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発 刊 に あ た っ て 

 

   長生地域の農業は、温暖な気候と平坦な土地条件に恵まれた自然環境の

下、生産者の高い技術と意欲で築き上げられた「長生
ながいき

ブランド」の農産物と

して発展してきました。 

また、早くから国の水田農業施策を積極的に活用し、水田の基盤整備や先

進的な集落営農モデルを築くなど、特色ある地域となっています。 
地域の主力品目であるトマトやネギにおいては、産地としての出荷量の増

加を目指し、個々の「収量向上」「規模拡大」へ向けた施設の拡充・機械導入

等による一層の強化と、これに伴う所得向上のための経営改善と新たな担い

手の確保が急務となっています。 

水田地域においては、集落営農を通じた農地保全・低コスト化の推進、稲

ＷＣＳや飼料用米の導入など経営所得向上、農地中間管理事業による担い手

への農地集積の推進が重要課題となっています。 

そこで、平成２９年度の農業改良普及指導計画では、「第１０次普及指導５

か年計画」(平成２８年度～平成３２年度)及び「長生地域農林業振興方針」

(平成２６年度～平成２９年度)に基づき、下記の４つの普及指導課題を設定

し、対象及び実態について充分な調査と分析、綿密な展開計画のもとで効率

的かつ攻めの普及活動を展開してきました。 

１．既存産地の維持強化を目指す園芸産地づくり 

２．農業基盤を守る水田営農  

３．新たな地域農業の展開 

４．長生農業を支える多様な担い手の育成 

本冊子では、２９年度の普及活動の成果・報告７課題を、生産者の皆様を

はじめ、市町村、農業団体、試験研究機関等の協力を得ながら「普及活動の

軌跡Ｐａｒｔ－２３」として取りまとめることができました。 

これらを今後の農業振興、事業推進等に御活用いただければ幸いです。 

 

  平成３０年３月 

                   長生農業事務所 

                    所 長  小 倉 千 生 
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長生トマト産地の再構築に向けて 

