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和牛の放牧による耕作放棄地の再生

○ 耕作放棄地の増加や鳥獣害の増加に悩んでいた石川県白山市を対象として、重点的な活動を展開。
が が

石川県

○ 普及指導員が主体となり、石川県版の耕作放棄地での和牛放牧技術を確立。同技術は、飼養コストが５．４万
円/頭削減できるほか、繁殖成績の向上や鳥獣害の軽減につながることが判明。

○ 普及指導員が、耕作放棄地を活用した地域振興策を提案し、県農林部・県里山創生部、県立大学、白山市等
の関係部署間のネットワークを構築 ４０年ぶりの田植えや ４０年ぶりの地元祭（里山祭）が開催の関係部署間のネットワ クを構築。４０年ぶりの田植えや、４０年ぶりの地元祭（里山祭）が開催。

具体的な成果

１ 耕作放棄地での和牛放牧の飼養管理技術を確立

普及指導員の活動

平成１９年
■耕作放棄地の増加や鳥獣害の増加に悩んでいた石川県白山市
を普及指導員の重点指導対象に選定。地域活性化に向けて、和
牛放牧技術を核とした地域振興を計画。

■和牛放牧技術に関する実証試験を開始。同技術による繁殖成績
への影響、飼養管理コストへの影響、鳥獣被害防止効果の検証
を開始。（H19年～H21年）

■ 和牛放牧に関する実証試験の結果、
①和牛放牧で、和牛繁殖力が向上することが判明
②飼養コストが５．４万円/頭削減することが判明
③鳥獣被害防止効果があることが判明

２ 耕作放棄地が４０年ぶりに再生

を開始。（H19年 H21年）
→実証試験の結果、耕作放棄地での和牛放牧による飼養管理コス
トの低減、鳥獣被害の低減、繁殖成績の向上
が実証。同技術が地域に定着し、耕作放棄地が水田として40年ぶ
りに復活。

繁殖効果を測定地域に耕作放棄地での和牛放牧の取組が定着

平成２１年～

復田した水田等を活用した地域振興を普及指導員が企画。普及指
導員が主体となり、石川県農林部、里山創生部、県立大学、白山市
等との連携体制を構築。４０年ぶりとなる｢里山祭｣が開催。

■増加し続けていた耕作放棄地が４０
年ぶりに再生。稲作や野菜生産が開始。

取組前 40年ぶりに復

３ 放牧跡地を活用した都市との交流イベントを企画・実現
■普及指導員が企画し、関係機関との

連携体制を構築したことで、４０年ぶり

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を持つ普及指導員だからこそ、現地での放牧技
術の実証試験が可能。

取組前 40年ぶりに復
田した水田

構
に｢里山祭｣が開催。
これまで４回で5,000人を集客し、地域

活性化につながっている。

40年ぶりの｢里
山祭｣が開催

術の実証試験が可能。

・公的機関であり、高い技術を有している普及指導員だからこそ、
技術を柱とした地域振興策を提案し、関係機関をとりまとめることが
可能。

※米穀の需給に影響が出ないよう、地域の米の生産目標数量の範囲内で水稲を作付し、体験農園として活用。



余市のミニトマト産地の活性化

○ ミニトマト産地の余市では、５年後には７割が６０才以上となる等、農業者の高齢化に伴う労働力不足が課題となっているため、
低 スト 省力生産技術の導入を普及活動の重点課題として設定し 平成２１年から支援を開始

北海道

低コスト・省力生産技術の導入を普及活動の重点課題として設定し、平成２１年から支援を開始。

○ 普及指導員による調査により、収穫時期の整枝・誘引に労働力が不足することが判明。これを解決するため、試験研究機関で
発表されていた「摘房処理技術」と他産地で取り組まれていた「着果処理省略技術」を導入。

○ 慣行栽培と比較して６千円/10aのコスト削減、夏季の労働時間の８９時間/10a（１４％）削減等の効果により、高齢化による労
働力不足を軽減働力不足を軽減。

具体的な成果

１ 産地の課題の分析・把握

普及指導員の活動

平成２１年１ 産地の課題の分析・把握
■経営体に対し、アンケート調査を実施した結果、夏季の作業競合が課題と判明。

・夏季の作業競合を解消するため
の技術を検証。

平成２１年
■課題の把握・分析

経営体の構成員全員に対しアンケート調査を実施し、産地として
抱える課題を把握。

平成２２年
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２ 課題解決に向けた技術の普及とその拡大

の技術を検証。
・他地域・試験場の成果等を調査し
たところ、摘房処理技術、着果処
理省略技術が有効と分析。

平成２２年
■産地の課題を解消できる技術を検討

普及指導員が、試験研究機関や他産地での成果を収集・分析し、
摘房処理技術や着果処理省略技術が有効と判断。
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図１辛い作業の聞き取り調査結果 図２ 作業が辛い理由の調査結果

