
産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：施設野菜産地の拡大

計画作成主体：倉吉市農業再生協議会

対象品目 ：トマト（産地面積:1.14ha）

主な取組主体：大原トマト生産組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加(単位面積)

助成金の活用：生産支援事業（パイプ、被覆資材等）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H30年度〉

施設面積：1.14ha

販 売 額：3,042千円/10a

施設面積：1.16ha

販 売 額：2,666千円/10a
（平成23～27年度の５中３の平均）

事業効果

3,042千円/10a
2,666千円/10a

Ｈ27年度 Ｈ30年度

○栽培環境改善によりトマト収穫段
数を増やすことで単収を向上。

○エコファーマーの取組を拡大する
ことで、消費者に選んでもらえる
トマト産地に成長。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、倉吉市、
鳥取中央農業協同組合、農業関係
者等）が一体となり、事業を推進。

鳥取型低コストハウスを導入し、
栽培環境改善（収穫段数の向上）
により収量向上を図ると共に、エ
コファーマーの取組拡大による安
心・安全なトマトブランドの確立
により、施設園芸の産地発展に資
する。

地域における独自の取組

○栽培環境改善による生産性の向
上及びエコファーマーの取組拡
大によるブランド化の定着。

○「鳥取型低コストハウスによる
施設園芸等推進事業」、「みん
なでやらいや農業支援事業」と
連携して、施設園芸を加速的か
つ戦略的に生産拡大。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋14％

地区の概要

～トマト販売額の増加～

鳥取県倉吉市
大原地区

鳥取型低コストハウス

50年の歴史がある大原トマト



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：施設花き産地の拡大

計画作成主体：大山町農業再生協議会

対象品目 ：花壇用苗もの（産地面積:2.125ha）

主な取組主体：鳥取西部農業協同組合大山町花壇苗部
会

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（単位面積）

助成金の活用：生産支援事業（生産資材の導入）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H30年度〉

施設面積：2.354ha

販 売 額：3,282千円/10a

施設面積：2.125ha

販 売 額：2,983千円/10a

事業効果

3,282千円/10a
2,983千円/10a

Ｈ27年度 Ｈ30年度

○栽培面積の増加により、計画生産、
計画出荷が可能となり販売額が増
加。

○ＪＡと連携を取り、直売所販売を
強化することで高単価での取引が
可能。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、大山町、
鳥取西部農業協同組合、農業関係
者等）が一体となり、事業を推進。

花壇用苗もの栽培に鳥取型低コ
ストハウスを導入し、栽培面積拡
大を図ると共に、花壇用苗ものの
新輸送体制の構築により低コスト
輸送、販路拡大を可能にし、花壇
用苗もの産地の発展に資する。

地域における独自の取組

○高単価で販売できる時期の出荷
量を拡大する。また、他地区の
生産者等と連携しながら新輸送
体制の構築を図る。

○「鳥取型低コストハウスによる
施設園芸等推進事業」、「園芸
産地活力増進事業」と連携して、
施設園芸を加速的かつ戦略的に
生産拡大。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋10％

地区の概要

～花壇用苗もの販売額の増加～

鳥取県大山町
大山町地区

鳥取型低コストハウス

生育を確認しながらのかん水



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：施設野菜産地の形成の推進

計画作成主体：北栄町農業再生協議会

対象品目 ：施設野菜（こまつな、ちんげんさい）
（産地面積:20.49ha）

主な取組主体：鳥取中央農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（総販売額）

助成金の活用：生産支援事業（パイプ、被覆資材等）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H31年度〉

施設面積：13.41ha

販 売 額：296,511千円

施設面積：8.75ha

販 売 額：122,201千円

事業効果

296,511千円

Ｈ27年度 Ｈ31年度

○葉物類（こまつな、ちんげんさい）栽培
の施設化により、増収及び品質が向上。

○販売額の増加により、生産者の所得向上
につながり、葉物類（こまつな、ちんげ
んさい）の産地強化を実現。

○鳥取県農業活力増進プラン目標指標であ
る産出額１億円以上の新規品目として有
望化。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、倉吉市、北栄
町、湯梨浜町、鳥取中央農業協同組合、
農業関係者等）が一体となり、事業を推
進。

葉物類（こまつな、ちんげんさ
い）栽培に鳥取型低コストハウス
を導入し、高収益な施設園芸の規
模拡大により、意欲ある農業者の
経営安定と、施設園芸の産地発展
に資する。

地域における独自の取組

○県、市町、ＪＡ等で連携し、作業効率
の改善や栽培技術の確立により収益性
の向上を図り、新たな葉物類産地を育
成。

○「鳥取型低コストハウスによる施設園
芸等推進事業」、「園芸産地活力増進
事業」と連携して、施設園芸を加速的
かつ戦略的に生産拡大。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋143％

