
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 

とっとり農業戦略課 研究・普及推進室 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）背景と課題

ア 白ねぎ栽培でのネギ黒腐菌核病の被害

ネギ黒腐菌核病は、全国のねぎ産地で発生している重要病害であり、春ねぎを

中心にその前後の作型でも発生が認められる。白ねぎに病原菌が感染すると軟白

部～根部を腐敗させるため、本病の多発ほ場では収量が激減する。また、病原菌

は発病した白ねぎの表面に微小な菌核を無数に形成するため、土壌消毒等の適切

な対策を行わなければ、菌核が飛砂や土埃に混じって周辺ほ場に容易に拡散して

しまうため極めて難防除である。鳥取県内では平成 22 年 5 月に境港市で県内初発

生が確認されたが、現在では県西部弓浜地区のほぼ全域に拡大しており、生産者

と関係機関が連携しながら防除対策が進められている。 

イ 県中部での発生と被害拡大への懸念

 県西部の弓浜地区では短期間のうちに被害が広域に拡大したため、県内全域の

白ねぎ及びらっきょう産地への被害拡大が懸念されている。こうしたなか、平成

29 年 4 月に琴浦町の白ねぎ栽培ほ場において県中部での本病の初発生が確認され

たため、生産者及び関係者の危機感を募らせた。県中部では白ねぎの他にも本病

の被害のおそれのあるらっきょうの栽培が盛んであるため、これらの品目の生産

者に対して迅速な情報提供と注意喚起が必要と考えられた。また、発生ほ場の生

産者に対しては、具体的な対策を講じるための普及支援が急務と考えられた。 

（２）普及活動の目標

ア 防除支援のための関係機関との連携強化

発生ほ場での防除対策の普及支援を実施するため、関係機関によるプロジェク

トチーム（ＰＴ）を立ち上げ、関係者で情報共有を行うとともに生産者への具体

的な支援方法を協議するための連携会議を開催し、関係機関の連携強化を図る。 

イ 生産者への情報提供と注意喚起

 発生ほ場周辺の白ねぎ及びらっきょう生産者に対して情報提供し、本病の特徴

や見分け方等の技術的な普及指導や具体的な被害拡大防止対策について注意喚起

を行う。 

ウ 発生ほ場の発病残さ処分及び土壌消毒実施

発生ほ場の生産者に対して発病残さの処分と土壌消毒の具体的な方法を提案



 

 

し、関係機関に呼びかけて作業協力を行うことにより地域内への病原菌の拡散を

未然に防ぐ。 

 

２ 普及活動の内容 

（１）防除支援のための関係機関との連携強化 

 平成 30 年 4 月にＪＡ（本所営農部、北栄営農

センター、琴浦営農センター）、町（北栄町、琴

浦町）、県（中部農林局農業振興課、東伯普及所、

とっとり農業戦略課研究・普及推進室）から成る

ＰＴを立ち上げ、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、防除経費の

補助事業の活用を柱とした生産者への具体的

な支援方法について検討を行った。 

 

（２）生産者への情報提供と注意喚起 

 ア 生産者向け啓発チラシの作成配布 

東伯普及所は営農センター（北栄、琴浦）、   

町（北栄町、琴浦町）等と連名で、本病の防除を呼

びかける啓発チラシを作成し、生産者に向けて指導

会等に配布し、情報提供を行った。 

イ 白ねぎ生産部臨時指導会での情報提供 

白ねぎ生産部（北栄、琴浦）の臨時指導会が開催 

され、症状の見分け方や防除対策等を普及指導する  

ため専門技術員と改良普及員から改めて情報提供 

した。 

 

（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 

ア 発病残さの焼却処分に係る普及支援 

発病残さをほ場にすき込むと病原菌密

度が高まることが予想されたため、生産者

の意向に沿って、発病残さを全てほ場外に

持ち出し、公共のゴミ処理施設で焼却処分

することを提案し、ＰＴメンバーによる作

業協力を行った。 

写真１ 黒腐菌核病対策ＰＴ会議の様子  

図１ 注意喚起のための啓発チラシ 

写真２ 琴浦白ねぎ生産部臨時指導会の様子  



 

 

写真４ 発病残さくん蒸処理  

イ 発病残さの薬剤くん蒸処理に係る普及支援 

低コストで省力的に発病残さを処分する方法を実用化及び普及推進するため、

適用拡大に向けて試験中のキルパーによるくん蒸処理の効果検証を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 土壌消毒実施に係る普及支援 

生産者が発生ほ場を土壌消毒するにあたって具体的な手順等の技術指導、防除

経費の補助事業の申請支援、関係機関と連携した作業協力等を行った。 

 

エ 発生ほ場における病原菌密度調査 

  発生ほ場及びその周辺ほ場で生産者が土壌消毒の要否を判断するための根拠と

して、園芸試験場の協力で専門技術員及び改良普及員が土壌中の病原菌の菌密度

調査を行った。 

 

（４）その他の普及支援 

 ア 新規薬剤の普及推進 

  これまでの現地試験等で生育期の防除薬剤としてパレード 20フロアブルの高い

防除効果が実証されたため、北栄及び琴浦の各生産部の白ねぎ防除指針への採用

を提案し、採用された。 

イ 試験研究との連携 

  中央農研からの共同研究への参加依頼があったため、農食事業「ほ場診断に基

写真３ 発病残さ焼却処分  写真５ 発病残さくん蒸処理（被覆） 

 

写真６ 土壌消毒（薬剤の土壌混和） 写真７ 土壌消毒（被覆処理） 



 

 

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

表１ 鳥取県中部地区のネギ黒腐菌核病の発生ほ場における土壌消毒実施状況  

づくネギ黒腐菌核病・ネダニ等の重要土壌病害虫の包括的防除技術の開発」（平成

29～令和 1）への鳥取県（園芸試験場・西部普及所）の参画を連携調整し、現在、

農研機構・埼玉県・静岡県、種苗会社等と連携して共同研究を実施している。 

 

３ 普及活動の成果 

（１）全発生ほ場での土壌消毒実施 

県中部で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 6 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 

  これまでのところ、本病は県中部の一部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のものとなっている。 

 

４ 今後の普及活動に向けて 

ア 白ねぎ栽培での土壌消毒の定着に向けて 

 白ねぎ栽培ではこれまでセンチュウ対策の土壌消毒は一部で実施されてきた

が、土壌病害を対象にした土壌消毒はほとんど実施されていなかった。白ねぎ栽

培で本病の発生を回避し、安定した収量を得るために生産者に土壌消毒の必要性

の意識を醸成することが課題である。 

イ 土壌消毒のコスト削減 

  白ねぎ栽培で土壌消毒を定着させるためには、土壌消毒にかかるコストを削減

する必要がある。特に、ネギ黒腐菌核病を対象とする土壌くん蒸剤の使用基準は

他の一般的な土壌病害に比べて倍量の処理量となっているため、かなりのコスト



 

 

高となっている。また、防除効果を高めるために被覆資材を使用することが必須

と考えられているため、生産者が取り組みやすい水封等の無被覆による土壌くん

蒸の効果の実証等も生産者の負担軽減のため必要な取組である。 

 ウ 発病残さの処分方法の確立と普及推進 

  本病の防除対策を普及推進していく上で発病残さの簡便で確実な処分方法を確

立することが多くの生産者から求められている。今回、発生ほ場で検証を行った

キルパーによる発病残さのくん蒸処理は、発病残さに付着した病原菌を簡便で短

期間に死滅させる効果が実証できたため、今後の適用拡大に向けた取組や働きか

けを促進したい。 

（執筆者：安田 文俊） 



次代へつなぐ集落営農の経営発展支援 

鳥取農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

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となっている。 

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、水稲主体の

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した。 

その結果、農作業安全意識の高まりや、農産物の売上が伸びるなど経営改善の成果

が出てきている。後継者も農業のやりがいを感じており、経営改善目標達成に向けて

さらに取組を進めている。 

 

