
 

レンコン産地の担い手確保に向けた取組 

―― 栽培技術の継承と出荷組合活動の活性化 ―― 
長生農業事務所改良普及課 

                                    
 活動事例の要旨 

 長南町のレンコンは、昭和 40 年代の転作が契機となり産地化したが、近年は

高齢化等により栽培が減少している。そこで、地元の出荷組合、関係機関と連携

して、新規就農者を含む若手の担い手育成に取り組んだ。その結果、ベテラン生

産者から経験の浅い生産者への技術伝承の機会が増え、若手生産者の栽培技術

の向上が図られると共に、組合として新規就農希望者の受入れと育成にどう取

り組むかの話し合いも始まり、産地を支える組合活動全体も活性化した。 

 

１ 活動のねらい･目標 

 長南町の特産品であるレンコンは、昭和 40 年代に産地化され、ピーク時には

約 60ha の栽培がされていたが、近年は生産者の高齢化により面積、出荷者数共

に減少している。 

一方で、レンコン栽培は、①初期投資額が少ない、②単価が比較的安定してい

る、③出荷期間が長く在圃性があるため労力１人でも収穫、出荷作業ができる、

等の理由から、町外から新規参入してレンコン栽培に取り組む若者や、町内で

も後継者、定年就農者が現れていた。そこで、新規参入者の受入れ・定着に向け

て、技術の継承等の活動による組合活動の活性化に取り組んだ。 

 
２ 活動の内容 

（１）レンコン産地の現状把握と見える化 

  ア 産地の現状把握 

長南町のレンコン生産者は平成 29 年度時点で 22 戸（うち長南町蓮

根組合 11 戸、個人出荷 11 戸）であった。現状把握のため全戸にアンケ

ート調査を実施したところ、以下の点が明らかになった。 

・栽培従事者の平均年齢 63.0 歳 

・栽培面積合計 21.6ha（ピーク時の約 1/3） 

うち後継者がいない 75 歳以上の経営主の栽培面積 5.8ha(27%) 

うち 60 歳以下または後継者がいる経営の栽培面積 7.4ha(34%) 

