
たまねぎ産地の維持・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― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 
 農業事務所では、たまねぎ栽培において重労働である定植及び収穫作業につ

いて、試験や実演会を行い、当産地に適した機械化や省力化を進めてきた。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増え、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生かした早生たまねぎの産地であ

る。最盛期の昭和 40 年には、212ha の栽培面積を誇る一大産地であったが、生

産者数の減少、高齢化等により栽培面積は縮小し、平成 27 年には、栽培者数 120

名、栽培面積 29ha となった。近年、白子町の「白子たまねぎ祭り」、「たまねぎ

狩り（直売）」の取組等による直売での値決め販売、市場を通した契約出荷の増

加により生産者の収益が向上したことや個々の規模拡大もあり、面積の減少に

は歯止めがかかりつつある。 

しかし、生産者の高齢化は進み、10 年後には経営を縮小または止めるという

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産地を維持し

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、当産地に適した各種作業の機械化・

省力化を進めることとした。また、産地の維持発展や有利販売のためには出荷

組織としての機能強化も重要であり、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、28 年に移植機の実演会を農業事務所、出荷組合、関係

機関が連携し実施した。全自動移植機用のセルトレイ育苗について、

植え付け精度の向上や省力・低コスト化に向けた固化培土の検討を行

った。また、育苗培土の違いによるコスト比較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 

   当産地で行われているマルチ栽培では、収穫時にマルチとたまねぎ

がうまく分離しないなど、収穫作業の機械化には大きな課題がある。    

そこで、平成 27 年～平成 29 年にかけて収穫機の実演会や現地検討



会を、既存機械の他、静岡県とメーカーの共同開発のマルチはがし同

時収穫機や、生分解性マルチと既存機械を併用した現地試験を併せて

実施した。 
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実演会を実施し、省力化、

軽労化の意識改革を図った。 
（２）生産・出荷組織の活性化と機能強化 

ア 平成 27 年に組合員への意向調査を実施し、関心が高かった、単価向上、

機械化について推進提案を行ってきた。 

イ 組合員の減少に伴い、組合活動や情報共有が停滞していたことから、

支部の再編等の組織再編を支援し、組織活動の活性化と組合員の意識向

上を図った。 

ウ 「白子たまねぎ」の将来構想を検討するために、生産者代表と関係機

関で構成される「ながいき玉葱活性化委員会」設立を支援した。 

設立後は当委員会を主な対象とし、品種や肥料等の試験、機械化やブ

ランド化等の先進事例の視察研修を行った。 

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。 

 

３ 活動の成果 
（１）省力化機械の導入 

ア 定植作業の機械化・省力化 
     平成 22 年に機械利用組合（５戸）に白

子町で初めての４条全自動移植機（写真

１）が導入されてから移植機の導入は見

られなかったが、実演会等を開催した結

果、半自動移植機の導入が進んだ。 

平成 30 年現在で、全自動移植機が３

台、半自動移植機が５台の合計８台が導

入された。 

平成 31 年作に向け、４戸がセルトレイ育苗を試験的に導入し、将来

的な定植作業の機械化を検討している。 

イ 収穫・調製作業の機械化・省力化 
     収穫調製関連の機械については、根葉

切り調製機が６台導入された（写真２）。      

掘り取り収穫機では、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）は４台導入された。 

なお、より能力の高い４条同時収穫機の導入を目指し、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たまねぎで

写真 2 

写真 1 



は傷がつきやすいなどの点で、導入には依然課題が残っている。 

（２）生産者の経営規模拡大 
     たまねぎの作付け１ha 以上の生産者は、平成 24 年には２戸であっ

たが、各種機械の導入により省力化が図られ、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）出荷量、販売額の増加 
     白子選果場に出荷された数

量は、平成 27 年 542t、平成

28 年 681t、平成 29 年 790ｔ

と年々増加してきた。 

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

円と増加してきた。 

平成 30 年は、育苗期の台

風被害、冬季の低温乾燥、べと病のまん延による不作のため、販売量

353t、販売金額 1.11 億円にとどまった（図１）。 

（４）ブランド化と組合員の意識統一 

    出荷組合、関係機関と連携し、平成 28 年に出荷組合として初の栽培

指針と防除暦を作成、平成 30 年にはＧＡＰ手法を活用した栽培チェッ

クリストを作成した。また、ブランド化への取組の一つとして、有機

質資材の利用による消費者へのＰＲを目指した肥料試験を、活性化委

員会が中心となり実施し、平成 28 年に組合専用の有機入り緩効性肥料

が作成された。 

これらの活動により、栽培方法統一への動きや組織活動の活性化が

進み、組合員の「白子たまねぎ」のブランド化への意識が向上し、新

しい選果機の導入も決定した。 

    