― 規模拡大及び単収増加による産地の維持発展― 
 
 
 活動事例の要旨 
長生管内の南九十九里沿岸地域はトマトの周年出荷産地として市場の評価が高い。し

かし、高齢化などにより地域の生産力は弱体傾向にある。そこでＪＡ長生施設野菜部会

及び各関係機関と連携を密にし、今後の産地振興方向の明確化及び再構築を図るため、

多様な手段により産地の活性化に取り組んだ。 

 
１ 活動のねらい･目標 
長生地域はトマトを周年出荷する産地として市場評価は高いが、高齢化等による生産

力の弱体傾向が顕在化していた。平成 19 年のトマト生産者への意向調査では 10 年後に

生産者数 30％減、栽培面積 20％減という厳しい予測結果であった。これらを打破するた

めに市場調査や優良事例の情報収集、産地分析を行い、産地目標を年間出荷量 100 万

ケース（１ケースは４㎏箱）とした。この目標を達成するために「規模の拡大」及び

「単収の増加」に取り組むこととした。 
 
２ 活動の内容 
（１）規模拡大への取り組み 

後継者がいる経営体を対象に規模拡大に向けた経営相談を行った。相談時にはシ

ミュレーションを活用し、経営モデルや経営試算及び将来に向けた経営目標を提示

した。さらに青年部員を対象に規模拡大した生産者から経営収支を含めた事例報告

をしてもらい、意欲の向上を図った。 

（２）単収増加の取り組み 

  ア 養液栽培システムの導入 

トマト年２作型の土耕栽培においては臭化メチルの全廃以降、代替えの土壌消

毒剤を使用している。しかし、以前に比べて消毒期間が長くなり、その分収穫期

間が短くなった。また、連作障害も懸念された。そこで養液栽培システムの実証

ほ設置等を行い、導入推進を行った。 

イ 環境制御技術の改善 

 先進地視察や各種研修会において環境制御技術を改善することで単収を増加し

ている報告を見聞きするようになり、当管内でも取り組むこととした。トマトの

光合成に最適なハウス内環境を作ることを目的として環境測定器導入（温度、湿

度、炭酸ガスの推移を測定）によるハウス内環境の見える化や炭酸ガス施用機の

導入を行った。また、民間業者を招き、環境制御技術に関する勉強会を開催し、

従来の栽培管理を見直した。 
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ウ 生育調査の実施 

環境測定器導入により、ハウス内環境の見える化がなされるようになった。そ

こでハウス内環境の改善がトマトの生育にどう影響するかを把握するため、生産

者自らが生育調査を行うよう提案を行った。 

エ 越冬長期どり栽培の導入 

当地域では年２作の作型が中心である。年２作型では年

１作型に比べて、年間の収穫日数が短くなるため、単収25t

が最高であった。そこで既存のハウスにおいて単収 30t 以

上を目指して年１作越冬長期どり栽培の実証展示ほを設

置した。また、導入の際には誘引方法や品種の検討を行っ

た。 

（３）雇用管理の改善 

規模拡大に伴い、雇用を導入する経営が増えた。そこで効

率的な雇用管理を行うため、専門家による研修会や優良事例

の収集、作業記録の記帳から標準作業時間の算出を行

った。 

（４）パートナーの経営参画推進 

養液栽培に取り組む生産者のパートナーを対象に

栽培技術向上や作業環境の改善を目的に「トマトセミ

ナー」を開催した。また、子育て期にあり、集合研修

に参加が難しい人には、自分で学習できる手段として

基本的な栽培管理や作業の工夫などに関する情報を

「トマトレター」として作成し、配布した(図１)。 

（５）若手生産者に向けた「塾」の開催 
 近年、環境制御技術の改善など新た

な技術が多く導入されるようになっ

た。そこで、それら技術を理解し、実践

するために若手生産者を対象に勉強会

を毎週開催した（図２）。 
 
３ 活動の成果 
（１）規模拡大と養液栽培システムの増加 

 平成 23 年に元青年部部長が取り組んだのを皮切り

に表１のとおり、規模拡大及び養液栽培システム導入

が進んだ。特に平成 28 年度には国庫事業を活用して

若手生産者５名が約 1.6ha の高軒高ハウスを建設し、

(農)長生フロンティアファームを設立した。 

（２）単収向上に向けた取り組み 

ア 環境制御技術の改善及び生育調査結果の分析 

表１：規模拡大及び養液栽培システム導入の状況

年度 戸数 戸数
H23 1 2,000 1 2,000
H24 0 0 1 1,170
H25 1 2,160 4 9,122
H26 1 810 3 8,340
H27 6 16,932 5 16,100
H28 2 3,786 3 5,802

合計 11 25,688 17 42,534

　　　規模拡大 養液栽培システム導入
増設面積(㎡) 導入面積（㎡）

現状の樹姿 

理想の樹姿 

図２：若手生産者の勉強会 

図１：トマトレター 

図３：生育バランスシート 
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  環境測定器は21戸、炭酸ガス施用機は18戸の生産者へ導入された。測定データ

を分析し、環境改善に取り組み始めたハウスでは、灰色かび病等の抑制や樹勢コン

トロールが容易になった等の効果が見られた。また、生産者 13 戸が行っている生

育調査結果を農業事務所が分析し、現状の樹姿と理想とする樹姿の差異が分かるよ

うバランスシートとして返すことで生産者は計画的な管理が可能となった(図３)。 

イ 越冬長期どり栽培の導入 

年１作越冬長期どり栽培の実証ハウスで環境

制御改善技術と併せて栽植本数の見直しや台木

の活用を行い、単収 30t 以上を達成できた。こ

の結果を受けて新たに長段トマト部が設立され

た。さらに平成 28 年度には単収で約 35ｔの実績

を上げる生産者が現れた。これらの取り組みに

より施設野菜部会全体の 10a 当たりの出荷量は

平成 22 年時に対して増加傾向となった(図４)。 

（３）雇用管理の「見える化」 
 優良事例の調査等を通じて作業マニュアルの作成、各作業の標準時間の設定を行

った。また計画的な雇用管理ができるように表計算ソフトを活用し、雇用の週間作

業計画表を作成した。本計画表は一部生産者で導入され、運用が開始された。 
（４）パートナーシップ経営の実践 

トマトセミナーへの参加で先輩農業者等から刺激を受け、ライフステージに応じ

て、それぞれの立場で経営に携わる姿勢に変化が見られ、意欲が向上した。 
（５）若手生産者の勉強会による意欲向上（産地をけん引するリーダーの育成） 

毎週開催している勉強会に現在 15 名程度が参加している。単収増加のための栽培

管理に関わる情報の共有化だけでなく、月別出荷実績など経営に関する情報交換も

行われており、互いに刺激を受けられる場として定着している。 
 
４ 将来の方向と課題 
（１）地域におけるモデル経営体の育成 

   養液栽培導入や規模拡大を行った経営体を重点的に支援し、後継者が確保できる

地域のモデル経営体として育成を図る。 

（２）単収増加への取り組み 

   引き続き、優良事例や新技術の情報収集を行い、導入可能な技術は積極的に取り

組む。今後も環境測定や生育調査結果等のデータを蓄積することで当地域における

栽培指針を作成し、栽培技術の高位平準化を図っていく。 

（３）新規就農者の受け入れ体制の整備 

   市町村及びＪＡにより設立が検討されている支援センター(仮称)と連携し、新規

就農者の受け入れ体制の整備を図る。 

 

