
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選定理由 

本県農業の生産現場では，農業者の高齢化や減少が進み，地域の基幹的な担い手への農地集積

が進んでいるが，経営規模が大きくなるにつれ，労働力不足が問題となり，その対応策が必要と

なる。また，異業種等からの新規参入者への栽培技術の継承等も課題となっている。一方，近年，

情報通信技術（以下「ＩＣＴ」）やロボット技術等の発達が目覚ましく進む中で，これら先端技

術を導入することにより，高齢化や人口の減少に伴う様々な問題に直面する農業分野に技術革新

をもたらすことが期待される。 
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，生産現場からの

意見に基づく研究開発や成果が生産現場へ導入できるように，研究開発に普及指導員が参画し，

現場ニーズに直結する研究開発とその成果を活かした農業現場における技術革新の推進を図るこ

ととした。 
県では，「産地を支える強い経営体づくり」を重点目標のひとつに掲げ，大規模化や徹底した

低コスト化など，効率的経営に向けＩＣＴ等の新技術の導入を推進した。 

これらの方針に従い，農業総合センターでは，効率・効果的な研究開発を推進するとともに，

先端技術が生産現場で有効活用できるよう，平成 28 年度から，新たなプロジェクト「先端技術

活用プロジェクト」（以下「先端プロ」）に取り組むこととした。本プロジェクトは国や県，民

間企業等の研究開発機関や普及機関と技術を導入する農業者がチームを結成し，経営体レベルで

の実証研究を通して技術の開発を一体的に行い，農業者のニーズに応える試験研究の推進，成果

の迅速な普及を図ることを目的とした。 

先端プロは，①水稲部門における大規模化に対応した効率的経営の実現に向けた「大規模水田

農業」，②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に向けた

「施設野菜類」及び③農業分野でのロボット技術活用促進を図る「ロボット技術活用」の３つの

分野で構成されている。このうち，「大規模水田農業」の第１期が平成 30年度で終了したので

報告する。 

 

２ 活動内容と結果 

（１） 大規模水田農業の活動内容 

ア 農匠ナビ 1000 研究プロジェクトの活動内容  
 先端プロ大規模水田農業は，革新的技術開発・緊急展開事業を活用した農匠ナビ 1000

研究プロジェクト第 2 期（以下，「農匠プロジェクト」）を核にした。農匠プロ

ジェクトでは，九州大学，茨城県，（国研）革新工学研究センター，農匠ナビ（株），

東京農工大学，福岡県が参画してコンソーシアムを結成し，ＩＣＴ活用を含む農匠稲作経営技術

パッケージによる省力低コスト高収量生産技術体系の確立普及を目指し活動を展開した。農匠稲

作経営技術パッケージでは，経営調査結果を踏まえて県普及センター等が各法人の営農改善計画

（以下「アクションプラン」を作成し，生産者に直接提示して（Ｐ），経営者判断のもと経営に

取り入れる（Ｄ）。取組後は営農改善効果の確認を行い（Ｃ），改善策の再検討を行う（Ａ）。

改善策を基に，次年度に取り組む要素技術を選定し，さらに実証を進め，目標達成を図るＰＤＣ

Ａサイクルの手法が活用されている。 

イ 本県における農匠ナビ 1000 研究プロジェクトの実証研究 

農匠プロジェクトには，県関係は，農業研究所，農業総合センター，県南農林事務所企
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画調整部門，稲敷地域農業改良普及セ

ンター，つくば地域農業改良普及セン

ター，県西農林事務所企画調整部門，

同経営・普及部門が参加した（図１）。

農業者をはじめ，普及指導員，行政職

員，研究職員が一体的に取り組んだ実

証研究は，初めてのことである。 

具体的には，経営の大規模化がすす

む県南・県西地域を対象に，水稲を主

力に経営する経営体を選定し，「ＩＣ

Ｔを活用したほ場管理システム，水田

センサー導入による農地の管理状況の

適正把握と管理労力の省力化の実現」，

「収量コンバインによる収量の把握と農地に応じた栽培技術の改善による収量・品質の向上」，

「高密度播種育苗，流し込み施肥，直播栽培等の省力栽培技術の確立」を要素技術とし，単位面

積当たりの生産コスト，労働時間の削減することで，平成 28～30 年度の活動期間において「米

生産費 20％削減」（平成 27 年度対比）を目標とし，実証に取り組んだ（図２）。 

（ア）実証経営体の選定 

実証経営体は，農林事務所企画調整部門が窓口となって農業研究所と協力し，県南・県西地域

で稲作を経営の柱とし，ＩＣＴ導入に意欲ある４農業法人を公募により選定した。 

（イ）研究と普及が一体となった実証研究 

平成 28 年度は，農業研究所と各普及センター，専門技術指導員が協力して，４法人の経営調

査により基礎となる平成 27 年度米生産費を明らかにした。経営調査は経営資料および聞き取り

により，生産費，労働力，作物・品種構成，所得，資産等を明らかにした。また，その数値から

経営改善の課題を見いだし，60kg 当たり米生産費の 20％削減を目標に定め，３法人（Ａ，Ｂ， 
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Ｃ農場）について，アクションプランを作成した。なお，Ｄ農場については，これ以上の農地集

積が見込めず規模拡大が困難であることから６次産業化による経営複合化・高収益モデルとし，

生産費削減目標を 10％とした。 

具体的には，最適営農計画作成システム「ＦＡＰＳ」を用い，経営シミュレーションを行い，

各経営体に導入するＩＣＴ（水田センサー，収量コンバイン，圃場管理システム等）と省力低コ

スト技術（高密度播種育苗，流し込み施肥，乾田直播栽培等）の導入効果を検討するとともに，

将来的に望ましい導入技術や作付品種・栽培面積，追加労働力・機械装備，コスト削減率等を各

農業法人の経営者に提示した（表１）。 

平成 29 年度は，３法人では前年度作成したアクションプランを実施し，結果を踏まえて改善

点を抽出し，プランの見直しを行った。また，Ｄ農場についても増収・低コスト・高収益をめざ

し，アクションプランを作成した。 

平成 30 年度は，４法人においてアクションプランに従い，米生産費削減の検証を行った。そ

の結果，各農業法人において 60kg 当たり米生産費削減の目標を達成した。また，アクションプ

ランの再評価により，改善が必要な部分については見直しを行いつつ，茨城県のスマート水田農

業モデルを構築した。 

 

表１ スマート水田農業モデルの概要 

A農場 B農場 C農場 D農場

モデル名 経営効率化・多収モデル 省力化・多収モデル 規模拡大・多収モデル 経営複合化・高収益モデル

目指すべき方向性 増収・低コスト・規模拡大 増収・低コスト・省力化 増収・省力化・規模拡大 増収・低コスト・高収益

・栽培技術の向上 ・収量性の向上 ・収量性の向上 ・米品質とコスト低減の

・労働力不足 ・高齢化に対応した省力， ・作業能率の向上 　バランス

・育苗ハウス面積の制限 　軽労化 ・急激な規模拡大への対応 ・担い手の競合

・収量性の向上 ・作業能率の向上 ・人材育成 ・育苗ハウス面積の制限
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（ウ）先端技術の横展開 

農業研究所と各普及センター，専門技術指導員が連携を取りながら４法人での実証研究を核と

し，県関係の事業の実証圃及び県内 12 カ所ある普及センターでの要素技術の実証を通じて，慣

行栽培との比較および経営評価を行い技術の普及を推進した(図２)。 

今回の活動では，個別技術に限定せず，稲作経営全体を改善対象とした。実証法人はＰＤＣＡ

サイクルの概念を取り入れ，新たな栽培技術や経営の効率化に取り組んだ。これに対し，県普及



指導機関等は，経営判断に資する客観的指標の提示，新技術の導入支援，各種相談対応する等で，

実証法人と協働して経営改善を図った。３年間の実証研究の結果，目標の米生産費削減を４法人

で達成した。目標を達成できた要因は，①現状把握によって，経営主自身が自己の経営の課題や

将来的な方向性を定めたこと，②これまで感覚で下してきた経営判断を，生産費を具体的に把握

した上で客観的に判断できるようになったこと，③事業に参加する中で実証４法人や県普及指導

機関等との間でネットワークができ，経営改善に協働して取り組んだこと等である。特に，今回

培われた茨城県内の人的ネットワークは，今後，茨城農業が直面する様々な課題を解決する上で，

何物にも代えがたい財産となった。 
高密度播種育苗，流し込み施肥，乾田直播等の要素技術は，農匠プロジェクトの検討会におい

て一般の生産者にも周知した。また，各普及センターが農機メーカーと連携して行った要素技術

の実証は３年間でのべ約 100 カ所に及び，研修会を通じて技術普及に取り組んだ結果，高密度播

種育苗は 9→2,219ha，流し込み施肥は 329→786ha に普及した。また，乾田直播についても 150

→219ha に拡大した。 

 

