
リンドウの優良系統育成支援
～産地再興を目指して～ 活動期間：平成２８年度～継続中

とっとり農業戦略課
研究・普及推進室

具体的な成果

１ 切り花による採種法の確立
・室内環境（気温､光環
境）の整備､病害虫対
策を実施することで
切り花による高温期の
安定した採種が可能になった。

２ 在来系統および交配系統の整理
・交配組合せとその後代を記録、圃場マッ
プの作成により育種の「見える化」を達成
し、貴重な資料となった。

３ 育種理論の伝達と交配の実施
・交配組合せ表を元に関
係者で親株を選抜し、
あらゆる機会を捉えて
育種理論を伝達しなが
ら交配を実施した。

・育種理論は概ね理解され、親株５系統を
選抜し、１７組合せの種子を得た。

４ 育種の効率化
・鳥取大学との連携に
より、遺伝様式、花色
と遺伝子との関係が
明らかになり、開花前
診断が可能になった。

５ 県内産地拡大への波及効果
・取り組みの成果により、苗の安定生産が
可能となり、県内への苗供給が行われ、
産地拡大のきっかけとなった。

普及指導員の活動

１ 高温期の不稔対策、室内採種法の確立
・冷房コンテハウスによる室内採種技術確
立を支援した。

２ 育種理論の普及推進
・生産者からの聞き取りによる在来系統の
整理を実施し、系統の分析を行った。

・交配の考え方・理論を現場で伝達し、交
配を実施することで実践した。

・生産者、普及指導員、農業
革新支援専門員で目合わ
せをしながら交配親を選抜
すると共に、新花色系統の
検索を行った。

・交配組合せを明確にし、次
世代の交配に生かすための助言を行っ
た。

３ 育種の効率化（鳥取大学との連携）
・遺伝様式の解明に取り組んだ。
・花色と遺伝子との関係について解析した。
・遺伝子診断による効率化、早期系統育
成の可能性について検討した。

普及指導員だからできたこと

・幅広く関係機関との連携を構築できたこと。
・専門知識を生かし、学術的な活動にも取り
組めたこと。

・生産者と共に活動することで取組への理
解と賛同を得たこと。結果として、育種に
協力的な生産者が増えた。

○智頭町は高齢化・後継者不足による生産者および栽培面積の減少が著
しく、リンドウの産地維持が大きな課題である。

○生産部、農協、町、県の関係機関が連携し、新規栽培者受け入れ対策、
栽培上の課題と対策について役割分担をして取り組んでいる。

○一方で、気象変動による不稔･採種不足、育種法の理解不足による独自
の優良系統の消失、長期の育種期間が衰退の一因である。

○農業革新支援専門員の課題として採種量確保対策、育種理論の普及、
鳥取大学と連携した遺伝様式の解明、効率的育種法の確立に取り組んだ。



自給飼料作物の増収と品質向上を目指した
栽培体系の確立

活動期間：平成２７年度～（継続中）

鳥取農業
改良普及所

具体的な成果

１ 飼料用稲の品質改善と単収向上

（１）１０月末収穫進捗率向上
Ｈ２８；６５．０％ → Ｈ２９；５９．６％

（２）籾の少ない茎葉型専用品種への転換
Ｈ２８；８２．０％ → Ｈ２９；７７．９％

（３）２法人の単収向上
Ｈ２８；５．７ロール
→ Ｈ２９；６．５ロール／１０ａ

２ 耕種農家での飼料用トウモロコシの増産

（１）単収向上
Ｈ２８；２．４ｔ → Ｈ２９；３．０ｔ／１０ａ

（２）栽培面積の拡大
Ｈ２８；１８．０ｈａ → Ｈ２９；２３．３ｈａ

普及員の活動内容

１ 飼料用稲の品質改善と単収向上

（１）１０月末収穫進捗率向上
効率的な受託作業を図るため、品種ごと
の作付計画及び収穫作業計画を作成支
援

（２）籾の少ない茎葉型専用品種への転換
種子田栽培暦をもとに、専用品種栽培
管理を改善支援

（３）２法人の単収向上
栽培暦に沿った基本的な栽培技術を支援

２ 耕種農家での飼料用トウモロコシの増産

（１）単収向上
播種作業の前進化、排水不良対策、栽植
密度の増加

（２）栽培面積の拡大
大型水田作法人に対して取組事例や収支
試算を提示し、栽培面積拡大を誘導

今後の普及活動に向けて

１ 飼料用稲の品質改善対策
適正面積調整、ほ場の団地化、コントラク
ターの作業能率向上

２ 飼料用トウモロコシの単収向上対策
早期播種、栽植密度増加、雑草防除徹底

３ 耕畜連携によるトウモロコシ栽培面積拡大
作業体制強化、購入単価見直し

○飼料用稲は面積拡大による収穫遅延で、品質低下した。
○そこで、適正面積の調整と品種による作付分散で適期収穫の実施支援。
○飼料用トウモロコシは大型水田作法人との耕畜連携で面積が徐々に拡大
した。

