
 夏秋ナスにおける独立袋栽培技術の現地実証及び普及       
計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

岐阜県 

目標とする成果 

１ 夏秋ナスの土壌病害発生ほ場の減少 
（Ｈ２４ → Ｈ２８） 
○ 土壌病害による生産困難ほ場 
   ６０ａ → ０ａ 

２ 新規栽培者への導入 
 
① 新規栽培者戸数 
   ０戸 →  ２戸 
② 新規栽培者への導入 
  面積 
   ０ａ → １０ａ 
③ 目標とする単収 
   ８ｔ／１０ａ 

３ 現場に適した栽培技術の確立 
 
① 土壌病害発生の減少 
  ・土耕よりも減少を目標 
② 収量性の確認 
  ・土耕と同程度を目標    
③ 経済性の検証 
  ・同一ほ場を利用することによる省力化 
  ・初期導入費用の軽減に向けた検討 
  ・経営モデル指標の作成 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年 
○独立袋栽培展示ほの設置  
 １１箇所 ２６．８a 
 基肥式（固形肥料）→追肥方式（液肥肥料）
への変更 
○新技術導入広域推進事業推進検討会の開催  
  ３回（計画、中間、実績） 
○農林事務所の現地調査・指導 
○産地研修会での情報提供 
○ナス独立袋栽培研究会への参画による情報共
有 

平成２７年 
○独立袋栽培展示ほの設置 
 １１箇所 ３９．７ａ 
※自根栽培や強制台木品種の実証を新たに開始 
○普及指導員に対する技術習得研修の実施  
 ３回（６月、９月、１月） 
○農林事務所の現地調査・指導 
 葉柄中硝酸イオン濃度測定による肥培管理の
検討 
○産地研修会での情報提供 
○ナス独立袋栽培研究会への参画による情報共
有  

今回の普及活動の特徴 

○土壌病害発生の軽減だけでなく、土耕栽培と
同等の収量性を確保するため、栄養診断（葉柄
中硝酸イオン濃度測定）による肥培管理の検証
や強勢台木品種（赤ナス）の実証を行う。 
 
○初期導入費用の軽減のため、自根栽培の実証
を行う。 

関係機関との連携 

○農業革新支援専門員が研究機関である中山間
農業研究所、現地指導機関である県下関係農林
事務所農業普及課と連携し、情報共有に努める。 

○岐阜県園芸特産振興会なす部会と連携し、県
下のなす生産者やＪＡ営農指導員へ情報提供 

○夏秋ナスは、岐阜県中山間地域における重要な品目の一つであ
る。しかし、近年その栽培面積、生産量は減少してきている。 
○ナスは、比較的施設費等を要しない定年帰農等の新規栽培者向
けの品目であるが、輪作体系を前提とした農地の確保は困難である。 
○これらの課題を解決するため、根域隔離栽培法「独立袋栽培」で、
土壌病害の発生を抑え、同一ほ場で経年栽培できるようにする。 



    小麦新品種「さとのそら」の普及定着        
計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

岐阜県 

目標とする成果 

１ 新品種「さとのそら」栽培 
  技術の普及 
 
 新品種「さとのそら」栽培 
  マニュアルの作成と配布 
  栽培マニュアルの作成、導入 
  予定地域の生産者及び関係 
  機関への配布 
    1000部 (H28年度) 
  

２ 新品種「さとのそら」への 
  品種転換 
 
 「農林６１号」から新品種 
  「さとのそら」への転換 
  作付面積(H26産→H29産) 
  「さとのそら」 
                  51ha → 1500ha 
  「農林６１号」 
               1435ha →      0ha 

３ 新品種「さとのそら」の定着 
 
 新品種「さとのそら」の適正な播種前契約の実現 
  契約面積(H29産) 
   「さとのそら」 1500ha (100%) 