１ 普及活動の課題・目標 
（１）背景 

農村の高齢化、担い手不足が進んでおり、地域の農業・農村を維持発展させて

いくために、集落営農の取組が期待されている。地域の農地を守ることを理念と

する集落営農法人にあっては、経営基盤の強化、安定化を図り、営農を継続して

いくことが最重要課題であり、経営感覚に優れた法人経営が不可欠である。 

近年では経営安定化を図るため、水稲のみならず野菜や果樹を加えた複合経営

に対する取組も活発化しており、安定生産に向けた技術的支援が求められている。

組織運営に関しては、高齢化等による労力不足の到来が懸念されることから、新

たな雇用の導入や後継世代へのスムーズな継承を進めるための活動支援が求めら

れている。 

 

（２）課題と目標 

ア 集落営農の組織化・法人化 

集落営農により地域農業の維持・発展を図ろうとする地域にあっては、それ

らの組織運営体制の検討や法人設立に関わる助言を行っていく必要がある。 

→目標：組織設立・法人化：年 1組織 

イ 集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 

  平成 26年産米価下落を受け、地域農業を守るために法人設立。水稲中心の経 

営からの転換、法人経営の体制整備が課題。がんばる農家プラン「高品質大豆 

・もち麦・特栽米の生産と後継者育成による水田農業・地域活力創造プラン」 

の作成を支援し、経営改善目標を設定した。 

 

 



目標項目 現状 Ｈ27 目標 Ｒ元 

1 水稲に代わる戦略作物(大豆・麦)の生産拡大 1ha 11ha 

2 大豆品質向上、もち麦特産化 もち麦生産量 0kg 10,500kg 

3 水稲特別栽培の取組拡大 0ha 3ha 

4 白ねぎ導入、収量向上による周年雇用の実現 1,800kg/10a 2,300kg/10a 

 

２ 普及活動の内容 
（１）集落営農の組織化・法人化支援 

ア 市町等関係機関・団体と連携して集落営農を目指す地域に対し集落営農の組 
織形態、運営方法等を説明・提案をした。また、アンケートによる意向把握を

行った。法人設立に向けた定款・事業計画等の作成について助言した。 
 イ 集落営農法人と任意組織等の交流支援：夏期に経営訪問等の現地研修会、冬

期に法人運営等に関する研修会を開催して情報提供を行うとともに、相互交流

により各組織の課題解決に向けた取組を進めた。市町農業再生協議会と共催し、

前年アンケート結果等を基に内容を組み立てた。 
・平成 27年度：講演「大規模水田作経営における熟練ノウハウの伝承」、水稲 

各種直播栽培技術、農業研修生受入れ制度、米の食べ比べ 

・平成 28年度：講演「持続可能な集落営農の組織運営をめざして」、今後有望 

な水稲品種系統･米の食べ比べ、水稲栽培の新技術（密苗、高精度水田用除草 

機）、施策紹介 

・平成 29年度：収入保険制度、ＧＡＰ、農作業事故発生時の備え、生産管理シ 

ステム、水稲省力低コスト技術（密苗、湛水直播）、施策紹介 

・平成 30年度：講演「野菜を軸にした法人経営で地域を活性化」、グループ 
別情報交換会 

（２）集落営農法人の経営安定支援（Ｈ法人の支援事例） 
ア 水稲及び新規導入作物等の栽培技術向上支援 
・水稲：高精度水田用除草機を用いた除草技術の実証、緑肥活用特別栽培取組 
支援をした。 

・大豆：額縁明渠設置、耕うん同時畝立播種、乗用管理機導入による適期防除、 
普通型コンバイン・乾燥調製施設整備による適期収穫、早生品種「すずこが

ね」、「星のめぐみ」の導入を支援した。 
・麦：健康食材として注目され食感が良いもち麦の導入、種子生産、特別栽培 

の取組等による特産化を支援した。 
・白ネギ：適期防除、出荷調製作業の効率化等を支援した。 

イ ＧＡＰ取組支援 
平成 30年 7月に農場内点検、課題の抽出を支援し、以下の取組が行われた。 



・食品安全：農薬は農機具庫内に農薬保管庫を整備して保管するよう見直し。 
乾燥調製施設へのカバー付き照明器具の設置。 

 ・環境保全：特栽米の箱施用剤をネオニコフリ－の農薬に変更。農薬空容器 
は農協の回収サービス等を利用して処分。 

 ・労働安全：圃場進入路等の危険箇所を把握し、改善取組を計画。燃料種類 
別に色の違う携行缶等容器を整備して管理を改善。 

ウ 後継者育成確保支援 
平成 27年度に農の雇用事業の活用を支援した。 

 

３ 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法人が設立された。 

 管内集落営農法人計 22法人（平成 31年 3月末現在）。 
（２）集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 

ア 水稲及び新規導入作物等の栽培技術向上 
・大豆：平成 29年産収量 182kg/10a、平成 30年産収量 190kg/10aでプラン目 

標 180kg/10aを上回った。平成 30年産検査等級は 86％が 3等以上であった。 

 ・麦：平成 29年産収量は 332kg/10a、平成 30年産収量は 220kg/10aでプラン 

目標 210kg/10aを上回った。 

 ・白ネギ：平成 30年度収量 2,606kg/10aでプラン目標 2,300kg/10aを上回っ

た。 

イ 水稲特別栽培取組拡大及びＧＡＰ取組始まる 

  平成 27 年度から水稲特別栽培の取組を始め、平成 30 年度には 3.1ha まで 

  拡大した。緑肥活用を行い、環境直接支払制度の活用が進んだ。水田除草機  

を用した除草剤不使用米を中心に 42％を直売、その他もＪＡ特別栽培「万葉 

美人米」として出荷し、有利販売につなげている。 

    平成 30年度ＧＡＰ取組により、カバー付き照明器具設置、農薬保管庫整備、

燃料容器整備等の具体的改善が行われ、安全意識が高まった。 

ウ 経営改善取組進む 

  がんばる農家プラン等による経営基盤の整備が進んだ。売上高に占める米 

の割合が 84％（平成 27年度）から 52％（平成 30年度）へ減少し、単一経営 

から複合経営への転換が実現した。平成 30年度売上高は平成 27年度比 135 

％へ増加した。税引前利益は 103％、実質従事者手取りとなる給料手当と圃場 

管理料を含む額は 123％へ増加した。 

平成 27年度から 20％減収に備えた収入減少影響緩和交付金制度に加入し 

た。 



エ 後継者育成確保進む 
  平成 27年 5月に従業員（39歳）を雇用し主たる従事者として育成、平成 

30年 4月からは、組合員として活躍している。組合員になった平成 30年度の

収入は、従事分量配当金のほか、圃場管理料を加えると平成 29年度従業員時

給料手当の 1.5倍に増加し、本人のやりがいにつながっている。 

 
  【経営改善目標の達成状況】            目標年：令和元年 

目標項目 実績 Ｈ30 最終目標達成率 

1 水稲に代わる戦略作物（大豆・麦）の生産拡大 

2 大豆品質向上ともち麦特産化 もち麦生産量 

3 水稲特別栽培の取組拡大 

4 白ネギ導入、収量向上による周年雇用の実現 

6.8ha 

5,024kg 

3.1ha 

2,606kg/10a 

62％ 

 48％ 

103％ 

113％ 

 