３ 残された課題と今後の対応 
（１）ＩＣＴを活用できる人材の育成 

 大規模水田農業で取り組んだＩＣＴに関しては，水田センサー・収量コンバイン・農業生産管

理システム等を経営に実装した際の効果や課題が解明できた。しかし，技術を導入すれば現状の

課題がすべて解決するわけではなく，現場に活用され，望ましい効果を上げるためには，ＩＣＴ

を使いこなせる農業者を育成することが極めて重要である。同時に，研究機関や普及指導機関で

は，農業者に対し的確に助言できる人材を育成する必要がある。 

（２）先端技術の効果的利用 

 先端技術を効果的に活用していくためには，技術開発・普及の一体的取組に加え，農地集積・

集約とともに基盤整備や大区画化を進めていくことが必要である。 

（３）儲かる経営体の育成へのＰＤＣＡ手法の利用 

本プロジェクトで使用したＰＤＣＡ手法は，現在，全普及センターの共通課題活動として取り

組んでいる「儲かる経営体の育成～経営体育成指導活動～」の推進に当たり必須となっている。 

今後の展開として，すでに開始されている，意欲ある中規模な水稲経営体を３年間で 100ha を

超える大規模水稲経営体に育成する「茨城モデル水稲メガファーム事業」に本プロジェクトで得

られた成果を活用するとともに，規模拡大志向農家等の担い手への支援に活かし，強い経営体の

育成に取り組む。 

（４）スマート農業加速化実証プロジェクト 

 平成 31 年度からは農匠ナビプロジェクトを発展させた「スマート農業加速化実証プロジェク

ト」において，栽培面積 100ha を超えるＹ農場，メガファーム事業実証経営体であるＹＡ農場，

Ｎ農場において従事者一人当たりの労働報酬 40％向上を目指して，自動運転農機や水管理の自

動化を利用した実証研究に取り組んでいる。 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制① 

        県央農林事務所経営・普及部門の普及指導体制について 

 

１ 活動方針 

 当地域は，恵まれた自然・社会条件を利用し，米，麦，大豆等の普通作，キャベツ，ニラ，

レンコン，ほしいも（カンショ），トマト，メロン，ネギ等の野菜，ナシ等の果樹，花き，畜産

等，多種多様な農業が営まれている。しかし，都市化の進展等に伴い，担い手の高齢化，産地

の縮小等が懸念されている地域もある。 

そこで，当経営・普及部門は，茨城県総合計画の重点施策である「儲かる農業」の実現を目

指し，地域，産地内の経営発展意欲の強い経営体に対して重点的に技術，経営拡大等を支援し

てモデル的経営体を育成し，横展開を誘導することで，地域農業の活性化，産地の発展を図る。 

重点活動計画は，当地域の有利性を活用し，今後の発展が期待される 3産地（加工・業務用

キャベツ，ニラ，ほしいも）の育成および担い手づくりの 4課題とし，農業関係機関・生産組

織等と連携を深めながら普及活動に取り組む。 
 

２ 特徴的な活動 

(1)加工・業務用キャベツ経営体の育成 

JA水戸茨城町キャベツ生産部会への生産安定対策等の支援を行ってきた結果，実需者との全

量取引の中，栽培面積は年々拡大し，平成30年の販売金額は1億3千万円を達成した。 

① 生産安定対策（内部障害の発生対策，機械化一貫体系の整備，水田での栽培技術の確立） 

 ② 新たな技術の導入（農作業ロボットの開発，ドローンの活用）③ 出荷期間の拡大 
(2)ニラ経営体の育成 

 小美玉市のニラは，50年以上にわたる生産の歴史がある県銘柄産地である。周年安定出荷体

制の整備，後継者育成等の支援を行ってきた結果，近年の高単価を背景に，販売金額は毎年増

加(H30年: 18億4千万円，H26年比:123%）している。 

① 出荷調製作業の負担軽減（品質向上対策，機械化導入検討）  ② 連作障害対策 

③ 後継者の育成  ④ GAP実践  

(3)ほしいも経営体の育成 

  ほしいも需要の急速な拡大に伴う生産者の規模拡大を支援するため，原料イモ安定生産と加 

工技術支援を継続して行ってきた。豊富な商品の品揃え等をセールスポイントとした日本一の 

ほしいも産地（H30 茨城県産出額 82 億円）の更なる発展に取り組んでいる。 

① 大規模経営体育成  ② ほしいも生産技術の検討（貯蔵技術改善，タマユタカのシロタ 

防止対策）  ③ HACCP の実施 

(4)担い手づくり  

 新規就農支援と就農後の技術・経営の安定化と定着を地域ぐるみで実施してきた結果，近年，

45 歳未満の新規就農者数は 50 名/年前後確保されている。管内農業教育機関と JA 水戸等が連

携した新たな受け入れ態勢の構築に取り組んでいる。 

(5)新たな補助労働力の確保 

雇用労働力の確保が困難になる中，福祉機関と連携した農福連携や市民から希望者を募るサ

ポーター制度活用による新たな補助労働力確保に取り組んでいる。 

 



２ 普及活動事例検討 報告事例① 

農業改革大綱(参考) 園芸振興 

農林事務所課題 農林畜産物の生産振興 

課題名 新たな流通に対応した加工・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 

県央農林事務所　経営・普及部門　地域普及第一課 専門員 西村 優子 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 近年，スーパーやコンビニ等の中食部門の拡大   

に伴い，加工・業務用野菜の需要は増加傾向にあ 

り（図1），国産野菜の要望も高い。茨城町は近隣 

に加工・業務用野菜を扱う業者が存在し，馬鈴薯， 

キャベツ，加工用トマト，ホウレンソウ，サトイ 

モ，ショウガなどが加工・業務用野菜として作付 

けされていた。平成15年に加工業者からキャベツ 

生産の要望があり，平成18年に茨城町契約野菜出 

荷組合が設立され本格的に取引が始まった。普及 

センターでは加工・業務用野菜は取引価格が年間    図１カット野菜の千人当たり販売金額の推移 

通じて安定しているため経営計画が立てやすく，特       資料：農畜産業振興機構「POS調査」 

に加工・業務用キャベツは今後需要拡大が見込めると考え，茨城町契約野菜出荷組合をけん引役とし

てキャベツ生産者の組織化を推進した。平成23年には加工・業務用キャベツの産地化に向けた関係者

による会議（情報連絡会議）を開催し，町，JA と連携した推進体制を整備した結果，平成 24 年に生

産者15名でJA水戸茨城町キャベツ生産部会（以下 部会）が設立された。そこで，平成24年から加

工・業務用野菜産地の育成の一部として普及計画に位置付けて，加工・業務用キャベツ産地の育成に

取り組んだ。 

２ 普及活動の到達目標 

 実需者への安定供給 

・栽培面積  H24年 10ha→H30年 45ha 

・販売金額 H24年 2千万円→H30年 1億 1千万円 

 ・実需者から要望の高い5月出荷量 H24年 0ｔ→H30年 70t 

 省力技術の導入による1戸当たり面積拡大 

 ・1戸当たり面積 H24年 67a/戸→H30 180a/戸 

３ 活動内容と結果 

（１）加工・業務対応生産技術の確立 

 ア 加工・業務用に適した品種の選定（H24～） 

加工・業務用キャベツには①一定以上の1個重量，②異物混入や内部障害がない，③定時・定量

出荷，④ロットの拡大が求められている。部会ではこれまでの経験をもとに，春夏作（6～7 月）4

品種，秋冬作（10～12 月）4 品種を選び栽培していたが，品種によって品質に問題が生じていた。

計画的安定生産のために，それぞれの作型で，加工・業務適性に優れ，地域に合った優良品種の選

定を行った。 

品種選定にあたっては，栽培技術の高い部会役員に１回目の試作を依頼し，結果を役員会で検討

した。優良と判定された品種については次年度数名の部会員に拡大して試作し，最終的な再評価を

行った。これら品種選定の経過や結果については部会員が情報共有できる体制づくりに努めた。そ

の結果，春夏作（5～7月）3品種，秋冬作（10～12月）4品種を優良品種として選定し，栽培暦を

作成した。品種試験はその後も毎年継続しており，選定品種は随時更新している。 



イ 「巻き込み症状」の対策（H25～） 

  巻き込み症状とは，主に6月下旬から7月に収穫する作型で発生しやすく，結球した内部の葉先

が褐変する症状で，外観からは発生の有無を判別できない。加工段階で1玉でも症状が認められた

場合は異物混入と見なされ出荷したロット全体が返品となるため，全国的に大きな問題となってい

る。これまでの知見によると，本症状の発生には品種，在ほ期間，土壌等の要因が示唆されている

が，明確な対策は確立できていない。 

そこで，各要因と症状発生との関係について現地調査を行った。その結果，巻き込み症状の発生

に品種間差があることを確認し，発生が少ない2品種（「冬おもい」，「おきな」）を選定した。さら

に，在ほ期間が長くなると巻き込み症状の発生が増加すること（表 1），従来は Ca（石灰）欠乏と

関係が深いことが示唆されていたが，土壌に石灰が豊富にあっても発生する場合があること，耕盤

が浅い位置にある株で発生しやすいことを明らかにした。これらの成果を巻き込み症状の対策とし

てチェックリストにとりまとめ，生産者へ周知するとともに，巻き込み症状の発生したキャベツが

出荷されないようにするため，発生の有無を①生産者がほ場でカットしてチェック，②JA職員が出

荷場でカットしてチェックの2重カットチェックを徹底する改善を図った。以上の取り組みにより，

多い年は１シーズンで3t以上あった巻き込み症状での返品が，平成30年度にはゼロとなった。 

 

表1 在ほ期間と巻き込み症状発生の関係（左：収穫調査結果 右：聞き取り調査結） 

 

 

 

 
※１適期とは種苗メーカー推奨の収穫時期 
※２巻き込み症状発生程度は，下記のように０～４に段階分けし，その平均値を示した。 
 中位葉の複数葉に発生しており，カットした時点で層状に症状が見える株（出荷不能）：４， 

  中位葉の複数葉に発生しており，カットした時点で発生がやや見える株（出荷不能）：３， 
  芯まわりのみに発生している株（場合によって出荷可能）：２， 
  発生初期または色が抜けている等の前兆症状のある株（出荷可能）：１， 
  発生無しの株：０ 
ウ 作期の拡大 5月出荷作型の確立（H25～）     

