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Ⅰ 必要性｜茨城県における普及事業の実施体制

農業者，新規就農希望者など

農業総合センター
（15人）

農林水産省

普及センター
（12ヶ所，179人）

普及指導員等
221人（うち普及指導員198人，未取得者23人）

農業大学校
（4人）

茨城県

農業革新支援専門員（15人）
専門技術の高度化，政策課題への対応，普及指導活動の企画・立案・総括，資質向上等を担当

配置 配置配置

農業者支援 研修教育

民間等

先進的な
農業者

試験研究機関

地域の関係団体
等

農業者支援連携
役割分担

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

研究への参画

連携・協力
事業方針の共有 交付金の交付，資格試験，研修，

情報提供，連携体制構築等

（資料）普及指導員等の数は組織及び運営に関する調査（平成26年度），普及指導対象数は平成２６年度普及指導員の活動実態調査

●普及指導員を普及センター（農林事務所経営・普及部門及び地域農業改良センタ
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。
●農業改革の実現に向け、関係機関等との連携のもと、研究機関で開発された技術等に
ついて、地域での実証やマニュアル作成、講習会の開催等の活動を通じて、地域農業の技
術革新等を支援。

Ⅰ 必要性｜専門項目について

●資質向上すべき基本的な能力分野として専門項目を持ち，活動を展開。
●専門項目を中心に幅広い分野の知識・技術の修得が必要。

専門項目の名称 領 域
作物経営

栽培技術並びに販売及び流通、経営分析及び改善に関すること
野菜経営
果樹経営
花き経営
畜産経営 家畜の飼養技術及び飼料作物の栽培技術並びに販売及び流通、経営分

析及び改善に関すること
アグリビジネス 農産物の加工に係る技術・販売、グリーンツーリズム、地域資源活用など、

６次産業化の推進に関すること
経営及び流通 高度な経営分析及び経営モデルの策定、販売及び流通、農業法人化、

財務管理、集落営農、マーケティング等に関すること

Ⅰ 必要性｜普及指導員資格試験制度について
●農業改良助長法に基づき、国が試験を毎年実施。
●受験資格として、普及センター等における一定期間の実務経験を要する。
●茨城県では、平成１８年度以降採用の農業職及び畜産職職員は、業務命令で資格を
取得。

法
改
正
前 平成１６年法改正

一元化
Ｈ
17
以
降

●「改良普及員」と「専門技術員」の２つの試験。
●改良普及員資格試験は、大学卒（卒業見込みを含む）が受験資格。
●専門技術員資格試験は、受験資格として１０年以上の実務経験を要する。

学歴に応じて以下の実務経験を一定期間
要する。
◆農業又は家政に関する試験研究
◆農業又は家政に関する教育
◆農業又は家政に関する技術の普及指導

※修士２年、学士４年、短大卒６年、高
卒１０年。普及指導経験の場合は、修士
を除き２年短縮。

◆書類審査
・実務経験の内容等
◆筆記試験
・農業に関する基礎的知識
・高度かつ専門的な技術に関する知識
・農業現場における課題解決能力
◆口述試験
・意欲、常識、態度、意思疎通の能力

受験資格 試験内容

Ⅱ 研修のねらい

農業改革の実現

普及センター職員の年齢構成

技術を核として、儲かる農業の実現と地域農業の革新
を総合的に支援できる普及指導員の早期育成

農業者の高度かつ多様なニーズへの対応、
地域の課題を解決できる普及活動
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Ⅲ 研修体系と実施状況

◎研修実施体制

◎研修体系

１ 基礎研修（経験年数１～４年）

２ 専門研修（経験年数２年～）

３ 職務研修

◆ 茨城県普及指導員等研修要綱に基づく
研修委員会による研修実施計画の策定と評価

◆ 研修講師

◎ 研修の実施体制｜研修委員会・研修講師

計画評価

実施
専門技術指導員室 企画調整課

研修委員会
委員長：農業総合センター長

農業総合センター主催４４研修全８０研修
外部機関主催３６研修

内部講師
・専門技術指導員
・研究員
・関係各課等 １２７名

外部講師
・本省職員、国研究員
・民間企業
・農業者等 ２３名

◎ 研修体系（平成２６年度運用模式図）
経験年数

１ ２ ３ ４ ５ ～
研修区分

基礎研修

専門研修

職務研修

新採普及職員等基
礎研修／普及指導
力向上基礎研修／
新任者研修（農林
水産省主催）

基本研修

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

普及指導力
向上研修

技術・経営高度化研修
普及指導活動高度化研修
課題解決能力向上研修

トレーナー研修／地域普及課長等
研修／センター長研修（農林水産
省主催）

普及指導員養成研修
専門項目技術向上研修

１ 基礎研修｜若手普及指導員の早期育成 ①

＜内容＞
●新任後４年の集中的な研修体系。
●普及指導員として基礎となる技術と指導力の習得。
●普及指導員資格の取得。

（１）基本研修（経験年数１～２年）
◆普及指導員としての活動の足場づくり。

●３期１４日間、宿泊を伴う新採普及職員等基礎研修。
●実践的な普及指導手法を習得する任地研修。

（２）普及指導力向上研修（経験年数３～４年）
◆専門項目の技術指導力の向上。

●マーケティングや産地づくり、経営指導に係る知識の習得。

１ 基礎研修｜若手普及指導員の早期育成 ②

（３）専門項目技術向上研修（経験年数２～３年）
◆普及活動の基礎となる専門項目に関する技術の習得。

●6か月間研究機関に駐在。
●普及現場の課題を持ち込み解決策を研究。

（４）普及指導員養成研修（経験年数１～４年）
◆普及指導員資格取得を目指すきっかけづくり。

●農業・農村，農業技術，農業政策等の動向の理解。
●専門項目に関する技術，知識の理解。
●普及活動の考え方の整理。

１ 基礎研修｜研修実施実績（５ヶ年平均）①

（１）基本研修

（２）普及指導力向上研修

経験年数 受講者数 実施日数
１ 年 １２．８名 １６日
２ 年 １１．６名 ６日
計 ２４．４名 ２２日

経験年数 受講者数 実施日数
３ 年 １０．０名 １日
４ 年 ７．８名 ２日
計 １７．８名 ３日



駐在研究機関 研究室 人数 専門項目

農業研究所

作物研究室 ６（１） 作物経営（うち野菜経営１）
環境・土壌研究室 ２ 作物経営
病虫研究室 １ 作物経営
水田利用研究室 ４ 作物経営

園芸研究所

果樹研究室 ６ 果樹経営
野菜研究室 １１ 野菜経営
花き研究室 ４ 花き経営
土壌肥料研究室 ２ 野菜経営
病虫研究室 １１ 野菜経営、果樹経営
流通加工研究室 １ アグリビジネス

鹿島地帯特産指導所 １ 野菜経営
（国）中央農業総合研究センター ５ 経営及び流通、アグリビジネス
（国）作物研究所 １ アグリビジネス
（国）食品総合研究所 ２ アグリビジネス

