
リンドウの優良系統育成支援～産地再興を目指して～

とっとり農業戦略課 

〈活動事例の要旨〉 

活動をする中で生産者の意識の変化もみられ、智頭系統の町外への供給にも理解が

得られたことで県内産地拡大のきっかけとなった。

智頭町は歴史の長いリンドウ産地であるが、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、産地の維持が大きな課題となっている。そこで、生産部、

農協、町、県の関係機関が集まり、産地維持に向けた話し合いをする場を設け、新規

栽培者受け入れ対策、栽培上の課題と対策について協議し、役割分担をして取り組ん

でいる。 

 産地が衰退した原因の一つは、育種に対する理解不足、気象変動による不稔と採種

量の減少などによる独自の優良系統の消失があげられる。そこで、この問題に対し農

業革新支援専門員の課題として取り上げ、不稔と採種量確保のための採種技術の確立、

育種理論の理解と普及、鳥取大学と連携した遺伝様式の解明と効率的育種法の確立を

目標に、平成２８年から取り組んだ。 

その結果、安定した採種法を確立し、育種法の理解と普及はおおむね達成し、系統

的な育種を実施できる人材を育成できた。また、鳥取大学との連携により、智頭系統

において花色を制御する遺伝子を特定し、電気泳動による解析でおおむね花色が判定

できることが明らかになった。さらに、活動中に発見した淡いピンクの個体間の交配

を行ったところ、安定した花色が発現し、新系統の育成に一歩前進した。

１ 普及活動の課題・目標 
（１）背景 

 智頭町のリンドウ栽培の歴史は古く、中山間地の水田転作作物として、昭和４

６年に導入され、間もなく５０周年を迎える。生産の最盛期であった平成６年頃に

は栽培面積１０ｈａ、生産者４０名、販売額１億円に達していたが、近年は既存生

産者の規模縮小や新規栽培者が現れてもすぐにやめるなど、面積も１．５ｈａを下

回り、生産者も１０名前後、販売額も１千万円を割る程度にまで低下しているのが

現状である。生産者の高齢化、後継者不在による栽培面積の減少に加え、栽培面で

も夏季の高温に起因する開花時期の変動、不稔・採種量の減少による優良系統の減

少・消失、収量の低下などの課題も発生しており、栽培を継続する上で対策検討が

必要となっている。



   このような状況の中でも、栽培を継続してきた生産者の栽培意欲は高く、様々な

場面で産地を維持していかなければならないとの声が聞こえ、関係機関と連携しな

がら栽培技術支援、新規栽培者獲得支援に取り組んでいるところある。この中で、

特に高度な専門性を必要とする育種に関する課題について、農業革新支援専門員の

直接指導課題として実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
   
  図１ 栽培面積と生産農家戸数の推移       図２ 販売額の推移 

 

（２）課題と目標 

ア 高温期の不稔対策、安定した採種法の確立 

    高温期の不稔を回避し、安定した採種が可能となる冷房室内における切り花

による採種技術の確立を支援する。 

イ 育種理論の伝達と普及 

    これまで生産者の自家採種を繰り返して智頭のオリジナル系統を維持してき

ているが、その交配組み合わせは個人の感覚に任されており、結果として重要

形質の損失、品質低下を招いている。これを解決するため、理論的かつ系統的

育種法を伝達し、今後の系統維持につながるよう支援する。 

  ウ 育種の効率化 

    育種上の問題として、形質の確認までに２～３年を要する。そこで、鳥取大

学と連携し、遺伝様式の解明、遺伝子診断による育種の効率化を図る。 
 

２ 普及活動の内容 
（１）高温期の不稔対策、安定した採種法の確立 

ア 切り花による採種法の確立 

    岡山県経済連が実施する切り花採種法を採用し、高温回避のため冷房コンテ

ナハウスを導入して実施した。切り花の採取、水揚げ、切り花保存剤の利用、

交配に適する小花の選択、徐雄の方法、開葯と花粉の保存、交配適期の判定、

交配の実際、採種時期の判断、種子保存の方法について助言、支援した。 
  



（２）育種理論の普及－理論的かつ系統的育種法の手法伝達 

ア 智頭系統の来歴の聞き取りと交配系統の整理 

生産者に聞き取り調査を実施し、分析した。 

イ 交配系統の整理 

交配して系統を維持したとしてもその整理が十分でなく、その記録は生産者

の頭の中にあるだけで記録が残っていない。そのことが育種を進めるうえで大

きな問題である。 

支援に取り組んだ時点から、交配系統の来歴を記録し、系統的な育種を進め

ることに取り組んだ。 

ウ 理論的かつ系統的育種法の伝達 

 これまで交配は各個人の感覚に任されており、系統的な育種は実施されてい

ない。理論的育種が進まなかったため、不稔や自殖弱性による系統の消失、品

質低下を招いてきたと考えられる。そこで、栽培管理、採種、出荷調整などあ

らゆる機会を通して、育種理論や交配の考え方を伝達した。 
（３）育種の効率化 

ア 鳥取大学との連携構築 

育種の効率化を図るため、遺伝子診断による育種期間の短縮を検討した。ま

ず、鳥取大学との連携を構築した。高い専門性を必要とすることから、農業革

新支援専門員と鳥取大学とで実験計画の打ち合わせを行い、全体計画を立てた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 育種効率化のための連携・協力体制 
  
  



 

３ 具体的な成果 
（１）高温期の不稔対策、安定した採種法の確立 

ア 切り花による採種法の確立 

 室内環境として切り花に直接風が当たらないようにすること、植物育成用蛍

光灯を使用することなどを助言した。さらに、切り花長を８０ｃｍ前後とする

こと、切り花採種後に殺虫剤および殺菌剤を散布し、採種中のアザミウマ類や

灰色カビ病による被害を抑制するよう提案し、実施した。このことにより、夏

季高温期における安定した採種が可能になった。 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）育種理論の普及－理論的かつ系統的育種法の手法伝達－ 

