
平成２５年度 普及活動検討会（外部評価）実施結果 

  

茨城県農林水産部農業経営課 

技術・担い手支援室 

１ 目 的 

  「茨城農業改革大綱」に基づく農業改革の更なる進展を目指し，本県における協同農業普及事業の

実施状況及び普及指導計画に設定した課題の解決に関する進捗状況並びに結果等について，客観的な

評価を得て，今後の効率的・効果的な普及活動に反映させる。 

 

２ 日 時 

  平成２５年１１月２７日（水）１０：１５～１５：３０ 

 

３ 開催場所 

  農業総合センター ２階 大研修室  

 

４ 報告内容（詳細は別紙） 

 （１）茨城県における協同農業普及事業の推進について  

農業総合センターの活動について  

農業経営課技術・担い手支援室，農業総合センター  

（２）継続的発展が可能な普通作産地の育成  

県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター  

（３）消費者・実需者ニーズの先取りを目指すカンショ販売戦略の実践 

鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター  

 （４）地域資源を活かした奥久慈型アグリビジネスの展開と元気な農村づくり 

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター  

 

５ 出席者   

普及活動検討会評価委員※， 

農林事務所（企画調整部門，経営・普及部門，地域農業改良普及センター）， 

農業総合センター（農業革新支援センター，企画調整課），農業経営課技術・担い手支援室 等 

         ※評価委員                             

 

 

 

 

  

納口 るり子 氏 

星野 康人 氏 

児玉 洋子 氏 

副島 陽一 氏 

伊藤 健 氏 

：筑波大学大学院生命環境科学研究科 教授，委員長 

：ホシノ・アグリコミュニケーション研究所 代表 

：日本農業新聞 東京支所 支所長代理 

：（一社）全国農業改良普及支援協会 常務理事 

：茨城県農業経営士協会 会長 



６ 評価及び今後の対応策（主なもの） 

（１）茨城県における協同農業普及事業の推進について，農業総合センターの活動につい

て 

評価意見 ○「茨城農業改革大綱(2011-2015)」など上位計画と整合させ，普及事業がきちんと整理さ

れている。 

○農業革新支援専門員，農業革新支援センターとして期待されている機能はかなりの程度

実現されており，他県に先行した取り組みがなされている。 

○普及活動に関する一般県民や消費者への情報発信に一層の取り組みが必要である。 

○アグリビジネス指導体制については，指導水準を維持する観点から，外部人材の活用も

考えるべき。 

対応策 ・普及活動に関する情報発信については，農業総合センターホームページや農業情報誌「農

業いばらき」において，普及活動事例の紹介をしていますが，さらに効果的に情報発信

するため，消費者との交流イベント等の機会を活用し，積極的にＰＲしていきます。 

・アグリビジネスの指導体制については，農業革新支援専門員の指導力強化に引き続き努

めるとともに，現段階では，普及指導員研修においてアグリビジネスに精通した外部講

師の依頼や農産加工指導センター，茨城６次産業化サポートセンターなどとしっかり連

携することで，指導水準を確保し，課題解決を図ります。 

（農業経営課技術・担い手支援室，農業総合センター） 

 
（２）継続的発展が可能な普通作産地の育成 

評価意見 ○高タンパクという特性を活かしたそばの生産販売の推進やパン用小麦の導入

は高く評価できる。 

○消費者や実需者ニーズに応えるために自ら創意工夫を行い，価値の高い商品

を売り込むという攻めの農業を行う必要性を農業者に気づかせる普及活動で

ある。 

○そばの品質評価について，研究機関，専門家も交えた更なる調査，研究が必

要であり，かつ重要である。 

○実需者と結びつくためには，政策に惑わされないで，高品質のものを作り続

けていくことが必要。長期的な視点で産地形成を図ってもらいたい。 

対応策 ・管内産そばのタンパク質と旨み成分・機能性成分の分析を行い，「新たな評

価法」等の確立とそれに基づく販売促進を進めます。 

・実需者と情報交換しながら，高品質な農産物を安定生産するという視点の産

地づくりを支援していきます。 

（県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター） 

 

（３）消費者・実需者ニーズの先取りを目指すカンショ販売戦略の実践 

評価意見 ○生食用から加工用へ新たな需要創造に併せた産地支援を農協と連携して継続的に行っ

てきた点は特に評価できる。 

○新たな品種の導入とそれぞれの品種の特性を活かした周年良食味カンショの集荷を確

保するためのさまざまなきめ細かな活動は高く評価できる。 

○生いもデンプン含量に応じた出荷時期調整はすばらしい技術であるが，さらに，ほ場に

よるデンプン含量の違いの原因究明と対応策の検討も必要ではないか。 

○焼き芋の健康食品，機能性のＰＲ，秘められた機能の解明をすべき。 



対応策 ・土壌中に含まれる肥料成分量及び作付けする品種の系統により，カンショのデンプン含

量が異なることが明らかになったので，講習会や個別巡回時に対応策を繰り返し伝え，

農業者に実践を促していきます。 

・焼き芋の需要をさらに伸ばすためにも，焼き芋の機能性等を次の課題として，アプロー

チしてまいります。 

（鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター） 

 

（４）地域資源を活かした奥久慈型アグリビジネスの展開と元気な農村づくり 

評価意見 ○女性グループの活動を支援して，地域を元気にして，交流人口を増やそうという目標に

向かって努力されている点は高く評価できる。 

○加工品コンクール，弁当の試食評価，レストランのテスト営業などを通じてグループ員

の意識醸成を行ったことは評価できる。 

○地域の中食・外食・旅館・観光業などとの連携をとって，地域の産業としてさらにイン

パクトのあるものを生み出すことが必要である。すでに「奥久慈食と農の研究会」を立

ち上げているので，そこでビジネスが始まることを期待する。食と農を結びつけた体験

型のグリーンツーリズムにも挑戦してもらいたい。 

○奥久慈の農産物を使った商品価値の高い加工品を開発し，それを核に地域づくりを進め

て欲しい。 

対応策 ・平成２６年２月に各業界との連携を強めるために開催したアグリビジネスフォーラム等

を通じ，奥久慈地域の食材を活用した御膳の町内料理店での提供，県内外から小学校の

宿泊学習受け入れなど，各団体が主体的に取り組めるよう支援していきます。 

・農産加工指導センターオープンラボラトリー等を活用して，数ある奥久慈の農産品の加

工に取り組む農業者，生産者団体等を育成していきます。 

（県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター） 

 