○さらに、播種作業の前進化と栽植密度を確保して、単収が増加した。
○更なる単収増加と面積拡大で、供給量の増加を支援する。



新規就農者等の経営安定化
活動期間：平成２７年度～平成２９年度

八頭農業
改良普及所

具体的な成果

１ 収量目標を５名が達成（平成２９年度）
新規就農者（重点対象者）１０名のうち５

名が収量目標を達成し、うち４名は所得目
標も達成した。
また、野菜が主である６名のうち４名は

同一の品目を栽培する生産組合であり、
収量は目標に到達しなかったものの前年
を大幅に上回り、次年度に期待の持てる
結果となった。

２ 栽培技術を習得
平成２９年度から新たな取り組みとして、

果樹（ナシ）と畜産（和牛）でグループ化し
て行った研修会等により、仲間づくりと基
礎的な栽培技術の習得が図れた。

３ 複式簿記記帳方法の習得
簿記研修会の開催により、複式簿記記

帳方法を習得し、経営分析への意欲も高
まった。

普及員の活動内容

１ 新規就農者、親元就農者に対する支援
・グループ化による支援
平成２９年度から新たな取り組みとして、
果樹（ナシ）と畜産(和牛）で、それぞれ年５
回研修会を企画し開催した。

・複式簿記習得のための簿記研修会を年６
回開催した

・農業士会と連携し現地巡回や研修会を年
２回開催した。

・個別対応による支援
特技普及員がはりついて栽培技術等の支
援を行い、その状況を普及所内の定例会
（月２回）で共有した。

２ 関係機関と連携した新規就農者への支援
・各町の状況報告会での必要な個別支援を
検討するとともに、現地確認会（圃場巡回）
を実施

今後の普及活動に向けて

１ 新規就農者個々の目標の明確化と早期
の経営安定化への支援
・収量目標ではなく所得目標を目指す。

２ 状況に応じた対処方法の検討
・気象災害等による作業遅れで所得目標
に到達しない事例があることから、災害
等を想定した排水対策等の事前対策の
徹底

・調査機器（ＩＣＴも含め）を活用し、調査
データ等に基づいた科学的な対応を実施

○八頭普及所管内の新規就農者や親元就農者の経営安定化を図るため、
個別指導や集合研修を通じて技術や経営支援を行った。

○また、町やＪＡ等の関係機関と一体となって、新規就農者等の支援を
行った。

○その結果、平成２９年度に新規就農者（重点対象者）１０名のうち５名が
収量目標を達成した。

収量目標の達成状況
重点対象者の区分 うち目標達成

野菜が主 ６名 １名
果樹が主 ３名 ３名
畜産＋水稲 １名 １名
合　　計 １０名 ５名



倉吉スイカの産地発展に向けて

～販売額１０億円達成、さらに高みへ～
活動期間：平成２８年度～継続中

○倉吉西瓜生産部は生産者の高齢化により、一時は面積、販売額とも
ピーク時の半分程度（８５ｈａ、８億円）まで減少しており、栽培面
積の維持・増加と今後の産地振興プランの作成が課題。

○簡易な栽培マニュアルの作成や新規栽培者向け指導会の開催を支援。
○平成３０年３月には、産地振興プランとなる「倉吉スイカ１６億円
達成プロジェクト」の立ち上げを行った。

倉吉農業
改良普及所

具体的な成果

１ 新規栽培者への技術向上支援
・これまで開催されていなかった新規栽培
者向け指導会が開催され、定番化。

２ 販売額１０億円の達成
・新規栽培者の技術向上が生産部の面積
増加を後押しし、平成２９年には９３．８ｈ
ａに拡大。

・平成２９年には抑制スイカと合わせた生
産部の販売額が１６年ぶりに１０億円を
達成。

３ 倉吉スイカ１６億円達成プロジェクト
・１０年後までに販売額１６億円を目指す
産地プランが固まった。

・生産部として推進する機運が生まれた。

今後の普及活動に向けて

１ 新規栽培者の継続的な生産技術向上支
援
・新規栽培者向け指導会の継続実施

２ 倉吉スイカ１６億円達成プロジェクト
・研修受入農家の資質向上
・生産者が就農相談会へ出る体制整備
等を通してプロジェクト推進を後押しする。

普及員の活動内容

１ 新規栽培者の生産技術向上支援（平成
２８年度～平成２９年度）
・簡易な栽培マニュアルの作成
・新規栽培者向け指導会の開催
・マンガを活用した指導会資料の作成
・出荷成績のグラフ化と個人開示