平成２３～２７年度計 ５７

１ 基礎研修｜研修実施実績（５ヶ年）②
（３）専門項目技術向上研修（駐在研究機関） ◎専門項目別育成状況（平成２３～２７年度）

１ 基礎研修｜研修実施実績（５ヶ年） ③

専門
項目

作物
経営

野菜
経営

果樹
経営

花き
経営

畜産
経営

アグリビ
ジネス

経営及
び流通 計

人数 １１ ２５ ７ ４ － ６ ４ ５７
割合％ １９ ４４ １２ ７ － １１ ７ １００

専門
項目

作物
経営

野菜
経営

果樹
経営

花き
経営

畜産
経営

アグリビ
ジネス

経営及
び流通 計

人数 ４５ ７２ ２５ １５ １４ １０ １８ １９９

割合％ ２３ ３６ １３ ８ ７ ５ ９ １００

平成２７年度
配置状況

２ 専門研修｜継続的な情報提供と資質向上

＜内容＞
●最新技術や先進地の情報を継続的に提供するための専門分野別の
知識・技術の向上に関する集合研修。
●専門分野を超えた総合的な課題や農政対応課題等に関する研修。
●農畜産物の流通の変化や国際化を踏まえた広範な視野を養う研修。

（１）技術・経営高度化研修（専門能力強化研修（11分野）など）

（２）普及指導活動高度化研修（農薬安全使用主任研修など）

（３）課題解決能力向上研修（先進技術特別研修など）

＜集合研修の実施実績（平成２６年度）＞
受講者数４１５名
実施日数２９日

１人あたり年間受講日数
およそ１．８日

３ 職務研修｜職務遂行能力の向上

＜内容＞
◆立場や職務に応じて求められる資質の向上。

●若い普及指導員に対する助言・指導力の向上に関する研修。
●普及指導員の組織的な活動強化等、普及活動の企画・管理力の向上
に関する研修。

（１）トレーナー研修
（２）地域普及課長等研修
（３）センター長研修（農林水産省主催）

＜集合研修の実施実績（平成２６年度）＞
受講者数３５名
実施日数４日

Ⅴ 研修の成果

１ 普及指導員資格の取得

２ 技術を核としたプロジェクト型
普及活動の定着

３ 研修効果の波及

４ 高評価される普及活動

◎普及指導員資格試験の合格実績
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２ 技術を核としたプロジェクト型普及活動の定着

●「技術を核とした普及活動」を意識づける研修を続けてきたため、研究機関との連携に
よるプロジェクト型普及活動を全国に先駆けて展開，定着させることができた。
●さらに、重点プロジェクト活動が若い普及指導員の資質向上に寄与。

研究員
●実証圃設置
●研究ニーズ把握

普及指導員
●実証圃選定
●現地検討会開催
●現地連絡調整
●実証成果の普及

専門技術指導員（チーム長）
●活動の進行管理
●研究・普及との連絡調整
●技術体系の組立て
●実証成果の普及・ＰＲ

生物工学研究所

新品種育成チーム

新品種普及チーム

全県的な推進会議

育 種

系統適応性試験
専門技術指導員、
研究員

専門技術指導員、
研究員、普及指導
員

現地適応性試験

県オリジナル品種
普及拡大推進班
会議

技術体系化チーム

３ 研修効果の波及

●所属を代表して研修を受講した者が、普及センター内で受講結果を復命することにより、
すべての普及指導員に伝達、波及させている。
●研修で取り上げた知識・技術を活かし、普及活動を展開している。

例１ 農薬の安全使用
●関連法令や施策の見識を深め、農薬登録・
使用基準等の確認指導を徹底。
●全普及センターにおいて、農薬安全指導の
体制を同一水準で確保。

例２ 果樹の樹体ジョイント仕立て技術
●専門能力強化研修により新技術を紹介。
●ナシ及びウメ栽培において、増加する新植、
改植での導入に活用。

４ 高評価される普及活動

年度 普及センター 課題名 備考
２７ 坂東 先進農家と築く坂東型大規模経営の確立を目指して～普

及の現場力で価値を訴求できるソバ・コムギ産地づくり～
会長賞

２６ 水戸 消費者に信頼される干しいも産地の育成

２５ 筑西 伝統産地に新たな風を起こす若手の先駆的実践活動の支
援～甘熟梨で産地ＰＲ活動～

会長賞

２４ 鉾田 環境に優しい技術導入によるピーマン産地の活性化

２３ 笠間 老舗コギク産地のルネッサンス～担い手を産地自らが育て
る体制の構築と技術を武器にした攻めの普及活動～

局長賞

２２ 行方 需要に合ったカンショ産地の育成～ＪＡなめがたの「焼き
芋戦略」を確立した普及活動～

大臣賞

２１ つくば つくば型アグリビジネス経営体の育成

農業普及活動高度化全国研究大会（普及活動全国コン
クール）への応募事例と結果

Ⅴ 今後の取組み｜普及指導員等人材育成計画の策定
●新しい「茨城県協同農業普及事業の実施に関する方針」の中に位置付けて策定。
●普及指導員等の目指すべき人材像を明記。
●資質向上の手段を階層的に整理し、中長期的な視点のもと、体系的・継続的な人材育
成を計画。

人材育成の取組方針

普及指導員の目指すべき人材像

●所属における職務の遂行をとおした資質向上（ＯＪＴ）と自己研鑚を基
本とし、集合研修等によって補完。
●ＯＪＴ及び自己研鑚は、すべての普及指導員が実施。集合研修等を経
験年数に応じて実施。

●高度な農業技術及び知識並びに普及指導活動の方法に立脚した農業者
との信頼関係を構築できる人材。
●農政の展開方向及び地域の状況を踏まえ、地域の将来像を描き、施策を
活用できる人材。
●地域の課題の解決方策を企画立案・連絡調整・実践支援できる人材。
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農業改革大綱 儲かる農業，販売戦略，安全・安心 

農林事務所課題 儲かる農業の実現による経営の安定 

課題名 加工・業務用野菜産地の育成 

対象名 ＪＡ水戸茨城町キャベツ生産部会（15戸，40ha） 

県央農林事務所 経営・普及部門（水戸地域農業改良センター）地域普及第一課 課長 次田 和則 

  

