
安定生産できるブロッコリー産地の構築
活動期間：平成29年度～令和元年度

○ 諏訪地域は夏季セルリーの一大産地であるが、新たな品目（主要品目）と
してブロッコリー生産が増加。

○ 新規就農者の増加、連作障害の発生、異常気象の影響（湿害・病害虫）と
いった課題への指導、対応拡充。

○ ブロッコリーは、初期投資が少なく新規就農者が「取り組みやすい品目」で
あり、地域を挙げて就農支援の体制を確立。

○ 重点対象者の意識・技術の向上により多くの対象者が目標を達成

具体的な成果

１ 産地を支える担い手の育成
■重点対象者（７名）のレベルアップによる

順調な規模拡大・単収向上（表１）
①就農３～５年の者：中堅生産者レベルへ
②就農１～２年の者：技術・経営意識の醸成

面積目標：６名が達成 （７名合計 107％）
収量目標：５名がほぼ達成 （ 〃 95％）

２ ブロッコリーの作柄安定
■根こぶ病発生圃場の対応策の絞り込み
①現状把握からの指導実施
②総合防除による収量確保
③換金作物による輪作の提案
④甚発生圃場の作付回避
への誘導
⇒ 発生レベル別の

対策技術の明確化

■地上部病害に対する
防除スキルの向上

①スマホ等活用によるスマート
診断・防除

②新しい防除体系の定着（予察の活用）
③若手の取組が部会へ波及
⇒ 地上部病害（黒すす病）の激減

普及指導員の活動

１ ブロッコリーの担い手育成
■重点対象者との実施内容の合意・確認
・個別課題の設定（目標の明確化）

■個別課題解決に向けた支援
・毎月巡回（技術・経営的支援、情報提供）
・重点チーム会議の支援方策の検討、翌月指導

■集合研修の実施
・春・秋の圃場巡回 （ベテラン農家からの助言等）

・重点対象者成果検討会（情報共有・仲間づくり）

■就農支援体制の確立

・諏訪就農支援連絡会との連携と就農モデル資
料による就農相談イベントの充実

２ ブロッコリーの作柄安定
■根こぶ病対策
・実態調査による現状把握と対策試験の実施
・換金作物による輪作等、経営的視点での提案
・おとり作物・薬剤活用の総合防除実証圃設置

■連作障害対策（病害虫防除）
・「早見表PDF」で農家が早期診断を可能に

普及指導員だからできたこと

・市町村、ＪＡ他とマッチングし意識統
一したことで、地域として新規就農推進
品目「諏訪のブロッコリー」が定着。

・栽培技術及び経営的視点での個別の助
言による、就農後の経営の着実な安定化。

長野県
【重点プロジェクト計画】

明渠排水

ベテラン農家圃場にて

早見表PDF版
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長野県 

安定生産できるブロッコリー産地の構築 

 

活動期間：平成 29年度～令和元年度 

 

１．取組の背景 

諏訪管内のブロッコリー生産は、セルリーに次ぐ野菜の主要品目であり、出荷

量は年々増加しており、平成 28年は約 1,100ｔで、平成 18年の対比で 160％と

なっている。（図１） 

また、ブロッコリー栽培は、初期投資が少なく、価格も安定していることから、

新規就農者も取り組みやすい品目として推奨品目の一つとなっている。 

近年、栽培面積の増加に伴い、新規栽培者の栽培技術の向上、根こぶ病等の連

作障害発生の増加、気象変動による湿害や病害虫雑草の多発などの課題が表面

化してきたため、重点課題として取り組んだ。 

 

 
 

２．活動内容（詳細） 
（１）ブロッコリー産地を支える担い手の育成 

ア 新規栽培者等の生産安定 

 栽培開始５年未満の重点対象者（初年度５名、最終年度７名）を選定し、それ

ぞれ普及センター重点チーム員の担当者を決めて月毎に巡回を行い、個別の課

題と目標を設定、生育状況の確認、根こぶ病や湿害など技術的、経営的個別課題

の解決に向けた支援、情報提供を行い、その経過について毎月重点チーム会議で

検討を行い、翌月の指導、支援活動に繋げた。 

 また、この重点対象者の集合研修として、栽培期間中には相互のほ場巡回検討

やベテラン生産者のほ場を見学し、情報交換を行った（写真１）。冬季にはＪＡ

と共催で栽培講習会を開催した。また、最終年度３年目のまとめとして、重点対

象者成果検討会を実施し、栽培開始から現在までの経営計画に対する生産実績

と個別課題に対する対応、取り組みについて検討を行った。 
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図1 諏訪地域ブロッコリー出荷量（4kg箱換算）
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 イ 就農支援連絡会を活用した支援体制の強化 

 管内市町村、ＪＡ、地域振興局等と設立した「諏訪地区就農支援連絡会」を活

用し、連絡会議を年２～３回開催し、新規就農者の確保に向けた意識の統一、事

業内容の確認、情報共有を図った。 

 また、就農相談用にブロッコリー就農モデル資料を作成した。育苗から栽培管

理、出荷方法、就農プロセス、経営目標、就農事例について、チーム員で分担し

て原稿を作成、就農連絡会で検討し、関係機関に配布した。（写真２） 

 

 
写真 1 重点対象者のほ場巡回検討  写真 2 ブロッコリー就農相談用資料 

 

 