５ 担当者 

  東部グループ：武田雄介、田村彩、峰島恒  西部グループ：川原喜代巳 

図４：10a 当たり出荷量の推移 
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ネギのセル苗定植技術の推進 

―コスト削減、省力化を図りながらも生産量の拡大につなげる― 

           

   

活動事例の要旨 

管内のネギ栽培は、チェーンポットを利用した育苗、定植が主流であるが、セルトレ

イで育苗し、全自動定植機により定植を行う技術が一部で導入されている。 

このセル苗定植技術は、コストの削減、省力化を図りながらも、収量の向上が期待さ

れる技術であるため、この技術を管内に普及拡大させることで、生産者の所得向上及び

産地の生産量拡大を図った。 

 

１ 活動のねらい･目標 

 近年は、ネギの定植時期にあたる６月上旬から７月中旬にかけて、１回当たりの降水

量が多く、また、その後の８月は高温乾燥が続く傾向がみられる。そのため、従来のチ

ェーンポットを利用した栽培方法では幼苗での定植となるため、定植直後の欠株が多く

なるなど収量が低下していると考えられた。 

 一方、セル苗定植を採用している生産者からは、定植後の初期生育が良好になる、欠

株が少なくなる、夏越し性が向上する、などの理由により最終的な収量の向上につなが

っているという意見が多く聞かれる。 

 本技術を採用するにあたっては、定植機の導入が不可欠であるため初期投資を必要と

するが、機械の共同利用によるコスト削減と、定植時の労力も大幅に低減される等の本

技術の特徴を管内に広く情報提供し、その利用面積の拡大を図ることを目標とした。 

 

２ 活動の内容 

（１）コスト試算 

本技術導入に当たっては、全自動

定植機（約 75 万円／１台）の購入が

必要となるため、ＪＡや生産者等と

協議し共同利用による導入を促し

た。 

定植機は耐用年数を７年、燃料

代、修繕費等を加味し、年間利用面

積を２ha としても、10a 当たりの機

械費用は約６千円程度となる。 

この機械費用と、その他の資材のコスト（表１）を加味しても、チェーンポット

による育苗・定植よりもコストが低く抑えられることを示した。 

 

チェーンポット セル苗
育苗箱 1,125 4,050
チェーンポット 11,025 0
培土 18,050 12,496
コート種子 39,600 39,600

　合計 69,800 56,146

表１：10a 当たりのチェーンポットと 

セル苗のコスト比較  （単位：円） 
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（２）生産者による実演と定植作業の受託 

導入に当たっては、メーカーによる機械の実演会

等を開催したが、導入された後は、生産者がオペレ

ーターとなり、定植作業の受託を行うことで利用面

積の拡大を促した。生産者が作業受託を行うこと

で、試作を希望する生産者が取り組みやすく、また、

本技術の特長である、定植作業が省力的になるこ

と、定植可能期間が長くなること等、技術導入のメ

リットを広く伝えることができた。 

（３）育苗培土の比較試験 

セル苗の育苗を行うには、専用培土の利用が

推奨されている。しかし、専用の培土は、育苗時

の灌水量の加減が難しく、初めて育苗する生産

者は失敗することが多かった。そのため、ＪＡ長

生では育苗センター等を利用し共同育苗を行っ

ているが、受託量は限界に達していた。 

そこで、専用培土以外でも十分に定植できる苗が

作れるか、コスト削減につながる育苗培土はないか

等を検討するため育苗培土の試験を行い、育苗管理

しやすく、コスト削減につながる培土を選定した。 

 

３ 活動の成果 

（１）セル苗定植による作付面積の拡大 

平成 26 年には共同利用定植機によるセル苗の定植面積が約 3.5ha だったのに対し

て、平成 29 年では共同利用の定植機が５台に増え、定植面積も約 12ha に拡大した。 

また、平成 26 年は本納地区だけの取り組みだったが、平成 28 年からは白子地区

でもセル苗定植技術が普及し、他の地区でも本技術に関する注目が高まっている。 

（２）個人育苗の拡大 

今までは共同育苗が多かったが、育苗培土、播種方法を検討することにより、個

人育苗ができる体系が整理された。 

 

４ 将来の方向と課題 

 セル苗定植技術は、本納地区、白子地区では共同利用の定植機が導入され、利用面積

の拡大が進んでいる。本機械を導入する際には個人の生産者で導入すると過剰投資にな

る恐れがあるため、なるべく共同利用による導入を進めたい。  

 まだ導入されていない地域においても、本技術の良い部分、悪い部分を広く情報提供

し、導入すべき技術かどうかを各地区の生産者と検討していく。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：小林良旭 

