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は じ め に 

 

 平成 30 年度は、７月上旬の豪雨で水稲・大豆の冠水や野菜のハウス内

への浸水被害が出た他、７月中旬～８月は記録的な高温となり、降水量

も少なく、作物の生育に悪影響を及ぼしました。 

また、10 月中旬以降は、晴天が続き、野菜を中心に生育が前進するな

ど、本年度の気象条件も生産管理が難しい年でした。 

 

 このような中、普及指導センターは、「食と緑を育む都市型農業の確立」

をめざして、関係機関と連携を図りながら、課題解決に取り組んできま

した。 

 

プロジェクト課題の｢北九州西部地区のブロッコリー生産振興｣では、

新規栽培マニュアルの作成や個別巡回指導による栽培技術の向上に取

り組み、八幡地域で新たにブロッコリー部会を発足することができまし

た。また、雇用ヘルパーの導入や農地中間管理事業を活用して農地集積

を進めるなど、中核的生産者の規模拡大を支援しました。 

「遠賀・中間地域の担い手確保と水田農業を支える経営体の育成」で

は、新規就農者を確保するため、随時就農相談に応じるとともに、「高倉

びわ生産塾」を支援しました。また、収益改善のため園芸品目を導入す

る集落営農法人や大規模経営体を支援しました。 

 さらに、麦の安定生産と面積拡大、ＩＣＴを活用したイチゴの技術向

上、いちじくの生産安定、調製作業の軽減、小倉牛地域内一貫生産の取

組等を支援しました。 

 

この成果集は、本年度の普及活動で成果の上がった事例や地域での新

しい取り組み等をわかりやすく取りまとめたものです。農業者の皆さん

や関係機関の方々の参考にしていただければ幸いです。 

 

 最後になりますが、職員一同、一丸となって地域の課題解決に取り組

んでいく所存でございますので、引き続き普及活動のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

平成 31 年３月  

       福岡県北九州普及指導センター 

               センター長  松尾 和弘 
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 １  

平成 30年 気象概況 

 

 

 

・７月上旬の豪雨で、水稲、大豆の冠水や野菜・花きハウス内への浸水被害がありました 

・梅雨明けは７月９日と平年に比べて早く、７月中旬～８月は記録的な高温となり、降水

量も極端に少なかったことから、大豆や野菜の生育に悪影響を及ぼしました。 

・９月は日照時間が少なく、降水量も多かったため、野菜の定植や水稲・大豆の登熟に悪

影響を及ぼしました。９月 30日の台風 24号、10月６日の台風 25号により、水稲、大

豆の倒伏や、野菜を中心に潮風害が発生しました。 

・10月中旬以降は晴天が続き、日照時間も多く、野菜を中心に生育が前進化しました。 
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成 果 
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北九州西部地区におけるブロッコリーの生産振興 
～新規生産者の確保と中核的生産者の規模拡大～ 

 
１ 背景    

 北九州西部は若松地区を主とした露地野菜の一大産地です。ブロッコリーはキャベ
ツと並ぶ重要な品目で、販売額は近年の高値傾向により伸びていますが、生産者の高
齢化による作付面積の減少や天候不順による定植の遅れが原因となり、生産面積及び
販売数量は減少傾向にあります。 
このことから、産地の維持・拡大を図るためには、新規生産地である八幡地域を含

めた新規生産者の確保を行うとともに、作付けの主体を占める水田地帯での担い手へ
の農地集積による中核的生産者の規模拡大、及び安定生産に向けての排水対策や、作

型に応じた品種選定を図る必要がありました。 
 
２ 取組内容 

（１）新規生産者の確保と収量安定 

 八幡地域での新規生産者の確保と組織化に取り組むとともに、新規栽培マニュアルを

作成し、講習会や個別巡回による栽培技術の向上に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

（２）中核的生産者の規模拡大 

中核的担い手農家の規模拡大による経営安定に向けて、Ａ地区における水田の農地集

積に取り組みました。 

関係機関が連携して、地権者・耕作者の意向把握のための座談会や説明会、農地調整

会議を開催して、Ａ地区の農地集積計画を策定しました。 

会議では、農地マッピングシステムを活用したことにより、地権者と耕作者間の調整

もスムーズに運び、ブロッコリーの団地化栽培にも取り組むこととなりました。 

また、農地中間管理事業も活用することとなり、事業の申請支援も関係機関で協力し

て行いました。 

栽培マニュアル 
八幡ブロッコリー部会設立総会 



 ３  

規模拡大に伴う労働力不足の解消対策として、農家アンケートによる雇用が必要な作

業及び時期を特定すると共に、雇用ヘルパーの募集広告と作業説明会、農作業実習の研

修会を実施し、農家と雇用ヘルパーのマッチングに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）生産性向上の取り組み 

ブロッコリーの低収量要因の一つである排水不良対策のため、ほ場周囲の排水溝と砕

土能力の高いトラクタロータリーによる耕うん実証ほを設置しました。更に、土づくり

対策として、鶏糞堆肥を活用した施肥実証ほを設置しました。また、安定した生産のた

め、根こぶ病耐病性品種を中心とした試験を行いました。 

 

 

 

