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は じ め に 

 

飯塚地域の農業者並びに関係機関の皆様には、平素より当普及指導センター

の活動にご理解とご協力をいただき、心から御礼申し上げます。また、新型コロ

ナウイルス感染症や気象災害に伴い、農業経営への影響を受けられました皆様

には、謹んでお見舞い申し上げます。 

 

さて、管内は福岡・北九州都市圏に隣接し、古くから良食味米の産地であると

ともに、野菜、花き、果樹、畜産など多様な農業が営まれています。 

しかし、それらの担い手は、今後高齢化が進むことでさらに減少することが懸

念されます。そのため、個別経営体や組織経営体の経営力強化、新規就農者の定

着などを通して、地域農業の担い手を育成・確保し、産地を維持・発展していく

ことが重要な課題です。 

 

このような中、当普及指導センターでは、「福岡県農林水産振興基本計画」の 

目標達成のため、「めざそう！人がそだつ・あつまる・つながる農業」をスロー

ガンに、職員一丸となって、「意欲ある担い手の育成・確保」「 需要に応じた生

産力の強化」の課題解決に重点的に取り組みました。 

 

活動にあたっては、県・市町・ＪＡ等の関係機関で構成する「飯塚地域担い手・

産地育成総合支援協議会」と連携し、特に、若手農業者に重きを置いて、効果的

で効率的な普及指導活動を心掛けました。 

 

令和２年度は、かつて経験したことがない「新型コロナウイルス感染症の拡大

防止」対策が必要となり、３密回避等に留意しながら活動を進めました。 

また、７月の大雨・日照不足、９月の２度にわたる台風の接近、８月の高温に

よるウンカの多発など、気象条件にも翻弄される年となりました。それらへの対

応は、迅速な情報発信や現場での適切な技術支援に可能な限り努めたところで

す。 

 

この成果集は、以上の取組に関する令和２年度までの成果についてとりまと

め、併せて主な表彰や地域のトピックス等についてご紹介したものです。 

 

ぜひとも、ご一読いただき、地域農業の振興と農家の方々の経営改善の一助に

なれば、幸いです。 

令和３年３月 

飯塚農林事務所 飯塚普及指導センター 

                 センター長  真鍋 泰之 
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１ 令和２年気象・ 農業生産の概要 

（１）気象概況 
  令和２年は、１月～２月は、統計開始以降、気温が最も高くなりました。３月と５月

は、気温は平年並みかやや高かったが、４月は寒気の影響を受けたため、かなり低くな

りました。６月が統計開始以降最も高温となり、７月は、統計開始以降、最も降水量が

多くなりました。また、８月は統計開始以降、２番目となる高温となりました。９月は

台風や前線及び湿った空気の影響で降水量が多く、日照時間は少なくなりました。10 月

以降は移動性高気圧に覆われやすかったため、日照時間は多くなりました。12 月は、強

い寒気の影響で低温となったほか、降水量は少くなりました。（飯塚アメダスデータ） 
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＜気象災害＞         

 令和２年は７月に豪雨が発生し、水稲の冠水等の被害が発生しました。その後、九州北

部への台風接近は３度あり、特に台風９号および 10 号が続けて接近し、９月７日に最大風

速 13.4m/s、最大瞬間風速 25.0m/s の非常に強い風を記録し、水稲・大豆の倒伏や、ナシ・

ブドウの落果、ハウスビニールの破損など大きな被害が発生しました。 

飯塚普及指導センターでは豪雨の発生、台風の接近、寒害・雪害などの発生が予想され

る時には、技術対策情報を生産者や関係機関あてに発信し、災害発生の軽減に努めました。     

今年発生した主要な気象災害は、以下のとおりです。  

 

表１ 主な対象災害と影響 

※温度や風速の数値は全て飯塚アメダスデータを利用   

※被害面積・件数は普及指導センター調べ    

 

時 期 種 類 影響 

令和２年 

７月６ 

  ～７日 

豪雨 

（累計雨量 234.5mm） 

・水稲の冠水（面積 5ha 程度） 

・大豆の冠水による発芽不良（面積 2ha） 

・メロン・草花施設内浸水など 

９月２ 

～３日 

台風９号 

最大瞬間風速 23.8ｍ/ｓ 

・水稲の倒伏（倒伏程度３～５面積 223ha） 

・大豆の倒伏（倒伏程度２～３面積 70ha） 

・ナシの落果（落果率５％面積 3.1ha） 

・ブドウの落果（落果率 90％面積 0.2ha、落果

率５％面積 3.1ha） 

・カキの落葉（落葉率５％面積 14ha） 

・キク・草花・アスパラガス・ブロッコリー・

ナス・イチジク等の果実・茎葉の傷み（面積 

 3.8ha） 

・イチゴ・イチジク・切花等ハウスのビニール

一部破損（面積 1.2ha） 

・倉庫屋根の崩落（面積 40 ㎡）など 

 

 

９月７日 

 

 

 

台風 10 号 

最大瞬間風速 25.0ｍ/ｓ 
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（２）農業生産の概況 

＜普通作＞ 

○トビイロウンカと連続した台風の襲来で、作柄が不良となった水稲 

早期水稲は、田植後低温で経過したため、活

着は遅れましたが、６月の高温・多雨、７月の

低温・多雨により出穂期は平年並みとなりまし

た。８月に入ると高温多照で経過したため収穫

期は平年並み～やや早くなりました。 

普通期水稲は、田植え時期に天候が安定して

いたため順調に作業が進みました。田植え後６

～７月は長雨で梅雨明けが遅れたため日照不

足となり、６月中旬以降に田植えをしたほ場では茎数が少なくなりました。梅雨明け（７

月 30 日）以降は高温・多照となり、出穂期は平年並み～やや早くなりました。収穫時期

は、「夢つくし」で平年並み～やや早く、「元気つくし」以降の品種では９月以降の気

温の低下で平年並みとなりました。 

病害虫については、暖冬の影響でスクミリンゴガイの越冬数が多く、被害が拡大しま

した。いもち病は７月の多雨と低温の影響により、発生が多くなりました。トビイロウ

ンカは、飛来数が異常に多かったため、極早生品種「夢つくし」を中心に坪枯れが発生

し、被害が増大しました。 

７月の長雨やトビイロウンカの被害により、収量は全体的に少なくなりました。 

品質については、早期水稲は良好でしたが、普通期水稲は登熟期間の高温と９月の台

風９号及び 10 号の影響で白未熟粒の発生が非常に多く、著しく低下しました。 

 

○登熟良好で平年よりやや多い収量となった麦（令和２年産） 

播種は、11 月 10 日頃から始まりました。11～12 月は降雨が少なく順調に播種が進み、

12 月中旬には終了しました。 

生育期間を通して気温が高かったため、生育が早まり、平年に比べて草丈は高く、茎

数は平年並みでした。また、１～２月は平年に比べて降水量が多く、麦踏等の管理作業

は十分に行えませんでした。出穂期は平年より 10 日程度早くなり、３月上旬から出穂し

始めました。登熟期の４～５月が多照で経過し、登熟は良好でした。 

成熟期は、平年より６日程度早くなり、大麦では５月 11 日から、小麦は５月 24 日か

ら収穫が始まりました。５月は好天の日が多く、収穫作業は順調に行われました。収量

は、大麦、小麦共に平年よりやや多くなりました。また、赤かび病の発生は少なく、品

質は良好でした。しかし、一部では大麦の網斑病や凍霜害の発生が見られました。 

トビイロウンカにより坪枯れした夢つくしのほ場 
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○長梅雨で播種が大幅に遅れ、作柄はやや不良となった大豆 

