
 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

上伊那管内の集落営農組織は、品目横断的経

営所得安定対策を契機に設立が進んだ。各組織

では、農業機械設備整備や活動への参画者・雇

用者確保対策など日々実践されている。 

実践を重ねるなかで、農業機械などのコスト

低減や高齢化・人手不足などは、どの地域にお

いても共通の課題となっている。 

これら各組織が抱える課題を解消するために、

組織内部での整理はもとより、近隣の法人・組

織との連携、地域の担い手との協力など、組織

の外部との連携という手法について検討し、「地

域を守る」集落営農組織の新たな展開を推進す

るため本調査を実施した。 

■本年度の取組と成果 

１ 調査対象及び実施時期 

(1) 調査対象 

上伊那集落営農組織ネットワーク 47 組織に

調査を依頼し、45組織から回答があった。 

(2) 調査時期 

令和元年９月 

(3) 調査方法 

 JA上伊那支所営農経済課で、依頼文及びアン

ケート用紙を配布し、郵送で回収した。 

 

２ 調査結果 

(1) 農業機械・設備の共同利用の連携について 

・現在、機械設備を他法人などと共同利用(共同

所有)していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・共同利用している機械は？（複数回答） 

 

 ・共同利用する理由は？（複数回答） 

 
・機械・設備を他法人や大型農家に貸していま

すか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 ・貸している機械は？（複数回答） 

機械共同利用・組織間連携の検討 

重点推進方策Ⅰ 集落営農の新たな展開と担い手の確保 
集落営農組織の経営発展支援 
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 ・機械設備を借りていますか？ 

 
 

 ・借りている機械は？（複数回答） 

 
 

 ・連携する理由は？（複数回答） 

 

(2) 人材の連携について 

 ・他法人等の作業を行っていますか？ 

 ・人材で連携する理由は？（複数回答） 

 

(3) 今後、法人間連携・協力の必要性について 

 ・他法人や大型農家と連携・協力する必要性を

感じますか？ 

 

 ・連携・協力が必要な理由は？（複数回答） 

 

■今後の課題と対応 

 補助施策が変わっている中、組織のあり方を

考える時期になっている。 

大型農家を巻き込んでの、人・機械・農地の

連携の仕組み作りが必要になっている。 

広い地域のコミュニケーション作りが、連携

の強化に必要と思われる。まず、モデル地区を

作りが必要と思われる。 （地域第一係 西嶋） 
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■背景とねらい 

中川村では、平成 29年４月に農事組合法人Ｍ

が設立され、地域の水稲・そば・大豆の生産の

一部を担っている。村内農業者の高齢化や担い

手の確保等の課題がある中、普及センターでは、

法人が取り組んでいる品目の安定生産及び、法

人の経営発展に向け、理事会に参加しながら支

援を行ってきた。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 既存品目の計画収量確保に向けた支援 

(1) 理事会に出席し情報提供 

水稲、そば、大豆の計画収量確保に向け、定

期的に開催される理事会へ参加し、上伊那管内

の水稲、そば、大豆の生育状況や地域別の刈り

取り予測、災害等の対策について情報提供を行

った。 

(2) 作業の効率化に向けた機械の新規導入 

水稲及びそばの栽培面積拡大を図るため、村

の補助制度を活用し、令和元年６月に新しいト

ラクターと播種機を導入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規導入したトラクター 

 

■今後の課題と対応 

 理事の任期満了に伴い、新しい理事の選任が

必要となってくる。今後の法人の方向性を踏ま

えた理事の選任や、各地区営農組合との連携を

図り、作付面積の拡大及び新たな品目の導入を

検討していく。 

（地域第二係 雲崎） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

駒ヶ根市管内には 10 の集落営農法人が組織

化され、それぞれ経営発展に向け取り組みを行

っている。昨年重点活動課題の重点対象として

支援してきた（農）Ｓの経営発展につながるよ

う理事会に参加しながら支援してきた。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 露地野菜等の収量確保に向けた支援 

(1) 理事会に出席し情報提供 

水稲、そば、大麦等土地利用型農業経営と合

わせ、露地野菜（業務用キャベツ、ジュース用

トマト､こんにゃく、ホウレンソウなど）を組合

せ経営している。毎月開催される理事会に参加

し、情報提供を行った。 

特に業務用キャベツについては病害虫発生状

況等の情報を提供し防除を促したことにより、

概ね適期防除することができた。 

(2) 作業の効率化に向けた機械化体系の検討 

業務用キャベツの栽培面積拡大を図るため、

全面マルチャー、野菜移植機の導入を検討。そ

の他に掘り取り機などを導入し、栽培品目の作

業効率を上げ、新規品目（こんにゃく）を導入。 

(3) 経営発展に向けた支援 

昨年に引き続き全栽培品目（10品目）毎の労

働時間を調査し、現状をグラフに可視化して理

事会で示し、効率的な作業について検討するこ

とができた。また、次年度の栽培計画の検討に

活かすことができた。 

   全面マルチャーでの試験の様子 

 

■今後の課題と対応 

 水稲育苗ハウスの後利用をはじめ、栽培品目

の生産性の向上、経営発展に向けた支援を行う。 

（地域第二係 小野） 

集落営農法人の組織力維持強化 

（農）Ｍへの支援 

露地野菜の収量確保 

集落営農法人の取組み  
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■背景とねらい 

（農）Ｍは、水稲・大麦・大豆・そばが経営

の主体で、特に水稲作業は村内のほほ９割を請

けている。農繁期以外の構成員は個別経営農業

や他産業従事をしており、法人の経営安定のた

めに新たな品目を導入する必然性は低いが、Ｈ

29年度からは特産品開発も目指して、抑制カボ

チャの試作を行ってきている。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 抑制カボチャの導入 

管理作業が簡便、収穫の労働時間が競合しな

い有望な品目として導入したカボチャだがＨ29

年度は５月定植８月収穫の作型で、真夏のキュ

アリングがうまくできず成果が出なかった。 

 Ｈ30 年度は７月定植 10 月収穫の抑制作型で

行ったが適期作業ができず、猛暑で小玉となり

わずかな収穫となった。 

 リベンジの本年は７月 23日定植８月 27日蔓

整理等を行い 10 月 11 日収穫 11 月１日箱詰め

出荷となった。猛暑のせいか 1.5㎏以上の玉が

少なく出荷にはこぎつけたものの収益性は低か

った。 

２ スイートコーンの導入 

 本年は、抑制カボチャと並行して、水稲作業

の終わった６月播種でスイートコーン栽培を行

った。７月間引き９月４日収穫となった。450g

以上の２Ⅼのみを出荷したため製品率は高くな

いが、その他は学校給食用の加工にしたり、２

番俵は村内３保育園の園児が収穫体験するなど

法人の活動を村内で㏚できる機会となった。 

  

■今後の課題と対応 

 栽培が容易で、収穫・出荷も１回で済むため

省力的だと導入したカボチャだが３年間を通し

て期待した成果が出なかった。 

 試行で入れたスイートコーンは収益的にはま

だ期待できるものではないが、食育も含めて村

内で活用が図れるため、次年度以降は第３の品

目も考えながら園芸品目の導入を図っていく予

定である。      （地域第二係 羽生） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

平成 30年からの米政策の大転換を迎え、上伊

那地域の水田農業を将来に亘って担う集落営農

組織に対して、稲作や補助金に依存しない収益

性の高い効率的な経営を確立する必要があり、

平成 28 年度から重点対象の２法人での取り組

みをモデルに、他組織への波及効果をねらい重

点活動を展開してきた。 

 

