
          高温耐性水稲品種「元気つくし」のブランド化 
計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

福岡県 

目標とする成果 

１ 作付面積の増加 
■栽培技術の確立により、 
  作付面積を拡大。 
                 （H25→H28） 
 ①作付面積 
  4,260ha → 10,000ha 
 ②水稲に占める「元気 
  つくし」の作付割合 
  １１％ → ２５％ 

２ 品質の向上 
■栽培法の確立や指導の徹底 
 により、高品質化。 
 ①食味評価 「特A」 
 ②１等米100％ 

３ 「元気つくし」栽培技術の確立 
■福岡県農林試や現地実証に 
 より栽培技術を確立。 
■福岡県農林試、農業革新 
支援専門員、普及指導員の 
の知見により「元気つくし栽培マ 
ニュアル」を作成。 

目標を達成するための普及活動 

平成26～27年 
■農業革新支援専門員を中心に、産地ブランド発 
掘事業を活用して、品質向上のための実証ほを   
設置。 
■生産された米の品質分析を行い、実需者との意  
見交換を実施。 
■生産者団体や実需者と連携して、コンソーシアム
候補を形成。 

平成26～28年 
■平成26年度にマニュアルを作成するとともに現
地巡回指導を実施。 
■各JAと連携し、「元気つくし栽培こよみ」を作成。 
■マニュアル、栽培こよみを活用し、生産者研修会
や栽培講習会を実施。 
■いもち病対策について試験研究機関と連携して
実証ほを設置。効率的な「いもち病」対策を確立。 

平成28年 
■現地実証や試験場の成果を基に、「元気つく
し栽培技術マニュアル」を改定するとともに、
生産拡大や品質向上に向けた、生産者大会を実施。 
 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は県水田農業振興課やＪ
Ａ全農ふくれん、実需者と連携して、普及指導
員に情報提供や課題解決方策について支援。 
・普及指導センターはＪＡや試験場と連携して
技術指導を実施。 

・県水田農業振興課は生産振興方針を策定し、実
需者や消費者に対するＰＲを実施。 
・ＪＡ全農ふくれんは、ＪＡ別の生産目標を策定し、
各ＪＡや県機関、実需者と連携して生産振興を推進。 

○ 福岡県では、夏期の高温による水稲品質低下対策として高温耐性品種
「元気つくし」を開発。普及拡大には、ブランド化による認知度向上や品質
の高位安定、「いもち病」対策による収量安定が課題。 

○ 農業革新支援専門員を中心に、品質向上対策実証ほ、いもち病対策実
証ほを設置、栽培マニュアル作成等による栽培技術の確立。 

○ 平成２８年には、作付面積１０，０００ｈａ、１等米１００％、食味評価「特Ａ」
を、目標とする。 

今回の普及活動の特徴 

・県全域の取り組みとして、農業革新支援専門員が
中心となり、産地ブランド発掘事業を活用し、各機
関や実需者との連携を図り課題解決。 

・農業革新支援専門員が、全国ネットワークを活用
し、ブランド化や実需者との連携について情報収集、
及び普及指導員の先進地調査を支援。 

・普及指導センターは、実証ほの成績や産地別の
品質分析値に基づいて、きめ細かな指導を実施。 



水稲移植栽培における「短期苗」育苗法の普及 
                                                目標年度：平成２８年度 
佐賀県 

目標とする成果 

１ 普通作部会の活性化 
■ＪＡさが等の関係機関とで組織している、普通作
部会を媒体として、技術の普及拡大を行うことで、
部会の活性化につなげる。 

２ 新技術の普及定着 
■集落営農や大規模経営者等「短期苗」を導入す
ることで、育苗における労力を軽減することが可能
で、規模拡大や初期の管理作業の充実による収量
性の向上に寄与できる。 
■育苗センターの新たなメニューとして位置づける
ことで、センターの運営改善にもつながる。 
■慣行育苗の補完的な技術として活用することが
できる。 
■「短期苗」育苗法を導入した水稲作付面積 
  （Ｈ２３→Ｈ２８）（０ha→５０ha） 