地区の概要

～新たな産出額１億円品目を目指して～

鳥取県北栄町、倉吉市、湯梨浜町
ＪＡ鳥取中央管内（北栄町、倉吉市、
湯梨浜町、三朝町、琴浦町）地区

鳥取型低コストハウス

122,201千円



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：アスパラガス産地の形成の推進

計画作成主体：鳥取市農業再生協議会

対象品目 ：アスパラガス（施設栽培）
（産地面積:9.71ha）

主な取組主体：農業者13名

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（総販売額）

助成金の活用：生産支援事業（パイプ、生産資材等）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H31年度〉

栽培面積：9.71ha

販 売 額：42,593千円

栽培面積：9.59ha

販 売 額：31,597千円

事業効果

42,593千円

Ｈ27年度 Ｈ31年度

○栽培面積の増加、栽培技術の向上により、
収量及び品質が向上。

○販売額の増加により、生産者の所得向上
につながり、アスパラガスの産地強化を
実現。

○アスパラガスは鳥取県農業活力増進プラ
ン目標指標である産出額１億円以上新規
品目として有望化。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、鳥取市、岩美
町、八頭町、智頭町、鳥取いなば農業協
同組合、農業関係者等）が一体となり、
事業を推進。

アスパラガス栽培に必要な支柱
やネットなどの生産資材や、鳥取
型低コストハウスを導入し、高収
益なアスパラガスの規模拡大によ
り、意欲ある農業者の経営安定と、
園芸産地の発展に資する。

地域における独自の取組

○県、市町、ＪＡ等で連携し、有望品種
の試作・評価や、産地化への取組に対
する事業支援等によりアスパラガス産
地を育成。

○県の「鳥取型低コストハウスによる施
設園芸等推進事業」、「園芸産地活力
増進事業」、鳥取市の「地域特産品総
合対策事業」等と連携して、アスパラ
ガスを加速的かつ戦略的に生産拡大。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋35％

地区の概要

～新たな産出額１億円品目を目指して～

鳥取県鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町
鳥取市、岩美町、八頭町、智頭町地区

アスパラガス栽培

31,597千円



～アスパラガスの総販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：鳥取市農業再生協議会他３協議会
対象品目 ：野菜（アスパラガス）

（産地面積10.70㏊）
主な取組主体：鳥取いなば農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H29年度）37,559千円
目標（R4年度） 48,500千円

導入施設等 ：生産支援事業
（パイプ、被覆資材費等）

ポイント

期待される事業効果

37,559千円

Ｈ29年度 R4年度

【事業実施による直接効果】

・簡易雨よけハウスの導入が進むことで早
期出荷が可能となり、作期の拡大に伴う収
量増
【事業実施による間接効果】

・低コスト簡易雨よけハウスの導入及び生
産資材導入による高品質・安定生産の実
現により生産者の所得向上

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

鳥取県東部地区の農業は、水稲中心に営まれてきたが、近年の米価の低迷によ
り水稲にアスパラガス、白ネギ、ブロッコリー等の園芸作物を加えた「複合型の
農業経営」に取り組む農家が増えている。特に、アスパラガスの収穫作業は女性
や高齢者でも行いやすく、収益性も期待できることから重点的に推進することと
して、「JA鳥取いなば アスパラガス振興プラン(H28.2月)」を策定し、産地の課
題や対応策を明確化した。今後、産地パワーパップ事業等を活用して「低コスト
簡易雨よけハウス」等施設導入を進め、単収をあげて収量アップを目指し地域全
体の販売額を増加させ、産地形成への第一ステップとする。

地域における独自の取組

・県：栽培技術指導、有望品種の試作・評価、産地化への取組みに対
する事業支援等
・市町：産地化への取組みに対する事業支援等

・鳥取いなば農業協同組合：産地パワーアップ事業の効率的な実現
にむけて、産地との連絡調整、栽培技術指導、事業計画・事業推進

〈主な取組〉

＋29.1％

４市町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

鳥取いなば農業協同組合
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（東部農林事
務所等）
・鳥取市・岩美町・八頭
町・智頭町

情報共有

・協議会と取組主体（法人）と
の情報共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】アスパラガス産地の形成の推進

①低コスト簡易雨よけハウスの導入及び生産資材導入による収量向上・長期安定生産
への取組。
②高品質・安定供給による販売力強化への取組。
以上を推進することにより、販売額10％以上の増加を実現する。

48,500千円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県鳥取市、岩美町、
八頭町、智頭町

アスパラガス栽培



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：主食用米の高付加価値販売

計画作成主体：鳥取県農業再生協議会

対象品目 ：土地利用型作物（稲）
（産地面積:1,923ha）

主な取組主体：鳥取西部農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加

助成金の活用：整備事業（農産物加工処理施設）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H30年度〉