目標を達成するための普及活動 

 
平成２７年度 
 「さとのそら」を導入予定の各地域に栽培実証ほ

を設置し、「さとのそら」の優位性と栽培技術を検
証する。 

 収穫物の品質、加工適性を評価、検討し、実需
者の理解と協力を得る。 

 「岐阜県麦民間流通地方連絡協議会」を「さとの
そら」の普及推進のためのコンソーシアムとして
機能させる。 
 

 
平成２８年度 
 「さとのそら」栽培実証ほでの結果をもとに

栽培マニュアルを作成・配布する。 
 引き続き収穫物の品質、加工適性を評価、検

討し、実需者の理解と協力を得る。 
 「岐阜県麦民間流通地方連絡協議会」で「さとの

そら」について検討し、「農林６１号」からの転換
と全量播種前契約を実現する。 

 

今回の普及活動の特徴 

○農業革新支援専門員が県域をまたがる広域的
な活動を展開し、各地域における課題の抽出
及び技術の確立・普及を図る。 

○実需者、生産者団体、県（普及組織、試験研
究機関、行政）等の関係機関で情報を共有し
合意形成を図る。 

関係機関との連携 

○農業革新支援専門員が中心となって、実需者、
生産者団体、県（普及組織、試験研究機関、
行政）等からなる「岐阜県麦民間流通地方連
絡協議会」で情報共有を図りつつ、品種転換
を実現する。 

 

○栽培マニュアルの作成については、農業革新
支援専門員と試験研究機関である農業技術セ
ンターを中心に実証ほの担当普及指導員等か
らなる編集会議で作成する。 

 

○コムギ縞萎縮病の拡大により抵抗性品種「さとのそら」を奨励品種に採用。
平成29年産を目標に「農林61号」からの全面切替を予定。 

○各地域に栽培実証ほを設置し、「さとのそら」の優位性と栽培技術を検証。
生産物の品質、加工適性を評価、検討し、実需者の理解と協力を得る。 

○実需者、生産者団体、県関係機関等からなる「岐阜県麦民間流通地方連
絡協議会」を普及推進のためのコンソーシアムとして機能させ、「農林61
号」から品種転換を実現する。 



        
計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

岐阜県 

目標とする成果 

１ 栽培マニュアルの作成 
■県育成品種の商品性向上に向けた栽培マニュア  
 ルを県農業技術センターと共に作成   
                      H27年 ３品目 
 

２ コンソーシアム候補の形成  
■生産者と実需者が情報を共有し、商品開発や販  
  売促進を行うコンソーシアム候補の形成 
                      H28年  １組織 

３ 県育成新品種・新品目生産者の掘り起し 
■現地研修会、巡回指導等による３品目の生産者 
  の増加                                H25 →  H28 
   ﾌﾗﾝﾈﾙﾌﾗﾜｰ’ﾌｪｱﾘｰﾑｰﾝ’  ０人 →   ６人 
   かれんシリーズ        ０人 →     ５人 
   ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ’ﾄｩｲﾝｸﾙ’     １人 →     ３人 
 
 
 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年 
■新品種・新品目（３品目）の地域適正確認に
向けた実証ほ設置 
■現地研修会、巡回による新規栽培者の掘り起 
 し 
■市場、実需者、生産者等による商品評価検討  
 会の開催 

平成２７年 
■実需者ニーズにあった商品化に向けた新品 
 種・新品目の実証ほの設置 
■生産拡大に向けた栽培マニュアルの作成 
■現地研修会、巡回による新規栽培者の掘り起 
 し 
■生産者と実需者が情報を共有し、販売促進を 
 行うコンソーシアム候補の形成 

