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（１）気象の概要 

令和２年の平均気温は高く（平年比＋0.8℃）、降水量は多く（平年比117％）、

日照時間はやや多く（平年比109％）なりました。 

時期別では、２月、８月が高温、４月、７月は低温となり、降水量は梅雨期の７月

や台風の影響を受けた９月に多く、11月、12月は少なくなりました。梅雨入りは

６月11日、梅雨明けは７月30日で、平年に比べそれぞれ６日、11日遅くなりまし

た。７月７日には142㎜/日の豪雨を記録しました。日照時間は８月と9月下旬から

11月中旬に多く、１月、７月に少なくなりました。また、台風10号の影響で９月７

日に最大風速13.4m/s、最大瞬間風速25.0m/s（飯塚アメダス値）を記録しました。 
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（２）主な品目の生産概要 

水稲：７月の日照不足とトビイロウンカの発生により収量・品質は低下 

令和２年産の作付面積は 1,804ha と前年より 80ha 増加しました。（品種割合：

夢つくし 61％、元気つくし 17％、ヒノヒカリ 16％）。 

梅雨期が低温・日照不足で推移したため生育はやや遅れ、出穂期は平年より２～３

日程度遅くなりました。８月は高温多照、９月中旬が低温寡照で推移し、成熟期は平

年より１～２日程度遅くなりました。 

病害虫については、いもち病の発生が多く見られたほか、トビイロウンカの発生が

過去 10 年で最も多く、坪枯れが多く見られました。 

７月が低温・日照不足で経過し、穂数が少なくなったことに加え、台風 10 号によ

る籾ずれの発生や、トビイロウンカの被害により収量・品質は低下しました。 
 

麦類：生育期間が高温で経過して出穂期が早進化、収量は平年並み 

令和２年産の作付面積は小麦 665ha、大麦 46ha で、前年産と比べ小麦は５ha

減少、大麦は 27ha 増加しました。 

生育期間中は高温で推移し、出穂期は平年に比べて 11～16 日早くなりました。

踏圧、追肥、土入れ、赤カビ病防除などの管理作業は適期に実施されました。 

収穫は大麦で５月 10 日頃から、小麦で５月 20 日頃から始まりました。穂数は

平年並み～やや多くなりました。 

 10a あたりの収量は、275 ㎏（小麦 276 ㎏、大麦 232 ㎏）で平年収量の 250

㎏（小麦 282 ㎏、大麦 183 ㎏）と比較して、小麦がやや少なく、大麦はやや多

く、麦類合計でやや少なくなりました。品質は全量１等、Ａランクとなりました。 
 

大豆：長雨でも適期播種を実現、平年並みの収量を確保 

令和2年産の作付面積は435haと前年より８ha減少しました。梅雨明けが遅れ適

期播種が難しい状況でしたが、降雨直後でも播種可能な「部分浅耕一工程播種」や適

期内の早播きを指導したため、7月末時点で85%の播種を完了しました。適期播種

されたほ場では、苗立ちは概ね良好で生育量も十分に確保されました。          

10aあたりの収量は98㎏（１月末日時点）と平年収量に対して112%となりまし

た。大粒比率は61％と高く、１・２等比率も79％と高くなりました。 

 