４ 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 

集落営農法人で農業を志す従業員や後継世代にとっては、個人で多額の投資を

することなく農業に従事することができ、先輩農業者の指導を受けながら農業技

術を身につけることができる。一方、法人にとっても将来に対する展望をもつこ

とができ、積極的に経営改善に取り組むことができる。    
普及所では、東部農林事務所農業振興課と地域整備課はもとより、市町等関係 

機関・団体と連携して、農地中間管理事業と基盤整備事業、がんばる農家プラン 
事業や農の雇用事業等を有効活用し、農地集積と基盤整備、機械施設整備や後継 
者育成確保、栽培技術支援、ＧＡＰ取組等総合的な経営改善を支援する。 

（２）集落営農法人の経営安定（Ｈ法人の支援事例） 
ア 令和元年はがんばる農家プラン目標年であり、経営の複合化をさらに進める 
ため、大豆（星のめぐみ）、麦（キラリモチ）の作付拡大を支援する。 

イ ＧＡＰ取組：対話型農作業安全取組、危険な進入路の改善、農薬受払簿の整 
備等を進めていく。 

ウ ホームページの充実：退職Ｕターン（60歳）の雇用を検討している。 
エ もち麦のパッケージ作製、販路拡大への支援要望があり、さらなる経営発展 
に向けた課題となっている。 

（執筆者：橋本 久雄） 

 



ナシ新品種の導入及び経営モデル団地整備促進による産地の維持・活性化 

八頭農業改良普及所 

 

〈活動事例の要旨〉 

八頭町内にある 2 つの果実部（JA 鳥取いなば郡家支店果実部、同八東支店果実部）（以

下、果実部）は、産地の維持と生産者の所得向上を目指して、ナシ新品種「新甘泉」等の新

技術「ナシジョイント仕立て」を推進していた。しかし、高齢化による栽培面積と生産者数

の減少は続き、担い手の確保が求められていた。 

一方、八頭町はナシを含む果樹を重要な産業と位置づけており、果実部長等で構成された

八頭町農業振興協議会で「八頭町農業ビジョン」を策定し、町として担い手の確保対策に取

り組むことにした。 

そこで、八頭普及所は、「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進と技術定着、若手生産

者グループのジョイント栽培導入促進に取り組んだ。また、関係機関と連携し、八頭町農業

振興協議会の下部組織である八頭町果樹部会が方針を示したナシ経営モデル団地の整備促

進に向けた取組を支援した。 

その結果、「新甘泉」ジョイント栽培の面積および生産者数が増えるとともに、八頭普及

所が優良園として目標に掲げた収量に達した園地が 2戸となった。また、入植者 5戸による

面積 135a の団地整備の計画が決定するなど、産地の維持に向け、生産者の基盤が整備され

つつある。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）背景と課題 

八頭町は果樹生産が盛んな地域であるが、生産者の高齢化や担い手不足等により栽培面

積や生産者数が減少していた。果実部は、産地維持と生産者の所得向上を図るため、平成

18年度から収益性の高い「新甘泉」等の導入を、また、平成 25年度から作業が単純で早

期収量確保が可能な新技術「ジョイント仕立て」を推進した。その結果、既生産者への「新

甘泉」のジョイント栽培の導入は進んだが、高齢化による栽培面積と生産者数の減少のス

ピードの方が速く、産地を維持するには担い手の確保が必要となっていた。 

 

 

 

 

 

写真１ ナシ「新甘泉」   写真２ ナシのジョイント仕立て 



一方、八頭町はナシを含む果樹を重要な産業と位置づけており、果実部長等で構成された

八頭町農業振興協議会において、平成 28年 3月に「八頭町農業ビジョン」を策定して担い

手の確保対策に取り組むこととし、推進機関として設置された八頭町果樹部会において具体

的な対策としてナシ経営モデル団地整備の方針を打ち出した。 

 

（２）目標 

ア 「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進及び技術定着 

担い手を増やすため、「新甘泉」等のジョイント栽培導入者の増加、ジョイン

ト栽培で収量 3t/10a以上を確保した生産者の増加、の 2つの目標を掲げた。 

イ ナシ経営モデル団地の整備促進 

ナシ経営モデル団地整備に向けた取組の実務を行う八頭町果樹部会事務局（八

頭町、八頭町農業公社）の現地活動を支援することで、入植者や整備面積・場所

を確定させることを目標に掲げた。 

 

２ 普及活動の内容 

（１）「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進と技術定着 

 ア 「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進 

   JA や八頭町と連携し、平成 27 年度以降、各種会議・研修会等を捉えて、現地

の先進事例、補助事業やジョイント仕立てのメリット等を紹介することで、「新

甘泉」等の増反、ジョイント栽培を推進した。 

 イ 「新甘泉」等のジョイント栽培の技術定着 

平成 27年度の普及活動計画で、ジョイント栽培に取り組む生産者を重点対象農

家と位置づけ、個表で生産者のリスト化、個別課題を設定し、巡回等で技術習得

を支援した。平成 29年度末にはジョイント栽培に取り組む生産者が 23戸となっ

たことから、平成 30年度はジョイント栽培面積が 10a以上である 10戸を重点対

象農家に位置づけ、個別に技術定着を支援した。 

ウ 若手生産者グループのジョイント栽培導入促進 

平成 28年頃から新規就農者や親元就農者等の若手生産者が増え始めたため、普

及所の声かけで、平成 29年度に若手生産者グループ（会員 8名）を組織化し運営

を行った。会員は、ジョイント栽培に関心が高く、研究会を年 4～5回開催して栽

培研修会や優良園視察などを行うことで、既栽培導入者の技術向上を図り、栽培

検討者には導入を働きかけた。 

 

 

 

 



（２）ナシ経営モデル団地の整備促進 

八頭町果樹部会事務局（以下、事務局）は、八頭町果樹部会で決定した方針を具体化し

て現場で推進するという重要な役割を担って

いたが、現場活動の経験が少なかった。 

果樹部会長から「普及所は事務局をサポー

トしてほしい」との要請があり、県農業振興

室と連携して事務局の業務が円滑に実施でき

るようスケジュール管理、素案作成、各種調

整等を支援した（図 1）。 

 

 

 

図１  八頭町果樹部会の実施体制 

 

 

３ 具体的な成果 

（１）「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進  

と技術定着 

 ア 「新甘泉」の面積・生産者の増加 

「新甘泉」の導入メリットが理解され、栽培面積、生産者が増加し、産地の主力品種

の一つに成長した（図 2）。認定農業者から「後継者がいるので新甘泉の面積を増やし

たい」という意欲的な声が聞かれた。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 「新甘泉」の生産者数、面積の推移 

 

 

 

支援内容 具体的な例

スケジュール
管理

打合せによる進捗状況の確
認

素案作成
整備場所の植栽図面、入植
者の必要経費

各種調整 農地の候補地選定



イ ジョイント栽培の導入面積、生産者の増加 

ジョイント栽培の導入メリットが理解され、栽培面積、生産者数が増加した。 

若手生産者グループ会員の中の栽培検討者から「作業が省力化できるなら、や

ってみよう」と技術導入の意向が示されるなど 8戸全員がジョイント栽培を実施

することになった。令和 2年度の生産者数は 27戸まで増える見込みである（図 3）。 

また、「新甘泉」の収量 3t/10a以上を確保した生産者が 2戸現れた。今後も樹

齢の進行とともに増える見込みである。           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ジョイント栽培の年次別の実施農家数・面積（R1R2は植栽計画） 

 

