
 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県備前県民局  農林水産事業部  

東備農業普及指導センター  

  

  

  



 

目  次 
 

果樹生産者の輝く笑顔を！～新品種とブランディングの推進～  ・・・・１ 

目指せ一人前！ぶどう実務研修生が奮闘中 ・・・・・・・・・・・・・３ 

業務用多収品種で収量アップ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

東備初の農事組合法人が本格始動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

農業をやりたい人を応援しています！ ・・・・・・・・・・・・・・・６ 

ステップアップ研修会で最新情報を入手 ・・・・・・・・・・・・・・７ 

６次産業化で儲かる農業へ！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

仲間になりませんか！～ＪＡの野菜広域品目から２品目の紹介～ ・・・９ 

需要に応える花を生産しよう！ 

～りんどう、しきみ、クラスペディア～ ・・・・・・・・・・１０ 

貴重な地域ブランド“東備ワインビーフ”をＰＲ！！   ・・・・・・１１ 

各種表彰受賞者の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 

 

  

  

 

 



- 1 - 

 

果樹生産者の輝く笑顔を！ 
～新品種とブランディングの推進～ 

 

 東備地域は、ももでは千種白鳳やおかやま夢白桃、白皇、ぶどうではオーロラブラック、

シャインマスカットなどの新品種を推進しています。ＪＡ岡山東モモ部会およびブドウ生

産協議会では、これらの新しい品種を新たな地域のブランドにするため高品質生産に取り

組んでいます。 

 普及指導センターでは、関係機関と連携し、生産者の方々と共に高品質生産のための課

題解決に取り組み、栽培推進、生産量の確保に向けた活動を展開しています。 

 

１ も も 

（１）千種白鳳、おかやま夢白桃、白皇の栽培推進 

千種白鳳は旧瀬戸町で発見されたＪＡ岡山東地域限定品種です。成熟時期は白鳳と清

水白桃の間を繋ぐ７月中旬で、特に高糖度で大玉の規格はＡ－ＰＥＡＣＨ（エーピーチ）

として、首都圏へ出荷されています。 

おかやま夢白桃は県オリジナル品種で、清水白桃と白麗の間を繋ぐ７月下旬～８月上

旬に成熟します。高糖度で大玉と消費者からの評価は高いものの、メイン品種の清水白

桃との収穫競合が課題となっています。 

白皇（はくおう）は、県で育成された新品種で、８月下旬に成熟期を迎える晩生品種

です。岡山県の白桃は盆前の贈答対応が主流ですが、需要期の延長により個別農家の規

模拡大や産地生産量の向上を図るため、ＪＡ岡山東モモ部会では地域の目玉品種として

産地化に取り組んでいます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）推進品種の技術課題の解決へ向けた取組 

上記の３品種はいずれも高糖度で大玉と優れた特性を持っていますが、樹勢の低下と

裂皮の多発といった技術課題があります。 

  普及指導センターと部会は連携し、各地に実証ほを設けて課題解決に取り組んでおり、

平成 30年度は掛け袋改善による裂皮防止対策を進めました。 

   

 

白皇研修会赤坂支部 

 

千種白鳳の結実状況 

 

 

 

 

千種白鳳の結実状況 
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２  ぶどう 

(１)シャインマスカット、オーロラブラックの栽培推進 

 新品種であるシャインマスカットとオーロラブ

ラックを中心に作付を推進しています。また、新た

な栽培者を確保するため、品種特性の説明や栽培に

関する技術指導を行っています。 

 シャインマスカットでは房づくりを中心とした

果実の高品質化と販売単価の向上に、オーロラブラ

ックでは着色安定を目指した新梢管理技術の向上

に取り組んでいます。 

  

(２)ピオーネ「誉乃（ほまれの）AKASAKA」の出荷拡大 

 赤坂ぶどう部会は、外観が良好で果粒重 16ｇ以上、糖度 17度以上等の

独自基準を満たしたハウスピオーネを「誉乃 AKASAKA」と命名し、大阪や

京都、岡山などの市場に出荷しています。 

 「誉乃 AKASAKA」は、その品質の高さから需要はあるものの、梅雨時期

に成熟する作型のために年次により出荷量が安定しないことが課題で

す。生産者が集まり生育状態を確認し、部会員全体で技術レベルを向上

させ、生産量を増やす対策を進めています。 

  