７ 外部評価結果の活用 

 評価委員から提言された改善意見等は，今後の活動方針や普及指導計画に反映させていきます。

①茨城農業改革大綱など上位計画と整合した普及活動の実践 
    ②研究・教育・普及の密接な連携のもとに高度で効果的な普及活動の実践 
    ③県・地域各段階での普及活動成果の発信 
    ④普及組織外の外部専門家等の積極的活用 
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茨城県における茨城県における
協同農業普及事業の推進について協同農業普及事業の推進について

茨城県 農林水産部 農業経営課 技術・担い手支援室

2013/1１/27 平成25年度茨城県普及活動検討会（外部評価）

一部抜粋

茨城農業改革について① 基本方向

消費者のベストパートナーとなる茨城農業の確立

作れば売れる
生産者意識改革

平成１５年度から「茨城農業改革大綱」に基づく
「茨城農業改革」を推進

喜んで買ってもらえる
ものづくり

平成23年度から「茨城農業改革大綱(2011-2015)」
に基づく「茨城農業改革」を引き続き推進

食の安全安心・高品質をめざすエコ農業いばらき
～消費者のベストパートナー茨城農業～

茨城農業改革について③ ３つの施策

１ 儲かる農業の実現
による経営の安定

２ 多様な地域資源の
連携から生まれる新た
なアグリビジネス

３ 未来につなぐ担い
手の育成

未来につながる
いばらき農業

１ 自然や環境と共生
する魅力ある農村

２ 農村資源を活用し
た水・景観の保全

３ 人と人との交流で
身近に感じられるいば
らきの食と農

「食と農のふるさと」
いばらき

１ 安全・安心な農産
物の安定的供給

２ エコ農業と食育に
よる食と農への理解促
進

３ 輸出を含む販売戦
略の展開

いばらきから発信する
「信頼ブランド」

農村農業食料

安全・安心

エコ農業・食育

販売戦略

儲かる農業

アグリビジネス

担い手

魅力ある農村

農村資源

人と人

本県農政の基本方針のもと，普及活動を展開

食の安全安心・高品質をめざすエコ農業いばらき
～消費者のベストパートナー茨城農業～

茨城県協同農業普及事業の実施に関する方針① 前提と活用

茨城県総合計画「いきいき い
ばらき生活大県プラン」(改定)

茨城県農業改革大綱

食料・農業・農村基本計画
農業改良助長法
我が国の食と農林漁業の再生のための

基本方針・行動計画
協同農業普及事業の運営に関する指針
協同農業普及事業の実施についての

考え方ーガイドラインー

茨城県協同農業普及事業の実施に関する方針

研究・普及・教育に係る
事業推進の基本方針

農業改良
普及指導計画書

専門技術指導員
活動計画書

農林事務所
地域振興計画

第２ 普及指導活動の課題

１ いばらきが発信する「信頼ブラ
ンド」

２ 未来につながるいばらき農業
３ 「食と農のふるさと」いばらき

第１ 普及指導の運営に係る基本事項

１ 普及事業の推進方向
２ 普及指導員の職務
３ 普及組織の運営
４ 農業総合センターの機能

第３ 普及指導員の配置に関する事項

第４ 普及指導員の資質の向上に関す
る事項

１ 研修
２ 調査研究・研究会活動等の充実

強化
３ 人事交流の促進

第５ 普及指導活動の方法に関する事
項

１ 普及指導活動計画の策定と評価
２ 普及指導活動の重点化
３ 試験研究との一体的な取組の充

実・強化
４ 研修教育の充実強化と新規就農

者・青年農業者の確保・育成の
強化

５ 関係機関等との連携
６ 各種施策の活用及び情報の発信

第６ その他協同農業普及事業の実施
に関する事項

１ 他県との連携強化
２ 農業に関する教育への協力

本方針をベースとしつつ，
茨城県の普及活動について説明

茨城県協同農業普及事業の実施に関する方針② 概要 １ 普及事業の推進方向

農政課題解決のために普及指導活動を展開

高度多様な技術・知識を，地域特性に応じて農業現場へ普及・
支援

関係機関との調整機能を発揮し，農業分野以外とも交流し，課
題解決を支援

東日本大震災への対応

稲敷市水田農業復興対策検討チーム活動
（稲敷）

水稲新品種「ふくまる」の普及に向けた取組
（県北：常陸太田）

ふくまる コシヒカリ
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２ 普及指導員の役割・職務・資質向上

スペシャリスト機能とコーディネート機能を発揮
農業者との信頼関係を構築し，直接農業者に接して活動

普及指導員の職務：「普及指導」と「調査研究」

普及指導員等研修委員会を設置し，研修実施計画等を定め，国
の研修も活用しながら，体系的な研修を実施。

普及指導員の資質向上：基礎，専門，職務研修

※研修の例：農家研修，任地研修(OJT)，専門項目技術向上研修 等

普及指導員の役割：技術を核に地域農業を総合的に支援

高度な技術及び知識を駆使し，巡回指導，相談，講習会等によ
り農業経営を改善

普及指導員の機能を発揮できるよう，専門分野の実証，調査等
を実施

※普及指導員は，普及センター，農業総合センター専門技術指導員室，農業大学校に配置

３ 普及組織の運営

組
織

 ５農林事務所経営・普及部門，７地域農業改良普及センター
 経営課・地域普及課体制で，地域に視点を置いた活動を展開

農業経営の改善及び農村振興に関する課題を解決するための総合的
な活動の展開

農業者に対する農業経営の改善及び農村振興に関する情報の提供
新規就農を促進するための情報の提供，相談等

①普及指導センター

役
割

県北 県央 鹿行 県南 県西

常陸
太田

常陸
大宮

水戸 笠間 鉾田 行方 土浦 稲敷 つくば 筑西 結城 坂東

経営・普及部門

普及センター
農林事務所

普及活動関係セクションのみ記載

農林事務所経営・普及部門
地域農業改良普及センター

３ 普及組織の運営

農業総合センター（農業革新支援センターを設置）

 研究・普及・教育の連携を構築し，全県的視点で普及指導活動に対す
る総合的な支援を実施

 農業革新支援専門員は，重点プロジェクトの推進，県域を越えた情報
共有化，先進農業者への個別相談を担う

企画情報部

研究所(５) 農業大学校専門技術指導員室
(農業革新支援センター)