 実需者から既存の出荷時期（6～7月，10～12月）に 

加えて，1～5月の出荷を求められた。求められた作型 

で出荷が可能かどうかを検討した結果，1～4月出荷に 

関しては，寒さによる傷みが激しいため出荷できない 

ことがわかった。5月出荷に関しては，年内定植（トン 

ネル栽培）で出荷している事例はあったが，コスト・労 

働時間ともに加工・業務用では見合わないため，春定植 

（トンネル無し）での技術確立を目指した。役員と連 

携して品種試験とマルチの試験を行った結果，5月出荷          図2 5月出荷量の推移 

に適した品種を選定するとともに，春定植（トンネル無し，透明マルチ）を行うことで，5月15日 

～20 日頃に収穫できる作型が確立できた。これにより 5月出荷量は年々増加し，平成 30 年度は，

目標の70tを超え77.1ｔとなった（図2）。 

（２）生産から出荷体制の整備 

平成 23 年の情報連絡会議において，普及センターから①予冷庫の整備による出荷調整体制の確

立，②出荷容器の変更による省力化・軽労化の推進，③省力機械の導入による機械化一貫体系の整

備の3点を提案した。検討の結果，これらの推進について関係機関が連携して取り組むことで合意

形成ができた。 

ア 予冷庫による出荷調整体制の確立（H26～） 

  平成26年 2月に出荷の安定化を目的に国補事業を活用して大型予冷庫の整備を支援した。普及セ

ほ場
在ほ
日数

結球重
（kg）

※2巻き込み症
状発生程度

在ほ
日数

結球重
（㎏）

巻き込み症状
発生程度

74 2.0 0.2 83 2.2 2.8
71 1.9 0.1 81 2.3 1.1

※1【適期】調査 【適期から10日後】調査

A
B

巻き込み症状の有無 ほ場数
平均在
ほ日数

有り 11 88
無し 12 80

目標
70t 



ンターでは，予冷庫貯蔵時の品質保持期間について調査し，出荷が集中する 6～7 月にかけては最

長22日間貯蔵が可能であること，また12月収穫したものでは，貯蔵期間が1か月までは収穫時と

ほぼ同等の状態が保てることを明らかにした。これにより予冷庫を活用して出荷調整する体制が確

立できた。また，12月までだった出荷期間を1月まで延長させるなど実需者ニーズに産地として応

えられるようになった。 

 イ 出荷容器の変更による省力化・軽労化の推進（H24～） 

部会設立当初はプラスチックコンテナ（15㎏）での出荷が主流であり，積み下ろしや運搬に多く

の労力を要していた。一方鉄コンテナは容量が大きく（300kg以上）積み下ろし作業回数が少ない，

荷役作業機を用いるため身体への負担が小さい，ほ場で収穫したキャベツをそのまま加工場に搬入

できるため物流資材費がかからない，などのメリットがある。そこで，これらのメリットを講習会

や個別巡回の機会を捉えて部会員に情報提供し，鉄コンテナの導入を推進した。その結果，補助事

業を活用して鉄コンテナ550基が導入された（表2）。さらに，導入農家では作業時間が，プラスチ

ックコンテナから鉄コンテナへの転換で 20％，鉄コンテナを利用して機械収穫を行うことで 60％

削減できることを実証した。平成30年度の鉄コンテナ出荷率は約95％となった。 

ウ 省力機械の導入による機械化一貫体系の推進（H24～） 

  加工・業務用キャベツではすでに機械化一貫体系（畝たて成型機，全自動移植機，防除機（ブー

ムスプレイヤー），収穫機，収穫補助機）が確立されている。そこで，適期管理による収量向上と，

省力化による経営規模の拡大に資するため，キャベツ機械化一貫体系で使用する機械の実演会を普

及センター主催で開催し，役場，JA と連携し補助事業を活用した機械の導入を推進した（表 2）。

部会設立当初は，手作業での定植と動噴での防除を行っていたが，現在では半自動移植機による定

植とハイクリアランスブームスプレイヤーによる防除が産地の標準栽培となった。さらに，収穫機

を含む全ての機械を導入した生産者2名では，10a当たりの作業時間が，標準栽培よりさらに50％

削減することができ，規模拡大へとつながっている。 

 

表 2 実演会の開催及び事業等を活用した機械等の導入支援の経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）成果 

平成24年の部会設立時，部会員数15名，栽培面積10ha，販売金額が2,000万円の産地だったが， 

生産技術の向上や機械の導入による適期管理により，10a 当たりの収量は向上し，各経営体の売り

上げも向上した。新規栽培者も増え，平成30年度は部会が設立された平成24年度と比較して，部

会員数は15名から25名となり（図4），販売金額は2,000万円から１億2,800万円と6倍以上とな

り，栽培面積でも10haから48haと 4倍以上となった（図3）。また，1戸当たりの面積も67aから

192aまで増加した（図4）。 

 

 

年度 実演会の開催  活用事業  導入機械等
・契約取引推進産地整備事業（県単） 　鉄コンテナ 450基

・いばらきの園芸産地改革支援事業（県単）
　ハイクリブーム 1台　　うね内部分施肥機 1台
　マニュアスプレッダ 1台

H25年 ・茨城県農業・食品強化対策事業（国補） 　予冷庫の整備　H26.2
H26年 移植機　収穫機

・いばらきの園芸産地改革支援事業（県単）
　鉄コンテナ 100基　　　　　野菜移植機 1台
　ハイクリブーム 1台

・JA補助事業 　キャベツ収穫機1台

H28年 ・産地パワーアップ事業（国補）

　移植機(半自動)　4台　　　トラクターリフト　1台
　全自動移植機　1台　　　　施肥機　1台
　乗用全自動移植機　1台　除草機　1台
　ハイクリブーム　2台
　ブームスプレイヤー　1台

H29年   収穫機 1台
R1年 ・儲かる産地支援事業（県単）   収穫補助機 2台

H24年
は種機　うね内形成機
移植機　防除機

H27年 収穫機



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 部会の栽培面積及び販売金額の推移     図 4 1戸当たり面積及び部会員数の推移 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）実需者ニーズに対応できる産地の育成 

実需者からのニーズは用途により多様化している。今後も産地としてニーズに対応できるよう支

援を継続する。 

ア より細かな需要への対応 

「カットした時にパラっとばらけるキャベツ」の要望に応えるため，品種試験を実施中。また， 

今後のニーズ拡大を見込み，食味を考慮した品種比較試験を実施中。 

イ 連作障害対策 

連作により根こぶ病の発生するほ場がでてきたため，対策として，緑肥作物の導入や他品目との 

輪作体系について検討を開始した。 

（２）機械化一貫体系導入による大規模経営体の育成 

  儲かる農業を実現する大規模経営体のさらなる育成を目指す。 

ア 優良農地の確保 

畑地の優良農地確保が難しくなっており，規模拡大するためには区画整理の進んだ水田での栽培 

技術の確立が必要。そこで水田での実証ほを設置し，栽培技術の確立に取り組んでいる。 

 イ 茨城町農業ロボット研究会 

  平成29年に茨城町農業ロボット研究会を立ち上げ，生産現場の 

軽労化・省力化に向けて，新しい機器をメーカーとともに開発中。 

平成30年から自動追従型の運搬台車の製作に協力（写真）。今 

後ドローン画像を活用した生育診断，収穫予測システムの構築を 

目指している。                        

５ 生産者や関係機関の声                   写真 自動追従型運搬台車の試作機 

 これまで，生産技術の確立や，出荷体制の整備に関して普及センター始め関係機関の方々には大変

お世話になってきて短期間でここまで産地を伸ばすことができた。普及センターには生産者ではでき

ないほ場での調査やデータの取りまとめ，産地への提案などをしてもらい感謝している。加工・業務

用キャベツの需要は今後も伸びていくと見込んでいる。さらに生産技術を向上させ，出荷体制を整備

し産地の規模を拡大していくとともに各生産者の所得向上につながるよう，これからも支援を続けて

いただきたい。（茨城町キャベツ生産部会部会長） 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点） 

普及，行政（町役場），JA が連携して取り組んだ結果，短期間に加工・業務用キャベツ産地を育成

することができた。また，さらなる経営発展の取り組みとして機械化一貫体系を導入した大規模経営

体の育成が進んでいる。 

（改善すべき点） 

優良農地確保が難しいことから，水田でのキャベツ生産やさらなる省力化等に取り組む必要がある。 



 

  

２ 普及活動事例検討 普及指導体制② 

鹿行農林事務所 経営・普及部門の普及指導体制について 

１ 活動方針 

管轄する鉾田地域は，鹿嶋市，神栖市，鉾田市からなり，メロンやピーマンをはじめとする数

多くの農作物が栽培され，盛んな畜産を含めると約１千億円の産出額を有する国内有数の農業地

帯を形成している。また，近年，農業者数が減少する反面，専業農家の割合が増えて経営規模の

拡大が顕著になり，従来にも増して経営体の強化，生産性向上，労働力確保への対応が求められ

ている。 

このような地域農業の情勢や茨城県及び鹿行地域の農業振興に関する各種計画並びに「茨城県

協同農業普及事業の実施に関する方針」を踏まえ，「儲かる農業」に向けた最善の方法を検討し，

農業者，関係機関・団体との連携の下に，法人化支援，ＩＣＴ等の先進技術の導入推進，省力技

術の実証・普及などに取り組む。具体的には，「収益性の高いメロン産地の育成」，「持続的な

ピーマン産地の振興」，「産地を担う経営体の育成」に重点的に取り組み，普及指導活動を展開

する。 

 