３ 省力低コストによる収益の向上 
■「短期苗」育苗法は新たな資材・機材は必要ない
ため、いつでも誰でも簡単に取り組める技術である。
また、資材については、慣行育苗法よりも少なくす
むので、低コストに繋がる。 
  （３ｈａで約３３ｈの省力、約４万円のコスト減） 

○育苗作業の省力化・低コスト化については、依然として要望が高い。 
○『水稲移植栽培における「短期苗」育苗法』は、育苗・移植作業時のコスト
低減が図られる技術である。（佐賀県農業試験研究センター） 
○平成２４年度から新技術導入広域推進事業を活用し、普及センターと連携
を行いながら普及を行っている。 
○短期苗を導入した効果は、労力軽減（約11時間／ha）と共に、育苗費（13
千円／ha）の低コスト化が図られる。 

今回の普及活動の特徴 

■農業革新支援専門員が主体となり、県内各地
の普及センターとＪＡ、及び市町が一体となった
活動。 

■県内各地で作物普及指導員が中心となって、
大規模農家や先進集落営農組織とも連携した活動
が展開。 

■試験研究が開発した新技術を、短期間のうち
に県内に普及させるための効率的活動 

目標を達成するための普及活動 

■短期苗の実証による課題の整理 
 ２普及センターで３ヶ年継続して、最終年度は１普
及センターを加えて、「短期苗」育苗法の実証試験
を実施し、現地普及に向けて課題の整理を行った。 

■普及資材、導入マニュアルの作成 
 実証試験で得られ成績をもとに、導入支援の
ための普及資材や、マニュアルを作成し、普及
拡大を図った。 

■現地検討会の実施と技術の検証 
 ＪＡさが等の関係機関と共に組織している、
普通作部会において、現地検討会の実施技術の
検証及び普及についての検討を行った。 

■生産者や組織のリーダーを広く招集する水稲
の振興大会や研修会等で、普及にむけた研修会
を開催した。 

■３ヶ年の試験成績をまとめ、技術指導マニュ
アルを作成した。 
 

関係機関との連携 

■普及センターにおいては、実証試験に対する
指導や生産者を交えた現地検討会や成績検討会
を開催。 

■革新支援専門員及び農試センターは、ＪＡさ
が等の関係機関とで組織している、普通作部会
において普及の支援体制を整備すると共に、普
及センターで組織する指導者連絡協議会と連携
を図りながら、普及拡大について助言。 



省力育苗等による冬どりたまねぎの面積拡大 
                      目標年度：平成２８年度 

佐賀県 

目標とする成果 

１ 実証圃場での生産の安定 
■収量３～４ｔ／１０ａで６０～８０万円／１０ａの生
産性を各地区で実証する。 
■栽培環境の異なる各地区において、それぞれ
の生産技術の確立を行う。 
 

２ 省力育苗法等を導入した作付け面積拡大 
■実証圃を核とした本育苗法の普及拡大による
冬どりたまねぎの面積拡大（Ｈ２３ → Ｈ２８） 
  ０ｈａ → ２５ｈａ 

３ 周年供給体制の確立 
■たまねぎの供給量が極端に減少する１１～２月
の生産量を拡大し、１年を通して出荷をすること
で、産地としての販売力の強化を図る。 

目標を達成するための普及活動 

■実証圃のよる生産性の確認と課題の整理 
 ５普及センターに８実証圃を設置し、生育、収量、
品質などを調査し、各地区での技術確立に向け課
題の整理を行った。 

■現地検討会の実施 
 育苗～本圃の主要な時期に、生産者と関係機
関で実証圃場を巡回し、生育状況の確認と技術
の確認を行った。 

■普及指導マニュアルの作成 
 実証試験で得られ成績をもとに、導入支援の
ためのマニュアルを作成し、普及拡大を図った。 

■普及技術として確立するため、生産者、ＪＡ、
普及センター、試験研究機関などで、技術の検
証を行った。 

■３ヶ年の実証成績をまとめ、現地普及資料を
作成した。 
■冬どりタマネギの作付けに興味がある生産者
を広く招集し、普及拡大研修会を開催した。 
 

今回の普及活動の特徴 

■農業革新支援専門員が主体となり、県内各地
の普及センターと一体となった活動。 
 
 

