｶ産地協議会

今帰仁村野菜・花卉・果樹産地協議会 平成24年4月1日 今帰仁村経済課 今帰仁村経済課長

伊江村農林水産課長

中部地区 中部ｲﾝｹﾞﾝ･ｺﾞｰﾔｰ産地協議会 平成14年6月26日 JA中部地区営農振興ｾﾝﾀｰ
JA中部地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ農産部長

生産者代表､市町村代表､県
中部普及ｾﾝﾀｰ

伊江村 伊江村野菜産地推進協議会
平成13年1月11日
（とうがん：平成15年9月24日認定、
島らっきょう：平成19年12月26日認定）

伊江村役場農林水産課 JA伊江支店営農販売課長

北部地区野菜産地協議会北部地区 平成29年8月16日
JA北部地区営農振興セン
ター

大宜味村産業振興課長 名護市園芸畜産課長

糸満市 糸満市農業戦略産地連絡協議会

平成12年11月12日
（ﾚﾀｽ：平成12年6月28日認定、
ｺﾞｰﾔｰ：平成14年5月2日認定、
ﾆﾝｼﾞﾝ：平成18年1月24日認定） 糸満市農政課 糸満市経済観光部長

糸満市農政課長、JA糸満支
店経済部長

読谷村 読谷村元気やさい産地協議会 平成18年11月21日 読谷村農業推進課 JA読谷支店長 読谷村農業推進課長

中城村野菜産地協議会

平成25年5月21日

西原町野菜産地協議会

豊見城市ﾄﾏﾄ産地協議会

南城市

南城市野菜産地協議会

南城市産業振興課長
旧知念ｻﾔｲﾝｹﾞﾝ・ｺﾞｰﾔｰ産地協議会 JA知念支店経済課 JA知念支店長

八重瀬町農林水産課長
JA東風平支店長

八重瀬町具志頭ﾋﾟｰﾏﾝ産地協議会

八重瀬町ｵｸﾗ・さやいんげん産地協議会 八重瀬町農林水産課 八重瀬町農林水産課長 JA具志頭支店長

八重瀬町

東風平町ﾚﾀｽ・ｺﾞｰﾔｰ産地協議会 平成11年10月28日
八重瀬町農林水産課

平成23年1月25日
（平成23年4月27日認定）

南城市産業振興課 南城市産業振興課長

JA久米島支店農産課長 久米島町産業振興課長

久米島町かぼちゃ産地協議会

南風原町

南風原町津嘉山かぼちゃ拠点産地協議会

南風原町ｺﾞｰﾔｰ・かぼちゃ拠点産地協議会
平成13年2月22日
（ｶﾎﾞﾁｬ：平成16年10月26日認定）

JA南風原支店経済部経済課 JA南風原支店経済部長 南風原町産業振興課長

竹富町園芸作物等産地協議会

宮古島市島らっきょう産地協議会

多良間村かぼちゃ産地協議会

石垣市

石垣市園芸作物等産地協議会

八重山地区かぼちゃ産地協議会

平成30年2月8日
（サヤインゲン：平成31年1月23日認定）

宮古島市ｺﾞｰﾔｰ産地協議会

八重山地区ｲﾝｹﾞﾝ産地協議会

宮古島市

宮古島市野菜産地協議会

宮古島市とうがん産地協議会

宮古島市かぼちゃ産地協議会

宮古島市ｵｸﾗ産地協議会

うるま市 うるま市野菜産地協議会

平成28年6月22日
（オクラ：平成17年11月18日認定）
（さやいんげん：平成23年2月10日認定）
（にんじん：平成18年1月24日認定）

うるま市農政課 うるま市農政課長

ＪＡ中部営農振興ｾﾝﾀｰ野菜
果実指導課長
中部農業改良普及センター
農業技術班長

１７

JA八重山地区営農振興ｾﾝ
ﾀｰ

石垣市農政経済課農産係長
八重山地区ｵｸﾗ産地協議会

宮古島市農政課 宮古島市農政課長
JA宮古営農振興ｾﾝﾀｰ長、宮
古農林水産振興ｾﾝﾀｰ農業
改良普及課長

JA宮古地区営農振興ｾﾝﾀｰ、
宮古島市

宮古島市農政課長

南大東村かぼちゃ産地協議会

北大東村
北大東村ﾊﾞﾚｲｼｮ産地協議会

北大東村かぼちゃ産地協議会

久米島町

久米島ｻﾄｲﾓ・ｺﾞｰﾔｰ・ｲﾝｹﾞﾝ産地協議会
平成12年11月20日
（ｺﾞｰﾔｰ：平成16年10月26日認定）

JA久米島支店、南部農業改
良普及ｾﾝﾀｰ
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番号 市町村名 品目名
※1 産地協議会設立年月日 協議会事務局 会長 副 会 長

