
たまねぎのセルトレイ育苗と水田転作地での 
        生産の安定化               計画期間：平成２５年度～平成２６年度 

新潟県 

目標とする成果 

１ 加工用たまねぎ栽培マニュアル作成 
■農業革新支援担当が主体となって、関係機関 
  と調整を図り、加工用タマネギの栽培マニュア 
   ルを作成 
           

２ 機械化一貫体系に対応した栽培技術の普及 
■機械植え付け精度を高める育苗技術 
 ・発芽率向上のためのセル ト 
  レイ段積法 
 ・根鉢形成が良好な機械移植 
 に適合した育苗方法 
  
■排水性・砕土性の向上技術 
 ・アップカットロータリー同時畦立てによる砕土性 
 及び定植精度の向上 
 ・周囲明きょ、硬盤破壊、高畦等の排水対策   
 
■機械化一貫体系栽培実証 
 ・全自動定植機-アップカット同時畦立て-定植機 
 -収穫機-ピッカー等による省力化  
 

水田転作地での作付け面積 
H24 10ha→ H26 15.5ha(実績) → H28 30ha(目標) 
出荷量 
H24  163t → H26 453t (実績) → H28 1,000t(目標) 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２５年度～平成２６年度 
■機械化一貫体系の普及のための機械実演会 
   を全農にいがたと連携して実施。 
 （県内２ヶ所、合計５回）。 
 
 
 
 
 
 
■機械化一貫体系を加速させるためＪＡ全農に 
  いがたが、年間を通 して産地への機械の貸し 
  出しを実施しており、連携して産地化を支援。 
 
■育苗改善及び砕土性向上のため県内３ヶ所に 
    実証ほを設置し、試験結果を基に栽培マニュ 
    アル作成。 
 
■農業革新支援担当は、下記のとおり県機関
（普及指導員、研究機関）及び関係団体との 
 役割分担を調整し、課題解決を推進。 
 
■技術の定着に向け県園芸研究センター研究員 
   と連携し、現地での直接指導の実施。 
 
 

 
 
 
 

今回の普及活動の特徴 

・現場の実証活動については、３地区の実証内 
 容が連動して技術体系となるよう農業革新支 
 援担当が助言・指導を実施。 
 
・試験研究の現地指導やJA全農にいがたの機械 
 実演会など関係機関の事業を組み合わせたこ 
 とにより技術の定着や機械導入を実現。 

関係機関との連携 

・＜普及指導員＞ＪＡと連携した現地実証ほ 
 の運営・調査活動を通じ、栽培農家への技 
 術指導、産地化を推進。 
 
・＜県園芸研究センター＞各種検討会への参 
 画、現地実証の助言。新たに発生した課題 
 への対応技術の開発。 
 
・＜ＪＡ全農にいがた＞契約型販売ルートの 
 確保、全農が所有する園芸用機械の貸し出 
 し、機械実演会の運営。  

〇増大する業務加工需要に対応し、稲作経営体の所得を確保するため加 
  工用たまねぎの水田転作における県内全域的な産地形成を目指す。 
 
〇栽培面積拡大のため機械化一貫体系栽培を基本とし、水田転作地の排 
  水性及び砕土率の向上、機械定植に適した育苗技術を確立する。        
 
〇確立した技術を活用普及し、栽培面積30ha、収量1,000t（平成28年）の産 
  地を育成する。                     



       大豆の高品質・安定多収生産に向けた  
      優良品種「里のほほえみ」の早期導入 計画期間：平成27年度～平成28年度 
新潟県 

目標とする成果 

１  「里のほほえみ」の円滑な導入 
■実証ほや研修会を通じて生育特性を把握し、 
    生産者や関係機関への理解促進 
 
■平成２７年度の奨励品種採用 
 
■県産大豆の収量・品質の向上 
   ①収量（粒大の確保と収穫ロス低減） 
     144kg/10a（H25） →  180kg/10a 
   ②品質（しわ粒低減による１・２等級比率の向上） 
     1.5％（H25） →  60％ 
   ③県内の「里のほほえみ」栽培割合 
     1.3％（H26） →  80％ 

２ 「里のほほえみ」栽培マニュアルの作成 
■「里のほほえみ」栽培マニュアル（暫定版）」を作
成（H27) 
 
