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ホワイトアスパラガスの導入による産地活性化
計画期間：平成28年度～平成30年度

佐城農業改良普及センター

目標とする成果

■農家所得の向上

【経費】 初年度に34万円/10a
【販売金額】 74万円/10a増加

■栽培面積の拡大と販売金額の増加

【栽培面積】 202a
【販売金額】 38百万円

目標を達成するための普及活動

■ホワイトアスパラガスの普及
①研修会の開催

・ホワイトアスパラガス栽培の推進

②経営評価
・導入農家において３年間、労働時間や経費、

販売金額等を調査

■安定生産技術の組み立て
①展示圃の設置・調査・分析

・光合成能力の把握
親茎の光合成能力を調査し、

収量との関連について分析
・栽培管理の把握

立茎時のハウス内温湿度を調査し、
光合成能力との関連について分析

②栽培指針の作成
・技術指導の強化と生産技術の高位平準化

■技術指導及び情報提供
①栽培研修会の開催

・展示圃調査の結果報告
・研究機関からの最新情報の提供

②指導情報への掲載
・JAの指導情報に掲載し、多くの農家に周知

今回の普及活動の特徴

■既存のアスパラガス栽培ハウスにおいて、比
較的安価な資材の導入により高単価な新たな
品目の創出を行い、農家の所得向上を図り、
生産意欲の向上に繋げた

関係機関との連携

○佐城地区アスパラ部会は県内アスパラガス生産量の３割を担う主産地と
なっている。新規就農者も多く、これからの産地維持と活性化に向け、新た
な取り組みが必要である

○ホワイトアスパラガスの推進と安定生産に向けた栽培技術の組み立てを
行った

○新たな流通販売戦略も見据え、農家所得の向上を図り、産地の活性化を
目指す
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大規模露地野菜の栽培技術の確立と生産振興

計画期間：平成29年度～平成31年度
三神農業改良普及センター

目標とする成果

１．作付面積の推移（単位：ｈａ）
■モデル農家の作付面積の拡大（H30/H28）
・タマネギ（23.6→26.8）114%
・キャベツ（18.5→33.3）180%
特にキャベツの伸びが顕著
■産地への波及効果
（H30/H28）
・タマネギ 106%、キャベツ 142%
特にキャベツの伸びが顕著
・モデル農家以外のキャベツ
面積の拡大

（H29）:2.8ha→（H30）5.0ha
■タマネギ・キャベツ１ｈａ以上農家数17戸(H30）

3．モデル農家別病害発生状況

目標を達成するための普及活動

１．生産技術向上のための活動（平成29年～30年）

■「露地野菜の規模拡大を考える会」の開催
特にH30は、加工業務用野菜振興、スマート農業、
セルトレイ育苗等をテーマに年5回開催

■新技術実証展示圃の設置
キャベツ品種比較試験、タマネギべと病対策等
展示圃は現地研修会の場としても活用した。

■管内現地研修（計4回開催）

■露地野菜の作付推進

今回の普及活動の特徴

・地域の生産者が注目するモデル農家（若い生
産者や大規模農家）20戸を選定

・新技術実証圃設置や各種研修会を通じたモデ
ル農家の栽培技術向上による産地の活性化

関係機関との連携

○加工業務用野菜の需要が高まる中、管内では冷蔵庫やカット野菜工場も
整備され、露地野菜の生産拡大が望まれている。

○生産拡大のためには地域を牽引するモデル農家（若い生産者や大規模農
家）の育成が急務であるため面積拡大が期待されるモデル農家20戸による
『露地野菜の規模拡大を考える会』を立上げた。
○専門家を招聘した研修会を開催し又新技術実証展示圃設置を通じ、特に
近年のタマネギべと病発生や異常気象等に対応した生産技術向上を図った。
○目標として、タマネギ・キャベツ作付１ｈａ以上組織・農家数20戸を目指した。

普及センター
(技術指導、検討会開催、展示圃設置、分析等)

JA（技術指導、作付推進）、市町（情報提供）、
農林農政課（補助事業等情報提供、事例調査）

連携
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2.モデル農家の年度別タマネギ収量
（品種：ターザン）
農家 H28 H29 H30 H30/H28 H30/H29