■夏季の作業競合の分散、低コスト化を図るために、
①摘房処理技術、②着果処理省略技術を提案・普及。

・収益性・収量性を維持しつつ 労力分散 コスト削減を実現

平成２３年
■適房処理技術・着果処理省略技術の普及指導
・普及指導員自らが試験場等から新たな技術を習得

・地域の部会役員や地域リーダーへのデータを用いた説明により新
技術導入に理解を得る

普及指導員だから出来たこと

・産地と密接に連携する普及指導員だからこそ 対応すべき課題を

収益性 収量性を維持しつつ、労力分散、コスト削減を実現
・技術効果が現場へ浸透することに伴い普及面積が拡大
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技術導入に理解を得る
・実証ほの設置等により、技術に対する理解を深化。
→技術導入により10a当たり６千円、８９時間削減

写真１ 研究機関の摘房試験を視察
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・産地と密接に連携する普及指導員だからこそ、対応すべき課題を
早期に明確化することが可能。

・高い技術を有しつつ、常に、産地との連携、試験研究機関との連
携を視野に入れながら活動する普及指導員だからこそ、状況に応
じた的確な技術の提案・導入を図ることが可能。
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図３ 摘房処理で実現した夏の省力化
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組織化・新技術導入等による大豆の高品質・安定生産

○ 普及指導員が中心となり、水稲・大豆生産に地域特産の「さといも」を組み合わせた輪作体系を導入し、また、新技術の実証・
導入により 大豆の高品質・安定生産を実現 〔257kg/10a（県平均の2倍超の多収） 上位等級比率85 1%〕

岩手県

導入により、大豆の高品質・安定生産を実現。〔257kg/10a（県平均の2倍超の多収）。上位等級比率85.1%〕
○ 普及指導センターは、組織化のメリットを説明すること等による地域の合意形成を支援した結果、Ａ営農組合の設立・法人化

が実現。農地の有効利用、労働力配分の合理化等により作業が省力・効率化。〔10a当たりの労働時間3.88時間（都府県平均
の1/2以下）〕

○ 普及指導員の助言の下で加工特性の高い品種への転換や品質の積極的なＰＲ等が行われ 実需者ニ ズに対応した売れる○ 普及指導員の助言の下で加工特性の高い品種への転換や品質の積極的なＰＲ等が行われ、実需者ニーズに対応した売れる
大豆作りを実践され、実需者の信頼を獲得。

具体的な成果

１ 新技術導入による大豆の高品質・安定生産 大豆

普及指導員の活動

平成14年度～１ 新技術導入による大豆の高品質 安定生産

■大豆、水稲、さといもによる輪作体系の導入により、大
豆の湿害や連作障害を回避し、高品質・安定生産を実
現。 大豆・水稲・さといもによる

輪作体系

大豆

さといも 水稲

■しわ粒の多発時には、大学・機械メーカー等の関係機

平成14年度

■地域特産のさといもを組み込んだ輪作体系の構築や、「小畔立て播種」
等の新しい栽培技術の導入を主導。
■毎年、土壌診断を実施し、診断結果に基づく適正施肥を指導。

■集落営農組織の設立・法人化に際し、関係機関と連携して、集落座談
会等で集落営農のメリットを説明し、また、先進地視察を行う等により合意

実証試験の
様子

実証試験の様子

■しわ粒の多発時には、大学 機械メ カ 等の関係機
関と連携し新技術を実証・導入。新しい施肥技術によ
り、収量が10％増加し、しわ粒が10％低減することが判
明。
→257kg/10aの多収（県平均の2倍超）と上位等級比率