ア 智頭系統の来歴の聞き取りと交配系統の整理 

聞き取り内容を解析した結果、継続して極早生系統を維持するためには別の極

早生系統の導入を図ることが必須であると考えられた。 

この事実については、極早生系統を独自に採種している生産者に伝え、理解

を得た。 

イ 交配系統の整理 

平成２７年以降の交配記録は確実に残されており、これをもとに親株の選抜

を進めた。 

  

写真 2 室内採種の状況 

写真 1 冷房コンテナハウス 



ウ 理論的かつ系統的育種法の伝達 

 実際に交配親が判明している後代を材料に、発現している形質を解説しなが

ら理解を得ると理解が早かった。２年間機会あるごとに繰り返すうち、生産者

から育種交配組み合わせに関する質問、提言、育種上の疑問などが聞かれるよ

うになり、概ね理解を得たと判断した。このことは、これまでの感覚的な交配

からの脱却を図ることができたと判断できるものである。 
親株の選抜は複数の役員、普及員、農業革新支援専門員で目合わせをしなが

ら実施した。親株の選定や交配組み合わせは、整理された交配組み合わせに基

づき、後代の形質発現を想定しながら系統的に実施し、親株５系統を選定して

１７組み合わせの種子を得た。 
親株選定中に淡いピンクの花色の系統を発見し、系統内での交配を行った。

その結果、翌年開花した個体は全て淡いピンクとなり、新系統の育成が前進し

た。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）育種の効率化 

ア 鳥取大学との連携による成果 

花色に関する遺伝様式を調査した結果、概ねメンデルの法則に従うことが明

らかになった。調査を進める過程で発現率の予測値と実測値が異なる部分があ

り、何らかの遺伝様式が別途あるものと考えられた。 
花色に関する遺伝子を調査した結果ＧｔＭＹＢ３／ｇｔｍｙｂ３－１ま  

たは３－３が存在することが明らかになり、白、濃い紫、薄い紫はこれらの遺

伝子の存在により決定されることが明らかになった。また、これらの後代もメ

ンデルの法則に従って分離し、それぞれの花色と遺伝子の存在が関連付けられ

た。このことにより、開花前に花色を判別できることが明らかになり、育種の

効率化につながる成果が得られた。 

写真 3 親株選抜の様子 
写真 4 ピンクの新系統 



表１ それぞれの花色の個体数と出現率 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                   
    これらの成果は生産部の総会で紹介したところ、大変興味をもって受け止め

られ、新系統育種に関する関心が高まった。 
 

４ 今後の普及活動に向けて 
智頭リンドウ産地維持・再興に向けた取り組みは緒に就いたばかりである。その

一環としての理論的かつ系統的な優良系統の維持・育成、オリジナル系統の育成も

始まったばかりで、継続して支援していく必要がある。 
（１）育種理論の幅広い共有 

    育種、採種に関わり生産者はもちろん、より多くの生産者に理論を理解しても

らうための支援を実施していく。「個」が選抜、交配するのではなく、「皆」が

選抜、交配に関わることができるよう、普及所と共に活動していく。 
（２）遺伝子診断の活用法の検討 

   現場でより簡単に利用できる仕組みづくり、活用法を検討していく。引き続き

鳥取大学と連携しながら活動していく。 
（３）親株維持のための手法確立 

これまで優良系統の親株はしばしば失われてきた。そこで、挿し木繁殖法を確

立し、複数の親株を生産者が分散して維持し、複数人で管理する仕組みづくりを

支援する。 
 

（執筆者：鷹見 敏彦） 
 

図 4 親株選抜の様子 



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 

鳥取農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

管内の飼料用稲は、栽培面積の拡大に伴い収穫遅延による収穫物の品質低下をもた

らし、適正面積の調整と品種による作業時期の分散を図ることで適期収穫を目指し、

その品質改善に取り組んだ。また、酪農家からの需要が求められている飼料用トウモ

ロコシは、その供給量を確保するために、耕種農家による単収の向上と面積拡大を支

援した。 

 

１ 普及活動の課題・目標 
当普及所は各課題への取り組みにより、以下の自給飼料作物の増収と品質向上を目指

す。 

（１）飼料用稲の品質改善及び単収向上 

ア １０月末収穫進捗率 ６５→８３％（Ｈ２８年実績→Ｈ２９年計画） 

イ 籾の少ない茎葉型専用品種への転換 ８２→８０％前後 

ウ ２法人の単収向上 ５．７→７．５個／１０ａ 

（２）耕種農家での飼料用トウモロコシの増産 

ア 単収向上 ２．４→３．０ｔ／１０ａ 

イ 栽培面積の拡大 １８→２６ｈａ 

 

２ 普及活動の内容 
目標を円滑に達成するために、平成２９年度は以下の支援を通して取り組み改善等を実

施した。 

（１）飼料用稲を適期収穫するために、東部地区総面積を上限１５０ｈａとして旧市町ごと

に調整支援したり、効率的な受託作業を図るために品種ごとの作付計画及び収穫作業計

画の作成支援を行ったりした。加えて、種子田に対する栽培管理を改善支援した。また、

単収の低い２法人に対して栽培暦に沿った基本的な栽培技術の支援を行った。 

（２）耕畜連携ほ場での飼料用トウモロコシ増産のために、耕種５法人に対して栽培技術支

援を行うとともに、新規及び既存法人に対して栽培ほ場面積の確保と拡大への働きかけ

を行った。 

  