（２）ブロッコリーの作柄安定 

 ア 根こぶ病対策技術 

 管内のブロッコリー生産拡大に伴い、連作による菌密度の増加とともに、新た

にブロッコリーを栽培したほ場でも初年度から根こぶ病が発生する事例も出て

きた。そのため、次の調査研究や実証ほを設けて活動した。 

 (ｱ) 重点対象者からの根こぶ病に関する聞き取り調査 

 (ｲ) 転炉スラグ等を用いた土壌ｐＨ矯正 

 (ｳ) 根こぶ病抵抗性キャベツ導入による輪作検討 

 (ｴ) おとり作物・薬剤等フル活用した総合防除対策実証ほの設置 

 

 イ 地上部主要病害虫被害低減 

  ブロッコリーの病害虫の早期診断や防除のポイントを「手軽に」、「思い立

った時にいつでも」確認できるよう、主要病害虫の早見表を PDF 形式で作成し

情報提供した。ダウンロードして保存すればいつでもどこでも利用でき、タブレ

ット端末やスマートフォンで鮮明な画像を確認できるようチーム員で作成し

た。 

 また、長雨による花蕾の腐敗が問題となってきたため、花蕾腐敗を起こす病害

のうち、黒すす病にあっては、従来は着蕾期以降の防除が主体となっていたが、

茎葉上に発生する目の玉様の病斑をターゲットに、防除開始を着蕾期前とする

ことで被害軽減を狙い、防除の実証を行った。 
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３．具体的な成果（詳細） 
 

（１）ブロッコリー産地を支える担い手の育成 

 重点対象者に対するチーム員、チーム会議の支援を通して、土壌改良や総合的

な根こぶ病防除実証ほ設置への協力、個々の技術的・経営的課題の解決に向けて

積極的に取り組み、天候不順等による作柄の不安定はあるものの、順調な規模拡

大、単収の向上がみられた（表１）。３～５年目の対象者ではほぼ中堅生産者の

レベルに近づき、１～２年目の対象者もまだ支援は必要なものの、技術・経営的

感度の進歩が感じられた。 

 また、集合研修により、相互の情報交換、仲間意識の醸成も進み、実際の栽培

面での協力もみられ、今後の地域農業を支える農業者として経営の発展が期待

される。 

 

 
 

 

（２）ブロッコリーの作柄安定 

 ア 根こぶ病対策技術 

 聞き取り調査により、薬剤の処理量や処理のタイミングなどに問題は見られ

なかったが、排水不良のほ場で根こぶ病の発生が目立つことが再確認でき、土壌

処理剤の散布時の風の影響など生産者が抱える疑問や不安を収集でき、指導会

に活かせた。 

 転炉スラグによる土壌ｐＨ矯正については、施用初年目の作付け期間中はｐ

Ｈ改善が見られなかったが、その後ｐＨが上昇し、３年目でもｐＨ6.8 前後を維

持していることを確認した。 

 根こぶ病抵抗性キャベツは収穫株の根に発病は認められず、輪作品目の一つ

として有望と考えられた。今後、経済性も含めて導入の検討を行う。 

 根こぶ病総合対策実証ほは、前年度に根こぶ病が激発し収穫皆無となったほ

場に設置したが、結果として、初期生育は比較的順調であったが、収穫２週間ほ

ど前から萎れがみられはじめ、収穫はできたものの、ほぼ全株で根こぶの着生が

みられた。菌密度の高いほ場は、輪作体系の導入が必要と考えられた。 

 

イ 地上部主要病害虫被害低減 

 主要病害虫の PDF 版の早見表は、指導会等で紹介し、希望農家に配布したと

表１　令和元年度のブロッコリー重点対象者の目標達成度
A B C D E F G 7人合計
4 6 5 4 2 2 1

目標 150 700 130 350 150 150 174 1804
実績 225 700 130 400 150 130 188 1923
目標 12 77 9.4 21 12 8.0 14 153
実績 19 58 9.1 28 11 9.5 11 146

158 75 97 133 92 119 79 95

対象者

目標達成度（総収量、％）

面積ａ

総収量t/年

栽培年数
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ころ、農家間で利用が進んだ。また、普及指導員が現場で指導する時も、画像を

見ながら解説できるので、生産者に理

解してもらいやすくなった。（写真３） 

 花蕾腐敗を起こす病害のうち、黒す

す病について、着蕾期前から防除を行

うよう若手農業者を中心に取り組み

をお願いしたが、部会での周知も行わ

れ他の生産者も同様に防除が行われ

たため、本年度は黒すす病由来の花蕾

腐敗病は激減した。 

 

 

 

 

４．農家等からの評価・コメント（富士見町Ｋ氏、原村Ｍ氏） 

 普及指導員からの働きかけにより、ほ場の排水対策や土壌改良、根こぶ病を始

めとした病害虫の適期防除、作付けごとの作業実績記録など理解・実践できた。 

 経営安定のための複合品目の検討ができたこと、重点対象者同士の技術・経営

的な情報交換ができ、ベテラン生産者からの直接の指導など産地内での仲間づ

くりもできた。 

 

 

５．普及指導員のコメント 
（諏訪農業改良普及センター 地域係長 宮下純） 

今回の重点活動から、ブロッコリーの新規栽培者支援については、栽培経験３

年を超えると栽培面積や技術・労働配分が安定してくるので、最初の１年～３年

目を重点的に支援することが重要と思われた。 

また、根こぶ病等の病害虫対策について、各種の技術検討に取り組んだが、な

かなか生産者への新たな提案ができず、継続課題となっている。 

 

 

６．現状・今後の展開等 

令和元年度から、新たな重点活動課題として「諏訪ブランド農産物を支える担

い手の育成」として、野菜・花きで新たに支援が必要な対象者を重点対象者とし

た活動を行う。 

ブロッコリーの病害虫対策は、引き続き一般課題としてとりくんでいく。 

写真３ スマホで現地で見られる病害虫早見表 
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