   イ ハス田の耕作状況の見える化 

長南町蓮根組合を対象に、組合の作付状況の確認と今後について話し

合うために、生産者が耕作しているハス田を地図に色塗りし整理した。

高齢で栽培面積を減らす意向の生産者のハス田が見える化したことで、

新たな担い手を受入れ育てることの必要性が組合内で確認された。 
 



（２）新規就農者受入体制の検討 

  ア 新規就農希望者の就農支援 

平成 28 年度にレンコン栽培での新規就農希望者が現れたことから、

長南町や長南町蓮根組合で連携し、「新農業人・実践農業研修モデル事

業」を活用し、町内の篤農家での研修受入の支援を行った。 
就農にあたっては、青年等就農計画の作成を支援し「農業次世代人材

投資事業」の活用につなげた。 
  イ レンコン産地の今後を考える会の開催 

平成 28 年度当時の長南町蓮根組合長は産地を維持するため、新規参

入者受入体制整備の構想を持っていた。その実現に向け、出荷組合役員、

長南町役場、長南町農業委員会、JA 長生長南支所、長生農業事務所が

一堂に会した「レンコン産地の今後を考える会」を開催した。 
その中で、新規参入希望者の参入のハードルを下げるため、農地法の

農地利用権取得の下限面積の引き下げを農業委員会に、町単補助事業

の面積要件の緩和を役場に働きかけることになり、蓮根組合から要望

書を提出した。 
 

（３）長南町蓮根組合の活性化 

ア レンコン栽培技術の伝承に向けた活動 

新規、Ｕターン、定年就農者など栽培経験の浅い生産者が増えたこと

から、勉強会の企画を組合に働きかけた。その結果、組合主催で「収量

を多く取るためのポイント」「作柄の振り返りと次年度に向けた対策」

等をテーマにした勉強会が開催され、意見交換を行った。 
また、手際の良さが求められる収穫・出

荷調製作業についてベテラン生産者の技

術を学びたいという若手生産者からの要

望を受け、現地見学会の実施を働きかけ

た。現地見学会では、若手生産者が複数の

ベテラン生産者のほ場や作業場を訪問

し、効率的な作業の仕方について学んだ。 
 
３ 活動の成果 

（１）レンコン産地としての現状認識の共有化 

長南町蓮根組合を対象にしたアンケートの結果報告やハス田の作付地図

の作成等の活動を通して産地の現状が見える化し生産者や関係機関で共有

化された。特に、若手生産者を中心に危機感の共有化が図られた。 
また、あらゆる組合活動を通じて、前組合長と協力して新規参入者を産

地としての受入れ、育てることの必要性を組合員に訴えた。 
当初新規参入者の受入れに後ろ向きな意見が多かったが、「こういう人な

ら受け入れられる」「栽培のマニュアル化が必要」といった前向きな意見が

写真１ 手際の良い収穫作業を学ぶ 



出るようになり、若手生産者からは「（技術的な指導は難しいが）栽培体験

等なら受け入れられる」という声も聞かれるようになった。 
 
（２）新規参入者等の受入れ条件の整備 

長南町蓮根組合から農業委員会と役場に要望書を提出したことで、町内

のレンコン栽培が多い地区に限定して、農地法の農地利用権取得の下限面

積が 50a から 20a に引き下げられ、併せて町単補助事業のレンコン栽培の

面積要件が 1.2ha 以上から 0.6ha 以上になるなど、新規就農者が活用しや

すいよう緩和された。また、町の農林業等振興補助金で、新規就農者を指

導する組合に対して助成されるようになった。 
 
（３）生産者数と栽培面積の維持 

 長南町蓮根組合の組合員数は、高齢のた

め 2 名が退会したものの、新規栽培者が加

わり現状を維持している。本年度は、新た

に 2 名の生産者を確保でき、今後の栽培面

積の維持も期待される。 

 
（４）生産技術の伝承活用による若手生産者の生産技術の向上 

蓮根組合で勉強会を実施したことで、ベ

テラン生産者から若手への栽培技術伝承の

機会が増え、若手生産者の栽培技術向上に資

することができた。 
また、組合の定例行事となっていた生育状

況確認のための全戸巡回の場でも、若手生産

者からベテランに積極的に質問が出されるよ

うになった。組合で若手生産者を育てる意識

が高まり、若手生産者の経営安定に繋がって

いる。 
 
４ 将来の方向と課題 

（１）若手生産者の経営安定と組合活動の充実 

 栽培技術の継承に資する活動を継続し、若手生産者の栽培技術向上を図

り、規模拡大を促すことで、経営面積縮小の意向を持つ高齢者のハス田の

継承につなげる。 
（２）新規栽培者の受入体制の整備 

   新規参入者の受入れに対し、関係機関での話し合いを継続し、新規参入

希望者が現れた場合の受入体制を整備する。また、新規参入者に示すため

の栽培マニュアルの整備や実情に即した経営指標の充実を図る。 
（西部グループ：田中 亜紀子） 
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ネギ新規就農者等の年内所得確保に向けた取組 

― 泥付きでの出荷を検討 ― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 

 秋冬ネギにおいて、泥付きでの出荷に関する作業性及び労働時間の調査を行った。新

規生産者で労働力が少ない経営体にとっては、年内の所得確保のためには有効な手段で

あると思われるため、次年度以降も出荷方法の選択肢の一つとして検討を継続する。 
  
１ 活動のねらい･目標 

長生管内では、新規就農でネギ生産を開始する生産者が増えつつあるが、労力は一人

で開始する場合が多い。従来の出荷形態は、収穫後に根葉切り、皮剥きをし、箱に詰め

て出荷するが、この一連の作業は労力がかかるため、一人仕事では出荷数量を増やすこ

とが難しい状況にある。 

また、本地区の秋冬ネギは１月上旬以降の出荷が 85％程度を占めており、生産者の所

得向上を図るためには、10 月からの早期出荷を行うことが効果的である。 

そこで、出荷形態の簡素化を図ることで出荷数量を増やすこと及び年内出荷を促し、

特に新規就農者の農業所得の確保を図ることを目的に、皮を剥かないで出荷する泥付き

での出荷を検討した。 

 

２ 活動の内容 

 

 泥付きの出荷を行った生産者の、収穫、調製に関 

する作業状況を調査した。 

 

（１）調査ほ場の栽培概要 

 栽培ほ場：砂質土壌、 

 品  種：名月一文字（タキイ種苗） 

 育苗方法：チェーンポット ２粒３粒交互播き 

 耕種概要：播種３月下旬、定植５月中旬、収穫開始：10 月下旬 

 生育状況：夏場の土壌病害の発生は少なく、欠株は少ない。品種の特性もあり、収穫

時期の襟割れが目立つが、皮を剥くと２Ｌ中心の太さになる。 

 

（２）収穫、調製、出荷に関する調査 

  11 月 14 日に収穫から出荷に係る時間等を調査した。作業状況に関する結果は表１    

に、作業時間の内訳は表２に示す。なお、収穫はトラクター牽引式のネギ掘り機を

用い、調製作業（葉枚数の調整、根のむしり取り等）のほとんどをほ場において実

施している。荷姿は１kg の袋詰を、1cs 当たり 12 袋ダンボールに詰めて出荷する。 

写真１ 泥付きネギの荷姿 



表１：作業状況             表２：作業時間の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査の結果から、10ａ当たりの定植距離数を 1,000m とすると、10ａ出荷するのに労

力１人で 25 日、約１か月程度要することが分かった。 

 

