
 

８－①（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

福岡県 筑紫野市 筑紫野地区 筑紫農業協同組合 生産性向上 土地利用型作物の品質向上 色彩選別機 麦 ２４９ha 

 

第１ 調査地区の概要 

１ 筑紫野地区の地勢 

本市は、福岡県の中央部、やや西よりに位置し、東西 15.9キロメートル、南北 14.1キロメー 

トルに広がる市形は、蝶が羽を広げた姿に似ています。西が背振山系、東が三郡山系の一部をそ 

れぞれ形成。平地は市域中央部に広がっています。中央部には平坦地ながらも分水嶺を抱え御笠 

川・那珂川水系は北流し博多湾へ、宝満川水系は南流し有明海へそれぞれ注いでいる。 

主要交通体系は、国道３号や JR、西鉄の鉄道路線などが広域交通体系上の中核的役割を果たし 

ています。鉄道は本市より福岡間を 12分～30分程度で結び、道路交通は九州自動車道筑紫野イン 

ターチェンジがあり、福岡市の通勤、通学圏に位置するベットタウンとして人口が急増している 

地域である。       

２ 筑紫野地区の農業概要 

本市の農業は水稲・麦・大豆の土地利用型作物と都市近郊型の園芸作物としてブロッコリーやアスパラガスの生産、畜産等を組み合わ

せた農業経営が行われています。交通の利便性が良く急激な都市化をもたらしているが、農業振興地域を中心に経営の近代化や地域農業

の再編成に取り組み、都市近郊の優位性を生かしながら、生鮮食料生産基地として重要な役割を果たしている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

    本地域では、昭和 56 年度地域農業生産総合振興対策事業によりカントリーエレベーターを建設し、良質な米・麦の生産に努めてきた

ところであるが、平成 12年 3月に「食料・農業・農村基本法」で食料自給率向上に向けた麦生産拡大の方向が示され、平成 12年度麦か

らは「新たな麦政策大綱」に基づき民間流通へ移行し、実需者の国内良品質麦への志向が高まった。 

    しかし、既存の施設では調製性能が劣るため、実需者ニーズに応じた高品質麦の生産に支障をきたす状況にあった。このため、本事業

により色彩選別機、比重選別機導入や複数台バーナーの新設、フローコンベアー設置等を行い実需者ニーズに対応した高品質麦の安定生

産に努め、生産農家の経営安定化を目指すこととした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項   目 現況（平成 17年） 計画（平成 20年） 実績（平成 20年） 達成率 

麦品質向上 C（44％） C・D（20％以上削減） A1等（100%） 183％ 

 

 ２ 定性的成果 

・農業経営の安定化 

・実需者に即した高品質麦の生産 

・作業時間の短縮 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 今後の課題等 

・生産者間による品質のバラつきがあるため、圃場を巡回し生産者に対する施肥・防除の適時指導、また、タンパク値適正化のため、

関係機関との連携による麦栽培ごよみの見直し等を図ねっていきたい。 

・担い手を中心にさらに麦の作付拡大を図っていきたい。 

チクゴイズミ（小麦） 

収穫作業 色彩選別機 

（農）西小田 会長 藤井 

義種氏 

カントリー所長 池田 一英氏 

カントリーの機能が

向上してから麦の品

質・収入も安定した

し、法人経営の柱とし

て、麦の生産拡大を図

っていきたいと思い

ます。 

以前の設備では、調製設備

の選別精度が低いため、１

回選別したものを再選別

するなど時間を要してい

たが、色彩選別機等の導入

以降は、労働時間の短縮と

コスト削減につながり、良

品質の麦生産に役だって

います。 

カントリーエレベーター 



 