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

茨城町は県の中央部に位置し，涸沼川沿いに広がる水田と東茨城台地に広がる平地林や畑地からな

る平坦農業地域である。2010世界農林業センサスでは，経営耕地面積3,614ha，販売農家2,014戸，

うち主業農家は488戸となっている。10年前と比較すると，経営耕地面積は512ha減少し，販売農家

は 739 戸減少した。販売農家一戸当たりの経営耕地面積は 1.79ha と 19％増加しており，主業農家へ

の農地集積が進んでいる結果とみられる。また，高齢化の進展により今後も販売農家の減少が続くと

予想される。 

町では，県の銘柄産地の指定を受けているメロンのほか，トマトや葉物等，多品目の野菜が生産さ

れている。多くは従来どおり市場出荷を続けているが，市場価格が上がらない中，農業関連資材のコ

スト上昇により，農業所得が圧縮されている。 

一方，国内の野菜需要は，食の外部化が進み，加工・業務用の割合が家計消費用を上回っており，

その割合は増加傾向にある。町では，馬鈴薯，トマト，ニンジン，ホウレンソウ，キャベツ，サトイ

モ，ショウガ等，加工・業務用野菜の作付けが多く，特に，加工馬鈴薯は100haを超える面積があり，

一部の生産者で掘取機の導入による省力化と大規模化が進んでいる。 

持続的な農業経営のためには，担い手の確保・育成が重要であり，そのためには，雇用を活用した

集約型農業や省力機械導入による土地利用型農業を尚一層推進することが必要である。 

そこで，今後需要が伸びることが予想される加工・業務用野菜の産地化を図るため，茨城町の業務

用キャベツ生産者を対象に「加工・業務用野菜産地の育成」の課題を取り上げ，実需者ニーズに対応

した産地づくりと担い手の育成に取り組んだ。 

 

２ 普及活動の到達目標 

 平成23～24年度は，業務用キャベツ生産者の組織化と産地の体制強化に取り組んだ。平成25年度

からは，新たに設立されたＪＡ水戸茨城町キャベツ生産部会を対象に，解決すべき技術的課題と計画

的安定生産体制づくりに取り組んだ。 

（１）加工・業務用野菜産地化に向けた基盤づくり 

  ア 業務用キャベツ生産者の組織化（H23）・・・1組織 

  イ 加工・業務用野菜産地の体制強化（H24～）・・・省力・低コスト化技術体系への転換 

（２）業務用キャベツに適した生産技術の確立 

  ア 優良品種の選定（H25～）・・・夏作（6～7月）3品種，秋冬作（11～12月）4品種 

 イ 巻き込み症状対策（H25～）・・・実態把握，対策案作成 

 ウ 出荷時期の前進化（H26～）・・・春作（5月）2品種，出荷量39→70t（H27） 

（３）業務用キャベツの計画的安定生産体制づくり 

 ア 予冷庫を活用した出荷調整の検討（H26～）・・・1月出荷0→20t (H27) 

  イ 需要に応じた生産計画の作成（H27～）・・・栽培暦更新，生産調整，生産管理台帳更新 

 

３ 活動内容と結果 

（１）加工・業務用野菜産地化に向けた基盤づくり 
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ア 業務用キャベツ生産者の組織化（H23） 

業務用キャベツ生産者の組織化を目的に，茨城町で個別訪問を実施したところ，一次加工業者と独

自に契約取引をしているグループがあることが分かった。代表者は，契約取引に理解があり目的が共

有できるメンバーを集めたいと考えていた。経営・普及部門では，このグループを産地のけん引役に

しようと考え，組織化に取り組んだ。 

業務用キャベツ生産者を対象として，生理障害対策や栽培事例等の情報提供を定期的に行った。ま

た，加工・業務用野菜のメリットを活かすための省力機械の導入事例や品種選定について先進地事例

研修を実施し，組織化に向けた活動を行った。 

その結果，加工・業務用専門のＪＡ水戸茨城町キャベツ生産部会が平成24年 5月に15名で設立さ

れた。部会員のうち7名は，一次加工業者と契約取引を行っていたグループで，契約取引に対する意

識が高い。他の8名は，加工馬鈴薯等の加工・業務用野菜栽培経験者や業務用キャベツ生産者であり，

契約取引に対する理解がある。7 名のグループは今までどおりの取引を，それ以外はＪＡが窓口にな

り，全農いばらきＶＦＳを介した契約取引を行うことになった。 

 

イ 加工・業務用野菜産地の体制強化（H24～） 

経営・普及部門では，役場やＪＡと定期的に行っている情報連絡会議で，加工・業務用野菜産地の

育成について提案を行い，広域での産地化，省力機械の導入，農地の利用調整等の課題について協議

した。その結果，関係機関が連携して産地づくりと積極的な事業導入に取り組むことになった。 

これを受けて，ＪＡ水戸茨城町キャベツ生産部会にも同様の提案を行った。部会からは，流通コス

ト低減のための鉄コンテナと作業省力化のためのハイクリブーム導入の要望があがった。また，ＪＡ

は大型予冷庫の整備について検討することになった。 

その結果，部会では省力機械の導入が進み（表 1），ＪＡは平成 26 年 2 月，南部営農資材センター

に大型予冷庫を整備した。 

 

表 1 ＪＡ水戸茨城町キャベツ生産部会に対する体制強化に係る取り組み 

 

（２）業務用キャベツに適した生産技術の確立 

ア 優良品種の選定（H25～） 

業務用キャベツに求められるのは，一定の重量があり品質良好で異物混入がないことである。部会

では生産者の達観により，夏作（6～7月）4品種，秋冬作（11～12月）4品種を優良品種として選定

していたが，品質に問題があるものもあった。計画的安定生産のためには，それぞれの作型で，収量

が高く品質の優れた複数の品種を栽培することが必要であることから，既存品種の検証と地域に合っ

た優良品種の選定に取り組んだ。 

品種選定にあたっては，部会員が情報共有できる体制づくりに努めた。優良品種選定試験は栽培技

術の高い部会役員に依頼した。結果は役員会で検討し，優良と判定された品種は次年度数名の部会員

に試作してもらい再評価するようにした。 

年度 省力機械等の導入 先進地事例研修 省力機械実演会 

平成 24 
鉄コンテナ450基 
ハイクリブーム1台 

群馬県嬬恋村 は種機，うね形成機， 
移植機，防除機 

平成 25 
うね内部分施用機1台 
野菜移植機1台 
ハイクリブーム1台 

茨城県結城市  

平成 26  愛知県安城市 移植機，収穫機  

平成 27 

鉄コンテナ100基（予定） 
野菜移植機1台（予定） 
ハイクリブーム1台（予定） 
キャベツ収穫機1台（予定） 

千葉県銚子市 
愛知県安城市 
群馬県嬬恋村 

収穫機 
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その結果，夏作は4品種，秋冬作は1品種を新たに優良品種として選定した。これらは，部会の品

種検討会で報告すると共に栽培暦に反映させた。平成27年度からは，在ほ性，生産者の所感および食

味についても記録するようにした（表2）。 

 

表 2 夏作（6～7月）の品種別収量及び品質（平成27年度調査） 

 
注）定植日4月18日。1区 5株調査（反復なし）。食味は関係者の試食による評価。 

 

