
１ 茨城県における普及活動の概要 

 

 

１ 課題に取り組んだ背景とねらい 

これまで，県の普及事業においては，研究機関との連携の下で農業者や産地が抱える現場の課題に

対して新品種や新技術の導入に取り組んできた。普及定着にあたり専門技術指導員は普及推進計画に

基づき，研究と農業者の橋渡し役を果たしてきた。推進にあたっては，現場のニーズに直結する研究

開発の加速化，現場で普及と研究が連携した取組，大規模経営体及び先進的な農業者への支援など多

様化している。また，ＩＣＴを活用した革新的な農業の展開など民間企業，大学等の多様な関係機関

との連携を図り農業者支援の充実強化が求められている。 

国では，協同農業普及事業の運営に関する指針（平成 27 年５月）において，農業現場からの意見

に基づく研究開発や生産現場への成果が導入できるように，研究開発に普及組織が参画し，現場ニー

ズに直結する研究開発の推進を図ることとした。 

県では，新たな茨城農業改革大綱(H28～32)の中で，自ら将来のビジョンを描いてその実現に向け

た活動を進める意欲ある農業者や産地に対して，新技術の導入や農産物のブランド化，経営管理能力

の向上等の取組を推進するとした。これに連動するとともに，新たな普及事業の実施方針において，

国の指針やガイドラインを基本として，普及組織が研究開発への積極的参画，先進的農業者とのパー

トナーシップ構築，地域関係団体，民間企業など多様な関係機関との連携し，総合力を発揮し農業者

支援を充実強化することとした。 

そこで，生産現場の要望に応えた研究の課題化や成果の普及を加速化するプロセスを見直すととも

に，普及と研究のみならず多様な関係機関と連携して現場ニーズに直結する研究開発やＩＣＴなどの

先端技術が生産現場で有効活用できるようにするプロジェクト活動の展開など新たな農業者支援の充

実強化の取組を報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現場の課題解決に係る普及と研究の連携 

（１）研究課題設定のプロセス 

普及センターや生産者団体等から課題の提案をもとに，農業改革大綱の産地ビジョンや中期

運営計画との整合性を整理し，研究の緊急性・重要性，既存の知見，普及の見通しを検討し，

改革の方向 産地を支える経営体づくり 

課題名 普及と研究の連携強化 

農業総合センター専門技術指導員室 首席専門技術指導員 塚本心一郎 



課題化を進めている。さらに，行政政策に反映させ，課題の予算化と普及と研究が一体的に取

り組めるように重点プロジェクトの課題として位置づけ，要望課題の提案を受け課題化してい

る。具体的な取組みの一つとして，県北中山間地域の活性化の中で，普及からの要望提案に対

して，研究課題「ハナモモ株枯れの発生メカニズムの解明と対策技術の開発」や「食用ほおず

きの安定生産技術の開発」を課題化し，県北地域の重点プロジェクトとして普及と研究の連携

を開始した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）成果の普及プロセス 

研究成果については，専門技術指導員が「普及に移せる技術」普及推進計画を作成し，５月

に開催される「普及に移す成果」普及推進委員会に諮った上で普及を開始してきた。このため，

普及センターでの普及推進が１年遅れになるため，「普及に移す成果」普及推進委員会を廃止

し，新たな取組みとして，前年の１月に開催する普及関係事業推進会議の中で，「普及に移す

成果」候補を提示するとした。また，各分野の研究進捗状況をもとに専門技術指導員は専門分

野ごとの課題を整理し，普及センターに提供し，次年度の普及指導計画に位置づけられるよう

改善を図った。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度普及活動で取り組む「普及に移す成果」 



（３）専門技術指導員を中心とした研究成果の生産現場での普及 
ア 技術体系化チーム 

専門技術指導員をチーム長に，研究員，普及指導員等を構成員としたチームを設置し，技

術開発と普及活動との連携を強化し，研究成果の現地実証を通じて現場の課題を早期に解決

する取組みを展開している。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 新品種育成普及プロジェクト 

専門技術指導員をチーム長に，研究員，普及指導員等を構成員としたチームを設置し，県が

育成したオリジナル品種の特性や地域適応性，市場性の評価を行い，これに応じた栽培技術を

確立し普及を図っている。平成 28 年度から，品種登録前の有望系統の段階から，新品種育成

普及チームが参画し，早い段階から現場や実需者等の意見を活かした品種育成を行えるように

見直した。 
 
ウ いばらきレンコン優良系統選抜普及プロジェクト 

レンコン産地における系統（品種）間差に起因する品種及び収量のバラツキ等を解消し，一 
層の品質向上を図るため，生産者からの要望を受けて，JA 全農いばらきと共同で平成 25 年度

からレンコンの現地栽培系統の中から優良系統の選抜・普及を開始している。平成 28 年度ま

でに，年内掘り，年明け掘りの優良系統の選抜と現地適応性の確認を行い，優良系統（４系統）

の選抜を進めている。今後は，原種圃設置・原種増殖し，産地への種バス配布を行っていく。 
 

３ 新たな展開 
（１）研究開発への普及指導員の積極的な参加（先端技術活用プロジェクト） 

平成28年度からＩＣＴや高度環境制御技術などの先端技術が生産現場で有効活用できるよう 

に，県研究機関が中心となって，農業者，国立研究開発法人，大学，民間企業，農林事務所，農

業総合センター等を構成員とした実証研究普及チームを編成し，生産現場の経営体レベルでの実

証研究を実施する「先端技術活用プロジェクト」を開始した。また，農業総合センター専門技術

指導員室が中心となって，実証研究普及チーム員のほか，関係農業団体，県庁関係各課等を構成

員として，研修会，検討会等を開催しながら，情報を受発信・共有するネットワークの構築を促



進するとともに，経営体レベルで最適な技術として組立て，提案・波及させる研究活動を展開す

る。平成29年度からは，米の省力・低コスト技術，施設園芸の環境モニタリングなど普及計画に

位置づけ，現場実証を展開している。 

ア 大規模水田農業プロジェクト 

・ＩＣＴ等を活用した大規模水田経営体におけるほ場管理を効率化する技術開発 
・大規模水田経営体における省力・低コスト化技術の現地実証  
【目標（H30）】   60kg 当たり生産費 20％削減 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

イ 施設野菜類プロジェクト 

・施設野菜類のＩＣＴ・環境制御装置を活用した高品質，多収栽培技術の開発 
【目標（H32）】 トマトの年間収量 30t/10a 以上，Brix5.0％以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 効果 

（１）研究課題設定のプロセスを見直し，現場の課題を行政政策に反映させ，普及と研究が一体的に

取り組めるプロジェクト活動の開始に繋げた。 

（２）「普及に移す成果」に係る推進計画作成を早め，専門分野別に技術指導資料を整理し普及センタ

ーに提示することなど普及プロセスの見直しにより，成果の普及の加速化に結びついた。 

（３）専門技術指導員を中心とした研究成果の生産現場でのプロジェクト（技術体系化チーム，新品

種育成普及プロジェクト）により，現場に即した技術の導入組み立てでき，迅速な課題解決に繋

がった。また，レンコン優良系統の選抜・普及については，普及と研究の連携のみならず生産者

やJAと一体的に取組むプロジェクト活動を展開することで，これまでできなかった優良系統の選

抜まで進めることができた。 

（４）28年度から開始した先端技術活用プロジェクトでは，普及と研究のみならず，先進農業者，民

間企業を巻き込み，ＩＣＴや高度環境制御技術などの先端技術の開発実証を生産現場で展開する

ことにより，総力をあげて課題を解決できる場やネットワークの構築が図れ，先進的農業者との

コミュニケーションや民間情報の活用できるようになった。 

 