２ 特徴的な活動 

（１）収益性の高いメロン産地の育成 

メロンは鉾田市の基幹作物の一つであり，気候変動への技術対応を目的に，品種別栽培マニュ

アルの作成に取り組んでいる。平成 30 年度は「アンデス５号」と「アンデスナナ」の作成に取

り組み，完成した栽培マニュアルを，JA 茨城旭村メロン部会全戸に配布するとともに，管理の

ポイントを生産指導に活用して，産地全体の技術向上に取り組んだ。また，県オリジナル品種「イ

バラキング」のブランド化のための生産技術の向上，担い手の育成に取り組み，試験やアンケー

ト調査から明らかになった栽培上の留意点を栽培講習会等を通じて指導した結果，平成 31 年産

のイバラキングは前年から 5.5ha 増の 29.0ha に拡大した。 

 

（２）持続的なピーマン産地の振興 

   ピーマン産地では，生産者間の収量格差や連作による病害虫の発生が問題となっている。平成

30 年度は，高収量農家の管理技術をもとに作成した栽培管理チェックシートによる基本管理の

徹底および栽培技術の高度化による収量向上に取り組んだ。チェックシートに基づく個別指導に

より，促成栽培において厳寒期の温湿度管理や病害虫防除等の管理が改善され，重点指導農家

12 件中 9 件で収量が向上した。また，収量・品質に大きな影響を及ぼすうどんこ病の効果的で

省力的な防除法として硫黄粉剤の実証に取り組んだ。硫黄粉剤は，予防効果が高く，液剤散布に

比べて作業時間を約３分の２に省力化することでき，株元に向けて散布することで果実への汚れ

も無いことが確認できたため，有効な防除法として講習会等を通じて産地全体に普及を進めてい

く。 

 

（３）産地を担う経営体の育成 

地域農業の担い手の確保と定着を図るため，県立農大や鉾田農高などの教育機関や市・農協と

連携し就農相談活動や研修会などに取り組んだ。また，新規就農者を対象に農業学園講座を開催

し，知識習得や仲間づくりを支援するとともに，農業後継者クラブの運営支援や組織活動の強化

により，担い手の育成を図ってきた。平成 30 年度は 44 名の新規就農者が確保されるとともに，

10 回開催した農業学園講座には延べ 78名が参加し，受講生のアンケートでは理解度・満足度と

もに高い評価が得られた。 

さらに，鹿行地域では，急激な経営規模の拡大に伴い，雇用環境の整備，経営の効率化，６次

産業化の取組などが求められており，これらに対応する農業経営の法人化が課題となっているこ

とから，フォーラムや知識を習得する講座の開催，農業参入等支援チームによる個別の相談対応

に取り組みにより農業経営の法人化を推進し，今年度新たに１４法人が増加した。 



２ 普及活動事例検討 報告事例② 

農業改革大綱(参考) 強い経営体  新規就農者  多様な担い手  農地集積 

農林事務所課題 経営体の確保・育成，販売力強化と販路拡大，生産を支える基盤づくり 

課題名 産地を担う経営体の育成（平成２８～令和２年） 

対象名 法人化を志向する農業者，農業法人 

鹿行農林事務所　経営・普及部門　経営課 専門員 鈴木 智裕 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

鉾田地域は県の東南部に位置し，メロン，ピーマン，イチゴ，トマト，葉物類等の野菜類や，カン

ショ等のいも類の産出額が 675 億円と全産出額の約 70%を占める，県内有数の野菜園芸地帯である。

当地域の専業農家率は45.0%と，県平均の29.5%を大きく上回っており，近年１経営体あたりの経営規

模が拡大する傾向にあり，大規模経営体数も増大している。 

大規模経営体においては，家計と経営の分離による経営の効率化，常時雇用による労働力確保，対

外信用力向上による新たな販路開拓・拡大及び事業承継の円滑化などが課題であり，これらを達成す

る手段としては，農業経営の法人化が有効である。 

また，農業法人には，リタイアする農家の農地を承継することによる産地規模の維持，地域住民の

雇用や新規就農者の独立支援といった産地を担う経営体としての役割が，併せて期待される。 

一方，普及センターが法人化を推進するためには，①地域の法人経営の実態を把握しつつ，②法人

化志向者に対し税務・労務管理に関する知識習得を図りながら，③法人化に向けた個別支援と，④そ

の後の継続支援を展開する必要があるが，次の問題点があった。 

①地域の法人経営については，栽培品目や経営面積，労働力，農業販売額などの実態把握が不十分 

 であったことから，どのような品目・規模の経営体に法人化を推進すべきか経営体を絞ることが 

 難しかった。 

②対象となる法人化志向者の税務・労務管理に関する知識習得について把握が不十分であった。 

③個別支援やその後の継続支援については，普及センターにおいて，法人化支援に必要なノウハウ

が不足しており，推進体制が不十分であった。 

こうした背景の中，平成28年から「産地を担う経営体の育成」という課題を普及計画に位置づけ，

鉾田地域の農業法人数を増加させるため，法人化を志向する農業者や農業法人を対象として，①農業

法人の実態把握と新たな志向者の掘り起し，②法人化促進講座の開催，③推進体制整備と個別支援，

④法人化後のフォローに取り組んだ。 

 

２ 普及活動の到達目標（平成28年～令和2年） 

農業法人数  (H27) 38 → (R2) 120（82法人の増加） ※新たに掘り起した法人数を含む 

 

３ 活動内容と結果 

（１）農業法人の実態把握と新たな志向者の掘り起し 

 ア 農業法人の掘り起し（H28）         

地域の農業法人数を把握するため，市（鉾田市，鹿嶋市，神栖市）や JA 等と連携し，認定農業

者やJA出荷者名簿等の確認と大規模経営体の個別巡回を行った。 

その結果，農業法人 80 法人の存在を確認することができ，また，地域別の農業法人数，栽培品

目の傾向，法人形態について把握することができた（表1,2）。 

表1 営農類型別の農業法人数 

 施設野菜 露地野菜 
複合 

（施設＋露地）
その他 計 

鉾田 26 18 7 14 65 
鹿嶋 1 2 0 3 6 
神栖 3 1 0 5 9 
計 30 21 7 22 80 

表2 形態別の農業法人数 

 株式会社 有限会社 農事組合 計 

鉾田 36 25 4 65 
鹿嶋 5 0 1 6 
神栖 4 5 0 9 
計 45 30 5 80 



イ 農業法人の実態把握（H28）        

  法人経営の実態を把握するため，掘り起した農業法人（80法人）を個別巡回し，栽培品目，経営

面積，農業販売額，労働力，法人化に踏み切った理由等の聞き取り調査を行い，得られたデータに

ついて法人化を推進するべき経営規模等を明らかにするために分析を行った。 

  経営面積と農業販売額，経営面積と労働力の関係についてデータをプロットし，施設野菜で最も

栽培が多い葉物類（ミズナ，コマツナ）栽培において分析をした結果，農業販売額が１億円を超え

る法人経営では経営面積300aの規模を有し，労働力20～30名を確保していることが分かった（図

1，2）。また，同様の分析手法により，カンショ栽培においては経営面積2,000a，労働力20名を確

保していることを明らかにした。 

  さらに，法人化に踏み切った理由では，「取引・規模拡大」や「雇用確保」が多いことが分かった。

これらの結果から，法人化の推進対象モデルを作成し法人化志向者の掘り起しを行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 新たな志向者の掘り起し（H28～R1）  

  法人化志向者を掘り起すため，推進対象モデルをもとにリスト（農業所得1,000万円以上，農業

販売額7,000万円以上）を作成し，55経営体に対して個別に法人化を働きかけた。 

 対象者からは，法人化についてよく分からないので判断できない，経営が悪くならないか不安等 

の意見が多く聞かれたことから，法人化に関して生産者のほか，JA，市役所の理解を深めるため，

平成28年から「法人化」をテーマとした農業フォーラムを開催することとした。 

 その結果，4 年間（H28～R1）で延べ 605 名の参加があり，「法人化」について理解を深めること

ができた。参加者からは，法人化後の税務や労務管理について，さらに知識を深めたいとの声も聞

かれるような変化がみられた。また，フォーラム開催後，法人化に関心をもった経営体を個別巡回

した結果，今後，法人化を考えていきたいという志向者68名（H28～30）を掘り起すことができた。 

 

（２）法人化促進講座の開催（H28～H30） 

  法人化志向者（68名）を対象に，法人化に関する専門講座を開催した。講座内容は，①法人化の

メリットと義務・負担（税理士），②資産の引き継ぎと消費税（税理士），③労務管理の注意点（社

労士），④法人化の手続き（司法書士）の計 4 回に加えて，各種専門家による個別相談会 1 回を行

った。 

  その結果，3年間（H28～H30）で延べ87名の出席があり，3経営体が新たに法人を設立，15経営 

体が3年以内の法人化を目指すことになった。 

 

（３）推進体制整備と個別支援（H30～R1） 

 ア 推進体制整備と個別支援（H30～R1） 

  農業参入等支援センターを活用し，専門家（税理士，社労士，司法書士等）と普及センターが連

携して法人化に向けて個別支援をする推進体制を整備した。法人化志向者のうち特に意欲の高い 

経営面積(a) 経営面積(a) 
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図 1 施設野菜経営における経営面積と農業販売額 図 2 施設野菜経営における経営面積と労働力 

300 

20 

葉物類(ミズナ，コマツナ) 



