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次代の担い手を育てます！ 

～新規就農者の確保・育成と法人経営体の経営発展～  
東備地域には、ももやぶどう、ナス、白ねぎ等、特色のある農産物の産地がたくさんあ

ります。しかしながらその産地も、農業者の高齢化等により規模の縮小が危惧される状況

にあり、産地と関係機関が連携して行う担い手の確保・育成は急務となっています。 

他産業からの参入希望や、農業大学校卒業、Ｕターン就農等、多様な就農スタイルがあ

る中で、普及指導センターでは、関係機関と連携をとり、本年度は、新型コロナの感染予

防対策を図りながら、就農希望者に対応しています。また、就農５年以内の者を重点指導

対象者と位置づけ、栽培技術や経営管理能力の向上も支援しています。 

 

１ 担い手確保の機運醸成！ 
 産地を維持するには、新規就農者の確保・育成は最

も大きな課題です。そのためには、産地と関係機関が

連携して受け入れ体制を整備する必要があります。 

受け入れ体制を整備するにあたり、農業者として第

一線で試行錯誤を繰り返しながら地域農業を守ってき

た農業士や研修を受けた側の新規就農者、関係機関が、

それぞれの立場、取り組みの中で、振り返り、気づいた

問題点を提起し、より効率的な受け入れ体制整備につ

いて検討会を開催しました。地域内連携の必要性と具体的な連携方法について、意見交換

を通じて、受入体制整備の意識統一が図られました。 

  

２ 農業を志す方をバックアップ！ 
（１）新たな情報発信方法で！ 
 普及指導センターでは、東備地域の産地の魅力を県内

外に発信し、就農希望者を確保するため、各種就農相談

会に参加し、就農希望者の確保に努めています。 

本年度は新型コロナウイルスの影響で各会場での参

加が難しかったことから、新たな試みとして、産地の代

表にオンラインで参加してもらい、就農希望者の確保に

努めました。 

また、コロナ禍で開催が危ぶまれましたが、産地、関

係機関の協力のもと感染防止対策を徹底し、「就農オリエンテーション」を 10月に開催し

ました。参加した就農希望者は、その後、体験研修生として認定され、次のステップに向

け準備を進めています。   
受け入れ体制整備検討会 

 
就農相談会へのｵﾝﾗｲﾝでの参加 
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（２）就農への準備！  就農に向けて歩み始めた実務研修生には、受け入れ農
家ほ場での実地研修による栽培技術の向上や農地の確

保等、就農に向けた支援を行っています。 

また、実務研修生や受け入れ農家への定期的な面談や

訪問に加え、課題が発生した時には、関係機関で連携し

て、課題解決を図っています。 

実務研修生のみならず就農希望者には、就農に向け、

個々の営農計画樹立支援を行いました。就農後の経営安

定に大きく係わる営農計画では、研修生と何度も検討 

を重ね計画を樹立しています。 

  

（３）早期の経営安定に向けて！ 
【就農初期者をバックアップ！】 
就農５年以内の就農初期者を重点指導対象者と位置

づけ、定期的に訪問して栽培指導等を行い、早期の経営

安定を図っています。また、サポートチームで定期的な

面談を行い、栽培面や経営面での改善を含めた支援を行

っています。 

三徳園等で開催されている各種研修会等にも参加を

呼びかけ、就農初期者の技術向上につなげています。 

【就農準備講座でレベルアップ】 
和気町で開催されている、なす、ぶどうの就農準備講

座では、各作業が行われる時期毎に、栽培ほ場でベテラ

ン生産者や関係機関と協力して、作業の説明や現地実習

を行い、就農初期者の技術向上を図っています。また、

その講座では参加した就農初期者同士やベテラン生産

者の間で活発に意見交換が行われ、仲間意識が出来るこ

とで相談しやすくなるなど人間関係の向上にもつなが

っています。 

【経営研修会と専門家派遣で経営管理を支援】 
経営管理能力の向上を目的に、経営研修会を開催して

います。今年度のパソコン簿記入門研修では、農業簿記

ソフトを使った簿記記帳に加え、税制改正や「e-Tax」の

説明により、取り組みやすい経営管理の習得を促しまし

た。 

また、法人化や法人経営への支援として、農業経営相

談所からの中小企業診断士、司法書士、税理士、社会保

険労務士等の専門家派遣事業を活用して、個別の課題に

も対応しています。 

 
関係機関との連携 

 
重点指導対象者の訪問 

 
なす就農準備講座の開催  

経営研修会    
 

 

