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 【特集】 ももの供給力強化に取り組んでいます 

玉島北園芸協会もも部会、浅原園芸組合
吉備路もも出荷組合、総社もも生産組合（倉敷市、総社市）

　倉敷地域のもも生産組織は４組織あり、県の栽培面積の約３割を占める主要産地で

す。以前に比べて面積が減少傾向でしたが、普及指導センターではＨ 29 年度から供給

力強化に取り組み、面積は維持・拡大傾向となっています。この流れを一層進めてい

くために、新規就農者の確保・育成や園地の確保、大規模経営体の育成等を支援して

います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．新規就農者の早期経営確立

　新規就農者は早期の技術習得と経営管理能力の向

上が課題となっており、各産地の新規就農者等を対

象に、大規模経営農家の視察、秋季せん定の実習、

無人自動草刈機の実演、簿記や労務管理等の経営能

力向上研修を行いました。

　今後も技術や経営管理能力習得の場としてだけで

なく産地間の交流の場づくりを行っていきます。

２．園地確保に向けた取組

　新規就農者や規模拡大農家の増加により、優良な

園地が確保しにくい状況にあります。このため、ア

ンケートで収集した園地情報から園地マップを作成

し、園地流動化を支援しています。更に玉島北地区

では、関係機関でプロジェクトチームを結成し、荒

廃水田等の畑地化による新たな園地確保に向けて活

動しています。

 

