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【【普普及及活活動動ののねねららいい】】  

集落営農法人Ｋは平成 30年に設立され、大区画ほ場

において稲・麦・大豆を作付けしていますが、ほ場１

筆の面積が大きいことからほ場整備前の栽培と異なる

点も多く、今後の営農継続に不安を感じられていまし

た。そこで、大区画ほ場に応じた稲・麦・大豆栽培方

法の実践により各作物の収量を確保するとともに作業

時間の削減により経営が安定するよう活動しました。 

【【普普及及活活動動のの経経過過】】  

〇〇水水稲稲：：昨年度は生育前半から深水管理を行い、穂数が少なかったことから、今年度は生

育初期より浅水管理を行い、穂数の確保を図りました。また、水位スケール板の設置を行

い、適切に水管理するとともに、除草にかかる作業時間の削減をめざしました。 

〇〇麦麦：：収量向上に有効な「生育後期重点施肥技術」の導入を図るとともに、本技術の省力

化（施肥量、回数、方法）を図った技術を提案し、施肥作業にかかる時間の削減を行いま

した。また、より一層の収量確保に向け、現地研修会では、他地域の優良な排水対策の事

例を視察し、排水対策のヒントをつかめるようにしました。 

〇〇大大豆豆：：今年は雨の影響により、約 50aで播種遅れが発生し、窒素成分量で基肥２kg/10a、

中耕培土前に追肥３kg/10aの施用を提案し、収量向上を図りました。また、丁寧な耕耘に

よる土塊の細粒化とスタブルカルチの施工で排水性を向上させ、適期播種を実現すること

で、除草効果を高め、生育量が確保し、除草作業にかかる作業時間の削減をねらいました。 

【【普普及及活活動動のの成成果果】】 

 作物ごとの収量および作業時間は右表のと

おりで、今年産は昨年と比べると水稲・大豆で

収量が向上し、作業時間の削減が図れました。

ただし、麦については登熟期の天候不順により

収量が伸び悩んだことに加え、畦畔の草刈り回

数が増加し、作業時間の削減にはつながりませ

んでした。今後は麦の収量向上、作業時間の削減を中心に支援を継続し、より一層の経営

の安定化につなげていきます。                (執筆者：山田 真寛) 

大区画ほ場における法人の経営安定化 

 

対対象象名名  栗栗東東市市  農農事事組組合合法法人人ＫＫ    

 

◎◎対対象象のの意意見見    

 昨年度より水稲・大豆は増収できたので、今後も頑張っていきたい。   （法人Ｋ）  

  

現地研修会（排水対策）の様子 

表 各作物の収量及び作業時間 

平均収量
（kg/10a）

作業時間
（ｈ/10a）

平均収量
（kg/10a）

作業時間
（ｈ/10a）

水稲 449922 1166 446688 2200

小麦 335544 1100 338844 99

大豆 118800 1100 335544 1111

R２年産R３年産
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【【普普及及活活動動ののねねららいい】】  

これまで当管内のイチゴは直売所出荷や庭先販売が中心でしたが、生産者の増加などか

ら市場出荷を望む声が上がっていました。しかし、個人での市場出荷は出荷量が安定せず、

価格が低迷しやすいことから、安定した収益を得るために、グループでの安定出荷が必要

でした。 

そこで、JAレーク滋賀と連携して、共同販売を希望する生産者５戸を対象に、安定的・

継続的な市場出荷に向けた支援を行いました。 

 

【【普普及及活活動動のの経経過過】】  

①組織化を目指した連携会議の開催 

出荷までに５回の連携会議を開催し、組織

の在り方やそれを担保する規約の策定、出荷

方法やブランドコンセプト、統一ロゴの使用

についてなど、JA 担当者を交え、生産者で話

し合いを重ねました。 

②需要に応じた品質を実現する栽培技術指導 

安定した品質のイチゴを絶え間なく生産す

ることを目指して、生産者への技術指導を行

いました。 

 