４ 将来の方向と課題 
引き続き当産地に適した機械の導入、セルトレイ育苗の普及を進め、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進め、新しい選果機を活用した産地の強化を図

っていく。 

 

５ 担当者 

東部グループ：宍倉悠太 
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ＩＰＭによる花き害虫の防除 

――天敵を利用した難防除害虫対策―― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 
 近年、花き栽培において、薬剤抵抗性の発達などによる難防除害虫の増加、それに伴

う被害の拡大が問題となっている。そのため、農薬散布の頻度も増しており、その労力

や農薬代など、身体的、経済的な負担が増大している。 

そこで、管内で特に問題となっているガーベラのハダニ類、ポインセチアのコナジラ

ミ類の対策として、通常の化学農薬による防除に加え、天敵を利用する防除を検討した。 

 

１ 活動のねらい･目標 
 （１）ガーベラ栽培における天敵導入 

難防除害虫対策として、ハダニ類を対象にこれまでにガーベラで知見のないミヤ

コカブリダニの耐水・保湿性のパック製剤の効果確認試験を、農薬メーカーと協同

で行った。 

 （２）ポインセチア栽培における天敵導入 

   ガーベラ同様、難防除害虫対策として、ポインセチア栽培でコナジラミ類を対象

にスワルスキーカブリダニの耐水・保湿性のパック製剤の効果確認試験を行った。 

 

２ 活動の内容 
（１）ガーベラは周年、かつ複数年に渡る栽培のため、温室内には常に栽培中の株が

あり、いわゆる蒸し込みなどによる害虫の徹底防除はできない。そこで試験では、

害虫密度が低いと考えられる改植直後に天敵を放飼する区（改植区）と、害虫密

度が高いと考えられる栽培２年目以降の株に天敵を放飼する区（継続栽培区）及

び各々の試験区に対して慣行栽培を行う区（対照区）を設け、調査、検討した。

天敵の放飼は６月 15 日に行い、対照区は慣行の化学農薬による防除のみを行い、

試験区は天敵製剤に加えて、できるだけ天敵に影響の少ない農薬による防除を併

用した。 

（２）ポインセチア生産者が防虫ネットを敷設するのを機に、併せて天敵の導入を推

進した。対照区は設けず、栽培中のポインセチア全てを対象に天敵製剤を施用し、

調査、検討した。天敵の放飼は６月 26 日と８月９日の２回行った。 

 

３ 活動の成果 
 （１）ガーベラの改植区では、対照区に比べて、天敵の放飼後にハダニ類が増加した

が、天敵の増加とともにハダニ類は減少に転じ、８月 10 日までには抑えることが

できた（図１）。   

また、継続栽培区では改植区よりも早く、７月 25 日までにはハダニ類を抑える



ことができ、対照区ではいずれも継続してハダニ類の発生が見られていた（図１、

２）。 

改植区の結果はある程度予想され

たものであったが、ハダニ類密度の

高い継続栽培区でもハダニ類の発生

を抑えることができたことから、両

区が混在する環境においてもこれら

の天敵製剤が有効であることがわか

った。 

また、農薬散布回数（殺虫・殺ダ

ニ剤、延べ回数）は、対照区 18 回に

対し改植区 10 回（56％）、対照区 20

回に対し継続栽培区 14 回（70％）

と、試験区ではいずれも減らすこと

ができた。 

（２）ポインセチアでは、６月 26 日   

に天敵を放飼した。放飼時にはコナ

ジラミ類の成虫、幼虫とも見られた

が、７月 25 日には成虫は見られなく

なった。その後、８月９日に追加放

飼を行い、10 月１日の調査では、コ

ナジラミ類の成虫、幼虫ともわずか

に発生が見られたが、天敵も確認さ

れたため、農薬散布は行わなかった

（図３）。 

天敵放飼後、12 月の出荷まで農薬

による防除を行わずに栽培すること

ができた。 

  

４ 将来の方向と課題 
（１）ガーベラ、ポインセチアとも効果が認められたことから、現地では次年度以降

も継続して天敵を使用する予定である。また、今回の結果をもとに他の花き品目

での応用も期待できる。 

（２）ガーベラでは、９月以降、ハダニ類の増加が見られた。餌となるハダニ類がい

なくなったことで天敵が減少し、さらに稲刈り時期に農薬による防除も手薄にな

ったことから、秋以降のハダニ類の多発を招いたと考えられる。今後、天敵の早

めの追加放飼など引き続き検討が必要である。 

 