技術情報課 企画調整課

普及活動関係セクションのみ記載

農業総合センター

※専門技術指導員は農業革新支援専門員，専門技術指導員室は農業革新支援センターと位置付け

②農業革新支援センター ４ 普及指導活動の方法

・総合的・計画的な普及指導活動を実施するため策定
・実施方針に即しながら，関係機関の意見をふまえて策定
・必要性，緊急性の高い課題は，重点化して位置付ける

・普及指導活動を客観的に評価し，結果を活動に反映するため実施
内部評価：年２回，普及センター単位で実施
外部評価：年１回（本検討会）

普及指導計画書
の策定

普及指導活動
の実施

課題解決サイクル

普及指導活動
の評価

①課題解決のためのアプローチ

対象の把握
問題の発見

４ 普及指導活動の方法

関係機関との連携

各種施策の活用と情報の発信

・必要に応じ，市町村，ＪＡグループ等の農業関係機関や，税務，労
務管理等民間の専門家，観光業者等関係各所と交流・連携を図る

・全国的な課題等の解決に対しては，他県の普及指導員との連携

・普及指導活動の一環として，農業者等による生産・経営関係の各種
施策，補助事業，制度資金等の活用を支援

・現場の情報を農業関係者はもとより，広く県民に対して，情報発信

試験研究機関との一体的な取組の充実・強化

・新品種・新技術の現場への普及にあたり，農業総合センター等支援
のもと，試験研究機関との一体的に取組

・独法試験研究機関や大学・民間企業等とも連携
・生産現場ニーズを試験研究機関へ情報発信

②他の機関との連携と情報発信 ５ 普及指導活動の課題・活動内容 ①食料

１ 安全・安心な農産
物の安定的供給

２ エコ農業と食育に
よる食と農への理解促
進

３ 輸出を含む販売戦
略の展開

いばらきから発信する
「信頼ブランド」

食料

安全・安心

エコ農業・食育

販売戦略

生産履歴の記帳推進
GAPの推進・普及
地球温暖化対策への取組
放射性物質の吸収抑制対策 等

安全・安心

IPM（総合的病害虫管理）の推進
土壌診断に基づく適正施肥指導
いばらきエコ農産物生産推進
食育活動の支援
地産地消への取組支援 等

エコ農業・食育

販売戦略

マーケティング活動への支援
農産物イメージアップへの支援
輸出に関心のある農業者への支援

等
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経営モデルを活用した経営指導
加工・業務向け契約栽培の推進
県オリジナル品種や新技術を活用

した特色ある商品づくり支援
新技術導入による低コスト化支援
飼料米など地域資源の活用 等

地域資源の活用や農商工連携を通じ
た商品開発の取組支援
女性起業グループ活動の支援等

将来の地域リーダー育成
新規就農者の定着支援
人・農地プラン作成支援
集落営農や法人化支援 等

１ 儲かる農業の実現
による経営の安定

２ 多様な地域資源の
連携から生まれる新た
なアグリビジネス

３ 未来につなぐ担い
手の育成

未来につながる
いばらき農業

農業

儲かる農業

アグリビジネス

担い手

儲かる農業

アグリビジネス

担い手

５ 普及指導活動の課題・活動内容 ②農業

魅力ある農村

１ 自然や環境と共生
する魅力ある農村

２ 農村資源を活用し
た水・景観の保全

３ 人と人との交流で
身近に感じられるいば
らきの食と農

「食と農のふるさと」
いばらき

農村

魅力ある農村

農村資源

人と人

地域振興に結びつく農村づくりの
取組支援
鳥獣害の被害防止活動の支援 等

他部局と連携した計画的な基盤整
備の推進支援
担い手への農地集積支援
耕作放棄地など農地の有効活用推

進 等

都市農村交流活動の支援
農業体験などの取組支援
直売所の機能強化支援 等

農村資源

人と人

5 普及指導活動の課題・活動内容 ③農村

茨城県の普及活動の特徴①

茨城県農業改革

協同農業普及事業
一体化した取組を推進

例えば…

チャレンジ普及活動の展開：普及センターが地域課題を設定し，予算化

先進農家の技術開発支援：生産者提案の課題に普及・研究が支援

いしおかフルーツプロジェクトの展開（県南：土浦）

秋採りレタスの安定生産技術開発（結城）

茨城県の普及活動の特徴②

技術的裏付けのある
普及活動の展開

研究・普及の連携強化

技術研修の強化

重点プロジェクトの推進
研究・普及・行政が連携した課題解決，新品種・新技術の普及を図る

専門項目技術向上研修
半年間研究所に駐在し，技術・課題解決能力等を身につける

恵水：主要課題現地検討会（園芸研究所）

専門項目技術向上研修中間検討会（園芸研究所）
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茨城県農業総合茨城県農業総合センターにおけるセンターにおける
協同農業普及事業活動協同農業普及事業活動

2013/11/272013/11/27 平成２５年度茨城県普及活動検討会（外部評価）平成２５年度茨城県普及活動検討会（外部評価）

一部抜粋

農業大学校

生物工学研究所
園芸研究所
農業研究所
山間地帯特産指導所
鹿島地帯特産指導所

研 究
教 育 企画情報部

・企画調整課
・技術情報課
・専門技術指導員室15人

農業者

農林事務所
経営･普及部門 ５ヶ所
普及センター ７ヶ所 208人

農業総合センター

企画調整部門

地域農業振興のため一体として活動

土地改良部門

茨城県の普及活動体制（H21～）

研究･教育･普及の総合調整

農業総合センター農業総合センターの組織の組織

①管理部①管理部：：センターの運営・管理センターの運営・管理

②企画②企画情報部情報部：：
・企画調整・企画調整
・普及関係業務の推進・普及関係業務の推進
・研修や公開講座の開催・研修や公開講座の開催
・農業情報ネットワークの管理・運営・農業情報ネットワークの管理・運営

③専門③専門技術指導員室技術指導員室：：
・・研究と普及の橋渡研究と普及の橋渡
・普及指導員や行政との連携、調整・普及指導員や行政との連携、調整
・現場課題の解決支援・現場課題の解決支援

