
○ ＪＡ長崎せいひいちご部会のうち管内のことのうみ部会（長崎市琴海地
区）及び大西海部会（西海市）を対象に活動、産地の維持拡大と優良品種
導入による収量向上が課題。

○関係機関と連携して、新規就農者の確保、産地拡大、優良品種の作付拡
大について取組んだ。

○新規７名（うち法人１）の確保、１０ha→１１．２haへ産地拡大（事業による
新設ハウス１．５８hａ）。

具体的な成果

１ 新規就農者等の確保
■新規就農者・参入者 の
増加
新規参入者数
Ｒ１ １法人
Ｒ２ ６名

２ 産地の拡大
■補助事業およびＪＡリース事業の活用に

より産地拡大

１０ha→１１.２haに拡大

３ 優良品種・環境制御技術の導入
■「ゆめのか」栽培面積増加

■環境測定機器の導入

普及指導員の活動

令和元年
■ＪＡの担い手支援センター設立を支援。

令和元年～２年
■県およびJAの担い手支援センターと産地
への研修生受入を調整し新規参入に誘導、
研修生や新規参入者への技術研修も担当。

令和元年～２年
■ＪＡのハウスリース事業開始とともに関係
機関と連携して補助事業によるハウス導入
を支援。
令和元年度５件、令和２年度４件のハウス
新規建設を実現。

令和元年～２年
■高収量性の優良品種「ゆめのか」への品

種転換を推進しおおむね導入が完了。
■更なる高収量を目指し環境制御技術の

導入を推進、勉強会開催支援等により普
及を図った。

普及指導員だからできたこと

・ＪＡ、市、および県の担い手支援セン
ター、事業坦当課と密接に連携して新規
就農者の支援、ハウス導入事業の実施を
調整できた。

・現地検討会や個別の指導により品種転
換を進め、勉強会の支援等による環境制
御技術の普及を図った。

長崎県 生産性が高い施設野菜産地の育成と強化
活動期間：令和元年度～令和２年度

研修生への研修実施

「ゆめのか」の栽培

環境測定装置

年度 H30 R1 R2
導入済戸数(戸） 0 5 15

割合 0% 10% 27%

年度 H30 R1 R2
面積(hａ) 8.8 9.4 10.4
割合 88% 90% 93%

新設いちごハウス
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		補助事業・JAリース事業による施設導入 ホジョ ジギョウ ジギョウ シセツ ドウニュウ

				H30		R1		R2

		新規 シンキ						0.838

		拡大 カクダイ				0.739

		新規参入者 シンキ サンニュウ シャ

				H30		R1		R2

				1		1		6

						（法人） ホウジン

						㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				三根純平 ミネ ジュンペイ

		いちご面積 メンセキ

				H30		R1		R2

		いちご栽培面積 サイバイ メンセキ		10		10.5		11.2

		補助事業による新設面積 ホジョ ジギョウ シンセツ メンセキ		0		0.74		0.84

		ゆめのか

		年度 ネンド		H30		R1		R2

		面積(hａ) メンセキ		8.8		9.4		10.4

		割合 ワリアイ		88%		90%		93%

		環境測定装置 カンキョウ ソクテイ ソウチ

		年度 ネンド		H30		R1		R2

				0		5		10

		導入済戸数(戸） ドウニュウ スミ コスウ コ		0		5		15

		割合 ワリアイ		0%		10%		27%

		部会員数 ブカイ イン スウ

				51		51		56



いちご栽培面積(ha)



補助事業による新設面積	

H30	R1	R2	0	0.74	0.84	いちご栽培面積	

H30	R1	R2	10	10.5	11.2	











Sheet1

								本年産作型別面積(ha) ホンネン サン サク ガタ ベツ メンセキ								本年産品種別面積(ha) ホンネン サン ヒンシュ ベツ メンセキ								部会員数 ブカイ イン スウ

