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■ 今年の目玉情報
牛窓露地野菜の新規就農者研修会がスタート！

瀬戸内市牛窓町は、はくさい、キャベツ、冬瓜、そうめん南瓜、かぼちゃを栽培する県内有

数の露地の重量野菜産地です。近年は、面積や高齢化による栽培者数が減少しています。この

ため、産地では新規就農者確保計画を策定し、県の就農促進トータルサポート事業を活用し、

地域以からの新規就農者の募集を行っています。露地野菜は比較的初期投資が少ないため、毎

年新規の方が研修を受けて就農しています。

昨年度までは、「せとうち野菜塾」として、定年帰農者、後継者、新規就農者の方など対象

とした研修会を行っていましたが、事業での新規就農者が多くなってきたことから、今年度か

らは、事業で新規就農した方を対象にした研修会に組み替えて、経営安定に向け指導すること

としました。

研修会の運営は、普及指導センターでは、ＪＡ岡山、瀬戸内市役所と役割分担して、年間６

回の計画で開催しています。今年度の研修対象者は６名で、各回２名が必須参加、他の対象者

は自由参加としています。

研修内容は毎回異なり、開催時期に合わせた内容としています。まず、普及指導センターか

ら今後の栽培管理を説明し、その後研修対象者２名の栽培ほ場を巡回し、生育状況に合わせた

管理指導をＪＡとともに行います。市の担当者も毎回出席し、新規就農者の営農状況の確認を

行っています。個別対応のため、他の生産者が行っている管理、情報交換、いまさら聞けない

基本的な内容の確認ができ、研修生からは大変好評です。次年度も引き続き研修会を継続して

行う予定にしています。

かん水の必要性について検討中 育苗期後半の追肥、防除指導

今後の管理をメモする研修生 育苗ハウスの遮光方法を指導
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「マルイチのもも」のブランド強化を目指して！
＜祝：清水白桃生誕88周年＞

ＪＡ岡山一宮選果場果樹部会もも部は、今年度「マルイチのもも」のブランド強化のために

部会員、ＪＡ、市、普及指導センターでプロジェクトチームを立ち上げました。部会員からは

販売委員と次世代リーダー候補となる青年部員や女性農業者がメンバーとなっており、様々な

立場からの意見交換が行われています。

今年度は、岡山のももの代表格である「清水白桃」が岡山市北区芳賀の清水地区の白桃園で

偶発実生から発見されて88年目にあたるため、生誕88周年記念キャンペーンとして、７月

１日から８月31日までの2ヶ月間、ＪＡ岡山の直売所等を中心に、消費者ニーズと「マルイ

チのもも」の知名度把握を目的にアンケート調査を行いました。総数1,971枚の回答が寄せ

られ、その結果、「マルイチのもも」のさらなる知名度向上の必要性が確認されたため、次年

度に向けて、これまでのＰＲ・販売手法の検証や、年間を通してＰＲに使える加工品の開発や

改良を進める計画にしています。

＜異常気象に負けないももづくり＞

主力品種の「清水白桃」の安定生産を目標に、平成29年からＪＡ岡山一宮選果場果樹

部会の青年部員が満開30日から80日後まで定期的に自園地の幼果を持ち寄り、果実重や

核の状態を調べる研究会を行っています。その調査結果と気象や病害虫発生状況等と合わ

せて、普及指導センターでは管理作業のポイントについて適宜部会員に情報発信をしてい

ます。

また、当産地では「普通せん定」の栽培が一般的ですが、県内の他産地で行われている

「弱せん定（岡山自然流）」について勉強したいと声があがったため、今年度から青年部

員を中心に弱せん定の勉強会を立ち上げ、せん定方法の勉強を開始しています。普及指導

センターは、今後も生産安定、供給力強化のため、これらの活動を支援していきます。

プロジェクトチーム会議 生誕 88 周年キャンペーン（アンケート）

生育状況の確認 弱せん定勉強会
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「スマート農業」で効率的な営農スタイルを実現！
農業者の高齢化、世代交代により、省力・低コスト化や栽培技術の伝承が求められています。