9 経営体を対象として，個別に経営状況を把握し，①経営改善計画，②経営計画の作成を支援し，

目標達成に向けた③個別支援を実施した。経営状況の把握では過去3年分の申告書をもとに詳細な

経営データを取りまとめ，今後 5 年間の農業販売額や所得の計画値を策定し，その達成に向けて，

法人化の時期，新たな雇用，6次産業化及び事業承継の実行計画を1経営体ごとに作成した。 

  その結果，3経営体が法人化し，5経営体が法人化の時期を明確化できた。また，これらの取組に

より農業販売額向上や新たな雇用確保，6次産業化等の取組開始につなげることができた（表3）。 

 

イ 個別支援事例「株式会社Ｂ（鉾田市）」（H30） 

Ｂ（鉾田市）はイチゴ専作農家で，労働力は家族 3 名（経営主，妻，母），技能実習生 4 名，臨

時雇用3名の経営体である。今後の法人化，加工品開発，観光農園の開園について相談があり，経

営状況を把握した後，①経営改善計画の作成，②現状分析と経営計画作成，③個別支援を行った。 

①経営改善計画の作成 

  経営内容，経営規模，単収・単価，労働力等について現状を把握し，そこから課題の抽出を行っ

た結果，ロス果実の付加価値販売，法人化による常時雇用確保等の課題を整理できた。 

 ②現状分析と経営計画作成 

  過去3年分の経営実績値をもとに，今後5年間の農業販売額，経営面積等の計画作成を行った結

果，農業販売額を6,250万円から9,590万円に増大するという目標を明確化できた（図3）。 

 ③個別支援 

  目標達成に向けて，法人化，加工品開発，観光農園開園を支援した。 

専門家（税理士等）からの助言をもとに平成 31 年 1 月に法人化し，新たに 3 名の常時雇用確保

につながった。また，加工品はジャム，冷凍イチゴ，ドライイチゴの3商品を開発し，観光農園を

プレオープンすることができた。さらに，平成30年の農業販売額は8,920万円に増大した（表4）。 

今後は，経営計画で作成した農業販売額（9,590 万円）の達成や，開発した加工品の販路開拓・

拡大，観光農園の本格開園を支援する予定である。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

表3 法人化個別支援一覧 

 経営品目 
取組成果 

農業販売額（万円） 法人化 
※年度 

新たな 
雇用確保 

6次化取組 事業承継 
H29 H30 R4計画 

A 葉物，カンショ 8,560 9,710 10,000 R2（予定） ― 焼きいも ― 
B イチゴ 6,250 8,920 9,590 H30 3名 冷凍イチゴ他 ― 
C イチゴ 12,410 13,000 14,550 R2（予定） 1名 ― ― 
D ミニトマト 4,080 4,720 7,350 R1 1名 ― 父から子へ 
E 葉物 10,700 10,860 15,480 R2（予定） 1名 ― ― 
F 葉物，カンショ 5,330 6,930 8,210 R2（予定） 1名 干しいも（予定） ― 
G 葉物，ミニトマト 12,060 12,010 13,760 R1 募集中 ― ― 
H イチゴ 9,620 9,240 12,000 R3（予定） 1名 計画中 ― 
I キュウリ，カンショ 5,950 6,490 作成中 検討中 ― 焼きいも ― 

 H29 H30 

経営形態 個人 法人 

経営規模 97a 110a 

労働力 家族 2.5 

常時雇用0.0 

技能実習生4.0 

臨時雇用3.0 

家族 2.5 

常時雇用3.0 

技能実習生5.0 

臨時雇用3.0 

農業販売額 6,250万円 8,920万円 

加工品 なし 3商品 

観光農園 なし プレオープン 
図 3 ㈱Ｂの経営計画 
H27～29 は実績値，H30～R4 は計画値 
 

表4 個別支援前後の経営内容の変化 
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（４）法人化後のフォロー事例「株式会社Ｊ」（R1） 

法人化によるメリットを最大限引き出すために，普及センターでは法人化後のフォローを重視し

ており，以下にその事例について示す。 

株式会社Ｊ（鉾田市）は，法人化促進講座参加後，平成30年 4月に法人化した。トマト専作経営

で，労働力は家族4名（経営主，妻，後継者，経営主の父），臨時雇用9名の法人である。法人化

前から多くの独立自営就農希望者の研修受入実績があり，法人化後の独立自営就農希望者の雇用

について支援してほしいと相談があり，①経営改善計画の作成，②個別支援を行った。 

①経営改善計画の作成 

   SWOT分析により強み,弱みを分析し，課題として出荷ロットの拡大と新たな販路開拓を明確化 

できた。 

  ②個別支援 

   農の雇用事業を活用するため，雇用研修計画や雇用契約書の作成支援，労働保険（労災保険， 

雇用保険），社会保険（健康保険，厚生年金）への加入手続き，給与シミュレーションを支援した。 

その結果，独立自営就農希望者1名が，令和元年6月から農の雇用事業を活用した研修を開始す 

ることができた。また，県内で既に独立自営を開始した研修生と共同で，新たな販路であるスーパ

ー１ヶ所へ契約出荷を開始することができた。 

 

（５）取り組みの成果 

  農業法人の掘り起し，法人化志向者の把握及び志向者に対する普及センターからの直接・間接的

な支援により農業法人数は，102法人（H30）となり，平成27年の38法人から64法人を増加した。 

 

４ 残された課題と今後の対応 

（１）農業法人との連携強化 
（２）専門家（税理士，社労士等）と連携した法人化志向者の経営計画作成と課題解決支援 
（３）法人化後の経営計画進捗管理，販路開拓・拡大，雇用確保の支援 

 

５ 生産者や関係機関の声 

 法人化，加工品開発，観光農園開園を考えていたが，何から，どう進めればよいか分からず実行で
きなかった。今回，普及センターや専門家（税理士，社労士，司法書士等）から的確な助言指導をう
けたことで，家族経営から法人経営に転換し，冷凍イチゴ等を商品化できた。 
普及センター等との打合せのたびに，自分が考える計画が具体化していき，楽しみながら進めるこ

とができた。今後は，さらなる経営発展に向け，生産面以外でも営業活動を積極的にして，新たな販
路を開拓しながら売上を伸ばしていきたい。（株式会社Ｂ） 
 

６ 内部評価（県の自己評価） 

評価できる点 改善すべき点 

・農業法人や法人化志向者の把握，法人化促進講 

座の開催，個別支援，法人化後のフォローを， 

農家の経営発展段階にあわせて実施できた点。 

・専門家（税理士，社労士，司法書士等）と連携 

した法人化の推進体制を整備し，専門性の高い 

相談にも対応できた点。 

・詳細な経営データをもとに課題の把握，経営改 

善計画，経営計画の作成等，濃密な指導を実施 

できた点。 

・既存の農業法人との繋がりを深め，経営課題 

の解決を図っていく。 

・法人化に向けた個別支援をさらに充実させて， 

迅速かつきめ細かい経営指導を実施してい 

く。 

 

 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制③ 

つくば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 

当管内は，都市化により県内でも稀な人口増加地域となっているが，農家数の減少と

高齢化が著しく農業生産力の弱体化が懸念されている。その一方で農外からの新規参入

希望者が多く，地域の新たな担い手として育成・定着を図る必要がある。 

農地の６割を水田が占める県内でも有数の稲作地帯であるが，近年，大規模担い手へ

の集積が加速しており，規模拡大に対応できる担い手の育成を早期に図る必要がある。  

園芸は，古くからネギやトマトの産地であるが近年産地規模が縮小している一方で，

新たなネギ生産者層の出現やトマト経営体の販売方法の多様化がみられている。  

こうした地域や経営体の特徴や変化を十分に踏まえ「儲かる経営体」の育成に向け普

及指導活動を展開する。 

２ 特徴的な活動 

（１）新規就農者の参入支援と法人経営体の育成 

当管内の新規就農者は，都市と農村が共存する環境を背景に農外からの新規参入が多

い（H27～29の新規就農者109人の内新規参入38人(34.8%)，全県は15.8%）。しかし，経

営安定までには長い期間を要することから，普及指導員による｢マンツーマン支援｣や｢農

業学園｣により新規就農者間のネットワークづくりを促しながら技術・経営知識向上に取

り組んでいる。また，法人は新規就農者の経営モデルとなるとともに雇用就農先となる

ため，担い手の法人化推進に取り組んでいる。(H30:3法人設立，R1:7法人設立見込) 

（２）大規模普通作経営体の育成 

小規模普通作農家の減少により担い手の規模拡大は急速に進んでいる。このため，支

援対象を大規模経営体に絞り，省力低コスト新技術の普及拡大や飼料用米「月の光」，

県オリジナル品種「ふくまる」，イネ縞葉枯病抵抗性低アミロース米「姫ごのみ」など

の生産安定，良食味米生産技術の実証及び輸出米の導入支援に取り組んでいる。 

特に水稲の大幅なコスト削減の早期実現に向け，H28からモデル経営体２法人を対象に，

省力・低コスト技術とＩＣＴを組み合わせた実証研究プロジェクトに県農業研究所と共

に参画し，コスト削減目標（60kg当り米生産費20%・16%削減）を達成した。本年からこ

の取組手法を活用し新たな大規模経営体への横展開に取り組んでいる。 

（３）野菜経営体の育成 

ネギ及びトマトは市場出荷型の産地であったが，既存部会組織は高齢化等により縮小

が進んでいる。こうした中，新規ネギ栽培者への支援（JAつくば市ネギプロジェクト）

をきっかけにネギに取り組む新規就農者や複合化を図る経営体が増加した。特にネギ拡

大志向者を対象に安定生産と機械化について重点的に取り組んだ結果，個別の規模拡大

と併せて産地規模（つくば市ネギ：約100ha）の維持が図られている。 

トマトは，若手を中心に，都市化する周辺環境をうまく捉え直売所と市場出荷を組み

合わせた産地へと変化しつつあり，販売先のニーズに応じた普及指導活動に取り組んで

いる。 

（４）６次産業化の推進と直売所を活用した経営体の育成 

当管内には多角化を図る26経営体があるが，特に水田大規模経営体において周年雇用

に向けた６次化導入など，対象の経営発展を捉えた６次化推進に取り組んでいる。 

農業と住環境が近接し地産地消が盛んである地域の強みを活かした直売所は，新規参

入者にとっても重要な販売先となっている。このため直売所を対象に販売力強化等の支

援を行うとともに，住民に対し地域農業の理解促進を図り地産地消を推進している。 



２ 普及活動事例検討 報告事例③ 

農業改革大綱(参考) 農産振興  農地集積  強い経営体 

農林事務所課題 農林畜産物の生産振興 

課題名 
地域水田経営の安定 

～地域水田農業を担う大規模普通作経営体の育成～ 

対象名 つくば市大規模水田経営体３５経営体（うち法人１１経営体） 

県南農林事務所　つくば地域農業改良普及センター　地域普及第一課 課長 小舩 久美 

 

