
１ 茨城県における普及活動の概要 
課題名 普及指導員の資質向上 

対象名 普及指導員（普及センター職員） 

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 水野 仁志 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 茨城県では，「普及指導員等の目指すべき人材像を

描き，経験年数や職務に応じた資質向上を図るために，

OJT と自己研鑚を基本とし，さらに体系的な集合研修

等を充実・強化することで，継続的な人材育成を進め

る」という考え方のもと，平成28年３月に「茨城県普

及指導員等人材育成計画」を策定した。農業総合セン

ターでは，この人材育成計画に基づき，研修体系の強

化に取り組んだ。 

 人材育成計画検討にあわせて調べた普及センター職員の年齢構成を見ると，中核をなす30歳代の職

員数が少なく，20歳代が多いという状況が明らかとなり，若手普及職員の資質向上が重要な課題とな

った。このため，入庁4年目までの早い段階で，基礎となる知識や技術を習得させ，早期に普及指導

員資格が取得できるよう養成することとした。一方，本県の普及指導員資格試験の合格率を見ると，

平成27年度までは72.1％（平成23～27年の平均）と全国平均の51.9％を上回る高い合格率を維持し

てきたが，平成28，29年度は合格率が急激に低下し，全国平均を下回る結果となった。このため，そ

の要因を明確にして，早急に対策を強化する必要が出てきた。 

 普及職員全員を対象とした研修では，専門分野別の「専門研修」と経験年数や職務に応じた資質向

上を図るための「職務研修」を実施している。地域農業の問題が高度化・複雑化する中，特に地域普

及課長等の職務には「全体を俯瞰して，将来を展望した課題設定と戦略が組み立てられ，普及の組織

力を発揮し，多様な関係機関と連携するなど，総合的な企画・運営能力」が求められ，その責務はま

すます重くなっている。そのため，それぞれが持つ課題を明らかにし，解決を支援する集合研修を企

画し実施することとした。 

 普及指導活動を効果的に継続させていくには，活動経過や成果を整理・発表し，客観的な評価を受

けることが重要である。このため，「普及の外部評価」の実施に加えて，全国レベルで開催される「農

業普及活動高度化発表会」で活動の成果を広く発表し，評価を受ける場として活用し，若手・中堅普

及職員のチャレンジを促し，普及指導員の資質向上につなげることとした。 

 

２ 活動内容と結果 

（１）研修実施状況と結果 

研修体系では，経験年数や職務に応じて対象者別に整理し，基礎研修，専門研修，職務研修の3つ

に区分している（別掲資料）。 

 

ア 基礎研修について 

基礎研修は，経験年数 1～4

年を対象に， 3 期 14 日間の新

採普及職員等基礎研修をはじめ，

集中的な研修体系を整備してお

り，平成29年度の実績は表１の

とおりである。 

図1　平成26年度における普及センター職員の年齢構成
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表１　平成２９年度基礎研修実績

受講対象者 回数
参加
（名/回）

新採普及職員等基礎研修 １年次職員 3（14日） 15
普及指導力向上基礎研修 ２年次職員 5 9
普及指導員養成研修 受験資格者 3 21
専門項目技術向上研修 ３年次普及職員 6～8ヵ月 9
経営指導力向上基礎研修 ３年次普及職員 1 9
経営指導力向上研修 ４年次職員 1 9
マーケティング基礎研修 ４年次職員 1 9

研修名



以下は，本県の特徴的な研修である。 

(ア)専門項目技術向上研修 

約6ヶ月間，研究機関に駐在して研究課題に取り組む研修により，専門項目の技術指導力向上を図

るとともに，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を図っている。 

本研修では，表2に示す専門項目の決定から，研修希望課所や研修計画の作成・実施に至るまでを，

各専門項目の専門技術指導員がコーディネートしている。研修成果は，普及職員等が集まる成果報告

会で発表し，成果の活用等について助言を受ける。平成28～30年度は，6つの専門項目について，26

名が県・国の5つの研究機関で研修を実施

した。 

普及職員が研究機関に長期間駐在して行

う研修は，全国的にも例が少なく，①技術

を核とした普及指導活動の基盤が形成され，

研修修了後は，②普及指導員資格取得と相

まって新たな普及活動の高度化が可能にな

る。また，③研究員・専門技術指導員との

関係が構築されることにより，④企画段階

からの試験研究への参画や⑤重点プロジェクト活動が効果的に行えるなどの利点がある。さらに，専

門項目の「経営及び流通」・「アグリビジネス」では，⑥国研究機関での研修により関係を構築でき，

今後の普及活動の展開に強力な武器となっている。 

 

(イ)普及指導員養成研修 

本県では，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することとして

おり，これまでの研修では，資格を取得するための

自発的学習のきっかけをつくり，普及活動に携わる

上での基本的な考え方等について指導してきた。さ

らに，所属で指導するトレーナーや上司の普及指導

員とは，計画的に受験準備することの重要性を共有

してきた。しかし，平成28，29年度の合格率は全国

平均を下回ってしまった。特に，合格率42％とこれ

までの最低を記録した平成 29 年度の受験状況につ

いて，受験生からの報告書や本人・所属からの聞き

取り，結果を分析したところ，①受験生の資質，特

に読解力・文章力・自主学習の習慣・普及指導活動

の理解に較差があること，②受験生のモチベーショ

ンの個人差が大きいこと，③所属でのサポート体制

に少なからず差があることが判明した。 

そこで，図2に示すように各所属に所属アドバイ 

ザーを設置し，専門技術指導員室と連携して受験生

を指導・支援する体制を整えるとともに，自己研鑚，

職場での指導，総合センターの集合研修で行うべき

受験対策を明確にした。また，これまで講師である

専門技術指導員が研修生に情報提供し，審査課題に

ついて考えさせ，適切な回答へ誘導する方式を改め， 

自分達で考えさせるグループ学習を取り入れた。これは，研修生を４～５人程度のグループに分け，

図 2 普及指導員資格試験支援体制 

表３　専門項目技術向上研修実績（H２８～３０）
専門項目 人数

作物研究室 3
環境・土壌研究室 1
水田利用研究室 3

農業研究所 環境・土壌研究室 1
野菜研究室 6
土壌肥料研究室 2
病虫研究室 2

鹿島地帯特産指導所 1
果樹研究室 2
病虫研究室 1

花き経営 園芸研究所 花き研究室 1
経営及び流通 （国）中央農研センター 1
アグリビジネス （国）食品総合研究所 2

合計 26

駐在研究機関

作物経営

野菜経営

果樹経営

農業研究所

園芸研究所

園芸研究所

表２　専門項目の決定から研修までの流れ

時期 内容

１２月　所属における専門項目の推薦

　３月　専門項目の決定

１０月　実施希望の聴取

１２月　研修課題・実施期間の調整

　３月　研修計画の決定

６か月　専門項目技術向上研修の実施

　２月　研修成果とりまとめ・成果報告会開催

採用１年目

採用２年目

採用３年目



審査課題について各自が用意した回答案を持ち寄りバズセッションを行い，研修生自らが適切な回答

を導き出すものである。議論が活発になるよう，グループのメンバーには，職種や経験年数の異なる

職員となるよう配慮した。これらの対策を徹底した結果，平成 30 年度の筆記試験の合格率は 71.4％

まで回復することができた。 

 

イ 専門研修について 

専門研修は，専門分野別の知識・技術の

向上，専門分野を超えた総合的な課題や農

政課題等への対応，輸出を含めた農畜産物

の流通の変化を踏まえた広範な視野の養成

を支援し，継続的な情報提供と資質向上を

目的としている。平成29年度の実績（表4）

では，集合研修計 33 回，延べ参加者 653

名であった。この他対象を数名に絞った，

先進技術特別研修や市場流通研修を実施し

た。 

 

ウ 職務研修について 

職務研修は，職務遂行能力の向上を目指

している。 

若い普及職員に対する助言・指導力の向

上を図るトレーナー研修，普及活動の企

画・管理力の向上を図る地域普及課長等研

修などをそれぞれ実施しており，平成 29

年度の実績は表5のとおりである。 

地域普及課長等研修では，講義に加えて，バズセッションを取り入れ，研修テーマについても，「普

及センターが市町村と連携を進めていく上での課題と課題解決への方策」（H29），「普及担当地域農業

におけるSWOT分析結果を基にした普及活動の検討」（H30）と，現場ですぐに役立つ課題内容とした。 

平成30年度の研修では，事前に担当地域農業のSWOT分析に基づき，取り組むべき課題について考

察させ，その結果をもとに４～５人のグループで意見交換を行った。その結果，現在実施中の課題で

は，①SWOT分析により取組課題としての重要性を再検証で

き，②戦略の構築・対応策等の妥当性を検証することがで

きた。さらに，③将来の脅威に対応するため取り組む必要

のある課題を発見することができた。研修者からは，「SWOT

分析は課内・所内での議論の機会となった」，「共通課題に

ついて情報交換でき他の地域の普及活動への理解が進んだ」

との声が聴かれた。事後のアンケート調査では，業務への

活用度が 4.2（活用できない～非常に活用できる：1～5）

の評価が得られ，普及計画の策定に向けてすぐに役立つ研

修として評価された。 

 