(３)高品質シャインマスカット「煌乃（きらめきの）」の出荷拡大    

 平成 29年からＪＡ岡山東ブランドとして

出荷に取り組むプレミアム規格「煌乃」の生

産拡大に向け、食味はもちろん外観に秀でた

シャインマスカットの栽培技術向上に取り組

んでいます。 

シャインマスカットは、生育期間中に障害

果が発生しやすく、ボリュームのある房づく

りには高度な技術が必要となるため、昨年作

成した房づくりを分かりやすく説明した資料を、本年の指導に活用しま

した。 

引き続き、生産者・関係機関と協力し、「煌乃」の出荷拡大と品質向

上に向けて取り組みます。 

 

シャインマスカット査定会 

 
栽培指導の様子 

 

誉乃AKSAKA 

 

 
煌乃選果の様子 

 

 

煌乃 

  
シャインマスカット 

房づくり資料 

 

 

 

 

 

 

 

白皇掛け袋検討会 

 

 

 

 

 

 

おかやま夢白桃樹勢回復対策 
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目指せ一人前！ 
ぶどう実務研修生が奮闘中 

 

備前市東鶴山地区は、古くからのぶどう産地ですが、栽培者の高齢化により、新たな担

い手の確保・育成が課題となっています。そこで、ぶどう部会が地域や関係機関と協議を

重ね、平成 29 年 11 月に担い手の受入組織となる「備前市東鶴山地区振興の会」を設立し

ました。この組織の目的は、担い手の確保及び地域振興を図ることにあり、農業はもちろ

んのこと、新規就農者の地域生活も支援するため、備前市の移住・定住関係課や地域コミ

ュニティである東鶴山地区のリーダーも構成員になっています。 

現在、この受入組織では新規就農希望者を受け入れ、平成 30年４月から農業実務研修を

実施しています。ぶどう栽培は、年間を通じて様々な作業がありますが、研修生は指導農

家のもとで熱心に汗を流しており、「今まで経験したことのない作業ばかりなので楽しい」

といった前向きな声が聞かれています。また、指導農家からも、「とても熱心に技術習得

に励んでいる。」と高い評価をもらっていますが、「無理にでも休む日を確保して」と体

調を気遣うアドバイスもありました。 

 また、東備地域就農オリエンテーションでは、研修生が就農希望者に対し、自らの経験

を踏まえたアドバイスを行い、新たな担い手確保

にも貢献しています。さらに、東備地域新農業経

営者クラブ連絡協議会のプロジェクト活動にも積

極的に参加し、地域や栽培品目にとらわれず、若

手農業者との交流を行うなど、就農に向け、ネッ

トワークづくりにも余念がありません。 

 今後も受入組織が軸となり、関係機関と連携し、

研修生や就農希望者の栽培技術の習得をはじめ、

農地や住居の確保、生活面のサポートを行うこと

で、活力ある産地育成を行います。 
 

関係者で研修生を訪問 

 
自らの経験を就農希望者に説明 

 
他地域の農業者と交流 
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業務用多収品種で収量アップ！ 

 