■試験研究が開発した新技術を、短期間のうち
に県内に普及させるための効率的活動。 
 
 

関係機関との連携 

■普及センターにおいては、ＪＡと連携し実証
試験に対する指導や調査を実施。 

■革新支援専門員、上場営農センター、農試セ
ンターは、現場での課題を整理し、解決に向け
ての助言指導を行うとともに、試験研究が必要
な項目については、実施要請を行った。 

○たまねぎの周年供給体制を構築する中で、高単価である冬場の生産拡大
が望まれているが、手作業が主体の既栽培法では面積拡大が難しい。 
○育苗期間が短く、機械移植が可能な新育苗法が開発されたことから、冬ど
りたまねぎの面積拡大が可能となった（佐賀県上場営農センター及び農業試
験研究センター）。 
○平成２４～２６年度に新技術導入広域推進事業を活用し、普及センターと
連携しながら現地実証を行った。 
○新育苗法により、育苗の労働時間が従来法の約２割となり、全自動移植
機利用により定植可能面積も大幅に拡大した。 



       施設環境制御マニュアルの作成による 
              イチゴの収量向上        計画期間：平成27年度 

佐賀県 

目標とする成果 

１ 施設環境制御技術の確立 
■環境制御技術マニュアルの作成 
  展示圃での試験内容や現地事例を踏まえ、イチ

ゴの環境制御技術マニュアルを作成する 
 

２ 各品目の増収 
■環境制御技術導入農家の10a当たり収量 
  環境制御導入技術前の 
    20％増（H27年度） 
 

目標を達成するための普及活動 

平成27年度計画 

■普及指導員･試験研究員と連携し、高収量農家の

ハウス内環境実態把握。 

■さらには、CO2濃度や施肥量、温度等を変えた展

示圃を５ヶ所設置。 

■展示圃の調査は毎回普及指導員･研究員と行い

生育と環境を合わせて検討し、農家も含めた集合

の検討会を中間･最終の２回実施する。 

■それらの結果に基づき、イチゴ・キュウリ･トマト・ナ

スの環境制御技術マニュアルを作成する。 

■マニュアルを基に、普及指導員は各地域で現地検

討会･研修会を、農業革新支援専門員は主に県

段階で環境制御に関する研修会を開催する。 

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地域普及セ

ンター･試験研究機関･行政･農協･農家と連携し

て取り組むことで、統一したデータ収集と調査

毎の現場への素早いフィードバック、多様な視

点からの解析が出来る。 

・早期にマニュアル化が出来る。 

関係機関との連携 

・展示圃の技術内容について研究員とも検討し、

研究課題との重複を避けるなど整合性がとれる。 

・研究員は一緒に現地で調査･検討することで、

現地の課題をいち早く早くし研究内容に反映さ

せることが出来る。 

・各地域の普及指導員が営農指導員と連携し、

県の「見える化促進事業」を活用した農家の自

主研究会組織を立ち上げ、農業革新支援専門員

はそれら組織で展示圃解析結果等を基に研修会

を実施する。 

・各地区の普及指導員がこの展示圃と別に調査

圃･実証圃を設け各地区の状況に応じた技術の確

立に努めるにあたり、農業革新支援専門員が指

導助言を行う。 

○近年、県内の施設イチゴにおいて、CO2施用とハウス内環境の見える化、

それに伴う施設環境制御に取り組む農家が増えている。 
○しかしながら、本県の気象や地形･品種･施設設備に合った環境制御技術

はまだ確立しておらず、指導する普及指導員等も戸惑っている。 
○そこで、県内各地域に実証展示圃を設置し試験･調査するとともに、環境

制御技術マニュアルを作成し、収量・品質の向上を図る。 



果樹の生産基盤整備と集積による経営力の強化 
目標年度：平成27年度 

長崎県 

目標とする成果 

１ 強い経営力を持った経営体の育成 
■農業経営者への園地集積により基盤整備の推 
   進(H21→H27) 
 （１）農業経営者への樹園地集積面積 
   ４９．０ｈａ →５６．７ｈａ  
  