３ 具体的な成果 
平成２９年度の取り組みでは、以下のとおりの主な成果が得られた。 

（１）飼料用稲作付面積が前年より１７ｈａ増の１８２ｈａとなったため、収穫開始時期を

早めたり品種構成を調整した。その結果９～１０月の天候不順が続いたことを考慮する

と、１０月末収穫進捗率を６０％にとどめることができた（表１）。一方、畜産農家が

求める籾の少ない茎葉型専用品種への転換を図り、目標割合を確保することができた

（表２）。また、重点農家２法人の単収はそれぞれ前年より増加した（表３）。 

（２）耕種５法人によるトウモロコシ単収は前年より増加し、目標単収を達成した（表４）。

また、耕畜連携ほ場面積は耕種法人の取り組みにより、前年より増加した（表４）。 

 

表１ 平成２９年飼料用稲１０月末収穫進捗率 

収穫月 ８～１０月 １１～１２月 

収穫ロール数（個） ９，２２３ ６，２４４ 

上記割合（％） ５９．６ ４０．４ 

表２ 平成２９年飼料用稲品種別収量 

品種 面積（ｈａ） 収穫ロール数（個） 単収（個／１０ａ） 

全体計 １８１．７ １５，４６７ ８．５ 

茎葉型 １４１．５ １２，０６２ ８．５ 

上記割合（％） ７７．９％ ７８．０％  

表３ 平成２９年飼料用稲重点農家別収量 

重点農家 面積（ｈａ） 収穫ロール数（個） 単収（個／１０ａ） 

Ｆ農場 ２２．８ １，４１０ ６．２ 

Ｔ法人 ２０．５ １，４１５ ６．９ 

計 ４３．３ ２，８２５ ６．５ 

表４ 平成２９年飼料用トウモロコシ収穫実績 

対象農家 戸数（戸） 面積（ｈａ） 単収（ｔ／１０ａ） 

全体 １２ ６６．６ ３．３ 

耕種農家 ６ ２３．３ ３．１ 

重点農家 ５ ２１．５ ３．０ 

酪農家 ６ ４３．３ ３．４ 

 
  



４ 今後の普及活動に向けて 
（１）飼料用稲は、収穫作業の遅れによるサイレージの品質低下が見られるため、引き続き

適正面積の調整と品種構成による作業分散を図ること、ほ場の団地化とコントラクターの

作業能率向上による効率的な受託体制を構築することへの支援が求められている。 

（２）飼料用トウモロコシは、排水対策や施肥改善は実施してきたが単収は足踏みしており、

目標単収４ｔに向けて早期播種の実施、栽植密度の増加、雑草防除の徹底などの改善点も

多く、より一層の支援が必要である。更にその供給量を増加するために、耕畜連携による

栽培面積の拡大が必要であり、収穫調製作業体制の強化とともに、購入単価の見直し等へ

の支援が求められている。 

 
（執筆者：大井 善臣） 



新規就農者等の経営安定化 

八頭農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

 新規就農者や親元就農者の経営安定化を図るために、個別指導や集合研修を通じて

技術や経営支援を行うとともに、関係機関が連携して一体となって新規就農者等の支

援を行った。 

 

１ 普及活動の課題・目標 
（１） 背景と課題 

ア 八頭管内の新規就農者等の動向 
八頭管内では毎年３名程度の新規就農者があり、就農にあたっては国や県の

支援事業を受けている場合が多い。 

平成２６年度に創設された親元就農促進事業の活用もコンスタントにあり、

親元就農者数が増加している。   

 

      表１ 八頭管内の新規就農者数の推移  

年 度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 計 

若桜町 ０ １（１） ０ ０ ０ １（１） 

智頭町 ０ ２ １（１） ２（２） ０ ５（３） 

八頭町 ４ ３（２） ３（２） ０ ３（２） １３（６） 

計 ４ ６（３） ４（３） ２（２） ３（２） １９（１０） 

      （注）（ ）内は親元就農者で内数とする。 

 

  イ 課題 

    新規就農者は、就農前にアグリスタート研修等を受講し、農業技術をある程

度事前に習得しているとはいえ、農業基盤がほとんどなく農業経験が不十分な

場合もあり、就農時に設定した農業所得の確保が難しい事例がある。 

    また、資金や労働力の不足、経営管理に必要な知識や技術の不足、農地確保

などの問題を抱えている事例も多い。 

（２）目標 

   新規就農者個々の就農計画作成時の所得目標を達成し、経営の安定化を図れる

ように支援するようにしているが、普及所としては、所得目標ではなく、収量目

標や栽培技術の習得を重点対象者１０名が達成することを普及計画の到達目標

に掲げた。 

  



      表２ 重点対象者１０名の概要  

 就 農 区 分    就 農 部 門 

Ｉターン Ｕターン 野菜が主 果樹が主 畜産＋水稲 

    

３名 

    

７名 

    

６名 

    

３名 

     

 １名 

 

