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  今 月 の 農 政 情 報   

 

平成２８年度農政部の重点的取組みについて 

 

１ 予算の状況 
 

平成２８年度の農政部一般会計当初予算の総額は、２７３億７，２７７万円で、前年度と比べて、２３億

２，０２１万円（９．３％）の増額となった。 

このうち、ＴＰＰ対策予算は、１０６億８,１１２万円で、前年度と比べて、３７億２,４７７万円（５３．

５％）の増額となった。 
 

当初予算の規模（一般会計） 

区  分 平成２８年度 平成２７年度 比率（28/27） 

農政部全体 ２７３億７,２７７万円 ２５０億５,２５６万円 １０９．３％ 

うち、ＴＰＰ対策 １０６億８,１１２万円 ６９億５,６３５万円 １５３．５％ 

 

 

２ 取組方針 
 

平成２８年度は、新たにスタートする「ぎふ農業・農村基本計画（以下、｢基本計画｣という。）」を着実

に実行するとともに、ＴＰＰ協定の影響に対して万全な体制を整えるため、農業の体質強化や輸出の取組拡

大など攻めの農業の展開に取り組む。 

具体的には、基本計画に掲げる３つの基本方針『多様な担い手づくり』『売れるブランドづくり』『住み

よい農村づくり』に基づき１９の主要施策を実施するとともに、各種拠点施設の整備を計画的に進める。 

 

 

 

ぎふ農業・農村基本計画（平成２８年３月策定） 
   

 基本理念 

  「未来につながる農業・農村づくり」 
 

基本方針 

     ◆ 農業従事者の急速な減少や高齢化に対応するため、担い手の育成確保を最重点課題と 

位置づけ、『多様な担い手づくり』を強化する。 
     

◆ 国際化にも対応した足腰の強い農畜水産業を実現するため、県産農畜水産物の生産振 

      興と付加価値向上、販路拡大を一体的に捉え、『売れるブランドづくり』に取り組む。 
     

◆ 人口減少及び少子高齢化により、営農環境だけでなく生活環境の維持・確保が課題と 

      なっている中山間地域を中心に、『住みよい農村づくり』に取り組む。 
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平成２８年度 主要施策の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 多様な担い手づくり 

Ⅱ 売れるブランドづくり 

Ⅲ 住みよい農村づくり 

❶ 就農研修拠点の拡大 

 ・トマト･柿の拠点の設置、肉用牛の拠点の設置調査 

 ・研修拠点間の連携体制づくり 

❷ 新規就農者の営農定着に向けた支援の充実  

 ・就農相談会の開催、就農時に必要な施設整備支援 

 ・就農給付金の支給、企業参入･法人化の推進 

③ 第１９回全国農業担い手サミット in ぎふの開催  

 ・担い手サミットの開催、県農業･農産物の情報発信 

❹ 担い手への農地集積・集約化の促進 

 ・農地中間管理機構の運営支援、集積協力金の交付 

 ・地域の話合い促進、担い手への支援の充実 

❺ 中山間地域における集落営農の体制づくり 

  ・集落営農の組織化･法人化、経営の複合化･多角化    

 ・経営安定に必要な農業機械の導入支援 
 

 

❻ 生産から販売までを見据えた戦略的な産地づくり 

・特徴ある米づくりの推進、園芸産地の作業の共同化 

・産地の構造改革に必要な機械･施設の導入支援 

❼ 競争力のある畜産産地づくり 

    ・繁殖雌牛の増頭、コスト低減等による酪農の収益向上 

・ボーノブラウンの銘柄化推進、機械･施設の導入支援 

・中央家畜保健衛生所の整備 

❽ 県産花きの活用促進と販売力強化 

   ・フラワーフェスティバルの開催、花きの日の普及 

   ・園芸福祉･花育の推進、花き商談会の開催 

❾ 鮎資源の増大を核とした内水面漁業の振興 

・魚苗センターの増設、遡上鮎由来の稚鮎の放流促進 

・長良川あゆパークの整備、県産鮎の輸出促進 

 