２ 生産性の向上や新たな流通対策等による果樹  
   経営の安定 
■びわの優良系統品種への更新および温州みか 
  んのブランド商材増産による産地基盤の強化と 
   農業者所得の向上。(H21→H27) 
 （１）びわ優良系統品種導入面積 
   ２．４ｈａ → ４．０ｈａ 
 （２）温州みかんブランド率 
   ２２％  → ３１％ 

３ 地域労働力支援システムを導入する組織の育  
   成 
■労力支援システムによる担い手の確保    
                 (H21→H27) 
 （１）地域労働力支援システム導入組織数 
   0組織 → ３組織 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年～２７年 
１ 強い経営力を持った経営体の育成 
■小規模や大規模な基盤整備の推進や全国農地  
  ナビを活用し、園地集積を誘導する。 
■農地中間管理事業活用による樹園地集積の促 
   進 
 
２ 生産性の向上や新たな流通対策等による果樹  
  経営の安定 
■びわ：気温・地温管理による障害果発生抑制を 
  指導し、出荷量確保を誘導する。 

■温州みかん：マルチ被覆前までに細根量を増や 
    すなどの樹勢回復対策を指導し、マルチ適期被 
    覆及び果実肥大期のカルシ ウムの適正散布に 
    よる果実品質向上を進める。 

 
３ 地域労働力支援システムを導入する組織の育成 
■ＪＡの職業紹介所への作業員登録を部会会合で 
    推進し、併せてシルバー人材センターへの作業 
    員登録を推進する。 

 

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携 

・農業経営者への樹園地集積については振興局 
 とＪＡ、関係市の農地中間管理事業担当部署と連 
 携し実施。 
 
・びわ優良系統品種導入や温州みかんブランド率 
   向上は果樹担当普及指導員が農業革新支援専 
   門員の技術指導を得ながらＪＡと連携し実施。 

○ 長崎西彼地域の果樹経営は、果樹産地協議会を中心として生産対策、販
売戦略に取り組み、品種更新やブランド商材率の向上を進めてきた。しかし、
農業経営力強化の根本的な解決策としての農地対策が課題となっている。 

○ このため振興局として、農地中間管理事業等により優良園地継承による
農業経営者への園地集積を推進するとともに優良系統品種導入等や地域
労力支援システム活用による所得向上を推進する。 

○ 平成27年には、農業経営者への樹園地集積面積５６．７ｈａ、びわ優良系
統品種導入面積４ｈａを、目標とする。 

 

・びわの優良系統品種導入にあたっては農業革新
支援専門員の助言のもと試験研究成果技術の実
践により果実腐敗対策等の課題解決を図る。 



    
    地域農業･産地を支える担い手の確保 

                              計画期間：平成２３年度～平成２７年度 
 

長崎県 

目標とする成果 

１．関係機関の連携強化 
・新規就農者情報把握 
・新規就農予定者のリスト化 
→関係機関で情報の共有化 

２．新規就農者の確保・育成 
・新規就農者の確保 
 平成２３年度 ６６人 
 平成２４年度 ８２人 
 平成２５年度 ７８人 
 平成２６年度 ６９人 
 平成２７年度 ６２人 
          
・第三者継承による新規就農者の確保 
 平成２４年度 １組（夫婦で就農） 
 平成２５年度 １組（親子で就農） 
 
・５年目までのフォローアップ活動  
 関係機関と協力したフォローアップ 
 の実施 
→就農者の技術力・経営力向上 

３．青年の農業者組織活動支援 
・プロジェクト活動支援 
→新規就農者の課題解決能力の向上 
→１８組織で実施 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２３年～２７年 
・地域普及課、市、農業委員会、JA、農業高校から

なる地域就農支援センター会議を開催し、関係機
関の情報共有と意識統一を図った。 

平成２３年～２７年 
・新規就農希望者に対しては、各市の担い手育
成総合支援協議会と連携し、個別の就農相談会
を開催。技術研修を紹介すると共に農地紹介や
資金・事業を活用した施設・設備の導入を支援。 
 