播種作業は早いところで６月 20 日頃から開

始されましたが、７月の長雨で一時播種は中断

されました。梅雨明け（７月 30 日）以降天候が

安定し、８月上旬を中心に播種が行われました。

８月は降雨量が少なく、乾燥傾向で経過しまし

た。９月の台風により一部で倒伏が発生しまし

た。10 月中旬には葉の黄化が始まり、落葉は平

年より遅くなりました。本格的な収穫は11月 10

日以降と平年より遅くなりましたが、収穫時期 

の天候が安定していたため順調に作業が行われました。 

病害虫では、ハスモンヨトウが８月下旬から発生しましたが、被害は少なめでした。

カメムシ類は平年より発生が少なく、被害も平年より少なくなりました。 

播種の遅れや生育期の乾燥等の影響で生育量が確保できず、最下着莢高が低くなった

ため収穫ロスが発生し、収量は平年より少なくなりました。 

 

＜野菜＞  

○７月の多雨が響いたが、本ぽで持ち直したイチゴ 

７月上中旬の多雨・日照不足により、一部ほ場で炭疽病

が多発したほか、全体的に充実不足の苗質になり、早期作

型では遅い作型に変更したほ場も見られました。 

花芽分化は、早期作型では８月の日照時間が多かった

こと、普通促成では９月に低温気味に推移したことから、

１番果房は全体的に順調に分化しました。 

定植後は日照時間が多かったことから、１番～２番果

房間の葉数はほ場による差が大きく、寒冷紗被覆やかん

水制限等で生育を抑えたほ場は、昨年より果房間葉数が

２枚程度少ない傾向でした。12 月以降は低温で推移した

ため、１番果は全体的に大玉傾向で、２番果の収穫開始時期も例年並みの見込みです。 

 

○天候の変化が大きく、出荷量が低迷したアスパラガス 

令和２年度は暖冬の影響により低温遭遇

が順調に進まず、春芽の蒸し込み開始は１月

下旬となり、出荷開始が遅くなったほ場が多

く、２月の収量は低くなりました。その後収

穫量は回復したものの、立茎開始は平年並み

のため、春芽の収量は少なめでした。８月に

入り高温乾燥が続き、高温による株の痛みが

発生し収量の落ち込んだ農家が多く、９月以

降は若茎が細めで収量の伸びが抑制されました。 

大豆の収穫作業の様子 

１～２番果房が連続的に出た株 

多収志向生産者勉強会 
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○乾燥による生育停滞、病害虫被害が少なかったブロッコリー 

  育苗は７月から始まり、一部でシンクイムシ等の食

害がありましたがおおむね順調に生育しました。定植

は８月上旬から始まり、高温乾燥による生育不良、９

月の台風と大雨により定植が遅れたほ場がみられま

した。 

  10～11 月は順調に生育し、チョウ目害虫の発生が少

なく、病気の発生も例年より少ない状況でした。12 月

は降雨がなく乾燥が続いたため、生育は停滞しました。 

出荷については、定植の遅れや乾燥により年内出荷が少ない傾向でした。 

 

＜花き＞ 

○開花調節が困難であった露地ギク 

５～６月は高温で経過し、適度な降雨もあった 

ため、定植後の生育は順調でした。 

８月出荷は、７月が低温で経過したため、高温 

による開花抑制が生じず、出荷が前進しました。 

９月出荷以降は、順調な出荷でしたが、９月上 

旬の台風による、茎葉の傷などの品質低下が発生 

しました。 

病害虫については、全期間を通じて少発生でした。 

 

○新たな生産者が増加したケイトウ 

５月後半から６月上旬にかけて定植が行われ、

定植後の降雨が少なく、生育が心配されたものの

かん水管理が徹底され順調な生育となりました。 

高齢によって既存の生産者は減少しましたが、

新たに３名の生産者が作付けを開始したため、例

年並みの出荷量で、盆の需要期に概ね出荷するこ

とが出来ました。７月の降雨量が多く、曇天が続き

ましたが、防除の徹底により例年よりも品質が高いケイトウが出荷されました。    

 

○高品質なトルコギキョウ 

秋出し（10～11 月出荷）トルコギキョウは、定

植期（７月中旬～８月下旬）の高温の影響で、早期

に発蕾したほ場が多く、草丈の確保が難しい状況

でした。10 月下旬までは気温も高く推移したこと

から開花が前進しましたが、11 月上中旬の低温に

よって 11 月中旬以降の開花が遅れ、12 月以降も出

部会員ほ場での現地検討会 

順調に生育している露地ギク 

トルコギキョウのほ場 

新規生産者のケイトウほ場 
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荷が続きました。出荷は遅れたものの、栽培管理の徹底により高品質なトルコギキョウ

が出荷されました。 

 

＜果樹＞ 

○夏季前半の天候不良により病気が発生したブドウ 

トンネル、露地栽培での発芽・展葉は３月 26 日頃と前年と

同日程度、満開日は５月 27 日頃と３日程度遅くなりました。

開花期である５月下旬の気温が低かったため、結実不良が発

生しました。７月の低温・多雨のため、果粒肥大の不良や晩

腐病及びベと病の発生により、昨年より収量が減った園が多

くなりました。 

 

○結実不良やみつ症、日焼けにより出荷量が減少したナシ 

 １月から３月までの気温が高かったため、開花期は、４月５日頃と平年に比べて３日

程度早まりました。開花期以降の低温が影響し、果実肥大は緩慢となりました。その後、

７月の多雨により、果実は急激に肥大したため、「幸水」で裂果が発生しました。「豊

水」では、７月の低温のため、果肉の一部が半透明な水浸状になる「みつ症」が多発し、

また、８月の高温のため「日焼け果」が発生し、その結果、出荷量は前年より減少しま

した。 

 

○小玉果のため出荷量が少なかったカキ 

 生育は、満開期が５月 18 日と、４月の低温のため

昨年より１～４日遅くなりました。着蕾は多かった

ものの、開花期の５月中下旬の低温のため開花期間

が長引き、種無し果や生理落果が多くなりました。 

果実肥大は、８月の少雨や台風による落葉のため

平年より遅れ、11 月上旬～12 月上旬の収穫期にはや

や小さい果径となったことから、出荷量は平年より

少なくなりました。 

病害虫については、フジコナカイガラムシの寄生 

量は昨年より少ないものの、８月中下旬にカメムシ 

の吸汁による落果が多発しました。 

 

○小玉果と疫病のため減収したイチジク 

３月の気温が平年より高く、発芽は早くなりまし

た。高温によりその後の生育も進みましたが、７月の

低温により、果実の肥大と成熟が遅れました。露地栽

培では、７月の多雨により疫病と黒葉枯病が発生し、

施設栽培では、８月の高温による小玉果と生育異常果

が多発したため、出荷量は昨年より減少しました。 

晩腐病が発生したブドウ 

イチジク「とよみつひめ」 

台風による落葉被害を受けたカキ園地 
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＜畜産＞ 

〇酪農家の生乳出荷量は減少 

黒毛和種繁殖経営への経営転換により飼養戸数が３戸減の 25 戸となったため、令和

２年の出荷乳量は、昨年より 726ｔ減の 7,699ｔとなりました。 

  また、新型コロナ感染症の影響で消費が低迷したため、取引乳価が４月から 1.4 円/kg

減額されましたが、減額相当額は助成金により補填されました。 

 