⑩ 県産農畜水産物のグローバル展開 【３補】 

・飛騨牛の EU向けの商業輸出ルートの確立 

・北米等での飛騨牛フェア、新たな輸出品目の掘り起し 

⓫ 大都市圏における県産農畜水産物の販路拡大 

・飛騨牛販路拡大コーディネーターの設置 

・大都市圏におけるフェアの開催 

⓬ ６次産業化など地域の食資源の活用促進 

   ・６次産業化サポートセンターの設置 

   ・地理的表示保護制度の導入支援、地産地消の推進 

⑬ 魅力ある農産物・食資源の開発と販路拡大【３補】 

   ・伝統野菜や郷土料理の情報発信、ぎふジビエの普及 

   ・６次産業化商品の常設販売店の設置 

⑭ 力強い農業を支える農業生産基盤の整備 

    ・ほ場の大区画化や水田の汎用化 

   ・農業用水路の更新整備･補修 

  ・基盤整備に係る地元負担軽減の強化 

 

⓱ 農業・農村の多面的機能の維持・増進 

   ・農村を守る共同活動の推進、多面的機能の普及･啓発 

   ・飼料用米の作付けによる水田のフル活用 

⓲ 鳥獣害の防護と捕獲の一体的推進   

   ・侵入防止柵の設置支援、有害鳥獣対策従事者の育成 

   ・わな捕獲を中心とした集落ぐるみの捕獲体制の構築 

   ・｢ぎふジビエ｣の需要拡大に向けたネットワークづくり

⑲ 災害に強い農村づくり  

   ・農業用水路の保全管理の強化 

   ・農業用ため池･農道橋の耐震化、排水機場の更新整備 

・農業用水を活用した小水力発電施設の整備  

⑮ 世界農業遺産「清流長良川の鮎」の保全・活用  

   ・長良川システムの保全･継承の仕組みづくり 

   ・石川県など他認定地域との連携、利き鮎大会の開催 

   ・里川シンポジウムの開催 

⑯ 長良川システムの国際的な普及推進 【３補】 

   ・内水面漁業研修センターの設置、海外におけるＰＲ 

   ・世界農業遺産を活用したグリーン･ツーリズムの展開   

 
拠点施設の整備（予定工期） 
 
・中央家畜保健衛生所の移転（Ｈ26～28）          ・長良川あゆパーク(仮称)の新設（Ｈ26～29） 

・中山間農業研究所中津川支所の移転（Ｈ26～29）   ・魚苗センターの増設（Ｈ27～29） 

●は、ＴＰＰ対策（当初予算） 
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               広げよう！つなげよう！未来の農業へ 

               ～ともに語ろう清流の国で～ 

 

               全国の意欲ある農業の担い手が一堂に会し、相互研鑽と交流を通じて、 

農業経営の現状や課題についての認識を深め、自らの経営改善と地域 

農業・農村の発展を目指す。 

 

                  

   【全体会】 

     皇族殿下の御臨席を仰ぎ、歓迎アトラクション、表彰式などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【地域交流会】 

     全国からの参加者が、県内１０地域に分かれ、情報交換や農畜水産施設の視察などを行います。 

      ①情報交換会 

 

 

 

 

 

      ②現地研修会 

            

 

 

 

 

               第 19回全国農業担い手サミット inぎふ実行委員会 

               全国農業会議所 

 

 

 

    

 

第 19回全国農業担い手サミット inぎふ 

大会テーマ 

目   的 

開 催 行 事 

開催日 平成２８年１１月１０日（木） 

場 所 岐阜メモリアルセンター 

内 容 ・皇族殿下のおことば 

・全国優良経営体表彰 

・サミット宣言           ほか 

開催日 平成２８年１１月１０日（木） 

場 所 県内１０地域 １１会場 

開催日 平成２８年１１月１１日（金） 

場 所 県内１０地域 ３０コース程度 

主   催 

 