（２）普及指導活動のとりまとめと評価 

本県では，「普及の外部評価」を，「普及指導活動の経過を整理し，データを分析して成果を明らか

にし，その結果をとりまとめて評価を受ける重要な機会」と位置付け，専門技術指導員が，評価を受

ける普及センターと連携して，とりまとめやプレゼン方法について指導・支援してきた。さらに，全

表５　平成２９年度職務研修実績

受講対象者 回数
参加
（名/回）

経営指導力高度化研修 ５～10年次職員 2 13
総合指導力確立研修 民間が実施する研修派遣 2
同　（GAP推進） 評価者取得職員 1 18
トレーナー研修 新採職員トレーナーへの巡回指導
地域普及課長等研修 普及課長・主査 1 18

研修名

写真 1 地域課長・主査研修 

表４　平成２９年度専門研修実績

受講対象者 回数
参加
（名/回）

普通作 作物経営担当 5 18
野菜 野菜経営担当 4 16
果樹 果樹経営担当 2 8
花き 花き経営担当 2 10
畜産 畜産経営担当 2 16
ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ担当 2 10
経営 経営担当 3 18
土壌肥料 指定なし 4 16
病害虫 指定なし 2 31
担い手 指定なし 2 13
普及方法 全員 2 74

普及活動高度化研修 指定なし 2 23
農薬安全使用主任者研修 農薬安全使用主任者 1 12
先進技術特別研修 先進地での情報収集（２日） 2
市場流通研修 東京市場での研修（13日） 2

研修名

専門能力強化研修



国の活動と比較・評価される場として，普及活動高度化発表会（全国農業改良普及職員協議会，全国

農業改良普及支援協会主催）を活用し，積極的に参加を推進してきた。同発表会で，上位に選出され

た8つの活動事例は，農業普及活動高度化全国研究大会であらためて発表し，評価を受けることとな

っている。 

平成 28 年度は，鹿行農林事務所経営・普及部門による「収益の高いイチゴ産地の育成 ～若手研

究部組織を核とした産地育成～」が，全国研究大会に進出し最高賞である農林水産大臣賞を受賞した。

さらに，平成30年度は，常陸大宮普及センターの「ゼロからのスタート 中山間地で取り組む多品目

枝物産地づくり」では，十余年にわたる長期の活動経過やデータをエクセルで整理することを提案し，

担い手確保や最重要品目「ハナモモ」生産に焦点をあてたわかりやすい報告となるよう指導した結果，

全国研究大会（11月 29日～30日）において，同じく最高賞である農林水産大臣賞を受賞した。 

このように，「普及の外部評価」の場で活動成果をとりまとめて伝える能力が養われたことが，全

国研究大会における高評価につながった。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

 各担当の専門技術指導員が状況を判断し創意・工夫しながら研修・指導を実施した結果，普及指導

員資格試験合格率が向上するとともに，本県普及活動が全国的にも高い評価を受けた。このことから

も，普及指導員等の資質向上を目指した研修体系とその実施は一定の成果を上げていると推測される。

今後とも，この研修体系を継続するとともに，以下の点をさらに充実させ，改善に取り組んでいく。 

（１)OJTの充実 

 人材育成計画では，OJTと自己研鑚は資質向上の基本であり，その充実を図る必要がある。そこで，

採用１～３年目までの職員について，トレーナーを配置し，総合センターがOJTの計画・実施・実績

のとりまとめを支援する。その計画や実績について所属・専門技術指導員室でさらによく検討し，担

当する専門技術指導員による巡回指導・相談を行いながら，効果的なOJTが実施できるよう誘導する。 

（２）自己研鑚の推進 

 「旧専門技術員資格」が存在していた当時は，中堅職員の自己研鑚を促す意味において具体的な目

標となっていた。これに替わるものとして，技術士や中小企業診断士等の難関資格取得への挑戦を促

し，自己研鑚へのモチベーションを高めていく。 

（３）新たなニーズに対応した知識・技術の習得 

農業者支援にかかる新たなニーズの例として，ICT 等の活用では，環境制御技術，圃場管理システ

ム，ドローン，ロボット等の知識が必要とされる。また，法人支援では，経営診断の方法や，基本的

な税務，労務管理，作業改善等の知識が求められる。これらの知識・技術は，専門技術指導員からの

情報提供に加えて，外部専門家を招いての研修会の開催，実際の法人支援（農業参入等支援センター

の活用）の機会，研究と連携した現地実証の展開等を通して習得を図る。 

 



普及指導員等研修体系図〔平成２９年度〕

1 2 3 4 10　～　20

担当地域の活性化等の課題を解決でき
る総合指導力を確立する。

【
Ⅲ
　
職
務
研
修

】

経験年数や職務に応
じて求められる資質の
向上を図る。

※育休任期付職員等も、所属長の推薦により必要に応じて受講できる。

基礎指導力の確立 普及指導力・経営指導力の確立
技術や経営に関する基礎的な知識をもち，普及
指導員として普及指導活動を実践できる基礎指
導力を確立する。

専門項目に応じた技術指導力や，かつマーケ
ティングや産地づくり，経営指導に係る知識を有
し，専門項目にとらわれない幅広い視野を併せ
もつ普及指導力・経営指導力を確立する。
また，普及指導員資格を取得する。

総合指導力の確立
（専門員クラス）

【
Ⅰ
　
基
礎
研
修

】

普及指導員として基礎
となる能力を習得する
ため，普及指導員の
果たすべき役割や，基
本となる普及指導方
法の実践的な指導力
の向上を図る。

【
Ⅱ
　
専
門
研
修

】

専門分野別に知識・技
術の向上を図る。
さらに，専門分野を超
えた総合的な課題や
農政対応課題等を解
決する能力の向上，
新技術に関する知識
の習得を図る。

企画・運営能力の確立
（地域普及課長・主査クラス以上）

技術・経営課題を解決するために必要
な専門技術及び知識並びに普及指導
方法に基づく専門指導力を確立する。

地域農業を俯瞰し，問題抽出，課題設定から，
普及指導員の組織的な活動強化，他機関との
連携強化，ＯＪＴにおける助言・指導，普及指導
活動の総合的な企画調整，管理運営等を実施
できる企画・運営能力を確立する。