事業対象面積：1,923ha

販 売 額：113,471円/10a

事業対象面積：2,070ha

販 売 額：103,034円/10a

事業効果

113千円/10a

Ｈ27年度 Ｈ30年度

○他地区に先駆けた新たな機能性食品の販
売により、主食用米全体の販売単価の底
上げを図る。

○米穀販売専門店、百貨店、スーパー等販
路の拡大により当地区の米に対する評価
を高め、生産農家の所得向上に寄与する。

推進体制

地域の関係者（鳥取西部農業協同組合、
２市６町１村、県西部総合事務所）が一
体となり、事業を推進。

主食用米の一部をギャバ米加工
し、機能性食品として付加価値を
つけて高単価で米穀販売専門店、
百貨店、スーパー等に販売するこ
とで、生産農家の所得向上を図る。

※ギャバとは、正式名称は「γ－ア
ミノ酪酸」。継続的な摂取により、
血圧上昇抑制、精神安定作用、肝
機能改善等の効果が期待される。

地域における独自の取組

○農協・生産者・行政とが一体となって
需要に即した主食用米の生産に努め、
飼料用米の生産拡大等により耕作放棄
地の増加を抑え水田機能の維持を図っ
ている。

○高付加価値による主食用米の新たな販
路を拡大し、生産農家の所得向上を目
指している。

〈主な取組〉

＋10％

地区の概要

～主食用米販売額の増加～

鳥取県
鳥取県西部地区
（米子市、境港市、南部町、伯耆町、日吉
津村、大山町、日野町、日南町、江府町）

103千円/10a



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：農産物処理加工施設の整備

計画作成主体：鳥取市農業再生協議会

対象品目 ：らっきょう（露地野菜）
（産地面積:117ha）

主な取組主体：鳥取いなば農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（単位面積）

助成金の活用：整備事業（農産物処理加工施設）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H30年度〉

露地面積：117ha

販 売 額：930千円/10a

露地面積：117ha

販 売 額：846千円/10a

事業効果

○施設整備によって衛生環境が改善され、
品質管理にかかる負担の軽減。

○処理能力が向上することで安定的な出荷
体制が実現し、販売力の強化。

○市場動向に左右されにくい加工品への取
組強化により、農家所得の安定化。

推進体制

○地域の関係者（生産者、鳥取いなば農
業協同組合、県（農林事務所、普及所、
試験場）、鳥取市が一体となり、事業
を推進。

○加工施設の機能向上により、加
工らっきょうの生産能力が向上
する。これにより、豊作年の価
格暴落が回避でき、価格の高位
安定化が図られ生産者所得の向
上が期待される。

○また、現施設以上に衛生管理の
徹底が容易となり、安定したブ
ランド維持と販売が可能となる。

地域における独自の取組

○ブランド力向上に向け、H17年に「砂丘ら
っきょう」の商標登録を取得。
H28年には生らっきょうを対象とする農林
水産省GI（地理的表示保護制度)登録を取
得。（｢鳥取砂丘らっきょう｣｢ふくべ砂丘
らっきょう｣）