２ 普及活動の内容 
  普及所内では、総合支援班を中心として、各特技が連携して活動するとともに、

農業振興室、各町、農業委員会、ＪＡと連携をとりながら新規就農者等への支援を

行った。 

（１）新規就農者、親元就農者に対する支援 

  ア 集合研修による支援 

  （ア）複式簿記の習得のための簿記研修会を開催 

     新規就農者の複式簿記記帳方法の習得と経営管理技術の習得を目的に、前

年に続き、年６回の研修会を開催した。状況によっては個別での対応も行っ

た。 

  （イ）農業士会と連携し現地巡回や研修会を開催 

     八頭地区農業士会と事前に研修の内容を調整し、合同の現地巡回１回、研

修会１回を開催し、お互いの状況把握や知識の習得を図った。 

  （ウ）グループ化による支援 

     共通品目だと情報も共有しやすいのではという思いから、普及員が調整役

となり果樹（ナシ）と畜産（和牛）で、平成２９年度から新たにグループ化

した研修会を企画し、それぞれ５回研修会を開催した。 

     なお、グループには重点対象者が含まれるように努め、果樹ではメンバー

７名のうち１名、畜産ではメンバー５名のうち１名が重点対象者となった。       

  イ 個別対応による支援 

    重点対象者には特技普及員がはりついて、栽培技術等の支援を行った。その

支援状況については、普及所の定例打ち合わせ（月２回）で、各所員が状況把

握を行った。 

    また、野菜が経営の柱となっている６名のうち４名は、同一品目を栽培する

任意の生産組合となっており、組織活動の支援も行った。 

  



（２）新規就農者等への関係機関と連携した支援 

  ア 各町の状況報告会での必要な個別支援を検討  

    各町で開催される新規就農者等の状況報告会（面談）で、個々の経営状況や

就農計画作成時の所得目標の達成程度を把握し、必要な個別支援の検討を行っ

た。 

  イ 各町と連携した現地確認会（圃場巡回）を実施 

    状況報告会では確認が不十分な点もあることから、町等と連携して、これま

でできていなかった現地確認会（圃場巡回）を開催し、現地で、課題の明確化

と解決方法の検討を行った。 

 

３ 具体的な成果 

（１）収量目標を５名が達成 

 上記のような総合的な支援を行うことによって、重点対象者１０名のうち５名

（野菜１名、果樹３名、畜産＋水稲１名）がほぼ収量目標を達成し、うち４名は

就農計画の所得目標も達成することができた。 

   また、野菜のうち同一品目を栽培する４名の生産組合については、平成２９年

産は収量目標に到達しなかったものの、収量は前年を大幅に上回り、収益の分配

を行えるようになった。さらに、次年度も安定した収量確保、収益確保の可能性

が出てきた。 

（２）栽培技術を習得 

   果樹（ナシ）と畜産（和牛）でグループ化して行った研修会（各５回開催）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と考えている。また、メ

ンバーからは「共通品目で集まりやすい。少人数で聞きやすい。内容がわかりや

すい。」と好評で、メンバーはほとんど欠席することなく意欲的に参加していた。 

（３）複式簿記記帳方法を習得 

   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。新たにソリマチ簿記ソフトを利用して記帳し、部門分析しようとする者

が１名できた。 

  



４ 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 

  平成２９年度は、普及計画には各品目の収量を目標としていたが、平成３０年度

は就農前に作成した就農計画の所得目標（就農５年目で所得２４０万円以上）を普及

計画に位置付け、計画的に、早期に所得目標が達成できるように支援していきたい。 

（２）状況に応じた対処方法の検討 

 平成２９年度の新規就農者の状況をみると、干ばつ、猛暑、長雨、積雪等の気象災

害で計画どおり作業ができず、収量・品質等の目標が達成できなかった例が多かった。

そのため、あらかじめ事前の対応策の検討や作業段取りの見直しをしていけるように

細やかな対応をしたい。 

 特に、野菜６名のうちハウスを所有しているのは１名と、ほとんどが露地での生産

のため、あらかじめの圃場の選定や排水対策により作業が計画的に行えるような対応

を行いたい。 

 また、場合によっては、調査機器（ＩＣＴも含め）の活用により、栽培技術の裏付

けや説明が、調査データをもとに科学的にできるようにしたい。 

 

（執筆者：福田 義博） 
 



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～ 

倉吉農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

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

半分程度まで減少し、栽培面積の維持・増加と今後の産地振興プランの作成が求

められた。普及所では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

催を皮切りに支援を行い、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。 

 

１ 普及活動の課題・目標 
（１）背景と課題 

倉吉西瓜生産部は倉吉市内の４地区を中心に栽培され、ピーク時には栽培面積

１８２ｈａ（平成９年）、販売額約１６億円（平成７年）を誇るスイカの一大産

地であった。しかし生産者の高齢化が進み、平成２６年には面積８５ｈａ、販売

額８億円とピーク時に比べて半減してしまい、現在、栽培面積の維持・増加が産

地の重要な課題となっている。一方、生産部では近年、毎年数名の新規部会員を

迎え入れており、生産技術向上への支援が必要である。 
（２）目標 

ア 新規栽培者の生産技術向上支援 
スイカの栽培管理作業は複雑かつ多岐にわたっており、技術習得・向上が新

規栽培者にとっての大きな課題である。そこで新規栽培者向けのわかりやすい

栽培マニュアルの作成を行い、生産技術向上を支援する。 
イ 産地振興プランの作成 

産地維持のため、生産者の個別経営規模拡大や新規栽培者を増やすなど、生

産部が主体となって取り組むことのできる産地振興プランの作成を行う。 
 

２ 普及活動の内容 
（１）新規栽培者の生産技術向上支援 

ア 簡易な栽培マニュアルの作成 
   平成２８年に栽培開始１～２年の生産者から「シーズン中は作業に追われ、

栽培全体の流れがなかなか把握できない」との声があったことから、新規栽培

者に対する技術支援の必要性について指導部長に働きかけた。その結果、指導

部長、ＪＡ指導員と協力してスイカ栽培の一連の作業を模式図化し、作業ポイ

ントを添えたＡ４用紙両面１枚に収まる簡易な栽培マニュアルを作成した。 
 
 