５ 今後の展開 
（１）ＩＣＴ等先進技術の現場への導入推進 

大規模水田農業における玄米 60kg 当たり生産費 20％削減を目指した圃場管理システム，水田セ 
ンサー等のＩＣＴや施設園芸における施設内環境の見える化，生育の見える化に基づく高度環境制

御技術の導入推進を図り，革新的な農業が展開できるように農業者支援をさらに強化する。 
（２）国・民間等が開発した新技術の現地実証 

専門技術指導員の役割と機能を発揮し，普及と研究の連携はもとより，民間，大学など広い分 
野との連携し，国・民間等が開発した新技術の現地実証を進め，新技術の導入の取組を積極的に推

進し，革新的な農業が展開できるように農業者支援をさらに強化する。 

（３）現地ニーズ対応型研究開発の推進 

平成 28 年 11 月に出された農業競争力強化プログラムを受け，平成 30 年度から始まる戦略的プ

ロジェクト研究推進事業（現場ニーズ対応型研究開発）の中で，農業者等のニーズを踏まえた明確

な研究目標の下，農業者，企業，大学，研究機関で構成するチームに積極的に参画し，実装までを

視野に入れて技術開発を推進する。 

 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制① 
 

行方地域農業改良普及センターの普及指導体制について 

 

１ 活動方針 

地域の強みを活かした行方農業の実現に向けた普及活動を展開する。特に，県青果物銘柄産

地の認定を受けているカンショ，イチゴ，ミズナ，エシャレット，シュンギクと市場評価の高

いレンコン，チンゲンサイ，オオバ等の生産技術の更なる高位平準化と，水稲県育成極早生品

種「一番星」の知名度向上や省力高品質化技術の構築を図り，消費者ニーズに迅速に応えなが

ら新たな価値を提案できる競争力のある産地を育成する。 

  また，行方農業の基盤となる安全安心な農産物づくりや環境にやさしい農業を推進するとと

もに，農業後継者等の産地を支える強い経営体を育成し，人と地域資源を活用した地域活性化

の取組みを支援する。 

 
２ 特徴的な活動 
（１）新しい価値を創造し永続的発展を目指すカンショ産地の育成 
   行方地域のカンショ産地は，「焼き芋戦略」により，取引店舗数や販売金額が増加し，国内有数

の産地として発展してきた。需要に応えるために作付面積の拡大や周年出荷を進めてきたが，連

作による地力低下等による外観品質の低下が問題となってきている。そこで，関係機関（ＪＡ，

鹿行農林事務所，農業総合センター，農業研究所）と連携を図りながら，品質の高位平準化技術

の構築に取り組んでいる。 
また，産地間競争が厳しさを増すなか，産地がさらなる発展を図るためには，新たな需要を創

出する必要がある。そこで，焼き芋の新たな味覚を提案するための商品化を支援している。あわ

せて，ＪＡと連携した販売促進活動で，実需者への商品知識の伝達や消費者の購買行動を促すた

めの科学的な根拠の説明を担い，産地の特長を伝える取り組みを支援している。 
 
（２）早場米産地の特性を活かした高品質・安定栽培技術の確立と普及 

     潮来市は，「あきたこまち」の作付割合が高く，早場米産地ではあるが，米価格低迷により稲作

経営をとりまく環境は厳しさを増している。このような中，大粒で食味の優れる県育成極早生品

種「一番星」の普及拡大を推進し実需者からは好評を得ているが，更なる有利販売には消費者へ

の知名度向上が課題となっている。そこで，潮来米ブランド推進会議（普及センター，潮来市，

ＪＡ，生産者代表）を組織し，地域に適した高品質安定栽培技術の構築，地元酒造会社と連携し

た商品づくり，全国的な良食味米コンテストへの出品等に取り組み，早場米のブランド化を図っ

ている。 
 
（３）市場の需要に応える多様な周年葉物産地の育成 
    行方地域は，多様な葉物（チンゲンサイ，ミズナ，シュンギク，パクチー，オオバ）が周年で

生産され，首都圏へ安定的に供給できる産地として市場から高く期待されている。しかし，近年

は夏季の天候不順により生産量・品質が低下傾向にある。そこで，夏季の生産安定を図るために，

生産部会と連携して品種比較試験や遮熱資材比較試験を実施し，技術改善に取り組んでいる。 
各生産部会は，ＧＡＰに対する意識が高く，ＧＡＰ導入に向けた合意形成や内部監査対応など

生産部会ごとに段階に応じた取り組みを支援している。特に，チンゲンサイ部会に対しては，農

場評価制度や第三者認証取得等ＧＡＰ実践の高度化に向けた取り組みを支援している。農場評価

制度評価員の資格を取得した普及指導員がＪＡ担当者と連携し，点検項目の合意形成や認証取得

に向けた意識醸成を図っている。 
 



２ 普及活動事例検討 報告事例① 

農業改革大綱 園芸振興，ブランド，強い経営体 

農林事務所課題 園芸の振興（かんしょ産地の強化） 

課題名 新しい価値を創造し永続的発展を目指すカンショ産地の育成 
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経営課 技師 此村瞬，専門員 青木隆治 
 
１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 JA なめがた甘藷部会連絡会は平成 3 年の設立以降，生産者が年々増加し，平成 9 年には部会員 175
名で販売金額 10 億円を超える産地に成長した。しかし，平成 10 年頃から景気低迷の影響を受け，カ

ンショの販売単価が低下し，カンショ経営は不安定な状況に陥った。対策を画策する中で，食品スー

パー店頭等での焼き芋販売に活路を見出した。ところが，焼き芋販売を開始した矢先の平成 16 年に，

消費者から「美味しく焼けない」，「味がばらつく」等のクレームや返品が相次いだ。 

 この苦境を乗り越えるために，消費者に喜ばれる焼き芋を年間通して届けるために産地として何を

すべきかを，JA，部会員，普及センターが中心となり，県関係機関や研究機関と連携して徹底的に探

究した。その結果，「キュアリング定温貯蔵技術」や「季節ごとに最も美味しくなる三品種（ベニアズ

マ，べにまさり，べにはるか）を組み合わせた年間リレー出荷」を導入し，スーパー店舗内で誰でも

おいしく焼くことができる「焼き芋マニュアル」や，これら科学的データをまとめた小冊子「焼き芋

の話」を作成・配布することで，焼き芋へのこだわりを実需者や消費者に伝える取組みを実践した。 
 これらの取組みを継続し，平成 25 年には，部会員約 300 名，販売金額 25 億円を超える茨城県を代

表するカンショの大産地に成長した。 
焼き芋需要に応えるために規模拡大と周年安定供給を進めてきたが，連作による地力低下等による

A 品率の低下が問題となってきた。また，他産地でも長期貯蔵で販売する等産地間の競争が激化して

きたことから，新たな価値を創出し消費者に提案していく必要がある。さらに，取引先に対して産地

の新たな取組みを絶えず伝達していくことが重要となっている。       
そこで，カンショ産地の永続的発展を目指すために，（１）品質の高位平準化を目指した生産技術

の確立と普及，（２）新たなカンショ需要の創出，（３）良食味周年安定出荷の強化（４）焼き芋の美

味しさを数値化したデータに基づく販売促進活動支援の 4 つの課題を重点に普及活動に取り組んだ。 
 

２ 普及活動の到達目標 

・ベニアズマA 品率 52.6%（H25）⇒60%（H32） 
・栽培面積 662ha（H25）⇒700ha（H32） 
・販売単価 153 円/kg（H25）⇒200 円/kg（H32） 
・販売金額 26.2 億円（H25）⇒35 億円（H32） 

 

