
     タンパク含量に着目した「常陸秋そば」の販売促進とブランド化 
目標年度：平成２６年度 

茨城県 

目標とする成果 

１．湿害回避技術および開花時追肥の導入による
そばの高品質安定生産技術 
の確立 
■実証目標  
単収→110kg/10a以上 
タンパク含量の向上→＋0.5% 

２．そばのタンパク質含量と食味等との関係解明 
■食味試験及びそば店での加工試験を通して、タ 
 ンパク質含量が高いそばは打ちやすいことを証明。 
 
 
 
 

３．タンパク質含量に着目した新たな品質評価法の
導入による「常陸秋そば」の販売促進 
■坂東普及セ管内 
のそばはタンパク 
が高い傾向を把握 
（平成23～25年） 
■タンパク質含量 
に着目した販売 
事例の創出 
→２事例 

今回の普及活動の特徴 

・そばの品質問題を解決するために、県農業研
究所の研究成果（そばのタンパク質含量が高い
ほど，製麺性が高い）を活用。さらに国の研究
機関とも連携を図りながら活動を推進。 

・普及セと農業研究所で、現地そば品質の予備
調査を実施し、プロジェクトを立ち上げ。 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は技術体系化チームの連
絡調整を行うとともに、国研究機関との連絡調
整やプロジェクトの推進方策について助言。 
・普及センターは、市町村・集荷団体への情報
提供を実施。 

・農業研究所は、新技術導入のための実証圃設
置を全面的に支援するとともに、そばタンパク
と食味との関係解明・簡易測定法の開発などを
普及センターと共同で担当。 

○ 茨城県西部の「常陸秋そば」は、県北産に比べると品質評価が定まらず、 
 販売価格が不安定である。また、湿害による収量低下も問題である。 
○ 県農業研究所では、そばのタンパク質含量が高いと製麺性が優れること 
 を明らかにした。 
○ そこで、２普及センターと県農業研究所、農業革新支援専門員で構成され 
 る技術体系化チームを設置し、湿害回避技術の導入を図るとともに、タンパ 
 ク質含量に着目した新たな品質評価法の導入によって販売促進を図る。 

目標を達成するための普及活動 

平成24年～26年 
■普及センター、県農業研究所、農業革新支援専 
  門員で構成される技術体系化チームを設置。 
■農業研究所の支援を得て湿害回避技術（小明 
  渠浅耕播種及び畝立て播種）の実証圃を設置。  
■タンパク質含量と食味・加工適性との関係を解明 
  するため、（独）食品総合研究所が開発した「十割 
  そば製造技術」を活用。さらに、そば店への加工 
  適性試験を依頼（10店舗・24～25年）。 
■実証圃の設置、食味試験を盛り込んだ情報交換 
  会、実需先視察等により、生産現場におけるそば 
  の品質向上に対する意識が大幅に向上。 
■普及指導員の提案により、坂東普及セ管内の生 
  産者を中心に、坂東地域そば研究会が設立（平 
  成25年）。 

平成26年 
■作溝同時播種機の新規導入（1台）｡ 
■そばのタンパク質簡易測定法の開発。 
■産地のタンパク実態および加工性との関係解明。 
■タンパク質向上のための開花期追肥技術の開発｡ 
■製粉会社との新たな取引開始(10t/年)｡タンパク
別区分出荷の開始。 
■地域の新たな特産品誕生（そば焼酎） 

食総研開発の十割そば製造技術による食味試験 
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    水稲新品種「ふくまる」の普及と高品質安定生産技術の確立  
目標年度：平成２７年度 

○ 茨城県の水稲栽培は、早生品種の導入による収穫作業の分散化が課題。
また、近年の食の外部化に対応した高品質・良食味品種が必要となった。 

○ 県生物工学研究所では、集荷団体と連携を図りながら、高温耐性に優れ、
大粒で炊飯適性に優れた県オリジナル品種｢ふくまる｣を育成した。 

○ 迅速な普及拡大に向けて、普及指導員、研究員、農業革新支援専門員で
構成される新品種育成普及プロジェクトチームを設置し、実証圃を起点にし
た品種のＰＲと栽培管理の徹底による高品質安定生産を達成する。 

茨城県 

目標とする成果 

１ ｢ふくまる｣高品質安定生産技術の確立 
■現地実証目標 

 ①安定単収の確保  
   → 600kg/10a以上 

 ②大粒米生産 
   → 千粒重23.5g以上 

 ③１等米確保 

 ④｢コシヒカリ｣以上の生産者収益確保 

２ 栽培マニュアルのバージョンアップ（毎年更新） 
■新技術や生産現場の分析結果などを反映。 

• 土壌別現地実証圃の結果 

• 全生産者の実態把握 
（栽培履歴と品質調査） 

• 試験研究機関における 
生育指標・肥料開発など 

 