第19回全国農業担い手サミットinぎふ開催にむけ

て 

幅広く協賛企業・団体等を募集しています。 

１口１万円から申し込みが可能です。 

詳しくは、ホームページを御覧ください。 

 

 

 

就農・就業相談会 

「ぎふアグリチャレンジフェア 2016」 

日時： 

6月 12日(日)午前 10時から午後 3時 30分 

場所： 

ふれあい福寿会館 

企業協賛 応援行事 
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 気 象 災 害 等 を 踏 ま え た 農 作 業のポイント  
  
 

これまでの気象経過 

◆３月下旬～４月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ３月下旬は、気圧の谷や寒気の影響で雲の

広がった日があったが、まとまった雨にはな

らず高気圧に覆われて晴れた日が多くなった。 

 平均気温は、岐阜では高く、高山では平年

並みとなった。日照時間は、岐阜、高山とも

にかなり高くなった。 

 ４月上旬は、はじめ低気圧や前線の影響で

雨となったが、その後は高気圧に覆われ晴れ

の日が多くなった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く

なった。降水量は岐阜では多く、高山ではか 

なり多くなった。日照時間は岐阜ではかなり

少なく、高山では少なくなった。 

 ４月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日が

多くなった。旬の後半には、低気圧の通過に

より雨となり激しく降った日があった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに平年並みと

なった。降水量は、岐阜では少なく、高山で

は平年並みとなった。日照時間は、岐阜では

かなり多く、高山では多くなった。 

                

 
今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ４月２３日～５月２２日までの天候見通し   

名古屋地方気象台４月 21日発表 

 天気は数日の周期で変わるが、平年に比べ晴れの日が少ない見込み。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率 50％、降水量は平年並みまたは多い確率ともに 40％、日照時間は少

ない確率 50％の見込み。 

 週別の気温は、１週目は高い確率 50％、２週目は高い確率 50％、３～４週目は、平年並みまたは高い確率

40％の見込み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015～2016 冬作半旬気象図(岐阜市)  

(平年：太線、本年：細線) 
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１ 野  菜  ～凍霜害対策～ 

低温と低日照が続くと生育が遅延し、光合成が抑制されて、樹勢や花質が低下したり、落花がしやすくな

る。しかも、長雨が重なると根の湿害や病害の発生により、更に収量が低下するおそれがある。また、雨に

より圃場条件が悪くなると、計画的な作業が行えなくなる。 

 

(1) 事前対策 

○1  良質な堆肥を投入し、地力増進を図っておく。 

○2  事前に土壌診断を行い、適正な土壌改良に努める。 

○3  露地栽培ではマルチ栽培により、生育促進、土壌水分・肥効の安定、土壌硬化防止等を図り、生産安

定に努める。 

○4  露地栽培では、湿害による発芽不良のため、高畝栽培やプラソイラー等による排水対策を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事後対策 

○1  露地栽培では潅水や追肥は少なめとする。ただし、ナスやトマトなど、作期の長い作目については樹

勢維持に努める。 

○2  作期の長い作目については草勢が劣りやすいので、摘葉、摘果、早期（適期）収穫を行い、樹勢維持

に努める。ただし、ナス等の場合は、採光に努めるが極端な摘葉、整枝剪定はかえって樹勢が低下する

ので注意する。 

○3  病害虫の適切な防除を行う。トマトやキュウリ等の果実に付着している花弁や葉先枯れした葉は、灰

色かび病の伝染減となるので、できる限り除去する。 

 

表１ 薬剤無施用条件における花弁除去の防除効果 

（兵庫県、一部抜粋） 

  
   調査月日 3/19、品種：瑞健 

 

 

 

２  果  樹 

 果樹においては、３月に引き続き４月に入っても気温が高い日が続いた。一時期気温の低い時もあったが、

図１ 高畝栽培 図２ プラソイラーによる盤層破壊 
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全体的に平年より暖かい状況で進んでいる。また、降水量は４月に入るまでは少なかったが、それ以降は多

