
            ６次産業化を活かした地域のブランド力の向上                             
                                 目標年度：平成３０年度    

目標とする成果 

６次産業化ネットワークの構築と多様な産
品、活動の創出による甲賀地域のブランド
力の向上 
 
■推進協議会の設立による６次産業化総合化事業 
 計画認定農家等の意欲醸成 
 
■推進協議会と商工会や観光協会等と連携した６ 
 次産業化地域ネットワークの構築 
 
■ネットワーク活動により、地域農産物から新たな 
 商品開発が進むなど、商工会や観光等、地域が  
 一体となった取組や情報発信により、地域のブラ 
 ンド力が向上 
 
 
 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年 
■認定を受けた全経営体に対し現状や意向等を
再確認 
 
■関係機関と連携し、認定を受けた経営体の組
織化(推進協議会)を働きかけ、地域ネットワー
クの構築を誘導 

平成２７年 
■地域推進協議会の設立支援 
 
■推進協議会と商工会、観光協会、大学等を
コーディネートし地域ネットワークを構築 

平成２８～３０年 
■地域ネットワークを活用し、地域農産物を使
用した新商品の開発と情報発信を誘導し、地域
農産物を広くＰＲ 
 
 

今回の普及活動の特徴 

■様々な専門担当から構成される６次産業化推
進プロジェクトチーム（ＰＴ）を設置 
 
■ＰＴと農業革新支援専門員が連携し、６次産
業化プランナーと認定を受けた経営体をコー
ディネート 
 
■ＰＴが地域ネットワークの構築に向け関係機
関、事業計画認定経営体、商工会等に働きかけ 
 
■商工、観光も取り込んで地域全体のブランド
力向上を図る取組を展開 

関係機関との連携 

■普及センターのコーディネートにより、商工
会等とも連携した地域ネットワークを構築する。 

○甲賀地域では、６次産業総合化事業計画の認定を受けた経営体が水稲、
野菜、茶、畜産など数多く（延37）あり、計画達成に向けた取組も多様で差が
ある状況。  
○個々の取組を効果的に実現できるよう、普及活動において、関係機関が
連携して認定を受けた経営体を組織化するよう誘導し、この組織を中心に商
工会、観光協会等とも連携した地域ネットワークを構築する。 
○ネットワークによる地域一体の取組を進め、個々の６次産業化計画の実
現とあわせ、甲賀地域全体のブランド力の向上を図ることを目標とする。 

滋賀県 

地域産品の新商品群 



           水稲新品種｢みずかがみ」の作付拡大と食味・品質の安定化        
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

滋賀県 

目標とする成果 

１．「みずかがみ」の作付拡大 
■市場流通サイドからの評価が得られる生産量を 
 確保するため、新規栽培者を発掘し、作付面積を 
 拡大。 

２．「みずかがみ」の良食味･品質の生産安定化 
■環境こだわり栽培による食味および品質の安定。 
○１等米比率   ９０％以上 
 
○タンパク質含有率平均値 
  ６．８％（H26） → ６．５％以下（H29） 
 
  ※環境こだわり栽培基準・農薬・化学肥料を慣行の50％  
  以下に加えて琵琶湖や周辺環境に優しい方法で栽培（県 
  認証基準） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年～２９年 
■地域のリーダー的な存在である農業者ほ場にお  
 いて実証ほを設置（９か所）。食味・高品質米生産 
 に向け、環境こだわり栽培による管理方法を指導。 
■新たに栽培を希望する農業者を対象に、作付推  
 進シンポジウムの開催を支援。 
■既存栽培農業者を対象とした現地研修会の開催 
■農業技術振興センターから「みずかがみ栽培 
 だより」を定期的に関係機関等へ情報提供す 
 るとともに、ホームページにも掲載。 
■行政・関係機関と一体となった販売戦略等を検    
 討するための連携会議の開催を支援。 
 
 
 
 
 
 
                  
                   県認証マーク 

今回の普及活動の特徴 

・県内６か所の普及組織において農業革新支援 
 専門員がコーデイネートし、生産拡大に向け 
 た統一的な普及計画を策定。 

・「みずかがみ」の良食味・安定生産の技術が 
 確実に現場で実践されるよう、技術研修会を 
 各地域で開催。 
 
・農業革新支援専門員が、関係機関と連携し、  
 生産から流通・販売までの戦略を検討する 
 連携会議を設定し、ブランド化の推進方針等 
 について助言。 

関係機関との連携 

・行政、試験研究、流通関係機関が参画し、生 
 産から販売までの戦略を協議する「みずかが 
 み」連携会議をコーデイネート。 

・作付拡大と高品質生産 
 のためのシンポジウム 
 開催に向け、近江米振 
 興協会、全農しが等と 
 連携。 

○県で育成した高温条件下でも玄米品質が低下しにくい、水稲の新品種｢み
ずかがみ｣を県ブランド品種に育てるために、環境こだわり栽培基準※による
作付拡大を図る。  
○推進にあたり良食味・高品質の確保が課題であり、地域ごとに実証ほを
設置し、農家に対し技術研修や定期的な技術情報を発信。あわせて、販売・
流通にかかる戦略を構築するための関係機関の連携を支援。  
○１等米比率90％以上、タンパク質含有率６．５％以下を目標とする。 



          滋賀の水田野菜産地の育成    
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

滋賀県 

目標とする成果 

１ 水田野菜を導入した土地利用型農業の複合 
  経営モデルの構築 
■重点推進品目（加工業務用キャベツ、タマネ 
 ギ等）の省力機械化一貫体系 
■水田野菜の環境こだわり栽培における生産コ 
 スト低減技術 
■キャベツ、タマネギおよび新たな水田野菜推 
 進品目 
  
    
 
・大規模個別経営体、集落営農組織等における 
 複合化経営モデルの作成 
 

２ 水田野菜産地の育成 
■大規模経営体での作付拡大 
■広域的な生産体制の構築 
 ・県域１（タマネギ等） 
 ・地域１（環境こだわり栽 
      培によるキャベ 
      ツ等） 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成27年～平成28年度 
■水田野菜の広域的な生産振興体制にかかる戦  
 略会議の開催 
■実証ほの設置（機械化体系、省力施肥、排水 
 対策等）による調査研究の実施 
■新技術等の導入、定着に向けたＪＡ営農指導 
 員、普及指導員を対象とした研修会および技 
 術検討会の開催 
■複合化経営モデルの構築 
 とそれを活用した大規模 
 農家等への働きかけによ 
 る新規栽培者の発掘 

平成29年 
■水田野菜の広域的な生産を推進する組織の設 
 立 
■地域および県域でのＪＡ間の連携による広域  
 的な共同出荷の構築 
■水田野菜の生産拡大 
 に向けた県域での推 
 進大会を開催 
 

今回の普及活動の特徴 

・各地域の普及指導員が管内のＪＡに連携を働 
 きかけ、共同出荷を実現する普及活動を展開。 
・農業革新支援専門員においては、キャベツ等 
 の既存品目について、県域で生産・出荷でき 
 るよう広域化を誘導。 

