
県中部におけるネギ黒腐菌核病の被害拡大防止
対策に係る普及支援活動 活動期間：平成２９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 全発生ほ場での土壌消毒実施

・県中部でネギ黒腐菌核病の発生が確認さ
れた６ほ場で土壌消毒の実施を生産者に働
きかけ、全ほ場での土壌消毒を完了した。

・これまでのところ、発生ほ場での土壌消毒
の実施率は１００％であり、いずれのほ場も
白ねぎの連作を見合わせるなどの対策を取
っており、発生ほ場での本病の再発は確認
されていない。

２ 周辺ほ場への被害拡大回避

・ネギ黒腐菌核病は県中部の一部の白ねぎ
ほ場で発生確認されているが、散発的な発
生に止まっており、周辺ほ場や広域への被
害拡大には至っていない。白ねぎやらっきょ
う産地への被害は最小限となっている。

普及指導員の活動

１ 防除支援のための関係機関との連携強
化
・ＪＡ、町、県から成るＰＴを設立

・ＰＴで連携会議や打合せを開催し、発生ほ
場の生産者の意向等の情報共有、生産者
への具体的な支援方法を検討

２ 生産者への情報提供と注意喚起
・生産者向け啓発チラシの作成配布
・白ねぎ生産部臨時指導会での情報提供

３ 発生ほ場の発病残さ処分及び土壌消毒
実施に係る普及支援
・発病残さの焼却処分に係る作業協力

・発病残さの薬剤くん蒸処理に係る作業協
力（試験的な取組）
・土壌消毒実施に係る作業協力

４ 発生ほ場における病原菌密度調査
・生産者が土壌消毒の要否を判断するため
の根拠として、土壌中の病原菌の菌密度調
査を実施

今後の普及活動に向けて

・ネギ黒腐菌核病の発生を回避し、安定し
た収量を得るために生産者に土壌消毒の
必要性の意識を醸成する取組が必要。

・土壌消毒のコストや作業労力の負担を下
げるため、水封等の処理方法を試験研究と
連携して実証を行う。

○県中部ではネギ黒腐菌核病の発生ほ場が徐々に増加しており、白ねぎ、らっきょう等

での被害拡大が懸念されている。このため、関係機関で対策プロジェクトチーム（ＰＴ）を

立ち上げ、地域内での被害拡大防止を目指し、重点的な普及支援活動を行った。

○ＰＴのメンバーである専門技術員及び改良普及員は関係機関とのコーディネートを行

うとともに、生産者に対して各々の経営の中で最適と考えられる防除対策の提案や土壌

消毒等の作業協力を行い、地域内での被害拡大防止に向けた普及支援活動を行った。

○本病の発生が確認された全６ほ場で土壌消毒の実施を生産者に働きかけ、これまで

に全ほ場での土壌消毒を完了し、発生ほ場での本病の再発は確認されていない。

1件目 2件目 3件目 4件目 5件目 6件目
発生確認
時期 H29.4 H30.2 H30.2 H30.4 H30.4 H31.3

発生場所 琴浦町 北栄町 北栄町 北栄町 琴浦町 琴浦町

ほ場面積 8a 15a 70a 170a 20a 18a

発生面積
(割合) 25% ごく一部 5% 10% 20% 20%

土壌消毒
の実施 実施済み 実施済み 実施済み 実施済み 実施済み 実施済み



次代へつなぐ集落営農の経営発展支援
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 集落営農法人の設立
・平成２７年度以降、新たに５法人設立

２ ＧＡＰ取組による安全意識の向上
・６法人でＧＡＰ取組が始まり、農作業安全
や３Ｓへの意識が高まった。

・１法人で「農作業安全宣言」を作成した。

（刈払機置場新設） （反射テープ貼り）

３ 複合経営への転換による農産物売上の
増加と後継者育成（Ｈ法人事例）

・売上高に占める米の割合
84％（Ｈ27）→52％（Ｈ30）

・売上高 135％（Ｈ30／Ｈ27）
・後継者手取 150％（Ｈ30／Ｈ29）
後継者はやりがいを感じている。

普及員の活動内容

１ 集落営農の組織化・法人化支援
・アンケート調査の実施、説明会の開催な
ど集落の合意形成を支援
・研修会で法人と任意組織等の交流支援

(法人視察) (ｸﾞﾙｰﾌﾟ別情報交換)