経験年数 5　～　10 20　～

研修目標

実践指導力の確立（経験年数１～４年） 専門指導力の確立
（経験年数5～10年）

新採普及職員等
基礎研修

（本庁業務研修を含む）

普及指導力向上
基礎研修

（経営・病害虫・土壌肥料・
活動実績表現手法）

マーケティング
基礎研修

新規採用職員任地研修 （1年次の農家研修を含む）

専門能力強化研修
調査研究活動支援研修

国主催の研修

専門項目技術向上研修新任者研修（国主催）

先進技術特別研修

国主催の研修

経営指導力高度化研修

国主催の研修

市場流通研修

基本研修 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】

【職務研修】

普及指導員養成研修（資格試験対応研修）

経営指導力向上研修

経営指導力向上基礎研修

地域普及課長等研修

農薬安全使用主任者研修

普及指導活動高度化研修

トレーナー研修

総合指導力確立研修 新任センター長研修



２ 普及活動事例検討 普及指導体制① 
県北農林事務所 経営･普及部門の普及指導体制について 

 
１ 活動方針 
    国の農政施策を踏まえ，各市が策定した「人・農地プラン」に基づき，農地中間管理事業を活

用し，地域農業を支える認定農業者等担い手への農地集積・集約や経営所得安定対策に対応した

戦略作物の生産振興を支援する。また，「いばらき農業アカデミー事業」の活用や「農業参入等支

援センター」と連携し，担い手の確保・育成を図るとともに，中山間地域の特性を活かした園芸

作物の振興，ＧＡＰの推進などに取り組む。 

総合計画活動では，「多様な担い手の確保・育成」と「未来につなぐ魅力ある果樹産地づくり」

並びに「人・農地プランに基づく水田農業の多様な担い手の育成」の３課題を取り上げ，地域に

密着した普及活動を展開する。 
   
２ 特徴的な活動 
（１）多様な担い手の確保・育成 
   高齢化が加速する中，担い手の確保・育成が最も重要な課題の一つと位置づけ，所内を横断した

チーム体制を編成し，市・ＪＡ・農業者を構成員とした「就農支援協議会」とも連携しながら他産

業からの転職・退職者，また地域おこし協力隊の活動を契機に就農を目指す方など，様々な新規就

農者の確保・定着・育成に取り組んでいる。この結果平成 29 年度は，7 名の新規就農者を確保し，

5 名の地域おこし協力隊員が就農に向け準備を進めている。また，青年農業者の経営改善・技術習得

支援や将来の女性農業者のリーダー育成を目指した若手女性の交流活動の促進にも取り組んでいる。  
（２） 直売産地の特長を活かした果樹産地づくり 

常陸太田市を中心とした観光果樹産地では，産地ならではの魅力を発信するため，ブドウでは地

域オリジナル系統「常陸
ひ た ち

青
せい

龍
りゅう

」の作付拡大や巨峰など主力品種の品質向上，省力栽培技術の推進を

行った。また，ナシでは県育成品種「恵水」のマニュアルに基づく栽培管理指導，カキでは，大核

無を樹上脱渋した「星霜
ほししも

柿
かき

」の非破壊検査機を用いた甘渋判定による安定生産・販売対策などに取

り組んでいる。この結果，ブドウでは「常陸青龍」が部会員の 95%，3.2ha まで拡大したほか，省

力栽培法であるブドウの「小房づくり」でも慣行と同等の消費者評価が得られた。カキでは「星霜

柿」の首都圏 PR 販売が概ね 100kg に達した。 
（３）直売所「道の駅」を核とした地域農業の活性化 

 平成 28 年 7 月に開設された「道の駅ひたちおおた」の直売所出荷者協議会等を対象に，農産物の

生産や販売対策の支援を進め，設定した重点 7 品目の地場産品率が 4 品目で 50%以上となり，全体

の地場産品率も 70%を超えることができた。また，月 1 回の出荷品の品質チェックを実施すること

で，商品性の改善に結び付いた。さらに，交流拠点としての活用を促す観点から食育体験交流活動

の講師を育成(2 名)し，2 回の交流活動の開催に結び付けた。 
（４）中山間地域の特徴を活かした産地づくり 
   花貫フルーツほおずき倶楽部は，中山間地域の冷涼な気候を活用し，高萩市大能地域を中心に食

用ほおずきを「花貫フルーツほおずき」の名称で生産するほか加工品を販売し，山村の活性化に貢

献している。経営･普及部門では，栽培については，県山間地帯特産指導所と，加工品開発について

は，県農産加工指導センターとそれぞれ連携することで，栽培法や加工法の提案・試作などを進め

ている。その結果，平成 28 年には加工品のアイスが県のお土産大賞に，贈答用パッケージデザイン

が県のデザイン大賞に選定されたほか，市のふるさと納税の返礼品に選ばれるなど，地域特産品と

して認知されるようになった。 



２ 普及活動事例検討 報告事例① 

農業改革大綱 園芸振興  6次産業化  食の安全 食育・消費拡大 多様な経営体 地域資源 

農林事務所課題 魅力ある農村の創生 

課題名 直売所を核とした地域農業の活性化 

対象名 
道の駅直売所出荷者協議会，里川カボチャ研究会，赤土常陸秋そば親交部会，里美

エゴマ栽培愛好会，ＪＡ常陸太田地区ねぎ部会 

県北農林事務所 経営・普及部門 地域普及第一課 専門員 内田智子 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

（１） 背景 

常陸太田市は，米（2,082ha）を中心に,園芸（果樹），畜産経営が多い一方，県内で最も高齢化の進んだ地

域の一つで，担い手確保が地域の最重要課題となっている（表１）。そのような中，県北農林事務所経営・普

及部門（以下 普及部門）では，定年帰農者等を新たな地域農業の担い手と位置づけ，市やＪＡ等関係機関

と連携し,担い手の確保・育成を進めてきた。 平成17年度から「定年帰農者講座」（平成25年度からは常陸

太田市役所が主催）を開催し,定年帰農者等の掘り起こしと営農の定着を推進するとともに，野菜を中心とし

て市内５か所のＪＡ直売所への出荷を進めてきた。 

ＪＡ直売所では,出荷物の品質のバラつきや端境期の品不足などの問題があったことから,市・ＪＡと連携

し,各直売所の生産部会を対象に,「園芸品目栽培講習会（野菜・花き）」を開催し, 品揃えの充実に向けて作

型の拡大や新規品目の導入を推進してきた。 

（２） 選定理由 

常陸太田市では，平成25年５月に農産物の直売所や加工施設を併設した複合型交流拠点施設（道の駅ひた

ちおおた）の計画が具体化し，平成28年７月のオープンに向けて準備が始まった。 

「道の駅ひたちおおた」の整備目的は，「地域産業の振興と地域経済の好循環を生み出す拠点づくり」であ

り，①農林水産物の生産や販路拡大，６次産業化の推進等による農家所得の向上や担い手育成・確保を図る

こと②地域資源（自然・歴史・食・地域分化等）を活かした交流人口の拡大により，地域全体への交流人口

拡大を図ること，としている。これらの目的は，普及部門の活動方針とも一致することから，道の駅直売所

を核として，市・ＪＡと連携し，定年帰農者等を中心とした人材確保・育成，栽培技術の向上に加え，高品

質な地場産品の充実を図り,農家所得の向上，地域農業の活性化を進めることとした。 

表１ 常陸太田市及び茨城県内農業者年代別割合 （2015年農林業センサス）  

 

 

 

 

２ 普及活動の到達目標 

高品質な地元の農産品を中心に販売する直売所とするため，以下のような取組みを行う。 

（１）出荷者組織の設立（H27 年度）  １組織 

（２）道の駅直売所の出荷量確保（H29～30年度） 

  ア 出荷組織に対する支援  品質管理委員会の設置 １組織 

  イ 重点品目※の地場産率70%以上 ０→５品目  ※販売金額が多く地場産率が低い品目７品目 

（３）道の駅体験交流活動の活性化（H29～30年度） 

  ア トマト収穫体験ほ場に対する支援  収量12t/10a 

  イ 食育体験交流に対する支援   講師の育成 ３名 

（４）特色ある農産物の生産と加工品の開発（H29～30年度） 

  ア 里川カボチャの特産化     収量 600kg/10a 

   イ ナタネ，エゴマ，柿の商品開発   ３点 

 

39歳以下 40～69歳 70歳以上
常陸太田市 2,982 2% 35% 64% 72.2
茨城県 76,812 5% 49% 46% 66.4

基幹的従事者総数
（人）

年齢構成 平均年齢
（歳）



３ 活動内容と結果 

（１）道の駅出荷者組織の設立(H26～28) 