イ 巻き込み症状対策（H25～） 

巻き込み症状とは，6 月中旬から 7 月にかけて起こりやすく，結球した内部の葉先が枯れたように

なる症状で，Ｃａ欠乏症とされている。外見から発生の有無が判断できないため，実需者段階で異物

混入と見なされクレームの対象となる。品種により発生程度が違うことから，優良品種選定試験で発

生しにくい品種を選定してきたが，万全の対策ではなかった。文献調査，現地でのＣａ値の分析や石

灰資材の投入試験も行ってきたが，解決策は見いだせなかった。 

そこで，平成 27 年度は専門技術指導員と連携し，土壌分析値，土壌硬度，品種および定植後日数

について現地調査を行ったところ，巻き込み症状発生と土壌分析値等に有意な関連性は見られなかっ

たものの，定植後日数の平均値では，発生有りが88日，発生無しが80日であったことから，収穫遅

れが発生を助長することが示唆された（表3）。 

 

 表 3 巻き込み症状の有無と土壌分析値，定植後日数，品種（平成27年度調査） 

 

 

ウ 出荷時期の前進化（H26～） 

実需者からは5月上旬からの出荷を求められているが，この時期はキャベツの開花期にあたるため

栽培が難しい。このため，早期出荷に対応可能な品種選定と栽培方法の検討を行った。その結果，5

月に出荷可能な4品種を選定した。平成26年度の5月の収穫量は39ｔ，平成27年度は同15ｔで目標

の70ｔには届かなかったが，早期出荷に適した品種が選定されたことで，生産者は手ごたえを感じて

いる。 

 

（３）業務用キャベツの計画的安定生産体制づくり 

ア 予冷庫を活用した出荷調整の検討（H26～） 

 定時・定量出荷に向けた出荷調整と出荷期間の延長を図るため，鉄コンテナで収穫したキャベツを

新しく整備されたＪＡの予冷庫で保存した場合の品質保持期間について調査した。 

重量
(kg/個)

球幅
(cm)

球高
(cm)

芯長
(cm)

品質
重量
(kg/個）

品質

舞にしき 2.3 20.9 14.5 8.6 - 3.2 巻き込み有 巻き込み症状発生 ○

いしずえ 2.4 22.3 14.5 7.4 - 2.8 - ○

青琳 1.8 19.0 14.5 6.1 - 2.8 - 小さいうちは◎，大きくなると× ◎

おきな 2.4 20.8 14.3 8.0 - 3.7 - 収量◎ △

冬おもい 2.2 20.1 15.6 8.3 - 3.1 脇芽有 バランス良い △

品種
6月25日調査 〈在ほ性確認〉7月7日調査

生産者所感
食味
（参考）

pH EC CaO MgO K2O P2O5

(KCl) (dS/m)

巻き込み症状有り(11ほ場) 5.8 0.2 375 48.6 81.2 29.1 88日
新藍，輝吉，舞にしき，夏晴，
青琳

巻き込み症状無し(12ほ場) 5.6 0.2 327 43.1 77.4 28.1 80日
新藍，輝吉，舞にしき，夏晴，
青琳，みくに，綾山，冬おもい
おきな

注）巻き込み症状が問題となる中生品種（6月中旬～7月上旬収穫）を対象とし，15名25ほ場について，土壌診断結果（平均値），
定植から収穫までの日数（定植後日数の平均値）をまとめた。土壌分析値と定植後日数は平均値とした。

（mg/100g･soil）
定植後日数 品種
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 その結果，7月に収穫したものは，1か月貯蔵で重量が約1割減少するものの，外葉から3～4枚取

れば出荷可能な状態であることが分かった。12月に収穫したものは，貯蔵期間が1か月までは，収穫

時とほぼ同等の状態を保てることが分かった。貯蔵期間が2か月のものは，実需者から商品価値がな

いと判断された。 

 平成27年度は6月上旬に収穫が集中したが，定時・定量出荷のため予冷庫に貯蔵し，出荷調整を行

った。最長で22日間貯蔵したものを出荷したが，実需者からのクレームは無かった。これにより，予

冷庫を活用した出荷調整が図れた。 

 

イ 需要に応じた生産計画の作成（H27～） 

 新しく作成した栽培暦に基づき部会員から作付け希望をとり，経営・普及部門，ＪＡ担当者と部会

役員で生産計画を作成した。これを基に，栽培時期や品種の変更も含めて，部会員に生産計画への協

力を働きかけた。部会の品種検討会で新しい品種の情報が共有されていたため，作付け時期，収穫時

期が明確になり，全員の合意のもと生産計画に取り組むことができた。 

 また，安全・安心な生産に向け，農薬等の生産管理台

帳は作成されていたが，さらに詳しい生産管理台帳の必

要性について話し合いを重ねた結果，ほ場毎に，品種，

は種日，定植日，収穫日およびほ場位置図を記した生産

管理台帳を整備することになった。これにより，生産管

理の可視化が可能になった。 

 生産量の増加に伴い，取引先は当初の3社から7社に

増えた。なお，部会員数は平成28年度から20名になる

見込み。部会の販売額は，平成26年に75,405千円とな

り，平成24年対比140％となった（図1）。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）生産者および生産面積の拡大（取引先の確保，農地利用調整方法の検討） 

（２）業務用キャベツの安定生産技術の確立（生産コストの把握，機械化一貫体系に適した生産方式

の検討，5月出荷の検討，巻き込み症状対策） 

（３）実需者のニーズに対応できる体制整備（実需者との信頼関係の構築，ＧＡＰ導入） 

 

５ 生産者や関係機関の声 

 規模拡大するに従い，管理技術の未熟さやそれに伴う収量の低さで悩んでいた頃，技術の高い仲間

を迎えることができた。これにより，目的を持って課題を解決することができた。部会化してからも

関係機関からの支援があり事業の導入も行えた。普及指導員も熱心に足を運んでくれ，我々にはでき

ないほ場での調査やデータのとりまとめを担当してもらい感謝している。産地は人で成り立っている

ことが改めて感じられる。これからも支援を続けて欲しい。（部会代表者） 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

・加工・業務用の生産組織を立ち上げ，計画出荷

の仕組みを作り上げたこと。 

・生産者や関係機関と目的を共有したことで，省

力機械の導入が速やかに進んだこと。 

・優良品種選定や貯蔵に関する項目に経営的視点

を加味すること。 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

H24 H25 H26

千円

年度

図1 JA水戸茨城町キャベツ生産部会の販売額の推移



 

農業改革大綱 儲かる農業 安全・安心 

農林事務所課題 儲かる農業の実現による経営安定 

課題名 消費者ニーズに応えるイチゴ産地の育成 

対象名 ＪＡほこた苺部会，ＪＡ茨城旭村イチゴ部会 

鹿行農林事務所経営・普及部門地域普及第一課    主任 小番直樹 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 鉾田地域は，メロン，ピーマン，イチゴ，トマト，葉菜類などの野菜類の生産が盛んな，県内随一の