３ 活動内容と結果 

（１）品質の高位平準化を目指した高品質生産技術の確立と普及 
ア 「ベニアズマ」畜ふん堆肥の施用による高品質栽培技術の検討（H26 年～） 

焼き芋需要に応えるため，「ベニアズマ」の周年生産技術を確立した一方で，連作等による

地力の低下が原因となり，Ａ品率の低下が問題となっている。そこで，鹿行カンショプロジェ

クトチーム（鹿行農林事務所，鉾田地域農業改良普及センター，当普及センターで構成）及び

カンショ技術体系化チーム（農業総合センター専技室，農業研究所，鉾田地域農業改良普及セ

ンター，当普及センターで構成）と連携し，堆肥施用による高品質安定生産技術の実証と普及

に取り組んだ。 
 

(ア) 堆肥施用によるA 品率向上対策の実証ほを設置（H26 年～） 
  堆肥施用による収量・品質に及ぼす影響を明らかにするため，技術体系化チームと連携し実

証ほを 2 か所（地力の高い圃場，低い圃場※）設置し，畜ふん堆肥 2 種類（牛ふん及び豚ぷん



堆肥）の施用効果を検討した。実証ほは，平成 26 年に各堆肥を 2t/10a 施用し，残効を見るた

めに施用 2 年後まで「ベニアズマ」の品質に与える影響について調査を行った。その結果，畜

ふん堆肥の施用によるA 品率向上効果が得られ，特に地力の低い圃場で豚ぷん堆肥の効果が優

れることを実証できた（図 1）。結果を，年度末の栽培講習会で，生産者に対し周知した。 
（※地力の低い圃場は，約 30 年間カンショを連作し堆肥施用等の土づくりを行っていない圃場とした。） 

 
 

(イ) 堆肥の施用意向についてアンケート調査を実施（H26 年） 
  カンショ生産者の堆肥の施用実態についてアンケート調査を実施したところ，安定生産を行

っていく上で堆肥流通システムを必要とする回答が多かった（図 2）。一方で，散布機や堆肥を

保管する施設がないことや散布する時間や労力がないといった問題点が明らかとなった（図 3）。 

 
(ウ) 管内畜ふん堆肥における流通体制の構築（H27 年～）  
実証ほの結果及び堆肥実態に関するアンケート調査結果を踏まえ，豚ぷん堆肥の地域内にお

ける流通体制を進めるため，行方市を通して，管内養豚農家 7 戸に対する堆肥供給についてア

ンケート調査を実施した。その結果，2 戸の養豚農家が自走式の堆肥散布機を所有しており，

豚ぷん堆肥散布作業の受託が可能であった。平成 28 年にこれら 2 戸の養豚農家について，農

業振興課と連携し，堆肥の成分や供給可能量，単価を記載したリストを作成した。そのリスト

をもとに，JA なめがた甘藷部会連絡会役員に対し，試験ほの結果報告を行うとともに，堆肥

の要望調査を行った。その結果，6 戸の生産者から 5ha の要望面積がまとまった。普及センタ

ーでは，散布を希望する圃場を生産者から聞き取りながら地図上で確認し，養豚農家が円滑に

散布作業ができるよう，連絡調整を行った。これらの取り組みにより，豚ぷん堆肥施用効果を

周知するとともに，生産者の堆肥の利用意欲の向上に繋がった。一方で，2 戸の畜産農家のみ

では堆肥の供給量に限りがあるため，広域での堆肥流通システムの構築が今後の課題である。 

図2 堆肥流通システムの必要性の割合(88名) 図 3 堆肥散布が困難な理由 

図1 畜ふん堆肥がA品収量・A品率に及ぼす影響 （左図：地力の低い圃場，右図：地力の高い圃場） 



イ「紅まさり（べにまさり）」優良ウイルスフリー系統の普及による収量・品質向上（H27～） 
平成 18 年に「フリー系 128」を導入したが，商品評価の低い丸品率が高く，問題となった。

そこで，県生工研と連携し，地域に適したウイルスフリー系統を現地で選抜するため，技術確

認ほを設置し，検討を重ねた。平成 27 年には「フリー系 147」が「普及に移せる成果」となり，

実証ほを活用した現地検討会，講習会等で普及を図った。「フリー系 147」は，従来の「べにま

さり」の系統よりも丸品率が低く，A 品率が高いことが特徴であり，食味も優れていることが

実証され，生産者からの評価も高かった。 
平成 28 年の普及面積は 1.7ha（H28 年）となり，さらなる拡大が見込まれる。一方で，「べ

にまさり」は，つる割病が発生している圃場が見られ，対策の現状についてアンケート調査を

実施したところ，苗床ハウスでの病害対策が不十分であることが分かった。今後，苗床ハウス

での防除も含めて対策を検討していく必要がある。 
 

（２）新たなカンショ需要の創出（H24 年～） 
うまい芋づくり研究会（JA なめがた甘藷部会連絡会 麻生地

区甘藷部会員で構成）では，平成 18 年から美味しいカンショ

が収穫できる畑に限定し,栽培方法を統一して生産した「ベニア

ズマ」をデンプン含量別に出荷する高級ブランド「匠こがね」

として販売していた。しかし，年内出荷のものは味がバラつき

食味が安定しないことが問題となっており，良食味で外観品質

も優れる後継品種の導入が課題であった。そこで，普及センタ

ーは，うまい芋づくり研究会と連携し，独立行政法人が育成し

た有望品種「ひめあやか」の実証ほを設置し，地域に適した栽

培技術の確立を図った。また，実需者に対して「ひめあやか」の情報提供を行うための意見交

換を行った。実需者からは，「ひめあやか」は肉質がやや粘質でしっとりしており，調理後の

肉色が鮮やかな黄色で，年内から良食味であると好評であった。平成 25 年から「ひめあやか」

を新たな「匠こがね」（図 4，平成 28 年,栽培面積 1.5ha）として贈答用を中心に販売している。 

 
（３）良食味周年安定出荷の強化（H25 年～） 
    「ベニアズマ」の生芋デンプン含量は圃場間で差があり，これが食味のバラツキに影響して

いる。そこで，生芋デンプン含量を測定し，圃場ごとに分類，マップ化し，出荷時期の調節を

推奨する取組みを平成 18 年から開始した。デンプン含量測定は，平成 28 年までに，JA なめ

がたのカンショ面積の 28.5%
（490 筆，121 名）が完了した。

出荷時期については，低デンプン

（出荷推奨時期：1 月～4 月），中

デンプン（出荷推奨時期：周年），

高デンプン（出荷推奨時期：1 月

～8月）の3段階に分類しており，

普及センターが作成した「デンプ

ン含量に基づいた出荷時期診断

シート」を生産者に配布するこ

とで出荷調節の意識啓発を行っている。 
しかし，当初は生産者が実際に出荷した時期の確認は実施していなかったため，平成 25 年

から，デンプン含量調査を実施した圃場について，出荷した時期を生産者の戸別巡回により確

認することで，出荷推奨時期に出荷しているかを追跡調査した（表 1）。その結果，追跡調査面

積の約 9 割について，推奨する時期に出荷されていることを確認した。 
一方で，推奨時期に出荷できなかった生産者は，デンプン含量が低い圃場で，5 月以降に出

荷している事例が多かったため，土づくりによりデンプン含量を向上させる提案を行っている。 

図4 「匠こがね」の化粧箱 

表1 デンプン含量調査圃場の出荷時期追跡調査の結果 

※出荷時期追跡調査は掘り取り年度の翌年に，戸別巡回により実施した。 
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（４）焼き芋の美味しさを数値化したデータに基づく販売促進活動支援 
    これまで，普及活動では焼き芋の味を追及した取組みを行い，その中で積み重ねてきた