コマツナ：季節別品種の選定と管理徹底で収量増加 

夏作品種の選定や夏季高温時の発芽向上対策を行い、４～10 月までの出荷量は

前年並みを確保できました。11 月以降は、気温の高低があったものの生育は順調

で安定した出荷となりました。品質の厳守や販売の多様化に取り組み、単価は上昇

しました。 
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イチゴ：順調な花芽分化で生産量が安定 

令和２年定植作型では育苗及び花芽分化は順調でした。定植後は日照時間が多く、

例年並みの出荷となりました。10 月の気温低下で 1 番果・2 番果と連続した出荷

となりました。12 月以降は気温が低く推移し、草勢が低下しましたが、果実肥大

は順調でした。 
 

アスパラガス：栽培者と作付面積ともに増加し、産地が活性化 

新規参入や既存農家の規模拡大により作付面積は増加しました。出荷開始は１週

間程度遅れたものの、春芽、夏芽ともに収量は増加しました。害虫対策として天敵

活用を全農家で行い、防除回数の低減と品質向上を図りました。 
 

秋冬野菜：定植順調、気温変動で出荷は不安定な推移 

定植以降、気象は安定して推移し、チョウ目害虫やアブラムシ類の発生が見られ

ましたが、年内生産量は増加しました。12 月以降は気温変動が大きく不安定な生

産となりました。ブロッコリーは栽培が増加し、パッケージ選果場（直方物流セン

ター）での取り扱いが一部で開始されました。 
 

夏秋ナス：新規栽培拡大で産地強化、販売単価は過去最高を記録 

栽培者増加で面積が増加しましたが、7 月の寡日照、8 月の高温少雨や 9 月の台

風被害で生産量は減少しました。需要増加や品質管理の徹底により販売単価は 330

円/kg で過去最高となりました。  
 

イチジク：８月の高温乾燥や、９月の台風の影響により出荷量が減少 

収穫開始は前年並みでしたが、8 月の高温乾燥により、果実は小玉傾向となり、

高温障害果も発生しました。また、一部で台風 10 号によるハウス被害が発生した

ことも影響し、昨年度に比べ出荷量は減少しました。 
 

トルコギキョウ：秋出しは安定した需要と 12 月出し増加で単価向上 

秋出しは、梅雨明けの遅れによる定植遅れや、ヤガ類の被害により、出荷量は減

少しましたが、病害の発生は少なく、高温対策や枝芽整理の徹底により品質良好と

なりました。安定した需要と単価が高い 12 月出しの増加により、単価は前年度

より高くなりました。 
 

ケイトウ：継続出荷により販売単価が前年度より向上 
 病害虫被害は防除の徹底により減少しましたが、台風 10 号の影響で共販出荷量

は前年に比べ減少しました。選別の徹底を行ったことで販売単価は向上し（前年度

対比 105％）、販売金額は前年対比 99％となりました。 
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（１）先進農家とともに築く田川地域の担い手づくり

１ 課題化の背景 

田川地域の農業就業人口は、過去5年間で14％減少し、60歳以上の割合は83.8％

と高齢化が進んでおり、地域農業の担い手の育成・確保が急務です。このため、平成

30 年度から 3 か年のプロジェクト活動として、新規就農者の確保、育成・定着およ

び青年農業者の育成に向けてさまざまな取組みを行ってきました。                  

２ 活動の内容 

（１）新規就農者の確保 

   関係機関で構成される田川地域農業振興協議会 

総合担い手部会で作成した就農相談カードを活用 

し、情報共有をスムーズに行いながら、新規就農者 

の就農計画策定支援へ繋げました。 

また、田川科学技術高校生を対象に就農啓発講

座を開催しました。開催３年目となる今年度は生

命科学科植物科学専攻２年生37名を対象に、田川

地域の農業の紹介と地元農家による講話と全体で

の意見交換を行い、農業への関心を高めました。 

  さらに、新規就農支援のための情報一元化の取り組みとして、管内の空きハウス情

報をまとめ、関係機関で共有する体制づくりを行いました。 

（２）新規就農者の育成・定着 

  新規就農３年目までの方を対象に営農基礎講 

座を開催しました。本年度は、農薬の適正使用、 

病害虫、土壌、施肥、ハウス内での耕うん、農業 

経営の全6回の講座を行いました。このなかで、 

ハウス内の耕うん作業では地元の農家を講師に、 

トラクターでの均平な耕うんの実演を行いなが 

ら、知識・技術を学ぶとともに、先輩農業者との 

交流を図りました。 

田川科学技術高校での意見交換の様子 

講師から説明を受けている様子 
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新規就農者の連携を目的に、新規就農者のつど

いを開催しました。本年度は赤村で活動する新規

就農者のほ場で視察交流を行うとともに、関係機

関から支援策等の情報提供を行いました。 

この他、認定新規就農者の就農計画の進捗状況

や経営課題等を適宜確認し、改善支援を行うこと

で、農業経営者としての早期の定着を支援すると

ともに、就農から５年を経過した農業者に対して

経営改善計画の作成を支援しました。 

（３）青年農業者の育成 

田川地区農業青年クラブ連絡協議会は毎月１回の定例会や研修会、発表会を行って

います。本年度はコロナ禍で活動が制限される中、各々のクラブ員が自ら設定した農業

経営における課題・テーマへの取組を支援し、発表会を開催しました。 

また、クラブ員とともに、新規就農者へクラブ活動への参加を呼びかけました。 

 

３ 主な成果 

（１）新規就農者の確保 

 本年度は５名が就農し、平成30年度から今年度までの3年間では新規就農者が25名

となりました。このうち、新規学卒者は１名、Uターン就農者は13名、新規参入者は

11名でした。 

（２）新規就農者の育成・定着 

 認定新規就農者で就農5年後の目標値（就農5年度の主品目の生産量、売上または経

営全体での売上）を概ね達成した人は、対象12名中11名でした。また、11名が経営

改善計画書の新規認定を受け、認定新規就農者から認定農業者にステップアップしま

した。 

（３）青年農業者の育成 

 田川地区農業青年クラブ連絡協議会に今年度2名が加入し、平成30年度からの3年

間で新規加入者は4名となりました。 

４ 今後の取り組み 

今後も関係機関と連携し、新規就農者の確保・育成・定着に向け、研修会の実施や

個別支援等のサポートを行いながら、田川地域の担い手の確保に取り組みます。 

新規就農者のつどいの様子 
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（２）三階建て営農システムの導入に向けた取組

