
①普及センターの総合力を生かした大規模集落営農法人の設立と支援

富山県砺波農業普及指導センター

南砺市南山見地域は、中山間地域に隣接し、水稲の単収が低いことやほ場間
の高低差が大きく作業効率が悪いこと、さらに農業従事者の高齢化が進んで
いることなどから、安定的な担い手の育成による地域農業の再構築が求めら
れていた

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

①大規模集落営農法人の設立に向けた支援
・地域の農業者の代表で構成される「地域営農推進協議会」において、旧村
を単位とした広域営農体制「一村一農場」構想を提案。構想の実現に向けた
取組みの企画立案と合意形成を支援
⇒地域に密着したコーディネート活動を展開

・アンケート調査による意向確認や集落座談会において広域営農体制の生産
計画や経営試算結果などを提示することにより農業者の意識を醸成

・県農業会議、税理士、社会保険労務士等との連携により、法人組織の設立
に向けた具体的な手続き等について指導助言

②法人設立後の営農体制強化に向けた支援
・複合化支援（もち加工の導入、加工技術指導）
・畦畔管理の労力低減支援（被覆植物の植え付け、栽培技術指導）
・水稲収穫作業の効率化支援（早生品種、直播栽培の導入、栽培技術指導）

⇒栽培技術指導等のスペシャリスト機能の発揮

・大規模集落営農法人「農事組合法人ファーム八乙女」（構成員143戸、経
営面積146ha）の設立

・もち加工製品の生産量の増加、ふるさと認証商品の登録
・畦畔被覆植物の定着
・水稲の収穫期を分散し、適期収穫を可能にすることによる品質向上

○南山見地域の新たな営農システム

（農）ファーム八乙女
（構成員143戸、経営面積146ha）

南山見地域農地所有者、組合員

管理作業委託
（畦畔・水管理）

オペレーター出
役・料金支払

利用権設定 地代支払

乾燥委託育苗委託

乾燥施設
（井波CE）

院瀬見
育苗施設

既存の営農組合
所有の格納庫

防除組織
（SEヘリ丸）

借上げ 防除委託

認定農業者

※認定農業者との
間で、地代の統
一、作業の互助
体制を構築

○水稲の収穫期の分散化による品質向上対策

25

15

64

72

11

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H19

H16

早生

中生

晩生

早生品種の作付拡大や中生（コシヒカリ）を直播栽培することに
よる、収穫期の分散化
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②中山間地域における多様な担い手の育成

福島県南会津農林事務所農業普及部

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

南会津町水無地区及び中荒井地区では、県営開発事業により圃場整備
されていたものの、養蚕業の衰退や後継者不足、担い手の高齢化によ
り農業生産が停滞し、遊休農地が拡大

・管内各町、JA等で構成される「南会津地方遊休農地活用推進会議」
に参画。遊休農地の解消、担い手育成に向けた助言指導

・担い手の掘り起こし、理解促進活動の展開
⇒農業者だけでなく、地元建設業者へのアプローチ

・遊休農地への導入作物の検討、実証展示ほの設置
⇒地元の土壌、気候に適した地域特産物として「そば」、「アス

パラガス」を選定
・新たな担い手に対する経営診断、土壌分析結果に基づく施肥指導、
機械化体系に即した栽培技術指導

・収益性向上のためのそば粉加工・店舗販売に係る技術・経営的支援

・多様な担い手の育成（集落生産組織１組織、地元建設業者からの参
入法人２組織）

・遊休農地が大幅に解消
・そば粉加工、店舗販売による高付加価値型農業の実践
・収益性の高い特産作物の開発による生産者の意欲向上、地域の活性
化

H16 H19

水無地区 35.9 1.2

中荒井地区 42.7 1.9

○各地区における遊休農地面積の推移
（単位：ha)

○育成した経営体の概要（H20）

①水無そば生産組合
・構成員 ３名
・そば作付面積 ３２ha

・そば粉加工の他、店舗出店による販売

②（有）F.Kファーム
・地元建設業から参入 構成員 ３名
・そば作付面積 ４２ha

・そば粉加工の他、店舗出店による販売
県育成そば新品種の種子生産

③（有）南会津アグリサービス
・地元建設業から参入 構成員 ３名
・アスパラガス作付面積 4.2ha

・アスパラガス単作では県内トップ面積
新品種の導入

遊休農地が大幅に解消！
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③普及の総合力を発揮した西日本最大級の軟弱野菜生産組織の育成

鹿児島県鹿児島地域振興局農林水産部農政普及課

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

鹿児島市は近郊農業地帯にあり、施設による軟弱野菜栽培農家が多いが、
１戸あたりの軟弱野菜の栽培面積は14aと小さく、都市化・高齢化の振
興により、農地集積・規模拡大が進まず、農業後継者が育ちにくい状況

・硬質プラスチックハウスを導入した営農団地構想の実現のため、生産
基盤の整備や経営規模の拡大による経営安定を柱とした振興計画を策定

・モデル生産組織「一里原園芸組合」に対し、経営規模の拡大に伴う生
産量、労働時間、必要資金等をシミュレーションすることにより、生
産・出荷調製・販売方法、資金繰り等について多岐にわたる助言指導