（２）ナシ経営モデル団地の整備促進 

ナシ経営モデル団地の整備に向けて関係機関と連携した活動を展開した結果、若

手生産者グループの 8 戸のうち入植者 5 戸、整備面積 135a の団地整備の計画が決

定した。施設整備は県の「戦略的スーパー園芸団地整備事業」を活用する予定で、

令和元年に苗木育苗開始、翌年に施設整備や植栽を行うこととなった。 

八頭町果樹部会の場で、果樹部会長から「入植者にとって大きな投資。産地全体

で支えていこう」といった発言が出るなど産地が一丸となって取り組む認識が共有

された。 

 

４ 今後の普及活動に向けて 

「新甘泉」等の生産拡大と担い手の確保・育成を図るため、果実部や八頭町果樹部会と連

携して以下の支援内容を実施し、産地の維持活性化を図っていきたい。 

（１）「新甘泉」等のジョイント栽培の導入推進及び技術定着 

「新甘泉のジョイント栽培で、儲かっている事例を作ることが大事」との八頭町果樹部

会の要望に対して、収量 3t/10a 以上を優良園（儲けている園）と位置づけ、その栽培情

報を発信する必要がある。そのため、重点対象農家の栽培技術力を高めて優良園を増やし、

それらの栽培事例を紹介して他の生産者に技術を波及させる。 

若手生産者グループについては、ジョイント栽培を導入している会員の栽培技術の向
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上、定着を図り、優良園を目指す。これからジョイント栽培を導入する会員には品種選択、

植栽方法等を支援する。 

 

（２）ナシ経営モデル団地の整備促進 

「入植者は将来のナシ産地を担う貴重な存在である」など生産者の注目が高まってお

り、ナシ経営モデル団地の取組を成功させる必要がある。そのため、入植者の相談には、

果実部をはじめ関係機関が連携して対応し、地元関係者の協力を得ながら問題を解決して

いく。 

また、八頭町はカキ産地で同様の諸問題を抱えており、八頭町果樹部会でカキ産

地の活性化の具体策を検討する際、先行するナシ経営モデル団地の取組事例を参考

にしていく。 

（執筆者：矢部 謙一） 



スイカ作業改善の推進 

倉吉農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

 

１．普及活動の課題・目標 
（１）課題 

 スイカ栽培における作業は、ほ場準備から収穫、片付けを通して重量物運搬作業 
や、トンネル内における窮屈な前屈み姿勢での長時間作業など多岐に渡る。  
一部の作業では機械化が進んできたが、ほとんどの作業は人力に頼る場面が多く、 
高齢化に伴い栽培を断念する生産者も多い。今後スイカ産地を維持、発展させてい 
くためにも軽労化、省力化に向けた取り組みを進めることが必要である。 
このような背景から、平成 25 年度倉吉西瓜生産部生産者全戸を対象にアンケート 

を実施し、作業上の問題点や改善点について聞き取りを行った。その結果、つらく

かつ改善したい作業は「つる引き作業」（全回答者 74 名のうち 7 割）との回答が

最も多く、次いで「トンネルの支柱運び作業」（全回答者のうち 5 割）であること

がわかった。 
 

（２）目標 
ア つる引き作業時の軽労化 

  つる引き時の足腰への負担が大きいことから、つる引き作業時の足腰の負担軽 
減策を明確にし、つる引き作業の軽労化を図る。 
イ トンネル支柱運搬作業の軽労化、省力化 
背の低い人や女性でもトンネル支柱が運びやすいような方法を明確にし、トン 

ネル支柱運搬作業の軽労化、省力化を図る。 
 

２．普及活動の内容 
（１）つる引き作業改善の推進 

ア 活動体制 

 つる引き作業時の足腰サポートグッズについて、平成 26年度に農研機構に相談し、平 

成 27年度に具体策のアイディアを提案していただいた。これをきっかけに平成 27年 

度から農研機構と鳥取県（倉吉農業改良普及所）で足腰サポートグッズ（以下、グッズ）、 

後に農作業用椅子（以下、椅子）に絞り、共同研究を開始した。 

試作したグッズの現地試用試験を倉吉西瓜生産部指導部員を中心に実施、改良が必要な 

箇所や改善案等、試用した生産者へ聴き取りした意見をもとに開発を進めた。 



さらに、椅子の形状が概ね決

定した段階で、商品化してい

ただける企業を農業専門技術

員（以下、専技）に相談しな

がら探索した。商品化を了承

していただいた企業に農研機

構が試作開発を委託し、企業

と共により良い商品化へ向け

て試作改良検討を繰り返した。      図１ つる引き作業の改善活動体制 

 

イ 活動経過 

ア）平成 27年度 つる引き作業時足負担軽減グッズの考案（農研機構と共同研究） 

平成 26年度までの調査から、改善策として「椅子による身体負担軽減」「身

体負担の少ない栽培方法」「簡易かつ効果的な体操による疲労回復」の３点に

取り組んだ。 

それらの取組の結果、改善効果が見られたのが、正座や立て膝など膝をつい

て座る場合に使用する「椅子による身体負担軽減」であったことから、この椅子の

開発に絞って取り組むことになった。 

 イ）平成 28年度～29年度前期 椅子の原型完成、農研機構による負担軽減効果確認 

椅子を手作りで試作し、現地試験で改善点や 

要望を聴きながら改良を重ね、椅子の原型が完 

   成した。 

椅子のつる引き作業時の足の負担軽減の効果  

確認は、農研機構がつる引き作業の模擬作業時 

の圧力分布測定をすることにより実施。 

その結果、椅子有りの方が無しに比べて全体 

   的に圧力の高い部分の面積が小さく、足首付近 

にかかる最大圧力が低減されることが明らかに 

     なった。                                    図２ 農研機構による圧力分布測定結果 

 

  ウ）平成 29 年度後期 農作業用椅子の実用化へ向けた検討（企業への委託、他県の動

向確認） 

   実用（商品）化へ向け、鳥取県で委託先企業を探し、農研機構が委託先企業へ試作依 

頼した。企業で試作されたものについて、現地試験を繰り返しながら実用化できる形状 

を検討した。 

    また、商品化後の活用の可能性を把握するため、他県のすいか産地（千葉県、熊本 



県、及び大分県）への視察も実施した。千葉県では正座や立て膝座り等膝をついて座る

姿勢で作業することもあり、活用される可能性があることがわかった。一方、熊本県や

大分県では正座や立て膝座りで作業することはないため、椅子の活用が難しいことがわ

かった。 

  エ）平成 30年度 農作業用椅子商品化へ向けての最終試作 

    平成 30年 12月に椅子の最終形状が決定。平成 31年 1月に農研機構が最終的な形状 

をもとにした商品化前の最終試作を企業へ委託。試作を進める中で、試作品の素材や 

使用感等について、生産者に確認、試用してもらいながら、最終的な調整を行った。 

  オ）平成 31年度 実用化最終確認及び実用化・普及 

   平成 31年 1月に依頼していた最終試作が、平成 31年 4月中旬に完成した。 

椅子の商品化については、令和元年の秋頃を目指しており、現在、最終試作品で耐久 

性や素材等の最終確認のため現地試験を実施中である。 

 

（２）トンネル支柱運搬作業の推進 

ア 活動体制 

 平成 27年度にとっとり農業イノベ 

ーション連絡協議会が設置された際、 

専門部会の 1つである「農作業労力 

軽減システム開発検討部会」にスイカ 

作業サポートグッズ開発等が位置づけ 

られた。このことから、トンネル支柱 

運びの改善策については、イノベーシ 

ョン連絡協議会員の鳥取大学等へ相談

しながら方向性を定め、平成 28年度 

からは、JA鳥取中央倉吉西瓜生産部、   図３ トンネル支柱運び作業改善活動体制 

河島農具製作所、倉吉農業改良普及所 

(以下、倉吉普及所)で協議しながら具体策を検討した。               

 