一般家庭が米を購入して炊飯する割合が低下しつつあり、米消費に占める中食・外食な

どの割合は、主食用米の約３割を占めています。この中食・外食で使用する米を業務用米

と言い、低価格帯のニーズが高まっていますが、需要に応じた生産ができていない状況に

あります。 

そこで、業務用途への引き合いがある業務用多収品種の実証を（農）佐伯営農組合、関

係機関（ＪＡ全農岡山、ＪＡ岡山東、東備農業普及指導センター）で行いました。 

昨年度は「あきだわら」「やまだわら」の試作を行い、収量性や病害の発生状況等の観

点から「やまだわら」を有望と判断しました。本年度は「やまだわら」を用いて、安定多

収を目的に、被覆肥料の実証を行いました。実証ほ場の結果は、施肥投下量が予定よりや

や少なくなったことも影響し、試験の被覆肥料の有効性は判然としない結果となりました。   

しかし、９月の日照不足や台風の襲来等により、全般に収量が低下した年であったにも

かかわらず、（農）佐伯営農組合全体の「やまだわら」の収量は、「ヒノヒカリ」と比較し

て２俵／10ａ程度多く、販売価格や資材費を考慮しても有望と考えられました。また、収

穫期は「ヒノヒカリ」と「アケボノ」の間となり、作期分散にもつながりました。 

 普及指導センターでは、今後も関係機関と連携しながら、業務用多収品種の安定生産に

向けた検討を進めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
関係機関等による現地検討 

 
やまだわら実証ほ場 

 

施肥量 稈長 穂長 穂数 精玄米重
kg/10a Ｎ Ｐ Ｋ cm cm 本/㎡ kg/10a

試験区：ＢＢ多収米専用一発

（N:P:K＝30:5:10）
対照区：ハイエムコート500

（N:P:K＝25:10:10）
※両区ともＮ成分で9.5kg/10a目標としていたが、実際の散布量はやや少なくなった。
※ＢＢ多収米専用一発（１号　120日型）：窒素30％（速効性10.5、緩効性19.5（L60:7.5、S100:9.0、S120:3.0））
※ハイエムコート500：窒素25％（速効性5.2、緩効性19.8（ｸﾞｯﾄﾞIB:2.5、S100:11.0、S120:6.3））
※（参考）佐伯営農組合全体の「やまだわら」の実収は575kg/10a

36.2 9.1 3.6 3.6 6/14 8/21 10/18 82.6 21.0 334.2 552

26.8 8.0 1.3 2.7 6/14 8/21 10/18 85.2 19.6 334.1 508

区
三要素成分

移植期 出穂期 成熟期
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東備初の農事組合法人が本格始動 

 

 平成 29年２月 16日に法人化した（農）佐伯営農組合（構成員数 45名）は、規模拡大と

多角化に取り組み、ステップアップを図っています。 

 法人化１年目の平成 29年度は、水稲の共同育苗をスタートさせ、省力技術として密播疎

植にチャレンジしました。経営面では普及指導センターの支援により税理士を招き、法人

としての経理手法を学びました。また、東備地域水田農業研修会や農業士・関係機関との

情報交換会などに参加することで他の主要農家・関係機関との交流が深まっています。 

 法人化２年目の平成 30年度は、前年度に比べて３倍の経営面積（約 10.5ha）となり、業

務用多収米・白ねぎなどを導入し多角化に向けた取組が始まりました。普及指導センター

では作物・野菜・集落営農・担い手の各担当が連携しながら対応しています。 

 東備管内初の法人組織として注目される中、着実な取組によって今後も規模拡大を進め

ていく方針です。また佐伯営農組合をお手本に法人化を目指す任意組合もあり、地域の信

頼が寄せられています。 

 普及指導センターは、引き続き規模拡大・多角化に向けて支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共同育苗 

 