■県内９産地の実証ほ成績から地域版マニュアル
（栽培手順書）を作成(H27～28) 

３ 加工特性の把握  
■「里のほほえみ」に適した豆腐、味噌、納豆等の
加工方法を検討し、実需者への情報提供と加工マ
ニュアルを作成(H27) 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年度～平成２８年度 
■円滑な普及を図るため、実証ほを設置し、生育
特性、栽培管理上の課題を研修会等を通して情
報提供する(県内主産地９か所）。 
 
 
 
 
 
 
 
■先進地視察から「里のほほえみ」の円滑な導入
手法や取組みについて情報収集する。 
 
■収量・品質の高位安定化を図るため、地域に
応じた栽培マニュアルの作成と技術指導を行う。 
 
■「里のほほえみ」に適した豆腐、味噌、納豆等の
加工方法を検討し、実需者との情報共有により利
用促進を図る。 
 
■関係機関による連携会議や産地と実需者を含
めた意見交換会を実施し、コンソーシアム形成
に必要な情報収集と連携強化を図る。 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援担当が中心となり、産地、集荷
団体、実需者、県機関が目的を共有し、生産技
術の確立や加工適性の把握など、役割分担しな
がら連携した活動を推進する。 

・「里のほほえみ」を早期導入するために奨励品
種採用前から実証活動を展開し、地域マニュアル
の作成を開始する。 

・ 加工特性を把握し、実需者へ情報提供を行うこ 
とにより、利用の促進が図られる。 

関係機関との連携 

＜農業革新支援担当＞ 実証ほの生育状況等の 
収集、行政・研究・普及の結びつけ等 
＜行政担当＞ 県奨励品種の認定、振興方針の 
策定等 
＜普及指導員＞ 栽培マニュアルの作成、生産 
者への技術支援、情報提供等 
＜研究担当＞実証ほ指導、県版マニュアルの作 
成、加工適性の評価（県食研）等 

＜ＪＡ＞実需者・卸業者のニーズ把握、生産者 
の意向把握、情報提供、種子の調達等 
＜実需者＞試作による加工適性の評価 

〇県産大豆の検査等級は低迷し、収量の年次間差も大きい。この要因として、 
  「エンレイ」の作付集中であり、現在の機械化体系に合った新品種の導入が  
  求められる。どの品種特性が挙げられる。 
〇「里のほほえみ」の現地適応性、最適な栽培方法や加工技術を明らかにし、 
  関係機関が連携して、産地、実需者との合意形成を図りながら、県産大豆 
  の主力品種として早期かつ円滑な導入を進める。 



              気象条件と実需者ニーズに対応した強みのある 
              野菜生産の拡大      計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

富山県 

目標とする成果 

１ 冬季の気象条件を活かした高付加価値野菜の 
   生産拡大 
 
■主穀作経営体等におけ 
  る導入拡大 
   H26：124戸・組織 
        ⇒ H29：150戸・組織 
■栽培面積の拡大 
   H26：7.7ha  ⇒ H29：10ha 

２ 栽培技術の確立 
 
■冬季野菜として更に高付加価値化が見込める品  
  種の選定・導入（雪中ニンジン、ナバナ、寒締め 
  コマツナ等） 
■寒締め栽培技術等の早期習得による収量･品質 
  の向上 

３ 安定出荷と販売量の拡大 
 
■精度の高い出荷計画の策定と 
  流通関係者との密な情報交換 
■カンカン野菜販売量の拡大 
   H26：87ｔ  ⇒  H29：120ｔ 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■導入啓発のための検討会の開催 
■県産食材商談会での実需者へのＰＲ支援 
■新規生産者掘り起こし月間の設定 
              （6/下～7/中) 
■各種研修会（栽培研修会、出荷研修会、現地 
 研修会等）の開催 
■出荷計画会議の開催支援 
■寒締めコマツナ専用出荷袋の作成支援 
■実需者（仲卸、量販店）を対象とした販売プ 
 ロモーション会の開催 
■現地実証ほの設置（雪中ニンジン、ナバナ 
 、寒締めコマツナ等） 

平成28年 
■農林振興センター単位での生産拡大推進経営 
 体及び重点品目の生産拡大 
■各種研修会（栽培研修 
 会、出荷研修会、現地 
 研修会等）の開催 
■優良取り組み事例の収 
 集・紹介 
■栽培マニュアルの改訂 