イ 活動経過 

 倉吉西瓜生産部では、「新中型（畦幅 230cm）」 

と呼ばれるトンネル支柱が多くの農家で使用さ 

れている。 

平成 25～26年度にかけての調査で、身長 

が低い人や、女性、高齢者の工夫事例としてトン 

ネル支柱を担ぐ棒を手作りしいる例や、運搬車    図４ トンネル支柱(新中型) 

にトンネル支柱を載せて運ぶ事例があることがわかった。これらの事例をもとに現地へ普



及できる改善方法の検討を行った。     

 ア）平成 27年度 運搬車でまとめて運搬する方法の実態把握 

運搬車で 50m両畝分（約 130本）を一度に運べる方法を検討した。 

 イ）平成 28年度 運搬車活用策の原型（支柱運び器具）完成 

平成 27年度の原案をもとに、鳥取大学等へ開発協力していただける企業の相談をし、 

河島農具製作所の参画により開発に着手した。 

倉吉西瓜生産部指導部員のほ場に、指導部、JA鳥取中央、河島農具製作所、倉吉普 

及所等が現地試験と改良を繰り返しながら、130本の支柱を一度に運搬車に積載し一人 

で運べる器具の原型を完成させた。 

 ウ）平成 29年度 安全に使用できる支柱運び器具の開発 

  実用化を目指して検討を始めた。特に、安全面を考慮した形状や取り扱う際の禁止事 

項等を、生産者と関係機関で現地試験や協議をしながら検討した。さらに、指導部から 

の要望により、様々な運搬車に取り付け可能な形状に改良された。 

  エ）平成 30年度 支柱運び器具の実用化へ向けた改良 

   スイカ栽培の準備時に支柱を運搬する際、畝のビニールマルチに支柱が当たって破れ 

ないような形状にする必要があり、平成 31年作準備時（11月～3月）に現地試験を実 

施した。その試験結果をもとに支柱の受け皿を両側に据え付けることや、安全面を考慮 

して一度に 100本程度の搭載に減らすなどの改良を加え、実用化に近い形状が出来上が 

った。 

  オ）(平成 31)令和元年度 支柱運び器具の形状決定、実用化、普及推進 

   平成 31年 4月に園芸試験場で、器具の PRと実用化のための最終確認をするため、実 

  演会を実施し、倉吉西瓜生産部指導部から実用化は十分可能であるとの意見をもらっ 

た。 

また、近隣産地の大栄西瓜組合協議会の参加者から、「大栄では新中型よりも大きい 

ベトコン（畦幅 250cm）も多く使われており、この器具では活用が難しい。」との意見

があったことから、これより大きい支柱も搭載できるように形状を改良することとなっ

た。 

平成 32年度作の準備時からの現地普及へ向けて、現在、県内産地へ声かけを行い、 

実演会や試作器の貸し出し中である。 

 

３．具体的な成果 

（１）つる引き作業改善の推進 

   つる引きや定植作業、葉物野菜の収穫作業時など、正座や立て膝座りの姿勢で 

作業する際に、足にかかる負担を軽減できる農作業用椅子の商品化が決定した。 

（２）トンネル支柱運び改善の推進 

    運搬車にトンネル支柱を積載して運ぶ器具が完成した。これにより、肩で担い 



で運搬する方法に比べて、足や腰への負担が極めて少なく、歩行距離が 1/5～1/7 

程度に短縮、さらに、従来の運搬車で運ぶ方法では 2人作業だったところが 1 

人で作業できるようになる。 

 

４．今後の普及活動に向けて 

（１）つる引き作業改善の推進 

ア 現地への普及 

農作業用椅子を現地に普及し、つる引き作業時の足の負担軽減につなげる。 

イ つる引き作業時の腰への負担軽減策の確立 

腰への負担軽減機能があるアシストスーツなどを併用するなどして、つる引き作

業時の腰への負担軽減を図りたい。   

（２）トンネル支柱運び改善の推進 

ア 安全な操作方法の確立 

現地試験で把握した取扱い時の注意事項や禁止事項について、取扱説明書へ記

載がなされるよう河島農具製作所と協議や提案を行う。また、実演会を通じて安

全な取扱い方法を周知する。 

イ 現地への普及推進 

令和 2年作の準備期間中に、県内の他産地にも声をかけ実演会を行う。さらに、

試作器を希望者へ貸し出し、普及推進を図る。 

（執筆者：中西 由美花） 
 



 

 

大栄花き 2億円産地の持続・発展支援 

～ スイカと組み合わせた所得向上と産地の強化 ～ 

東伯農業改良普及所 

 

＜活動事例の要旨＞ 

重点対象に位置づけた大栄花き部会は、ハウス栽培のスイカ後作として、ストック

（29 戸、10.8ha）、抑制シンテッポウユリ（10 戸、1.3ha）を中心に栽培する生産者

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と普及、労働改善等の普及活動を展開した。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）大栄花き部会は、県内最大の花き販売額と高い栽培技術を有している。ハウス

栽培のスイカの後作として、ストック、抑制シンテッポウユリを中心に 7 月～1

月に栽培され、過去最高販売金額 2 億円の持続、産地の発展を目指して新技術の

確立普及等を図っている。 

 

表 1 大栄花き部会の概要（平成 29年度実績） 

品目 戸数 栽培面積 販売額 

ストッ

ク 

スタンダード 
28戸 

6.00ha 
1億 7,231万円 

スプレイ 2.55ha 

抑制シンテッポウユリ 10戸 1.25ha 1,918万円 

抑制アレンジメントアスタ

ー 
9戸 0.50ha 811万円 

ＬＡユリ 1戸 0.03ha 157万円 

合計 33戸 10.38ha 2億 117万円 

 

（２）ストックは、主力のアイアン系品種の開花が気象条件により不安定である。価

格安定と労力調整に必要な計画出荷実現のため、県園芸試験場が開発した開花調

節技術の遠赤外線波長のＬＥＤ－ＦＲ灯を使って日没後数時間のみ電照するＥＯ

Ｄ電照などの開花調節技術の現場での確立、普及が求められている（目標：年内

出荷 65%）。 

 

 

 



 

 

播種日 花芽分化日 平年対比 開花始め見込み 開花調節提案内容

7/25 9/19 5日遅い 10/下旬～ 電照（ビビフル対応可）による開花促進

8/1 9/25 2日遅い 10/下旬～11/上 電照（ビビフル対応可）による開花促進

8/5 9/28 ほぼ平年並み 11/中旬

8/10 9/28～10/2 早い～ほぼ平年並み 11/下旬

8/12 10/6 平年より３～４日遅い 11/下旬

8/15 10/11 平年より８日遅い 1/中旬 優先的に電照して開花促進

8/18 10/15未確認 平年より7日以上遅い 年明け 優先的に電照して開花促進

8/20 10/19 平年より11日遅い 年明け 優先的に電照して開花促進

8/27 10/21 平年より7日程度遅い 年明け～1/中下旬 優先的に電照して開花促進

9/2 10/21 ほぼ平年並み 年明け～1/中下旬 開花調節不要

8/5～12播種作型は開花集中が予想され
るので、電照、遮光を使い分けて開花分
散を図る必要あり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 1 大栄ストック出荷量と単価（スタンダード） 

年々の気象で開花は不安定（平成 27年早い、平成 28年遅い、平成 29年やや早い） 

 

（３）抑制シンテッポウユリは、所得に直結する抽台率（採花本数）の向上が課題で

ある。（目標：抽苔率 70%以上 4戸以上） 

（４）産地の持続・発展のためには、新規栽培者の確保とともに、最も時間と労力の

かかる出荷調製作業の軽労化・効率化を進めていく必要があった。 

                   