２ 産地振興プランの作成（平成２９年度）
・先進農家実践研修の産地受入れ
・倉吉スイカ１６億円達成プロジェクト立上
げ



北条砂丘ぶどう産地復興に向けての取り組み
活動期間：平成２９年～継続中

○北条ぶどう生産部では栽培面積や販売額の減少が続いており、栽培に欠
かせないハウス施設は耐用年数を過ぎて老朽化が進んでいる。

○このため、生産者、関係機関で構成する「北条ぶどうを考える会（以下、
「考える会」）」を作り、産地の課題の共有と解決の方向性の検討を行った。

○検討した内容を生産部総会で提案し、平成３０年度は生産部が中心となっ
て課題の解決策を進めることになった。

東伯農業
改良普及所

具体的な成果

１ 「考える会」で検討した解決の方向性を
生産部総会で提案し、生産部への意識づ
けができた。

２ 平成３０年度は生産部が中心となって課
題の解決策を進めることになり、実践に移
す具体的な行動計画（地域プラン）を作る
ことになった。

３ ハウスの老朽化対策に補強技術の開
発・実証事業を予算要望し、事業化できた。
＜事業内容＞
・専門機関と協力して補強技術を開発
・補強方法の実証展示と研修会を開催

普及員の活動内容

１ 産地の現状把握と課題整理
・生産者から産地の現状や思いなどの聞
き取りを行い、目標や課題を整理した。

・生産部員へ後継者の有無やハウスの現
状などについて、アンケート調査を行っ
た。

２ ７月から「考える会」で検討会を開催

今後の普及活動に向けて

１ 産地の行動計画作成を支援



白ネギ産地を支える未来のリーダー育成
～若手農業者の成長を促すグループ活動支援～

活動期間：平成２８年度～継続中

○高齢化が進む中で、弓浜地域でも新規就農者の育成が産地の重要課題
である。

○更なる技術向上と、近隣農家との仲間づくりを目的に２つの自主活動組織
が立ち上がった（境港市のグループＡ、米子市のグループＢ）。

○技術向上、仲間作りの促進を目的に、それぞれのグループの特色に合わ
せた活動支援・提案を行い、未来のリーダー育成を目指す。

西部農業
改良普及所

具体的な成果

【境港市 グループＡ】
○ほ場巡回の開催
・グループでできた横のつながりを活かした
日頃の情報交換や、ほ場巡回の中でのア
ドバイスにより、新規就農者の技術向上。

・お手本となる先輩若手農家を含む巡回を
行うことで適期の栽培管理を早期に習得。

○新規メンバー加入の呼びかけ
・グループＡの意識の高さや高い技術に触
れることで、自分の経営を向上させようと
いう意識が高まっている。

・大型農家の従業員も参加が増え、従業員
を通した大型農家の技術向上に期待。

【米子市 グループＢ】
○ほ場巡回の開催
・より開放的なほ場で勉強会を開催し、会話
が活発になった。

・実際にほ場に行くことで、除草・病害虫対
策など今後の勉強課題の発見につながっ
た。

写真：グループ巡回の様子

○グループワークの開催
・生産者が自分で記入するワークシートの
活用や、グループワークの開催により、農
家が自主的に参加しやすい雰囲気になっ
た。

普及員の活動内容

【境港市 グループＡ】

○ほ場巡回の開催
・技術力の高い先輩若手農家に協力を依頼
し、就農３年目までの新規就農者を対象に
開催。普及所は当日の開催支援と技術資
料の作成・配布を行った。

○新規メンバー加入の呼びかけ
・未加入の若手農業従事者へ、会員と手分
けをして参加の呼びかけを行った。

【米子市 グループＢ】
○グループＢに合わせた勉強会の提案
・継続してきた講義形式の座学に加えて、
ほ場巡回の提案・開催支援を行った。

・農家が発言しやすいグループワーク形式
の提案と、自主性を引き出すことを狙いと
したワークシートの作成を行った。

今後の普及活動に向けて

【境港市 グループＡ】
○周りの農家をまきこんだ活動展開
・相互の技術向上をより広い範囲で図る。

【米子市 グループＢ】
○自身の持てる技術力の習得
・農家同士が日常的にアドバイスし合える
関係作りを目指す。

【２つのグループ共通】
○新規就農者を育てるグループになる
・就農希望者の研修や雇用を受け入れ、次
世代の農家を育てるグループになる。



若手担い手女性の経営参画支援
活動期間：平成２７年度～継続中

○大山町香取地区では畜産農家が減少する中、入植して３代目にあたる若
い世代が後継者として就農している。

○経営を次世代に引き継ぐため、若い世代の経営管理能力の向上を目指し
て平成２７年度より３戸で複式簿記の勉強会を開始した。

○平成２８年度には女性を中心としたグループを結成し、県事業を活用して
簿記の勉強会や同業者、異業種への視察研修を実施する中で、経営改善
の一つの手法である３Ｓ（整理、整頓、清掃）の実践をスタートした。