  平成 25 年の常陸太田市道の駅設置計画の決定を受け，普及部門では，既存直売所の生産部会員に対し

て生産を拡大し，道の駅直売所へも出荷するよう要請するなど，市・ＪＡと連携しながら準備を進めた。 

直売所のコンセプトは，「新鮮で高品質な地元の農産物等を中心に販売する」ことに合意形成され，平

成27年６月に,出荷希望者172名を集め,道の駅農産物直売所の出荷者協議会準備会を開催した。そこで，

市が直売所のコンセプトを説明し,普及部門は,品揃えの充実に向けての出荷計画づくりを呼びかけるなど，

平成28年７月のオープンに向けて具体的な取組みを開始した。 

また，出荷希望者に対し，品質・商品性の高い農産物等を販売するため，6 次産業化プランナー等を講

師とし，「売れる商品づくり」や手にとってもらうための工夫等についての研修会を開催し，単なる野菜・

果物の陳列ではなく，「売れる商品づくり」に関する意識の醸成に努めた。 

さらに，出荷希望者のうち，新たに出荷を始める生産者を対象に，土づくりや農薬の使用方法等に関す

る基礎的な知識を習得するための野菜栽培講習会を開催し，栽培の基本を指導した。 

【結果】・平成28年３月に出荷者協議会設立総会が開催され，道の駅ひたちおおた農産物直売所出荷者協議

会（以下出荷者協議会）が設立された（設立時224名）。 

（２）道の駅直売所の出荷量確保（H29～30） 

 ア 出荷組織に対する支援 品質管理委員会の設置 

   平成28年７月のオープン後，出荷者協議会の役員会で品質管理体制の検討を重ねた結果，平成29年

７月に，協議会の役員が中心となって品質チェックを行う体制が整備された。品質チェックは,店頭商品

について，チェック項目に基づいて実施することが多いが，出荷者協議会会長の意向から，荷姿など，

可能な限り商品の良いところを見つけて,優れた事例として普及させる取組みとした。これらをとりまと

めた結果については，講習会等を通じて周知していたが，一部生産者からの要望により，平成30年度か

らは，「道の駅ひたちおおた便り」として会員向けの情報紙を作成し，周知に努めている。また，安全安

心な農産物を消費者へ提供するため，農薬安全使用や衛生管理について講習を行い，栽培履歴の記載（特

に，農薬の使用）を推進した。 

【結果】 

 ・直売所の品質向上に向け，出荷者協議会役員７名，市役所，直売所所長，普及部門で，月に一度，野菜・ 

果実の鮮度の他，荷姿や袋の大きさ，ラベルの位置等，商品の品質をチェックする体制を整備した。 

 ・品質チェック活動により，店頭に並ぶ農産物の①ラベルの位置の統一，②商品の大きさに合った包装資 

材の利用などが周知され，生産者の意識が向上し，商品性が高まった。 

 ・品質チェックの結果は役員が積極的に出荷者に伝達するようになるなど，直売所の改善に向けて，積極 

的に関わる雰囲気が醸成された。 

 ・出荷前の栽培履歴の提出が義務付けられたことから，全員が栽培履歴の記帳に取組み，農薬の安全使用 

についての意識が高まった。 

イ 重点品目（秋冬ハクサイ，コギク，夏秋トマト，トウモロコシ，秋冬ニンジン，枝豆，秋冬レタス）の地場産率 70%以上を目

標として推進 

   オープン後から直売所の売上げの動向等をPOSデータで解析し，総会や栽培講習会等会員が集まる場

において，販売金額が多いものの地場産率は低い品目等（重点品目）を示して，導入を推進した。推進

する際には，市・ＪＡとの連携が不可欠であることから，担当者間の打合せを頻繁に実施し，情報と方

針を共有するよう努めた。 

   平成30年度からは，市が事務局となり，更に地元野菜の生産拡大を図るため「少量多品目売れ筋野菜

栽培講座」を新たに開設し，市・ＪＡとの連携のもと受講生を集め，普及部門が講師となって，重点品

目の導入を推進するとともに，現地検討会を開催するなど，講座受講生間の交流を促進した（受講生24

名）。 

   さらに，直売所における消費者ニーズの把握と重点品目を再検討するため，平成29年 10月に来店者



に対するアンケート調査を実施し，売れ筋野菜の選定の参考とした。その他，これまで直売所等への出

荷者の育成に寄与してきた「定年帰農者講座（常陸太田市役所主催）」がリニューアルされ,ＪＡが事務

局の「チャレンジ農業スタート講座」が新たに始まったことから，普及部門では,講習会や現地研修会を

担当し，野菜栽培の基礎に関する指導を行い（受講生１１名），直売所等への出荷量の確保を図っている。 

【結果】 

  ・市・ＪＡと連携を強化し,講座を開催した結果，受講生が特定され，現地巡回等による重点的な指導が

可能になった。 

  ・重点品目７品目のうち，秋冬ハクサイ，切り花（コギク），夏秋トマト（大玉），トウモロコシ，秋冬

ニンジンが地場産率70%以上（平成30年７月末現在）となった。 

   表２ 重点品目のうち，地場産率70%以上の品目と地場産率 

   

 

  

・来店者アンケートの結果から, 直売所の利用者の多くは，西洋野菜などの馴染のない野菜ではなく,

ホームユース向けの新鮮な野菜，地場産品の購入を目的としていることが把握できた。 

  ・「チャレンジ農業スタート講座」による指導の結果，道の駅直売所等への販売意欲のある受講生が出て

きた。 

  ・直売所における農産物の売上げは２年目で開設時の 1.08 倍となり（図１），売上金額別人数は，200

万円以上の生産者は 20名から 25名,50万円以上の生産者は 103名から107名に増え（図２）,農家所

得の向上に結び付いた。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

図１ 道の駅直売所売上金額（農産物）の推移（対比）       図２ 道の駅直売所売上金額別人数の推移 

 

（３） 道の駅体験交流活動の活性化 

 ア トマト収穫体験ほ場（２棟：促成，半促成）に対する支援 

体験交流施設として設置されたトマトハウスの栽培管理者は栽培管理未経験であったため，収穫体験が
実施できるほ場になるよう，栽培管理を支援した。 

【結果】 
・病害虫防除等について適期に実施できるようになるなど，栽培管理者の栽培技術が向上した。 
・トマトの収量は，半促成栽培1.2t/3a，促成栽培3.4t/3a（10a当たり収量では計13.8t）となり,体験ほ場として機
能した。また，収穫体験者数は，目標200名のところ，567名（H29.4～H30.3）となり，好評だった。 

 イ 食育体験交流に対する支援 

  地元の野菜等を使った一般消費者向けの食育体験について指導できる人材を育成するため，普及部門が，

管内の農業者を対象に食育体験交流活動に関する学習会を開催した（計５回）。また，食育体験を通じて，

旧里美村里川町産の里川カボチャや常陸秋そばの裏作として栽培されているナタネを搾油したナタネ油等

を活用し，地場産品のＰＲに努めた。 

【結果】 

・食育体験交流学習会参加者のうち２名を講師として確保し，体験交流活動の実践を支援するとともに，地元野 
菜の利用促進に寄与した。 

年度 秋冬ハクサイ 切り花（コギク） 夏秋トマト（大玉） トウモロコシ 秋冬ニンジン
H29 97.1%(H28～29) 100.0% 41.5% 52.8% 72.1%
H30 95.0%(H29～30） 100.0% 79.7% 70.5% 88.8%

※平成３０年は７月までのデータ

1.08 倍 
(人) 



＜体験交流活動実施内容＞ 
① 第１回 里川カボチャのプリン・甘煮      
② 第２回 ナタネ油を使った，つけけんちんそば 延べ11名参加 

（４） 特色ある農産物の生産と加工品開発(H29～30) 

  当地域の既存の資源を活用し，道の駅の品揃えの一環として，特色のある農

産物や加工品等を創出し，販売力強化に努めた。 

 ア 里川カボチャの特産化 

  ピンクの果皮が特徴の在来品種「里川カボチャ」は，里川カボチャ研究会  

会員を中心に，旧里美村里川地区で栽培されているが，在来品種で栽培特性 

が十分把握されていないため，試験ほ（２本整枝等）を設置し，収量の向  

上について検討した。また，研究会の商標登録の意向を受け，弁理士や弁護士へ相談を行い，商標登録の 

申請を支援した。さらに，里川カボチャのＰＲ，加えて道の駅への集客力向上につなげるため，食育体験

交流と併せて，販売促進活動を支援した。 

【結果】 

 ・「里川カボチャ」の収量を確保し,道の駅において約1.2t販売するとともに，商標登録の申請を進めた。

また，販売先の拡大に伴い，品質のバラつきが課題となったため，規格表の作成や検査体制を整備するな

ど，生産体制を見直す動きが出てきた。 

 イ ナタネ，エゴマ，柿の商品開発  

赤土常陸秋そば親交部会が栽培する常陸秋そばの裏作のナタネは「赤土の菜種油」として商品化され，

商品のブラシュアップを図りながら，道の駅での販売の他，地元飲食店に向けて販促活動を行った。里美

エゴマ栽培愛好会により，旧里美村賀美地区を中心に栽培されているエゴマは，エゴマ油の商品化を図る

ため，いばらき農業アカデミー農産加工講座への参加を働きかけ，衛生管理や加工の基本技術の習得を支

援した。 

【結果】  

・「赤土の菜種油」は道の駅での販売の他，地元飲食店等２か所で利用された。エゴマは搾油加工許可を取

得し，試作品の開発まで至った。 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）地域農業の活性化に向けて，さらなる直売所の品揃えの充実や，品質向上の取組みを継続するととも

に，地域特産品の他，オリジナル商品の検討を行い，販売力強化に取り組む。また，新たな出荷者を確

保するため，「チャレンジ農業スタート講座」等を活用し，直売所への出荷を推進していく。 
（２）集客力の向上に向けて，体験交流活動の充実，販促活動の支援，花壇植栽プロジェクトの支援に加え 

て，収穫体験等受入農家の育成，道の駅を中心としたツアー企画など，道の駅の集客力向上のための方

策を関係機関や地元農家と一緒に検討する必要がある。 
５ 生産者や関係機関の声 

・直売所の運営については，価格設定（安値になりがち）やポップの充実など，まだまだ改善すべき課題が 

ある。少しずつ改善し，出荷者が出荷したいと思うような直売所にしていきたい。（生産者） 

・栽培講習会だけでなく，もう少し個別巡回による支援を充実させるとともに，道の駅以外の直売所への支 

援ついても期待する。（生産者,ＪＡ） 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点） 

・本活動により，関係機関との連携が強化された。また，高品質な商品づくりへの意識が高まり，これまで

各関係機関と連携して取り組んできた人材育成がベースとなって，更なる出荷者の確保につながった点は

評価できる。 

（改善すべき点） 

・品質チェック活動により，商品性は向上しているものの，生産者によるバラつきが見られるため，出荷者

協議会会員全体としてのレベルアップを図る必要がある。 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制② 
 

稲敷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 
管内耕地面積の 78.8％を占める水田の農業では，規模拡大に対応した経営の効率化や多様な 