３．晩生品種の品質向上と販売力強化

　規模拡大には晩生品種の導入による作業分散が必

要不可欠であるため、技術向上と販売力強化が求め

られています。

　そこで、晩生品種の摘果方法や適した掛け袋を検

討しています。また、関係機関と連携して首都圏の

特定小売店への継続出荷を試み、販売力強化に向け

て活動しています。今後も、有望晩生品種の選抜と

販売力強化による生産振興を支援していきます。

秋季せん定について意見交換

品種に適した掛け袋の検討

プロジェクトチームによる

園地候補の巡回
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ラジコン草刈機で畦畔管理を省力化！

倉敷地方農業技術者連絡協議会（管内全域）

　倉敷地域の水稲農家を対象に、総社市槙谷で８月 24 日畦畔管理省力化技術研修会を

開催しました。中山間地域は、急勾配な畦畔が多く面積も広いため、草刈作業の負担

が大きく、草刈作業中の事故も多く発生しています。

　傾斜地に対応したラジコン草刈機の実演では、実際に参加者に操縦を体験してもら

い、「これからラジコン草刈機の使用を検討していきたい」という声も聞かれました。

普及指導センターでは、引き続きスマート農業等の研修会や技術実証などを通じて、

省力化技術の普及を支援していきます。

倉敷地方稲作研究会（倉敷市、総社市）
倉敷地方農業技術者連絡協議会（管内全域）

　水稲の主要品種「アケボノ」の収量目標 720kg/10a を安定的に生産できる施肥体系

を検討しています。Ｒ２年度は溶出期間のバランスが異なる肥料の比較をしました。夏

の高温、害虫の多発が影響し、目標より低い収量となりましたが、60-120-140 タイプ

の肥料が 561kg/10a で最も収量が多くなりました。

※ 60､ 120､ 140 は、それぞれの溶出期間（日）

ラジコン草刈機操縦体験

60-120-140 タイプ施肥の生育が良好（右端）

除草機械の紹介

肥料の違いによる10ａ当たりの収量

「アケボノ」の収量を上げる肥料は？

力 を入れています！
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真備ぶどう生産組合（倉敷市）

　「シャインマスカット」は、品質の高位平準化が求め

られています。「ピオーネ」栽培が盛んな当産地では、

導入した「シャインマスカット」の栽培方法の適正化

が課題となっています。

　そこで、結果枝間隔や副梢の摘心回数による果粒肥

大への影響を調査しましたが、大きな差は認められま

せんでした。しかし、結果枝径には差が認められ、径

が大きい区の翌年以降の大粒化に期待が持てると考え

られました。

ＪＡ倉敷かさや東部出荷組合（倉敷市）

　倉敷市南部の砂地畑で栽培されている「連島ごぼう」の産地は、市街化区域に位置す

るため、近年は農地の確保が難しくなっています。一方、市街化区域外の近隣の水田で

は遊休農地が増えており、こうした水田が活用できれば、産地の拡大が期待できます。

　そこで、部会の若手農家らが中心となり、Ｒ２年度から水田での試験栽培を始めまし

た。Ｒ２年９月に播種したごぼうは、翌年３月に収穫し、冷蔵保存後に短根ごぼうとし

て出荷する計画です。これまでに出芽率の向上や雑草対策など、多くの課題が浮き彫り

になりましたが、

普及指導センター

では、２年後の技

術確立を目標に、

できるだけ省力的

な栽培になるよう

に支援をしていき

ます。

水田での生育状況（R2 年 10 月 12 日） 畝立て作業

表  結果枝間隔と摘心回数の果実品質への影響

「シャインマスカット」の肥大向上対策

水田ごぼうの安定生産技術の確立に向けて

収穫時の果実

１

３

２

４

力 を入れています！
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吉備路夏秋ナス生産出荷組合（倉敷市、総社市）

　夏秋なすの新興産地として当組合では、新規栽培者が増加しています。そこで、栽

培経験の浅い栽培者のレベルアップを図るため、ベテラン栽培者が新規栽培者に直接

指導をする栽培研修会を企画しました。また、さらなる新規栽培者の確保に向け現地

見学会も行ったところ、Ｒ３年度の新規栽培者を確保できました。

　今後も栽培技術の向上と新規栽培者の確保により出荷量の増大と産地規模拡大を

図っていきます。

倉敷地方施設いちご研究会（倉敷市、総社市）

　Ｒ元年デビューした本県の冬を代表する「晴
はれいちご

苺」は、首都圏でも高値で取引され話

題となっています。しかし、年明けからの出荷が主体となっており、高単価である年

内の出荷量が少ない傾向にあります。そこで、Ｒ２年度は確実に花芽分化した後に定植

し、適切な施設内温度管理の徹底を進め、前進出荷を目指しています。

栽培戸数と栽培面積の推移

ブランドいちご「晴苺」

新規栽培者確保のための現地見学会

栽培指導

盛り上がれ！吉備路の夏秋なす

「晴苺」の年内出荷増量を図る

力 を入れています！
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スイートピー栽培でスマート農業への第一歩