イ 新規栽培者向け指導会の開催 
    栽培マニュアルの完成を受け、平成２９年より新規栽培者向け指導会を開 

催した。対象は新たに生産部に加入して３年以内の部会員とし、栽培初期およ

び収穫期に指導会を実施した。栽培が終了した９月には反省会を実施し、その

年の作柄の振り返りと翌年作の計画作成について支援した。 
（２）産地振興プランの作成 
  ア 先進農家実践研修の産地受入れ 
    平成２９年９月にある部会員から「スイカ農家になりたいという若者がいる。

何か良い研修制度がないだろうか。」という相談を受けた。農業振興課と農業

大学校に相談する中で、先進農家実践研修の案が浮かび、実際に進めることと

なった。農業振興課が研修に対する生産部の関わりについて案を作成し、役員

会で提案したところ了承され、生産部長から「これからは産地として積極的に

新規就農者を受け入れていこう」との発言があった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  



イ 倉吉スイカ１６億円達成プロジェクト 
 （ア）プロジェクト発足のきっかけ 
    平成２９年１１月に行われた倉吉西瓜販売額１０億円達成記念大会で、生産

部長から「次は１６億円を目指す」と宣言された。これを受けて中部総合事務

所農林局として１６億円達成を応援するべくプロジェクトを立ち上げることと

なった。 
（イ）プロジェクト概要 

プロジェクトでは産地提案型の新規就農者確保とその育成を目指し、生産部

が主体となって新規就農者募集活動を行うことと、新規就農者が良い条件で耕

作できるように中間管理事業を活用した圃場整備（スイカ団地の造成）を行う

ことの２本柱とした。 
 （ウ）普及所の関わり 
    プロジェクトを立ち上げるにあたり、農業振興課、地域整備課と連携してプ

ロジェクト進行案を作成した。圃場整備の工事完了までの５年間のロードマッ

プを作成し、そこに新規就農者確保のスケジュールを組み込んだ。作成後は実

施主体となる生産部との事前調整を行い、平成３０年３月に関係機関を集めて

のキックオフミーティングを開催した。 
 

３ 具体的な成果 
（１）新規栽培者の生産技術向上支援 

ア 簡易な栽培マニュアルの作成 
    普及所が作成した新規栽培者向け栽培マニュアルは新規栽培者から「全体の

流れがイメージできるので、どうしたら次の作業が楽になるかを考えながら作

業できる」と好評だった。さらに当栽培マニュアルをＪＡ鳥取中央全体の指導

部会で紹介したところ、新規栽培者に配慮した資料が必要であるとの認識で一

致し、１５年ぶりとなる栽培暦の改定に繋がった。 
イ 新規栽培者向け指導会の開催 

指導会は指導員圃場で実際の作業を見せてもらいながら、指導員からポイン

トを簡潔に紹介していく形式で実施した。参加者からは「通常の指導会ではベ

テランが多く質問しづらかったが、今回は色々ときくことができて良かった」、

「他の地区の畑を見ることは少なく勉強になった」等の声が聞かれた。 



  ウ 販売額１０億円の達成 
    新規栽培者に向けた技術支    

援の取り組みが生産部の面積 
増加を後押しし、平成２７年 
から３年連続で栽培面積が増 
加、平成２９年には９３．８ 
ｈａに拡大した。また品質も 
向上（秀率：平成２７年５０ 
％→平成２９年６５％）し、 
生産部が２８年から実施して 
いる販売キャンペーンの効果 
もあり単価が高まった。その 
結果、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１０億円を達成した。 

（２）産地振興プランの作成 
  ア 先進農家実践研修の産地受入れ 
    研修生１名が先進農家実践研修を本年２月から受けており、生産部の中堅農

家１名が親方となって研修している。研修生には作業をしながらの指導だけで

なく、新規栽培者向け指導会など、生産部の行事にも参加してもらい地域との

つながりを作っている。また地域の役員による研修状況確認会を実施すること

で、研修生を生産部全体で受け入れていく意識が醸成されてきた。 
  イ 倉吉スイカ１６億円達成プロジェクト 
    プロジェクトを立ち上げ方向となった際は、生産部長以外の役員にとって「１

６億円」は高すぎるハードルに思われた。しかしその後一人ひとりに普及員が

説明して回り、理解を進めることで、平成３０年３月のキックオフミーティン

グ開催の際には「倉吉西瓜生産部が向かうべき目標」という意識を生産部の役

員らが持つことができるようになった。 
  

図２ 倉吉西瓜生産部の販売額、面積 



４ 今後の普及活動に向けて 
（１）新規栽培者の生産技術向上支援 
   新規栽培者向け指導会は平成３０年で２年目になり、生産部全体にも周知され

てきた。同年からは参集範囲に親元就農者も加え、同年代との交流促進を進めて

いる。また平成２９年度改定した栽培暦は４０ページにわたっており、新規栽培

者が独自にすべてを読み解くことは難しいと考えられる。そのため平成３０年の

栽培反省会に合わせて、勉強会を開催して栽培に関する知識の定着を図る。さら

にこの機会に若手指導員が積極的に関わるように普及員が促し、今後産地を引っ

張っていく意識の醸成を図りたい。 
（２）産地振興プランの作成 
   今後、産地提案型の新規就農者確保のために、就農相談会等で提示する「倉吉

スイカ就農モデル」を作成し、それを掲載したチラシを作成する必要がある。こ

のチラシをもって生産者が就農相談会へ参加し、具体的なイメージを持って新規

就農希望者を募っていく方向となる。就農モデルおよびチラシの作成については

農業振興課、市およびＪＡが連携して行い、普及所は主に生産者が就農相談会へ

出席する体制整備を支援する。 
   また、研修受入農家の資質向上も必要であるため、平成３０年の秋以降に受入

れ候補農家を対象に研修会を普及所が主体となって実施する予定である。ここで

は新規就農者を育成するための心構え、研修生の雇用のための経営管理、他産地

（先進地）の生産者との交流を検討している。 
 

（執筆者：澤口 敬太） 



 

