
 

８－⑨（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 

大分県 
杵築市 

国東市 
 

おおいた中央

柑橘連 

需要に応じた

生産量の確保 
果樹 

集出荷貯蔵施設

(パック詰め装置) 
ハウスみかん 46 ha 

 

第１ 調査地区の概要 

  

１ おおいた中央柑橘連の概況 

おおいた中央柑橘連は平成１３年４月２５日、JA 杵築

市・大分県農協国東地域本部（旧 JA くにさき）出資によ

り設立された。みかん他柑橘類の選果、直販、農産物直販

を主体に業務を行っている。販売取扱高は１６億６千万円

（平成２０年度実績）である。  

 

２ 管内の農業概要 

管内は瀬戸内型気候に属し、年間平均降水量１３００ｍ

ｍ、年間平均気温１６℃と温暖で積雪も尐ない地域である。

農業は、水稲と畜産に加え、温暖な気候を生かしたみかん、

イチゴ、花き、茶など園芸品目の栽培が盛んになっており、

中でも、ハウスみかん、茶、イチゴの販売高は県内トップ

の産地となっている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当地域はハウスみかんを中心とした大分県を代表する柑橘産

地であり、その生産額は県農業生産額の上位に位置し、大分県の主要品目となっている。しかし、価格の下落、消費の減退、燃料の高騰な

どの情勢により、生産、販売とも厳しくなっている。そのような中、ハウスみかんの販売状況においては、２S 階級以下の比率が多くなる

傾向にあり、販売に苦慮していた。また、２S 階級は手でパック詰めを行っており、効率が悪くバラ出荷の比率が高いのが現状であった。    

この為パック詰め機の導入により、パック詰め作業効率の向上、需要の高い販売形態での出荷量の増加が可能となり販売単価の増加が見

込まれたことから、事業導入によるハウスみかんの収益増大と産地の発展を図ることとした。 

 

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 

パック販売単価（円/ k） 781 900 992 177% 

 

 ２ 定性的成果 

・パック詰め機導入より市場からのハウスみかんパックの出荷要請に対応することが出来るようになった。 

・パック詰め機導入よりハウスみかんの小玉果の有利販売が出来、生産者手取金額が増えた。 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

 

地域の営農状況等 

 

   施設の稼働状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

ハウスみかん園地講習会風景 パック詰め機稼働状況 パック詰め機稼働状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 受益者農家及び関係者の声 

 

おおいた中央柑橘連：大村専務理事 

 

パック機の導入に

よりスーパー等の要

望に対応出来るよう

になり、ハウスみかん

の単価がアップし、農

家所得の向上に大な

る貢献が出来た。 

 

ハウスみかん部会長：越智春樹 

 

 パック機の導入

により家庭詰めの

作業が軽減され、選

果作業が楽になっ

た。 

 

第４ 今後の課題等 

景気低迷により販売価格が下がる中、パック価格は好調に推移している。また重油高騰によるハウスみかんの面積減を食い止めるた

め、パック詰め機で市場の要望に対応して、販売価格を上げるよう努力したい。 

 



 

８－⑩（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 

宮崎県 えびの市 えびの市 

(株)JA アグ

リランド田

の神さぁ 

生産性の

向上 

多角的農

作業ｺﾝﾄﾗｸ

ﾀｰ育成 

牧草播種機 1 台 

ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ 2 台 

ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ 1 台 

堆肥運搬車 1 台 

ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 1 台 

ﾍｰﾚｰｷ 1 台 

稲わら収穫機 1 台 

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ 1 台 

梱包格納用機械 1 台 

積込機 1 台 

飼料作物 

（ｲﾀﾘｱﾝ、

稲わら） 

25ha 

  