A 1,724 4,079 4,478 260% 110%

B 3,804 4,271 4,773 125% 112%

べと発生状況 多発 未発生 未発生

単位：kg/10a

〇べと病等の病害発生抑制
〇育苗等の栽培技術の向上

単位：％
農家 H28 H29 H30
A 11 0 0
B 3 0 0

注：病害の発生は、収穫物（タマネギ球）を見て判断

反収の
向上

生育良好

キャベツ育苗研修会
（みしま営農組合）

タマネギべと病対策
現地研修会(上峰町)

推進パンフレット 研修大会で推進
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計画期間：平成２８年度～平成３０年度
東松浦農業改良普及センター

目標とする成果

１．分娩間隔の短縮・・・２９日間短縮
■主に「飼料メニュー」「繁殖管理・観察の徹底」「長
期不受胎牛への対応」の改善指導により重点対象
農家（７名）の分娩間隔が短縮。

分娩間隔７名の平均
（H２７年）４１３日 → （H３０年）３８４日
＊最大で約３ヵ月間短縮した農家あり

２．農家の所得向上・・・１５０万UP

注）対象農家の平均母牛頭数（60頭）子牛販売価格で算出

３．子牛の出荷頭数・・・３８頭増加

注）対象農家の年度別子牛出荷頭数

目標を達成するための普及活動

平成２５年～２９年

■分娩間隔が長くなっている原因について聞き取り
調査や優良事例調査を実施。結果、以下の３項目
の改善が必要であることが判明。

①「飼料メニュー」繁殖牛のステージ（妊娠中である
かなど）で量と成分のバランスが重要。
②「繁殖管理・観察の徹底」牛個体管理と牛群管理

③「長期不受胎牛への対応」問題牛の早期発見と
早期治療

平成２８年～３０年
■繁殖牛の簡易飼料計算ソフトを導入して適切
な飼料の量とバランス（草、濃厚飼料）を指導。
■繁殖管理盤の設置（見える化を推進）や取組
農家同士で意見交換会を実施。

■繁殖管理・観察で得られた情報を獣医の先生
と共有。
■分娩間隔を短縮するための技術や経営に及ぼ
す影響について定期的な研修会を開催。

今回の普及活動の特徴

○現状把握を含めると６年間という長期間に渡
り活動してきた課題であり、普及活動を継続的
に展開したことで地域に根付いた取組となった。

○これからの地域を担う若い繁殖農家を重点対
象農家としたことで、規模拡大などの気運も高
まっており、繁殖産地の基盤強化を図ることが
できた。

関係機関との連携

○分娩間隔を短縮するためには、牛の早期治療
も重要となることから共済組合の獣医の先生に
も協力してもらった。

○普及員のネットワーク機能を活用して優良繁
殖農家や地域の農業士はもちろん農協、家畜保
健所、畜産協会などの関係機関と一体となった
活動を展開した。

○繁殖農家の高齢化による離農などの影響から繁殖牛頭数が減少し、それ
に伴い肥育農家が必要とする子牛が不足している。
○将来の担い手となる若い繁殖農家は、繁殖牛の分娩間隔が長期化してお
り分娩間隔を短縮することで、子牛の生産頭数を増やし所得を向上して地域
を元気にする必要がある。
○そこで、分娩間隔が長期化している原因を分析して改善指導を実施した結
果、分娩間隔が1ヵ月短縮。所得も約150万UPして子牛出荷頭数も増加した。

分娩
間隔

分娩
頭数

販売
収入

繁殖牛
飼料費

子牛
生産費

所得

413⽇
活動前 53頭 3,975

万円
492
万円

1,998
万円

1,485
万円

384⽇
活動後 57頭 4,275

万円
492
万円

2,148
万円

1,635
万円

300

320

340

360

380

28年 29年 30年

332
352

370

繁殖管理盤の設置 農家同士で意見交換

分娩間隔短縮による肥育素牛生産拡大
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ナシ園地確保・流動化の推進による産地の維持・振興
計画期間：平成28年度～平成30年度