・構築した複合化モデルを活用し、大規模水田 
 作経営体に働きかけ、水田野菜生産者を確保。 
・流通対策を基盤とした流通･生産体制を構築す  
 るため、関係機関に働きかけ戦略会議を開催。 

関係機関との連携 

・ＪＡ全農と連携し、県域の推進体制を整備。 
・農機メーカーに対して、移植機・中間管理 
 機・排水対策等の機械実証の協力を要請。 

・普及組織と地域のＪＡが一体となった新規栽 
 培者の発掘と生産拡大 

○土地利用型農業が多い本県は、担い手の経営強化のため、水田野菜を
戦略作物として、複合化を推進。 
○担い手が取り組みやすい栽培体系の構築や収益性のある新規品目の
選定が課題。 
○機械化一貫体系や環境こだわり栽培について調査研究や試験研究との
連携を進め、水田野菜導入の複合化モデルを構築。 
○大規模個別経営体や集落営農組織へ水田野菜を推進する研修会を開
催するとともに、ＪＡ間連携による広域生産体制を確立し、水田野菜産地を
育成する。 
  



              パック花向け切り花コンソーシアムの育成      
計画期間：平成26年度～平成28年度 

滋賀県 

目標を達成するための普及活動 

平成26年 
■小菊等の市場評価、需要動向調査 
■各地域の新規推進品目の模索 
■新規品目の試行的栽培調査ほ設置 （地域） 
■短茎小菊栽培研修会の開催（県域） 
 
 
 
 
  
             

平成27年 
■昨年度の各種調査に基づくコンソーシアムの育 
 成（県内２か所以上） 
■市場および加工業者等との短茎小菊および新規 
 推進品目等にかかる合意形成 
■短茎小菊、新規推進品目の栽培研修会の開催
（県域、６地域） 
 

平成28年 
■新規推進品目の栽培技術確立および生産拡大 
■短茎小菊の切り花本数の向上 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員と地域の普及組織とが連
携した実証ほや栽培研修会により、新規推進品
目等にかかる栽培技術の課題解決や生産拡大を
実現  

・農業革新支援専門員が、地域を超えて複数の
ＪＡに働きかけ生産組織の連携による安定出荷
を目指すとともに、市場や実需者に呼びかけコ
ンソーシアムを育成し、流通面を強化。 

関係機関との連携 

・コンソーシアムを育成するため、生産者・Ｊ
Ａ・加工業者・産地・市場と連携 
 

・コンソーシアム形成の重要性を理解し、積極
的な活動ができるよう、花き生産組織と生産組
織の事務局であるＪＡとの連携を強化 
 

○本県では、パック花需要向けの小菊や草花類の短茎多収栽培を推進し、
栽培者が増加。 
○さらなる推進のためには、生産から流通・販売まで一体となった仕組みづ
くりによる市場での優位性の確保が課題。 
○このため、推進花き品目の普及に向けた実証ほ設置や品質向上のための
栽培研修会を県域および地域で実施。 
○流通体制の強化に向け、普及が中心となって複数の生産組織、加工業者
およびＪＡを構成員とする花きコンソーシアムを県内２か所以上育成する。 
 
 
 

目標とする成果 

１．花きコンソーシアムの形成 
■生産から販売までが一体となった計画生産販
売体制の整備 
 ・県内２か所以上 
      
 
 
 
 
 
 

２．パック花向け切り花の新たな推進品目の選定
と生産拡大 
■推進品目の提案 
 ・短茎小ギクに次ぐ県域推進品目数 ２品目 
 ・地域推進品目数 各地域１品目以上 
 
■パック花向け切り花の生産拡大  
 ・新規栽培者の掘り起こし 
 ・短茎小菊等既存産地の生産面積の増加 
 



      酒造好適米「祝」の生産振興による産地収益の向上 
目標年度：平成３０年度 

○ 京都府では高品質な日本酒ができる京都府オリジナルの酒造好適米 
  「祝」の生産を振興しているが、実需者からの要望量を満たしていない。こ  
  のため、面積の拡大や単収の向上を図ることが課題。 
○ 普及指導センターでは、「祝」栽培のポイントを整理し、技術資料の作成や 
  研修会等技術支援を実施。また、酒米の生産・販売体制を加速化するた   
  め、各地域で酒米研究会を設立。 
○ 平成３０年度の目標は「祝」栽培面積１３５ha、出荷量５５０ｔ。 

京都府 

目標とする成果 

１ 「祝」販売額等の増加 
■栽培面積の拡大、単収の向上により、農家の収

益が向上(H24→H30) 
 ①販売額 
   6,900万円 → １．５億円 
 ②作付面積 
   ７０ha → １３５ha 
 ③生産者数 
   約５０名 → ２００名 

２ 「祝」を原料とした日本酒のブランド化 
■府内の「祝」を１００％使用した日本酒25銘柄が

ブランド化され、販売も順調になる(H24→H30） 
■販売先は京都府酒造組合 
 ①商品数 
   ０商品→２５銘柄以上 
 ②府ブランド産品に認定 

３ 系統出荷による経営安定化 
■一般主食用米より高単価での買い取りにより、農

家の経営が安定化 
■安定取引の継続に 

向けた出荷量や価 
格の調整会議が定 
例化 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年 
■祝の単収向上を目的に、基本ポイントを整理 
■生産者ごとの栽培状況を把握する巡回指導を強

化 
■祝の生育特性に応じた施肥実証ほの導入 

平成２７年 
■実証ほの設置、栽培マニュアルの実践支援活

動、実需者との交流活動を継続し、単収向上
と生産者のモチベーション向上に取り組む。 

■祝の生産～流通・販売に総合的に取り組むた
め立ち上げた「京都酒米振興プロジェクト」
に、技術指導役及び地域のコーディネート役
として参画する。 

■３分の１の生産者は経験年数が浅く、研修会、
巡回、技術資料の配付などきめ細かな指導を
実施。 

 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が中心となり、研究、行政と
の連絡調整を図りながら、普及計画策定や随時進
捗について助言・指導体制を構築。 

・関係機関との連携を強化し、ＪＡ、市町村はもちろ
んのこと、実需者とも連携した活動が展開。 

関係機関との連携 

・普及センターでは重点計画に位置付け各地域
担当と連携して課題解決を図る。 
・研究と普及が一体となった活動（タスクチー
ム活動）を実施し、技術的な支援を行う。 

・普及センター、JA、市町村、府振興局と地域ご
とに酒米部会を立ち上げ、技術支援、啓発活動、
実需者との交流等に取り組んでいく。 



  ネットワーク構築による６次産業化の推進 
         （みかん加工品の開発と利用拡大）       

計画期間：平成２５年度～平成２７年度 

大阪府 

目標とする成果 

１ 民間企業との連携による新たな加工品開発 
 革新支援専門員が、地域や法人の実状を十分に
踏まえた上で、民間企業（加工業者）との連携等に
よる新たな加工品を開発する。 
■みかん加工品の充実 2種類→6種類 
 ・ペースト、ドレッシング、乾燥みかん等の開発 
 ・ペースト利用による新商品開発（餅、パン等） 