い傾向にあった。これらの気象条件から、県内各地域とも、各樹種の生育が進んでいる。一方で４/１２の低

温で、一部の地域の作物で晩霜害の被害が確認されている。飛騨地域においては５月中旬頃までは晩霜害の

心配もあり、りんご、ももの生育が進んでくると、晩霜害に注意し、事前にできる対策を講じておく必要が

ある。今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。なお、具体的な晩霜害対策については、３月

に発行した 509号に掲載しているので参考にしてほしい。 

 なお、４/２５時点の県内主要果樹の生育状況について、かきの展葉期はいずれの品種も３～５日早く生育

している(表１)。また、なしは満開期が「幸水」で４/１０、「豊水」で４/８といずれも平年より３日早い

状況であった（表２）。中山間地域のくりは、展葉期が「丹沢」が４/２４、「筑波」「ぽろたん」が４/２

２と平年より４～６日早く進んでいる(表３)。 

一方で飛騨地域のももは満開期が平年より１０日程度早く４月中に満開を迎えた(表４)。りんごも展葉期

が平年より１０～１１日早まっており、この地域の生育が一番進んでいる様子である（表５）。 

 

表１ かきの生育相（農業技術センター調べ） 

   

   

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 表２ なしの生育相（農業技術センター調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ くりの生育相（中山間農研中津川支所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2016 3/13 4/3

2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17 9/30 10/11 10/11
平年 3/16 4/6 5/19 5/20 5/23 10/2 10/4 10/9

太秋 2016 3/18 4/6
2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16 10/14 10/26 11/5
平年 3/21 4/10 5/18 5/20 5/23 10/15 10/24 11/1

富有 2016 3/17 4/6
2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20 11/4 11/11 11/25
平年 3/21 4/11 5/20 5/22 5/26 11/6 11/18 11/29

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17

2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 8/3 8/14
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20 8/6 8/18

豊水 2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15
2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15 8/27 9/10
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　
始 盛

丹沢 2016 4/1 4/24
2015 3/29 4/26 6/10 6/7 8/26 9/4
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 8/30 9/9

筑波 2016 3/29 4/22
2015 3/25 4/25 6/11 6/6 9/15 9/23
平年 3/29 4/26 6/17 6/11 9/19 10/1

ぽろたん 2016 3/29 4/22
2015 3/25 4/24 6/11 6/9 9/7 9/13
平年 3/30 4/28 6/16 6/15 9/12 9/18

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

雄花
満開

雌花
満開

収穫期
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表４ ももの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ りんごの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2016 3/21 4/20 4/19 4/21

2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 7/31 8/12
平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/6 8/3 8/15

昭和 2016 3/22 4/21 4/20 4/22
白桃 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 8/17 8/28

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29
※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2016 3/31 4/10

2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8 9/4 9/16
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/21

ふじ 2016 3/31 4/10
2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7 11/9 11/27
平年 4/5 4/19 5/4 5/8 5/13 11/12 11/30

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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 専 門 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

果実のブランド化にむけた方向 

 

