
○土壌診断にもとづく無駄のない施肥（＝適正施肥）により農作物の品質向上
○土壌診断を実施し、リン酸・加里が蓄積した土壌に低成分肥料を使用し、施肥コストを削減。

土壌診断にもとづく適正施肥

日本の土壌の肥料成分

燐
酸
（Ｐ）

加
里
（Ｋ）

○日本の土壌は、燐酸・加里の肥料成分が
過剰な圃場が多い。

○余分な燐酸・加里成分を低減した低コスト
肥料の利用で施肥コスト削減

作物への養分供給は土づくりが基本
土壌からの養分を活用しつつ肥料を施します。



○育苗ハウスの未使用期間や遊休ハウスの有効活用、さらに安価に施設園芸をスタート

ＪＡ 県 域 全 国 域

役割分担 ○導入生産者に対するフォロー ○県行政やうぃずＯｎｅパートナーズと連携 ○研修会の開催、マニュアルの整備

【役割分担】

○見積り作成や設置作業をサポートする地域の園芸資材代行店
（うぃずＯｎｅパートナーズ）に対する研修会を実施する。
○うぃずＯｎｅ導入者が、栽培方法などについて意見交換し、技術向上する
ための場としてうぃずＯｎｅ研究会を開催する。

＜今後の取り組み＞

ＪＡ全農式トロ箱養液栽培システム「うぃずＯｎｅ」の取り組み

＜うぃずＯｎｅのコンセプト＞

＜取組状況と課題＞

○「うぃずＯｎｅ」は、発泡スチロール箱の栽培槽を用いた隔離床養液栽培
で、他の栽培システムと比較して設置・移動が容易で導入コストが安価
である。
○育苗ハウスの未使用期間や遊休ハウスを有効活用するための栽培シス
テムとして開発した。
○設置場所を選ばず、規模面積も自由、技術仕様は単純で、自主施工でコ
スト抑制可能、等の特徴がある。

＜うぃずＯｎｅの商品構成＞

○液肥混入機「ミニシステム」、潅水チューブ
○栽培槽「プラスＢＯＸ」
○園芸培土・パーライト
○液肥（1液式・2液式） ○平成25年度より試験販売を開始し、平成30年3月末現在で977a（24都

道府県）に導入されている。
○「うぃずＯｎｅ」の導入・設置などを解説した取扱説明書と夏秋トマト栽培に
関する栽培マニュアルの整備を行った。
○潅水管理などは、地域・天候によって変動するため、地域ごとの栽培
フォロー体制の確立が必要である。

育苗時期
（冬～春）

活用時期
（夏～冬）

○ネタフィムジャパン㈱の液肥混入機「ミニシステム」で潅水管理
○液肥は1液式と2液式から選択



○効率的な灌水により作物の生育が促進され、早期出荷や増収により所得が向上します。

【全農式点滴灌水キットの特徴】

１．タイマー制御による地中点滴灌水により、省力的かつ効率的に少量・
多頻度灌水ができる。

２．スプリンクラーなどの散水灌水に比べて、「均一に灌水できる」、「葉が
濡れないので病害の発生が少ない」、「畝間の雑草発生が少ない」、
などのメリットもある。

３．オプションで液肥の施用も可能。

全農式点滴灌水キット（標準型） 収穫物の比較（千葉県山武市）
下段が地中点滴灌水、上段がスプリンクラー灌水

＜収量確保に向けた栽培ポイント＞

１．ネギの定植直後に株元にチューブを設置し、日蒸発散量が２㎜を超える３～１１月

（関東の場合）は、生育期間を通じて毎日灌水する。

２．１日灌水量は２～６㎜（１～３時間）を目安とする。ただし、極端に土壌水分が多い時
は灌水を一時中断する。

【収量の向上】
全農営農・技術センターでの試験では、１日１０L/㎡灌水で収量が４２％増加。
全国２３の実証試験（H28～H29）でも、最大７２％（平均１５％）の増収。