野菜園芸産地であり，経営体の多くが複数の園芸品目を組み合わせた複合経営を行っており，規模の大

きな経営が多いことがあげられる。このような中で，近年イチゴの収穫期間を長期化し経営の柱に据え，

イチゴ専作になる経営体が増加してきている。 

 イチゴ専作経営においては，①クリスマスが最大の需要期なので，出荷ピークをこれに合わせなけれ

ばならない，②作期の長期化に伴い，多くなりがちな農薬使用回数を抑える必要がある，③近年は１県

１品種といわれるほど品種が多様化し品種間の競争が激しい，などの課題がある。 

クリスマス需要期に多く出荷するためには，9 月上旬に花芽分化させる必要があるが，近年は夏の高

温化の影響で花芽分化が遅れる傾向にあり，育苗期後半に苗を低温に曝す「夜冷処理」を行って確実に

花芽分化させることが不可欠となっている。 

病害虫防除に関しては,園芸が盛んな地域ゆえに多くの病害虫で薬剤耐性が確認されるようになって

きた。高品質な農産物の生産には化学農薬の使用が不可欠となっているが，化学農薬のみに依存しない

方法で病害虫防除を行う必要が生じている。 

品種間の競争が激化する中，本県においては，平成24年に県オリジナル品種「いばらキッス」が品種

登録され，販売先や消費者の食味評価は高い。しかし，果実先端が着色せず白いまま残る「先白果」の

発生により商品価値が低下することが問題として残っており，作付けをためらう生産者も少なくない。 

このような背景をもとに，鉾田市内2農協イチゴ部会を対象として，①クリスマス需要に対応するイ

チゴ産地の育成（ＪＡほこた），②ＩＰＭの取り組み・普及支援（ＪＡほこた），③県オリジナル品種「い

ばらキッス」の先白果発生軽減対策(ＪＡ茨城旭村)の３課題を設定し，「消費者ニーズに応えるイチゴ産

地の育成」という課題に取り組んだ。 

 

２ 普及活動の到達目標 

 需要期出荷，安全・安心なイチゴ生産，新品種の生産など消費者ニーズに応える生産技術を確立し，

イチゴ農家の所得向上を目指す。 

 

【到達目標】 

（1）需要期出荷のための夜冷処理推進 

 夜冷処理面積率(ＪＡほこた)           (H22) 32％ → (H26) 50％ 

(2)安全・安心なイチゴ生産のためのＩＰＭ推進 

 総合病害虫防除(IPM)実践戸数（ＪＡほこた）    (H22)   4戸 → (H26) 30戸 

(3)県オリジナル品種「いばらキッス」の推進 

 いばらキッス栽培面積(ＪＡ茨城旭村)       (H22)  10ａ → (H26) 200ａ 

 

３ 活動内容と結果 

（１） 需要期出荷のための夜冷処理推進 

 ア ウォーターカーテンを用いた夜冷処理（以下：簡易夜冷処理）の実態調査と基本技術の見直し 

ＪＡほこた苺部会研究部（若手生産者を中心に構成される技術研究組織）を中心に，５名の生産者

の育苗ハウスで簡易夜冷処理方法についての実態調査を行った。同時に夜冷処理時のハウス内温度を

測定し，各生産者間の違いを検討した。 

  その結果，「循環扇の有無」「遮光の有無」「ハウスサイドの開閉」に違いが見られ，全て実施してい



るハウスで最も温度が低下しており(図1－D)，花芽分化も早い傾向にあった。 

  さらに，散水量とハウス内温度の関係についても調査を実施した。流量計を設置することができな

かったため，水量調査は，夜冷処理中のハウスに普及指導員が入り，散水されている水量を実測する

方法で実施した。その結果，散水量とハウス内温度についてはある程度の相関があることが示された。 

  また，部会員全員の夜冷導入面積率と年内売上高の関係についてデータをプロットし，面積率の増

加に伴い年内売上高が向上することを(図2)のとおり整理した。 

  これらの結果を巡回や講習会等で部会員に広く周知するとともに，部会の目標夜冷面積率を50％に

設定し，部会への普及を推進した。 

  

イ 炭疽病対策の徹底 

多量の水を使う簡易夜冷処理では，ハウス内湿度が高まることにより炭疽病が発生することが懸念

されたため，県園芸研究所の試験結果を受け，炭疽病予防に効果的な薬剤をリストアップするととも

に現地優良防除事例を紹介し，定期的な薬剤散布を行うよう部会全体に働きかけ，防除意識の向上を

図った。 

 
 ウ 成果 

  簡易夜冷処理については，ハウス環境や水量などの処理効果を高めるためのポイントや，夜冷処理

面積率の増加に伴い年内売上高が向上することを整理したこと，研究部を中心に技術普及を働きかけ

たことにより，部会で推進することが決定し，目標とした夜冷面積率50％を超え53％(H26)まで上昇 

した。その結果，クリスマス需要期(12月中旬)出荷量は約25万パックまで上昇し，売上高は 

倍増した(表1)。これは面積が減少傾向にある中，イチゴ産地としての存在感を販売先に示すための， 

非常に大きな成果となった。 

表1 年度別12月中旬出荷数量と栽培・夜冷面積率の推移 

 

（２） 安全・安心なイチゴ生産のためのＩＰＭ推進 

  イチゴの重要害虫である，ハダニ類，アザミウマ類について化学農薬のみに依存しない防除体系の

確立と推進を展開した。 

 ア 天敵ダニを活用したハダニ類防除法の確立 

  現状を把握するため，薬剤感受性試験を実施した結果，多くの薬剤で感受性が低下していることが

確認された。また，薬剤散布ムラについて現地栽培圃場で感水紙を用いた試験を実施し，散布ムラが

あることを確認できた。 

  しかし，大規模経営体が多い当地域で，散布ムラを無くすよう丁寧に作業するには多大な時間と労

力を要することが分かり，化学農薬のみに頼るは難しいと判断し，また，消費者の安全・安心に対す

る意識の高まりを考慮し，天敵ダニを活用したハダニ類防除を提案した。 

  まずは天敵ダニの効果を実感してもらうため，研究部員を対象に実証圃試験を行った。試験では，

途中で化学農薬防除に切り替えた場合に，かえってハダニ類による被害が拡大した。そこで，天敵ダ

ニを活かす方向で推進し，メーカー，農協と月1回の個別巡回を行うとともに，天敵ダニの定着状況

年度 夜冷処理面積率(％) 12月中旬出荷量(パック) 12月中旬売上高(万円) 

22(酷暑) 32 170,608   6,070 

26(酷暑) 53 246,668 12,800 



の確認や薬剤選定を中心とした個別指導を随時実施した結果，天敵活用成功者は着実に増加している。 

 

イ アザミウマ類防除方法の検討 

  アザミウマ類に防除効果がある薬剤の多くは天敵ダニに悪影響を及ぼすため，「イチゴの最重要害虫

であるハダニ類の防除としては天敵ダニを活用する」という前提のもと，アザミウマ類防除方法とし

て防虫ネットや青色粘着板による物理的防除の有効性が確認できたため，これらの活用を推進した。 

推進にあたっては，防虫ネット展張による暖候期のハウス内温度上昇を懸念する声があったため，

実測の温度データにより温度上昇はさほどないことを示した。 

また，春先に強風が吹く当地域では，ネットの色による忌避効果に期待するよりも，ネットの目合

いを細かくすることが重要であることを実証試験により示した。 

  研究部員と協力して進めた活動結果を講習会等で広く周知するとともに，部会員の個別相談に応じ

ながら技術導入支援を行った。 

 