西松浦農業改良普及センター

目標とする成果

■園地流動化による樹園地を守る組織が発足
・ナシの栽培面積、農家戸数が年々減少

→ やめる園地を引き継ぐ仕組みづくりが必要

・集落単位で樹園地を守る会が設立
「伊万里梨発祥立川の梨園を守る会」設立（H29）
「府招上地区の樹園地を守る会」設立（H30）

■ジョイント栽培を中心とした改植面積の拡大
・樹の高樹齢化が進み、生産基盤が低下

↓
省力化と早期成園化が
期待されるジョイント栽培
を中心とした改植の推進

・ジョイント栽培の導入実績
平成27年度時点の導入実績 約2.2ha、11戸
平成30年度末での導入実績 約4.2ha、18戸

目標を達成するための普及活動

■集落単位での園地流動化の推進
平成28～30年度：ナシ園地地図と台帳の整備
平成28年度

4月～：関係機関の役割分担と取組内容の検討
8月～：ナシ・ブドウ部会における取り組み推進
1月：果樹振興大会で全品目の生産者に推進
2月：座談会で集落単位での取り組み推進

平成29年度
4月～：大川地区立川集落での取り組み開始
10月：南波多地区のナシ役員へ取り組み推進
12月：「伊万里梨発祥立川の梨園を守る会」設立
1月：前年に続き、集落座談会の開催

平成30年度
4月～：南波多地区府招上集落での取り組み開始
11月：「府招上地区の樹園地を守る会」設立
12月：中山間振興の研修会で立川の事例紹介

■ジョイント栽培を中心とした改植の推進
平成28年度にジョイント栽培研究会の立ち上げ
↓
主な活動
・先進地視察研修：埼玉県、栃木県、神奈川県
・研修会、互評会の開催
・根圏制御栽培導入農家への濃密指導
↓
新規導入者が増加し、視察研修で学んだ低樹高
ジョイントや根圏制御栽培の導入が進んだ今回の普及活動の特徴

■集落単位での園地流動化の推進
・関係機関の意識統一と役割分担を明確化し、
それぞれが主体的に取り組む体制づくり

・農家へ粘り強く推進し、やらされ感でなく、
自発的に取り組んでもらう意識の醸成

・樹園地の保全管理者も参加した組織化(府招上)

■ジョイント栽培を中心とした改植の推進
・研究会の立ち上げと積極的に学べる環境づく
り（＊視察研修などに補助事業活用）

関係機関との連携

■技連果樹部会
↑↓ 進捗状況の確認、取組内容の検討
■活動チーム
・普及センター：企画・まとめ、地図の作成
・伊万里市：協力金関係、市単事業の検討
・市農業委員会：農地の貸借、中間管理事業
・JA伊万里：部会や集落の調整、新・改植推進
・農林事務所：協力金関係、市のサポート

○ナシの栽培面積の減少が続き、樹の高樹齢化も進行するなか、園地を引
き継ぐ流動化や省力化のジョイント栽培などの改植の推進が必要である。

○園地流動化では関係機関で役割分担を明確にし、集落座談会の開催など
粘り強く推進活動を行った。ジョイント栽培では研究会を立ち上げ、先進地
視察研修を行い、低樹高ジョイントや根圏制御栽培の導入を推進した。

○園地流動化では2集落で樹園地を守る会が設立され、ナシ園を引き継ぐ体
制づくりができた。ジョイント栽培の導入面積は取組前の約2倍に拡大した。

Aさん

Aさん

Bさん

Bさん

Cさん

現在の耕作者

Aさん

Aさん

Bさん

Bさん

Bさん

1～10年後までの借受者を計画

農
地
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賀
県
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業
公
社
）
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け
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借
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中間管理事業 地域リレー方式

低樹高ジョイント
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タマネギの安定生産と産地強化
計画期間：平成28年度～平成30年度

杵島農業改良普及センター

目標とする成果

１．実証農家の収量向上
H28 3,216kg/10a→ H30 5,783kg/10a
部会定点調査
H28 2,774kg/10a→ H30 6,385kg/10a

２．実証農家の3月中旬のGI値
H28 107→ H30 3月中旬調査予定

３．安定生産技術を取り入れた実証農家数
H28 1戸 → H29 4戸 → H30 6戸

４．物理性改善効果の確認

５．べと病発生の抑制（農業技術防除センター調査）

目標を達成するための普及活動

１．安定生産技術の確立
①生育不良要因の解明（H28、H29）
・発病程度別に土壌調査及び聞き取り調査を実施。

②べと病抑制優良事例調査
・発病程度別のアンケート調査（H28）と、輪作によ
るべと病抑制の事例調査（H29）を実施。

③実証圃の設置（H28～H30）
・調査結果を元に、物理性改善試験を実施。また、
農試白石分場の試験結果を元に、夏季長期湛水
試験を実施。

２．べと病抑制対策の普及
①栽培管理・防除体系の改善（H28～H30）
・実証圃や現地調査の結果、試験場の試験結果を
報告し、データを元に暦を検討・作成。

②研修会の開催（H28～H30）
JA各支所研修会や町主催の研修会で、栽培の見
直しや体系防除などを呼びかけた。

今回の普及活動の特徴

・現地巡回や事前調査を行い、地域の現状と課
題を把握した。

・著しい減収により産地存続の危機となったと
きに、地域の現状と課題を関係機関みんなで共
有し、改善に向けて一丸となって取り組んだ。
その結果、徐々に収量が回復してきている。