１ 課題に取り組んだ背景と選定理由 

 つくば市は水田面積約4,700haであり，市の耕地面積の約半分を占める県内でも有数の稲作地帯で

あるが，農業経営者の高齢化に伴い，耕作継続が困難となった水田が規模拡大を志向する地域水田農

業の担い手経営体へ集積する動きが加速している。一方で，米価の下落基調は担い手となる経営体の

脅威となっており，生産コストの削減が急務となっている。 

 

２ 普及活動の到達目標 

 担い手への農地集積により急激な規模拡大が進んでいることから，米価下落リスクの軽減も包含し，

経営体に応じた省力・低コスト化技術の導入による経営の効率化を課題とした。まず，課題に取り組

むモデル大規模経営体を選定し，コスト削減を実証するとともに，その取組手法を活用した規模拡大

志向経営体への省力化・低コスト化技術等の普及を図るため以下の目標を設定した。 

 【到達目標】 

・課題１：モデル2経営体の60kg当たりの米生産費の大幅な削減（H27年度比20％削減※） 

       ※H25年に閣議決定された「日本再興戦略」では，10年後(H35年)の生産コストを4割削減する目標を設定。中間年

となるH30年の削減水準を20%とした。 

 ・課題２：耕作面積50ha以上の大規模普通作経営体の育成 4→10経営体（H27→H30年度） 

 

３ 活動内容と結果 

（１）課題１：モデル2経営体の60kg当たりの米生産費の大幅な削減（H27年度比20％削減） 

ア 活動体制 

   省力・低コスト技術やICT等の経営体への実装を目的として実施された「革新的技術開発・緊

急展開事業（H28～30 年）」（以下 展開事業）に現地実証研究チームとして参画する機会を活用

し，大学，研究機関，民間と連携し，モデルとなる2経営体の選定と各経営体に応じた改善計画

に基づく技術実証に取り組んだ。 

イ 支援活動ステップ 

   以下のとおり，5つの項目を支援活動ステップ（SPDCA）とし，経営体への濃密なコンサルテー

ションを図りつつ活動を展開した。①はモデル経営体の選定及び経営体の現状把握と経営課題及

び目標の設定を経営体とともに実施(Survey：調査)，②は経営体の意向を考慮しつつ，経営改善

計画作成の支援（Plan：計画），③は経営体に応じた省力・低コスト化技術等の実証及びその導入

（Do：取組），④は導入技術の経営的な効果確認（Check：検証），⑤は改善策の再構築（Act：見

直し）である。 

ウ 取組結果 

 ①現状把握と課題及び目標設定 

2経営体（以後Ａ，Ｂ経営体）の経営実態把握から，現状（H27年産）の米生産費は60kg当た

り，Ａ経営体（経営規模20ha）が12,827円，Ｂ経営体（経営規模48ha）が11,324円となり，生

産コスト削減のための具体的目標値を確認した。さらに，将来ビジョンを明確にするため，自己

経営点検シートやSWOT分析を援用することで，モデル農家とともに，より具体的な現状把握と目

標値の設定を行うことができた。Ａ経営体においては，コスト削減率を20％とする技術導入，Ｂ

経営体ではすでに生産コスト削減に取り組んでいる経営体であったことから改善計画では 12％

のコスト削減を図る提案をおこなうことができた。 

 



注１）ＪＡつくば市の販売価格6.5円/㎏で試算 

注２）県及び市助成は同一金額としたため省略 

 ②経営改善計画の作成と提案 

経営体ごとの聞取り等による現状把握や意向調査を基に，経営改善計画策定支援プログラム

（FAPS）を活用し，経営体ごとに規模拡大を図りながらコスト削減を目指す経営改善計画を作成

した。作成にあたっては，モデル経営体の経営規模や技術等を踏まえ，選択肢を示しながら段階

的に取り組めるよう提案した（表1）。 

表１ 各経営体に提案した経営改善計画（経営体聞取り及び「FAPS」を援用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③提案技術等の実証と導入 

提案技術は省力・低コスト化技術として「高密度播種育苗」，「流し込み施肥」とした。さらに，「飼

料用米」の導入と稲作全体としての収量向上を柱として初年度に実証を行い，速やかに導入を推進し

た。また，ICT（圃場管理システム，収量コンバイン，水田センサ）の実用規模での実証を併せて支援

した。 

 ・「高密度播種育苗」の実証 

育苗箱への慣行播種量 180g/箱（慣行区）に対し，高密度播種育苗では 250g/箱（高密度播種

区）とし，平均的な栽植密度により移植を行ったところ，使用する育苗箱数は，慣行区と比較し，

半分以下（49％）に削減でき，播種に係る経費は10a当たり1,786円削減されるとともに，慣行

区と同等以上の収量が可能となることを実証した。 

 ・「流し込み施肥」の実証 

流し込み施肥は，追肥による収量向

上を前提としている飼料用米を対象と

し，追肥労力の削減を目的として実証

を行い，追肥を行わない慣行施肥に比

べ省力・増収効果があることを実証し

た（表2）。 

 ・「飼料用米（月の光）」の導入推進と収量確保 

縞葉枯病に抵抗性のある飼料用米（月の光）の導入による経営的なメリットを周知するととも

に，導入のメリットを最大限得るためには収量確保が重要なことから，増収要因について検討し，

早期移植と追肥体系により安定した収量を得られることを明らかにした。 

・「ICT」の実用規模での実証 

圃場管理システムと収量コンバインとの組み合わせにより，圃場間の収量のバラツキの見える

化により低収量圃場の特定とその対策を具体的に描くことが可能と考えられた。また，水田セン

サは圃場環境のモニタリング（特に水田の水位観測）に有効であると考えられた。一方，導入コ

ストや得られたデータの解析スキルが求められることから引き続き検証が必要と考えられた。 

以上の取組により，Ａ，Ｂ経営体とも経営改善目標年としたH30年度までに「高密度播種育苗」

は，ほぼ全面積に導入され，「流し込み施肥」及び「飼料用米」の導入面積が拡大した。 

 ④導入技術の経営的効果確認 

   Ａ経営体は，H30 年度までに，全面積において高密度播種育苗を導入し，流し込み施肥実施面

積の拡大，飼料用米の規模拡大（食用米の削減）を進め，労働力を増加させることなく，栽培面

積は20haから28haに拡大した。さらに，基本技術の再点検による収量性の改善などの結果，生

産費は，60kg当たり20%（12,827→10,315円）の削減に至った。 

Ａ経営体 
Ｂ経営体 

表 2 飼料用米における流し込み施肥の効果 



Ｂ経営体でも同様に高密度播種育苗の全面積での導入と飼料用米の拡大を進め，栽培面積は

48haから60haに拡大した。生産費は，目標であった12%を上回る16%（11,324→9,527円）を達

成することができた（図１，図2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤改善計画の見直し 

   経営改善計画における提案技術等の導入による生産費削減目標が概ね達成された。各経営体へ

の農地集積は今後も続くと考えられることから，更なる規模拡大に対応した経営改善計画の策定

支援を引き続き行っていく必要がある。 

エ モデル2経営体への支援経過と普及センターの役割 

展開事業に普及組織が現地実証研究チームとして参画するのは本県初の取組であり，当初は手探

りでの業務進行であったが，モデル経営体と研究チーム間の情報の橋渡しや活動調整機能の重要性

が明確になり，普及組織の強みを活かした活動を展開できるようになった。 

また，業務進行には多大の時間が必要となり，不足するコンサルテーションスキルや収集データ

の解析には，研究機関及び

民間との連携により効率的

に支援活動が展開でき，各

機関の強みを活かした連携

が非常に効果的であった。 

さらに，①～⑤の支援活

動ステップを進めるため，

対象経営体との信頼関係構

築を図り，経営者とともに

具体的な事象を想定した問

題点の整理及び課題の抽出

を行うとともに，確実に技

術導入が図れるよう徹底し

た支援を継続しつづけるこ

となど，目標と強い実践意

識を共有して支援活動にあ

たることが最も重要と考え

られた（表3）。 

（２）課題２：耕作面積50ha以上の大規模普通作経営体の育成 4→10経営体（H27→H30年度） 

ア 大規模普通作経営体の実態把握と重点対象の選定 

課題1で取り組んだ省力・低コスト化技術及び飼料用米導入推進を図るため，比較的大規模で規

模拡大が想定される耕作面積が20ha以上の35経営体に対し，今後の経営展開意向を把握するため

の聞取りによる実態把握調査を実施した。規模拡大意向のある経営体は 27 経営体と全体の約 8 割

におよび，経営拡大に伴う新たな技術導入等に興味を示している経営体を特定することができた。 

イ 重点対象への技術等の普及 

図１ Ａ経営体の栽培面積及び取組技術の経過 図２ Ｂ経営体の栽培面積及び取組技術の経過 



表５ 大規模普通作経営体（50ha 以上）の育成 

現況 4    目標  10 経営体 (純増６) 