３ 活動の成果 

 泥付きの単価は、12 月末までの全等級の平均で、150 円/kg、Ｌ階級 180 円/kg であっ

た。通常の出荷は箱詰め等の作業に慣れを要するが、泥付きでは作業の慣れが必要ない

ため、出荷数量を増やせることが期待される。また、単価が 180 円/kg であれば、通常

出荷と比べて、時間当たりの所得は同等程度確保できると思われるため、新規生産者等

にとっては有効な出荷形態となる可能性がある。 

 なお、令和元年産の 12 月末までの出荷実績は、泥付きでの出荷を行った生産者は６名

で、出荷数量は 12.4ｔとなった。通常出荷は 12 月時点で 113.8ｔであったことから、泥

付きでの出荷が 10％となり、年内の出荷量の拡大につながる取組になる可能性が示唆さ

れた。 

 
４ 将来の方向と課題 

 泥付き出荷でも、出荷規格が厳密に定められており、令和元年産の 12 月末までの単価

を見ると、Ｌ等級とそれ以外で大きな差がある（表３）。Ｌ規格を作るための生産技術や

品種の選定を今後検討していくことで、生産者所得の更なる向上が図れると思われる。 

しかしながら、泥付きでの出荷形態は、価格が安定しているのは１月末頃までと言わ

れており、また、２月以降の出荷は予冷対応による出荷コストの増加や小菌核腐敗病等

の土壌病害の発生による品質低下も懸念さ

れるため、出荷期間については引き続き検

討する必要がある。 

秋冬・春ネギの出荷期間を通して安定的

に所得を確保していくためには、通常形態

での出荷を前提とした技術向上をはかる必

要があるが、労働力が限られた新規就農者

や出荷調製作業が出来ない生産者等を中心

に本規格による出荷も引き続き推進するこ

とで、産地全体の出荷量の維持と生産者の

所得向上を目指す。                （西部グループ：小林 良旭） 

 

労  力 １人 

作業時間 10 時間/日 

出荷数量 15cs/日（12kg/cs） 

収穫距離 40m/日 

収穫・調製 ４時間 

袋詰め ４時間 

箱組み立て 0.5 時間 

箱詰め 0.5 時間 

出荷 １時間 

合 計 10 時間 

等階級
数量

(cs=12kg)
販売金額
（円）

平均単価
（円/kg）

２Ｌ 59 95,520 135
Ｌ 642 1,383,839 180
Ｍ 110 13,200 100
曲 101 134,640 111
Ｂ 124 126,480 85

表３ 元年産 10～12 月泥付き出荷の出荷実績 



春トマトの収量・品質向上に向けた取組 

― 新品種の導入と定着に向けて ― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 

 春トマトの黄変果対策として、新品種の導入及び定着の支援を行った。試作結果等を

まとめ、講習会等で優位性を示した結果、令和元年度において正式に導入が認められた。

一方で、いくつかの課題も残っており、引き続き解決に向けた活動を実施する。 
 
１ 活動のねらい･目標 

 長生地域における半促成トマト（春トマト）では春先の日射量・気温の増加から作の

後半に黄変果が発生しやすく、減収・品質低下の一因となっている。JA 長生施設野菜部

会の春トマト部内では春先の「黄変果」の発生減少を目的として、黄変果の発生が少な

い品種の検討が進められている。平成 29 年産作の春トマト品種比較試験までの結果か

ら、黄変果の発生が慣行の品種よりも少なく、樹勢の維持が容易である優良品種「桃太

郎ネクスト」が選定され、春トマト部内の希望者間で試作（以下、大型試作）を行うこ

ととなった。そこで、「桃太郎ネクスト」の定着に向けた活動を行ってきた。 
 

２ 活動の内容 

（１）品種特性の把握 

 生産者の試験栽培によって、「桃太郎ネクスト」は慣行品種と比べて「黄変果」の発

生が少なく樹勢の維持が容易である一方で、「生育初期に強樹勢となり易い」、「葉色が

淡く葉が大きくなり易い」、「葉が薄く萎れやすい」、「灰色かび病が発生しやすい」、

「栽培後半にまだら果が発生する」などの特徴が明らかとなった。その後、平成 30 年

産作、平成 31 年産作において、当品種の大型試作を実施するにあたり、試作説明会に

て当品種の特性と栽培上の注意点について周知した。大型試作の結果、平成 30 年産作

では「生理落果」が収穫開始期に確認された。さらに、平成 31 年産作では「先とがり

果」の発生が確認されるようになった。 

 

（２）強樹勢対策に向けた取り組み 

 過去の大型試作において確認された、「生理落果（写真１）」や「先とがり果（写真２）」、

「まだら果」の原因の一つとして強樹勢が考えられたため、強樹勢対策として「基肥量

の再検討」、「台木品種の再検討」を講習会・巡回を通じて周知した。また、台木の再検

討にあたり、台木品種の試験を実施・調査した結果、６圃場で樹勢のおとなしい結果で

あった「グリーンガード」を有望台木品種として選定した（表１）。さらに、巡回活動の

中で「桃太郎ネクスト」が強樹勢であったと感じる生産者に対して、次作で「グリーン

ガード」に接ぎ木を行うように働きかけを行った。 



 

３ 活動の成果 

 ２年に渡る大型試作の結果、「桃太郎ネクスト」は部会内での作付けが正式に認められ

るようになり、春トマトを栽培する生産者 44 名のうち、新規作付け者を含めて 22 名が

当品種を栽培している。また、台木の調査・検討により「グリーンガード」が導入され、

令和２年産作において６名の生産者が「桃太郎ネクスト」の強樹勢対策として当品種を

接いでいる。 

 