第１ 調査地区の概要 

１ えびの市の地勢 

  市の南部は韓国岳をはじめ、甑岳、白鳥山、飯盛山などが連なって“えびの高原”をつ

つみ、北は九州山脈の南端にある矢岳、国見、鉄山などの連山が急斜面で南下している。

この両山系に囲まれた中央部は平坦地で、霧島山に源を発する長江川、池島川と九州山脈

に源を発する川内川が合流してこの盆地の中央を西に流れ、鹿児島県薩摩川内市に至って

いる。 

 

２ えびの市の農業概要 

   周囲の山系から源を発した河川が合流して市の中央部に流れており、これら河川の流域

は農作物の栽培に適し、なかでも質・量ともに県内一を誇るえびの産「ひのひかり」の産

地となっている。また、農業産出額のうち７割を畜産が占める地域である。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 市内各地域では、中核農家を中心に作業を受託する組織は存在しているが、労力不足等から

稲わらが有効活用されず、また、転作等による耕作放棄地も増加してきた。そこで、本事業を活用し稲わらの有効活用を図るとともに、耕作放

棄地の解消を目的として飼料収穫機械等を整備することにより、飼料生産の維持・拡大を図ることとなった。 

 

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 

堆肥散布・稲わら等集

草・梱包作業 
15.0ha 25.0ha 42.5ha 275% 

 

 ２ 定性的成果 

 

受託事業の体制が整備され、たい肥散布・稲わら等集草・梱包作業ともに作業依頼に応えることが出来た。 

作業受託と平行して遊休化が懸念される農地を集積し、水稲・飼料用稲の栽培を行った。 

全ての稲わらを地域の畜産農家へ供給し、自給飼料の増産に努めた。 

 

 

 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 

 

飼料稲の受託作業 飼料稲の成型・梱包 飼料稲 WCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真提供：宮崎県西諸県農林振興局 



４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

今年から当組織を利用してい

る。刈り取り・反転作業を自分で

行った後、飼料稲の成形・梱包を

委託している。作業時間が短縮で

きるので、来年以降も利用したい。 

 

利用者：園田氏 

  

畜産農家の高齢化や後継者不足により担い手の確保が

大きな課題となっている中、本法人のような作業受託組

織の存在は、農家にとって大型の機械を導入する必要も

なく、作業に係る労力の削減にも繋がるため重要である。 

今後も引き続き、地域の農業を支える担い手としての役

割を果たしていくと思われる。 

宮崎県西諸県農林振興局 農畜産課 技師 髙橋 

 

第４ 今後の課題等 

 

 

平成１８年度に設立された当組織は設立３年目を迎え、市内農家への周知も図られ受託作業も増えた。今後も計画的作業実施と自給

飼料生産拡大に向けての効果的な取組を行い、地域の担い手として受託作業の拡大に努めていきたい。 

 

 

 

 



 

８－⑪（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 

宮崎県 西都市 西都市 西都農業協同

組合 

需要に応じた

出荷量の確保 

産地競争

力の強化 

非破壊選果機 マンゴー等 28.3ha 

第１ 調査地区の概要 

 １ 西都市の地勢 

    西都市は、宮崎県のほぼ中央に位置しており、東西25㎞、南北40㎞の広がりを有する 

438.56k㎡の広大な市域である。土地利用状況は山林がほぼ７割を占め、農業振興地域は 

124.25k㎡である。気候は平均気温17℃前後であり、年間降水量は2,000㎜を越えている。 

冬季においても積雪を見ることはない。 

２ 西都市の農業概要 

    基幹産業である農業は、平野部の水田と台地の畑地で営まれており、農家１戸当たり  

の平均経営規模は、1.3haと小規模ではあるが労働集約的な施設野菜等の生産が盛んであ 

る。水田地帯では日本一の生産量を誇るピーマンを中心に、きゅうり、にら等の施設野 

菜が栽培され、畑地では葉たばこ、だいこん、飼料作物等の作付けが盛んである。また、 

施設花きやマンゴー等の施設果樹の栽培も導入されている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   西都市は、県内でいち早くマンゴーの産地化に取り組んだ地域である。マンゴーについては、携帯式の非破壊果実分析機を用いて糖度検