経理研修会 

管内農家の視察受入 

 
新品目の白ねぎ 
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農業をやりたい人を応援しています！ 
 

 岡山県では、農業をやりたい人を対象にした研修制度を設

け、就農準備段階から就農初期まで徹底的に支援を行ってい

ます。東備地域でも制度を活用し、就農を応援しています。 

（１） 県内外での就農相談会 

  農業に興味を持ちつつある相談者に、農業の魅力を伝え

るとともに、初期投資など、就農までに必要となる準備内

容を示します。 

（２） 就農オリエンテーションの開催 

  品目や産地をある程度絞り込んだ相談者には、現地訪問

をお勧めしています。普及指導センターでは、産地を見聞

できる就農オリエンテーションを年２回、開催していま

す。産地の先輩農業者にも参加いただき、直接相談者と本

音やアドバイスなど意見が交わせるよう工夫しています。 

（３）農業体験研修、農業実務研修の実施 

  東備地域で農業をやっていきたいと決心し、研修制度を

希望する方には、農業体験研修（１ヶ月程度）、さらには農

業実務研修（２年以内）を準備しています。研修中には、

市町担当者や研修実施機関（ＪＡ）と一緒に定期的に研修

ほ場を訪問し、技術習得のレベルを確認したり、研修生の

悩みや要望を聞き取り、調整しています。平成 30 年度に

１名が実務研修を開始し、就農に向け技術習得を図ってい

ます。 

（４）就農初期者の濃密な指導 

  就農後５年以内の就農初期者には、経営安定を図るた

め、特に濃密な技術指導を行っています。また、複式簿記

記帳による経営管理能力の向上など、経営的な実践力を高

めるための指導も併せて行っています。 

 

現地訪問から始めてみよう！ 
  

就農希望者には、産地や地域をよく見て回り、できれば事前に現地生活まで体

験してもらうことを勧めています。また、新規参入した先輩農業者からは、自ら

の体験に基づいたアドバイスを直接伝えてもらうこともあります。 

研修制度では、農業への入り口は１ヶ月程度の体験研修としていますが、産地

独自に農業体験を提供し、十分に準備ができるよう工夫しています。  

 

就農相談会の様子 

 

就農オリエンテーション 

 

研修生を訪問 

 

濃密な技術指導 
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ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修会で最新情報を入手 
 

普及指導センターでは、地域の農業を担う農業者の経営支援を目的として、経営管理、

税務、法人化等を学ぶステップアップ研修会を開催しています。今年度の研修会で学んだ

内容についてご紹介します。 

 

◎消費税の軽減税率制度について 

 2019 年 10 月１日に消費税率の引き上げに伴い、低所得者の負担を軽減するため、飲食

料品（酒類および外食を除く）と定期購読する新聞に対する「軽減税率制度」が始まる予

定です。帳簿や請求書に、軽減税率の対象品目である旨の記載等の対応が必要になる場合

がありますので、計画的な準備をしてください。 
 

○軽減税率制度の留意点           

・飲食料品の譲渡には軽減税率（８％）が適用される一方、農協等

の販売手数料は標準税率（10％）が適用されます。このため、これ

まで農業者は農協等の販売手数料を差引した額を課税売上とする

ことが可能でしたが、今後は農協等の販売額を課税売上（8％）と

し、販売手数料を課税仕入（10％）として別々に計上する必要があ

ります。 

・農業の簡易課税事業者（課税売上高 5,000 万円以下）の農林水産物の販売に係るみなし

仕入率は 70％ですが、現行のみなし仕入率のままだと仕入税額が過小に算出されるなど影

響があることから、食用の農林水産物の販売に係る事業者のみなし仕入率が 80％に引き上

げられます。  

・免税事業者であっても、販売先から区分記載請求書

（軽減税率の対象品目である旨の印字）を求められる

ことがあります。 

〔問い合わせ先〕 最寄りの税務署にお尋ねください 

 

◎三徳園と岡山県農業経営相談所について 

 岡山県立青少年農林文化センター三徳園（岡山市東

区竹原 550）は、平成 30年４月から、農業の力強い担

い手の育成をはじめ、幅広い交流の場としての機能を

加え、リニューアルオープンしました。 

 また、（公財）岡山県農林漁業担い手育成財団は、農業の法人化、円滑な経営継承、事

業計画の作成、規模拡大等、担い手が抱える経営上の課題に対して、経営相談・経営診断

や専門家の派遣・巡回指導等の伴走型支援を行う「岡山県農業経営相談所」を三徳園に開

設しました。農業経営の相談内容に応じ、関係機関や専門家による支援をしておりますの

で、ご相談ください。 

〔問い合わせ先〕   岡山県農業経営相談所 ０８６－２９７－２０１６ 

 