灌水量 上物収量 比

（L/㎡） (kg/10a) （％） L M S

灌水なし 4,870 100 32 50 18

2.5L/㎡ 5,620 115 46 47 7

5.0/㎡ 6,270 129 53 41 6

10.0L/㎡ 6,910 142 73 25 2

規格別重量割合（％）

表１ １日灌水量と収量の関係（全農 営農・技術センター）

項目 点滴灌水区 無灌水区

粗収益（円） 18,957,000 1,314,900

　 販売量（㎏） 6,910 4,870

   平均単価（円/㎏） 270 270

経営費合計（円） 676,494 505,771

物財費合計（円） 304,932 243,903

　点滴灌水資材費 51,029 0

　その他 253,903 243,903

出荷経費合計（円） 371,562 261,868

　出荷運賃 62,190 43,830

　出荷手数料 206,609 145,613

　その他経費 102,763 72,425

農業所得（円） 1,189,206 809,129

表２ 経済性の試算（全農 営農・技術センター）

【経済性】

灌水装置費と、増収に伴う出荷経費が増加するが農
業所得は１０a当たり約38万円多くなる。

＊ 利用に当たっては、一定の水圧・水量が確保できる水源が必要
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全農式点滴灌水キットによる収量・所得の向上



CO2の供給により光合成を促進し、増収や品質向上が期待できます。

光合成促進機（炭酸ガス施用）

＜取組状況と課題＞

作物の収量や品質は、光合成の働きに左右されます。

光合成では、光エネルギーによって水と空気中の二酸化炭素を取り入れ、酸素を放出し、
栄養分となる「糖（炭水化物）」を合成します。
植物は光合成で作られた「糖」を元に成長・開花し実を結びます。
従って作物の収量や品質は光合成の働きによる影響がとても大きいといえます。

ＣＯ

水

光 合 成

分配

糖

＜炭酸ガス発生機の特徴＞

○高い信頼性
完全燃焼により純良なＣＯ２を供給するので作物への悪影響がありません。
〇設置場所を選びません
小型軽量の本体は、移動がラクで設置スペースも少なくてすみます。
〇簡単操作
機器の運転は、時間を合わせるだけの簡単操作（タイマ式）です。
〇低コスト
燃料は安価な灯油又はプロパンガス（ＬＰＧ）ですので単価あたりのＣＯ２発生量が多く、維
持費も安くすみます。



○電気柵＋除草剤を用いて大切な農作物を守ろう

＜全農取扱い㈱アポロ社製電気柵＞

獣害対策としての電気柵

＜電気柵って何？＞＜野生獣による農作物の被害額＞

シカ、イノシシ、サルによる農作物の被害額
・平成29年度総被害額163億円の内、

112億円（約69％）（農林水産省農村振興局農村政策部調べ）

柵に電気を通したもの。痛みを覚えて学習する。「心理柵」と呼ばれ
ている。

【ポイント】
市販の電気柵はパル
ス出力・漏電遮断器
接続！

【電気柵～これだけは押さえておきたい専門用語～】
①パルス出力：ごく短時間だけ電気が流れること。
②漏電遮断器：電気回路の絶縁が低下し、火災や感電
の危険が発生した場合、自動的に遮断する装置。
③アース：接地のこと。過電流にならないように電気
を地中に逃がす役目。

【電気柵～これだけは押さえておきたい豆知識～】
①電気柵の下に雑草が生えてしまうと、そこから電気が逃げてしまいます。
②刈払い器を使うと電気柵を切ってしまう可能性が高く、防草シートもコストと労力
がかかります。
③傾斜地に電気柵を設置することも多いため、根を枯らさない「バスタ液剤」がおす
すめです！

34%

29%
6%

20%

12% シカ

イノシシ

サル

鳥類

その他獣類

平成29年度
総被害額に占める獣種別割合



(注)ちほみのり、ゆみあずさ」秋田県大仙市、その他は茨城県つくば市での栽培結果。
栽培地域によって熟期は変わる可能性がある。

水稲多収品種の導入

【需要に応じた米生産が必要】

【単収増加で10aあたりの手取りを確保】

○飼料用米、輸出用米、業務用米は需要が見込める

【全農推奨多収品種(平成31年産)】

○飼料用米、業務用米は実需者の求める価格条件を満たすことが必要

【参考】 全農推奨多収品種の熟期比較

用途 年間使用量等

○主食用
・平成31/32年産の需給見通し718～726万トン
・前年の需給見通し735万㌧より▲10万トン
・家庭内と中食・外食の比率は約7：3

○加工用
・国産原料の需要量約80万トン
・うち特定米穀は約22万㌧であるが、安定供給は困難

○飼料用 ・畜産側の平成30年産の需要量は120万トン

○米粉用 ・2.8万トン(平成30年産新規需要米の取組計画数量)