〇黒毛和種繁殖雌牛の飼養戸数・頭数が増加、県内トップの主要産地 

  酪農経営よりも労力がかからず、収入向上   

が見込める黒毛和種繁殖経営への転換が増 

え、飼養戸数 28 戸、繁殖雌成牛飼養頭数 

928 頭（県全体の 32％）と県内１位の黒毛和 

種子牛主要産地となっています。 

 新型コロナ感染症の影響による枝肉価格の 

暴落で子牛価格はスモール市場で 20 万円／ 

頭以上、値下がりしましたが、年末には前年 

並みに回復しました。 

  

○飼料用イネは作付け面積低下に加えウンカ被害拡大で収量低下 

飼料用イネの作付面積は、平成 28 年の 

170ha をピークに減少が続き、平成 30 年か 

ら令和２年までは、ほぼ横ばいの状況で令和 

２年は 132ha となりました。嘉穂地域では多 

収量で籾の少ない品種「つきすずか」が昨年 

に続き作付けされました。ウンカの大発生に 

より、立ち枯れ被害が拡大し、収量・品質は 

大幅に低下しました。 

 

黒毛和種繁殖雌牛飼養状況の推移 
繁殖雌牛飼養状況の推移（R2．2.1 調査） 

飼料用イネ作付面積の推移 
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（１）地域を担う農業者育成のため、経営者育成塾を開催 

 

○背景 

飯塚地域の農業を維持発展させるためには、永続性のある経営力の高い担い手を育成

していくことが重要です。普及指導センターではこれまでも、企業的経営を志向する農

業者を対象に、経営改善支援をしてきました。 

今年度は、将来の地域農業を担う意欲ある若手農業者を対象に、経営に関する知識の

習得から、自らの経営の強み・弱みを分析し、経営理念や分析に基づく戦略を記載した

「ビジネスプラン」の作成までを体系的に支援するため、県が主催する農業経営アカデ

ミーの活用に加え、飯塚地域担い手産地育成総合支援協議会と連携し、飯塚地域の「経

営者育成塾」を新たに開催しました。 

 

○対象概況 

・青年農業者、女性農業者 

10経営体 

 

○活動内容 

・飯塚地域担い手産地育成 

総合支援協議会経営指導 

部会で塾の内容の検討及 

び効果の検証 ２回 

・ビジネスプランの作成意欲向上のための経営研修会 

及び経営者育成塾の開催 ４回（表１のとおり） 

・普及指導員によるビジネスプランの作成に向けた 

個別支援 各塾生２回 

 

○成果 

・経営者育成塾の塾生７経営体がビジネスプランを作成しました（１経営体は夫婦で参

加）。特に、ビジネスプラン作成のための普及指導員による個別支援の満足度は高か

ったです（７経営体平均93点）。 

・塾生からは「自分の考えや意志をプランに落とした事で、現状やこれから何をしてい

かないといけないか明確になった」「いろんな分野の方の話が聞けて参考になった」

「考えの甘さ、未熟さに気付けた」「夫婦の意見を一致させることが出来た」といっ

た声が挙がりました。 

 

○今後の取り組み 

・飯塚地域担い手産地育成総合支援協議会で塾の効果を検証し、より充実した内容での

開催を検討していきます。 

・塾卒業生のビジネスプラン実現に向けた支援や、県主催の農業経営アカデミー卒業生

と塾卒業生の交流会の開催を検討していきます。 

写真１ ビジネスプランの発表会 

内容

経営

研修会
第１回

専門家（マネジメント会社取締役）による講演、

ビジネスプラン作成農家による事例発表

第２回
専門家（公認会計士）による講演、ビジネスプラ

ン作成方法の説明

普及指導員による個別支援

第３回
専門家（社会保険労務士）による講演、グループ

ワーク

普及指導員による個別支援

第４回 ビジネスプラン発表会

経営者

育成塾

　表１　経営研修会及び経営者育成塾の内容
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（２）麦・大豆の収量、品質向上の取り組み 

 

○背景 

管内は、鉱害復旧田や中山間地域等、条件不利ほ場が多く、麦・大豆の収量は県平均

に比べ低くなっています。また、集落営農法人、個別法人、大規模経営体の安定的な経

営のためには、麦・大豆等の収量、品質の向上が不可欠です。特に麦類では、大麦の新

品種「はるか二条」の安定生産と、硬質小麦「ちくしＷ2号」（ラー麦）のタンパク質含

有率の向上、大豆では、収量低下の原因となっているアサガオ類やホオズキ類など難防

除雑草対策が求められています。 

 

○対象概況 

・管内の麦・大豆生産者 

    麦 ：81経営体 

大豆：58経営体 

     

○活動内容 

 麦栽培技術展示ほ（タンパク向上）２カ所 

 大豆栽培技術展示ほ（雑草対策） ２カ所 

栽培講習会           ３回 

管理情報の提供         ４回 

 栽培技術研修会（土づくり）   １回 

 

○成果 

・令和２年産の大麦「はるか二条」は、暖冬の影響で生育が早まり凍霜害等が心配され

ましたが、栽培講習会や管理情報の提供を行い適期管理が実施されたことで、管内の

平均収量は362㎏/10aと高く安定した収量が確保されました。 

・「ちくしW2号」のタンパク質含有率の向上については、タンパク向上対策展示ほの設

置や、対象となる農業者に対する個別の技術改善提案、穂揃期追肥の適期散布指導等

により、新たに３経営体が目標の12％を達成できました。 

・大豆の難防除雑草対策は、アサガオ類多発ほ場に展示ほを設置し対策の効果を確認し

ました。播種前の残草処理や播種後の土壌処理剤の散布に加え、大豆２～３葉期と中

耕・培土後（開花前）の中期除草剤による体系処理を行うことで、慣行栽培に比べ雑

草の発生が抑えられることを確認しました。 

・栽培技術研修会は、「土づくり」をテーマに開催しました。麦・大豆の収量・品質の

向上には有機物等の施用が重要であることを確認でき、土づくりに対する意識の醸成

が進みました。 

 

○今後の取り組み 

 ・今回の結果を参考に、麦・大豆の収量・品質の向上に向けて、関係機関と連携しなが

ら、引き続き、栽培技術の支援を行います。 

写真１ 大豆雑草対策展示ほ（左：慣行 右：実証） 

写真２ 栽培技術研修会 
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（３）新規就農者ﾊﾟﾜｰと技術革新でｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ１億円産地へ挑戦 

 