８－②（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

福岡県 うきは市 吉井 
クリエイト 

ファーム 

輸入急増農

産物におけ

る国産シェ

アの奪回 

輸入急増農産

物における産

地構造改革の

推進 

生産技術 

高度化施設 

（低コスト耐

候性ハウス） 

トマト 10,208 ㎡ 

第１ 調査地区の概要 

 １ 吉井地区の地勢 

   福岡県うきは市吉井地区は、県南部に広がる筑後平 

野の南東部に位置し、北は朝倉市、西は久留米市、南 

は八女郡星野村と大分県日田市、東は大分県日田市と 

接している。 

地形的には、筑後川の南に広がる平坦部、耳納連山    

に属する山間部、その間の山麓部に区分され、平坦部 

は肥沃な水田地帯、山麓部には果樹地帯、山間部は棚 

田を含む森林部となっている。 

２ 吉井地区の農業概要 

 うきは市は、柿、なしなどの果樹、昭和 41 年度に指 

定産地の指定を受けた冬春トマト、いちごなどの野菜、 

花き類などの園芸品目の生産・販売が盛んである。 

また、地区内に大分自動車道が通っており、高速道 

路の利用により、九州はもとより中国・関西地方への 

出荷が盛んである。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   近年の野菜価格の低迷、原油価格高騰による生産費の増大等により、厳しい経営状況が続いている中、当地区では野菜産地強化 

計画を策定し契約取引の向上に取り組んでいる。しかし、10 月から年末の出荷量が不安定であり長期安定出荷体制が確立されていないた

め、契約取引率が伸び悩んでいる状況である。 

 そこで、今回生産高度化施設（低コスト耐候性ハウス）を導入することで、作付面積拡大、作型の前進化、秀品率の向上等に取り組むこ

とで、長期安定出荷安定体制の確立、契約取引率の向上を図り、生産者所得の確保と農業経営の安定化に取り組んだ。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

契約取引率の向上 20％（491t） 25％（700t） 32％（751t） 240％（124％） 

 

 ２ 定性的成果 

・年内出荷量の増加による長期安定出荷体制の確立 

・契約取引率の向上 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

   

低コスト耐候性ハウス          トマトの袋培地栽培            トマトの収穫台車 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 今後の課題等 

原油価格高騰の影響により生産コストの削減が厳しい状況において、安定した農業経営を実現するためには、長期安定出荷体制、

契約取引率を維持することに加え、契約取引価格の向上、単位面積当たり収量の増加が今後の課題である。 

                                                 ※写真提供 うきは市 

 

 

施設の導入により、労力の負担が軽減さ

れ、作業効率もアップしました。 

また、収量増大・品質向上により、市場の

評価も上がり、農家所得も向上しました。 

（クリエイトファーム 山下寛純） 



 

８－③（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

佐賀県 白石町 福富 白石地区農協 

輸入急増農産物

における国産シ

ェアの奪回 

輸入急増

野菜 
集出荷施設 たまねぎ ４７０ｈａ 

 

第１ 調査地区の概要 

１ 福富地区の地勢 

佐賀県の南部で、有明海の北西端にある六角川の河口に位置し、東西南北ともに４km

余りの四角い平坦地である。 

 地区全体が過去７次にわたる干拓によって造成されており、空から見ると升目のよう

に区切られた広大な平野では豊富な農産物を産出し、潮の干満の差が日本一（最大 6m）

といわれる有明海からは様々な海産物の恵みを受けるなど、農漁業によって発展してき

た地区である。 

２ 福富地区の農業概要 

海抜 1m、平均気温 16 度、年間降水量 1,652mm、年間日照時間 1,770hr と比較的温

暖な気候である。西南暖地農業の典型で、かつては二年連続米作り日本一に輝くなど、

県内でも有数の農業地帯として栄え、稲作とともに露地・施設園芸が盛んな地区である。

特にたまねぎについては、県内の約６割を生産する一大産地を形成している。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当該地区は、昭和 41 年度にたまねぎの指定産地となり、機械化一貫体系の確立や選果施設の整備などにより省力化を図り、担い手農家

を中心に作付面積の拡大を進めてきた全国有数のたまねぎ産地である。 

 今後も、安全・安心なたまねぎを安定供給していくため、異階級混入の防止による商品性の向上、多様な実需者ニーズに対応した出荷体

系の確立、選果処理能力の向上、昨今の環境意識の高まりに対応した施設内外の環境整備を図ることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

全出荷量に占める契約

取引数量の割合 
０％    １２％    １６％    １３３％    

受益農家のうち認定農

業者数 
９８戸     ３８０戸     

 ２ 定性的成果 

・ 契約取引を進めることにより価格が安定し、農家所得が向上した。 

・ 施設を整備したことにより選別作業の省力化が図られ、規模拡大につながった。 

・ 認定農業者が増加するなど、農家の生産意欲が増加した。 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