以前からパソコンやスマートフォンを活用したほ場管理や栽培管理システムなどが利用されて

いましたが、さらにICT技術が進歩し、農業機械のロボット化やドローン撮影による生育状況

の把握などが実際に導入されつつあります。普及指導センターでは、令和元年度からさまざま

な「スマート農業」技術の検証・普及に取り組んでいます。

田植機やトラクターでは、直進アシストやオート運転機

能を持つ新しい農業機械が開発されています。やや高価に

なりますが、作業の省力化が図れることや誰がやってもき

れいな作業が可能で心労の軽減が図れることから、現場で

導入が進んでいます。

また、省力技術としてドローンによる液剤散布が普及し

ています。ほ場に入ることなく病害虫防除ができるうえ、

アタッチメントを変えることで除草剤などの粒状散布も可

能になっており、大規模経営体でドローンを購入される人も

増えてきています。

今年度はドローンによる可視画像を活用した雑草診断や

病害虫判断などにも取り組みました。可視画像による雑草

マップは雑草が多いポイントや生えている草種まで確認で

きます。また、画像を見ることでトビイロウンカによる葉

色の変化を早期に確認できました。ドローンを活用した適

正な栽培管理のための新しい手段として期待されています。

(注：赤い所に雑草確認)

新たな技術についての研究も行われています。その一つ

は、ドローンやヘリコプターを利用した植物の生育状況管

理です。NDVI値（注：植物体の葉色や葉の茂り具合を数

値化したもの）をほ場地図に取り込むことで肥培管理の適

正化を図る実証に取り組みました。また、研究途中ではあ

りますが、農業研究所とも情報共有を図りながら、有効な

活用方法の検討を重ねています。

スマート農機は導入する際に従来のものに比べ高額にな

ることが多く、それぞれの経営規模にあった導入計画を

検討することが必要です。

最新農業機械による省力作業体系や上空からの撮影による適正な栽培管理の徹底など、

これからの農業現場がどんどん変わってくるかもしれません。

自動操縦でそろった条間

可視画像による雑草マップ

上空からの撮影によるNDVI値マップ
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今だからこそできることを！～青年農業者クラブの活動～
青年農業者クラブは、次代の農業の担い手である後継者や新規就農者などの若手農業者によ

り組織されており、農業経営の発展に必要な知識の習得や身近な課題を解決するため、研修会

の開催やプロジェクト活動の実施、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動等を行

っています。

岡山地方新農業経営者クラブ連絡協議会では、今年度はコロナ禍の中、皆で知恵を出し合い、

「今だからこそできる活動を！」ということで、様々な工夫を凝らした事業を行ってきました。

新規就農者のクラブ加入や仲間づくりにも努めていますので、加入希望の方は、普及指導セン

ターへ御連絡ください。

【今年度の主な取り組み】

１ ＷＥＢ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を活用した経営能力向上研修会を開催

活用が広がっているＷＥＢ会議を体験し、機能を理解することで仲間との情報交換や

取引先との商談や今後の農業経営の発展につなげることを目的に開催しました。

２ カレンダープロジェクト

コロナ禍の中でも頑張っているクラブ員の姿をＰＲし、農業現場を少しでも盛り上げてい

きたいという思いでクラブ員の写真付きカレンダーを作成し、関係機関やクラブ員の取引先

（飲食店）に配布しました。

３ 県内アパレルメーカーとのコラボエプロン製作

倉敷市児島のアパレルブランドメーカー「ジョンブル」とコラボして、農作業の

効率化とファッション性の両方を兼ね備えた作業着（エプロン）を製作しました。

コロナ禍の中での役員会 経営能力向上研修会（WEB会議体験)

関係機関や取引先引先へのカレンダー配布でＰＲ 製作したコラボ作業着（エプロン）
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■ 産地・人の動き
次のステージに向けて野菜の新たな作型に挑戦！

玉野市では、これからの地域農業の担い手となる農家を育成することを目的に、専門的な栽

培技術を習得するための「ステップアップ講座」（事務局：(有)みどりの館みやま）を令和元

年６月から開講しています。

昨年度は、年間を通じて需要の高いきゅうりとにんじんに着目し、４名の受講生が既存の施

設や資材等を利活用して、きゅうりの抑制栽培、にんじんの夏播き秋冬どり栽培とトンネル春

夏どり栽培に取り組み、安定生産と端境期の出荷により好結果を得ることができました。

２年目となる今年度は2名が加わり、新たな作型となるきゅうりの半促成栽培、にんじんの

夏播き年末どり栽培や各作型における有望品種の試作にも挑戦し、受講生は、「消費者の高い

評価が自信になった。さらに良いものを作りたい」と意気込んでいます。

高品質な「白皇」の生産に向けて！
「白皇」は、平成28年に品種登録された岡山県育成品種で、高糖度で食味が良い品

種として注目されています。ＪＡ晴れの国岡山岡山東もも部会はいち早く「白皇」の産

地化を進め、瀬戸支部でも111本が栽培されています。今年度から本格的に出荷を始め

ましたが、「白皇」では裂皮（裂果）の発生など外観を損ねる障害が問題となり期待さ

れた結果を得ることはできませんでした。そこで、岡山東もも部会及び瀬戸支部では裂

皮対策として、今年度は３種類の果実袋の比較試験や収穫果実の持ち寄り検討などを行

いました。普及指導センターは、今後も品質向上に向けた活動や部会の活性化に向けた

支援を行っていきます。

収穫した白皇 査定会

ニンジンのトンネル栽培 現地講習会
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ロボット草刈機でもも園管理の省力化！
技連は、もも園の草刈の省力化について検討するため、ロボット草刈機の実演展示を９月