３ 成果 

 ・八幡地域で、５名の生産者が作付けを拡大し、栽培面積は0.3haから1.2haに拡大

しました。併せて、新たに八幡ブロッコリー部会が設立されました。 

 ・Ａ地区農地25.5haのうち12.5haの農地が担い手に集積され、次年度から作付けさ

れることとなりました。 

・２ha 以上の作付け農家６戸のうち４戸が作付け面積を拡大し、平均作付け面積が

3.6haから3.8haとなりました。 

 ・雇用ヘルパーを導入した農家が２戸増加し、生産面積が増加しました。 

 ・生産検討会や個別巡回により、適期定植率は73.6％から77.2％に向上しました。 

 ・排水溝による排水性の効果が確認されたこと及び耕うん実証において、ブロッコリ

ーの生育向上を実証しました。また、鶏糞堆肥の施肥実証では、化成肥料利用の慣行

栽培と同等の収量を確保することが出来ました。 

花蕾径（㎝） 

 長径 短径 

試験区 12.1 11.7 

対照区 11.7 10.9 
 

階級発生率（％） 

 Ｍ級以下 Ｌ級以上 

試験区 30 70 

対照区 44 56 

マッピングシステムを活用した資料 雇用ヘルパー募集説明会 

排水溝有りほ場 排水溝無しほ場 耕うん実証ほのブロッコリー比較 

生育良 

大玉化 



 ４ 

遠賀・中間地域の担い手確保と水田農業を支える経営体の育成 
 

１ 背景    

  遠賀・中間地域は、園芸品目の規模が高齢化により縮小傾向となっています。主要

なびわ産地である「高倉びわ」についても、担い手の確保が課題となっており、新規

栽培者の確保・定着促進を図る必要がありました。 

また、水田農業を主体とする地域では、主要な法人経営体が設立して間もないこと

から、経営力強化を行いモデル経営体となれるよう、経営発展に向けて支援する必要

がありました。         

 

２ 取組内容 

（１）担い手の確保と定着支援 

  ア 新規就農者の確保 

   関係機関による定例会で新規就農希

望者の情報共有を行うとともに、希望

者への情報提供や相談対応を行い、就

農開始後は個別巡回指導を徹底しまし

た。 

また、青年等就農計画を策定した新

規就農者に対しては、計画目標達成のた 

め、関係機関連携による技術・経営面の個別指導や、経営研修などを実施しました。 

  イ びわ生産者の確保 

   平成26年度からＪＡびわ部会と関係機関による「高倉びわ活性化協議会」の主催

で、びわ新規栽培者の確保・育成のための「高倉びわ生産塾」を開講しました。こ

の塾では、２か年にわたり管理技術の講義と実習を行い、修了後は希望者に園地を

あっせんするとともに、巡回指導を実施し、定着を図りました。 

 

（２）水田農業を支える経営体の育成 

  遠賀町の主要な担い手である３法人に対し、農業経営改善計画の目標を達成するた 

め、栽培講習会や研修会および現地指導等を行い、栽培管理の徹底を図りました。併 

せて、品目構成などの経営改善について助言指導を行いました。 

  Ａ法人（集落営農組織）は、水稲・麦・大豆を中心にブロッコリーや施設野菜にも 

取り組んでいます。平成30年度は、飼料用米を前年度より２倍に規模拡大しており、 

飼料用米を含め各品目の収量向上に向けた支援を行いました。 

Ｂ法人（集落営農組織）は、大麦のみの生産を行っており、前年度には農地中間管 

理事業による農地集積が図られています。平成30年度は、管理作業の協業の充実など 

新規就農者に対する営農基礎講座の様子 



 
 

５ 

 

営農の効率化を推進し、麦の収量向上に向けた支援を行いました。 

Ｃ法人（個別大規模経営体）は、水稲・麦・大豆・アスパラガスおよびブロッコリ 

ーの生産を行っています。平成30年度から飼料用米の栽培に取り組んでおり、各品目 

の安定生産が図れるよう、雇用の斡旋などを含めた支援を行いました。 

 

３ 成果 

（１）担い手の確保と定着支援 

新規就農者は、平成30年度は４名で、平成 

28年度から３か年で14名となりました。ま 

た、青年等就農計画を策定した新規就農者の 

うち、平成30年度は１名が目標を達成し、平 

成28年度から３か年で５名が計画目標を達 

成しました。今後も、栽培技術や経営力向上 

に向けた支援を継続し、担い手の確保・育成 

に努めていきます。 

 

中間市と遠賀郡の新規就農者数     （人） 

 H28年度  H29年度  H30年度 

新規就農者数    5    5    4 

（うち新規参入者数）    2    3    3 

青年等就農計画達成農家数    0    4    1 

   ※青年等就農計画達成農家数は、計画策定5年目の新規就農者が対象。 

 

びわの新規栽培者は、１回目の「高倉びわ生産塾」開講から 14 名確保できまし

た。現在、第４回目の「びわ生産塾」を開講し、５名が受講しており、将来のびわ

生産者の増加が期待されます。 

 

「びわ生産塾」受講者数およびびわ新規栽培者数    （人） 

 (H27年度) H28年度  H29年度  H30年度 

びわ生産塾受講者数     6    10     5    5 

（うちびわ新規栽培者数）    4    7    3    - 

 

（２）水田農業を支える経営体の育成 

遠賀町の３法人は、栽培技術の向上や経営内容の見直し等により、いづれも経営

改善目標を達成しました。オペレーターの増加や雇用導入など、さらなる経営力強

化を目指しており、今後も継続して支援していきます。 

「高倉びわ生産塾」の閉講式の様子 



 ６  

地域農業を担う新規就農者の育成と女性農業者の経営参画促進 

 

１ 背景 

管内の農業生産や産地規模を維持・発展させるためには、新規就農者を確保

する必要があり、生産技術や経営管理を早期に習得してもらい、担い手として

定着を図ることが肝要です。 

また、女性農業者に対しては、経営参画を促し、その能力を発揮するために、

必要な知識や技術の習得を支援する必要があります。 

 