１１ 本所本所

２２ 研究所機関－１研究所機関－１

①① 生物工生物工学研究所学研究所

・・作物の育種（品種改良）作物の育種（品種改良）

・・生物防除法の開発生物防除法の開発

②② 園芸園芸研究所研究所

・・園芸園芸作物に対する作物に対する
・・新しい栽培技術の開発新しい栽培技術の開発

・・病害虫防除技術の開発病害虫防除技術の開発

・・流通加工技術の開発等流通加工技術の開発等

農業総合センターの組織農業総合センターの組織

③③ 農業農業研究所研究所
・・米、麦、大豆、そば等の普通作物と米、麦、大豆、そば等の普通作物と
かんしかんしょのょの生産技術開発生産技術開発

④④ 山間山間地帯特産指導所地帯特産指導所
・・県北山間地域の自然条を活かし、県北山間地域の自然条を活かし、
茶、リンゴ、コンニャク等、地域特産茶、リンゴ、コンニャク等、地域特産
物の高品質安定栽培技術の開発物の高品質安定栽培技術の開発

⑤⑤ 鹿島鹿島地帯特産指導所地帯特産指導所
・・温暖な気候や砂地など、地域の特温暖な気候や砂地など、地域の特
性を活用し、ピーマンやセンリョウ、キ性を活用し、ピーマンやセンリョウ、キ
クなどの栽培法の開発クなどの栽培法の開発

２２ 研究機関－２研究機関－２

農業総合センターの組織農業総合センターの組織
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３３ 教育機関（農業大学校）教育機関（農業大学校）

・ 目的
茨城県農業を支える経営感覚に
優れた農業経営者の育成

・ 学科
農学科（普通作コース，露地野菜コース，

果樹コース）
畜産学科
園芸学科（施設野菜コース，花きコース）

・ 研究科
作物コース，園芸コース，畜産コース

・ 短期研修
農業機械研修
農業者研修

農業総合センターの組織農業総合センターの組織

１．技術情報課の業務１．技術情報課の業務

○普及指導員等の円滑な情報交換
・農業情報ネットワークシステムを活用

○一般県民への広報
・ホームページを活用
・情報誌（農業いばらき）の発行支援

○気象災害対応支援
・地域気象情報提供システムを活用

県内農業者等（会員制）に携帯電話
メールを利用し降雹、降霜を提供

普及活動を支援する農業総合センターの主な業務普及活動を支援する農業総合センターの主な業務

２．企画２．企画調整課の業務調整課の業務

・農業・農業総合センター運営及び試験研究に係る企画総合センター運営及び試験研究に係る企画調整調整

・農業改革の推進・農業改革の推進

・研究・研究成果の管理・広報成果の管理・広報

・農産・農産加工指導センターの業務推進加工指導センターの業務推進

・普及・普及活動に係る企画調整活動に係る企画調整

・普及・普及活動関係事業等の推進活動関係事業等の推進

・普及・普及指導員の研修並びに公開講座の開催指導員の研修並びに公開講座の開催

・農業・農業大学校との連絡調整大学校との連絡調整

・各種・各種団体への活動支援団体への活動支援

○○普及普及活動に対する支援活動に対する支援

①① 普及指導計画の策定や評価取りまとめに対する支援普及指導計画の策定や評価取りまとめに対する支援

②② 普及活動成果の発信支援普及活動成果の発信支援

○○普及普及指導員の資質向上に向けた支援指導員の資質向上に向けた支援

①① 研修基本計画の策定、研修実施計画の作成と実施研修基本計画の策定、研修実施計画の作成と実施

②② 技術力のある普及指導員の育成技術力のある普及指導員の育成

③③ 普及指導員の専門項目に応じた支援普及指導員の専門項目に応じた支援

○○普及普及活動に関する情報の収集、分析及び提供活動に関する情報の収集、分析及び提供

①① 情報の収集、技術情報の提供情報の収集、技術情報の提供

②② 普及指導員に向けた専技情報の提供普及指導員に向けた専技情報の提供

○○農業者農業者に対する普及活動と広報活動に対する普及活動と広報活動

①① 法人化や経営改善指導など個別課題に対応法人化や経営改善指導など個別課題に対応

②② 新聞や雑誌への記事提供など新聞や雑誌への記事提供など

３．専門技術指導員の主な活動
（農業革新支援専門員）

４．普及４．普及指導員に対する研修指導員に対する研修

年数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ ～

目標

基
礎
研
修

専
門
研
修

職
務
研
修

基礎指導
力の確立

普及指導力・経営
指導力の確立 専門指導力・地域指導力の確立

企画・管理力
の確立

トレーナー研修

地域普及課長研修

専門能力強化研修

普及指導活動高度化研修（課題担当者等）

経営指導力高度化研修

専門項目技術向上研修

普
及
職
員
基
礎
研
修

普
及
指
導
力
向
上

基
礎
研
修

経
営
指
導
力
向
上

基
礎
研
修

マーケ
ティング
基礎研

修

経営指
導力向
上研修

５．プロジェクトチーム活動による普及活動５．プロジェクトチーム活動による普及活動

チーム名チーム名 技術体系化チーム技術体系化チーム

（平１６年～）（平１６年～）

新品種育成普及プロジェ新品種育成普及プロジェ
クトチーム（平成２１年～）クトチーム（平成２１年～）

設置目的設置目的 ・地域に密着した試験研究・地域に密着した試験研究
の推進の推進

・研究成果のより迅速な普・研究成果のより迅速な普
及定着及定着

・県オリジナル品種の育・県オリジナル品種の育
成・普及の推進成・普及の推進

メンバーメンバー 専門技術指導員、普及指専門技術指導員、普及指
導員、研究員導員、研究員

専門技術指導員、普及指専門技術指導員、普及指
導員、研究員他関係者導員、研究員他関係者

主な活動主な活動 カンショの周年安定良食味カンショの周年安定良食味
出荷、イチゴＩＰＭ体系確立出荷、イチゴＩＰＭ体系確立
など８課題など８課題

水稲チーム、メロンチー水稲チーム、メロンチー
ム、イチゴチーム、ナシチム、イチゴチーム、ナシチ
ー、花きチームー、花きチーム

・「普及に移す成果」の普及・推進にも一体的に取り組む
・平成２５年度は３４課題を推進中
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５－① 技術体系化チーム一覧