生産者によるオペレーター作業 

ネギの培土試験 

育苗培土の試験の結果 
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タマネギ産地の維持・強化に向けて 

―機械化・省力化の推進と出荷組織の機能強化― 

 

 活動事例の要旨 

 タマネギ栽培において重労働である定植及び収穫作業について、当産地に合った機械

化や省力化を進めるため、試験や実演会を行って検討し導入を支援してきた。また、産

地の活力を強化していくため、出荷組織の機能強化を支援した。結果、省力化機械を導

入し規模拡大する生産者が少しずつ増えており、産出額も増加してきている。 

 

１ 活動のねらい･目標 

白子町と長生村は、砂質土と温暖な気候を活かした早生タマネギの産地となっている

が、その栽培面積は最盛期に比べて５分の１となるなど、減少傾向が続いていた。近年、

白子町の「玉葱祭り」、「玉葱狩り（直売）」の取組等により、直売では 100 円／kg の値

決め販売、市場出荷では契約出荷の増加により生産者の収益が向上し、面積の減少には

歯止めがかかりつつある。 

一方、生産者は高齢化が進み、10 年後には経営を縮小または辞めるという経営体も多い。

こうした中、中核的な生産者が経営規模を拡大していくためには、重労働である定植、収穫、

出荷（運搬）作業の機械化・省力化が重要な課題となっている。そこで、白子町玉葱出荷組

合に働きかけ、当産地にあった収穫作業の機械化・省力化を進めることをねらいとした。 

また、産地の維持発展や有利販売のためにも出荷組織としての機能強化が求められて

おり、組織の再編や活動の活性化を働きかけた。 

 

２ 活動の内容 

（１）機械化・省力化の検討・推進 

ア 定植作業の機械化・省力化 

平成 27 年から移植機の実演会を２回実施した。併せてセルトレイ育苗のコス

ト削減に向けた培土の検討を行った。また、セルトレイ育苗のコストや労働時間

を調査し普及に向けた基礎資料とした。 

イ 収穫・調製作業の機械化・省力化 

マルチ栽培における収穫作業の機械化が最大の課題であり、平成 27 年から３

回にわたり収穫機の実演会や現地検討会を実施した。既存機械の他、静岡県とメ

ーカーの共同開発の収穫機を現地で試験した。 

ウ 運び出しや運搬作業の省力化 

収穫作業の労働負担の問題点の整理と改善策の提案を行い、リフト付き運搬車

や軽トラック積載型クレーンの紹介を行った。 

（２）生産・出荷組織の活性化と機能強化 

  ア 平成 27 年の意向調査に基づき、単価向上、機械化の推進提案を行ってきた。 
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  イ 活性化委員会（平成 25 年～28 年）に働きかけ、品種や肥料等の試験を行った。

また、機械化やブランド化等の先進事例の視察研修を行った。これらの取組は新

体制の理事に引き継がれている。 

  ウ 組織の再編を支援し、新体制での活動の提案、取組支援を行った。 

  エ 新しい選果機導入に向け、選果機利用部会の設立を支援した。平成 30 年度の事

業活用に向け動いている。 

 

３ 活動の成果 

（１）省力化機械の導入 

平成 22 年に白子町で初めて機械利用組合（５

戸）に４条全自動移植機が導入されてからしばら

く導入が見られなかったが、実演会等で紹介した

結果、価格帯の低い半自動移植機の導入が進んだ。 

平成 29 年現在、全自動では歩行型４条が３台、半

自動では乗用型４条が１台、乗用型２条が１台、

歩行型２条が３台の合計８台が導入された。 

収穫調製関連では、根葉切り調製機が６台導入

された。掘り取り収穫機は、歩行型２条収穫機が

１台導入されている。また、簡易な収穫機（振動

式根切り機）が４台導入された。 

なお、より能力の高い４条同時収穫を目指し、

マルチ除去の試験を重ねてきたが、マルチ回収の精度や柔らかい早生タマネギでは

傷がつきやすいなどの点で、導入には依然課題が残る結果となっている。 

（２）生産者の経営規模拡大 

タマネギの作付１ha 以上の生産者は、平成 24 年には２戸であったが、平成 29 年

には９戸となった。最大の生産者は５ha を超える作付面積となった。 

また、40 代の新規就農者が平成 27 年に１名、平成 29 年に１名栽培を開始し、規

模拡大意向を示している。 

（３）作付面積、産出額の増加 

白子選果場に出荷されたタマネギの販売数量は、平成 27年 542t、平成 28年 681t、

平成 29年 790ｔと年々増加している。また、販売金額（玉葱狩り、葉玉葱等含む）は、

平成 27年 1.46 億円、平成 28年 1.6 億円、平成 29年 1.67 億円と増加している。 

 

