
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－ 

長生農業事務所改良普及課 

 

１ 活動のねらい 

   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、高齢化等により生

産力が弱体化しており、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４ｋｇ箱）の維持とし、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 課題の背景 

   長生地域の南九十九里沿岸地域は、昭和 30 年代以来トマトの周年出荷を行う首都圏

屈指の産地として、京浜市場などで平均以上の単価で取引されるなど高い評価を受け

ている。市場調査によると産地に求められている出荷数量は、年間 100 万ケースとい

うのが有利販売を行う上での一つの指標であった。生産力が弱体化し出荷量が減少す

ることで有利販売ができなければ、現在の単価の維持も困難になることが予想され、

また、これ以上出荷量が減少すれば、共同選果場の選果料の値上げという事態にもな

りかねず、産地の衰退が直接個人の経営に跳ね返ってくると予想された。 

 

３ 普及活動の経過・成果 

 （１）普及活動の経過 

  ア 部会承認及び管内関係機関の連携強化（平成 21 年～） 

    100 万ケースを維持するために、単収増加策等を盛り込んだ生産振興方策をＪＡ

長生施設野菜部会理事会に提案した。また、関係市町村との技術者連絡会議におい

て振興方策を説明し、情報の共有化を図った。 

  イ 意向調査の実施 

    平成 14、19、24、28 年に現状把握及び産地振興方策を検討するためにＪＡ長生及

び農業事務所担当者が生産者宅を訪問し、聞き取りによる意向調査を実施した。 

  ウ 規模拡大への取組（平成 23 年～） 

    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
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図１トマトレター 

報告をしてもらい、意欲の向上を図った。 

  エ 養液栽培システムの導入（平成 23 年～） 

    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

剤を使用していたが、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

り、また、連作障害も懸念された。そこで土壌消毒の必要が無い養液栽培システム

の実証ほ設置等を行い、導入を推進した。 

  オ 養液トマト部に対する生産指導強化（平成 23～25 年） 

    養液トマト部を対象に県担い手支援課、農林総合研究センター、全農ちば、ＪＡ

長生、農業事務所で構成したプロジェクトチームによる巡回指導を実施した。月１

回の全戸巡回を通じて、個人別に改善策の提案、出荷実績に基づく成績書の配布を

行った。 

  カ 環境制御技術の改善（平成 25 年～） 

    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。 

  キ 越冬長期どり栽培の導入（平成 26 年～） 

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、それまでは単収 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。 

  ク 生育調査の実施（平成 27 年～） 

環境測定器導入により、ハウス内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。  

  ケ 雇用管理の改善（平成 28 年～） 

    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、作業記録の記帳結果からの標準作業時間の算出を行

った。 

  コ パートナーの経営参画推進（平成 26 年～） 

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



戸数 増設面積(㎡) 戸数
H23 1 1,980 1 1,980
H24 0 0 1 1,155
H25 1 1,980 4 8,943
H26 1 792 3 8,283
H27 5 16,500 5 16,500
H28 2 4,272 3 6,288
H29 0 0 1 2,151
合計 10 25,524 18 45,300

規模拡大 養液栽培システム導入
年度

導入面積(㎡）

図 2 生育バランスシート 

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の情報を「トマトレター」として作成し、配布した(図１)。 

  サ 若手生産者に向けた「塾」の開催（平成 29 年～） 

    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（写真１）。 

 （２）普及活動の成果 

  ア 産地目標の共有化及び産地ビジョンの策定 

    生産振興方策を関係者で共有することで活動に一体感が生まれ、部会長や農協役

員の会議の挨拶では必ず「100 万ケース以上を確保する」という言葉が枕詞で使わ

れるようになった。これを受けて個別の生産者にも産地目標が認知されるようにな

った。また継続的に意向調査を行うことで産地の将来シミュレーションが行え、産

地ビジョンの策定が容易となった。 

  イ 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

養液栽培システムの導入が進んだ。特に平成 27 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。 

  ウ 徹底した巡回指導強化 

    プロジェクトチームによる活動は養液

栽培技術の蓄積につながり、その後のシ

ステム導入への後押しとなった。また成

績書の配布や巡回指導の強化は生産者の

意欲を高めるには効果的な手段となった。

養液トマト部全体の出荷量は、平成 22 年では約 36 万ケースであったが、平成 29

年では約 59 万ケースに増加した。 

  エ 環境制御技術の改善及び生育調査結果の分析 

    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２)。 

写真1若手生産者の勉強会 

表 1 規模拡大及び養液栽培システム導入の状況 



  オ 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、この

結果を受けて新たに長段トマト部が設立され越

冬長期どり栽培の導入が進んだ。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。これらの取組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３)。 

  カ 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、一部生産者で導入され、運用が開始されている。  

  キ 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、意欲が向上している。 

  ク 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。 

  ケ 年間出荷量 100 万ケースの維持 

    平成 19 年には生産者 182 名（当時の出荷量 108 万ケース）であったが、平成 29

年には 131 名まで減少した。しかし、先述の様々な取組により、出荷量は 103 万ケ

ースと 100 万ケースを維持している。 

 

４ 今後の取組 

（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）単収増加への取組 

    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。また、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。 

 

５ 協力機関 

   ＪＡ長生、全農ちば、市町村、農林総合研究センター、県担い手支援課 

図 3 10a 当たり出荷量の推移 