関係機関との連携

・各種調査は、JA（支所指導員も含む）と連携
して実施した。

・調査結果は指導員会などで報告し、農家指導
の指針を共有した。

・白石町（白石町病害虫防除推進協議会）と連
携し、JA部会員以外へも広く伝わるようにべと
病研修会やべと病対策の広報などを行った。

・県タマネギべと病対策会議と連携し、調査結
果の共有や、体系防除推進などを行った。

○タマネギは佐賀県の主要品目の一つであり、白石町は日本国内におい
て北海道とのリレー販売で、主に4月から9月までの供給を担う責任産地であ
るが、近年、軟弱生育やべと病の発生増加で収量が不安定となっている。
○そこで、ＪＡや白石町、べと病対策会議と協力し、現地調査等を通してタマ
ネギ栽培の現状及び問題点を把握し、実証試験や研修会での指導など改善
に向けた取り組みを行った。
○地域一丸となり取り組むことで、収量の回復、タマネギ産地の再興を目指
す。

同一圃場において物理性の改善を図ったところ、生
育が改善した。

H28 H29

年度 発病株率（4/下）

H30 33.1

H29 0.45

H28（多発生年） 50.3

5



二階建て方式地域営農システムの塩田モデルの構築
計画期間：平成27年度～平成31年度

藤津農業改良
普及センター

目標とする成果

１ 法人のメリットを生かした儲かる米づくり
（１）酒造好適米「山田錦」の

契約数量（ha）

目標16.0ha   実績18.6ha
達成状況 (116%)

（２）飼料用米「ミズホチカラ」の
栽培面積 (ha)

目標 5.0ha  28.0ha
(560%)

２ 法人で稼げる高収益野菜を導入した法人
目標３法人  ３法人

(100%)
法人で稼げる高収益
野菜の 導入面積(ha)
目標3.8ha  5.0ha

(132%)

３ 経理の効率化に取り組んだ法人（累積）
目標１法人  ２法人(200%)

・プール計算方式の一部
導入へ （一法人で、
大豆からスタート）

・枝番での従事分量配当
の 煩雑さの改善に着手
(聞取りから見えた事)

目標を達成するための普及活動

平成29～31年

■酒米を基軸に生産体制を再構築するため、一般
社団法人の設立支援。

酒米法人準備会で協議し、農業法人への調整を

提案し、倒伏させず高品質な酒米生産のため、大
豆後とならない様に作付け調整ができた。

平成27～29年
■加工契約キャベツ栽培
の品種実証ほ設置や経営
調査（労働時間・収支）
をし、その結果に基づき
栽培推進マニュアルを
作成。

平成29～30年
■普及指導員の提案により嬉野市営農組合連絡
協議会の下部組織として法人部会を、さらにそ
の下に会計担当者会が設立し、研修会等を開催。

今回の普及活動の特徴

１ 酒造会社も取り込んだ「実需者が望む山田
錦を企画・調整する一般社団法人」が酒米
を生産する農事組合法人を下支えする。

２ 集落営農法人が経営・営農発展できる農業
法人として成長できるよう営農面・経営面
での支援活動を進めた。

関係機関との連携

1「藤津農業の人と農地を考える推進会議」を
関係機関（県､市町､農業委員会､ＪA､NOSAI ）
で組織し、定期的に開催。各市町に推進地区
を定め、活動状況や情報の共有を図った。