査を実施していたが、産地の拡大に伴い選果処理能力の向上を図る必要があった。 

そこで、消費者ニーズに応えられる高品質な果実を安定的に供給し、消費者から信頼されるブランド産地の確立を図るため、マ 

ンゴー等の品質保証を可能とする選果・出荷体制整備の一環として光センサー式非破壊選果機を導入し、選果作業の省力化及び効 

率化、果実品質のさらなる安定化を進めることとなった。 

 

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 

内部品質に応じた出荷

割合 

20.4％ 100％     100％ 100％ 

 

 ２ 定性的成果 

・品質の安定により市場及び販売先の評価が向上し、産地の強化が図られた。 

・新たな非破壊選果機の導入により、生産者間の競争意識が高まり、品質向上に向けた取組みが強化された。 

・農業所得の向上が図られ、担い手（後継者）が確保できるようになった。 

 

 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

 
マンゴーほ場 非破壊選果機（画面中央） 完熟マンゴー「太陽のタマゴ」 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

 

 

顔写真貼付 

 

出荷果実全量について内部品質に

応じた選果を行っている結果、有利販

売につながり、経営の安定が図られて

いる。 

 
  受益農家：島地良次氏 

  

 

 

顔写真貼付 

  

 

選果機導入により品質管理を徹底さ

れており、産地の信頼確保に向けた西都

市の先進的な取組みは、本県果樹産地の

模範となっている。 

 

宮崎県児湯農林振興局農産園芸担当  

木下哲次 

 

第４ 今後の課題等 

 

 出荷規格の遵守を徹底するとともに、非破壊選果機により得られる果実品質データを営農指導に活用しながら高品質果実の安定生産

を図り、信頼されるブランド産地の確立を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西都原（提供：西都市） 



８－⑫（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 

鹿児島県 鹿屋市 野里地区 有限会社 

岩元園 

需要に応じた

生産量の確保 

畑作物 荒茶加工施設 茶 77ha 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 野里地区の地勢 

大隅半島鹿屋市の西南部に位置し、鹿屋原台地、錦江湾沿いの
    西原台地で茶生産が盛んである。地質は大隅半島特有のシラスと
    呼ばれる火山灰土壌である。 

２ 野里地区の農業概要 

標高 60ｍ、平均気温 17℃、年間降水量 2,500ｍ、年間日照時間

 2,000 時間であり、畑作平坦地の有利性を生かした省力化機械化

 体系茶産地である鹿屋原台地と温暖な気候を生かした海岸線地区

 を中心に茶の生産が行なわれている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

 当該産地は、畑作平坦地の有利性を生かした省力化機械化体系茶

産地であるが、農家人口の減尐や高齢化は避けられない状況にあり、

ほとんどの荒茶加工施設で老朽化が進み、管理機械の更新も思うよ

うに進んでいない状況であった。 
     このような中、公共性・公益性の高い大型荒茶加工施設を茶生産

者及び関係機関等の協力により平成１８年度に整備し既存生産者の面積拡大や生葉生産者の育成の受け皿づくりを行なってきた。 
    今後は、この施設を地域茶業のモデルと位置づけ、共同機械導入による共同作業の実施を行ない低コスト茶生産を展開するとともに環

境・衛生面等に配慮した「クリーンな茶づくり」に努めながら農業所得の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 

荒茶生産量の増加 荒茶生産量 24.7ｔ(H17) 荒茶生産量 30.2ｔ(H20) 荒茶生産量 41.7ｔ(H20) ３０９％ 

 

 ２ 定性的成果 

・生産技術の向上，高位平準化，施肥設計の統一を行い，計画的な摘採の実施と減農薬が図られた。 

・茶工場の衛生面の徹底など、クリーンな茶づくりへの取組が強化された。 

 