○その結果、若い世代が主となって簿記記帳を行うとともに、３Ｓ活動が作業
時間の短縮につながる等、経営管理能力が向上した。

具体的な成果

１ 経営管理能力の向上
・会員１０戸のうち３戸で若い世代（女性）
が簿記記帳を主となり実施するように
なった。

・３Ｓ活動の実践を主導した若手女性の、
家族内での役割が向上している。

・３Ｓ活動の実践を通じて各戸の牛舎環境
の改善が進んだ。

写真 改善前 写真 改善後
・３Ｓ活動の講師を依頼した企業の「３Ｓ活
動報告会」において活動を報告し、第３
位（社外参加団体の部）に入賞した。

２ 経営者としての意識改善
・経営移譲に向けて、家族内での役割分
担を明確にするため、家族経営協定の
締結（１戸）、見直し（１戸）ができた。

・経営移譲に向けて、前向きな検討が始
まった（２戸）。

３ 地域への波及効果
・県内女性グループや他地区酪農女性部
との交流会などを通じて、他地区でも３Ｓ
活動の実践が始まった。

普及指導員の活動

１ 平成２７年度
・複式簿記の勉強会の開催（４回）

２ 平成２８年度
・簿記記帳会の開催（１４回）
・県内酪農家簿記グループとの交流会の
開催支援（１カ所）

・視察研修会の開催支援（３カ所）

３ 平成２９年度

・簿記記帳会の開催（８回）と決算整理支援

・県外の酪農場の視察（２カ所）

・県内女性組織との交流会の開催支援

・３Ｓ活動の実践に向け、外部の専門講師

等による勉強会（９回）及び３Ｓ実施企業

への視察研修（１回）の開催支援

・家族経営協定の締結

支援、締結内容の見

直し支援（２戸）

・経営移譲に向けた検

討会の開催（２戸）

普及指導員だからできたこと

・多様な情報を持った普及所が３S活動の視
察先を紹介し、活動を開始するきっかけと
なった。

・普及所が広く活動をＰＲすることにより、他
組織との交流会等が開催されている。

西部農業改良普及所
大山普及支所

年間１６時間
作業時間が

短縮

写真 勉強会の様子



特別栽培米への支援を通じた産地の育成
活動期間：平成２６年度～継続中

○江府町の特別栽培米グループを対象に、全国で通用するブランド化による
米産地の活性化と生産者の所得向上を目的に活動を進めた。

○グループが結成された当初から活動支援し、平成２８年からは食味値の高
位安定や全国レベルの米コンテスト出品への支援などを進めた。

○米コンテストでの上位入賞などによって知名度が向上し、生産者の自信と
誇りが高まり、米産地が活性化しつつある。

日野農業
改良普及所

具体的な成果

１ 米の食味値の向上（約２ポイント上昇）

２ 全国米コンテスト入賞（主なもの）
【米・食味分析鑑定コンクール・国際大会】
・平成２６・２７年 環境王国部門 金賞
・平成２８・２９年 都道府県代表 金賞
【お米日本一コンテストinしずおか】
・平成２６、２９年 入賞
・平成２８年 最高金賞

３ 低収事例の収量向上
・Ａ氏の反収 ４俵 → ９俵に改善

普及員の活動内容

１ 食味値向上のための指標作成
平成２６～２８年 生育調査
平成２８年 葉色の指標作成
平成２９年 生育調査と指標の適応性確認
※調査は町やＪＡと実施した。

２ 現地巡回
平成２６～２９年 ６月下旬から７月上旬

に生産者と関係機関とで現地巡回を行い、
生育状況の確認と今後の管理法を話し
合った。

３ 全国コンテスト支援
平成２５～２９年 写真１の食味計を使用

して食味値測定を行い、出品物を選考する
際の支援を行った。

４ 低収量事例に対する収量向上支援
平成２８～２９年 栽培管理自己点検表

の記入によって低収量の原因を気づかせ
ると共に現地での対話を粘り強く行った。

今後の普及活動に向けて

１ 所得の向上について
残された課題として、経営調査を行いな

がら所得向上の条件を明らかにし、魅力の
ある水田営農モデルを提案していきたい。

２ 水稲の収量向上について
今回の事例に限らず水田農業の担い手

の収量向上対策は必須であり、低収量の
経営体を対象に、栽培管理自己点検表を
活用し所得向上を図っていきたい。

品種 Ｈ２９ Ｈ２８
コシヒカリ 84.9 83.3
きぬむすめ 86.5 84.3

表１ 平均の食味値 単位：ポイント

写真１ 使用した食味計
（機種：サタケＲＣＴＡ１１Ａ）

写真２ 対象水田