平成２８年 
■栽培マニュアルのブラッシュアップ 
■コンソーシアム候補による情報共有と販売促 
 進 
 

今回の普及活動の特徴 

・地域が県内広域に渡ることから、農業革新支
援専門員を中心に、各農林事務所農業普及課が
協力して事業推進する体制を構築。 
 

・花き生産者団体はもとより実需者と連携して 
 事業を展開する。 

関係機関との連携 

・実証ほの設置と調査は花き担当普及指導員が
行い、コンソーシアム候補の形成に向けた実需
者、生産者、行政機関等との連携は農業革新支
援専門員が主体的に取り組む。 

・栽培マニュアルは、農業技術センター花き部
と連携して作成する。また、商品開発、販売促
進の取組は岐阜花き流通センター農協と連携し
て実施する。 

県育成品種を活用した花き産地ブランド化への取組 

ﾌｪｱﾘｰﾑｰﾝ かれんｼﾘｰｽﾞ ﾄｩｲﾝｸﾙ 

○岐阜県の鉢物生産は、近年の市場単価の低下、消費減少の影響から平  
  成１５年をピークに年々生産額が減少している。 
○他県にない県オリジナル品種を活用した産地づくりに向けて、実需者の評  
  価を重視した商品づくりを進める。 
○平成２８年には、生産者と実需者が連携するコンソーシアム候補を形成し、
３品目の生産拡大に向けて生産者を１４名に拡大する。 



    周年施設栽培における効率的な光合成促進技術の実証及び普及推進 
                               計画期間：平成24年度～平成28年度 
愛知県 

目標とする成果 

１ 効率的炭酸ガス施用技術の導入 
 ■炭酸ガス発生機設置の 
   既設施設のうち 
   効率的施用技術 
   を導入した面積 
         (H23→H28） 
 バラ経営   0.0ｈａ→3.5ha 
 トマト経営  0.0ｈａ→25ha 
  イチゴ経営 0.0ｈａ→50ha  

２ 複合利用による 
 光合成促進技術の確立 
 ■炭酸ガス施用技術 
  と微粒ミスト利用技術を 
  組み合わせた周年の 
  光合成促進技術 
  導入面積(H23→H28) 
  炭酸ガス発生装置と 
  微粒ミスト併用した面積 
  バラ経営  0.0ha→2.0ha 
  トマト経営 0.0ha→4.0ha 

目標を達成するための普及活動 

平成24年 
■炭酸ガス施用技術の実証を８か所で実施。 
  （バラ：４か所、イチゴ：２か所、トマト：２か所） 
■普及指導センター、農業革新支援専門員連携 
  によるきめ細かな実証担当農家への指導。 
■バラにおける成果をとりまとめ、炭酸ガス 
 の効率的施用指針を作成。 

平成25年 
■普及指導センター、農業革新支援専門員、農 
 業総合試験場による農業技術体系化促進会議 
 を開催。 
■炭酸ガス施用技術の実証８か所、微粒ミスト 
 による昇温抑制実証を２か所、合わせて計10 
 か所設置。 
■研究会により、バラを中心とした花き生産者 
 団体に、効率的な炭酸ガス施用技術の効果を 
 周知。 

平成26年 
■効率的な環境制御技術の導入効果確認のため 
 現地調査を実施（バラ、イチゴ、トマト）。 
■品目共通で２種類の管理方法からなる「炭酸 
 ガス施用技術導入の手引き」を作成。研究会 
 や全国農業新聞により生産者に周知。 
■微粒ミストの低コスト化に向けた利用指針を 
 作成。 

平成27年～平成28年 
■定着・拡大に向けた普及指導センターによる 
 計画活動。 

今回の普及活動の特徴 

・現地での早期の技術定着を図るため、３品目 
 それぞれで、県内の複数地点に実証ほを設置  
 し、調査、結果の検討を行った。 
・年数回開催する農業技術体系化促進会議や毎 
 月開催する普及課チーム会議で素早く現場に 
 フィードバックした。 

・革新支援専門員が各地の実証ほを回り、現場 
 の状況を確認して、普及指導員に助言。 
・研究と普及組織、さらに両組織の野菜部門と 
 花き部門の間で密に情報交換を行い、実証試 
 験に生かした。 
・花き部門と野菜部門で得られた結果を研究と 
 普及組織で検討を繰り返すことで効率的な環 
 境制御技術の組み立てを迅速化。 
 