・農高・農大生に対しては、連 
携会議を開催すると共に家庭訪 
問や親子面談による就農前指導 
を実施。 
 
・多様なルートからの新規就農希望者に対して、関
係機関と連携し第三者継承を支援。 

・就農５年目までの新規就農者に 
対してはフォローアップとして個別 
巡回や集合研修を開催。 

・青年農業者に対しては、青年農業者の組織活動
を通じて、仲間作りや課題解決能力向上のための
プロジェクト活動を支援。 

今回の普及活動の特徴 

・農高・農大との連携を図り、学生時代から親
子に対して就農支援を行うことで就農意欲の向
上が見られ、新規就農者の確保ができた。 

・関係機関との連携を強化し、就農希望者に関
する情報の共有と一体的な支援を行うことがで
き、営農開始に向けたスムーズな支援ができた。 
 

関係機関との連携 

島原地域就農支援センターや各市担い手育成総
合支援協議会、農高との連携会議を充実させ、円
滑な就農および就農後のフォローアップを行う。 
 

多様なルートからの就農希望者に対しては、生
産部会などの産地との連携を強化し、技術習得
と就農に向けた支援を行う。 
 

○島原半島地域は県内トップの農業地帯であるが、農家数の減少や高齢
化が進展しつつあり、新規就農者の確保が重要な課題。 
○関係機関の連携組織である地域就農支援センターの活動を強化し、就
農に向けた支援と就農後のフォローアップを行っている。 
○新規就農者（６５歳未満、農業従事日数６０日以上）毎年62名の確保を
目標としている。 

農高親子面談会 

新規就農者と親の会 

新規就農者激励会 

個別巡回指導 



         担い手への農地集積と耕作放棄地の有効活用        
計画期間：平成23年度～平成28年度 

長崎県 

目標とする成果 

１ 農地中間管理機構を活用した農地流動化 
■農地中間管理事業活用による農地流動化 
  
 取組集落数及び事業活用 
 による担い手への農地流 
 動化面積 
         ２地区 50ha 
 

２ 耕作放棄地解消 
■かんきつ生産農家による耕作放棄地解消 
 事業活用による耕作放棄 
 地解消面積 （予定面積も 
 含む）  2ha  

３ かんきつ産地における優良農地の取得 
■基盤整備（かんがい事業 
 含む）事業計画策定 
       ２地区                              

目標を達成するための普及活動 

平成23～24年度 
■普及指導員、農業革新支援専門員による所得向
上を図る技術（高品質かんきつ生産対策）指導を実
施。 
■普及指導員、農地集積推進員による基盤整備可
能な耕作放棄地の掘り起こし 

平成25年度 
■基盤整備候補地の精査 
■安定した生産を促す灌がい事業の検討と推進
協議会の設立支援 

平成26年度 
■農地中間管理事業活用による農地流動化推進 
■灌がい事業取り組み地区事業計画策定支援 
■基盤整備候補地区の入植予定者（担い手）の
意向把握 

平成27～28年度 
■基盤整備の事業化に向けた集落の合意形成 
■基盤整備事業計画策定支援 
■中間管理事業活用による担い手への農地流動
化推進 
■事業化による規模拡大農家への経営改善支援
(資金計画、労力軽減・確保検討） 

今回の普及活動の特徴 

・市、農業委員会、JA、農地中間管理機構、農
村整備担当課と連携し、新たな施策を積極的に
取り入れ農地流動化を推進 

・規模拡大意向農家の経営ビジョン実現のため
農業革新支援専門員や普及指導協力委員の助言
を受け、関係機関と連携して技術・経営支援を
行っている。 

関係機関との連携 

・かんきつ産地のあり方について、かんきつ部
会役員と市、JA、普及課で検討を行っている。 

・関係機関で構成する担い手育成協議会の農地
集積推進チームで農地の出し手・借り手の掘り
起こし、農地中間管理事業活用支援や基盤整備
事業・耕作放棄地解消事業推進を行っている。 
 

○佐世保市は、全国でもトップクラスの高品質かんきつの生産地であり、新
規就農者の増加も見られるが、産地維持のため、耕作放棄地の解消も含め
優良農地の造成等が望まれている。 
○このため、南部地域普及課では関係機関で構成する担い手協議会に働
きかけ、人・農地プランの見直しと平成26年度に創設された中間管理事業
や基盤整備事業等を活用した担い手への農地集積を推進する。 
○平成28年度には、中間管理事業等も活用した基盤整備計画作成地区を
2地区目標とする。 
 
