
       飼料用米の生産・流通の拡大 
計画期間：平成２６年度～平成２７年度 

青森県 

目標とする成果 

１ 省力・低コスト栽培技術の導入と普及拡大 
■直播栽培・疎植栽培の導入拡大 
■大規模経営に向けた水稲省力・低コスト栽培技
術マニュアルの作成（西北地域） 

■多収性専用品種「みなゆたか」の疎植栽培に関
する栽培マニュアルの作成（上北地域） 

 
 

２ 耕畜のマッチングによる流通体制の整備 
■相対取引による飼料用米の生産・供給体制づくり 
■給与事例の紹介による耕畜連携の拡大 
  ① 稲ソフトグレインサイレージの給与農家 
    ９戸→１１戸（上北地域） 
 

３ 飼料用米の栽培面積の拡大 
■全農スキームに加えて、新たな取組による飼料
用米栽培面積の拡大 

 ① 全県：飼料用米の栽培面積 
    １，６９９ha → ５，１００ha 

 

目標を達成するための普及活動 

平成２６～２７年 
■直播及び疎植栽培技術、多収性専用品種の実

証ほを設置し、栽培講習会、現地検討会、成績
検討会を開催 

平成２６～２７年 
■実証ほの結果や試験研究機関で開発された技   
  術に基づき栽培マニュアル等を作成し活用 

平成２６～２７年 
■非主食用米取組拡大農家を対象とした現地巡回

指導の実施（西北地域） 
 
 

平成２６～２７年 
■耕種農家と畜産農家の結びつきを増やすための

マッチングフォーラムの開催（上北地域、全県） 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員は、普及指導員の活動計
画（策定時、定期）、栽培マニュアルの作成に
助言するほか、他県の先進情報の提供により流
通体制の整備を支援。 
 
 

・県域での研修会を開催し、関係地域で確立さ
れた技術の成績検討や取組の事例の紹介を行い
地域外にも取組を波及。 
 
 
 

関係機関との連携 

・試験研究機関、機械メーカーと連携して省
力・低コスト栽培の情報を提供するほか、関係
機関、農協と協力して実証ほを設置し、普及指
導員が技術指導を実施。 
・検討会やマッチングフォーラムの開催にあ
たっては、市町村、農協が地域内の関係者に呼
びかけ参加を誘導。 

・農業革新支援専門員は、他課の事業担当とも
連携して活用可能な事業等の紹介。また、検討
会等開催については、地域外の県民局にも広く
通知。 
 
 
 
 
 
 

○ 水田農業の盛んな西北地域では、受け皿となる大規模稲作経営体の面    
 積拡大に伴い、労働力不足やコストアップが課題。一方、畜産農業が盛ん 
 な上北地域では、国の新たな農業･農村政策への転換に対応した飼料用米 
 の取組拡大がこれまで以上に必要。 
○ このため農業普及振興室では、省力・低コスト栽培技術の普及拡大と地 
 域内・外の耕畜のマッチングによる流通体制の整備を支援する。 
○ 平成２７年に、県内の飼料用米栽培面積５，１００haを目標とする。 

  



       オリジナル水稲新品種の普及拡大 
目標年度：平成３０年度 

岩手県 

目標とする成果 

１．県オリジナル水稲新品種の早期普及拡大 
■県農業研究センターが開発した水稲新品種の早
期普及拡大を目指す。 
・岩手107号（中生）：H28～一般栽培開始 
  最終年度（H30）作付面積 1,000ha 
・岩手118号（晩生）：H29～一般栽培開始 
  最終年度（H30）作付面積 600ha 

２．良食味・高品質米栽培技術を確立・定着 
■安定栽培適地を明らかにし、良食味・高品質米
栽培技術を確立する。 
・単収の向上 
 現状：県平均542kg/10a→H30：新品種570kg/10a 
・品質の向上（一等米比率） 
 現状：あきたこまち 94.5％→H30：新品種 95％ 
・食味評価の向上 
 「特Ａ」評価の取得 