平成29年 
■各種研修会や技術検討会の開催、実需者ニー  
 ズの把握により、更なる生産拡大を推進 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員（広域普及指導センター 
 配置）と普及指導員（農林振興センター配置 
 ）が連携し、流通関係者との情報交換も密に 
 行いながら、高付加価値化が可能な冬季出荷 
 野菜の安定生産と生産拡大に取り組む。 

関係機関との連携 

●ＪＡ：出荷計画の策定 
●市場・流通関係者：量販店、外食・中食業者 
    等への需要喚起 

○主穀作経営体の体質強化のため、農業革新支援専門員と普及指導員 
 との連携による収益性の高い園芸作物の導入支援が求められている。 
○稲作経営体への園芸作物導入支援活動の一環として、大麦跡の遊休 
 水田や水稲育苗ハウスの有効利用等による冬季出荷野菜の作付けを 
 推進している。 
○冬季の気象条件を活かした「甘い」、「やわらかい」等の付加価値 
 野菜である「とやまのカン（寒）・カン（甘）野菜」の技術確立及 
 び更なる生産拡大、実需者への認知度向上を図る。 
○平成29年には、生産者数150戸･組織、栽培面積10haを目標とする。 



        水稲育苗ハウスを利用した根域制限栽培果樹 
           の生産流通体制の整備       

計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

富山県 

目標とする成果 

【ラズベリーの生産振興】 
１ 秋果多収技術の確立  
■秋果の多収技術が確立され生産量が拡大 
    H26：514kg ⇒ H29：1,000kg 
２ 収穫基準および品質保持技術の確立  
■単価の高い生果出荷率が向上する 
    H26：38.5％ ⇒ H29：70％ 
３ 付加価値販売可能な販路の開拓  
■首都圏等を含め希少価値を活かし 
 た販路確保 

【小粒イチジクの生産拡大】 
１ 安定栽培技術の確立 
■単収向上により生産量が拡大 
■導入経営体、導入規模の拡大に 
 より生産量が拡大 
    H26：180kg ⇒ H29：700kg 
２ 優良品種導入と付加価値可能な販路の開拓 
■優良品種導入により販路が拡大 
    H26：導入品種１ ⇒ H29：導入品種４ 

目標を達成するための普及活動 

平成27～28年 
【ラズベリーの生産振興】 
■秋果多収技術実証 
■収穫適期調査及び品質保持技術実証と実需者 
 の評価把握 
■販売戦略の検討（アドバイザー招聘）と首都 
 圏等市場動向調査実施 
■出荷資材の作成支援 
【小粒イチジクの生産拡大】 
■安定着果技術実証および優良品種選定 
■実需者の評価把握 
【共通】 
■新規生産者掘り起こし（研修会、検討会等） 
■各種研修会（栽培研修会、収穫研修会、現地 
 研修会等）の開催 
■出荷会議の開催 
■栽培マニュアルの改訂 

平成29年 
■生産拡大と安定供給体制確立、流通業者・実  
 需者とのコンソーシアム形成によるニーズ・ 
 販路の拡大を足がかりに、更なる生産拡大を 
 強力に推進 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員（広域普及指導センター 
 配置）と普及指導員（４農林振興センター配 
 置）が連携し、現地における技術確立のため 
 の実証ほを各地域に設置し、試験研究機関と 
 の連携によるスピーディな技術確立、品種選 
 定をめざしている。 
・流通業者、実需者との意見交換、品質評価等 
 を随時実施しながら、ニーズに合った商品の 
 供給を可能とする技術確立や安定供給体制の 
 確立および高付加価値販売可能な販路開拓に 
 取組む。 

関係機関との連携 

●ＪＡ：生産・出荷支援 
●市場・流通関係者：高付加価値商品開発、販
路拡大 

○外食産業を中心にラズベリーや皮ごと利用できる小粒イチジクに対 
 する需要が強いことから、水稲育苗ハウスの有効利用による根域制 
 限ラズベリー・小粒イチジクの導入を推進している。 
○しかし、新規品目であり、栽培技術や流通販売に課題が多いことか 
 ら、革新支援専門員が中心となり、試験研究機関、普及指導員が連 
 動したスピーディな多収や適期収穫技術の確立を図る。また、実需 
 者ニーズに対応した品質保持技術の確立・普及、流通業者と連携し 
 た安定流通体制の確立を図る。 
○平成29年には、ラズベリー生産量１ｔ、生果出荷率70％、小粒イチ 
 ジク生産量700kgを目標とする。 