○背景 

アスパラガスは、新規生産者間で取り組みに差があり、収量差につながっています。

既存生産者は高温対策が不十分なほ場が多いため、目標反収・単価に達していません。 

そこで、新規生産者には作付前から重点的支援、全体にはハウスの高温対策技術の推進

を行い、収量および品質向上を図りました。また、関係機関と連携しながら新規生産者

の確保と既存生産者の規模拡大を推進しました。 

○対象概況 

・ＪＡふくおか嘉穂アスパラガス部会 25戸、栽培面積 273ａ 

          （うち 新規生産者講座対象５戸 多収志向生産者６戸） 

○活動内容 

・きめ細やかな時期別管理情報等を発信し、栽培管 

理改善提案を行いました。 

・現地検討会は、部会の連携強化のため、主要な 

時期に優良生産者の現地で開催しました。 

・巡回指導は、全体の技術レベル向上を図るため、 

全戸を対象に月１回の間隔で行いました。 

・多収志向生産者勉強会は、反収増加を望む中堅 

生産者と新規生産者も対象に行いました。 

・年間の反収と品質を主体に個別成績書を作成し、 

生産者の生産力向上を図りました。 

○成果 

・反収は、令和２年度は、県下14部会中４番目 

の成績でした。 

・販売額は、H30,R２年度に品質向上による単価 

高で、大幅に増加しました。 

・換気扇･肩換気･被覆遮光･妻換気･循環扇の取 

組を行う高温対策実施生産者は、22戸となり 

ました。 

・AL 以上比率は向上してきたものの、R２年度は夏芽後半に細いものが多く低くなりま

した。 

・栽培面積は、H29で250aだったが273aと増加しました。 

○今後の取り組み 

・生産性向上対策として、夏季高温対策の徹底と生育後半の斑点性病害防除の徹底を行 

います。 

・R２年度までは、生産性の向上を中心に活動を行い、生産量は増加傾向となりました。 

次年度は、生産者を個別にコンサルテーションでコストの現状把握を行い、個別課題

解決を支援し所得向上につなげます。 

写真１ 現地検討会

図１ 反収の推移 
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（４）花き若手生産者の定着と経営確立の推進 

 

○背景  

管内では、花きの新規生産者や後継者がここ数年で増加しており、若手生産者の育成

および定着が課題となっています。そこで、個別の経営目標を設定するとともに、目標

達成に向けた取り組みの提案および実践のための支援を行いました。また、若手生産者

同士の交流の場を設定するなど、技術力・経営力向上を目指しました。 

 

○対象概況  

・就農10年未満の花き若手生産者 ８名 

 （飯塚市 ２名、嘉麻市 ２名、宮若市 ３名、小竹町 １名） 

 

○活動内容 

・経営目標の設定 

  個別コンサルテーションの実施 

・課題解決の実践 

  個別巡回支援の実施 

・経営課題の解決 

  経営研修会の開催 

  技術研修会の開催 

  管内互評会の開催（写真１）         写真１ 管内互評会の様子 

 

○成果  

・個別に聴き取りを行った結果、８名中７名が経営   表１ 課題解決実践内容 

課題に対する目標を設定しました。新たな品目の  

導入や既存品目の面積拡大など、様々な目標を生 

産者と共有しました。  

 ・個別巡回や講習会を通して、新規品目の情報提供 

や関係機関と連携した経営計画策定などを行い、８名中６名が課題解決のための取り

組みを実施しました（表１）。 

 

○今後の取り組み  

・引き続き、各生産者の課題解決に向け支援するとともに、若手生産者同士の交流を加

速化し、管内の花き産地を担えるよう早期の経営確立を推し進めます。 

新規品目導入 ４名 

規模拡大 １名 

経営計画作成 １名 
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（５）後継者がブドウで稼げる仕組み作り 

 

○背景 

 ＪＡふくおか嘉穂ぶどう部会では、平成 27 年度から青年後継者育成を目的に若手勉

強会を開始しました。平成30年度からは勉強会活動が予算化され、集会や先進地視察が

組まれるようになりました。これによって、若手生産者の基礎技術のレベルは向上した

ものの、個々に経営課題は異なっており、各々の課題の明確化と解決に向けた取組が必

要となってきました。 

 そこで、若手勉強会対象者自身が各々の課題解決に向けた目標設定と、自ら解決する取

組を支援するため、個別巡回や課題解決のための展示ほの設置、技術資料提供等を行いま

した。 

 

 

○対象概況 

・ＪＡふくおか嘉穂ぶどう部会（31戸） 

  うち若手勉強会対象者（８戸） 

 

○活動内容 

・経営改善につながる取組み 

  ブドウの技術資料提供 

  個別巡回による技術指導 

  展示ほの設置（施設ブドウの土壌水分の   

可視化と裂果対策の検討）（写真１、２） 

  部会への活動報告 

  

○成果 

・若手勉強会対象者を個別に巡回し、聞き取り調査や今年の目標に関する話し合い行っ

た結果、８名中５名が経営目標を設定しました。 

 ・裂果の軽減を課題とした生産者の施設ブドウ園において、課題解決のための展示ほを

設置しました。ｐＦメーターを用いて土壌水分を可視化し、乾湿差を小さくするよう

に管理することで、裂果の軽減を図りました。今年度も裂果が多発したものの、土壌

水分の乾湿差が小さかった樹では裂果が少ないことが判明しました。この結果を受け

て、生産者は、裂果対策には土壌の乾湿差の抑制が重要であることを理解し、次年度

の生産に生かすこととしています。 

 

○今後の取り組み 

・若手勉強会対象者全員が経営目標を設定するようＪＡふくおか嘉穂ぶどう部会、関係

機関と連携して支援していきます。また、設定した経営目標を達成できるよう個別巡

回や課題解決のための展示ほの設置、管理講習会等を通して引き続き支援します。 

写真１  ｐＦメータを用いた 

土壌水分調査の様子 

写真２ 裂果したブドウ 
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（６）酪農家の発展的継続に向けた中長期計画の策定支援 

○背景 

 管内の酪農は、高齢化等により作業が酪農よりも楽で、販売価格が高値安定している

黒毛和種子牛を生産する繁殖和牛経営への転換が急激に進んでいます。このため、酪農

戸数、成牛頭数は、10年前（平成22年）の52戸1,556頭に対し、R2年は、32戸969頭

と戸数・頭数共に10年前の62％まで減少しています。 

 そこで、酪農の発展的継続を図るため、経営改善意欲が高い酪農家を対象に経営上の

強み・弱みを洗い出し、課題解決に向けた中長期計画（10年間）の策定を支援しました。 

 

○対象概況 

・飯塚農林管内酪農家 27戸 

 うち経営改善意欲が高い酪農家 15戸 

 

○活動内容 

・１戸の中長期計画策定に係る内容 

及び平均支援回数 

  現状分析・把握    ２回 

  経営状況・課題確認  ２回 

ＳＷＯＴ分析     ２回 

  将来計画策定      １回 

  中長期計画作成     １回 

  計画・支援内容検討  ３回 

・コンサルテーション  ７戸 

 

○成果 

・経営上の強みは、後継者・優れた従業員がいる（労働力）、施設が充実している（施

設）、自給飼料を生産している（自給飼料）、自家育成牛を確保している、自分で人

工授精している（繁殖）が高い割合でした。 

 ・経営上の弱みは、労働力不足（労働力）、施設の老朽化（施設）、夏場の受胎率低下

（繁殖）、堆肥販売がうまくいかず、ふん尿が滞留する（ふん尿処理）が高い割合と

なりました。 

・各酪農家において、補助事業活用による施設整備、受胎率の高い受精卵移植による夏

場受胎率改善、外国人研修生受け入れによる労働力確保等、課題解決に向けた具体的

な取り組み（中長期計画）を策定しました。 

 