１ 輪ギク

２ 小ギク

３ 東村 アレカヤシ 平成25年6月20日 東村農林水産課
東村農林水産課長兼農業
委員会事務局長

ＪＡ東支店経済課長

４ 輪ギク

５ 小ギク

６ 切り葉

７ 輪ギク

８ 小ギク

９ アレカヤシ 平成24年4月1日 今帰仁村経済課 今帰仁村経済課長
JA今帰仁支店経済課長、花
卉農協営農指導次長

１０ 洋ラン

１１ 輪ギク

１２ 小ギク

１３ 洋ラン 平成11年11月19日

１４ 輪ギク

１５ 小ギク

１６ ドラセナ類（切葉） 平成22年3月30日認定

１７ アレカヤシ（切葉） 平成25年9月4日認定

１８ 小ギク

１９ アレカヤシ（切葉）

２０ ドラセナ類（切葉）

２１ 観葉鉢物

２２ 洋ラン

２３ 小ギク

２４ ドラセナ類（切葉）

２５ 観葉鉢物

２６ 金武町 小ギク 平成14年7月16日 金武町産業振興課 金武町産業振興課長 JA金武支店長

２７ 輪ギク

２８ 小ギク

２９ スプレーギク

３０ モンステラ
平成26年5月20日
（モンステラ平成28年4月19日認定）

３１ 小ギク
平成17年9月27日
（平成18年1月24日認定）

３２ 洋ラン
平成22年9月14日
（平成23年2月10日認定）

３３ トルコギキョウ 平成27年7月23日

３４ 沖縄市 小ギク
平成11年8月19日
（平成17年6月22日認定）

沖縄市農林水産課 JA美里支店経済課長
沖縄市農林水産課長、中部
普及センター農業技術班長

３５ 読谷村 小ギク
平成11年10月5日
（平成14年5月2日認定）

読谷村農業推進課
中部普及センター

読谷村農業推進課長
JAゆんた支店経済課長、花
卉農協総務部長

３６ 輪ギク

３７ 小ギク

３８ 輪ギク

３９ 小ギク

４０ 南部広域 トルコギキョウ 平成27年4月23日 八重瀬町農林水産課 八重瀬町農林水産課長
JAおきなわ南部地区営農セ
ンター農産次長

４１ 洋ラン

４２ 小ギク

４３ 八重瀬町 小ギク
平成18年1月20日
（平成18年3月30日認定）

八重瀬町農林水産課 八重瀬町農林水産課長 JA具志頭支店経済課長

４４ 南城市 小ギク 平成24年11月12日 南城市産業振興課 南城市産業振興課長 JA玉城支店経済課長

４５ 与那原町 小ギク 平成15年7月2日 与那原町農水環境安全課
与那原町農水環境安全課
長

JA与那原支店長、与那原町
花き生産農家1名

４６ 洋ラン

４７ 小ギク

４８ ストレリチア

４９ 輪ギク

５０ 小ギク

平成25年7月8日

ヘリコニア

５２ ジンジャー

※1戦略品目のみ記載。

５１
石垣市

石垣市園芸作物等産地協議会

石垣市農政経済課 石垣市農林水産部長

JA南部営農センター青果生
産部長

久米島町 久米島町花卉産地協議会
平成12年6月15日
（輪ギク・小ギク：
　平成21年2月12日認定）

久米島町産業振興課 久米島町産業振興課長
JA久米島支店農産課長、花
卉農協営農指導次長、久米
島町農業委員会局長

JA八重山営農センター長、八
重山農林水産振興センター
農業技術班長花卉産地協議会

平成13年8月3日
（ヘリコニア・ジンジャー：
　平成19年6月21日認定）

八重瀬町小ぎく産地協議会

南城市花き産地協議会