○新市場開拓 ・10万トン(コメ海外市場拡大戦略プロジェクトの目標値)

○備蓄米 ・20.9万トン(平成31年産政府買入予定数量）

単収
（㎏/10a）

単価
（円/60㎏）

交付金
（円/10a）

手取り総額
（円/10a)

主食用(コシヒカリ等)
高価格帯

540(9俵) 13,000 117,000

主食用(上記以外)
低価格帯

540(9俵) 12,000 108,000

多収品種目標反収 700(11.7俵) 11,000 128,700

飼料用米 690(11.5俵) 300
105,000

品種 12,000
108,450
120,450

○用途別に熟期の異なる品種を選定し、作業分散を！

品種名 品種特性

ちほみのり
・栽培適地は東北以南で、単収700～800㎏/10a。
・食味はあきたこまち並で、外食・中食向き。

ゆみあずさ
・栽培適地は東北以南で、単収700～800㎏/10a。
・いもち病に強く、短稈で耐倒伏性が高く良味品種。＊共同開発

萌えみのり
・栽培適地は東北以南で、単収600～700kg/10a。
・直播栽培向き、ひとめぼれ並の良食味。

とよめき
・栽培適地は関東・北陸以西で、単収750～800kg/10a。
・飯米の粘りが少なく加工米、冷凍米飯向き。除草剤感受性。

えみだわら
・栽培適地は関東・北陸以西で、単収750～800kg/10a。
・飯米の粘りが少なく加工米、冷凍米飯向き。除草剤感受性。＊共同開発

やまだわら
・栽培適地は関東・北陸以西で、単収750～800kg/10a。
・飯米の粘りが少なく加工米、冷凍米飯向き。除草剤感受性。

ほしじるし
・栽培適地は関東・北陸以西で、単収650～700kg/10a。
・コシヒカリに近い良食味で、縞葉枯病抵抗性、短稈で耐倒伏性強い。

あきだわら
・栽培適地は関東・北陸以西で、単収720～800kg/10a。
・玄米品質、食味はコシヒカリと同等。

オオナリ
(飼料用)

・栽培適地は関東・北陸以西で、単収900～1,000kg/10a。
・インディカ品種で脱粒性改良。縞葉枯病抵抗性。除草剤感受性。

くらのぬし
(飼料用)

・栽培適地は関東・北陸以西で、単収800～900kg/10a。
・ＷＣＳ、飼料用米の両方に適する。縞葉枯病抵抗性。＊共同開発。

あきたこまち コシヒカリ 日本晴 ヒノヒカリ
東　北 早生～中生 中生～晩生
北　陸 早生～中生 早生～中生 晩生

関東・東海・中部 早生～中生 中生～晩生 中生～晩生
近畿・中国・四国 早生 早生 早生～中生

九州 早生 早生 中生

高

低

目
標
収
量

800～900
㎏/10a

700～800
㎏/10a

650～700
㎏/10a

早い（早生）　　　　　　　　　　熟期　　　　　　　　　　　遅い(晩生)

基準品種

熟
期
区
分

900㎏/10a
以上

600

くらのぬし

(飼料用米)
とよめき やまだわら

ちほみのり

オオナリ

(飼料用米)