 

 

  
経営研修会 



- 3 - 

 

 
スマート農業へチャレンジ！  

11月５日、スマート農業の理解や普及推進を図ることを目的に、「スマート農業技術の

開発・実証プロジェクト実演会」を（株）ファーム安井（赤磐市穂崎）で行いました。赤磐

スマート農業実証コンソーシアム（県など関係８組織で構成）が開催したもので、昨年か

ら２年間の計画で「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」（事業主体：国立研究

開発法人農業・食品産業技術総合研究機構）に取り組んでいます。当日は、農業者や関係

機関等 100名の出席がありました。 

ドローンリモートセンシングや乾燥システム等の紹介、農薬散布ドローンの自動航行散

布作業や無人の自動運転トラクタと有人トラクタによる２台協調作業、収穫しながらほ場

内の食味や収量をメッシュマップ状に把握できる半自動運転の食味・収量コンバインの実

演が行われ、参加者は最先端のスマート農機を熱心に見学していました。  
実演の後、試乗会も行われ、トラクタに試

乗した女性からは「初めてでしたが、自動運

転なので、とても快適で安心して乗れまし

た。」との感想が聞かれました。 

スマート農業には、様々な利点もあります

が、条件の悪いほ場では十分効果が発揮でき

ない場合があること、また、導入コストが高

くなること等から、条件にあった農機の選定

や費用対効果を十分検討した上での導入が

必要となります。 

普及指導センターでは、今後も研修会等を通じて、プロジェクトの取組や成果について

報告するとともに、幅広くＰＲしていきます。  
             

トラクタ２台協調作業 
             

食味・収量コンバイン              
トラクタ試乗 
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表　成熟期の形質と収量

試験区
主茎長
(cm)

主茎節数 稔実莢数
（/㎡）

精子実重
９mm以上
（ｇ/㎡）

100粒重
（g）

黒マルチ区 68 16.4 150 121 68.5

銀マルチ区 70 16.5 141 140 70.5

慣行区 63 15.9 93 90 72.0

黒大豆マルチ栽培で収量品質を安定化 

 

農事組合法人さくら営農組合では、土壌水分が慣行栽培より長期に保たれることで、生

育量の確保が容易となり、収量品質の向上が期待される黒大豆「丹波黒」のマルチ栽培の

実証に取り組みました。 

 

【栽培概要】 

マルチ設置 ５月 14日  播種日 ６月 20日  移植日 ７月２日 

施  肥  牛ふん堆肥：600kg/10a 大豆一発：20kg/10a（1.0-2.0-2.0）  

苦土石灰：100kg/10a 

畝間潅水  ８月中下旬に２回  開花始め  ８月８日 

成 熟 期  12月 20日（収穫 12月 27日） 

 

【実証結果】 

 〇土壌水分は、夏期が極端な乾燥にも関わらず、８月中旬までは、黒マルチ区、銀マル

チ区で慣行区より高く保たれました。その後は、ほぼ同程度となりました。 

〇地表面の地温は、８月中旬では、慣行区（無マルチ区）と比較して黒マルチ区で約２

℃高く、銀マルチ区で約２℃程度低くなりました。 

〇黒マルチ区、銀マルチ区ともに、慣行区より収量が上回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

【利用にあたっての注意等】 

 〇マルチはマルチャーなどの専用機械を利用すれば省力的に行えます。 

 〇直播き栽培でも有効な技術です。 

 
マルチ設置  

成熟期の株の比較 銀マルチ区  黒マルチ区  慣行区 
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いちご栽培の新技術 

 