与那原町花き産地協議会

南風原町 南風原町花き拠点産地協議会

JA西原支店経済課長

平成13年2月22日
（ストレリチア：
　平成17年6月22日認定）

南風原町産業振興課 南風原町産業振興課長

南部地区トルコギキョウ産地協議会

糸満市 糸満市農業戦略産地連絡協議会
平成11年11月2日
（小ギク：
　平成15年9月24日認定）

糸満市農政課 糸満市経済観光部長
糸満市農政課長、JA糸満支
店経済部長

西原町 西原町花き産地育成協議会 平成15年11月27日 西原町産業課 西原町産業課長

沖縄市花き産地協議会

読谷村花き産地協議会

中城村 中城村花卉拠点産地協議会 平成13年8月16日

伊江村農林水産課長

JA伊江支店営農課長、花卉
農協営農指導次長、花卉農
協伊江支部長、ＪＡ伊江支店
花卉部会長

うるま市 うるま市花き産地協議会 うるま市農政課 うるま市農政課長
JA中部営農ｾﾝﾀｰ長、中部普
及ｾﾝﾀｰ農業技術班長

中城村農林水産課 中城村農林水産課長
JA中城支店指導販売課長、
花卉農協営農指導部長、中
部普及ｾﾝﾀｰ農業技術班長

金武町花き産地システム化推進協議会

伊江村 伊江村花き拠点産地推進会議

平成11年11月24日
（輪ギク：平成12年6月28日認定）（小ギク、
スプレーギク平成28年4月19日認定）

伊江村農林水産課

JA宜野座支店長

恩納村 恩納村花き産地システム化推進協議会

平成12年10月3日
（小ギク：
　平成15年9月24日認定
　ドラセナ類（切葉）：
　平成20年2月15日認定
  観葉鉢物：
　平成30年3月29日認定）

恩納村農林水産課
北部農林水産振興センター

恩納村農林水産課長
JA恩納支店経済課長、花卉
農協営農次長、北部花卉園
芸組合事務局長

宜野座村 宜野座村花卉産地協議会 平成25年5月23日
宜野座村産業振興課、普及
課

宜野座村産業振興課長

名護市 名護市花き産地育成推進協議会
名護市産業振興課
花卉農協
ＪＡ北部営農センター

名護市産業振興課長
ＪＡ北部地区営農センター、
花卉農協営農指導部長

平成12年5月17日
（小ギク：
　平成19年12月26日認定）

本部町 本部町花き拠点産地協議会
平成13年7月6日
（輪ギク：
　平成18年12月26日認定）

本部町産業振興課 本部町産業振興課長

今帰仁村

今帰仁村きく産地協議会
平成11年10月5日
（輪ギク・小ギク：
　平成15年9月24日認定）

今帰仁村経済課 今帰仁村経済課長 花卉農協営農指導部長

今帰仁村野菜・花卉・果樹産地協議会

JA本部支店経済課長、花卉
農協営農指導次長、北部農
林水産振興センター園芸技
術普及班長

東村園芸作物等産地協議会

花き産地協議会一覧表（網掛：拠点産地認定済）
（令和元年9月末現在）

産地協議会名

国頭村 国頭村花卉産地協議会 平成14年1月16日 国頭村経済課 国頭村経済課長 花卉農協営農指導員

大宜味村花卉産地振興協議会大宜味村
JA大宜味支店花卉生産部会
会長、花卉農協大宜味支部
長

大宜味村産業振興課長大宜味村産業振興課平成25年6月10日
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市町村 品目名 産地協議会設立年月日 協議会事務局 会長 副 会 長