○現在、加工らっきょうを対象とするGI取得
に向けた申請を行っている。

○また、地元において特産品としての認識を
深めるため幼稚園、小学校、中学校を対象
とした植付、収穫体験や漬け方講習会を行
うなど、食農教育の取組を行っている。

〈主な取組〉

地区の概要

鳥取県
鳥取市福部町地区

次の100年を目指します！

～らっきょうの販売額～

Ｈ27年度 Ｈ30年度

＋10％

846千円/10a
930千円/10a



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：特産品の共同乾燥・集出荷機能強化に
よる高品質化

計画作成主体：北栄町農業再生協議会

対象品目 ：らっきょう（露地野菜）
（産地面積:70.6ha）

主な取組主体：鳥取中央農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加

助成金の活用：整備事業（集出荷貯蔵施設）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H27年度〉

〈目標:H30年度〉

産 地 面 積 ：70.6ha

単位面積当たり販売額：881千円/10a

産 地 面 積 ：78.0ha

単位面積当たり販売額：733千円/10a

事業効果

733千円/10a

Ｈ27年度 Ｈ30年度

○共同乾燥施設が活用可能になり、上位規
格の根切りらっきょう割合が大幅に向上。

○販売額の増加により生産者の所得向上、
産地維持拡大につながり、らっきょう産
地のブランド化強化を実現。

○鳥取県農業活力増進プラン目標指標であ
る産出額10億円以上のエース級品目の生
産基盤確保に寄与。

推進体制

地域再生協議会の主導のもと、地域の
関係者（北栄町、鳥取中央農業協同組合、
県中部総合事務所）が一体となり、事業
を推進。

○本取組により、出荷するらっき
ょうの品質向上が図られ、全出
荷量に占める上位規格品の割合
が増加し、農業経営の安定と収
益性の向上が期待できる。

○経営規模の拡大により、町内雇
用が創出されるとともに、農産
物販売額の増加により地域経済
効果の波及が見込まれる。

地域における独自の取組

上記推進体制に加え、農業委員会等の
関係機関と連携し、

・農地の確保と集積
・農地利用の効率化、維持管理
・担い手、新規就農者の確保、育成
・機械導入による省力化

等の取組を推進し、栽培面積の維持を図
る。

〈主な取組〉

＋20％

地区の概要

～エース級品目の維持・拡大を目指して～

鳥取県
北栄町地区

～らっきょうの販売額～

881千円/10a



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：果菜類施設産地の形成推進

計画作成主体：北栄町農業再生協議会

対象品目 ：いちご、小玉すいか（施設野菜）
（産地面積:6.3ha）

主な取組主体：(株)北栄ドリーム農場、鳥取中央農業

協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（総販売額）

助成金の活用：生産支援事業（パイプ、被覆資材等）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H28年度〉

〈目標:H31年度〉

施設面積：6.30ha

販 売 額：60,060千円

施設面積：5.01ha

販 売 額：30,874千円

事業効果

60,060千円

Ｈ28年度 Ｈ31年度

○果菜類（いちご、小玉すいか）栽培の施
設化により、収量及び品質が向上。

○販売額の増加により、生産者の所得向上
につながり、果菜類の産地強化を実現。

○小玉すいかは鳥取県農業活力増進プラン
目標指標である産出額１億円以上の新規
品目として有望化。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、北栄町、鳥取
中央農業協同組合、農業関係者等）が一
体となり、事業を推進。

果菜類（いちご、小玉すいか）
栽培に鳥取型低コストハウスを導
入し、高収益な施設園芸の規模拡
大により、意欲ある農業者の経営
安定と、施設園芸の産地発展に資
する。

地域における独自の取組

○県、町、ＪＡ等で連携し、作業効率の
改善や栽培技術の確立により収益性の
向上を図り、果菜類施設産地の形成を
推進。

○県の「鳥取型低コストハウスによる施
設園芸等推進事業」、「園芸産地活力
増進事業」と連携して、施設園芸を加
速的かつ戦略的に生産拡大。

〈県・市町村単独事業〉

〈主な取組〉

＋95％

地区の概要

～新たな産出額１億円品目を目指して～

鳥取県北栄町
海岸・平坦部地区

鳥取型低コストハウス

30,874千円



産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

取組の概要

取組の概要 ：花き生産新技術の導入

計画作成主体：北栄町農業再生協議会

対象品目 ：切り花(ストック)（施設花き）
（産地面積:9.01ha）

主な取組主体：鳥取中央農業協同組合

成果目標 ：販売額の10％以上の増加（総販売額）

助成金の活用：生産支援事業（遮光資材）
状況

ポイント

産地の現状と目標

〈現状:H28年度〉

〈目標:H31年度〉

施設面積：9.01ha

販 売 額：144,415千円

施設面積：9.01ha

販 売 額：131,126千円

事業効果

144,415千円

Ｈ28年度 Ｈ31年度

○施設花き（切り花(ストック)）栽培への
遮光資材やLED照明の導入により生育・
開花を調整し、製品率を上げ、需要期に
増産。

○販売額の増加により、生産者の所得向上
につながり、切り花（ストック）の産地
強化を実現。

推進体制

地域の関係者（鳥取県、北栄町、鳥取
中央農業協同組合等）が一体となり、事
業を推進。

施設花き（切り花(ストック)）
栽培において、遮光資材や LED照
明を導入することで、生育速度を
調整し計画的に出荷することによ
り高収益化及び産地・ブランド化
を図る。

地域における独自の取組

○ＪＡ独自事業によるLED照明の導入支
援。

○県、町、ＪＡ等で連携し、作業効率の
改善や栽培技術を確立。

〈主な取組〉

＋10％

地区の概要

鳥取県北栄町

ストック

131,126千円

～ストックの販売額～



～西条柿の販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：八頭町農業再生協議会
鳥取市農業再生協議会

対象品目 ：果樹（西条柿）(産地面積60.8㏊）
主な取組主体：鳥取いなば農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加（単位面積）