２ 取組内容 

（１）関係機関と一体となった新規就農者の確保と定着支援 

  市町・地域協議会ごとに担い手会議を定期的に開催し、新規就農者の情報を

共有し、定着のための支援を行いました。 

（２）営農基礎講座の開催 

  就農５年未満の農業者を対象に、部門毎に営農講座を開催しました。イチゴ

と花き部門では座学や現地での栽培管理指導・視察研修を行いました。農業

経営部門では、会計の基礎知識や小規模企業共済・収入保険制度など、農家

からの要望が高い内容の研修を開催しました。 

（３）女性農業者の経営参画促進 

  専門家による個別相談会を開催し、経営ビジョンの策定を支援しました。ま

た、その実現に必要な栽培管理技術を習得するため、農薬の基礎と実践、農

作業改善研修会を開催しました。 

 

３ 成果 

  近年、新規就農者は着実に増加し、就農後の栽培技術等も向上し、直近３か

年の就農３年後の定着率は 93％と高くなっています。 

また、女性農業者は専門家の助言を受けて、２組の夫婦が新たな経営ビジョ

ンを策定しました。 

                     

専門家による農作業改善研修 新規就農者の推移 
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麦の生産振興 
～大麦「はるか二条」の安定生産と面積拡大～ 

 
１ 背景    

  管内麦の栽培面積は419haで、約78％の334haが大麦の「はるか二条」となってい

ます。「はるか二条」は、多収性の食糧用大麦で、管内では平成28年度から栽培が始

まりましたが、大豆後作での播種遅れによる生育量不足、排水不良による湿害の発生、

収穫時の倒伏等により、他産地に比べ収量が低くなっていました。 

  このため、安定生産技術の確立による収量向上と栽培面積増加による産地強化に取 

り組みました。 

２ 取組内容 

（１）排水対策の徹底及び適期播種の推進 

弾丸暗渠の施工や周囲溝の設置を推進すると共に、栽培面積が多く、播種が遅れる 

ことが多い集落営農組織を中心に、大豆の収穫から麦の播種までの作業計画を作成し 

て適期播種を推進しました。また、栽培技術の改善と生産意欲向上を目的に、福岡県

麦作共励会受賞者の報告会も実施しました。 

（２）収量向上に向けた施肥試験 

  追肥の施用量増加による収量向上と緩効性肥料を用いた追肥の省力化試験に取り組 

みました。 

 （３）生産面積の拡大 

  新規生産者の確保のため、集落営農法人組織へ生産を推進すると共に、農地中間管 

理事業も活用して、個別大規模経営体の農地集積にも取り組みました。 

３ 成果 

  平成30年度の「はるか二条」の平均単収は、336㎏/10aで、昨年度と比較して153％

と大きく増収し、県平均を上回りました。栽培面積も 350haと約 16ha増加しました。 

施肥試験では、緩効性肥料を用いた省力追肥において、窒素施用量を２㎏/10a増加

させることにより、７％の収量増加が確認されました。収量の増加により、生産者の

意欲も高まり、今後も面積の増加と収量の向上が期待されます。 
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 ８  

学校給食への提供を核とした小松菜の振興 

～適切な作付計画による安定生産～ 
 

１ 背景 

小倉南区の軟弱野菜生産者は小松菜、春菊、ほうれん草やトマトなど、多品目を組

み合せた経営を行っています。近年、高齢化に伴い野菜の作付および出荷量が減少し

ているため、主要品目へ絞り込み、安定した出荷量を確保する取組みを進めています。 

そこで、需要が増加傾向にあり市内学校給食用出荷が一定量確保されている小松菜

について、複合経営の主要品目として位置づけ、周年出荷体制を確立することとしま

した。 

 

２ 取組内容 

（１）小松菜周年栽培体系の確立 

北九州市立総合農事センターと協力して作付実証した、小松菜周年栽培体系を生産

部会に提案しました。実際の播種日間隔や栽培棟数および出荷量などの事例を、集荷

施設内の会議室に大きく掲示することで、計画的に作付できるようにしました。 

（２）適切な作付計画による安定出荷 

各生産者の作付計画を、翌月および翌々月の出荷に向けた部会の作付会議までに提

出してもらい、学校給食協会からの注文量に応じた作付計画の見直しを提案しました。 

また、時期別生育日数の「見える化」によって、栽培施設の未利用期間が発生した

場合に、スムーズに作付計画の修正ができるようにしました。 

 

３ 成果 

小松菜の出荷量は、平成29年度は１月までで37ｔでしたが、平成30年度は計画的

な生産で 10～１月の出荷量が伸びて 57ｔと大幅に増加し、前年同期比 152％になり

ました。また出荷量のうち、地元学校給食への供給量は前年の32ｔから51ｔに伸び、

小松菜使用量の大部分を市内産で賄えるようになりました。 

小松菜の出荷量推移 
計画的に栽培される小松菜 
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 ９  

若手勉強会とＩＣＴ技術の活用によるイチゴ産地の活性化 

 
１ 背景 

北九州管内において、福岡県を代表するイチゴの王様「あまおう」は、主に

ＪＡイチゴ部会が生産しています。近年、高齢化により部会員や栽培面積が

減少傾向ですが、一方で、地元の生産者、市町やＪＡなどが協力して就農者

を募集しているため、新規就農者は年々増えています。 

また、いちご栽培は、特に花芽分化の誘導や温度管理など栽培管理において

専門知識が必要なため、新規就農者の栽培技術習得と生産力向上を支援する

必要があります。 

 

２ 取組内容 

（１）イチゴ勉強会の実施 

平成 28 年にＪＡイチゴ部会の若手中心

に勉強会を立ち上げました。平成 30 年か

らは部会員全体にも参加を呼びかけ、「土

壌分析項目の見かたと土づくりへの活

用」、「年内の株づくりと現地圃場見学」な

どを勉強し、いちご栽培技術の技術向上や

部会員同士の交流を支援しました。    

（２）ハウス内環境測定機器を活用した技 

術の見える化（数値化）による支援 

県のＩＣＴを活用した農産物の生産性

向上対策事業事業（平成 28 年～）を活用

し、高収量者の生育やハウス内環境の測定

データの見える化（数値化）を進めてきま

した。同時に、若手生産者のハウス内にも

温度、炭酸ガス濃度、土壌水分など環境測

定機器の設置や、土壌診断を実施して数値

化した情報を提供し、高収量者との比較検

討や技術改善を具体的な数値で提供することで、短期間に技術向上する支援

を行いました。 

 