85 1%の高品質を実現

会等で集落営農のメリットを説明し、また、先進地視察を行う等により合意
形成を支援。また、設立後の経理指導を実施。

平成17年度～

■実需者を交えた巡視会の開催等、生産者と実需者の連携をコーディ
ネートし、品種転換等の実需者ニーズに対応した大豆生産を支援。

成 年度 年度

２ 集落営農組織の設立・法人化

実証試験の様子85.1%の高品質を実現

■組織化のメリットを説明する等により、集落営農組織

が設立、法人化され、作業の効率化、農地の有効活
用等を実現。

平成21年度～23年度

■しわ粒による品質低下を解決するため、大学・機械メーカーと連携し、し
わ粒低減技術の実証試験を実施。収量が10％増加、しわ粒が10％低減
する新しい施肥技術を確立。

３ 実需者ニーズに応えた、売れる大豆作り

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を持ち、産地との連携、試験研究機関との連携を
視野に入れながら活動する普及指導員だからこそ、状況に応じた
的確な技術の提案・導入を図ることが可能。巡視会の様■実需者の求める加工特性の高い品種への転換や、

用等を実現。
・平成13年：37戸、33ha→平成24年：89戸、90ha
・労働時間：3.88時間/10a（都府県平均の1/2以下） 勉強会の様子

的確な技術 提案 導入を図る 可能。

・公的機関として地域に密着して活動する普及指導員だからこそ、
説得力のある説明により集落営農組織の設立を促すことができた。

・高いコーディネート機能を持つ普及指導員だからこそ、幅広い関
係機関の連携体制の構築が可能。

巡視会の様
子

実需者を交えた巡視会の様子

■実需者の求める加 特性の高い品種 の転換や、
実需者を交えた巡視会の開催等、実需者のニーズ
に対応した売れる大豆作りを実践。その後も自主的
に品質分析を実施し、その結果を提供すること等に
より、実需者に対して積極的なＰＲが行われている。



飼料用米を使った｢白い卵黄たまご｣の生産・利用による六次産業化

○ 鹿沼市では、営農集団の一部で能力が限界に近づき、これ以上の転作面積拡大が困難となっていた。この中で、普及センター
では飼料用米の低コスト・省力技術と地域内流通体制の確立を重点課題として設定し 平成２０年から支援を開始した

栃木県

では飼料用米の低コスト・省力技術と地域内流通体制の確立を重点課題として設定し、平成２０年から支援を開始した。

○ 飼料用米生産の省力化のため、鉄コーティング湛水直播栽培技術を地域で実証し、春作業労働時間が慣行栽培から４割削減
できることが判明。同技術は３年間で５倍に拡大。

○ 飼料用米を飼料とした卵の高付加価値化を進めるため、普及センターの呼びかけで「白い卵黄たまご生産流通定着プロジェク
ト」が発足 アイデアコンテストを実施して菓子３品が商品化され マスコミでも地域農産物活用の好例として取り上げられているト」が発足。アイデアコンテストを実施して菓子３品が商品化され、マスコミでも地域農産物活用の好例として取り上げられている。