■収量・品質目標の達成と 
  玄米タンパク質含量の均質化 

３ ｢ふくまる｣の普及定着（平成27年） 
■作付け面積 1,200ha 
  出荷数量    7,200t 

■中食・外食向けブランド米 
  としての実需者評価を確立 

■収益確保と作期分散による経営安定化 

目標を達成するための普及活動 

平成22年～27年 
■普及センター、試験研究機関（生物工学研究所、

農業研究所）、農業革新支援専門員で構成され
る新品種育成普及プロジェクトチームを設置。 

平成25年～27年 
■｢ふくまる｣の一般栽培開始に当たり、各普及セン

ターが県下全域に実証圃を設置。 
   全生産者への栽培マニュアル配付と主要生育ス

テージにおける現地研修会の開催を通じて栽培
管理を浸透させる。 

■｢ふくまる｣専用一発肥料 
   を開発。現地実証を含め 
  迅速な普及により、収量 
  ・品質の安定化を図る。 

■栽培マニュアルの 
  バージョンアップ（収量・品質の更なる安定化）に

向けたデータ収集と分析。 

 ・普及センターによる全生産者の品質調査と栽培
履歴のとりまとめ 

 ・県内主要４土壌タイプ別の現地実証による土壌
別栽培技術の確立 

今回の普及活動の特徴 

・全県的な普及と課題解決を図るため、農業革新
支援専門員が全普及センター、試験研究機関を
コーディネート。 

・関係機関と連携したチーム活動を展開し、生産
現場において新系統の実用性を評価。有望系統を
選定し「ふくまる」として品種登録した。 

関係機関との連携 

・生産から消費まで一貫して統括する新設の｢ふく
まる｣推進協議会（県関係機関、集荷団体、生産者、
実需者等）、既存の茨城県産米銘柄化協議会と連
携し、生産体制の確立や販売促進対策を支援。 

・全生産者への栽培マニュアル配付、栽培履歴の
収集はＪＡ、集荷業者を通じて実施。 
・県産地振興課を通じて発行される栽培管理情報
｢ふくまる通信｣の作成を支援。 
・新肥料の普及に当たっては、全農茨城と連携し
た供給体制を確立。 



       
目標年度：平成２９年度 

茨城県 

目標とする成果 

１ レンコン優良系統の選抜 
■研究機関と連携した調査により、収集したレンコ 
  ンの特性を把握し、プロジ 
  ェクトチームとして、収穫期 
  ごとに優良系統を選抜。 
 ・年内掘り  １０→２系統 
 ・年明け掘り  ５ →２系統 

２ 栽培体系マニュアルの作成 
■生産者、ＪＡ、普及センター等関係者が一体と  
  なって、現地実証試験を 
  実施。 
■結果を基に産地に適した 
  「栽培体系マニュアル」を 
  作成。 

３ レンコンの収益向上とブランド力向上 
■優良系統及び高品質安定生産技術の普及とＰＲ  
  により、収量とシェアが増加。 
 ①収量（１０ａあたり） 
  １，７００ｋｇ → ２，０００ｋｇ 
 ②全国シェア 
  ４９％ → ５５％ 
 

目標を達成するための普及活動 

平成25年 
■生産者、５ＪＡ及び４普及センター、農業革新支 
  援専門員等関係者で構成される「いばらきレンコ 
  ン優良系統選抜普及プロジェクトチーム」を設置。 
■生産者及びＪＡと連携し種バスの収集を行い、現 
  地で年内掘り系統の選抜試験を実施。（平成27 
 年まで継続）。 
■プロジェクトチーム会議を開催し、情報提供及び 
  収集を実施。（平成29年まで継続） 

平成26年 
■年明け掘り系統の収集、選抜試験を実施。 
 （平成28年まで継続） 
■産地間の栽培環境にあった栽培管理技術を 
 検討。 

平成27年～29年 
■適正施肥管理技術を併せた地域適応性確認試  
 験ほ（現地実証ほ）を設置し、産地に適応した系 
 統を導入。 
■試験結果を基に、産地にあった「栽培体系マ 
 ニュアル」作成。 
■現地検討会等を活用し、茨城県レンコンの高 
 品質性をＰＲ。 

今回の普及活動の特徴 

・レンコン産地に共通した課題を解決するため、 
農業革新支援専門員が各地域の生産者及びＪＡ、
研究等の関係機関をコーディネートし、プロ
ジェクトチームを設置し、研究推進班とともに
活動。 

・優良系統にあった各地域に適応した栽培管理
技術を確立。 

関係機関との連携 

・選抜素材系統の収集は、生産者、ＪＡ、普及
指導員が実施。 
・選抜試験は県生物工学研究所・園芸研究所を
中心に行い、系統の特性把握、保存を実施。 

・５ＪＡは普及指導員と連携し、生産部会によ
る選抜系統の増殖、販売戦略の構築。 
・農業革新支援専門員はプロジェクトチームの
運営や普及指導員、生産者、ＪＡと研究機関の
コーディネートを実施。 

○ 茨城県のレンコン栽培は全国一（1,640ha）であるが、さらなる品質・収量  
 の向上には、産地により異なる品種・系統を優良系統に一本化する必要が 
 ある。 
○ 農業総合センターでは、生産者、ＪＡ、県（農業革新支援専門員、普及指導 
 員等）で構成される「いばらきレンコン優良系統選抜普及プロジェクトチーム」 
 を設置し、優良系統の選抜と産地への普及を支援する。 
○ 県内産地へ優良系統を普及し、均一で高品質安定生産に繋げることで茨 
 城県レンコンのブランド力の向上を図る。 

レンコン優良系統の選抜と普及によるブランド力向上 



       
目標年度：平成２８年度 

茨城県 

目標とする成果 

１ 飼料用米ＳＧＳ調製方法の検討 
■研究機関と連携し調製方法の検討を行った。 
・添加剤検討 
（加水のみ、乳酸菌、乳酸菌 
 ＋糖蜜、 乳酸菌+糖蜜） 
・調製容器検討 
（ポリサイロ、ドラム缶サイロ） 
・加水方法検討 
（ジョウロ） 