ウ 成果 

  Ｈ26 年にはＩＰＭを実践する農家(天敵ダニ，物理的防除，いずれかまたは両方の技術を実践する

農家)は56戸となった。 

天敵ダニ導入による薬剤散布回数の変化については，定植～2 月中の散布回数はあまり変わらない

が，3月以降は天敵ダニの効果が発揮され，散布回数が1/2～1/3に減少する生産者が多くなっている。 

特に散布回数の減少は，安全・安心な農産物生産に寄与するとともに，イチゴの収穫量が増加する

3月以降の労力軽減に大きく寄与している。 

 

(３）県オリジナル品種「いばらキッス」の推進 

 ア 現地適応性試験 

  「いばらキッス」は，品種登録前の平成22年に農協に対して試作を打診したところ，ＪＡ茨城旭村

イチゴ部会が意欲を示したため，4名の生産者で現地適応性試験を開始した。 

  当初は，「とちおとめ」よりも炭疽病に弱い「いばらキッス」では，定植を断念する農家もいたが，

次作からは定期的な薬剤散布指導により克服することができ，「とちおとめ」よりも草勢が強いため温

度管理をやや低めにする必要があるなどの品種特性も理解された。しかし，生産者，ＪＡから「果実

先端の着色不良である「先白果」が問題である」と声があり，推進上の課題として残った。 

 

 イ 先白果発生軽減対策 

  先白果多発生圃場での栽培管理の聞き取り結果から，先白果発生の原因として花芽生育期（花芽分

化期から1か月間）に窒素肥料が強く効くことが考えられたため部会をあげて減肥に取り組むことと

した。しかし，減肥の効果は判然とせず，また，先白果がなくなっていたものの収穫量が減少する生

産者も現れた。現在適正施肥量の検討をさらに踏み込んで進めている。 

また，花芽分化の前に定植すると先白果や奇形果の発生率が極めて高くなることから，花芽分化を

必ず確認してから定植するよう指導した。花芽分化を確認して定植することで，奇形果発生割合は大

きく減少，先白果の発生程度もやや低下し，本来の品種特性である果実形状の良さが発揮できるよう

になった。 

 

 ウ 成果 

  「いばらキッス」は，市場やスーパーからの引き合いも強く固定客を獲得しつつある。市場価格も

「とちおとめ」よりも高く推移しており，ＪＡとしても作付を積極的に推進している。 

作付面積は目標とした200ａには達していないものの，H26年度にはＪＡ茨城旭村イチゴ部会では7

名が合計107ａを作付け，約34,000ケースを出荷した。部会員の販売実績を単位当り平均でみると「い

ばらキッス」が「とちおとめ」に比べ，反収で100kg/10a，売上高では40万円/10a高い結果となった。

これにより H27 年には 10名で 185.5ａの作付がなされるなど，「いばらキッス」は順調に栽培面積を

伸ばしている。 



(４)まとめ 

 これらの活動をとおして10a当り売上は，JAほこた苺部会で約34％，JA茨城旭村イチゴ部会で約17％

増加し，1戸当りの売上高はJAほこた苺部会で約32％，JA茨城旭村イチゴ部会では約21％増加した(表

2)。 

表2 両部会の10a当り，1戸当り売上高の推移 

 
JAほこた苺部会 JA茨城旭村イチゴ部会 

売上高(万円/10a) 売上高(万円/10a) 

H23年度 362 298 

H26年度 486 351 

H26/H23比(%) 134 117 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）需要期出荷のための夜冷処理推進 

  夜冷処理を行うことでクリスマス需要には十分対応できるようになった。しかし，その一方で，収

穫開始時期が前進したことにより，第一次腋花房との間に切れ間が生じる事例が散見されるようにな

った。年内～年明けの需要が高まり，単価が期待できる時期の収穫に切れ間を生じさせないための，

適正花数の検討が必要である。 

  H27年からはＪＡ茨城旭村イチゴ部会員を対象に簡易夜冷処理を推進している。 

 

（２） 安全・安心なイチゴ生産のためのＩＰＭ推進 

  化学農薬のみに頼らない防除体系はかなり浸透しており，天敵ダニの活用については，ほとんどの

生産者が効果を実感している反面，中には失敗の原因が判然としない事例もあり，その解明が必要で

ある。さらに，ハダニ類防除については，高濃度炭酸ガス処理を活用した防除を推進していく。 

 

（３）県オリジナル品種「いばらキッス」の推進 

先白果については，発生要因の特定と対策を進めることで，現在検討されている大玉果実の差別化

販売につなげ，ブランド化を進める。 

 

５ 生産者や関係機関の声 

  生産者からは，「クリスマス需要期出荷に向けて，技術的・経営的な整理がなされたことにより，

積極的に簡易夜冷を導入することができた。」「ＩＰＭ技術の部分では，農薬の効果など生産者の感覚

の部分が数値等の見える形で示され，明確な判断材料となった。」などの評価を得ている。 

  いばらキッス生産者からは，「とちおとめ」と比較して「果実形状が非常によく，パック詰めが非常

に楽になった。」「収量が向上し，市場価格もシーズンを通して高く推移するため，経営の安定に寄与

している。」との評価を得ている。 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 

・簡易夜冷処理に関する技術的支援が効果的に作用し，産地の販売力向上に寄与で

きた。 

・化学農薬散布回数・頻度による防除から，より効果が高く省力的な防除方法を確

立・普及することができ，大規模経営における長期収穫の実現にも寄与できた。 

改善すべき点 ・計画段階において数値での現状把握が不十分であった。 

 



 

農業改革大綱 担い手 

農林事務所課題 未来につなぐ担い手の育成 

課題名 都市型農業を支える担い手の育成 

対象名 就農志向者，新規就農者，若手農業者，つくば地域就農支援協議会 

県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター 経営課 専門員 田中有子 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

（１）背景 

つくば地域は，研究学園都市という知的な環境の魅力

やつくばエクスプレス開通による都心との交通の利便性

の向上により，この地域で農業を志す者が年々増加して

いる（図 1）。また，新規就農者数（39 歳以下）は，年

10名前後で推移し，その中で新規参入者（非農家出身者）

が6割以上（県：2割）を占め，重要な担い手である 

（図2）。 

平成26年度からは，就農計画認定主体が県から市町村

へ移管したことで，管内市町では就農計画認定の進め方

に当惑していた。 

 