 実需者ニーズに対応した県推進切花品目の生産拡大 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度

富山県

目標とする成果

１ 小ギクの契約的取引の安定的な発展支援 

■小ギクの契約的取引
  数量 

H26：192千本 
⇒ H29：240千本

■契約的取引組織数
H26：7組織 

⇒ H29：10組織
■実需者ニーズに対応した品種の選定

H26：選定数３品種 
⇒ H29：普及品種数８月咲き３品種

  ９月咲き３品種 

２ 実需者ニーズに対応したアスター等の生産拡大 

■主穀作営農組織等への導入啓発と定着化に向
けた技術支援
H26：実績なし  

⇒ H29：12経営体
■アスターの連作障害対策や
  作期拡大による生産拡大 

  H26：出荷本数123千本 
⇒ H29：200千本

目標を達成するための普及活動

平成27～28年 
（産地ブランド発掘事業関係） 
■品種各等展示のほの設置
【小ギク】 
本県の気象条件下での生育開花特性(4カ所） 
成長調整剤の開花抑制効果検証実証(4カ所） 
９月咲き品種の生育開花特性(2カ所） 

【アスター】 
萎凋病等抵抗性品種の選定（2カ所） 
安定した発芽率確保等安定生産技術(4カ所） 

■検討会の開催
新品種・新技術導入検討会
実証ほ現地検討会と成績検討会

■栽培・技術マニュアルの作成
小ギク・アスター等

■産地・実需者の発掘調査
現地実証ほにおける品種技術の合同評価

■主穀作営農組織等の新規生産者の発掘
ビギナーズ研修会・エキスパート研修会開催

平成29年 
■生産拡大と安定供給体制確立、卸売市場
・仲卸等流通業者と
のコンソーシアム形
成によるさらなる生
産拡大を強力に推進今回の普及活動の特徴

・農業革新支援専門員（広域普及指導センター
配置）と普及指導員（農林振興センター配
置）、試験研究機関が密接に連携し、現地に
おける実証展示ほの設置等を通して、優良品
種の選定と栽培技術の確立・普及を図る 

・生産者、仲卸等の実需者、卸売市場、全農、
普及組織が連携し小ギクの契約的取引を安定
的に発展させ、WINWINの関係を構築する。 

関係機関との連携

●ＪＡ：生産・出荷支援
●市場・流通関係者：契約的取引体制の整備・

定着化 

○近年、切花では、夏期の高温や多雨等の気象変動の影響により、品
質の低下、開花期の前進や遅延、病害虫による被害が発生している。

○一方、実需者は、旧盆等の物日に、花束加工向け等の高品質な切花
の安定的入荷を望んでおり、切花産地は、これら実需者ニーズに的
確に対応できる信頼のある産地への転換がもとめられている。

○このため、旧盆切花需要の代表的品目である小ギク、アスター等に
ついて、安定生産に向けた優良品種の選定と栽培技術の確立、さら
には小ギクの契約的取引の安定的発展を図る。

○平成29年には、小ギクの契約的取引数量２４０千本を目標とする。



   飼養管理技術の向上及び低コスト生産による 
        肉用牛農家の経営安定   計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

○ 肉用牛農家を取り巻く環境は、飼料価格の高騰、畜産物価格の下落等に
より厳しさを増している。このため広域普及指導センターでは、肉牛関係
データベース、技術改善支援ソフトからなる「肉用牛技術改善総合システム
（ＢＴＴＳ）」を活用し、関係機関との連携により、種雄牛選定や飼養管理技
術の向上等を農業革新支援専門員が中心となり支援する。 

○繁殖経営の低コスト化を推進するため、耕作放棄地等への放牧を支援する。 
○ 平成２９年には、枝肉上物率７８％及び和子牛出荷時日増体重（去勢） 
1.１kg等を目標とする。 