■本年度の取組と成果 

１ （農）Ｈでの取り組み 

(1) ミニトマトの栽培指導 

水稲育苗ハウス後作のミニトマトについて、

月次巡回し整枝誘引作業を徹底し着果安定を図

った。一部ハウスに青枯れ病の発生が確認され

たので、対策を指導した。 

上伊那地域野菜関係害虫トラップ調査の発生

消長の情報提供を行い、適期防除を支援した。 

(2) トルコギキョウの栽培指導 

水稲育苗ハウス後作のトルコギキョウについ

て、月次巡回し、管理指導を行った。土壌病害

や未熟有機物施用による生育不良を確認し、対

策について指導を行った。 

ハウス事業部を対象に栽培の基礎（かん水、

芽整理等）について、学習会を開催した。 

 

 
栽培講習会の様子 

 

■今後の課題と対応 

 労力に見合った作型の検討が必要である。 

品質・収量の向上のために、一層の技術習得が

必要と思われる。 

（地域第一係 西嶋） 

土地利用型露地野菜の生産安定  
水稲育苗ハウス後利用品目の 

収量・品質の安定 
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■背景とねらい 

農業の担い手を確保するため、就農希望者へ

の適切な就農相談、就農準備セミナーを実施し、

関係機関の連携強化を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 就農相談による要望把握 

(1) 普及センターでの就農相談対応 

相談対応は来訪者 42件に対して、相談内容に

応じた助言や情報提供、農家見学の連絡・調整

等を市町村・JAと連携して行った。 

また相談者の内、就農への意向が固まった方

については、研修制度の紹介や研修開始の支援

を行い、県の里親研修については、今年度３件

が開始することとなった。また来年度は５件が

里親研修を開始する見込みとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

就農相談の様子 

 

(2) 伊那市就農相談会での対応 

６/１、７/27の計２回行った。相談会は市や

JA、普及センターが毎回同席して対応し、相談

者へ助言や情報提供を行った。関係機関が同席

して相談者へ助言等を行うことで、より具体的

な情報提供ができた。また関係機関内での情報

共有や支援体制の確認にも繋がった。 

 

２ 就農支援体制づくり 

(1) 新規就農促進連絡会議の開催 

第１回を６月３日に、第２回を３月４日に開

催した。 

 

 

 

 

 

 

 

第１回では、新規就農者の確保・育成につい

て、今年度の県の政策や現地の活動計画につい

て説明を行い、構成機関で情報共有を図るとと

もに、今年度の活動計画を明確にした。 

第２回では就農相談の対応と課題、次年度の

取り組み計画について、就農促進連絡会議の構

成機関から報告いただき、情報の共有と支援体

制の整備を行った。新規就農者の支援体制につ

いての課題が明らかになった。 

 

(2) 里親農業者登録研修会実施支援 

里親農業者の新規登録者９件と登録更新３件

に対して申請書作成支援等を行った。 

次年度から新規・更新あわせ計 12件が登録見

込みとなり、Ｒ２年度は上伊那地域全体で 48件

が里親農家として登録される予定である。 

 

３ 就農準備セミナー（花き）の開催 

普及センターの HPや、JA上伊那の情報誌「る

ーらる」、市町村窓口・管内農産物直売所等へチ

ラシを配布し受講者の募集を行った。６月 25日

（火）に１回目の講義を行い、７月 12日～10月

24 日にかけ計４回伊那市のフロムシード農場

でトルコギキョウの収穫調整作業の実習や、園

主のＩ氏から上伊那地域のトルコギキョウの歴

史や特徴、栽培方法、出荷形態、価格等につい

て説明いただいた。受講生からは作業内容がわ

かり就農後のイメージができたとの意見もあり、

受講生の内１名は次年度から栽培を開始する予

定となった。 

 

■今後の課題と対応 

 連絡会議を開催し関係機関間での就農相談対

応に関する情報共有を図るとともに、新規就農

者等がかかえる課題を整理し、就農相談者へ適

切な対応を行う。 

 

（担い手・経営係 片桐） 

 

        就農相談による要望把握と地域ニーズの調整 

新規就農者の確保・育成 
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■背景とねらい 

担い手不足が深刻になる中、新規就農者の確

保・育成だけでなく次代の就農者の育成が求め

られている。そこで、上伊那農業高等学校や県

農業大学校の生徒を対象として、先進農家での

体験実習やセミナーを行い、生徒の農業に対す

る理解を深め、就農意欲の高揚を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 緑の学園研修の実施 

上伊那農業高校の実習希望生徒８名に対して、

農業経営者協会や農業士協会の会員、及び里親

農家等の中から生徒の要望に基づいた農家の選

定・連絡・調整を行い、希望する生徒すべてに

おいて実習が行われた。 

 また受け入れ時には普及センター職員と高校

教授の立ち合いの基、研修実施にあたっての心

構えを確認し、適正な研修ができるよう支援し

た。 

 

２ 県農業大学校現地体験実習の受け入れ支援 

県農業大学校の南信農業実科の学生２名及び

総合農学科の生徒５名について、農家の選定・

連絡・調整を行い、実習が行われた。 

県農業大学校総合農学科の実習は６月 27 日

から８日間(前期)、８月 23 日から 35 日間(後

期)の計 43日間行われた。普及センターでは県

農業大学校と連携し、受入式及び終了式の開催、

実習期間中の個別巡回を行い、効果的な実習が

できるよう支援を行った。 

 

 

 

 

３ 農業の魅力発見セミナーの開催 

12 月 23 日に上伊那農業高等学校同窓会館に

て開催し、伊那市、JA上伊那、普及センターの

各機関から講師を派遣し、講演を行った。生徒

48名を含む 73名が参加した。 

普及センターからは、農業士協会上伊那支部

会員のＹ氏に講師を依頼。「就農の経緯や自身の

夢と目標などを話していただいた。高校生から

は、「頑張った分だけ結果が出るというのは農業

の良いところだなと思った。」や「自分の夢を見

つけたいと思いました。」などの感想が聞かれた。 

     魅力発見セミナーの様子 

  図２ アンケート結果 

  設問「農業、地域の魅力が発見できましたか？」 

 

■今後の課題と対応 

 教育機関と連携し、次代を担う農業者の育成

に向け引き続き現地体験実習を実施するととも

に、効果的な研修となるよう支援を行う。 

 高校生が農業、地域の魅力を再確認できるよ

う、講師を選定するとともに、発表者の支援を

行う。また、伊那市および JA上伊那と連携し、

上伊那地域の農業について魅力発信をしていく。 

    （担い手・経営係 片桐、曽根） 

教育機関との連携による次代の就農者育成 

学校名 NO
受入農家の
経営品目

1 ８/５～８/７ (３日) 花き

2 ８/５～８/７ (３日) 野菜

3 ８/５～８/７ (３日) 花き

4 ８/１～８/３ (３日) 酪農

5 ８/７～８/９ (３日) 果樹

6 ８/６～８/９ (３日) 水稲

7 ８/５～８/７ (３日) 酪農

8 ８/５～８/７ (３日) 花き

1 ※前・後期 (43日) 花き

2 〃 (43日) 果樹

3 〃 (43日) 水稲

4 〃 (43日) 花き

5 ※前期 (８日) 花き

1 ７/９～７/18 (10日) 酪農

2 〃 (10日) 酪農

1 ５/27～５/31 (５日) 果樹

2 ５/27～５/31 (５日) 果樹

図１　令和元年度上伊那地域の研修実績

実習期間

上伊那農業
高等学校

県農業大学校
総合農学科

県農業大学校
畜産実科

県農業大学校
南信実科

※前期６/27～７/４、後期８/23～９/26
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■背景とねらい 

新規就農者の経営確立のためには、具体的な

就農計画の作成及び計画に基づいた農業経営が

必要である。そのため、就農準備段階の者（里

親研修生、JAインターン研修生等）が技術習得

や経営能力を習得するための研修支援や就農計

画作成支援を行う必要がある。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 栽培技術や経営管理能力等の向上支援 