２ 普及活動の内容 

現場最前線にある当普及所が、生産部役員やＪＡ、町とともに、県（行政・試験研

究・農大・普及所）の総合力を活かす要の役割を発揮しながら、過去最高販売額 2億

円産地の持続・発展を目指した取組を促進、支援するため、現場主義で提案型の普及

活動を展開した。 

（１）巡回、指導会、ＰＲ、口コミなどによるスイカと組み合わせた施設化と産地強

化を推進（鳥取型低コストハウス導入） 

（２）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。 

 

表 2 大栄地区のストック花芽分化と開花予測の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（３）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。 

（４）新規栽培者の広域拡大 

  花き部会に、産地の将来を見据えて大栄地区外からも部会に入ることができるよ

う、規約の改正を提案した。更に、スイカ生産者等（大栄、倉吉、農大）へ花き栽

培の魅力を発信するとともに、花き部会員からスイカ生産者に声かけを働きかけ、

新規栽培者を開拓する講習会等の取組を支援した。 

 

写真 1 講習会の様子（平成 31年 2月 12日） 

 

（５）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。   

                   

３ 具体的な成果 

（１）生産の基盤となる鳥取型低コストハウスの増加 

ア 平成 27年～30年で北栄町が県全体導入の 63％を占める。 

イ このうち、大栄花き部会員 14人（77棟、2.1ha）が導入した。 

 

表 3 中部地区における鳥取型低コストハウスの導入状況（平成 27年～30年） 

 棟数 面積（ａ） 

県全体 うち北栄町 県全体 うち北栄町 

導入実績 954 572 2,654 1,667 

県全体に占める

割合 

100％ 60％ 100％ 63％ 

 

 



 

 

（２）ストックでは、開花調節技術の実施効果が顕著に表れ、計画出荷や技術の普及

にめどが立つとともに、取組生産者は計画的な年内出荷ができ、販売金額が向上

した（年内出荷率 60％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図 2 電照によるストック開花促進事例 

 

（３）抑制シンテッポウユリでは、特に育苗が苦手な生産者やスイカとの労力が競合

する生産者において、委託育苗の導入や保温等の栽培技術の改善により、抽苔率

（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）生産部規約が改正され、新規栽培者が参入しやすい体制作りに積極的に取り組

まれた。倉吉から新規栽培者１名が入会され、新規栽培希望者向けの講習会には

新たに 4戸の参加があった。 

（５）規約改正協議を契機に生産部役員の産地の持続・発展に対する意識が高まり、

集荷場の集荷体制や照度等の検査環境、重点農家の作業場の改善に結びつき、作

業時間の短縮や生産者の負担軽減につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図 3 作業効率のよくない農家の作業場改善事例 



 

 

４ 今後の普及活動に向けて 

（１）生産者や地域の意見を聞く会、外部評価検討会等で聞き取った下記等の多様な

意見を反映し、総合力の発揮につなげるＰＤＣＡと連携の対応を心がける。 

ア ストックの花芽分化の情報をメールで知らせてくれて感謝。早めにＬＥＤ

を準備して適期につけられたので、12月にきちんと開花させ出荷できた。 

イ 近年の異常気象にも対応できるよう更に開花予測の精度を高めて欲しい。 

ウ 部会全体で情報・技術の共有が実行されるよう更に取組を進められたい。 

エ 生産部、市町村の枠を超えた広域的、機能的な普及体制に期待したい。 

（２）ストックの開花予測については、開花調節技術に活用した生産者からは感謝されたが、

一方で、平成 30年度は暖冬で 1月の開花が早まるからとの間違った認識から、開花調

節を実施しない生産者もあり、成果とともに課題も残った。 

   今後は、試験場等と協議しながら、日照やメッシュ気候図等を活用した精度の向上を

図り、部会全体の取組に広げていきたい。 

（３）上記も含め、開花予測、開花調節及び管理技術の向上と普及、新規栽培者の確保、

新規栽培者向けマニュアルの整備等、現場主義で提案型の普及活動を徹底して継

続する。 

（執筆者：小西 耕一、池田 規子） 



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 

西部農業改良普及所 

〈活動事例の要旨〉 

管内の酪農女性が、「自らの知識や技術を向上させ、より深く経営に携わり、

所得向上につなげたい。」という思いから、平成 24 年に酪農女性グループＡが

結成された。 
グループ会員のさらなる知識・技術向上のため、定例勉強会や視察研修の継

続開催支援と新たに会員の後継者を含む若い酪農家に対する簿記勉強会を開催

した。 
また、関係機関と連携し、育成牛の発育改善について個別に支援を行った。 

 
１ 普及活動の課題・目標 

（１） 背景 

 西部農業改良普及所管内の酪農家（11 戸）は、中小規模の家族経営であり、

経営の維持・発展のためには、経営主の妻などが経営に参画することが重要で

ある。 

しかし、経営主の妻は、非農家出身であったことや子育て、家事等により、

農業について十分な知識や技術を習得する機会が少なかった。 

 このような背景の下、「自分たちも酪農に関する知識や技術を向上し、積極的

に経営に携わり、所得向上につなげたい」という思いから、平成 24 年度、管内

の酪農女性グループＡが結成され、定例勉強会や視察研修等を実施してきてい

る。 

 また、近年、グループ会員の子息を含む若い後継者が就農しており、会員及

び後継者から経営管理能力向上等の学習の機会が求められている。 

 

（２） 課題と目標 

 これまでの酪農女性グループＡを対象とした勉強会や視察研修等により、知

識や技術の向上を図ってきた。 

しかし、会員が目標とする所得には達しておらず、より一層の知識・技術の

向上による所得向上を目指して、定例勉強会等の継続開催の要望が強くあり、

これについて支援する。 

また、近年、就農した若手後継者（主にグループ会員の子息）を対象として、

簿記勉強会を新たに開催し、経営管理能力向上の基礎となる知識を身につける。 

さらに、グループ会員から強く要望のあった育成牛の発育改善について、関

係機関と連携して個別に支援する。 

 



写真２ 発育（体高）測定の様子 

２ 普及活動の内容 

（１） 酪農女性グループＡの定例勉強会及び視察研修の開催支援 

酪農の知識・技術向上を図るため、毎月 1 回程度、定例勉強会の開催支援を

行った（平成 30 年度は 13 回開催)。学習効果と意欲を高めるため、グループ会

員が学びたい研修内容を事前に確認し、講師を選定するとともに、講義途中で

も質問が可能な対話形式となるような会の持ち方や雰囲気作りに配慮した。 

講師は、普及員だけではなく、大山

乳業農業協同組合（以下大山乳業）指

導部職員や全国酪農業協同組合連合

会職員等にも依頼し、経営分析等につ

いては普及所職員が担当した。また、

西部家畜保健衛生所職員や畜産専技

に対して、助言者としての出席依頼を

行った。 

県外視察研修（1 回）についても、開

催支援を行った。 

 

（２） 若手後継者を対象とした簿記勉強会の開催支援 

酪農女性グループＡの就農 5 年以内の子息である若手後継者 4 名（うち日野

普及所管内 1 名）を対象に、経営管理能力向上のための簿記勉強会を平成 30

年度から新たに開始した。簿記の経験は、1 名を除いて無いため（両親又は税

理士が行っている）、勘定科目や仕訳のルールなど簿記の基礎から開始し、自分

の家の伝票を用いたパソコン簿記の入力演習等を含めて合計 4 回開催した。 

 