 

 ３ 地域の営農状況、事業実施状況及び施設の稼働状況 

地域の営農状況等 

 

 施設の稼働状況等 

 

 施設の稼働状況等

 

一番茶の摘採風景 荒茶加工風景（受入風景） 荒茶加工風景（精揉風景） 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
施設利用者 岩元氏 

・一日の処理能力が向上し，適期摘採

に努めた操業が可能となりました。 

・地域内の高齢生産者や生葉農家等の

生葉を受け入れています。共同作業

等低コスト茶生産を展開すること

ができています。 

・工場専用制服を導入する等，茶工場

の衛生面に対する意識をさらに徹

底しています。 

 

 

鹿屋市農政水産課 

主任主事 山元修也 

 岩元道弘氏は、地域茶業のリーダーと

して各種品評会に積極的に取り組み、そ

の品質は高く、お茶の栽培及び製造技術

は茶業関係者も認めるところでありま

す。 

 今後においても、地域茶業の振興のた

め更なる活躍を期待しています。 

 

第４ 今後の課題等 

荒茶の価格低迷の中で、今後も生産数量を確保しながら、高品質・低コスト生産に努めるとともに、安心・安全でクリーンな茶づく

にも積極的に取り組んでいく。 

 

 



 

８－⑬（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 

鹿児島県 南さつま市 加世田 南さつま農業

協同組合 

生産性向上 野菜 共同乾燥調製

施設 

らっきょう 47.0ha 

 

第１ 調査地区の概要 

 １ 加世田地区の地勢 

南さつま市は、鹿児島県の薩摩半島の南西部に位置し、北は鹿児島市、日置 

市、東は枕崎市、南九州市に接し、南側及び西側は東シナ海に面しており、加 

世田地区はほぼ中央に位置している。加世田地区の周囲は、200m～500m の 

山で囲まれており、総面積（94.37 ㎢）の約半分は森林で、平野は河川流域に 

沿って開けているものの、その面積は狭く、シラスの丘陵台地が大部分を占め 

ている。北西部には砂丘地が広がり、砂地を活かした特色ある農業が営まれて 

いる。 

２ 加世田地区の農業概要 

気候は、九州西海型気候区（気象庁分類）に属し、温暖多湿で、典型的な九 

州の気候で、年平均気温は 17.7℃、年間降水量は 2,385 ㎜。農業を基幹産業 

とした地域である。こうした条件の下で、山間部では茶、果樹、平野部では水 

稲、かぼちゃ、砂丘地ではらっきょう、葉たばこ、ピーマンなどが主に生産さ 

れている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

  らっきょうは、安定した価格で取引が行われていながら、植付から収獲、その後の調整、出荷までほとんどが手作業で行われており多大な

労力を要することから、作付面積は漸減傾向である。一方、個別乾燥・選別により品質の差が大きく、市場からは高品質で安定的な製品の供

給が求められている。このため、共同乾燥調製施設を整備し、生産から集出荷までの一元機械化生産体系を構築することで、生産者の経営規

模の拡大・収量の引き上げ・品質の安定により生産者の経営安定を図り、作付面積及び生産量の拡大によるロット確保、生産振興に努めるこ

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 

労働時間の削減 １０ａ当たり 242.4 時間 １０ａ当たり 191.4 時間 １０ａ当たり 191.4 時間 １００％ 

らっきょう作物の単収 １０ａ当たり 1,681 ㎏  １０ａ当たり 1,352 ㎏  

   

 ２ 定性的成果 

定性的な成果を記述する。 

・施設の整備により，調整、乾燥、出荷作業の労力削減が図られた。  

・出荷規格の見直し、出荷容器の改善を行ったことにより，らっきょうの品質向上につながった。 

・市場評価が向上し、産地の強化が図られた。 

 

 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 

 

一面らっきょう畑 一元化でだいぶ楽に 共選で市場評価もうなぎ登り 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