 

 

 

 
収穫作業 選果作業 フレコン出荷 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

選果場の処理能力が向上し、スムーズ 

な搬入が可能となり仕事がはかどる

ようになった。たまねぎは、露地作物 

であり、収穫時は天候を見ながらの作

業となるため助かっている。 

 

 
※写真提供（佐賀県農業協同組合白石地区支部たまねぎ部会） 

 

第４ 今後の課題等 

 生産者の高齢化により作付面積が伸び悩む中、当初計画出荷量の達成に向け、規模拡大や新規生産者の育成などを図るとともに、新

たな契約先の開拓や契約取引数量の拡大を行っていく。 

 

 
写真提供（白石町農政課） 



 

８－④（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積 

佐賀県 白石町 北有明 白石地区農協 品質向上 
土地利用型

作物 

産地管理施設 

色彩選別機 

水稲 

麦 

420ha 

279ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ 白石地区の地勢 

  北有明地区を含む白石地区は、佐賀県の南西部に位置し、北は六角川、南

は塩田川、西は杵島山系、東は有明海に面しており、白石平野は中世より現

代まで幾多の干拓事業で造成された土地である。 

特色としては、粘質土壌で、米・麦・大豆・野菜・施設園芸等の 農業好

適地帯となっており、広大な平野では豊富な農産物を産出し、潮の干満の差

が日本一（最大 6m）といわれる有明海からは様々な海産物の恵みを受ける

など、農漁業によって発展してきた地区である。 

２ 白石地区の農業概要 

   平均気温 16 度、年間降水量 1,456mm、年間日照時間 1,770hr と比較的温

暖な気候である。西南暖地農業の典型で、県内でも有数の農業地帯として栄

え、水稲を中心に、土地利用型作物・園芸作物の作付による水田の高度利用

を図っている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 白石地区では、基盤整備された圃場を活かして、共乾を核として機械利用組合の育成を図るとともに、生産性の高い水田農業の確立や、実需

者ニーズに即した良質米麦の生産に取り組んできた。 

 しかし、近年、水稲については、病害虫の発生予察に基づき防除を徹底しているものの、気象条件に左右されて適期防除が完全にできない場

合があること、カメムシの被害が増加していること等により、被害を十分に防止することが困難となっていた。また、麦については、赤カビ病

の基準値が設定されたことにより、それまで以上の品質管理が求められていた。 

そこで、米の被害粒や青米の混入及び麦の赤カビ病汚染粒の混入を防ぎ、安定した需要を獲得するために、色彩選別機を導入し、更なる栽培

技術の確立と併せて、品質向上を図ることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

品質分析実施生産者割合 ２％ １００％    １００％    １００％ 

 

 ２ 定性的成果 

・麦では赤カビ病汚染粒、米ではカメ虫被害による着色粒を除去することができ、ブランド米を確保することができた。 

・個人毎、品種毎にサンプルを採取し、食味計にて各項目の分析を行い食味値の結果報告を各集落座談会等でおこなった。 

・食味計による分析結果の活用により過剰な施肥が抑制され、品質向上のみならずコスト低減にも繋がっている。 

・品質向上に対する意欲が醸成され、当地区で生産されるブランド米（七夕コシヒカリ）確立の一助となっている。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

  

 

                  

 

 

稲刈り状況 色彩選別機 色彩選別機で除去した未熟粒等 

※写真提供：ＪＡさが白石地区支部      ※写真提供：白石町農政課        ※写真提供：ＪＡさが白石地区支部 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

色彩選別機の導入により異物混入、被害粒

等の除去をおこない整粒歩合を高め上位

等級率の向上を図ることが可能となった。

その結果、有利販売をおこなうことができ

生産者の所得向上に繋がった。 

  

（農家） 

 

色彩選別機の導入により、異物混入

等の効率的な除去が可能になり、品

質向上に繋がった。 

※４の写真提供：ＪＡさが白石地区支部 

第４ 今後の課題等 

当県が今年度より本格的に栽培を開始した佐賀県育成新品種「さがびより」をブランド米として育成していくためにも、色彩選別機

のフル活用により、更に品質の向上に努め、消費者に高品質で均質な米を安定的に供給していきたい。 

 

