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は じ め に

長崎県は九州の西北部に位置し、農地に適した平坦地が少なく、大消費地から遠いなど、農林
業の生産には地理的・地形的に厳しい条件にありますが、生産者や関係者の皆様のご努力や創意
工夫によって、それぞれの地域の特性を活かした農業生産や付加価値の高い特産品づくりなど、
特色ある農林業が展開されており、令和 2 年の農業産出額は 1,491 億円とこの 10 年間で約 100 億
円増加しております。

しかしながら、本県では全国より早いスピードで少子高齢化・人口減少が進んでいることに加
え、近年頻発する自然災害や気候変動への対応、新型コロナウイルス感染症、特に昨今の燃油や
肥料、飼料などの資材価格の高騰の影響により、本県の農林業・農山村は地域経済・社会の発展
や県土の保全等に大きな役割を果たしているにもかかわらず、とりまく環境はより厳しさを増し
ております。

このため、県では令和 3 年度から、本県農林業・農山村の目指す姿と方向性を示した「第３期
ながさき農林業・農山村活性化計画」に基づき、「快適で儲かる農林業」「快適で暮らしやすい農
山村」の実現を目指し、環境制御技術などスマート農業の導入による生産性の向上、外国人材に
よる労力支援や労働環境の改善、さらには担い手への農地集積など各種施策に取り組むことで、
産地全体の所得向上を図り、農業者の皆さまや関係機関と一体となってその達成を目指してまい
りたいと考えております。

本冊子は、振興局農林（水産）部が令和 3 年度に重点的に取り組んだ課題等のうち、25 課題を
抄録したもので、「第 3 期ながさき農林業･農山村活性化計画」の基本目標に沿い、

   Ⅰー１ 次代を支える農林業の担い手の確保・育成
   Ⅰー２ 生産性の高い農林業産地の育成

  Ⅱー１ 農山村集落に人を呼び込む仕組みづくり
  Ⅱー２ 農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくり

の 4 項目に分類して取りまとめております。
これらの成果をもとにしながら、「第 3 期ながさき農林業・農山村活性化計画」の目標達成に向

けて、普及指導員一丸となって努力してまいりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

本冊子が、普及活動を通した農業・農村の振興のためお役に立てれば幸いです。

令和 4 年 11 月

長崎県農林部農政課
課長  苑田 弘継
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Ⅰ―１ 次代を支える農林業の担い手の確保・育成
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○JA長崎せいひ管内は、果樹経営、施設園芸経営が多いが、産地を担う若
い農業者の就農が少なく担い手の確保が急務であったため、産地主導型

の新たな就農ルートとしてJA長崎せいひ担い手支援センターの設立支援
及び研修体制の充実を図った。
〇関係機関が一体となり新規就農支援に取り組み、これまで13名の研修生
を受け入れ、既に9名が新規就農（いちご7名、ブロッコリー等1名、びわ等1
名）し、産地の維持発展、地域農業の活性化に貢献している。

具体的な成果

１ 新規就農者等の確保
■新規就農者・参入者の確保
新規就農者数（長崎市、西海市、
長与町、時津町の合計）
令和2年度：34名 令和3年度：31名

２ 産地の担い手の確保
■JA長崎せいひ担い手
支援センターを中心とし
た1～2年の研修体制を
構築。
■これまで研修生13名を
受入（うち非農家10名）。
■既に9名が就農（いちご

7名、ブロッコリー等1名、
びわ等1名）。
■研修継続中の4名につ
いては、いちご3名、肉
用牛1名であり、令和4
年度就農予定。

３ 産地の拡大
■県新規就農相談センター研修生等も含
めた新規参入者10名の加入によりＪＡ
大西海・ことのうみいちご部会員が増加。
■補助事業を活用したＪＡリース事業によ
るいちご施設面積拡大。

普及指導員の活動

平成31年度
■JA長崎せいひ担い手支援センター設立に
向けて地域就農支援センターが先進地視
察等を開催し、設立に向け支援。
令和2～3年度
■JA担い手支援センターと県新規就農相談
センターが連携し、産地への研修生受
入を調整し、研修生や新規参入者への技
術、 経営研修を実施。
■県就農研修機関設置支援事業を活用し、
研修機関設立の支援を実施。

■JAのハウスリース事業を関係機関と連携
して開始することで初期投資を軽減。
■就農に向けて、青年等就農計画の策定支
援、農業次世代人材投資事業や市の支
援事業、青年等就農資金等の活用支援。
■研修後の新規就農者は、経営確立に向け
5年間の個別フォローアップ実施。

令和元年～２年
■

■

普及指導員だからできたこと

■産地主導型の新たな就農支援機関とし
て、JA担い手支援センターの設立から
運営までの支援ができた。

■研修生の就農に向けた準備から経営開
始まで継続的に支援を行い、研修状況
を確認する等受入農家の支援もできた。

■JA、市、金融機関、県関係課・相談セ
ンターと密接に連携して補助、融資の
活用、技術・経営支援を行うことがで
きた。

県央振興局
（長崎地域普及課・西海事務所）

新規自営就農者の確保と育成
活動期間：令和元年度～令和３年度

開講式

いちご講座の開催

いちごの実地研修

いちご新規参入者 2



普及指導員の活動

■農業次世代人材投資資金受給者に対し、
市と連携し、個別面談と現地指導を行い、
経営の問題点を把握し改善を指導した。
■4Hクラブ16組織それぞれに、課題解決の
ためのプロジェクト活動を支援した。

新規就農者に対する現地指導

普及員だからできたこと

■地域の課題を把握し、専門知識を持ち合
わせた普及指導員が集まる組織だからこ
そ、新規就農者の様々な課題解決に、関
係機関との連携した支援ができた。

JA研修機関設置のための研修会

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

次代を支える農業の担い手の確保・育成

活動期間：令和３年度

具体的な成果

１ 新規就農者の確保

■地域就農支援センターにおいて新規就
農者情報を把握し、関係機関の連携に
よる就農相談と就農までの効果的な事
業支援を行い111人の新規就農確保。

■農大生の農家派遣研修を実施し、就農
意欲を喚起。
■島原農高の就農希望者の「若葉の会」
支援。

２ フォローアップによる就農定着
■就農5年目までのフォローアップ
関係機関と連携し、個別巡回と集合研修
によるフォローアップを行うことで、新規
就農者の定着促進と経営技術能力を
向上。

３ 青年農業者の育成
■プロジェクト課題設定など各4Hクラブ（16
組織）へのプロジェクト活動を支援。

〇地域の関係機関で組織する地域就農支援センター会議や農業振興協
議会担い手経営部会等と連携し、産地主導型就農ルートによる担い手

確保に取り組むよう働きかけた。農高・農大との連携による新規学卒者
の就農意欲喚起に取り組んだ。
〇就農後のフォローアップによる就農定着を促進した。
〇青年農業者の組織活動を通じて、仲間づくり活動を支援した。

島原市 雲仙市 南島原市 計

19人 50人 42人 111人

令和3年度新規就農者数

島原農業高校 若葉の会入会式
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○経営力や経営基盤の強化を図るために、農業所得1000万円規模を目指す
経営体等を支援し、安定して事業継続できる経営体の育成を図る。
○このため、個別経営体の課題設定を行い、計画達成に向けて支援。また、
認定農業者等地域を担う経営体の経営計画樹立、課題解決を支援。

○その結果、農業所得1000万円以上が可能となる経営規模に達した経営体
が46経営体増加した。

具体的な成果

１ 農業所得1000万円以上が可能となる
経営規模に達した経営体数の増加

R3年度1000万円規模達成経営体数

２ 経営力向上
■ながさき農業オープンアカデミー等の
受講を通じて6名が経営計画を樹立。
（島原市2名、雲仙市2名、南島原市2名）

ながさき農業ｵｰﾌﾟﾝｱｶﾃﾞﾐｰﾌﾟﾚ発表会

普及指導員の活動

■農業者支援にむけたJA、市、農業委員会、
専任マネージャーなどの関係機関との連携。
■農業所得1000万円を目指す経営体のうち、
重点支援対象者に対して、目標達成に向け
た課題を設定し個別支援を実施。
■品質・単収向上など技術的課題については、
現地検討会や個別巡回を実施。
■規模拡大に係る補助事業や制度資金相談等
に対応し計画作成を支援。