２ 繁殖牛への給与技術の確立 
■生産者、ＪＡ、普及センター等関係者が一体と  
  なって、給与実証試験を 
  実施。 
■結果を基に産地に適した 
  「給与体系マニュアル」を 
  作成。 

３ 品質の向上 
■調製・給与行程を検証し、効率的な作成方法の  
 検討を行う。 
 ①発酵品質の安定 
    ｐH４以下 
 ②水分含量 
    ３０～３５％ 
 

目標を達成するための普及活動 

平成26年 
■生産者、１ＪＡ及び２普及センター、農業革新支 
  援専門員等関係者で構成される「技術体系化 
   チーム」を設置。 
■生産者及びＪＡと連携し、現地で調製を実施。   
  （平成28年まで継続）。 
■技術体系化チーム会議を開催し、情報提供及び 
  収集を実施。（平成28年まで継続） 

平成26年度調製分 
■2月第１回開封調査、5月第2回開封調査 
                   （平成28年まで継続） 
■開封後、給与試験を実施し、繁殖和牛にあった  
  管理技術を検討。 

平成26年～28年 
■調製・給与技術を併せた体系を、繁殖和牛地域 
  で実証農家を設置し、地域内における耕畜連携 
  等による飼料用米生産及び利用技術の導入。 
■試験結果を基に、繁殖和牛にあった「給与体系 
   マニュアル」作成。 
■現地検討会等を活用し、茨城県内の繁殖和牛へ 
   の給与方法をＰＲ。 

今回の普及活動の特徴 

・飼料用米に共通した課題を解決するため、農
業革新支援専門員が県北地域の生産者及びＪＡ、
研究等の関係機関をコーディネートし、技術体
系化チームを設置し活動。 

・県北地域の小規模繁殖和牛農家にあったSGS調
製･給与管理技術を確立。 

関係機関との連携 

・大子町和牛繁殖活性化ｸﾗｽﾀｰ協議会(大子町、
大子町畜産農協を含む）と連携しながら、検
討・推進を行う。 
・調製方法の検討は県畜産センター・独法農業
食品産業技術総合研究機構を中心に行い、添加
剤の特性把握などを行う。 

・農業革新支援専門員は技術体系化チームの運
営や普及指導員、生産者、ＪＡと研究機関の
コーディネートを実施。 

○ 茨城県のH26年度の飼料用米作付面積は2,521haであるが、従来の粉砕 
 給与以外の方法はとして、ソフトグレインサイレージによる給与方法がある。   
 小規模経営が多い県北地域の繁殖和牛農家では利用できないため、新たな 
 方式を開発する必要がある。 
○ 農業総合センターでは、生産者、ＪＡ、県（農業革新支援専門員、普及指導 
 員等）で構成される「技術体系化チーム」を設置し、繁殖和牛農家への活用 
 方法としてソフトグレインサイレージの調製・給与方法の確立を支援する。 
○ 県内繁殖和牛農家へソフトグレインサイレージを普及し、飼料用米の活用 
 方法を広げることで飼料用米の利用量の拡大を図る。 