３．新品種のＰＲ等による知名度の向上 
■生産者や消費者へ新品種の良さをアピールし、
生産意欲・購買意欲を醸成する。 
・新品種が新たなブランド米として定着 
 

目標を達成するための普及活動 

（１）安定栽培適地の把握と作付誘導（H27～H30） 
■岩手107号 
・モデル展示圃設置（H27～28） 
・生育調査に基づき「栽培マニュアル」作成（H27） 
・栽培マニュアルに基づく指導及び検証（H29～30） 
■岩手118号  
・モデル展示圃設置（H27～28） 
・生育調査に基づき「栽培マニュアル」作成（H28） 
・栽培マニュアルに基づく指導及び検証（H29～30） 

(２)研究会活動を通じた安定栽培技術の向上
（H27～H29） 
・研究会の設立 
 H27 岩手107号、H28 岩手118号 
・現地検討会、実績検討会の開催 

(３)新品種のＰＲ等による知名度の向上 
■生産者向けＰＲ方策（H27～29） 
・試食会の開催 
■消費者向けＰＲイベント支援（H28～30） 
・県産米戦略室と連携しＰＲ活動等を支援 

今回の普及活動の特徴 

■県域普及グループ（農業革新支援センター）
が栽培農家、試験研究機関、関係機関･団体と
の連携をコーディネートして、栽培技術の早期
確立・定着を図る。 

■県域普及グループが、生産から消費者へのＰ
Ｒ活動を含む販売促進まで一連の普及活動によ
り、新品種の早期普及拡大を図る。 

関係機関との連携 

■県域普及グループは、県農業研究センターや地
域普及センター、関係機関の連携をコーディ
ネート。新技術の検証、研修会開催。 

■県農業研究センターは、実証圃の調査結果に基
づく栽培マニュアル作成など、専門技術的側面
から参画。 

■地域普及センターは、実証圃設置にあたって生
産者（生産部会）等との調整、実証圃の管理指
導等を担う。また、新技術の導入・普及を推進。 

■全農県本部（ＪＡ）は、新品種ＰＲイベントや卸へ
の周知活動を行い、産地への導入を促進。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   

 

○米価下落により米の収益性が大幅に低下している。また、ブランド米の産
地間競争が一層激化してきている。 
○オリジナル水稲新品種「岩手107号」、「岩手118号」が育成され、速やかな
普及拡大により県産米の評価向上、農家の所得向上が求められている。 
○このため、関係機関･団体等と連携し、新品種モデル圃の設置や研修会の
開催を通じて、良食味・高品質米栽培技術の確立や、新品種ＰＲに取り組む。 
 



競争力のある大規模土地利用型経営体の育成 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度

宮城県

目標とする成果

１ 低コスト技術の導入 
■乾田直播栽培や肥料節減技術を実証しながら，
その導入効果を検証し，各経営体への導入を図る。 
■導入モデル経営体０（H26）→３経営体（H29）

２ ICTを活用した効率的土地利用による作付・作
業計画の作成 
■利用する膨大なほ場をＩＣＴを活用し，見える化を
図ることで，農地の団地化や集積，管理作業等で
の効率的な土地利用を実践し，作付・作業計画作
成に向けたＩＣＴ活用を誘導する。 
■ＩＣＴ活用による作付・作業計画作成経営体
０（H26）→３経営体（H29） 

３ 経営安定化のための新たな取組の実施 
■規模拡大・園芸品目の導入・６次化などの経営の
多角化を支援・推進し，所得向上・経営の安定化を
図る。 
■新たな取組の実施
０（H26）→３経営体（H29） 