３ 成果 

  ＪＡイチゴ部会の栽培面積は、平成 27 年 391a から平成 30 年 333a と減少

していますが、生産量実績は平成 27年産から平成 29年産までで、65t、74t、

72tと維持しており、平成 30年産は増加が見込まれます。 

勉強会の様子 

数値データによる栽培管理の確認 
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イチジクの安定生産と調製作業の軽減 
～キバル台苗木による改植更新、パッケージセンターの利用拡大～ 

 
１ 背景 

  管内のイチジク産地は、「桝井ドーフィン」、「蓬莱柿」に加えて、「とよみつひめ」

の栽培面積が増えてきましたが、遠賀地区は古くからの露地産地であり、「とよみつひ

め」についても露地栽培が主体です。各品種ともに樹齢を経て改植の時期が迫ってお

り、改植にあたっては、連作障害や株枯病などの問題から、キバル台木苗による改植

が必要でした。また、イチジク栽培で規模拡大、適期管理作業の障害となる、収穫調

製作業の対策が必要となっていました。 

２ 取組内容 

（１）キバル台苗木の導入による改植更新 

キバル台苗木の展示ほを設置し、現地講習会等で連作障害や株枯病に強い苗木であ

ることを周知しました。老木化、株枯病、黒葉枯病や寒害・日焼け等による樹勢低下

により生産力の落ちた園についてはキバル台苗木による改植を推進しました。 

 （２）パッケージセンターの活用による調製作業の軽減 

  「とよみつひめ」をパッケージセンターに出荷することにより、調製作業を軽減で 

きイチジクの管理作業に集中することで果実の品質向上や、収穫量の増加につなが 

るためパッケージセンターの活用を推進しました。 

３ 成果 

  キバル台苗木については、345本    

導入され、66ａ分の改植、補植が進 

み、生産が安定しました。 

   パッケージセンターの取扱量が 

 2.4tとなり、新規栽培者や大規模生 

産者の生産量の向上、経営安定につ 

ながりました。 

 

キバル導入面積 
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パッケージセンター取扱量の推移 
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「小倉牛」復活に向けた地域内一貫生産の推進 

 
１ 背景 

「小倉牛」は平成元年に発足した銘柄牛で、北九州市内の消費者にも定着しており、

かつては年間160頭を出荷していました。しかし、近年小倉牛生産頭数は生産環境の

悪化(肥育素牛、飼料価格の高騰等)により減少の一途を辿っており、平成 28 年度の

出荷頭数は 49 頭となり、「小倉牛」ブランド維持が懸念される状況となっています。 

そこで、小倉牛ブランドを絶やさないために、平成28年度から北九州市が市内畜産

農家に繁殖和牛飼育を委託、地域内での小倉牛一貫生産を一部スタートさせました。 

しかし、繁殖和牛の飼養経験がない農家が多く、技術習得が課題となっていました。 

 

２ 取組内容 

（１）繁殖牛飼養農家巡回 

繁殖牛飼養農家を定期的に巡回し、繁殖状況の確認を行いました。 

（２）子牛発育調査 

産まれた子牛の体重･体高を定期的に調査し、発育を確認するとともに、子牛の飼養

環境についての調査・改善を行いました。 

 

３ 成果 

平成28年に北九州市が10頭の繁殖牛を導入し、市内の畜産農家２戸へ飼養委託を

開始しました。それから繁殖牛は着実に増加し、市内の繁殖経営は５戸に、頭数は30

頭以上に増加しました。次年度には市内で一貫生産された「小倉牛」が７頭程出荷さ

れる予定で、家畜市場からの肥育素牛導入に比べ低コスト化（生産費比較△約250千

円/頭）が図られることから、小倉牛生産農家の経営改善につながっています。 
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対象作物 設置場所 課題と結果の概要

大麦
「くすもち二条」
「西海皮糯77号」

遠賀町

[もち麦の奨励品種決定現地試験]
大麦もち性品種「くすもち二条」と「西海皮糯77号」の現地試験。「く
すもち二条」は、収量はやや劣ったが品質は安定しており、稈長が低く
栽培性は良好。「西海皮糯77号」は赤カビ病に弱い特性を持つ。どちら
の品種も大粒大麦「はるか二条」より収量は劣る。次年度、年次変動を
調査する。

大麦
「はるか二条」

遠賀町

[トレファノサイド乳剤を用いたネズミムギ対策]
土入れ後の中期にトレファノサイド乳剤を散布し、ネズミムギを抑制す
ることを目的とした試験。今年度は２月上旬の土入れ前からネズミムギ
が多発し、効果が判然としなかった。このため、次年度は、効果的な土
壌処理剤の散布とトレファノサイド乳剤の２回散布による防除を実施。

大麦
「はるか二条」

中間市

[緩効性追肥での窒素２kg/10a増肥試験]
試験区は倒伏がなく、慣行区に比べて千粒重が大きく、精麦重が高く
なった。また、タンパク質含有率も高くなり、検査等級も同等であっ
た。このため、緩効性追肥を利用した窒素２kg/10a増肥は収量向上に有
効であると考えられる。

水稲
「夢つくし」

小倉南区

[ヘアリーベッチの緑肥試験]
水稲栽培に利用する緑肥の選択肢を増やす目的で新たにマメ科の「ヘア
リーベッチ」を現行の「レンゲ」との比較試験。「ヘアリーベッチ」の
窒素含有率は「レンゲ」とほぼ同程度の0.4%程度だった。「ヘアリー
ベッチ」は生育量が多く、「レンゲ」よりも窒素が多く供給され、水稲
の生育期間中は葉色が濃く収量も増加し、緑肥として有効である。