【【普普及及活活動動のの成成果果】】 

令和３年 12月２日にグループ規約が制定され、新たに合流した１戸を加えた６戸で、正

式に「びわこいちご共同販売グループ」が発足しました。また、この場で市場への出荷量

（約束数量）を決定し、継続的で安定した出荷を行うことを決定しました。 

今後は出荷量の増加を目指して、仲間づくりや生産安定に向けた取組を行う予定です。 

 

 

(執筆者：小林) 

安定的・計画的なイチゴ共同販売の実現 

 

対対象象名名  共共同同販販売売にに取取りり組組むむ管管内内高高設設イイチチゴゴ生生産産者者（（５５戸戸））    

 

◎◎対対象象のの意意見見  

共同販売グループの組織が形になり、安定した市場出荷ができるようになって非常に

助かった。今後は販売量を増やしていきたい。     （共同販売グループ代表Ｌ氏）  

  

    統一ロゴと会議の様子 
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【【普普及及活活動動ののねねららいい】】  

栗東いちじく生産組合は県内の代表的なイチジク産地ですが、かつて 20戸以上いた生産

者も現在 13戸にまで減少し、樹勢低下も相まって近年の出荷量は低下傾向にあり、令和元

年産で 31,689パックまで落ち込んでいました（下図）。そこで、イチジク産地の維持に向

けて、樹勢の回復による出荷量向上に向けた支援と、新たな栽培者２名への栽培支援を行

いました。 

  

【【普普及及活活動動のの経経過過】】  

① 施肥改善と防除徹底による樹勢回復 

多くの園地で新梢上部が細くなる衰弱型の

樹相を示していたことから、緩効性肥料を用い

た施肥改善を提案（表）して実践支援を行うと

ともに、以前から問題となっていたネコブセン

チュウに対する防除徹底を促すことで夏期の

樹勢維持（写真）を図りました。 

② 新規栽培者の栽培支援 

昨年度、栗東チャレンジ農業塾を通して栽培

を開始された方および今年度から栽培を希望

された方に対し、巡回指導により次年度以降の

収穫に向けた主枝育成の技術支援を行いまし

た。 

  

【【普普及及活活動動のの成成果果】】  

樹勢回復の結果、今年度の出荷は目標

(43,000パック)を大きく上回る 47,170パック

となりました（図）。また、２名の新規栽培者

の樹も次年度収穫に向け順調に育っており、今

後の活躍が期待されます。    (執筆者：村井) 

イチジク出荷量の向上と新規栽培者支援 

 

対対象象名名  栗栗東東いいちちじじくく生生産産組組合合    

 

◎◎対対象象のの意意見見  

 普及指導のおかげで、前年に引き続き生産量が増加し誇らしく思う。次年度以降も栗

東いちじくを盛り上げていきたい。                 （生産組合長）

 

  

  

冬期 ﾍﾟﾚｯﾄ肥料 130 油かす 120
６月 ﾍﾟﾚｯﾄ肥料 40
８月 ﾍﾟﾚｯﾄ肥料 20
10月 ﾍﾟﾚｯﾄ肥料 20 ９月 IB化成 20

ｴｺﾛﾝｸﾞ

(180日)
３月

40

表　施肥改善

※実態は追肥施用されていなかった。

改善前(14.7kgN/10a) 改善後(12.6kgN/10a)

時期 肥料名 施用量
(kg/10a)

時期 肥料名 施用量
(kg/10a)

※

表 施肥改善 

写真 施肥改善と防除で回復した樹勢 

50000 

45000 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

図 イチジク出荷量の推移 ※H29 は直売所販売量 
データ把握できず 

市場出荷量 

直売所出荷量 

(パック) 
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【【普普及及活活動動ののねねららいい】】  

さづかわ果樹生産組合（平成４年設立、ナシ栽培面積約７ha）では、生産者の高齢化や

樹の高樹齢化が進み、産地が弱体化していました。その現状を打破するため、昨年度に地

元と関係機関との話し合いにより、新規担い手への面積集積と新品種・新技術導入を核と

した新しい産地計画が策定されました。今年度はその産地計画に基づき、新規担い手によ

る新品種「香麗」と新技術「ナシ樹体ジョイント栽培」の導入支援を行いました。 

  