２ 年に2回（中山間・法人化）のシンポジウム
を各市町の会場を持ち回りで開催し、管内や
県内外の事例を周知し、活動の活性化を図っ
た。

●農業法人が“営農発展”するために
○県内最大の酒米産地として酒造会社と連携した儲かる法人を！

酒造好適米「山田錦」の契約数量 H29 13.8ha(当初配分面積）  H30 16.0ha(目標)
○露地野菜で儲かる法人経営を！

法人で高収益野菜の導入（加工業務用キャベツの契約栽培） H29 3.2ha  H30 3.8ha(目標)
●農業法人が“経営発展”するために

○経営的な支援（省力化や低コスト化）と経理的な支援（会計担当の事務軽減）
経理の効率化に取り組んだ法人（累積） H29 ―法人  H30 １法人(目標)

キャベツ作付面積の推移キャベツ作付面積の推移

山田錦作付面積の推移山田錦作付面積の推移
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中山間地域における園芸産地の振興「農作業受委託

システムの構築」 計画期間：平成２９年度～平成３２年度

佐城農業改良普及
センター

目標とする成果

１．作業・道具の分解・見える化

→障がいのある方それぞれの個性と特徴を生か
した作業をすることが出来るようになった。

２．農作業受委託マニュアルと役割分担表・ＰＲ紙
の作成

→１）各関係機関の役割が明確となった。
２）システム利用農家の拡大に繋がった。

３．農作業受委託システム利用農家戸数
H29年度：2戸  H30年度：10戸（のべ）

目標を達成するための普及活動

１．富士町管内の園芸農家の労力実態調査
１）労働力不足と回答したＪＡ部会員の割合

ホウレンソウ３６％、パセリ３１％、トマト７５％
２）労働力が不足する作業内容・時期

２．作業受委託にかかる体制・窓口整備

３．福祉事業所の方々への作業研修会

今回の普及活動の特徴

１．普及員が農業福祉相互へのコーディネート
機能を発揮することで、農業サイドの労力不足
の解消の一助となる上に、障がいのある方たち
の経済的・社会的自立支援にも繋がっている。

２．普及員が福祉事業所への６次化の提案を
行ったことで、富士町産野菜がカフェメニュー
に。産地ＰＲアイテムが増えた。

関係機関との連携

佐賀北部地区農福連携推進ネットワーク

〇小～中規模かつ春～秋主体の複合経営が多い当産地では、常時雇用を希
望する求職者ニーズとのマッチングが難しく、規模拡大の壁となっている。

〇家族労働力が実質１～２名の新規就農者が増えているため、特に労力が不
足する農繁期には全量収穫出来ずに圃場廃棄したり、規模縮小を検討する
傾向が見られる。

〇作業受委託にかかる体制・窓口整備や関係機関による組織化を行い、福祉
事業所との連携による農作業受委託システムを構築することで、労力不足
の解消を目指す。

〇農作業受委託システム利用農家戸数：Ｈ28年度０戸→平成32年度８戸。

ホウレンソウ調整作業研修会

パ
セ
リ
の
管
理
・

移
植
・
定
植
作
業

で
も
実
施

調整時に製品化するか
どうかを視覚化

Ｍ
サ
イ
ズ
の
も
の
は

ピ
ン
ク
の
箱
に
入
れ
る

このテープを
超えたら重量ＯＫ

パセリ乾燥、粉末まで
事業所独自で加工！！
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新たなパン用小麦（さちかおり）の安定生

産への支援 計画期間：平成30年度～平成31年度
三神農業改良普及センター

目標とする成果

１．目標収量・品質の達成
■導入初年度から平均収量348kg/10aと、最終年

度目標（350kg/10a）に近い収量を記録した。
※最高で487㎏/10a
■品質も優れ、導入初年度

から全量１等を達成した。

■「シロガネコムギ」から「さちかおり」へ品種転向し
た際の経営指標を作成し、栽培意欲向上に繋
がった。(単収350kg/10a換算で、10a当たり
12,905円の所得増)

■作付面積の拡大
30年産：8ha（4名）

⇒31年産：13ha（5名）
実需者の
評価を得、県全体で3,000ｔ（1,000ha）の要望

３．生産者と実需者の連携強化
■実需者が生産現場を視察し、生産者と交流を

行ったことで、産地の信頼を得た。
■生産者は実需者が求める品質を知り、実際に「さ

ちかおり」で出来たフランスパンを食べ、栽培意
欲が高まった。

■「さちかおり」のフランスパンは現在、東京のこだ
わりのパン屋さんで販売中。

目標を達成するための普及活動

◎安定生産のための支援
【30年産の活動】

■栽培研修会（12月）
品種特性・栽培管理について生産者を集め、研
修会を開催した。

■展示圃の設置
栽培体系を検討するために、展示圃を設置 した。
展示圃は現地検討会、実需者との意見交換の
場としても活用した。

■現地研修会（4月）
高タンパクが求められるパン
小麦の特徴である穂揃期の
追肥時には、関係機関と生
産者全員で圃場を巡回し、
追肥の量と時期について徹
底した指導を行った。