２ 農場内点検の実施など、ＧＡＰ取組支援
（平成30年度～継続中）

・農場内点検、対話型農作業安全研修

３ 複合経営への転換と後継者育成支援
（Ｈ法人：平成27年度～継続中）

・経営改善目標の設定及び達成に向けた
新規作物導入、栽培技術向上支援

・農の雇用事業活用支援

今後の普及活動に向けて

１ 新たな雇用の導入や後継世代への継承
・農業を志す従業員・後継世代：個人で多
額の投資をすることなく農業従事、指導
を受けながら農業技術を習得

・法人：将来展望をもって積極的に経営改
善取組

２ 集落営農法人の経営発展（Ｈ法人）
・大豆、もち麦の拡大で一層の経営複合化
・ＧＡＰ取組による経営改善
・ホームページの充実：退職Ｕターン雇用

○農村の高齢化、担い手不足を背景に、集落営農の取組が期待されており、
集落営農の組織化・法人化、経営安定化による営農継続が最重要課題。

○法人経営の発展に向けて「対話型農作業安全研修」などのGAP取組、単一
経営から複合経営への転換、後継者育成の取組を支援。

○農作業安全意識の高まりや、農産物売上が伸びるなど経営改善の成果が
出てきた。後継者も農業のやりがいを感じている。



ナシ ナシ新品種の導入及び経営モデル団地整備による
産地の維持・活性化 活動期間：平成２７年度～継続中

八頭農業
改良普及所

具体的な成果

１ 「新甘泉」の面積・生産者の増加
・収益性の高い「新甘泉」の導入推進と生
産安定を図る技術習得支援を行うこと
で、産地の衰退に歯止めをかけた。

２ ジョイント栽培の面積・生産者の増加
・作業が単純化・省力化する「ジョイント仕
立て」の面積が拡大した。特に、新規就
農者や親元就農者等の若手生産者で
ジョイント栽培の導入が進んだ。

３ ナシ経営モデル団地の整備促進
・郡家地区に８５ａ、八東地区に５０ａの団
地整備が決定した。

・若手生産者が入植することになり、経営
のステップアップにつなげた。

普及員の活動内容

１ 「新甘泉」・「ジョイント仕立て」の導入推
進、栽培技術の向上

・先行事例や補助事業等を紹介し、「新甘
泉」や「ジョイント仕立て」を推進した。

・指導会や重点対象農家へ
の個別指導により栽培技
術の向上を図った。

２ 若手生産者グループ活動支援
・平成２９年度に若手生産者グループ研究
会を組織化し（会員８名）、運営した。

・研修会を年４～５回開
催し、技術向上と会員
間の交流を図った。

３ ナシ経営モデル団地の整備支援
・八頭町、農業公社、農協他とモデル団地
の具体的な整備内容を検討した。

・若手生産者への入植推進、経営試算等
は、普及所が率先して取り組んだ。

今後の普及活動に向けて

１ 生産者の経営基盤の確立
・「新甘泉」、「ジョイント仕立て」の更なる推
進と栽培技術を定着させ、生産者の所得
向上を図る。

・若手生産者グループ研究会の会員増加、
個々の経営発展の支援に取り組む。

２ ナシ経営モデル団地の地域への波及
・団地整備やナシ経営を成功させて、地域
への波及、産地の活性化を図る。
・カキにおいてもモデル団地整備に取り組
む。

○ナシ新品種「新甘泉」等の「ジョイント仕立て」技術による産地振興を図り、
平成３０年度末には、ジョイント栽培の取組が２３戸、３ｈａまで拡大した。

○若手生産者グループ研究会を組織化して研修会や会員間の交流を行い、
規模拡大や経営拡大につなげた。

○関係機関と連携して後継者育成や新品種導入の見本となる八頭町の「経
営モデル団地」構想を支援し、団地整備に取り組むことになった。

6.2

6.9

7.7
8.1

39

51

58 64

5

6

7

8

9

20

30

40

50

60

H27 H28 H29 H30

面積(ha)
戸数(戸)

1.9
2.4

3
3.6

5.1

20

23 23

25

27

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

15

17

19

21

23

25

27

H28 H29 H30 R1 R2

面積(ha)
戸数(戸)