■法人化や事業承継など課題解決のため、
税理士等の専門家を派遣。
■経営管理のための研修会等の周知や開催。

農業経営基礎講座の開催

普及指導員だからできたこと

■JA、市、農業委員会、専任マネージャー
などの関係機関と密に連携を図り、理解
と協力を得ることができた。

■技術・経営管理両面で、農業経営者を
サポートできた。

■優良事例や農家経営を熟知し、ライフス
テージや品目に応じた経営発展の提案が
できた。

■補助事業や制度資金の要望調査を行い、
経営状況を聞き取りながら、事業計画の
作成支援ができた。

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

農業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

活動期間：令和３年度

0 20 40 60 80 100

H28

H29

H30

R1

R2

R3

1000万円規模達成経営体数

（累計）の推移

南島原市 雲仙市 島原市

島原市 雲仙市 南島原市 計

15 14 17 46
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○経営力や経営基盤の強化を図るために、農業所得1000万円を目指す経営
体の支援を行った結果、16経営体が農業所得1000万円規模に達した。

○女性農業者の農業経営への参画意欲を高めるため、ライフプランの作成を
支援し、将来設計の見える化を進めた。

具体的な成果

１ 農業所得1000万円以上が可能となる経
営規模に達した経営体数の増加
■R3年度1000万円規模達成経営体数

２ ライフプラン作成経営体数
■R3年度実績：2経営体

いちご経営：1 、肉用牛（繁殖）経営：1
■事例

いちご経営体の現状と10年後の目標
（夫33歳、妻34歳、子4人）

・いちごハウス面積：29a → 29a
・単収：4,780㎏/10a → 5,900㎏/10a
・農業所得率：15％ → 30％
年次毎の必要な経費を見える化すること
で、具体的な農業経営の目標が夫婦間
で共有できた。

ライフプラン研修会

普及指導員の活動

■JA、市町、農業委員会などの関係機関
との連携。

■農業所得1000万円を目指す経営体の選
定、目標設定のヒアリング実施、目標
達成に向けた課題を設定し、個別支援を
実施。施設面積の拡大や、増頭対策等
を支援した。

■規模拡大に係る補助事業や制度資金
等の相談に対応し、計画作成を支援。

■夫婦で営農している若手農家を対象に
女性の経営参画を後押しするため、ライ
フプラン研修会を開催。

■いちご部会の初心者・女性農業者を対
象に環境制御技術研修会を開催。

環境制御研修会

普及指導員だからできたこと

■JA、市町等関係機関との連携を図り、
技術支援だけでなく、経営計画や補助
事業の活用など総合的な支援を行うこ
とができた。

■ライフプランの作成は、生活面・経営
面の両面に関するヒアリングを重ねな
がら作成しており、経営者との信頼関
係の構築のもと、優良事例紹介やライ
フステージに応じた提案ができた。

県北振興局
（南部・北部地域普及課）

農業所得1,000万円確保を目指す経営体の育成及び
女性農業者の農業経営参画の推進

活動期間：令和３年度

佐世保市 佐々町 平戸市 松浦市 計

7 3 4 2 16

施設野菜, 3戸, 19%

果樹, 3戸, 

19%

花き, 1戸, 6%

茶, 1戸, 6%

肉用牛（繁殖）, 

5戸, 31%

養鶏, 3戸, 19%

経営類型別達成経営体数
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○管内の認定農業者は、経営主のみでの認定が多く、経営主と同等に農業に従
事する女性農業者や後継者の共同申請が少なかった。
○認定農業者の共同申請を行う場合、家族経営協定の締結が前提となっており、
農業者年金加入要件の項目含めた家族経営協定案を提示した。
○認定農業者の農業経営改善計画更新時の面談では、関係機関が一体となり役
割分担し「家族経営協定」「農業者年金加入」「共同申請」を推進した。

・具体的な成果

１ 関係機関による方針の共有化

２ 家族経営協定書作成を効率化
■家族経営協定書の立会人は面談者の
市町と局の担当とし、調印式は省略し事
務の簡素化を図った。
■協定書の内容は、農業者年金加入を見
据え「経営計画策定」「収益配分」「経営
移譲」に関する項目をパターン化し、農
業者が選択できるようにした。
■青色申告実施農家では、専従者給与
が設定されており、スムーズな誘導
へと繋げる事が出来た。

３ 認定農業者の共同申請により女性認定
農業者も増加

普及指導員の活動

■農業会議等と調整を重ね、農業者年
金加入を見据え、共同申請時の要件
整理を行った。
①年間労働日数（60日以上）
②協定書記載必須項目の整理

■各市町ごとに認農者リストを整理
し、法人、共同申請、女性（従事
日数・世代）の項目を作り更新時
の推進対象者を明確にした。

■課内会議において、認定農業者の更
新時の共同申請・家族経営協定・農業
者年金について、共通認識を持つた
めの研修を実施し、誰もが推進できる
体制を作った。

■農業者年金の推進について、
農業会議と連携強化を図った。

普及指導員だからできたこと

■各市町の担い手協議会において、
SDGｓや女性の活躍促進の方向性と
して「認定農業者の共同申請」の意
義を理解してもらい、更新時の面談
の役割分担を行ったことで、推進が
スムーズに進んだ。

県央振興局
（長崎地域普及課）

認定農業者の共同申請で、農業のSDGｓ！！

活動期間：令和２年度～（継続中）

■各市町の担い手協議会等において共同
申請の推進方針を共有化。
■認定農業者の面談会では、関係機関
で役割分担して推進。
■実質的に農業に
従事する女性等を
認定農業者の共同
申請へ促すことが
できた。 認定農業者面談会

長与町担い手協議会

長崎市・長与町・時津町の合計 R2 R3
認定農業者（経営体数） 281 276

共同申請（経営体数） 10 40

家族経営協定数 78 106

女性認定農業者 10(4%) 41(15%)

R3の数値はR3年12月調査時点6



Ⅰ―２ 生産性の高い農林業産地の育成

7



○西海市の主要品目である柑橘類と水稲は、高齢化や労力不足による生産
量の減少が危惧されている。県内ではいち早くドローン防除組織が設立さ
れ、防除面積が年々拡大したことから、防除体制の効率化が課題であった。
○スマート農業技術の地域栽培体系への適応性検証を実施。

○検証の結果、ラジコン草刈機を活用した除草技術並びに、圃場管理システ
ムを活用したドローン防除技術の地域への導入を推進。
。

具体的な成果

１ ラジコン草刈り機を活用した、除草労力
の省力化の検証（柑橘・水稲）
■ラジコン草刈機の活用により、刈払機と
比べ、除草労力の削減を確認。
〇水田畦畔（傾斜35度）
750分／10ａ ⇒75分／10ａ（1/10）

〇柑橘の基盤整備地法面（傾斜37度）
280分/10ａ ⇒89分／10a（1/3）
刈払機では除草が困難な急斜面での
活用が可能で、省力化や安全性の面
から農業者の期待が大きかった。

ラジコン草刈機

２ 圃場管理システムを活用したドローン
防除体制の効率化（水稲）
■ドローン防除により作業時間が減少。
〇1,421時間⇒1,349時間(95％）
・活用初年度は、圃場管理システムへ
のデータ入力400時間が増加したが、
総労働時間は5%減少。
・2年目以降はさらなる作業時間の減少
が期待される。

３ スマート農業技術の地域への波及
■柑橘産地2地区がラジコン草刈機導入検討
を開始。

■圃場管理システムは、2組織が本格導入の
意向決定。

■検証や研修会を通し、地域農業者のスマー
ト農業技術への理解を深めた。

普及指導員の活動

令和３年
■西海市スマート農業推進協議会を設立。
生産者代表と関係機関等、関係者一体と
なったスマート農業推進の体制を確立。
・検証技術の選定
圃場管理システム活用ドローン防除、ラジ
コン草刈機、水田水管理システム

■ラジコン草刈機技術検証試験（柑橘・水稲）
・ラジコン草刈機をリースし、市内各地で技
術検証と技術周知の実演体験会を実施。
労働時間を調査し、夏場の除草作業の負
担軽減と安全性を生産者が実感。

■圃場管理システム（水稲）
・Ｚ-ＧＩＳ、アグリノートの２システムの検証
を、ドローン防除組織で実施。

■水田の水管理システム検証実施
・地域で導入可能性が高い、水田ファーモ
の検証を実施。

■検証結果と技術導入の検討
・西海市に導入可能なスマート農業技術と
して、ラジコン草刈機と圃場管理システム
の導入計画を策定。

普及指導員だからできたこと

■地域の課題を把握し、専門技術を持ち合わ
せた普及指導員だからこそ、現状にあった
的確な技術の検証を行うことができた。

■地域の農業関係者を結び付けることにより、
地域課題の解決につながる技術の導入計
画を速やかに策定できた。

県央振興局
（西海事務所）

水稲・柑橘複合経営に導入するスマート農業技術の検証

活動期間：令和３年度
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○水稲は高温耐性品種「なつほのか」等の導入が進んでいるが、農家所得の向上のた
め、さらなる高温耐性品種への転換が必要である。 また、省力化、高齢化対策の観
点から、ドローン等スマート農業の普及を推進する必要がある。