具体的な成果

１ 飼料用米の省力・低コスト栽培技術を確立
鉄 グ湛水直播栽培 実 験 結

普及指導員の活動

平成２３年３月～

■飼料用米生産流通定着プロジェクトを重点課題として設定し 地■ 鉄コーティング湛水直播栽培の実証試験の結果、
春労働時間が４割縮減

〔39時間/ha（慣行栽培）→22時間/ha〕

効果が農家に伝わり 面積は３年で５倍に

■飼料用米生産流通定着プロジェクトを重点課題として設定し、地
域への支援を開始

■鉄コーティング湛水直播栽培技術を現地実証
→春作業で４割省力化できることが判明。面積は３年で５倍に
→省力化で余力が生まれ、耕作放棄地の発生を抑制

２ 多様な関係者をコ ディネ トし 新商品を開発

効果が農家に伝わり、面積は３年で５倍に
鉄コーティング技術：7ha（H21）→34ha（H23）

湛水直播現地検討会の様子
平成２３年９月～

■普及指導員の呼びかけにより、農協、養鶏農家、高校、料理専門
家、地元菓子店、商工会議所、マスコミ等からなる「白い卵黄た
まご生産流通定着プロジェクト」が発足

営農集団に余力が生まれ、耕作放棄地の発生を抑制

２ 多様な関係者をコーディネートし、新商品を開発

■ 飼料用米給与卵の活用について、農家、大学、料理
専門家、地元菓子店、商工会議所、金融機関、マスコミ
との連携体制を構築。

白い卵黄たまご

■普及指導員からは、他の事例紹介や飼料用米給与卵の栄養価
等を説明し、関係者の意見をとりまとめ

平成２３年１２月～
■プロジェクトの主催により 新商品アイデアコンテストの開催

■ 新商品アイデアコンテスト等の開催により、菓子３品の
商品化に成功。マスコミでも地域農産物活用の好例と
して紹介されている。

新商品「白いｼﾌｫﾝｹｰｷ」 普及指導員だから出来たこと

■プロジェクトの主催により、新商品アイデアコンテストの開催
→ 料理２８８点、愛称２９１点の応募
→ 地元菓子店による３品の商品化

３ 生産者主体の継続的活動に発展
■ 「かぬまの真珠卵定着促進協議会」が発足し、生産者主体で継続的な活動

が展開。

・高度な栽培技術、幅広い専門知識と地域コーディネート力を併せ
持ち、公的機関として地域に密着して活動する普及指導員だから
こそ、地域の特色を生かした、生産から加工・流通・消費までの一
貫した支援が可能。



足柄茶の除染対策の確立と出荷制限解除の実現

○ 震災発生後、福島第１原発事故により放射性物質が拡散。H23の一番茶新芽から放射性セシウムが検出。１０

神奈川県

市町村に出荷制限がかけられた。県農業技術センター足柄地区事務所では、Ｈ２３年５月から、研究と連携した
除染技術の確立と、これを基に普及指導員による出荷制限解除に向けた技術対策の指導を開始。

○ 除染に向け、普及指導員が技術対策資料を作成し、各地区で講習会・実施指導を行った結果、茶を栽培して
いる全市町村で除染対策を実施いる全市町村で除染対策を実施。

○ こうした取組の結果、放射性セシウム濃度は８割減少し、１０市町村全てで出荷制限が解除。

具体的な成果

１ 茶の除染対策の確立

普及指導員の活動

平成２３年５月１ 茶の除染対策の確立 平成２３年５月～

（５月に茶の暫定規制値超過による出荷自主規制、６月に出荷制限
指示に基づく指導がかけられる。）
■ 出荷制限解除に向けて以下の取組を開始
①研究と連携した原因究明及び農家への説明

■ 農林水産省や茶の研究を実施する県農業技術セン
ター北相地区事務所が示した除染技術（中切り更新）を地
域で実践するため、作業の時期や具体的な方法を検討。
これらを農家にわかりやすく解説した資料を作成

２ 農家の理解を得て、対象全市町村で対策を実施

②研究と連携した除染技術対策の確立
③農家向け除染対策資料の作成、市町村、
農協等と連携した講習会、現地実施指導

④放射性物質検査用試料のサンプリング

これらを農家にわかりやすく解説した資料を作成。

■ 除染技術の核となる中切り更新技術は、翌年
度の収量が低くなる等の懸念があったが、確実

平成２３年８月～
■ 放射性セシウム濃度の測定結果を受け除染効果を確認

平成２３年８月～

■ 出荷制限解除に向けた解除検査 の協力（生産者及び関係機

な除染に向け、普及指導員が技術対策資料を
作成し、各地区で講習会・実施指導を行った。

結果、農家の理解が得られ、出荷制限対象の
１０市町村を含む茶の出荷のある全ての市町村
で除染作業を実施。

現地指導の風景

３ １０市町村全てで出荷制限が解除

■ 出荷制限解除に向けた解除検査への協力（生産者及び関係機
関との打ち合わせ、サンプリング圃場の選定、摘採、荒茶製造へ
の立会等）

で除染作業を実施。

普及指導員だから出来たこと600

800

(Bq/kg)

約８割減少
約 割減少

■ 除染作業実施の結果、放射性セシウム
濃度が８割低減し １０市町村で出荷制限

1

・専門技術を持つ普及指導員によって、放射性物質による汚染とい
う前例のない緊急事態にも的確な対応が実現。

・公的機関であり、日頃から農家とのつながりを持つ普及指導員だ
からこそ、収量の低下を伴う除染対策にも農家の協力が得られた。

0

200

400

一番茶 新芽 一番茶 二番茶

更新有り 更新無し

約 割減少
約５割減少濃度が８割低減し、１０市町村で出荷制限
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白ねぎ産地拡大と栽培技術の向上・定着化

○ 「富山白ねぎ」は、水田転換畑で収量が安定しないこと、新規に参入した農家・組織の技術が未熟なことから、
販売力の低下を懸念 このため Ｈ２１年から普及センタ の濃密活動に位置づけ 重点的な支援を開始