１７日１８日に行い、県や市、JA等の関係者およびもも生産者が実演会に出席しました。

ロボット草刈機は和同産業の「ロボモアKRONOS」を使用し、メーカーの担当者から説明

を受けながら、実際に草刈りを行う様子を見学しました。充電しながら決められたエリア内を

完全自動で草刈りを行うため、省力化に有効であるものの、傾斜にやや弱いことや電源を必要

とすることが課題としてあげられました。今後も引き続き関係機関と連携しながら、果樹栽培

の省力化に取り組んでいきます。

新規参入者さん いらっしゃい！
岡山県では、農業経験がなくても就農を希望する方を

対象に研修制度を設け、各産地で研修生を受け入れ、

就農への支援をしています。

今年度普及指導センターでは、就農相談会や岡山地域

就農オリエンテーションなどで、研修生受入れ産地を紹

介したところ、農業体験研修面接会で10名の方が合格し

ました。今後、各産地の受入農家の元で１か月間の体験

研修を行い、就農への意欲が強ければ、１年以上２年

以内の農業実務研修へと進み、就農を目指すことにな

ります。現在、岡山地域では、12名の方が就農を目指し、一生懸命、実務研修に励んでおら

れます。農家の皆様、研修生に対しまして応援よろしくお願いします。

農業実務研修の状況 令和２年１２月１日現在

研修主体 品目 研修生 研修主体 品目 研修生

JA岡山一宮選果場果実部会もも部 もも １ 岡山市高松有機無農薬野菜生産組合 有機無農薬野菜 １

みどり会

JA岡山西大寺ぶどう部会古都支部 ぶどう １ おかやまオーガニック 有機無農薬野菜 ２

JA岡山上道ぶどう部会 ぶどう １ JA岡山青果物生産組合 露地野菜 １

丸草出荷組合 ぶどう １ JA岡山牛窓野菜部会 露地野菜 １

吉備中央農業公社 ぶどう ３

稼働中のロボット草刈り機 メーカーによる説明

就農オリエンテーション
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コロナ禍での岡山地方農業士会の活動
岡山地方農業士会は、今年度は新型コロナの影響

で4月23日に予定していた総会が書面決議となり、

退任者6名の送別や新任者7名の歓迎もできず、夏休

みの農業高校生との交流会も延期＝白紙状態に。コ

ロナも一段落した10月２日にようやく役員会を開催

することができ、今年度の事業を12月の高校生との

交流会と１月の新規就農者激励会支援（鉢花贈呈）

の２つにしぼりました。

今年で５回目となる「農業高校生と岡山地方農

業士会の交流会」は12月25日、吉備中央町加茂川

地区を中心に開催し、管内３農業高校の生徒23名、

農業士13名、関係者15名の計51名が参加しまし

た。午前中は、ぶどうメガ団地とJA集出荷場、(株)

まるみやのカット野菜加工場を見学し、昼食後の交

流会では、高校生と農業士がそれぞれ自己紹介し、

将来の希望や就農への想い、営農での成功の秘訣な

ど、様々な意見を交換しました。最後に足守の安富

牧場を見学して閉会しました。先輩農業士からは、

今回の参加者から1人でも多くの就農者が誕生する

ようエールが送られました。

６次化と畦畔管理をテーマに視察研修！
10月29日に、吉備中央町の集落営農法人や関係機関の10名が、６次化商品の開発や地域

活性化に取り組んでいる法人や、カバープランツを植栽して畦畔管理を省力化している法人へ

の視察研修を行いました。いずれも中山間地域で頑張っている集落営農法人で、具体的な話は

大変参考になり、これを契機に今後も相互に情報共有して地域農業の発展に取り組んでいこう

と話合いました。

共通課題である畦畔管理については、景観作物でもあるカバープランツの利用を検討してい

る組合員が試験導入する予定です。普及指導センターでは今後も集落営農組織の経営の維持･

発展と地域の活性化を支援していきます。

第 1回役員会

農業高校生との交流会

６次化についての意見交換 畦畔の様子を視察
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玉野の備中夢白小豆をZoomで全国にＰＲ！
玉野市雑穀生産組合（27戸）では、新たな玉野市の特産品を目指して、平成30年度から