 

北条砂丘ぶどう産地復興に向けての取り組み 

東伯農業改良普及所 

＜活動事例の要旨＞ 

  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。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）背景 

北条ぶどう生産部の栽培面積は平成元年には１１１ｈａであったが、生

産者の高齢化、雪害、施設の老朽化などで減少が続いている。平成２９年

２月の大雪でも約３ｈａのハウスが倒壊し、２７ｈａへと産地が縮小し、

産地の意欲低下が懸念されていた。 

（２）課題・目標 

生産部の課題解決活動を促進するため、「考える会」で課題を共有し、解

決の方向性を示すとともに必要な対策の事業化を目標に活動を行った。 

                  

２ 普及活動の内容 

産地の課題解決のための方向性を生産者とともにみつけるため、普及所の呼び

かけで生産者、関係機関で構成する「考える会」を作り、果樹班で検討を行いな

がら活動を行った。 

（１） 産地の現状把握と課題整理 

  ア 生産部役員や生産者の担い手、女性から現状や産地への思いなどの聞き取

りを行い、目標や課題を整理した。 

  イ 後継者の有無やハウスの現状などを把握するため、生産部員を対象にアン

ケート調査を行った（回答者数８５名、回収率７７％）。 

 

表１ ハウス経過年数              表２ 後継者の有無 

 

 

 

 

 

             図１ 生産部年齢構成 



 

 

（２）「考える会」で検討            

７月から産地の課題を共有し、解決の方向性 

について生産者、関係機関で話し合いを行った 

（表３）。 

（３）ハウスの現状調査 

  ハウスの補強技術の検討を進めるため、構 

造や老朽化状況、生産者が行っている補強対 

策などの現状調査を行った。 

                   

３ 普及活動の成果 

（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（表４）。 

  ア 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とし

た。 

  イ 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。 

（２） 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、事業化した。 

 ア 事業内容 

 （ア）専門機関と協力して補強技術を開発 

  （イ）補強方法の実証展示と研修会を開催 

 

４ 今後の普及活動に向けて            

（１）産地の行動計画の作成 

   産地の維持・発展をめざすために、生産部 

 が中心になって作成する具体的な行動計 

画（地域プラン）を関係機関が課題ごと 

で作成の支援を行う（図２）。 

ア 後継者の育成確保対策（北栄町）        

イ 所得向上対策（ＪＡ） 

ウ ハウスの補強対策（普及所）      

（２）ハウスの補強技術開発及び実証展示 

   ハウスの長寿命化に向けた補強技術を 

専門家と連携して開発し、現地実証ほの設置と研修会を開催する。 

 

（執筆者：石河 利彦） 

表３ 「考える会」の検討内容 

表４ 「考える会」まとめた内容 

図２ 平成３０年の進め方 



図１  弓浜地域  

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～  

西部農業改良普及所  
＜活動事例の要旨＞  
 弓浜地域において若手白ネギ生産者の自主的な活動グループが２つ立ち

上がった。将来の産地リーダー育成のため、２つのグループのそれぞれの特

色に合わせて、ほ場巡回や勉強会などの活動支援・提案を行った。  
 

１ 普及活動の課題・目標  
（１）背景：弓浜地域の白ネギ生産と若手農家のグループ組織  

鳥取県西部は各作型を組み合わせた白ネギの  
周年栽培が行われている。産地の中心である弓  
浜地域（米子市・境港市）は適度な地下水位と  
砂質土壌という特性から白ネギ栽培に向いてい  
る。また、単位面積あたりの所得率が高く、販  
売単価が安定し周年出荷できることから経営が  
比較的安定しており、白ネギの新規就農者は現  
在増加している。他品目同様に生産者の高齢化  
が進み生産者が減少していく中で、新規就農者の育成は産地の重要課題  
である。  

   これまで普及所からは日々の巡回等の中で技術指導や経営指導とい

った個別指導に加えて、関係機関と連携した組織活動による横のつなが

りのきっかけづくりを行ってきた。その中で更なる技術向上と、近隣農

家との仲間づくりを目的に２つの自主活動組織（グループＡ、グループ

Ｂ）が立ち上がった。  
（２）課題と目標  

この２つのグループの会員を育成し、弓浜地域の将来の人材の核を育

てるということが課題である。そこで、２つのグループの特色を活かし

た活動支援や提案を行うことで、①技術向上、②仲間づくりの促進につ

なげ、数十年後まで産地の将来を託せるような未来のリーダーの確保を

目指す。  
 
  



図２  ワークシート  

２ 普及活動の内容  
【グループＡ】  
（１）ほ場巡回の開催  

営農センター、試験場、グループＡの中のベテラン農家２名に働きか

け、境港地区のほ場巡回を開催した。ベテラン農家の技術力の高さと指

導意欲の高さに着目し、アドバイザーの位置づけとして協力を依頼した。

普及所からは開催までの調整と、当日の開催支援、技術資料の配布と説

明を行った。さらに、お手本となるベテラン農家のほ場も巡回すること

で適切な栽培管理を学べるように工夫した。  
（２）新規メンバー加入の呼びかけ  

新規就農者、大型農家や法人の従業員、親元就農などの形態で境港市

（さらには米子市にも）で白ネギを栽培する若手に普及所やメンバーか

ら声をかけ、グループＡへの参加を呼び掛けた。懇親やほ場巡回への参

加を呼びかけることで、仲間づくりや技術向上、意識の向上をねらった。 
【グループＢ】  
（１）ほ場巡回の開催  

約１０か月間座学という形式で勉強会を開催してきたが、質疑応答が

盛り上がらないということもあり、普及所は、新たな勉強形式としてほ

場巡回の開催を提案した。当日の開催支援、技術資料の配布と説明を行

った。  
（２）グループワークの提案  

これまでの勉強会は講師が一方的に説明する講義のようなスタイルで

あったので、生産者が自分達で考えて学べる研修会になるような提案を

した。事前に栽培管理のスケジュールを記入するワークシート配布し、

自分達であらかじめ記入したものを当日持参してもらった。また、より

発言しやすい雰囲気が作れるようグループワークという形式にした。  
 

 