２ ネットワークを活かした利用促進 
 革新支援専門員が中心となり、農業者が市、商工
会議所、ＪＡ、教育機関等とネットワークを構築し、
様々な場面での利用拡大を進める。 
■みかんペーストの利用拡大 
 ・学生と連携した活用レシピの作成 
 ・利用方法の提案による加工業者への販路拡大 
 （和洋菓子、飴、ホテル、機内食等） 
 ・学校給食での新規利用促進 
 （加工業者との連携で給食用みかんパン開発） 
■新商品の販路拡大による産地ＰＲ 
 ・直売所の新商品としての定着 
 ・量販店等でのイベント実施による産地ＰＲ 

３ 原料の高品質化、安定確保に向けた取り組み 
 革新支援専門員が果樹担当と連携し、市等の関
係機関とともに防除暦の作成や安定供給に向けた
体制整備を進める。 
■加工用みかんの防除暦作成 
 ・「大阪エコ農産物認証」に向けた取組 
■原材料の安定確保 
 ・市内の果樹生産組織との連携強化 

目標を達成するための普及活動 

平成２５年 
■革新支援専門員が中心となり、関係機関等によ
るネットワークを構築する 
■国の交付金事業を活用した新商品（業務用ペー
スト、ドレッシング）の開発を支援する。 

平成２６年 
■前年度開発した新商品について、構築したネット
ワークによる販路開拓や利用拡大、特に飲食店や
学校給食等での利用について実現を目指す。 
■国の交付金事業を活用した新商品（乾燥みかん、
ドレッシング）の開発を支援する。 
■原材料の高品質化に向け、大阪エコ農産物認証
制度の活用を進める。 

平成２７年 
■前年度までに開発した新商品の販売により、法
人経営が安定できるよう、道の駅や量販店等での
販売強化や給食等での利用拡大を進める。 
■製造量の拡大に対応できるよう、加工業者との
連携強化や原材料供給の体制整備を行う。 

今回の普及活動の特徴 

 女性農業者による法人がこれまで進めてきた６次
産業化の取組を、加工業者との連携や関係機関と
のネットワークを構築することにより発展させる。 
 同時に、新たな商品開発や利用拡大により、産地
のＰＲや地域農業の活性化につなげる。 

関係機関との連携 

■革新支援専門員が中心となり、大阪府の関連施
策（大阪産（もん）や６次産業化推進）を踏まえ、他
の普及指導員や各関連部署と連携。 
■関係機関や管内商工会議所等と連携し、実需者
等とのマッチングによる販路拡大を支援。 

■市との連携により、学校給食での利用を推進す
るとともに、各種イベント参画による産地ＰＲを実施。 
■ＪＡ、商工会議所等との連携により、直売所等で
の販売強化やブランド化、販路開拓を行う。 
■大学や専門学校との連携により、新たな利用方
法の提案や販路拡大に向けた情報を発信する。 
■民間企業との連携により、商品の安全性確保を
行うとともに、利用拡大による販路開拓を支援。 

○和泉市は府内最大のみかん産地であり、産地の特徴を活かした地域農業
の活性化が課題。また、地域の農家女性による法人が加工品を製造・販売し
ており、法人経営の安定化・発展のために「みかん加工品」の充実が課題。 
○そこで、法人を中心として加工業者と市や府、商工会議所、ＪＡ等による
ネットワークを構築し、国の交付金事業等を活用した６次産業化をすすめる。 
○平成２７年度までに、新たな加工品（６種類）を開発し、直売所での販売や
飲食店、学校給食等での利用を促進し、産地のＰＲと活性化を目標とする。 



               土づくり・化学肥料削減を目的とした緑肥利用技術                                   
                の体系化と地域ブランドの育成    目標年度：平成30年度 

兵庫県 

目標を達成するための普及活動 

平成24～26年 
■水稲品種や土壌肥沃度毎の栽培実態と収量・品 
  質等の関連を調査。 
■新技術導入広域推進事業を活用して県下14ヵ所 
   で実証ほを設置し、ヘアリーベッチのすき込み量、 
   すき込み時期と水稲の生育、玄米品質の関連を 
   調査。 
■得られた実証成績を中心に水稲の安定生産と良 
   食味を両立する緑肥利用の技術指針を策定。 

平成27～30年 
■地域や作型に適した緑肥の選定と地力増進効 
   果の啓発や窒素制御等に関する安定生産技術 
   の普及によって、各地域での生産面積拡大と 
   生産者の組織化を支援。 
■指針に基づいた栽培指導を中心に県認証食品の 
   認証支援、販路拡大支援、フレールモア導入など 
   の条件整備等によって生産面積を拡大。 

目標とする成果 

１ ヘアリーベッチの利用拡大 
■ヘアリーベッチ利用水稲・大豆面積 

水稲：85ha（H25）→150ha（H30) 
大豆： 5ha（H25）→ 50ha（H30) 

２ ブランド米としての販売拡大 
■兵庫県認証食品の面積 

42ha（H25）→100ha（H30) 

３ 安定した食味の玄米生産  
■玄米蛋白含有率7.0％以上の比率 

20％（H25）→０％（H30) 

４ 土づくり資材や肥料に係るコスト低下  
■土壌改良資材・肥料費を種子代に低減 

10,000円/10ａ（H25）→4,000円/10ａ（H30) 

５ 土づくり・施肥労力に係る省力化 
■堆肥・肥料の散布時間を播種・すき込み時間に 
  低減     
    ５ｈｒ/10ａ（H25）→３ｈｒ/10ａ（H30) 
 

今回の普及活動の特徴 

・ 農業革新支援専門員と県試験研究機関が一体と 
   なり緑肥の肥効の特性の解明と地域の条件に応  
   じた栽培方法の確立。 

・ 実証ほ調査で県外のＮＰＯ法人・神戸大学農学部 
   の協力を得て、科学的なデータを収集。 

○ヘアリーベッチを利用した水稲栽培では、ヘアリーベッチの過剰なすき込
みによる倒伏や食味低下、異常還元による水稲の生育障害等が発生。 
○大豆栽培では、地力消耗に伴う収量・品質の低下が問題。 
○県の試験研究機関の研究とともに普及センターの現地実証ほによって安
定生産と良食味を両立する緑肥利用の技術指針を策定。 
○兵庫県食品認証制度を活用し、ヘアリーベッチ等の緑肥を利用 
 して生産した玄米等をブランド化。 
○目標年のヘアリーベッチ水稲・大豆の面積 200ha 

関係機関との連携 

・ 土壌や作物体の分析を外部に委託して効率的に 
   多くの事例のデータを収集。 

・ 農業革新専門員がコーディネーターとなって各普 
   及指導センターの実証成績を普及指導員、試験 
   研究機関、種苗メーカー等とともに評価検討。 

・ 県農業改良課及び全農兵庫と連携し事業推進。 

・ 農業革新支援専門員、研究員、普及指導員が全   
   県域の農業者を対象に研修会を実施。 



        
目標年度：平成３０年度 

兵庫県 

目標とする成果 

１ 実需者のニーズに合った麦・大豆の高品質化 
■醸造用大豆については、タマホマレから高タンパ 
 ク品種「こがねさやか」「たつまろ」への品種転換 
 を進める。小麦については、「ふくほのか」から「せ 
 ときらら」への品種転換を進める。 

