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関係機関との連携

温暖化に対応した貯蔵みかん安定生産への支援
計画期間：平成29年度～令和元年度

佐城農業改良普及センター

目標とする成果

１．園地条件の解析
温暖化の中で園地

条件が果実品質にど
のような影響を与える
のかを解析し、園地ご
とに必要な対策を検討。
→同じ対策を一律に行うのではなく、園地ごとに必
要な対策を行うことで、生産者による品質のばらつ
きを防ぐことが出来、地域全体のレベルアップにつ
ながる

２．園地条件に応じた技術情報の提供
解析された園地条件を基に検討・実証した技術情

報を、重点対象である１２名の生産者に提供し、実
践してもらう。
→地域で影響力のあ
る生産者が技術を実
証し、効果を認識する
ことで、重点対象から
地域全体へ技術の波
及が期待される。

３．体系モデルの作成
解析したデータと実証

された対策技術を体系
モデルとして整理し、管
内の生産者に提供。
→生産者それぞれが自
らに必要な対策を適切に
選択できるように。

目標を達成するための普及活動

１．温暖化に伴う気象データの解析
・温暖化の影響を気象デ
ータと果実品質調査によ
り調査（H29）

→生産者が複数の対策を組
み合わせる重要性を認識

２．園地ごとの果実品質条件の把握
・展示圃を設置し、園地
条件が果実品質に与える
影響を調査（H29～R1）

→園地条件ごとに必要な対
策を検討

３．貯蔵に適した果実生産技術の確立
・施肥、植調剤、黒マルチの効果について検
討（H29～H30)
・新たな被覆資材として黒ポリを検討（R1）

→温暖化に対応した技術を実証

４．園地条件ごとの技術体系の確立
・実証データを基に体系モデルを作成（R1）

今回の普及活動の特徴

１.園地条件によって必要な対策が異なること
を明らかにし、技術を体系モデルとして整理し
たことで、生産者ごとに適切な対策が実施でき
るようになった。

〇佐賀市大和地区において、近年温暖化の影響でみかんを長期貯蔵するこ
とが難しくなっており、貯蔵みかん産地としての優位性が低下している。

〇そのため、関係機関と連携し、気象データや園地条件の解析を行い、解析
したデータを基に対策技術を提案・実証する。

〇実証された技術を体系モデルとして整理し、地域に広く波及させることで、
温暖化に対応した貯蔵みかんの安定生産を実現し、貯蔵みかん産地の維
持・発展を図る。
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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～令和元年度
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、作付面積の拡大

◆目標収量：2か年連続目標収量を達成をした。
・H30年産目標収量：330kg→実収348kg(/10a)
・R元年産目標収量：360㎏→実収609㎏(/10a)

◆目標品質：2か年連続１等比率100％を達成した。
◆作付面積の拡大

H29年産(調査研究)：0.3ha
→H30年産：約8ha

→R元年産：約13ha
→R2年産：約146ha

２．所得の向上
◆従来作付けしていた

「シロガネコムギ」から
「さちかおり」に切り替え
ることにより、所得向上
が見込めた（右図）。

◆大規模経営農家の1人は、「シロガネコムギ」から
「さちかおり」に切り替えたことで所得が約140万
円UPし、栽培意欲の向上につながった。

３．生産者と実需者の連携強化
◆生産者と実需者の連携を普及が提案し、意見交

換会や現地検討会を行い、産地の信頼を得た。
◆生産者は、実需者から製品評価や要望の声を直

接聞き品質改善に対する意識向上につながった。
◆本県産「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されており、「さち
かおり」に対して高評価をいただいている。

目標を達成するための普及活動

【平成30～令和元年産の活動】
～安定生産のための支援～
◆現地巡回指導

高タンパクが求められるパン小麦の特徴である
穂揃期追肥時には、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。