(1) 個別巡回の実施 

今年度里親研修生７名に対し、それぞれ担当

者を２名程度ずつあて、２か月に１回以上の個

別巡回指導により、研修状況や課題・要望の把

握等を行い、効果的な研修になるよう支援した。 

また里親研修生ごとに支援チェック表を作成

し、個別巡回した際の支援事項等を記録すると

ともに、技術・経営管理能力等の習得状況につ

いて把握を行った。研修生の課題については、

里親や市町村・ＪＡ等と共有し、それぞれ解決

に向けた支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

里親研修生への巡回の様子 

 

(2) 青年等就農計画の作成支援  

市町村・JA等と連携して就農予定者の就農計

画作成支援を９件行うとともに、新規就農者の

経営実態に基づいた計画変更の作成支援を１件

行った。 

 

■今後の課題と対応 

 定期的な巡回指導により、里親農業者の研修

実施支援、里親研修生の要望把握等を行う。 

 

（担い手・経営係 片桐） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

新規就農者の早期の経営確立を図るためには、

自ら課題を発見し、解決する力をつける必要が

あり、その能力の獲得と向上を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 個別の課題解決支援 

(1) 対象者の選定と課題の把握 

概ね、就農後５年目までの者から、各市町村、

１名を重点対象者として選定した（昨年度から

の継続５名、今年度新規３名 計８名）。 

重点対象者ごとに普及センターの担当者を２

名ずつ定め、月別支援チェックリストを作成し、

前年までの経過や主要な課題を整理し、定期的

に巡回して、月ごとに課題解決支援内容と残さ

れた課題を記録した。 

また普及センター所内で実施する「担い手経

営部会」において、重点対象者の課題解決にむ

けた取り組み状況について情報共有し、有効な

解決手段について検討するとともに、各担当者

が現地巡回をとおし支援・指導を行った。 

 

 

■今後の課題と対応 

 新規就農者の早期の経営確立、地域リーダー

の育成等を目的に、次年度も各市町村から重点

対象者を定め、計画的な支援を行う。 

また重点対象者の課題解決に向けた取り組み

支援をとおし、プロジェクト活動への意識づけ、

誘導を行う。  （担い手・経営係 片桐） 

里親研修生等への支援 個別の課題解決支援 

ＮＯ 市町村 氏名 就農年月 経営品目 課題解決支援事項

1 伊那市 Ｙ氏 H28.4 りんご
摘花・果剤の検討、新わい化の
適正な樹勢、病害虫防除、規模拡大

2 駒ヶ根市 Ｓ氏 H26.4
トルコギキョウ、ラナン
キュラス、ストック他

土壌消毒方法の検討
栽培品目の検討

3 辰野町 Ｋ氏 H29.4 肉牛(繁殖)
飼料給与量の検討
増体量の確保

4 箕輪町 Ｓ氏 H31.4
アスパラガス
白ねぎ

計画的な栽培管理作業の実施

5 飯島町 Ｆ氏 H29.4 ユリ 栽培技術の確立と経営向上

6 南箕輪村 Ｉ氏 H26.1 アスパラガス
農繁期の労力確保
労力配分の検討

7 中川村 Ｋ氏 H31.4 アルストロメリア
基礎知識・栽培技術の習得
販路・経営規模の検討

8 宮田村 Ｉ氏 H31.4 りんご 栽培管理技術向上

表 重点対象者一覧 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

新規就農者は栽培技術等が十分でないことが

原因で、農業経営に失敗する場合や、農業経営

の安定化に時間のかかることがある。そのため、

農業講座「新規就農実践塾」を開設し、新規就

農者に対し農業に関する基礎知識・技術の習得

を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 新規就農実践塾 

(1) 講座の開設 

「新規就農実践塾」の開催を計画した。この中

に、「基礎コース」、「りんご専門コース」、「野菜

専門コース」の３コースを開設し、３つのコー

スに共通する講座として「合同講座」を設けた。 

 

(2) 受講生の募集 

受講者の募集は、対象者への直接案内、上伊

那農業改良普及センターHP への掲載、JA 上伊

那機関誌への掲載等で行った。 

 

(3) 受講者の状況 

 受講者数は、「基礎コース」18人、「りんご専

門コース」14 人、「野菜専門コース」７人であ

り概ね募集人数を満たした。 

受講者の内、青年新規就農者は５人、里親研

修生・JAインターン研修生は６名であり、その

他定年帰農者や地域おこし協力隊等の参加もあ

り、講座をとおした仲間づくりも支援した。 

 

(4) 各講座の実施状況 

ア 基礎コース 

 

 

 

 

 

イ りんご専門コース 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

りんごの剪定実習の様子 

 

ウ 野菜専門コース 

 
 

エ 合同講座 

 
 

■今後の課題と対応 

講座内容がより実践的で農業経営で活用でき

る内容となるよう、受講生の意見も参考に内容

の充実、講師の資質向上を図る。 

また一部専門コースでは受講者の募集範囲を

限定し、より実践的な技術の習得を図る。 

    （担い手・経営係 片桐） 

回 開催日 場　所 内　容 講　師

1
５月９日
（木）

合庁201
会議室

・開講式
・上伊那の主要な農作物について
・農作物の病害虫防除について

普及員

2
６月４日
（火）

JA西箕輪支
所･ＪＡ菜園

・適切な農薬の使用方法について
・防除機の取り扱い方法について

外部講師
ＪＡ職員

3
７月９日
（火）

伊那市
高遠

・有機農業について
・有機農業実践農家のほ場視察

普及員
有機農業実践
農家

4
９月３日
（火）

受講生
農場

・土壌の性質等について
・土壌調査の実施方法

普及員
専門技術員

5
11月６日
（水）

合庁301
会議室

・土づくり、肥料について 普及員

6
１月７日
（火）

合庁201
会議室

・土壌分析について 普及員

回 開催日 場　所 内　容 講　師

1
５月14日
（火）

ＪＡ宮田
支所

・開講式
・果実肥大と着果管理について

普及員

2
６月11日
（火）

受講生ほ場
・重要病害虫と効果的防除につい
て

普及員
ＪＡ職員

3
７月23日
（火）

農家ほ場
・新わい化栽培・高密植栽培につ
いて

伊那市農家
普及員

4
９月24日
（火）

宮田村農家
・さまざまな品種と適期収穫につ
いて

宮田村農家
普及員

5
10月24日
（木）

ＪＡ宮田
支所

・ふじの収穫判断について 普及員

6
12月24日
（火）

受講生ほ場 ・果樹の基本の剪定について 普及員

回 開催日 場　所 内　容 講　師

1
５月８日
（水）

JA本所
・開講式
・上伊那地域のアスパラガス、ブ
ロッコリー栽培について

普及員、ＪＡ
職員

2
５月29日
（水）

現地圃場
・ブロッコリーの春作の栽培、根
こぶ病について

〃

3
６月26日
（水）

現地圃場
・アスパラガスの立茎管理につい
て

〃

4
８月26日
（月）

現地圃場
・アスパラガスの夏秋期管理につ
いて

〃

5
９月20日
（金）

現地圃場
・ブロッコリーの秋作の栽培、花
蕾腐敗について

〃

回 開催日 場　所 内　容 講　師

1
８月６日
（火）

伊那市
ＪＡ菜園

・農業機械研修
・傷害保険について

ＪＡ職員

2
10月１日
（火）

中川村
現地圃場

・ＧＡＰについて
・「ＪＧＡＰ認証農場」視察

普及員

3
12月３日
（火）

合庁301
会議室

・農産物マーケティングの基礎、
ＦＣＰシートについて

県中小企業振
興センター

4
３月３日
（火）

ＪＡ上伊那
本所

・農業経営安定相談会
・修了式

農業法人

農業講座による基礎知識の習得支援 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

農業次世代人材投資事業の経営開始型受給者

を含め、新規就農者が地域に定着して農業を継

続しない事例がある。このため、新規就農者の

営農継続状況を把握するとともに、市町村・JA

等と連携した支援活動を行う。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 新規就農者の状況把握 

新規就農者の個別巡回指導及び新規就農者育

成カードの作成を行い、課題の把握等を行った

が、対象者全員に対して実施できなかった。 

経営開始型受給者に対する巡回指導は市町村

の計画に従って実施され、個々の課題が明確に

なった。 

 