目標を達成するための普及活動

平成２７～２９年度

■県内に先進技術導入を行う経営体を３カ所設置
し（Ｈ２７），モデル経営体として位置づけ，支援・普
及指導活動を実施し，そのノウハウを県下へ普及。

平成２７年度 
■先進技術の導入
・水稲乾田直播技術，可変施肥田植機，ほ場管
理支援システム，水田センサによるほ場モニタ
リングシステムを３モデル経営体全てに導入。 

平成２７～２９年度 
■先進技術は，モデル経営体への支援及び導入
効果を検証しながら，現地検討会や成績検討会
等を通じて，技術の醸成と波及を図る。 
■ICT導入は，モデル経営体での支援を中心に
行い，経営体内での情報共有と生産活動のムリ
ムダを明確にし，作付・作業計画作成に向け誘
導する。また，ICT活用方法を広く周知させる。 
■経営の安定化，最適な経営計画を踏まえなが
ら，新たな作目の導入や６次化の取組みを民間
等との連携を図りながら支援する。 

平成２７～２９年度 
■土地利用型経営体の支援や支援手法等を県下
に波及させるため，経営高度化研修会等を企
画・開催する。 

今回の普及活動の特徴

■普及センターと共に経営体支援を行いながら，
農業革新支援専門員が土地利用型経営体に有望
な共通的技術等の導入を図り，外部の経営体支
援機関との連携を構築し，モデル経営体での支
援に取組ながら，その支援手法を県内他地域へ
普及させる。 

■そのため，モデル経営体で得られた成果や支
援手法，経営の高度化に向けたテーマを設定し
た研修会を行い，県内の土地利用型経営体の育
成・支援に繋げる。 

関係機関との連携

■農業革新支援専門員は，民間等開発技術の情
報を収集し，土地利用型経営体の体質強化に繋
がる共通的技術を選定し，連携しながら，モデ
ル経営体への導入・支援を行っている。 

■各モデル経営体を支援している普及センター
と連携し，現地検討会を同時に合同で開催する
など，面的な取組を支援している。 

○震災により，多くの生産基盤が失われ，それに起因する離農や全国的な担
い手の減少により，地域農業の維持・発展や生産力の低下が懸念 
○震災から４年が経過し，新たな大規模土地利用型経営体の設立が一気に
加速，また，農地集積による急激な面積の拡大など，経営の早期安定化や地
域農業の中核を担う経営体としての育成が急務 
○そこで，ＩＣＴ活用による効率的土地利用，省力・低コスト技術の導入により，
収益性の高い作目作付けや経営の多角化の取組を加速化させる。 

減肥率マップ  乾田直播の実施状況



目標とする成果

■ 出荷量   138t (H25) →201t (H26)
■ 作付面積 75ha(H25) → 92ha(H26)
■ 一次加工品の取扱量

0t（H26) → 57t(H26) 

今回の普及活動の特徴 

・「えだまめ情報」で食味における鮮度保持 
の重要性を伝えるとともに、（財）日本食 
品分析センターへ成分分析を依頼し、食味 
の高い栽培技術について実績検討会で紹介 

・品質向上や枝豆一次加工品の新たな需要開拓、
知名度向上による枝豆産地としての評価を確
立するため、平成26年４月８日に「大館市え 

  だまめ産地育成研究会」を、ＪＡ、大館市、 
  農業振興普及課の３者で設立 
・大館商工会議所との連携により枝豆スイー 
ツを開発 

   農産物流通加工センターを活用したえだまめの生産振興
目標年度：平成２９年度

秋田県

○JAあきた北では、エダマメに取り組む、機械化一貫体系を導入した１ｈａ以
上の大規模経営体を中心に育成し、販売農家数54戸、作付面積75.5haま
で産地拡大が図られた。 

○JAでは、平成26年度に農産物流通・加工センターを設置し、さらなる面積
拡大や一次加工品の生産・販売や地元利用拡大に取り組んでいる。

○ 一次加工品（冷凍剥き豆、冷凍枝豆ペースト）を原料に、地元菓
子業者等の協力を得て、十数点のえだまめスイーツを商品開発、地 
元イベントにおいて販売促進活動を行い、消費者に枝豆産地をＰＲ。 