								株冷 カブ レイ		夜冷 ヤ レイ		普通 フツウ		計 ケイ		ゆめのか		恋みのり コイ		その他 タ		計 ケイ



		R2		ことのうみ				2.2		0.2		0.8		3.2		3.2						3.2		11

				大西海 ダイ サイカイ				5.1		0.2		2.8		8		7.2		0.1		0.7		8		40

				小計 ショウケイ				7.3		0.4		3.6		11.3		10.4		0.1		0.7		11.2		51

		R1		ことのうみ												2.5						2.5		11

				大西海 ダイ サイカイ												6.9		0.2		0.9		8		40								長崎西彼 ナガサキ セイヒ		長崎 ナガサキ				2.4		0.1		1.9		4.4		3.7		0.5		0.2		4.4		4.6		95

				小計 ショウケイ				0		0		0		0		9.4		0.2		0.9		10.5		51										東長崎 ヒガシ ナガサキ				1.2				1.0		2.2		2.2						2.2		2.6		86

		H30		ことのうみ												2.2						2.2		14										ことのうみ				2.2		0.2		0.8		3.2		3.2						3.2		2.5		130

				大西海 ダイ サイカイ												6.6				1.2		7.8		42										大西海 ダイ サイカイ				5.1		0.2		2.8		8.0		7.2		0.1		0.7		8		8.0		99

				小計 ショウケイ				0		0		0		0		8.8		0		1.2		10		56										小計 ショウケイ				10.8		0.5		6.5		17.8		16.2		0.6		0.9		17.8		17.7		101
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R2

		令和２年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

				戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ

				（戸） ト		（ha）														(㎡）

		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208

		計 ケイ		4		0.838



		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト

		計 ケイ		12		2.488



		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ						はかる蔵 クラ

				1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ																県型 ケン ガタ

		計 ケイ		10		2.016



		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

		計 ケイ		5		0.948





R2-3

				令和2-3年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

		年度 ネンド		施設名 シセツ ナ		戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ																新規就農者等 シンキ シュウノウ シャ トウ

						（戸） ト		（ha）														(㎡）										氏名 シ メイ		農家・新規 ノウカ シンキ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		認定年度 ニンテイ ネンド		研修先 ケンシュウ サキ		（研修農家） ケンシュウ ノウカ		備考 ビコウ

		R2		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168										井添 イ ソウ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208										前田(夫婦） マエダ フウフ		新規参入（他県） シンキ サンニュウ ホカ ケン		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				計 ケイ		4		0.838																								今村秀司 イマムラ シュウジ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ		ハウス		2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336				楠本 クスモト		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		○○		○○				日吉地区から移転 ヒヨシ チク イテン

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272																								古賀幸菜(夫婦） コ ガ ユキ ナ フウフ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

				合計 ゴウケイ		11		2.11																								増田宗一郎 マスダ ソウイチロウ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		平普及協力委員 ヒラ フキュウ キョウリョク イイン

																																大坪拳 オオツボ ケン		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		竹島氏 タケシマ シ

		R2		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ														高橋英志 タカハシ エイ シ		農家子弟（祖父） ノウカ シテイ ソフ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ																		河本大輝 カワモト タイキ								㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

						7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト				相川泰行 アイカワ ヤスユキ		農家子弟 ノウカ シテイ										JA営農指導員 エイノウ シドウイン

				計 ケイ		12		2.488

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		19		3.76



		R2		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ		はかる蔵

						1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ												県型

				計 ケイ		10		2.016

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		17		3.288



		R2		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

				計 ケイ		5		0.948

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		12		2.22





R１-3

																																新規就農者等 シンキ シュウノウ シャ トウ

																																氏名 シ メイ		農家・新規 ノウカ シンキ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		認定年度 ニンテイ ネンド		研修先 ケンシュウ サキ		（研修農家） ケンシュウ ノウカ		備考 ビコウ

																																㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ		法人 ホウジン		認定農家 ニンテイ ノウカ		R1