４ 将来の方向と課題 

 「桃太郎ネクスト」導入による黄変果発生リスクは低下したが、大型試作の結果「着

色ムラ」や「先とがり果」、「生理落果」の発生が認められ、これらの発生要因の解明が

必要である。また、「グリーンガード」を接いだことによる作期後半の影響や各障害の発

生についても評価が必要である。さらに、今まで主であった「麗容」と比べて「すじ腐

れ果」の発生リスクがやや高いことから、「黄変果」対策品種の検討は引き続き行う。 
 近年はトマト黄化葉巻病の発生が多く見られており、当病害による被害が多発してい

る。今後は、トマト黄化葉巻ウイルスを媒介するタバココナジラミの防除技術の確立と

定着、トマト黄化葉巻病耐病性品種の選定試験を支援することで、収益の安定性を図る

必要がある。 

（東部グループ：松本 浩平） 

写真１ 生理落果 写真２ 先とがり果 

地際部
第3果房
直下

第6果房
直下

第9果房
直下

グリーンガード 試験 10 258 25.8 12.3 13.3 15.8 13.8
グリーンセーブ 慣行 9 262 29.1 9.8 14.4 14.4 14.7
グリーンフォース 慣行 10 290 29.0 15.7 17.0 19.3 17.6
ＴＴＭ－１２７ 試験 11 283 25.7 14.0 17.0 15.6 14.8
シャットアウト 試験 10 271 27.1 12.4 13.9 16.2 15.2

区分z

z慣行は慣行品種、試験は試験品種を示す。

表1 解体調査結果（穂木は「桃太郎ネクスト」）
各部位の茎径
（ｍｍ）

台木名
節間長
（cm）

茎長
（cm）

段数
（段）



新規就農者の定着に向けて 

―― 新しい仲間、師匠との出会い― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 

  新たに農業を始めた農業者の経営安定と地域への定着を目的に、指導的立場の農家

や関係機関等との交流会を実施した。その結果、新たな出会いや交流が生まれ、新規

就農者は、営農の良き相談相手を見つけている。 

 

１ 活動のねらい･目標 

長生地域の農業を持続的に発展させていくためには、農家の若手後継者を中心と

しながら、定年帰農者、新規参入者など多様な担い手の確保・育成が必要である。 

しかし、新規就農者の内、とりわけ新規参入者は、地域農業者との交流が少な

く、技術や地域の情報を入手しにくい現状がある。 

そこで、指導的立場の農業者と新規参入者の交流を深め、技術の習得並びに地域

農業者と結びつきを持つことで、新規就農者の定着支援を目指した。 

 

２ 活動の内容 

県域で行っていた新規就農者等交流会を、平成 26 年度から、ちば新農業人サポー

ト事業等を活用して県内各地域別で行うこととなり、長生地域では表１の内容で交流

会を実施した。  

 

表 1 これまでの新規就農者等交流会の内容 

年度 場 所 内  容 

新規就農 

（予定）者 

参加者数 

備  考 

２６ 白子町 
指導農業士経営訪問、 

農産物直売所見学 
８人 

 

２７ 合同庁舎 
「農業簿記」基礎講座 

意見交換会 
９人 

講師：税理士事務所 

２８ 白子町 
新規就農者経営訪問 

意見交換会 
６人 

 

２９ 一宮町     〃 ５人  

３０ 茂原市 
    〃 

５人 
県立農業大学校農業者養

成研修生３人参加 

元 長柄町 
    〃 

８人 
県立農業大学校農業者養

成研修生１人参加 

※ 長生地区指導農業士会員は毎年参加している。 



 平成 28 年度から、新規就農者の経営訪問及び意見交換を行う形式としており、関係市

町、長生農業協同組合からも参加・助言をもらっている。 

また交流会終了後も場所を変えて懇親を深め、連絡先を交換するなどしている。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 交流会での経営訪問及び意見交換の様子 

 
３ 活動の成果 

  今まで接点の少なかった農業者が、市町村・年齢等を超えて知り合いになり、その

後の営農の良き相談相手を見つけている場合が多い。また、就農を希望する農業大学

校農業者養成研修生にとっても、就農前後の経験等を聞くことができる場となってい

る。さらに当地域の農業青年団体「長生ＹＰＣ」でも、新規就農予定者が参加できる

ような交流イベントを開催しており、同様な成果が見受けられる。 

 

４ 将来の方向と課題 

  当地域では、産地であるネギ、イチゴ、レンコン等を中心に新規参入の相談が増え

つつある。この交流会に参加した新規就農者が地域に定着し、今後行われる交流会等

での、良き助言者となれるよう、継続的な支援を図る。 

 

（西部グループ：渡邉 健一郎） 



長生ヤングパワーズクラブの活動 

―― 地域
ちょうせい

を若い力で盛り上げよう ―― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 

 長生ヤングパワーズクラブ(以下、長生 YPC)の、管内の農業者や関係機関を対象とし

た交流会、新たな販売に意欲的な先進農家の視察、地域における農業と学校教育の連携

を目指した掲示物の作成などの新たな活動への支援を行い、地域のリーダーの育成を目

指した。また会運営への積極的な参画を促すため、定例会等の実施方法の改善に取り組

んでいる。 

 

１ 活動のねらい･目標 

長生 YPC では、就農して間もない農業者が意欲的に農業経営および地域活動に取り組

み、自家経営の発展はもとより、地域社会の発展と農業青年のリーダーシップを発揮す

ることを目標に活動している。農業事務所では、会員間の情報交換、共同プロジェクト

および研修会等の開催を支援し、会員相互の連携を図るとともに、会員が農村社会・生

活の向上に結び付く活動ができる地域のリーダーとして活躍できることを目指した。 

 