目標を達成するための普及活動

平成２６年 
■農産物流通加工センター稼働に伴う指導・助言
■えだまめ産地育成研究会の創設
■ＪＡや大館市のHPを活用した情報発信
■えだまめ一次加工品を利用したスイーツの開発

平成２７～２９年 
■生産者の品質向上に
向けた努力を促すた
め、出荷された枝豆
の食味成分分析を行
い、高品質枝豆を生
産した成績優秀者を
表彰

■新たに開発されたえ
だまめスイーツにつ
いて、地元高校の協
力を得ながら販売・
ＰＲに努め、大館名
物としての定着を図
る。

■えだまめを核とした街おこし活動の支援

関係機関との連携 

普及 
①栽培講習会等での生産技術支援
②えだまめ情報の発行 ③重点展示ほ設置
④県単事業等による栽培者支援
ＪＡ 
①栽培研修会 ②作付面積拡大誘導
③新規栽培者掘り起こし
④枝豆及び枝豆一次加工品の売込
⑤えだまめ産地育成研究会活動による支援

市 
①間接補助事業による支援
②えだまめ産地育成研究会による支援

ＪＡあきた北農産物流通・加工センター 

枝豆スイーツコンテスト 



    地域における農と食の逸品づくりによる産地育成 
                      計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

○山形県では各普及指導センターにおいて、平成23～24年度に110の産
地化プロジェクト課題を設定し、産地育成を支援してきた。 

○平成23～24年度においては、広域的な産地づくりを中心に進めてきた
が、地域活性化のためには、地域が主体となった新たな産地育成や商
品開発を促進していく必要がある。 

○地域在来品種・新品種・新たな栽培技術・加工技術等を活用して、本
県の新しい顔となる逸品・産地づくりにむけたトータルコーディネー
トを行っている。 

山形県 

目標とする成果 

１ 農と食の逸品づくりに取り組む産地数 

■平成２８年度 ４４件（旧市町村数） 

 平成２８年度までに、県内旧市町村ごとに１件を  

 目安に、地域資源を活用した産地育成を目指す。 

■今年度取り組んでいる主な品目 

 ○ラズベリー 

 ○食用菊 

 ○えだまめ 

 ○わらび 

 ○軟白ねぎ 

 ○焼畑あつみかぶ 

 ○紅花「夏祭」 

 （県オリジナル品種） 

 ○柿加工品 

 ○フルーツソース入りヨーグルト       

２ 本県の新しい顔となる逸品づくり・産地づくりを

通じた地域の魅力創造 

 ■１億円以上を目指した産地づくり 

 ■直売所等の目玉商品づくり 

 ■観光誘客につながる特産品づくり 

目標を達成するための普及活動 

１ 伝統野菜等の地域資源を含む、新しい地域農
産物の産地形成・商品開発の支援 
■農業革新支援専門員と普及指導員が連携し、  
 新品種・新技術等の導入や市場からの求評 
 など、産地形成に向けた取組みや新商品の 
 開発等を支援している。 
■産地の芽出し期～発展期にある品目について 
  重点的に支援を行っている。 
 
  〈産地の発展段階〉 

２ 「食産業王国やまがた」の実現に向けた加工
品開発等の支援 

 
■「食産業王国やまがた」の実現 
  に向け、産地のピーアールや、 
  他産地との差別化を図るため、 
  加工品開発やマーケティング 
  等を総合的に支援している。 
 
               ラズベリーソフトクリーム     
 

今回の普及活動の特徴 

・農と食の逸品づくりに取り組む産地育成に向  
 けて、各普及指導センターにおいて普及指導  
 計画を策定し支援している。（これまでに、 
 ３４の普及指導計画を策定） 
  