飼料用米ソフトグレインサイレージ調製・給与技術の確立 



   新品種導入による「いちご王国とちぎ」の発展支援 
計画期間：平成２６年度～平成２７年度 

○ 栃木県は、生産量日本一を誇るいちご産地であるが、新たなオリジナル
品種を導入し、さらなる発展を目指した産地育成が課題。 

○ このため普及指導センターでは、生産者、ＪＡ、市町を構成員とする「スカ
イベリー推進会議」を設置し、新規作付推進を図る。 

○ また、農業革新支援専門員が、農業試験場等と連携し、作成した「栽培マ
ニュアル」により、新規栽培者の栽培技術の安定、品質向上を図る。 

栃木県 

目標とする成果 

１ 優良事例、改善事例集の作成 
■２年間の実証展示ほの結果を踏まえ、スカイベ

リー栽培マニュアル（改訂版）を 
  作成した。さらに、よりわかりや 
  すくするため、現地事例等を紹 
  介する事例集を作成する。 
 

２ 品質の安定 
■ 
 ①障害果発生割合 
    30％ → 10％ 
 ②食味・糖度 
    最低９度以上 

３ スカイベリーのブランド化 
■大玉で甘い品種である「スカイベリー」を高級いち

ごとして位置づけ、首都圏の百貨店等での販売
によりブランド化を図る。 

目標を達成するための普及活動 

平成24年度 
■全普及指導センターで、現場における栽培上

の問題を明らかにするため、全栽培者を現地
実証栽培ほと位置づけ、指導を行った。 

■障害果の発生が課題となり、その発生要因を
解明するため、普及指導センター職員全員が
分担し、全栽培者の栽培環境について、緊急
実態調査を行った。 

■生産者との連携により、主力品種である「と
ちおとめ」と異なる管理技術の必要性が認識
された。 

平成25年度 
■栽培技術確立を図るため、全ほ場に調査機器

を設置し、そのデータを参考に指導を行った。 
■試験場及び実証栽培等の結果をもとに、「ス

カイベリー栽培マニュアル」を作成。 
■マニュアルに基づく講習会、現地検討会を開

催し、きめ細かな指導を行った。 
■ＪＡと連携し、定期的に糖度、食味調査を実

施し、生産者に即時情報提供し、改善指導を
行った。 

■指定市場経由で試験販売を実施し、総合評価
を得るとともに、定期的な抽出検討会を行い、
品質の向上を図った。 

平成26年度 
■新規栽培者に対する重点指導を実施する。 
■２年間の実証栽培結果を踏まえ、「栽培マ

ニュアル」の見直しを行い、改訂版を作成、
配布し、現場での指導に活用する。 

平成27年度～ 
■全普及指導センターで新規栽培者の確保、技

術向上を図る。 
■広報誌等を活用し、スカイベリーのＰＲを行

い、イメージアップ、ブランド化を図る。 

今回の普及活動の特徴 

・全普及指導センターは、「スカイベリーの推  
 進」を重点課題に位置づけ、普及活動を展開。 
・農業革新支援専門員は、全普及指導センター 
 と連携し、高品質安定生産に向けて、情報の 
 提供、共有化、普及指導員への助言、指導を 
 行った。 

関係機関との連携 

・新規栽培者の確保、作付推進には、普及指導  
 センター全職員、市町、ＪＡと連携して実施。 
 技術指導は、いちご担当普及指導員が実施。 
・販売面について、普及指導員とＪＡの連携を 
 密にし、ブランド化を図るとともに、販売に 
 ついて情報の共有化を図った。 



      県オリジナル水稲新品種「とちぎの星」の普及推進 
計画期間：平成２６年度～平成２７年度 

○ 栃木県南部は、イネ縞葉枯病の常発地域である。また、近年、登熟期が
高温になりやすく、品質が低下しやすい。このため、水稲の安定生産には、
イネ縞葉枯病に抵抗性があり、高温登熟に優れる新品種「とちぎの星」の
作付が必要である。 

○ このため普及指導センターでは、実証展示ほを設置して、生産者・関係者
の新品種に対する理解を促進するとともに、栽培マニュアルを作成する。さ
らに、ＪＡ、市町等とともに、説明会等を通じて面積拡大を図る。 

○ 平成27年には作付面積2,000haを目標とする。 
 

栃木県 

目標とする成果 

１ 「とちぎの星」作付面積 
■新品種が県内に2,000ha普及定着 
   (H24→H27) 
  
   41.2ha → 2,000ha 

 
 
 
 
 
 
 

写真（左、右ともに） 
  左：とちぎの星 
  右：あさひの夢 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が試験研究の成果をもとに、
展示ほの設置、運営計画について普及指導員に助
言。 
 

・農業革新支援専門員のコーディネート力を十分に
発揮し、生産現場の意見等をもとに、推進方針につ
いて行政に助言。 

目標を達成するための普及活動 

平成24～26年度 
■普及指導員は、生産者、 
  関係者に新品種「とちぎ 
  の星」の特性、作付メリッ 
  トについて理解促進を 
  図るため、実証ほの設 
  置、地域版の栽培マニ 
  ュアルの作成、研修会等を開催。農業革新支援

専門員はそれらについて助言・指導。 
■普及指導員は、ＪＡ、市町とともに、説明会等を

通じて生産拡大を推進。 
■農業革新支援専門員は農業試験場と連携し、研

究成果をもとに県域版の栽培マニュアルを作成。 
■農業革新支援専門員は、ＪＡ全農とちぎに対して、

展示ほ運営、生産者向け作付推進パンフレット
の作成を支援。 

■農業革新支援専門員は、行政が本品種の推進
方針を策定する際、現場の状況を踏まえて方向
性について助言。 

 

平成27年度 
■普及指導員は、新品種「とちぎの星」の特性、作

付メリットについて理解促進を図るため、ＪＡ、市
町とともに、説明会等を通じて生産拡大を推進。 

■普及指導員は、ＪＡ、市町とともに、現地検討会
等により、栽培管理法について指導。 

■農業革新支援専門員は、行政とともに、ＪＡ全農
とちぎに対して、生産者大会の運営、内容等に
ついて助言。 

関係機関との連携 

・県域での推進活動は農業革新支援専門員、各
地域は普及指導員が実施。 



        
     りんどう新品種「るりおとめ」の普及推進 

計画期間：平成２６年度～平成２７年度 

栃木県 

目標とする成果 

１． るりおとめ栽培面積の増反 
■既存産地の作付け拡大と新規産地の育成  
①作付面積 
    1.54ha →2.70ha 

目標を達成するための普及活動 

平成22年 
■「るりおとめ」普及のため、栃木県りんどう研究会

と連携し現地適応調査を開始。 
平成23年 
■農業試験場、普及、研究会が連携し栽培確立

と特性の把握に努めた。 
■県の統一ブランド化を図るため、各産地の出荷

規格を統一し、切り花を初出荷。 

平成24～25年 
■新規者を対象に技術習得セミナーを開催。 
■関係機関連携により既存栽培者の作付け拡大

と新規栽培者の確保に努め、1.54haまで増反。 
■「るりおとめ」のブランド化を推進、関係市

場から高評価を受け、更なる増反を推進。 

平成26年 
■市場の高評価等を受け、2.16haまで増反。 
■新規者を対象に出荷規格統一に向けた目揃い

セミナーを開催。 

平成27年 
■品質の高位安定化を目指し、セミナーを開催。 
■関係市場から高評価を受け、更なる増反を推

進。 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業試験場が開発した新系統を主軸に新規産地
を育成し、県内りんどう産地の活性化を図る。 