○今後の取り組み 

 ・今回策定された中長期計画目標達成のため、福岡県酪農業協同組合飯塚支所等、関係

機関と連携して、各酪農家の具体的な取り組み実践を支援していきます。 

図１ 対象農家の経営上の強み・弱み 
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（７）トピックス 

ア コロナウイルス感染防止に配慮して高校生農業セミナーを開催 

飯塚地域担い手・産地育成総合支援協議会（事務局：

普及指導センター）では、農業関連コースがある県立嘉

穂総合高校と県立鞍手竜徳高校の学生を対象に、毎年

「飯塚地区高校生農業セミナー」を開催しています。 

  今年度はコロナウイルスの感染拡大で開催が危惧さ  

れましたが、両高校と協議し、以下の感染防止対策を行 

い実施しました。 

 ① ２校合同開催から各校分散により開催 

 ② １日研修から半日研修で時短開催 

 ③ 研修参加者の絞込みにより開催                       

11 月 10 日に鞍手竜徳高校、11 月 25 日に嘉穂総合高  

校の学生各 10 名が参加し、現地視察(写真１)と地元の 

４Ｈクラブ員（直鞍４Ｈクラブ・嘉穂４Ｈクラブ）との 

交流会(写真２)を開催しました。例年より小規模の研 

修会となりましたが、少人数に分かれての４Ｈクラブ 

員との交流会等、和気あいあいとした雰囲気で、高校 

生の農業に対する関心をより高めることができました。 

○今後の取り組み 

  本セミナーをきっかけに、農業大学校等への進学を志望する高校生が毎年出てきてお 

り、高校側のセミナー開催に対する要望は強いものがあります。普及指導センターとし 

ても農業の担い手育成の手段として継続開催していきたいと考えています。 

                

イ 土づくり研修会を開催しました！ 

 近年、水稲や麦、大豆の収量・品質低下の一因として

土壌の有機物の減少や地力の低下が挙げられます。 

そこで、飯塚地域担い手・産地育成総合支援協議会は

それらの課題への対策を学ぶため、令和２年 12 月 14 日

に一般財団法人 日本土壌協会 常務理事 日高伸氏を

講師として招き「令和２年度水稲・麦・大豆の土づくり研

修会」を開催しました（写真１，２）。 

当日は、管内の水稲、麦及び大豆の生産者と関係機関 

が約 60 名参加しました。 

参加者からは「土壌管理が大切であることがわかっ

た」「土壌診断の重要性や大豆の施肥管理方法について

理解できた」との声が聞かれ、土づくりの意識の醸成

を図ることができました。 

 

写真１ 講師の日高伸先生 

写真１ 地元４Ｈクラブ員との交流会 

写真２ ４Ｈクラブ員のほ場視察 

写真２ 研修会の様子 
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○今後の取り組み 

  普及指導センターでは、関係機関と連携して、水稲、麦及び大豆の生産振興に向けて 

取り組んでいきます。 

 

ウ 増えるイチゴの次世代の担い手 － 環境データを元にさらなる増収を図る － 

イチゴは、管内で栽培に取り組む新規就農 

者や青年農業者が最も多い品目です。各ＪＡ 

イチゴ部会では講習会や現地検討会を定期的 

に開催していますが、近年導入が増加してい 

る炭酸ガス施用に適した環境管理方法を習得 

する機会が少ないことが課題です。 

そこで、炭酸ガス施用を行っている新規・ 

青年農業者ほ場に環境測定装置を設置し、得 

られたデータを定期的に分析して検討する個 

別支援(写真１)を行うことで、ハウス換気・ 

暖房・炭酸ガス施用方法の改善指導を行っています。 

  この取り組みにより、新規就農者が環境管理方法 

を早期に習得できるとともに、青年農業者の環境管 

理法も改善されることから、増収や単価向上が期待 

できます。 

○今後の取り組み 

  部会全体で情報共有を行うことで、新規・青年農 

業者はもとより部会全体の収益性向上を目指します。 

 

エ 花あふれるふくおかプロジェクトについて 

  昨年春からの新型コロナウイルス蔓延による各種イベントの自粛等により、花き消費

は低迷しました。 

この状況の中、需要喚起を目的とした「花あふれるふくおかプロジェクト」（県産花

き消費促進緊急支援事業）にＪＡ直鞍、ＪＡふくおか嘉穂が取り組み、市町やＪＡの窓

口を地元産の花きで飾花しました(写真１)。 

 トルコギキョウやスプレーギク等で豪華に飾花され、訪問者の目

を楽しませると同時に、地域で生産さ

れている花きのよいＰＲになりまし

た。 

○今後の取り組み 

  農業者向けの各種コロナ対策につ  

いて、花き生産者の円滑な取り組み  

を関係機関と連携して支援します。 

図１ ハウス環境データを「見える化」する成績表 

写真１ 環境管理個別支援の様子 

写真２ プロジェクトの 

   パンフレット 

写真１ 窓口に飾られたトルコギキョウ 



 

- 16 - 

 

オ ナシ新品種「玉 水
ぎょくすい

」の普及拡大を目指して 

県が育成したナシ新品種の「玉水」は、露地栽培で、

早生主力品種の「幸水」より早い７月下旬から収穫で

き、食味も良好なため、今後の普及拡大が期待されて

います（写真１）。そこで、管内のＪＡふくおか嘉穂

なし部会で、農林業総合試験場から提供された果実の

試食会を開催したところ、大玉でおいしいとの評価を

得ました。 

また、普及指導センターでは、「玉水」の普及拡大

を目的に、部会員園地に展示ほを設置し、省力樹形の

仕立て方の実演とともに、株元への黒色マルチ被覆に

よる生育促進効果を検討しました（写真２）。 

○今後の取り組み 

  今後も関係機関と連携し、引き続き展示ほの設置等

を行い「玉水」の普及拡大を目指します。 

 

カ ビタミン E 添加による体細胞改善の取り組み 

酪農において生乳の体細胞が 30 万個／ml を超 

えるとペナルティー金を徴収され、大きな損失と 

なります。 

当センターでは、R1 年度現地実証でビタミン E 

を給与することで体細胞の低下が期待されること 

を確認しました。そこで、体細胞が高い傾向のあ 

る管内酪農家へビタミン E 給与の普及を推進しま 

した。その結果、管内５戸の酪農家でビタミンＥ 

給与に取り組んでいただき、体細胞低下効果は、 

農家によりばらつきはありましたが、全体的に低 

下傾向にありました(図１)。 

○今後の取り組み 

今後もいくつかの技術を組み合わせて体細胞抑制対策を 

酪農家に提案していきます。 

 

 

 

写真１ 「玉水」（左）と「幸水」（右） 

写真１ ビタミンＥ製

図１ ビタミンＥ給与効果 

給

与 

無

給

与 

写真２ 「玉水」の仕立て方指導の様子 
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３ 各種表彰 

各種表彰（国・県）一覧 

表彰事業名 
受賞者 

(敬称略) 
受賞内容 市町名 

令和２年度全国優良経営体表彰 

 経営改善部門 貞光 孝宏 全国担い手育成総合支援協議会会長賞 直方市 

福岡県農業大学校開校 40 周年事業 

 

宮崎 重治 

宮崎ヒトミ 
農家留学研修受入農家 知事感謝状 飯塚市 

古野 隆雄 

古野久美子 
農家留学研修受入農家 知事感謝状 桂川町 

高嶋 征敏 

高嶋千代里 
農家留学研修受入農家 知事感謝状 桂川町 

第 22 回米・食味分析鑑定コンクール 国際大会 

 