らっきょうは重労働で、全ての工程

で手作業でした。共同乾燥調製施設

ができて、乾燥から箱詰までの作業

が軽減されて、大変助かっていま

す。これからも、地域の主要作物で

あるらっきょうの品質向上・面積拡

大を推進したい。 

 

 

らっきょうは重労働で若手農家から敬

遠されていたが、共同乾燥調製施設が

できて随分楽になり、意欲が出てきた。

あとは植付から収獲までの機械化を図

り、作業労力の軽減、単収の向上を推

進したい。 

 

第４ 今後の課題等 

 らっきょう栽培は、機械化が進まず労力を必要としていることから、植付から収獲までの機械化体系の確立が必要である。また、安

定的な生産体制を確立するためには、かん水装置の整備が必要である。 

 

南さつま市役所 撮影者不明 

 



 

９－①（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 

沖縄県 八重瀬町 東風平地

区 

沖縄県花卉園芸

農業協同組合 

生産性向上 花き 農作物被害防止

施設 

小ぎく 0.92ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 東風平地区の地勢 

   沖縄本島の南に位置し、県都那覇市から約 10ｋｍと近く、全体的に

起伏に富んだ地形となっている。南部にある八重瀬岳一帯は琉球石灰

岩が分布する丘陵台地で、その他地域は、緩やかな丘陵地帯となって

いる。土壌は、ジャーガル（重粘膜性土壌）で中性～弱アルカリ性の

肥沃な土壌が広がっている。 

 

２ 東風平地区の農業概要 

 平均気温 22.7℃、年平均降水量約 2,037mm と年間を通じて温暖で

比較的雨の多い地域であるため、農作物の生育に適しており、さとう

きびを中心に、花き、野菜、果樹等多様に展開している。また、八重

瀬町は小ぎくの産地として県内で重要な位置を占めており、その他ス

トレリチア等の熱帯性花きの栽培も行われている。 

 

第２ 事業導入の経緯 

   本県は小ぎくの全国１位の出荷量を誇る責任産地であるが、その中で

当該産地は小ぎくの県内有数の産地である。中でも露地栽培が主体で、

台風常習地域である当該産地が需要の多い年末及び彼岸期に確実に出荷

するためには、気象条件に左右されずに安心して生産・出荷できる整備体制の構築が必要であり、このため、防風効果の高い農作物被害防

止施設（平張施設）を導入することとした。 

     

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 

被害面積の軽減 9,207 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡ 100% 

出荷量の増加 387 千本 902 千本 816 千本 90.5% 

  

 ２ 定性的成果 

・台風襲来時も気象条件に左右されずに生産・出荷が可能となり、市場からの信頼獲得につながった。 

・２回転栽培が可能なことと、キクの重要病害虫であるマメハモグリバエ、ヨトウ類の侵入を防ぐことができるため、生産量が増加し、

経営の安定につながった。 

 

 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 

 
露地栽培を主体とした小ギクほ場 導入した農作物被害防止施設 生育順調な施設内の小ギク 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 
生産農家：神里昇 氏 

撮影者：沖縄県園芸振興課 

施設を導入したことで、台風等の

気象災害に左右されずに、安心し

て１１月と３月の２回転出荷が

可能となった。また、これまでの

露地栽培に比べ農薬の使用量が

１／３に減尐し、土壌が硬くなら

ずにフカフカなのも魅力です。 

 

 
営農指導員：新門辰也 氏 

撮影者：沖縄県園芸振興課 

施設導入後は気象条件に左右され

ずに、計画的な出荷ができるように

なっています。また害虫被害も尐な

くなり共選率も向上しています。 

第４ 今後の課題等 

 

施設導入により、気象に左右されない安定生産が可能となり、また防虫効果等による秀品率の向上が図られ、地域の生産力の強化に繋

がっている。 

現在、肥料費等のコスト低減や夏場の植え付け時の暑さ対策等を関係機関を含めた協議会で検討中である。 

 