２ 新規就農者のサポート 

(1) 新規就農者激励会の開催 

７月３日に新規就農者激励会を開催した。昨

年度激励会に参加できなかった方も誘い、12名

の新規就農者の参加が得られた。青年農業者や

関係機関等含め総勢約 73 名が集まり、新規就

農者の激励、関係機関の支援策の説明、交流会

等を実施した。開催時間や交流会参加費用など

の見直しについて意見もあり、次年度開催に向

け検討を行った。 

 

新規就農者激励会 

 

■今後の課題と対応 

 就農５年以内の新規就農者の就農状況を確認

するとともに、支援内容の整理を行う。 

 

（担い手・経営係 片桐） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

箕輪町では、野菜の栽培を通して「農」に対

する興味づけと地域農業者との交流を目的に、

町主催の町民・交流菜園が農業初心者を対象に

開かれている。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 活動と内容 

(1) 年８回の講習会 

本講座は４月から 11 月にかけて月１回程度

講習会があり、今年で２年目になる。講師には

地域農業者の「北部営農組合」に来ていただい

ている。また、普及センターにも要請があった

ため、指導・助言を行った。 

 講習会では、畝立てから始まり、定植、生育

ステージに合わせた管理、追肥や病害虫防除、

収穫等の指導があり、最後には収穫祭で焼き芋

をした。 

 

町民・交流菜園の様子 

 

２ 活動成果 

参加した 17家族のうち、14家族が来年度も

町民菜園の参加や畑借用を考えており、「農」

に対する興味づけができた。 

 

■今後の課題と対応 

 参加者は若い方が大半で良かったが、今後は

定年を迎えた方にも声がけを行い、定年帰農者

を増やしていく。 

 また、自家消費だけでなく、直売所等にも出

荷してもらえるように、働きかける。 

（地域第一係 岡田） 

新規就農者の定着 プチ農業の普及推進 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

農業経営者は、自らの財務諸表を分析し、そ

こから問題点や課題を明確にして、経営改善に

つなげるという一連のマネジメントサイクルを

実践する能力を身につける必要がある。したが

ってこれらの強化支援は喫緊の課題である。ま

た、就農後、経営に携わって一定期間を経過し

た青年農業者に、経営改善や将来の経営展開、

計画策定への興味を持たせ、自身の「経営理念」

「経営戦略」を考えさせる必要もある。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 農業経営講座 

(1) 講座は上伊那農業協同組合と合同で開催し、

JAの広報誌「る～らる」等や当センターのホー

ムページで募集した。申し込みが 17 名あった

が 16 名が受講した。受講者は新規就農者や就

農に向けた研修者が大半で、その他は経営を承

継する人など様々であった。 

１回目～４回目は農業複式簿記の基礎につい

て税理士事務所の方を講師に 11月 20日～12月

11日毎週水曜日に実施した。 

 

 

簿記講習の様子 

 

(2) ５回目は 12 月 18 日（水）に JA 上伊那の

本所において、パソコンによる簿記記帳の方法

として Web簿記と市販の農業簿記ソフトについ

て、JA職員から紹介と記帳の仕方について説 

 

 

 

 

 

 

明がされた。パソコンに慣れない方は、操作に 

ついて戸惑う場面があったが、最後の方は慣れ

てきたようであった。もう少し例題の入力を要

望する意見があった。 

 

(3) ６回目は 12 月 25 日（水）に JA 上伊那の

本所において、税務署の職員による青色申告に

ついての説明を実施した。青色申告メリットや

消費税に関する注意点など申告に必要な内容が

幅広い説明であったが、受講生の方は熱心に聴

講され、質問も多く出されて理解が深まった。 

 

表 令和元年度 農業経営講座の開催状況 

 

■今後の課題と対応 

 複式簿記は、実際の経営をする中で簿記記帳

を理解していくことも多くあり、新規就農され

た方などは、当面は税務申告が目標となるが、

経営が継続されていく中では、毎年の決算書か

ら収益性を考えるようになる。そのような時期

が経営改善を支援するときであるので、定期的

な巡回を実施し具体的な経営支援に繋げていく

必要がある。 

 

（担い手経営係 伊藤） 

 

 

 

経営管理能力の向上 

経営能力の高い中核的経営体の育成 

 

 

 

 

 

 

回 開催日 場　所 内　容 講　師

1
11月20日
（水）

2
11月27日
（水）

3
12月４日
（水）

4
12月11日
（水）

5
12月18日
（水）

「Web簿記」による日常
取引の演習

JA職員

6
12月25日
（水）

青色申告について
税務署
職員

複式農業簿記の基礎
・日常取引の演習
・減価償却および
　決算取引の基礎、演習

合庁201
会議室

税理士
事務所
職員

JA上伊那
本所



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

第３期食と農村振興計画において中核経営体

の育成を目的にしており販売額１千万円以上の

農家を増やすために、農業経営相談所を設置し

て農家の課題解決や経営改善の支援が始まった。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 経営支援 

(1) 当センターは農業経営相談所の窓口として、

法人化や経営診断などの相談は税理士や中小企

業診断士に直接相談ができる体制になっている。 

本年度は、３名の経営相談に対して専門家を

７回派遣した。伊那市農産加工施設の法人化相

談に対して中小企業診断士と税理士事務所の専

門家を派遣し、法人化に向けた取り組みを進め

ている。箕輪町果樹農家の法人化に向け、税理

士事務所の専門家および社会保険労務士を各２

回派遣し、相談を実施した結果、３月に法人化

する予定である。また、事業承継の相談に対し、

税理士事務所の専門家派遣により、新たに経営

主となる方の建物と機械の移譲方法や税務署へ

の提出書類についてアドバイスを受けた。 

 

(2) 青年農業者を対象とした経営安定相談会

を JA 上伊那フラワーホールで３月４日に開催

した。参加者 12 名で、テーマは農家の要望に

より、「雇用」として実施した。講師はかまくら

や、田中浩二氏に講演をいただいた。 

 

■今後の課題と対応 

 農業分野においても法人化、税務や雇用など

の専門知識の必要性は増えてきており、専門分

野の方の協力を得て、農業技術指導と共に経営

支援を進めていく。 （担い手経営係 伊藤） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

家族経営では経営目標を達成するために、家

族一人ひとりが農業経営の状況を把握し、将来

の経営目標やその実現のための具体的な取り組

みを共有化することで、意欲とやりがいを持っ

て経営に参画し、その能力を発揮することが必

要である。そのために家族経営協定の締結推進

に取り組んだ。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 家族経営協定の推進 

伊那市農業員会の主催で 12月 27日に伊那市

役所で 28 名の出席により家族経営協定の学習

会を開催した。新たなに農業委員になった方も

いるとのことで、家族経営協定を推進してきた

背景から話をし、協定書の作成に当たっては家

族の話し合いが最も大切であることを強調しな

がら、実際の協定書を参考に話をした。 

 

２ 家族経営協定の締結 

今年度は飯島町において家族経営協定３戸が

結ばれ、５月 20日に調印式が行われた。 

 家族経営協定式（飯島町） 

 

■今後の課題と対応 

 農業委員会や締結者の会等と連携をとりなが

ら地域への普及を図るとともに、家族の意思を

反映し経営や家族での実態に則し、活用される

協定にしていく。 

 