・集出荷施設を活用した共選・共販体制の確立に向け、規格・品質の均
一化に必要な栽培基準等の策定。各構成員の栽培技術及び経営管理能力
に応じた助言指導

・環境にやさしい軟弱野菜の生産に向けて、専用肥料の開発や天敵利用
による防除技術の確立を支援

・普及組織と関係機関（JA、市町村等）の連携による総合的な支援で、
西日本最大級の軟弱野菜生産組織を育成

・集出荷施設を核にした共選・共販体制を確立により、出荷予測に基づ
く安定した周年生産体系を実現

栽培ハウス面積： 225a（H11）→656a（H18）
販売量：97t（H11）→645t（H18）
販売額： 52,374千円（H11）→ 296,068千円（H18）

・生産組織及び集出荷施設において80名を超える地域雇用を創出するな
ど地域振興に貢献

・「エコファーマー」及び「かごしまの農林水産物認証制度」(K-GAP)
の取得

普及組織と関係機関（JA、市町村等）の連携による総
合的な支援で、西日本最大級の軟弱野菜生産組織を
育成！

○一里原園芸組合の経営面積及び販売額、
販売量の推移
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④能登大納言小豆のブランド産地育成に向けて

石川県農業総合研究センター中央普及支援センター

・奥能登地域で従来から栽培されている小豆「能登大納言」は、高級和菓子の
材料として需要が多いものの、生産農家の高齢化や手作業による収穫作業な
どにより生産面積の拡大が困難

・また、全国の豊凶による価格変動の影響を受けやすいことや集荷販売ルート
が複雑で販売計画を立てにくいこと等により、集荷量や販売価格が不安定

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

・普及センターが主体となり、関係機関による「能登大納言小豆産地育成プロ
ジェクト」を立ち上げ。ブランド化と地域の活性化に向けた活動を展開

・農業総合研究センターと連携し、生育特性に即した収穫機を開発。現地での
実証試験や実演会の開催により、生産農家への普及を推進

・栽培実証試験の結果から熟期や収量性に優れた有望品種を選定。原採種ほの
設置による採種体制を整備

・産地自らがブランド化の活動を進めていくための「産地協議会」の設立を提
案。出荷規格の統一と厳格な運用を指導。地域団体商標の取得やPR・販売促
進活動を支援

・県内及び東京圏の和菓子店（一幸庵、芝栄太楼、京山など）へのサンプル提
供により、求評と商品開発を支援。評価要望のフィードバックによる品質改
善と安定実需者の確保による販路拡大

・PR誌やパンフレット作成、マスコミを活用した積極的な話題提供により消
費者へのPR活動を展開
⇒マーケティングを重視した普及活動の展開

・能登大納言小豆の地域団体商標の取得（平成20年2月）
・ブランドの認知度向上による実需者の増加
・農家の意識向上と生産の拡大

作付面積：４４ha（H16）→９２ha（H20）
集荷販売量：15ｔ（H16）→８１ｔ（H20）（見込み）
販売金額： 20,777千円（H16）→72,000千円（H20）（見込み）

○プロジェクトの活動内容

生産農家
産地協議会

卸売業者
和菓子店等

機械化収穫、系統選抜、協議会活動

求評、販促PR

品質改善要望
生産量拡大要望

品質改善
生産量拡大

★能登大納言小豆のブランド化 ★地域経済の活性化

○能登大納言小豆の生産拡大

能登大納言小豆産地育成プロジェクト
（中央普及支援センターが総括指揮）
●問題点の抽出 ●目標設定、課題化
●活動計画策定 ●役割分担
情報の共有と総合的・集中的活動の実施
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GAP運営委員会
（GAP導入の評価、改善の実践組織）

⑤トマト栽培におけるGAP導入支援

石巻農業改良普及センター

・石巻市、東松島市では、85名の生産農家により「石巻地域トマ
ト生産組織連絡協議会」が構成され、延作付面積19ha、約３億
５千万円の販売額を誇る県内一の産地を形成

・協議会の全組合員の一体感を創造し、安全・安心な「いしのま
きトマト」をPRする新たな取り組みとしてGAP導入に着目

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

・協議会の役員会において、GAP導入に向けたスケジュールや
GAPチェックリストの様式案を提示。検討を重ねることで実効
性の高いチェックリストを策定（チェックリストの内容は協議会
員の意見を基に随時見直し）