１ 課題化の背景 

永続性のある地域営農システムの構築のため、担い手への負担が増加している畦畔

や水路等の地域資源の管理を担う組織の育成と効率的な土地利用調整を行うシステ

ムづくりが重要です。このため、添田町をモデルとして、長野県で先進的に取組まれ

ている三階建て営農システムの導入・構築に向けて取り組みを行っています。   

また、園芸産地である金の原台地の維持・発展のため、新規品目の導入や、ほ場の効

率的利用および遊休農地の解消に向けた取り組みを行っています。                  

２ 活動の内容 

（１）地域活性化検討会議の開催 

 町、ＪＡ、普及指導センターによる地域活性化検討会議を定例的（月１回）に開催し、

地域営農システムの構築に向けた検討を重ねました。 

（２）営農センター設立準備委員会設置に向けた合意形成 

 農業委員会に対して三階建て営農システムの必

要性を説明し、営農センター設立に向けた働きか

けを行いました。また、田川地域農業振興協議会、

農業委員会、水田農業推進（再生）協議会の主催

により、森剛一税理士を講師に「一般社団法人を

活用した地域営農システム」について研修会を開

催しました。 

（３）園芸新品目の導入 

 新規品目として、ケイトウ、リンドウ、ゴボウなどの展示

ほを設置し、現地検討会を行いながら栽培を推進しました。 

（４）園芸産地の土地利用状況調査 

 ＪＡたがわ添田園芸部会、添田町の協力のもと、ドローン

を活用して、金の原台地の土地利用状況のマップ作りに取り

組みました。また、マップによる効率的な土地利用について

協議しました。    

 

森税理士による研修会の様子 

ほ場マップで土地利用の検討 
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３ 主な成果 

（１）営農センター設立準備委員会の設置 

 三階建て営農システムの一階部分である添田町の農業を企画・立案する営農センタ

ー設立に向けた準備委員会が設置されました。 

（２）一般社団法人設立に向けた準備を開始 

 三階建て営農システムの二階部分である町の地域資源管

理を行う一般社団法人設立に向けた準備が始まりました。 

（３）新規品目の栽培が増加 

 花についてはケイトウが78a、リンドウが23aに面積が

拡大しました。野菜については前年度展示ほを設置した夏

キャベツの栽培者が2名増加しました。 

（４）土地利用状況が一目瞭然！ほ場マップを作成 

 ドローンを使った上空からの写真撮影により金の原台地における土地利用の状況が

わかるマップを作成しました。 

４ 今後の取り組み 

一階部分である町農業の振興方策を企画・検討する営農センターの設立・運営を支

援するとともに、二階部分である地域資源管理団体の設置および一般社団法人化に向

けて関係機関と連携し取り組みを進めます。また、園芸産地の土地利用調整を進め遊

休農地の解消を図ります。 

面積拡大が進んだケイトウ 

三階建て営農システムのイメージ 
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（３）大豆の適期播種で大幅増収

１ 課題化の背景 

JA たがわ管内における大豆の単収は平成 22 年から 5 年間で大幅に低下し、県平

均対比 37%という状況でした。この要因として、田川地域は排水不良田が多いこと

に加え、鉱害復旧田では不整形で小区画のほ場が多いために作業効率が悪く、大豆の

適期播種が困難でした。このことが、播種の遅延に伴う生育不足や播種後の湿害・乾

燥害による収量低下を引き起こしていました。   

２ 活動の内容 

 当地域の大豆の品質・収量を向上するうえで、降雨の合間の播種作業が可能で播種後

の湿害・乾燥害を軽減できる新技術「部分浅耕一工程播種」が有効な技術と考えました。 

そこで、平成29年から講習会や播種実演会の開催により部分浅耕一工程播種の導入を

支援し、適期播種、出芽苗立の安定による増収を目指しました。 

 

３ 主な成果 

 「部分浅耕一工程播種」による適期播種に

取り組み、「部分浅耕一工程播種」の面積は、

大豆で 180ha（令和２年産）まで拡大し、

大豆の収量が増加に転じました（図１）。 

令和 2 年産の県平均対比は、過去最高の

80%となる見込みです（図 2）。県平均が減

少傾向の中、田川の大豆は見事 V 字回復を

実現しました。 

４ 今後の取り組み               

「部分浅耕一工程播種」の導入面積の拡大を進

め、田川地域の大豆のさらなる収量向上に取組む

とともに、実需者が求める『大豆の安定供給』に

応え、農家の経営安定を支援します。 

図１．部分浅耕一工程播種の普及状況               

図２．大豆単収の推移 

0

50

100

150

200

H28 H29 H30 R1 R2

面
積

（
h

a
）

180ha

0

50

100

150

200

Ｈ２２年 Ｈ２７年 Ｒ２年

県平均 田川平均

収
量

（
k
g
/
1

0
a
）

（集荷見込み）

（ ）内の数値は県平均対比

（70%）

（37%）

（80%）



２ 普及活動の主な成果 

 

  ９ 

（４）トルコギキョウ大輪品種の導入による産地強化

１ 課題化の背景 

産地の縮小による出荷減少と市場評価が低迷する中、需要の高い大輪品種の導入お

よび品質向上が重要です。そこで、産地の課題である立枯病対策や新しい枝芽整理技

術の導入、選別の徹底を支援し、品質および産地評価の向上を図りました。

２ 活動の内容 

（１）品質・出荷率の向上 

大輪品種の栽培マニュアルを作成するとともに、品種検討、効果の高い土壌消毒技術、

摘らい技術等の実証ほを設置しました。また出荷目合わせ会では生産者にわかりやすい

規格等を示し、選別徹底に役立てました。 

（２）個別農家の経営支援、外部労力の確保 

 現地指導の他、個別農家の経営課題解決支援を行いました。また個人別にマトリック

ス分析による収益性分析を行い、品種選定に役立てました。さらに、外部労力の活用の

ため、シルバー人材センターを対象に定植、芽摘み作業の研修を実施しました。 

 