・関係機関との連携を強化し、既存りんどう産地の
拡大を図る。 

関係機関との連携 

・農業試験場、普及、JA等が連携し、栽培技術
の高位平準化のためのセミナーを定期的に開催
し、品質向上に努めた。 

・県の統一ブランド化を図るため、関係機関、
JAが連携して統一規格を定め、ポップシールを
作るなど、差別化を図った。 

○栃木県は、平成21年度にりんどうの新系統｢るりおとめ｣を育成した。 
○ 「るりおとめ」を、既存産地に普及推進するとともに、「るりおとめ」の育成を
契機として新産地の育成を図る。 
○新規にりんどう栽培に取組む生産者が増えたことから、県域で新規栽培者
セミナーを開催し、更なる栽培面積の確保と品質向上を図る。 
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面積ha 
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計画時 
2.70 2.16 1.54 

「るりおとめ」栽培面積の推移 

実績 



農作業安全に対する意識啓発 
目標年度：平成２９年度 

群馬県 

目標とする成果 

１ 農作業事故防止対策の推進 
 農作業中の危険箇所の洗い出しと改善による 
 安全な作業環境 
  
 作業機の整備点検を適切に行い、最適な状態    
 での使用 
 
■県内農作業死亡事故件数の削減 
（H26→H29） 
  ５件 → ０件 

２ 県における安全指導体制の確立 
  事故発生情報や事故防止対策を共有し、作業  
 者に対する安全技術指導、安全啓発活動を円  
 滑に行う 
 
 生研センター等の関係機関と連携し、農作業 
 事故調査分析を実施し再発防止を図る 

３ 農作業安全指導者の養成 
 普及指導員の農作業安全に係る技術並びに知  
 識の向上を図り、生産者への指導効果を高め 
 る 
  
 地域の指導者となる農業機械士を養成し、農 
 作業安全に対する意識啓発を促進する     
        
        

目標を達成するための普及活動 

平成27年度（計画） 
■啓発活動の推進（春・秋2回） 
■県内農作業事故調査及び要因分析 
■プロジェクトチーム会議の開催 
■指導者養成のための農作業安全研修会の実施 
■研修会やセミナー参加による情報収集等 

平成28年～29年度（計画） 
■啓発活動の推進（春・秋2回） 
■県内農作業事故調査及び要因分析 
■プロジェクトチーム会議の開催 
■指導者養成のための農作業安全研修会の実施 
■研修会やセミナー参加による情報収集等 

今回の普及活動の特徴 

 県内農作業死亡事故件数０を目指して、 
「農作業安全の啓発活動」 
「農作業事故の調査及び要因分析」 
「県における体制整備の確立」 
「指導者の養成」 
 を柱に総合的に活動を進める。 

関係機関との連携 

・普及組織は農作業安全についての啓発活動 
 事故調査やそれらの要因分析及び対策検討 
 
・生産環境室は農作業安全に関する行政事務や 
 総合窓口 
 農業機械商組合をはじめ販売者との連携 

・農林大学校は農業機械や農作業安全に係る研 
 修や機械士の養成 
 
・農業技術センターは安全に配慮した機械の開 
 発 

○農作業死亡事故は全国で毎年400件前後発生しており横ばい状態と
なっている。県内においても農作業死亡事故は例年10件前後発生してい
る状況にある。 
○技術支援課（普及指導室、生産環境室）、農業事務所、農林大学校等
の関係機関で「農作業安全プロジェクトチーム」を設立。 
○平成２９年には農作業死亡事故件数０件を目標とし、支援体制の強化
を図る。 
 



飼料用米の低コスト・多収技術の確立 
                                               目標年度：平成２７～２８年度 

群馬県 

目標とする成果 

１ 低コスト、省力、多収栽培技術の実証ほ設置 
                          ５ヶ所  
 ■ 主食用品種「あさひの夢」の緩効性肥料に 
   よる、省力・多収栽培の実証。  
 ■ 専用品種「夢あおば」の堆肥利用による、     
   低コスト・多収栽培の実証。 
 