１  はじめに 

日本農業新聞では毎年 1月に売れ筋期待値

ランキングを発表する。2016年の果実におい

ては、スーパー、生協、果実専門店、卸売会

社計 80 社が回答した「消費が伸びそうな果

実」を基に 193品目の売れ筋期待値ランキン

グとして作成し、1月 19日に紙面に掲載され

た。 

2016年は「シャインマスカット」が 6年連

続 1位となり、高い売れ筋として期待されて

いる。甘く、種無しで皮ごと食べられる手軽

さが特徴で、果実専門店や卸売業者からも高

い評価を受け、今後も続くだろうと予想されている。2位には「紅まどんな」が順位を上げ、3位には「ゆら

早生」が続いている。これらは「甘さ」と「集客力」を兼ね備えた品目で、4 位には「シナノスイート」が

続いている。3か年のベスト 10を見てみると、8品目が毎年ベスト 10に入っている。これらが現在の流通ニ

ーズ、消費者ニーズに沿う品目であるということがいえるだろう。 

しかし、これらの品目が流通業界、消費者まで認知されるまでには、少なくても品種登録から 10年以上は

経過している。「シャインマスカット」は 2004年、「紅まどんな」が 2005年、「ゆら早生」が 1995年、最も

新しい品目でも「甘平」が 2007年に品種登録されている。その間に広く認知されるように、産地の販売戦略

やＰＲ活動など、いろいろな形で行って、ブランド品目の地位を築き上げたと推測される。 

そこで、果実のブランド化の取組や考え方について考えていきたい。 

 

２ 従来の考え方 

 果実のブランド化を図るため、その品目の最高級の品質のものを、果実専門店や百貨店でのギフト用とし

て、目が飛び出るような高値で販売することで、トップブランドをつくることが一般的に考えられる。その

結果、品目・産地の認知度があがり、生産者の意欲も高まり、産地全体の底上げにつながる、と考えられて

きた。 

トップブランドとして有名なのは、宮崎の完熟マンゴー「太陽のタマゴ」である。樹上で熟し自然に落果

した食味、外観の優れた果実をブランド認証基準とし、さらに経済連が定める県統一基準を満たす果実（品

位：青秀以上、階級：２Ｌ以上、糖度：15度以上）を商品ブランドとしている。この「太陽のタマゴ」を一

躍全国区の知名度に押し上げたのは前知事の東国原英夫氏である。東国原氏は「安いものを求める人は捨て、

富裕層をターゲットに絞る。そしてその人たちが「高くてもこれがほしい」と思う付加価値を付ける。宮崎

マンゴーを送られた人が「こんな高級なものを」とありがたみを持てるようなブランドにしようと考えまし

た。」と、政治の話題以外でも積極的にメディアに露出していたのもその一環だったという。また、「僕がメ

ディアでＰＲするとそれ自体が付加価値となって「これが東国原がいっていたマンゴーね。高いけど買って

みようかしら。」と思ってもらえる。包装も一般のマンゴーが段ボールに詰められているのに対し、こちらは

木箱に入れる。そうやって高級感を演出し、付加価値をつけれいくんです。」いいものをいい価格で売る。そ

のことに徹底しつくした結果、最高級の完熟マンゴー「太陽のタマゴ」の名は全国に知れ渡った。 

各県の知事が各県の特産品をＰＲするトップセールスの典型的な事例であるが、これほど知事の知名度を

利用したトップセールスで全国区なった例は少なく、今後も語り草になるであろう。 

 