（３） 育成牛の発育改善支援 

 酪農女性グループＡの勉強会を開催

する中で、一会員から「以前から育成牛

の発育が悪く、是非改善したい」との強

い要望があり、大山乳業と連携し、定期

的な巡回指導による発育改善支援を行

った。 

 まず、現状の給与飼料の聞き取りによ

り、給与飼料の質及び量の確認を行った。

この結果を基に大山乳業指導部に飼料設 

計を依頼し、月齢毎の飼料給与マニュア 

ルを提示した。 

写真１ 定例勉強会の様子 



平成 30 年度は、育成牛 3 頭を対象に月 1 回程度の巡回指導を行い、給与飼料

の点検及び体高・胸囲（推定体重）を測定し、発育状況を確認した。測定結果

は発育目標値を示したグラフに記録していき、牛舎内に掲示（見える化）した。 

さらに、後継者に対し、人工授精技術の指導を行った。 

 

３ 普及活動の成果 

（１）酪農女性グループＡの定例勉強会及び視察研修 

 定例勉強会の開催により、家畜疾病対策、搾乳手技、家畜繁殖生理、自給飼

料、農業簿記等について理解が深まるとともに、これまで以上に積極的に質問

がなされる等、意欲の向上が認められた。 

学習した内容の中から、

各農家が 4～8 つの技術

導入を行った。 

 所得率については、女

性グループ設立前の平成

24 年度と比較し、1 戸を

除き向上した。  

 向上しなかった 1 戸に

ついては、経営主の体調

不良等により、自給飼料

の確保が不十分であった

ことが主要な原因と考え

られた。体調は回復してきており、今後は改善が期待される。 

 

（２）若手後継者を対象とした簿記勉強会 

 簿記の基礎知識（仕訳ルール、減価償却費、決算書の見方、パソコン簿記入

力方法など）への理解が深まり、パソコン操作等が回を重ねる毎に円滑に行え

るようになった。我が家の決算書や伝票を確認したり、数値を入力したりする

ことで、簿記を身近に感じ、質問等が徐々に増え、経営管理に対する意欲が向

上してきた。 

 

（３）育成牛の発育改善 

育成牛 3 頭の体高は、発育目標値を上回り、発育が改善された。さらに、発

育改善により、人工授精の時期を早めることができ、3 頭とも受胎が目標の 14

ヶ月齢以下となり、受胎の遅れが改善された。 

また、人工授精の指導により後継者にとって初めての人工授精が実施され、

表１ 定例勉強会で学習され農場で導入された技術  



無事受胎した。 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

図１ 育成牛３頭の発育状況（体高）  

 

４ 今後の普及活動に向けて 

（１）酪農女性グループ会員のさらなる学習意欲、経営意欲向上のため、会及

び会員の目標設定をすすめる。 

（２）管外の酪農女性グループや管内の和牛女性グループなどとの交流を図り

お互いが情報交換や切磋琢磨していけるような会としていく。 

（３）若手後継者に対する勉強会は、簿記に加えて、飼養管理等についても実

施し、相互に教え合う会としていきたい。 

 

（執筆者：池岡 進） 



採卵鶏農場における農場 HACCP認証取得に向けた取組支援 

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 
Ａ農場は、飼養規模 31,000羽の採卵鶏農場であり、鶏卵生産の他、6 次産業化へ

も事業展開しており、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。

直接消費者に接することもあり、安全な食品供給に資するものとして、食の安全のニ

ーズの高まりに応える必要があった。 

そうした中、国では農場 HACCP認証制度がスタートし、鳥取県でも認証制度の推

進事業が創設されたことを背景に、普及所は関係機関と連携してＡ農場の農場 HACCP

認証取得に向けた取組支援を展開してきた。 

 

２ 普及活動の内容 

（１）認証取得が見込まれる農場のリストアップと推進農場指定に向けた支援 

農場 HACCP 認証制度は、HACCPを農場に応用し、農場で家畜が健やかに育ち、安全

な家畜・畜産物を提供するための手法で、平成 21年 8月に国が農場 HACCP認証基準

を公表しており、その基準に基づいた衛生管理システムを構築・運用している農場

を認証機関が認証する制度である（図 1）。 

普及所は、平成 27年に管内で認証取得が見込まれる候補農場をリストアップし、

その中でＡ農場に対して取組についての提案を行った。 

Ａ農場では、安全な商品供給と顧客満足度を上げるための取組を模索していたこ

とから、農場 HACCPという手法を用いて、農場の安全性と食の安全性を確保し、消

費者に安全性を提供する取組をスタートすることとなった。 

はじめに農場 HACCPキックオフ（開始宣言）、次に農場 HACCP推進農場として指定

を受けるために工程一覧図などの作成支援を行った結果、平成 28年 3月 31日に農

場 HACCP推進農場として指定された。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 畜産の特性と農場 HACCP認証基準 

 

（２）農場 HACCPシステム構築支援 

農場 HACCP を推進するための農場 HACCP チーム（以下、チームという）を結成し、

普及所は外部アドバイザーとしてチーム員に加わり、主に推進会議の中でシステムの

構築支援を行った（表 1）。 

チームは、HACCP システム構築にあたり農場作業の文書化、危害分析を行い、認証

に係る膨大な書類の作成を行った。 

普及所は主に文書化に係る支援を重点的に行い、各種規定書の作成や記録方法の検

討、記録用紙の作成などの提案、作成を支援した（写真 1）。 

 

表 1 農場 HACCPチームの構成と役割 

[構成員]1～4：Ａ農場、5：大山普及、 

家畜保健衛生所 

チーム編成 
HACCP推進活動上の

役割 

1.経営者 意思決定と決裁 

2.HACCP チーム

責任者 

HACCP システムの管

理責任者 

3.HACCP チーム

メンバー 

HACCP システムの運

用・管理 

4.内部検証員 内部検証の実施 

5.外部アドバイ

ザー 

進行援助、情報提供

等 

写真１ システム構築のための書類（一部） 

 

（３）農場 HACCPシステムの運用支援 

PDCA サイクルによる継続的改善のため、毎月の推進会議において計画（Plan）、検

証（Check）を、現場において実施・運用（Do）、改善（Act）を進めた。 



普及所は従業員に対して研修会を開催し、農場 HACCPの制度説明と衛生管理の重要

性について理解を促した（平成 30年度 2回開催）。また、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。 

 

３ 具体的な成果 

（１）農場 HACCP認証の取得 

公益社団法人中央畜産会（審査機関）

の審査を受け（写真 2）、平成 30年 11

月 14日に農場 HACCP認証を取得した。

これは、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-ションづくりと従業員のモチベーションの維持 

構築・運用につなげる検討の過程で、チーム員が積極的に意見交換を行うことがで

きたため、農場内では遠慮なく話し合える環境になりつつあり、コミュニケーション

づくりにつながったと思われる。 

さらに、風通しの良い職場環境が従業員のモチベーション維持につながっている。 

 

４ 今後の普及活動に向けて 
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）して経営改善に

つなげるため、作業改善、労働環境改善、生産性の向上を図っていく。 

従業員等への研修支援を継続し、人材の育成（能力向上）および作業に係る早期養

成と高位平準化、更にモチベーションの維持につなげていく。 

教育訓練（研修）や内部検証による改善方法等の検討を通じて、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していく必要がある。 

特に今後は、毎月の推進会議において PDCAサイクルのうち、主に Checkの部分を普

及所が担い、生産面や経営面での検証を行いながら、チームで改善を進めていきたい。 

（執筆者：中川 翠） 

 

写真２ 実地検査の様子 



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 ～ 

日野農業改良普及所 

＜活動事例の要旨＞ 

日野郡で初めてナシ栽培に取り組むこととなった「江府町」のナシ園に対す

る支援の経過と初心者でも可能なナシジョイント栽培の実証について紹介する。 

 