富山県

販売力の低下を懸念。このため、Ｈ２１年から普及センターの濃密活動に位置づけ、重点的な支援を開始。

○ 普及センターでは新規参入者への研修会などを年数回開催する等により技術レベルの向上を図るとともに、
水田転換畑に適した優良品種の選定、メーカーとの協力による地域に適した肥料の商品化に取り組んだ。

○ 新品種・肥料に応じた栽培体系を確立し、農家への指導を徹底した結果、白ねぎ栽培面積、販売金額ともに５○ 新品種 肥料に応じた栽培体系を確立し、農家 の指導を徹底した結果、白ねぎ栽培面積、販売金額ともに５
年間で３割増加し、白ねぎ販売金額は１億円を突破。将来は３億円産地を目指している。

具体的な成果

１ 白ねぎ出荷量、栽培面積等の増加

普及指導員の活動

平成２１年１ 白ねぎ出荷量、栽培面積等の増加
白ねぎの出荷量や出荷単収等が増加し、産地

拡大。（H19→H23）
①生産者数 78戸→ 95戸（22%増）
②栽培面積 18.8ha→ 25.1ha（34%増）
③出荷量 （ 増）

■

平成２１年
■平成21年度から、普及指導センターの濃密活動計画に位置づけ、

広域普及指導センターや全農とやまと連携して、白ねぎのブランド
力向上への取組を開始。

平成２１～２３年③出荷量 279t→      479t（72%増）
④出荷単収 1,486kg/10a

→ 1,910kg/10a（29%増）

２ 優良品種の選定

平成２１～２３年
■新規栽培者の技術レベル向上及び産地全体の品質の向上を図

るため、市町村毎のほ場巡回、栽培研修会や新規栽培者を対象と
した現地研修会、出荷者全員を対象とした規格・品質目揃会を開催。
■ＪＡ営農指導員の指導力強化支援として、若手営農指導員の技

新規栽培者を対象とした現地研修会

２ 優良品種の選定
術習得研修を実施。また、近隣ＪＡとの情報交換など相互交流活動
をコーディネート。
■品種比較試験、省力化・生産安定に向けた新型肥料開発に当

たっては、広域普及指導センター、全農とやま、種苗会社等と協力
して、現地実証を実施。

■ 現地での実証試験により、水田転作畑に適合
した品種を選定し、地域に普及。

■ 県の推奨品種へも反映され、管内のみならず
県内各産地へも反映。
（優良品種は肥大や揃い 作業性に高い評価）

３ 地域の気象・土壌条件に適した
肥料の提案

普及指導員だから出来たこと

・産地と密接な関係を持つ普及指導員だからこそ、対応すべき課題
を明確化し、適切な対応策を講じることが可能。

して、現地実証を実施。
（優良品種は肥大や揃い、作業性に高い評価）

品種比較試験

・普及指導員が実施する調査研究の調査結果は公的機関の成果
であるため、信頼性が高く、商品開発の一助とすることが可能。

・普及指導員のコーディネート能力を発揮し、種苗会社、全農とやま
等と連携ができたため、調査研究を効果的に実施することが可能。

■ 調査研究活動の調査結果を加味し、白ねぎの

作型（夏どり及び秋どり）毎に、地域の気象・土
壌条件に適した肥料の内容を肥料会社に提案。
→地域条件に適した白ネギ用肥料が開発



大豆導入をきっかけとした経営発展と地域農業への貢献

○ 与謝野町の農業生産法人Aは、平成12年大豆栽培を開始し、普及指導員による重点指導を開始。普及指導員が大豆300A技
術を指導した結果 平成23年産は212kg/10aを達成（府平均の約２倍）

京都府

術を指導した結果、平成23年産は212kg/10aを達成（府平均の約２倍）。

○ 大豆栽培初年度の収穫が皆無であったことをきっかけに、普及指導員を中心に適応品種の選定、排水対策等の技術指導等を
実施し、平成17年には新技術の大豆300A技術について実証展示圃を設置し技術効果を検証。

○ 普及指導員が中心となって、播種技術の指導や、土地利用調整、経営の多角化に向けた経営指導等を実施した結果、現在で
は 地域農業の中心となる経営体にまで発展し 地域農業の維持に貢献は、地域農業の中心となる経営体にまで発展し、地域農業の維持に貢献。