２ 麦・大豆の収量向上（H25→H30） 
■排水対策の徹底や新技術の導入などにより、品 
 質や収量を確保する。 
  ○小麦収量  350kg/10a→400kg/10a 
  ○白大豆収量 200kg/10a→300kg/10a 
  ○黒大豆収量 100kg/10a→200kg/10a 

３ 県内食品事業者など実需者と結びついた取組
による生産拡大 
■県内産で品質の優れた小麦・大豆に対する県内  
 製粉業者や食品事業者等からの特定の需要に応 
 えるため、一定ロットが確保しやすい集落営農な 
 どの生産で作付面積の拡大を進めていく。 
  （ 麦 ） H25 2,450ha → H30 2,500ha 
  （大豆） H25 2,700ha → H30 2,900ha 

 
 
 
 
 
  
  小麦生産ほ場巡回研修     醤油醸造工程の見学 

目標を達成するための普及活動 

平成26年 
１ 実需者のニーズに合った麦・大豆の高品化 
■大豆の新品種の導入・普及、新技術の試作・導 
 入を行う。また小麦・大豆の不耕起栽培、播種・ 
 施肥・除草剤（茎葉処理＋土壌処理）同時処理、 
 GPSガイダンス（作業経路誘導）による効率的な作 
 業を実証する。 
２、３ 麦・大豆の収量向上と生産拡大 
■大豆の収量向上を目指すため、深層施肥栽培 
 技術、摘心技術と吊り下げノズルによる除草剤散 
 布の実証、難裂莢品種の「サチユタカA1」の試作 
 を行う。 

平成27年～30年 
■小麦新品種「せときらら」の栽培面積拡大。 
■難裂莢性大豆品種「サチユタカA1」の普及。 
■黒大豆の安定多収に向けた深層施肥技術と開  
 花期摘心技術の確立。 
■GPSガイダンスを利用による作業精度向上と 
 効率化。 
 

 
 
小畝立て深層施肥（大豆）  開花前摘心（大豆） 

 
  

今回の普及活動の特徴 

 
・農業革新支援専門員の指導力を十分に発揮し、  
 実需者と県試験研究機関、農機メーカーとの  
 連携を図りながら技術の普及に努める。 
 
・醤油醸造メーカーを核とした農商工連携の優 
 良事例として注目を集めている。 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は、実需者・ＪＡ・農 
 林水産技術総合センター・農機メーカーと 
 連携しながら実証展示を進めるように普及 
 センターを指導援助。 

地域ニーズに合った小麦・大豆の省力・低コスト・安定生産 
技術の導入による生産拡大 

○たつの市では、集落営農連絡協議会がヒガシマル醤油（株）と連携し、高タンパク小
麦・大豆の生産に取り組んでいるが、小麦・大豆ともにタンパク質含有率が低く、収量性
も低いため、実需者ニーズに合った品質と生産量の確保が課題である。 
○兵庫県では、白大豆が1,138ha、黒大豆が1,562haが生産されている。麦については、
醤油醸造メーカーや製粉業者等からの需要に応じ、5 年間で約150ｔ（50ha 相当）の増産
を図る。大豆は、卸売業者からの黒大豆や加工用白大豆への需要も踏まえ、5 年間で約
270ｔ（200ha 相当）の生産拡大を進めているが、連作障害、肥培管理技術の未熟、裂莢、
帰化雑草、機械作業性の低下等によって収量が低いことが課題である。 
 
 



○兵庫県は、土づくりを基本に化学合成肥料・農薬の使用量を慣行から３割
以上削減し、環境に配慮した農業を「環境創造型農業」と位置づけ、県の認
証する「兵庫県認証食品」の拡大を図っている。 
○一方、野菜増産プロジェクトとして主要品目であるキャベツの増産をめざし
ており、加工・業務用キャベツについて平成３２年までに３万トンの生産拡大
を目標としている。  
○そこで、環境への負荷軽減のみならず、施肥量の低減に 
よる低コスト化と省力化を図り、ＪＡや実需者である食品加工 
業者等と連携し、新たなキャベツ産地の形成をめざす。 

      加工・業務用キャベツ産地の育成 
目標年度：平成３２年度 

兵庫県 

目標とする成果 目標を達成するための普及活動 

１ 「兵庫県認証食品」の拡大 
■兵庫県では「環境創造型農業」を基本として生産   
  面積の拡大とともに産出される農産物等を「兵庫 
   県認証食品」として流通するよう推進している。 

 
・環境創造型農業の生産面積目標 37,000ha(H30) 

 

平成26年度 
■農業革新支援専門員、県内４地域の農業改良普    
  及センター、ＪＡ、全農兵庫、機械メーカーによる技 
  術普及チームで県下４カ所で実証ほを設置し、化 
  学肥料施肥量の低減、省力化、品質向上効果を  
   検証し、加工・業務用向け安定生産技術を確立。 
■農業革新支援専門員、県下の農業改良普及セン 
  ター、県関係各課、農業技術センター、ＪＡ、全農  
   兵庫で組織する「兵庫県キャベツ推進会議」（以下 
 「キャベツ推進会議」）で県下全域へ普及性を検討。 １ 加工・業務用キャベツ産地の拡大 

■加工・業務用キャベツにおいても環境創造型農 
  業による産地育成と「兵庫県認証食品」の需要 
   を拡大することを基本とし、作業省力化や契約 
   による安定収入の確保などを実現するため、畝 
   内部分施肥技術の確立により、環境への負荷 
   軽減のみならず、施肥量の低減による低コスト 
   化と省力化を図り、加工業者等と連携し、加工・ 
   業務用キャベツ産地の生産面積を拡大する。 

38ha(H25)→218ha（H32） 

平成27年 
■実証結果に基づき、栽培・技術マニュアルの作成。 
■「キャベツ推進会議」で本技術の普及推進。 
■実需者である食品加工業者を交え、生産供給計 
  画を検討。 

平成28～32年 
■「キャベツ推進会議」の充実化を図り、実需者を交 
  えたコンソーシアムを組織し、生産者と実需者の 
  マッチングとＰＲ活動を展開。 

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携 

・ 農業革新支援専門員の指導力を十分に発揮し、  
 新技術の開発主体である県試験研究機関及び 
   関係農機メーカー等と連携を図りながら、技術 
 を確立する。 
・ 実需者は地域内の食品加工 
 業者を想定し、県行政機関と 
 ともにコンソーシアムの形成 
 をすすめる。 
・ 農業改良普及センターは 
 現地実証における技術指 
 導を担う。 

・ 農業革新支援専門員は、普及指導員に助言すると  
   ともに関係機関との連携をコーディネート。 
・ 県行政は「キャベツ推進会議」を主導し、施策推進。 
・ 県試験研究機関は国研究機関と連携し、実証技術 
   の検証と改善。 