５ 担当者 

西部グループ：本居真一 
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図１ ハダニ類とミヤコカブリダニの頭数推移（改植株）
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長南町蓮根組合の若手生産者育成 

― 生産技術の継承と組合活動の活性化  ― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 
 長南町蓮根組合を対象に、新規就農者を含む若手の担い手を育成するための取組みを

行った。 

その結果、ベテランから若手生産者への技術伝承の機会が増え、若手生産者の栽培管

理技術向上が図られているとともに、今後新規就農者の受入れと育成を組合としてどう

考えていくべきかの話し合いも始まり、組合活動全体も活性化した。 

 

１ 活動のねらい･目標 
 長南町蓮根組合は、高齢化により産地規模の縮小が懸念されている。一方で新規就農

希望者も散見され、一昨年研修を受けていた２名が経営を開始し、そのうち 1名が組合

に加入した。新規就農者がレンコン産地に定着するよう、技術的支援をしていくと共に、

新たな担い手確保に向け有効な対策をとれるよう、生産者と関係機関が連携して支援し

ていくことが必要である。また、新規就農者の他に、Ｕターン就農者や定年帰農者など

栽培経験が少ない生産者がおり、栽培技術の継承の取組が必要となっている。 

 

２ 活動の内容 
（１）生産技術の継承 

新規就農者やＵターン就農者、定年帰農者など栽培経験が少ない生産者の技術向

上のため、以下の取組を行うよう働きかけた。 

   ア 植付け前勉強会  

「収量を多くとるための技術」をテーマ  

に、座談会形式の勉強会を開催し、土づく 

り～植付け～水管理などについて、意見交 

換を行った（写真１）。 

   イ 収穫・出荷調製作業の勉強会 

  手際の良さと効率性が求められる収穫

と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、若手生産者の要

望を受けて、勉強会を開催した。若手生産  

者数名が、ベテラン生産者のほ場と出荷調 

製施設を訪問し、体に負担が少なく効率的な作業の仕方について学んだ。 

（２）レンコン産地としての現状と今後を考える 

     組合全体の作付状況の確認と、組合の現状と今後について話し合うために、

地図に各生産者が耕作しているハス田に色塗りをし、作付地図を作成した。 

写真１ 勉強会の様子 



３ 活動の成果 
（１）生産技術の向上 

   植付け前や出荷調製についての勉強会 

を開催することで、ベテランから若手生産 

者への技術伝承の機会が増え、若手の技術 

向上に資することができた（写真２）。 

また、毎年行われていた、生育状況確認 

のための全組合員ほ場巡回においても、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っており、新規栽培者 

の経営安定に繋がっている。 

（２）レンコン産地としての現状と今後を考える 

   組合員全体の作付状況を皆で共有することで、産地の現状を把握することができ

た。組合では新規就農者や後継者が数名おり若い生産者が育ってきているが、その

一方でベテラン生産者が所有するハス田も多く、農地の継承も問題となる。今後、

組合として新規就農者の受入れと育成をどう考えていくべきか、話し合う場となっ

た。 

（３）組合活動の活性化 

   組合に所属する新規就農者２名が、長南町を会場に開催した長生農業フォーラム

で、他業種から参入しレンコン生産者となった自らの体験について発表し、組合か

らも多くの出席があった。また、県外で開催されたレンコンサミットにも参加し、

長南町産のレンコンを出品するなど、新規就農者を含む若手生産者の加入で、組合

活動が活性化している。 

 

４ 将来の方向と課題 
   引き続き、新規就農者を始めとする経験の浅い生産者の栽培技術が向上し、経営

的にも安定するよう、組合活動の充実を目指して働きかける。また、農地の継承や

新たな担い手の確保に向け有効な対策がとれるよう、生産者と関係機関が連携して

取り組む必要がある。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：犬塚沙織 

写真２ ベテラン生産者と若手生産者

の意見交換 



地域の将来を守る集落営農組織の育成と安定化 

――地域農業の将来を担う新たな動き― 
長生農業事務所改良普及課 

 
 活動事例の要旨 
  長生地域の中山間に位置する地域では、高齢化や担い手不足等の影響で耕作放棄地

が拡大し、集落の農地保全が危ぶまれている。 

このことから集落営農組織の設立について生産者や市町村からの支援要望が増加し

ている。そこで、関係機関や集落営農推進員と連携し、営農組織の設立に向けた支援

と、営農組織設立後の経営安定化に向けた支援を行った。 

 