■生産者・実需者交流会（8月）
「さちかおり」に対する意見交換及び従来のフラ
ンスパンとの食べ比べを行った。生産者の顔写
真を販促に活用することになった。

【31年産の活動】
■播種前土壌診断、栽培管理指導の実施
■展示圃の設置

今回の普及活動の特徴

・生産者と実需者の結び付けた普及活動。

・経営指標による、導入メリットの明確化。

関係機関との連携

○パン用小麦は穂発芽のリスクが高いため、交付金（パン用加算）による農
家所得向上が見込めるものの、東部地区ではほとんど栽培されていなかっ
た。既存の「ミナミノカオリ」に比べて、穂発芽耐性及び収量性が優れる新品
種「さちかおり」の導入を図った。
○重点指導及び栽培体系の確立により安定生産を図るとともに、生産者と
実需者との連携を強化し、新品種の普及拡大を図った。
○目標として、重点対象農家の平均収量330kg/10a、１等比率８割及び作付
面積の拡大を目指した。

普及センター（技術指導、実需との連携、展示圃
設置、データ分析）

JA（研修会等の開催、実需との調整、調査協力）

連携

生産者 作付面積（a）単収（㎏/10a）
A氏 203.2 487
B氏 107.7 365
C氏 159.8 347
D氏 329.4 258
計 800.1 348
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ハウスミカンの環境制御による生産力強化
計画期間：平成28度～平成30年度

東松浦農業改良
普及センター

目標とする成果

１ ハウスの高温抑制と着色促進・青果率向上
樹体温度は７℃低下し、青果率は地区平均より
１０％以上向上

2 ハウス内環境の「見える化」による炭酸ガス制御
環境測定機器の導入が増加し、効果的な日中施
用が可能となる

3 安定した高反収栽培の達成
地域平均を約２ｔ上回る

目標を達成するための普及活動

■果樹担当者会での活動チェックと研修会での取
り組み事項の明確化 （平成28～30年）

■高温対策パンフレット配布による全生産農家
に対する情報提供 （平成30年）

■炭酸ガス施用に適した管理技術の検討と効率
的な環境測定機の検討 （平成29～30年）

今回の普及活動の特徴

■活動を重点化し収益性を含めた検討を行った。

■アンケート等で先進生産者の管理実態を把握。

関係機関との連携

■果樹試験場での試験成果を展示圃で実証した。

■農業技術防除センターとの連携により、土壌
水分リアルタイム測定を管理組み込んだ。

〇ハウスミカンでは、生産経費増加に対して高商品果率の向上や反収の増
加が重要な課題となっていた。

〇このため、フルオープンハウスを活用した高温抑制による果実着色の促進
技術と炭酸ガス日中施用による反収増加技術の確立・普及に取り組んだ。

〇その結果、フルオープンハウス導入園において青果率が向上し、全生産
農家へ効果の情報提供を行った。炭酸ガス日中施用の取り組みでは、環
境測定機の導入促進と地域平均より約２t高い反収が達成できた。

41.1℃

34.3℃

フルオープンハウス

フルオープンハウス 慣行ハウス

慣行ハウス

単収６ｔとして210千円
程度の所得向上効果

収穫時期が早期化し
収穫回数も削減

平成２８～平成３０年
の活動成果を取りま
とめて作成

ＪＡからつ及びＪＡ鏡果実
のハウスミカン部会員に
配布（合計１９１戸）

高反収条件での摘果方法 リアルタイム環境
測定器の検討

摘果方法を農家管理（葉果比５）
から改善（葉果比10）

 
10a当り800千円の増収と試算

0 3 6 9 12 15 18 21
時刻

無施用

日中施用
環境測定機の導入台数
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共同乾燥施設におけるトップブランド米の生産
計画期間：平成28年度～平成30年度