２ 二毛作地帯向けの栽培マニュアルの作成 
                            1件 
 
３ 飼料用米の分析結果をもととしたマッチング     
  活動支援 
                  契約締結 ２～３件 
 
４ 生産者と実需者、関係機関によるコンソーシ 
  アム候補の形成支援                
                      検討会 ５回 

目標を達成するための普及活動 

 
平成２７年度＜１年目＞ 

  省力・低コスト・多収栽培技術の実証 
 生産者を対象とした講習会等の開催 

  加工業者に対する技術情報の提供 

  実需者に対する飼料用米の利用方法について
情報提供 

  マッチング活動や飼料用米分析で得られた
データ等の共有化 

 
平成２８年度＜２年目＞ 

  マッチング活動等で得られた要望に沿った実
証ほの設置、実証結果の共有 

  産地における飼料用米生産の定着化と畜産農
家の利用促進に対する講習会 

  コンソーシアム候補の形成検討会  
 

今回の普及活動の特徴 

•事業を活用して、関係機関が連携し、生産者(耕種
農家）と実需者のコンソーシアム候補の活動を支援
する。 
 

•畜産試験研究機関の成果の共有や研究課題等へ
の参画 
 

関係機関との連携 

•普及指導室、蚕糸園芸課、畜産課、農業事務所農
業技術センター、畜産試験場、ＪＡ、市町村が連携
し、現状の課題を共有し、課題解決のための改善
を図る。 
 

•進行管理は普及指導室が中心となり行う。 
 

○ 平坦二毛作地帯の水田農家においては、平成26産米の価格下落に 
  より、新規に設備投資が不要な飼料用米の生産希望が増加している。 
   一方、畜産農家においては、配合飼料価格の高止まりの状況を受け、 
  飼料用米への関心が高まっている。 
○ そこで、普及指導室では、飼料用米の低コスト、省力化、多収栽培技 
  術を確立し、二毛作地帯向けの栽培マニュアルを作成するため、県内 
  ５ヵ所に実証ほを設置する。 
○ 実証ほで得られた飼料用米の成分分析を行い、分析結果を実需者 
  （畜産農家）とのマッチング活動へ活用するとともに、生産者と実需者と 
  関係機関を含めたコンソーシアム候補の形成を支援する。 

 



県内なし産地の活性化 
                      計画期間：平成２６年度～平成２８年度  

目標とする成果 

 
 
 

目標を達成するための普及活動 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援担当の指導力を十分に発揮し、 
 計画検討時の助言や指導体制を構築。 
 また、技術実証ほの計画・運営を実施。 

・関係機関、篤農家等と連携した活動を展開。 
 

関係機関との連携 

・県農業技術研究センター果樹研究は、早期成 
 園化技術導入後の管理に方法について検討。 
・県農林振興センターは老木園の改植を勧める 
 中で、早期成園化や新品種の導入を推進。 

・流通業者（全農等）は新品種の有利販売方法 
 の検討。 

                    
 
１ 老木なし園の改植 
■規模拡大と反収の増加 
■樹体ジョイント栽培・根圏制御栽培及び 
 に早期成園化技術の導入 
    １．５ｈａ   → １０．０ha 
    ２８経営体 → 120経営体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 新品種の導入 
■「新高」に替る品種として、「甘太」の導 
 入推進 
■従来より導入を推進している「彩玉」「あ 
 きづき」等についても引き続き推進する 
      
     新たな導入面積 ５．０ｈａ 
 
 
                                                                 

１  老木なし園の改植 
  平成２６年度 
 ■なしの栽培が経営の主体となる経営体

に対する意向調査(改植および増反） 
 ■農林振興センターやＪＡと連携して大苗

共同育苗ほを設置する 
 
  平成２７年度～２８年度 
 ■既存の実証ほの管理指導を継続するほ

か、新たな地域への実証ほの設置 
 ■紋羽病対策の検討(温水処理） 
 
２ 新品種の導入 
  平成２６年度 
 ■新品種の苗木導入および高接の推進 
 
  平成２７年度～２８年度 
 ■試験研究機関と連携して 新品種の栽

培マニュアル作成 
 ■JA等と連携し、新品種の栽培講習会等

を実施し、栽培技術の普及を図る 

 
    

 
１ 県内のなし栽培面積は約470haで年々減少している。また、なし園の 
 老木化による生産性の低下が問題となっている。 
２ 老木園の改植を進め、園地の若返りを推進する。具体的な手法として、 
 なし樹体ジョイント栽培や盛土式根圏制御栽培法及び早期成園化技術の 
 導入を図る。さらに、新品種の導入も進め、規模拡大や生産性の向上を図 
 り、これらの導入目標面積を１５ha(H２８)とする。 
３  農業革新支援担当が中心となり、国・県の研究機関・民間企業の開発し 
 た新品種・新技術を、現地で実証・普及する。 
  

埼玉県 



耕畜連携による飼料イネの生産利用 
                      計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

目標とする成果 

１ 飼料イネ、飼料麦の生産利用拡大 
 ■飼料イネの利用と飼料麦の推進 

 飼料イネ ２６戸→３０戸 
 飼料麦  ２０ｈａ→３０ｈａ 

 ■飼料イネや稲わらの流通促進 

２ 堆肥等の利用拡大 
 ■良質堆肥の製造支援と特肥の届出指導   
  新規１０戸 
 ■耕種農家への堆肥流通支援 

５０戸１３００ｔ増 
 ■飼料イネへの液肥の利用推進  
  ２地区→３地区 

目標を達成するための普及活動 

１ 飼料イネ、飼料麦の生産利用拡大 
  平成２６年度 
 ■(独)農研機構が開発した「たちすずか」等の実

証ほを県北地域に設置し、その結果に基づき栽
培マニュアルを作成し、利用面積を拡大 

 ■実証ほを活用した現地検討会の開催 
 ■現地適応品種の検討 
  平成２６～２８年度 
 ■飼料イネ・飼料麦の二毛作体系の実証 

２ 堆肥等の利用拡大 
  平成２６～２８年度 
 ■耕種農家向け堆肥マップを各地区ごとに整理し、

各生産組織等へ堆肥等の利活用を推進 
 ■飼料イネ・飼料麦の二毛作体系の実証 

今回の普及活動の特徴 

 従来とは異なる新たな視点で国の研究機関が育
成したWCS専用稲新品種を、県の研究機関及び
普及組織が連携して、速やかに現地に普及を推
進。 

 米価低迷に伴う新たな水田活用方策として注目
されている飼料用米、飼料用稲の迅速な技術移
転により時代の要請に対応。 

 