◆栽培講習会・成績検討会の開催
品種特性や栽培管理につい
て講習会を開催した。成績検
討会では、農業者毎の収量・
品質結果についてフィードバッ
クを行った。

◆栽培マニュアルの作成
R2年産では新規生産者が急
激に増えたことから、栽培技
術の高位平準化を図るため、
栽培マニュアル（パンフレット）
を生産者全戸に作成・配布した。

～実需者と産地の連携強化～
◆生産者・実需者との交流会

「さちかおり」に対する意見交換及び現地検討会
をおこない、実需と情報・課題の共有化を図った。

今回の普及活動の特徴 関係機関との連携

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、生産者と実需者の結び付け）

JA（研修会等の開催、実需との調整、調査協力）

連携

○国産パン用小麦は実需者からの要望が大きく、生産者においても交付金（パ
ン用加算）等の利点があるが現行の「ミナミノカオリ」は穂発芽のリスクが高い
ため、作付け面積が伸び悩んでいる状態であった。そこで「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、新品種の普及拡大及び産地の活性化を図った。

○ 終目標として、①重点対象農家の目標収量360kg/10a、②１等比率100％、
③作付面積の拡大（0→70ha）を目指した。

生産者 H30年産 R元年産
A氏 487 543
B氏 365 640
C氏 347 606
D氏 258 633
E氏 ― 722

計（平均） 15 609

単収（kg/10a）

調査研究からスタートし、実需者と生産者を結び
付けながら関係機関と連携して指導の徹底を図っ
た。その結果、産地としての信頼が構築され、産
地の活気につながった。R2年産では県全体へ波及
し、他地区でも作付けされるようになった。
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目標とする成果

1 炭酸ガス発生装置導入者の増加
■導入者数・・・2.8倍に増加

（H27）6名 → （H31）17名
■局所施用（効率的な炭酸ガス施用方法）のコスト低減

（慣行）43万円 /20a→ （実証ｼｽﾃﾑ）23万円/20a

２ 農家の所得向上
■重点対象者の平均反収・・・123%増加

（H27）20.4t/10a → （H30） 25.1t/10a
■収益試算・・・約80万円増加

（H27）420万円/10a → （H30） 503万円/10a
■部会の平均反収・・・113%増加

（H27）17.7t/10a → （H31） 19.9t/10a

３ 新規栽培者の増加
■新規栽培者数

・・・H31までに10名増加

目標を達成するための普及活動

■炭酸ガス発生装置の導入促進
・試験研究成果の周知や先進地視察により、炭酸
ガス発生装置の導入を推進（H28）
・メーカーと協力して安価なシステムを実証し、現場
へ迅速に普及（H30）

■効果的な環境制御技術の習得支援（H28～30）
・JAと連携して、導入者を対象とした「環境制御研
究会」を立ち上げ
①ハウス内環境・生育の「見える化」
・環境測定機器を導入して管理の改善点を明確化
・地区別研修会で生産者による互評を行い、生産者
の生育評価を点数化。生育調査の数値と比較して
生育の判断指標を数値化し、生育バランスシートを
作成。

②生育コントロール技術習得の支援
・生育と環境の推移を提示し、細やかな環境制御へ
の意識を向上。
③生産者主体で技術研鑽する環境の整備
・生産者のハウス内環境をネット上で共有
・各生産者の環境や生

育の関係について研
究会で検討

・生育バランスシートを
携帯アプリに反映

関係機関との連携

○ＪＡ、農技防、農試センター、環境制御関連メー
カーと緊密に連携を取り情報共有を行うことで、新し
い情報や技術を迅速に生産者に提案し、活用する
ことができた。

生産者による生育の評価
（⇒勘や経験を生育指標に反映）

生育バランスシート

今回の普及活動の特徴

○環境や生育を「見える化」して示したことで、栽培
管理改善への意識が高まった。

○研究会の立ち上げやデータの共有により、生産
者主体で技術研鑽する環境を整備できた。

○全地区別研修会で生育評価を行ったことで、部
会全体で勘や経験の見える化に取り組み、収量向
上や新規者の育成を目指す機運が高まった。
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の推移