																																辻一成 ツジ カズナリ		新規参入 シンキ サンニュウ				ー		ー



																																井添 イ ソウ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

																																前田(夫婦） マエダ フウフ		新規参入（他県） シンキ サンニュウ ホカ ケン		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

																																今村秀司 イマムラ シュウジ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

																																楠本 クスモト		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		○○		○○				日吉地区から移転 ヒヨシ チク イテン



																																古賀幸菜(夫婦） コ ガ ユキ ナ フウフ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ		R2いちご開始 カイシ

																																高橋英志 タカハシ エイ シ		農家子弟（祖父） ノウカ シテイ ソフ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ		R2いちご開始 カイシ

																																増田宗一郎 マスダ ソウイチロウ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		平普及協力委員 ヒラ フキュウ キョウリョク イイン		R3予定 ヨテイ

																																大坪拳 オオツボ ケン		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		竹島氏 タケシマ シ		R3予定 ヨテイ



																																河本大輝 カワモト タイキ								㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ				R3予定 ヨテイ

																																相川泰行 アイカワ ヤスユキ		農家子弟 ノウカ シテイ										Ｒ3又はＲ4（JA営農指導員） マタ エイノウ シドウイン

				令和1-3年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

		年度 ネンド		施設名 シセツ ナ		戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ

						（戸） ト		（ha）														(㎡）

		R１		ハウス		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5

				計 ケイ		5		0.739

		R2		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208

				計 ケイ		4		0.838

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		11		2.11



		R１		自動換気		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5



				自動換気

		R2		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

						7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト

				計 ケイ		12		2.488

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		19		3.76



		R１		測定装置		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5

				計 ケイ		5		0.739

		R2		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ		はかる蔵

						1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ												県型

				計 ケイ		10		2.016

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		17		3.288





		Ｈ３０		炭酸ガス発生装置		3		0.47				産パ（基金) サン キキン				中尾 ナカオ		一瀬 イチセ		平野 ヒラノ



		R１		炭酸ガス発生装置		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5



		R2		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

				計 ケイ		5		0.948

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		12		2.22
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			平成30年産いちご面積 ヘイセイ ネン サン メンセキ						本年産作型別面積(ha) ホンネン サン サク ガタ ベツ メンセキ												本年産品種別面積(ha) ホンネン サン ヒンシュ ベツ メンセキ												前年面積 ゼンネン メンセキ


									株冷 カブ レイ			夜冷 ヨル レイ			普通 フツウ			計 ケイ			ゆめのか			さちのか			その他 タ			計 ケイ			(ha)


			長 ナガ			長崎 ナガサキ			3.1			0.1			1.6			4.8			4.4						0.4			4.8			5.0


			崎 サキ			東長崎 ヒガシ ナガサキ			1.4						1.3			2.7			2.7									2.7			2.7


			西 ニシ			ことのうみ			2.2									2.2			2.2									2.2			2.2


			彼 カレ			大西海 ダイ サイカイ			4.5			0.2			3.1			7.8			6.6						1.2			7.8			8.2


						　計 ケイ			11.2			0.3			6.0			17.5			15.9			0.0			1.6			17.5			18.1
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Sheet3

		補助事業・JAリース事業による施設導入 ホジョ ジギョウ ジギョウ シセツ ドウニュウ

				H30		R1		R2

		新規 シンキ						0.838

		拡大 カクダイ				0.739

		新規参入者 シンキ サンニュウ シャ

				H30		R1		R2

				1		1		6

						（法人） ホウジン

						㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				三根純平 ミネ ジュンペイ

		いちご面積 メンセキ

				H30		R1		R2

		いちご栽培面積 サイバイ メンセキ		10		10.5		11.2

		補助事業による新設面積 ホジョ ジギョウ シンセツ メンセキ		0		0.74		0.84

		ゆめのか

		年度 ネンド		H30		R1		R2

		面積(hａ) メンセキ		8.8		9.4		10.4

		割合 ワリアイ		88%		90%		93%

		環境測定装置 カンキョウ ソクテイ ソウチ

		年度 ネンド		H30		R1		R2

				0		5		10

		導入済戸数(戸） ドウニュウ スミ コスウ コ		0		5		15

		割合 ワリアイ		0%		10%		27%

		部会員数 ブカイ イン スウ

				51		51		56



いちご栽培面積(ha)