基準（H28年度）361,695円/10a
目標（H31年度）404,314円/10a

導入施設等 ：整備事業（農産物処理加工施設、集出
荷貯蔵施設：自動個包装機）

ポイント

期待される事業効果

361,695円/10a

Ｈ28年度 Ｈ31年度

【事業実施による直接効果】
①あんぽ柿増産による販売額の増加

②貯蔵期間の短縮による貯蔵ロスの減少

③個包装冷蔵品増加による販売価格の増加

【事業実施による間接効果】
①担い手による作付面積と生産量の維持
②西条柿のブランド品割合向上により、販売
単価も上昇

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

西条柿は、10月中下旬～11月上旬の出荷ピーク時に出荷が集中して販売単価が

低下し、農家所得も低迷している現状において、一部あんぽ柿加工や個包装冷蔵

の取り組みを行い販売単価の低下を食い止める努力をしている。しかし、更なる

農家所得の安定のためには、あんぽ柿加工及び個包装冷蔵品出荷の拡大が必要。

地域における独自の取組

・いなば柿指導協議会による栽培暦の作成
・定期的な栽培技術講習会の開催
・町単独事業による優良園の中間管理の実施

〈主な取組〉

＋11.8％

いなば柿指導協議会
①いなば柿栽培暦の作成
②柿生産者への技術指導

取組主体（農協）
①取組計画の作成
②取組実施 等

・東部農林事務所（県）
・八頭町、鳥取市
・鳥取いなば農協

情報共有
・協議会と取組主体（農協）と
一体となって柿生産量の維
持
・行政機関（県、町）及びいな
ば柿指導協議会によるサポ
ート体制

鳥取県

八頭町
鳥取市

【産地の体質強化に向けた方策】

①あんぽ柿増産による更なる販売額増加のための施設整備

②あんぽ柿原料の貯蔵ロス減少のため、生果品の出荷開始時から一定量を加工

③個包装冷蔵品増加による販売価格の向上のための自動個包装機の導入

404,314円/10a

指導・助言

販売額が増加

取組の概要



～ブロッコリーの10a当たり販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：大山町農業再生協議会
対象品目 ：露地野菜（ブロッコリー）

（産地面積 449.3㏊）
主な取組主体：農業者等
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H28年度）232千円/10a
目標（R4 年度）265千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業
（パイプ、被覆資材等、農業機械
のリース導入）

ポイント

期待される事業効果

232千円/10a

Ｈ28年度 R4年度

【事業実施による直接効果】

保冷用冷蔵庫を導入することで、収穫作業時
間帯を改善し、日中の収穫作業とすることで、
作業効率の向上と収穫ロスを減少させる。

さらに、育苗に必要な鳥取型低コストハウス
を導入することで、規模拡大を図る。
【事業実施による間接効果】

作業時間帯が日中となることから新たな労働
力確保が可能となり、１経営体の規模拡大に
繋がる。また、保冷用冷蔵庫の導入により
コールドチェーンの強化、適期収穫と秀品率
の向上、品質の鮮度保持等を図り、単位面積
当たりの収入額を増加し、農家所得向上を図
る。加えて、育苗に必要な鳥取型低コストハ
ウスを導入することで、規模拡大を図ることに
よって、担い手農家の更なる経営発展につな
げる。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

大山町の特産物である大山ブロッコリーについては、品質重視の栽培管理、出荷
を厳守しており、品質低下の少ない早朝に収穫している。計画的に収穫しているが、
すべてを適期収穫できず、多くの収穫ロスが発生している。また、ピーク時には連
続しての深夜収穫となっている。深夜に作業用のヘッドライトを装着しての収穫作
業は重労働であり、収穫忘れも発生しており、日中の収穫作業への作業時間帯改革
（働き方改善）が急務となっている。また、産地拡大には、育苗のためのハウスを
導入する必要があるが、近年は資材価格の高騰が導入のネックとなっている。

地域における独自の取組

・県・町単独事業：排水対策機械導入、排水対策実証等の支援、スプリ
ンクラーかん水支援を実施

・鳥取西部農業協同組合：栽培技術指導、集出荷・販売体制の強化

〈主な取組〉

＋14.2％

大山町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

農業者等
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（西部農林局等）
・大山町
・鳥取西部農業協同組合

情報共有

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】 ブロッコリー産地の形成の推進

青果物保冷用の冷蔵庫を導入することにより、早朝・深夜の作業体系を日中に見直
して雇用環境の改善を図り、適期収穫、深夜作業による収穫ロスを最小限に抑え単
位面積当たりの収穫量を向上する。また、育苗に必要な鳥取型低コストハウスを導
入することにより、規模拡大を図ることによって、担い手農家の更なる経営発展に
つなげる。

265千円/10a

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県西伯郡大山町



～すいかの販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：倉吉市農業再生協議会
対象品目 ：野菜（すいか）（産地面積246.6ha）
主な取組主体：鳥取中央農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加(単位面積)

