
夏秋どりイチゴ産地への育成
～新規栽培者の支援を核とした取組～

活動期間：平成27年度～30年度

長野県
【重点プロジェクト計画】

具体的な成果

１ 新規栽培者の順調な経営開始
■新規栽培予定者の研修体系整備
・座学研修（技術、経営、流通・販売）の開催
・実践研修体制整備（JA子会社との連携）

■個別経営目標の設定
・重点指導対象者の栽培意欲の向上
・目標達成（75％以上）の栽培者13名

■栽培管理チェックシートの活用
・巡回指導での統一的な指導の実施
・個別の進捗度の確認と進行管理

■調査研究活動を活用した新技術の導入
・農薬散布方法の改善
・薬剤の選定能力の向上（ローテーション散布）
・天敵農薬活用等、IPM技術への理解度向上

⇒新規栽培者の不安の解消と意欲の醸成

２ 明確な栽培管理指導と生産基盤の確立
■夏秋イチゴ経営開始マニュアル（地域版）の作成
・定期巡回、検討会を活用した技術統一
・時期毎栽培ポイント「夏秋いちごニュース」発行
・経営開始時の労力確保事例調査

■ＪＡあづみ夏秋いちご部会と連携した生産振興
JAあづみ 夏秋いちご年度別生産販売実績

※伸び率（％）の欄は、H30/H26×100

⇒ 持続的な指導体制の整備の実現

普及指導員だからできたこと

・各種課題に対し、調査研究の実践、試験研究
機関や他の関係機関と連携して、最適な就農開
始（経営開始）モデルを確立できた。

・ＪＡ及び生産者組織と速やかに連携して、研
修会（座学研修、実践研修）を実施し、新規就
農者が課題解決活動を実践したことで、安定し
た経営を開始することができた。

◯夏秋どりイチゴの新規就農希望者が増加し、普及センターが中心となりＪＡ
及び松本市、安曇野市と連携して支援。
◯経営計画の作成支援や高度な栽培技術支援を行い、新規就農者が早期
に経営能力を向上。
◯JAを通じた製菓業者との契約出荷により、面積拡大、生産額増加。
面積：2.2ｈa→6.5ha（H26→H30）、販売額：1.4億円→3.7億円（ H26→H30 ）

普及指導員の活動

【平成26～30年】
■機関連携による支援体制の整備・実践
・就農・経営開始に向けた知識・技術の習得支
援として、座学研修４回（イチゴ基礎的知識、
経営計画樹立、支援制度紹介、流通・販売情
勢）と実践研修５回（JA子会社の栽培兼研修ハ
ウスにて管理作業実習）
■新規栽培者への課題解決支援
・複数の担当職員による個別支援の実施
・個別支援に対する意向確認「合意書の作成」
・栽培期間中の月１回
以上の巡回指導（革新
支援員、試験場との
連携）
・栽培管理チェック
シートの作成と活用
・生産者、市、JA、
普及組織等関係者による成果検討会の開催支援
（毎年）
■栽培技術の底上げによる生産量の増加
・「夏秋いちごニュース」発行
・調査研究の活用（ハダニ防除対策の確立）

⇒栽培マニュアル
「（地域版）夏秋いちご経営開始マニュアル」の作成

項目 H26 H27 H28 H29 H30 伸び
率

戸数
（戸）

21 27 37 42 46 219

面積
（ha） 2.2 2.9 4.3 5.2 6.5 295

出荷量
（ｔ）

83 109 150 184 219 264

販売額
（億円）

1.4 1.9 2.6 3.2 3.7 264

個別巡回
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長野県 
３億円の夏秋いちご産地づくり 

 
活動期間：平成２７～３０年度 
 
１．取組の背景 
松本地域の夏秋どりいちご（以下「夏秋いち

ご」）栽培は、平成 16 年度に松本市梓川へ導入さ

れ、平成 25 年には販売額 1 億円に達した。出荷量

の 7 割が製菓業者との契約出荷(業務用)で、青果

用に比べ安定した単価や選果が省力的なこと、品

種の切換えなどにより、生産者、栽培面積が増加

してきた。一方で、夏秋いちご栽培は初期投資が

大きく、栽培技術の早期習得とともに、新規参入

者はより実現性の高い経営計画の樹立が必須と

なる。そのため、夏秋いちごの生産振興には、栽

培技術の向上、担い手育成、経営（資金計画）支援などの総合的な取り組みが必

要であるとして、JA と一体となった「3 億円の夏秋いちご産地づくり」を目指

した。活動の柱は①新規栽培者の順調な経営開始、②栽培管理技術の底上げによ

る生産量の向上、③産地確立に向けた連携構築である。 
 

２．活動内容 

 普及センター及び関係機関･団体、対象は図２のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（１）新規栽培者の順調な経営開始 
ア 就農・経営開始に向けた知識･技術の習得支援 

  JA と共同して、農の雇用事業や長野県新規就農里親支援事業を活用して新規

就農を予定している研修生を対象とした研修を行い、夏秋いちごの基礎知識や

栽培管理技術の習得を支援した。 

図２ 普及活動のフロー 
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また、翌年度就農予定の研修生に対し、市担当者、JA 金融担当者を交えた資