国際総合部門 安河内 豊孝 金賞 宮若市 

都道府県代表 お米選手権 平尾 孝市 金賞 宮若市 

第 55 回福岡県肉畜共進会 

 国産牛の部 武田 英文 金賞 田川市 

令和２年度福岡県花き品評会 

 

「技術・ほ場の部」 

  

夏秋咲きギク  

（露地部門）  
松岡 憲幸 

全国農業協同組合連合会 

福岡県本部長賞 

「花絵」 

嘉麻市 

トルコギキョウ 豊田 武 
福岡県花き市場協議会長賞 

「セレブリッチホワイト」 
嘉麻市 

「産物の部」 安田 一平 
生産局長賞 

「ギンヨウアカシア」 
宮若市 
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直方市 貞光
さだみつ

 孝
たか

宏
ひろ

 氏 

 令和２年度全国優良経営体表彰経営改善部門で全国担い手育成総
合支援協議会会長賞を受賞 

農林水産省等は、自らの農業経営の改善、先進的な生産技術の活用、６次産業化、消費

者ニーズを踏まえた独自の市場開拓の取組、農業の「働き方改革」に取り組むなど優れた

功績をあげた農業者を全国優良経営体として表彰しています。 

直方市の貞光孝宏氏は、イチゴ、トルコギキョウ、

メロンを組み合わせた高収益型園芸品目主体の雇用

型複合経営を実践し、収益性の高い野菜・花きの周年

生産出荷体制を確立させました。特に、主要品目であ

るイチゴは、他の農業者に先駆けて炭酸ガス日中施

用技術や天敵技術等の導入に取り組むなど、継続的

に技術改善を図り、高レベルの栽培技術を習得しま

した。 

また、トルコギキョウは、実需者の要望を踏まえた

品種選定及び品質向上による高単価販売を実現しま

した。今回は、これらのこと等が評価され受賞となり

ました。 

 

宮若市 安河内
やすこうち

 豊
とよ

孝
たか

 氏 

宮若市 平尾
ひ ら お

 孝市
こういち

 氏 

 第 22 回 米・食味分析鑑定コンクール：国際大会で W金賞受賞！ 
国内外の米を一堂に集めて審査・評価し、安全性や良食味を求め「良質な米作り」に日々

精進する生産者や生産団体を支援することを目的に、「第 22 回 米・食味分析鑑定コン

クール：国際大会 in 富士山」が令和２年 11 月 28 日に開催されました。国内外から

4，755 点が出品される中、当管内の安河内

豊孝氏が出品した「にこまる」が上位 18 名

のみに贈られる国際総合部門 金賞を受賞

しました。また、平尾孝市氏が出品した県

育成品種「実りつくし」が都道府県代表 お

米選手権で金賞を受賞しました。 

安河内氏と平尾氏は、宮若うまい米コン

クール実行委員会の一員として宮若米の

食味向上及びブランド化に尽力されると

ともに、県のふくおかエコ農産物認証制度

を活用して減農薬・減化学肥料栽培にも取

り組んでおられます。 

直方市 貞光孝弘氏 

金賞を受賞した平尾氏、安河内氏 
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飯塚市 宮崎
みやざき

 重治
しげはる

 氏、ヒトミ 氏 

桂川町 古野
ふ る の

 隆
たか

雄
お

 氏、久美子
く み こ

 氏 

桂川町 高嶋
たかしま

 征
まさ

敏
とし

 氏、千代里
ち よ り

 氏 

 福岡県農業大学校開校 40 周年事業に係る「農家留学研修受け入れ
農家知事感謝状」を授与 

福岡県農業大学校は昭和 55 年４月に開校し、今年で 40 周年を迎えます。 

この間、多くの県民の方々にご支援、ご協力いただき、福岡県の次世代の農業を担う優

れた後継者並びに指導者が輩出されました。 

これまで同校が果たしてきた成果や役割について、多くの県民の皆様に理解を深めてい

ただくともに、なお一層の発展を期するため、40 周年記念事業として「農家留学研修受け

入れ農家知事感謝状」の贈呈がされました。 

この感謝状は、県内で４戸の農業者に贈呈されており、飯塚地域からは、飯塚市 宮崎

重治氏、ヒトミ氏ご夫妻、桂川町 古野隆雄氏、久美子氏ご夫妻、同町 高嶋征敏氏、千

代里氏ご夫妻の３戸の農業者が授与しました。 

 

 

 

 

 

 

桂川町 高嶋征敏氏、千代里氏 桂川町 古野隆雄氏、久美子氏 飯塚市 宮崎重治氏、ヒトミ氏 
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  イ 班活動の体制 

（ア）センター内運営事項による分掌（推進班） 

       経営体育成推進班、担い手育成推進班、 

情報活用推進班、安全・安心農畜産物推進班 

    （イ）地域班 

       嘉飯桂地域班、直鞍地域班 

４ 参考資料 

（１）普及指導センターの活動体制 

   ア 課係体制 

センター長

真鍋 泰之

参 事

笹川 文彦

地域振興課長

田中 孝敏

(嘉飯桂総括)

園芸畜産課長

八波 博則

(直鞍総括)

(災害総括)

(６次産業化総括)

(ＧＡＰ)

(エコ栽培認証)

(スマート農業)

水田農業係長

矢野 敏行

(農業機械)
(エコ栽培認証）

(エコファーマー）

水田

農業

城丸 裕次

野見山 玲衣

地域係長
古財 晶子

(男女共同参画)
(６次産業化)

農業

経営

庶務

瓜生 智典

橋本 隆詩

藤野 茂幸

小﨑 かおり

野菜

田中 達義

上野 廣大

山本 真紀

（ ）は窓口

果樹係長

藤冨 慎一

(土壌肥料、茶)

(エコ栽培認証)
(エコファーマー)

果樹
清田 真二

桐原 聖平

花き
佐伯 一直

柴里 栞

花き係長
田尻 輝彦

(知的財産、試験研究)

(環境保全、病害虫)

（気象）
(エコファーマー)

野菜係長
石坂 晃

(エコ栽培認証)

(エコファーマー)

畜産
岸本 純子

小田 彩乃

畜産係長

小野 晴美

(鳥獣被害対策)
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（２）現地実証・展示ほ一覧  

No. 品目 課 題 名 結 果 の 概 要 場所 

１ 

水稲 

水稲奨励品種決定
調査現地試験 

県農林業総合試験場が育種した試験系統「ちくし 95
号」は、対照品種の「夢つくし」に比べ、いもち病の
発生は少なく収量はやや高かったが、成熟期が６日遅
く「元気つくし」並みだった。 

直方市 

２ 
水稲の新規基肥一
発肥料の検討 

カリ成分を増やした新規基肥一発肥料は、慣行の基肥
一発肥料と比べ品質は同等だったが、収量が低下し
た。 

宮若市 

３ 
新規飼料用米品種
「みなちから」の
現地適応性 

既存の「ミズホチカラ」はいもち病が発生したが、新
品種の「みなちから」は病害に強く、収量も高かっ
た。 

飯塚市 

４ 

大豆 

大豆の難防除雑草
対策の検討 

大豆ほ場で問題となっている帰化アサガオ類等の難防
除雑草に対しては、初期の土壌処理剤と中期の新規除
草剤と中耕・培土を組み合わせた体系処理により、例
年に比べて雑草の発生は抑えられた。 