 
※提供：八重瀬町役場 



９－②（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 

沖縄県 南城市 知念西 
沖縄県農業協

同組合 
品質向上 野菜 

低コスト耐候

性ハウス 

インゲン 

ゴーヤー 
０．６４ha 

  

第１ 調査地区の概要 

 １ 知念西地区の地勢 

    本地区がある南城市（平成 18 年 1 月、大里村、玉城村、知念村及 

   び佐敷町の四町村が合併。）は、沖縄本島南部の東海岸、那覇市から 

   12km に位置し、静穏な中城湾と太平洋に面している。 

    東西 18km、南北 8km の広がりを持ち、面積 49.70 ㎢で、北は与那 

   原町、西は南風原町、八重瀬町に接している。 

    本地区の土壌は、全域が珊瑚石灰岩を母岩とする島尻マージからな 

      り、その多くは南部の山間地に分布している。一方、肥沃な土壌であ 

      るジャーガルは北部地域に分布しており、海岸周辺は沖積世の土壌か 

      らなっている。 

 

２ 知念西地区の農業概要 

     本地区がある南城市は、平成 12 年にインゲン、同 14 年にゴーヤー 

    の拠点産地として県より認定を受け、高品質かつ安心・安全な農作物 

        を計画的・安定的に供給できる産地化を目指している。 

     また、平成 20 年には本地区を含めた南城市全域がオクラの拠点産 

         地として県より認定を受け、沖縄県の農林水産戦略品目として生産性 

        向上に取り組んでいるところである。 

 

第２ 事業導入の経緯 

    本地区の対象作物は、沖縄県より拠点産地としての認定を受け、その責任産地として盛んに出荷が行われているところであるが、高品

質で安定した作物を提供するには台風等の気象条件に左右されない施設導入が求められている。このため、本施設を導入することにより、

防風・防虫効果が図られ、当該作物の高品質化、生産性の向上を及び受益農家の所得向上を図っているところである。 

 

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 

作物の商品化率（インゲン） ６９％（H１７） ９２％ ９３％ １０４％ 

作物の商品化率（ゴーヤー） ７１％（H１７） ９２％ ９３％ １０５％ 

  

 ２ 定性的成果 

・施設導入により、天候に左右されやすく、秀品率の向上が図られた。 

・農業所得の向上により、担い手の確保に繋がった。 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：南城市産業振興課 

 施設の稼働状況等 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：南城市産業振興課 

 施設の導入成果発現状況等 

 

 

 

 

 

 

 

撮影：南城市産業振興課 

インゲン、ゴーヤーを中心にクレソンや 

サトウキビの栽培もみられるが、海に接し

ているため、風対策が現状の課題である。 

強風対策や防虫効果が図られ、施設の上部

が開閉式になっていることから、施設内の

気温調節もでき、良好な作物の生育に繋が

っている。 

施設導入により、天候に左右されずに安

定した生産が可能となり、秀品率が向上

し、農家所得も向上した。 

 

４ 受益者農家及び関係者の声 

 

嘉数太次氏、嘉数純子氏 

撮影：南城市産業振興課 

施設導入により、強風等の

気象に左右されず、安定し

た生産を行うことができ

ている。また、防虫効果も

あることから、秀品率の向

上にも繋がっている。 

 

 

普天間春行氏 

撮影：南城市産業振興課 

施設導入により、強風等の気

象に左右されず、安定した生

産ができ、防虫効果や秀品率

のアップにも繋がっている。 

 

第４ 今後の課題等 

施設導入により、気象に左右されない安定生産、防虫効果等による秀品率の向上が図られ、地域の生産力アップに繋がったことから、今後

も安定生産に向けた施設整備を推進していく。 

 

 

  撮影者：南城市産業振興課 

    

 