富山県 

目標とする成果 

１ 優良素牛の生産と和子牛飼養管理技術の向上 
■交配シミュレーションソフトによる最適な種雄牛の  
   選定指導や受精卵移植を活用した優良素牛の確 
   保。 
■「哺育・育成技術指導指針」及び「ﾁｪｯｸﾘｽﾄ」に基 
    づいた技術指導 
  出荷時日増体重(去勢) 
  H26：1.03kg⇒H29：1.10kg 
 

２ 放牧等を活用した低コスト化 
■耕作放棄地等を活用した放牧への新規参入支 
   援 
 ①放牧面積 
  H26：41.2ha⇒H29：50ha 
 ②放牧頭数 
  H26：91頭 ⇒H29：110頭 
  

３ 肥育牛の枝肉品質向上  
■枝肉カルテによる枝肉品質の分析 
 ①枝肉重量（和牛） 
  H26：483kg⇒H29： 500kg 
 ②枝肉上物率 
  H26：76.9％ ⇒H29： 78.0％ 
  

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■「ＢＴＴＳ」の｢交配シミュレーションソフト｣、｢飼養  
  管理チャート｣等を活用した繁殖、飼養管理指導 
■実証展示や先進地視察により、 
  耕作放棄地等を活用した放牧 
   への新規参入啓発及び放牧 
   組織運営支援 
■飼料用米や稲ＷＣＳの飼料 
  生産受託組織の育成による自給飼料基盤の強  
  化 

平成28年 
■「ＢＴＴＳ」の｢枝肉カルテ｣等の枝肉品質の情報 
 提供による肥育成績の向上 
■放牧組織の運営強化と放牧のための繁殖牛増  
 頭支援 
■飼料用米や稲ＷＣＳの利用拡大による低コス 
 ト生産の推進 

平成29年 
■プロジェクトチームで飼料米やWCS等自給飼 
 料を活用した肉質改善技術を推進 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が「ＢＴＴＳ」のシステムの更
新方針やプロジェクトの推進方策を主導 

・肉質の向上においては、畜産研究所の研究グ
ループに広域普及指導センターが参画する等、畜
産研究所との連携のもとに指導を実施 

・飼料用稲の指導では、地域普及指導センターの
普及指導員と役割分担し、それぞれの課題を解決 

関係機関との連携 

・広域普及指導センターが、畜産振興協会、家  
  畜保健衛生所や畜産研究所等と連携して、繁 
  殖和牛の血統・育種価、和子牛・枝肉市場等全 
   てのデータを統合一元化 
・農業革新支援センターである広域普及指導 
  センターが中心になって登録・処理するこ 
  とで、枝肉データ等個人情報を関係機関の 
  間で共有することが可能となった 

○畜産研究所は飼料用米等の給与方法を助言 
○本庁主務課・家畜保健衛生所は受精卵移植  
 の活用を推進・支援 



        ぶどう「ルビーロマン」の生産拡大とブランド化の推進 
目標年度：平成２７年度 

石川県 

目標とする成果 

「ルビーロマン」の市場出荷の拡大 
■新技術の導入や指導チームによる現地集中指
導により、商品化率が向上。（H26→H27） 
①商品化率 
   29％ →   44％ 
②出荷房数 
 11,372房 → 18,000房 
③出荷戸数 
   79戸 →   100戸 