乳牛が暑い夏を乗り切るための対策

 ＪＡ晴れの国岡山船穂花き部会（倉敷市）

　倉敷市船穂町のスイートピー産地は 15 戸、4.1ha の規模を誇っています。近年は秋

の天候が不順となり、日照不足や高温の影響を受けて落蕾などの生理障害の発生が増

えています。そこで、生育に影響を与える気温や湿度、日射量などのデータを集め、

ハウス内環境を改善するためモニタリング装置の試験導入を始めました。スマートフォ

ンで常時確認できるほか、異常が発生した場合には、メール受信できるようになり、

環境改善に対する意識向上が見込まれます。将来的には得られたデータをもとに施設

の自動制御を目指します。

びなん酪農組合（倉敷市）

　乳牛は暑さに弱く、夏季には乳量・乳質や繁殖性が低下し、さらには熱中症により

死に至ることもあります。毎年この問題に直面する酪農経営では様々な対策を行って

いますが、Ｒ２年度は、管内の酪農家が細霧冷房システムを導入しました。

　従来の細霧冷房は、牛体に霧を付着させ皮膚温度を下げるものでしたが、今回導入

したシステムでは、非常に微細な霧を噴霧し送風することで、牛舎全体の気温を下げ

ることが可能であり、酷暑下でも乳牛のストレスが低減し、高品質な生乳の安定生産

が期待されます。

ほ場に設置した環境測定装置

細霧冷房の稼働状況 システム制御盤

パソコンでリアルタイムにデータを収集

力 を入れています！
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新規就農希望者（管内全域）

　新規就農者確保のため、生産組織や関係機関と連携して、各地で開催される就農相

談会等へ参加し、倉敷地域の各産地をＰＲしています。

　人の移動が制限される中、オンラインの就農相談会や農業体験研修面接会にも積極

的に対応し、継続した農業研修生確保に努めています。農業研修希望者を対象とした

就農オリエンテーションや産地訪問・農作業体験も引き続き行っていきますので、各

産地の皆様には、御協力をお願いします。

吉備路水田農業大規模経営体ネットワーク（倉敷市、総社市）

　吉備路地域水田農業の担い手農家で結成された吉備路ネットワークでは、スマート

農業技術実践事例を学ぶため、7 月 17 日に岡山市と赤磐市で現地研修会を開催しまし

た。農地・作業管理記録システムとＧＰＳガイダンスの導入により、ほ場と人材を有

効活用している経営体と、最新のスマート農業実証プロジェクトに取り組む経営体か

ら話を聞き、技術導入後の効果、導入時の注意点等について、実践者との意見交換を

行いました。参加者からは、技術導入を検討する上で大変参考になったとの意見が聞

かれ、今後の経営高度化と収益性向上の取り組みに役立つ研修となりました。

オンライン農業体験研修面接会（８月）

農地・作業管理記録システム

について研修

最新の水管理システムを見学 スマート農機の見学

就農オリエンテーション（10 月）

新規就農者の確保に向けた取組をオンラインでも実施！

吉備路ネットワーク、スマート農業技術実践事例を学ぶ

力 を入れています！
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 認定農業者等（管内全域）

　地域農業の担い手である認定農業者を増やすため、市町やＪＡ等と連携し、候補者

の情報共有や農業者への制度の周知、農業経営改善計画書の作成支援をしています。

　また、認定農業者や新規就農者等を対象とした各種研修会や、農業経営相談所の専

門家による経営相談、家族経営協定の締結を推進し、農業者の経営改善を図っています。

６次産業化初心者講座生（倉敷地域）

　「令和２年度６次産業化初心者講座」を初心者コース（受講生 10 名）、実践者コース（受

講生 11 名）に分けて各２回開催しました。

　初心者コースでは加工に必要な設備や機械、衛生管理について専門家による指導を

行いました。また、実践者コースでは加工品のデザインや情報発信の方法などを指導

しました。 

　初心者講座を通じて６次産業化に取り組む農業者が増えており、今後も６次産業化

の取り組みを支援します。

経営管理研修会実施内容

 専門家による衛生指導（初心者コース） デザインの基本を講義（実践者コース）

専門家による経営相談

認定農業者や新規就農者の経営改善に向けて

２コースに分かれて開催！６次産業化初心者講座

力 を入れています！
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　「マスカット・オブ・アレキサンドリア」の栽培を

Ｈ 24 年から始め、５年間で経営規模を１ha に拡大

するなど、早期経営安定を確立したことが高く評価

されました。地域の農業を担う青年農業者として、

農業のＰＲや地域活動のほか、「マスカット・オブ・

アレキサンドリア」を使ったオリジナルワインの醸

造にも取り組まれています。

　高度な技術を要する「マスカット・オブ・アレキ

サンドリア」の早期加温栽培や新品種である「シャ

インマスカット」の加温栽培にいち早く取り組み、

高品質安定生産技術の普及に貢献されました。さら

に担い手の確保に向けて就農希望者を研修生として

受け入れ、産地強化に尽力されています。

　「ピオーネ」や「シャインマスカット」の施設栽培

を地域で先駆けて導入し、地域への波及に貢献され

ました。また、県農業士、生産組合副組合長を務め

るとともに、就農希望者の受け入れ農家として若手

農業者の育成に努められています。

矢野賞
松井　一智さん（倉敷市）

農林漁業功労者表彰　農林水産部長表彰
浅野　三門さん（倉敷市）

農林漁業功労者表彰　農林水産部長表彰
 野瀬　秀子さん（総社市）

受賞おめでとうございます
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　地域に先駆けて、フリーバーン牛舎を導入するな