 



加工業務用野菜産地の育成 
目標年度：平成27年度 

長崎県 

目標とする成果 
１ 加工業務用野菜産地育成に向けた活動支援 
■加工業務用産地育成協議会の活動支援  
                   
 加工業務用産地育成組織 
  H２１実績  ０  →  Ｈ２７目標  １  
  
 
 
２ 塩蔵野菜作付面積の拡大推進 
■タカナの作付面積８５ｈａ、キュウリの作付面積     
 ９．２ｈａと順調に面積拡大。さらなる面積拡大によ   
 り実需者ニーズに応じた産地育成を図る。 
                   
 一時塩蔵野菜面積（たかな、きゅうり） 
  Ｈ２１実績 ６４．４ｈａ → Ｈ２７目標 １００ｈａ 
  

３ 加工業務用産地拡大に向けた新規品目の導入 
■付加価値が高く、有利販売につながる新規品目 
 導入により加工業務用産地の拡大を推進。    
                   
 新規品目数 
  Ｈ２１実績  0  →  Ｈ２７目標 １ 

目標を達成するための普及活動 

平成２５年～２７年 
１ 加工業務用野菜産地育成に向けた活動支援 
 
■実需者との意見交換、加工業務用野菜の先進
地調査、研修会の実施。 
 
２ 塩蔵野菜作付面積の拡大推進  
 
■栽培講習会の開催 
■労力支援システムの検討 
 
３ 加工業務用産地拡大に向けた新規品目の探索 
 
■加工利用情報の収集 
■先進地事例調査 
■新規品目検討会の開催 
 
 

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携 

・加工業務用産地育成協議会活動については振
興局（普及指導センター）とＪＡ、関係市･町、農業
委員会、農業生産法人と連携し実施 
 
・塩蔵野菜作付面積の拡大推進や新規品目の導
入は野菜担当普及指導員が農業革新支援専門員
の協力を得ながらＪＡと連携し実施。 

○平成２５年に「五島地域加工業務用産地育成協議会」を設立し、関係機関
と連携により、たかな作付けを推進、新規品目の導入検討などを実施。 

○五島産たかなの需要が高まる中、計画的な規模拡大を図るため、平成２６
年度には国庫事業により高菜加工場を増設し、生産体制を強化した。 

○一方、将来の担い手不足による産地の維持・拡大が懸念されているため、
労力支援システムを導入し、面積拡大による所得向上を図る。 

○平成２７年には、一次塩蔵野菜（たかな、きゅうり）の作付面積１００ｈａ、新
規品目は１品目の導入を、目標とする。 

 

・各種補助事業の活用により高菜加工場を増設
し、Ｈ25年度の作付け面積は85haと、Ｈ20年度
と比較し170％増加している。 

・展示圃の結果に基づいた、タカナ病害に対す
る環境保全型防除モデルを提示した。 

・H26年度に7名のタカナ生産者に対し作業支援
者１名を派遣し、収穫作業の補完を試行的に行
なった。 



               特別栽培水稲・大豆の生産安定と作付面積拡大      
計画期間：平成23年度～平成27年度 

長崎県 

目標とする成果 

○ 特別栽培農産物面積 
１．水稲 （H21現況 → H27）     
  ７５．６ｈａ → １００ｈａ 
２．大豆 （H21現況 → H27） 
  ５５．８ｈａ → ７０ｈａ 

○ 特別栽培農産物面積の推移 
 水稲H21：75.6ha→H26：229ha 
 大豆H21：55.8ha→H26：75ha 
 
 
 
 
 
 
 

○「つや姫」作付面積の推移  
 H24：88ha → H26：196ha 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２３年 
・生産組合の集団長会議の講習、集合指導の実施 
・農協と連携し「つや姫」の実証圃設置による栽培 
技術の検討、栽培基準の作成、「つや姫」生産部会
の設立 
・「壱州豆腐まつり」の実施、特別栽培大豆を使用
した壱州豆腐の製造・販売 
 