〇このため、水稲の現地講習会等を開催し、品質向上指導を行うとともに、農協広報誌
等を活用し「なつほのか」の特性にあった栽培管理の周知徹底を図った。また、防除
受託事業者等に対し、防除時期の考え方や適期について情報を提供するとともに、現
地実演会を開き、ドローン活用を推進した。

〇その結果、水稲高温耐性品種の作付面積は808ｈａに増加した。また、ドローンによる
防除面積も前年度より、のべ200ｈａ以上増加した。

具体的な成果

１ 水稲高温耐性品種の生産安定と作付
面積拡大

■高温耐性品種の作付面積が拡大。
・高温耐性品種の作付面積
R2年産 676ha → R3年産 808ha
・このうち特に「なつほのか」は作付面積が
1.6倍に拡大。
R2年産 282ha→ R3年産 448ha

■高温耐性品種の検査等級の優位性
・「なつほのか」の品質は、地域の主力
品種「ヒノヒカリ」の品質よりも明らかに
高かった。
・検査等級 （1等米比率、R4年3月末現在）
「なつほのか」：32.0%
「ヒノヒカリ」 ： 3.7%

２ 水稲・麦におけるスマート農業技術の
普及

■ドローンによる水稲防除面積が拡大
・水稲防除面積のべ面積は205ha増加
R2年産 154ha→R3年産 359ha

ドローンによる防除の実演

普及指導員の活動

■水稲高温耐性品種「なつほのか」の展示
圃設置および、展示圃等を活用した栽培
講習会等による高品質生産指導。

「なつほのか」穂肥検討会

■各種広報媒体等を活用し、新規品種
「なつほのか」の品種特性にあった栽培
管理技術を周知する広報活動を実施。
（特にJA広報誌に栽培技術記事を連載
して農家の関心を集めた。）

■麦の栽培者やドローン防除受託事業者と
連携し、赤カビ病防除実演会を実施。
■ドローン防除実施者に対する研修会を実
施し、防除の考え方や防除適期に関する
情報を提供。
■ドローンによる施肥実証圃を設置し、散
布ムラ等が発生せず実用上問題がない
ことを確認。

普及指導員だからできたこと

■関係機関（JA島原雲仙、島原市、雲仙市、
南島原市、共済組合等）と連携することに
よって、地域における課題の理解と協力
を得ることができた。

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

水田をフル活用した水田農業の展開
活動期間：令和３年度
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○大村市のいちご栽培では、自動換気、炭酸ガス発生機の導入はあるが、測定装置が
なく、経時的環境データ推移が分からず機器の有効活用ができていなかった。

○そこで令和2年度長崎県型次世代施設園芸事業を活用し、測定装置を導入。生育調
査、収量調査（毎週）・実証の支援を行った。

○その結果、導入前のR元収量5,853kg/10aと比較し、R3は、7,521kg/10aと28%増加。
○実証農業者自身がハウス更新を開始、今後、地域への波及が期待される。

具体的な成果

１ 環境制御機器の導入
■スマホでモニタリング、機器制御が可能

２ 実証に当たっての体制づくり
■長崎型統合環境制御装置勉強会＆大村
いちご環境制御（LINEｸﾞﾙｰﾌﾟ）＆現地検討

３ 収量の増加 R元→R2(106%)→R3(120%)
5,853kg/10a→6,259kg/10a→7,521kg/10a

普及指導員の活動

R2年度
■長崎県型次世代施設園芸推進事業導入
（ハード整備）
・機器導入（統合環境制御システム）支援
・リース契約支援

■勉強会組織の立ち上げ（県域、地元）
・生育調査、収量調査（実証農業者
へ）
・環境データの見える化、データ共有
・検討会の開催（調整）

R3年度
■調査の継続
・生育調査・収量調査（全ハウス拡大）
・環境データの見える化、県域での共有
・展開速度把握用のカメラ設置
・県域での現地検討（オンライン含）

普及指導員だからできたこと

■実証農業者の後継者就農を絶好のチャ
ンスととらえ、農業者による生育調査、
収量調査、研修会等参画への環境整備。

■実証農業者、JA、県行政等の関係者を
結び付け県域勉強会への参画でモチ
ベーションを維持できた。

県央振興局
（大村・東彼地域普及課）

環境制御技術の導入支援

活動期間：令和２年度～ （継続中）

■管内のモニタリング装置設置者（3戸）と
結び付け、情報の共有を図るとともに、
収量グラフを早く返すことでモチベーショ
ン維持を図った。また、通常の現地指導
の際、優良事例として紹介した。10



○県央農協みかん部会は、高齢化等により産地規模が縮小し、販売額が減少している
ことから、産地維持のため、若手生産者へ単価や収量向上にむけた技術支援を行い、
販売額向上につなげていく必要がある。
○このため、県央振興局では産地計画、担い手育成計画の作成を支援し、部会内研究
会グループ「はなまる研究会」を中心に品質向上対策としてのシートマルチ被覆園の
栽培管理指導、並びに新技術導入を実施。

○その結果、 「はなまる研究会」ブランド率が36%（前年24%）と向上し、部会販売額827
百万円（前年比120%）となった。併せて放任園対策として青みかん生産を支援した。

９）。

具体的な成果

２ 新技術の実証と定着

３ 放任園対策の検討

普及指導員の活動

■支部研究会での栽培講習会等におい
て、JA指導員と連携し、生産者へシー
トマルチ被覆や果皮強化の重要性、
病害虫発生状況の
こまめな情報提供
などにより、腐敗果
対策・病害虫対策
を徹底指導。

■展示圃の成績について、各種会合の
折に効果を示して推進。

■高機能発酵茶原料
収穫作業について
農福連携による作
業員確保を提言し
実行。

普及指導員だからできたこと

■農技センター果樹・茶研究部門や病
害虫発生予察室と連携し、病害虫に
関する細やかな情報をもとに商品性
向上に向けた支援（指導）が実施で
きた。

■先進技術を地域に導入するために展
示圃設置、調査、検討を実施してJA
指導員と情報共有することで現地普
及を確実にした。

県央振興局
（諫早地域普及課）

活力あるみかん産地の育成
活動期間：令和３年度

■生産量減少につながる日焼け果対策として
ホワイトコート散布の展示圃を実施。
次年度改善技術に採用。

シートマルチ園

7月のホワイトコート散布

各区300果
調査 25倍 50倍 無散布

被害度 0.13 0.24 0.49

規格外果数 3 11 35

■この他に根域制限栽培法、着色促進剤の
検討等を実施。

■みかん栽培を中止す
る栽培者に対し、高機
能発酵茶原料の青み
かん生産を提案し、取
り組み実施。

30mm以下の青みかん

（高機能発酵茶原料

栽培講習会

収穫作業

■R3年の部会販売額が827百万円
（前年比120%）と向上。

１ 品質向上対策
■シートマルチ被覆園の栽培管理指導の
徹底によりブランド率（糖度等の基準を
満たすみかんの割合）が向上。
・ブランド率（はなまる研究会）
R2年 24%→ R3年 36%
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具体的な成果

１ 土壌水分の安定化
■対照区（手動）と比較し、かん水回数とか
ん水量が増加、土壌水分安定。
・かん水回数
対照：数日おき
日射比例：毎日
・かん水量
110ｔ→196ｔ

２ 生育向上
■茎や葉の充実により、切り花重が増加。
■発根状態 日射比例区は発根が均一

※日射比例かん水技術の現地適応性が
実証された。

３ かん水作業の省力化及び普及性
■これまでは手動で、1圃場当たり2～3日お
きに30分程度かかっていた。日射比例か
ん水では、設定変更時の動作確認程度で
良く、日々のかん水作業が省力化。
■省力化に対する実証生産者の評価は高く、
導入面積を拡大する意向であり、現地へ
の普及も期待。

○近年のきく栽培では、夏季の高温による生育不良が散見されるほか、炭酸
ガス施用を活用した環境制御技術に取り組んでおり、新たな栽培環境に適
したかん水技術確立が課題。

○そこで、高品質切花の安定生産とかん水作業の省力化を両立させる、季節
の日射量に応じた「日射比例かん水技術」を実証。

○「日射比例かん水技術」によりかん水の回数が増加することで、土壌水分
状態が安定し、生育が向上。併せて自動化でかん水作業を省力化。

普及指導員の活動

■5月～8月
・予備試験として、8月
出荷作型でかん水
量と土壌の水分状
態の動きを調査。
・予備試験の結果から12月出荷作型本試
験時のかん水条件を設定。

■9月～12月
・毎週、土壌水分とかん水量のデータを取
りまとめ、生産者と農政課担当者へ報告。
・隔週で、生産者、本庁担当者と連携会議
を実施し、かん水設定を調整。
・きく栽培の節目である消灯時と収穫時に
生育等の調査を実施。