嘉麻市 

５ 
大豆の緩効性肥料
による増収の検討 

緩効性肥料による増収効果は、６月播種大豆は緩効性
窒素成分 S80 日タイプを含む肥料、７月播種は LP コー
ト 60 をそれぞれ基肥に施用したところ子実重が増加し
た。 

鞍手町 

６ 麦 
ラー麦のタンパク
質含有率向上 

追肥に新規緩効性肥料を活用し、既存の分施体系に比
べて、収量はやや低くなったがタンパク質含有率は同
等程度確保された。 

宮若市 

鞍手町 

７ 

野菜 

アスパラガスの夏
季高温対策の検討 

高温対策の方法として、換気扇､肩換気､被覆遮光に加
え妻換気と循環扇の効果の実証を行い、夏季の温度低
下の効果が確認できた。 

飯塚市 

桂川町 

８ 
ブロッコリーの初
夏出しにおける基
肥一発肥料の検討 

慣行の肥料体系と同等の品質のものを収穫でき、追肥
を省略できたことで労働時間が減少した。 

飯塚市 

９ 
ブロッコリーの冬
出しにおける基肥
一発肥料の検討 

慣行の肥料体系と同等の品質のものを収穫でき、追肥
を省略できたことで労働時間が減少した。 

飯塚市 

嘉麻市 
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No. 品目 課 題 名 結 果 の 概 要 場所 

 

10 

 

野菜 

フキのセル成型苗
を種根親株とした
栽培方法の確立 

選抜を行った優良系統のウイルスフリー株を民間委託
し、１２８穴のセル成型苗を購入し種根親株として利
用し、栽培方法の確立を検討中である。 

飯塚市 

11 
露地ナスにおける
基肥一発肥料の実
証 

慣行の肥料体系と比較して、同等の品質、収量であっ
た。病害虫被害も差はなかった。追肥を省略できたこ
とで労働時間が減少した。 

宮若市 

12 

花き 

シャクヤクの挿し
芽による増殖の検
討 

シャクヤクを挿し芽増殖するため、潅水方法および品
種の比較を行った結果、ミスト潅水区のみで発根が認
めれ、品種間で差が大きくなった。最も発根率が高く
なったのは、ミスト潅水区の「富士」であった。 

 
宮若市 

 

13 

リンドウ「しなの
２号」の障害花茎
対策と収益性の把
握 

夏季の高温による障害花茎対策として、遮光による低
減効果の実証を行ったが、本年度７月の天候不順によ
り障害花茎が発生しなかったため、判然としなかっ
た。収益性については、２年生、３年生株の収量、経
費を把握することで、単位面積当たりの所得を明らか
にした。 

宮若市 

14 
ホオズキの挿し芽
による栽培法の研
究 

通常、収穫後の地下茎を苗として利用するが、挿し芽
苗による白絹病抑制、切り花品質について実証した結
果、白絹病は発生しなかったが、切り花品質が劣っ
た。低温期の発根率の改善が必要である。 

嘉麻市 

15 

果樹 

傾斜地カキにおけ
るフジコナカイガ
ラムシ交信攪乱剤
の効果実証 

交信攪乱剤の設置によるフジコナカイガラムシの防除
効果は、越冬密度が高い園地が低い園地と比べてやや
劣った。また、同一園地に３年間継続して設置した結
果、交信攪乱剤の防除効果が年々高まっていることが
分かった。 

飯塚市 

16 

施設ブドウにおけ
る土壌水分の可視
化と裂果対策の検
討 

ｐＦメーターを使用することにより、土壌の水分状態
を可視化し、潅水管理に活用できた。ｐＦ値の変動が
少ない区で裂果割合が少なくなり、裂果対策に水分管
理が重要なことが判った。 

飯塚市 

17 畜産 
コンポストバーン
が生乳体細胞増加
抑制に及ぼす効果 

コンポストバーンは、通常牛床よりも牛床内部温度が
高くなったが、牛床細菌数はコンポストバーンが通常
よりも 10 倍多くなった。牛床温度は、水分率 68～70
％が最も高くなり、牛床水分調整がコンポストバーン
の温度管理に重要であることが明らかとなった。な
お、体細胞数の改善は見られなかった。 

小竹町 
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（３）現地活動情報一覧

№ タイトル 

１ 
夏野菜・オクラの栽培が始まりまし
た！ 

２ 
ブ ド ウ の 開 花 後 管 理 講 習 会 を 開
催！ 

３ 
小 学 生 の ス イ ー ト コ ー ン 収 穫 体
験！ 

４ 
高品質な「とよみつひめ」の出荷に

向けて 

５ 
ナシの県育成品種「玉水」の試食会

を開催！ 

６ ケイトウの出荷始まる！ 

７ よりよい土づくりのために！ 

８ 
帰化アサガオ類等に負けない大豆

栽培を実現するために 

９ リンドウの産地化を目指して 

10 
高品質イチジク生産のため簡易雨

よけ施設導入事例を調査 

11 経営改善の一歩は正確な記帳から 

12 
大敵フジコナカイガラムシから、カ

キ産地を救え！ 

13 
秋出しトルコギキョウの出荷始ま

る！！ 

14 
女性農業者に向けたＨＡＣＣＰ研

修会を開催 

15 
イチジクで管内初の県 GAP 認証取

得を目指す 

16 新規就農事例に学ぶ！ 

17 博多あまおうの出荷開始 

18 
イチジク栽培の女性農業者研修会

を開催 

19 
若宮花倶楽部リシアンサス見学会

を開催 

20 高校生セミナー開催 

№ タイトル 

21 高校生セミナーver2 を開催 

22 
スマート農業機械の現地見学会を

開催 

23 花き現地視察研修会を開催 

24 良食味トマト栽培の取り組み 

25 
新規就農者を対象に農業機械研修

を開催 

26 
飯塚の特産品「庄内フキ」の新たな

取り組み 

27 新たな品目の出荷が始まる！！ 

28 
経営者育成塾でビジネスプラン発

表会を実施 

29 
令和 2 年度水稲・麦・大豆の土づく

り研修会を開催 

30 
女性農村アドバイザー・若手女性農

業者研修会を開催 

31 株式会社千のいずみ創立総会開催 

32  

33  

34  

35  

36  

（令和３年２月発行まで） 
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(４)普及指導員調査研究一覧                   (○印は、主担当者) 

 

№ 課 題 名 概    要 部門 担当者 

１ 
ビジネスプラン作成
支援手法（地域版）
の課題整理 

全４回の研修会及び個別フォローアップを通してビジネス
プランを作成する経営者育成塾を開催し、アンケート調査
等により効果を検証した。 
継続的な取組とする上での課題が整理できたため、課題解
決に向け関係機関と協議を進めていく。 

地域 

 古財 
 瓜生 
○橋本 
 藤野 

２ 
土地利用型大規模経
営におけるスマート
農業技術体系の実証 

無人ロボットトラクタ及び自動操舵システム、普通型ロボ
ットコンバインの実用性、通信方式による作業性精度の検
証を行った。自動操舵システムは慣行より作業精度が高か
った。また、通信方式の違いによる作業精度には差がなか
った。普通型ロボットコンバインは自動運転の時間及び刈
取精度を調査した。 