ジョイント栽培の実施農家数・面積の推移

｢新甘泉｣の生産者数・面積の推移

R1,R2は計画値



スイカ作業改善の推進
活動期間：平成25年度～継続中

○すいか作業の多くは人力に頼る場面が多いことから、軽労化・省力
化に向け、平成25年度に倉吉西瓜生産部を対象に作業場の問題点・改
善点のアンケートを実施。その結果、つる引き作業とトンネル支柱
運び作業の改善を求める声が多かった。

○そこで、平成27年度から各作業の改善策の検討を開始。
○つる引き作業改善策として、農研機構と共同で作業時の足にかかる
負担を軽減する椅子の共同開発に取り組み、2019年に完成した。

○トンネル支柱運び作業改善策は、器具を運搬車に積載し、1人で作業
完結できる軽労化方法を考案。2019年に支柱運搬器具が完成した。

倉吉農業
改良普及所

具体的な成果

１ つる引き作業改善の推進
作業時の足にかかる負担を軽減する「農
作業用椅子」を農研機構と共同開発。
2019年9月末頃から実用化（販売開始）の
見込み。

２ トンネル支柱運び作業改善の推進
○1人(従来は２人作業)で100本程度/回
の支柱を運搬できる器具が完成した。

○肩で担いで運ぶ方法に比べ、歩行距離
が1/5～1/7に短縮し、肩や腰への負担
が大幅に減ることで、軽労化が実現。

普及員の活動内容

１ つる引き作業改善の推進

○平成27～29年度：足の負担軽減策とな
る農作業用椅子を農研機構と共同開発

○平成29～31年度：農作業用椅子実用化
へ向け企業へ試作依頼し、現地試験を
経て形状決定

○平成30年度：普及推進のため、補助金
の予算要望

○平成31(令和元)年度：補助金活用紹介
と併せ、推進中

２ トンネル支柱運び作業改善の推進
○平成27年度：肩で担ぐ方法の試作検討

及び運搬車で運搬する方法の実態把握
○平成28年度～30年度：運搬車に積載し1
人で運搬できる器具開発を河島農具製作
所へ依頼。JA鳥取中央倉吉西瓜生産部指
導部、河島農具製作所、普及所で現地試
験をしながら、開発を進める。

○平成31年度：トンネル支柱運搬器具が完
成し、現地実演会等を通じ推進中

今後の普及活動に向けて

１ つる引き作業改善の推進
腰への負担軽減策の検討（開発した椅子
とアシストスーツを併用するなど）

２ トンネル支柱運び作業改善の推進
現地への推進にあたり、使用上の注意事
項・禁止事項や安全な取扱い方法につい
て、現地普及と併せて周知していく



大栄花き2億円産地の持続・発展支援
活動期間：平成30年度～継続中

○大栄花き部会は、ハウススイカの後作としてストック（29戸、10.8ha）、抑制
シンテッポウユリ（10戸、1.3ha）を中心とする生産者33戸で構成されている。

○普及所が、生産部役員やＪＡ、町とともに、県の総合力を活かす要の役割
を発揮しながら、販売額2億円産地の持続・発展を目指し、生産基盤の施
設化の推進、開花予測やＥＯＤ電照等新技術の現場での確立普及、労働
改善等の普及活動を展開した。

東伯農業
改良普及所

具体的な成果

１ 鳥取型低コストハウスの増加
H27～30で北栄町が県全体導入の63％
を占め、このうち、大栄花き部会員14人
（77棟、2.1ha）が導入した。

２ ストックの開花調節技術の実施効果が
顕著に表れ、計画出荷につながった（年
内出荷率60％）。

３ 抑制シンテッポウユリで委託育苗の導入
や保温等の栽培技術の改善により、抽台
率（採花本数）が増加し、販売額向上につ
ながった（抽台率70％以上3戸→5戸）。

４ 集荷場の照度等の検査環境、重点農家
の作業場の改善により、作業時間の短縮や
生産者の負担軽減がはかられた。

普及員の活動内容

１ ストック開花調節技術の提案と現場での
技術確立、普及支援
気象データと花芽分化調査等を活用した開
花予測、開花調節技術導入効果などの情
報提供と開花調節技術マニュアルの改善支
援を行った。