あきだわら

ほしじるし

ゆみあずさ

えみだわら

萌えみのり

【参考】 収量と手取りのイメージ

＊共同開発：農研機構と全農の共同研究結果から品種登録した。



＜主な取組み内容＞（産地基点の取組み）

土づくり

湿害対策

干ばつ対策

播種前に土壌診断を行い、土改剤や肥料で不足成分
の補給やpH矯正を行う。

◎優良生産の手取り向上モデル確立（営農部門と連携した取組み）

「耕うん同時畝立て播種」「小畝立て深層施肥播種」の
技術により、播種後の湿害を回避する。

特に水分が必要な開花期以降に少雨の場合は畝間潅水
を行い、莢数と粒の大きさを確保する。

30年産から3産地で優良生産による単収・手取り向上の実証試験に取組んでいる。
⇒今後、優良生産モデルを確立して他生産者へ普及し、単収の引上げを図る。

大豆収量拡大の取組み ～生産技術普及～



◎里のほほえみや既存品種に難裂莢性を付与した品種が広域で普及。
（難裂莢性：収穫前の裂莢による子実の脱粒(収量ロス)を防ぐ）

＜主な新品種の状況図＞

シュウリュウ

里のほほえみ

既存品種に難裂莢性付与
（えんれいのそら、フクユタカA1号等）

ちくしＢ５号

とよまどか

あきまろ

地域ごとの生産実績と主な新品種一覧
一般的な

早晩適性
地域

集荷実績

(ｔ)

平均単収

(kg/10a)
主な産地

主な新品種

(現在普及中の産地)

北海道 71,300 239 ― とよまどか

東北 37,400 142
青森・宮城・

秋田・山形

シュウリュウ(青森・岩手)

里のほほえみ(山形・福島)

関東 9,900 141 栃木・茨城 里のほほえみ(栃木・茨城)

北陸 19,000 160 新潟・富山
里のほほえみ(新潟・石川・福井)

えんれいのそら(富山)

東海 12,700 120 愛知・三重 フクユタカA1号(愛知)

近畿 7,700 136 滋賀
ことゆたかA1号(滋賀)

サチユタカA1号(兵庫)

中国四国 2,900 118
鳥取・島根・

山口
あきまろ(広島)

九州 31,900 175
福岡・佐賀・

熊本
ちくしB5号(福岡)

※平均単収は農水省公表値の過去7中5平均（全国平均166kg/10a）

※集荷実績は29年産本会の実績（全国合計193千ｔ）

早生

中生

中晩生

晩生

東海・中国四
国地域は特に
低単収
⇒今後は多収
品種の積極導
入が必要

大豆収量拡大の取組み ～品種転換～



○増大する加工・業務向け野菜への対応強化による所得向上

○輸入割合が高い加工・業務用野菜の生産振興による国産への奪還

【実行具体策】

１．国内仕向野菜に占める加工・業務用野菜の割合

○野菜国内仕向量
の加工・業務用
比率は、Ｈ４２に
６７％まで上昇す
る予想

○消費の変化に
対応し、加工・業
務向け野菜の生
産拡大が必要

【現状】

○H１７年比で、本会
の加工・業務向け
野菜の販売額は
2.5倍に伸びている

○平成22年に300億
円を達成しH29年
には399億円となっ
た。

○野菜国内仕向
量の加工・業務
用の３０％を輸
入品が占める

○国産化を進め、
野菜農家の所
得向上が急務

0

50

100

H2 H12 H17 H22 H27

(%)

加工・業務用 家計消費用

２．国内仕向野菜に占める国産の割合

３．本会の加工・業務向け販売実績（都府県本部＋青果センター）

○加工・業務向け野菜の生産振興として、適正品種の選定や新技術の導入による
収量向上対策および端境期対策に取り組むとともに、実需者ニーズを反映した契
約栽培の取り組みを強化し、国産比率の向上と取扱いの拡大をめざす。

 

水平展開 試験栽培・ 

品種選定 

加工・業務向け 

重点５品目 

玉ねぎ、キャベツ、レタ

ス、にんじん、ねぎ類 

適正品種選定 

端境期対策 

収量向上技術 

優良事例 

・安定生産 

・収量向上 

 

生産拡大 

・作付面積の拡大 

・栽培産地の拡大 

・栽培期間の拡大 

 

周年安定供給体制の確立 

①産地育成イメージ ②加工機能強化インフラ

JA 全農（経済連）

○生産者・法人への栽培提案 ○実需ニーズに基づく販売提案および生産振興

【役割分担】

※農林水産政策研究所調べ、H42は本会推計

※農林水産政策研究所調べ

加工・業務用野菜の産地づくり



○ 地下水位制御システム「FOEAS」は、地中
に埋設した暗渠管と補助孔、水位制御器を
通じて圃場内の地下水位をコントロールで
き、水田輪作や転換畑での生産性向上に
有効。