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、米価の下落や獣害の拡大に伴い中山間地域を中心に担い手の高齢化や後継者不

足による同地域における集落機能の低下が大きな問題となっている。 

 集落内の危機意識の高まりにより、長生管内では平成 24 年度以降８地区で営農組織

が設立され、うち３地区で法人化されている。今年度も引き続き新しい集落営農組織の

設立支援を行うとともに、設立後間もない営農組合に対して経営安定化に向けて栽培指

導や法人化への取組みを支援する。 

 

２ 活動の内容 
（１）新たな集落営農組織の設立支援と経営安定化に向けた取組の支援 

 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

に対して組織化を促した。 

長南町の小生田地区では地区内の農家が耕作を辞めたことを機に、地区内に耕

作放棄地ができてしまうという懸念から集落営農に対する関心が高まった。平成

29 年に発起人４人を対象に勉強会を行い、地区の意向を把握するために発起人が

行ったアンケートの実施を町役場と協力して支援した。平成 30 年には有志によ

る小生田下農地管理組合が発足し、2.5haのWCSの共同管理が行われ始めたため、

栽培や防除に関する指導を行った。 

本地区は今後も耕作者が減っていくことが見込まれるため、地区の水田を守る

ため米施策や補助事業を活用した組織の整備を行いたいとの意向が強まり、法人

化の検討を始めた。町役場や農業会議、集落営農推進員と連携して法人化につい

ての相談会や勉強会を行った。さらに、集落営農推進員の助言により、長南町の

営農構想に位置付けられた地区営農協議会を活用し、小生田地区で不足している

乾燥調製施設の利用について、近隣の(農)西湖営農組合との協力体制の構築に向

けた話し合いの場を設けた。 

 



 

（２）集落営農先進地視察研修会の開催による地区・組織間の連携強化 

 中山間地域における集落営農の優良事例に学ぶとともに、集落営農検討地区や

集落営農組織の連携を図る目的で、香取市への視察研修会を開催した。視察後に

は、意見交換を行い、法人化のきっかけやメリット、具体的な営農活動の方法な

ど、各組織で抱える課題について共有を行った。 

  写真１ 香取市での視察研修会       写真２ 視察後の意見交換会 

 

３ 活動の成果 
(１)集落営農組織の新たな動き 

 長南町小生田地区にて小生田下農地管理組合が発足し、共同での管理が始まっ

た。法人化に向けた話し合いや他営農組織との連携についての話し合いを継続し

ており、長生地域内での新たな取り組みとして注目を集めている。 

(２)地区、組織同士の連携強化 

 集落営農組織を検討している地区や集落営農組織設立後間もない組織を対象

に視察研修会と意見交換会を実施したところ、意見交換会では各々の組織で抱え

る課題等について活発な意見が出され、参加者同士で法人化のきっかけやメリッ

ト、具体的な営農活動の方法などが共有できた。会の終了後には連絡先を交換す

る姿もあり、各地区や組織の連携強化につながった。 

 

４ 将来の方向と課題 
 集落営農の組織化に向けた地元の意思が固まっている地区の組織化がひと段落した

ところであり、今後は地区の話し合いが停滞しているところを中心に、集落営農に対す

る地元の理解を深める必要がある。 
 設立後間もない営農組合に対しては引き続き経営安定化に向けて農地中間管理事業

を活用した農地集積や法人化、新品目の導入による複合経営化への取組み支援を行うと

ともに、集落営農組織同士の横のつながりを構築する必要がある。 

 

５ 担当者 

  西部グループ：小宮良美 



マルチコプターによる防除作業に関する実証調査 

――規模拡大と作期拡大に対応する省力的栽培管理の検討―― 

長生農業事務所改良普及課 

 

 活動事例の要旨 

 長生地域の大規模水稲経営体は、経営安定化及び作期分散のため、作型が多様化し

ている。しかし、品種に応じた適切な管理が課題となっている。そこでマルチコプタ

ーの活用による省力化及び収量、品質の向上を目指し、その普及性について検討した。 

 

１ 活動のねらい･目標 

長生地域では担い手への農地集積が進み、大規模な水稲経営体が増えている。拡大

した経営規模に対応するため、飼料用米や業務用米による経営安定化や作期分散が図

られている。その結果、多様化した作型を適切に管理することが課題となり、作業効

率が高く、生育に応じた管理がより求められるようになっている。そこでマルチコプ

ターの作業能率と費用を調査し、水稲経営への活用と普及性を検討した。 

 