【【普普及及活活動動のの経経過過】】  

① 新品種「香麗」 大苗育苗支援 

新技術の導入に必要な大苗生産に向けて、先進

地である鳥取県で行われている育苗技術を参考

に、新品種「香麗」において新梢伸長に向けたジ

ベレリンペーストの適期処理を指導し、秋季まで

続く新梢伸長に対応した防除指導も行いました。 

② ほ場準備・定植支援 

新品種・新技術導入は既存果樹園の改植として

行う予定であることから、既存棚をうまく活用し

つつ作業性のよい樹形を実現するための植栽間隔

や棚の改良、また土づくりに向けた支援を行いま

した。 

  

【【普普及及活活動動のの成成果果】】  

 新技術の導入に向けて、樹高 3.3m以上の大苗作り

を目標としていたところ、定植予定 240樹の９割

以上でその伸長量を確保できました(写真１)。ま

た、その大苗育苗の結果、当初の予定通りの植栽間隔、主枝高で定植することができま

した（写真２）。３月には隣接樹との接ぎ木により、県内初の新技術「ナシ樹体ジョイ

ント栽培」による樹形が完成する見込みです。           (執筆者：村井)  

  

  

産地計画に基づいたナシ新品種・新技術導入支援 

 

対対象象名名  ささづづかかわわ果果樹樹生生産産組組合合    

 

◎◎対対象象のの意意見見  

 産地計画が出来上がり、新規担い手による新品種・新技術の導入が始まった。産地が

今後ますます発展していくよう尽力したい。             （生産組合長） 

  

  

大苗育苗と伸長量の測定(8/20)（写真１） 

計画通り植栽された新品種「香麗」（写真２） 

主主枝枝高高  

11..66mm  
樹樹間間  11..55mm  
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【【普普及及活活動動ののねねららいい】】  

 モリヤマメロンは、守山市の農産物のブランドと

して消費者から人気が高く、令和３年度は生産者数

23人、栽培面積約３haで栽培されています。モリヤ

マメロンを生産する若手生産者は、栽培技術に難し

さを感じている場合が多く、令和２年度の若手生産

者の平均出荷率は、部会平均の 84.5％に対し 71.2

％と低い状況でした。 

そこで、若手生産者の出荷率 80％を目標に、栽培

管理技術の向上を図りました。 

 

【【普普及及活活動動のの経経過過】】  

昨年度（令和２年度）にベテラン生産者と若手生

産者で温度・湿度・地温を測定したところ、特に生

育初期の最低気温や地温に差があることがわかりま

した。そこで、今年度は若手生産者４人とベテラン生産者２人で温度・湿度・地温を測定

し、そのデータを活用し、生育初期の温度確保やそれ以降の栽培管理の改善に取り組みま

した。また、当課が測定者全員のデータを毎週エクセルでグラフ化し、生産者と共有する

ことで、生産者自らが考えてもらうよう働きかけました。  

 

【【普普及及活活動動のの成成果果】】 

 令和３年度は、若手生産者４人全員が生育初期の温度をおおむね確保でき（最低地温 18

℃以上）、若手生産者２人は出荷率 80％以上を達成しました。しかし、栽培後半に土壌伝

染性病害が多発したこともあり、残りの２人は 80％に届かず、平均出荷率は 56％にとどま

りました。栽培環境をグラフ化して共有することで、ベテラン生産者が若手生産者に対し

て、換気の時間を早めることなどの助言や、実際にハウスに行ってアドバイスするなど部

会内での交流がでてきました。このような動きを部会内に広め、部会全体で出荷量の増加

や品質の向上を図っていきたいと思います。             (執筆者：坂尾) 

メロンの栽培環境の見える化による栽培技術の向上 

  

対対象象名名  モモリリヤヤママメメロロンン部部会会   

◎◎対対象象のの意意見見  

今年度は出荷率が低かったものの、モニタリングしていたこともあり、栽培期間中に

温度や湿度の管理を変えることができ、効果的だった。        （若手生産者）  

  

温湿度・地温振り返り研修会 

グラフ化して温度を確認 