県オリジナルの新品種｢備中夢白小豆｣の栽培を始めており、３年目となる今年は２ha以上の

作付面積となりました。

今年度は、新型コロナウイルスの影響で対面での実習者へのPR活動ができなかったため、

日本雑穀協会が企画する「オンライン産地交流会」に参加し、ＷＥＢ会議アプリZoomを活用

して日本雑穀協会会員に玉野市産「備中夢白小豆」をPRしました。

組合員は初めてのZoomに戸惑いながらも、品種特性や栽培状況などを説明しました。参加

者からは「どこで購入できるの？」、「どうやって食べるの？」など様々な質問があり、消費者

の声を聞ける貴重な場となりました。普及指導センターは今後も工夫したＰＲ活動を支援し、

更なる産地の活性化を図っていきます。

吉備中央町の加茂川地区で‘りんどう’栽培仲間を募集中!
吉備中央町の加茂川地区では夏期冷涼な気候を活かして平成22年から‘りんどう’栽培に

取り組んでいます。加茂川地区では、岡山県が育成したオリジナル５品種や民間品種等の様々

な花色や開花期の品種を栽培し、お盆や秋彼岸の物日需要期の品種を中心に６月下旬～10月

中旬に市場出荷しています。

毎年夏期に現地見学会を開催して新規栽培者を募っており、平成26年以降で７組の新しい

仲間が増え、来年度も１組の仲間が栽培を開始する予定です。

りんどう栽培に関心を持たれた方は、最寄りのJAや普及指導センターにご相談ください。

WEB産地交流会 質問に答える組合長

山本町長を表敬訪問 産地見学会
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経営研修会を意欲的に受講しています
普及指導センターは、認定農業者や新規就農者を対象に開催した簿記 税務・労務管理 法

人化などの経営研修会を開催し、平成29年度から令和元年度までの３年間で延べ300名の農

業者が参加しました。

農業を始めた人や経営を引継いだ人は、簿記や税務研修への参加が多く、経営拡大や雇用を

活用する人は、法人化や労務・税務研修に参加しています。研修会参加後に法人化し、法人と

して新規に認定農業者となる経営体もあり、研修会が法人化を後押ししています。

今年度は、コロナ禍の影響もあり、参加人数はこれまでより少なめでしたが、参加者は熱心

に講師の話を聞き、経営改善につなげようと意欲的に受講していました。

６次産業化の新たな１歩を踏み出すために！！
普及指導センターは、６次産業化に新たに取り組もうとしている農業者や新商品開発を目指

している農業者を対象に、「備前地域６次産業化研修会」（９月～12月、全５回）を開催し、

延べ80名が受講しました。各分野の専門家を講師に迎え、加工技術や衛生管理、商品開発や

販売管理の講義を行い、個別相談もしました。

受講者からは、「研修会に参加することでイメージが湧き、６次産業化を具体的に考えられ

るようになった」「コロナ対策も考えながら販売していくことが必要になると感じた」等の感

想がありました。また、自身のビジョンが明確になりこの研修終了後に、加工場の整備や新商

品開発に着手した方もおられます。

普及指導センターでは、受講者のフォローアップを行うとともに、広く６次産業化を目指す

農業者の取り組みを支援していきます。

加工食品製造の基礎（講義） 実習したマスクの事例ＰＲ用マスクの作成（実習）

税理士による個別相談社会保険労務士による労務管理研修
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■ ``ためになる"技術情報
当たり前のことを当たり前に「たまねぎ栽培」

普及指導センターは、岡山県農業研究所 環境研究室と合同で、藤田たまねぎ部会員の

3ほ場で生育調査を行いました。選ばれたほ場の排水性は表１のとおりです。

調査は、月１回、生育量や土壌水分を調べました。

結果は、排水良好でかん水装置もあったＡほ場が、

すべての項目において優っていました。

「排水対策をきちんと行い、乾燥したときはかん水する。」

当たり前のことを、当たり前に行えたほ場では、良いもの

を沢山収穫できることが、改めて明らかになりました。

性フェロモン剤でチョウ目害虫を効果的に防除！
きゅうり栽培において７月～９月は整枝管理や収穫作業が重なり、病害虫の適期防除が行い

にくい現状にあります。特に、葉や果実を食害するチョウ目害虫は幼若期の初期防除が重要で

あり、防除作業が遅れることで防除効果が低下することが課題となっています。

そこでJA岡山建部きゅうり部会員のほ場において予察用フェロモントラップを設置し、発生

予察データを活用した防除体系の有効性を検討しました。

その結果、９月上旬にハスモンヨトウの発生数のピークが確認され、適切な時期に防除を実

施することができました。今後はこの技術現場へ普及するとともに高品質な農産物を安定的に

生産するために新たな栽培管理技術の普及に取り組んでいきます。

表１ 調査ほ場

排水路面 落水口

Ａほ場 十分な低さ 十分な低さ

Ｂほ場 低さ不十分 十分な低さ

Ｃほ場 十分な低さ 閉鎖

捕殺されたハスモンヨトウフェロモントラップの設置
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「晴苺」の年内収量向上に向けて！
県では、ももとぶどうに続く果物として、冬から春