具体的な成果

１ 高い単収の実現

■ 機械化適正の高いサチ

普及指導員の活動

平成17年
■ 町やJA等の関係機関と連携し、与謝野町農業技術者会※にお25.0 300

京都府平均（kg/10a）

農業生産法人Ａ （kg/10a）

（kg/10a） （ha）

■ 機械化適正の高いサチ
ユタカへの転換、大豆
300A技術（不耕起狭畦密

植栽培）の導入で、単収は
向上。平成23年産は、府

均 約 倍

機 農

いて、地域適応品種の選定や、対応すべき課題、導入すべき技術
の情報収集・検討を開始。

■ 大豆300A技術の実証試験を開始し、平成18年より同技術を本

格普及。導入にあたり、マニュアル作成、機械の手配・調整などを
実施10.0 
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府平均の約2倍

２ 団地化の推進

平均の約２倍の
212kg/10aにまで向上。

実施。
平成18年度～

■ 地域の農地維持、法人の経営効率化の観点から、大豆作付に
適した圃場を調査・選定し、関係機関を交えて土地利用調整を先
導。

法人の経営発展のため 土地利用型作物以外にも果樹 路
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２ 団地化の推進

■ 地域の大豆栽培面積の約８割を集積。また、
大豆作付面積20haのうち16haを団地化。

なお、圃場の集積にあたっては、排水性の確
認を行い適地適作を徹底

■ 法人の経営発展のため、土地利用型作物以外にも果樹、路
地・施設野菜等の多角化経営のための経営モデルを提示するとと
もに、栽培技術指導を実施。

※普及センター、町、JA、府で構成される町内農業振興施策全般を調整・推進す
る機関。

３ 多角化経営による経営の安定化

認を行い適地適作を徹底。

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を持つ普及指導員だからこそ、地域の気象・土壌
条件を踏まえた適応品種や技術の提示、実証試験の実施、経営

図 大豆の団地化の状況（黒字部分）

条件を踏まえた適応品種や技術の提示、実証試験の実施、経営
モデルの提示までを一体的に取り組むことが可能。

・高いコーディネート機能を持つ普及指導員だからこそ、地域の農
業者間の調整、行政機関との連携、関係機関の連携体制の構築
が可能。

■ 経営安定化のための戦略として、水稲・大豆の受託生産のほか、露地・施設野
菜、りんご等の観光農園等の経営多角化を実現。このうち、大豆は安定した販路
を確保しているため、規模拡大や経営安定化の基盤となる重要部門として位置付
けられている。



オリーブ搾油粕を活用した｢小豆島オリーブ牛｣のブランド化

○ 和牛価格の低迷に悩んでいた香川県小豆島を対象に、多くの関係者と連携し、島特産のオリーブを活用した、小豆島産和牛の
ブランド化の活動を展開

香川県

ブランド化の活動を展開。

○ 普及指導員が中心となり、肉質分析を実施し、和牛平均と比較して、オリーブ搾油粕を給与した牛肉は、柔らかくなり旨味成分
が増す等、品質が向上することが判明（柔軟性：約1.2倍、旨味成分：約1.5倍）。実際の食味検査においても同様の結果。

○ 地道な販売促進活動により地元の評価を得、雑誌掲載を契機に全国的にも注目。香川県全域の生産者のモチベーションが上
昇しオリ ブ牛の生産頭数は増加（H22:125頭→H23:500頭→H24見込み：900頭）昇しオリーブ牛の生産頭数は増加（H22:125頭→H23:500頭→H24見込み：900頭）。