実績     7 経営体 (純増３) 

純増した 3 経営体の導入技術の内訳 

経営体
(耕地面積 H27→H30)

省力・低コスト化技術 ＩＣＴ 飼料用米
（品種：栽培面積）

Ｕ経営体
(48→53ha) ○（密苗・流し込み施肥） － ○「月の光」:12ha

N経営体
(34→51ha) ○（流し込み施肥） ○圃場管理システム ○「月の光」: 7ha

Ｈ経営体
(36→50ha) － ○圃場管理システム ○「月の光」: 9ha  

（１）で得られた省力・低コスト化技術実証成果に加え，飼料用米の安定生産技術や水稲生育情

報・イネ縞葉枯病等の病害虫対策を掲載した「つくばリアルタイム水稲情報」（年間 6 回程度）を

発行し，重点対象に対しダイレクトメール，個別巡回，現地検討会，先進地研修を活用し，情報提

供した。現地検討会は展開事業の一部として実施し，省力・低コスト化技術をはじめ，ICT の現状

についても検討し，参加経営体の生産費削減に対する知識を高めることができた。また，先進地研

修では，ICT 等の先進的技術を導入し，コスト削減に取り組む先進経営体を研修することにより，

水田経営の安定化に向けた支援を実施した。 

ウ 大規模普通作経営体への技術等の波及実績 

ICTの導入については，圃場管理システム，

収量コンバインが3経営体に導入されたほか，

3 経営体が導入を予定している。省力・低コ

スト化技術においては，高密度播種育苗が13

経営体（37%），流し込み施肥は3経営体で導

入された。特に取組易さとコスト削減が実感

しやすい高密度播種育苗技術の拡大が進ん

だ（表4）。 

エ 耕作面積50ha以上の経営体数の推移 

耕作面積50ha以上の経営体数は，全体 

で7経営体（純増3経営体）となり，目 

標とした10経営体（純増6経営体）に対 

し，達成率は50%であった。 

純増した3経営体の導入技術の内訳は，

省力・低コスト化技術（高密度播種育苗，

流し込み施肥），ICTでは，圃場管理システ

ム，さらに飼料用米の導入及び規模拡大が行われていた（表5）。 

４ 残された課題と今後の対応 

 ・普通作経営体の経営展開意向や技術ニーズを的確に把握し，経営体情報の更新を日頃の活動の中

で行い，活動計画への反映と修正を行いながら活動を展開する必要がある。 
 ・経営体への導入技術等が，どの程度経営に影響を与えているかを経営体とともに評価し，ＰＤＣ

Ａの取組を展開する。 
５ 生産者や関係機関の声 

 経営全体を見渡し，課題を明確化する機会を得ることができた。さらに，個別の技術が経営に与

える効果を事前に試算することにより，将来ビジョンの具体的なイメージを把握することができた。

普及センター及び今回の事業に関わっていただいた関係機関のご協力により，今後の経営展開の道

筋を明確にすることの大切さを実感することができた。（モデルＡ経営体代表取締役） 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点） 

 ・モデル経営体の高い意欲と経営内容の詳細を把握した上での選定と，大学，試験研究及び民間と

連携したコンサルテーションを基本とした技術導入支援活動により，モデル経営体が設定した生

産費削減目標を概ね達成することができた。 

 ・モデル経営体の支援過程で得られた手法や結果の知見を活用して，今後規模拡大が想定される経

営体の現況を把握し，指導対象を明確にした支援活動が展開できた。 

・個別経営体の経営内容の詳細把握には，経営者との信頼関係を築いたうえで，詳細な聞取りとシ

ュミレーションプログラム等を活用したコンサルテーション手法が有効であるが，そのスキルア

ップには経験値が必要なことから，研究機関等との連携活動により，効果的，効率的支援を行な

うことができた。 

（改善すべき点） 

・大規模普通作経営体の規模拡大が進行する中で，経営の効率化をさらに進めるためには，生産コ

スト削減の最も重要な要因となる「集約化」が必要であり，担い手経営体が地域の水田農業を俯

瞰し，農地情報等も共有しながら意見交換できる「場作り」の支援が必要となっている。 

表４ 省力・低コスト技術の導入実態調査結果（経営体数・%） 



２ 普及活動事例検討 普及指導体制④ 

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 

坂東地域は露地野菜を中心とする大園芸地域である。また普通作においては，数十ｈａ規模の大

規模経営が多く展開している。販売農家数の減少や農家の高齢化が進んでいる中で，地域農業の維

持・発展のために，担い手となる新規就農者の確保・育成を図るとともに，経営発展を目指す意欲

ある経営体の育成や経営安定化等の支援に取り組んでいく。 

露地野菜農家の中には，近年，経営規模拡大を志向する農家が多く出現しており，これら経営体

に対しては，安定生産技術に加えて安全安心な農産物生産供給への対応等を指導するなど，経営改

善や発展を支援して行く。 

普通作では，ＩＣＴ等の新技術を活用した省力・低コストの米生産や輸出用米の作付け拡大，パ

ン用小麦「ゆめかおり」の高品質生産を支援し，大規模作経営体の育成に取り組んでいく。 

以上の活動のほか，地域農業の変化や経営体の課題を十分に踏まえ「儲かる経営体」を育成し、

強い農業の実現に向け普及指導活動を展開する。 

 

 

２ 特徴的な活動 

（１）新規就農者や青年農業者の確保・育成と儲かる経営体の育成 

当地域の新規就農者数は，年間40名程度で推移しており，近年は，新規就農者に占める雇用就農

者の割合が自営就農者を上回っている。新規就農者の育成については，ワークショップ等を取り入

れた研修会を通して就農意欲を向上させ，主体的に考える機会を増やして資質の向上を図るととも

に，4Ｈクラブ活動等への支援を通じて地域貢献や社会性の醸成を図る活動を着実に進めている。 

儲かる経営体の育成では，経営発展を志向する農家等に対し，経営の法人化や雇用の確保・定着

の支援，販路拡大等の助言を中心に，農業参入等支援センター事業を活用して中小企業診断士等と

連携して課題解決に取り組んでいる。 

 

（２）収益性の高い大規模露地野菜経営体の育成 

ネギ，レタス及びキャベツ等を生産する野菜農家は，雇用を増やし規模拡大をはかる経営体が増

加している。このような経営体の経営発展のために，気候変動や連作障害，新害虫への対策等の技

術的支援や省力化技術の普及に取り組んでいる。また，安全安心面への対応としてＧＡＰの取得を

推進している。 

新たな品目としてニガウリやタマネギの生産安定や作業体系の確立を図り，栽培者の拡大に取組

んでいる。 

 

（３）普通作経営における次世代農業の実現 

管内の水稲を中心にした普通作においては，担い手の規模拡大が急速に進んでいる。大規模経営

体に対しては，圃場管理用アプリの導入等ＩＣＴの新技術の普及拡大，イネ縞葉枯病防除の推進，

輸出用米の拡大支援等を進めている。 

特に水稲のコスト削減の早期実現に向け，高密度育苗，ドローンによる防除や追肥等の技術を組

み合わせた作業体系の確立に取り組んでいる。 

また，畑作物として小麦の産地化に取り組み，高タンパクのパン用小麦を安定的に生産する技術

の確立をはかるとともに，組織化による生産の拡大をすすめ，儲かる普通作経営の実現を目指して

いる。 



２ 普及活動事例検討 報告事例④ 

農業改革大綱(参考) 農産振興 技術開発・普及 

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 

～高品質「ゆめかおり」の生産拡大を目指して～ 

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，約40戸の大規模経営体や法人組織

により，土地利用型農業が展開されている。畑地では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を契機に，麦種転換，品種転換が課題となっていた。そこで，縞萎縮病抵

抗性をもち，製パン適性に優れる，パン用小麦新品種「ゆめかおり」を導入推進しようと，平成24年度か

ら関係機関が一丸となって取組みを開始した。 

試作栽培，マーケティング調査，販路開拓を進めた結果，取引先の確保が実現し、平成 26 年度に管内

の中核的な生産者5名で「茨城パン小麦栽培研究会」を発足させ，産地体制を確立した。 

販売にあたっては，パン用小麦にとって重要な品質項目であるタンパク含量に着目し，実需者のニーズ

である13.0～14.0％に合わせる取り組みを推進した。これにより販売単価は地域の小麦主幹品種「さとの

そら」より高く設定でき、収益的なメリットが確保できた。販売開始以降、安定した品質を提供したこと

が高く評価され，契約量は徐々に増加し，平成 29 年産(平成 28 年播種)には栽培面積 69ha，生産量 336t

まで拡大した。    

しかし，製粉業界において産地として認識され，有利販売が可能になるのは 1,000ｔ以上の生産量が必

要と言われている。そのため、茨城パン小麦栽培研究会では目標を1,000tとして取り組みを進めているが、

まだ目標の1/3までしか進んでいない。1,000ｔの産地形成に向けて課題となるのは，①生産販売をどう拡

大していくか，②規模拡大とタンパク含量の維持をどう図るか，③取引拡大に伴う組織体制の整備をどう

進めるか，の3点であったことから，平成29年度からは，これらについて重点的に普及活動を展開した。 

 