・ 県下の普及センターはＪＡと連携し、現地実証指導。 
・ 全農営農指導部門は県下のＪＡを指導し、販売部 
   門は生産者と実需者のマッチングとＰＲを担当。 
・ 県内食品加工業者は産地と情報交換し、計画的な 
   販売につなげる。 
・ 機械メーカーは実証、導入に必要な機種の選定。 



       水稲に代わる高生産性野菜の導入について 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

奈良県 

目標とする成果 

１、新規品目の導入 
（平成２７～２９年度） 
■新規の導入品目数と面積 
 ①導入品目 ２品目 
 
 ②導入面積 ０．６ha 
 

２、省力栽培技術、加工用途向け品目の導入 
（平成２７～２９年度） 
■導入品目数と面積 
 ①導入品目 ４品目 
 
 ②導入面積 ５．０ha 
 

３、契約取引による経営安定化 
■一定価格での契約取引が開始され、農家の経営
が安定化 
 
■安定生産と安定取引の継続に向けた協議会の
開催 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年 
■新規品目の導入 
 生産から販売まで一気通貫した先進的な取り組み
事例を調査（アスパラガス、レタス、カボチャ等）   
■省力栽培技術、加工用途向け品目の導入 
・実証展示圃を設置（加工用キャベツ、ブロッコリー  
 等、加工トマト、エダマメ等） 
・生産から販売までの問題点を抽出 
■検討会の開催 
 普及指導員、県行政担当者、試験研究担当者、民
間の外部有識者による検討会を開催 

平成２８～２９年 
■新規品目の導入 
・実証展示圃の設置 
・生産から販売までの問題点を抽出 
・栽培マニュアルの作成 
■省力栽培技術、加工用途向け品目の導入 
・２７年度抽出した問題の解決を図る 
・栽培マニュアルの作成 
■検討会の開催 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が核となり、県全体で目 
 標達成に取り組むプロジェクトである。 
 
・普及、行政、研究、ＪＡ、外部有識者等関係  
 機関との連携を強化した取り組みを展開。 

関係機関との連携 

・展示圃の設置、技術指導及びマニュアル作成 
 に関する活動については、普及指導員がＪＡ 
 営農指導員と連携する。 
 
・普及指導員、行政担当者、研究担当者、ＪＡ、 
 外部有識者により、検討会を開催する。 

○本県の水田農業は兼業農家や高齢農家が担う水稲が多くを占めており、
米の価格低下が進行し、今後、生産意欲の減退による水田の遊休農地化
が懸念。 

○本県農業を持続可能なものとするには、水稲に代わる高収益性作物の選
定及び導入により、水田の有効活用を図り、農業の収益向上を図ることが
必要。 

○新規品目、省力栽培技術及び加工用途向け品種の導入に向けて収益性
等を調査、検討。  

○平成２９年度には、計６品目で５．６ｈａの導入を目標とする。 



奈良県育成品種「やまとみどり」の特長を活かした商品開発        
計画期間：平成２７年度～平成２８年度 

奈良県 

目標とする成果 

１ 特長を活かした商品開発 
■煎茶としての品質の良さを活かした商品開発 
（一番茶） 
○やまとみどり単一での良質なかぶせ茶及び煎
茶 
○抹茶などの粉末茶を利用した加工食品 

■カテキン等豊富な機能性を活かした商品開発
（二番茶） 
○抹茶などの粉末茶を利用した加工食品 
○紅茶などの新香味茶 

→計５品目の商品化(現在０品目） 
■やまとみどりの開発の経緯等歴史的背景の掘り
起こしと効能の把握 

→やまとみどり関連の配布物の作成 

２ 定植初期の生育改善 
■セル成型苗利用による 
 定植初期生育の改善の 
 実証 
  →やまとみどり 
    新規植栽面積 １0a 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年 
■やまとみどり栽培生産者と商品試作のための原
料茶を試作 

■茶販売店等と連携し、飲用茶としての評価を調
査 

■製菓業者等と連携し、原料茶を用いたお菓子等
の試作検討 

■セル成型苗利用による現地実証圃を設置 
■文献等による本品種開発の経緯等歴史的背景
の把握 

■大和茶研究センターと連携し、機能性成分等の
分析を実施 

■関係機関によるコンソーシアム設置 

平成２８年 
■セル成型苗の定植初期生育改善効果の把握 
■栽培マニュアルの策定 
■やまとみどり紹介パンフレットの作成 

今回の普及活動の特徴 

・単なる生産技術指導ではなく、生産地と消費地を
つなぐ役割を普及指導員が担う。 

・市村、農協などの関係機関だけでなく、日本茶イ
ンストラクター協会や菓子製造業者、茶小売り業
者などとも連携した活動を行う。 

関係機関との連携 

・市村と連携し、イベント等を通じ本品種の消費者
への広報、加工食品試作業者の掘り起こし等に取
り組む。 
・農業革新支援専門員は他県の情報提供やプロ
ジェクトの推進方策について普及指導員に助言。 

・大和茶研究センターは普及員に成分分析手法を
指導。 
・茶小売業者、カフェ経営者、製菓業者、日本茶イ
ンストラクター協会等と試作品の評価と販売戦略に
ついて検討 

○奈良県産茶は、原料供給産地としての色合いが濃いことからブランド力が
弱い。 

○奈良県で過去唯一育成された「やまとみどり」は、初期生育の悪さ等から
栽培面積(約1.5ha/県内茶栽培面積約700ha）が少なく、単品販売されてい
ない。 

○しかし、カテキン等の機能性成分を多く含み、煎茶としても良質と言われて
いる。また、奈良を連想させる品種でもあり、イベント等による試飲会では
好評である。 

○「やまとみどり」が県産茶のブランド化の一助となると考え、関係者の協力
を得ながら、その特長を活かした商品開発（目標５品目）を行うとともに、セ
ル苗定植を利用した定植初期の生育改善について検討し、栽培面積を増
やす。 



      モモ高品質安定生産技術の普及 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

○ 那賀地域は、県モモ栽培面積の約７５％を占める県内一のモモ産地だが、
産地内で品質にバラツキがあり、産地全体として果実品質の底上げを行い、
産地評価の向上が課題。 

○ 「川中島白桃」は近年単価も良く栽培面積は増加傾向だが、果肉障害の
発生が問題となっており、果肉障害軽減技術の実証・普及によるモモ安定
生産が課題。 

○ このため農業振興課では、「高糖度モモ生産技術マニュアル」による技術
支援、果肉障害軽減技術マニュアルの作成及び普及に取り組む。 

○ 平成２９年には、モモ「白鳳」糖度１２度以上生産比率１０％ＵＰ及び「川
中島白桃」栽培面積２ｈａ増加を、目標とする。 

 

和歌山県 

目標とする成果 

１ 高糖度モモ生産比率の向上 
■産地全体の品質の底上げにより高糖度モモ生産

比率を向上。(H27→H29） 
 
  「白鳳」糖度１２度以上 
  生産比率 １０％ＵＰ 
 
   関係機関が連携して 
   作成した「高糖度モモ 
   生産マニュアル」 

２ 「川中島白桃」の栽培面積の拡大 
■果肉障害軽減対策技術の実証・普及により 
  「川中島白桃」の栽培面積を拡大。 
  （H27→H29) 
 「川中島白桃」栽培面積 

