
持続可能な露地野菜産地「指宿」！さらなる発展をめざして
～露地野菜（オクラ・豆類）でのＩＰＭの取り組みと

新規就農者の育成～
活動期間：平成16年度～（継続中）

○指宿市の主要野菜であるオクラ・豆類は，マイナー作物で登録農薬が少な
く，安心安全志向の高まりから減農薬栽培の取り組みが求められていた。
また，毎年新規就農者数が県内トップで，早期定着が求められていた。

○農業開発総合センター等と連携し，オクラ・スナップえんどうのＩＰＭ技術の
実証に取り組み，普及を図った。

○関係機関団体と地域リーダー等との連携を強化するため，就農定着支援
チームを設置した。

○新規就農者の定着促進のために，関係機関団体及び指導農業士会と連
携し，ニューファーマー講座を毎年開催して，栽培技術及びＩＰＭ技術習得
を図っている。

具体的な成果

１ 露地野菜のＩＰＭ技術の確立及び普及
■オクラ

平成25年度から3年間の実証により，技
術を確立し，28年度より普及を図り，令和2
年度には44haと取り組み面積が拡大した。

■スナップえんどう

平成27年度から5年間の実証により，技
術を確立し，令和2年度より普及を図り，
8.6haと取り組み面積が拡大した。

２ 就農定着支援チームの設置

■平成26年度に「就農定着支援チーム」を
設置し，個別指導の強化を図り，早期定着
を支援している。

■新規就農者1戸あたりの農産物販売額は，
平成27年度は249万円であったのに対し，
5年後の令和元年度は544万円と倍増した。

■平成26年度以降，168人が就農し，うち27
人が認定農業者に認定された。

３ ニューファーマー講座の開設

■従来の基礎講座に加え，平成16年度にオ
クラ・そらまめ，平成23年度にスナップえん
どうのニューファーマー講座を開設して，指
導農業士による栽培及び経営技術の研修
を行い，早期定着を図っている。

普及指導員の活動

平成16年度～
■ニューファーマー講座の開設

オクラ・そらまめ
スナップえんどう（平成23年～）

平成25年度～27年度
■オクラのＩＰＭ技術の実証

平成26年度～
■指宿市担い手総合支援協議会に「就農
定着支援チーム」を設置

平成27年度～令和元年度
■スナップえんどうのＩＰＭ技術の実証

平成28年度～
■オクラのＩＰＭ技術の普及

令和2年度～
■スナップえんどうのＩＰＭ技術の普及

普及指導員だからできたこと

・コーディネイト機能を発揮して結成した支
援チームが円滑に機能している。

・試験研究等と連携し，先進的な露地ＩＰＭ
技術の確立，普及が産地一丸となって取り
組めた。

鹿児島県
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鹿児島県 
持続可能な露地野菜産地「指宿」！さらなる発展をめざし

て 

～オクラ・豆類でのＩＰＭの取り組みと新規就農者の育成～ 
 
活動期間：平成 16 年度～ 
 
１ 取組の背景 

指宿市は，温暖な気候と南薩畑地かんがい施設を活用した，露地野菜専業

農家が多い地域で、日本一のオクラや豆類の産地である。 

   オクラや豆類では，害虫防除に効果的な登録農薬が少ないことや盛夏期の

農薬散布労力の軽減等が課題となっていた。また，消費者の安心・安全志向

の高まり等から，ＩＰＭ技術への取組に気運が高まっていた。 

   更に，指宿市の新規就農者数は毎年県内トップクラスであり，そのほとん

どが，オクラ・豆類を栽培しており，スムーズな定着に向けた支援体制の強

化が求められていた。 
 
２ 活動内容（詳細） 
（１）露地野菜のＩＰＭ技術の確立 

ア オクラのＩＰＭ技術の実証（平成 25 年度～27 年度） 
 平成 25 年度から農業開発総合センターが開発したＩＰＭ技術の現地実

証を 3 年間行った。実証農家（平成 25･26 年度：1 戸，平成 27 年度：23
戸）は，農政普及課が中心となって関係機関・団体で選定した。実証結果

に基づいて，毎年見直しを行い，ソルゴー・ソバをほ場内に作付すること

で，ヒメハナカメムシやテントウムシ等の土着天敵を呼び寄せ，主要害虫

であるアブラムシ類の防除効果と農薬散布回数を低減することができ

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ スナップえんどうのＩＰＭ技術の実証 
平成 27 年度から農業開発総合センターが開発したＩＰＭ技術の現地実

証を 5 年間行った。実証農家（平成 27･28 年度：1 戸，29 年度：3 戸，30
年度：6 戸，令和元年度：9 戸）は，農政普及課が中心となって関係機関
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・団体で選定した。実証結果に基づいて，毎年見直しを行い，ソルゴー・

ソバをほ場の周囲に作付けすることで，ヒメハナカメムシ等の土着天敵

を呼び寄せ，主要害虫であるアザミウマ類の被害を低減することができ

た。 

                
 

（２）就農定着支援チームの設置（平成 26 年度～） 
 平成 24 年度に青年就農給付金事業が創設されるに伴い，新規就農者が

急増してきた。新規就農者のスムーズな定着促進のため，農政普及課では

指宿市担い手総合支援協議会に「就農定着支援チーム」設置を提案した。 
 就農定着支援チームは平成 26 年度に設置され，指導農業士・女性農業

経営士・農業青年クラブ員等の地域リーダーの協力の下，新規就農者のほ

場巡回や個別面談等を実施して，早期定着を支援している。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

支援チームによるほ場巡回訪問        

個別面談 
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（３）ニューファーマー講座の開設（平成 16 年度～） 
従来実施していた基礎講座（経営，土壌肥料，病害虫，農業機械）に加