表１　2014～2016年果実の売れ筋期待値ランキングベスト10　

NO 2014年 2015年 2016年

1 シャインマスカット(ぶどう） シャインマスカット(ぶどう） シャインマスカット(ぶどう）

2 シナノスイート（りんご） シナノスイート（りんご） 紅まどんな（カンキツ）

3 ナガノパープル（ぶどう） ゆら早生（みかん） ゆら早生（みかん）

4 紅まどんな（カンキツ） シナノスイート（りんご）

5 あきづき（なし）

6 甘平（中晩柑）

7 ゆら早生（みかん）

8 青島温州（みかん） せとか（中晩柑） あきづき（なし）

9 ナガノパープル（ぶどう）

10 貴陽（すもも）

（日本農業新聞調べ）

甘平（中晩柑）
ナガノパープル（ぶどう）

させぼ温州（みかん）
紅秀峰（サクランボ）

せとか（中晩柑）
甘平（中晩柑）
ゼスプリゴールド（キウイ）

あきづき（なし）
紅まどんな（カンキツ）

せとか（中晩柑）
アボガド
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３ これからのブランド展開 

有名果実専門店でトップブランドを販売することで、産地・品目全体のイメージアップを図る考え方は、

実際のところ多くの生産者の所得向上にはつながらない、という現実も見えてくる。有名果実専門店で販売

できる数量はごくわずかであり、顧客は特定の富裕層に限定されることから、ＰＲ効果は思いのほか低い。

結果として有名果実専門店の差別化に寄与するだけで、生産者の所得向上にはつながらず、消費者のブラン

ド認知も広がらない。ブランドとして維持も厳しくなると考える。 

そこで、生産者の所得向上につながるブランド展開について、勝負すべきは量販店となる。量販店で大量

に売ることができれば、生産者の所得向上につながり、消費者のブランド認知も拡大する。量販店は価格が

安く、ブランド化のための販売ではないと考える人もいるかもしれないが、量販店で勝負できなければ、農

作物の全国ブランドは作れない、と考えるべきである。 

量販店でブランド化を図るには、「品質の高位平準化」、「ロット」、「長い出荷期間」という条件が必要とな

る。「品質の高位平準化」は、常に実需者、消費者の一定の期待を裏切らない品質を維持することが重要で、

この産地のこの規格の箱を開けたら、いつも同じ品質の果実が入っていることが、流通業者や消費者がもつ

「産地の信頼」につながり、ブランド化につながる。 

次に「ロット」である。産地ブランド品だといっても、数量がなければ流通業者が取り扱ううまみもなく、

売り場での露出度が少なければ消費者の認知度は上がらない。さらに「長い出荷期間」は、消費者にとって

は購入しておいしかったので、‘おかわり’したい、でもその出荷期間が終了してしまった。ということでは、

折角気に入ってもらえたのに、知名度を上げるチャンスを失うこととなる。露地栽培の果実は品種によって

は収穫時期が短く、集中しやすく、出荷量も山型になってしまうことは事実だが、産地としてはしっかり出

荷計画を立てて、流通機関と連携してできるだけ計画的な出荷を長くすることを心がけることが重要と考え

る。 

また、量販店でのブランド化を進めるためには、いくつかの工夫も必要である。その一つが階層別のブラ

ンド戦略であろう。これは、同じ品目を 2つ以上の品質階級に分け、異なる価格帯で、別のブランド名を付

けて抱合せて販売する方法で、こうした考え方を明確にしてブランド展開している事例には、長崎の「西海

みかん」や熊本の「デコポン」などが上げられる。長崎の西海みかんでは、厳格な糖度センサー管理のもと、

糖度ランクによりで 14度以上を「出島の華」として、13度以上を「味っ子」として商標登録し、12度以上

を「味まる」として名称を付けてそれぞれの販売先を設定する手法で、ブランド産地としての地位を確立し

た。 

 冒頭で紹介した売れ筋期待値ランキングベスト 10の品目については、「シャインマスカット」、「せとか」、

「あきづき」は（独）果樹研究所育成品種であるため、全国的な知名度もあり、生産地の縛りがないため、

導入産地の販売戦略等の努力でさらに知名度もアップして、流通関係者の期待値も高くなったと推測される

が、「紅まどんな」「甘平」（愛媛）、「ゆら早生」（和歌山）、「シナノスイート」「ナガノパープル」（長野）と

いった県育成品種や産地（民間）で育成した品種などは、生産地を県内に縛り、○○県限定の産地ブランド

としてこれだけの知名度、期待値が高いということは、果実の品質も特徴的で、現在の消費者ニーズにあっ

ていることはもちろん、さらに各県、各産地の販売戦略によって知名度、認知度を上げてきた努力というこ

とになる。 

 さて、本県でもかき、くり、ももの新しい品種が生まれている。これらの品種をどう知名度を上げ、消費

者に認知してもらうか、これからのブランド化、販売戦略については、産地本位の考え方が先行しがちであ

るが、市場、量販店等の流通関係者も絡めた販売戦略を進めていく必要があると考える。 

 

 