平成２４年 
・実証圃の結果に基づき「つや姫」の栽培基準（特
別栽培）を検討 
・地元ｹｰﾌﾞﾙTVでの「つや姫」紹介、初出荷式開催 
・壱岐産大豆を使用した壱州豆腐づくり検討会開催 

平成２５年 
・「つや姫」生産部会総括説明会、総会での栽培技
術指導 
・生産組合の集団長会議での大豆栽培技術講習 
 
平成２６年 
・中干し、穂肥現地検討会での栽培技術指導によ
る食味改善 
・栽培技術改善による食味向上及びブランド化推
進のため食味計導入 
 
 
 
 

今回の普及活動の特徴 

・関係機関の連携による生産組合の集団長会議
や生産部会での組織的な栽培技術指導の実施、
作付拡大推進 

・農林技術開発ｾﾝﾀｰの研究成果に基づいた支援、
農業革新支援専門員の助言による指導体制 

関係機関との連携 

・農協、普及指導員を主体とした栽培技術指導、
農協、普及指導員、市、農業共済組合による適
期防除指導の実施、作付拡大推進 

 
 

○壱岐市の幡鉾川流域地帯においては、大型圃場整備が行われ、１～２ｈａ規
模の大区画水田に整備されており、生産組合により水田農業が営まれている。 
○平成２２年度に高温耐性がある早期水稲新品種「つや姫」を試作し、導入、
定着が期待され、栽培技術（特別栽培）の確立が求められていた。大豆栽培に
ついては、生産組合ごとに単収・品質に差が生じていた。 
○「つや姫」の生産部会設立による栽培技術の検討、作付拡大推進 
○平成２７年度には「つや姫」を中心とした特別栽培水稲面積１００ｈａ、特別栽
培大豆面積７０ｈａを目標とする。 



        
計画期間：平成23年度～平成27年度 

長崎県 

目標とする成果 

アスパラガス生産量の増加 
アスパラガス部会での全体の生産量を増加させ
る。(平成26年度３５ｔ→平成27年度４６ｔ) 
 

目標を達成するための普及活動 

平成23年度 
■全戸巡回指導、定期の現地検討会で適期作業
の励行指導 
■展示圃設置によるデータ収集 
 (夏季昇温対策) 

平成24～26年度 
■全戸巡回指導、定期の現地検討会で適期作業
の励行指導 
■展示圃設置によるデータ収集 
 (排水対策、トンネル保温、補植株定着率、
雌雄株の収量差) 
■新規就農者への支援 
 (圃場準備指導、栽培技術研修) 
■改植マニュアルの活用による改植推進・改植
の指導 

平成27年度 
■全戸巡回指導、定期の現地検討会で適期作業
の励行指導 
■展示圃設置によるデータ収集 
 (茎枯病防除、夏季昇温対策、秋季追肥調査) 
■新規就農者への支援 
 (圃場準備指導、栽培技術研修) 

今回の普及活動の特徴 

■県・市・ＪＡなど関係機関と連携した活動を
展開する。 
 

■展示圃を設置することで、データの収集およ
び生産者への技術の普及をはかる。 
 

■定期的な現地検討会と併せて、全戸巡回を実
施することで、部会全体の収量の底上げをはか
る。 

■新規就農者への支援をおこない、栽培管理技
術の習得と地域への早期定着をはかる。 

関係機関との連携 

■ＪＡと現地検討会を開催。巡回指導に当って
はＪＡと事前の指導内容等の打合せを行い情報
共有することでスムーズな支援を展開する。 

■農業革新支援専門員から他産地の情報提供や
展示圃設置について普及指導員に助言。 
 

■新規就農、規模拡大の支援について、市・Ｊ
Ａと連携し、事業の活用を図る。 

○対馬地域のアスパラガス栽培では、単収向上が課題であるが、株
の老齢化や生産者の高齢化による管理不足、圃場の排水悪化等の問
題が多い。 

○高齢化等により栽培者数が減少しており、新規栽培者の確保・育
成や作業の省力化が必要である。 

アスパラガスの生産安定 
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