 

 
写真提供：白石町農政課 



 

８－⑤（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

長崎県 西海市 西海 さいかい放牧組合 生産性向上 
飼料増産

（肉用牛） 
放牧草地造成 肉用牛繁殖 3.3ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 西海地区の地勢 

長崎県の西彼杵半島北部、長崎市と佐世保市との 

中間に位置し、半島部の東岸は波静かな大村湾に、西 

岸は五島灘、角力灘に面し、江島、平島、松島などの 

島々を有している。また、本地域は西海国立公園、大 

村湾県立公園、西彼杵半島県立公園の３つの自然公園 

に指定されており、美しい海岸線など優れた自然景観 

を有しており、気候も温暖である。 

２ 西海地区の農業概要 

 県内有数の肉用牛肥育および養豚地帯であり、北部 

地域には、母豚 1,000 頭超規模の大規模農家が数戸存 

在する。また、傾斜地を利用したミカン栽培も盛んで 

ある。 

肉用牛繁殖農家数は 28 戸、飼養頭数 360 頭(H21.4 

調べ)と尐数であるが、平成 11 年度から耕作放棄地を 

利用した放牧に取り組む農家が現れ、現在、7 戸の農 

家が取り組んでいる。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  近年、農業者の後継者不足や高齢化により、田畑において耕作放

棄地が年々増加傾向にある。他地域の事例では、繁殖牛を放牧することにより、耕作放棄地の有効利用及び農地保全等の点で効果があったこ

とが報告されており、繁殖農家にとっても省力管理による低コスト生産や繁殖成績の向上等の効果が報告されている。そこで、当組合でも経

営に放牧を導入することにより、飼養管理の省力化および低コスト生産を図ることとした。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

放牧草地造成 0a 330a 330a 100% 

 

 ２ 定性的成果 

定性的な成果を記述する。 

・耕作放棄地の解消につながった。 

・繁殖牛 1 頭当たりに費やす労働時間の短縮、飼料費の低減により、省力化、低コスト化につながった。 

・省力化により、飼養頭数を増頭できた。 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

 

 

 

 

放牧実施前（撮影者：森修蔵) 入 牧（撮影者：森修蔵) 放牧実施後（撮影者：森修蔵) 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

受益農家：田中純市氏 

 

 妊娠牛を放牧することにより、

大幅な省力化、低コスト化につな

がった。 

また、荒れ地を解消でき、景観

が改善できた。 

 

 

 

（撮影者：廣川順太） 

 

第４ 今後の課題等 

 管内に放牧実施に意欲的な農家は見られるが、土地の集積および賃借契約がうまくいかず、取り組みを断念するケースが見られる。 

農業委員会を通じて、放牧希望農家に土地を斡旋できるような取り組みを検討していく。 

 

 

 養豚（撮影者：廣川順太)    耕作放棄地（撮影者：廣川順太) 

 

          ミカン（撮影者：:松永茂治)                        



 

８－⑥（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例様式） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

熊本県 八代市 

八代市

中央地

区 

八代地域農業

協同組合 

輸入急増農産

物における国

産シェアの奪

回 

野菜 

生産高度化施

設（低コスト

耐候性ハウ

ス） 

トマト 22,742 ㎡ 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 八代市中央地区の地勢 

   八代市は、熊本市の南40km、熊本県のほぼ中央に位置   

する。東西約50km、南北約30km、面積約680k㎡の市域を 

有し、西は八代海に臨み、北は八代郡、宇城市、上益城  

郡及び下益城郡、東は宮崎県東臼杵郡、南は球磨郡及び 

葦北郡に接する。 

八代市中央地区は、市の北西に位置し、その一部地域 

は古くからの干拓事業によって造られた平坦地農業地区  

である。 

 

 ２ 八代市中央地区の農業概要 

   多品目生産が可能な恵まれた気候条件と平坦地ならで 

はの作業性を活かし、米、い草、トマト、メロンを中心 

とした複合経営農業を展開している。地域特産品である 

い草は、全国でも有数の産地であり、また、近年は、施 

設栽培によるトマトの産地として地域農業の牽引役とな 

っている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   本地区の施設園芸のトマト・メロンについては、生産量の約 8 割