123%UP 粗収益 出荷経費
炭酸ガス
施用経費

収益

CO2導入前
（H27年） 5,014 816 0 4,198

CO2導入後
（H30年）

6,170 1,004 135 5,031

差 1,156 188 135 833

表 炭酸ガスを施用した場合の収益試算（千円/10a）

※重点対象者の平均反収から算出
※単価、出荷経費は5年間の平均を用いて試算
※炭酸ガス施用経費は機械リース代、プロパンガス代の合計

環境と生育との関係を研修会で検討

キュウリにおける環境制御技術を活用した
高位生産技術の普及

〇唐津地区は県内キュウリ栽培面積の1/3を担う主産地であるが、近年、反
収の伸び悩みや高齢化による栽培面積の減少が続いている。
〇そこで、収量の向上による産地の活性化を目指して、炭酸ガス発生装置
の導入促進や栽培環境・生育の「見える化」、適切な環境制御による生育コ
ントロール技術習得支援に取り組んだ。
〇その結果、個別支援を行った生産者の反収が123%、収益が約80万円
/10aUPした。また、部会全体の平均反収も向上し、新規栽培者が増加した。

計画期間：H28年度～H30年度
東松浦農業改良普及センター
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ナシ・ブドウにおける気象温暖化に対応した技術改善
計画期間：平成29年度～令和１年度

西松浦農業改良
普及センター

目標とする成果

■ナシにおける収量向上に向けた技術改善
①低温遭遇時間不足による発芽不良への対策

→秋冬期の低温遭遇時間の情報に基づいたシア
ナミド剤の適期散布

(発芽不良が出やすいハウスナシ面積3割に普及)
②収穫直後～秋期の高温対策

→樹上散水展示圃で 高温度が5℃程度低下
（早期落葉や生育異常芽の発生を低減(6→3.3%)）

■シャインマスカットにおける栽培技術改善
①品種に適した水管理技術の普及

→土壌水分計(ｐＦメーター)設置園、灌水設備の
整備園が増加

②長期冷蔵貯蔵による品薄期(12月)販売の実証
→試験販売で「美味しかった」が8割以上
→ 市場販売単価は収穫期出荷（盆後）の1.7倍

目標を達成するための普及活動

■ナシにおける収量向上に向けた技術改善
・低温遭遇時間の情報提供

低温遭遇時間やシアナミド剤の適期散布の情報
提供・よびかけ

・樹上散水による高温抑制技術の検討
展示圃による効果の確認と散水器具の随時改善

■シャインマスカットにおける栽培技術改善
・研修会での水管理の技術指導
最も生育が早いハウスで重点管理時期に研修
会を実施

・貯蔵販売に向けた栽培技術指導
H30～：貯蔵試験の実施
（H30:１戸、H31：２戸、R1:２戸）
H31,R1:12月上旬のJA伊万里農業まつりで

貯蔵シャインマスカットの試験販売
及びアンケートの実施

R1:貯蔵シャインマスカットを市場出荷

今回の普及活動の特徴

■ナシにおける収量向上に向けた技術改善
・関係機関と連携した低温遭遇時間の情報提供
・展示圃を活用した改善技術の普及

■シャインマスカットにおける栽培技術改善
・試験販売、消費者アンケート、市場出荷を通
した有利販売の模索

関係機関との連携

■ナシにおける収量向上に向けた技術改善
普及センター・JA：温度の実態調査

展示圃の設置・調査

■シャインマスカットにおける栽培技術改善
普及センター・JA：栽培技術改善
普及センター・JA流通センター：

貯蔵販売の検討
伊万里青果市場：予冷庫の提供協力

〇異常気象の影響で落葉果樹の収量・品質が低下しており、技術支援が必
要である。

〇ナシでは、休眠打破効果をもつシアナミド剤の適期散布普及により発芽不
良の低減を図るとともに、展示圃による収穫後～秋期の樹上散水による高
温抑制効果を確認した。

〇シャインマスカットでは栽培のポイントである水管理技術を改善するととも
に、長期貯蔵試験による有利販売を実証した。

試験販売でのアンケート結果

研修会 貯蔵調査 アンケート調査

樹上散水 樹上散水の効果
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担い手支援を中心とした新たな繁殖産地の育成
計画期間：平成29年度～令和元年度