２ 抑制シンテッポウユリの抽台率と栽培管
理技術の向上支援
育苗指導や委託育苗体制の導入推進を
行った。また栽培管理技術（苗冷蔵、遮光な
どの高温対策技術）、保温技術の導入を個
別に推進した。

３ 労働改善に向けた実態調査を行い、作
業場や集荷場、集荷体制の改善提案を
行った。

今後の普及活動に向けて

１ 生産者、関係機関の多様な意見を反映
し、総合力を発揮して産地発展を支援。

２ 日照やメッシュ気候図等を活用し、ストッ
クの開花予測、開花調節技術の精度の
向上を進めるとともに、部会全体の取組
としての拡大を推進。

３ 労働改善、新規栽培者の確保等産地の
課題に対し、現場主義で提案型の普及活
動を徹底して継続する。



若手酪農家と酪農女性グループ
を対象とした酪農経営支援

活動期間：平成30年度～継続中

西部農業
改良普及所

具体的な成果

１ 酪農女性グループ（4戸5名）に対する定
例勉強会の開催支援

・活発な質問や意見交換がなされ、各農家4
つ以上の新たな技術が導入される等、学
習内容が積極的に農場内で取り組まれた。

・所得率が4戸中3戸で向上した（1戸は経営
主の体調不良により減）。

図１ 定例勉強会の様子

２ 若手後継者に対する簿記勉強会開催支
援

・簿記の基礎が理解され、パソコン操作が円
滑に行えるようになった。

・我が家の伝票や決算書を用いたことにより、
簿記を身近に感じ、質問も多く出され、経
営管理に対する意欲が向上した。

３ 酪農女性グループ会員の育成牛の発育
改善支援

・発育目標値（ホルスタイン登録協会発育上
限値）を上回り、順調に発育した。

・後継者による人工授精が実施され、対象
牛全頭（3頭）について目標の月齢（14ヶ月
齢以下）で受胎した。

普及員の活動内容

１ 酪農女性グループ（4戸5名）に対する定
例勉強会の開催支援

・グループ会員が学習したい内容を事前に
聞き取り、講師に依頼・調整。簿記、経営
分析については、普及員が講師を担当。

・十分な質疑応答、意見交換を行うため、講
師と対話形式となるような進行を支援。

２ 若手後継者に対する簿記勉強会開催支
援

・平成30年度から若手酪農後継者の経営管
理能力向上を目的に、簿記勉強会を開催。

・内容は簿記の基礎から決算書の見方、パ
ソコン簿記の入力演習等について4回開
催。

３ 酪農女性グループ会員の育成牛の発育
改善支援

・育成牛の発育不良に悩んでいた女性会員
に対し、関係機関と連携して、定期巡回に
よる発育改善指導（体高・胸囲測定、給与
飼料確認、疾病確認等）を実施（対象3頭）。

・併せて後継者への人工授精を指導。
今後の普及活動に向けて

・他の女性グループ（和牛を含む）との交流
会を開催し、情報交換や切磋琢磨していく
ような会となるよう支援する。

・若手後継者勉強会は、簿記に加えて、飼
養管理についても実施し、相互に教え合
える会となるよう支援する。

○管内酪農家は中小規模の家族経営であり、経営発展には女性の経営参画
が重要。酪農女性グループに対し勉強会及び視察研修等の開催を支援。
学習内容が積極的に農場内で取り組まれ、所得率が向上。

○平成30年度から新たな取組として、主に酪農女性グループの子息である若
手後継者に対し、簿記勉強会を開催。

○酪農女性グループ会員の育成牛の発育改善支援を関係機関と連携して実
施し、 発育が改善。



採卵鶏農場における農場HACCP認証取得に向けた
取組支援 活動期間：平成27年度～（継続中）

○Ａ農場は、鶏卵生産の他６次産業化にも取り組み、自社の卵を使った商品
を製造販売する直売店を経営している。

○農場HACCP認証取得に取り組む提案を行ったところ、食の安全のニーズ
の高まりに対応するため、農場HACCP認証制度を活用した衛生管理シス
テムの構築に取り組むこととなった。