を関東、近畿、関西方面へ出荷し食糧供給基地として大きな役割を

果たしている。しかし、近年は農産物の輸入増加や価格低迷、燃油の高騰をはじめ気象災害によって生産が不安定となっており、また、既

存の施設整備では、生産効率が悪く付帯設備も充実しておらず、安定供給が出来ない状況にあった。今後、生産安定規模拡大を図り、これ

から更に施設園芸地帯として発展するためには、気象災害を受けずに安定生産が出来る耐候性ハウスの導入が必要不可欠であった。 

 生産高度化施設を導入することにより、作物の安定生産・高品質生産・省力化を図ることが可能となる。また、コストの低い耐候性ハウ

スの導入により、担い手農家を育成するとともに、安定的・効率的な農業の確立を図ることが期待出来る。このような理由から、事業導入

に至った。 

 

第３ 事業実施による成果 

 １ 定量的成果 

項目 現況 計画 実績 達成率 

トマトの契約取引の推進      0％     21％     32.4％    154％ 

 

 ２ 定性的成果 

八代地域では、過去幾度となく台風の影響を受けてきたが、同事業で導入した生産高度化施設（低コスト耐候性ハウス）はその影響

を全くといってよいほど受けなかった。また、黄色灯の導入（付帯設備）により夜蛾類の防除回数も減り、柱高が高く、密閉度が従来

のハウスより高いことから近年問題となっている黄化葉巻病を媒介するシルバーリーフコナジラミの侵入も尐なくなった。 

自然災害や病害虫の減尐など、生育環境の改善が可能となり、長期安定生産、高品質生産が可能となった。また、被覆資材の設置・

取り外しも回避できることから省力化・生産コストの低減にもつながっている。 

安定生産・品質向上が可能となったことから、市場評価も高まり、契約取引の拡大が可能となった。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低コスト耐候性ハウス 

 撮 影 者：西郡 義博（JA やつしろ）  

黄色灯点灯による減農薬栽培 トマト苗 定植後 トマト収穫作業 



４ 受益者農家及び関係者の声 

 

何よりも台風など自然災害の心配

せずにすむことが一番です。  

そして、近年問題になっている黄

化葉巻病の発生率も尐ないので、安

心して利用できます。 

また、育苗床と兼用したハウスの

有効活用を行っています。 

受益農家：下崎 昭徳さん・洋子さん夫妻 

撮 影 者：西郡 義博（JA やつしろ） 

 

 

被覆資材の張替がいらず、重油の使

用量もビニルハウスに比べると尐なく

すむため、生産コストを随分、減らす

ことができています。 

また、収穫するトマトの質も良く、

天候に左右されなくて良いので安定生

産も可能となりました。 

受益農家：中道 誠一さん 

撮 影 者：西郡 義博（JA やつしろ） 

 

第４ 今後の課題等 

 

  

今回の事業で導入した施設により、長期安定生産・品質向上・省力化は発揮しているものの、農産物価格の低迷により再生産可能な価

格の動向が不安定であるため、価格安定できるような仕組み・販売方法・流通システムの構築が課題となっている。 

 

 

 



 

８－⑦（平成１８年度強い農業づくり交付金・整備事業優良事例） 

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施主体 政策目標 取組名 導入施設 対象作物 受益面積等 

熊本県 天草市 

旧本渡市 

旧五和町 

 

本渡五和農業

協同組合 
品質向上 果樹 

選果施設・予

措冷温施設 
デコポン 68ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 本渡五和地区の地勢 

本渡五和農協管内は、熊本県の西南部に位置し、有明海・不知火海・

東シナ海に囲まれた天草上島と天草下島からなり、島の中央部には４

００ｍ~６００ｍの山々が連なった地形である。耕地は海岸に面した

平坦地から山間地まで及んでいる。気象的には年平均気温１６．５度、

年間降水量 2,087 ㎜である。土壌は、第三紀層が大半を占め、水田は、

埴土~埴壌土であり一般的に耕土が浅い。 

 