米作りなどにより，経営の安定化を図る。一方，園芸農業では，江戸崎かぼちゃやれんこん等

の野菜産地のブランド力強化やネギ，ジャガイモ等の新産地育成により，消費者・実需者から

支持される園芸産地の確立を図る。 
また，担い手の育成では，新規就農者の掘り起こしや就農環境の整備等による人材の確保・ 

定着，安全・安心への対応では，エコファーマーや特別栽培農産物，ＧＡＰの導入を推進する。

さらに，地域農産物の付加価値を高める農産加工や６次産業化，管内で開設が予定されている

道の駅等の農産物直売所に向けた商品開発や直売活動を支援し，地域活性化を図る。 
 
２ 特徴的な活動 
（１）持続可能な大規模稲作経営の確立 
   大規模稲作経営体育成のため，農地中間管理機構と連携し，稲敷市，河内町の農地集積地 

区ごとの担い手の経営状況調査により，中心的な担い手をモデル経営体として選定し，課題

の抽出，改善点についての話し合いを行った。モデル経営体に対し，ＩＣＴを活用した圃場

解析による収益低下の要因を提示し，作付計画の見直しにつなげた。また，規模拡大に向け

た飼料用米の多収生産では，流し込み追肥技術や多収品種の導入により，平成 27 年度と比

較して 29 年度の所得を約 22％向上させることができた。    
 
（２）阿見町における産地育成を核とした畑作農業の振興 
   経営耕地面積に占める畑の割合が 61.5％（管内平均 21.1％）と高い阿見町において，畑作 

農業の振興を図るため，サトイモ，ジャガイモ等を振興品目に挙げるとともに，遊休農地解

消を目的としたそばの生産振興を進めている。サトイモについては，一元出荷体制に向けた

支援を行い，ＪＡ部会組織設立を実現した。ジャガイモについては，そうか病対策のための

米ぬか施用による環境にやさしい防除技術や，省力機械の導入を進めた結果，29 年度の栽培

面積は前年度の 2 倍の 3ha に増加した。そばについては，機械化や土づくり，肥培管理によ

る収量増大を支援し，29 年産で 69.6ha（H27:16ha）に拡大した。今後さらに畑作物輪作体系

による経営モデルを作成し，担い手の所得安定を目指していく。  
 
（３）６次産業化の推進と直売所の活性化 

平成 29 年に開設したみほふれ愛プラザ「かあさんの台所」の加工グループに対し，加工

マニュアル作成や，地元農産物を使ったメニュー開発を支援した結果，総菜 15 品をマニュ

アル化し，3 品の新メニューを開発した。 
 また，食品の加工に加え，生産した花をドライフラワーにし，ハーバリウムやアレンジメ

ントとして商品化する新たな取組みを行っている。 
さらに，消費者を対象とした農産物の販売促進のため，龍ケ崎市のブランドトマト「レデ

ィファースト」を使ったアグリビジネスフェアや，カラフル野菜を使ったサラダ作り教室を

開催し，地元農産物の認知度向上や消費喚起につなげた。これらのイベントが契機となり，

近隣の市町村においても独自の料理フェアを開催するなど，地域に波及させることができ

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 強い経営体 技術開発・普及 農地集積 

農林事務所課題 農林水産物の生産振興，生産を支える基盤づくり，経営体の確保･育成 

課題名 持続可能な大規模稲作農業経営の確立 

対象名 
稲敷市・河内町の水稲を基幹作物とする認定農業者 

「人･農地プラン」に位置付けている担い手 

県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター 地域普及第一課  主任 佐藤潤次 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

稲敷市と河内町の耕地は水田が9割以上を占め，２市町の水田面積（10,430ha）は茨城県の全水田

面積（99,000ha）の約11％にのぼる。水稲は総経営耕地面積の85％に作付されており，基幹作物とし

て位置づけられている。農業経営は，土地利用型大規模稲作経営体，水稲＋野菜の複合経営体，兼業

経営体の３つに大きく分けることができるが，経営の中心はいずれの経営体も稲作が多く，認定農業

者の経営類型の約9割においても稲作を基幹としている。さらに，農業従事者の高齢化や担い手の減

少が進んでいる地域である。 

このような状況の中で，稲作経営の大規模化と併せて農地集積・集約化，効率的な農業実践のため

のICT活用，作期分散のための飼料用米や新品種の導入が課題となっている。また，地元の意欲ある

生産者に対して積極的に支援を行い，地域のリーダーとなる人材へ導いていく必要がある。 

そこで，「持続可能な大規模稲作農業経営の確立」を最重点課題とし，①農地中間管理事業により

集積した地区毎の担い手の経営改善，②規模拡大に対応した飼料用米の多収生産技術の普及，③実需

者の要望に適う新品種の生産技術確立と普及について取り組むこととした。 

 

２ 普及活動の到達目標 

（１）農地集積地区毎の担い手の経営改善 

 ア 担い手の経営改善計画の作成及び実践 ５地区（H32） 

 イ 米生産費の20％削減（平成27年度14,128円/60kgを基準)（H30） 

（２）規模拡大に向けた飼料用米多収生産技術の普及 

 ア 低コスト多収生産による30％所得向上 取組前28,318円/10a→37,411円/10a（H30） 

（３）実需者の要望に適う新品種の生産技術確立と普及 

 ア 水稲品種「とよめき」の多収生産技術 平均収量：取組前681㎏/10a→700㎏/10a（H30） 

 

３ 活動内容と結果 

（１）農地集積地区毎の担い手の経営改善（H28～H32） 

 ア 担い手の経営改善計画の作成及び実践 

農地中間管理機構の農地集積・集約化の取組みの過程で，稲敷市25地区，河内町４地区におい

て，経営規模の拡大を目指す担い手を洗い出し整理してきた。今後，これらの担い手の役割がま

すます重要になるため，各々の地区の担い手に対して安定した経営ができるよう経営改善を支援

する必要がある。 

そこで，普及センターは市及び町と連携し，農地中間管理事業により集積が進んだ29地区のう

ち，特に大規模経営体が担い手として重要な役割を果たしている５地区を選定し，その経営体に

対して個別に聞取調査を実施した。調査は，経営状況と併せ，これまで取り組んできた技術や担

い手から見た地域の状況，普及センターとの関わりなど担い手の考え方を聞き取った。また，調

査で明らかになった経営上の課題については，担い手と一緒に解決に向けた改善計画と支援が必

要な内容を検討し整理した(表1)。 

 

 

 

 

 

 

 



表１ 選定地区を代表する担い手の経営概要と支援内容 

 

 イ 米生産費の20％削減（平成27年度14,128円/60kgを基準)（H28～H30） 

ここでは，A経営体に対する支援内容を取り上げ，米生産費20％削減のための支援内容を述べる

こととする。 

（ア）A経営体への支援内容（H28～H30） 

a 経営改善計画の作成及び実践 

A経営体は，水稲とイチゴを組み合わせた約50haの大規模経営体であり，平成6年から乾田直は

による水稲栽培に取り組むなど先進的な経営を行っている。現在の経営状況を把握するため，A経営

体の決算報告書などをもとに経営分析を行った。その結果，水稲全体の収量が思うように確保でき

ず米生産費が高くなっている（14,128円/60kg）こと，規模拡大にあわせて飼料用米の新品種を導入

したものの，思ったような収量に達しないこと，乾田直はで作付している「コシヒカリ」の収量が

移植栽培に比べて低いことが主な問題点であることが分かった。また，従業員の高齢化により労働

力が限界に達しており，省力化が必須の課題となっていた。 

そこで，①収量改善を主眼にして生産費削減を目指す経営改善計画（アクションプラン）を作成

した。②経営改善計画の実行段階においては，収量の低い品種や栽培方法を見直し，飼料用米にお

ける流し込み追肥の実施，省力化・効率化を狙ったICT（水田センサー，収量コンバインなど）の導

入を支援した。③経営改善計画の確認段階では財務諸表により，改善状況を分析し，④その分析結

果をもとに次年度のアクションプランを作成し，Ｓ・ＰＤＣＡサイクルによる改善を実践した（表

２）。 

 

表２ 改善サイクル（S・PDCA） 
平成27年度  平成28年度  平成29年度  平成30年度 

問題点  改善策 結果  改善策 結果  改善策 
ほ場の分散  ICTによる現

状の把握 
ほ場の分散に
より作業効率
が悪化してい
ることが明確
になった 

 ほ場の集約化の
ため地主との交
渉を進める 

事務所から半径2
㎞以内に全ての
ほ場が集約でき
た 

 継続実施 

乾田直は 
コシヒカリ
の低収量 

 コシヒカリの
乾田直はを減
らし，移植を
増やす 

移植で収量が
高くなる傾向
が確認できた 

 コシヒカリの移
植面積を増やし
た状態でもう1作
作付 

やはり移植で収
量が多くなるこ
とを確認 
次年度からコシ
ヒカリは全て移
植に切替え 

 移植に切り替
えたことで増
えた労力の軽
減のため，高密
度播種の実証
ほを設置 

飼料用米 
の低収量 

 飼料用米を作
付体系や地域
の条件に合っ
た品種(夢あ
おば)に変更 

品種変更によ
り飼料用米の
収量が改善 

 飼料用米品種を
完全に切替え 

予定通り収量が
改善した状況を
維持できた(但し
台風の影響で減
収した) 

 継続実施 

  更なる増収を目
指して流し込み
追肥の実証ほを
設置 

実証ほの収量が
慣行より増収と
なった(表3) 