４ 将来の方向と課題 

 引き続き当産地に合った機械の選択、セルトレイ育苗の普及をすすめ、規模拡大生産

者の支援を行っていく。また、契約栽培等、実需者の求める栽培技術の確立支援や組織

活動の強化を通じ、新しい選果機を活用した産地の強化を働きかけていく。 

 

５ 担当者 

 東部グループ：田村彩、椎名文恵 

４条全自動移植機 

 根葉切り調製機 
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地域水田を担う様々な形を模索する 

―地域の状況に応じた担い手の育成支援― 

 
 活動事例の要旨 
水稲経営は、担い手不足、高齢化等の影響で厳しい経営状況が続いている。また、長

生管内では、中山間地域をかかえる西部エリアと平野部が多い東部エリアがあり、それ

ぞれのエリアで問題が異なる。そこで関係機関と連携し、西部エリアでは地域における

合意形成から営農組織立ち上げに向けた支援を行い、東部エリアでは町村を超えた若手

水稲農業者のネットワークづくりを支援した。 

 

１ 活動のねらい･目標 
長生地域は耕作面積の 70％以上を水田が占め、水稲が地域の基幹品目となっている。

しかし、西部エリアでは担い手の高齢化や後継者不足、鳥獣害の拡大に伴い、中山間地

域における集落機能の弱体化が大きな課題となっている。東部エリアでは、若い担い手

農家も出てきているが、個々で規模拡大しており、農家同士の交流機会の減少と情報格

差が生じていることが課題となっている。 

西部エリアでは、昨年までに計５つの新しい集落営農組織が設立されており、今年度

も引き続き、新しい集落営農組織の設立支援を行った。東部エリアでは若手水稲農業者

同士の情報交換を促すことを目標に勉強会を開催した。 

 
２ 活動の内容 
（１）集落営農組織の設立支援 

年度初めに各市町村および農協担当者等と集落営農の推進地区および進捗状況と

推進方法等について連絡会議を通じて協議した。 

集落営農組織の設立に向けては、関係機関と連携して、地域リーダーや賛同者に対

して集落営農組織設立準備委員会の組織化を促した。睦沢町では２地区で設立準備委

員会が組織されたので、集落営農に関する情報提供等を行った。また、昨年までの活

動において、集落アンケートの実施による課題整理が集落における危機意識の醸成と

合意形成に生かされたため、これら２地区の設立準備委員会での実施を支援した。ア

ンケート結果は集落座談会等を開いて設立準備委員会から報告し、地元の現況と将来

について地域全体で考えてもらい、集落営農組織設立の必要性を訴える場となった。 
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（２）集落営農先進地視察研修会の開催による農家間の連携強化 

協同作業による集落営農の優良事例に学ぶとともに、集落営農組織間のつながり

を作る目的で、設立もしくは設立が見込まれる集落営農組織及び関係機関を対象に、

香取郡神崎町へ先進地視察研修会を開催した。視察後には、各組織で抱える課題等

についての報告と解決策について参加者で意見交換を行った。 

 

（３）若手水稲農業者勉強会の開催 

巡回等により、若手水稲農業者の「農地中間管理事業や農地耕作条件改善事業の詳細

について知りたい」という要望を把握したことから、各事業の主担当である千葉県園芸

協会と農業事務所指導管理課の協力を得て、長生地域若手水稲農業者勉強会を開催し、

交流の機会を作った。 

 

３ 活動の成果 
（１）新たな集落営農組織設立 

今年度、睦沢町の２地区で、集落営農組織設立準備委員会の活動から２つの集落

営農組織が新たに設立された。設立にあたっては、同町で近年された設立のノウハ

ウが生かされた。また、近隣の町でも新たに集落営農を考える機運があり、波及効

果が生まれている。 

（２）若手水稲農業者同士の交流促進 

勉強会では、若手農業者同士だけでなく、各担当者とも活発な意見交換が行われ

た。このような勉強会により、若手水稲農業者の全体的なスキルアップと横のつな

がりを深めていく機運が生まれている。 

 

４ 将来の方向と課題 
集落営農組織や個別経営体など地域の農地の担い手の育成支援を、引き続き関係機関と

連携して行う。また、その経営安定には、農地集積や経営管理及び栽培技術の向上、そして

地域を担う経営体や組織のネットワークづくりを推進する。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：宇津木育実、田中亜紀子  東部グループ：緑川知至、椎名文恵 

香取地域での視察研修 視察後の意見交換会 
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点在するイチゴ農家をつなぐ研究会活動の活性化 

― 長生いちご研究会での栽培技術向上の取り組み ― 

 

 