杵島農業改良普及センター

目標とする成果

★収入計画の達成
〇経営支援体制の確立
〇子牛出荷頭数の確保

・繁殖牛の早期受胎
・子牛疾病の低減

★子牛のDG（体重/日齢）向上
（H28：0.97⇒R1：0.99）

★子牛の取引価格向上
（H28：-70千円⇒R1：+13千円）

〇肥育農家が求めるような子牛生産技術の習得
・飼料給与体系の確立

〇農家相互交流の活発化

★繁殖牛頭数の増加（H28：663頭⇒R1：967頭）

目標を達成するための普及活動

〇収入計画作成支援（H29～R1）
・子牛販売額目標を単年度ごとに設定

〇飼料計算ソフトを活用し繁殖牛の飼料給与内容
を適正化（H29～H30）

〇消毒・冷房のための細霧装置設置の提案（R1）

〇子牛の発育調査（H29～H30）
・iPadを活用し、発育を現場で確認
・発育に応じ、飼養管理の改善指導

〇研修会の開催（H29～R1）
・若手農家の相互交流や優良地域視察研修、実

需者（肥育農家）との交流会を開催し、子牛育成技
術力を向上

〇全体研修会の開催（H29～R1）
・子牛育成に関する県外の優良
事例や疾病対策などを研修し、
規模拡大に対応しうるための技
術力を向上

〇規模拡大事例集の作成・配布（R1）

今回の普及活動の特徴

〇収入計画書作成支援により、農家に目標意識
を持たせることができた

〇発育調査の結果を、農家間で共有したことで、
発育向上に対する意欲が向上した

〇規模拡大事例を部会で共有したことで、若手
農家以外の中堅農家の規模拡大を促進すること
ができた

関係機関との連携

〇経営検討会を開催し、関係機関（JA、畜産協
会、家保）で改善方針を検討

〇佐城地域のJA肥育担当者と佐城普及センター
と連携し、肥育牛農家との交流会を開催

〇JAと連携して全体研修会部会を開催し、部会
全体で発育向上の取組を共有

〇白石地域では、若手繁殖牛農家の就農や増頭
により、産地規模が拡大し始めている。
〇普及センターでは、対象集団を①新規繁殖農家
、②若手農家、③白石地域全体に分け、それぞれ
の課題解決に向けた取組を展開した。
〇その結果、産地規模が約1.5倍に拡大し、子牛
取引単価が県平均並みに向上した。
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若手繁殖牛農家(５戸)
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新規繁殖牛農家（２戸)

若手繁殖牛農家(５戸)

全体研修会の様子

経営検討会の様子
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次世代を担うニューファーの確保・育成プロジェクト
計画期間：平成３０年度～令和４年度

藤津農業改良普及センター

目標とする成果

１．新規就農者数(単年)
藤津地区新規就農者の年間確保目標２５名（Ｒ４）

(Ｒ元 15名→Ｒ4 25名目標)
（人）

２． 新規就農者の受入体制が整備できた部会
(累積)

キュウリ・トマト ２部会

（ 研修開始5月･研修期間２年間）

（研修開始時期・期間は柔軟に対応）

３．モデル取組地区(旧JA支所)数(累積)