 岡山県では、昨年 12月に統一ブランド名「晴苺」を発表し、首都圏の高級果物専門店で

の販売を中心としたブランド化を進めています。 

 備前・東備地域では、平成 30年度に「備前地域いちご推進会議」を設立し、産地の拡大

と高品質ないちごの安定生産のため、生産者と関係機関が一丸となって取り組んでいます。 

 今回は、高品質ないちごを生産するための取組をご紹介します。 

  

＜環境制御システムを利用した栽培管理＞ 

環境制御システムとは、ハウス内の栽培環境 

（温度・湿度・日照量・二酸化炭素濃度等）を 

人為的に制御するシステムのことです。環境条 

件を作物にとって最適な状態に保つことで作物 

の生長を促進し、増収につなげることができる 

上、作業を自動で行うため省力化になります。 

また、自動的にハウス内の環境を計測、記録 

するモニタリング機能の併用により、データを 

いつでも確認することができるため、生育状況 

に基づいた管理が可能となります。 

東備管内では１戸が導入し、モニタリングデ        
ータに基づく栽培管理を行っています。 

 

＜赤色ＬＥＤ防虫灯＋天敵利用による被害軽減＞ 

普及指導センターでは、いちごの害虫アザミウマ類の定着防止に効果のある赤色ＬＥＤ

防虫灯と天敵の組み合わせ利用で、アザミウマ類の個体数を抑制し、果実への被害軽減を

図る実証を行っています。 

定植後から収穫終了まで、赤

色ＬＥＤを早朝～夕方の間点

灯するとともに、10 月下旬か

ら定期的に天敵を放飼するこ

とで、アザミウマの密度を低下

させ果実への加害防止を図り

ます。 

 化学農薬の低減や防除作業

の省力化を目指し、高品質ない

ちごを安定生産していきたい

と考えています。 

 

    

ハウス内のモニタリングデータ 

葉の上への天敵放飼 
赤色ＬＥＤ防虫灯 
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８月モモ連続出荷と安定生産に向けて 

 

ＪＡ晴れの国岡山岡山東モモ部会では、平成 16年の光センサー選果機導入に伴い、生産

組織が統一され、選果場の効率的活用に向けて選果対象品種の絞り込みを行ってきました。 

しかし、出荷が途絶える８月中旬から下旬にかけて一時的に選果場が休止する期間があり、

この解消が課題となっていました。 

そこで、この時期に収穫を迎える品種として、岡山県農業研究所育成の「白皇（はくお

う）」を推進しています。平成 28年から本格導入が始まり、現在では県下最大の導入本数

になっています。「白皇」の栽培が軌道に乗れば、「おかやま夢白桃」→「白麗」→「白

皇」→「黄金桃」の順番で出荷が途切れず進みます。 

 

               

「白皇」は導入間もない品種であり、安定生産に向けた品種特性に即した栽培管理を学

ぶため、部会と関係機関が連携し、通常の栽培講習会に加えて、研修会（４月 16日）、出

荷目合わせ会（８月 11日）、掛袋検討会（８月 17日）を開催しました。「白皇」は、今

年度から本格的な出荷が始まったものの、モモ全般の出荷量が減少する中、小果や裂皮・

裂果の発生により、出荷できる果実が約 1.6ｔにとどまりました。次年度は、摘果管理方法

の見直しなど、出荷量増加に向け、改善を図っていく予定です。 

 普及指導センターでは、「白皇」が盆時期のモモの新しい顔となれるよう、引き続き関

係機関と連携し、支援を行っていきます。 

                    

 

７月 ８月

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬

①日川白鳳

②加納岩白桃

③白鳳

④千種白鳳

⑤清水白桃

⑥おかやま夢白桃

⑦白麗

⑧白皇

⑨黄金桃

品種名
6月 9月

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

図 選果対象品種の出荷イメージ 
糖度センサー選果 

掛袋検討会 裂皮、裂果(縫合線割れ)  
正常果  
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ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄの品質向上を目指して  
「シャインマスカット」は、大粒で甘く皮ごと食べられる、近年のブドウの消費者志向