＜ねらい＞

地下水位制御システム「FOEAS」の導入支援の取り組み

○ 乾燥時には地下から灌漑、大雨時には地下排水を行い、干ばつや湿害の軽
減、集中豪雨による被害回避ができる。

○ 水稲作では水管理・溝切りの省力化や乾田直播での計画的な作業が可能。
○ 畑作・園芸作では発芽・苗立ちの斉一化、活着促進、平畝化による栽植株数の
増加などで品質・等級や収量の向上が期待できる。

○ 麦・大豆では1.4倍、キャベツ・玉葱では1.２倍の増収事例がある。

＜特長＞

○ 施工費は圃場の条件や規模により異なるが、事例では10aあたり16万円～
34万円で、通常の暗渠施工と同程度。

○ 導入コストの償却費（10年）を年23万円とすると、野菜では概ね１割の収量
増で収益が経費を上回る。一方、水稲、大豆、麦類、そばなどでは補助金
の活用や輪作による利用が必要。

○ 減水深の大きいいわゆる“ザル田”や用排水路の条件によっては、施工
できない場合がある。

＜ポイント＞

＜FOEASの導入にこれまで活用されてきた主な補助事業の例＞

○ 国の農業農村整備事業を中心に、全国で約9,000ha普及（注）している。
（注） 平成29年11月現在。施工中のものを含む。

○ FOEASの導入にこれまで活用された主な補助事業
経営体育成基盤整備事業、中山間地域総合整備事業、農業基盤整備促進
事業、農業体質強化基盤整備促進事業、農地耕作条件改善事業、震災農
地復興 等

＜普及＞

FOEAS圃場の
全体構成図

設定水位より低い場合は自動で給水、高い場合は排水

FOEASの評価

・FOEASを導入した２９地区の
アンケート調査結果

・評価は５段階の平均値
5：非常に良い
4：良い
3：変化なし
2：悪い
1：非常に悪い

（2010、農研機構
農村工学研究部門）
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○転換畑での大豆・野菜の湿害対策の例です。



○農研機構と全農が共同開発した営農計画シミュレーションシステム
○経営指標データ（作物別の収量、単価、生産費、労働時間など）および作付面積、雇用人数等の経営概況情報を
入力することで農業所得を最大化できる営農計画案の作成が可能

営農計画策定支援システム（新Ｚ－ＢＦＭ）の活用

【システムの概要】

本システムは作物別の粗収益、生産費、作業労働時間等の経営指標
データをデータベース化し、対象農家の経営面積、労働力等の営農・
経営条件および今後作付を希望する作物を入力することにより、対象
農家の所得が最大となる営農計画案を引き出すことができる。

【システム操作の概念】

基礎概況の入力
入力項目：作付希望作物、経
営面積、労働人数、機械・設備
の資本装備等

営農条件の入力
入力項目：常時・臨時労働力の
賃金・労働可能時間、借地の
地代等

最適営農計画案
の提示

経営指標データベース
●単収、販売単価、粗収益
●生産費
●旬別労働時間 等

農業試験場等からの既存の
作物別経営指標データの入手

新技術、機械化、低コスト資材等
を導入した新作物別生産体系の

経営指標データの作成

計算

作付希望作物の
経営指標の選択

【新Z-BFMによる経営シミュレーション提案（例）】

経営改善策の検討例
◆生産資材コストの低減・・低コスト肥料や農薬大型規格の導入
◆閑散期に作物を導入・・・冬春栽培が可能な作物の導入
◆労働力の軽減・・・・・・・・新規機械の導入、省力技術の導入

労働力分散による
手取り向上を提案！

現状

最適営農計画案



○経営の大規模化により煩雑化した圃場管理作業をサポート
○圃場毎の作業内容（作業時間や施肥・防除履歴等）を記録し、クラウド化することで情報の共有化を実現

営農管理システム「Ｚ－ＧＩＳ」の活用

【システム概要】
インターネット上の地図を用いて圃場情報や営農情報を管理するシステム
生産者は圃場毎の特性や作業計画・履歴等を自在にエクセル様の操作方法で入力管理できる
 ＪＡは、生産者とリアルタイムで情報を共有化でき、営農指導や購買、販売事業に利用できる
平成30年４月利用開始