 流し込み追肥
ができる飼料
用米ほ場全て
で実施 

各年の米生産費（円/60kg） 
14,128  11,993  12,172  

 
 

選定地区 経営面積 課題 支援内容 
A 経営体 約 50ha 

水稲，イチゴ 
収量向上・低コスト化 
省力化 

アクションプランの作成,実践 
ICT の活用による経営の見える化 

B 経営体 約 50ha 
水稲，麦，大豆 

適切な経営管理 
大豆の収量改善 

法人化による経営管理の徹底 
増収を目指す実証ほの設置 

C 経営体 約 70ha 
水稲，麦，野菜 

安全・安心による販売力強化 GAP・特栽の実施 

D 経営体 約 35ha ＋作業請負 33ha 
水稲 

作業労力不足の解消 
 

ICT（ドローン）の活用 
法人化による雇用確保・事業継承 

E 経営体 約 100ha 
水稲，麦，大豆，野菜 

規模拡大に対応する労力分散・省力化

（麦の生産安定拡大） 
麦の湿害対策（畦立て同時播種技術） 
水稲の高密度播種栽培による省力化 



b ICTの実証試験 

A経営体において，水田の水位等がいつでも確認できる「水田センサー」，ほ場ごとの収量が把握

できる「収量コンバイン」（図１），地図上で自分の耕作地の様々なデータが一目でわかる「ほ場管

理システム」の導入試験を行った。この試みによって，農作業の効率化が図れるとともに，ほ場の

分散を地図上で確認することで改めて集約の必要性を認識する機会となった。また，低収ほ場の特

定とその土壌改良への意欲に繋がるなど，ICT が経営の見直しのきっかけとして有効なツールであ

ることを確認できた。 

C 経営改善支援の成果 

  Ｓ・ＰＤＣＡによる支援の結果，平成27年度と比較して平成29年度の収量は15％向上し(435㎏

/10a→501㎏/10a)，米生産費は12％削減（14,128 円/60kg→12,712 円/60kg）できた。さらに，平

成30年度の生産費では，21％まで削減の見込みとなった。 

 
図１ 収量コンバイン（Y社製）によるほ場別収量データ表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）規模拡大に対応した飼料用米の多収生産技術の普及（H28～H30） 

ア 低コスト多収生産による30％所得向上（取組前28,318円/10a→37,411円/10a） 

飼料用米の作付けは当地域で増加しているものの，主食用米と比較して所得が低い状況であっ

た（平成27年度稲敷市：主食用30,780円/10a，飼料用米28,318円/10a）。これは，飼料用米専

用品種に比べて収量性の低い主食用品種が作付けされていることが多く，平均収量が581kg  

/10a(平成27年度稲敷市)と低いことが原因と考えられた。 

そこで，普及センターでは，飼料用米専用品種での流し込み追肥の実証ほを設置し（表３），現

地検討会を開催し，飼料用米専用品種の普及と収量向上を推進した。その結果，飼料用米のうち

専用品種の作付面積割合は，平成27年度の63％から平成29年度は89％に増加し，流し込み追

肥は130haに拡大した（表４）。  

飼料用米専用品種作付けに伴う12,000円/10aの補助と収量向上(621kg/10a)により，飼料用米

を作付けした場合の所得は34,539円/10a（平成29年度稲敷市）となり，平成27年度に比べて

22％向上した。 

表３ 平成29年度流し込み追肥実証結果 

（cm） （cm） （本/㎡） (g) （粒/穂） (％) (㎏/10a)
流し込み
有

流し込み
無

試験区

698

84 20.5 283 25.7 100 62 575

92 21.9 357 26.1 82 67

稈長 穂長 穂数 千粒重 一穂籾数 登熟歩合粗玄米重

品種：夢あおば 
注）本実証試験における流し込み追肥は，尿素を網袋に入れ水口に

おき，水と一緒に流し込む方法を採用している。 
 

表４ 流し込み追肥実施面積（稲敷市・河内町） 

平成28年 平成29年 平成30年 
70ha 120ha 130ha 

 

 



（３）実需者の要望に適う新品種の生産技術確立と普及（H28～H30） 

ア 水稲品種「とよめき」の多収生産技術 

「加工用米飯としてのお米が欲しい」という実需者の要望に適い，さらにコシヒカリより収穫時

期が遅く作期分散が可能な品種を求め，民間企業，ＪＡ，農研機構，普及センターが協力して現

地での品種比較試験を継続して行ってきた。その結果，平成25年に実需者から「関東260号」（現

在の「とよめき」）が必要な適性を有しているという評価を受け，導入を進めた結果，年々作付

けを増やし平成30年には60haまで拡大した。「とよめき」は，追肥をこまめに行うことにより

700㎏/10aを超える収量を得ることができるが，追肥労力の確保や追肥のタイミングを見極める

難しさから追肥が励行されず，生産者の平均収量は平成28年度643kg/10a，平成29年度634㎏

/10aと伸び悩んでいた。そこで，平成30年度は追肥労力軽減のため流し込み追肥技術の実証圃

を設置し，追肥のタイミングを判断する方法を検討した。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）農地集積地区毎の担い手の経営改善 

これまで，５地区においてその地区を担う経営体の経営改善計画を作成したが，今後対象となる地区

に活動を拡大し，地域全体の水田の未来設計を行ってく必要がある。 

（２）規模拡大に対応した飼料用米多収生産技術の普及 

飼料用米を作付けした場合，生産者の所得は主食用米の平均以上となり，作付けに納得感が得

られるようになった。今後は，さらに増収を図り所得向上を目指す。 

（３）実需者の要望に適う新品種の生産技術確立と普及 

「とよめき」で十分な所得が確保できるよう，安定して多収となる方法を確立して普及する必要

がある。また，水稲農家の経営安定のためには，「とよめき」のみにとどまらず，輸出用米や加

工用米等の作付拡大を視野に入れた需要に応じた米生産を推進していく必要がある。 

（４）水稲メガファームの育成 

本年度から，100ha規模の経営体育成を目的とした「茨城県モデル水稲メガファーム育成事業」

が始まり，稲敷市の生産者が県内で一番目に採択された。県南農林事務所で農地集積班，当普及セ

ンターで経営技術班を編成し，経営面積100haに向けて，生産者と調整を進めながら設備導入，雇

用計画，省力技術の実証試験等を進めていく。 

さらに，河内町の生産者も水稲メガファーム育成事業に採択され，平成34年度までに経営面積

100ha規模の経営体を当管内で育成することとなった。 

今後は，3年間のA経営体でのＳ・ＰＤＣＡの手法を活かして，水稲メガファーム育成に取り組んでいく。 

 

５ 生産者や関係機関の声 

・生産者の高齢化が進んでおり，地域における水田の担い手育成は最も重要な課題であると考えてい

るので，今後も協力して進めていきたい。（ＪＡ稲敷，稲敷市） 

・ICT 実証試験に参加することによって，色々な関係者の話を聞くことができ，自分の経営を振り返る良いき

っかけになった。一方，今回実証に取り組んだICTを作業の省力化につなげるには，水田センサーと水管

理装置を連動させるシステムなど，もう一工夫必要である。（ICT 実践農家） 

・飼料用米の流し込み追肥は，労力をかけずに増収を狙える良い方法である。自分でもほ場条件に合

わせてやり方を工夫しており，さらに導入していきたい。（飼料用米生産者） 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点） 

  地域の中心となる意欲的な経営体に入り込んで問題点を見つけるなど，経営体に焦点を当てた活動

となっている。 

  ICTの実証という先進技術をいち早く普及活動に取り入れている。 

（改善すべき点）  

大規模経営体の個々の経営ビジョンに合わせた技術の組み合わせなどを提案し，地域へ速やかに 

波及させる必要がある。 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制③ 
 

県西農林事務所 経営・普及部門の普及指導体制について 

 

１ 活動方針 

   筑西地域は，経営耕地面積13,425ha（県全体の12.5%），農業産出額386.3 億円（同8%）を占め

る農業地域であり，首都圏の農産物供給基地としての役割を担っている。普通作（水稲，麦，大豆，

そば），施設野菜（こだま西瓜，トマト，キュウリ，イチゴ），果樹（ナシ），花き，畜産等と多様

な農業経営が展開されており，生産コストを意識した栽培技術指導，病害虫防除指導，品種比較，

産地ＰＲ，輸出による販路拡大等の普及活動を通じて経営の安定を推進する。また，産地の維持発

展のために必要不可欠な担い手の確保育成を強化し，特に，後継者不足が深刻化している梨産地に

おいて，生産者自らが就農希望者を指導する体制整備を支援するとともに，農業三士による担い手

育成活動を支援する。 

 