補助事業による新設面積	

H30	R1	R2	0	0.74	0.84	いちご栽培面積	

H30	R1	R2	10	10.5	11.2	











Sheet1

								本年産作型別面積(ha) ホンネン サン サク ガタ ベツ メンセキ								本年産品種別面積(ha) ホンネン サン ヒンシュ ベツ メンセキ								部会員数 ブカイ イン スウ

								株冷 カブ レイ		夜冷 ヤ レイ		普通 フツウ		計 ケイ		ゆめのか		恋みのり コイ		その他 タ		計 ケイ



		R2		ことのうみ				2.2		0.2		0.8		3.2		3.2						3.2		11

				大西海 ダイ サイカイ				5.1		0.2		2.8		8		7.2		0.1		0.7		8		40

				小計 ショウケイ				7.3		0.4		3.6		11.3		10.4		0.1		0.7		11.2		51

		R1		ことのうみ												2.5						2.5		11

				大西海 ダイ サイカイ												6.9		0.2		0.9		8		40								長崎西彼 ナガサキ セイヒ		長崎 ナガサキ				2.4		0.1		1.9		4.4		3.7		0.5		0.2		4.4		4.6		95

				小計 ショウケイ				0		0		0		0		9.4		0.2		0.9		10.5		51										東長崎 ヒガシ ナガサキ				1.2				1.0		2.2		2.2						2.2		2.6		86

		H30		ことのうみ												2.2						2.2		14										ことのうみ				2.2		0.2		0.8		3.2		3.2						3.2		2.5		130

				大西海 ダイ サイカイ												6.6				1.2		7.8		42										大西海 ダイ サイカイ				5.1		0.2		2.8		8.0		7.2		0.1		0.7		8		8.0		99

				小計 ショウケイ				0		0		0		0		8.8		0		1.2		10		56										小計 ショウケイ				10.8		0.5		6.5		17.8		16.2		0.6		0.9		17.8		17.7		101
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R2

		令和２年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

				戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ

				（戸） ト		（ha）														(㎡）

		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208

		計 ケイ		4		0.838



		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト

		計 ケイ		12		2.488



		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ						はかる蔵 クラ

				1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ																県型 ケン ガタ

		計 ケイ		10		2.016



		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

				2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

				1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

		計 ケイ		5		0.948





R2-3

				令和2-3年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

		年度 ネンド		施設名 シセツ ナ		戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ																新規就農者等 シンキ シュウノウ シャ トウ

						（戸） ト		（ha）														(㎡）										氏名 シ メイ		農家・新規 ノウカ シンキ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		認定年度 ニンテイ ネンド		研修先 ケンシュウ サキ		（研修農家） ケンシュウ ノウカ		備考 ビコウ

		R2		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168										井添 イ ソウ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208										前田(夫婦） マエダ フウフ		新規参入（他県） シンキ サンニュウ ホカ ケン		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

				計 ケイ		4		0.838																								今村秀司 イマムラ シュウジ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ		ハウス		2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336				楠本 クスモト		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		○○		○○				日吉地区から移転 ヒヨシ チク イテン

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272																								古賀幸菜(夫婦） コ ガ ユキ ナ フウフ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

				合計 ゴウケイ		11		2.11																								増田宗一郎 マスダ ソウイチロウ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		平普及協力委員 ヒラ フキュウ キョウリョク イイン

																																大坪拳 オオツボ ケン		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		竹島氏 タケシマ シ

		R2		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ														高橋英志 タカハシ エイ シ		農家子弟（祖父） ノウカ シテイ ソフ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ																		河本大輝 カワモト タイキ								㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