Ｈ３０ 北鹿島 支援希望者数４名
Ｒ元 七浦 ６名

目標を達成するための普及活動

１、関係機関との連携による就農支援体制の強
化

・ワンストップ窓口の
設置による就農相談

就農者数 就農者数

Ｈ３０ １７名→２名
Ｒ元 １７名→６名

２，生産部会等との連携による新規就農者確保
就農候補者
リスト化に
よる継続的
な支援

３，研修会等を通じた新規就農者の資質向上

就農基礎講座 藤津農業女子セミナー

今回の普及活動の特徴

１． 関係機関や農業士等と連携をとり、就農支援
体制の整備に努めた。

ワンストップ就農相談（毎月第４火曜午後）
窓口の設置による対応

２ 研修ニーズに応じた多様な研修体制の整備
により、技術習得や経営感覚を身につけ、就農
に結びつけている

関係機関との連携

青年農業者等育成対策協議会による検討・協議。

○藤津管内における就農希望相談や新規就農者への就農支援活動、事業
等の制度充実により就農者が近年増加傾向であった。

○ワンストップ窓口の設置による就農相談や激励会の開催を始めとした関係
機関との連携による就農支援体制の強化による新規就農者の育成支援。

○新規就農基礎講座・女性就農者交流会等の各種研修会の開催による技
術の向上はもとより関係機関との繋がり、新規就農者相互の交流を深め、
就農定着と持続的な経営発展を図れるように支援した。
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地域で、確保・育成する農業の担い手
計画期間：平成30年度～令和4年度

佐城農業改良普及センター

目標とする成果

１．新規就農者の確保
佐城地区新規就農者の年間確保目標：40人

２．新規就農者の育成
新規就農者の経営安定、技術習得、知識の向上、

ネットワーク構築。

目標を達成するための普及活動

１．就農啓発セミナー開催による新規就農者の確保
いちご、アスパラガス、なすの就農希望者向けセミ

ナーを行った。

２．佐賀市トレーニングファーム
への支援
ライフプラン作成やソリマチ

簿記研修等の経営基礎講座の開催
→H30年度 2回、R元年度 5回

３．ニューファーマー塾の開催

新規就農者に対し、農業基礎講座「ニューファー
マー塾」を開催。土づくり、病害虫、作物別等の講座
を10講座実施。
 佐城地区の新規就農者H30年度15名、R元年度

10名が受講

４．重点指導対象農家への個別支援による新規就
農者の経営安定

7名の就農5年以内の農家が、
収量向上や規模拡大等の目標
を設定し、重点指導を行った。

→H30年度7名中3名、
R元年度7名中4名目標達成

今回の普及活動の特徴

１．2種類の就農相談会の開催による新規就農者
の確保
○就農相談ウェルカムデー （毎月第2火曜日）

品目が未定で支援制度を知りたい方等を対象
に、普及センターが相談を受ける。

○ワンストップ就農相談会
（毎月第3火曜日）

営農開始に向けた具体
的な支援が必要となった
方を対象に、関係機関が
一堂に会し相談を受ける。

関係機関との連携

○地域の担い手が減少し、産地が縮小傾向にあることから、次世代の農業を
担う新規就農者の確保・育成を重点的に取り組み、佐賀県農業の持続的発
展につなげる。
○普及センター所内プロジェクトチームと、市役所・農協・農高等からなる青
年農業者対策協議会で支援方策を検討し、新規就農者の確保・育成を行う。

参加者数 3年以内の就農希望

H30アスパラガス 20名 6名

R1いちご 11名 4名

R1アスパラガス 12名 4名

R1なす 12名 1名

Ｈ３０ R1

相談件数 110件 75件

相談者数 57名 47名

内、就農準備を開始している数
（研修含む）

11名 13名

H28～R1相談者のうち、当該年度に
就農した数

11名 14名

佐城地区新規就農者数の推移
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イチゴ新品種「いちごさん」導入による産地の活性化

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．「いちごさん」導入面積の割合の推移（単位：%）
・東部(H29:19→H30:87→R1:91)
・県（H29:0.9→H30:12.3→R1:46.9)
■東部では「いちごさん」の
作付けが大幅に進んだ

２．地区平均収量(2/末）の推移(単位:kg/10a)
・東部(H29:1,410→H30:2,003→R1:1,382)
・県（H29:1,624→H30:2,048→R1:1,798)
■「いちごさん」の導入によりH30年産は大幅に増
加した
■R1年産は収量が低迷した為、今後改善が必要