２ 活動の内容 

（１）地域交流会の開催 

長生管内では、毎年 10 名前後の新規就農者があるが、地域や経営作目は様々であ

り、相互に情報交換をする機会は少ない。 

そこで長生 YPC では定例会等で検討し、近隣の農協青年部、農協職員、市町村農政

課、農業事務所等の関係機関、管内の新規就農者が情報交換できる場を設けるために、

地域交流会を開催することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）長生農業フォーラムの開催 

長生地域の農業者を対象にした講演会と事例発表が実施される「長生農業フォーラ

ム」の開催にあたり、実行委員として参画し、積極的に運営に携わっている。 

写真 2 地域交流会 写真１ 長生 YPC の定例会 



（３）視察研修会の実施 

長生 YPC では、会員が生産している品目および販売先が様々である。会員の中には

収入の安定化のために、新たな生産品目や販売先の開拓を検討する会員もいる。そこ

で令和元年は、販売先の開拓やそれに合った品目の生産に取り組む、松戸市の先進農

家を視察する研修会を実施した。 

また、研修会を農業経営体育成セミナーと合同で開催することで、セミナー生と会

員との相互の情報交換や仲間づくりの場を醸成することも目指した。 

 

（４）農産物および団体紹介を目的とした掲示物の作成 

長生管内における新規就農者の確保策として、「管内の就学生徒に地元で生産され

る農産物を周知する」「青年農業者が集う団体である長生 YPC の存在を周知する」こと

が、大切ではないかと定例会で提案された。そこで、会員が生産する農産物や栽培の

様子を知るための相互巡回を行い、掲載内容と周知方法に関する意見交換を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 活動の成果 

（１）地域交流会には 31 名（うち 23 名が農業者）が参加し、情報交換および仲間づ

くりの場とすることができた。 

（２）松戸市への視察研修会においては、会員６名のほか、農業経営体育成セミナー

生２名の参加があり、情報交換等も積極的にできた。 

視察研修会では、松戸市の農家と情報交換をしたほか、販路拡大の手法、生産

品目の選定方法や調製方法について学ぶことができた。 

（３）定例会に参加することが難しい会員の参画をうながすために、テレビ電話アプ

リを活用した定例会を実施した。また、議事録や活動記録をウェブのフォルダに

保存するシステムを構築し、会員間の情報共有を容易にすることができた。 

 

４ 将来の方向と課題 

 現在会員の１名が、県青年農業者団体「ちばアグリネットワーク」会長を務めている。

今後も長生 YPC の活動支援を通じて、地域にとどまらず、県全体でもリーダーシップを

発揮できるような青年農業者の育成を図る。 

 

（東部グループ：峰島 恒） 

写真 4 先進農家の視察研修会 写真 3 長生農業フォーラムで 

    全体進行を務める会員 



長生農業研究会の活動 

― 自らの経営・技術課題を普及組織と共に解決に導いた実績 ― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 

 長生農業研究会は農業改良普及事業が開始して以来、普及組織とともに近代的な農業

を自ら実践し、地域のモデル農家となる活動を進めてきた。長生地区では、県の組織が

解散した後も地域活動を継続し、新たな技術、国の政策・制度について研修会を開催し

地域の先駆的な農業者として情報と技術等の交流活動を継続している。   

 

１ 活動のねらい･目標 

 農業研究会は、昭和 23 年の農業改良普及事業の開始以来、地域の先駆的な技術を研

究・実践する組織活動を進められ、市町村単位の農業研究会の設立は、昭和 30 年にまで

さかのぼる。 

千葉県における水稲の早期栽培、施設園芸の普及、果樹、畜産の振興は普及組織と農

業研究会での組織活動の積み重ねによるものである。県活動は発足当時から実施され、

事例発表と移動農研が活動の柱となっていた。 

 長生地域の活動記録は昭和 58 年から残っており、地域で事例発表を行い、その中で選

抜して県の発表会に代表者を送っていた。地域の移動農研は、先進事例を視察し、自ら

の経営に役立ててきた。 
 戦中・戦後の食糧難や増産計画から一変し、技術革新による豊かな農村生活が会の目

標となっていた。 
 
２ 活動の内容 

（１）組織構造の変遷 

  発足当時の組織図と現行の組織図の比較を図１、図２に示した。昭和時代は若手農

業者の交流と知識習得の場が多くあったが、農研活動は集落で新たな技術を取り入れ

生活の質を向上させる目的の農業者が集まり、集落ごと、市町村単位で組織し、図１

のように県組織を構成していた。その後、多品目化や規模拡大に伴う専作化が進み、

図２に示すように品目別の部会組織構成へと変わっていった。平成 25 年に県組織が

解散し、長生各町村の組織は、出荷組織により構成されるようになり、特に長柄町で

は「道の駅」を核とした直売所の生産者が構成員となっている。 
（２）農業施策や制度の研修 

 平成・令和時代には総会開催後に会員を対象に研修会を開催している。過去３年間

の研修内容は表１のとおりである。その前年は中間管理事業、飼料用米等制度につい

て紹介した。 

（３）長生農業フォーラムの開催支援 

 長生地域の農業者が一同に会し、テーマに沿って講演会と事例発表が実施される長

生農業フォーラムの開催を実行委員会の構成メンバーとして支援している。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 近年の研修会のタイトルと事例発表一覧 