３ 主な成果 

（１）品質・出荷率の向上  

適正な土壌消毒等により立枯病の発生は大幅に減少

しました。また大輪品種の作付割合は増加し全体の

72％となりました。さらに、令和 2 年産の秋出しの単

価は平成29年比123％となり、県平均対比でも79％

から 92％へ上昇しました（図１）。 

（２）個別農家の経営支援、外部労力の確保 

個別農家の経営コンサルの結果、立枯病、高温対策、品

種変更及び作付計画作成などによる経営向上効果が明確となりました。また、3 か年

で５名の生産者が定植作業を外部委託し、労働力確保を図りました。 

４ 今後の取り組み 

品質向上と安定出荷への取り組みを継続し、産地の評価を高めるとともに、高温対

策、土づくり等の支援を行い、農家経営の安定を目指します。 

図１ 単価（秋出し）の推移 
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３ 管内の動き（トピックス） 
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（１）JA たがわ麦・大豆部会でオンライン講習会開催 

JA たがわ麦・大豆部会は、令和２年５月１日から部会員の LINE グループを活

用した「オンライン講習会」を開始しました。本年は新型コロナウイルスの感染拡

大防止のため、講習会が開催できませんでした。そこで、JA たがわ麦・大豆部会、

JA たがわ、田川普及指導センターが協議を行い、部会の LINE グループを活用し

た「オンライン講習会」を開始しました。

「大豆の部分浅耕一工程播種について」

「大豆の雑草防除」「大豆栽培の基本」「麦

の部分浅耕一工程播種」を掲載したとこ

ろ、部会員から「解りやすい」「作業の合

間に見られてよい」「何度も見返すことが

できる」と好評でした。 

 

（２）収量・品質向上する麦・大豆で表彰  

令和元年度福岡県大豆作経営改善共進会において、集団の部で福智町の弁城地区

営農組合農作業受託部会（以下、弁城営農組合）が最優秀賞（県知事賞）、農家の部

で松井清司氏が優秀賞を受賞されました。弁城営農組合と松井氏は、弾丸暗渠など

の排水対策に努め、部分浅耕一工程播種を導入することにより適期播種を行い大幅

な増収と省力化、燃料費の削減を実現したことが評価されました。福岡県大豆作経

営改善共進会で田川管内の経営体が２年連続

して最優秀賞（県知事賞）を受賞する快挙と

なりました。なお弁城営農組合は第 48 回九

州ブロック豆類経営改善共励会九州農政局長

賞も受賞されました。         。                          

白また、令和２年度福岡県麦作共励会におい

て田川市の（有）ファームランド大和が農家

の部で優良賞を受賞されました。 

LINE グループに掲載した様子 

表彰式の様子 



３ 管内の動き（トピックス） 
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（３）「筑陽」への品種転換による新たな「夏秋ナス」の取り組み 

夏秋ナス栽培は、初期投資が比較的少ない露地品目として推進しており、新規栽

培者の増加や個別面積拡大等により、栽培が増加しています。 

栽培経験の少ない生産者に対し重点的な栽培支援を行い、排水性確保のための

高畝づくり講習やベテラン生産者がトレーナーとなっての現地指導会を開催する

ことにより、生産向上に努めています。 

現在、栽培している品種「大豊」は、高収量である反面、夏季の高温時期には果

実色が淡くなり品質が低下することが課題と

なっています。冬春ナスで栽培されている「筑

陽」は果皮色が安定していることから、4 戸で

試作検討を行いました。高温時期でも着色が

良く品質低下が見られないことや収量も同程

度確保できることから、部会全体で次年産の

作付け拡大を行うこととなりました。品種転

換を機にさらなる産地発展が期待されます。 

 

（４）果樹園地におけるスマート農業研修会  

管内のブドウ園にて、スマート農業研修会として自動草刈機の実演会を開催し、

管内の果樹生産者８名が参加しました。 

自動草刈機は、重労働である下草管理作業の省  

力化が図られることや、夜間の走行による獣害対

策としても期待できることから、果樹園地でのス

マート農業として注目が高まっています。 

メーカー担当者から自動草刈機の性能、設置方

法などの説明後、普及指導センターから事前に行

った実証試験の結果や他産地での実証結果を説明しました。

その後、実際に機械を動かして草を刈る様子を観察しました。 

参加した生産者からは、「忙しくなる時期に自動草刈機が

あると大変ありがたい」、「被害が大きいアライグマの対策に

もなるのでは」などの意見が出され、スマート農業への関心

が高まりました。 

生産者が機械の説明を受ける様子 

実演した自動草刈機 

ベテラン生産者による指導会 



３ 管内の動き（トピックス） 
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（５）田川産の花を地元市町村庁舎で飾花 