１ 中晩柑類
平成11年11月19日
（平成19年1月31日認定）

JA国頭支店 JA国頭支店営農経済部長 国頭村経済課長

２ マンゴー
平成19年6月７日
（平成22年1月15日認定）

国頭村経済課、県北部農業改良普
及課、JA北部営農センター

国頭村経済課長 JA国頭支店経済課長

３ パインアップル 平成30年3月12日
国頭村経済課、県北部普及課、JA
北部営農振興センターパイン対策
部

国頭村経済課長 JA国頭支店経済課長

４ シークヮーサー
平成17年6月2日
（平成17年10月6日認定)

大宜味村経済課シークヮーサー振
興室長

大宜味村助役 JA大宜味支店長

５ マンゴー 平成21年1月19日
大宜味村産業振興課、北部農業改
良普及課

大宜味村産業振興課長 生産者代表

６ パインアップル 平成24年11月16日 大宜味村産業振興課 大宜味村産業振興課長
大宜味村農業委員会
事務局長

７ 東村
ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ
（生食用）

平成16年6月16日
（平成18年9月8日認定）

東村農林水産課
東村経済課長兼農業委員会事務
局長

ＪＡ東支店経済課長

８ マンゴー
平成22年3月24日
（平成23年6月13日認定）

今帰仁村経済課、JA北部営農振興
センター、北部普及課

今帰仁村経済課長 生産者代表

９ パインアップル 平成28年4月1日 今帰仁村経済課 今帰仁村経済課長 生産者代表

１０
中晩柑類
（タンカン）

１１ アセローラ

１２ パイン他 平成23年10月14日 本部町農林水産課 本部町農林水産課長 県北部農業改良普及課園芸技術普及班長

１３ シークヮーサー 平成27年7月31日 本部町農林水産課 本部町副町長 本部町商工会長

１４
中晩柑類
（タンカン）

１５ シークヮーサー

１６ マンゴー 平成27年12月1日 名護市園芸畜産課 名護市園芸畜産課長
県北部農業改良普及課園芸技術普及班
長、ＪＡ北部営農振興センター農産部長

１７ パイン 平成30年10月23日
名護市園芸畜産課、JA北部営農振
興センターパイン対策部

名護市園芸畜産課長 生産者代表

１８ マンゴー

１９ パイン他

２０ パッションフルーツ
平成11年11月19日
（平成17年6月22日認定）

２１ アテモヤ

２２
マンゴー、ゴレンシ、
パインアップル

２３ パインアップル 平成29年2月17日 金武町農林水産課 金武町農林水産課長 金武町パインアップル生産部会長

２４ マンゴー 平成30年9月25日 金武町農林水産課 金武町農林水産課長 金武町マンゴー生産部会長

２５
うるま市（石川市、具
志川市）
沖縄市、嘉手納町

中晩柑類
（天草）

平成11年7月13日
（平成18年12月5日うるま市認定）

ＪＡ中部営農振興センター うるま市産業振興課長
ＪＡ中部営農振興センター長、
中部農業改良普及センター所長

２６ 中部地区 マンゴー 平成16年9月27日
JA中部営農振興センター、
中部農業改良普及センター

ＪＡ中部営農振興センター長
中部農業改良普及センター園芸普及課
長、
沖縄市農林水産課長

２７ マンゴー

２８ パイン他

２９ マンゴー

３０ ビワ

３１ 読谷村 パパイヤ 平成13年9月4日 読谷村農業推進課 読谷村農業推進課長
ＪＡ読谷支店経済課長
中部農業改良普及センター農業技術班長

３２ マンゴー

３３ パパイヤ

３４ パッションフルーツ
平成15年7月5日
（平成15年9月24日認定）

３５ マンゴー
平成15年7月5日
（平成29年7月14日認定）

３６ 八重瀬町 マンゴー
平成23年6月21日
（平成23年8月2日認定）

八重瀬町農林水産課 八重瀬町農林水産課長
JA具志頭支店経済課長
JA東風平支店経済課長

３７ マンゴー

３８ スターフルーツ

３９ 与那原町 マンゴー 平成26年6月27日 与那原町まちづくり課 与那原町まちづくり課長 JA与那原支店支店長

４０ 南城市 マンゴー
平成21年7月23日
（平成22年7月13日認定）

南城市産業振興課 南城市産業振興課長 JA大里支店長

平成25年5月14日 宮古島市農政課
JA宮古農林水産振興センター長、
宮古農業改良普及課長

宮古島市マンゴー産地協議会 マンゴー
平成19年3月27日
(平成21年3月26日認定)