基準（H29年度）1,208千円/10a
目標（H33年度）1,333千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業（鳥取型低コストハウ
ス整備に係る資材､遮光資材の導入）

ポイント

期待される事業効果

1,208千円/10a

Ｈ29年度 Ｈ33年度

【事業実施による直接効果】
野菜(すいか)栽培の施設化により、計

画的な栽培・出荷が可能となり、収量・
品質および反収が向上。

【事業実施による間接効果】

販売額の増加により、生産者の所得向
上につながり、野菜(すいか)の産地強化
を実現。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

すいかのトンネル栽培は、気象災害・天候不順等による作業遅れから、果実の品質
低下(高温による肥大不足、果実のうるみなど)が生じているほか、生産者の高齢化に
伴い大規模経営の適期作業が困難になったことから栽培面積を縮小する農家が出始め
た。
一方、すいかのハウス栽培は、天候に左右されずに計画的に栽培を進めることが可

能な上、トンネル栽培に比べ早期の出荷が可能、高単価が期待できる等のメリットが
あることからハウス施設の導入を進めているが、近年は資材価格の高騰が導入のネッ
クとなっている。

地域における独自の取組

「鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業」、
「園芸産地活力増進事業」と連携して、施設園芸を加
速的かつ戦略的に生産拡大

〈主な取組〉

＋10.3％

倉吉市農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体(農協)
①取組計画の作成

②取組実施 等

・中部総合事務所農林局(県)
・倉吉市、北栄町、琴浦町、
湯梨浜町、三朝町

・鳥取中央農業協同組合

情報共有

・協議会と取組主体(農協)
との情報共有(取組状況
等)

・行政機関(県、町)による
サポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】

従来型ハウスよりも価格が抑えられる鳥取型低コストハウスの導入により建設費の
削減を図るとともに、早期出荷割合の増加や遮光資材(寒冷紗)によるうるみ果の抑制
により、10a当たりの売上高の増加を図り、次世代に繋げる産地育成を進める。

1,333千円/10a

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県倉吉市、北栄町、琴
浦町、湯梨浜町、三朝町
ＪＡ鳥取中央管内（倉吉市、
北栄町、湯梨浜町、三朝町、
琴浦町）地区

鳥取型低コストハウス



～トマトの総販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：日南町農業再生協議会
対象品目 ：施設野菜（トマト）

（産地面積 5.8㏊）
主な取組主体：鳥取西部農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H29年度）175,075千円
目標（R3年度） 194,463千円

導入施設等 ：生産支援事業
（パイプ、被覆資材費等）

ポイント

期待される事業効果

175,075千円

Ｈ29年度 R3年度

【事業実施による直接効果】

・鳥取県型低コストハウスの導入が進むこと
で栽培面積が増加し、トマト産地の維持・拡
大が図られる。
【事業実施による間接効果】

・日南トマトブランドが浸透する。また、ＵＩ
ターンによる新規トマト栽培農家の増加に加
え、高品質トマトの生産量も増加し、市場評
価の向上と市場拡大により、地域全体の販
売額の増加と所得の向上が期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

日南町のトマトは、高齢化に伴う生産者の減少や労働力の低下によって栽培面
積、販売額が減少傾向にあったが、ＵＩターン者を中心とした若手のトマト生産
者が増加するとともに、平成２６年度に策定した「旨い果菜の里づくりプラン」
による直売所、ハウス団地、リースハウスの整備、新品種・技術実証、販売促進
活動等に対する支援によって、県内随一の夏秋トマト産地の維持が図られている。
平成２７年には、地域団体商標「日南トマト」を取得したところであり、今後、

産地パワーアップ事業等の活用により鳥取型低コストハウスの導入を進め、地域
全体の販売額の増加と所得の向上、産地の維持・拡大とブランド化を推進する。

地域における独自の取組

・単県事業「がんばる地域プラン事業」により、生産部、ＪＡ鳥取西
部、町、県等の関係者が一体となって、新技術実証、販売促進活
動、老朽化ハウス補強等の取組を実施。

〈主な取組〉

＋11.1％

日南町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

鳥取西部農業協同組合
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（日野振興セ
ンター等）
・日南町

情報共有

・協議会と取組主体（法人）と
の情報共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】施設野菜（トマト）産地の形成の推進

①鳥取県型低コストハウスの導入を支援することで栽培面積を拡大し、産地力の強化と
ブランド化を推進する。
②栽培技術の確立により収量性の向上を図る。
以上により、販売額１０％以上の増加を実現する。

194,463千円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県
日野郡日南町



～主食用米１０a当たりの販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：若桜町農業再生協議会
対象品目 ：土地利用型作物（稲）