データを，「焼き芋の話」として小冊子にまとめてきた。平成 28 年に新たな品種「ひめあ

やか」や熟成紅こがね（長期貯蔵したベニアズマ）の食味評価（図 5）等の情報を更新し，

第 6 版を発行した。普及センターでは，JA の市場関係者や実需者を対象とした販売促進

活動で，「焼き芋の話」を活用し，産地のこだわりについて，科学的な根拠を含めたわか

りやすい説明を行ってきた。 
JA と連携したこれらの活動で，市場関係者や実需者等の信頼を高めたことにより，焼

き芋取引店舗数の増加とともに販売単価や販売金額が増加した（表 2）。また，「焼き芋の

話」は，平成 27 年から開始したカンショの輸出に対応できるよう英訳され，海外向け商

談の場でも活用されている。 

 
 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）広域での堆肥流通システムの確立 

 ・鹿行カンショプロジェクトチームと連携した管内地域での堆肥の確保および散布体制の構築 

（２）加工用カンショのための増収技術の確立 
 ・農商工連携に効果的に対応できる新品種や新技術を取り入れた栽培技術の構築 

（３）第三者機関によるGAP 認証の取得 
  ・対外的な評価を高めるとともに，輸出も視野に入れた GAP 第三者認証取得を目指し， 

JA と連携した農場評価の実施および取組みの意識啓発 
 

５ 生産者や関係機関の声 

産地と県関係機関が一体となり，役割を明確にして，各自が責任を持って課題解決を図ってきたこ

とが成果に表れている。平成 29 年 3 月には日本農業賞で大賞を受賞し，ますます産地が注目される

ようになっており，第三者機関による GAP 認証等の取組みが必要になってくる。 

今後は，カンショの事例をモデルに，他品目においても同様の取組みが波及するよう，産地と県関

係機関のさらなる連携強化が重要と考える。（JA なめがた） 
 
 

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

産地，普及，研究が常に一体となった活動体制 

により，主要品種の安定生産技術の構築，新品種

の現地適応性，及び販売促進活動支援に取り組ん

だ結果，販売金額の増加につながった。 

6 次産業化やグローバル化に対応した新たな産

地戦略の構築が必要である。 

 

項　　　　　目 現状（H25） 実績（H28） 同左対比
（％）

販売金額（億円） 26.2 39.4 150
販売単価（円/kg） 153 218 142
栽培面積（ha） 662 654 99

10a当たり粗収益（円/10a） 369,325 548,303 148
ベニアズマA品率 52.6% 54.4% 103

焼き芋取引店舗数（店舗） 2,754 4,494 163

表2 甘藷部会の販売金額等の推移 

図5 熟成紅こがねの食味評価 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制② 
 

坂東地域農業改良普及センターの普及指導体制について 
 
１ 活動方針 
坂東地域は，県内有数の野菜産地であると共に大規模普通作経営が水稲・麦・そば等を作付す

る地域でもある。そこで，「農産物ブランド力強化」と「経営感覚に優れた経営体の育成」を重

点活動とし，①これからの地域農業を支える新規就農者の確保と育成 ，②実需者ニーズに対応し

た小回りの利く大規模露地野菜産地の強化 ，③国際競争力に対応できる継続的発展が可能な普通

作産地の育成の３つの課題を中心に取り組んでいる。また，④６次産業化の推進についても，若

手の意欲的な起業希望者が増加しており，地域農業の振興につながるよう支援している。 
 
２ 特徴的な活動 
（１）新規就農者の確保と育成 
農業経営士等の協力を得て坂東総合高校や農大の先進農家派遣実習受入れや就農啓発講座等に

当たった。また，就農間もない就農者を対象に「アグリセミナー」を開催し，様々な講座を開催

して技術の習得を支援した。新規就農者向けの各種情報を網羅した冊子「農業を志す人のための

就農支援ガイドブック」を作成して就農支援を行った。さらに，県の産地担い手確保・育成応援

事業を活用して，ＪＡ岩井等の産地の研修拠点の整備や研修活動を支援している。 
法人化支援に当たっては，税額と社会保険料を試算する「法人化支援ナビ」を開発して個別相

談会で活用している。 
（２）大規模露地野菜産地の強化  
主要品目であるネギ，レタスの安定生産に向けて，難防除害虫ネギアザミウマやネギ黒腐菌核

病対策の実証圃を設置して技術対策に取り組んだ。また，連作による残肥蓄積による過剰施肥是

正のため，診断施肥技術を活用し（普及に移す成果），品質の安定を図った。 
さらに，本年度から県西農林のプロジェクトチームで，新品目の加工・業務用タマネギを推進

しており，土壌診断や栽培講習会，機械導入（播種機，移植機，収穫機）などに取り組み，ＪＡ

茨城むつみ管内での作付面積は約 650a（19 名）となった。 
（３）普通作産地の育成 
県西地域輸出米生産者協議会と連携し，収益確保をねらいとして乾田直播栽培や「ハイブリッ

トとうごう３号」の実証圃を設置して低コスト化や多収栽培技術の支援を行った。また，ＩＣＴ

の導入・活用を推進するために，２年前からＩＣＴセミナーを始めた。今年度は，KSAS 導入済

の生産者（１法人）に対して，収量コンバイン・KSAS 活用事例（八千代町）の視察研修を行い，

ＩＣＴの活用促進を図った。 
（４）６次産業化の推進 
境町の若手農業者５名に対して，加工品の開発・販売する会社（(株)フェルミエ・オネット）

の設立や商品開発，衛生管理，販促活動（アグリフード EXPO 等）の支援を行った。設立に当た

っては，数十回の話し合いをもち，経営理念や事業計画等の支援も行った。開発した加工品は，

玄米を使ったライスミルクジェラートで，アレルギーフリーをコンセプトにブルーベリー，レタ

ス，ホウレンソウ等のフレーバーを開発した。今後，病院やレストラン等に売込みに向けて，現

在，インターネットでの販売を開始しており，複数件の商談を行っているところである。また，

今年度から境町のふるさと納税の返納品にも取り上げられ，地域の特産品として位置づけられた。  



２ 普及活動事例検討 報告事例② 

農業改革大綱 農産振興 技術開発・普及 農地集積 ブランド化 強い経営体 

農林事務所課題 普通作の振興 

課題名 
国際競争力に対応できる継続的発展が可能な普通作産地の育成 

～パン用小麦「ゆめかおり」の産地ブランド化～ 

対象名 茨城パン小麦栽培研究会 

県西農林事務所 坂東地域農業改良普及センター 地域普及第二課 専門員 油谷百合子 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

坂東地域は，河川流域には水田が，台地上には広大な畑地が広がるという自然条件のもと，普通作では，

水田での水稲に加え，畑地を利用した麦，そば等の畑作物の生産が盛んであり，40戸弱の大規模経営体や

法人組織により，複合作の土地利用型農業が展開されている。米価が不安定な中，水稲以外にも畑作物を

含めて収入の柱を育てることで，経営リスクを分散させ，国際情勢や米価の影響を受けにくい経営の展開

が求められている。 

当地域の畑地は黒ボク土が多く地力が高いため，高タンパクが求められる麦茶用大麦に適した土壌条件

である。このため，従来から麦茶用大麦「カシマムギ」が栽培されてきたが，オオムギ縞萎縮病の激発に

よる等級・収量の低下が県内でも特に顕著であり，麦の品質向上，安定生産が課題となっていた。このた

め，縞萎縮病に抵抗性をもつ麦茶用大麦｢カシマゴール｣への転換を進めてきたが，本品種の麦茶需要には

限りがあるため，将来にわたって高い需要が見込まれ有利販売が可能な麦種・品種の導入が必要とされて

いた。 

 一方，国内の小麦情勢は，これまで固定価格で取引されていた外国産小麦が，H19 年以降，国際相場の

影響を受けるようになり，政府売渡価格が高騰するなど不安定な状況となっていた。同時期に，国内で製

パン性に優れたパン用小麦の新品種が次々と開発され，地産地消の意識の高まりの中，全国的に国産パン

用小麦の生産・利用が注目を集めるようになった。近年では外国産との価格差が縮まり，国産パン用小麦

を使用する製パン業者が急増してきた。 

こうした背景の中，縞萎縮病抵抗性をもつパン用小麦新品種「ゆめかおり」が，栽培性，製パン適性の

高さから，H22 年に本県初となるパン用小麦認定品種に採用された。パン用小麦は麦茶用大麦と同様に高

いタンパク質含有率（以下,タンパク含量）が求められるため，坂東地域は栽培適地となる潜在性があった。

さらに，パン用小麦は経営所得安定対策のパン加算が受けられるため，経営的に有利と試算された。 

 これらのことから，「ゆめかおり」を管内畑地に導入推進することで，普通作経営の収益性向上を図れな

いかと考えた。加えて，国産小麦の需要上昇の機運の中で，農業改革大綱(県西地域農林業振興基本計画)