目標を達成するための普及活動 

平成26年～ 
試験研究成果や環状はく皮等 
新技術導入実証ほを設置し、 
その結果に基づき栽培マニュ 
アルを作成 

平成26年～ 
猛暑でも着色するよう房数の制限や大きすぎな
い房づくりなどの腹八分目運動を展開 

平成26年～ 
普及指導ツールとして生産者個々の栽培状況や
技術レベル等を記載した「個別指導カルテ」を
整備・共有 
 

今回の普及活動の特徴 

・中央普及支援センターは、広域センターの機
能を発揮し、プロジェクトチームの活動を総括 

・農業革新支援専門員はプロジェクトリーダー
として生産から販売まで広範囲な課題解決を
コーディネート 

関係機関との連携 

・ブランドイメージの向上・浸透を図るため、
プロジェクトチームで、民間専門家のアドバイ
スを受けながら県内外の効果的なＰＲ活動を展
開 

・高級イメージを損なわないよう、格付の産地
間統一を図るため、ＪＡ検査員の格付研修会等
の開催を支援 

○平成１８年に県産農産物のブランド化を牽引する「いしかわ戦略作 
 物」に選定。生産者、ＪＡ、民間専門家 
 等で構成するプロジェクトチームを編成 
 し、ブランド化を推進。 
○市場からは高級商材として一定の評価を 
 得たものの、近年、夏期の高温の影響等 
 から着色不足が多発、出荷量が伸び悩み、 
 商品化率の向上が課題。 
○このため、普及指導員と研究員で構成す 
 る指導チームを設置し、チームによる現地集中指導を展開。 
○平成２７年には、商品化率44％以上、出荷18,000房を目標とする。 

環状はく皮 
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      大規模営農組織（メガファーム）の育成 
計画期間：平成２６年度～平成３０年度 

○本県の営農組織は、集落を単位に約580経営体が育成されており、認定農
業者と併せ、稲・麦・そば等の約7割の生産を担っている。 

○これら組織等では、米価低迷に対応するため農地集積・省力化・コスト低減
等による所得確保と、将来にわたり営農や豊かな地域が継続できる大規模
（広域）営農組織として経営体質強化が課題である。 

○平成３０年には、複数集落や旧村単位で概ね100ha規模の大規模（広域）
営農組織を新たに１８育成することを目標とする。 

 

福井県 

目標とする成果 

１ 大規模（広域）営農組織の育成 
■新規組織が育成され、経営体質が向上

(H26→H27) 
 ①新規育成組織数 
   ３組織 → ６組織 
  

２ 大規模（広域）営農組織のモデル作成 
■大規模経営での生産費、労働時間等の試算、効

率経営に向けた技術や経営上の課題整理 
■農地の集積・集約化による効率経営モデル作成 
■園芸、６次産業化導入の検討、大規模経営体育

成手法の確立 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２６～２７年 
■農業革新支援専門員、農林総合事務所、農業試

験場、ＪＡ等で構成される技術解決チームを結
成 

■推進地域の選定と計画策定 
  既存集落営農組織の現状を整理し、推進候補

となる集落営農組織を選定 
  ○推進候補地に適した大規模（広域）営農組織 
   を整理し、最適な形態を設定 
  ・単一組織設立型 
  ・２階建て本店集約型     ４つの形態を示し 
  ・２階建て本店調整型     候補地を整理 
  ・広域作業受託型 
   
 ○推進地域の課題について、集落間・農業者  
   間の意識の相違、法人化の形態、地域の理解、  
   農地集積後のゾーニングなどを整理 
■候補集落での推進育成 
   

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員はチーム活動の総括、 農試   
  経営Ｇは経営調査や推進手法の考え方を提示し支 
  援する 
・ 農林総合事務所は、現地においてメガファーム育 
  成を推進 する 
・生産振興課とＪＡ中央会は関連事業を活用し、チー 
  ム活動全体を支援する 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は技術解決チームのリー   
 ダーとして普及指導員、農業試験場、ＪＡ関 

  係者等の調整、指導 

専従者を確保したいが、 
規模が小さい… 

圃場が多くて管
理できない 
コストをこれまで
以上に下げたい 

機械や施設、経営
も広域で運用する
には… 

地域の活性化
につながるビ
ジネスを行い
たい… 



   水田活用によるネギ１０億円産地を目指して 
活動期間：平成２６年度～平成２７年度 

○福井県の気象条件に合った新品種、作型（初夏～越冬春穫）を確立し、 
    ネギの迅速な普及拡大を目指す。 
○農業革新支援専門員が中心となり普及、試験研究機関、ＪＡ等と連携した
技術解決チームを結成し、技術実証と早期の普及推進を図る。 

○ネギの作付面積・出荷額は、平成27年度に 75ha・6億円平成30年度には 
120ha・10億円を目標（H30）する。 

福井県 

目標とする成果 

１  ネギ栽培マニュアルを作成 
■県内5ヵ所の技術実証圃の 
  とりまとめ 
■農業革新支援専門員、普及 
    指導員、JA等によりネギ栽培 
    マニュアルを作成 

２ ネギの普及拡大 
■新品種、作型、機械化体系の普及により、ネギの

生産量が拡大（H26→H27） 
  作付面積 
  70ha → 75ha 

  