 活動事例の要旨 

 管内の多くのイチゴ生産者が所属する長生いちご研究会の活動を活性化し、栽培技術

の研鑽や情報交換の場とすることで、会員個々の技術力向上を目指した。研究会活動を

通して技術向上に対する意識が高まり、生産者間の交流が深まっている。 

 

１ 活動のねらい･目標 

長生地域のイチゴ生産者は管内に点在している。その多くが所属する長生いちご研究

会は、会員数 11 戸、栽培面積は約 300a で、いずれも観光・直売による販売を行ってい

る。現在も 12 月～1月の需要期には生産量が足りていないが、２年後の管内でのオリン

ピック競技実施に伴い交通アクセスが向上することでさらに来園者が増加することが

期待されており、より安定した生産量の確保が必要となっている。 

そこで、長生いちご研究会員に共通する課題として、育苗技術の向上、適期定植の推

進、定植後のハダニ対策を取り上げ、研究会として課題克服に取り組むことをねらいと

した。 

 

２ 活動の内容 

（１）育苗技術の向上 

育苗期の病害（炭疽病・萎黄病）の発生と、花芽分化の遅れと定植時期のミスマ

ッチによる開花・収穫の遅れが問題となったため、以下の取り組みを行った。 

ア 育苗中の病害（炭疽病・萎黄病）についての研修会の開催 

イ 育苗管理技術の先進地視察研修会の開催 

海匝地域のいちご生産者を視察し、夜冷庫等を利用した花芽分化促進技術や、

二番花房の花芽分化を早めるための技術を学んだ。 

ウ 花芽分化の確認による適期定植の推進 

イチゴ栽培では花芽分化確認後に定植することが大切なので、会員に定植時期

判断の目安を理解してもらうため、いちご研究会として初めて花芽の検鏡会を

開催した。 

（２）天敵の利用によるハダニ対策 

以前からハダニによる被害が深刻で、薬剤耐性の発達で化学農薬による防除が困

難なことから、天敵を利用したハダニ防除について取り組んだ。 

ア 平成 28 年度の天敵導入試験結果について検討 

 ハダニの天敵導入効果を周知するため、前年度取り組んだ試験の結果について

検討し、平成 29 年度は新たに生産者 2名が天敵を導入することを表明した。 
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イ 天敵利用に関する勉強会とほ場巡回を開催 

 天敵利用について理解を深めるため、メーカーを

講師とした勉強会を開催した。また、天敵利用技術の

向上と浸透を目的に、ほ場巡回指導会を 11 月（導入

後の天敵定着とハダニ発生状況確認）と 1月（追加放

飼の必要性の確認）に開催した。 

ウ 実証ほ設置 

 研究会として天敵利用の実証ほを１カ所設置する

ことを決めた。実証ほは平成 29 年度に初めて天敵利

用に取り組む生産者のほ場とした。調査には生産者も

立ち合い、効果を確認している。 

 

３ 活動の成果 

（１）育苗技術の向上 

病害についての研修会、視察研修会などをきっかけに、健全親株の使用、育苗施

設の消毒、灌水方法の見直し、苗の配置方法の改善、培地の変更などに各々取り組

んだ。 

（２）花芽分化の確認による適期定植 

検鏡会の結果、県内他産地の花芽分化の状況、気温の推移から、本年度花芽分化

が早めに進んでいると判断できた。研究会を通して情報提供し、ほとんどの会員が

例年並みか早めに定植し、12 月初旬頃から収穫できた。ただし、秋の天候不順の影

響で出荷量は少ない傾向となっている。 

（３）天敵利用によるハダニ防除 

実証ほ設置農家では天敵によりハダニの被害が抑えられている。 

勉強会、巡回などを研究会の活動とすることで、他の生産者の発生状況や防除方

法を確認することができ、対策を考えるきっかけとなっている。 

ハダニ被害を抑えきれていない生産者は苗からのハダニの持ち込みが原因と考

えられるため、育苗期のハダニ防除技術の改善が必要となっている。 

 

４ 将来の方向と課題 

引き続き育苗技術の改善や適期定植の推進、

ハダニを中心とした病害虫防除をテーマとし

た研究会活動を支援し、個々の生産技術の更な

る向上を図る。 

また、研究会活動でできた生産者間の繋がり

を活かし、長生地域全体で消費者を呼び込む取

り組みを働きかける。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：犬塚沙織 

天敵の活動状況を確認 
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就農後の定着支援と経営能力の向上 

―農業経営体育成セミナー等を通じた青年農業者の育成― 

 

 

 活動事例の要旨 

地域の担い手が減少するなか、新規就農者の定着と早期の経営安定化が重要となって

いる。農業事務所では農業経営体育成セミナー（以下、セミナー）を開講し、青年農業

者の育成を図った。また、地域の青年農業者団体である「長生ヤングパワーズクラブ（以

下、長生ＹＰＣ）」の活動支援を通じて、担い手としての資質向上を図った。さらにセ

ミナー生と長生ＹＰＣの交流を図ることにより、セミナー生の中から長生ＹＰＣへの加

入者が出ている。 

 