関係機関との連携 

・農業技術体系化促進会議を年に数回開催し担 
 当普及指導員、研究員及び農業革新支援専門 
 員で情報を共有し、技術の組立を行った。 

・農業革新支援専門員は、農業総合試験場の試 
 験成果を現地実証の設計に活用することで、 
 研究と普及組織の連携を促進。 

○愛知県は施設園芸産地で環境制御装置導入が進んでいるが、燃油高騰 
 や低コスト対策に資する収量増加のための利用技術が確立されていない。 
○そのため、既設装置を有効に利用する冬季の効率的炭酸ガス施用技術や
夏季の高温対策技術を実証して、県域への早期定着普及を図る。 
○平成28年度に炭酸ガスと微粒ミストの併用施設面積バラ2.0ha、トマト４ha、 
 効率的な炭酸ガス施用施設面積イチゴ50haを目標とする。 

0

3000

6000

9000

有 無 

採
花
本
数

 
（
1
月
～

3
月
）

 

本/10a 

炭酸ガスの効率的施用技術によ
りバラの収量が30％増加した 

ノズルを減らしたミストで
も最大2.5℃室温が低下。 



    中山間地域の施設園芸における薪を利用した省エネ暖房技術の導入 
            による低コスト生産技術の普及      計画期間：平成25年度～平成28年度 

愛知県 

目標とする成果 

１ 薪ボイラーの導入 
 １戸（Ｈ２４）→１０戸（Ｈ２８） 

２ 薪ボイラーの省エネ効果 
 ■薪ボイラーと重油暖房機のハイブリッド運転に   
   よる燃油削減 
 ■薪の供給システム案の作成と導入案件の整理 

 
 
 
 
 
 
 
 
   薪ボイラーの設置状況（左：鉢花 右：トマト） 

目標を達成するための普及活動 

平成25年 
■薪ボイラーの実証展示を２か所で実施。 
  （夏秋トマト：１か所、鉢花：１か所） 
■プロジェクトチーム（普及センター及び専門員）に  
  よる実証担当農家への指導。 
■実証展示ほの調査及び分析 
  収量及び生育調査、薪及び重油使用量調査、 
  経営評価 
■長野県の薪ボイラーの導入事例を視察。 
■技術体系化促進会議における実証展示ほの成 
 績検討及び普及方法の検討 
■生産部会の研修会等における実証展示ほに関  
 する情報提供・意見交換 

平成26年 
■薪ボイラーの実証展示を２か所で実施。 
  （夏秋トマト：１か所、鉢花：１か所） 
■プロジェクトチーム（普及センター及び専門員）に  
  よる実証担当農家への指導。 
■実証展示ほの調査及び分析 
  収量及び生育調査、薪及び重油使用量調査、 
  経営評価 
■技術体系化促進会議における実証展示ほの成 
 績検討及び普及方法の検討 
■生産部会の研修会等における実証展示ほに関  
 する情報提供・意見交換 

平成27年 
■コスト削減に向けた効率的な燃焼方法の検討 
■薪の安定的な供給に対する支援 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員（以下「専門員」とい 
 う。）と農業普及指導センター（以下「普及  
 センター」という。）でプロジェクトチーム 
 を結成して取り組んだ。その結果、実証展示  
 担当農家や関係機関と綿密な連携ができた。  

・専門員、普及センター、試験場、開発機関、 
 林務関係課などを構成員とした連絡会議（農  
 業技術体系化促進会議）を開催して、実証展 
 示の結果を迅速にフィードバックするととも 
 に、多角的に普及の方法について検討した。 

・県、市町村の林務関係課や森林組合、地域の 
 ＮＰＯなど、これまで接点のなかった関係機 
 関・団体と連携することで、地域農業の連携 
 の輪を広げることができた。 