年度 テーマ 講演 事例発表 

令和元年 労力補完につい

て 

地域農業戦略

と労働力補完 

組合員のため

の無料職業紹

介制度 

長生地域で利

用可能な職業

紹介機関等 

酪農ヘルパー

利用について 

平成 30 年 みんなで学ぶス

マート農業入門 

千葉県内のス

マート農業の

状況と発展の

方向性 

水稲栽培の病

害虫防除への

マルチコプタ

ー利用 

ＧＰＳの利用

による無人田

植え機の利用

状況 

ハウス内での

環境制御機器

を利用したト

マト栽培技術 

平成 29 年 収入保険制度 収入保険制度の概要 

 

（４）移動農研 

  町・村バスを利用し先進的事例や施設見学を主に実

施してきた。視察中には他の市町村の特産品を紹介

し、購入もできるようにしている。会員は学習や研鑽

ばかりでなく交流等を兼ねて参加し、数年来、バス２

台で 60 名近い参加がある（写真１）。 

なお令和元年度は 10 月 25 日の大雨被害が著しく、

地域で人的被害も発生したことから中止とした。 

 
３ 活動の成果 

（１）町、村の域を超えて交流することにより機械や技術選択の情報量が上がった。 

（２）事例発表により自己の経営分析や他者との経営比較を行うことで経営の拡大や

新たな方針展開の機会が広がった。 

（３）国の制度や方針についての知識が広がった。 
 

４ 将来の方向と課題 

 平成 25 年に県段階の組織が解散し、郡組織の存続について検討された。農業者の団体

の統廃合が進む中で、郡活動の機会がなかなか持てないため、現役員は郡役員の交代が

できる間は継続したい意向が確認されている。 

 町村長を交えた研修会や交流会の場として存続を望む会員も多いことから、今後も長

生地域を牽引する団体として支援を継続していく。 

（東部グループ：岩瀬 裕子） 
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図１ 昭和 30 年代の農業（農事）研究会組織図 
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町村の生産組織 町
村
単
位 

農
研 

郡
農
研 

写真１ 平成 30 年度移動農研 

（埼玉県） 



 
 

令和元年度スマート農業導入実証事業実績書  

     

課題名：水稲の適正施肥体系の確立 

 

－ 可変施肥田植機(土壌センサー搭載型)と人工衛星からのリモートセンシング 

による生育データの活用の検証 － 

 

１ 目 的 

労力不足・規模拡大・収量増加など、本県農業の課題解決を図るため、スマート

農業技術の体系利用についての現地実証を行い、スマート農業を活用した本県農業

の革新を目指す。 

 

２ 実証期間 

  平成 31 年４月 17 日 ～ 令和元年 12 月 17 日 

 

３ 実証区の概要 

 （１）具体的目標・技術の先進性 

可変施肥田植機により、ほ場条件に応じた施肥を行い、肥料費の低減効果や

収量・品質の向上について、また人工衛星によるリモートセンシングによる生育

診断を生産・販売計画への利用を併せて検討する。 

可変施肥田植機を用いた田植え、人工衛星のリモートセンシングによる生育

診断は、長生地区においてはともに実証事例がなく、先進的な技術である。 

  

（２）実施場所・面積  

長南町・30a(100m×30m) 

 

（３）作物名（作型・品種）  

水稲（稚苗移植早期栽培・コシヒカリ） 

  

（４）耕種概要 

＊は種      3 月 25 日 

   ＊定植      4 月 22 日 

   ＊幼穂形成期  6 月 17 日 

   ＊出穂期     7 月 20 日 

   ＊成熟期    8 月 27 日 

＊収穫日     9 月 2 日 

 



 
 

４ 調査項目及び方法 

(１) 生育調査 

    可変施肥区と慣行施肥区において、生育（草丈・茎数・葉色）・収量（坪刈り、

収量構成要素）・ほ場内の生育差を調査する。生育調査は植付け後１ヶ月、幼穂形

成期、出穂期（葉色のみ）、出穂後 10 日頃に実施する。ほ場内の生育差は収穫前

に国際航業株式会社に委託し、人工衛星を活用した画像診断を行い、タンパク含

有率及び籾水分率の診断マップを作成する。また、目視で倒伏程度、帯緑色籾歩

合を確認する。 

 

(２) 労働時間調査 

   可変施肥区と慣行施肥区において田植・収穫の時間を計測し比較する。 

  

(３) 収入（収量性）・生産費の比較 

   生育調査、労働時間調査、肥料費の算出結果を基に可変施肥区と慣行施肥区に

おける収入（収量性）・生産費を比較する。 

 

５ 調査結果 

(１)実証農業機械 

  ア 土壌センサ搭載型可変施肥田植機 NP80D-FV(井関農機株式会社) 

  イ 営農支援サービス「天晴れ」(国際航業株式会社) 

 