＜参考資料＞ 

・日本農業新聞（平成 28年 1月 19日号） 

・株式会社流通研究所 代表コラム 第 6回、23回 

・webマガジン 営業 type 2015.2.26 
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普及指導員の資質向上と活動方法について 

 

１ はじめに 

県は、平成 28年３月「協同農業普及事業の実施に関する方針」（以下「実施方針」という。）を策定した。 

実施方針は、国が概ね５年ごとに定めた「協同農業普及事業の運営に関する指針」（平成 27年５月 11日

告示、以下「運営指針」という。）に従い、県が策定又は変更を行うこととなっている。本県の場合は、27

年６月の変更を経て、「ぎふ農業・農村基本計画」に併せて今回の策定となったもので、平成 28～32年度ま

で５年間の普及事業を実施する上での基本的な考えを示している。 

 

２ 実施方針の内容 

実施方針には、次に掲げる事項を定めることとなっている。 

  (1) 普及指導活動の課題 

 (2) 普及指導員の配置に関する事項 

 (3) 普及指導員の資質の向上に関する事項 

 (4) 普及指導活動の方法に関する事項 

 上記の(1)は、「ぎふ農業・農村基本計画」の実現に向け、“① 多様な担い手づくり”“② 売れるブラン

ドづくり”“③ 住みよい農村づくり”の３つを基本課題に展開するものとしている。(2)については、普及

活動が適切に実施されるよう、農林事務所、農業大学校に普及指導員を配置することとされている。 

 今回は、普及手法として(3)(4)について特に意識したい点について記述することとしたい。 

 

戦 術 

１ 多様な担い手づくり 

戦 略 

 

普 及 組 織 の 機 能 強 化 

農林事務所農業普及課 

農業経営課 

農業大学校 

 

これまでの技術に特化した専門指導体制から、「地域づくり」、「担い手づくり」、 

「産地づくり」を目的にプロデューサー・コーディネーターの役割を担う体制へ！ 

２ 売れるブランドづくり 

第１ 普及指導活動の課題 

 

３ 住みよい農村づくり 

第３ 普及指導員の資質向上 

 
第２ 普及指導員の配置 

 ・「岐阜県普及職員人材育成計画」に

基づく階層別研修 

・実践力を磨く現場研修 

・効果的研修の組合せ 

・少数精鋭による「普及指導計画」に基づく効果的・効率的な普及指導活動の実施 

・民間活力や先進農家との連携、ICT 活用、技術開発への積極的な参画 

・「外部評価」の実施による適切な普及指導活動や体制の改善 

・農業大学校や園芸アカデミー、就農支援センター等の新規就農者研修の機能強化 

第４ 普及指導活動の方法 
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３ 資質向上 

(1) 研修の基本的な考え方  

       運営指針では、研修に先立ち、中長期的な普及指導員配置を勘案した上で、資質の継続的な研鑽を

目的とした人材育成計画の策定に努めるとしている。これにより策定された岐阜県普及職員人材育成

計画（平成 28年４月改正）に基づき、研修の充実強化と計画的な実施を図る。 

上記２(1)で定めた「普及指導活動の課題」に取り組む上で必要な資質・能力について、普及指導員

の発展段階に応じた研修を実施し、知識や手法の取得、課題発見・解決能力の強化を図る。研修形態

は、集合研修の他、職場研修（ＯＪＴ）、県行政機関、国、民間の研修制度を積極的に活用する。 

 

(2) 研修の内容 ～普及手法研修～  

県の研修として、“① 普及指導能力を高める普及手法研修”“② 専門力を高める技術習得研修”