水稲
「夢つくし」

八幡西区

[15kg袋水稲一発肥料ｴﾑｺｰﾄ2200の現地試験]
試験資材ｴﾑｺｰﾄ2200は、対照一発肥料と比較して、収量・品質に差のな
い結果となった。但し、緩効性肥料の割合が低くなっているので、後半
の肥料切れに留意する必要がある。

水稲
「山田錦」

岡垣町

[基肥減肥と土壌改良資材の検討]
基肥を半量に減肥した試験区は、穂長が短くなり、㎡あたり籾数が少な
くなってやや低収となったが、稈長が10cm低くなり倒伏程度は軽減され
た。また、土壌改良資材で「ケイ酸カリ」と「シリカサポート１号」を
比較検討したところ、収量は同等であったが、検査等級は「ケイ酸カ
リ」が特等と高くなった。シリカサポートは１等で粒厚が厚くなった。

水稲
「ちくし95号」

岡垣町

[奨励品種決定現地試験]
対照品種を「夢つくし」とした試験。ちくし95号は、いもち病に対して
圃場抵抗性を有しており、高温耐性を持つ良食味品種である。今年度の
試験では、収量は「夢つくし」と同程度だったものの、白未熟粒が少な
く検査等級は高くなり食味試験も良好であった。

水稲
「やまだわら」

中間市

[多収性品種現地適応試験]
出穂期や稈長にブレが見られ、生育ムラが多くなった。６月２日移植で
８月25日出穂期、10月20日の成熟期となった。検査等級は１等だった
が、反収は９俵程度で目標の11俵に届かなかった。今後は、収量の向上
を目標に、施肥量を上げた栽培も検討する。

水稲採種
「元気つくし」

八幡西区

[穂数及び籾数の制限による充実のよい良質な種子生産を目的とした基
肥減肥試験]
試験区は、基肥減肥によって初期生育が若干劣ったものの、穂肥時には
大きな生育差はなくなっていた。精籾収量は、㎡当り籾数が少なくなっ
たことから、精籾重歩合は増加した。このため、種子の充実不足解消に
は寄与したと思われる。

飼料用米
「ミズホチカラ」

中間市

[疎植栽培及び密播疎植栽培による低コスト化の検討]
45株/坪移植から40株/坪移植に疎植しても収量は確保され、育苗箱使用
数を慣行より31%削減できた。また、育苗箱１箱当りの播種量を200gか
ら250gに増やし、40株/坪移植の密播疎植栽培でも収量の確保は可能
で、育苗箱使用数を慣行より40％削減できた。

飼料用米
「夢あおば」

岡垣町

[品種比較試験]
６月１日移植での「夢あおば」は、「ミズホチカラ」に比べ、出穂期が
２週間程度早い８月11日、成熟期は1ヶ月程度早い９月26日となった。
収量は、㎡あたり籾数が劣ったため、83%の681kg/10aとなった。収量向
上のために栽植密度や施肥量の再検討が必要。

主な展示ほの結果の概要
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対象作物 設置場所 課題と結果の概要

大豆
「ちくしＢ５号」

中間市

[現地適応試験（品種比較、カリ施用、摘心）]
「ちくしＢ５号」は、「フクユタカ」に比べ、主茎長が低く、６月中旬
播種でも倒伏に強い。また、干ばつ状況下においても莢数が多く、百粒
重が大きく収量は116％と高く、検査等級は同等である。カリ施用、摘
心の効果は、干ばつの影響もあり判然としなかった。

大豆
「フクユタカ」

中間市

[大豆連作田における有機物施用の効果検討]
米ぬか500kg/10aと籾殻１t/10aの２区を設定し、土壌の物理性および化
学性の改善を検討した。米ぬか区は、播種後の降雨によって土壌表面が
クラスト化し出芽不良が見られたものの、化学性の改善効果により㎡あ
たり莢数と百粒重が増加し増収した。また、両区とも透水性が向上し、
特に籾殻区が大きく向上した。

大豆
「フクユタカ」

中間市

[新規中期除草剤の効果検討]
アタックショット乳剤の中期除草効果を検討した。アサガオ類やケイト
ウに対しては一定の効果が見られたが、タデ類、クサネム、アメリカセ
ンダングサに対しては効果なかった。

トマト 中間市

[栽培施設内の除湿換気効果の検証]
促成トマト栽培では冬季の高湿度対策が必要なため、熱交換型除湿換気
システムの導入効果を検証した。絶対湿度の低減はある程度図れたが、
果実の結露防止効果まではなく、灰色かび病の発生には引き続き薬剤防
除が欠かせないことが分かった。次年度以降も、より効果的な利用方法
について検討する。

大葉春菊
小倉南区
(農事セ
ンター)

[栽培様式および系統比較試験]
大葉春菊の栽培様式には、抜き採り方式と摘み採り方式があるため両者
の品質の違いを比較したが、顕著な差は確認できなかった。また、地域
内で現存する２系統の比較を行った結果、葉の形および茎長に違いがあ
ることが分かったため、次年度以降、系統選抜試験を行う。

ブロッコリー 若松区

[栽培ほ場での周囲排水溝の設置と砕土性の高いﾛｰﾀﾘｰ耕うんによる生
育の向上]
排水溝の設置により、ほ場での表面排水性が向上した。また砕土性の高
いロータリーを使用した耕うんによるほ場での生育は、活着も良く生育
が促進された。花蕾の収量も向上した。