１ 活動のねらい･目標 

 長生地域では毎年 20 名前後の新規就農者があり、最近の傾向では、新規学卒者は少

なく、離職就農者や農業外からの新規参入者が多い。また、法人への就職（就農）者も

増加している。そのため、セミナー生の年齢も 10 代から 40 代までと幅広く、就農時の

技術レベルや農業経営上の立場も様々で、研修に対する要望も多様化している。 

また、長生ＹＰＣは、セミナー修了生で構成されており、さらなる技術習得と人脈形

成などを目的として活動している。会活動を通じて、自身の経営に主体的に関わり、社

会や組織における協調性やリーダーシップなどの資質向上を図る活動が求められてい

る。 

そこで、セミナーや長生ＹＰＣの活動支援を通じて、経営に関する知識や技術等の習

得、経営能力を高めるとともに、地域農業者とのつながりを作ることで、将来それぞれ

の地域で中心的な担い手となるよう支援することを目標とした。 

 

２ 活動の内容 

（１）農業経営体育成セミナーの開催 

集合研修では、夷隅農業経営体育成セミナーとの合同研修を増やして５回とし、

両セミナー生間の交流を図った。また、研修は３年次合同で行うため、内容が前年

とは異なるように考慮し、セミナー生の意向も取り入れながら行った。講師には地

域の指導農業士をはじめ先輩農業者を招き、生産技術や経営などについて学ぶだけ

でなく、それぞれとのつながりを深めた。 

総合生および専門生に対しては、今後の営農計画およびプロジェクトの作成の支

援に全普及員で当たった。 

（２）長生ＹＰＣ活動の支援 

セミナー生との交流会と合同の研修会を計４回実施した。特に、８月には昨年に

引き続き管内の若手農業者を参集した交流会を主催した。当日はセミナー生をはじ

め、長生ＹＰＣのＯＢや農協青年部、女性グループや他業種の方々なども集め、青
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年農業者同士の交流の場とすることができた。また、セミナーの現地視察の講師を

２回務めた。 

毎年１月に開催される千葉県青年農業者会議の実行委員会では、長生ＹＰＣ会員

の２名が実行委員となり、うち１名が実行委員長となった。 

 

３ 活動の成果 

（１）セミナーにおける研修 

研修は、全体研修、コース別研修を含めて集

合研修を計 16 回実施した。各研修とも活発に

質疑応答が行われ、理解を深めることができ、

管内視察、相互訪問、交流会などを通じて、仲

間作りや地域でのつながりを強めることがで

きた。 

営農計画の作成およびプロジェクト活動の実

践に、総合生（３年目）、専門生（２年目）が取

り組み、課題発見や解決方法を検討することで、

経営内容や生産技術に対する理解が深まった。 

（２）長生ＹＰＣの活動 

８月の交流会では企画から運営まで会員個々

の役割分担を決め、活躍している場面が見受け

られた。参加者からは継続してほしいとの声が

多く挙がっており、今後も継続する予定である。 

千葉県青年農業者会議実行委員会では長生Ｙ

ＰＣの会員が委員長に立候補し、積極的に意見提

案を発言するなど、主体的に企画・運営し、多く

の参加者を得て成功裏に終えることができた。 

今年度、セミナー生等との交流を意識した活

動を行ったことで、長生ＹＰＣに関心をもった

セミナー生が２名加入した。 

 

４ 将来の方向と課題 

 多様化するセミナー生の意見や要望を反映し、より実践的な内容を取り入れた集合研

修を実施する。また、集合研修を基本としているが、就農時にはすでに経営者となって

いる青年農業者も多く、集合研修に参加が難しい場合もあるため、在宅研修を強化する

必要がある。 

長生ＹＰＣの活気を維持するためにも、新規会員の加入を増やす必要がある。引き続

き、セミナーと長生ＹＰＣの交流を増やし、地域農業者との結びつきを強めていく。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：本居真一、小林良旭  東部グループ：峰島恒、緑川知至 

セミナー研修での 

長生ＹＰＣ会員のほ場視察 

長生ＹＰＣ主催の交流会 
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小さな農家起業、力をあわせて売上アップ 

―ねぎぼうず新商品開発委員会の第一歩― 

           

 

 活動事例の要旨 

平成 30 年春にリニューアルする「旬の里ねぎぼうず」の起業家を対象に、新商品開発

委員会を結成し、茂原市農政課、（公財）千葉県産業振興センター内にある「よろず支援

拠点」と連携し、惣菜と漬物４種類の商品を開発した。また、新たに惣菜営業許可を取

得したり、加工施設の整備など活発な動きが見られ、生産者と起業家が連携することに

より所得向上を目指す販売活動がスタートした。 

 