田川地域の農協、市町村、農業共済組合、飯塚農林事務所及び田川普及指導セン

ターで構成される田川地域農業振興協議会園芸畜産部会の主催で、田川地域の各市

町村（８ヶ所）の庁舎にフラワーアレンジメントを飾りました。この取り組みは、

新型コロナウイルス感染症の影響で、消費

が低迷した花きの需要喚起のため、県花き

消費促進緊急支援対策事業を活用して行っ

たものです。8 月 19 日からと 12 月 10

日からの 2 回、田川産の花きを使ったアレ

ンジメントが、役場の玄関ロビーや窓口カ

ウンターを彩りました。1 回目は生産者、

2 回目は田川地域の花屋さんの協力によ

り、豪華で素晴らしいフラワーアレンジ

メントが完成し、来庁者を魅了しました。 

（６）キャリアプラン作成講座を開催 

女性農業者がなりたい自分や夢の実現に向けて、自身の現状を把握し、課題整理

を行い、課題解決のためのキャリアプランや行動計画を策定する講座を開催しまし

た。今年度は６名が受講しました。      

白受講生は中小企業診断士の空直美先

生の指導、支援を受けながら、我が家の

経営の現状を把握し、各自のキャリア

プランと行動計画を作り上げ発表しま

した。             。                              

白修了証を手にした受講生は、それぞ

れのなりたい自分を実現していくため

の一歩を踏み出し、今後も行動してい

こうと意欲を燃やしていました。 

庁舎玄関ロビーに飾られたフラワーアレンジメント 

修了証を手にした受講生と先生 



３ 管内の動き（トピックス） 
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（７）新規女性農村アドバイザー紹介  

田川管内では、県知事の認定を受けた 7 名の女性

農村アドバイザーが活動されています。今年度、管内

8 人目の女性農村アドバイザーとして宮井明美氏（糸

田町）が新たに認定されました。県全体での表彰・認

定式は緊急事態宣言により、中止されましたが、令和

3 年 2 月 16 日に糸田町役場にて普及指導センター

長から宮井氏に認定証を授与しました。 

女性農業者の地位向上と管内農業の発展のため、ご

支援、ご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

（８）青年農業士交代 

田川管内では現在４名の青年農業士が活動されています。本年度、２名が退任

され、新たに２名が青年農業士として就任されました。例年、福岡市で行われてい

る退任者への感謝状授与式と新任者への認定交付式は新型コロナウイルスの影響

で中止となりました。代わって田川普及指導センターの内山センター長から退任

者へ感謝の言葉、新任者へ依頼と期待の言葉とともに、それぞれに感謝状と認定

証を授与しました。 

退任された佐々木彰氏は平成 24 年から８年間、野中政宏氏は平成 25 年から

７年間にわたり活動されました。本県農業および当普及指導センターの活動に多

大なるご支援・ご協力をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。なお、後任

には川上晃司氏（田川市）と佐々木仁氏（糸田町）が認定されました。よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 
新青年農業士の川上氏    イチゴの調製 新青年農業士の佐々木氏  コマツナハウス 

認定証を手にした宮井明美氏 



３ 管内の動き（トピックス） 
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（９）農業普及活動高度化全国研究大会で生産局長賞 

第 8 回農業普及活動高度化全国研究大会で田川普及指導センターから発表した

「新技術で低収産地のマインドを変える ～部分浅耕一工程播種によるムギ類・ダ

イズの産地振興～」が農林水産省生産局長賞を受賞しました。本大会は、全国の優

良な普及活動を表彰し、普及職員の資質向上を目的に、全国農業改良普及職員協議

会と（一社）全国農業改良普及支援協会の主催で開催されているものです。受賞理

由として「麦・大豆の低収量地域において、適期播種指導と新技術『部分浅耕一工

程播種』の導入によって収量と品質を大幅に向上させ、産地を活性化したこと」等

が高く評価されました。 

 

 

 

 

 

 

 

（10）コロナ禍での普及活動 

令和２年 1 月 1５日に国内で初めて確認された新型コロナウイルスは瞬く間に

拡大し、1 年余りの間に国内感染者数は 41 万人を超え、いまだ終息の見込みが立

っていません。 

普及活動においても、感染拡大防止のため、計画していた研修会や講習会等の多

くが中止や延期、あるいは少人数での開催を余儀なくされ、各部会や農業青年組織

の総会等も書面決議となるなど、農業者と直接接する機会も大きく制限されました。

そうした中、可能な限り必要な活動を展開するため、SNS を活用した講習会、可

能な限り人との接触を避けた現地巡回と電話・SNS 等での情報伝達を行うととも

に、管理情報等の資料も写真・図表を活用しできるだけ目視でわかりやすくするな

ど、工夫を凝らした活動を心がけました。また、新型コロナウイルスによる農業経営へ

の影響を回避するため設けられた緊急対策について、関係機関と連携を取りながら取り組

みました。 

部分浅耕一工程播種の播種深度調整 農林水産省生産局長賞の賞状 



４ 各種表彰の受賞者一覧 
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第48回
九州ブロック豆類
経営改善共励会

弁城地区営農
組合農作業受
託部会

「大豆　集団の部」九州農政局長賞
全ほ場での弾丸暗渠の施工、額縁明渠の施工、部分
浅耕一工程播種の導入で労働時間の短縮、燃料費の
削減に努め、単収が向上したことが評価されまし
た。