関係機関との連携 

・農業技術体系化促進会議を年に数回開催し、 
 担当普及指導員、研究員及び農業革新支援 
 専門員で情報を共有し、技術の組立を行っ 
 た。 

○愛知県は施設園芸の省エネ暖房技術として、ヒートポンプや木質チップを   
   燃料とした暖房方法を検討してきたが、一層のコスト低減が求められている。 
○中山間地域の施設園芸において、地域資源である間伐材に着目して、平   
   成２１年に開発された薪ボイラーを活用した暖房技術の普及を図る。 
○平成28年度に薪ボイラーの導入農家戸数１０戸を目標とする。 



        
                                         ナシ樹体ジョイント仕立てによる早期成園化      

計画期間：平成25年度～平成28年度 
 

愛知県 

目標とする成果 

■拠点農家への樹体ジョイント仕立ての導入 
 主産地の大規模農家を中心にした導入 
  接ぎ木実施面積    
        ０ｈａ（Ｈ２４）→５ｈａ（Ｈ２６） 
 
■主産地への樹体ジョイント仕立て導入 
 樹齢30年生以上のナシ樹が栽培されている面積
のうち萎縮病発生面積相当 （推定）をジョイント仕
立てにより改植 
  
 栽培面積  
  ０ｈａ（Ｈ２４） 
   →２５ｈａ（Ｈ２８） 

目標を達成するための普及活動 

（平成２５年度～２６年度） 
愛知県に適したジョイント仕立て技術の確立 
■地域普及指導センターにおける調査研究で課 
 題解決（７か所で現地実証） 

■県外事例調査 
・県外先進地と情報交換し技術のポイントを学ぶ 
 
■講習会・検討会及び研修会を開催 
・地域ごとの講習会・現地検討会（計８回） 
・県全域対象の栽培研修会（計３回） 
 
■成績検討会・発表会 
 の開催 
・各調査研究の結果を 
 持ち寄り検討し、成 
 果を発表 
・愛知県版技術マニュ 
 アルの作成 

（平成２７年後以降） 
・マニュアルを活用し、普及指導計画などに位
置づけ、ナシ樹体ジョイント仕立てを導入推進 
 

今回の普及活動の特徴 

農業革新支援専門員が中心となり、新技術の開
発主体である神奈川県農業技術センター及び同
技術の実証を行う三重県の農業革新支援専門員
と連携を図りながら、事業の調整・進行管理等
を行う。 

普及指導センターが行う調査研究を活用し、各
実証ほの運営管理を行うとともに、成果をとり
まとめてマニュアルを作成する。 

関係機関との連携 

県全域での研修会は、農業革新支援専門員が主
催し、神奈川県の技術開発担当、三重県の農業
革新支援専門員及び関係者、愛知県果樹振興会、
農業総合試験場、普及指導員と連携を図りなが
ら、実証農家を対象に実施する。 

各産地では普及指導員が中心となり、ＪＡ、生
産部会と連携を図りながら地域の生産者を対象
に講習会を実施する。 

早期成園化に向けたジョイント１年目
のナシ樹 

表　愛知県各地区における導入面積及び戸数（H26）

地区
ジョイント用
に定植した
面積（a）

ジョイント
できた面積

（a）

ジョイント導
入農家戸数

（戸）
西三河 113 16 7
豊田加茂 300 10 1
東三河 83 5 5

496 31 13

○高樹齢化と萎縮病の発生による収量減が問題だが、有効な手段である改
植は未収益期間が長くなるため進んでいない。そのため、改植後短期間で
成園化できる技術の普及が急務である。 
○農業新技術2010「ナシの樹体ジョイント仕立て技術」を、農業者団体である
愛知県果樹振興会と連携し、大規模生産者を普及対象者として実証展示す
る。実証担当者を参集した現地検討会・成績検討会の開催と、地域ごとの講
習会により、現場での課題共有を図りつつ、マニュアルを作成する。 
○平成28年度を目標に樹体ジョイント仕立てを導入したナシ栽培面積25ｈａ
（育苗を含む）を目指す。 