【活用イメージ】

営農管理システム「Ｚ－ＧＩＳ」

電子地図

筆情報

地図に圃場を登録し圃場情報や
営農情報等を自由に蓄積

スマートフォンや
タブレットでも利用可能

インターネット

【活用イメージ】
◆営農組合での作業管理

営農組合では、圃場毎の作付計画や作業計画を
白地図に手書きで記入して管理していることが多
く、計画の記入や変更の場合に労力がかかる。Ｚ
－ＧＩＳを使用すれば圃場ごとの作業内容を記した
地図の作成が簡単にでき、内容を変更する際も手
間をかけずにできる。作業内容を組合員個々のス
マートフォンに表示させることができ、組合員が正
確かつ効率よく作業を実施できるようになる。
◆農作業受託での作業管理

農作業受託では、受託した圃場が点在しているこ
とが多く、移動時間をロスしたり、作業対象圃場の
特定に手間取るなど作業効率が悪い場合があ
る。Ｚ－ＧＩＳに作業対象圃場を登録すれば、効率
の良い作業経路を検討したり、圃場を間違えるこ
となく作業実施できるなど、正確で効率的な作業
管理ができる。



【ナイルワークスドローンの特長】
①完全自動飛行
あらかじめ圃場登録しておけば、タブレットの「開始ボタン」を押すだけで離陸～着陸まで自動飛行。事前登録した障害物も回避して飛行。

②高精度飛行
水平方向±2cm、高度±5cmの高精度飛行。オペレーターに関係なく正確に飛行できる。

③薬剤自動散布
薬剤は自動散布。飛行中に薬液が切れた場合、自動で離陸地点に戻り、補給後、同地点に戻って散布を再開。

④強いダウンウォッシュで農薬の飛散（ドリフト）低減
作物上空30～50cmの低空飛行と、上下2枚が逆回転するプロペラによって強力でまっすぐな下方への気流（ダウンウォッシュ）発生。

⑤安全性の高い機体設計
国産高性能バッテリーや農業用ドローンで唯一プロペラガードを装備するなど利用者目線の安全性を確保。

測量後に登録された飛行予定圃場(イメージ)

ナイルワークスドローンを用いた農薬（液剤）散布が可能

（粒剤散布、種子散布、生育診断、収量予測技術は開発中）

完全自動のためオペレーターの技能に関係なく正確に飛行できる

○2019年度に販売開始

○オペレーターは国交省に
申請し、承認される

○本会はオペレーター養成
講習会を開催

ナイルワークスドローンを活用した生産支援



GPSを活用した農業機械の開発

○高齢化による離農や委託の増加により、担い手農家への農地の集積・規模拡大が一層加速しています。
○そのため、担い手農家は、人員の確保が必要となっていますが、農家の減少や、高齢化により、熟練した技術をもっ
た人材の確保がたいへん困難な状況になっています。

直進キープ機能付田植機

○農業機械メーカーは、規模拡大をはかる担い手農家の経営課題（人員の確保・省力化によるコスト削減・生産性の
向上）に対応するため、GPS（全地球測位システム）を活用した農業機械の開発に取り組んでいます。
○近年では、GPSを活用した直進キープ機能を搭載した乗用田植機を開発し、市場投入されています。
○また、農業機械メーカーは、無人で作業するロボットトラクターの開発をすすめており、一般販売に向け、試験をお
こなっています。有人トラクターに随伴して、耕うん作業等をすることで、１人で２台分の作業が可能となり、農作業の
省力化につながります。

【メリット】
○新規就農者や雇用した未熟練者でも、容易にまっすぐ田
植えが可能。
○直進走行に集中する必要がなくなるため、精神的な疲労
がたまりにくい。
○マーカー線が見えづらい圃場でも、まっすぐに田植作業が
でき、作業スケジュールを遅らせない。
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