で掲げている｢実需者ニーズに即した麦の生産振興｣に取り組むことで，国際競争にも対応できる持続的産

地が育成できると考え，管内の大規模普通作経営体を対象に普及活動を展開した。 

 

２ 普及活動の到達目標 

製粉業界においてパン用小麦産地として認知されるためには，1,000t以上の生産が必要と言われている。

坂東地域における｢ゆめかおり｣を産地として確立するため，H32年までに契約数量1,000ｔを達成すること

を目標とする。 

 

３ 活動内容と結果 

（１）産地導入の可能性検証と販路確保（H24～25年） 

ア 現地適応性の確認 

製パンに用いる小麦は，実需者から13%（玄麦 水分13.5%換算）以上の高いタンパク含量を求めら

れており，春先の地力窒素の発現が多く玄麦のタンパク含量が高まりやすい黒ボク土の畑の多い坂東管

内は，パン用小麦の栽培に適すると考えられた。そこで，H24，25年に，管内先進農家の畑圃場におい

て「ゆめかおり」の栽培試験を行った。その結果，畑地産｢ゆめかおり｣はタンパク含量が12.5～13.6%

と高く，収量500kg/10a以上を確保でき，製パンに利用可能な小麦が生産できることがわかった。 

 

 



イ 先進農家，関係者が一体となった推進体制の確立と実需者・消費者評価 

現地適応性の確認を受け，｢ゆめかおり｣の導入を強力に進めるために，農業研究所や専門技術指導員

室（以下，専技室）のもつ多様な連携関係を活用し，先進農家，県関係機関（農業研究所，専技室，産

地振興課，県西農林事務所企画調整部門等），市町，製粉会社，製パン業者，農研機構食品研究部門等

との連携・協力体制を構築した（図1）。 

この体制のもと，まず，製粉会社に管内産「ゆめかおり」の製粉・製パン試験を依頼した。その結果，

タンパク含量の安定が課題としながらも，製パン性は北海道の主力品種｢春よ恋｣並みとの高い評価を得

た(図2)。次に，市町の協力を得て近隣市町の製パン業者34社をリストアップし，管内産｢ゆめかおり｣

を用いたパンの試作やアンケート調査を依頼した。その結果，加工性，香り，食感・味の評価が高く，

7 割以上が今後使用したいと回答し，実需者のニーズも高いことを確認した(図 3)。さらに，その内の

１社にパンの試作を依頼し，末端ユーザーである一般消費者に対して，パンの試食を通じて「ゆめかお

り」の評価や｢地元産｣に対する消費者ニーズをアンケート調査したところ，大多数から高評価を得た。

さらに，試験販売の売行きも好調で，地元産パン用小麦に対して消費者の関心が高いことを明らかにし

た。 

 

ウ 関係機関と連携した販路確保 

｢ゆめかおり｣は生産者団体が実需者に小麦を直接販売する先進事例であるため，販売に関する情報が

少なく，販路確保が課題であった。そこで，先進農家，専技室等の県関係機関，さらに製粉会社，農研

機構食品研究部門の協力を得て，製パン業者と生産者とのマッチング支援を行った。その結果，取引先

（県内 2 店舗）を新規開拓した。さらに，機能性と美味しさを兼ね備えた｢全粒粉パン製造技術（農研

機構食品研究部門開発）｣と｢ゆめかおり｣をセットで販売提案した結果，都内有名パン店を含む県外 2

店舗との取引も開拓し，坂東地域産「ゆめかおり」の消費拡大が前進した（栽培面積H25年産45a試作

→H26年産8ha，契約数量50t）。 

      

 

 

  

 

 

 

 

                                         

                    図2 製パン性評価     図3 実需者アンケート結果 

 

図1 連携・協力体制図           

 

（２）高品質生産体制の確立（H26～29年） 

ア 需要拡大に対応できる産地体制確立にむけた組織づくり(H26年) 

  これまで先進農家 1 戸に頼っていた｢ゆめかおり｣の生産を拡大し，産地化を進めるため，管内の生

産者に対して生産上・経営上のメリットの説明や意向確認を行い，生産者を募った結果，新たに4名が

加わり，H26年度に5名（農業経営士，青年農業士等）の生産者による「茨城パン小麦栽培研究会」を

発足させた。これにより，H27年産の栽培面積は35haに増加し，安定供給の体制づくりが進んだ。 

 

イ タンパク含量を高める栽培技術の検討 （H26～29年） 

実需が求めるタンパク含量13％以上を達成するためには，圃場の地力に応じた適正施肥量を知ること

が重要なポイントとなる。そこで，圃場管理システム（ICT）を活用して栽培圃場を全て地図上に表示

し，圃場毎にタンパク含量を調査した結果と照らし合わせてエリア別の傾向を把握した(図4)。さらに，

全圃場巡回による生育把握，栽培講習会の開催，タンパク含量を高めるための出穂期追肥技術の導入等

により，高タンパク化を進めた。その結果，H25 年産（初年目）に 12.5%であった平均タンパク含量は
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H25年産 H26年産 H27年産 H28年産 H29年産

栽培面積(ha) 0.45 8 35 50.6 68.6
契約数量(t) 0 50 180 220 336
圃場数(筆） 1 48 191 235 253

タンパク質含有率(%) 12.5 13.9 12.6 13.1 13.6
収量（kg/10a) 551 620 514 436 490

H26 年産に 13.9％に上昇した。しかし，H27 年産は天候不良や生産面積の急増等により，タンパク含量

は13%を下回り，品質の安定化に課題を残した(表1)。そこで，H28年からは出穂期の葉色とタンパク含

量の関係を調査・分析し(75圃場)，出穂期追肥の判断基準の作成に取り組んだ。同時並行で，全圃場（H28

年産235圃場，H29年産253圃場）の葉色を測定し，基準作成調査の結果を活かしながら追肥指導を行

った。その結果，H28，29年産の平均タンパク含量はいずれも13％を上回った（表1）。H29年に判断基

準の目安が整ったため，H30年産からの指導に活用していく(図5)。 

 

 

 

 

 

 

 

図4 圃場管理システムを活用した圃場調査   図5 出穂期追肥の目安 

 

表1 「ゆめかおり」の生産・契約量の推移 

 

 

 

 

 

 

（３）実需者との信頼関係の構築と販路拡大に向けた取組み（H26～29年） 

  ア 品質公開への取組み（H26～29年） 

実需者から信頼される産地を育成するため，全ロットについてタンパク含量，水分，千粒重，容積重. 