開発者を講師とした研修会 



  キャベツ産地における簡易地力窒素評価法を用いた 
        施肥削減技術の実証・普及 

計画期間：平成２６年度～２８年度

愛知県

目標とする成果

１ 簡易地力窒素評価法の愛知県土壌での適応性
の確認 

■中央農研から助言を受けながら、現場で使いや
すい評価方法を決定する。

■キャベツ産地の地力の実態把握を行う。

２ 簡易地力窒素評価法を用いた事例集の作成 
■農業革新支援専門員、普及

指導員が協力し、実証ほ場
等の結果からキャベツの簡
易地力窒素評価法を用いた
事例集を作成。

３ 簡易地力窒素評価法を用いた施肥管理技術導
入者の増加 

■適正施肥により環境保全型農業の推進と同時に
生産コストの削減も可能。
施肥管理技術導入者数
０戸→６０戸 

目標を達成するための普及活動

平成25年 
■パックテストを用いた簡易地力窒素評価法につ

いて愛知県土壌での適応性を確認。
■キャベツの主要産地での地力の実態を把握。
■実証ほの設置により、地力と施肥量及びキャベ

ツの収量の関係を確認。
■中央農研、茨城県、長野県との情報交換。

平成26年 
■簡易吸光度計を用いた簡易地力窒素評価法に

ついて適応性を確認。
■キャベツの主力産地での地力の実態を把握。
■実証ほの減肥試験結果を基に簡易地力窒素評

価法を用いた冬どりキャベツの施肥削減基準の
設定と事例集の作成。

■茨城県、長野県と事例集の共有化。

平成27～28年 
■冬どりキャベツの施肥削減基準を基に施肥指導
を実施。 
■キャベツ以外の品目についても普及。

今回の普及活動の特徴

・農業革新支援専門員が普及指導員に計画策定
の助言や情報提供を行う。 

・茨城県、長野県の農業革新支援センターとの
連携体制による情報の共有化により多品目での
技術の普及が推進できる。 

関係機関との連携

・農業革新支援専門員は情報提供や現場で使いや
すい評価方法を決定する。 

・普及指導員は施肥削減に関する実証について実
施する。 

・農業革新支援専門員・普及指導員で冬どりキャベ
ツの施肥削減量を設定する。 

・中央農研は簡易地力窒素評価法に関する技術提
供や助言。 

・茨城県はレタス、長野県はトルコキキョウ等の品
目を実証する。 

・合同で検討会を行い情報の共有化を図る。 

○ 愛知県のキャベツ主力生産地域では、家畜ふん堆肥による土づくりが進
められているが、現場で対応できる可給態窒素(地力）の測定方法が未確
立なため、地力に応じた施肥設計がされていない。 

○ 中央農業総合研究センターが開発した簡易地力窒素評価法を導入し、
キャベツの適正施肥による環境保全型農業の推進を図る。茨城県、長野県
との広域連携体制により、多品目での適応を図る。 

○ 平成28年度には、６０戸の農業者に対して、技術の導入を図る。



流通性・汎用性を考慮した高品質稲WCS生産技術の確立・普及 
計画期間：平成２３年度～平成２８年度

三重県

目標とする成果

１ 飼料用稲の栽培面積が拡大 
 県下5地区で専用収穫機が導入され、

飼料用稲の栽培面積が大幅に拡大した。
 
 
 
 

①作付面積
 8.4ha（H15） → 211ha（H26） 

②専用収穫機導入数
 0台（H15） → 10台（5地区）（H26） 

２．農研機構育成品種「たちすずか」の導入 
40ha目標（H28）に新品種を導入、推進 

 0.3ha（H22試作） →30ha（H26) 