取組初年 チーム課題名 担当普及センター

Ｈ２３ 家畜への飼料用米給与の肉質への影響 水戸、つくば

Ｈ２３ カンショにおける周年安定良食味出荷技術の確立 行方、鉾田

Ｈ２３ クリ「ぽろたん」の生産・活用体制の確立 笠間、土浦

Ｈ２４ ハナモモ栽培管理及び高品質促成技術の確立
常陸大宮、水戸、
笠間

Ｈ２４ 常陸秋そばの高品質安定生産技術の確立 坂東、筑西

Ｈ２４ イチゴにおけるＩＰＭ体系の確立 鉾田、行方

Ｈ２５
鉄コーティング湛水直播技術導入による省力・低コス
ト生産技術の確立

常陸大宮、水戸、
行方、土浦、
稲敷、坂東

Ｈ２５ 麦における同時畦立て播種技術の確立
水戸、土浦、
筑西、結城

○○ナシ園における豚ぷん堆肥施用技術の実証・普及ナシ園における豚ぷん堆肥施用技術の実証・普及（（H22H22～～2424））

背景：ナシの窒素施肥量が非常に多い

適正施肥が必要

対応技術：H21年度園芸研究所主要成果
「黒ボク土ナシ園における窒素減肥を目的とした豚ぷん施用法」

(ナシ産地)

①技術実証 ②技術紹介 ③導入意向調査

結果：技術普及はじまる

技術体系化チームの活動事例技術体系化チームの活動事例

５－②新品種プロジェクトチーム活動

水稲新品種「ふくまる」（左）

イチゴ新品種「いばらキッス」

メロン新品種「イバラキング」

ナシ新品種「恵水」 コギク新品種「ひたちシリーズ」

生物工学研究所

新品種育成チーム
（チーム長：専門技術指導員
チーム員：研究員）

新品種普及チーム
（チーム長：専門技術指導員
チーム員：研究員

・普及指導員 他）

発展

担当課、専門技術指導員、
研究員、普及指導員、生産
者団体等

育種
↓（生研○号）

系統適応性試験
↓

新品種育成推進会議
↓（ひたち○号）

現地適応性・市場性評価
栽培マニュアル
種苗供給の準備

↓
新品種育成推進会議

品種登録の可否
普及推進計画決定

↓

県オリジナル品種普及拡大推
進班会議（産地振興課）

新品種育成・普及新品種育成・普及プロジェクトチームプロジェクトチーム活動の活動の展開展開

５－③「５－③「普及に移す成果」の普及活動普及に移す成果」の普及活動

※ 合計欄は重複を除く

研究所 23年度 24年度 25年度 合計

生物工学研究所 ３ １ ２ ６

園芸研究所 ８ ３ ４ １５

農業研究所 ２ ３ ５ １０

山間地帯特産指導所 １ １

鹿島地帯特産指導所 １ １ ２

畜産センター ５ １ ６

合計 １６ ８ １０ ３４

平成平成2525年度「普及に移す成果」一覧年度「普及に移す成果」一覧

部門 研究機関 成 果 内 容 普及目標

野菜 園研 １～２月どりハウス栽培レタスの保温方法 50ha

野菜 園研 秋冬レタスは土壌の硝酸態窒素含量及び可吸態窒素含量によ
り診断施肥できる

300点
（150戸）

野菜 園研 トマトかいよう病、青枯病及び茎えそ細菌病の現地診断のため
のフローチャート

技術習得
100％

野菜 農研 粘質で甘みが強い青果用カンショ「べにはるか」の準奨励品種
採用

250ha

野菜 鹿島特産 臭化メチル剤を使用しないピーマンモザイク病の防除体系 実施率100％

野菜 農研 「ベニアズマ」における生いもデンプン含量の簡易測定技術 測定点数500点

果樹
生工研
園研

良食味かつ大果で豊産性の赤ナシ新品種「恵水」の育成とその
栽培管理法

200戸
9ha

普通作
生工研
農研

水稲極早生品種「一番星」の育成と認定品種採用 500ha

普通作 農研 水稲品種「ふくまる」の高品質安定多収栽培法 5，000ha

普通作 農研 適期に栽培管理を行うための小麦「さとのそら」の発育予測法 3，610ha（100％）



報告内容（１） 

課題名 継続的発展が可能な普通作産地の育成 

対象名 
茨城むつみ農協普通作生産部会連合，大規模土地利用型経営体 

五霞むつみそば組合，そば生産者 

県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

坂東管内では，米麦を中心とした大規模土地利用型経営体や法人組織が40戸弱存在しており，他の

地域とは異なった特色ある普通作産地が形成されている。しかし，大規模化が進む一方，担い手の高

齢化が進んでおり，継続的な産地発展には「次世代の担い手」の育成が必要である。 

また，普通作経営の安定化には，新品種・新技術導入等による作物の高品質化や消費者ニーズにあ

った商品づくりを進めることが重要であるが，規模拡大に伴い，生産から販売までを独自に行う個別

完結型の経営が増えたため，最新技術，販売情報が担い手間で共有されにくくなっている。 
そこで，次世代の担い手育成や大規模土地利用型経営体を中心とした組織活動の強化，作物の高品

質化等，地域の共通的な課題を解決し，継続的な発展が可能な普通作産地を育成するため，茨城むつ

み農協普通作生産部会連合をはじめとする上記の対象集団に対して普及活動を展開した。 
 

２ 普及活動の到達目標 

「次世代の担い手」育成のため，組織活動の強化と担い手間のネットワーク強化を進めると同時に，

作物の高品質化や買ってもらえる麦，そばの生産による経営安定化を図り，「継続的な発展が可能な普

通作産地」の育成を目指す。 

 

３ 活動内容と結果   

(1)未来につなぐ力強い担い手の育成  
 ア 普通作生産部会連合の活動強化 

組織活動活性化のため，現地検討会や栽培講習会の開催，新品目・新技術の実証ほ設置等，生産

者が求める信頼性，即時性のある情報を積極的に発信し，部会活動への参画を促した。その結果，

部会活動が活発になり，70%を超える出席率が維持されるなど，生産者から頼られる組織運営が行

われるようになった。 
 
イ 普通作部会青年部設立による次世代の担い手育成と部会の組織体制整備 
農業後継者や農業法人等に就職した若手従業員（約 30 名）を対象に，若手農家を対象とした交