関係機関との連携 

 農業革新支援担当は技術解決チームリーダーと
して普及指導員、国の研究機関、ＪＡ関係者等の
調整、指導。 

 普及指導員は栽培実証等を行うほか、市町村、
ＪＡとともに飼料稲・堆肥等の地域内流通を推進
し、耕種農家・畜産農家双方の経営向上を推進。  

１ 飼料費の高騰等により畜産農家の経営を圧迫。このため、新規需要米 
 （飼料イネ、飼料米）、稲わら、地域資源等の飼料化等、耕畜連携による自 
 給飼料の低コスト生産利用が課題。 
 

２ 農業革新支援担当が中心となり、県の研究機関等と連携したプロジェ 
 クトチームを結成し、飼料イネの新品種や新技術の現地実証と早期の普及  
 定着を図る。 
３ 飼料イネ、飼料米、稲わら、堆肥などの地域資源について、地域での流 
 通組織の体制整備を推進する。 

埼玉県 



狭山茶の安定生産 
計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

埼玉県 

目標とする成果 

１ ＩＰＭによるクワシロカイガラムシ防除技術 
 の導入による被害軽減  
 ■天敵への影響が少ない農薬の利用 
   （ﾌﾟﾙｰﾄMC･ｱﾌﾟﾛｰﾄﾞｴｰｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ 等） 
 ■天敵利用技術の普及 
   (ナギナタガヤ草地帯・米ぬか散布） 
 ■クワシロカイガラムシ防除情報の発信による 
  適期防除の推進 
 ■被害軽減面積 0→40ha 
   技術導入農家数 200戸 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 県育成品種の普及 
 ■県育成品種の導入による安定生産 
 ■県産苗木供給力の強化 
 ■県育成品種の茶園面積 
   割合 30％以上 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

１ ＩＰＭによるクワシロカイガラムシ防除技術 
 の導入による被害軽減  
    平成２６年度 
  ■天敵への影響が少ない防除体系実証ほ 
   の設置 
 ■積算温度による孵化最盛日予測技術の 
   実証 
 ■天敵利用技術の推進 
 ■防除情報の効率的な発信方法の実現 
 ■情報共有化による地域防除の推進 
 
       平成２７～２８年度 
 ■天敵への影響が少ない防除体系の推進 
 

２ 県育成品種の普及 
     平成２６年度 
  ■ 「おくはるか」展示ほ場の設置 
  ■苗木生産における遮光技術の実証 
 
       平成２７ ～２８年度 

  ■「おくはるか」製茶法の確立 
 ■県育成品種の普及啓蒙 
 ■茶苗木生産農家の育成 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援担当が現場で生産者と一緒に取り 
  組むことで速やかに技術を普及。 

・関係機関との連携を強化し、茶業協会を中心にし 
  てＪＡ、市町と連携した活動を展開。 

関係機関との連携 

 ・農業革新支援担当は技術解決チームのリーダ 
 として市町、ＪＡ、県茶業協会等の調整、指導。 

 ・天敵利用技術、新品種の製茶技術等の技術提供 

 は茶業研究所内栽培担当、加工利用担当と連携 
 して実施。 

・生産者への防除や県育成品種の情報は市町及 
  びＪＡを通じて発信。 

・県育成品種のＰＲ、茶園の改植推進は(一社) 
  埼玉県茶業協会が実施。 

１ 難防除害虫であるクワシロカイガラムシについて、新規導入薬剤や耕種的 
 防除・天敵利用などのIPM手法を導入し、安定した生産技術を普及する。 
２ 狭山茶産地では「やぶきた」の極端な偏りにより摘採期の集中や老朽化に 
 よる生産力の低下が顕在化しているため、県育成品種への改植を進め生産 
 性の向上を図る。 
３ 農業革新支援担当は関係市町・ＪＡ、県茶業協会等と連携し平成２８年には 
 IPM手法導入40ｈａ以上、県育成品種を県茶園面積の30％以上に普及する。 

米ぬかの散布 

茶園周囲のバンカー植物 
（ナギナタガヤ） 

期待の新品種「おくはるか」 



      全国トップを目指したさつまいも産地の活性化  
目標年度：平成２９年度 

千葉県 

目標とする成果 

  １ 担い手農家の規模拡大 
 
 担い手農家の面積拡大 
  ★５年後に1.5倍 
  ★１０年後に５年後の1.25倍に拡大 
これにより 
 作付面積１，３２５ha維持を図る。 

２ 経営モデルに基づく機械の導入 
 
省力化のため収穫機械導入 
安定出荷のため貯蔵施設の導入 
 
これにより作付面積の拡大を図る。 
 担い手農家の平均作付面積 
   印旛地域 2.1ha(H24)→2.7ha（H29） 
   香取地域 1.65ha（H24）→1.9ha(H29) 

３ 産地間連携 
   
県域課題として産地間をまたぐ普及活動の展開 
 
これにより 
産地間の情報共有化と連携の濃密化を図る。 
★低コスト型施設の導入支援 
★主要４JA間の情報共有と計画的出荷への誘導 

       

目標を達成するための普及活動 

Ｈ22～H24 
■ 戦略的産地育成推進協議会の活動 
 市場、JA、市、農林総研、印旛・香取農業事務所、農
業革新支援専門員による協議会設置による活動体制を構
築した。また下部組織に実務担当者による販売促進・技
術向上ワーキンググループを設置し、効果的に活動を展