宮古島市農政課、
ＪＡ宮古営農振興センター

JAマンゴー専門部会長、
宮古農業改良普及課　農業技術班長

平成25年7月8日
JA八重山営農振興センター長、
八重山農業改良普及課長

４２ 石垣市パインアップル産地協議会
パインアップル
（生食用）

平成19年6月4日
（平成19年8月10日認定）

八重山農業改良普及課長

４３ 石垣市マンゴー産地協議会 マンゴー 平成29年8月8日 JA八重山営農振興センター長

４４ マンゴー 平成25年3月12日 竹富町農林水産課長補佐

４５
竹富町パインアップル生産振興専門委
員会

パインアップル
（生食用）

平成20年1月29日
（平成20年3月27日認定）

竹富町農林水産課長補佐

南風原町産業振興課
JA南風原支店支店長
JA津嘉山支店支店長

ＪＡ豊見城支店営農販売課長、部会長

平成19年12月25日
（平成20年3月27日認定）

ＪＡ北部営農振興センター長

南風原町産業振興課長

豊見城市農林水産課、ＪＡ豊見城
支店

平成22年6月22日

沖縄市

４１

中部地区マンゴー産地協議会

八重瀬町マンゴー産地協議会

沖縄市果樹産地協議会

南風原町マンゴー・スターフルーツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　産地協議会

南風原町

今帰仁村

豊見城市

読谷村果樹産地協議会

うるま市産地協議会

金武町

金武町マンゴー産地協議会

うるま市

与那原町果樹産地協議会

国頭村マンゴー産地協議会

今帰仁村パインアップル生産協議会

本部町果樹産地協議会

恩納村

東村園芸作物等産地協議会

国頭村パインアップル産地協議会

名護市柑橘拠点産地協議会

宜野座村

名護市

国頭村中晩柑橘産地協議会

国頭村

石垣市

宜野座村熱帯果樹産地協議会

竹富町園芸作物等産地協議会

本部町

名護市パインアップル産地協議会

もとぶ産シークヮーサー生産・消費拡大推
進協議会

南城市マンゴー産地協議会

宮古島市農政課長

石垣市農林水産部農政経済課

果樹産地協議会一覧表(網掛：拠点産地認定済)
（令和元年9月末現在）

産地協議会名

大宜味村シークヮーサー産地振興協議会

大宜味村マンゴー産地協議会大宜味村

大宜味村パインアップル協議会

竹富町

石垣市園芸作物等産地協議会

宮古島市園芸産地協議会

宮古島市

石垣市農林水産部農政経済課長

竹富町産業振興課 竹富町産業振興課長

ＪＡ美里支店果樹産部会部会長
ＪＡコザ支店園芸生産部会部会員

本部町農林水産課

平成12年11月29日
(ｼｰｸﾜｰｻｰ：平成17年10月6日認定)
（ﾀﾝｶﾝ：平成19年1月31日認定）

本部町農林水産課長

今帰仁村マンゴー産地協議会

豊見城市マンゴー・パパイヤ産地協議会

恩納村熱帯果樹産地協議会（旧恩納村ﾊﾟｯ
ｼｮﾝﾌﾙｰﾂ等産地協議会）
（H17.9.27名称変更）

中部農業改良普及センター農業技術班
長、
JA中部営農振興センター野菜果樹指導課
長

熱帯果樹等産地協議会

中部地区晩生柑橘産地協議会

糸満市 糸満市農業戦略産地協議会 糸満市経済観光部農政課 糸満市経済観光部長

名護市マンゴー産地協議会

ＪＡ本部支店営経済課長、県北部農業改良
普及課園芸技術普及班長

名護市園芸畜産課長、
ＪＡ名護支店柑橘生産部会長

平成25年2月8日
（ﾏﾝｺﾞｰ:平成25年7月9日認定）

恩納村農林水産課長
ＪＡ恩納支店経済課長、JA恩納支店熱帯
果樹部会長

金武町パインアップル産地協議会

ＪＡ北部営農振興センター、名護市
園芸畜産課

平成17年9月27日
（平成24年3月29日認定）