 

 

 

 

 
 
  



写真２ 就農２年目 (７月 ) 写真１ 就農１年目 (８月 ) 

３ 普及活動の成果  
【グループＡ】  
（１）新規就農者の栽培技術が早期に安定した  

グループＡ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、除草技術の向上など、新規就農者の技

術が早期に安定している。ベテラン農家からは肥料散布のタイミングや

量、農薬の選択や散布タイミングや使用の仕方など具体的なアドバイス

があった。これらのアドバイスをきちんと実行し反収を向上させた。  
例）境港市新規就農者Ｍ氏。夏ネギでの除草技術の向上  
 

 
 
 
 
 

        
（２）仲間の輪が広がった  

グループＡへの参加呼びかけにより、メンバーが着々と増えている。 
新規メンバーはグループ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た。優良農家をグループ

Ａへ勧誘することによりグループＡメンバーの意識も向上している。ま

た、大型農家の従業員も参加が増えており、従業員を通した大型農家の

技術向上が期待できる。  
【グループＢ】  
（１）グループＢに合わせた勉強形式を提案し、積極性を引き出した  

ほ場巡回は、いつもの座学というかしこまった形式よりも開放的なほ

場という勉強場であり、自発的に意見交換がはずんだ。また、実際に畑

に出てみることにより「除草対策が本当に難しい」ということが共通し

て認識され、今後の学習課題の発見につながった。  
（２）メンバー同士の距離が縮まり、関係性が深まった  

はじめは畑ですれ違った時にあいさつをするくらいの関係であった

が、今は機械の貸し借りをしたり、栽培に関する情報交換を積極的に行

うなど、お互いに助け合う姿勢が見られる。  
 
  



４ 今後の普及活動に向けて  
以下の今後の展望は各グループのメンバーと共通認識が図られている。 

【グループＡ】  
・周りの農家を巻き込む  

意識も高く、技術力も高いメンバーが揃い、自主的な活動というだけあ

って、グループＡとしての活動は今後も活発に行われていく見込み。この

元気に楽しく農業をするという雰囲気を境港市内はもちろん、米子市や、

弓浜地域以外にも広げていく。そのためには活動の紹介や、出席呼びかけ

を行う。  
【グループＢ】  
・栽培技術を向上させる  
同じ地区でともに営農する仲間意識が芽生え、助け合う姿勢がみられは

じめた。まだ自身をもって技術をアドバイスするメンバーが少ないため、

今後のステップは自信の持てる技術を身に着け、互いにアドバイスし合う

関係になる。参加型の研修会やほ場巡回を提案し、農家同士の意見交換を

促しながら技術向上を目指す。  
【２つの会共通】  
・次の新規就農者を育てる組織になる  
すでに新規就農者を指導したり面倒をみたりする先輩農家もいるため、

「新規就農者を育てる組織」になりつつある。しかしまだまだ個人の成長

段階であるため、いずれは就農希望の研修生を受け入れたり雇用したりし

て、次世代を育てていけるグループになる。そのためにはメンバーの技術

力や農家としての心得がさらに向上していくように、それぞれのグループ

活動に合わせた活動支援や提案を継続して行う。  
 

（執筆者：民本 麻梨）  
 

 



若手担い手女性の経営参画支援 

西部農業改良普及所大山普及支所 

〈活動事例の要旨〉 

１ 普及活動の課題・目標 
香取地区では畜産農家が減少する中（現在、酪農家９戸１法人、肉用牛農家２

戸）、入植して３代目にあたる世代が後継者として就農している農家が７戸ある。

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２

７年度より３戸で簿記勉強会を開始した。 

平成２８年度には県の事業を活用して、女性を中心としたグループを結成した

（現在会員は６戸、１２名）。グループは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）

に関心を持ち、３Ｓの実践に向けて動き出した。 

女性主導で進める簿記記帳と３Ｓ活動による経営改善の実践を通じ、女性の経

営参画とスムーズな経営移譲をすすめることを目標として活動を進めた。 

 

２ 普及活動の内容 
（１）３Ｓ活動の実践支援 

ア ３Ｓに関する基礎知識の習得のため、外部 

の専門講師による勉強会および３Ｓ実施企業 

への視察研修を行った。 

イ 取り組みに対する意識づけを目的として、 

各農場の改善箇所のマップ作りと改善目標の 

樹立について支援した。 

ウ １Ｓ（整理）の実践と効果確認のため、 

１Ｓの活動報告会の開催支援を行った。また、 

実施して良かったことをまとめた資料および各戸での１Ｓ結果を掲示し、情報

共有を図った。 

エ ２Ｓ（整頓）の実践として、整頓用グッズの作成について支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ ３Ｓ勉強会の様子 

年間 16時間 

作業時間が

短縮 

写真２ 改善事例（改善前） 写真３ 改善事例（改善後） 



写真６ ３Ｓ活動報告会での受賞 写真５ 活動報告会での様子 

（２）経営能力向上支援 

ア 簿記記帳の勉強会の開催 

（３）経営移譲に向けて、家族内での役割分担の明確化 

ア 家族経営協定の締結支援、締結内容の見直し支援 

イ 経営移譲に向けた検討会の開催 

 