■10月29日
・長崎県花き振興協議会 きく部会主催の
検討会で実証の経過を報告し、県内のき
く生産者に本技術の優位性を周知。

普及指導員だからできたこと

■現場で生産者と連携を密にすることで
かん水量等の微調整も、専門家の立場
から迅速に判断することができ、きく
の生育に支障が出ることなく、必要な
調査ができた。

県央振興局
（諫早地域普及課）

きく収量・品質向上対策指導・支援
活動期間：令和３年度

196.2t

110.4t

１
７
８
％

畝内部 中央 通路側 畝内部 中央 通路側

日射比例コントローラ

実証圃収穫前の様子
12



具体的な成果

１ ばれいしょ品種「アイマサリ」の普及

■ジャガイモシストセン
チュウに抵抗性が
あるアイマサリの
栽培面積は14.1haと
増加。（R４年春作分
種子購入実績より
推計、R3春作7.5ha）

２ ブロッコリー作付面積は高水準で維持

■R1年度産 230.4ha（秋冬作）
R3年度産 225.4ha（秋冬作）

３ ドローン防除技術の実証
■野菜の中では農薬登録が進んでいる
ばれいしょのドローン防除面積は、実績な
しから延べ2.5haへ拡大。

■ばれいしょ生産者に対し、防除作業への
ドローン利用意向を確認したところ、大半
が業者等への委託意向であることを把握。

普及指導員の活動

■ばれいしょ
・アイマサリ展示圃を2地区（南串山、加津
佐）に設置。結果をとりまとめ、関係機関
と情報共有し出荷反省会、土地改良区
営農検討会などで作付を推進。

■ブロッコリー
・根こぶ病対策試験圃の効果を確認し、
結果を定例会で紹介。
・規模拡大のための定植機、畝立て同時
施肥機等の省力化機械の導入を支援。
・新規作付地区における土壌分析に基づく
施肥設計、育苗講習の実施。
・加工用ブロッコリーの展示圃設置。

■ドローン防除
・ばれいしょを含む5品目（ブロッコリー、
だいこん、ニンジン、スイートコーン）での
ドローン防除実証圃を設置。
・ばれいしょ生産者に対し、ドローン防除
利用意向アンケートを1部会、2支部、1改
良区で実施。

普及員だからできたこと

■生産者、関係機関との連携、また各専門
普及指導員とのチーム活動により、産地
の突発的な課題に対する速やかな対応
や普及課題の遂行ができた。

■専門的な知識を有し、行政、研究機関と
の課題共有および連携を図ることが出来
るので、産地の課題を的確に捉えた活動
を展開できた。

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

チャレンジ園芸1000億の推進（露地野菜）

活動期間：令和３年度

○島原半島では各地域で土壌や立地等の特性を生かした露地品目の栽培が盛んである。共同選果体
制の整備が進んでおり、作付拡大が課題。併せて、省力技術の確立や連作圃場も多く難防除病害
虫対策も課題。
○そこで、普及組織では、生産者および関係機関と連携し、ばれいしょ、ブロッコリーを主な対象品目と
捉え、作付拡大や新品種導入、併せて労力負担軽減技術の確立等に向けた活動を実施。
○その結果、ばれいしょでは「アイマサリ」の作付が拡大し、ブロッコリーでは、230.4ha（R1、秋冬作）が
225.4ha（R3、秋冬作）と高い水準で維持。ばれいしょのドローン防除面積が延べ2.5haに拡大した。

品種 春作 秋作

アイマサリ 4,739kg 3,591kg

ニシユタカ 5,144kg 3,429kg

R3展示圃収量（10aあたり上いも重、南串山）

JA島原雲仙 雲仙ブロッコリー部会の推移

H10 H15 H20 H25 H30 R2 R2/H10

部会員数(戸) 15 38 39 36 52 65 433%

栽培面積(ha) 18 60 98 127 167 220 1,222%

出荷量(t) 204 553 947 1,311 1,948 2,476 1,214%

販売額(百万円) 44 118 320 507 760 875 1,989%

左手前：ニシユタカ、右奥：アイマサリ

現地シストセンチュウ発生圃場
での品種ごとの生育状況

ブロッコリーにおけるドローン防除実演会
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〇ヒノヒカリは平成元年に長崎県の奨励品種となり、食味が抜群に良く、生産者にも消費者にも
評価されたため、本県においてもヒノヒカリの作付面積は順調に伸び、平成18年には県北地
域で普通期シェア92%を超えた。しかし、ヒノヒカリに一極集中することで、共同乾燥施設の受
け入れがパンク状態となり、近年は温暖化の影響で品質低下も問題となっている。
〇なつほのかは鹿児島県が育成した水稲高温耐性品種で、長崎県では平成28年に奨励品種
となり、平成30年から作付開始。なつほのかのメリットはヒノヒカリより成熟期が10日程度早く、
共同乾燥施設等のピークが緩和。粒が大きく、多収、高温耐性に優れ、品質よく、食味も良い
ため、JAや市町等との作付推進の結果、令和3年産の作付面積は475haとなった。

具体的な成果

１ JA水稲部会の設立
■平成31年4月2日設立、部会員1,425名で
スタート。令和3年度は1,572名

■本会、地区部会、支部と3段階で構成

２ なつほのかの面積拡大
■県北地域の作付面積の推移

３ 米ランキング「特A」の獲得
■令和２年度に日本穀物検定協会の米ラン
キングへ初出品され、特Aを獲得。
ただし、評価の区域は県域。

普及指導員の活動

■ＪＡ水稲部会の設立支援
・県北地域には、これまで有利販売を目的に地域を
区分した地区指定米等の生産組織はあった。しか
し、それは県北の一部に過ぎず、県北全体を網羅
する水稲関係の部会は無かった。そこで、振興局
としては、県北地域の水稲栽培の高位平準化を目
指し、「なつほのか」の普及に併せ、水稲部会を
新たに設立するよう平成29年度からJAに対し働
きかけを行った。

■地区別なつほのか講習会の実施

普及指導員だからできたこと

■令和2年課題の発生
・令和元年、２年はトビイロウンカが大発生し、坪枯れ圃場が
目立った。「なつほのか」はトビイロウンカに弱いと言う間
違った情報が農家間において流布される。振興局はＪＡ及び
全農と協力し、トビイロウンカの被害が大きかった農家５８戸
に対し、個別調査を実施した。

■令和2年 課題の解決
・個別調査の結果、坪枯れに品種間格差は無いことが分かっ
た。また、被害の大きかった農家は箱施薬の散布が雑で、
育苗箱１枚あたりの箱施薬の投入量が基準に達していない
ことを突き止めた。そこでＪＡとともに栽培暦を改正し、令和3
年度から箱施薬の適正な使用方法を明記した。

県北振興局
（南部地域普及課）

水稲高温耐性品種「なつほのか」の普及と米産地の再編
活動期間：平成28年度～令和3年度

ＪＡながさき西海水稲部会

させぼ南部

地区部会

支部数2

させぼ北部

地区部会

支部数７

北松

地区部会

支部数４

松浦

地区部会

支部数６

平戸

地区部会

支部数４

事務局JA本店

年産 H29 H30 R元 R２ R３

実績(ha) 2
実証圃

73 154 328 475

計画(ha) 2 60 120 325 500

達成率(%) 100 122 128 101 95

年産 品種 ランク

令和２年 なつほのか 特Ａ

・水稲部会については、現地
活動をメインとするため各営
農センター別に地区部会を
設立。設立総会に併せて「な
つほのか」の講習会を平成
31年2月から令和元年6月に
かけて実施。

H29年度展示圃成績を元に栽
培のポイントを整理し、H30年
産「なつほのか」栽培基準を作
成。→講習会で周知

「なつほのか」栽培基準の作成
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○平成27年度に松浦市に農業参入しアスパラガスを3.3ha栽培するJR九州
ファームに対して、関係機関と連携した課題解決型の現地指導を実施した
結果、令和3年産の単収は目標としていた3ｔ/10ａ超を達成。

○個別農家に対しても部会活動を中心とした定期的な現地指導により適期
管理がなされ、また、新規就農者においても早期に収量が向上し、令和3年
産は県下でトップクラスの単収となった。