に出荷できる「いちご」を加えることにより、年間を

通じて高品質なフルーツが供給できる体制を目指して

おり、普及指導センターでは、安定生産技術の確立・

普及に取り組んでいます。

いちごの育苗期は、通常６月～９月の高温期に行わ

れ、防除が難しい土壌病害（炭疽病、疫病）の発生時

期と重なり、年によっては定植苗が不足することが課

題となっています。

そこで、土壌病害対策として７月に子苗で定植し、本ぽで株養成する未分化定植を進めてい

ますが、花芽分化が遅れ年内収量が少なくなるという問題があるため、株元に昇温抑制資材を

活用した花芽分化促進技術について検討しています。

施設メロンの点滴かん水による安定良品生産の追求
メロン栽培では、果実品質の１つであるネット形

成にかん水技術が大きく左右していますが、気候変

動に応じて適正なかん水管理を行うには多くの経験

が必要となり、経験年数が浅い生産者が早期に経営

を安定させるためには、かん水技術の習得が課題と

なっています。

そこで、普及指導センターではかん水技術を効率

的かつ効果的に行うために、点滴かん水の技術確立を支援しています。今年度は点滴かん水区

で着果期（７月上旬）以降に生長が鈍くなり、葉色が早くから薄くなるなど草勢の低下が見ら

れました。このことから、点滴かん水の生育期間中に調査した土壌水分データを分析したとこ

ろ、着果期以降で慣行区は土壌水分が安定していたのに対し、点滴かん水区では土壌水分が不

安定でやや乾き気味であったことが判りました。これらの結果をさらに分析し、点滴かん水の

効果的な活用と軽労化を追求していきます。

地温抑制資材を利用した実証ほ

茎長、葉数の推移 土壌水分の変化（７月期）

メロン栽培風景
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シャインマスカットの枝管理の省力化実証
シャインマスカットは、大粒、種なしで食感

の良いなどの理由で人気品種ですが、栽培面で

は枝管理に労力がかかります。そこで、植物成

長調整剤であるフラスター液剤の500倍液(令和

３年１月現在登録)を開花２週間後に散布し、そ

の後の副梢の伸長が抑制できるかを灘崎ぶどう

部会員のハウスで実証しました。

調査は、薬剤散布40日後の果粒軟化期と75日

後の収穫期に新たに伸びた副梢の切除量を測定し、無処理区と比較しました。その結果、果粒

軟化期までに、副梢の伸びが抑えられることが確認できました。結果は、灘崎ぶどう部会講習

会及び農業技術者連絡協議会果樹部会で農家、関係者に報告しました。今後も、枝管理の省力

化が図れるよう実証を積み重ねていきます。

なんと１２月に冷蔵シャインマスカット出荷！
JA岡山加茂川ぶどう部会では、ぶど

うが少ない12月に出荷することで販売

金額の向上を目指し、平成28年度から

冷蔵シャインマスカットに取り組んで

います。昨年までは使用していた冷蔵

施設は、温湿度が一定に保てず、出荷

の後半の品質が安定しませんでした。

そこで、今年度は新たに５㎏箱で

1300箱程度が入庫できる冷蔵施設を

導入し、10月以降に約600箱を入庫しました。12月の出荷前には傷んだ粒を除去し再度

箱詰めを行い、首都圏をメインに出荷しました。冷蔵した果実も食味は良好で、販売価格

は2900円／kg程度と9月から10月簡易被覆栽培と比べ1000円／kg程度高く販売され

ました。しかし、一部にカビが発生し、次年度への課題が残りました。普及指導センター

では冷蔵庫内に温湿度計を設置しデーターを取得しており、次年度の品質向上対策に活用

する計画です。

果粒軟化期に再伸長した副梢
果粒軟化期に切除した副梢量の比較

左 ： 対照区 2,945 ｇ 右 ： フラスター区 349 g349

実証ほ

冷蔵施設

出荷された

シャインマスカット
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｢オーロラブラック｣のジベレリン処理は遅れないように！
「オーロラブラック」は脱粒のしにくさ