え，新たに平成 16 年度からオクラ・そらまめの講座（それぞれ年 3 回）

を開設した。 
講座の対象者は，就農して 3 年目までだが，3 年目以降も希望者する新

規就農者は参加している。 
講師は指導農業士が担い，新規就農者がほ場に足を運び，直接相談でき

る環境づくりに努めている。さらに，平成 23 年度からは，スナップえん

どうの講座（年 3 回）も追加した。 
 特にオクラとスナップえんどうのＩＰＭ技術については，念入りに指

導している。 
                
 
 
 
 
 
 
 
    オクラ現地研修           そらまめ現地研修 
 

    
 
 
 
 
 
 
          スナップえんどう現地研修 

 
 
３ 具体的な成果（詳細） 
（１）露地野菜のＩＰＭ技術の普及 
  ア オクラ（平成 28 年度～） 
    3 年間の実証活動によりオクラのＩＰＭ技術が確立でき，技術普及に向

けてＩＰＭマニュアルを作成し，ＪＡの座談会・講習会での紹介や市内全

域を対象とした地区別研修会を開催し普及に努めている。 
令和 2 年度には，取り組み面積が 44ha に拡大した。 
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イ スナップえんどう（令和 2 年度～） 
    5 年間の実証活動によりスナップえんどうのＩＰＭ技術が確立でき，普

及に向けてＩＰＭパンフレットを作成し，ＪＡの座談会・講習会での紹介

や市内全域を対象とした地区別研修会を開催し普及に努めた。 
    オクラのＩＰＭ技術の普及に伴い，ＩＰＭ技術への関心の高まりもあ

り，初年度である令和 2 年度には，8.6ha で取り組まれた。 
 
                
 
 
  
 
 
 
 
 

           ＩＰＭ地区別研修会 
（コロナ禍のため，個別説明対応） 

      
 
（２）新規就農者のスムーズな定着 

ニューファーマー講座や就農定着支援チームの取り組みにより，新規

就農者１戸あたりの農産物販売額は，平成 27 年度は 249 万円であった

が，5 年後の令和元年度には 544 万円に倍増した。 
また，平成 22 年度から 10 年間の前期 5 年間の定着率は 94%であった

のに対し，後期 5 年間の定着率は 98％に向上した。 
      平成 26 年度以降，168 人が就農し，うち 27 人が認定農業者に認定さ

れた。 
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４ 農家等からの評価・コメント 

（１）指宿市 諸留一司氏（指導農業士：ニューファーマー講座えんどう担当）  

全国初の露地ＩＰＭの技術実証を平成 25 年に３名でオクラから取り組

み始めたが，2 年目にはＪＡエコオクラグループが実証に参加してくれた

ことが，令和 2 年度 44ha の取り組み面積につながっている。今では，Ｊ

Ａ系統外でも取り組む農家が増え，土着天敵の数を言い合うようになっ

てきている。この技術は，労力やコスト低減になるうえに，土着天敵の数

が年々増えているのを見ると，生態系にやさしい技術だというのを日々

実感している。ニューファーマー講座を担当して 10 年になるが，スナッ

プえんどうの基本技術やＩＰＭ技術を順調に習得して，定着してくれて

いるのがうれしい。おかげさまで，日本一のえんどう産地となってきた。

今後とも就農支援に微力ながら貢献していきたい。 

（２）指宿市 前川信男氏（指導農業士：ニューファーマー講座オクラ担当） 

   ＩＰＭ技術は，省力化やコスト削減が図れたうえに，生態系を崩さない

すばらしい技術だと確信している。新規就農者を指導するにあたり感じ

たことは，技術や経営等何も知らない状態で就農してきているので，ＩＰ

Ｍ技術は「こうしたらいいよ」とほ場で説明するだけで，当然の技術のよ

うにすんなり吸収してくれている。また，天敵等を観察しないといけない

ので，作物を観察する訓練にもなっている。ＩＰＭ技術は，ＳＤＧｓの 12
番目の目標「つくる責任，つかう責任」にも適合しており，今後も新規就

農者が 1 年でも早く定着するよう支援していきたい。 
 
５ 普及指導員のコメント 

（現大隅地域振興局農政普及課 野菜係長 小山田耕作） 
（現大島支庁農政普及課 農業技師 入田祥太朗） 
（南薩地域振興局農政普及課指宿市十二町駐在 技術主幹 南 晃宏） 

  新規就農者の育成や露地野菜のＩＰＭの成功事例は，地域リーダーの献身

的な取り組みと，それをサポートする関係機関・団体等の支援体制にある。  
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農政普及課では，今後とも新規就農者の栽培技術習得支援と地域と新規就農

者をつなぐ関係機関・団体の支援体制強化を図っていく。 
 
６ 現状・今後の展開等 
（１）ＩＰＭ技術の普及 
    日本一のオクラ・豆類産地として，産地体制の充実強化を図るため，関

係機関・団体等と連携し，普及に努めたい。また，ＩＰＭ技術の中でも耕

種的防除（高単収技術）を充実させていく。 
（２）新規就農者の早期定着支援 

 今後とも指導農業士会や関係機関・団体等と連携し，就農定着支援チー

ムの活動をさらに強化し，オール指宿で新規就農者の早期定着支援を図

っていく。 
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