○新規就農者や他品目からの転換者が産地内の遊休ハウスを活用し規模
拡大や新規作付けを実施、産地の維持・拡大が図られている。

具体的な成果

１ JR九州ファームの単収向上による産地
出荷量の拡大
■JR九州ファームのR3年産単収
3,204㎏/10a（前年比140％）
■R3年産松浦地区全体出荷量
217t（JR九州ファームの農業参入前に比
べて約180％増）
■R3年産松浦地区平均単収
2,642㎏/10a（JR九州ファームの農業参入
前に比べて約170％増、県平均に比べ約
150％高い）

２ 新規就農者の単収向上、遊休ハウスの
活用による産地の維持・拡大

■H30年就農したA氏は産地内の遊休ハウ
スを移設し、R3年に規模拡大（10a増）

■葉たばこ廃作者が産地内の遊休ハウスを
移設し、R4年に新規作付け（10a）

普及指導員の活動

■JR九州ファームの農業参入時から関係
機関と連携し定期的な勉強会を実施して
きたが、指導方法を講習会方式からJR九
州ファームに主体性を持たせた課題解決
型の指導に変更し、増収のためにいつ何
の作業を何の目的で実施するか等を助
言。

■部会内の地域単位で毎月開催される現
地検討会において全ほ場を巡回、各農
家・ほ場に応じた指導を実施。
■規模拡大や新規作付け希望者に対して
産地内の遊休ハウス
の活用に向けたマッ
チングや移設にかか
る事業化を支援。

普及指導員だからできたこと

■JR九州ファームの農業参入当時から部
会や市町、ＪＡ等と連携し、継続的かつ対
象者の技術習熟度に応じた支援を行った
ことで単収の飛躍的な向上につながった。

■日頃から部会や関係機関との連携を密
にしていたことで、産地内の遊休ハウス
のマッチングや移設にかかる事業化を支
援できた。

県北振興局
（北部地域普及課）

松浦地区アスパラガス産地の維持・拡大
活動期間：令和３年度

単収（㎏/10ａ） H30 R1 R2 R3

A氏
（H30定植）

104 1,725 2,169 2,628

B氏
（R1定植）

― 462 2,128 2,519
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五島地域におけるスマート農業技術の導入
活動期間：令和元年度～(継続中)

○五島地域は畑作地帯で水田が少なく、生産される主食用米は島内需要を

まかなう重要な品目であるが、米価の下落や担い手の高齢化により作付面
積は年々減少している。

○このため五島振興局ではスマート農業を活用した水稲生産の省力化によ
る水田農業の維持を実現するため、関係機関とともにスマート農業を推進
する協議会を設立し、スマート農業の普及に向けた各種取組を展開した。

○その結果、2戸の経営体でドローンが導入され、延べ21.7ha（実面積
12.3ha）の農薬散布が実施された。また、島内ドローン事業者（農薬散布業
務未参入）が、令和4年度より農薬散布の受託を開始することとなった。

具体的な成果

１ ドローンの導入による農薬散布省力化
■農業者がドローンを導入し、水稲の農薬
散布の取組を開始。農薬散布にかかる作
業時間の削減で適期散布および省力化
が図られている。

・慣行防除と比較したドローン防除による
作業時間の削減率：68%
※五島市スマート農業推進協議会で

令和2年度に実施した実証試験結
果から試算した数値。
2名で3haの防除作業時間の比較。
慣行防除はホース付き動力噴霧器
による粉剤撒布。

・ドローンを導入した農業者
0人（R1） → 2人（R3）

・ドローンによる水稲への農薬散布面積
0ha（R1） → 21.7ha（R3）
※数値は延べ面積。実面積は12.3ha。

２ 新たなサービス事業体の出現
■島内ドローン事業者１件が令和4年度より
水稲の農薬散布作業の受託を開始予定
で、農業者の労力軽減が期待される。

普及指導員の活動

令和元年度
■普及組織である振興局より、市町村、ＪＡ
などの関係機関や農業者、集落営農組
織に対して協議会の設立を提案。

令和2年度
■「五島市スマート農業推進協議会」を
設立。

■スマート農業技術
の実証試験、スマ
ート農業技術の実
演会、実証試験の
成果報告会を開催。

■スマート農業技術
の導入に関する補
助事業ついて生産
者に周知し、導入
に意欲のある生産
者に対し事業活用
の支援を実施。

令和3年度
■島内各地域で実演
会を開催。

■農薬散布業務に参
入していない島内
ドローン事業者に
対し、他地域の農
薬散布業務の事例や補助事業等の情報
提供を実施し、新規参入を促した。

普及指導員だからできたこと

■日頃から農業者、JA、研究機関、民間
企業等と連携しているため、関係者を
結びつけた協議会を設立することが出
来、産地全体の取組を進めることがで
きた。

五島振興局
（農業振興普及課）

スマート農業研修会（R2.7）

水田水管理ｼｽﾃﾑ実証試験

ドローン防除実演会（R3.9）

実証試験（R2.8～9）
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○離島に位置する壱岐地域では、労力不足による栽培面積の減少が顕著であり、
今後限られた労力で生産を維持・拡大するためには作業の負担軽減・省力化が
急務であり、先端技術を組み込んだスマート農業の展開が必要。
○壱岐地域において、スマート農業の推進母体として生産者及び関係機関から構
成される「壱岐市スマート農業推進協議会」を設立し、実演会や先進産地研修、
勉強会による普及活動を実施。

〇その結果、壱岐市における令和3年産水稲のドローンによる防除面積は7.1haと
増加し、令和3年産いちごの環境制御技術の導入面積は0.26ha増加。

具体的な成果

1 スマート農業推進協議会の設立
■普及指導員の働きかけにより、JA壱岐市、
壱岐市、壱岐振興局、機械銀行、共済組
合、集落営農法人連絡協議会、認定農業
者協議会、土地改良区協議会、アスパラ

ガス部会で構成される推進母体「壱岐市
スマート農業推進協議会」を設立。

2 スマート農業技術の実演・実証
■協議会の推進活動として、直進アシストト
ラクタ、直進アシスト田植機、ドローン防
除、ラジコン草刈機、水田水管理システム、
圃場管理システムの実演・実証、アスパラ
ガスのＡＩ自動潅水装置の検証を実施。

■ドローンによる水稲防除面積（実面積）
R元年度：0ha→R3年度：7.1ha

3 いちごの環境制御技術導入と安定生産支援
■新規就農者2戸が炭酸ガス発生装置とモニタ
リング機器を導入。環境制御技術習得を目
指し、定期的に勉強会を開催することで情報
交換や機器活用の理解が深 まった。

■いちごの環境制御技術導入面積（合計）
R2年度：1.48ha→R3年度：1.74ha

普及指導員の活動

■生産者・関係機関の役割を明確にしたス
マート農業の推進体制を構築し、メーカーの
協力のもと先端技術の実演会を企画。

■JA、共済組合など関係機関と連携し、ドロー
ンと無人ヘリによる防除効果の比較試験を
実施し、ドローンの防除効果を検証。

■実演会後、スマート農機の導入意向を示し
た生産者に対し、補助事業の活用を支援。

■スマート農機の費用対効果を試算し、導入モ
デルを策定。

■いちご環境制御技術勉強会を提案・運営
支援。LINEを通じた情報交換手法の活用。

普及員だからできたこと

■地域農業の課題を把握し、その解決に資
する先端技術を選定した上で、実際に生産
者に見せることで、スマート農業で普段の作
業が省力化できるという「気づき」を提供。

■日頃から連携している生産部会、JA、研究
機関、県行政、実需者などの関係者を結
びつけ、産地の維持拡大と高品質安定生産
に向けた取組を推進。

■環境制御技術や機器の用途について県内
外の事例を収集し、壱岐地域にあわせた活
用方法を普及。

実演会の様子（左：直進アシスト田植機、右：ドローン防除）

壱岐振興局
（農業振興普及課）

新たな技術の導入推進による取組面積の拡大
活動期間：令和３年度～（継続中）
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○対馬の水稲は｢ヒノヒカリ」が主に栽培されているが、気温が低いため無理
な早植えが必要だったり、収量が380kg/10a程度と低い状況。
○このため、振興局は、新しく奨励品種となった大粒で良食味という特徴を持
つ「なつほのか」の試験栽培を水稲部会を中心に行い、専用肥料の開発、
施肥量、株間などの栽培法の確立を実施。
○その結果、「なつほのか」の栽培面積は83ha(R3)となり、対馬における水稲
栽培面積の33%を占めるまで拡大。

具体的な成果

１ 栽培面積の拡大
■「なつほのか」を｢ヒノヒカリ」の隣接田で試
験栽培し、生産者に生育状況を現地検討
会で実際に見せ、試験結果を説明するこ
とで、「なつほのか」の高収量、大粒、良
食味であることの有利性と特徴を理解し
てもらい、栽培面積拡大が実現。