西松浦農業改良
普及センター

目標とする成果

１ トップブランド米産地の確立
◆「伊万里深山米」のトップブランド化

（佐賀県特別栽培農産物（D）認証）
→県内を代表するトップブランド米に

成長（一般栽培の夢しずく（１等）と
比較して、1,100円/60kg（H30産）
高い価格設定

◆「国産長粒米ホシユタカ」の産地確立
→実需者を招いた産地見学会や

レシピコンテストを開催した結果、
順調に需要が増え、作付面積が
拡大1.3ha(H27産) → 5.4ha(H30産)

２ 共乾施設の荷受けシステム改善
◆「伊万里深山米」は収穫時にタンパク質含有率

による区分荷受けを実施（6.5%以下）
→共同乾燥施設での製品の均質化

◆タンパクマップを作製
→基準（6.5%）以下のタンパク質含有率を全ほ場

で達成

３ 新たな普及候補品種の選定
◆市場の動向に注視しながら検討

目標を達成するための普及活動

１ 「伊万里深山米」の取り組み
◆ブランド米産地確立に向けた指導機関体制整備
◆栽培技術の高位平準化のための研修会の開催

◆区分荷受けを行うための事前調査の支援及びタ
ンパクマップの作成

◆SNS等による産地からの情報発信

２ 「国産長粒米ホシユタカ」の取り組み
◆栽培技術の確立（栽培暦の作成）
◆産地見学会やレシピコンテストによる知名度向

上への取り組み
◆知名度向上を目的とした東京オリンピックへの食

材提供を目指したJGAP 認証取得への取り組み

３ 新たな品種・系統の普及
◆晩生品種「佐賀52号」及び中生品種「佐賀63
号」の展示圃設置

今回の普及活動の特徴

◆産地から情報発信：SNS及びﾚｼﾋﾟｺﾝﾃｽﾄ等

◆県内初のJGAP穀物の団体認証への取り組み
（平成31年7月認証予定）。

関係機関との連携

◆産地サイド：普及センターと地元JAが生産者
への栽培指導を行った。

◆消費地サイド：米卸及び米専門店が消費者へ
のブランド認知度向上への働きかけを行った。

〇管内のブランド米は情報発信力が弱いため認知度が低く、生産面
においても栽培管理や集荷体制が不十分であった。

〇ブランド米としての栽培技術の徹底及び共乾施設の荷受体制整備、
SNS等による産地からの情報発信に取り組んだ。

〇「伊万里深山米」は、県を代表するトップブランド米となり、一般栽培
の「夢しずく」より1,100円/60kg高い。

〇「国産長粒米ホシユタカ」は需要増により作付面積が、平成27年産
の1.3haから平成30年産では5.4haに拡大した。

「伊万里深山米」FB

レシピコンテスト

タンパクマップ

産地見学会総合

外観

香り

味

粘り

硬さ
佐賀52号

佐賀63号

0

200

400

600

佐賀52号 佐賀63号

679㎏ 635㎏
反収 食味観桜試験
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オリジナル品種を活用した花き産地育成支援
計画期間 平成29年度 平成30年度