３．モデル農家の所得向上の推移
■「いちごさん」導入により販売額が114%増加した
■ 大で販売額が142%向上した

４．産地の活性化の事例
■イチゴﾊﾟｯｹｰｼﾞｾﾝﾀｰが
整備された
■イチゴ栽培を希望する新規
就農希望者が増加した
（後継者1名、新規者1名）

目標を達成するための普及活動

「いちごさん」の栽培検討及び普及拡大(H30～31)
■モデル農家4名(i9マスター）を選定

栽培技術の確立やPRを行う農家を選定

■新品種把握検討会
特性をいち早く把握するためモデル農家を中心
に勉強会等を実施

■実証圃の設置
①立ち枯れ症防除対策(H30～31)
②ﾊﾞﾝｶｰｼｰﾄの設置によるﾊﾀﾞﾆの防除対策(H30)
③定植時期の違いが年内収量に及ぼす影響(H30)

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（H30:計17回､H31:計11回開催）
■視察研修（H30～31:各1回ずつ開催）
■市場調査(H30:1回開催）

今回の普及活動の特徴

・「いちごさん」の作付推進や栽培技術の向上
を図る為研修会や視察研修の実施

・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

○東部地区のイチゴ栽培者は減少傾向にあり、産地の縮小が続いている為、
いち早くイチゴ新品種「いちごさん」を導入し、イチゴ農家の所得向上及び産
地の活性化を目指した。

○「さがほのか」に比べ、収量が多く、着色の良い「いちごさん」に切り替えを
進めるため、研修会の開催や展示圃の設置等を行った。
○目標として、「いちごさん」の導入面積100%及び地区平均収量(2/末）
2,000kg/10を目指した。
〇R1年度は、導入面積91%、地区平均収量約1,400kg/10aとなった。

普及センター
(技術指導、先進地研修開催、展示圃設置等)

JA（技術指導、研修会の開催等、調査協力）

連携

〇モデル農家における「いちごさん」と「さがほのか」の経営状況の比較
単位：kg/10a、千円/10a、％

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
いちごさん① 5,000 6,400 4,300 5,200 4,400 5,400 4,400 5,600
さがほのか② 4,000 4,500 3,700 4,200 4,300 5,100 4,200 4,900
①/② 125 142 116 124 102 106 105 114

品種
A B C 平均

研修会
（圃場及び室内研修）

実証圃
（立ち枯れ症防除対策）

視察研修
（唐津地区と意見交換）

市場調査
（セリ状況＜京都青果＞）
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難防除病害虫に負けない花き産地の育成を目指した
生産者の対応力向上とネットワークの構築