流会の開催や青年部設立に関する意向調査の実施等，青年部設立を働きかけた。その結果，青年部

設立について関係者間の合意が得られ，次世代の担い手を育成する組織体制が整備された。 
 

(2)新品種・新技術導入による麦の品質向上 
管内の麦生産は固定団地での連作，縞萎縮病の激発等により等級，収量が県内でも特に低く，麦

の品質向上は経営安定化を進める上で大きな課題である。普及センターでは，縞萎縮病抵抗性を有

する新品種（さとのそら，カシマゴール）の導入推進や品質向上対策（連作障害回避，湿害回避，

施肥技術等）の実施等により産地全体の品質の底上げを支援した。 その結果，新品種への品種転

換や新たな栽培技術の定着が進み，「さとのそら」の栽培面積は平成 25 年には 218ha（カシマゴー

ルを含めた全体では 355ha）に拡大し，1 等比率も平成 22 年の 24%から 70%に向上するなど，産

地全体における麦の収益性が大幅に改善された。 



(3)パン用小麦「ゆめかおり」の導入推進による買ってもらえる麦の生産拡大 
ア 現地適応性の確認 （栽培面からのアプローチ） 
パン用小麦は実需者から高タンパク質を求められており，黒ボク土壌の畑（麦のタンパク質が高

まりやすい）が多い坂東管内はパン用小麦の栽培適地と考えられた。そこで平成 24 年から 2 年間，

「ゆめかおり」の現地適応性を調査し，管内産「ゆめかおり」はタンパク質含量が高く，坂東管内

は実需者が求めるパン用小麦の栽培適地であることを明らかにした。 
 
イ 実需者および消費者の評価確認 （流通・販売面からのアプローチ） 
実需者である製粉会社，製パン業者に対して管内産「ゆめかおり」の品質評価を依頼し，製粉や

パン製造加工に適した品質であることを確認した。併せて，一般消費者に対する「ゆめかおり」パ

ンの試食や試験販売，アンケート調査を実施した結果，消費者の評価も高いことが確認され，「ゆ

めかおり」が今後需要の見込める，将来性のある品種であることがわかった。 
 

ウ 生産者と実需者とのマッチング支援 （コーディネート役としての普及活動） 
生産者，関係機関，製粉会社と連携したパン製造業者と生産者とのマッチング等，需要拡大の取

り組みを支援し，新規取引先（県内 2 店舗，県外 2 店舗）を開拓した。これにより坂東産「ゆめか

おり」の消費拡大が前進し，栽培面積が拡大した（H25 年産 45a→H26 年産 8ha）。 
 
(4)買ってもらえる常陸秋そば産地の育成  
ア 管内産そばの品質実態の解明 
そばは普通作経営において米麦に次いで作付けが多い主力品目であるが，管内産そばの品質実態

は不明確で，有利販売を進める上で問題であった。そこで，管内産そばの品質実態調査を数年間実

施し，他産地・他品種と比較してタンパク質含有量が高く，製麺適性に優れることを突き止めた。 
 

イ そばの高品質化と有利販売を進める体制づくり 
関係機関と連携してそばの安定栽培とタンパク質を制御する栽培技術の開発や産地で迅速にタ

ンパク質を分析するシステムの開発等，そばの有利販売を進める体制を整備した。その結果，他産

地にはない，タンパク質に着目した製品管理手法を用いた販売が展開可能となり，①県外の製粉業

者との新規取引，②タンパク含量毎の出荷ロット管理及び販売を始める等の成果につながった。 
 

ウ そば研究会組織設立によるそば生産者のネットワークづくり  
管内では個々の生産者がそば屋等と相対で取引を行う等，農協等を主体とした組織的活動が行わ

れておらず，担い手間での技術や販売情報の共有化が効率的に行われていなかった。そこで，普及

センターでは生産者，関係機関，集荷業者，実需者の参加による「常陸秋そばサミットin坂東」を

開催し，管内産そばの品質実態や栽培技術等の情報共有化を進めた。その結果，地域の特徴を活か

した販売戦略の検討や生産者の意識改革につながり，坂東地域そば研究会の設立につながった。  
 
４ 残された課題と今後の対応 

・若手が自主的に活動できる環境を整備する等，普通作部会連合青年部の支援を通じて次世代の担

い手育成を推進する。 
・管内産そばの詳細な分析，検討を行い，地域の特性を活かしたそばの PR 等，需要拡大の取り組

みを支援する。 
・湿害対策技術の普及によるそば及び麦の単収向上を図り，生産コストの低減を支援する。 
・実需者や消費者の求める品質を追求し，そば，麦のブランド確立を図る。 



報告内容（２） 

 

１ 課題に取り組んだ背景 

平成16年当時，カンショの消費低迷に伴う低単価等が原因でカンショ農家の経営は圧迫されていた。一方，

カンショは管内畑面積の36.9%に作付され産出額の13.6％を占めるなど，カンショを農業経営の柱とする農家

割合も多い重要な品目であった。このため，カンショ経営の安定化が地域の最重点課題となっていた。 

このような状況を打破すべく，JA なめがたでは平成 15 年からカンショの消費回復を目指し，量販店舗内焼

き芋販売の取り組みを開始したが，味のバラつきや焼き方の失敗等の問題に直面していた。一方，普及センタ

ーはマーケティング戦略に基づく産地育成方針を JA に提案していたこともあり，JA と普及センターの思惑が

一致し，平成 17 年度から地域の中核組織である JA なめがた甘藷部会連絡会を対象に，「焼き芋を核としたカ

ンショ販売戦略」を普及計画の重点課題として位置づけ，課題解決活動に取り組むこととなった。こうして平

成17～22年に産地・県関係機関と密に連携しながら，焼き芋販売戦略を核とした産地育成に取り組んだ結果，

販売金額増加，販売単価向上が達成できた。 

しかし，当産地が確立した量販店舗内焼き芋販売というビジネスモデルが全国的に拡大する中，焼き芋販売

に参入する産地間の競争は激化し，これまで当産地が取り組んできた消費者，実需者が求める「焼き芋の周年

安定良食味出荷体制」のより一層の強化が急務となり，残された課題も多い。さらに，平成 23 年に発生した

福島第一原発事故による風評被害，平成 24 年の葉タバコ廃作によるカンショへの品目転換等，カンショを取

り巻く環境は年々変化しており，このような状況への迅速な対応と産地のさらなる発展のために，消費者・実

需者ニーズの先取りを目指す普及活動の取り組み強化が必要となっている。 

 