２ 活動の内容 

（１）作業能率の試算 

マルチコプターによる防除作業を記録し、作業時間を項目別にまとめて作業能

率を試算した。作業可能面積 18.8ha/日、動噴対比 47.8%の結果から、作業時間が

短縮され、適期防除の実施につながることが伺えた。（表１） 

（２）費用試算 

マルチコプター（MG-1K）の費用について試算した結果、導入費用 309 万円、運

転費用は 1ha の場合、約 55 万円という試算となった。（表２、表３） 

運転費用と共同防除の費用を規模別に比較したところ、約 30ha でほぼ同等の

費用となることが伺えた。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 導入費用の試算結果 

項目 費用(円) 

本体 1,450,000 

液剤散布機 350,000 

粒剤散布機 90,000 

バッテリー 

(2 個×4セット) 680,000 

充電器 

(3 セット充電可) 
200,000 

教習料金 200,000 

計 3,090,000 

項目 分析値 

散布（A） 1.5 分/10a 

その他作業時間 

(薬剤充填、バッテリー交換) 
0.4 分/10a 

作業時間（B） 1.9 分/10a 

作業速度 12.5km/h 

動噴対比※ 47.8% 

ほ場作業量 3.1ha/h 

ほ場作業効率（A÷B） 77.0% 

作業可能面積 18.8ha/日 

表 1 マルチコプターによる除草剤散
布の作業能率 

※「千葉県における特定高性能農業機械の導入に関

する計画」より、「とう載型動噴」の値を引用 



（３）散布精度の調査 

 マルチコプターで紋枯病の防除

をする際、薬液が株元まで付着しな

いことが懸念されるため、感水紙を

用いて薬液の付着状況を調査した。 

垂直的な付着状況には差がほと

んどなく、株元まで薬液が付着する

ことが伺えた。（表４） 

 

３ 活動の成果 

（１）マルチコプターの情報発信 

マルチコプターの実演会を２

回開催し、管内の生産者及び関係

機関から延べ 80 名が参加した。

実演会では、マルチコプターによ

る散布作業の省力化、リモートセ

ンシングを活用した栽培管理に

ついて情報発信を行った。 

（２）マルチコプターの導入を 

検討する生産者の増加 

生産者がマルチコプターの

導入について、より具体的に検

討するため、作業能率及び費用

の試算、散布精度の調査結果に

ついて情報発信した結果、管内

では、新たに４名の水稲経営体

がマルチコプターの導入につ

いて検討を始めた。 

 

４ 将来の方向と課題 

マルチコプターは共同防除の代替だけでなく、各防除への活用や施肥、さらにリモ

ートセンシングを活用した生育診断や、農薬のピンポイント散布、肥料の可変施肥な

どによる、収量、品質の向上及び農薬肥料等の使用量削減が期待される。そのため、

マルチコプターによる体系的な栽培管理について調査し普及性を検討していく。 

また農地が分散する場合、ほ場間の移動時間が増えることやドリフトのリスクが高

まるなどの問題が生じる可能性があるため、マルチコプターの省力性を生かすために

は農地集約が必要である。 

 

５ 担当者 

 東部グループ：緑川知至 

項目 
マルチコプタ

ーによる防除 

共同防除 

(2,500 円/10a) 

変
動
費 

農薬費※ 7,125 ― 

動力光熱費 150 ― 

固
定
費 

賠償保険 120,000 ― 

定期点検 60,000 ― 

減価償却費 367,143 ― 

計 554,418 25,000 

地表面から 

の高さ(cm) 

調査地点 粒数 

平均値 ① ② ③ ④ ⑤ 

60 C8 C7 C7 C8 C5 7.0 

45 B6 C8 B6 C8 C8 7.2 

30 B6 C8 C8 C5 C7 6.8 

15 C8 C8 C8 C8 C4 7.2 

粒数平均値 7.0 7.8 7.3 7.3 6.0  

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

運
転
費
用
（
千
円
）

処理面積(ha)

マルチコプター

共同防除

※共同防除と同様の薬剤を JA から購入した場合を想定

した。単価は 7,125 円/本（H31 年 2 月現在） 

表 3 1ha 当たりの運転費用及び共同防除費用の比較 

※「産業用マルチローター安全対策マニュアル平成 30 年度

版」より「薬剤落下指標」を引用 

表 4 薬液の付着状況 

図 1 規模別費用の比較 
 



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

千葉県農業改良普及事業 70 周年記念誌 普及活動成果事例 



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 