Bスーパー御中

11月分 326,000円（税込）

11/1 鉢花 44,000 円

11/1 野菜 ※ 162,000 円

11/30 鉢花 66,000 円

11/30 野菜 ※ 54,000 円

合計 326,000 円

(10%対象） 110,000 円

(8%対象） 216,000 円

※印は軽減税率対象商品

農業者A 

請　求　書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
研修会の様子 
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６次産業化で儲かる農業へ！ 
  

普及指導センターでは、新たに６次産業化に取り組もうとする意欲的な農業者を対象に

「６次産業化初心者講座【備前版】vol.２」（全３回）を開催し、備前県民局管内から 25

名が受講しました。 

 １回目（９月６日）は「６次化商品を作ってみるセミナー」で、岡山県農林水産総合セ

ンター職員から｢６次化とは｣について、岡山県農業開発研究所の職員から「商品を作るた

めの基礎知識｣についての講義を受け、その後ももを使った「ジャム」と「ゼリー菓子」の

加工実習を行いました。    

 ２回目（10月９日）は、「儲かる農業に欠かせない正しい値決めがわかるセミナー」で

未来創造コンサルティング代表で中小企業診断士の近藤厚志氏から「商売のしくみや正し

い値決めに当たってのポイント」について講義と演習の指導を受けました。受講者は、１

次産品の生産原価と、それを使った加工品の製造原価を算出し、「生産物や加工品の値決

めに際し、原価計算がどれだけ重要であるかが理解できた」との感想が聞かれました。 

  最後の講座（11月13日）は、「販路が広がる商談の進め方セミナー」で、講師の近藤厚

志氏から商談のポイント等の講義、倉敷市で餅による６次産業化を進める（株）コアラフ

ァーム代表取締役の小原正義氏からの事例報告、さらに晴れの国おかやま館の河村店長か

ら当店舗での売れ筋商品の紹介を聞き、販路拡大の重要性とポイントを学びました。 

また、希望者６組に、６次産業化を進めるに当たっての個別相談を行いました｡ 

この講座は昨年から実施しており、昨年度は受講した東備地域の２事業者が６次産業化

総合化事業計画の認定を受け、６次化商品の開発・販売を本格化させています。普及指導

センターは受講者のフォローアップを行い、来年度も引き続き講座を開催する予定です。 

 

加工実習に真剣に取り組む受講者（１回目） 
 

原価計算の演習に取り組む受講者（２回目） 

 

売れ筋商品のアンケートの様子（３回目） 

 

個別相談の様子 
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仲間になりませんか！ 

～ＪＡの野菜広域品目から 2品目の紹介～ 
 

＜夏秋なす＞ 

 ＪＡ岡山東管内は古くから夏秋なすの産地であり、

現在は和気町を中心に県内トップ産地となっていま

す。毎年和気町内で新規栽培希望者の現地説明会や就

農準備講座を開催し、初めてなすを栽培する方へ支援

を行っています。水田の有効活用として、初期投資が比

較的少ないなす栽培に取り組んでみませんか？ 

 

＊おすすめするポイント 

・水田で栽培可能、収量 10t/10a見込める 

 ・露地栽培なので初期投資が低い 

 ・販売平均単価 1,250円/箱程度 

＊取組の目安 

 ・１人で５a、ご夫婦で 10aが目安 

 ・白ねぎやスナックエンドウと組合せも可能 

 

＜黄ニラ＞ 

 地域特産品の黄ニラはＪＡ岡山東管内の山陽・吉

井・佐伯・和気地区で栽培されています。主に都市

部において業務用として利用されており、一年を通

じて出荷することで安定した単価が見込める品目で

す。 

 ＊おすすめするポイント 

  ・軽量なので、力仕事が少ない 

  ・出荷時期を自分で調整できる 

  ・販売平均単価：1,000～1,500円程度／箱 

                                                

 栽培する土壌の適応性は広いほうですが、有機質

に富んだ土壌でよく生育します。黄ニラは乾燥には

強いですが過湿には弱いので、ほ場の条件として排

水性がよく、灌水ができること、黒ポリを被覆して

軟化するとき使用する換気扇の電源が必要となり

ます。周年出荷にはハウスがあると便利ですが、ま

ずは露地栽培から始めてみませんか？  

 