開した。 
H25～ 
■ 販売促進・技術向上ワーキンググループ活
動の強化 
 推進協議会解散後は、ワーキンググループを存続強
化し、食味向上のための施肥改善試験・「べにはるか

貯蔵期間30日ルール」への取組を支援。 

H22～ 
■ 販売促進ワーキング活動 
  JA連携による販売促進活動の推進 
  ★販売促進イベント 100回 
  ★実需者へのリーフレット配布 100回 

H22～ 
■ 技術向上ワーキング活動 
 ★「べにはるか」の普及 
    H21本格導入→159ha（H25) 
 ★規模拡大農家の育成 
  印旛地域 担い手の平均面積    
       2.1ha(H22)→2.3ha(H25)  
  香取地域 3ha作付農家 22戸(H22)→39戸（H25)  
 ★貯蔵施設導入拡大 
  県単事業による貯蔵庫導入 18戸（H25) 今回の普及活動の特徴 

・産地の将来を生産者個々の技術レベル・流  
 通面から診断し、構想を作成。 

・戦略的産地育成普及活動事業プロジェクト 
 チームによる計画的な普及活動。 

・農業革新支援専門員が産地分析マニュアル
を作成し産地構想の策定を指導。 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員のコーディネートにより、新技 
 術は要望課題化、農林総研と現地で連携した試験を 
 展開。 
・ＪＡ・農業事務所を交え定期的な検討会実施。 

・技術向上ワーキングには農業革新支援専門員のコ― 
 ディネートにより新技術の現地への速やかな普及。 
・生産者へ栽培講習会実施。 

○印旛・香取地域はさつまいもの主力産地であるが、産地診断の結果 
 では、高齢化の問題からH29には生産者数が67%まで減少、486haの遊
休農地の発生が予測された。 
○市場調査では貯蔵施設活用等による計画的な出荷を求められた。 
○このため県内JA同士の産地間連携強化と、担い手農家の規模拡大支 
 援、貯蔵施設の導入による出荷量の均一化を支援する。 



         ウメ輪紋ウイルス（ＰＰＶ）緊急防除区域の農業復興 
                                     目標年度：平成２９年度 

○ ＰＰＶの感染により、青梅市を中心に多くのウメ樹が廃棄。 
○ ジョイント仕立てなどの早期成園化技術を導入し、産地の再生を支援する。 
○ 緊急防除区域解除までは、伐採跡地に果樹品目、野菜、ソバ、景観作物、
緑肥を導入し、土づくりや農地の有効活用を図る。 

○ 農業革新支援専門員が中心となり、試験研究、普及、本庁職員で構成す
るワーキンググループにより推進。 

○ 実証試験でのウメの本格収穫は平成29年度を目標とする。 

東京都 

目標とする成果 

１ 早期成園化技術の実証 
■神奈川県で開発されたジョイント仕立て並びに 
 一文字整枝技術の実証（H25→H29） 
 ①本格収穫   
  10年生 → ６年生（Ｈ29達成） 
 ②労働時間 
  収穫 50％削減 
  剪定 30％削減  

２ ウメ伐採跡圃場への後作導入・遊休農地化回
避 
■伐採跡圃場の深耕・残根処理等による農地基盤 
 整備（H25→H28） 
■代替品目の導入による 
 農地の有効活用（H25→H27） 
 ①基盤整備実施 
  １市 → ９区市町 
 ②導入品目 
   ６品目 → 15品目 

３ 早期成園化技術の普及 
■実証された技術の普及（防除区域解除後→H29） 
   ①導入農家 
   ０戸 → ５戸 
  

目標を達成するための普及活動 

平成25年 
■早期成園化試験の内容検討のためのワーキン

ググループの結成。 

平成25～29年 
■農林総合研究センターにおける早期成園化実

証試験の実施。 
■ワーキンググループ会議における試験内容の協

議、情報共有。 
■先進地調査による試験設計への反映。 
■生産者の視察研修の受け入れ。 
■広報誌等を利用した試験内容の周知、ＰＲ。 

平成25～27年 
■伐採跡圃場の基盤整備事業要望の掘り起し。 
■代替果樹品目、野菜、ソバ、景観作物、緑肥 
 等の作付計画支援。試作展示圃の設置。栽培

講習会・現地検討会の開催。 
■商工会との連携による地場産ソバのＰＲ。 

防除区域解除後～29年 
■早期成園化技術の展示圃設置、普及推進。 

今回の普及活動の特徴 

・地域の要望を試験研究・行政に繋げるため、農業
革新支援専門員が中心となり、ワーキンググルー
プを結成。 

・所内にプロジェクトチームを設置し、防除担当、基
盤整備担当と連携することで、それぞれの課題を
解決。 

・果樹、病害虫、野菜の農業革新支援専門員が現
地の普及活動に助言。 
 

関係機関との連携 

・早期成園化技術の実証試験は果樹担当研究
員が実施し、事業の進行管理は果樹担当農業
革新支援専門員が担う。 
・伐採跡地圃場への後作導入は、地域の担当
普及指導員が担い、各品目を担当する農業革
新支援専門員が助言する。 

・市町村、ＪＡ、商工会との連絡調整は地域
の担当普及指導員が担う。普及センター所長
が市主催による「梅の里再生計画推進委員
会」のオブザーバーとして、助言。 
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