金借入相談会を行い、補助事業活用の有無と資金需要の確認、青年等就農計画な

ど手続きの準備などの説明、個別の資金計画作成の支援を行った。 
 
イ 新規栽培者への課題解決支援 
新規栽培者に対して複数の普及員担当者を定

め、個別支援を実施。栽培開始前に個別支援に対

する意向確認を行い、支援希望者を重点対象と

して位置づけた上で、「個別支援に対する合意

書」を作成して、課題や目標の設定を行った。 
栽培期間中は、月１回以上の巡回を実施し、必

要に応じて農業革新支援専門員や試験場の助言

を得て、課題解決に向けた支援を行った。巡回の

際は、「栽培管理チェックシート」により、栽培

管理状況、収量・売上の状況、防除実績、雇用な

ど労働力確保の状況などの進行管理を行った。 
栽培終了後には生産者、JA、市役所等の関係者による成果検討会を開催し、課

題や目標の達成状況などを確認し、次年度の経営に生かす機会とした。 
 

（２）栽培管理技術の底上げによる生産量の向上 
 JA、県関係機関等と連携し、定期的に

JA 部会員の巡回を実施し、定植前後、出

荷開始期、最盛期後の中休み期など栽培

管理上ポイントとなる時期の株管理技

術の徹底を図った。また、栽培管理のポ

イントを A4 用紙１枚にわかりやすく整

理した「夏秋いちごニュース」を年５～

６回発行し、研修及び巡回指導のツール

とした。 
 
 

図３ 新規栽培予定者の研修体系  

図４ 重点対象者への巡回指導 

図５ 夏秋イチゴニュース 
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 また、高温期が中心となる夏秋いちご栽培においては、病害虫対策が重要であ

り、とりわけ栽培期間を通して発生するハダニ類の薬剤防除は、抵抗性の発達な

どの課題があるため、調査研究課題として①農薬散布方法の改善(平成 27 年度)、
②薬剤感受性検定(平成 28 年度)、③天敵利用(平成 29，30 年度)に取り組んだ。 
  
（３）産地確立に向けた連携構築 

新たな栽培希望者に対する情報提供と指導者の技術統一を目的として、地域

版の栽培・経営マニュアルの作成に向けた情報収集に取り組んだ。また、新規栽

培者にとって課題となる労力確保について、聞き取りによる事例収集、成果検討

会における検討を実施した。 
 

３．具体的な成果 
（１）新規栽培者の順調な経営開始 
 平成 27～29 年度で延べ 24 名が新規栽培希望者向けの実践研修に取り組み、

基礎的な技術を身につけた。 
また、新規就農を希望する者向けの農の雇用事業や長野県新規就農里親支援

事業による研修を経て、平成 28 年に２名、平成 29 年に２名、平成 30 年に５

名が新たに夏秋いちご経営を開始している。 
新規就農者の経営目標への到達状況については、延べ 18 名の重点対象者の

うち、収量、売上金額目標の 75%以上を達成した生産者は 13 名であった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（２）栽培管理技術の底上げによる生産量の向上 
 平成 30年度末の、JAあづみ夏秋いちご部会の生産販売実績は、栽培面積 6.5ha、
出荷量 219t、販売額３億７千万円(平成 26 年度比 258%)となった。 
  

表２ JAあづみ夏秋いちご部会 年度別生産販売実績 

  26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 26～30伸び率 

生産戸数（戸） 21 27 37 42 46 219% 

栽培面積 (ha) 2.2 2.9 4.3 5.2 6.5 295% 

出荷量 (t) 83 109 150 184 219 264% 

販売額 (百万円) 143 190 255 321 369 258% 
 

調査研究活動により得られた結果については、生産部会の反省検討会などで

情報提供を行い、薬剤ローテーション防除や天敵利用に対する生産者の意識が

A B C D E

1.5 9 10 4.7 4

目標 600 800 625 800 650

実績 515 574 622 514 650

86% 72% 99% 64% 100%

面積(a)

株あたり

収量(g)

目標達成度

対象生産者

表１ 平成 29 年度の重点対象生産者の目標達成程度 
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高まり、天敵を導入する生産者も増加するなど、ＩＰＭ技術への理解と実践が

進んだ。 
 
（３）地域版「夏秋いちご経営開始マニュアル」の作成 
 平成 23 年に作成された「夏秋イチゴ栽培指針」をもとに、夏秋いちごニュー

スや、巡回、検討会等で得られた栽培管理の留意点や、労力確保の事例等を加え

た、地域版「夏秋いちご経営開始マニュアル」を取りまとめた。 
 
４．農家等からの評価・コメント 

（平成 30年度成果検討会出席者 Ｙ氏） 

「就農前の実践的な研修が役に立った。栽培開始後も実践研修に参加すること

で、自分のほ場と比較することができた。」 
「栽培１年目は自分の栽培方法が正しいのか不安になるので、こまめな巡回が

ありがたかった。来年もぜひ巡回指導を継続してほしい」 
 
５．普及指導員のコメント 

（松本農業改良普及センター 技術係長 小口久寿） 
新規栽培者が増え，産地化の進展が見込まれた時期にＪＡ等と連携しながら

重点活動が展開できた。重点対象者は原則として栽培 1 年目の新規就農者とし

たため、2 年目以降の支援のあり方が課題となった。今後はＪＡ生産部会全体の

底上げがより重要となってくる。 
 
６．現状・今後の展開等 
平成 31 年度(令和元年度)は一般活動課題「イチゴの生産力向上」の一環とし

て、平成 30 年度の重点対象者５名のうち３名についてフォローアップとして定

期巡回指導を継続している。なお、平成 31 年度(令和元年度)の新規栽培者はい

ないものの、JA 子会社で２名が研修中である。 
また、平成 31 年度(令和元年度)は、夏秋いちご栽培において防除困難となっ

ているアザミウマ類について、調査研究課題として取り上げ、生産者の栽培管

理、防除事態と、被害の発生程度、薬剤感受性との関連等調査を行っており、今

後の栽培指導に活用していく予定である。  
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