計画期間：平成29年度～令和元年度

東松浦農業改良普及
センター

目標とする成果

１ 支援情報が円滑に行き渡る仕組みづくり
■ネットワークの構築

→１グループ（唐津花市場生産組合）
■支援情報を活用した農家数 目標：25戸

→22戸（88％）（※スマートフォン等受信者数）

２ 難防除病害虫への対応力の向上
■被害軽減を確認した農家数 目標：20戸

→20戸（100％）（※聞き取り結果）

■「病害虫対策事例集」作成

目標を達成するための普及活動

■メール受信者へ情報発信
（受信者リスト作成）

■研修会の開催

■立枯症・青枯病の抑制対策技術の実証
「転炉スラグ」の活用

■害虫発生調査
各地区で調査
⇒メール等で発信

■病害発生調査（トルコギキョウ生産者）
・土壌伝染性の立枯病・青枯病を対象とした調査

（病気の発生有無、土壌消毒方法や栽培管理）
⇒優良事例を選定

関係機関との連携

■唐津花市場と連携したことで、研修会の開催、
掲示板を利用した情報発信を行うことができた。

■農業技術防除センターからの病害虫発生予察
や防除対策情報等を活用しリアルタイムに発信
した。

今回の普及活動の特徴

■地域を担う若手生産者と共に展示圃設置や害
虫発生調査を行うことで、防除対策への認識が
深まった。

■生産組織が少ない中、初めて情報交換ネット
ワークの構築ができたことで、生産者の対応力
が高まった。

○花き類では、クロゲハナアザミウマや草花類の立枯症といった難防除病害
虫の被害により、収益を左右されるまでになっている。

○このため、被害軽減を目的とした防除技術の実証と、支援情報の発信、生

産者相互の情報共有が行える仕組みづくりの構築に取り組んだ。
○その結果、スマートフォン等を利用して、花き生産者に情報が行き渡るネッ

トワークができた。また、定期的な情報発信、病害虫研修会により、病害虫
への対応力（知識・技術）の向上が図られた。

花市場の掲示スペース活用 スマートフォンへの発信

早期防除
の徹底

病害虫写真や、対策事例
をまとめ生産者へ配布

法人組織

相賀キク

出荷の際に確認

防虫ネット 若手農家への防除指導

設
置
増
加

土壌ｐHの推移

矯正目標7.5

収穫まで目標ｐH
を維持
 抑制対策として有効
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肥育牛の肉量・肉質の向上と飼料費の低減
計画期間：平成２８年度～令和元年度

西松浦農業改良普及センター

目標とする成果

１ 成果基準｛増体量0.8kg/日(雌は0.7kg/日) 4・5率
80％ 5率30％｝達成者の増加

■重点対象農家の成績改善
・飼料内容の変更により、平均枝肉重量が 大

50kg増加した
・飼養環境を改善した農家の改修牛舎において、
５等級率が昨年平均30％から８８％まで増加

■成果基準を達成する農家が増加
去勢成果基準達成者：３戸(H27)→14戸(R1)
雌 成果基準達成者：４戸(H27)→７ 戸(R1)

２ 農家の飼料用米給与定着
■飼料用米２％を含む配合飼料の給与は肥育牛

の発育に影響しなかった。
→１戸の農家で飼料用米給与が定着

■飼料用米使用により飼料費が削減
→H27時点の飼料用米価格で飼料費15万円/年

（500頭規模）の削減

目標を達成するための普及活動

１ 牛の体測、エコー診断による飼養管理上の
問題把握

平成28年～平成29年
■子牛導入から出荷まで牛の胸囲、腹囲を測定、

発育状況および給与体系を確認
■肥育前期、中期、後期終了時にエコー診断実施、

各時期の飼養方法を検討

２ 飼料内容変更・飼養環境改善による
肥育成績の改善

平成29年～令和元年
■明らかになった各農家の飼養管理上の問題に
対して飼料内容の変更を実施し、発育状況でそ
の効果を確認
■群飼いの悪影響が発覚した農家において２頭
飼い牛舎へ改修 改修後の肥育成績を確認

３ 配合飼料を自家配合する農家での飼料用米
給与実証

■飼料用米を２％配合した飼料を肥育後期
に給与し、発育への影響を確認

今回の普及活動の特徴

■重点対象農家ごとに飼養管理上の問題把握と、
農家に合わせた改善策の実施

■重点対象農家間の取組状況や改善結果の共有
による相互研鑽への働きかけ

関係機関との連携

■伊万里市農協畜産クラスター協議会
（JA伊万里、伊万里市、有田町、共済、JA佐
賀、伊万里農林事務所、普及センター）

・進捗状況の共有、対策の検討
・改善結果の報告

○肥育牛農家では飼料費の高止まりや肥育素牛の高騰など厳しい状況が
続いており、飼養管理技術の向上や生産コストの低減が不可欠である。

○農家ごとに飼養管理技術の課題を特定し、飼料給与内容の変更や牛舎環
境整備により肥育成績改善につながった。

○生産コストの低減に向け、自家配合飼料に飼料用米を２％配合しても成績
に影響はなく、自家配合する農家で飼料用米の使用が定着し、飼料費を削
減できる技術として実証した。