						7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト				相川泰行 アイカワ ヤスユキ		農家子弟 ノウカ シテイ										JA営農指導員 エイノウ シドウイン

				計 ケイ		12		2.488

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		19		3.76



		R2		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ		はかる蔵

						1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ												県型

				計 ケイ		10		2.016

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		17		3.288



		R2		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

				計 ケイ		5		0.948

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		12		2.22





R１-3

																																新規就農者等 シンキ シュウノウ シャ トウ

																																氏名 シ メイ		農家・新規 ノウカ シンキ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		認定年度 ニンテイ ネンド		研修先 ケンシュウ サキ		（研修農家） ケンシュウ ノウカ		備考 ビコウ

																																㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ		法人 ホウジン		認定農家 ニンテイ ノウカ		R1

																																辻一成 ツジ カズナリ		新規参入 シンキ サンニュウ				ー		ー



																																井添 イ ソウ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ

																																前田(夫婦） マエダ フウフ		新規参入（他県） シンキ サンニュウ ホカ ケン		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

																																今村秀司 イマムラ シュウジ		農家子弟 ノウカ シテイ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

																																楠本 クスモト		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		○○		○○				日吉地区から移転 ヒヨシ チク イテン



																																古賀幸菜(夫婦） コ ガ ユキ ナ フウフ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ		R2いちご開始 カイシ

																																高橋英志 タカハシ エイ シ		農家子弟（祖父） ノウカ シテイ ソフ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		浦江部会長 ウラ エ ブカイチョウ		R2いちご開始 カイシ

																																増田宗一郎 マスダ ソウイチロウ		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		平普及協力委員 ヒラ フキュウ キョウリョク イイン		R3予定 ヨテイ

																																大坪拳 オオツボ ケン		新規参入 シンキ サンニュウ		認定就農者 ニンテイ シュウノウ シャ		R2		県 ケン		竹島氏 タケシマ シ		R3予定 ヨテイ



																																河本大輝 カワモト タイキ								㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ				R3予定 ヨテイ

																																相川泰行 アイカワ ヤスユキ		農家子弟 ノウカ シテイ										Ｒ3又はＲ4（JA営農指導員） マタ エイノウ シドウイン

				令和1-3年度　いちご関係補助事業（ハウス、自動換気、測定装置、炭酸ガス発生装置　※高設育苗・電照を除く） レイワ ネンド カンケイ ホジョ ジギョウ ジドウ カンキ ソクテイ ソウチ タンサン ハッセイ ソウチ コウ セツ イクビョウ デン テ ノゾ

		年度 ネンド		施設名 シセツ ナ		戸数 コスウ		面積 メンセキ		地区 チク		事業名 ジギョウ ナ		事業主体 ジギョウ シュタイ		構成員（ﾘｰｽ先） コウセイ イン サキ

						（戸） ト		（ha）														(㎡）

		R１		ハウス		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5

				計 ケイ		5		0.739

		R2		ハウス		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ				3168

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト				5208

				計 ケイ		4		0.838

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		11		2.11



		R１		自動換気		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5



				自動換気

		R2		自動換気 ジドウ カンキ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.32		三重（窓口西海市） ミエ マドグチ サイカイシ		産パ(基金） サン キキン		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ

						7		1.33		西海市 サイカイシ				第2組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		山口ﾔ ヤマグチ		中尾 ナカオ		松尾 マツオ		木本 キモト

				計 ケイ		12		2.488

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		19		3.76



		R１		測定装置		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5

				計 ケイ		5		0.739

		R2		測定装置 ソクテイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						5		1.1		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第3組合 ダイ クミアイ		川尻 カワジリ		平野 ヒラノ		一瀬 イチセ		大場 オオバ		相川ｺ アイカワ		はかる蔵