を実施する。 

特に普及手法研修については、経験年数により体系的に行う。 

資質向上はどの段階でも必要であるが、特に新任期における研修を重要視している。新任普及員の

この時期の過ごし方や職場環境が、その後の普及活動に大きな影響を与えるといっても過言ではなく、

普及指導員の担い手育成は将来の県農業振興に不可欠である。最初の赴任地は誰もが記憶に残ってい

るものだと思う。新任普及員は、周囲からの応援を受けながら、トレーナーのもとでＯＪＴに取り組

み、経験を積むことで実践力を身につけ、普及指導員としての志気を高める。高い意識を持ち、指導

力の向上に励む普及指導員となるよう応援したい。 

       また、普及指導員養成研修については、集合研修と個別による指導を行うこととしている。受験に

対し、職場等での理解と協力はすでに得られているが、声かけ等、折に触れ更なる配慮をお願いした

い。     

  

４ 普及活動の方法 

(1) 重点的・効果的な普及活動の実施 

“① 多様な担い手づくり”“② 売れるブランドづくり”“③ 住みよい農村づくり”の３つの重要

課題に関する、新規就農者への支援、集落営農の推進、主要農産物の振興、６次産業化の取り組み、

新品種・新技術の導入、鳥獣被害防止対策などに対し必要な支援を行うため、関係機関と連携して総

合的な活動の実施に努めるものとする。 

現地機関に勤務する普及指導員の現員数は、平成 18年度(149人)と比べ、平成 28年度(100人)は、

33％減になっている。少ない人数で最大限の効果を得るためには、関係者と連携した活動が欠かせな

い。 

地域づくり等の課題においては、地域の将来像を描き、関係者で役割を明確化した上で、進捗状況

の共有を行うことが重要である。関係者の総合力を発揮して目標を達成したい。 

 

(2) 民間活力の活用と先進的農業者との連携  

       普及課題の解決に向けて、税務、会計、労務管理、農産物加工、マーケティング、ＩＣＴ化等の各

種専門分野の他、技術開発等について民間とも連携し効率的に普及活動を行い、公平性を確保しつつ、

幅広い情報交換に努めることとする。 

       また、農業者の持つ優れた知見や経験等に着目し、普及指導活動の課題解決を先進的農業者や地域

農業リーダー等とのパートナーシップの下に協働して行うことに努める。 

 

(3) 新規就農者等研修教育の充実強化     

       就農希望者に対しては、実戦的な農業の技術力と経営力を備えた農業者の育成が図られるよう、関

係団体の研修教育機関、先進的農業者、民間等とも連携し新規就農者研修教育が行われるよう努める

こととする。 

       地域就農支援協議会等におけるサポート体制の充実と共に、指導農業士やあすなろ農業塾長が研修
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受け入れ主体として能力発揮できる就農支援体制の強化が必要である。 

さらに農業大学校、農業高校等との連携についても一層強化し、就農を目指す学生の確保を行うこ

とも重要と考える。 

 

５ おわりに 

 普及事業は、普及指導員が直接農業者に接して技術・経営支援を行うことにより、新技術、新品種の普及

や担い手の育成等、生産現場での農政課題を推進する役割を担う。 

 普及指導員は、生産や生活の現場における問題解決に農業者の自主性を発揮させて、適切な助言や指導を

行う。とはいっても、指導の方法や進め方に不安や迷いはつきもの。以下は普及活動のヒントとして、参考

になれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難と不可能 

  困難な課題と向き合った時、不可能な理由を探していませんか？ 

  どうしたらできるかを考えましょう。 

  周りの人、物、場所をみてください。   

  あなたの周りに可能にするヒントがあります。知恵を借りる先を多く持ちましょう。 

 

型破りと型なし 

  「型破りな普及指導員」を目指しているあなた、基礎を大切にしていますか？ 

  型破りは破れる型（基礎）があってのもの、それがないのは型なしです。 

  「型なし普及指導員」になってはいけません。 

  県の研修は、段階的に計画しています。基礎研修は型作りに絶好の機会です。 

 

答えを見つけ出せる余地を残す 

  相手が 100％受け身になるような活動をしていませんか？ 

  普及活動は、人づくりです。 

  相手が、答えを見つけ出せる余地を残しておきましょう。 

  答えを自ら見つけることで、相手に自信と責任感が生まれます。 

 

 

The last message to you 
 