びわ 岡垣町

［びわ大玉優良品種「なつたより」の品質と新梢管理］
「なつたより」は従来品種「茂木」に比べると果実肥大も良く、糖度も
高い、収穫期もやや早い優良品種である。「なつたより」は新梢の伸び
も「茂木」に比べると大きく、直立性も強いため、若木の頃からの誘引
作業が重要となる。

シクラメン
(６号鉢)

小倉南区

[反射マルチによる品質向上]
10月５日からベンチ上に反射マルチを被覆することによって、株がコン
パクトになった。しかし、萎れが出る等株の衰弱が著しくなっためボリ
ウムに欠けるものとなった。。このため、施肥を多くし樹勢を維持させ
ることが必要と考えられた。次年度は生育旺盛な５号鉢で試験すること
となった。

シクラメン
(５号鉢)

小倉南区

[施肥方法改善による品質向上]
５号鉢鉢上げ以降の累積窒素量を350～400mg/鉢とし、肥料濃度を上げ
るための置き肥は、８月中下旬に施用することがコンパクトな姿で、葉
数、葉色を確保するために必要であることが解明できた。

シクラメン
(５号鉢)

小倉南区
(農事セ
ンター)

[底面給水による省力栽培]
７月28日からＣ鋼を利用した液肥による底面給水を開始した。液肥の窒
素濃度を７,８月は20ppm、９月は25ppm、10月は30ppm、11月は35ppmと
した区が葉数が112枚と最も多く、ボリウムあるものとなった。ただ
し、株の直径が34cmと大きすぎたので、次年度はコンパクトにするため
に反射マルチ試験を行う。

ハボタン
小倉南区
(農事セ
ンター)

[品種比較試験]
露地でコストをかけずに導入できるハボタンの品種展示を行った。主力
品種の晴姿、初紅を含む12品種を展示し、生産者にも評価していただい
た。フェザーホワイト、ホワイトレディ、ファーストレディは、クリス
マス時期や洋風のアレンジにも活用できると思われた。

主な展示ほの結果の概要
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北九州市の倉成直江氏が女性で県内初の緑白綬有功章を受章 
～指導農業士として後継者の育成支援等に尽力～ 

 

倉成直江氏は、北九州市八幡西区で麦、水稲及び酒米の採種栽培や麦の原種栽

培を行っており、優れた技術・管理により高品質の種子を安定して生産し、高

い契約数量の達成率を維持してきました。 

また、指導農業士として 17年間活動し、地域農業

の後継者育成や女性農業者の社会・経営参画に貢献

してきました。  

こうした功績が認められ、県内で初めて、女性で

緑白綬有功章を受章しました。11月 14日に石垣記

念ホール（東京都港区）にて、公益社団法人大日本

農会による農事功績者表彰式が執り行われました。 

受章は直江氏ですがこれらの功績は、すべて夫婦

で長年一緒に取り組んでこられた結果で、パートナ

ーの保彦さんと共に受章を喜ばれておられました。 

今年度からは、長男がＵターン就農し、地域の担

い手として、さらなる活躍が期待されます。 

 

 

 

 

岡垣町の青柳政士氏が福岡県農業指導功労者表彰を受賞 

～イチゴ新規就農者の育成支援に尽力～ 
 

 岡垣町で、水稲とイチゴの経営を行っている青柳政士氏が福岡県農業指導功

労者として、平成 31年１月 30日の福岡県青年農業者会議で表彰されました。 

青柳氏は、いち早くあまおう栽培に取り組み、ＪＡイチゴ部会の部会長や岡

垣町認定・志向農業者連絡会会長を努められ、長年、新規参入希望者受け入れ

の支援を行ってこられました。中古ハウスの仲

介や農地の確保から住宅探し、就農後には密に

巡回指導するなど、生産・生活両面での支援を

行うことで、岡垣町のイチゴの新規就農者の確

保に重要な役目を果たしてきました。さらに、

平成 24年から稼働している、ＪＡパッケージセ

ンターの共同作業場対策委員長として当初から

その運営に携わり、新規就農者が調製作業を委

託することが出来るような支援を行いました。 

その結果、平成 22年以降、継続して 14名が

イチゴで新規参入しました。 

こうした長年の取り組みにより、地域農業の 

発展に貢献された実績が評価され、今回の表彰

となりました。 

倉成夫妻 

青柳政士氏 
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岡垣町の俵口和義氏が福岡県麦作共励会で優秀賞受賞 
 

福岡県麦作共励会は、麦作の生産技術や経営改善の面から創意と工夫を持ち、

先進的で他の模範となる経営体を選出、表彰する事業です。 

俵口和義氏は、岡垣町手野地区で利用権設定や期間借地による規模拡大を進

めており、平成 30 年産麦では、大麦の「はるか二条」を約 10.3ha 作付しまし

た。麦播種前までに３回の弾丸暗渠や籾殻充填による補助暗渠、さらには片培

土を用いた周囲溝の施工によって、排水対

策を徹底的に行っています。また、自家製

堆肥の施用による土づくりに努めていま

す。平成 30年産麦は、地域平均 336kg/10a

を大きく上回る 505kg/10aの収量、および

高い品質を確保しました。 

経営面では、適正な農業機械の導入と丁

寧なメンテナンスによって、経費を削減し、

安定した経営となっています。 

これらの取組が評価され、今回の受賞と

なりました。                   表彰式の様子 

 

 