３．畜産農家への供給量拡大 
 9戸の酪農家へ5,380ｔ
 2戸の肉牛繁殖農家へ950ｔ

目標を達成するための普及活動

平成16年度～平成18年度 
 平成16年度に飼料用稲の導入にかか

る実証試験を開始
 平成17～18年度に耕畜連携モデル地

区を設定し、拠点づくりを行った。

平成19年度～平成22年度 
 専用収穫機導入に合わせた作業体系

を確立した。
 飼料用稲の面積確保と供給先である

畜産農家とのマッチングを支援。米
政策の見直しに対応して飼料用稲の
導入を加速。

 耕畜連携推進マニュアルを作成し、
他地域への普及を推進した。

平成23年度～（継続中） 
 品種、作型、WCS発酵技術などの試験

検討を重ねながら、より高品質な飼
料用稲生産を推進している。

今回の普及活動の特徴

• 「たちすずか」の実証、普及に新技術導入広
域推進事業を活用し、取り組んだ。地区毎に協
議会をつくり実証活動を行ない、革新支援専門
員が総括コーディネートし、県域の生産、流通、
給餌体制を作り上げた。

• 水田のフル活用意識を高めることができ、飼料
用ムギの試験栽培、取組が拡大
６ha（H20年）→26.6ha（H26年）

関係機関との連携

• 畜産、土地利用型それぞれの経営体の属す
る生産部会、組合等と連携・調整し、協議会
を設立。生産体制、流通体制、給餌体制を構
築した。 

• 作業の体系化やマニュアルづくり、新品種の
導入と技術確立、WCS品質調査、乳量・質調
査など、それぞれの分野の研究機関、専門家
と役割分担、連携して取り組んだ。

○ 大規模化する畜産経営体の国内産飼料への要望と土地利用型経営体
の新規需要作物（飼料用稲）の増産意向をマッチングさせ、県内産飼料
の生産供給確立する必要があった。

○ そこで、品種を組み合わせた作期分散、発酵をコントロールしたWCS通年
供給などの技術を、現場で試験・検証しながら導入をすすめている。

○ 26年度実績で、飼料用稲２１１ｈａ（うち「たちすずか」３０ｈａ）の作付け、利
用に拡大している。
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      集落ぐるみで取り組む獣害対策の推進  
目標年度：平成３０年度 

三重県 

目標とする成果 

１ 獣害対策に新たに取り組む集落数                                
  平成26年度実績 220集落 
  （Ｈ22以前から取り組む53とあわせて273集落） 
 

２ 集落ぐるみで獣害対策から自主的な集落活動 
  へ発展  
 
 地区を越えた広域協議会を設立し、情報交

換を行い、生息管理、被害対策や捕獲等の
多様な対策に取り組んでいる。 

 非農家も巻き込んだサルの追い払い隊による
追い払い活動を実施している。 

 団地住民も含めた地域住民が獣被害について
情報交換を実施し、地域の獣害対策について
の情報を共有している。 

 防護柵を設置、維持管理をおこない、継続的に
被害状況の点検や柵の管理・改善を実施してい
る。 

 