具体的な成果

１ オリーブ搾油粕給与による肉質の向上
■ 肉質分析により オリーブ搾油粕給与牛肉は柔軟性

普及指導員の活動

平成21年
■オリーブ搾油粕を飼料として活用する取組を試験的に行っていた■ 肉質分析により、オリ ブ搾油粕給与牛肉は柔軟性、

旨味成分量、抗酸化成分量が向上・増加することが判明。
〔対和牛平均値〕柔軟性：1.2倍、

グルタミン酸（旨味成分）量：1.5倍、
カルノシン（抗酸化成分）量：2倍

■ 実際の食味検査においても肉質分析を裏付ける結果

■オリ ブ搾油粕を飼料として活用する取組を試験的に行っていた
農業者から相談を受け、オリーブ牛のブランド化に向け、生産か
ら販売促進までの一体的な支援を実施。

■オリーブ搾油粕飼料の給与量の検討。
→類似事例の例を参考に、出荷前2ヶ月に一定量を給与するこ
とを提案讃岐三畜銘柄化推進

２ 機械乾燥による飼料化技術の確立

■ 実際の食味検査においても肉質分析を裏付ける結果。

■ 地元の農業法人（オリーブ生産・加工・販売会社）と連携し、機
械乾燥による飼料化技術を確立

とを提案。
平成22年
■給与による肉質への影響を調査するための肉質分析を実施。
実際の食味を検査する食味検査を実施。

■飼料化のための機械によるオリーブ搾油粕の乾燥試験の実施

讃岐三畜銘柄化推進
協議会ＨＰより

３ 販売促進とメディアでのＰＲ等によるオリーブ牛のブランド化

械乾燥による飼料化技術を確立。
→飼料の安定的な生産・供給、六次産業化による地域の活性化

オリーブ搾油粕飼料

→機械乾燥による飼料化技術の確立。
平成21～23年度
■関係機関との連携を主導し、地元における販売促進活動を支援。
■商標登録、特許出願等を支援。

■ 地元学校給食への提供、試食販売の実施等により、地元で高評価を
得る。次第にメディアに取り上げられるようになり、雑誌の企画での表彰
を契機に全国的にも注目。63の販売店・飲食店でオリーブ牛を提供。

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を持つ普及指導員だからこそ、食味検査や飼料
化技術等の必要な実証試験を一貫して行うことが可能。

高いコ ディネ ト機能を持つ普及指導員だからこそ 生産から加

■ 「小豆島オリーブ牛」の商標登録と、飼料製造から肉質改善に
関する特許出願（出願中）を支援。

４ 生産体制の拡大、海外（マカオ）への輸出

・高いコーディネート機能を持つ普及指導員だからこそ、生産から加
工・流通、消費に至る幅広い関係機関の連携体制の構築が可能。

関する特許出願（出願中）を支援。

■生産者数： 3戸（H22）→ 40戸（H23）→ 65戸（H24）
生産頭数：125頭（H22）→500頭（H23）→900頭（H24見込み）



はだか麦の規模拡大に向けた省力化対策

○ 大規模化した場合の作業性も踏まえてはだか麦の栽培に適した排水性の良いほ場を選定し、農地を集約化。

○ 農地 集約化 加え 省力化を重点的 指導 た結果 耕起 除草 収穫等 作業体系が見直され 重点指導農家

愛媛県

○ 農地の集約化に加え、省力化を重点的に指導した結果、耕起、除草、収穫等の作業体系が見直され、重点指導農家
Ａ氏の10a当たり労働時間は愛媛県平均の約36%に短縮。単収は県平均の150%であり、１等比率100%を達成している。

○ 農地の集約化と作業の省力化により、麦の経営規模は就農時（H12）の約8haから15ha（Ｈ24）に拡大。
○ 合意形成支援等により平成22年にＡ氏を中心とした営農集団が設立され、機械の効率化等の効果が上がっている。

具体的な成果

１ 農地の集約化
■ 以前 他の地域にまで栽培範囲を広げていたが 排

普及指導員の活動

■農地集約化に向けて、排水性等の土壌改良や市町村農業委員

会と連携した地域の農地利用調整を支援。集約化した地域で一部■ 以前、他の地域にまで栽培範囲を広げていたが、排

水不良田で湿害が多発したことから、麦の栽培に適
するほ場を明確にし、ほ場を集約。
平成12年 8ha 点在
平成24年 15ha 2団地

会と連携した地域の農地利用調整を支援。集約化した地域で 部
排水性が悪いほ場で、弾丸暗渠による湿害対策を指導。

■省力化に向けて、メーカーやＪＡの協力の下、先進機械や基肥

一発肥料、新しい除草剤等に関する実証ほを設置。労働時間分析
や収量･品質分析等を行い 経営改善効果を実証麦作ほ場分布図

集約化

２ 労働時間の縮減

や収量･品質分析等を行い、経営改善効果を実証。

■営農集団設立に向けて、集落座談会で普及指導員が営農集団

のメリットを説明するとともに、先進地視察により合意形成を支援。
また、設立後の経理指導を指導。

■ 重点指導農家の農地集約化に加え、基肥一発肥料

の導入、耕起作業におけるフレールモアの導入、除草
剤の変更 ５条刈り大型コンバインの導入等 各種作

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を有する普及指導員だからこそ、麦の栽培に適す
を 確 農 集約 を支援 作業効率 す が