２ 普及活動の到達目標 

■ 実需者の求める品質を提供できる生産規模1,000ｔの産地を育成する。 

■ 儲かる麦作経営体を育成する。 

【農業所得目標】1,000万円以上 

 

３ 活動内容と結果 

（１）販売量の拡大に向けた取組み 

ア 情報共有による実需者との信頼関係の構築 

   「ゆめかおり」を信頼性の高い商品としてブランド化するため，全ロットの品質分析と色彩選別 

機による全量調製を継続して支援した。得られた品質データを実需者と共有化することで，作った 

麦と作った人の「見える化」が図られ，製粉会社との信頼関係が一層強くなった。 

図1（左・中央）都内での販促イベント出展の様子 

図3（右）学校給食での生産者と子供達の交流の様子 



イ 実需者・消費者へのＰＲ活動強化 

   製粉会社・パン屋と連携した販売イベントへの出展(図1)，実需者向けプロモーションビデオの

作成等を働きかけＰＲ活動を支援した他，フェイスブックとＨＰの立ち上げ支援により，生産者が

実需者・消費者に直に発信できる仕組みを作った(図2)。また，地産地消を推進す 

るため，生産者とともに学校給食への導入を働きかけ，境町・坂東市でゆめかおり 

パンの定期的な提供を実現させた(図3)。こうした活動により認知度が進み，「ゆ 

めかおり」を応援してくれるファンづくりが徐々に進みつつある。   

                                       (図2)研究会ＨＰ 

（２）生産規模拡大に向けた取り組み 

実需者からの信頼が増していく中，昨今の国産小麦の需要の増加が追い風となり，「ゆめかおり」

の要望量が急速に拡大している。2年前は3社であった取引先が5社に拡大し，要望量は令和2年

産で470tと2年前と比較して130t増加した。 

   一方，生産サイドは，平成30年に生産者が8名に増えたものの，生産量が足りず，規模拡大が 

課題となっている。そこで，規模拡大のポイントなる3点に焦点を絞り普及活動を展開した。 

 

ア 田植えと競合する出穂期追肥の省力化 

タンパク含量を高めるためには，出穂期（4月下旬〜5月上旬）の追肥が必要であるが，田植え

作業と競合するため，規模拡大を阻む要因となっている。そこで，省力化技術として，ドローンに

よる出穂期追肥の委託を推進し検証を行った。現地試験により収益性を比較検討した結果，委託料

がかかっても「さとのそら」よりも収益性が高く保てることが示せたことから，複数の生産者が次

年度の導入に意欲を示している。 

 

イ 水田栽培技術の確立 

腐植含量の多い黒ボク土の畑と比較すると、水田は土壌からの窒素供給量が少なく，タンパク含

量を高めることが難しい環境である。しかし，地域内に余っている畑が少ないことから，規模拡大

のためには水田で作れる技術を確立する必要がある。そこで，追肥の回数と量を増やす実証試験に

生産者と連携して取り組んだ。水田では，茎立ち期追肥と出穂期追肥の間に葉色が低下するため，

葉色が低下したタイミングで中間的な追肥を行い(図 4)，総追肥窒素量を約 2倍に増やした結果、

目標タンパク含量を達成できた(表1)。栽培技術を確立するため，継続して検討を行っていく。 

 

 

 

 

ウ 新規生産者の確保 

製粉会社やパン屋と連携して，県西地域の普通作生産者を対象に新規加入説明会を開催した。実 

需者からは需要があることを説明し，普及センターからは経営的有利性を説明した結果，坂東管内

1名，筑西管内2名，結城管内1名の計4名が茨城パン小麦栽培研究会に加入することとなり，令

和2年産は計12名の生産体制で，要望量を確保することができた。 

 

（３）規模拡大とタンパク含量維持の両立に向けた取り組み 

タンパク含量を維持するため，29年産までは，全圃場の出穂期の葉色(SPAD値)を紙ベースで生

表1 水田栽培の施肥概要と収量品質結果 

図4 水田栽培のSPAD値の推移と施肥のタイミング 



産者に知らせ，SPAD 値に応じた追肥を指導していたが，この方法には確認ミスや確認漏れの発生

等の問題点があった。そこで，30 年産から，（株）日立製作所と連携して地図情報システム

（GeoMation）を実証利用し，生産者と普及員がお互いに圃場情報を共有できる環境を構築した。

これにより，GeoMation に SPAD 値を入力することで追肥マップが作成できるようになり，生産者

は自分のスマホで追肥マップを確認できるようになった(図5)。この方法は，追肥ミスを防ぐ，追

肥作業の効率化を図るという点で効果を発揮している。 

加えて，土壌の全炭素含量とタンパク含量の間に正の相関関係があることが明らかになったこと

から，全圃場で炭素含量を分析し，GeoMationで炭素マップを作成する取り組みを農研と連携して

行った。炭素マップを活用し追肥量を加減してもらうことで，より綿密な追肥指導が可能になった。 

こうした追肥管理の徹底により，タンパク含量は13～14%を維持して販売できている(図6)。 

なお、現在は，全圃場の SPAD 値を測定して追肥マップを作成しているが，300 筆以上の圃場を

測定することは労力的に困難となっているため，令和元年度は衛星画像から葉色を把握して追肥マ

ップを作る検討を始めている。 

 

 

（４）組織体制の整備に向けた取り組み 

   現在は，生産者と製粉会社が個々に契約を結んでいるため、品質の統一や事務の繁雑化が問題と

なっている(図7左)。そこで，集出荷を一元化するよう働きかけ，組織化に向けた話し合いを進め

た。参入等支援センターの協力を得て、中小企業診断士の支援を受けた結果、有限責任事業組合

（LLP）による組織づくりが望ましいとのアドバイスを受けたため，令和元年度中の設立に向け支

援中である（図7右）。 

 

（５）取り組みの成果 

平成29年度以降の活動により，生産者は7名増え12名となり，令和2年産（令和元年播種）で

は，栽培面積は30ha増え104.4ha，契約量は130t増え470tに拡大し，目標1,000ｔの概ね半分ま

で到達した。販売収入と交付金の合計収入額から直接経費を引いた額は，「ゆめかおり」で 73,000

図5 GeoMationによる追肥マップの作成 図6 タンパク含量の推移 

図7 集出荷の形態（ 左）従来体制 （右）LLPによる新体制 



円/10a(令和元年産平均)となり，地域の主幹品種である大麦「カシマゴール」と小麦「さとのそら」

（令和元年産地域平均）と比較して約40,000円/10aの増収となった。なお，産地全体(70ha・令和

元年産)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）販売量の拡大 

目標1,000t まで、さらに500t増加させる必要があるため、PR活動や情報発信を一層充実化さ

せ，実需者・消費者とのつながりを強化することで，販促に取り組む。また，平成29年以降，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話が進みつつあるため，生産量を見極め

ながら推進を図る。 

（２）生産量の拡大 

生産者の確保に向け、経営メリットの理解促進を図り，意欲的な新規生産者の加入を募る。さら

に，規模拡大の障害となる｢ゆめかおり｣の出穂期追肥と田植えの労力競合については，一発肥料な

ど，新たな追肥技術による省力化技術を確立する。 

（３）タンパク含量の維持 

上空画像解析等のスマート農業技術の活用により，広域的な追肥指導が可能となる診断技術を構

築する。また，現在の SPAD 値による追肥基準から，生育量を加味した追肥基準へ見直しを行って

いくことが重要となる。 

（４）組織運営の強化 

    今後，県西エリアのみならず，県内全域から生産者を募ることを視野に入れ，LLPによる円滑な組

織運営の確立を支援していく。 

 

５ 生産者や関係機関の声 

茨城パン小麦栽培研究会設立以降、当面の課題は、栽培技術向上による安定生産と、販売量拡大に向

けたPR活動であった。平成29年度以降の2年間で、プロモーションビデオの作成やフェイスブック等

を活用した「研究会活動の見える化」に取り組んだことで、境町・坂東市の学校給食をはじめ、使用し

ていただけるベーカリー、レストランが着実に増えていった。中でも、道の駅さかいの「さかいサンド」、

河岸の駅さかいの「さかい河岸ベーカリー」での使用は、地域に密着した販路となり、消費者への宣伝

効果が高かったのと同時に、生産者としても自分たちの作った小麦が製品となって身近で販売されてい

る誇りを感じることができた。そのような状況が生産者の力となったことに加え、販促活動、生産者拡

大、タンパク含量の安定化、新技術導入など、すべての活動で普及センターの協力を得られたことが、

高品質「ゆめかおり」の生産販売拡大につながったと思う。 

  今後の課題は、高品質を維持しつつ生産量を拡大すること、そしてLLP設立による出荷体制の安定化

である。今後も、普及センターをはじめとする関係機関との連携のもと、研究会の発展と「ゆめかおり」

の拡大に努めたい。（茨城パン小麦栽培研究会 会長 高橋大希） 

 

６ 内部評価（県の自己評価） 

（評価できる点）ICT やドローンなど先進的なスマート農業技術を導入して指導に当たっており，スペシ

ャリストとしての機能を発揮している。また，支援にあたっては，県の関係機関，市町，民間企業等と

連携して活動を行い，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，普及センター間の連携が必要になっている。生産エリアが拡大し

ても、茨城パン小麦栽培研究会が一丸となって高品質な「ゆめかおり」の生産に取り組めるよう，支援

機関の間で情報共有，意識統一を図っていく。また，広域的な栽培指導には，葉色だけでなく、土壌条

件，気象，生育量等さまざまなパラメーターから解析した栽培基準を作成する必要があるため，県の研

究機関やメーカー等と連携してデータを収集・分析をすすめることが求められる。 