・逸品・産地づくりに向けた県単独の助成事業 
 （ソフト）と連動して普及活動を展開。 
 

関係機関との連携 

・本プロジェクトにおいては、地域の主体的取  
 組みを普及指導センターが支援するという位  
 置付けにしており、各市町村が産地づくりの 
 ための事業計画を作成している。 
 
・逸品づくり、産地づくりを目指すＪＡ生産部 
 会や生産組織を、ＪＡ等の関係機関と連携し 
 て支援している。 

成熟期 

発展～拡大期 

芽出し期 

本プロジェクトにより 
重点的に支援 



ナシジョイント栽培技術の導入による産地の活性化支援 
目標年度：平成３１年度

○ 安達地域では、古くから複合経営品目の一つとして、ナシが栽培さ
れてきたが、生産者の高齢化とナシ樹の老齢化が深刻な問題。 

○ 農業普及所では、県事業（ふくしまから はじめよう。攻めの農業
技術革新事業）を活用し、新技術の実証と普及を提案。 

○ 実証・普及技術は、神奈川県農業技術センターが開発した「早期成
園・省力効果のあるナシの樹体ジョイント技術（２０１０）」。 

○ 今後の普及に当たっては、昨年度から本県農業総合センター果樹研
究所が先端プロの一端として実証中のデータを活用。 

○ 平成３１年度の普及面積は、５０ａを目指す。

福島県

目標とする成果

１ 新技術栽培マニュアルの作成 
■果樹研究所と連携し、先端プロ実証試
験のデータを活用。 

２ ジョイント専用苗の育成技術の確立 
■ジョイント栽培に必要な長尺専用苗
（３．３ｍ以上）の育成技術の確立。 

３ ジョイント栽培面積の拡大 
■早期成園・省力技術により、産地の活
力アップ。 

４ 栽培面積 
０ａ → ５０ａ 

目標を達成するための普及活動

平成２６年 
■普及組織、果樹研究所、ＪＡみちのく安達、
二本松市、大玉村等で構成される「協議会」を
設立。 
■実証ほ運営に関する関係機関との役割分担。
■県事業の開始。

平成２７年 
■マニュアル作成のための調査開始。
■専用苗育成のための技術の検証開始。
■先進事例調査研究の実施。

平成２８年～３１年 
■簡易マニュアルの作成（Ｈ２８）
■実践マニュアルの作成（Ｈ３１）
■専用苗育成技術の確立
■周辺生産者への普及

今回の普及活動の特徴

○ 協議会の設立
産地の活力アップのため、普及組織

が新技術の実証・普及のための協議会設
立を誘導。 

○ 実証ほ運営経費の補助
・専用苗育成のための水管理システム 
・既存のナシ棚の増設 

 上記の経費について、県がモデル性を重
視し、補助を決定。 

関係機関との連携

■栽培マニュアルの作成
産地及び果樹研究所の実証データを反映。



      野菜部門への新技術導入による大規模稲作経営体の収益向上と           
      園芸産地の振興 

計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

○会津坂下地域は、全国屈指の良質米産地で大規模稲作＋園芸の経営体
が多数存在。園芸品目では、きゅうり、トマト、ミニトマト、アスパラガスの産
地となっている。 

○米価低迷に加え、原発事故に関連した風評で悪化した収益の向上が課題。 
○このため会津坂下農業普及所では、水稲育苗施設の遊休期間を利用し、

夏秋ミニトマト及び秋冬レタスの先進技術・新品種を活用した実証ほを設置
し、大規模稲作経営体の所得向上と園芸新技術の普及推進を図る。 

○平成31年には、作付面積を夏秋ミニトマトで2倍、秋冬レタスで4倍の導入を
目標とする。 

 

福島県 

目標とする成果 

１ 夏秋ミニトマトの作付面積等の増加 
■既存産地が活性化され、農家の収益が向上

(H26→H31) 
 ①作付面積 
   1.4ha → 3.0ha 
 ②単収 
   3.6t/10a → 4.0t/10a 
 ③A級率 
   60% → 70% 