（担い手経営係 伊藤） 

経営発展に向けた 

中核的経営体への支援 
家族経営協定支援 

経営安定相談会の様子 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

農業経営者協会上伊那支部は、上伊那管内の

全市町村から選ばれた先進的な農業経営者で構

成されており、今年度は 30名で活動した。会員

相互の親睦はもとより、上伊那農業高校や信州

大学、JA上伊那と連携し、地域農業の発展や優

れた担い手の確保に向けて活動を展開し、高校

生や大学校生の実習受け入れ、中学生への花育

等にも取り組んでいる。 

普及センターは組織活動に対する支援を全面

的に行い、支部活動の充実を図った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 農業経営者協会上伊那支部の活動 

(1) 花壇苗のプレゼント(中学生の花育活動) 

 ５月 17 日に、箕輪中学校への花壇苗を箕輪

地区会員６名が提供した。 

 

(2) 農業担い手育成懇談会 

７月２日に上伊那農業高校、信大農学部、JA

上伊那、上伊那農業改良普及センター、農経協

上伊那支部の５者で開催した。懇談会に先立っ

て、「伊那市Ｋ農園の自走草刈り機」や「ぱぱな

農園」の視察を行った。視察後の懇談会では、

農業の担い手確保に向けて意見交換を行った。 

 

懇談会の様子 

 

(3) 農業振興研究懇談会（農業者団体交流会） 

11月 14日に、「農業と観光」をテーマに農村

生活マイスター協会上伊那支部や JA 上伊那青

壮年部等の農業担い手団体の参加で開催した。

「農業と観光」について長野伊那谷観光局の 

 

 

 

 

 

 

中村事務局長から講演いただき、観光と連携し

た農業振興の方法について意見交換を行った。 

 

(4) 家族交流会 

１月 14日に会員及びパートナーが参加し、農

業士との親睦や見識を深めるために、ボーリン

グでスポーツ交流を行った。 

 

(5) 地元県議との懇談会 

 ２月４日に上伊那地域の県議会議員４名及び

会員９名が参加し開催した。会員の代表３名か

ら、日ごろ抱えている農業・農村について課題

提起をし、各県議会議員から回答をいただいた。 

 

地元県議との懇談会の様子 

 

(6) 農業研修生の積極的な受け入れ指導 

支部会員５名が、長野県農業大学校生１名(酪

農)、 長野県農業大学校実科・研究科生２名(酪

農１名、果樹１名)、上伊那農業高校生３名（作

物１名、花き１名、果樹１名）を受入れ、農業

研修を実施した。 

 

(7) 新規会員確保に向けた取り組み 

新規会員候補者の巡回を行い、働きかけを行

ったが承諾は得られなかった。 

 

■今後の課題と対応 

 今後支部活動の活性化のため、新規会員の確

保への協力、農業士との連携、各行事参加者が

増える方策を考えていく。 

（担い手・経営係 片桐） 

農業経営士の活動充実 

地域リーダーの育成 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

上伊那支部は、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、

箕輪町、飯島町の会員 11 名と会友１名で構成

されている。近年、地域の担い手として会員の

個人活動が活発に行われる一方、支部活動への

参加率や新規会員の確保が課題である。 

本年度は、会員同士の交流を主な目的に活動

するとともに、新規会員の確保に向けて候補者

の掘り起こしを行った。普及センターでは、役

員会を中心に活動を支援し、組織活動の充実を

図った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 南信ブロック研修会 

本年度は上伊那支部が当番となり、８月 20日

に現地視察とスポーツ交流会を実施した。現地

視察では、産地であるトルコギキョウの生産ほ

場とクラフトビール醸造場を視察。その後、マ

レットゴルフで他支部会員との交流を図った。 

本研修の開催にあたり、より多くの会員に参

加してもらい有意義な研修にするため、４月か

ら役員会で内容を企画した。また、事前に視察

先を訪問し、研修の目的や当日の流れを打ち合

わせた。 

当日は、上伊那支部のほか、諏訪支部、下伊

那支部の会員を中心に 16 名が参加。参加者の

経営品目は様々だが、他品目や他産業、会員同

士の情報交換からヒントや刺激を得られたよう

である。チーム対抗マレットゴルフ大会は予想

以上に盛り上がり、会員同士の親睦を深めるこ

とができた。 

マレットゴルフの様子 

 

 

 

 

２ 第 43回農業フェスティバル 

10 月 19、20 日に松本市やまびこドーム外で

開催され、農産物直売と農業士の PRを行った。 

上伊那支部は 19日に出展し、例年販売してい

るりんご、なしに加え、トルコギキョウや新米

「風さやか」も販売。残念ながら雨が降ってし

まったが、客足が減る中、ポップを作ったり、

商品と一緒にレシピを入れたり、試食で人を呼

び込むなどの工夫をした。客層、出展場所に合

わせた商品づくりの必要性、商品の紹介の仕方

を学ぶきっかけとなった。 

農業フェスティバルの様子 

 

３ 支部新年交流会 

１月 28 日に恒例の支部新年交流会が開催さ

れ、会員とその家族４名が参加した。参加人数

が少なかったものの、日頃の悩みやアドバイス

などの情報交換ができ、大いに盛り上がった。

支部会員のほ場視察研修が提案されるなど、次

年度の活動に向けた話し合いもされた。 

 

４ 新規会員の掘り起こし 

新規会員確保に向け、役員会で候補者をリス

トアップし、役員とともに候補者３名（果樹１

名、野菜１名、花き１名）を巡回したが、本年

度の新規認定にはつなげられなかった。 

 

■今後の課題と対応 

 支部活動の維持・発展のためには、新規会

員の確保が重要な課題であり、引き続き役員を

含め支部会員全員で取り組んでいきたい。また、

魅力ある組織として、支部活動の充実化を図り

たい。      （担い手・経営係 曽根） 

農業士の育成と活動支援 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

上伊那支部は、６地区（辰野、箕輪、南箕輪、

伊那、駒ヶ根・宮田、飯島・中川）からなり、

58名の会員（休会、名誉会員を含む）で構成さ

れている。 

「新長野県農村女性チャレンジプラン」の推

進役となる農村生活マイスターの役割を再確認

するとともに、農村女性により元気な農村を築

いていくための実践活動の推進を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 夏期研修の開催 

７月５日に開催し、長野県野菜花き試験場の

現地視察と、山形村スカイランドきよみずで昼

食をとりながら情報交換を行った。会員 31 名

が参加した。 

試験場では、たい肥・肥料試験やトルコギキ

ョウの品種展示等を見学した。その試験の多さ

と丁寧な管理に驚く会員が多かった。普段は見

ることのない数々の試験を見ることができ、有

意義な視察になった。情報交換では、日頃の悩

みやアドバイス等で盛り上がり、他地区の会員

との交流や気分転換にもなった。 

試験ほ場の視察 

 

２ 駒ヶ根市チャレンジ交流会の開催 

 １月 31 日、駒ヶ根市農村環境改善センター

で駒ヶ根市マイスター主催により開催された。

この交流会は、マイスターと若手農業者との交

流・情報交換を目的に開催しており、７回目と

なる。今年は「新長野県農村女性チャレンジプ

ラン」推進モデル事業を活用し、参集範囲を広

げ、外部講師を呼ぶなど盛大に行われた。 

 

 

 

 

当日は、駒ヶ根市のマイスター７名と女性市議

会議員や農業委員、若手農業者を含む 19 名が

参加。こんにゃくづくりや赤飯、かっぱすいと

ん等を作りながら、地産地消の大切さを伝えた。

出来た料理を食べながらの意見交換では、マイ

スターの想いや若手農業者の意気込みなど活発

な意見交換がされ、有意義な時間となった。 

こんにゃくづくりの様子 

 