２ 活動内容と結果 

平成 17 年度から，JA なめがた甘藷部会や市場，量販店バイヤー等実需者を対象として活動を行ってきた。

JA，生産者，県関係機関（普及センター，農業総合センター，農業研究所等）で技術体系化チームを結成し，

産地と密に連携を図りながら活動し，技術の迅速な普及を図った。活動内容は大きく「生産技術対策」と「販

売流通対策」の2つに分けられ，従来の外部品質向上に視点を当てた活動に加え，消費される時点の内部品質

に視点を当てた活動（マーケット起点の技術確立）を重点化してきた。 

H22 年からは，これまで確立してきた「焼き芋を核とした周年安定良食味出荷体制」の強化を図り，さらに

実需者，消費者に対して産地のこだわりを広く，わかりやすく情報発信することで差別化し，有利販売が可能

な“選ばれる産地”作りによる販路拡大，販売単価向上による農家経営の安定化を目指した。 
（１）生産技術対策 

ア 技術実証圃の設置と栽培講習会の実施による焼き芋ニーズへの対応 

焼き芋用カンショが年々取引を拡大していく中，焼き芋販売に向く M～L 品の数量増加や新芋時期（8～9

月）の食味改善等，実需者からの様々な要望に対応するため，外観品質・内部品質，両面において年間平均

80区程度の実証圃を設け，現物検討会，栽培講習会等を通して，生産者に，消費者・実需者が求める焼き芋

用カンショ栽培技術の普及を図った。新技術導入に際し，農業者に対して，必ず「見せる，食べさせる」機

会をふんだんに設け，消費者の目線に立った生産・販売を行うための意識改革を図った。 

イ べにはるかの導入と周年安定良食味出荷体制の確立・普及 

①新品種「べにはるか」の導入・普及（H20～） 

新芋時期（8～9月）の食味改善を図るため，JA・部会に対して，新芋時期に食味が良い新品種「べにはる

か」の導入を提案し，導入が図られた。 

技術体系化チームにおいて新品種の問題点の抽出や課題の設定を行い，実需者ニーズに応えるための栽培

方法，食味を重視した出荷時期等について検討しながら普及を図った結果，H22 年導入から H24 年までに，

栽培面積は85haとなり，迅速な普及が図れた。 

 ②「べにはるか」の早期肥大技術の確立・普及（H23～） 

食味の面から，8～9月の早掘り時期の出荷をねらいとして導入した同品種であるが，1株当たり着芋数が

多いため，早掘りすると小イモ発生率が高くなることが問題となった。そこで，技術体系化チームで早期肥

大技術の確立に取り組み，実証圃をもとに講習会等を通して迅速な普及を図った。その結果，8～9月の出荷

量は，H23 年 144tから H25 年 1,205t（8～9月出荷量全体の 6.8％から 44.4％）と増加し，実需者ニーズに

対応するための食味重視の販売戦略に対する生産者の意識向上と生産技術の普及が図れた。 

③３品種リレー出荷体系の導入・確立（H22～） 

   「べにはるか」の出荷時期を明確にするため，技術体系化チームで食味特性を検討したところ，掘り取り

直後の食味は他品種と比べて優れたが，一定の貯蔵期間を経過すると食味が劣ってくることが判明した。こ

セット課題名 消費者・実需者ニーズの先取りを目指すカンショ販売戦略の実践 

対象名 JAなめがた甘藷部会連絡会 

鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター 



の結果を受け，普及センターでは，食味を重視した販売を実践するため，JA・部会に対して同品種の出荷時

期を8～12月に限定することを提案した。 

さらに，品種毎の食味特性を最大限に活かした出荷方法として，「べにはるか」の出荷後に，「べにまさり

（出荷期間：10～3月）」⇒「ベニアズマ（出荷期間：1～8月）」をリレーして出荷する「３品種リレー出荷

体系」を提案し，食味安定化を図った。また，出荷体系導入にあたっては，部会を説得するため，科学的デ

ータを基に説明し，産地の食味を重視した販売戦略の重要性を強く訴えて理解促進を図った結果，３品種リ

レー出荷体系が確立できた。 

現在，ＪＡなめがたでは，「紅優甘（品種：べにはるか）」，「紅まさり（品種：べにまさり）」，「紅こがね，

熟成紅こがね（品種：ベニアズマ）」の商品名で品種毎にブランド化し，３品種をリレー出荷することで消費

者，実需者から高い評価を得ている。 

ウ ベニアズマのデンプン含量に応じた食味安定化技術の出荷体制強化 

①「デンプン含量に基づいた出荷時期診断シート」の作成・配布（H22～） 

生芋デンプン含量に応じた出荷時期調節によるベニアズマの食味安定化技術の普及面積は年々増加してお

り，H23年時点でJAなめがたカンショ面積の26.8％（396筆，105名）の圃場の測定が完了した。一方，実

需者からは，特に定温貯蔵庫で長期貯蔵したベニアズマのさらなる食味安定化が求められており，同技術の

普及促進が課題となっていた。 

そこで，同技術の活用を推進するため，これまでデンプン含量を測定した全圃場について「デンプン含量

に基づいた出荷時期診断シート」を作成し生産者に配布することで，過去に測定した畑のデンプン含量保有

能力と出荷時期の目安を明確化できた。これにより，長期貯蔵によって良食味となる芋のみを定温貯蔵庫に

貯蔵するよう生産者に提案し，定温貯蔵芋のさらなる食味安定化を図った。 

  ②デンプン含量向上技術の開発・普及（H20～） 

食味の劣る低デンプン芋について，デンプン含量向上技術の普及に県農業研究所と連携して取り組んだ結

果，デンプン含量の高いV.F.系統B-27の作付率は，ベニアズマ全体の16.4%（H21）⇒29.9％（H25）に高ま

り，地域全体でのベニアズマの食味の底上げが図られている。 

③近赤外線による非破壊式デンプン含量測定器の開発（H22～） 

デンプン含量の調査労力を軽減するために，県農業研究所と連携し近赤外線による非破壊式のデンプン含

量測定器を開発した。これにより，デンプン測定に要する作業時間の大幅な軽減と，本取り組みのさらなる

普及促進が期待できる。 

（２）販売流通対策 

ア 現場のデータに裏打ちされた実需者向けマニュアル書の作成・強化（H23～） 

H17 年に作成した量販店担当者向け「焼き芋マニュアル」に，新品種「べにはるか」の焼き芋特性を加え

た新たな焼き芋マニュアルを作成し，取引先量販店に配布した。技術体系化チームで積み重ねてきた産地の