(２) 生育調査 

ア 施肥量 

     可変施肥区の施肥設定は目標現物施肥量 20kg/10a に 15%増加した 23kg/10a

を基本施肥量とした。 

可変施肥田植機により３列程目で自動計測される数値を基準値として使用

した。基準値に対して①作土の深い箇所を 30%(図１内の青色)、②肥沃度の高

い箇所を20%(緑色)、③肥沃度のやや高い箇所を10%(黄色)の割合で減肥した。 

慣行施肥区は目標現物施肥量 20kg/10a としたが、一部重複した箇所があっ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

               図１ 試験区の減肥状況 



 
 

 表１ 施肥結果 

  

※可変施肥区の施肥量は基準値の計測のために可変施肥が行われていない面

積を除いて算出した。 

   

イ 生育 

    期間中の生育調査結果は表２のとおりである。 

   

表２ 生育調査結果 

調査時期 項 目 可変施肥区 慣行施肥区 

植付後１か月 

草丈 31cm 32cm 

茎数 299 本/㎡ 179 本/㎡ 

単葉葉色 39.0（SPAD 値） 37.6（SPAD 値） 

幼穂形成期 

草丈 59cm 58cm 

茎数 564 本/㎡ 486 本/㎡ 

単葉葉色 37.4（SPAD 値） 40.3（SPAD 値） 

出穂期 単葉葉色 39.8（SPAD 値） 43.2（SPAD 値） 

出穂後 10日後頃 

稈長 89cm 91cm 

穂長 17.7cm 19.9cm 

穂数 454 本/㎡ 416 本/㎡ 

単葉葉色 35.6（SPAD 値） 39.0（SPAD 値） 

収穫期 倒伏程度 1.9 3.3 

 

ウ 収量 

 収穫調査結果は表３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

可変施肥区 慣行施肥区 

施用 

月日 

資材名 施用量（kg/10a） 施用 

月日 

資材名 施用量（kg/10a） 

(N-P-K:%) 現物 N P K (N-P-K:%) 現物 N P K 

基

肥 
4/22 

スーパーらく

だ君 500 20.6 5.2 2.1 2.1 4/22 

スーパーらく

だ君 500 22.6 5.7 2.3 2.3 

25-10-10 25-10-10 

計 - - - 5.2 2.1 2.1 - - - 5.7 2.3 2.3 



 
 

表３ 収量調査結果 

調査時期 項 目 可変施肥区 慣行施肥区 

坪刈収量 

全重 1,521kg/10a 1,343kg/10a 

乾燥籾重 678kg/10a 662kg/10a 

粗玄米重 541kg/10a 537kg/10a 

実収量 粗玄米重 460kg/10a 504kg/10a 

収量構成要素 

穂数 454 本/㎡ 416 本/㎡ 

一穂籾数 73 粒/本 81 粒/本 

登熟歩合 84％ 75％ 

玄米千粒重 19.8g 19.9g 

 

エ ほ場内の生育差 

(ア) 人工衛星によるリモートセンシング 

可変施肥区、慣行施肥区を含むコシヒカリほ場 98 筆 248,785m2で実施した。 

ほ場の撮影は、当初収穫予定日(8 月 25 日頃)の約２週間前～１週間前である

8 月 12 日～18 日を計画していたが雲の影響のない画像が撮影できず、21 日ま

で延期したが同様に撮影できなかった。そのため、予備で撮影した８月９日の

画像を基に水稲タンパク含有率、水稲籾水分率の診断と診断マップの作成を依

頼した。なお、プロットは３m区画ごとであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ リモートセンシングによるタンパク含有率、水分率マップ 

 

(イ) 目視による確認 

8 月 22 日に地区ごとに倒伏程度、帯緑色籾歩合を目視で確認し、倒伏程度と

水稲タンパク含有率の診断マップ、帯緑色籾歩合と水稲籾水分率の診断マップ

の比較を行った。また 8 月 27 日に可変施肥区、慣行施肥区のほ場内の倒伏程

度を目視で確認した。 

倒伏程度と水稲タンパク含有率はおおむね一致したが、植付日が早いほ場で

は倒伏程度は高いがマップの色は低い結果となっていた。 



 
 

帯緑色籾歩合と水稲籾水分率もおおむね一致し、水分率の高低差は植付順に

おおむね一致した。 

 

オ 労働時間 

    田植時間及び収穫時間は、機械がほ場に進入を始めた時間からほ場を出た時

間までを計測した。 

  （ア） 田植 

   ａ 可変施肥区：38 分/30a 

   ｂ 慣行施肥区：45 分/30a 

   ※ 可変施肥田植機の作業速度は 1.38m/秒である。 

  （イ） 収穫 

   ａ 可変施肥区：1時間 19 分/30a 

   ｂ 慣行施肥区：1時間 14 分/30a 

     ※ 収穫はクボタの６条コンバインを使用し２台で作業を行ったが、可変施肥

区の収穫時に１台が故障したため、途中から１台で作業を行った。 

※ 作業時間は実稼働時間を算出している。 

 