「水巻のでかにんにく万能味噌」が福岡県６次化商品コンクールで 

福岡県商工会連合会長賞を受賞 
 

 「水巻のでかにんにく万能味噌」（水巻のでかにんにく協議会 津田敏文会長）

が、平成 30年度福岡県６次化商品コンクールで、福岡県商工会連合会長賞を受

賞しました。この受賞は、応募数 83点の中から、県産農林水産物へのこだわり・

品質・独自性・市場性についての一次書類審査を通過した後、食味・デザイン

などの現物審査を受けての結果です。 

 水巻町の特産品であるでかにんにくは、平成 17年から水巻町の有志が作り始

め、現在は生産者９名、作付け面積は 90ａです。大きさが通常のにんにくの５

倍もあり、最大 500ｇ程度まで育ち、においが強くなく、甘みもあるのが特徴で

す。インパクトのある見た目と、従来のにんにくとは違う「食べる野菜」とし

て、数多くのメディアにも取り上げられて 

います。このでかにんにくの魅力を１年通 

してお届けするために、地元のお母さんた 

ちが愛情込めて作り上げたのがこの味噌で 

す。匂いがほのかで、そのままでも女性や 

子供でも食べやすく、また和え物や炒め物 

など色々な料理にアレンジが可能な「万能」 

味噌です。 

コンクールの審査員からは、香りと辛み、 

旨味のバランスが良いと、品質が高く評価 

されました。 
水巻のでかにんにく万能味噌 
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ドローンによる水稲の防除実施 

～水稲作業の省力化に期待～ 
 

近年、スマート農業の普及拡大が進んでおり、農業用ドローンも注目されて

います。水稲栽培では、農薬の散布に用いられて、無人ヘリコプターと比べる

と、小回りが利き、本体価格も安価なため個人でも所有できるというメリット

があります。 

現在は、５リットル搭載の機体が主流で、10a当り 0.8リットルを散布し、30a

を５～６分で散布できます。作業は、オペレーター、アイズマン、農薬補充な

どの３名体制で行うことができます。 

今年度、北九州に拠点を置くベンチ

ャー企業が、曽根・合馬地区で農業用

ドローンによる農薬散布を約30ha実施

しました。 

バッテリーの持続時間が短い点や強

風に弱い点などデメリットもあります

が、これから成長が見込まれている分

野ですので、今後の普及拡大が期待さ

れます。               農業用ドローンによる農薬散布の様子 

 

 

大豆新品種「ちくしＢ５号」 

～多収で早播きが可能な県育成品種～ 
 

 福岡県内の大豆作付面積は約 8,500haで、主な品種は「フクユタカ」です。 

大豆は、梅雨期から梅雨明け後に播種しますが、天候不良などにより近年は

不作が続いています。このため、県では、「フクユタカ」並みの加工適性があり、

多収で、栽培性にも優れ、６月の降雨の少ない時期に播種できる新品種「ちく

しＢ５号」を育成しました。 

「ちくしＢ５号」は、「フクユタカ」に比べ、成

熟期は２日程度早く、主茎長は短く、栽培性に優れ

ています。また、百粒重が重く、莢数は多いため収

量は高くなり、検査等級も同程度に優れています。

早播きすると問題となりやすい倒伏や青立ちの発

生も少なく、６月中下旬からの播種が可能となりま

す。 

管内では、平成 28 年度から「ちくしＢ５号」の

試作を中間市で実施してきましたが、「フクユタカ」

に比べ、収量は高く、６月播種においても倒伏は少

なくなっています。今後は、実需者の評価を得てか

らの本格的な普及となりますが、平成 30年度は、

６月末までに約 25％が播種しており、現地での普及

が期待されます。 

ちくしＢ５号 フクユタカ 
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飼料用米の面積拡大 

～新たな転作作物として定着～ 
 

飼料用米は、全国で約８万 haが栽培され、福岡県でも約 2,000haの作付けが

あり、水田の新たな転作作物となっています。 

中間市、遠賀郡では、平成 29年度から飼料用米の栽培を本格的に始めました。

29 年度は 21 名の生産者で 22ha を作付し、平均単収は 679kg と生産者の大部分

が交付金の限度額を受給できる収

量となったことから、30年度は 34

名の生産者で 44haまで栽培面積が

拡大しました。今年度も、大部分

の生産者が高収量を確保していま

す。 

管内では、大豆の連作によって

大豆作が難しくなったほ場などで

作付けが進んでいます。今後も、

面積拡大と収量の安定、低コスト

化に取組んでいきます。                      現地講習会の様子 

 

 

花きの相対取引拡大に向けて 

ＪＡ花き部会が出荷検討会・商談会を開催 
 

ＪＡ花き部会では、平成 30 年 11 月９、10 日、相対取引拡大を目的に、生産

者 11 名、花き市場 16 社、種苗、資材、物流関係企業７社、５関係機関で、出

荷検討会、展示商談会、ほ場巡回が行われました。 

出荷検討会は、バレンタイン向けの新規品目や産地のあり方、市場トレード

フェア等について意見交換が行われました。また、８戸の生産ほ場、展示会場

でシクラメンを中心に、ゼラニウム、花苗、観葉植物等を見ながら数量、価格、

出荷時期について熱心に商談が行われ、大変好評な２日間となりました。 

この取り組みは春と秋に年２回、平成 20 年から 11 年間行われていて、生産

者の経営に大変役立っています。 

 展示商談会 

 
ほ場での商談(ゼラニウム) 

 

 