福智町

令和元年度
福岡県大豆作経営
改善共進会

松井清司氏

「農家の部」優秀賞
部分浅耕一工程播種の導入で労働時間の短縮、燃料
費の削減に努め単収194kg/10aを達成したことが
評価されました。

福智町

令和２年度福岡県
麦作共励会

（有）ファー
ムランド大和

「農家の部」優良賞
部分浅耕一工程播種の導入で労働時間の短縮、燃料
費の削減に努め単収４７０kg/10aを達成したことが
評価されました。

田川市

第56回福岡県肉
畜共進会

武田英文氏

「国産牛」の部　金賞
交雑種の枝肉において、脂肪交雑、胸最長筋面積等
の格付成績が最も優れたものとして評価されまし
た。なお、昨年に続き２年連続での受賞となりまし
た。

田川市

令和2年度福岡県
花き品評会

井上茂之氏

「産物の部」福岡県知事賞
トルコギキョウ「フィーノライトピンク」のボ
リュームのある茎葉や花とのバランスが評価されま
した。

添田町

令和2年度福岡県
花き品評会

平嶋良一氏

「技術・ほ場の部（トルコギキョウ）」
       全国農業協同組合連合会福岡県本部長賞
トルコギキョウ「クリスハート」の生育揃いの良さ
と優れたほ場管理が高く評価されました。

福智町

令和２年度
福岡県６次化商品
コンクール

(株)鳥越ネッ
トワーク

「農林漁業者部門」審査委員特別賞
赤村で生産された有機トマトを使用した「有機完熟
トマトケチャップ」が、有機栽培にこだわった商品
として評価されました。

赤村



５ 主な実証ほ・展示ほ一覧 
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対象 設置
作物名 場所

水稲 水稲奨励品種決定調査現地試験

新品種「ちくし95号」は、夢つく
しと比較していもち病に強く、耐倒
伏性が優れた。成熟期は７日遅く精
玄米重が低かった。

田川市

大豆
「ちくしＢ５号」の地域適応性試
験

「ちくしB5号」の坪刈り収量は
「フクユタカ」と、同程度であっ
た。しかし、実際にコンバインで収
穫した場合、「ちくしB5号」は
「フクユタカ」より収穫ロスが多
く、収量は少なかった。

田川市

小松菜 夏作の品種比較（「里きらり」）

5月下旬播きにおいて、現行品種
「つなしま」に比べてカッピングの
発生は少なかったが、他作型での適
応を検討する。

大任町

トルコギキョウ
低濃度エタノール土壌還元消毒の
立枯病の防除効果について

１％エタノール液で土壌還元消毒を
実施すると、地下25㎝まで還元化
され、フザリウム菌は、検出されず
立枯病は未発生となった。

田川市

ケイトウ
シーダーテープを用いたケイトウ
直播栽培が切り花品質に及ぼす影
響と省力効果

現状の定植方法と比べて、労働時間
は1/6となり、導入資材コストは
1/3となった。発芽、初期生育のバ
ラつきが課題として残った。

添田町

ホオズキ 挿し芽用土が発根に及ぼす影響
パーライト100％が、発根率が良く
根長が長くなった。同用土は、コス
トも比較的安く最も適している。

赤村

小松菜 白色寒冷紗活用による夏季高温対策

夏季高温期における日中の地表面温度
上昇を９℃抑え、発芽率の向上が認め
られ、生育や収量への影響はなかっ
た。

大任町

アスパラガス
夏季の遮光資材活用による春芽収量
への影響

前年の夏季に30％遮光資材を利用し
ても春芽収量への影響はなかった。
（遮光による光合成低下はなかった）

川崎町

夏秋なす
新品種「筑陽」の夏秋作型における
適応性

現行品種「大豊」に比べて樹勢変動が
少なく生育し、着果数量も多くなっ
た。

福智町
大任町

イチジク
「とよみつひめ」ハウス栽培におけ
る遮光による夏季高温対策の検討

高温障害果の減少を目的にハウスへの
寒冷紗の被覆を行った。ハウス内の最
高気温を下げることはできたが、高温
障害果の減少にはつながらなかった。

田川市

課題名 結果概要

田川地域農業振興協議会園芸畜産部会　実証ほ



５ 主な実証ほ・展示ほ一覧 

 

 1７  

 
 