目標を達成するための普及活動 

平成26～27年 
■農業革新支援専門員、農林総合事務所、農業

試験場、ＪＡ等で構成される技術解決チームを
結成 

 
■品種（越冬性、病害に強い、在圃性のよい）、作

型（初夏～越冬春穫り）、機械化体系の確立 
   ○県内5地区で有望品種の実証 
    
   ○機械化一貫体系の実証 
 

    
 
 
   
   
   ○圃場の排水対策の実証 
   
 
 
 
 
■集落営農組織、認定農業者へのネギ推進 
   
   

今回の普及活動の特徴 

・ネギの早期普及拡大を図るため、農業革新支援   
  専門員が農林総合事務所、試験研究、ＪＡ等を  
  コーディネートし、プロジェクトチームを結成 
 
・ネギ担当の普及指導員が役割分担し、それぞれ   
  の課題を調査研究とし、課題解決にあたる 

 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は技術解決チームのリー   
 ダーとして普及指導員、農業試験場、ＪＡ関 

  係者等の調整、指導 



   ブドウの生産と販売の拡大 
活動期間：平成２６年度～平成２７年度 

○福井県内におけるブドウの市場取扱高は、年間29千万円(H14～24年平均)
であり、県内で生産されているブドウは1千万円余と極めて少ない。 

○県内の気象条件に合った品種、技術（短梢せん定･雨よけ栽培等）を確立し、
ブドウ栽培の迅速な普及拡大を目指す。 

○農業革新支援専門員が中心となり普及、試験研究機関、ＪＡ等と連携した
技術解決チームを結成し、生産者の仲間づくりと技術実証により、早期の
普及推進を図る。 

○ブドウの新たな作付面積は、２haを目標とする。 

福井県 

目標とする成果 

１  ブドウ栽培マニュアルを作成 
■県内6ヵ所の技術実証圃の 
  とりまとめ 
■農業革新支援専門員、普及 
    指導員、JA等によりブドウ栽培 
    マニュアルを作成 

２ ブドウの生産拡大 
■福井県に適する品種、収穫時期、低コスト栽培の

普及により、ブドウの生産量が拡大（H26→H27） 
  作付面積 
  ８ha（H26） → 10ha（H27） 
 
３ 福井ブランド「ふくぷる」の 
  PRと販売チャネル開拓 
■消費者への試食PRや 
  出荷体制（市場・直売） 
  を整備 

目標を達成するための普及活動 

平成26～27年 
■農業革新支援専門員、農林総合事務所、農業

試験場、ＪＡ等で構成される技術解決チームを
結成 

■品種（赤・青・黒色系で着粒・着色のよいもの）、
収穫時期（７月下旬～９月）、低コスト栽培（雨よ
け施設）体系の確立 

   
  
 
 
 
 
○県内６地区で技術実証圃を設置 
  ・品種・収穫時期の実証  
   ・低コスト雨よけ栽培 
    
 
 
   
    
   
 
 
 
 
■集落営農組織、認定農業者へのネギ推進 
   
   

今回の普及活動の特徴 

・ブドウの早期普及拡大を図るため、農業革新支援   
  専門員が農林総合事務所、試験研究、ＪＡ等を  
  コーディネートし、プロジェクトチームを結成 
 
・ブドウ担当の普及指導員が役割分担し、特に福    
  井県産ブドウのブランド「ふくぷる」商標を活用し   
  県産ブドウのＰＲと販売チャネルの開拓を支援す 
   る 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は技術解決チームのリー   
 ダーとして普及指導員、農業試験場、ＪＡ関 

  係者等の調整、指導 
ブドウの生産販売拡大技術解決チーム

【 農試 高度営農支援課 】

・チーム活動の総括

・研修会等の企画運営

・ふくいブドウネットワーク活動支援

・販売チャネル開拓の推進

【 ＪＡ経済連 】

・共販体制の構築

・販売促進活動の支援

【 園研Ｃ ウメ・果樹研究Ｇ 】

・福井県に適合した栽培技術の開発

・新品種の育成

【 農林総合事務所等 】

・新規栽培農家の発掘・技術指導

・実践圃･調査圃の指導・調査･運営

・地区別講習会の開催

【 県庁生産振興課 】

・関連事業の推進
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