１ 活動のねらい･目標 

「ねぎぼうず」は、平成 15 年に茂原市農産物直売所運営組合として設立し、平成 18

年に農事組合法人「旬の里ねぎぼうず」に名称変更し、組合員約 150 名で、約 2億円を

売り上げる管内の拠点直売所の一つに位置付けられている。商品別売上は、生鮮野菜に

次いで巻き寿司、おこわ、餅などの加工品が上位を占めている。 

一方、長生管内の農家起業家は 43 戸で、30％にあたる 13 戸が「ねぎぼうず」を主力

販路として位置づけているが、売上 300 万円以下の小規模起業家が半数を占めている。

直売所のリニューアルに向け、商品開発を支援し、起業家の所得向上と、農業者同士の

連携による販売活動のレベルアップをねらいとした。 

 

２ 活動の内容 

（１）新商品開発委員会の結成 

ねぎぼうずは、理事会を決定機関とし 

３部会で構成されており、農業者が組織 

運営している。加工部会員を中心に個々 

の所得向上と直売所の商品力の向上を 

図るため、商品開発に取り組むことを 

提案した。その結果、10 名で新商品開 

発委員会を結成した。 

また、商品開発への専門的なアドバイスを 

得るため千葉県産業振興センター内にある 

『よろず支援拠点』の活用を提案し、新商品 

開発委員会の活動の支援体制を整備した。(図１) 

（２）商品開発の取り組み 

開発委員会では、商品開発にあたってのコンセプトを話し合い、おおまかな考え

方と方向性を統一した。現在商品として手薄になっている惣菜と漬物を、ねぎぼう

ずの素材を使い商品開発することが確認できた。 

図１：新商品開発委員会の活動支援体制 

新商品開発
委員会 よろず支援拠点

長生農業事務所

茂原市農政課

ねぎぼうず理事会
15名

農薬部会

給食部会

生産部会
（6部会）

①葉物、②根菜、③果菜、

④果樹・工芸、⑤加工、
⑥花・植木
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ア 新商品リストの作成とレシピづくり 

ねぎぼうずの生産物でできる惣菜メニューについて、

①季節、②茂原市の食文化、③健康、④スイーツの視点で

話し合いを実施し、新商品リストを作成した。リストアッ

プされたメニューから、原価等もふまえて試作を行った。 

イ 品質向上に関するアドバイス 

商品力を高め自信をもって販売するために、フレン   

チのシェフから野菜の切り方、味の決め方など調理技

術のコツについて実技指導を仰いだ。また、油脂劣化

の測定方法など品質向上に関する情報提供を行った。 

  ウ テスト販売の実施 

委員会メンバー内のチームで試作してきた「ねぎコ

ロッケ」のテスト販売を実施し、消費者に試食による

聞き取りでアンケートを行った。コロッケの大きさ、

味、値段とも約 80％の方から好評で、用意した 70 個

のコロッケは１時間で完売した。 

（３）販売活動に関する研修会の開催 

よろず支援拠点の専門家を講師に「お店のファンづくりセミナー」を行い、選ば

れる店になるために、また、個々の商品がお客様に選ばれるために何が必要かとい

う視点で研修会を開催した。あわせて、開発してきた商品の試食会を実施し、新商

品開発委員会の取り組みについて、ねぎぼうず役員等への周知を図った。 
 

３ 活動の成果 

（１）新商品の開発 

   商品開発委員会を 10 回にわたり開催した結果、惣菜３品、漬物１品の４品が開発

された。また、ＯＥＭ生産による加工品もよろず支援拠点との連携で商品化につな

がった。中でも、地元産ネギを使ったコロッケは、チームで製造に携わることで大

量生産が可能となり、１回のイベントで 300 個販売することができた。 

（２）経営改善意欲の向上 

   委員会メンバーの中で、新たに惣菜の営業許可を取得した人が２名、加工施設を

整備した人が１名と新しいことにチャレンジする意欲が高まった。個々の惣菜開発

も積極的に実施され、販売できる加工品の種類が増えた。 
 

４ 将来の方向と課題 

商品開発委員会の活動で高まった経営改善意欲を継続し、商品開発や販売力の向上に

関する支援をし、個々の起業活動のレベルアップを図る。 

将来的には、農業者同士の連携を強化し、新しく加工販売活動を行える体制を整備し

地域農業の活性化をめざす。 
 

５ 担当者 

  西部グループ：川原喜代巳、小林良旭 

ねぎコロッケのテスト販売 

新商品の試作 
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平成 29 年度普及活動の実績 
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