｢なつほのか」栽培面積の推移

普及指導員の活動

H29年度
■市内6か所に「なつほのか」と既存の｢ヒノ
ヒカリ｣を比較する展示圃を設置。
■現地検討会で生育確認を、研修会比較
結果説明を行い、栽培を推進。
H30年度
■「なつほのか」専用肥料開発のための栽
培試験を3か所設置。また、「なつほのか」
に適切な株間を4水準で検討する栽培試
験を実施。これらにより栽培暦作成のた
めのデータを収集。
R元～R3年度
■「なつほのか」専用肥料の適切な施肥量
を検討する栽培試験を3水準で実施。ま
た、株間を検討する試験を3水準で実施。
■H30とR元の試験結果を反映した「なつほ
のか」栽培暦をR3に作成。
R3年度
■対馬の生産者3名がドローンを導入し、防
除と施肥に使用開始。

普及指導員だからできたこと

■対馬地域は、長崎県本土とは気象条件
が異なるため、「なつほのか」の栽培試験
結果について、農林技術開発センターの
データをそのまま伝えるのではなく、対馬
独自の栽培試験、専用肥料の開発を同
時に行うことで、より説得力のある栽培推
進ができた。

対馬振興局
（農業振興普及課）

水稲高温耐性品種の作付拡大
活動期間：平成29年度～令和3年度

現地検討会での生育確認

「なつほのか」研修会

H29 H30 R元 R2 R3

0ha 31.7ha 53.2ha 65ha 83ha
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○地域肉用牛繁殖経営の所得向上を図るため、農協出資法人(有)大西海ファームにお
いて、肉牛部門を設立し、生産基盤の拡充、ICT等技術の実装による高い生産性の実
現、当該技術の地域肉用牛繁殖経営への導入を推進。

○普及組織では、計画策定、クラウド型牛群管理システム（以下「牛群管理システム」）
等ＩＣＴ技術等実装、飼養管理技術確立などを重点的に指導。

○その結果、地域繁殖雌牛頭数はV字回復し、部門設立前（H28）の2.7倍の946頭まで増
加。更に、分娩間隔は全国1位の長崎県で地域1位を達成。

具体的な成果

１ 繁殖雌牛生産基盤の拡充
■(有)大西海ファーム（以下大西海F）飼養
繁殖雌牛はR2の120頭から288頭まで増
頭中（R3年度末223頭）。地域繁殖雌牛
頭数はH28の348頭の2.7倍の946頭まで
増頭。

２ 高い生産性（分娩間隔）の実現
■基本技術の励行に加え、牛群管理システ
ム、行動センサ等、ＩＣＴ等技術の実装に
より、全国1位の本県で大西海Ｆは生産
者1位の352日、地域も388日で県内1位。

３ 地域への技術導入
■肉牛部門設立当初より大西海Ｆ取組技術
等研修会を開催。それらにより、牛群管
理システムと併せて、行動センサを導入
した経営が大西海Ｆと合わせて4戸まで
増加。対R2戸数普及率は、R7県目標
3.1%の3倍以上となる10.3%まで向上。

普及指導員の活動

平成26～27年度
■大西海Ｆの飼養計画、クラスター計画及
び事業計画策定へ重点的指導。
※併せてＩＣＴ等採用技術検討も指導。

平成28年度
■大西海Ｆの施設機械整備事業、繁殖雌牛
導入事業進捗管理へ重点的指導。

平成29年度～
■飼養管理、発情発見等、基本技術励行
及びＩＣＴ機器等新技術実装指導。

■新たな農業支援サービスである牛群管理
システムデータによる生産状況把握。

■生産状況、飼料分析、血中プロファイル
テスト、最新知見等、多様なデータに基づ
く繁殖雌牛飼養管理技術の検証、改善及
び確立へ重点的指導。更に、子牛飼養管
理技術の検証、改善等も重点的指導。

普及指導員だからできたこと

■試験研究現地試験を前倒しで取り込む
など、JA等多様な機関との密接な連携、
協働により総合力が発揮され、大西海
Ｆは高い生産性を実現。

■効率的、効果的指導のため、大西海Ｆ
を先進的農業者と位置づけ、同社の優
れた技術、貴重な経験を地域へ情報発
信し、地域肉用牛繁殖経営の所得向上、
地域農業・農村振興へ繋げている。

県央振興局
（西海事務所）

農協出資法人を核とした肉用牛繁殖産地の育成
活動期間：平成26年度～（継続中）

（頭）
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具体的な成果

１ 肉用牛繁殖経営基盤の確立
■補助事業等により、繁殖牛280頭が増加。
■分娩間隔の短縮

H30 402日 → R2 396日
■繁殖管理を補助するＩＣＴ機器の導入7戸

■肉用牛経営後継者協議会の活動支援、
飼養管理技術や 経営管理に関する意識
が向上。

■放牧場の整備などにより放牧面積が
増加（2戸46ａ）

２ 肉用牛肥育経営の安定
■肥育牛の枝肉重量の増加

H30 509㎏/頭 → R3 527kg/頭

○和牛産地として、高齢化等による飼養戸数の減少が進んでおり、担い手の
規模拡大や後継者の確保育成の加速化による対応が必要である。また、

経営体質強化のために、生産効率や品質向上、コスト縮減のための技術導
入や、省力化のための仕組みづくりが必要となっている。

○関係機関と連携し、繁殖では後継者組織の活動支援、分娩間隔を短縮す
るための指導やＩＣＴ機器の導入推進及び省力化のための放牧支援、肥育
では長崎型新肥育技術の定着支援を行った。

普及指導員の活動

■肉用牛全般
・施設・機械を整備するための事業実施計

画や資金利用計画の作成を支援。
・肥育農家や新規就農者等に対し、運転資

金を確保するための経営改善資金計画書
の策定を支援。

・肉用牛経営後継者協議会の活動について、
研修会の開催、SNSを活用した市況・技術
情報の提供等による支援。

■肉用牛繁殖
・分娩間隔の短縮に向け、モデル農家8戸を

選定し、関係機関と連携して巡回指導を
実施。

・ＩＣＴ機器の導入状況の調査、及び主要機
器の機能確認を実施。

・ＩＣＴ機器導入希望農家に対し補助事業の
紹介及び取組みを支援。

・放牧施設の整備・補改修にかかる補助事
業の活用推進、計画書の作成支援。

・草地造成や電牧柵の設置方法等を指導。

■肉用牛肥育
・枝肉重量の増加に向けて、農家5戸に対し、

定期的に巡回指導を実施。

普及指導員だからできたこと

■関係機関（JA島原雲仙、島原市、雲仙市、
南島原市、酪連等）と連携することによっ
て、事業の推進、計画の作成及び進捗管
理などを計画的に行うことができた。

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

チャレンジ畜産６００億の推進
（「長崎和牛」産地の育成） 活動期間：令和３年度

肉用牛後継者会の研修会

首にｾﾝｻｰを装着した繁殖牛
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具体的な成果

１ 規模拡大意向農家への支援
■事業計画等支援

クラスター事業を活用し、

繁殖牛舎2棟（佐世保1棟､
平戸1棟、41頭増頭）を
整備できた。

■クラスター協議会運営支援
クラスター協議会への支援（総会、作業部
会等）を実施した。

２ 繁殖成績の向上

■ＩＣＴ機器の導入推進・指導
ICT機器の導入農家数の増加
県北地域 7戸 → 10戸

■繁殖向上指導
重点指導農家18戸の平均分娩間隔
県北平均(388.5日)以下 13戸（72％）

３ 長崎型新肥育技術の普及

■関係機関（家畜保健衛生所、ＪＡ等）と連
携し、対象農家への定期的な測尺、生化
学検査等実施し、新給与マニュアルによ
る飼養管理により枝肉成績の向上が図ら
れた。
→実施農家3戸