３ 冬期研修の開催 

３月 13 日に伊那合同庁舎講堂で総会ととも

に開催された。夏期研修を受けて土づくりへの

関心が高い会員が多かったため、外部講師を呼

び、土づくりの基礎について学んだ。 

 

４ 新規マイスターの掘り起こし 

 新規会員候補者９名に対し理事とともに声掛

けを行ったが、今年度認定研修受講につながら

なかった。活動に関心のある候補者もいたが、

今年度は認定講座の開催時期が合わなかったた

め、次年度以降の認定につなげたい。 

 

■今後の課題と対応 

 地区によっては、現会員の高齢化が課題とな

っている。新規会員確保に向け、支部理事会で

候補者リストを更新し、候補者を絞り込み、引

き続き声掛けと活動の PR を行う。認定研修の

開催時期・期間について、候補者および地区理

事から要望が挙がり、支部長が県協役員会で提

案したが、今年度は検討されなかったため、引

き続き理事会および事務局へ提案していく。 

    （担い手・経営係 曽根） 

        農村生活マイスターの育成 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

管内では、意欲的に活動している農村女性組

織や若手女性農業者が多くおり、農村女性の立

場から地域の課題解決や経営向上に向けて取り

組んでいる。普及センターでは、そのような実

践活動を支援するとともに、モデル事例として

地域へ広がるよう、表彰事業等へ推薦した。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 農村女性きらめきコンクールへの推薦 

 令和元年度農村女性きらめきコンクールへ、

農村女性組織 志和の会と若手女性農業者 神野

美津子氏をそれぞれ地域活動の部、若手女性の

部へ推薦した。審査の結果、若手女性の部にて

最優秀賞（長野県知事賞）を受賞。12 月 17 日

に長野市で行われた農村女性フェスティバル内

で表彰式、受賞者による事例発表が行われた。

本コンクールへの応募を通して、日頃の活動を

振り返り、まとめる機会になったとともに、評

価されることで自信につながったと思われる。 

受賞者による事例発表 

 

■今後の課題と対応 

 意欲的な組織、女性農業者の活動を引き続き

支援するとともに、表彰事業等を通じて地域へ

情報発信していく。 

今年度は、管内の農業女子４名が中心となり

交流会を企画・開催するなど、若手女性の活動

が増えてきている。今後、農業女子のグループ

化や組織活動の支援を行い、仲間づくりや農村

女性リーダーの育成を図っていきたい。 

（担い手・経営係 曽根） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

青年農業者の自立した農業経営を確立するた

め、課題発見・解決能力の獲得と向上を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 課題の発見とその解決支援 

(1) 対象者の選定 

青年農業者等にプロジェクト活動への誘導を

行った。対象者は各市町村の重点対象者の他、

課題解決に取り組んでいる農業者等６名を選定

した。 

 

(2) 対象者への支援 

対象者に対し個別巡回指導や検討会を行い、

課題解決の取り組みや、結果のまとめ方等につ

いて支援を行った。対象者の内２名が、１月 20

日のアグリフォーラムで発表した。また意見発

表者については、候補者 11 名について発表の

打診を行い、３名が発表に至った。 

プロジェクト・意見発表者それぞれ１名は、

２月６日の「若人のつどい」へ推薦・発表され、

プロジェクト発表を行った１名は関東ブロック

へ推薦(「園芸・特産作物」部門)された。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

■今後の課題と対応 

 青年農業者の巡回等の中で農業者の課題を引

き出し、解決方策の取組支援を行っていく中で、

プロジェクト発表への誘導を行い、発表を通じ

た仲間づくりや組織活動の活性化にもつなげて

いく。 

     （担い手・経営係 片桐） 

プロジェクト活動の取組支援 
農村女性組織および若手女性農業者

の実践活動支援 

若人のつどい：左 意見発表 宮澤氏(辰野町)、 

          右 プロジェクト発表 伊藤氏(宮田村) 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

伊那農業青年研究会（藤綱史樹会長 会員６

名）は「農研」と称される伊那市の農業青年ク

ラブである。規約には「青年をもって組織する」

とあるが、「青年」とは年齢を指しているわけで

はない。会員に共通する事項は「経営発展の意

思がある」という点にある。その意思がある限

り農研の会員たる資格を有する（と考えられる）。

したがって、会員それぞれの経営発展のために

この会は存在し、普及センターの支援活動の目

的もこの一点に尽きる。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 伊那市中学生キャリアフェス 2019 

11月 14日：エレコムロジテックアリーナ 

伊那市内の全中学２年生(約 650人)を対象に、

大人たちから次世代の子供たちへ想い、働く意

義、伊那で暮らす良さなど、伝えたいイベント

に参加。会員２名によるプレゼンテーション、

おにぎり、牛汁が好評だった。 

 

２ 活動成果発表会（オープンミーティング）

２月６日：伊那浄水管理センター 

上伊那アグリフォーラムから派生した取り組

みで、今期で６回目となる。３名の会員が今年

度もしくは複数年かけて取り組んだ課題解決の

成果などについてプレゼンテーションを行った。

市内の若手農業者の聴講や質疑も活発に行われ

た。 

 

■今後の課題と対応 

会員が多いことが良い農業青年クラブの条件

ではないが、一緒に加わって活動してもらうと、

その方はもちろん農研に所属する他の農業者に

とってもより良くなるであろうと思われる人材

が多くいる。それらの方に農研に所属してもら

うことは最重要な課題である。 

経営品目が異なっても共通する話題の提供を

普及センターとしては継続していきたい。 

（地域第一係 西嶋） 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 
箕輪町農業者クラブ（会員12名）は元気で夢

あふれる若手が中心である。 

クラブ員は、農業経営における課題や活動、

また将来の目標・夢について定例会を通して語

り合い、スキルアップと相互の研鑽・交流を目

的に活動している。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 活動と内容 

(1) パカパカ杯（９月８日） 

NPO 法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾主催

の「パカパカ杯」の後援を務めた。 

 クラブ員は、ふれあい動物広場やおもてなし

牛乳の試飲、搾乳体験のスタッフとして会場を

盛り上げた。 

 

パカパカ杯の搾乳体験の様子 

 

(2) 定例会にて意見交換（６月、９月、12月） 

今年度は、定例会を３回行った。定例会では、

現在の活動内容や台風の被害状況、今後の活動

について語り合った。今年度入会したばかりの

方もクラブに馴染んでいて、積極的に意見交換

をしていた。 

 

■今後の課題と対応 

 来年度は「パカパカ杯」や 11月の「箕輪もみ

じ湖祭り」で農産物を販売したいとクラブ員の

思いがあったため、町と協力して準備を進める。 

 クラブ員の新規会員を増やすとともに、何か

主体的に取り組もうとしていることがあれば支

援する。 

（地域第一係 岡田） 

青年農業クラブ活動の活性化 

（伊那市）伊那農業青年研究会 （箕輪町）箕輪町農業者クラブ 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

（南箕輪村）南箕輪村農村青年倶楽部 

 

■背景とねらい 

南箕輪村農村青年倶楽部は、農業者同士の交

流や農業者としての成長、南箕輪村発展への貢

献等を目的とし、平成４年に発足した。会員 20

名（令和２年２月末現在）である。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 大芝高原まつり（８月 24日） 

トラクター乗車、トラクター馬車、乗馬体験

等、村の一大イベントに参加することで、地域

の方々に当倶楽部を PR するよい機会となって

いる。 

２ 県外物販活動（11月 23日） 

当倶楽部では、平成 24年より、「生産者の声

を直接聞きたい！」という思いから年１回、名

古屋市で物販活動を行っている。平成 30 年に

横浜市に会場を変更したところ、売れ残りが多

数出てしまった。そこで、今年度は品目数を絞

るなどし、工夫して臨んだところ、販売割合が

81％となり、昨年の２倍以上の成果となった。 

  