フォーリングナンバーを分析し，生産者と実需者による品質データの共有化を図った（図 6）。また，

高品質な麦生産のため，産地の自主的活動として，色彩選別機による全量調整を推進した。その結果，

製粉業者との信頼関係が構築され，契約数量が増加した。また，新規の製粉会社（2社）との取引も開

拓でき，取扱い店舗は17店に拡大した（H27年産35ha，契約数量180t）(表1)。 

                 

イ 実需者，消費者へのPR活動強化（H27～29年） 

知名度および需要の拡大を図るため，製パン業者向けの圃場見学会の開催(図7)や県内パン店へのサ 

ンプル配布等を生産者，製粉会社と共同して行った。さらに，境町学校給食でのパン提供，｢茨城をた 

べよう収穫祭｣でのパン試食・取扱店リスト配布，ポスター・チラシの作成配布等により，一般消費者 

へもPR活動を実施した。また，製粉会社との協議の結果，販路開拓には市場規模の大きな中華麺用と 

しての売り込みも必要と判断し，製麺業者との情報交換やラーメン試作会を行い，県内及び東京のイベ 

ントで販売した。こうしたPR活動を普及センターがコーディネーター役となってとりまとめ，生産者， 

製粉会社，関係機関と協力して行うことで関心や信頼性が高まり，「ゆめかおり」取扱店は麺店（5店）

を含む県内外50店程度に拡大し，契約数量は336t（H29年産）に増加した。現在，さらなる利用拡大

に向け，製パン業者（2社）と調整を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 全ロット品質分析        図7 実需者向け圃場見学会の開催 

 出穂期追肥の目安 

SPAD45 以下：N3～4kg/10a 追肥 

SPAD45～50：N2kg/10a 追肥 

SPAD50 以上：追肥しない 



（４）取り組みの成果 

試験栽培から始まった「ゆめかおり」の生産は，茨城パン小麦栽培研究会（生産者5名）として組織 

化された。契約数量は5年間で0tから336tに増え，目標契約数量（1,000t）の34％となった。交付

金を含む収入金額は，｢ゆめかおり｣で93千円/10a(H29年産平均)であり，「カシマムギ」の収入金額（H29

年産地域平均）52千円と比較して41千円/10aの収益性向上となった。なお，産地全体（68.6ha）では

2,800万円増の経営効果をもたらしている。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）販路及び生産規模の拡大 

目標契約数量1,000ｔまでには，600t以上の契約拡大が必要である。そのため，学校給食（県全域） 

や大規模な製パン企業等との大口契約の開拓をしていく。さらに，パン用途のみでなく，中華麺用とし

ての活用をPRし販路拡大を図る。 

また，1,000ｔ（約200ha）の生産に向け，生産者や土地の確保を行う必要があるため，経営メリッ 

トの理解促進を図り，意欲的な生産者の加入を募る。なお，生産規模拡大の障害となるのが，｢ゆめか 

おり｣の出穂期追肥と田植えの労力競合であるが，効果的な一発施肥法が未解明のため，農業研究所等 

と連携して省力化技術の確立を支援する。 

（２）品質の高位平準化 

規模拡大に伴う品質低下を防ぐため，徹底した技術指導が必要となる。しかし，追肥指導に伴う葉色

の全圃場調査が労力的に困難となりつつあるため，上空画像解析等のICTの活用により簡易に追肥指導

が可能となる診断技術を構築する。 

（３）取引拡大に伴う組織体制の整備 

   今後予想される大手企業等との取引に向け，取引の信用度向上，補償への対応力向上，品質分析・品 

質管理の充実等を図るため，茨城パン小麦栽培研究会の法人化等を検討していく。 

 

５ 生産者や関係機関の声 

（生産者の声）麦は，実需者の顔が見えにくいため，品質に対する意識が高まりにくく，これまでは出荷

すればそれで終わりという意識が強かった。しかし，｢ゆめかおり｣の取組みでは，実際に使っていただ

いている方々の評価を直に聞くことができる。その声を生産にフィードバックすることが，技術向上に

つながり，さらには生産者のモチベーションの向上につながっている。実需者ニーズに即した麦づくり

の推進につながっている点で，この普及活動は評価できる取組みであると感じている。 

（製粉会社の声）かつては小麦の産地・品種を基準に小麦粉を選ぶ実需者は少なかったが，近年は｢地元の

小麦でパンをつくりたい｣など，地元産，国産志向の高まりを感じている。この背景には，｢生産者の顔

が見える原料，信頼できる原料を使いたい｣というニーズがある。情報公開に熱心で，品質の安定して

いる坂東地域の｢ゆめかおり｣には大きな可能性を感じている。 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点）実需者の求めるタンパク質含有率を達成するため，葉色とタンパク質含有率の関係につ

いて調査分析し，全圃場巡回できめ細かい指導を行う等，技術者としてのスペシャリスト機能を充分に発

揮している。また，麦については，生産者団体が実需者へ直接販売する事例は少ないため，情報不足で販

路開拓に非常に苦労したが，「高品質」と「情報共有」を売りに果敢にアプローチを行い，製粉業者との信

頼関係を構築した。その後，販路を拡大するに当たっては，生産者，県や国の研究機関，民間企業等と連

携して実需者とのマッチング活動を行い，コーディネーター機能を発揮している。 

（改善すべき点）生産規模拡大に伴い，全筆調査等のきめ細やかな栽培指導が難しくなる。質を落とさな

い調査・指導手段について，ICT等の活用を含めて検討していく必要がある。 

H32 年までに目標契約数量 1,000ｔを達成するためには，小売りのパン店・麺店への地道な推進に加え

て，大手企業や県学校給食等との大口取引の開拓が必要になる。目標に向けた戦略を描きながら，生産者，

製粉会社，関係機関と連携して取引先の開拓を進めていく。 

産地の発展を目指すには，実需者・消費者から｢買いたい｣と言われるブランド力が必要となる。そのた

め，産地全体の技術向上を図り，実需者の期待を裏切らない品質を常に維持していく。 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制③ 

 
常陸大宮地域農業改良普及センターの普及指導体制について 

 
１ 活動方針 
   「奥久慈（中山間）地域」の農業を活性化するため ⓵定年帰農者を含めた多様な担い手の確保・

育成や ⓶奥久慈地域の特徴を活かした「奥久慈なす」，観光りんご，枝物などの多様な園芸産地づ

くりをすすめる。また，③地域オリジナル米「奥久慈の恵みうまかっぺ」などの良食味米産地づく

りを推進する。さらに，④道の駅常陸大宮などを拠点とした地域活性化，⑤県内最大の肥育素牛産

地の振興や ⑥奥久慈地域の農産物を利用したアグリビジネスを推進する。 
   
２ 特徴的な活動 
（１）定年帰農者を含めた多様な担い手の確保・育成 
   高齢化が加速する中，新規就農者や女性農業者をはじめ，他産業からの転・退職など中高年者を

貴重な担い手として位置づけ，所内を横断したチーム体制を編成し，市町・ＪＡと連携して平成 12
年度から農業入門講座を開催し定着を促進している。その結果平成 28 年度は，50 名の受講者のう

ち新たに 13 名を直売所等への出荷に繋げることができた。 
（２） 奥久慈地域の特徴を活かした多様な園芸産地づくり 
 ・ 広域銘柄品目である「奥久慈なす」や「奥久慈ねぎ」の産地振興を図るとともに，直売出荷を中

心とした洋野菜（ロマネスコ，ミニカラーピーマン等）などの導入を勧め，多品目生産による野菜

農家の所得向上を推進している。その結果，「奥久慈なす」や「奥久慈ねぎ」では，収量向上により

収益が安定するとともに，洋野菜のミニ産地が形成され，常陸大宮市道の駅では洋野菜が直売所の

目玉商品として定着している。 
・ 特色ある観光りんご産地を目指し，部会オリジナル系統「奥久慈宝紅」の普及拡大を推進し，8 割 
以上のりんご園で導入が進み，今後当観光りんご産地の目玉商品として定着が期待される。 