２ 特徴的な活動 
（１）生産コストの削減による大規模普通作経営体の所得向上 

   管内には筑西市を中心に大規模普通作経営体が多数存在していることから，水田農業の経営安定 

  を中心に指導している。ここ数年被害が甚大化しているイネ縞葉枯病対策をはじめ，省力低コスト

技術である「直は栽培（湛水，乾田）」，「高密度播種育苗」，「流し込み施肥」や飼料用米の栽培技術

指導，雑草イネ対策などに取り組んでいる。また，米の輸出に取り組んでいる経営体に対しては，

輸出用米新品種の栽培指導を実施している。さらに，これら技術とほ場管理システムの組合せによ

り，経営規模の拡大に対応する総合的な経営改善指導を実施している。 

   麦，大豆については，新品種導入支援，病害虫対策，基本技術の励行を中心に指導し，収益増に

つながる高品質・多収栽培を後押ししている。 

 

（２）産地戦略を踏まえた無理のない作付体系による施設野菜産地の維持 
   筑西市から桜川市にかけて，日本一のこだま西瓜の産地が広がっている。現在，系統，系統外出

荷者を含めたプラットフォーム型組織「こだまスイカ産地活性化連絡協議会（当部門，生産者代表，

市，JA，種苗店）」を中心に PR 活動等を行っている。同協議会では，毎年立夏を「こだますいか

の日」に制定し市役所や直売所などで情報発信するとともに，今後は，産地戦略ビジョンを策定し

更なる産地活性化を図る計画である。栽培技術指導等では，こだま西瓜の後作である抑制トマトに

ついても併せて実施しており，ICT 導入生産者に対してはデータ利活用を指導している。さらに，

こだま西瓜，抑制トマトに冬期レタス栽培を導入する経営も進んでいることから，収益性を考えた

産地支援を実施している。 
 
（３）大規模ナシ産地の生産体制強化 
   産地維持に向けて，新技術導入として，ジョイント栽培による早期成園化及び IPM（天敵農薬導

入）の推進，新品種・新品目導入として県育成品種「恵水」の大玉安定生産と貯蔵試験及びナシ棚

を利用したカキ「太秋」の栽培技術を指導している。特に，下妻市では平成 25 年度から東南アジ

アに向けたナシの輸出が始まり，平成 29 年度には約 105 トンがベトナムに輸出された。当部門で

は，輸出登録園地の検疫検査に向けた病害虫防除指導及び検査補助員としての指導を通じてナシ輸

出を支援し，農家の所得向上に寄与している。 



２ 普及活動事例検討 報告事例③ 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

県西地域に位置する筑西市と桜

川市は，単棟パイプハウス栽培の

こだま西瓜，トマトの生産が盛ん

な地域である。こだま西瓜は部会

員 171 名，作付面積 68ha，販売金

額 9.5 億円(H29)，トマトは抑制栽

培で部会員 79名，作付面積 29ha，

販売金額 4 億円(H29)で，いずれも

産地としての地位を築いている。

レタスは，こだま西瓜とトマトの

間作として導入され，1 経営体 10

棟以上のハウスでローテーション

させながら 3 品目の作付を行って

いる(図１)。 

レタスが導入される前は，こだま西瓜と抑制トマトの組み合わせによる作付体系が 40 年以

上続き，土壌病害虫の発生等による収量・品質の低下が問題となっていた。また，収穫時期

はこだま西瓜が春～初夏，抑制トマトが夏～晩秋となり，冬期(12～2 月)の収穫がなく空白

が生じるため(図２)，産地では安定した農業経営のための解決策が求められていた。 

このような中，こだま西瓜とトマトの連作障害軽減が見込め，冬期の収入源となる品目と

して，パイプハウスを利用した冬どりレタス栽培が注目され，平成 10 年に 5 戸の農家で栽培

が始まった。普及センターでは，これらの農家に対し個別に指導を行っていたが，冬どりレ

タスは市場からの出荷要望が強く収益性が高いことに加え，後作のこだま西瓜やトマトの品

質が良くなること等が確かめられたため産地内でレタスを導入する機運が高まってきた。そ

こで，平成 18 年から「施設野菜農家の経営安定」を目的に「冬どりレタスの産地化」につい

て計画活動に位置付けて取り組んだ。 

２ 普及活動の到達目標 

≪レタスにおける目標≫ 

導入品目の１つとしての施設野菜産地への定着 

・部会総作付面積   20ha(H30)  

・下位等級品発生率  30％(H30) 

≪個別経営体としての目標≫ 

こだま西瓜＋トマト＋レタス経営体の所得向上 

・総所得 1,000 万円以上の農家   7 戸(H32) 

３  活動内容と結果 

Ⅰ 冬どりレタス産地化に向けた活動 

(１)産地化に向けた組織体制づくり(H18～H19) 

平成 18 年から農家・農協・普及センターで検討を重ね，当地域における「冬どりレタ

スの生産拡大方策」と「レタス産地の方向性」を決定した。これに基づき，平成 19 年に経

営体 17戸(筑西市協和地区と桜川市真壁地区)で「JA北つくば東部レタス部会(共選共販)」

(以下レタス部会)を結成した。さらに，部会・農協・普及センター・種苗会社が一体とな

農業改革大綱 園芸の振興 技術開発・普及 強い経営体  
農林事務所課題 野菜の振興 

課題名 安定した収入が得られる冬どりハウスレタス経営の確立 
～冬どりレタスの導入による施設野菜農家の経営改善～ 

対象名 JA 北つくば東部レタス部会 
県西農林事務所経営・普及部門  地域普及第二課 技師  古矢桃子 ,専門員  袴塚紀代美 ,課長  山崎和幸  
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ハウスⅤ レタス

凡例 こだま西瓜 　　　抑制トマト レタス 休作(土壌消毒等)

図１　１経営体における１年間のパイプハウス利用イメージ
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図２　レタス導入前のこだま西瓜と抑制トマトの作付
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った「冬どりレタスの産地化」のための推進体制を整えた。 

(２)レタス導入推進に向けた収益性分析と新たな作付体系の提案(H19～20) 

レタス導入に当たっては，こ

だま西瓜で最も単価が高い 3 月

収穫作型の作付けが減ることや，

こだま西瓜・トマト・レタスの

管理作業が重複する時期が発生

することが不安視されていた。 

そこで，レタスを導入した場

合の所得や労働時間等について，

すでに導入している農家を対象

に調査したところ(H19)，レタスの収穫後にこだま西瓜を作付けできる 3 月定植 6 月 1 番果

収穫とレタスを組み合わせた作付体系が産地に多い慣行の体系よりも労働時間が少なく所

得も高いことが明らかになり，この結果をレタス導入作型案としてとりまとめた(図 3，表

1)。また，経営全体的にみて労働分散になっていることが明らかとなり，「厳寒期のこだま

西瓜の管理作業よりもレタスの管理作業の方が楽である」との声も聞かれた。収益分析結

果と労働負担結果を基に，こだま西瓜部会員に対して冬どりレタス導入推進を行った結果，

レタス部会員数と作付面積が増加した(H19：17 戸・4ha → H28：49 戸・15ha)。                      

(３)レタス導入定着のための栽培技術確立(H19～) 

厳寒期である 1～2 月収穫のレタスは，県内及び関東近県でハウスでの栽培事例が少な

く，適品種や施肥量，温度管理等を含む知見がなく，レタスの生産安定のためには地域に

適した基本的な栽培技術の確立が必要だった。そこで，農家・JA・種苗メーカー・県園芸

研究所とともに，適品種選定や適正施肥量，保温のための被覆資材(温度管理)を明らかに

するための技術確立実証試験を行った。 

ア 適品種の選定(H19～) 

12～3 月に収穫する冬どりレタスにおいて，特に 1～2 月に収穫する作型では，低温下で

も球重(400g 前後)が確保でき，凍害及び生理障害(チップバーン等)の発生が少ない品種が

求められた。そこで，種苗メーカーの協力を得ながら品種の比較試験を行い，は種時期の

異なる 4 作型(12～3 月収穫)で 9 品種を選定した。 

イ 基肥施肥量の検証(H21～H23) 

レタスは過剰施肥で品質が低下しやすい。こだま西瓜や

トマトの後作ではほ場によって残肥の多い条件での作付け

となり,施肥量の決定が難しかった。また，協和地区(低地・

沖積土壌)と真壁地区(台地・黒ボク土壌)の土壌の違いや収

穫時期(温度)によって肥効が異なることから，両地区にお

ける施肥の実態を調査した。その結果と作付前の土壌診断結果を比較検討し，収穫時期別

基肥量の基準を設定した(表 2)。また，指導の際には農家自身が土壌診断の EC 値で簡易に

施肥加減を判断できる目安も併せて示すようにした。 

ウ 厳寒期における被覆資材の選定(H23) 

県園芸研究所と連携し，厳寒期の保温資材の比較試験を行ったところ，トンネル保温資

材には農業用ビニルとアルミ蒸着フィルムによる二重被覆の保温性が高いこと，保温開始

時期を 12 月下旬(最低外気温 0℃になる頃)にすることで,凍害防止・品質の低下防止につ

ながることを明らかにした。 

エ 栽培マニュアルの作成(H21～H23) 