改善前の発育 改善後の発育

枝肉重量 上物率

JA伊万里平均 498kg 90%

飼料用米使用農家 520kg 95%
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平坦地域における法人組織を核とした新たな地域

営農システムの確立 計画期間：２０１８年度～２０１９年度
杵島農業改良普及センター

目標とする成果

◎成果目標と達成状況

目標を達成するための普及活動

１．法人化および法人運営の支援
(1) 法人組織連絡会の開催（H30-R1）
・法人化した組織を対象に、各組織の課題の共有

と解決策の模索、および先進事例視察を目的とし
た連絡会を開催。
⇒法人役員の運営スキルアップ。

(2)  集落営農等リーダー研修会の開催（R1）
・集落営農組織および農事組合法人の代表者を

対象に、地域ビジョン確立と組織経営戦略の再確
認を目的とした研修会を開催。
⇒営農発展に対する機運醸成

(3)  営農発展の意向把握（R1）
・農事組合法人を対象に交換分合やICT導入状況

など営農発展に関するアンケート調査を実施。
⇒管内法人の意向把握

２．重点地区支援（H30-R1）
(1) （農）白石稲穂の法人登記について助言

(2) 営農計画書を基に（農）白石稲穂構成員
と個別大規模農家の農地の確認
⇒白地図に記載して「見える化」

(3) （農）白石稲穂の運営委員会で活動趣旨
を説明、交換分合提案対象者を個別訪問して
マッチングの実施

今回の普及活動の特徴

１．枝番制法人で交換分合を実施する際の外的
課題と内的課題が浮き彫りとなった
⇒法人ではあるものの実際は個人完結型農業

であるため活動対象が広く、作業が煩雑である
ことや、圃場条件の違い、農家心情に加えて地
主との関係性など課題は山積していた

２．農家、関係機関を含め、どことなく必要だ
と思われていた交換分合事業が白地図に農地の
状況を書き出して「見える化」したことで、解
決すべき課題であるとしっかり認識された

関係機関との連携

１．法人化および法人運営の支援に対しては担
当者の作業部会、推進会議で関係各機関に活動
経過を報告し、情報共有を行った。

２．重点地区支援では白石町やJA等と連携して
営農計画書に基づいた農地のばらつき確認、農
地の見える化作業、対象者の選定や交換分合提
案に関わる推進体制の検討を行った。

○管内5割の組織では法人化への理解が進んでいないため、今後集落営農
を進めていく上では、先進法人の経営発展事例を作ることが必要である。

○しかし、個人実績配分法人では、担い手不足や経理事務の煩雑さが問題
となっており、法人としてのメリットを活かせずにいる。

○法人と個別経営体との交換分合を提案し、その必要性は認識されたが、
個人実績配分法人での交換の難しさが明確となった。今後、多角化や農地
集積等の法人経営発展には個人実績配分法人からの脱却が必要である。

見える化した地図の1枚

取組前 成果目標 達成状況

交換分合
取組法人数

0法人 2法人
1法人
（50％）

法人化した
営農組合数

51組合 80組合
69組合
（86％）
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２階建て方式地域営農システムの
塩田モデル（藤津モデル）の構築

計画期間：平成29年度～令和元年度

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19.8ha
達成状況 (99%)

（２）飼料用米「ミズホチカラ」の
栽培面積 (ha)

目標 6.0ha  20.3ha
(338%)

２ 法人で稼げる高収益野菜を導入した法人
目標４法人  ３法人

(75%)
法人で稼げる高収益
野菜の 導入面積(ha)
目標4.5ha  5.8ha

(128%)

３ 経理の効率化に取り組んだ法人（累積）
目標２法人  ２法人(100%)

・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年～令和元年

■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 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）  R元 20.0ha(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  R元 4.5ha(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  R元 2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
(ha)

山田錦作付面積の推移山田錦作付面積の推移
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