水田
農業 

〇矢野 
 野見山 
 城丸 

３ 

イチゴにおける除塩
方法・程度が初期生
育に及ぼす影響の把
握 

作付前後の土壌管理方法別に土壌塩類の集積実態を把握す
るとともに、除塩方法別に土壌 EC の変化および初期生育の
違いを把握した。その結果、CEC や硝酸態窒素が高いほど
収量が低くなりやすいこと、除塩方法として夏期にビニル
を除去すると初期生育は良好となった。 野菜 

石坂 

４ 
フキのセル成型苗を
種根親株とした栽培
方法の確立 

選抜を行った優良系統のウイルスフリー株を民間委託し、
128 穴のセル成型苗を購入し種根親株として利用し、栽培
方法の確立を検討中である。 

田中 

５ 
リンドウ「しなの２
号」の収益性の把握 

中山間地の品目として、有望なリンドウ「しなの２号」
について、収益性を明らかにし、作付け推進の基礎資料と
するため、収量、単価、経費、労働時間の実態調査を行っ
た。また、その結果を出荷時期が競合する露地ギクと比較
し、検討を行った。 

花き 

田尻 

６ 
シャクヤクの挿し芽
増殖についての研究 

シャクヤク５品種と用土２種を用いて挿し芽した結果、品
種によっては発根するものの、発根率が最も高い区でも 55
％と、実用化のためには技術の改善が必要と思われた。 

佐伯 

７ 
ケイトウ栽培の実態
把握に基づく栽培指
針の検討 

ケイトウの出荷率が低い原因の究明のため、栽培管理調査
と出荷調整の実態調査を行った。栽培管理のポイント、お
よび、出荷調整の効率的な方法が明らかとなった。 

柴里 

８ 

越冬密度の異なる傾
斜地カキ園における
フジコナカイガラム
シ交信攪乱剤の効果
の検討 

交信攪乱剤の設置によるフジコナカイガラムシの防除効果
は、越冬密度が高い園地が低い園地と比べてやや劣った。
また、同一園地に３年間継続して設置した結果、交信攪乱
剤の防除効果が年々高まっていることが分かった。 

果樹 

清田 

９ 

生産工程管理の導入
生産者に対する支援
経過と導入前後の変
化 

県 GAP 認証を取得した JA ふくおか嘉穂いちじく部会のＳ氏
の認証取得の前後における意識の変化を調査したところ、
普及による現地検査前の自主点検支援が、Ｓ氏にリスク管
理や整理整頓の重要性への気付きを与えたことが分かっ
た。 

藤冨 

10 
コンポストバーンが
生乳体細胞増加抑制
に及ぼす効果 

コンポストバーンは、通常牛床よりも牛床内部温度が高く
なったが、牛床細菌数ではコンポストバーンが通常よりも
10 倍多くなった。牛床温度は、水分率 68～70％で最も高く
なり、牛床水分調整がコンポストバーンの温度管理に重要
であることが明らかとなった。なお、体細胞数の改善は見
られなかった。 畜産 

小野 

11 
遠賀川河川敷におけ
る自給飼料実態調査 

イタリアンライグラスの推定乾物反収は標準値を大きく下
回り、栄養価も低かった。今後の意向としては、労働力の
都合から現状維持と回答する農家が半分を占めた。生産乳
量についての比較では、施肥不足による栄養価が低い粗飼
料を給与していることから、乳量が低いと推察された。 

岸本 



 

- 25 - 

 

（５）飯塚地域担い手・産地育成総合支援協議会活動内容 

部

会 
課題・計画 内容 

担
い
手
育
成 

新
規
就
農 

新規就農者の確保と定着支

援 

高校生セミナーや就農相談により新規就農者の確保を図った。 

営農基礎講座の実施や就農状況の中間評価等を実施し、就農定着を支援

した。 

女性農業者リーダーの育成 研修会等を通じて女性農業者のリーダー育成を図った。 

水
田
農
業 

地域農業の担い手育成 
各組織・経営体の課題解決支援のため、栽培技術や経営改善の支援、

専門家を活用した相談会を実施した。 大規模経営体(個別・集落

営農)の育成 

農
業
経
営
指
導 

認定農業者の経営発展の方向性

に沿って担い手の経営強化を支援 

各市町での認定農業者経営改善計画策定相談会を通じて経営改善を支

援した。 

規模拡大や法人経営を目指す経

営体を育成 

コンサルテーション等を通じた技術・経営支援、専門家を活用した相

談会を実施し、企業的経営体の育成を図った。 

研修会等による担い手支援 

経営研修会及び経営者育成塾を開催し、経営者としての意識醸成・意

欲向上を図った。 

経営管理講座（初級・中級）を開催し、経営管理能力の向上を図っ

た。 

生
産
振
興 

普
通
作 

水稲の高品質安定生産技術

の確立 

早期・普通期水稲の生育調査を行い、技術担当者会議において安定生

産のための情報共有を図った。 

麦・大豆の収量向上技術の

確立と作付面積拡大 

麦は肥料展示ほを設置し、品質の向上に取り組んだ。 

大豆は難防除雑草対策実証ほを設置し防除体系を検討した。また、緩

効性肥料による安定多収生産の実証に取り組んだ。 

土づくり研修会を開催し、土壌改善の意識醸成を図った。 

新規需要米（飼料用米、米

粉用米）の安定生産 

飼料用米「みなちから」の現地適応性を検討し、米粉用米「ツクシホ

マレ」の省力安定生産技術の実証を行った。 

野
菜 

野菜産地強化計画の目標達

成 

産地の課題・問題点を点検し、計画の目標達成に向けた支援と進捗管

理をした。 

収量・品質向上、安定出荷

のための生産改善 

関係機関と連携し、振興品目の作付推進、新規農業者の育成及び各品

目の生産性の向上を図った。 

農業生産工程管理の取り組

みを推進 
安全・安心な野菜生産のため、生産履歴の取り組みを推進した。 

花
き 

花き産地強化計画の品目別

課題解決 
花き産地強化計画の作成及び進行管理を行った。 

トルコギキョウ出荷率の向上 講習会及び現地検討会等を実施した。 

露地品目の共販率・秀品率

の向上 
現地検討会、病害虫情報等の提供を行った。 

シャクヤク及びリンドウの

作付け推進 
展示ほの設置、JA 広報誌による作付け推進を図った。 

若手生産者の経営確立 
管内若手生産者に対し、個別コンサルのほか研修会を開催し、経営確

立に向けた支援と交流促進を図った。 

果
樹 

果樹産地構造改革計画の目

標達成及び次期５か年計画

の検討 

果樹産地構造改革計画の年度計画の進行管理を行うとともに、次期５

か年計画を作成した。 

新品種導入・定着 
県育成ナシ新品種「玉水」の普及拡大のため、栽培特性などの情報収

集に努め、展示ほを設置した。 

収量品質向上、安定出荷の

ための生産改善 

栽培講習会、栽培資料の配布、防除情報の提供、展示ほの設置によ

り、栽培技術の改善に取り組んだ。 

農業生産工程管理の取り組

み啓発・推進 

農業生産工程管理の取り組みについて啓発し、県 GAP 認証取得の支援

を行った。 

畜
産 

持続性の高い酪農家の生産

振興 
経営意欲の高い生産者に対して中長期計画の策定支援を行った。 

繁殖和牛の繁殖成績の改善

および子牛の増体量の改善 
繁殖雌牛および生産子牛の飼養管理改善支援を実施した。 
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