ア～ウの結果と現地での栽培実態をとりまとめ，「栽培初心者でも市場が買ってくれる

レタスを作れるマニュアル」を作成し部会員に配布するとともに，栽培指導に活用した(初

版 H23)。 

(４)レタスに対する市場の評価確認と課題の把握(H24) 

冬どりレタスの市場評価向上のための産地対策を検討するために，指定市場３社に聞取

1 2 3 6 7 9 10 11 12

1番果のみ収穫
（提案作型）

播種 定植 収穫

図３　こだま西瓜の収穫時期による作型の違いイメージ

8

こだま
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定植 播種収穫

4

収穫
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2～3番果1番果

1番果のみ

品目（体系） 粗収益(円) 経費(円) 所得(円) 労働時間(ｈ) 所得(円/ｈ)

レタス＋こだま西瓜※１

【提案体系】
1,083,360 476,361 606,999 330 1,839

こだま西瓜※２【慣行】 1,060,000 505,065 554,935 373 1,489

　　　　　※１　レタス：1月中下旬収穫＋こだま西瓜：3月定植　1番果のみ6月収穫
　　　　　※２　こだま西瓜：1月定植　4月中旬～7月上旬収穫（1～3番果）

表1　こだま西瓜とレタスの組み合わせによる収益分析（H19）（10a当たり）

表２ 収穫時期別基肥量の基準(H23)
収穫時期＼成分 N P205 K2O

12月 8～12 30 15

1月 12～15 30 20

2月 15～20 30 20

3月 8～12 30 15



調査を行ったところ，「当産地産のレタスは出荷時期が競合する西南暖地産に比べても形状

は同等であり，産地が市場に近く品質も良い」と評価されていることが確認された。一方

で，「大玉傾向(3L･2L)が強く，量販店からの要望が多い L 球・M 球も欲しい」等，技術的

に改善すべき課題があることも分かった。 

Ⅱ 品質・出荷量が安定したレタス産地の育成と施設野菜農家の経営改善 

 産地内に冬どりレタスの基本的な栽培技術や収益性の情報が共有され，徐々に部会員数と

作付面積は増えた。しかし，実需者の要望に応えるためには，より品質を高めていく必要が

あった。さらに，産地の高齢化や人不足が進む中，持続的な施設野菜産地を維持していくた

めに，レタスを導入した施設野菜農家の経営改善に向けた活動を行う必要がでてきた。 

(１)高品質安定出荷の実現 

 ア 栽培マニュアルの改訂(H27) 

   実需者の求める安定した品質(L 球中心)と出荷量を実現

するため，作型別に温度管理方法を明確にし，収穫時期毎

に適品種を選定する実証試験を行い(H24～H26)，その結果

をとりまとめ，平成 23 年度に作成した栽培マニュアルに

「作型表及び部会における基準品種一覧」「作型別の温度管理」の内容を追加し，改訂した。 

経営体が作型表と基準品種一覧を基に播種日の設定，品種の選定を行うようになり，部

会全体の出荷物の A 品率が向上してきている(表３)。 

イ 新たな技術課題の摘出(H29)  

部会設立 10 年を契機に技術面の現状と課題を把

握するため，部会員 47 戸に対し巡回による聞取調

査を実施した。その結果，「病害発生」「温度管理」

「品種選定」「変形球発生」が課題としてあげられ

た (図４)。最も多くの部会員が課題とした「病害

発生」を解決するため，発病被害の少ない優良農家

から農薬散布時期や散布薬剤について聞取調査を

行い，その結果を基に，「病害防除の薬剤散布目安」

を作成し，栽培講習会等の指導に活用した。 

(２)レタスを経営品目として位置づけた経営改善支援(H27 ～) 

レタスの導入が進み，1 経営体における作付面積

も増加してきた一方で,こだま西瓜や抑制トマトと

の作業競合が起こるようになったため，最適な作付

規模の提案が必要になってきた。 

そこで経営意向を調査したところ,ほとんどの経

営体がこだま西瓜や抑制トマトの作付面積は現状

維持を選択した一方，レタスでは 1/3 の経営体が拡

大意向を示す結果となった(表４)。 

また，レタス部会では,こだま西瓜・トマト・レ

タスを組み合わせた経営体が 35 戸，そのうち総所

得 1,000 万円以上を確保できている経営体が 5 戸存

在していた(図５)。これを当産地のレタス導入農家

の目指すべき所得として設定し，本経営意向と高所

得農家の経営状況の調査結果を基に，現地との整合

性が取れた経営シミュレーションシステム(各経営

体における適切な 3 品目の経営規模を算出する)を

作成した(H28～29)。 

こだま西瓜・トマト・レタスの所得目標を 1,000 万円に設定し,個別経営体の経営改善

をすすめるための前段として，レタスの規模拡大を希望する経営体の後継者(20～30 代)を

対象にした経営研修会を開催し，参加者に対し農業経営に対する「夢・目標」「現状・課題」

表3　等階級比率の推移

等級＼年度 H26 H27 H28 H29
Ａ品

(無印品) 33% 23% 48% 47%

下位等級品
(丸品) 67% 77% 52% 53%

表4　作付面積意向調査（H27) （人）

拡大 縮小 現状維持 回答者数

14 3 23 40
80a以上 0 2 2 4
60a～80a 0 0 2 2
40a～60a 2 1 6 9
40a未満 12 0 13 25

2 2 18 22
1 3 20 24

レタス

作
付
規
模
別

こだまスイカ

抑制トマト

図５ こだま西瓜･トマト･レタス経営の総所得分布(H27)
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図４　レタス栽培上の課題（H29)
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「取り組むべきこと」の明確化と視覚化をさせた。 

また前述の経営シミュレーションを活用し， 20 代後継者(レタスを導入して 3～4 年目

で今後経営移譲を意識した経営をしていきたい)と，30 代後継者(父親は現役だが今後経営

を意識して農作業をしてほしい)に対して，経営改善に向けた指導を進めている。 

Ⅲ 成果 

平成 19 年の部会設立時は，部会員数 17 名，栽培面積 4.1ha，販売実績が 2,000 万円だっ

た産地だが，新規栽培者の増加や生産技術の向上により，平成 24 年度には部会員数 42 名，

平成 29 年度には 49 名まで増加してきている(図６)。栽培面積は約 15ha で推移しており，目

標の 20ha には到達しなかったものの，部会販売金額は平成 24 年には 1 億円を突破した(平成

29 年度は，台風の浸水被害のため作付面積が減少)。また，経営体の中には，総所得額が 1,000

万円以上の経営体が 5 戸存在しており，冬どりレタスの導入により所得の向上が図られた。

平成 29 年度において下位等級品発生率は 53%(表３)であったが，徐々に低下しており，今後

とも 30％を目指して最適な品種や温度管理について検討を進める。 

４ 残された課題と今後の対応 

(１)気候変動と長年の連作に対応できる技術の確立 

   実需者ニーズに応える産地として安定した品質のレタスを出荷するため，新たな品種の

選定や地力窒素を考慮した施肥管理，不安定な天候に対応できる温度管理技術の確立が必

要である。 

(２)無理のない作付体系によるモデル経営体の育成 

農家の栽培技術力にバラツキがあることや，こだま西瓜・トマト・レタス 3 品目の組み

合わせとして適正な作付規模の判断ができていない農家もいることから，レタス産地とし

て安定した出荷量を確保できていない。経営上で適正なレタス作付面積を検討し実践でき

るように支援するとともに，特に若手経営体を対象に総所得 1,000 万円の経営体育成に向

けた活動を行っていく。 

５ 生産者や関係機関の声 

  当産地へのレタス導入当初は生産技術が乏しく，品種 1 つにおいても何を選べばいいか不

明のなか，農家，農協，普及センター，種苗メーカーが一体となって技術確立に取り組んだ。

現在は技術が確立され品種の選定もしやすくなった。また，普及センターは確立した技術の

なかでも細かい部分(農薬や資材の選定)を産地内に指導・提案して補足してくれている。ハ

ウスで冬どり栽培をする産地は近くにないため，閉鎖的になりがちだったが，普及センター

は新しい知識習得及び栽培技術への応用に大変参考になる近隣の露地産地の技術情報を取り

入れてくれている。これからもレタス産地発展のため，栽培技術の向上等に共に取り組んで

いきたい。 (JA 北つくば東部レタス部会部会長) 

６ 内部評価 

評価できる点 改善すべき点 

・産地，普及，研究，民間が連携して取り組んだ

ことによりこれまでなかった冬どりレタス産地及

び技術確立ができた。 

・レタス導入経営により農家の総所得が増加した。 

・農家の総所得が増加したものの，産地とし

て安定した出荷量の確保に課題が残る。今

後，作付面積の適正化や労力確保等の経営的

課題解決活動に取り組む必要がある。 

　図６　部会員数と作付面積の推移
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　図７　部会販売金額と平均単価の推移
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