 

 

 

 

 

 

新規栽培希望者説明会(8/21) 

 

50ｇ束を5×2段に並べて箱詰め 
東京、岡山市場を中心に出荷 

 

黄にら現地研修会(7/27) 
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需要に応える花を生産しよう！ 

～りんどう、しきみ、クラスペディア～ 
 

東備地域ではりんどう、しきみ、小ぎくなどの切り花が生産され、岡山や関西の市場の

他、地元の直売所に出荷しています。需要の高い時期に求められる量が出荷できるように

取り組んでいます。 

 

【りんどう】 

和気、佐伯、吉井地域で栽培しており、生産

者（５戸）は需要の高い時期に出荷できるよう、

品種の検討やトンネルによる開花期の前進を

行っています。東備のりんどうは品質が良いと

市場から高く評価されています。今後も市場や

関係機関、生産者間の情報交換を行いながら高

い品質の花を需要期に出荷できるよう取り組

んでいきます。 

 

 

【しきみ】 

 備前市、和気町、赤磐市で栽培しており、

生産者は 50人を超えますが、出荷量が需要

に足りていない状況です。普及指導センタ

ーでは、省力化と面積拡大を図るため、低

木仕立てや平坦地への植栽などを呼びかけ

る講習を行っています。ベテランから新人

まで多数の参加があり、質問や意見が活発

にやりとりされました。 

 

【クラスペディア】 

 新たに導入する有望品目としてクラスペデ

ィアを選定し、和気町で試作しました。黄色の

球状の花と細い軸が特徴で、アレンジや花束へ

の需要があります。 

試作により、雨よけ栽培で９月に播種すると

４月中旬～６月に出荷できることが分かりま

した。２番花の仕立て方やボリュームの確保が

課題となったので、次作でも検討していきま

す。 

 

りんどうのほ場で生産者交流 

 

 

しきみ講習会で出荷量向上へ！ 

 

 

クラスペディアの試作展示栽培 
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貴重な地域ブランド 

“東備ワインビーフ”をＰＲ！！ 

 

〇“東備ワインビーフ”とは？ 

 地元ワイナリーから産出される「ワイン粕」を給与して育てた牛の牛肉のことです。ワ

イン粕の他に、稲ワラやビール粕など地域産の飼料も利用しており、東備畜産研究会（畜

産農家 10戸で組織）の会員によって丹念に育てられた、安全安心な牛肉です。 

 

〇ブランドの定義 

 ・取組主体：東備畜産研究会 

 ・取組地域：東備地域 

 ・給与飼料：ワイン粕発酵飼料（ワイン用ぶどうの搾 

   り粕に乳酸菌を添加し発酵させた飼料） 

 ・給与対象：黒毛和種、交雑種、乳用種 

 ・給 与 量：１kg / 頭・日以上 

 ・給与期間：肥育期間中３か月以上給与 

 ・そ の 他：地域産の飼料をできるだけ利用する 

 

〇“あかいわ祭り”に出展しＰＲ！！ 

 東備畜産研究会では、ワイン粕発酵飼料開発のため

に、平成 24年から県畜産研究所をはじめとする関係機

関の協力のもと、ワイン粕の飼料化や牛への給与試験

を実施してきました。その結果、ワイン粕発酵飼料は牛

の嗜好性が良く飼料として十分利用でき、肉質や増体

への影響についても問題ないことが確認されました。

また、平成 28年からは“あかいわ祭り”に出展し、東

備ワインビーフのＰＲにも取り組んでいます。今年度も、パネル展示による取り組み紹介

や牛肉販売を行いました。その他にも、幅広い世代に牛肉を試食してもらい、アンケート

に答えていただきました。価格は、“高い”という意見を多く頂きましたが、味について

は、ほとんどの方が“美味しい”と答え、高評価を得ました。牛肉の購入者の中には、３

年連続で買いに来てくれたリピーターもいました。備前県民局では、今後もこの取組を支

援していきます。 

 

 

ワイン粕発酵飼料 

 