や日持ちの良さから市場や小売店の評価が

高く、岡山地域で栽培が盛んです。

生産面ではジベレリン処理時期の違い

が、果粒肥大や着色に影響することから、

開花期のジベレリン処理時期の違いと

果実品質について、簡易被覆栽

培の「オーロラブラック」で検

討しました。 今年度は着色が

優れる「満開期１回処理」で調

査しました。

結果は、処理時期が遅くなる

と着色不良となりやすかったた

め、ジベレリン処理は満開直後～満開３日後が適期であると考えられました。また、一度に多

くの花穂に処理ができるように、できるだけ開花期を揃えることも重要なポイントとなります。

コロナ禍に負けず高品質雄町米生産に励む！
高品質な雄町米の産地として知られる岡山市東区瀬戸町では、今年度は、新型コロナウイル

スの影響で酒米の需要が減少し、生産調整が実施される中での作付となりました。

瀬戸雄町部会（32名、53.3ha）は、栽培暦の作成や栽培講習会、現地巡回などを通じて、

栽培技術の均一化や向上を図り、高品質な雄町米を生産しています。タイムリーな栽培管理を

行うため指導機関が連携し、基準となる10ほ場（白菊・造酒錦を含めて）の生育調査を定期

的に行い、生育状況や病害虫の発生などの把握に努めてきました。（表 参照）

特に今年度は、トビイロウンカの発生状況を随時確認し適期防除に努めた結果、被害軽減が

図られ、１等米以上の比率が88.5%(11/25現在)と高品質な雄町米生産につながりました。

今後も生産調整が危惧されますが、生産者は「“瀬戸の雄町”の火を消さないよう頑張ってい

こう！」と熱く語り合っています。

ジベレリン処理時期が着色に及ぼす影響処理適期の花穂(満開３日後)

草丈 茎数 葉色 稈長 穂長 穂数

R2 91.4 335.9 36.8 111.7 23.5 251.1

平年値 86.6 323.2 38.8 117.2 22.0 255.2

Ｒ２ 85.4 457.2 32.5 92.1 23.6 356.4

平年値 79.6 369.1 33.7 86.3 20.9 296.0

Ｒ２ 89.7 512.0 36.8 81.9 21.1 333.9

平年値 80.1 491.4 40.4 96.9 19.6 381.3

　　　　　　　※最高分けつ期の平年値は、8/4～9の期間で調査。

　　　　　　　※平年値：過去７年の平均値（雄町は７ほ場の平均値）

　　　　　　　※単位（草丈・稈長・穂長：cm、茎数・穂数：本/10a、葉色：SPAD値）

雄町

白菊

造酒錦

Ｒ２雄町（酒米）の生育調査結果

最高分けつ期 成熟期
品種

検査を見守る生産者
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業務用多収米「さとのつき」の現地試験
近年、中食・外食等の業務用向けに、倒伏しにくく、多収が期待できる中生品種が注目され

ています。そこで、普及指導センターでは、全農おかやま、JA岡山と協力し、業務用多収米

「さとのつき」の現地適応性について検討しました。

農研機構によると「さとのつき」は粘りが強く、加工用途や冷凍米飯に向く特徴を持ち、

「ヒノヒカリ」と比較して２割程度多収で、成熟期は４日程度早い品種とされています。

今年度に普及指導センターで行った現地試験では「ヒノヒカリ」と比較して１割程度多収

となりました。11月30日に行われた試食会では「ヒノヒカリ」、「にこまる」、「さとのつ

き」、ブレンド米（アケボノ、さとのつき）の４種類の食味試験を行い、60人にアンケー

トを取ったところ「さとのつき」の評価が一番高い結果となりました。来年度は品質向上

に向けた「試験ほ」を設置する予定です。

岡山オリジナルラークスパー「Ｐ１Ｃ」年内出荷作型に挑戦！！
瀬戸内市長船町花き部会では、もっと儲かるおかやま園芸産地育成事業を活用し、県農業研

究所育成の岡山オリジナルラークスパー「P1C」（ピンク品種）の年内出荷に挑戦しました。

ラークスパーは夏季の高温期にある程度の期間低温で育苗することで年内出荷できますが、

冷房育苗施設が必要で、施設費、光熱費等が高く、育苗管理に手間がかかるなどの課題があり

ます。そこで、農業研究所、普及推進課の協力を得て、小面積で育苗でき、育苗コスト(既存

の予冷庫を利用)を抑えられる間欠冷蔵育苗（低温と常温を交互）を行い、12月に草姿の良い

高品質な切り花を得ることができました。今後、施設の有望花きとして普及を図っていきます。

「Ｐ１Ｃ」の切り花品質、切り花日

○間欠冷蔵育苗の実際

8/6 6～15 ８/16～20 21～25 26～30 31～9/4 5～9 10～16 17

播種 催芽処理 低温 常温 低温 常温 低温 常温 定植

（18℃：冷蔵庫） 冷蔵５℃ 25～40℃ 冷蔵５℃ 25～40℃ 冷蔵５℃ 25～40℃

10月上旬のさとのつき 試食会の準備 炊きたてのご飯

岡山オリジナルラークスパー「Ｐ１Ｃ」

切り花長

(㎝）

花穂長

（㎝）

小花数 茎径

(mm )