        物販の様子 

３ 2020アグリフォーラムでの発表 

 令和２年１月 20 日に開催された「2020 アグ

リフォーラム」では、会長が県外物販活動の取

り組みについて、プロジェクト発表の部で発表

した。当倶楽部の活動について広く知ってもら

うきっかけとなった。 

 

■今後の課題と対応 

 近年、会員数が減少傾向であり、今後の活動

低下が懸念される。改めて会員で話し合いなが

ら、今後の方向性について検討していくことが

必要と思われる。 

（地域第一係 青柳） 

 

（宮田村）宮田村農業者クラブ 

 

■背景とねらい 

宮田村農業者クラブ（会員 34名 Ｒ2.3．1現

在）は、農業者同士の情報交換、必要な農業技

術の習得等を通じて地域農業の維持発展に貢献

していくことを目的として活動している。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 視察研修会 

本年は９月 10日に４名参加で行った。 

(1)  中央農業研究センター北陸拠点 

話題のコメ新品種と土地利用型作物の機械

利用について 

(2) 岩の原葡萄園    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学習会 

本年は１月 20 日上伊那「2020 アグリフォー

ラム」で会員から意見の部およびプロジェクト

の部で各１名の発表があった。プロジェクトの

部で伊藤拓也さんの「なしジョイント栽培にお

ける省人化プロジェクト」が選奨されたため、

２月６日佐久市で開催の「若人のつどい」への

参加を学習会にした。 

発表は優秀賞となり、９月に佐久市で開催さ

れる関東ブロック農村青少年プロジェクト実績

発表会へ推薦された。 

 

■今後の課題と対応 

 会員の年齢幅が広いので共通の興味や課題が

見つけにくい。たとえ少人数の参加であっても

参加しやすい品目を超えて興味がわく内容の事

業を行うとともに、地域の担い手としての素養

を高める学習・交流を行う。 

（地域第二係 羽生） 

 

中央農業研究センター北陸拠点 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

（全域）上伊那果樹クラブ 

 

■背景とねらい 

果樹栽培における課題や疑問点等に対して、

会員自ら計画し勉強できる環境づくりを支援す

るため、各種研修会を実施した。 

■本年度の取組と成果 

１ 取組みの概要 

(1) 企画会議の開催 

  ４月（昨年の反省、前半の事業計画の検討）

と 11月（栽培反省、後半の事業計画の検討）

の２回開催した。 

(2) 夏期研修会（ぶどう圃場巡回） 

 ８月に会員の５圃場を巡回した。園地概要、

研究内容、質問事項を事前に提出してもらい

各圃場で活発な情報交換ができた。 

(3) 剪定研修会等 

   ぶどう（短梢、中梢、ロケット仕立て）、り

んご（高密植、着色不良樹対策、トレリス倒

壊の原因と対策）で実施した（14名出席）。 

(4) 病害虫防除研修会 

  １月に伊那合庁会議室で開催した（17名出

席）。事前に質問事項を提出してもらい、これ

に答える方式で実施した。有意義な研修会と

なった。 

２ 成果の概要 

(1) 各研修会は事前に会員から課題等を提出し

てもらったため、内容の濃い研修会ができた。

また、台風 19号によるトレリスの倒壊原因と

今後の対策について情報を共有できた。 

ぶどうの夏季研修会の様子 

 

■今後の課題と対応 

 果樹専技による濃密な研修会が好評である。

今後も担い手育成や栽培技術の向上に必要な取

組みである。       （技術係 宮澤） 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

 上伊那地域では、青年農業者の育成、交流を

促進するために、青年農業者によるプロジェク

ト・意見発表会を開催している。開催にあたっ

て有志農業者によるアグリフォーラム実行委員

会を結成し、企画・運営を行っている。普及セ

ンターでは、実行委員会の活動支援を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 企画会議の開催 

 2020 アグリフォーラムの開催に向けた企画

会議を７回、反省会を１回開催した。フォーラ

ムでの上伊那御膳試食を目標に会議を重ねた。 

 

２ 2020アグリフォーラムの開催、運営支援 

１月 20 日、伊那合同庁舎で「2020 アグリフ

ォーラム～上伊那をプロデュース～」を開催し、

約 70名の参加を得た。 

第２部では、昨年考えた上伊那御膳のメニュ

ーからお弁当に入れてほしいメニュー、食べた

いメニューを投票。会場には、実行委員が試作

したメニュー７品を展示し、それぞれ試作した

メニューを前に料理について説明した。１年間

の活動報告や展示を通して実行委員会の活動を

知ってもらう良い機会となった。 

試作メニューの展示 

 

■今後の課題と対応 

 青年農業者のフォーラム参加が少ないため、

青年農業者が参加したいと思う企画を検討する。

また、実行委員会の役割を再確認し、より主体

的に企画・運営できるよう活動を支援する。 

（担い手・経営係 曽根） 

主体的な青年農業者の 

育成と交流促進 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

農業者の販路拡大支援として、今年度から「南

信州うまいもの商談会」に主催という形で加わ

ることとなり、南信州地域振興局、同農業改良

普及センターと連携して、飯田市、名古屋市で

商談会を開催した。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 南信州うまいもの発掘商談会の開催 

 農業者へ出展を働きかけるとともに、初出展

者に対して FCPシートの作成支援等を行った。 

(1) 飯田会場 

ア 開 催 日 令和元年 10月９日（水） 

イ 場  所 エス・バード 

 ウ 出展者数  52事業者（うち上伊那７） 

 エ 商談形式  展示形式 

 

商談会の様子（飯田市） 
 

(2) 名古屋会場 

 ア 開 催 日 令和２年１月 27日（月） 

イ 場  所 名古屋国際センター 

 ウ 出展者数  16事業者(うち上伊那８) 

 エ 商談形式  商談テーブルでの対面式 

(3) 出展者の反応 

 初出展者は、商談会に参加したことでバイヤ

ーから率直な意見をもらえたり、事業者同士で

交流できたりと、情報収集という面でも収穫が

あった様子であった。 

 

■今後の課題と対応 

販路拡大を目指す事業者に対し、商談会参加

に向けた働きかけを強化していきたい。 

（地域第一係 青柳） 

 

 

 

  

 

 

■背景とねらい 

年々加入組織が減少傾向にあるのうさん味ネ

ット上伊那(加入９組織)のこれからの活動の方

向性を明確にし、組織活動の活性化を支援した。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 研修会の企画と参加誘導 

(1) のうさん味ネット上伊那のあり方検討 

のうさん味ネット上伊那の総会と合わせ研修

会を開催。今後の活動のあり方について意見交

換を行い、多くの会員から引続き活動をしてい

きたいとの意見が出され引き続き支援を行った。 

(2) 食品表示セミナーへの参加誘導 

上伊那６次産業化推進協議会が開催した「食

品表示セミナー」への参加を働きかけ５組織が

参加。現在の食品表示が正しく表示されている

か、変更点は何かなどを学び、新しい食品表示

への対応を改めて検討することができた。 

２ のうさん味ネットフェア開催 

のうさん味ネットの組織が一堂に会し、消費

者への商品 PR、販促活動とお互いの情報交換の

ために 10月 20日(日)飯島町花の里いいじまで

のうさん味ネットフェアの開催を支援した。 

天候不良のため１日の開催となったが、他の

組織の加工品の販売も協力し合って販売する様

子も見られた。また、消費者に積極的に声がけ

し、販促活動を行うことができた。 

 