トルコギキョウ
秋出しトルコギキョウの新品種の検
討

大輪品種を５品種を試作し、２品種が
適応性があることがわかった。

 川崎町
添田町

トルコギキョウ
秋出しの基肥改善による品質改善の
検討

慣行基肥（有機質肥料）に比べて、窒
素成分量の１/４化成肥料に変更した
区が、品質及び秀品率で優った。

香春町
川崎町

畜産
酪農におけるゲノミック評価を利用
した選伐・淘汰の検討

母牛の産乳・繁殖成績、体格・肢蹄状
態を検証し、娘牛のゲノミック評価が
高いものを後継牛確保牛として選抜し
た。

川崎町

水稲
ゴウケツバスター箱粒剤のいもち
病に対する防除効果

地域慣行薬剤と同等程度のいもち病
に対する防除効果があリ、薬害はな
く実用可能と考えられる。

田川市

水稲
キラリ１キロ粒剤の一発処理除草
剤（移植時～ノビエ2.5葉期）と
しての技術実証

地域慣行薬剤と同程度の雑草防除効
果があり、薬害はなく実用可能と考
えられる。

田川市

水稲
（飼料用米）

多収米用BB3055の肥効及び実
用性を検討する

地域慣行肥料と同程度の収量、タン
パク質含有率、品質であり実用可能
と考えられる。

赤村

ハクサイ
ゾーベックエンカンティアSEのべ
と病に対する防除効果

慣行薬剤（アミスター20フロアブ
ル）と同等の防除効果を確認でき
た。

添田町

ブロッコリー
メジャーフロアブルの菌核病に対
する防除効果

対象病害の発生はなく、薬害及び薬
剤による汚れが認められなかったこ
とから実用可能と考えられる。

添田町

ネギ
（白ネギ）

オロンディスウルトラSCのべと
病に対する防除効果

慣行薬剤（ランマンフロアブル）と
同等の防除効果を確認できた。

川崎町

ナシ
カナメフロアブルの黒星病に対す
る防除効果

慣行薬剤（ネクスターフロアブル）
と同等の防除効果を確認できた。

福智町

ナシ
フルーツガードWDGの黒星病に
対する防除効果

慣行薬剤（ナリアWDG）と同等の
防除効果を確認できた。

川崎町

キク
ファインセーブフロアブルのアザ
ミウマ類に対する防除効果

速効性は高いが、残効性は低いた
め、散布初期において防除効果があ
ることが確認できた。

福智町

キク
トランスフォームフロアブルのア
ザミウマ類に対する防除効果

慣行薬剤（ディアナSC）と同等の
防除効果を確認できた。

福智町

福岡県農業生産資材協会受託、農薬展示ほ・肥料実用化展示ほ



６ 令和２年度現地活動情報一覧 

  

 １８ 

 

 

No 標      題 

1 
新型コロナ対策でオンライン講習会！ 

～ＬＩＮＥグループで活用した大豆講習会を開始～ 

2 
県内一のケイトウ産地を目指して！！ 

～水稲生産者にケイトウを推進～ 

3 
大豆の適期播種を実践 

～ＪＡたがわ麦大豆部会の適期播種の取り組み～ 

4 
今年度産そらまめの生産販売を振り返って 

～ＪＡたがわそらまめ部会反省会開催～ 

5 
新型コロナウイルスに負けない花づくり！！ 

～ＪＡたがわ花卉部会添田支部現地検討会を開催～ 

6 
令和 2 年度田川地域普及推進協議会を開催しました 

～普及指導活動向上のための意見交換を実施～ 

7 
営農基礎講座を開催しました 

～新規就農者の早期の技術確立に向けて～ 

8 
田川産！おいしい梨ができました！ 

～ＪＡたがわ赤池梨共販部会出荷開始～ 

9 
田川産の花を使った飾花を実施しました 

～田川地域の役場窓口にフラワーアレンジメントを展示～ 

10 
経営管理講座を開催しています 

～パソコン簿記での経営管理をめざして～ 

11 
大豆の病害虫防除の徹底を呼びかけ 

～大豆の高品質・安定生産に向けた取組～ 

12 
営農基礎講座第５講を開催しました 

～ハウス内のトラクター耕うん、整地を研修～ 

13 
加工原料ニンニクの栽培開始！ 

～加工業者と連携した地域特産物の生産～ 

14 
収量・品質向上する田川の大豆・麦！ 

～令和元年度福岡県大豆作経営改善共進会・令和 2 年度福岡県麦作共励会表彰式～ 

15 
ブロッコリーの出荷開始 

～安定した品質・出荷を目指して～ 



６ 令和２年度現地活動情報一覧 

 

 1９ 

 

 

No 標      題 

16 
高校生に就農講座を開催しました 

～田川の農業を知ろう～ 

17 
田川地域新規就農者のつどいを開催しました 

～新規就農者の早期定着を目指して～ 

18 
果樹園地でスマート農業研修会を開催しました 

～自動草刈り機で作業の省力化を目指す～ 

19 
営農活動の本格的指導 

～かわら夢ファーム麦播種開始～ 

20 
土地利用型農業研修会を開催しました 

～一般社団法人を活用した地域営農システムを学ぶ～ 

21 
キャリアプラン作成講座を開催しました 

～なりたい自分になるために～ 

22 
田川普及指導センターが生産局長賞を受賞！ 

～第 8 回農業普及活動全国研究大会～ 

23 
田川地域農業振興協議会園芸畜産部会の先進地視察研修会が開催されました 

～ＪＡ全農ふくれん県北地区広域販売センターへ視察～ 

24 
「部分浅耕—工程播種」で大豆増収に手応え 

～令和 2 年産大豆の刈り取りを完了～ 

25 
田川産の花を使ったフラワーアレンジメントの展示を実施しました 

～地元花屋さんの協力でロビー等を花で癒しの空間に～ 

26 
田川地区女性農村アドバイザー視察研修会を開催しました 

～つながりを深め、よりよい活動をめざして～ 

27 
株式会社鳥越ネットワークが福岡県 6 次化商品コンクールで審査委員特別賞を受賞 

～有機栽培トマトを原料としたケチャップが入選～ 

28 
田川地区農業青年クラブ連絡協議会活動実績報告会を開催 

～本年度の各クラブ員の頑張りを情報共有～ 

（田川普及指導センターのホームページ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4704901.html に掲載中） 