普及指導員の活動

■事業計画作成支援
・協議会や農家と協議を行い、事業計画作

成を行った。
■クラスター協議会
・協議会と連携し、クラス

ターの設立支援やクラ
スター計画の変更等の
支援を実施した。

■繁殖巡回
・関係機関と協議し、
ICT機器の調査及び
活用推進を実施。ま
た、重点指導対象農
家18戸を選定。定期的な巡回を実施
し飼養管理の改善等を行った。

■肥育農家巡回
・長崎型新肥育技術や
全共肉牛の部取り組
み農家に対し、定期的
な巡回を実施し測尺や
給与量の改善を行った。

普及指導員だからできたこと

■巡回前後に関係機関を含めた打合せを
実施し情報共有することにより、それ
ぞれの立場から効率的な指導を実施す
ることができた。

■各農家の課題に沿った専門的な指導
（技術、経営）を実施することがで
た。

県北振興局
（南部・北部地域普及課）

畜産クラスターを核とした産地振興
活動期間：令和３年度

〇本地域では、畜産クラスター計画に基づき、新規就農や規模拡大のための施設整備や、生産性

向上に向けた肉用牛の分娩間隔短縮や長崎型新肥育技術の推進などを行っている。

〇しかし、平成25年からの5年間で、農家の高齢化や後継者不足により飼養戸数は減少（肉用牛繁

殖1,116戸→860戸、肉用牛肥育38戸→30戸）しており、地域の生産基盤の弱体化が懸念されるこ

とから、規模拡大志向農家を含む地域の中核農家への支援による生産性の向上が必要であった。

〇このため、生産者と畜産関係者が連携・結集し地域ぐるみで収益性を向上させる「ながさき県北畜

産クラスター協議会」を発足させ、家畜飼養施設の整備や、効率的な飼料生産のための機械整備

とともに、ＷＣＳ作付け、地域内粗飼料流通、放牧推進、長崎型新肥育技術などさらなる収益性向

上を推進した。
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畜産クラスターの取り組みによる畜産産地強化
活動期間：平成26年度～継続中

○高齢化の進展や後継者不足から農家戸数並びに飼養頭数の減少が危惧されている
ため、産地の維持拡大に伴う生産基盤の強化を図った。

〇平成24年度から2年間、研修会（毎月）と先進地視察を実施し、五島になかった省力牛
舎（ドーム牛舎）を推進したところ、規模拡大を希望する農家が急増した。

○平成26年度に設立した「五島地域畜産クラスター協議会」を中心に、施設整備や繁殖
牛導入等による規模拡大、分娩間隔の短縮による肉用牛生産性向上に係る支援に
取り組んだ。

○関係機関との連携や普及指導員の引継ぎをスムーズに行うことで、肉用牛飼養頭数
の増加をはじめ、肉用繁殖牛の分娩間隔が短縮され、産地基盤が強化されている。

五島振興局
（農業振興普及課）

普及指導員の活動

１．五島牛の産地維持拡大
■今後の五島地域の産地基盤強化の中心

となる「五島地域畜産クラスター協議会」
の設立及びクラスター計画の策定の支援
を実施。

■産地基盤の維持・拡大のため、施設整備
をはじめとした、ハード事業の計画作成
支援を実施。

■安定したな規模拡大を行えるように飼養
管理技術の指導や資金の相談対応を実
施。

２．生産性向上対策の推進
■生産性向上のため、適正な飼養管理技

術の指導のほか、農家自身に繁殖台帳
の記帳を行わせることで、牛の状態把握
について意識付けを行うよう誘導。

■夜間や農繁期等の発情見落としを防ぐた
め、発情発見シールの現地調査と推進を
実施。

■発情発見に資するICT機器の現地調査と
導入に向けた推進を実施。

普及指導員だからできたこと

■現場の生の声を聞くとともに、幅広い情
報網から有用な情報を活用することで、
効率的で、即効性のある指導・支援を行
うことができ、通常は成果を出すのに時
間のかかる増頭対策や生産性向上対策
の成果を出すことができた。

具体的な成果

１ 五島牛の産地維持拡大
■五島地域にてクラスター計画の策定を行

い、計画に沿った産地基盤の強化を行う
ため、規模拡大意向者や新規就農者の
掘り起こしを行い、各種事業等を活用しな
がら、施設整備や繁殖牛導入の支援を実
施した結果、肉用牛飼養頭数は令和3年
度に134頭増頭。

・繁殖雌牛飼養頭数
R1：4,793頭 → R2：4,936頭 → R3：5,070頭

■継続的な拡大を行うため、次年度以降の
規模拡大農家の掘り起こしと増頭計画の
検討を行った結果、2名の新規就農者が、
クラスター事業を活用し、施設整備、繁殖
牛の導入を行うこととなった。
・令和4年度事業予定

〇施設整備・・・牛舎3棟、堆肥舎2棟
飼料庫1棟

〇繁 殖 牛・・・43頭導入

２ 生産性向上対策の推進
■経営不振農家を重点指導対象農家として

選定し、関係機関一体となって、繁殖管
理技術や飼料設計等の指導を実施した
結果、重点指導対象農家12戸の平均分
娩間隔が385.1日と長崎県平均分娩間隔
392日より短くなった。（R3.12月末分析）
また、五島地域全体の平均分娩間隔は
2.5日短縮した。
・分娩間隔の短縮（五島地区）

R1：394.5日 → R2：392.0日 22



○壱岐地域は肉用牛産地として農業販売額の7割を占めているが、高齢化等による飼養農家
戸数の減少に伴い飼養頭数も減少し産地の維持が懸念されている。そのため、畜産クラス
ター協議会を核として各種施策を活用し、規模拡大、新規就農者など新たな担い手の確保に
よる増頭推進を行い、肉用牛繁殖産地の維持拡大を図った。

〇新規就農、規模拡大農家に対し、経営的に無理のない経営開始や規模拡大を支援するため
に、関係機関と連携し飼養管理・経営指導を行い経営の安定を図った。

〇肥育素牛価格が高値推移し経営が厳しい状況の中、鹿児島全共に向けて長崎型新肥育技
術に基づく飼養管理指導を行い、「壱岐牛」の品質アップ、所得向上を図った。

具体的な成果

１ 肉用牛繁殖経営基盤の確立
■分娩間隔の短縮
・壱岐地域平均分娩間隔
R1年度 389.8日→ R2年度 388.0日

■ICT機器の導入
・壱岐地域ICT機器（発情発見）導入戸数
R2年度 3戸 → R3年度 3戸

・若手農家や30頭
規模以上の農家
を対象にICT機器
（ファームノートカ
ラー）を推進し、
3件の導入意向
を確認。

２ 長崎型肥育技術の普及
■枝肉重量（去勢）の増加

R1年度 477.5kg/頭
↓

R2年度 484.4ｋｇ/頭

普及指導員の活動

■新規就農者および規模拡大農家に対し
て、給与飼料指導や長期不受胎牛の更
新検討、資金管理指導を行った。
■新規就農者投資モデルを作成した。
■飼料作物栽培指導を行い、奨励品種の
利用推進や適期収穫について指導した。

■ICT機器利用農家について、活用状況お
よび機器導入による効果確認を行った。
■ICT機器導入について、推進農家の選定
を行い、発情発見機器について農家へ導
入提案を行った。

■全共出品候補者2名について、給与マ
ニュアルの作成と提案を行った。また定
期的な増体調査や採血、超音波診断を
行った。

普及指導員だからできたこと

■専門知識を持ち、試験場や他地域の技
術を知る普及指導員だからこそ、各指
導農家への技術支援を行うことが可能
であった。

■JA、市、家畜保健所等畜産関係機関と
日頃から連携し、情報等を密にするこ
とで一体となった指導を行うことがで
きた。

壱岐振興局
（農業振興普及課）

次世代に継承できる肉用牛生産基盤の強化
活動期間：令和３年度～継続中

繁殖農家巡回指導

全共巡回による測尺

ICT機器（発情発見）利用状況
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○対馬地域は、肉用牛の子牛生産が盛んだが、発情見逃しや繁殖機能の不
順等による高齢牛・長期不受胎牛が一定割合いることから、繁殖雌牛の平
均分娩間隔の長期化が課題。