■今後の課題と対応 

 加工組織の担い手育成や販路等共通課題の解

決に向け、のうさん味ネット上伊那の活動を検

討していく必要がある。（地域第二係 小野） 

多様な需要に応えるマーケティングと６次産業化による経営安定 

のうさん味ネットフェアの様子 

商談会等の開催による販路拡大 ６次産業化事業の実行支援 



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

駒ヶ根市では、平成 19年度から「信州駒ヶ根

ごまプロジェクト」を立ち上げ、ごまによる６

次産業化を推進している。実需者である（株）

豊年屋からはごまの生産拡大を要望されている。 

 普及センターでは、同プロジェクト栽培部会

の一員として、ごまの生産拡大につなげる取り

組みを行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 基本技術励行による収量確保 

(1) 確実な生産に向け栽培講習会（播種､収穫､

出荷調整時等）の他、栽培反省会を開催し、栽

培技術の向上による単収・品質の向上と面積拡

大を図った。しかし、播種時期に雨が降るなど

天候の影響や収穫作業の大変さから、栽培面積、

出荷量、単収ともに前年度を下回る結果となっ

てしまった。 

年度 生産者数 栽培面積 出荷量 単収 

30年度 40名 9.14ha 4.9t 53.6kg 

31年度 41名 7.08ha 3.76t 53.1kg 

生産者による収量の差が大きく、生産者への

聞き取りを行い、次年度の指導に活かしていく

こととなった。 

(2) 試験調査の実施による栽培指針の見直し 

連作障害による立枯れ症対策や株間を狭くす

ることでの生育調査等プロジェクトとして、試

験栽培を行い生育調査を行った。株間を狭くす

ることで同じ面積でも単収が１割増加すること

が期待できることから、収量を確保できるよう、

栽培指針の見直しを行い株間 27㎝から 16㎝へ

変更し、次年度からの栽培を進めていくことと

なった。 

 

■今後の課題と対応 

 駒ヶ根市を中心にごま栽培を行ってきたが、

生産量確保のため、上伊那全域に栽培の拡大を

図ることとなった。栽培指針に基づき収量、品

質向上のため指導を行い、収量確保を図る。 

 

（地域第二係 小野） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

辰野町では、平成 29年度から遊休荒廃農地対

策として、野生鳥獣の被害に遭いにくいえごま

の栽培を推進している。また、昨年からえごま

油が商品化され、町の特産物の一つとなってい

る。本年は、特に搾油率の高い黒えごまの生産

拡大に取り組んだ。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 展示ほ場の設置 

 昨年に引き続き展示ほ場を設置し、農業委員

会で管理を行った。適期に除草と土寄せを行っ

たことで、台風遭遇後も倒伏せず、昨年より生

育・収量が向上した（Ｈ30 年収量：43kg/10a、

Ｈ31年収量：90kg/10a）。収穫した種は、来年度

の栽培希望者へ無料配布した。 

２ 研修会の開催 

４月、７月、９月に栽培研修会およびえごま

の葉を活用するための調理講習会を開催し、え

ごまの知名度の拡大と基本技術の普及を図った。 

３ 生産者グループの結成 

収穫後の調製作業が重労働であり、機械の購

入が必要との意見を受け、機械を共同利用する

ための生産者グループを作り、参加者を募った。

９名が加入し、共同で収穫作業を行った。 

４ 実の買い取りおよび商品の販売 

11 月に役場内でえごまの実の買い取りを実

施した。買い取った実は駒ヶ根の事業者に搾油

を委託し、えごま油およびえごまパウダーを作

製した。作製した商品は、役場窓口、町内直売

所・飲食店で販売するとともに、ふるさと納税

の返礼品として利用した。 

年度 生産者数 栽培面積 買い取り量 

30年度 30名 25a 66kg 

31年度 72名 167a 190kg 

 

■今後の課題と対応 

 展示ほ場の設置と栽培研修会の開催により、

町内におけるえごま栽培の認知度が高まってき

ている。今後は、各生産者の栽培上の課題に応

じた指導を行い、さらなる生産拡大を図る。 

（地域第一係 宮入） 

ごまの増産  えごまの増産  



 

重点推進方策Ⅰ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

駒ヶ根市及び宮田村では、平成 26年から南信

州ビール株式会社との連携により、地元産大麦

を使って地ビール醸造をする６次産業化プロジ

ェクトを立ち上げている。 

寒冷積雪地でも栽培できる「小春二条」を選

定し、平成 27 年度は 12ａ作付けし 400 ㎏、28

年度は 50ａで 1,500㎏、29年度は 130ａで 2,500

㎏、30年度は 110ａで 4,200㎏を生産し順調に

試験栽培を進めてきた。 

 

■本年度の取組と成果 

ラベルデザインも決まった令和元年はいよい

よ本格栽培の年である。  

９月３日に説明会を開催し７名２集団が

614aで生産量 20ｔを目指して栽培を開始した。 

普及センターの活動 

１ 栽培指針の見直し(重要ポイント) 

 ・排水対策による出芽不良回避 

・播き性が低いため凍霜害に逢いやすいので

早播きしすぎない適期播種の励行 

・六条大麦跡地でのコンタミ防止 

・雑草対策 

２ 試験ほの設置 

５年間の試験栽培の中でも追肥の時期と量

については結論が出ていない。「倒伏させない」

「収量確保」の両立のため「晩播」と「追肥」

の試験区を設置した。 

３ 栽培ほ場の土壌診断と生育調査 

表１ Ｒ２年産の小春二条の越冬前生育状況 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ Ｒ２年産の小春二条の越冬後生育状況  

 

 

 

 

 

 

 

この冬は暖冬のため生育が進み２月２日調

査で駒ケ根市中沢では幼穂が確認された。凍

み上り対策も含め踏圧を指導した。 

栽培ほ場は 38筆であるが、地域を代表する

14 ほ場を抽出して 12 月下旬の越冬前調査、

２月上旬の越冬後調査、３月上旬の追肥前調

査と調査を継続しており追肥前の生育状況は

表 3のとおりである。 

表 3 追肥前の生育状況（R2、3/4､5調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の課題と対応 

 ・収量と加工品質の向上に向けた追肥、病害

虫防除、適期刈り等支援 

 ・雑草対策の徹底 

       （地域第二係 小野、羽生） 

 

二条大麦の適応性検討 

播種日草丈㎝茎数/㎡ 葉齢 播種日草丈㎝茎数/㎡ 葉齢

2018/12/25 10/27 16.3 1365 6.5 11/6 10.2 703 5.3

2019/12/23 10/31 9.5 340 3.7 11/3 7.7 263 2.5

参考：伊那米試験地

2019/12/23 10/16 22.0 936 6.0 11/6 6.8 153 3.2

駒ケ根市中沢 駒ケ根市赤穂

標準播種 晩播

越冬前調査日

播種日草丈㎝茎数/㎡幼穂長㎜ 播種日草丈㎝茎数/㎡幼穂長㎜

2020/2/4 10/31 11.3 557 0.5 11/3 9.0 696 未

参考：伊那米試験地

2020/1/29 10/16 23.7 1657 1.6 11/6 7.6 257 未

駒ケ根市赤穂

標準播種 晩播

越冬後調査日
駒ケ根市中沢

播種日
標高
ｍ

草丈
㎝

茎数
本/㎡

幼穂長
㎜

② 11/7 800 9.9 945 0.0

④ 11/3 740 10.9 1380 1.3

⑤ 11/4 690 13.7 1214 2.3

⑦ 11/11 730 9.7 958 0.8

⑨ 11/11 700 11.0 1003 1.3

⑩ 11/13 700 12.8 771 1.2

⑫ 10/31 650 20.7 1940 2.2

⑭ 10/31 610 20.4 2112 2.7

⑮
10/31
11/13

580 14.8 1267 1.4

⑯ 11/3 570 13.2 1000 1.8

⑲ 10/26 620 15.8 1287 2.5

⑳ 11/3 590 10.8 807 1.7

① 10/28 700 16.5 1320 1.7

② 10/28 740 11.4 626 1.7

駒
ケ
根
市

地点

宮
田
村