あかいわ祭りでのＰＲの様子 
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各種表彰受賞者の紹介 

～受賞者の皆さん おめでとうございます～ 
※敬称は略させて頂いております 

 

大日本農会農事功績表彰＜緑白綬有功章＞ 

 藤原 克己（赤磐市） 

  

 昭和 42 年に果樹専業農家を目指して就農され

て以来、ぶどう、もも、なし、かきの多品目栽培を

確立するとともに、観光農園と直売所開設により、

生産から販売まで一貫して行う効率的な経営を実

践されています。 

また昭和 54 年に矢野賞を授賞されたのを契機

に、県下に先進農業者のネットワークを構築され、

仲間同士の連携で後輩農家の育成に尽力されてき

ました。 

こうした幅広い分野での貢献が認められ、11月

14日に名誉ある「緑白綬有功章」を授賞されまし

た。 

 

 
 

平成 30年度岡山県農林漁業功労者表彰 知事表彰 

 片岡 啓吾（和気町） 
 
 昭和 63 年の就農以来、ぶどうと水稲を組み

合わせた効率的な農業経営を確立するととも

に、ぶどう産地のレベルアップに向け、ご夫婦

二人三脚で尽力されてきました。 

和気町の就農準備講座での指導や担い手受

入体制の整備等、地域の担い手育成に貢献され

ています。 

 また、集落営農組織の法人化による合理的な

組織体制の整備に尽力するとともに、平成 28年

から２年間、東備地方農業士会の副会長を務め

られ、産地の担い手育成に関して、リーダーシ

ップを発揮されました。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 
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平成 30年度岡山県農林漁業功労者表彰 農林水産部長表彰 

 尾関 佳世子（赤磐市） 
 
 
 平成元年に就農されて以来、夫婦で力を合わせて

高品質な花き（ポット苗）生産に取り組んでこられ

ました。平成 27 年に後継者も就農され規模拡大を

行うなど、経営の安定化を図っています。 

 また、東備地域の女性グループ「いろいろアグリ」

の活動では、女性農業者の視点から農業の発展と地

域の活性化へ積極的な取組をされています。 

 今年からは東備地方農業士会の会長にも就任さ

れ、新規参入者の確保に向けた意見交換会を開催す

るなど、担い手育成に尽力されています。 

 
 

県共進会受賞者 

＜平成 30年度岡山県もも共進会＞ 
【岡山県農業協同組合中央会会長賞】 

 今井 浩二（赤磐市）  

 

【うまいくだものづくり推進本部長賞（優秀賞）】 

 今井 亨  （赤磐市） 

 遠藤 勇武 （赤磐市） 

 塩見 美穂子（赤磐市） 

 

【うまいくだものづくり推進本部長賞（奨励賞）】  

 本郷 祐希（赤磐市） 

 皿井 洋志（赤磐市） 

 西岡 聖智（赤磐市） 

 塚田 博久（赤磐市） 

 岸本 一郎（赤磐市） 

 池本 勝義（赤磐市） 

 

（左から 塚田さん、今井（浩）さん、皿井さん、本郷さん） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 岡山県備前県民局農林水産事業部 

                       

東備農業普及指導センター 
 

〒709-0492 
 岡山県和気郡和気町和気487-2（備前県民局東備地域事務所2F） 
  担い手・農産班 TEL  0869-92-5176 
  （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  班 TEL  0869-92-5177 
  （果樹のこと、野菜のことについてはこちらへ） 
    
   FAX 0869-92-0524 
   E-mail tobi-fukyu@pref.okayama.lg.jp 

  

備前広域農業普及指導センター 
 

〒709-8604 
 岡山市北区弓之町6-1（備前県民局3F） 
  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） 
    
   FAX 086-224-1187 
   E-mail oka-fukyu@pref.okayama.lg.jp 

  

農畜産物生産課 
 

〒709-8604 
 岡山市北区弓之町6-1（備前県民局3F） 
  畜産班 TEL  086-233-9828 
   FAX 086-234-9064 
  (畜産のことはこちらへ） 

  