こだわりや，科学的データに基づく味を追及した取り組みを1冊にまとめた「焼き芋の話」に，更にH23年

に新たな成果を付け加えたことで，商談等で広く活用され，有利販売，販路拡大等に貢献している。 

イ 産地の取り組みを実需者に直接プレゼンテーション（H21～）及び消費者に向けた情報発信 

JAと連携し，取引先の市場関係者，バイヤー，量販店店長等に対して，産地のこだわり，販売方針，商品

への思い等について直接プレゼンテーションを行い，実需者の理解促進，販売力向上を図った。本取り組み

は，平成 21～25 年現在までで累計 33 回，684 名の実需者を対象に実施し，有利販売が可能な“選ばれる産

地”作りを推進している。 

また，JAと連携し，取引先企業が企画するカンショ農業体験イベントの運営支援を行う等，消費者に対す

る産地ＰＲを推進した。これら取り組みは，テレビや雑誌等メディアの取材を増やす等，産地の情報発信力

強化に大きく貢献している。 

これらの取り組みにより，焼き芋を販売する取引先は現在2,000店舗を上回り，年々販路が拡大している。  

（３）結果 

項     目 H16 H21 H24 H16対比(%) H27(目標) 

販売金額（億円） 11.9 22.2 25.1 211 22.2 

販売単価（円/kg） 132 157 154 117 174 

栽培面積（ha） 400 603 662 166 700 

 

３ 残された課題と今後の対応 

・現在の周年安定良食味出荷体制の強化徹底 
 ・６次産業化の推進と加工用カンショ（干し芋）に適した品種選定と栽培方法の検討，経営モデルの提示 
 ・消費拡大のための機能性を重視した新たなカンショ販売戦略の構築 

・産学官連携による夏場の焼き芋消費拡大のためのレシピ考案 



報告内容（３） 

課題名 地域資源を活かした奥久慈型アグリビジネスの展開と元気な農村づくり 

対象名 
常陸大宮地域農村女性ネットワーク 

奥久慈食と農の研究会実行委員会、奥久慈の味研究会、 

常陸大宮地域女性農業士会他 

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

（１）奥久慈地域は中山間地域のため生産性が低い地域である。直売所等や観光地での地域農産物や

加工品の販売などから農業所得を確保しているため、地域内外からの客の確保が課題となっている。 

（２）地域特産物や観光資源、交流施設、人材など豊富な地域資源があるものの、その活用と情報発

信が十分でなく、県内外に奥久慈地域の魅力が十分に理解されていないのが現状である。 

（３）女性グループにより長年培われてきた奥久慈ならではの食文化や農産加工の取組みを発展させ、

地域特産物を利用した新商品開発や都市農村交流活動への展開が必要である。 

 

２ 普及活動の到達目標 

  

 

 

 

 

 

 

３ 活動内容と結果 

（１）アグリビジネス推進体制の確立並びに地域づくり意識の醸成 

ア アグリビジネス推進会議の開催 

1)関係機関とのアグリビジネス推進会議の開催 

2)①会議設立の目的の共有、②農産物や加工品、直売所、体験交流施設、伝統文化等の地域資源

の情報共有、③各地域資源について現状と課題の整理、④具体的な取組みを検討後、⑤アグリ

ビジネス推進ビジョンの作成 

3)情報共有化の工夫 

イ 奥久慈型アグリビジネス推進ビジョン 

 奥久慈型アグリビジネス推進ビジョンは、1．目指す農村地域像を描き、2．展開方向を考え、3．

行動計画の基本を取りまとめた。（下表参照） 

課題と目標値（H23～H27） 
＜アグリビジネス推進体制の確立並びに地域づくり意識の醸成＞ 
・推進体制設置と人・集団の育成モデル策定      1体制・2集団モデル 

＜新たな商品開発＞ 
 ・地域特産品を使った農産加工品商品化        20点/5ヵ年 
＜都市農村交流活動の展開・支援＞ 
 ・奥久慈ファン倶楽部の結成と交流会の実施（H25～） 1回/年 



（２）新たな商品開発 

ア 「奥久慈食と農の研究会」の開催で常陸大宮地域農村女性ネットワークの意識改革 

1)新たな農産加工品の開発を目的とした農産加工品コンクール 

2)奥久慈弁当商品化プロジェクトの提案 

3)農産加工品コンクールでの弁当用の惣菜の新たなアイディアの収集  

 

イ 奥久慈弁当商品化プロジェクトの展開 

  1)奥久慈弁当商品化プロジェクトの検討会を開催 

2)具体的内容の検討（弁当製造に関わる人の特定、コンセプト、中身、容器、役割分担、スケジ

ュール、場所等） 

3)弁当製造場所の選定と働きかけ 

4)ネットワークとしての商品化断念 

5)試作と試食およびアンケート調査の実施 

6)認識の差と方向性転換 

 

ウ SL運行記念弁当の取組み 

1)ネットワークにレシピ提供と味の監修の提案 

2)JR、弁当委託業者に対して奥久慈弁当の取組みを情報提供・試食会の開催・レシピの提供 

3)味の監修及びSL弁当販売の実現 

 

（３）都市農村交流活動の展開・支援 

ア 農家レストランの開催 

  1) 「奥久慈の味研究会」の約 30 年間の活動素地 
2) 県北農林事務所農業振興課と県販売流通課との連携 

3）「風評被害調査払拭事業」の活用による“茨城をたべよう奥久慈フェア”の開催 

4）期間限定で農家レストランに挑戦 

5）6次産業化プランナーや農業総合センター、農産加工指導センターの支援 

6）開催場所の決定 

7）「おかあさんの味」レストランのオープン（H25年 2～5月の8日間限定） 

8）「来てもらい」「食べてもらい」「買ってもらう」取組み 

9) 常陸大宮地域アグリビジネスフォーラムの開催 

 

イ レストラン利用者の声をつなぐ奥久慈ファン倶楽部づくり 

1）「奥久慈ファン倶楽部」結成の支援 

2）ファン倶楽部の交流活動 

3）奥久慈の味研究会の会員が持つ都市農村交流に対する意識向上へ 

 

４ 今後の対応と課題 

（１）業者による奥久慈弁当販売と「食べてもらう」機会を増やす取り組み 

（２）農家レストラン取組みの継続及び常設へ向けた働きかけ 

（３）奥久慈味の研究会のリーダー人材の絞り込みと活動の部門分けへの働きかけ 

（４）奥久慈ファン倶楽部の活動発展への働きかけ 

（５）奥久慈型アグリビジネス展開にむけた異業種との連携 