目標を達成するための普及活動 

平成22年度（前年度）まで 
 集落ぐるみで対策を行う集落５３を育成、先進的

な「獣害につよいモデル集落」として位置付ける。 

平成23年度～ 
 対象集落の、活動意識の醸成度、知識の習得

度に応じて、研修会や現地調査を実施し、集落
ぐるみの活動、実践へと導いている。 

平成24年度～ 
 獣害対策の革新支援専門員）を配置。 

 対象集落への活動手順 
① 集落ぐるみの取組の必要性を啓発。 
② 集落住民への勉強会を実施し、基礎的な知

識・技術を習得。 
③ アンケート調査、集落点検により、被害状

況と課題を集落全員で共有。 
④ 現地研修会で対策を検討し、実践。 
⑤ 効果検証と改善策の整理から、継続的な対

策実施体制づくりへ。 
⑥ 地域活性化の視点を盛り込んだ取組みへ。 

今回の普及活動の特徴 

 獣害の農業革新支援専門員を中心に、県庁獣
害対策課、農業研究所と連携し、県全域の支援
体制を強化。 

 集落ぐるみの活動により、獣害対策を強化する
とともに、集落活動、農業生産の活性化にもつな
がっている。 

関係機関との連携 

 普及が集落意識の啓発や実践支援、研究所が
被害状況の調査・分析、対策の研究、獣害対策
課が支援施策の実施、と役割を分担し、的確な
現地対応を可能にしている。 

 研究所・獣害対策課と定期的な会議により、情
報の共有と有効な対策検討をおこなっている。 

○顕在化する獣害に対し、侵入防止柵・ネット設置などの個別対策がされて
いたが、効果が不十分であり、集落や地域が一丸となった対策が必要と考
え、「集落ぐるみで住民自らが考え、行動する集落の育成」に取り組んだ。 

○中央農業改良普及センターに獣害担当の革新支援専門員、地域農業改
良普及センターに担当者を配置し、普及活動計画で共通課題として設定。 

○中央農業改良普及センターと農業研究所と連携した支援チーム体制で、
対象集落での活動を実施。 

集落の出会い作業で柵を設置。
写真の伊賀市 阿波地域住民
自治協議会は、「平成２５年度 
鳥獣被害対策優良活動表彰」
農 林 水 産 大 臣 賞 を 受 賞 。 
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      農業農村の6次産業化推進  
目標年度：平成３０年度 

三重県 

目標とする成果 

１ 6次産業化に取り組む農家・組織数 
  H26 年度実績 １57(目標140） 
 加工・販売、農家レストランなどに取り組む農業

者・組織育成をすすめた。 

２ 普及組織が支援して「六次産業化法にかかる 
総合化事業計画」認定をうけた農家・組織数 ３１ 

 

目標を達成するための普及活動 

平成２３年度～ 

■ ６次産業化に取り組む経営体のステップ 
   アップを目的とした研修会実施 
  ①「農業における６次産業化研修会」 
  ②三重県農業大学校と連携し「三重のリーディ

ング産品を支える人材育成講座」の企画提案募
集、受講者 へのフォローアップ  

 

平成２４年度～ 

■ 現場に活かす専門家との連携研修の開催 
   テーマ：賞味期限設定、乾燥粉末技術、 
        包装資材、加工適正、表示、 
        食品衛生法、ＨＡＣＣＰ 等 

今回の普及活動の特徴 

 農業者が自ら商品づくりや6次産業化の計画
を作成することを促し、その達成支援に取り
組んでいる。 

 6次産業化やマーケティングの研修会を開催
し、参加者が六次産業化法総合化事業計画認
定を受けるなど、効果的な普及活動を実施し
ている。 

関係機関との連携 

 県庁ﾌｰﾄﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ課、三重県工業研究所、(公
財）三重県農林水産支援センター、三重県産業
支援センター等と連携し、知識・情報の交換を
行っている。 

 また、連携機関の紹介・協力を得て加工や流通、
販売など高度な知識を持つ専門家による研修会
の開催などを行っている。  

○地域資源を活用した「儲かる農業」の展開や新産業を創出する「農業・農村
の６次産業化推進」への期待が高まってきた。 

○平成２６年度までに６次産業化に取り組む農家・組織数を１４０経営体とす
ることを目標に地域普及センターと中央普及センターが連携し推進。 

○事業計画の樹立・商品開発から事業拡大や販路拡大のためのマッチング
機会の創出等成長段階に応じた支援、六次産業化法に基づく事業者認定
の支援等を関係機関と連携しながら実施したことで、６次産業化に新たに取
り組む農家が増えてきている。 
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