２ 秋冬レタスの作付面積等の増加 
■新産地が形成され、農家の収益が向上

(H26→H31) 
 ①作付面積 
   18.0a  →  70.0a 
 ②単収 
   1.1t/10a  → 1.5t/10a  

３ 生産力を押し上げる新技術・新品種の導入 
■ICT制御技術によって、効率化された野菜生産

による大規模稲作経営体の経営改善 
■ニーズの高い品種を試作し、流通性や市場で  
  の評価を調査。産地全体への普及を目指す。 

目標を達成するための普及活動 

平成26年 
■「簡易施設養液土耕システムを活用した夏秋ミニ

トマト栽培」と「ICTを活用し冬期間の化石燃料を
抑制した適切な環境制御による葉菜類栽培」の
実証ほを設置しデータ収集及び技術の検証を行
う。 

■上記栽培方法の技術マニュアルを作成する。 
■夏秋ミニトマトで試作する品種及び秋冬レタスを

PRするため、市場における試食会や求評会を
開催し、情報収集を行う。 

平成27年 
■実証栽培による技術の改良、作成した技術マ   
  ニュアルの見直しを行い、栽培技術の改良を行 
  う。 

平成28年～ 
■作成した技術マニュアルを見直すと共に、経営  
  指標の策定を行う。 
■試作した新品種のミニトマト及びレタスの流通状

況を確認し、包装や輸送の試験及び量販店での
評価・検討を行う。 

今回の普及活動の特徴 

・農業法人、ＪＡ、市町村、種子販売会社、農業施
設資材販売会社等と連携し、生産力を押し上げる
新技術の実証・検討を行い産地の発展を推進。 

関係機関との連携 

・普及所の呼びかけにより、農家、市町村、ＪＡ、
農業施設資材販売会社からなる地域協議会「新た
なふくしまの未来を拓く園芸振興産地支援チーム」
の設置。 

・実証ほ設置後、上記支援チームによる技術革
新現地検討会、先進技術情報の収集、栽培技術
マニュアルの作成を行う。 



       露地電照栽培による夏秋コギクの需要期出荷技術確立       
       

目標年度：平成３２年度 

○安達地域は、複合経営品目の一つとしてコギク栽培が行われている。 
○８～９月出荷を中心とした露地栽培を行っているが、開花期が気象変動に

左右されやすく、盆や彼岸の需要期に安定した出荷をすることが課題。 
○安達農業普及所では、電照により高精度に開花調節し、８月盆、９月彼岸

の需要期に集中出荷させる実証ほを設置し、新技術の活用を提案。 
○実証・普及技術は、福島県農業総合センターが2013～2014年度に行った

先端プロ実証試験のデータを活用。 
○平成32年には、2割の面積で電照栽培を導入するとともに、作付面積1.8倍

（2014年比）を目指す。 
 

福島県 

目標とする成果 

１ 新技術栽培マニュアルの作成 
■実証ほの成果及び県農業総合センターと連携

し先端プロ実証試験のデータを活用。 

２ 需要期出荷の増大 
■高精度に開花調節する栽培法の普及により、

需要期出荷の増大を図る。 
■需要期出荷の増大により、農家所得を向上し産

地の活性化を図る。  

２ 電照栽培の導入及び作付面積の増加 
■電照栽培面積 
   0a  →  80a 
■作付面積 
   220a  →  400a  
 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■市、JA、生産者組織、農業総合センター、技術革

新支援担当、農業普及所で構成される新技術の
実証・普及のための協議会を設立。 

■「露地電照栽培による夏秋コギクの８～９月の需
要期出荷」の実証ほを設置しデータ収集及び技
術の検証を実施。 

■上記実証栽培の検討会、実証する技術のセミ
ナー開催。 

平成28年 
■先進事例調査の実施。 
■実証栽培等による技術マニュアル作成。 

平成29年～ 
■作成した技術マニュアルを見直すと共に、経営  
  指標の策定。 
■生産者への普及。 

今回の普及活動の特徴 

・産地の課題を解決するため、普及組織が関係機
関･団体、生産者組織と連携し、新技術の実証・普
及に向けた協議会設立を誘導。 
・新技術導入の実証ほ設置、検討会、セミナー等
を協議会で実施。 
・協議会の運営経費等について、技術革新、産地
発展等に鑑み県が補助。 