・ 県北地域の新たな品目として，耕作放棄地を活用し，ハナモモを核とした多品目枝物産地の育成を 
すすめ，毎年着実に産地規模を拡大し「奥久慈の枝物」の銘柄で産地評価を高めている。 

（３）道の駅を拠点とした地域の活性化 
 平成 28 年 3 月に開設された常陸大宮市道の駅直売所等を対象に，直販活動を展開する少量多品目

生産農家や特産品（エゴマ等）加工農家を育成するとともに，東京農大と連携して地域と来場者の

交流活動を促進している。その結果平成 28 年度は，初年目ながら常陸大宮市道の駅直売所の販売金

額は，当初計画を 1 億円以上上回る 2.5 億円（地場産率 61％）となった。また，特産のエゴマの栽

培面積は 3ha に増加し，加工品も 10 商品開発されるなど県内有数のエゴマ産地が形成された。 
（４）肥育素牛産地の振興 
   高齢化により飼養頭数の減少が進む「常陸牛」素牛産地の新規就農者を確保するため，平成 23 年

度から新規繁殖和牛経営入門講座を開催（平成 25 年度から県北農林事務所主催）している。さらに，

放牧等省力化技術やクラスター事業等を活用した優良繁殖和牛の導入などを推進し，飼養頭数の維

持・確保を図っている。入門講座では，毎年 20 名程度の受講があり，このうち数名が新たに繁殖経

営を開始している。また，平成 28 年度は，管内で新たに 142 頭の優良繁殖雌牛が導入された。 



２ 普及活動事例検討 報告事例③ 

農業改革大綱 園芸振興 ，農地集積 ，ブランド化 ，新規就農者 ，多様な経営体 ，地域資源 

農林事務所課題 農産物の生産振興 

課題名 
奥久慈（中山間）地域の特徴を活かした多様な園芸産地づくり 

～ハナモモを核とした多品目枝物産地の育成～ 

対象名 ＪＡ常陸大宮地区枝物部会 

県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター経営課 専門員 玉川美里 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 当地域は，県の北西部に位置し，経営耕地4.4％，林野率70.4％の中山間地域のため，小区画や傾

斜地が多く農産物の生産性が低い地域である。農業就業人口のうち60歳以上の割合は88％（2015年

農林業センサス）と県平均の76.8％より高く，農業従事者の高齢化や後継者不足が進んだ地域のため，

県内でも特に耕作放棄地が多く，農村地域の活力低下が問題となっている（表1）。 

 この地域でH12年から1戸の先進農家が先駆

けとなり，常陸大宮市緒川地区で生け花やアレ

ンジメントに用いる「枝物」の栽培が始まり，

その後少しずつ生産者は増大し，H17年にJA茨

城みどり枝物生産部会（現・JA常陸大宮地区枝

物部会）が設立された（H17：9名,3.8ha）。 

普及センターでは他の仕事に従事しながら

でも栽培管理が可能であること，花木の養成に

広い圃場を必要とするため，耕作放棄地対策と

しても有効であることに注目し，第1期(H18～H22)の活動として，これまで地域に馴染みのなかった

枝物について関係機関（市，農業委員会）の理解促進を図り，枝物の1品目であるハナモモの生産拡

大に取り組んできた。その結果，ハナモモは栽培管理が容易で年間の作業時間も短いため，兼業農家

や定年帰農者を中心に生産者が増え，耕作放棄地対策事業を利用して面積を拡大し，産地が急速に発

展した（H22：44名，16ha）。 

ハナモモは，個々の農家が生産できる量は限られるため，生産拡大は生産者を増やすことにより進

めてきた。また，実需者からはハナモモ以外の多品目の出荷を要望されるようになった。そこで，中

山間地域には，里山の四季を伝える自生の枝物があり，枝物栽培に適した気候条件があるという強み

を活かし，実需者からの様々なニーズに対応できるような多品目枝物産地を目指す必要性が出てきた。

普及センターでは，第2期の活動としてH23年から①産地の核となるハナモモの生産拡大，②多品目

枝物生産技術の確立を2本柱に課題解決に取り組んだ。（ハナモモの出荷調整と促成までの流れは図1

を参照。） 

２ 普及活動の到達目標（活動第2期 平成23年～28年） 

ハナモモを核とした多品目枝物産地の育成 

 
 
 
 

 表1 管内の経営耕地と耕作放棄地率 

 
経営耕地面積(ha) 

① 

耕作放棄地(ha) 

② 

耕作放棄地率(%) 

②/（①＋②）×100 

常陸大宮市 2,100.04 1,504.83 41.7 

大子町 895.66 828.55 48.1 

合計 2,995.70 2,333.38 43.8 

茨城県全体 116,208.00 23,918.33 17.1 

2015年農林業センサス 

 
 

 
 
 
 
 
 
収穫枝の選別     束づくり，水揚げ     促成処理         出荷 

図 1 ハナモモの出荷調製と促成までの流れ 

枝物販売金額    （H23）2,086万円→（H28）6,000万円 
ハナモモ販売金額 （H23） 546万円→（H28）1,900万円 
その他枝物販売金額（H23）1,540万円→（H28）4,100万円 