						1		0.078		長崎市 ナガサキシ		次世代 ジセダイ		野口匠 ノグチ タクミ												県型

				計 ケイ		10		2.016

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		17		3.288





		Ｈ３０		炭酸ガス発生装置		3		0.47				産パ（基金) サン キキン				中尾 ナカオ		一瀬 イチセ		平野 ヒラノ



		R１		炭酸ガス発生装置		1		0.197		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		㈱アグリ未来長崎 ミライ ナガサキ										1968

						4		0.542		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		谷口 タニグチ		浦江 ウラ エ		竹島 タケシマ		平 ヒラ				5416.5



		R2		炭酸ガス発生装置 タンサン ハッセイ ソウチ		2		0.317		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		井添 イ ソウ		前田 マエダ

						2		0.521		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		今村 イマムラ		楠本 クスモト

						1		0.11		西海市 サイカイシ		1000億 オク		第2組合 ダイ クミアイ		木本 キモト

				計 ケイ		5		0.948

		R3（R2認定）予定 ニンテイ ヨテイ				2		0.334		西海市 サイカイシ		産パ サン		JA		河本 カワモト		相川 アイカワ										3336

						5		0.938		琴海 キンカイ		産パ サン		JA		古賀 コ ガ		増田 マスダ		大坪 オオツボ		高橋 タカハシ		平 ヒラ				9376

				計 ケイ		7		1.272

				合計 ゴウケイ		12		2.22
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Sheet1


			平成30年産いちご面積 ヘイセイ ネン サン メンセキ						本年産作型別面積(ha) ホンネン サン サク ガタ ベツ メンセキ												本年産品種別面積(ha) ホンネン サン ヒンシュ ベツ メンセキ												前年面積 ゼンネン メンセキ


									株冷 カブ レイ			夜冷 ヨル レイ			普通 フツウ			計 ケイ			ゆめのか			さちのか			その他 タ			計 ケイ			(ha)


			長 ナガ			長崎 ナガサキ			3.1			0.1			1.6			4.8			4.4						0.4			4.8			5.0


			崎 サキ			東長崎 ヒガシ ナガサキ			1.4						1.3			2.7			2.7									2.7			2.7


			西 ニシ			ことのうみ			2.2									2.2			2.2									2.2			2.2


			彼 カレ			大西海 ダイ サイカイ			4.5			0.2			3.1			7.8			6.6						1.2			7.8			8.2


						　計 ケイ			11.2			0.3			6.0			17.5			15.9			0.0			1.6			17.5			18.1
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長崎県 
生産性が高い施設野菜産地の育成と強化 