  カ 収入（収量性）・生産費 

(ア) 実証体系にかかった経費 

可変施肥非対応機との価格差は約 100 万円。使用年数７年（耐用年数）   

と仮定すると、約 14 万円/年の経費増となる。 

人工衛星によるリモートセンシングは、解析１項目につき５万円/10km2 、

ほ場の GIS データの準備にかかる作業料は 1万円/時間である。 

ほ場の GIS データは自分で準備することも可能である。また、「天晴れ」は

営農管理ツール「アグリノート」(ウォーターセル株式会社)と提携しており、

「アグリノート」のほ場ポリゴンデータを使用して解析を申し込むこともで

きる。 

今回の実証では、98 筆 248,785 ㎡のほ場の GIS データの準備を依頼、かつ

２項目の解析を実施のため割引があり、解析料８万円/10km2、作業料２万円で

あった。これは 402 円/10a の経費増となる。 

   (イ) 収入 

     実収量は 44kg/10a 減である。240 円/kg とすると収入は 10,540 円/10a      

減であった。 

   (ウ) 生産費 

肥料は２kg/10a 削減された。これは使用肥料が 3,610 円/20kg であるので

肥料費 361 円/10a に相当する。 

労働時間は２分/10a 短縮された。これは時給を 2,100 円/時間(参照：「稲

作標準技術体系」)とすると 70 円/10a の労働費に相当する。 



 
 

これらにより生産費は 431 円/10a 削減された。 

(エ) 収益（費用対効果） 

  今回の実証試験結果では、可変施肥田植機を導入することにより収益は

10,109 円/10a の減となった。 

 

６ 考察     

（１）可変施肥田植機 

  ア 実用性 

     可変施肥区のほ場への施肥量は、慣行施肥区の目標現物施肥量とほぼ同

程度であったが、可変施肥区ではほ場のムラに合わせて施肥を行えた。こ

れによりほ場内の生育ムラが緩和された。また、慣行施肥区に比べ、倒伏

程度が軽減された。しかし今回の倒伏程度であれば、慣行施肥区も可変施

肥区と同様に収穫可能であったため、田植時間、収穫時間等の作業時間は

ほぼ同程度の結果となった。 

実収量は慣行施肥区に比べ 44kg/10a 減少した。これは可変施肥区の作

土深が基準に比べて深いと判断され、施肥量が 30%減肥となった箇所が多

く、全体の施肥量が慣行施肥区の約１割減となったためと考えられる。 

基準値の測定は①変形田②(通常の自動測定を行う３行程目をとる頃に

田植が終わる)小さいほ場③ (３行程目の肥沃土や作土深がほ場平均と大き

く異なる可能性が高い) 合筆したほ場などの場合は、ななめに空走りし、

手動で基準値の測定を行う。今回は通常の自動で計測した基準値を使用し

たが、結果から３行程目の肥沃土や作土深がほ場平均と大きく異なった可

能性が高いため、ムラの程度が不明なほ場の場合も手動で基準値の測定を

行う必要があると考えられる。 

施肥量については、他地域で実施した平成 30 年度現地課題調査の結果

をもとに基準施肥量を目標施肥量の 15％増としたところ、全体の施肥量は

目標施肥量とほぼ同等となった。 

   

イ 費用対効果 

収量が減少したため収益は 10,109 円/10a 減となった。 

収量が同等であったと仮定した場合、生産費が 431 円/10a 削減されたの

で、機械の減価償却費増加分 14 万円/年のコストと釣り合うのは、32.5ha

となる。 

 

ウ 普及性 

  今回の実証試験では倒伏程度の軽減は確認されたが、収量が減少したた

め費用対効果が得られなかった。導入には安定して収量が確保される必要

があり普及性に関しては検討が必要である。 



 
 

 （２）人工衛星によるリモートセンシング 

  ア 実用性 

    水稲タンパク含有率、水稲籾水分率ともに、目視と大きな差異は無かっ

た。 

水稲タンパク含有率は、他の機械と併せて使うことで、ほ場ムラの解消に   

つながる可能性があり、使用について今後検討したい。   

水稲籾水分率は、計測することで収穫期の収穫順について判断を行うこと  

ができた。また、複数いるオペレーター同士の認識の統一が行えた。 

一方、ほ場内でのグラデーションが大きく判断に迷うほ場もあったため、

診断マップの表示は 3m プロットではなくほ場ごとに色分けがされると有用

性が高くなるのではないかと感じた。また、水分率の高低差に加え、収穫適

期の予想日がほ場ごとに示されるようになると、さらに利便性が高いと感じ

た。 

今回は田植日が近いコシヒカリ 1品種で行ったが、複数の品種を行う場合

や田植日が幅広い場合は再度検討が必要である。 

撮影日について、当初撮影を予定していた日程は曇の日が多くなかなか撮

影ができなかった。県内の８月の天気は不安定な日が多いため、撮影日の設

定は検討が必要である。 

 

イ 費用対効果 

  402 円/10a の経費増となった。これは収量が 450kg/10a とすると価格に

54 円/60kg 上乗せできれば、もしくは時給を 2,100 円/時間とすると 11.5

分/10a の労働費が削減できれば投資とコストが釣り合う。 

 

 ウ 普及性 

402 円/10a の経費増となるが、適正な収穫適期の判断と収穫により、乾

燥時間の短縮や燃料コストの削減が見込めるため、普及性は高いと考えら

れる。 

単価が 10km2単位であるため、複数組織での利用を検討したい。 