杵島農業改良普及センター

目標とする成果 目標を達成するための普及活動

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携

■親株の採穂性向上策の実証
・穂が取れないイメージの払拭

■アレンジ用途の浸透
・満開状態での出荷
・草花農家による栽培

■平坦における新作型の開発
・春期（4-6月）＋冬期（12-3月）出荷作型

■平坦栽培マニュアルの作成

■親株床展示圃の設置（H29）
・JA部会員圃場で月1回の現地研修会で共有

■満開出荷戦略（H29-30）
・蕾で収穫して満開にさせる水揚げ剤の選定
・キク部会の出荷市場に満開サンプルを送付

→市場担当者からの高い評価
・草花農家への推進および栽培指導

■展示圃の設置と作型開発（H29-30）
・先進農家圃場に設置し、花芽分化要因を解析
・作型予測できる平坦栽培マニュアルを作成

■他産地との交流（H29-30）
・中山間との情報交換（鳥巣の白蕾研究会）
・平坦どうしでの情報共有や出荷市場の調整

■関⻄⽅面の市場へのPR（H29-30）
・なにわ花市場や京都生花に展示して、仲卸業

者や花屋へのPRを実施

桃⾊輪ギク「佐賀RK1号」

シンテッポウユリ「鳥巣の白蕾」

桃⾊輪ギク「佐賀RK1号」

シンテッポウユリ「鳥巣の白蕾」

■栽培農家1⼾→4⼾
…キク農家2⼾＋草花農家2⼾

■栽培農家1⼾→2⼾
■中山間＋平坦リレー出荷による周年出荷

■現地実証により、キク農家に定着していた「穂
が取れない」イメージを変えることができた

■先進農家を展示圃に選定したことで、短期間で
平坦栽培マニュアルを作成できた

■JA白石キク部会による月1回の現地研修会で展示
圃を確認し、部会員で結果を共有できた

■管内外に新規栽培者が増加したため、普及セン
ター間で連携して研修会を実施した

桃⾊輪ギク「佐賀RK1号」

シンテッポウユリ「鳥巣の白蕾」

桃⾊輪ギク「佐賀RK1号」

シンテッポウユリ「鳥巣の白蕾」

○満開でアレンジ適性の高い輪ギク「佐賀RK1号」は、蕾で出荷
するキク農家から、採穂性が劣ることもあって敬遠されてきた。
しかし、採穂性向上策の現地実証や満開での市場性の高さから、
農家の意識が満開出荷に変化してきた。

○蕾の時から純白のシンテッポウユリ「鳥巣の白蕾」は、中山間
の夏期だけの出荷であったが、平坦の春および冬期作型開発に
より、周年出荷体系を確⽴した。

平坦̲春 中⼭間̲夏 中⼭間̲秋 平坦̲冬

H29実績
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茶を基幹とした複合・多角化経営による茶農家の経営強化
計画期間：平成28年度～平成29年度

藤津農業改良普及センター

目標とする成果 目標を達成するための普及活動

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携

〇荒茶価格の低迷と茶の樹勢低下による減収により、茶業経営が
厳しく なっていることから、茶農家の所得向上対策に取り組む
１．茶の増収対策：枝条・施肥管理による樹勢回復技術実証・普及

（現況0⇒目標30戸）
２．複合品目導入：「ほおずき」、「さといも（福頭）」、「大麦若葉」の

３つの品目で複合経営のモデルを育成（現況0⇒目標20戸）
３．事業活用等による多角化経営の推進 （現況0⇒目標4戸）

○ 葉層確保による増収効果
⇒実証区収量 慣行対比10％増

〇 再生芽生育促進による増収効果
⇒実証区収量 慣行対比 3～7％増

■茶の増収に向けた技術実証と提案

■複合品目導入に向けた取り組み
⇒モデルとなる経営体が育成され取り組み拡大

■多角化経営へ向けた取り組み支援

■増収に向けた実証展示ほの設置（H28~29年）
⇒３ほ場で、増収に向けた技術実証を実施
⇒ JA・試験場と連携し、展示ほを活用した

研修会を開催

■複合品目に対する意向調査 （H28~29年）

■多角化へ向けた取り組み

⇒農業ビジネスサポート
事業や６次産業化支援セン
ターの活用推進
⇒嬉野紅茶協議会における

アップルティーの試作支援（H28）

■複合品目栽培研修会（H28~29年)

■複合経営推進協議会の立ち上げ

■茶の技術担当者会議で協議を開始■樹勢回復につながる栽培技術の実証により
樹勢に応じた栽培管理の選択肢を提案でき、
生産者の栽培技術の向上が期待される。

品目 H28 H29 H30

ほおずき
1戸

（0.6a）
4戸
（5a）

4戸
（6a）

さといも
（福頭）

2戸
（2a）

2戸
（3a）

5戸
（15a）

大麦若葉
23戸

（12ha）
39戸

（27ha）
40戸

（30ha）

年度 支援数 内容

H28 １ アップルティー試作支援

H28 １
ロゴ・パッケージ作成

・販売活動支援

H29 １ 真空包装機械導入

H30 １ HP・パンフレット作製

JA、試験場、市役所と連携し、現地茶園の課題
を共有し、最新の栽培技術による解決法を模索

JA、市役所と連携し、複合品目の栽培状況、取
り組み農家の反応を共有。

⇒複合経営に対する意向の把握
と取り組み農家の掘り起こし

■複合経営のモデルとなる生産者が育成され、
各品目で農家間への波及が見られ始めた

■複合品目の中では、特に大麦若葉が生産者
が取り組みやすく、費用・作業面の負担も少ない

慣行区 茶研修会再生芽生育促進区

ほおずき栽培研修会 さといも栽培研修会

アップルティー試作会

H28 H29 H30

取り組んだ
生産者数

0戸 8戸 26戸
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