 
ハナモモ出荷束数  （H23） 3万束 →（H28） 10万束 



３ 活動内容と結果 

 Ⅰ 産地の核となるハナモモの生産拡大 

（１）高品質ハナモモの安定生産技術の確立 

ア 促成品質の向上（H23～24） 

  ハナモモは，促成後の落花や開花率の低下，ブ

ルーイング（蕾が青くなる）の発生等による品質

低下が問題となっていた。普及センターでは，促

成中の給液の栄養不足と雑菌の発生が原因であ

ると判断した。そこで，糖分と抗菌剤の入った前

処理剤の有無による品質比較試験を行った結果，

前処理剤の使用により開花時の花色の良さや，開

花率の向上，落花の軽減効果を実証した。当初，

部会では促成にコストをかけることに対して消

極的であったが，前処理剤の改善効果が高いこと，

一束当たりのコストは約 0.5～0.7 円であること

を示し，H24 からハナモモに前処理剤を使用する技術が導入できた。促成品質の向上が図られたこ

とで市場担当者や小売業者からの評価も高まり，取引市場の拡大とともに，ハナモモの出荷量と販

売金額を毎年順調に伸ばすことができた(図2)。 

イ 生産拡大支援（共同促成施設の導入）（H25） 

市場の需要に応えるため部会と協議してハナモモの目標出荷量を 10 万束とし，生産拡大を進め

てきた。H24 年までハナモモの促成は，水稲育苗ハウスを兼用した簡易な促成室で共同促成してい

たため，部会員にとって毎年の促成室の準備や管理に多大な労力がかかっていた。今後，更に生産

拡大を図るためには，効率的に温度・湿度管理ができる常設の共同促成施設の導入の必要性が出て

きた。そこで，H25 年度に部会に対して，関係機関と連携して国補事業を活用した施設導入を支援

した。普及センターでは，経営指標の作成と施設の導入による作業時間の軽減効果を試算し，10ａ

当たり70％の軽減効果（24.3ｈ→7.2ｈ）を示した。また，10万束の目標出荷量を達成するために

数的根拠のある出荷計画を示した。 

一方，平成 26 年に完成し稼働を開始した共同促成施設は温度ムラが発生していることが分かっ

た。そこで，技術体系化チームで（独）農村工学研究所と連携して促成室の環境調査を行った。施

設内の温度分布の測定結果をもとに循環扇の配置改善を提案し，循環扇設置場所等の改善による温

度ムラの低減が図られた。 

 ウ 病害虫防除の徹底（ナシヒメシンクイの発生消長調査）（H25～26） 

ハナモモの主要害虫ナシヒメシンクイによる先端枝の加害は，切枝品質の低下を招き，出荷調製

作業時間にも影響する。被害軽減を図るため，フェロモントラップを設置し発生消長を調査した（図

3）。発生消長をもとに，防除適期に合わせた防除情報を発信し適期防除を呼び掛け，部会員の適期

防除意識の向上を図った（表2）。 

表 2 常陸大宮市内におけるナシヒメシンクイ成虫発生
ピークと次世代幼虫の防除適期（H25） 

世代 
成虫の 

発生ピーク 

次世代幼虫の 

防除適期 
備考 

越冬世代 4月16日～20日 
4月28日～5月12日 

（第一世代幼虫） 

越冬世代成虫の発生ピーク 

から12～22日後 

第一世代 6月16日～20日 
6月23日～6月29日 

（第二世代幼虫） 

第一世代成虫の発生ピーク 

から7～9日後 

第二世代 7月26日～31日 
7月26日～31日 

（第三世代幼虫） 
第二世代成虫の発生ピーク 

直後 

第三世代 8月21日～25日 
8月21日～25日 

（第四世代幼虫） 

第三世代成虫の発生ピーク 

直後 

第四世代 9月25日～30日 
9月25日～30日 

（越冬幼虫） 
第四世代成虫の発生ピーク 

直後 

  

 

 

図2 ハナモモ出荷数量の推移 

図3 ハナモモほ場におけるナシヒメシンクイ発生消長 



（２）新規生産者の確保育成（H24～） 

 ア 複合経営モデル作成（H25）およびハナモモ栽培マニュアルの作成（H26） 

新規生産者を確保するため，H24 年に作成したハナモモとナスの経営指標を基に，当地域で銘柄

産地に指定されている奥久慈ナス（露地栽培）との複合経営モデルを作成した。また，芽摘み技術，

促成時の前処理剤導入技術，ナシヒメシンクイ発生消長調査結果をもとにハナモモ栽培マニュアル

を作成し，経営相談や就農相談，新規栽培者に対する栽培指導に活用している。近年では，定年帰

農者だけでなく，枝物専作経営を目指す 30～40 代の就農相談もある。就農準備には，研修先の確

保や生計が成り立つ実現可能な就農計画の作成支援が求められるため，ハナモモと多品目枝物栽培

を組み合わせた就農計画作成には何度も相談者とやりとりを繰り返し，時間をかけて濃密指導した

結果，若い部会員が増えてきている。 

イ 農業入門講座の開催 

市，町，JAと連携して開催している定年帰農者を対象とした農業入門講座の中で，ハナモモやヤ

ナギ類等の栽培技術，販売や経営事例の講座を実施し，受講生が枝物栽培のイメージを具体化でき

るようにした。 

ウ 支部指導体制と連携した新規生産者の指導 

部会では生産者の増加に対応するため，H22年から地域ごとに3支部を設けて活動を行っている。

支部でお互いに教え合う協力体制ができているため，普及センターでは支部の牽引役である支部長

を中心とするベテラン農家に情報提供し，新規生産者への技術普及を図っている。新規栽培希望者

には部会と普及が連携して栽培予定地を見学後，ほ場環境に応じた品目選定などの相談や定植後の

丁寧な栽培指導を行うことで，部会員数，栽培面積は右肩上がりに伸びている（H28:79名，42.6ha）

（図 4）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 多品目枝物生産技術の確立 ～需要に即した「こだわり品目」の提案～ 

 （１） 金染めヤナギ染色方法の技術確立（H23～24） 

年末年始に需要のある「金染めヤナギ」は，染色液の付着性と色が悪く他産地より品質が低いた

め，染色試験に取り組んだ。染色技術は農業分野の技術での対応が難しいため，県工業技術センタ

ーから有機溶媒とブロンズ液，金粉の混合方法について情報を収集した。生産者，市場関係者，JA

と 4種類の金粉を使って21種類の配合割合で染色液の付着性，色，光沢を比較検討した。市場性と

コスト面を考慮して配合割合を決定し，染色マニュアルを作成して染色技術を統一し，品質の安定

化と作業の効率化を図った。その結果，これまで28.5円/本（H24）で取引されていた「金染ヤナギ」

が39.5円/本（H26 ）となり(図5)，染色の原料コストは2.3円/本に抑えることができた。 

 
図4 部会員数，栽培面積の推移 

 

図5 染ヤナギ出荷実績の推移 
金染めヤナギ 



（２） 早期促成品目（オカメ桜，レンギョウの促成技術の確立（H27，28） 

  促成施設の有効活用とブランド品目の開発を目的に，年内出荷を目指してオカメ桜とレンギョウの

早期出荷技術を部会役員と共に検討した。休眠打破には植物成長調整剤を使用し，収穫時の低温遭遇

時間，促成期間，品質，促成に係る経費を調査した。その結果，8℃以下の低温に一定時間以上遭遇し

た枝を収穫することで，オカメ桜もレンギョウも年内出荷できることが実証できた。促成試験中は出

荷適期を逃さないように何度も促成室に足を運び，開花状況と品質の確認を行った。 

H28 にオカメ桜を取引のある小売業者に試験販売し，オカメ桜の評価が得られた。レンギョウはこ

れまで季咲きの3月出荷が中心だったが，年内～1月出荷できることが確認され，120ｃｍで単価103

～150円/本（季咲3月出荷は56～57円/本）で取引され，有利販売できる技術を確立できた。 

 

（３）販路開拓 市場PR活動の実施（H25～） 

 活動の結果，部会の生産者数,販売金額は順調に伸びて

おり（図4，6），市場出荷品目数は14品目(H18)から170

品目(H28)に大幅に拡大してきた。部会ではH25年以降販

路開拓に取り組んでおり，普及センターでは補助事業を

活用して，産地PRのためのパンフレット,部会オリジナ

ルのロゴ(図7),ホームページ作成を支援した。PR資材を

活用した市場訪問には普及センターも参加し，市場から

の出荷要望や他産地情報の共有を図り販売促進に活かし

た。販路開拓の結果，H28年に取引市場が12市場から16

市場に拡大した。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）ハナモモの凍害対策技術の確立と普及 

（２）こだわり品目の普及と拡大（オカメ桜の地域オ    

リジナル商品化） 

（３）多品目枝物に対応した各種病害虫の適期防除の 

徹底（防除資料の作成および情報発信） 

（４）市場からの注文に迅速に対応できる受発注および情報発信体制の整備 

 

５ 生産者や関係機関の声 

 ハナモモは栽培や促成技術，需要に応じた出荷計画など生産者だけでは確立し得ない課題が多かっ

たが，その都度現場に合った的確な技術指導により，産地の確立が図れた。また，ヤナギの染色技術

や年内出荷が困難であったオカメ桜などの早期出荷技術を確立するために試験を繰り返し実施し，出

荷が可能となったことは，ハナモモに次ぐ新たなブランド品目を生み出す大きな成果であった。間も

ない産地にとって，県の補助事業は生産振興において重要な役割を担っており，適切なアドバイスに

より産地拡充の大きな力となった。（JA常陸大宮地区枝物部会長） 

 
６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

・国や県の研究機関と連携して，課題解決に取り
組んだ点。 

・生産者や関係機関と課題の共有を図り，有効な
施策の活用や試験調査ができた点。 

・部会役員を中心に技術の情報提供はできてい
るが，全生産者への迅速な情報提供やきめ細
やかな対応をさらに充実させる。 

 

 

図6 販売金額の推移 

 

図 7 パンフレットとオリジナルロゴマーク 