（産地面積84㏊）
主な取組主体：若桜町
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H29年度）102,152円/10a
目標（R3年度） 120,000円/10a

導入施設等 ：整備事業（農産物処理加工施設）
精米加工施設

ポイント

期待される事業効果

102,152円

Ｈ29年度 R3年度

【事業実施による直接効果】
・精米出荷体制の整備による精米販売の
増加
・乾燥調製機能の集約化による品質の均
一化（金芽米仕向け玄米の安定供給）
【事業実施による間接効果】
・良食味米産地としてのイメージ向上
・ブランド米産地化に向けた生産者の組
織化・担い手育成
・若桜町水田の維持

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】
鳥取県の山間地に位置する若桜町は、昼夜の温度差が大きく、夏季の水温が低い等、
おいしい米の産地としての条件を備えている。
しかし、個人乾燥が主体であることから、品質のバラツキが大きくロットがまとまらず、精
米施設もないことから、精米出荷を中心とする有利販売に繋がっていない。また、兼業農
家が多く休日に作業が集中し、山間地で中生品種への転換も難しいことから、近年のＲＣ
のピーク日の処理量は１００％を超えている一方で、高齢農家のリタイアによる個人所有
施設の廃用も懸念されている。

地域における独自の取組

・栽培技術向上の推進や集出荷体制の強化
・ブランド化や販路開拓の支援

〈主な取組〉

＋17.5％

若桜農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

取組主体（若桜町）
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（東部農林事
務所八頭事務所等）
・鳥取いなば農協

情報共有

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

鳥取県
若桜町

【産地の体質強化に向けた方策】

町内農業の構造的変化に打ち勝って若桜米の産地を維持・発展させていくため、担い手
への農地の集積・集約、生産者組織の育成を進めるとともに、本事業を活用して乾燥調製
機能を備えた町立の農産物処理加工施設(精米加工施設)を整備することで、精米を中心
とした若桜町独自ブランドでの販路の開拓や、JA系統による若桜町産の金芽米仕向等の
出荷量を維持・拡大し、もって、若桜町産米の競争力の強化を図る。

120,000円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要



～白ねぎの10a当たり販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：伯耆町地域農業再生協議会、
南部町農業再生協議会

対象品目 ：露地野菜（白ねぎ）
（産地面積 30.5㏊）

主な取組主体：農事組合法人等
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H29年度）710千円/10a
目標（R3 年度）781千円/10a

導入施設等 ：生産支援事業
（農業機械のリース導入）

ポイント

期待される事業効果

710千円/10a

Ｈ29年度 R3年度

【事業実施による直接効果】

・収穫機を導入することで、収穫作業時期
を改善し、作業効率の向上と収穫ロスを減
少させる。
【事業実施による間接効果】

・機械化体系の確立を図ることで、１経営体
の規模拡大に繋がる。

・既存の共同選果施設を計画的に稼動し、
出荷規格の厳守と秀品率の向上、品質の
確保等を図る。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

鳥取県西部を代表する特産物である白ねぎについては、品質重視の栽培管理、出荷
規格を作期ごとに厳守しており、出荷時には検査員体制を導入し品質管理の徹底を
図っている。有利販売を行うため周年供給できる産地として地帯別の作付けを行い、
地域の土壌・気象条件に応じた栽培管理に取組んでいる。しかし、平坦地から中山間
地まで栽培ほ場が分布すること及び作期との組み合わせにより求められる栽培管理が
多様化し、水田転換畑での深耕による作土層の確保に加え、排水対策+潅水設備の導入
など、課題が多岐に及んでいる。標高の高い地域では、降雪により、すべてを適期収
穫できず、多くの収穫ロスが発生している。また、近年の異常気象により、乾燥対策
として潅水技術の導入、長雨時の排水対策の徹底等を図る必要があり、機械設備の導
入も必要となっている。

地域における独自の取組

・県単独事業により、ミニ共同選果施設、農業機械等を導入。
・地域に適した品種の導入、排水対策の徹底による単位面積当た
りの収穫量の増加。

〈主な取組〉

＋10.0％

伯耆町地域農業再生協議会、
南部町農業再生協議会

①計画の策定・管理
②取組計画への助言

農事組合法人等
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（西部農林局等）
・伯耆町、南部町
・鳥取西部農業協同組合

情報共有

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】 白ねぎ産地の形成の推進

栽培環境の改善を図り、適期収穫、機械化体系の確立による収穫ロスを最小限に抑える
とともに、地域に適した品種を導入することにより、単位面積当たりの収穫量を向上し、
規模拡大を図ることによって、担い手農家の更なる経営発展につなげる。