 
活動期間：令和元～２年度 
 
１．取組の背景 

いちごの高単収品種「ゆめのか」への品種転換は順調に進んでいるものの、

ゆめのかは品種特性として裂皮果、先青果、灰色かび病、ハダニ等が発生し

やすい等の課題がある。また、ゆめのか面積拡大による収量増加に伴うパッ

ク詰め労力増加や高齢化等により、いちご面積が減少傾向にある。今後は、

新規参入者の確保育成と産地維持に向けた規模縮小圃場の有効活用等も課題

となっていた。 
ゆめのかの安定生産技術の確立を支援し、適切な肥培管理や栽培管理によ

る単収向上・品質向上を図る。自動換気システム、環境測定機器等の環境制

御技術の導入と技術確立、および省力化、品質向上に向けた生産支援を行っ

た。 
 
２．活動内容 
（１）産地対策支援 
・県事業のチャレンジ園芸１０００億推進事業により、自動換気、炭酸ガ

ス発生装置、測定機器等の環境制御に係る事業導入を支援した。（７戸） 
・産地パワーアップ事業の整備事業（２件）および基金事業（生産支援事

業・３件）について、計画作成を支援した。 
・西海市では、新たにチャレンジ園芸１０００億事業でいちご環境測定機

器の導入について計画作成、申請支援した。 
・大西海地区のパッケージセンター拡充（セロハン張機等導入）の事業導

入を支援した。 
・Ｒ３年度以降の新規就農者等のハウス建設および就農スケジュールにつ

いて話し合いを実施した。 
・Ｒ３年度以降の事業構想について検討した中で、本年度から琴海地区に

おいていちごで新規就農を予定している４名について、認定就農および

公庫資金の対応について担い手坦当を中心に支援を実施。また、西海市

では新規就農２戸のいちごハウスを計画した。 
・Ｒ３新規・拡大計画の琴海地区５名、西海市２名の産地パワーアップ事

業（整備事業）の計画申請を支援した。 
（２）栽培技術支援 

・現地検討会において、本圃の病害虫・管理指導、育苗における肥培・か

ん水管理や定植後の管理、防除等について指導した。 
・Ｒ元年度実施した天敵資材「バンカーシート」試験の結果を検討した。 
・長崎県型次世代施設園芸推進事業の展示圃について機器整備内容につい

て検討した。 
・長崎県型統合環境制御の導入事業を支援した。 
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       研修生への研修実施 
 
３．具体的な成果 
（１）新規就農者等の確保 
 新規就農者・参入者の増加 
  新規参入者数 ７名 
   Ｒ１ １法人 
   Ｒ２ ６名 
（２）産地拡大 10ha（Ｈ３０） → 11.2ha（Ｒ２）に拡大 
・補助事業により、ハウス 0.84ha（４戸）、自動換気 3.71ha（21 戸）、環

境制御測定装置 2.3ha（14 戸）、炭酸ガス発生装置 1.16ha（８戸）が整

備された。 
また、産地パワーアップ事業（基金事業）により電照（西海市１件）、

高設育苗（琴海２件）加温機等（西海市１件）が整備された。 
・新たに、Ｒ３年着工予定のハウス 1.27ha、（琴海５戸 0.94ha、西海市２

戸 0.33ha）の計画の事業申請を行った。 
・ことのうみいちご部会で長崎県型の低コスト統合環境制御を設置（長崎

市）した生産者が勉強会に参加した。 
・大西海地区のパッケージセンターに従来の２倍以上能力のセロハン張機

を導入した。 
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年度 H30 R1 R2
面積(hａ) 8.8 9.4 10.4
割合 88% 90% 93%

年度 H30 R1 R2
導入済戸数(戸） 0 5 15

割合 0% 10% 27%

優良品種・環境制御技術の導入 
 
 ■「ゆめのか」栽培面積増加 
 
 
 
 
 
 ■環境制御機器の導入           「ゆめのか」の栽培 
 
 
 
 
 
                     
 
                       環境制御装置 

（２）栽培技術支援 
・ハダニ多発生圃場を定期的に巡回し、年明けには低密度に抑えることが

できた。 
・部会別では、単価は両部会とも前年より増加したが、単収については前

年比 90%台にとどまった。ことのうみ部会は単収県下２位と好成績を収

めた。 
 
４．農家等からの評価・コメント 

・今後も適宜、栽培指導をお願いする。 
・環境制御技術について具体的な設定等について指導・情報提供してほし

い。（いちご部会員） 
  
５．普及指導員のコメント 

ＪＡ、市、および県の担い手支援センター、事業担当課と密接に連携して

新規就農者の支援、ハウス建設の実施を調整できた。 
現地検討会や個別の指導により品種転換を進め、勉強会の支援等による環

境制御技術の普及を図ることができた。 
 
６．現状・今後の展開等 
（１）産地対策支援 
・環境制御については今後も定期的な勉強会開催、また農家自ら生育調査

を行なってもらうための工夫や生育調査の必要性について説明していく

必要がある。また、他の生産者にも環境制御機器の導入に向けた情報発

信をしていく必要がある。 
・事業によるハウス導入について関係機関と協力して支援していく。 
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（２）栽培技術支援 

・ハダニの発生が多く、初発を見逃さずに多発生になる前にしっかりと防

除指導を行なう必要がある。 
・定期的な勉強会の実施と検討会時での情報の共有。 
・防除所警報の迅速な情報共有と定期的な巡回指導。 
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