７ 普及指導員調査研究一覧 
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NO 課題名 結果概要 担当係

1
園芸農家の意向把握か
ら見た支援策の検討

高齢化による規模縮小が懸念される中、遊休施設の状況
と園芸農家（花き、ハウスイチジク）へ今後の農業経営
についての意向について調査を実施した。その結果、
60歳以上でも現状維持の割合が高かったが、その中で
も研修受入や貸付意向が把握でき、就農相談時のマッチ
ングに向けての具体策が確認できた。

地域係

2
部分浅耕一工程播種と
狭畦栽培による大豆の
難防除雑草対策の検討

大豆の難防除雑草対策として、部分浅耕一工程播種と狭
畦栽培を組み合わせた耕種的防除方法の検討を行った。
その結果、慣行播種と比べて部分浅耕一工程播種は雑草
量が低減され、部分浅耕一工程播種と狭畦栽培を組み合
わせることでさらに雑草量が低減された。

水田農業係

3

大規模集落営農組織へ
の機械利用計画と労働
力モデル（作業体系）
の提示

80ha規模の任意営農組合に対し機械の効率的運用計画
（機械利用計画）と共同作業による省力化労働力モデル
（作業体系）を作成して提示した。

水田農業係

4
新品種「筑陽」の夏秋
作型における栽培適応
性

現行品種「大豊」と比較して
①生育速度が速い(主枝伸長が大きい）
②着果数が安定して多い
③高温時の果実着色が良い（下級品少ない）
以上の特長を有し夏秋作型への高い適応性が確認でき
た。

野菜係

5
小松菜栽培における白
色遮光資材による夏季
高温対策

遮光率35%の白色遮光資材を使用することで夏季高温
時のハウス内温度上昇を防ぎ、地表面温度は最高9.2℃
抑えることができた。高温下の発芽も安定し、その後遮
光による生育や収量に影響もなかった。費用はかかるも
のの、夏場の小松菜生産を安定させる効果が確認され
た。

野菜係

6
露地野菜における安定
生産技術の検討

土壌水分率が高い状態で耕うんすると乾燥後にくだけた
土の割合（砕土率）が低下し、作物の初期生育が不良と
なる。今回調査したほ場では、土壌水分率が22％以上
で砕土率が低下するが、降雨後3～4日経過すると22％
未満となり、耕うん可能となることがわかった。

野菜係

7

秋出しトルコギキョウ
に お け る 低 濃 度 エ タ
ノール土壌還元消毒に
よる立枯病発生低減効
果の実証

１％の低濃度エタノールを55t/10aかん注し、20日間
気密性の高いフィルムで被覆することで、地下25㎝ま
でフザリウム菌密度が、0となった。立枯病は収穫終了
まで、発生を抑えることが分かった。

果樹花き係



８ 普及指導センターの活動体制 

 

 2１  

   

庶務 行　直子

農業経営 兼近　容子

農業経営 古江　睦美

水田農業 福原　光太郎

水田農業 城戸　康博

野菜 山内　彩可

果樹 松本　理央

花き 牧原　湧也

飯塚普及指導センター
（畜産係）

畜産
（係長）

小野　晴美

（気象情報、知的財産管理、普及情報）

果樹花き係長
田中　千夏
（花き）

（気象災害、畜産、
　収入保険、GAP、
　鳥獣害、6次産業化・
　通信販売、薬用作物、
　ｽﾏｰﾄ農業総括）

センター長
内山　靖之

園芸課長
平嶋　隆祥

水田農業係長
川村　富輝

（水田農業）

地域係長
手島　里香
（地域）

野菜係長
山本　浩二
（野菜）

（環境保全、農業機械）

（男女共同参画、６次産業化・通信販売）

（土壌肥料、病害虫、試験研究情報）

野菜 林田　崇宏

地域振興課長
原田　洋司



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県行政資料 

分類
番号 
PA 

所属コード 
4703427 

登録
年度 
０２ 

登録番号 
0001 

福岡県飯塚農林事務所 田川普及指導センター 
〒825-0002 福岡県田川市大字伊田 2741 番地の 5 

TEL：0947-42-1428 

FAX：0947-44-1891 

E-mail：tagawa-dlc@pref.fukuoka.lg.jp 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4704901.html 

ＪＲ日田彦山線・平成筑豊鉄道

「田川後藤寺」駅より 

徒歩約 20分（1.7km） 

国道 201 号線「長浦」交差点

より約 6分（2.5km） 

ＪＲ日田彦山線・平成筑豊鉄道

「田川伊田」駅より 

徒歩約 15分（1.2km） 