781千円/10a

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県西伯郡
伯耆町、南部町



～東郷梨の10ａあたり販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：湯梨浜町農業再生協議会
対象品目 ：果樹（梨）

（産地面積141.3ha）
主な取組主体：鳥取中央農業協同組合
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H29年度）706,980千円
目標（R3年度） 785,621千円

導入施設等 ：整備事業（集出荷貯蔵施設）
製品管理システム、封函機

ポイント

期待される事業効果

706,980千円

Ｈ29年度 Ｒ３年度

【事業実施による直接効果】

・高度化された製品管理システムの導入に
よる消費者や仲卸業者に対する受注対応
力の向上
【事業実施による間接効果】
・的確な受注対応によるブランド価値及び
販売単価の向上

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

鳥取県東伯郡湯梨浜町は、本県特産品である梨の県内有数の産地である。当産

地の梨選果場では、いち早く糖度センサーの導入を図るなど時代にあわせて機能

を向上させ「東郷梨」ブランドを築き上げてきた。

本取組では、さらなる消費者や仲卸業者等のニーズに対応するため、製品管理

システム等の機能強化を行い、産地の発展並びにブランドの強化を図る。

地域における独自の取組

・県：栽培技術指導、産地化への取組みに対する事業支援等
・町：産地化への取組みに対する事業支援等

・鳥取中央農業協同組合：産地との連絡調整、栽培技術指導、
事業計画・事業推進

〈主な取組〉

＋11.1％

湯梨浜町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

鳥取中央農業協同組合
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（中部総合事
務所農林局）
・湯梨浜町

情報共有

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）による指
導助言

【産地の体質強化に向けた方策】東郷梨のブランド力強化

①製品管理システム導入等による施設機能の向上及びコスト削減

②ＪＡ、県普及所等による新品種の導入推進及び高品質果実生産に向けた指導による

単収向上

785,621千円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県湯梨浜町

地域のシンボル
「百年樹」

最高級品
「鶴の舞」



～白ネギの総販売額～

産地パワーアップ事業の取組事例 （鳥取県）

計画作成主体：八頭町農業再生協議会
対象品目 ：露地野菜（白ネギ）

（産地面積 19.9㏊）
主な取組主体：農業者等
成果目標 ：販売額の10％以上の増加

基準（H30年度） 98,979千円
目標（R4年度） 109,283千円

導入施設等 ：生産支援事業
（支柱等の資材費、機械リース導入）

ポイント

期待される事業効果

98,979千円

Ｈ30年度 R4年度

【事業実施による直接効果】

①強風や積雪対策資材が導入されることに
より、被害による栽培期間の長期化を防ぎ、
次作の栽培面積の増加を図る。

②防除作業・収穫作業・出荷調整作業を機
械化することで、栽培面積の増加を図る。
【事業実施による間接効果】

上記により、その効果や作業性の向上を見
える化し、産地全体への当該対策の普及を
推進することにより、地域全体の販売額の
増加と所得の向上が期待される。

推進体制

【取組の主題（テーマ）または課題】

八頭町における白ネギ生産では、強風や積雪による葉折れが毎年のように生じて
おり、被害にあったねぎの品質回復に時間を要するため、栽培期間の長期化が生じ
問題となっている。
また、当地域における白ネギ生産は、小規模栽培がほとんどであるが面積拡大に

積極的な農業者も出てきているが、規模拡大にあたっては、病害虫防除作業・収穫
作業・出荷調整作業がネックとなっている。

地域における独自の取組

「八頭町農業振興協議会」の水田営農部会及びJA鳥取いなば郡

家支店・船岡支店・八東支店各生産部：先進地視察、研修会等を
開催し、生産者の技術向上と産地強化に努める。

〈主な取組〉

＋10.4％

八頭町農業再生協議会
①計画の策定・管理
②取組計画への助言

農業者等
①取組計画の作成
②取組実施 等

・鳥取県（東部農林事務所
八頭事務所等）
・八頭町
・鳥取いなば農業協同組合

情報共有

・協議会と取組主体との情報
共有（取組状況等）

・行政機関（県、町）及び農協
によるサポート体制

【産地の体質強化に向けた方策】

強風・積雪対策を講じるために、直管パイプ・ビニール資材を導入することでこれらの問
題を軽減し生産の安定化を図るとともに、産地全体への当該対策の普及を推進する。ま
た、防除機、収穫機、根葉切り機を導入することにより、作業性の向上を図ることで、規模
拡大を進める。

以上の取組みにより、八頭町の主要な水田利用作物である白ネギの産地形成を推進し、
販売額の増加を図る。

109,283千円

指導・助言

販売額が増加

取組の概要

鳥取県
八頭郡八頭町