恩納村農林水産課、ＪＡ恩納支店

沖縄市農林水産課長
平成15年8月29日
（平成20年2月15日認定）

ＪＡ糸満支店経済部長
糸満市役所経済観光部農政課長

ＪＡ宜野座支店長
宜野座村産業振興課、県北部農業
改良普及課、JA北部営農振興セン
ター

宜野座村産業振興課長

平成22年5月27日
（平成22年7月15日認定）

うるま市農政課 うるま市農政課長

沖縄市農林水産課

平成11年11月25日
（平成12年6月28日認定）

豊見城市農林水産課長
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４．施策・事業の展開

（１）おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化

　【施策の方向】

　亜熱帯性気候等の優位性を生かした活力ある産地を形成し、健康長寿や観光・リゾート地に

ふさわしい高品質かつ安全で安心な農林水産物を消費者や市場に安定的に供給することにより

おきなわブランドを確立します。　

　このため、優位性の発揮や生産向上が期待され重点的に推進すべき品目を定め、このうち市場

競争力の強化による生産拡大及び付加価値を高めることが期待される品目等を「戦略品目」、

社会経済施策等の観点から現制度を堅持しつつ生産確保を図るべき品目等を「安定品目」として

位置づけ、これらの品目に集中的な振興施策を講じます。

単位
平成22年度
（基準年）

令和元年度
 (現状）

平成33年度
 (目標）

地区 94 120 150

　

　ア　戦略品目の生産拡大によるおきなわブランドの確立

　【施策の展開】

　野菜、花き、果樹、かんしょ、薬用作物、肉用牛、木材、きのこ、魚介藻類の戦略品目について、

高品質で安定的に生産出荷できる拠点産地の形成を促進します。

  【主な取組】

○拠点産地形成及び施設の整備等

園芸品目のおきなわブランド確立フロー図

    　安全・安心・新鮮な作物を

　　　　　　　 消費者へ

指　　　標

  拠  点  産  地  数

園芸品目拠点産地

拠点産地とは？

組織力があり、「定時、定量、定品質」の出荷原則に基づき、

一定量の生産物を安定的に供給し、消費者や市場から信頼さ

れうる産地。

組織

・生産出荷組織の整備

・産地協議会の設立

・安定生産・安定供給への取組

方針策定等

生産出荷

・高品質安定生産体制の確立

・共同選果等による高品質・安定

供給体制の確立

県園芸作物

戦略品目

おきなわ

ブランド
品目

おきなわブランドの確立
（農業者所得の安定確保）

ゴーヤー

小ギク
マンゴー かぼちゃ

産地協議会数 拠点産地数

野菜 68 33

花き 52 25

果樹 45 27

合計 165 85

(令和元年9月末現在)

園芸品目産地協議会数と拠点産地数
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　イ　安定品目の生産供給体制の強化

　【施策の展開】

　さとうきび、パインアップル、水稲、葉たばこ、豚、生乳、鶏、特用林産物、沿岸魚介類

などの安定品目について、生産基盤の整備や新技術の開発・普及などを推進し、生産性の向上

を図り安定的な生産供給体制を確立します。

  【主な取組】

実施事業の内容（パインアップル）

○生産基盤の整備

　・品質向上のための生産施設及び省力化機械等の整備。

○新技術及び新品種の育成・普及推進

日焼け防止被覆ネットマルチポーター品質向上生産施設
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