現地活動情報・活動体制

№ 表題（タイトル）　 係名 日付

大豆の収量アップをめざして！

大豆収量向上のための相談会開催

１年間の成果をアピール！！

第10回北九州西部地域農業振興大会

若松潮風®キャベツがグローバルＧＡＰ認証取得を報告！

福岡県知事を表敬訪問

収入保険制度について学ぶ

遠賀・中間集落営農法人組織連絡協議会総会及び研修会を開催

優良事例を参考に麦の収量アップを

全国麦作共励会表彰報告会を開催

高倉びわ本格出荷開始！！

露地びわの出荷目合わせ会開催

病害虫と農薬についてバッチリ研修！

営農基礎講座を開催

若手生産者のいちご勉強会を開催

「継続は力なり」ＩＣＴデータを基にした技術向上研修

赤しその出荷が本格的に始まる

遠賀地域特産の初夏の風物詩！

たくさんお米が採れるといいな！

JA北九青壮年部東部支部主催の稲作体験教室の開催

営農情報の一斉配信

農家が知りたい情報をタイムリーに配信

早めの播種作業で大豆の収量アップを！

遠賀・中間地域で大豆播種はじまる

夏の風物詩、枝豆の出荷が順調

ビニルハウス栽培で高品質な枝豆を提供中

さんさんクラブ北九州　総会＆研修会開催

管内の雇用型経営者に今後の構想を聞く

小倉牛の骨付きモモ肉を豪快に丸焼きに！

「わっしょい百万夏まつり」で小倉牛販売促進活動

イチジク本格出荷始まる

出荷目合わせ会を開催

適期管理で麦の収量が大幅アップ！

ＪＡ北九麦作部会反省会が開催される

第２回いちご勉強会開催

土壌診断書の基本的な見かたと土づくりへの活用

下記の福岡県ホームページでご覧いただけます。

URL :http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4704707/

15 果樹花き畜産係 ８月

16 果樹花き畜産係 ８月

果樹花き畜産係6

17

18

11

14

12

野菜係

13

水田農業係

1

2

3

4

5

野菜係

野菜係

水田農業係

水田農業係

水田農業係

水田農業係

野菜係

10

９月

7

8

9

７月

９月

６月

６月

６月

地域係

４月

水田農業係

６月

地域係

野菜係

野菜係

平成30年度　現地活動情報一覧（１）

６月

水田農業係

７月

４月

４月

４月

４月

６月

６月
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№ 表題（タイトル）　 係名 日付

19 グリーンパークへ花壇苗納入

猛暑を乗り越え良い苗を生産

20 緑肥栽培で豊かな土壌づくりを

新たな緑肥作物の検討

21 岡垣町特産「びわ」の担い手確保に向けて

びわ生産塾第４期開講

22 農地中間管理事業活用による担い手への農地集積

「見える化」により集落内のスムーズな意思統一

23 大豆の品質及び収量向上を目指して

大豆収穫前講習会を開催

24 花きの相対取引拡大を目指して

市場関係者等との出荷検討会、商談会を実施

25 農業経営に生かすため、ドローンについて知ろう

農業経営発展に向けたＩＣＴ技術研修会開催

26 出荷期に向けてトマト生産者の腕の見せ所

お互いの栽培方法を評価し合って切磋琢磨

27 さんさんクラブ北九州　視察研修

円滑な経営継承について考える

28 遠賀高校農業科職員との意見交換

地域の担い手育成の課題について検討

29 畜産物も「地元いちばん」

「北九州市農林水産まつり」で地元畜産物をＰＲ

30 専門家の助言を受けて就農計画の達成度確認

新規就農者夫婦の定着支援

31 緑白綬有功章の受章

県内女性初

32 若松ブロッコリー出荷目合わせ会！

産地としての信頼を守るために

「水巻のでかにんにく」現地検討会開催！

高品質な「でかにんにく」の出荷に向けて

身近な仲間と交流を深めよう！

女性農村アドバイザー及びＯＢ地区研修会開催

農産物加工という農業の可能性を再認識

女性農村アドバイザー・ＯＢ視察研修会を実施

スムーズな経営継承に向けた経営課題の解決

好機を逃さずに、経営課題を見つけましょう

下記の福岡県ホームページでご覧いただけます。

URL :http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4704707/

１月

33 野菜係

地域係

地域係

野菜係

12月

34 地域係 12月

果樹花き畜産係 12月

12月

12月

36 地域係 ２月

12月

35 地域係

野菜係 11月

12月

地域係 11月

地域係

水田農業係 11月

果樹花き畜産係 11月

地域振興課 11月

平成30年度　現地活動情報一覧（２）

11月

９月

９月

11月果樹花き畜産係

地域係

水田農業係

果樹花き畜産係
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平成30年度 普及指導センターの活動体制 
 

 
 

    

 
内川 美由紀 

  (農業経営） 
 
 
小野 裕 

 （農業経営） 
  
  
 

 
地 域 係 
係 長 
河野 悦子 
（地 域） 

 
 
 （男女共同参画窓
口） 

 

  
  地域振興課 
 
   課 長 
  上蔀 美由紀 
  

 
（男女共同参画窓口） 

 

 

  

 
井上 敬 

  （水田農業） 
 
 
竹本  祐真 
（水田農業） 

 
水田農業係 

係 長 
小松 滝人 

  （水田農業） 
 

 
 

（農業機械窓口） 

（普及情報窓口） 

 
 センター長 
 
 松尾 和弘 

 

 

  
内村 要介 
（野 菜） 

 
井上 義章 
（野 菜） 

 
梅津  康介 

  （野 菜） 

 
野 菜 係 
係 長 
友田 正英 

    （野 菜） 
 
 
    (病害虫窓口) 

 

  
  園芸畜産課 
 
   課 長 
  扇 順二 
 
（６次産業化・ 
通信販売窓口） 

  

 

（病害虫窓口） 

 

 

 
 
花田 譲 

  （花 き） 
 
堀田 雄一郎 

  （畜 産） 
  
 

 果樹花き畜産係 
係 長 
中山 哲雄 

    （果 樹） 
 
 
    (環境保全窓口) 

 

（環境保全窓口） 

（土壌肥料窓口） 

  



分類番号 所属コード 登録年度
ＰＡ 4703305 30

福岡県八幡農林事務所北九州普及指導センター
〒807-0831
福岡県北九州市八幡西区則松３－７－１（八幡総合庁舎　２階）
ＴＥＬ ０９３－６０１－８８５４
ＦＡＸ ０９３－６０１－８８６９
ＵＲＬ：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4704707.html
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登録番号

0001