切り花日

１２７．２ ３０．８ ２４．７ ６．２
１２／４～

１２／２１
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寒さに負けない２期作目飼料用トウモロコシづくり
飼料用トウモロコシの２期作目の栽培はヨトウムシ類による食害や干ばつ、冬場の登熟不足

など様々な課題があります。耕種農家はこれらの課題を解決するために、関係機関と連携し、

毎年工夫を凝らしたより良い栽培方法を検討しています。

今年度は冬場の登熟不足を防ぐために、冬でも登熟が進む品種を栽培しました。12月の

収穫時期には、収穫適期とされる黄熟期まで、寒さに負けず登熟することが確認されました。

今後、畜産班では、コーンサイレージの飼料分析やウシの嗜好性調査を行う予定です。

アブ捕獲！～放牧地へアブトラップ設置の効果検証～
岡山管内には、遊休農地を活用して和牛放牧に取り組

んでいる畜産農家がいます。和牛放牧は、飼養管理を省

力化できる一方で、農家を悩ませているのが夏に発生す

るアブです。アブは、牛に痛みやかゆみ等のストレスを

与えるだけでなく、病気等を媒介する恐れもあります。

アブの防除は、アブトラップによる捕獲が最も有効な

手段です。今回、効果を検証したトラップは、国の東北

農研で開発されたもので、本体は折りたたみが可能で、

軽量で持ち運びも容易にできます。アブはトラップの誘引部（黒色）を牛と錯覚し近づき、上

部の補虫部（透明）で捕殺されます。今回、発生時期の6～９月に設置したところ、期間中に

アブが107匹捕獲されました。今後は、より多くのアブを捕獲できるよう、トラップの設置

場所をさらに検討していきます。

アブトラップ設置風景

アブトラップの仕組み 捕獲されたアブ

２期作目飼料用トウモロコシ 収穫適期まで登熟した子実
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■ 管内の各種表彰受賞者の紹介

第60回 岡山県農林漁業近代化表彰

農産部門

●株式会社 夢ファーム （岡山市）

代表者 奥山 孝明
スマート農業技術の積極的な導入、ほ場の大区画化及び労働

分散により徹底した効率化を図ると共に、酒造好適米等の多様

な販路確保や独自ブランドの日本酒販売で安定的な大規模経営

を実現されています。

また、他の米麦農家へのスマート農業技術の普及や地域の耕

作放棄地の発生防止にも寄与されており、本県の水田農業の発

展に大きく貢献されています。

園芸部門

●岡山市農業協同組合加茂川ぶどう部会 （岡山市）

代表者 片山 友孝
県下初のブドウのハイブリットメガ団地の整備に取り組み、

産地規模を拡大させると共に、新規就農者を積極的に受け入れ

ることで地域活性化に貢献されています。

また、首都圏出荷率を６割以上と高め、かつ市場との連携を

密にすることで、マーケットインの視点に立った生産・供給体

制を構築し、有利販売を果たしており、他の生産組合の模範と

なっています。

第53回 岡山県農林漁業功労者表彰
岡山県知事表彰 農産部門

●難波 毅（吉備中央町）
吉備中央町賀陽地域で他者に先駆けてピオーネ栽培を導入

し、高品質生産による所得向上を果たし、地域へ波及するきっ

かけを作ると共に、部会役員として全国初の色彩選別カメラを

備えた広域選果場の整備や「天空の実り（地域ブランド名）」

のブランド育成にも尽力されています。

また、平成25年度から岡山県農業士を務められ、担い手育

成活動にも積極的に取り組み、平成29年以降、新たに７名の

新規就農者を確保するなど、担い手育成に尽力されています。

※敬称は略させて頂いております
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●伏見 正彦（岡山市）
栽培管理と出荷調整に労力を要する黄ニラを産地屈指の面積で栽