（２）選定理由 

都市近郊という立地条件を活かしながら，意欲の高い

就農志向者が円滑に就農できるよう，就農支援体制の確

立と支援が急務となった。 

①相談者の就農適性の把握 

農業に関する実践的な知識や経験が無い，就農 

給付金が目的で就農意欲に欠ける等を見極める。 

②新規参入者への手厚い支援 

農外からの新規就農者が多いため，農地や資金，  

販売先の確保等のきめ細かな就農相談や農業に関 

する基礎知識，技術を学べる場が求められる。 

 ③早期の経営安定化 

就農給付金が支給されている期間内に，経営を安定  

させることが求められる。 

 

２ 普及活動の到達目標（H26） 

（１）多様な担い手の育成 【新規就農者（39歳以下）の確保 15名以上/年】 

・就農支援協議会（担当者会議）の開催 

    ・就農相談会の開催              

    ・就農計画作成支援（認定就農者） 

    ・青年等就農資金利用計画作成支援             

    ・就農支援マニュアルの作成    

 

（２）就農者の育成と定着化【新規就農者の経営安定化 販売金額550万円以上（所得250万円以上）の

確保（就農5年後目標）】 

・農業学園（新規就農者講座）の開催：講座回数10回以上 

・新規参入者の集いの開催：3回/年 
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３ 活動内容と結果 

（１）多様な担い手の育成 

①所内の体制づくり 

所内における就農支援活動は，平成 23 年度まで担当が主体で実施されていたが，24 年度以降，相談

件数が徐々に増加する中で，「担い手育成委員会（H26：9名）」を就農支援体制の要として設置した。委

員会では，毎月の定例の打ち合わせを行い，就農相談者の現況と支援策について情報を共有しながら検

討している。これによって，職員の意識が「就農支援は所全体で取り組む活動」という考えに変わった。 

②実効性のある就農支援体制の整備 

  地域においては，「つくば地域就農支援協議会」のもと，実務者で構成する担当者会議を新たに設置し

て，関係機関が連携して行う就農支援活動の強化を図った。 

●地域の担い手は地域で育てる体制づくり 

就農相談から就農計画認定までの迅速・丁寧な対応に関するルールづくりを目的として，就農相談の

ワンストップ化を就農支援協議会で話し合った。 

平成24年度までは，「就農相談＝普及センター」という考えが関係機関にあり，就農相談窓口の機能

が普及センターに集中していた。就農相談件数が増加するなか，市町やＪＡも相談窓口として機能させ

る必要性が出てきたため，協議会で各機関・団体の役割を明確化し，市町・ＪＡ・普及センターの三者

が相談に当たれるように改善した（H25）。さらに，就農相談から相談会の開催までの進め方についても

協議し，以下の内容で合意を得た。 

 ●迅速・丁寧な相談業務と経過情報の共有化 

「就農相談受付簿」及び「新規就農相談カード」を作成し，相談者に対して迅速・丁寧に対応できる

ようにした。また，相談後は，速やかに「就農相談記録」と「就農相談継続支援一覧表」を作成し進捗

状況を共有することで，継続した対応ができるようにした。 

なお，不慣れな普及指導員や市町・ＪＡ職員が就農相談を担当した場合，対応に苦慮することがない

よう，これまでの経験をもとに以下の留意点をマニュアルに示した。 

 

 

 

 

 

 