68ｈａ → 70ｈａ      果肉障害（水浸状 
               果肉褐変症） 
               多発時には若木 
               を中心に発生し 
               収穫量が減少。 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■高糖度モモ生産の実証ほの設置、モデル農家の

選定及びマニュアルによる改善策の提案・実施。 
■果肉障害対策技術の実証ほの設置。 

平成28年 
■高糖度モモ生産の実証結果に基づくモデル農

家への実践支援、研修会等での普及指導。 
■果肉障害対策技術の実証ほの設置、対策マ

ニュアル（暫定版）の作成。 

平成29年 
■高糖度モモ生産の実証結果に基づくモデル農

家への実践支援、研修会等での普及指導。 
■果肉障害対策技術の実証ほの設置、対策マ

ニュアルの作成、研修会等での普及指導。 
 

今回の普及活動の特徴 

・関係機関との連携を強化し、県果樹試験場か
き・もも研究所、ＪＡ紀の里、大学と連携した
活動を展開。 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクトの
推進活動について普及指導員に助言。 

関係機関との連携 

・農業振興課、かき・もも研究所、ＪＡ、大学
が協力して作成した「高糖度モモ生産マニュア
ル」を活用。 

・果肉障害対策マニュアルについて、農業振興
課が現地実証ほの設置及び調査を実施し、岡山
大学、果樹研究所、岡山県、和歌山県、果実袋
メーカー等の共同研究より平成２７年度果肉障
害軽減マニュアルを作成予定。 
・平成２８年以降の現地実証結果を積み重ね 
和歌山県版マニュアルを作成予定。 



      いちご産地の活性化 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

○ 那賀地域は、県いちご栽培面積の約６０％を占める県内一のいちご産地
だが、収穫最盛期に労力ピークを迎えており、出荷期間の拡大が課題。 

○ いちごの重要害虫のハダニ類防除は、化学農薬に頼っている状態だが、
薬剤抵抗性が問題となっており化学農薬以外のハダニ類防除技術の導入
が課題。 

○ このため農業振興課では、間欠冷蔵処理技術のマニュアル作成・普及・
天敵利用成功事例マニュアル作成・普及に取り組む。 

○ 平成２９年には、いちご「まりひめ」開花日の５日早期化（収穫開始７日前
進）及び天敵によるハダニ類防除の農家への普及率１０％を、目標とする。 

 

和歌山県 

目標とする成果 

１ 間欠冷蔵処理技術の確立 
■間欠冷蔵処理技術を確立するため、実証園での

調査によるデータ収集及び現地検討会により、 
  技術導入を推進。（H27→H29）  
１ いちご「まりひめ」の開花日の５日早期化（収穫
開始７日前進） 
 
２ 間欠冷蔵処理技術導入農家  0戸 → ２５戸 
 
   

２ 天敵によるハダニ類防除技術の確立 
■天敵によるハダニ類防除技術を確立し、環境に

やさしい低コスト栽培を推進。（H27→H29） 
・天敵によるハダニ類防除の農家への普及率１０％ 

 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■間欠冷蔵処理技術及び簡易棚設置、入出庫運

搬の検討。 
■天敵によるハダニ類防除現地実証。 

平成28年 
■苗の窒素コントロールによる間欠冷蔵処理技

術効果の実証。 
■放飼時期による防除効果の現地実証。 

平成29年 
■間欠冷蔵処理技術のマニュアル作成・普及。 
■天敵利用成功事例マニュアル作成・普及。 
 

今回の普及活動の特徴 

・間欠冷蔵処理技術の確立及び天敵利用による
ハダニ類防除技術の確立により技術の普及を図
るため、農業振興課がコーディネーターとなり
県農業試験場、ＪＡ紀の里と役割分担を明確に
普及活動を展開。 

・農業革新支援専門員は、普及指導員に重点プ
ロジェクトの推進活動に対して助言。 
 

関係機関との連携 

・間欠冷蔵処理技術の確立及び天敵によるハダ
ニ類防除技術の確立について野菜担当の普及指
導員が実施。 
・実証園での現地調査は、普及指導員、農業試
験場、ＪＡと連携しながら実施。 

・農業試験場は、他県の試験成績などの情報提
供。 
・ＪＡは、栽培研修会等の開催及び技術情報を
広報誌などでPRを実施。 
 

天敵の放飼 



柿の優良品種への転換推進 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

和歌山県  

目標とする成果 

 
 新品種への転換推進 
■極早生の新品種の実証園での特性調査による 
 データを収集し、マニュアルの作成及び栽培検討 
 会を実施し、導入を推進。(H27→H29） 
 
①新品種の導入   ９ha → ３０ha 
 
②生産農家      延べ５００名 
 
③栽培マニュアルの作成   
    

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■新品種栽培実証園の設置。  
■実証園での特性調査及び現地検討会の実施。 
■新品種導入の優良事例の情報収集。 

平成28年 
■実証園での特性調査及び現地検討会の実施。 
■新品種導入の優良事例の情報収集。 

平成29年 
■栽培マニュアルの作成・配布。 
■栽培研修会の実施。 
■新品種導入の優良事例の紹介。 

今回の普及活動の特徴 

・新品種の転換導入を図るため、栽培実証園で 
の技術確立の実証を実施し、農業振興課がコー
ディネーターとなりかき・もも研究所とＪＡと
役割分担を明確に普及活動を展開。 
 

 
・農業革新支援専門員は重点プロジェクトの推 
進活動について普及指導員に助言。 

関係機関との連携 

・栽培技術の確立に向けた技術実証と栽培指導
は果樹担当の普及指導員が実施。 
・かき・もも研究所と普及指導員が連携し、極
早生品種の品種特性調査の実施とマニュアルを
作成。 
 
 

・ＪＡは、栽培研修会等の開催と広報誌などで
技術情報を提供。 
 

○ 伊都地域は、果樹栽培が盛んであり、特に柿の栽培面積は県全体の約 
 ６６％を占めている。 
○ しかし、地域の主要品種は刀根早生に著しく偏重（柿結果樹面積の４８％ 
 、出荷量の５５％）し、収穫最盛期には販売価格が毎年低迷する。 
○ このため、農業振興課では、農業革新支援専門員、県果樹試験場かき・ 
 もも研究所、JA紀北かわかみと連携しながら刀根早生より熟期が早い新品  
 種への転換を推進し、刀根早生販売ピークの抑制を図る。 
○ 平成２９年度には新品種の導入農家数５００名及び栽培面積３０haを、 
  目標とする。 
  ※結果樹面積及び出荷量：Ｈ２５年産和歌山県市町村別統計数値 
 

 
 



         有田みかん産地の活性化～モデル共選を育成、産地へ波及～ 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

○ 有田地域は、県内みかん栽培面積の約５０％を占める県内一のみかん
産地だが、温暖化など気象の影響により浮皮の発生などが問題となってお
り、浮皮が少なく食味の良い品種の導入が課題。 