３ 具体的な成果 
（１） 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。また、３Ｓ活動の実践を女性が主導して行ったことにより、若手女性

の家族内での役割の重要性が高まっている。 

（２）家族経営協定の締結（１戸）、見直し（１戸）ができた。 

（３）経営移譲に向けて、前向きな検討が始まった（２戸）。 

（４）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。 

（５）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活動を実施するグループができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の普及活動に向けて 
女性を中心に取り組みが進んだ活動であり、その中で経営移譲への検討や経営

管理能力の向上等の結果が得られた。これらの活動を通して、グループのメンバ

ーは経営者としての考え方や目標の持ち方、今後の活動の在り方等を考えること

ができた。また、３Ｓ活動の実践を通じて各戸の牛舎環境の改善が進み、取り組

んだメンバーの感想がよりわかりやすい情報となり、交流会などを通じて地域内

外で他の作目でも広がりを見せている。３Ｓ活動は作目に関係なく取り組めるの

で、他組織へもＰＲしていきたい。 

今後の課題として、スムーズな経営移譲、３Ｓ活動をはじめとする種々の活動

の継続といった点が挙げられるが、普及所がけん引するのではなく、農業者が主

体的に考え、視察や研修を実施していく支援を続けていきたい。 

（執筆者：中川 翠） 

写真４ 協定の締結式の様子 



特別栽培米への支援を通じた産地の育成 

日野農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

江府町の特別栽培米グループを対象に、全国に通用する良食味米の生産と全国に通用する

ブランド化によって生産者の所得向上を図ることを目的として、生産者との現地巡回や関係

機関と連携した生育・食味調査を行い、生育診断の指標を作成しながら食味値向上対策を進

めていった。また、低収事例に対し、栽培管理の自己点検表の利用を試み、収量性が改善さ

れた。 

 

１ 普及活動の課題・目標 
江府町が県やＪＡなどと連携して「奥大山江府町農業活性化プラン」を作成し、

水稲部門は「全国レベルの良食味米ブランドへの挑戦」という内容となった。普

及所は、このプランの中の「特別栽培米の食味値向上（平成２９年目標は平均の

食味値８５：サタケ社食味計使用）と全国レベルの米コンテストの上位入賞」を

目標とし、それによって生産者の所得向上を目指すこととした。 
 

２ 普及活動の内容 
（１）食味値向上のための指標作成（平成２８年から平成２９年まで） 

平成２６年から平成２８年までの生育調査結果を基に水稲生育途中の目標とす

べき稲の姿としての指標案を作成し、生産者へ提案した。また、平成２９年は、

その指標が使えるものかどうかの検証を行い、実用性が確認されたので研修会で

報告した。 
（２）現地巡回指導（平成２５年から平成２９年まで） 

６月下旬から７月上旬頃に現地巡回を実施し、そこで普及所と町・ＪＡで生育

調査を行った。巡回の終了時には調査結果を出席者へ報告し、生育現状を関係者

で情報共有しながら、今後の管理方法を話し合った。また、翌年２月に研修会を

実施し、次年度に向けての方針を話し合った。 

（３）全国米コンテスト支援（平成２５年から平成２９年まで） 

例年１０月に行う食味値測定会で日野振興センター所有の食味計（機種：サタ

ケＲＣＴＡ１１Ａ）を使用し、生産者が持ち寄ったお米の玄米サンプルを測定し

た。その場ですぐに集計し、食味値上位のもから、外観品質を考慮して生産者と

関係機関が出品物を選考した。 

（４）低収量事例に対する収量向上支援（平成２８年から平成２９年まで） 

グループ内で特に低収量となっていたＡ氏に対し、栽培管理自己点検表を記入

させることを通じて改善個所を気づかせた。また、現地での対話を行い、意識の

向上を図った。 



品種 平成２９年 平成２８年

コシヒカリ 84.9 83.3

きぬむすめ 86.5 84.3

３ 具体的な成果 
（１）米の食味値の向上（平成２９年実績が前年より約２ポイント上昇） 

   平成２９年の平均食味値は平成２８年に比べ、約２ポイント上昇した。（表１）        

表１ 食味値の平均値（単位：ポイント） 

 

 

 

（２）全国米コンテストでの入賞 

表２ 主な全国米コンテストの受賞歴 

 
 
 
 
 
 
 

 

平成２６年以降、全国規模の米コンテストで毎年受賞しており（表２）、特に

平成２８年には「第１３回お米日本一コンテストｉｎしずおか」で鳥取県内初の

最高金賞を受賞し、全国的な注目を浴び、江府町報（２０１７年１月号）のその

模様が巻頭カラーで掲載されるなどの盛り上がりをみせた。 

また、地元日野郡で行われる「日野川源流米コンテスト」では例年上位にラン

クされ、平成２９年には最優秀賞を受賞した。 

（３）低収事例の収量向上 

   重点指導を行ったＡ氏の圃場管理は劇的に改善され、特に低収要因となった雑

草害対策が徹底された。平成２８年に反収が４俵であったのが、平成２９年は９

俵と倍以上の収量となった。 

 

４ 今後の普及活動に向けて 
食味値向上等によるブランド化が最優先課題であり、本来の目的である所得向上

が未確立であったので、今後は経営調査を実施し、所得が向上する条件を明らかに

しながら魅力ある水田営農モデルを構築し提案していきたい。また、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、低収量となっている経営体

を対象に栽培管理自己点検表を活用し、収量性の改善を図っていきたい。 
 

（執筆者：長戸 竜志） 