○平成27年度に取組を開始し、認証取得と衛生管理に係る意識啓発などシ
ステム構築・運用に係る支援を行い、平成30年11月に認証を取得した。

大山普及支所

具体的な成果

１ 農場HACCP認証の取得
・平成30年11月に農場HACCPの認証を取
得できた。認証は、鳥取県内では3農場目、
採卵鶏農場では県内初の取得となった。

２ コミュニケーションづくりと従業員のモチ
ベーションの維持

・チーム員が積極的に意見交換を行い、コ
ミュニケーションづくりにつなげることがで
きた。

・職場環境の改善と従業員のモチベーション
維持につながった。

表１ 農場ＨＡＣＣＰチームの構成と役割

図1 畜産の特性と農場HACCP認証基準

普及員の活動内容

１ 農場HACCP認証農場のリストアップと取
組開始に向けた支援

・農場HACCP認証取組に向けた提案と、
キックオフ、農場HACCP推進農場取得に
向けた支援を行った。

２ 農場ＨＡＣＣＰシステム構築支援
・農場HACCPチームの外部アドバイザーと
して推進会議の中でシステムの構築支援
を行った。

・農場作業の文書化のため、各種規定書の
作成や記録方法の検討、提案を行った。

３ 農場ＨＡＣＣＰシステム運用支援
・従業員研修を開催し、制度説明と衛生管
理の重要性の理解を促した（2回）。

・衛生管理・畜産情勢に関する情報提供を
実施し、評価方法について検討を行った。

今後の普及活動に向けて

１ 農場HACCP認証の手法を活用して、経
営内容を数値化（見える化）し経営改善
につなげる。

２ 従業員研修の開催による、人材の育成
（早期養成と高位平準化）。

３ 研修や内部検証を通して内部コミュニ
ケーション形成を促し、チームワークを強
化する。

４ PDCAサイクルのうちCheck部分の支援
を行い、生産・経営面の検証を進める。



日野郡初の新甘泉！！江府町の新たな特産へ

～ナシジョイント栽培の導入から成園化に向けて～
活動期間：平成３０年度～継続中

○日野郡で初めてナシ栽培に取り組んだ江府町「Ｋ農業公社」に対する支援
（ナシジョイント栽培の導入から成園化に向けて）

○ナシ栽培初心者でも、ジョイント栽培はせん定・誘引方法を改善することに
より栽培が可能であることを実証した。

○Ｈ３０の初収穫以降、「Ｋ農業公社」職員は、自信を持ち意欲的になった。

日野農業
改良普及所

具体的な成果

１ 「日野郡」で初めてナシ園ができた。
・「Ｋ農業公社」は、H28からナシジョイント
栽培に取り組みH30に初収穫、R１には収
量1.5t程度となり順調に成園化に向かっ
ている。

２ 初心者の栽培可能性（実証）
・せん定・誘引作業の改善

⇒初心者でも栽培可能になった。
・年間作業日数が５割短縮（慣行と比較）
（ｼﾞｮｲﾝﾄ）17日 （慣行：３本主枝）34日

３ 「Ｋ農業公社」作業員の意識が変化
（以前） 作業態度は受動的、栽培に不安
（現在） 初収穫後、栽培に自信、意欲的

今後の普及活動に向けて

１ 成園化に向けた継続支援
・ナシ栽培技術の更なる向上
・県内でも優良事例として紹介

２ 江府町民へのPR
・町民に対するナシ栽培研修会の開催支
援

・新規栽培者の開拓

３ 他地域への波及効果
・この江府町の事例に刺激を受けて、他地
域でもナシジョイント栽培が増加（期待）

普及員の活動内容

１ 日野郡で初めてのナシ栽培
・「新甘泉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ」立上げ（H26)
・「Ｋ農業公社」への生産・販売指導

（育苗、植付計画、栽培管理全て、
出荷先である選果場の斡旋）

２ 初心者でも可能な栽培方法（実証）
・技能を要する作業（せん定、誘引）の改善
・せん定の単純化

側枝の3年更新
・誘引方法の改善

結束機ﾃｰﾌﾟﾅｰ
使用（写真)

３ 江府町の特産化に向けて
・広報誌を用
いたＰＲ支援
・初出荷セレ
モニーで紹介

表１　‘新甘泉’出荷成績（R1は見込み）

玉数 出荷量(㎏) 赤秀率(%) 果重 (g) 糖度(%)

H30 462 151 53 329 14.7

R1 4,500 1,575 70 350 14.5
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