培すると共に、平成17年から黄ニラ部会の副部長、平成23年から

部長を務められ、積極的なPR活動を展開することで、黄ニラの認

知度を高め、県を代表する全国的なブランドに育て上げられました。

また、平成30年の豪雨災害時に、当地も甚大な被害を受けまし

たが、部会長として生産者や関係機関との調整役を努め、短期間で

の産地での復興に貢献されると共に、平成23年から岡山県農業士

を務められ、担い手育成に尽力されています。

岡山県農林水産部長表彰 農産部門

●石黒 五月 （瀬戸内市）
瀬戸内市邑久町において、昭和63年からミニトマトのロックウ

ール栽培に取り組み、地域でのミニトマト栽培の普及に貢献されま

した。

また、平成４年から長年にわたり岡山県農業士を務められ、女性

農業者や青年農業者を指導すると共に、農大生や高校生、就農希望

者の積極的な受け入れや、農業委員として経営基盤のない新規就農

者に対して農地の斡旋に努める等、担い手育成に尽力されています。

●板野 眞理枝 （岡山市）
メロン専作経営だった産地でブプレウラムを導入し、施設メロン

とブプレウラムの複合経営を確立して地域に定着させました。

また、ご夫婦間で家族経営協定を結び、部門分担を明確化し女性

の経営への積極的な参画の模範となられると共に、平成15年から

岡山市女性農業士、同30年から岡山県農業士として女性農業者の

育成指導や農業者と消費者を結ぶ架け橋として活躍されています。

一方、花育活動に積極的にも取り組まれ、地域特産花きの知名度

向上に尽力されています。

●森部 真史 （瀬戸内市）
平成14年に瀬戸内市牛窓町において新規参入し、キャベツや白

菜、かぼちゃ等露地野菜を中心とした栽培経営の安定を図られてお

り、全自動移植機を先駆けて導入して規模拡大を図ると共に、キャ

ベツの全自動収穫機の試験に取り組むなど、地域の先駆者として活

躍されています。

また、平成20年から新規就農希望者の研修先となり、これまで

４人を就農に導き、地域の担い手育成に大きく貢献されています。
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令和２年度 畜産功労者表彰
●片山 浩司 （吉備中央町）
模範的な和牛繁殖経営を実践するとともに、家畜人工

授精師として卓越した技術と指導力で、地域畜産の発展

に尽力されました。

また、いち早く地域へ受精卵移植技術を積極的に普及す

るなど、本県畜産の振興に大きく貢献されています。

令和２年度 第48回毎日農業記録賞
一般の部 最優秀賞

●里美 貞代 （岡山市）
題名：「おいしい桃をめしあがれ！！

『翁美の里』は農業のアミューズメントパーク」

保育士を退職後、平成24年にもも農家の後継ぎとして就農

し、ももの他ブルーベリー等の栽培に取り組み、観光果樹園や

カフェ、民泊など多角的な農業経営を展開するまでの試行錯誤

を綴られました。

農園は、御両親の名前から一文字ずつとって、「翁美の里

（おうみのさと）」と名付けました。現在、ももを75ａ、

その他果樹を25ａ栽培されています。

各種共進会の結果

★令和２年度 岡山県うまいくだもの共進会
シャインマスカット、マスカット・オブ・アレキサンドリア
令和２年７月31日と9月３日、10月15日の３回行われ、シャインマスカット168点、

マスカット・オブ・アレキサンドリア18点、計186点が出品されました。岡山地域から

の受賞者は次の方々です。

【シャインマスカットの部】

奨励賞 板野 泰之 （岡山市）

奨励賞 山本 知之 （岡山市）

【マスカット・オブ・アレキサンドリアの部】

奨励賞 田原 斉 （岡山市）



●表紙の写真説明●

自動操縦の田植機
（岡山市）

いちご専門技術研修
（岡山市）

ぶどう初心者講座
先輩農家訪問
（吉備中央町）

ロボット草刈り機
（岡山市）

アパレルメーカーと
コラボしたエプロン
（青年農業者クラブ）

岡山県オリジナル
ラークスパー P1C
(瀬戸内市長船町)



備前広域農業普及指導センター
〒７００－８６０４ 岡山県岡山市北区弓之町６－１
革新農業推進班 TEL ０８６－２３３－９８４５

（花き、６次産業化、農業経営や制度資金についてはこちらへ）

担い手・農産班 TEL ０８６－２３３－９８４８

（米麦などの穀類、担い手育成、集落営農についてはこちらへ）

園芸第一班 TEL ０８６－２３３－９８５１

（果樹についてはこちらへ）

園芸第二班 TEL ０８６－２３３－９８５２

（野菜についてはこちらへ）

FAX ０８６－２２４－１１８７

E-mail oka-fukyu@pref.okayama.lg.jp

農畜産物生産課

畜産班 TEL ０８６－２３３－９８２８

（畜産についてはこちらへ）FAX ０８６－２３４－９０６４