１ 普及活動の課題・目標 

（１）背景 

ア 日野郡の農産物 

  日野郡の主な農産物は、米、ソバ、トマト、ピーマンなどで、果樹は、一部

地域でクリ、リンゴ、ブルーベリーが栽培されている。一方、ナシの栽培には

これまで雪・霜の影響で適地でない地域とされてきた。 

イ 江府町の新たな特産として 

  こうした中、江府町長から「米以外の経営品目としてナシはどうか」と普及

所に相談があり、普及所は「鳥取県の新しいナシとして人気の「新甘泉」を初

心者でも栽培が容易なジョイント仕立てで栽培する」様に勧めた。この「新甘

泉」を町の特産にしようと、平成 26年に江府町役場を中心に「新甘泉プロジェ

クト」がスタートした。 

＊新甘泉プロジェクトチームメンバー：江府町産業課、日野振興センター日野

振興局、西部農協果実課 

（２）課題・目標 

ア 日野郡で初めてのナシ栽培 

  ナシ栽培の経験や基盤がない地域「日野郡」で、ナシ栽培を開始するた

めに関係機関と強力に連携して、手厚い技術支援が必要である。 

イ ナシジョイント栽培であっても初心者には難しい 

   県内でもナシジョイント栽培は普及し始めているが、新規就農者など経験年

数の少ない生産者には、せん定、誘引など技能を要する作業は難しく、作業時

間も多くなっている。そこで、せん定、誘引方法を改善し、初心者でも可能な

栽培方法の確立を目指す。 

ウ 江府町の特産化に向けて 

   江府町民は、ナシ栽培や新品種「新甘泉」について知らない人がほとんどで

あり、町民に対して、ナシ「新甘泉」、ジョイント栽培の有利性について周知

する必要がある。 



２ 普及活動の内容 

（１）日野郡で初めてのナシ栽培 

ア 「新甘泉プロジェクトチーム」立ち上げと栽培者募集 

普及所が、「新甘泉プロジェクトチーム」の立ち上げを働きかけ、江府町

役場と連携してほ場の選定、栽培者の募集を行ったが、ナシ栽培に対する

不安から希望者がなく難航した。 

イ 「Ｋ農業公社」が試験栽培を開始 

  普及所が、苗の育苗方法、網掛け施設の設置など、ナシ栽培全般を手厚く支

援する約束で、江府町「Ｋ農業公社」が試験的に取り組むこととなった。 

栽培圃場は、標高 180ｍで、近くでは南部町朝金地区の果樹団地とほぼ

同じ標高である。4 月上旬の開花時期に霜が降りる危険があるので、燃焼

法を実施するようにした。冬場には積雪が多く見られる年もあるので、棚

への着雪対策として棚からの雪下し作業も実施した。 

（ア）「Ｋ農業公社」への普及活動の経過 

年 度 普及対象の動き 普及活動内容 

平成 26 

年度 

ナシ栽培者に決定 ・関係機関との調整 

平成 27 

年度 

ナシ栽培の勉強 

果樹棚設置 

・ナシ栽培初心者研修会の開催９回(座学、実習) 

・とっとり梨つくり大学(ナシ記念館)への参加

誘導 

平成 28 

年度 

ジョイント用大苗

育苗 

・大苗育苗指導（ポット植付け、かん水、防除、 

施肥） 

・管理計画作成支援 

平成 29 

年度 

本圃への植付け 

ジョイント接木 

・植付け、ジョイント接ぎ木、新梢管理、かん

水指導、「ジョイント栽培マニュアル」参考 

平成 30 

年度 

初着果 ・新梢・着果管理、かん水、収穫指導 

・選果場、直売所への出荷調整 

 （イ）米子・あいみ果実部への加入 

   Ｋ農業公社は、町内にナシ栽培者がいない。そこで、普及所が間に入り、平

成 30年から米子・あいみ果実部へ加入し、指導会にも参加することになった。

また、今後収穫量が増加するので、直売のみで全て販売は労力的に不可能であ

るので、ナシも出荷することになった。 

（２）初心者でも可能な栽培方法（実証） 

ア 技能を要する作業の改善 

   せん定、誘引作業は技能を要する作業で、初心者には難しいので次のように

改善を行った。 



（ア）誘引方法の改善 

   初心者は、誘引紐を結ぶ作業が苦手であり時間が掛かってしまう。そこで、

結束機テープナー（光分解テープ使用）を利用した方法に改善した（写真 1）。

作業員さんは、誘引作業が非常に楽になり好評

であった。 

（イ）せん定の単純化 

 せん定作業は、ジョイント仕立てであっても

側枝の更新方法など、技能が必要である。そこ

で、側枝更新を 3 年サイクルで更新し単純化す

るよう指導し、作業員も理解しつつあるが、技

術習得には 2,3年は必要と思われる。  

（３）江府町の特産化に向けて 

 ア 広報誌を用いた PR 

（ア）新甘泉栽培記録通信 

  （イ）日野振興センターだより 

 イ 初出荷セレモニー(平成 30年 8月 27日)で紹  

   介 

   江府町長を始め多くの町民、マスコミが  

参加し、町内外への PRとなった（写真 2）。 

 

３ 普及活動の成果 

（１）日野郡で初めてナシができた。 

 ア 「新甘泉」出荷成績、見込み 

平成 30 年は、出荷量はやや少なかったが、果実品質は概ね良かった。 

令和元年は、着果数が 4,500 果程度(25 果/樹×180 本)確保できる予定であ

り、出荷量は 1.5ｔ程度に激増する予定である。（表 1）。 

 

表 1 「新甘泉」出荷成績（令和元年は見込み） 

 

イ 江府町小中学校給食へのナシ提供、江府町道の駅でのナシ販売 

   学校給食（赤秀 50玉）、道の駅（4L、40玉、1玉 480円で販売）、道の駅で

は、好評で 1 日で完売した。江府町民の認知度が向上していて、今後も需要か

なり見込める。 

写真１  結束テープナーを用いた誘引 

写真２ 初出荷セレモニー 



（２）初心者の栽培可能性（実証） 

 ア せん定・誘引作業の改善 

ナシジョイント栽培は、せん定・誘引作業を改善すると初心者でも可能

であることが実証された。また、作業時間は、慣行栽培に比べ半減するの

で作業に不慣れな初心者には有効と思われた。 

イ 年間作業日数 

ジョイント仕立て・無袋と 3 本主枝仕立て・有袋（慣行）と 10a あたり

年間作業日数を比較した場合、3 本主枝で 34 日に対してジョイントで 17

日と半減したことより、初心者でも作業時間が少なくて済むのでジョイン

ト栽培は省力的で有効と思われる。 

 

（３）「Ｋ農業公社」作業員の意識が変化 

   Ｋ農業公社の作業員は、当初、作業意欲は受動的で、ナシ栽培は経験したこ

とがなく不安があったが、平成 30年に初収穫し、高品質のナシを生産できたこ

とで自信となり、作業意欲も高まっている。今後、儲かる見込みが見えてきて

栽培を継続したい意向に変化している。  

  

４ 今後の普及活動に向けて 

（１）成園化に向けた継続支援 

   ナシ栽培技術を更に向上させ、県内でも優良事例として紹介されるレベルま

で支援する。 

（２）江府町民への PR、新甘泉栽培研修会の開催（役場主催）支援 

   江府町民に対しナシ栽培研修会の開催を支援し、新規栽培者の開拓に繋げる。 

（３）他地域への波及効果 

   この事例を基に、他地域でのナシジョイント栽培者の増加に繋げていきたい。 

（執筆者：杉嶋 至） 