○ 高齢化の進展と担い手が減少していることから、産地として生産量を維持
するため、新たな担い手の確保と育成が課題。 

○ このため農業振興課では、モデル共選を設定し、浮皮が少なく食味の良
い新品種「きゅうき」の適地への導入、共選ぐるみで行う新規就農者の育成
支援に取り組み、果樹産地のモデルとなる組織を目指す。 

○ 平成２９年には、モデル共選において「きゅうき」栽培農家１０戸及び新規
就農者の確保３人を、目標とする。 

 

和歌山県 

目標とする成果 

１ 温州ミカンの新品種の導入推進 
■県オリジナル新品種「きゅうき」実証園での調査

によるデータ収集や現地検討会を実施し、適地
への導入を推進。（H27→H29） 

 ①栽培面積 
   ０ → ０．６ｈａ 
 ②栽培農家 
    ０ → １０戸 
     

２ 共選ぐるみで新規就農者の育成と農地の利用
集積を推進 
■担い手の確保と育成、農地集積等の課題に対応

した体制づくりと実践を支援。（H27→H29） 
 ①新規就農者の確保 
    ０ → ３人 
 ②農地集積 
    ０ → ３ｈａ 
 ③組合員の農地維持 
     

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■「きゅうき」栽培実証園での品種特性の把握と現

地研修会の実施。 
■新規就農者への定着支援。 
 

平成28年 
■「きゅうき」栽培実証園での品種特性の把握と現

地研修会の実施。 
■新規就農者への定着支援。 

平成29年 
■「きゅうき」栽培実証園での品種特性の把握と現

地研修会の実施。 
■新規就農者への定着支援。 
 

今回の普及活動の特徴 

・新品種の導入推進、新規就農者の育成、農地集
積など地域のモデルとなる共選の体制づくりを図る
ため、普及指導員がｺｰﾃディﾈｰﾀｰとなり県果樹試
験場、ＪＡありだと役割分担を明確に普及活動を展
開。 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクトの推進
活動について普及指導員に助言。 
 

関係機関との連携 

 ・ 品種特性調査及び適地性マップの作成につい 
て、果樹試験場と普及指導員が実施。 
 

・新規就農者への技術指導や農地情報の提供は、 
普及指導員、ＪＡ、行政が連携して実施。 
 



    梅の高付加価値化と複合経営の推進    
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

和歌山県 

目標とする成果 

１ 複合経営農家の増加 
■梅農家の経営安定のため、複合経営による新規 
  品目の導入推進。 (Ｈ２７→Ｈ２９) 
 
  新たな品目導入農家数 
  ０戸 → １００戸   
  

２ 高付加価値化による需要の拡大 
■新品種「露茜」の生産及び追熟技術が確立され、 
 梅干以外の新たな用途を開拓。 
 （Ｈ２７→Ｈ２９） 
 ・「露茜」栽培面積 
  １ha → ５ha 
 
 ・「露茜」導入農家 
  ３４戸 → ５０戸 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■複合経営有望候補品目の検討、実践モデル農 
 家から経営状況を調査･把握。 
■「露茜」の追熟処理技術の確立。 
 

平成２８年 
■有望候補品目の選定及び実証展示ほの設置。 
■「露茜」追熟処理技術の実証及び栽培面積拡 
 大の推進。 
 

平成２９年 
■有望品目の栽培講習会の開催。 
■「露茜」栽培面積拡大の推進。 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業振興課、県果樹試験場うめ研究所、ＪＡ 
紀州と役割分担を明確に、Ｈ２７年度産地ブラ
ンド発掘事業を活用しながら実需者を巻き込ん
だ需要の開拓と安定生産技術の確立･普及を一
体的に推進。 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクトの  
推進活動について普及指導員に助言。 
 
 

関係機関との連携 

・ウメの複合経営品目の栽培指導は農業振興課 
野菜担当の普及指導員が、「露茜」の栽培技術
指導は農業振興課の果樹担当の普及指導員がう
め研究所、ＪＡと連携しながら実施。 
 

・ウメ「露茜」追熟処理技術の開発は、うめ研
究所が農業振興課、ＪＡと連携しながら実施。 
 

・ＪＡはウメの複合経営有望品目の候補選定、
栽培講習会の開催、ウメ「露茜」の栽培研修会
の開催について農業振興課、うめ研究所と連携
しながら実施。 
 

○ 日高地域は、県内のウメ栽培面積の約4割を占めるウメ産地であるが、  
 ウメ干需要の低迷と白干梅及び青梅の価格低下のため、他品目との複合 
 経営の推進や需要開拓に向けた高付加価値化が課題。 
○ このため農業振興課では、野菜等の新たな品目の導入を提案し、梅との 
 複合経営を推進するとともに、新品種「露茜」の安定生産技術の確立と実 
 需者への安定供給等を進める。 
○ 平成２９年には、ウメを中心とした複合経営農家の増加及びウメ新品種 
 「露茜」の栽培面積４ha増加を、目標とする。 



      スターチスの新栽培技術・新品種の導入による産地強化 
計画期間：平成27年度～平成29年度 

○ 日高地域は、全国第一位のスターチス産地であるが、近年は切り花単価
の低迷が続いている。このため、高単価が期待できる3月までの収量の増
加と生産コストの削減が大きな課題となっている。 

○ 農業振興課では、県農業試験場暖地園芸センターで開発された増収効果
の高い新電照栽培技術の導入と種苗コストの削減が期待できる県オリジナ
ル品種の普及を推進し、産地の強化を図る。 

○ 平成２９年には、新技術の導入面積を１０ha及び県オリジナル品種の栽
培面積を２ha増加を、目標とする。 

 

和歌山県 

目標とする成果 

1 新電照技術の実証と普及 
■暖地園芸センターが開発した新電照技術の導入

を推進。年内から彼岸までの収量アップ。 
  （H27→H29） 
  ①導入面積 
   ０ha → １０ha 
  ②導入農家 
   ０戸 → ３０戸 

2 新品種の導入推進 
■県が育成したオリジナル新品種導入による低コ

スト栽培を推進し、栽培面積を拡大。 
  (H27→H29) 
 
  導入面積 
  ５ha → ７ha 
  

 
 

目標を達成するための普及活動 

平成27年 
■新電照技術の実証園設置により、現地適応性を

把握。現地検討会の開催。 
■新品種の実証園設置により、現地適応性を把握。

品種説明会の開催。 
 
 

平成28年 
■新電照技術の実証圃設置により、現地により適

した栽培技術に改善。現地検討会の開催。 
■新品種の実証園設置により、適正な栽培方法を

検討。品種説明会の開催。 
 
 

平成29年 
■電照技術の確立と経営モデルの試算により、

技術マニュアルを作成。栽培研修会の開催。 
■栽培技術の確立により、新品種に応じた栽培

指針の作成と栽培研修会の開催。 
 
 

今回の普及活動の特徴 

・暖地園芸センターが開発した新技術や育成した
県オリジナル品種の導入推進について、農業振興
課、暖地園芸センター、ＪＡ紀州で構成する野菜・
花き技術者協議会を核に、役割分担を明確に農
業振興課がコーディネーターとなり普及活動を
展開。 
 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクトの推進 
活動について普及指導員に助言。 