２ 本渡五和地区の農業概要 

 天草地区では、海洋性の温暖な気候を活かして、施設柑橘から露地

柑橘に至るまで様々な栽培に取り組んでいる。中でも柑橘栽培では、

不知火・ポンカン・河内晩柑等中晩柑を中心に栽培されている。しか

し、消費者ニーズの多様化、輸入農産物の増加による国内農産物価格

の低迷により、栽培農家の高齢化・後継者不足は深刻な状況である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  平成 10 年度農業生産総合対策事業により導入した既設選果施設

にて温州みかんから中晩柑まで選果・出荷してきたが、輸入農産物の

増加・消費者ニーズの多様化等販売状況の変化に伴い、温州みかんが激減し、不知火等中晩柑類が計画以上に増加した。又、不知火については

果皮障害の発生しやすい果実であるため、手作業による選果が必要であり選果処理量に限界が生じ、新たな選果機・予措冷温施設の導入により

スムーズな選果と、今まで以上に果皮障害の尐ない選果と計画販売により有利販売を図る為、施設の導入が実施された。 

 

第３ 事業実施による成果 

 

 １ 定量的成果 

項目 現況（Ｈ１７） 計画（Ｈ２０） 実績（Ｈ２０） 達成率 

不知火の全出荷量のうち

内部品質に応じて出荷す

る割合 

     

９０％ 

 

    ９７％ 

 

    ９７％ 

 

１００％ 

その他（不知火の出荷量） ９３４ｔ  １，１９１ｔ  

 

 ２ 定性的成果 

・落差の無い選果システムであるため、以前の選果機で選果していた時よりも、果実の傷みが尐なくなり市場での評価も向上した。 

・市場評価が向上したことにより、所得が安定してきた為、後継者も増加した。 

・施設が新しくなり安定した高品質果実の出荷が可能になった。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況（写真等） 

地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

 施設の導入成果発現状況等 

 

平成１６年度に志柿町八つ山地

区に加温デコポン団地（1.8 ㌶・

受益農家 9 戸）17 年度に五和町

立ち山地区に加温デコポンの団

地（2 ㌶・受益農家５戸）が完成

した。 

合計約４㌶目標生産量２００ト

ンの団地整備を行い生産基盤の

整備を実施した。 

皿式選果システムを導入し、選果落

差の無い事で、選果傷みの発生度合

いが大幅に改善され、市場からの評

価も得られた。１１月から翌年５月

連休までの半年間、不知火の選果は

行われております。 

冷温予措庫においても温度湿度の

管理が行き届き高品質の果実に仕

上げる事が出来るようになりまし

た。 

生産基盤の整備・それに伴う予措庫・選果機の整備に

より栽培農家は、安心して柑橘栽培に専念できており、

デコポンの販売高は、年々増加している。 

農家の栽培に対する意欲も向上し活力ある産地となる

ことを目指している。果樹栽培農家の後継者も増加傾

向にある。 

以前は柑橘経営は、露地栽培を中心とし施設栽培に取

り組んでいたが、現在は収益性の高い施設栽培を中心

とした柑橘経営に変化している。 
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４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

ＪＡ本渡五和柑橘 

販売担当者 糸田 

以前の選果機では、選果の行程の中

での落差により不知火の凸の部分の

傷みが多く発生していましたが、皿

式の新しい選果機になり皿にのせた

果実が、そのまま箱詰の所まで行き

ますので、選果による傷み果実の発

生割合が大幅に改善され出荷率が向

上しました。又、市場からの評価も

向上し信頼・信用が増しました。 

 

 

ＪＡ本渡五和 柑橘生産者 

       迫田 高廣 

農協に新しい冷温予措庫が導入され果

実の予措追熟を行って頂きますので、生

産者としては本当に助かっております。 

又皿式の新しい選果システムの導入に

より選果の時の果実の傷みが尐なく市

場からの評価も好評でした。収穫後はＪ

Ａへ出荷し、農家の労力削減となり栽培

に専念出来ますので、予定では、栽培面

積の拡大を考えております。 

撮影者 本渡五和農協果樹課 田中 誠 

 

 

 

第４ 今後の課題等 

 

○今後も農家の経営安定と所得向上のため、面積拡大・生産量の増大を図っていかなければならない。 

○経営安定することにより、後継者の育成を図らなければならない。 

○新しい品種への取組を図り、産地の活性化を目指す。 

 

 