剤の変更、５条刈り大型コンバインの導入等、各種作
業を見直し、労働時間を県平均の1/3に縮減。

フレールモア導入による
耕起作業省力化

■10a当たり労働時間
3.6時間（H22産）[愛媛県平均：10.14時間（H17産）]

３ 営農集団の設立によるはだか麦増産
るほ場を明確にして農地集約化を支援し、作業効率化することがで
きた。

・地域の農業者と日頃から密接な関係を持つ普及指導員だからこ
そ、展示ほや試験圃を設置し、労働時間や収量・品質状況を把握し
実証することができた。

■はだか麦の需要増に対応するため、普及指導員の
支援の下で営農集団が設立。

■所有機械の大型化と効率化が図られ 栽培面積が
・先進地の情報を有する普及指導員だからこそ、他地域の取組を
参考に営農集団設立を促すことができた。

■所有機械の大型化と効率化が図られ、栽培面積が
増加。

H22産：ﾄﾗｸﾀｰ43ｐｓ台→H24産：トラクタ58ｐｓ導入
H22産：192ha → H24産：202ha

営農集団の運営支援



県内初の肥育牛への飼料用米給与 大分県

○飼料価格の高騰等に対応できる肉用牛肥育経営を確立するため、大分県北部振興局と肥育農家が協力し県内で初めて肥育牛
への飼料米給与実証試験を実施への飼料米給与実証試験を実施。

○実証試験では、県内飼料加工業者に協力を依頼。蒸気圧ぺん加工処理による飼料用米の消化率向上並びに供給体制を整備。
また、既存濃厚飼料を２割まで飼料用米に置き換えても肉質等出荷成績に遜色が無いことを確認。

○食肉流通業者と連携して飼料用米給与牛肉の試食販売、消費者アンケートを実施。高評価を踏まえ、肥育農家での飼料用米給
与が１３０頭（Ｈ２２）から８００頭（Ｈ２３）に拡大

具体的な成果

１ 肥育牛に対する飼料用米給与技術を実証

普及指導員の活動

平成１９年

与が１３０頭（Ｈ２２）から８００頭（Ｈ２３）に拡大。

■普及指導員による肥育牛農家に対する飼料用米給与への意向
調査を実施。

平成２０年
■県内初の肥育牛への飼料用米給与実証試験の開始。

■ 飼料用米の給与に関する実証試験の結果、
①蒸気圧ぺん加工により飼料用米の消化率を向上

②既存濃厚飼料を２割まで飼料用米に置き換えても肉
質や味に影響する成分に遜色が無いことが判明

２ 飼料用米給与牛肉の評価を把握

■県内初の肥育牛 の飼料用米給与実証試験の開始。

平成２１年～平成２２年
■消化率を高めるために、飼料用米の蒸気圧ぺん加工処理を実施。
■交雑牛１３０頭への給与試験を実施。
・出荷前３カ月間に濃厚飼料の２割を代替（Ｈ２１年）

響

■ 飼料用米給与牛肉の試食販売および消費者アンケ

飼料用米混合飼料の供与

・出荷前３カ月間に濃厚飼料の２割を代替（Ｈ２１年）
・出荷前６カ月間に濃厚飼料の２割を代替（Ｈ２２年）
・食肉の食味に関する調査（Ｈ２２）
・店頭アンケート調査（Ｈ２３）

→ 肥育牛でも飼料用米が２割程度まで利用可能であることが実証
飼 給 が

■ 飼料用米給与牛肉の試食販売および消費者アンケー
トにより、
①味、購買意欲ともに高評価と判明
②スーパーからの要望により、定期販売の予定

店頭販売の様子

３ 飼料用米利用農家が拡大
され、飼料用米給与が拡大（Ｈ２２：１３０頭→Ｈ２３：８００頭）。

普及指導員だから出来たこと

・高度な専門技術を持つ普及指導員だからこそ 飼料用米給与に

■ 飼料用米の肥育牛への給与実証の結果や、消
費者アンケートの結果により、本格販売への見通

1

高度な専門技術を持つ普及指導員だからこそ、飼料用米給与に
よる影響について実証試験が可能。

・高いコーディネート機能を持つ普及指導員だからこそ、畜産農家
から流通業者までが一体となった連携体制の構築、関係機関のと
りまとめが可能。消費者アンケート結果

しが立ったため、飼料用米利用の拡大を図った結
果肥育牛への飼料用米給与が１３０頭（Ｈ２２）か
ら８００頭（Ｈ２３）に拡大