関係機関との連携 

・農業普及所の呼びかけにより、市、JA、生産者

組織、農業総合センター、技術革新支援担当、農
業普及所で構成される新技術の実証・普及のため
の協議会を設立。 

・栽培マニュアルの作成にあたり農業総合セン
ターの試験データを反映。 



      牛分娩監視通報装置導入実証 
計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

○酪農、肉用牛経営においては事故・損耗防止のため、年間を通じ分娩・繁    
   殖管理における監視が必要となっており、その労働拘束性が規模拡大の    
     阻害要因となっている。 
○県南地域において、分娩監視通報システムの導入・実証により、監視に掛 
     かる労力軽減・分娩時等の事故防止の検証を行い、規模拡大に向けた新 
     技術を普及推進する。 
○平成２８年には、分娩時の事故目標値を酪農３％以下、肉用牛繁殖５％以
下とし、その効果を地域に波及させる。 

 
 
 

福島県 

目標とする成果 

１ 分娩時の事故率低減と監視労力の低減 
■分娩監視通報システムの導入により、分娩時の

事故率低減と監視労力の軽減による、農家収益
の向上とゆとりの創出 

 ①事故率低減 
   酪農  
   ６％ → ３％ 
   肉用牛（繁殖経営） 
   １２％ → ５％ 
 ②分娩時監視回数の低減 
   深夜等の監視業務開放 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年 
■「ふくしまからはじめよう。攻めの農業技術革新県

南地域協議会（以下【地域協議会】」（H26年度設
置）が中心となり、実証農場へ設置された分娩監
視通報装置設置後の実証農場の分娩データの
収集を行う。 

  実証は、酪農経営・肉用牛農場ともに、地域の
目標となりうる規模の農場で実施し、モデルとし
て位置づける。 

 ○酪農経営    
  80頭規模 
 ○肉用牛（繁殖経営） 
  25頭規模 
■得られたデータを基に、地域協議会は新技術の

効果を検証し、技術定着に向けた検討を行う。 
 
H28年度 
■地域協議会は、新技術の地域波及のため、地域

研修会の開催及び技術マニュアルを作成等によ
り普及活動を展開する。 

 
 
 

今回の普及活動の特徴 

・これまで、酪農経営、肉用牛繁殖経営において
は、分娩時には、昼夜を問わず監視しなければな
らず、過大な労働負担の解消が課題となっていた。 
このため、分娩時の監視業務を必要最小限に抑え
る技術としてＩＣＴ技術を活用し、労働負担・分娩時
の事故低減を実証するものである。 
 
・また、地域の目標となっているモデル的な畜産
経営に新技術を導入し効果を検証していくことで、
地域へ効率的に新技術を波及させる見込み普及
活動を展開していくこととしている。 
 
 

関係機関との連携 

・地域協議会は、地域の普及指導員が主宰し、
市町村、ＪＡ等関係機関と情報共有を図りなが
ら、設置農場のおける効果を検証し、地域生産
者を対象とした研修会や技術マニュアル等の発
行により的確な情報発信をしていく。 

監視 

通報 

処置 

体温センサ 

http://www.google.co.jp/url?url=http://matome.naver.jp/odai/2133707901578531101&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CC4Q9QEwDDgUahUKEwj3veqEm5PGAhUGMbwKHUIsBnA&usg=AFQjCNG6wbl4X2U-pCiz8pU0MCTdsgyQ7Q
http://illpop.com/png_animalhtm/cow_a02.htm
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