関係機関との連携 

・新技術及び新品種の実証園での適応調査や 
栽培指導は花き担当の普及指導員が野菜・花き
技術者協議会と連携しながら実施。 
・新技術マニュアルについて、農業振興課、暖
地園芸センター、ＪＡで構成する野菜・花き技術者
協議会で作成。 

・暖地園芸センターは、品種特性及び開発技術
に関するデータを提供。 
・ＪＡは、普及指導員と連携し、実証園の設置、
栽培研修会の開催を実施。 



           新品種導入による果樹産地の活性化 
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

和歌山県 

目標とする成果 

＜カンキツ＞ 
１ 温州ミカンの新品種の導入推進 
■ 温州ミカンの県オリジナル品種 
  「YN26」の導入を推進。 
  紀南ブランドの向上。（H27→H29） 
 
１ 県オリジナル品種 
  「YN26」の栽培マニュアルの作成 
 
２ 県オリジナル品種「YN26」栽培面積  
  ５ha → ８ha 
 
 

＜ウメ＞ 
２ ウメの新品種の導入推進 
■ ウメの県オリジナル品種「橙高」の導入を推進。  
   ウメの経営安定。 (H27→H29） 
 
１ 県オリジナル品種｢NK14｣、｢橙高｣等への改植 
  ６２ha → ９０ha 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年度 
■温州ミカン県オリジナル品種「YN26」栽培実証園 
 での品種特性の把握、栽培研修会を開催。 
■ウメ県オリジナル品種「橙高」栽培実証園を設置 
 し、品種特性を把握、栽培研修会を開催。 
 

平成２８年度 
■温州ミカン県オリジナル品種「YN26」栽培実証園 
 での品種特性の把握と適地性確認、栽培研修会 
 を開催。 
■ウメ県オリジナル品種「橙高」栽培実証園の品種 
 特性を把握、栽培研修会を開催。 
 

平成２９年度 
■温州ミカン県オリジナル品種「YN26」栽培実証園 
 において品種特性の把握と適地性確認、栽培マ 
 ニュアルの作成。 
■ウメ県オリジナル品種「橙高」栽培実証園におい 
 て品種特性を把握、栽培研修会を開催。 
 

今回の普及活動の特徴 

・新品種の導入推進と栽培実証園の早期成園化 
 技術の確立を図るため、普及組織がｺｰディﾈｰﾀｰ 
 となり試験研究機関、ＪＡと役割分担を明確に普 
 及活動を展開。 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクトの推進  
 活動について普及指導員に助言。 

関係機関との連携 

・農業振興課は、常緑果樹担当者と落葉果樹担当 
 者により各品目の技術指導を実施。 
・カンキツ関係：普及指導員が果樹試験場、JAと連 
 携し、栽培マニュアル作成及び実証園栽培指導 
 を実施。 
・ウメ関係 ：実証園栽培指導は普及指導員と うめ 
 研究所が実施。 
・JAは普及指導員と連携し、栽培研修会等の開催 
 や技術情報を広報誌などでPRを実施。 

 ○西牟婁地域は、ウメ、カンキツを中心に果樹栽培が盛んな地域であり、   

  営農類型はウメを核としたカンキツとの複合経営であるが、ウメ、カンキツ  

  の価格低迷などから有望品種導入による所得の向上が課題。 

 ○このため農業振興課では、農業革新支援専門員、JA紀南、県果樹試験 

  場・うめ研究所と連携し、カンキツでは、温州ミカンの新品種導入に向け 

  た実証園の設置、栽培マニュアル作成など技術支援を、ウメでは新品種  

  導入に向けた技術支援を行う。 

 ○平成２９年には、温州ミカンの新品種の栽培面積を３ha増加及びウメの  

  新品種の栽培面積を２８ha増加を、目標とする。 



 ６次産業化による地域の活性化       
計画期間：平成２７年度～平成２９年度 

和歌山県 

目標とする成果 

１ 新規野菜等の栽培推進 
■平野部では水害を回避できる品目（秋冬春作等） 
  を導入。（H27→H29） 
  ・新規野菜導入農家数 
  ０戸 → ６戸 
 

２ 地域産物の活用推進 
■三津ノ地域の米・野菜等を使用した加工品等を   
  商品化。（H27→H29） 
    ・新商品  
   ０品 → ６品 
    

３ 体験交流と熊野川ブランドづくりの推進 
■地域特産品の顧客づくりのための体験メニューを 
  開発。（H27→H29） 
    ・体験メニュー数   
     ０種 → ６種 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年 
■米作から秋冬野菜の新規導入品目の検討・試作、 
  有望品目を選定。 
■米・野菜の販売方法の検討及び加工品等の試作。    
■ブランド推進体制の組織整備を検討。 

平成２８年 
■秋冬春作品目の実証ほの設置、栽培技術の確  
  立、栽培マニュアル作成、実需者との検討会。 
■米・野菜の加工品等の商品化、マーケティング調 
  査。 
■熊野川ブランド推進組織育成、体験メニュー検討。 

平成２９年 
■新規野菜栽培の推進。 
■米・野菜の加工品等の商品化。 
■熊野川ブランド推進組織育成、情報発信。 

今回の普及活動の特徴 

・普及指導員がコーディネーターとなり関係団 
体、新宮市、ＪＡみくまのと連携を密に地域活
性化に向けた取り組みを支援。 

・農業革新支援専門員は、重点プロジェクト課 
題の推進活動について普及指導員に助言。 
 

関係機関との連携 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・農業振興課の野菜生産・加工流通・獣害対 
 策・担い手育成について各担当普及指導員が  
 連携しながら取り組む。 
・熊野川産品加工組合、営農組合、土地改良区 
 などの団体と県、市、ＪＡで構成された三津 
 ノ地域活性化協議会を設立し、普及指導員が 
 コーディネーターとなり運営指導。 

○新宮市熊野川町三津ノ地域は、県の南東部に位置する中山間地域で、水稲 
    を中心とした農業生産を行ってきたが、住民の高齢化・過疎化が進んでいる。 
    さらに、洪水被害や鳥獣被害が深刻。 
○農業振興課が主体となりワークショップや活性化研修会を開催。住民による 
  実行計画を策定し、実践に向けて「三津ノ地域活性化協議会」を設立。 
○生産と加工・流通の連携による生産振興・特産品づくりを推進し、体験交流   
    活動等を通じて熊野川ブランドをＰＲし、地域の活性化をめざす。 
○平成３０年には野菜等販売農家３０戸、交流人口３０,０００人を目標とする。 

農業生産 生活応援
特産品
開発

三津ノ地域活性化協議会

会   長

会  計 副会長

地域
活性化

支援

和歌山県、新宮市、JA、鳥獣被害防止アドバイザー

・農産物生産

・規作物試作検討

・鳥獣被害対策検討

・配食サービス

・買物支援

・環境美化、安全

・加工品試作研究

・マーケティング

・担い手育成

・交流イベント企画

・集出荷システム
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