●就農支援マニュアルづくり 

平成 24 年度から相談者が増え，相談者からの

様々な要求に苦慮し，疲弊する職員も出てきた。

また，数年経ってから再度相談に来る例もあり，

しっかりと記録に残す大切さを認識した。 

そこで，就農支援活動のマニュアル化を平成25

年度に構想し，26年度から本格的な作業を進めた。

マニュアルは，普及指導員がこれまで苦労した経

験をもとに，相談対応の細かいノウハウについて思いを込め，市町・ＪＡにも活用できるように明文化

した。また，根拠となる要領，要項等を入れ，制度変更に対応できるように差し替え可能な加除式とし

た。 

所内の担い手育成委員会で何度も検討し推敲を重ねた原稿をもとに，就農支援協議会（マニュアル検

討2回）の合意を経て，平成27年2月に「つくば地域就農支援マニュアル」が完成した。マニュアルを

配付・共有した結果，徐々に市町やＪＡにもその利用価値が理解されてきている。 

・相談者が訪れた機関が相談窓口となる。 

・相談の受付時に同一様式の新規就農相談カードを作成する。 

・相談カードは，関係する機関に手渡しとし，共有化を図る。 

・相談日程の調整・連絡は市町，相談会会場は市役所（町役場）で実施する。 

・就農相談の際は，トラブル防止のため必ず2名以上で対応する。 

・就農希望者の話をよく聞き，頭ごなしに否定しない（冷静沈着な対応，信頼関係の構築）。 

・疑問点や現実からかけ離れた点を相手に問いかけ，アドバイスしながら考えてもらう。 

・担当者だけで悩まず，所内で相談しながら進める。 

・相談者との連絡は，電子メールは使用せず，電話を基本とする（メール攻撃の防止）。 

・個人情報の取り扱いには十分注意する。 等 

『つくば地域就農支援マニュアル』の構成 
本章（以下7章），関連法・要綱・要領・要項，様式 
第1章 新規就農者の動向      

 第2章 就農支援体制と各機関・団体の役割 
第3章 就農相談活動       
第4章 青年等就農計画の申請・認定 

 第5章 就農までの支援策 
 第6章 経営類型別経営指標 
 第7章 新規就農者事例 



 ●青年等就農計画及び青年等就農資金利用計画作成の支援 

普及センターでは，「就農計画は，将来の経営者（就農希望者）が自力で作成するもの」という方針

のもと，就農希望者に営農計画を作成させ，就農できるかどうかの見極めをするようにした。 

平成 26 年度には，つくば市と協力して就農計画認定までのフロー，認定のポイント，関係機関の役

割を示すとともに，就農計画作成支援（下表参照）のポイントを整理し，マニュアルに示した。 

また，普及センターは，計画認定で市町から要望の高かった「新規就農者が目標とする経営指標」(8

類型：普通作(水稲・麦・大豆），施設イチゴ，施設トマト，施設ホウレンソウ，露地ネギ，露地野菜多

品目，ブルーベリー，ブドウ)を作成し，市町，ＪＡへ提供した。併せて，管内の新規就農事例（定着3，

離農1）を調査し，農業へ定着できた要因を明確化して，就農相談に活用できるようにした。 

  認定就農者で青年等就農資金希望者に対しては，資金利用計画の作成支援（自力で作成することを基

本）と意見書の作成を行っている。 

【結果】 

・平成26年度の相談件数は延べ103件（実人数52人）で，相談を通じた新規就農者（雇用・研修生含む）

は 18 名であった。マニュアルの整備やチーム体制で対応したことで，担当者が就農相談に振り回され

ることがなくなった。就農相談においては，就農希望者が就農に至るまで，就農計画や研修先等，本人

の同意を得ながら進めるため，時間を要する事例が多かった（相談に5回以上要したのは7名）。一方，

1～2回の相談で断念する者や相談を重ねた結果就農に至らない者もいた。 

・特に技術習得が必要な就農希望者4名に対しては，管内農家への長期研修（青年就農給付金（準備型），

ニューファーマー育成研修助成事業活用）へ導き，うち3名は平成27年に独立就農できた。 

・関係機関の就農相談対応については，経験のあるつくば市以外は，慣れるまでに1～2年を要する。 

・平成26年度の青年等就農計画作成は，取手市2名，つくば市15名，つくばみらい市1名を各市と連携

して支援した結果，平成27年3月までに18名全員が認定された。27年度は，新規及び変更申請で，つ

くば市8名，つくばみらい市2名が認定されている。 

・青年等就農資金については，平成26年度認定就農者の約半数が希望しており，27年度にかけて10名を

支援し，申請まで至った。 

・平成27年度の新規就農者(注：調査対象は45歳未満に変更，独立就農予定の雇用・研修生含む，過去5

年間の報告漏れ者除く)は27名となった(H27年12月調査，内訳：就農者13名，雇用・研修生14名)。 

 

（２）就農者の育成と定着化 

①農業学園の開催 

 平成26年度は，25年度に引き続き，就農して5年程度

までの新規就農者（33名）を対象に，農業の基本技術や

マーケティング等を学ぶための講座（農業学園）を開催

している。実施状況は表 1 のとおりで，県南地域合同の

広域講座も4割程度（5回）取り入れている。 

 講座では，必要な基礎知識としての「土づくり，農薬

適正使用，農作業安全，農業簿記」に関する講座の他，

新規参入者の事例研修を追加することで，新規参入者同

士のつながりを作るきっかけを意図的に仕掛けた。 

【計画作成支援のポイント（抜粋）】 
①就農計画を作成する主体は本人であることを自覚してもらう。また，日頃の就農相談の積み重ねが大切であり，時
間のかかること，審査会を目前にした審査を通すための支援は行わないことを理解してもらう。 

②市町は，認定手続きの手順と申請書の記入方法の説明，記入漏れの確認に止め，必要以上のアドバイスや情報提供
を控える。 

③普及センターは，計画に対するコメントを作成し，市町へ回答する際，作物の収量，販売単価，労力，経営規模，
機械・施設整備，資金借入額，技術の習得状況等をチェックし，適正かどうかを判断する。コメントで，具体的な
数値を示して修正案を提示しない。 

④市町は，普及センターからのコメントを基に申請者と面談する際にも，指摘事項を確認し，不適切なところは自分
で考え，修正を促す。 

　表1　農業学園講座の参加人数と評価（H26年度）

回数 参加人数 理解度 活用度

現地 6 6.0 3.9 3.6
座学 7 6.6（8.8） 3.7 3.6
野菜 6 4.5（6.3） 3.9 3.6
共通 5 9.0 3.6 3.6

その他 2 5.0 3.9 3.7

13 6.3（7.0） 3.8 3.6
（注） 参加人数：1回当たり平均参加者

    　　　　　　　　（　）はレンコン講座の参加者1名を除いた平均

       品目のその他：農業三士合同研修会，水稲・病害虫

分類

場所

品目等

全体

       品目の共通：土づくり，農薬適正使用，農作業安全，
　　　　　　　　 　　 農業簿記，マーケティング等



②新規参入者のつながり強化 

  新規参入者の多くは仕事に追われ孤独になりがちで，人とのつながりを求めている。そこで，平成25

年度に，就農して概ね5ヶ年以内の新規参入者（23名：研修生含む）をリストアップし，「新規参入者の

集い」を開催した（16名参加）。平成26年度は24名を対象に，新規参入者の成功事例3ヶ所（露地野菜

（13名参加），施設野菜（8名参加），企業経営（15名参加））を研修し，情報交換を行った。 

【結果】 

・農業学園受講生のアンケート評価では，理解度3.8，活用度3.6（4点満点で目標3以上）の評価を得て

いるが，参加人数は対象者の2割程度と少なかった。そこで，平成27年度は，講座開催前に受講生のニ

ーズを把握し，カリキュラムの内容に反映させた。 

・「新規参入者の集い」を実施したことで，講座以外でも受講生同士で情報を交換する姿が見られ，販路開

拓にもつながっている（2名が成功事例研修先の協力により，新規販路を開拓）。 

・普及センターでは，新規参入者の定着は当事者同士で課題を解決し合うことが最も有効な手法と考え，

27年度は「新規参入者の集い」を農業学園に位置づけ，実施している。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）就農後のフォローアップ 

   新規就農者に対しては，就農5年目までに販売金額550万円（所得250万円）を達成させるという

大きな課題がある。26年度実績のある給付金受給者21名（就農1～5年目の新規参入者）のうち販売

金額目標を達成できたのは5名（うち5年目：3名中1名）であった。今後は，集団指導（農業学園）

と併せた継続的な個別指導に力を入れていく必要がある。 

平成 27 年度からは，過去 5 ヶ年の新規就農者全員の経営カルテ（経営面積，品目，反収，販売金

額，所得等の一覧）を作成し，個別巡回指導が行える体制を整えている。また，新しい就農支援活動

として，市町村が実施する青年就農給付金（経営開始型）の就農状況確認に普及指導員が同行し，新

規就農者の抱える課題や問題点，栽培技術レベルを確認し，指導につなげている。 

今後は，確実な定着に向けた効果的な技術・経営に関する個別の支援方法についても構築していく。 

 

（２）農業学園の参加率の向上 

   新規参入者のほとんどは作業を頼める人がいないため，日中に仕事を休むことができない事情があ

る。そこで，27年度からは夜間講座も取り入れ，参加しやすい環境を整えてきている。 

今後は個別巡回にも力を入れながら参加を呼びかけるとともに，受講したことでどのような行動の

変化につながったかを検証しながら，カリキュラムの充実を図っていく。 

 

５ 生産者や関係機関の声 

（１）新規参入者の集いの参加者：「管内の新規参入者の成功事例研修で刺激を受け，販路開拓に役立った

り，地域の農業者との結びつきができたりして，自分の経営を見つめ直すきっかけとなった。」 

（２）市の担当者：「これまでの就農相談対応は経験に委ねられていたが，マニュアルにノウハウを記載し

たことで，担当が代わっても引き継ぎが容易になり，初めて担当になっても困らなくなった。また，

マニュアルは関連法や要綱，要領等，ほぼ網羅しているため非常に役に立っている。」 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点） 

・まとまった形の就農支援マニュアルは県内で初めての事例であり，しかも留意点まで掲載している事

例は全国的にも珍しい。 

・マニュアルは，つくば管内の関係機関に止まらず，県全体に情報発信し活用を促している。 

（改善すべき点） 

・新規就農者の育成については，地域農業者の理解と協力が必要であることから，就農支援アドバイザ

ー(農業三士)，先進農家，生産組織等とこれまで以上に連携した支援体制を強化していく。 
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