ど、乳牛のストレス軽減を重視した飼養管理を実践

されるとともに、搾乳体験の受入や自家産生乳を利

用したジェラートの製造・販売への取り組みなど消

費者への酪農の理解醸成を図るための取り組みを率

先して行っています。さらに、酪農組合のリーダー

として地域の畜産振興に尽力されています。

　極早期加温から晩生品種を組み合わせて、県内でも事

例のない６か月以上の長期出荷（４月下旬～ 11月上中旬）

を実現し、年間の労働力を均一化して無理のないぶどう

専作体系を確立しています。またＨ 26年に秦果樹生産出

荷組合の中に担い手部会を設立し、高齢化の進展にとも

ない増加する廃園を新規就農者等に継承する仕組みを整

備し、地域の活性化を図っておられます。

　市内のスーパーに地食べコーナーを設置し、総社

市産農産物の販売を行ったり、学校給食に総社市産

の農産物を使用する取り組みを始め地産地消の推進

をされています。また、小学校ライスカレーやセロ

リドレッシングなどの地域特産物の商品開発販売を

行い、特産品のＰＲに取り組まれています。農地受

託や新規就農研修生を積極的に受け入れ、農地保全

や担い手の育成に貢献されています。

畜産功労者知事感謝状
難波　明朗さん （倉敷市）

地域づくり推進賞
一般財団法人　そうじゃ地食べ公社（総社市）

野瀬　弘三さん （総社市） 　【基幹品目】果樹（ぶどう）

はじめまして！新農業士です
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新しく農業始めます！ どうぞよろしくお願いします新しく農業始めます！ どうぞよろしくお願いします

野口大輔さん

〔倉敷市、ぶどう〕

早く一人前になれるよ

う、頑張ります。

田邉　亮さん

〔倉敷市、もも〕

桃の樹が持つ力を最大限

引き出し、高品質な桃の

生産を目指しています。

坪川純大さん

〔倉敷市、ぶどう〕

日々チャレンジし、美

味しいマスカットを作

ります！！

三宅春香さん
〔倉敷市、酪農〕

倉敷の女性酪農家とし

て、生乳にチーズに生

産頑張ります。

中原沙織さん

〔倉敷市、スイートピー〕

産地の発展のため頑張

ります。

花田俊輔さん

〔倉敷市、ぶどう〕

お客様に喜んでもらえ

る美味しいぶどうを作

れるように頑張ります。

幡司博伸さん

〔倉敷市、露地野菜〕

地域の農業が盛り上が

るよう頑張ります。

佐藤公則さん

〔倉敷市、もも〕

大きくて品質の良い桃

を作れるように頑張り

ます。

藤原哲也さん

〔倉敷市、水稲〕

地域の農業に少しでも

貢献できるように頑

張っていきます。

星島輝哉さん

〔倉敷市、水稲〕

水稲とぶどうの複合経

営を目指して頑張りま

す。

関　啓真さん

〔倉敷市、もも〕

「桃は育てる」「スイートピーも手伝う」

「両方」やらなくっちゃあならないってのが「新規就農者」

のつらいところだな。覚悟はいいか？オレはできてる。
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小野祥典さん

〔倉敷市、もも〕

地域の担い手として胸を

張っていけるように頑張っ

ていきたいと思います。

新しく農業始めます！ どうぞよろしくお願いします新しく農業始めます！ どうぞよろしくお願いします

長谷川伸・千恵子さん

〔総社市、もも〕

常に学ぶ姿勢を忘れず、より高品質な桃を作れる

よう頑張ります！

貝原将三さん

〔総社市、ぶどう〕

丁寧なぶどう作りを心がけ､

美味しいぶどう作りを目指

していきたいと思います。

古川省吾さん

〔総社市、ぶどう〕

地域の方と交流しつつ、

ぶどうの品質を高めてい

けるように頑張りたいです。

畑野真輝さん

〔倉敷市、ぶどう〕

美味しい高品質なぶど

うが作れるように一生

懸命頑張ります！

大久保博文さん

〔総社市、露地野菜〕

夏秋なすをたくさん出

荷できるよう頑張りま

す。

畑　祐貴さん

〔総社市、もも〕

いい桃が作れるよう一

生懸命がんばります。

江南隆雅・沢子さん

〔倉敷市、ぶどう〕

夫婦で力を合わせて、おいしいぶどう作りを頑張

ります。

※令和２年１月以降に新規就農された方を

　掲載しています。