・アンケート調査により協議会員の意向を把揜するとともに、他
産地のGAP実践農業者を講師とした研修会を開催することによ
り、協議会員の意識を醸成

・GAPの計画、評価、改善を実践する組織として「GAP運営委員
会」を設置（普及センターも参画）することにより、PDCAサイ
クルに沿った活動を展開

・全協議会員及び協同選果場においてGAPを実践

・生産者の「安全・安心な農産物の生産」、「食品衛生」に対す
る意識の向上

・「いしのまきトマト」のPR活動に対する意欲の向上

・他作物へのGAPの普及（H20からイチゴ部会においてもGAP
を導入）

生産圃場でのGAP導入
（協議会員85名）

石巻地域トマト生産組織連
絡協議会（85戸）

選果場でのGAP導入
（パート職員20名）

普及センター

○いしのまきトマトGAP推進体制

協議会役員会（18戸）

（GAP導入の推進母体）

GAP導入に向けた
取組の企画立案

○「いしのまきトマト」におけるGAPの実践

着帽、エプロン、手袋を身につけての選果作業
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⑥暖房用燃油価格の高騰に対するハウスみかん産地の取り組み

大分県東部振興局生産流通部果樹・花き班

ハウスみかんは管内の果樹栽培を代表する品目であるが、暖房用燃油
価格の高騰による生産コストの上昇により、生産農家の経営を圧迫す
る状況となっていた

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

・過去３ヶ年の選果データを解析し、ハウスごとの生産性を検証。不
採算のハウスについては、生産農家との協議により品目転換を実施。

・解析データをもとに、ハウスごとの改善点を整理するとともに、具
体的な生産目標を設定、増収運動を展開

・アザミウマ類の発生状況調査を定期的に実施。発生状況に応じて緊
急研修会を開催し早期防除を徹底

・母枝内成分の分析結果に基づき加温時期を指導
⇒具体的な調査データに基づく普及活動

・省エネアイデアコンクールの開催により、生産農家の省エネ意識を
高揚

・柑橘研究会や試験研究機関、ボイラー製造メーカー等との連携によ
り、石油代替加温システム（薪ボイラー、RPFボイラー）を開発

・不採算ハウスの減尐（採算の合わないハウスは中晩柑等へ転換）
・ハウスごとの改善点を明確にした結果、収量・収益ともに向上
・アザミウマの初期防除の徹底により被害果の発生が減尐
・着花安定（19年産は着果不安定となったハウスは無し）
・省エネ対策の実施（コンクールの最優秀生産者は重油使用量を
25％削減）

・RPFボイラーの開発・普及（21年産の加温に向け約80台導入）

○単収、収益の推移

単収
（kg/10a）

ＳＭ
果率
（%）

青果
率
（%）

精算額*
（万円/10a）

１７年産 4,577 60.6 78.7 257

１８年産 4,803 61.2 79.9 283

１９年産 5,006 61.5 81.6 334

＊流通経費などを引いた手取り額

○省エネ対策の実施

省エネアイデアコンクール最優秀賞
＜取り組みの内容＞
◇換気扇カバー ◇吸気口カバー
◇サイド４重被覆 ◇内張２重

H18 H19

重油使用量
（kl/12a）

28,020 20,980

重油使用量を25％削減！

収量・収益の向上
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⑦耕畜連携による遊休農地放牧の取組

茨城県農業総合センター結城地域農業改良普及センター

・常総市大生郷地区では、高齢化等の進展により他地域と同様、耕作
放棄地が増加

・耕作放棄地対策として、耕種農家Ａ氏は、以前から飼料用イネを作
付し、同地区から13㎞離れた同市菅生地区の畜産農家Ｂ氏が収穫し、
飼料として利用

・飼料用イネの作付面積は増加していたものの、その半数が湿田で、
畜産農家の大型機械での作業が困難

・また、Ｂ氏は飼料用イネの利用により増頭を進めていたが、牛舎の
不足や秋の収穫作業の労力負担が増大

課題と背景

普及活動の内容

普及活動の主な成果

・住民の放牧に対する理解が進み、これまで牛がいなかった地域でも
放牧が行われるようになり、遊休農地が減尐

・畜産農家の労力削減、飼料費の低減により増頭が実現
・新たな畜産農家が放牧を開始するなど取組が地域に波及。
・農家だけでなく、地域住民とのふれあいの場や総合学習の場として
地域の活性化に貢献

○取組成果の概要

遊休農地放牧面積（H20年度）
畑 ２ha、 水田放牧 １０ha、
稲ｗｃｓ ８ｈａ、 山林 ２ｈａ

B氏の飼養頭数（繁殖牛）
５９頭（H１８）→８６頭※（H２０）

※うち最大４８頭放牧

○遊休農地放牧取組の推進体制

畜産農家
耕種農家試験研究

機関
（独法、県）

行政
（県、市）

普及指導センター

連携支援、
技術支援

技術
支援要請・調整

補助事業等
調整支援

支援支援

連携 連携

・牛舎の不足、秋の過重労働を緩和するため、遊休農地を活用した周
年放牧、水田放牧を提案。

・先進事例の視察を皮切りに、試験研究機関、県行政機関、市役所等
の関係機関と連携し、新技術の導入、補助事業等の活用を支援

・放牧に係る費用負担及び作業負担について、耕畜間の調整を実施
・地域住民の放牧への理解を促進するため、説明会等を開催

畜産農家の労力削減や飼料費の低減によ
り、増頭が実現
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