〇このため、対馬振興局は、関係機関（市、JA、共済組合）と連携して巡回指
導を行い、高齢牛、長期不受胎牛の廃用やICT機器の導入を推進。

〇その結果、分娩間隔は419日（R2）と短縮し、子牛生産頭数も259頭（R3見
込み）と増加。

対馬振興局
（農業振興普及課）

繁殖雌牛の分娩間隔短縮
活動期間：平成28年度～令和3年度

普及指導員だからできたこと

■関係機関との連携が取れる立場である
ことから、農家個別の情報を共有する
ことができ、データに基づいた改善指
導を協力して進めることができた。

具体的な成果

１ 分娩間隔の短縮、子牛生産頭数の増加

■巡回時の栄養管理指導等による高齢牛・長
期不受胎牛の受胎、廃用が進んだことで、
分娩間隔が短縮し、子牛生産頭数が増加

・分娩間隔
H28 → R2
429日→419日

・子牛生産頭数
H28 → R3
219頭→259頭

■増頭意欲のある農家を中心にICT機器の導
入を推進した結果、補助事業を活用して新
たに1戸で発情
発見機器を導入。

・ICT機器導入農家
R2 → R3
3戸 → 4戸

普及指導員の活動

H28～R3年度
■発情見逃しの防止や繁殖記録の記帳、

農場内での情報共有を徹底するために、
全農家を対象に繁殖カレンダーを配布。

H29～R3年度
■重点農家（担い手）を選定し、栄養管理

指導、飼料作物栽培指導、規模拡大に
伴う補助事業の申請支援等を実施。

H29～R3年度
■関係機関と連携した毎月の全戸巡回に

より、高齢牛・長期不受胎牛一覧表（農
家別）に基づいた更新推進や栄養管理
指導を実施。

R3年度
■ICT機器（発情発見機器）の活用状況
調査や改善指導を実施。

令和３年度　長期不受胎牛・高齢牛一覧表
R3.4.1 現在 ##### #####

地　区 農家名 母牛名 耳標番号
生年月

日
最終分

娩
分娩後
日数

最終種
付

種付後
日数

妊
娠
鑑

分娩
予定
日

母牛
年齢

高齢牛
長期不
受胎牛

〇〇町 〇〇 〇〇 12345-6789-0 H26.1.1 R2.7.3 272 R3.2.1 59 7.3 〇

〇〇町 〇〇 〇〇 12345-6789-0 H26.6.11 R2.9.21 192 R3.2.6 54 6.8 〇

〇〇町 〇〇 〇〇 12345-6789-0H21.10.26 R3.1.22 69 R3.3.22 10 11.4 〇

〇〇町 〇〇 〇〇 12345-6789-0 H27.1.16 R1.12.16 472 6.2 〇

10歳

以上

分娩後

130日以上

（見込み）
400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

190

200

210

220

230

240

250

260

270

H28 H29 H30 H31 R2 R3

子牛生産頭数（頭）

分娩間隔（日）

429 429 427        418        419 未確定

219

238

H28 H29       H30       R元 R2        R3

240 237

260 259
（見込み）

分娩間隔と子牛生産頭数の推移

対馬地域肉用牛　繁殖分娩カレンダー　(R3/3/28～R4/4/9)

日 月 火 水 木 金 土
3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3
1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13

4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24
1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3

5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15
2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24

5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5
3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17

6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26
4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
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Ⅱ―１ 農山村集落に人を呼び込む仕組みづくり
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○中山間地域に5つのモデル集落を設置し、集落自らが現状把握、課題の
共有、解決による誰もが住みやすく、移住希望者から選ばれる集落づくり
のための受入態勢整備のための座談会開催や移住支援シート作成・情
報発信を行った。
○農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくりとして、地域活動の拠点となる直売
所活動や産品づくりの支援を行った。

普及指導員の活動

■集落の魅力再発見のための現地を住民と
共に調査。
■調査した結果は情報整理を行い、集落
座談会を開催。

移住支援シート作成のための集落座談会

普及員だからできたこと

■課題解決に必要な集落の人口予測を示し
ながら、集落の話合いができた。
■地域資源の現状把握、実証圃の設置・
研修会の開催等今まで培われた普及指
導員の経験が活かされた。

新規特産品づくりのためのにんにく実証圃

島原振興局
（島原・雲仙・南島原地域普及課）

農山村の魅力の発信や移住・定住対策の推進と
地域ビジネスの展開による農山村集落の活性化

活動期間：令和３年度

具体的な成果

１ 移住支援シートの作成
■現地調査した結果を地図等に盛り
込み、情報発信。

２ アグリビジネス支援
■直売所セミナーへの参加を推進し、
2ヶ所が参加。地域振興の拠点となる
直売所活動を支援。

直売所現地指導

移住支援シート
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対馬市における鳥獣被害対策の取組
活動期間：平成30年度～令和3年度

○対馬市は、面積の89%が森林で、木材生産やしいたけ栽培が盛んな離島で
あり、シカやイノシシによる農作物被害はもとより、林業被害や生態系被害
にも及んでおり、深刻な問題となっている。
○このため、環境省や林野庁、県、市の関係機関が連携し、情報の共有を図
り、被害対策を強化し、事業捕獲の他、捕獲従事者への罠の配布や捕獲
技術研修会等を実施した結果、R3のイノシシとシカの捕獲頭数は過去最
高となった。

具体的な成果

１ 被害額の減少と捕獲頭数の増加
■被害額
270万円（R元）→ 200万円（R3）

■捕獲頭数
13,603頭（R元）→ 17,690頭（R3）

２ 捕獲従事者の確保と育成
■狩猟免許試験の周知や初心者研修の開
催により意欲的な有害捕獲従事者が増加。
・有害捕獲従事者数
186人（R元）→ 236人（R3）

・初心者の捕獲実績
R2新規の捕獲従事者 50人
捕獲頭数 1,000頭

３ 指導的立場の人材育成
■A級インストラクター研修の他、鳥獣担当
者の勉強会や現場での試験捕獲等の実
地体験等により、捕獲技術や知識が向上
し、鳥獣被害対策を担うなど人材が育成
・A級インストラクター認定者
R2 6人、R3 3人

・鳥獣担当者勉強会への参加者数
3回／年 のべ40人

普及指導員の活動

R元～R2年度
■振興局が、環境省や林野庁、市などの担
当職員に呼びかけ、鳥獣被害対策の勉
強会や山林での試験捕獲を実施。

R2～R3年度
■捕獲従事者にアンケート調査を実施し、
支援制度等への意向を把握し、技術力
に応じた研修体系を確立。

■罠の選定から捕獲、止めさし、埋設な
ど一連の捕獲作業を学ぶ初心者研修会
を年2回開催した。参加者全員が現地
でくくり罠の設置を体験。

■対馬市や猟友会等関係団体と捕獲対策
や各種補助制度など施策について協議
し、対馬市は、令和2年には1,500基の
くくり罠、令和3年には箱罠50基を捕
獲従事者に配布して捕獲頭数の増加を
実現。

普及指導員だからできたこと

■鳥獣被害アドバイザーと連携し、関係
機関の担当職員とともに勉強会や山林
での試験捕獲を実体験したことで、関
係機関職員の交流が図られ、協力体制
を構築できた。

■関係機関にとどまらず、猟友会や林業
事業体と情報を共有して協議の場を設
けることで、より良い支援策につなが
った。

対馬振興局
（農業振興普及課）
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Ⅱ―２ 農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくり
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○波佐見町駄野地区では圃場の大区画化、用排水施設の圃場整備が行わ
れた水田を活用して、新たな園芸産地づくりを推進中。

○駄野地区は、田ノ頭郷の一部、川内郷の一部が含まれており、田ノ頭郷に
は（農）たのかしらが既に設立され、郷内で営農中。川内郷についても駄野
地区に関わる農業者が中心となり組織化（法人化）を推進した。

〇合意形成が図られ、新たに「農事組合法人かわち」が設立された。

具体的な成果

１ 農事組合法人かわちの設立（R3.9.30）
■法人形態は、
農事組合法人
に決定。
■組合員は、
川内集落内の
41名。

２ リーダーの確保・育成
■法人化に向けた合意形成後、集落内の
農業者の中から8名の発起人を選定。

■さらに、代表理事ほか役員3名を選出。
■令和３年度は、エスコートランナー3名に
よる設立支援が行われた。

３ 園芸作物の導入
■令和3年12月に認定農業者に認定。
■法人としての
主な経営品目と、
5年目の経営目標
は右表のとおり。

４ 農地中間管理機構による農地集積
■基盤整備後の
農地は、農地中間
管理機構を通して
法人が借り受ける。
■水稲の作付は、
法人との特定農
作業受委託契約。

普及指導員の活動

■法人化支援（令和2年度）
・法人組織化に向けた勉強会の開催。
・集落営農優良事例紹介。
・機械保有状況調査。
・人・農地プランの現状・5年後の確認。
・農地利用最適化アンケート結果報告。
・集積・配分地図の確認。

■法人化支援（令和3年度）
・法人設立に向けた発起人会を開催。
・事業目論見書の作成。
・定款の作成。
・事業計画作成。
・認定農業者経営改善計画作成。
・エスコートランナー選定。

■営農支援
・キャベツ・ブロッコリー勉強会の開催。
・実証圃設置。
・堆肥投入量の比較。
・土づくり検討。

普及指導員だからできたこと

■普及指導員が中核農家や関係機関と連
携し、地域のコーディネーターとして、
検討会や勉強会を牽引しながら、リー
ダーを育成した。

■担い手への農地集積と園芸品目の振興
を目指し、新たな集落営農組織の設立
に向けて地域の合意形成の意識を醸成
した。

県央振興局
（大村･東彼地域普及課）

集落営農法人化支援
活動期間：令和２年度～継続中

代表理事－副代表理事－理事（会計・営農）
（1名） （1名） （2名）
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