に合った人気の品種で、産地間競争も激しくなっています。ＪＡ晴れの国岡山岡山東ブド

ウ生産協議会（以下：協議会）では、支部単位で赤秀の上位となる規格（煌乃、誉乃 AKASAKA）

を設定しており、外観とともに内容の充実がさらに求められています。 

そこで、普及指導センターでは、上位等級の出荷量増加を目指し、関係機関と連携した 

取り組みを行っています。 

 

（１）基本管理の徹底  

ジベレリン処理、房づくり、土づくり、せん定とい

った重要な管理作業毎に栽培講習会を行い、生産者の

栽培技術向上を図っています。近年は若手の参加も増

え、ベテラン生産者と情報交換できる貴重な場にもな

っています。今年度は、コロナ禍で一部は中止となり

ましたが、屋外を中心に実施しました。 

 

（２）共進会の開催 

協議会とＪＡ主催による共進会を開催しています。

ハウス栽培と簡易被覆栽培の部に分けて行い、支部の

枠を超えた生産者相互の技術向上を図っています。 

外観とともに糖度や食味といった内容についても審

査を行うため、その年の生産物の傾向が見え、次年度

作に向けた課題を関係機関で共有できる機会にもな

っています。引き続き、多くの生産者の方に出品して

いただければと考えています。 

 

（３）実証ほの設置 
今年度、房づくり方法や糖度向上に向

けた実証ほを現地に設置しました。調査

で得られた成績は、講習会等で紹介し、

課題の改善につながるよう努めていま

す。次年度は、現地の生産状況の実態を

再確認することにより、課題をより明確

にできるような調査を実施できればと

考えています。  

普及指導センターでは、引き続き高品

質安定生産に向けた支援を行っていき

ます。 

 

土づくり講習会（作業の実演） 
食味審査 

房づくり実証ほの果房 
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認定農業者になりませんか  

◎認定農業者とは  農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が「基本構想」を作成しています。基本構想
の目標を目指して、今後５年間の「経営改善計画」を作成し、市町村から認定された経営

体（個人または法人）が認定農業者です。令和２年度から、複数市町村で営農をしている

場合、営農範囲により国又は県が認定することになりました。 

●基本構想の目標   （令和２年 12月末現在） 

※概ね：８割とされています 

農業所得：収入金額－経費 

（専従者給与差引前の額） 

◎認定農業者が受けられる主な支援措置 

  認定農業者等の意欲ある農業者には、経営改善のための支援措置が準備されています。 

・経営所得安定対策 

  経営所得安定対策のうち、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）と米・畑作物の収入

減少影響緩和交付金（ナラシ対策）の加入対象者は、認定農業者、集落営農、認定新規

就農者です。 

・制度資金 （スーパーL資金、農業近代化資金） 

  農業用機械・施設の整備等に必要な資金を借りたい場合に、低利資金が利用できます。 

◎その他の支援措置 

・農地中間管理機構の活用 

  中間管理機構を活用して農業振興地域内の農用地区域内農地を売買する場合、買い手

が認定農業者等の農業の担い手であれば、売り手には譲渡所得の特別控除が適用され、

買い手には不動産取得税や登録免許税の軽減があります。 

○普及指導センターも認定農業者を応援しています 
普及指導センターでは、認定農業者等の経営改善支援として、経営研修会や、農業経

営相談所からの専門家派遣による課題解決支援を行っています。 

・実施した研修会 

研修会名 実施日 

雇用活用・労災対策 12月９日 

農業なんでも税務相談 12月 16日 

パソコン簿記相談 ６月～２月（５回） 

パソコン簿記 11月 24日、１月 21日 

・農業経営相談所の活用事例 

  農業の法人化（中小企業診断士、税理士、司法書士）   

経営診断による経営課題抽出（中小企業診断士） 

市町名 農業所得目標 年間労働時間 

備前市 概ね 500万円 1,900時間 

赤磐市 概ね 500万円 1,900時間 

和気町 概ね 400万円 1,900時間 

 
パソコン簿記相談会 
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６次産業化の取組を支援しています！  
 普及指導センターでは、管内で６次産業化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支援するため、研修会や、関係機関との情報共有のための６次

化ふぇ（６次産業化連絡会議）を開催しています。 

【備前地域６次産業化研修会】 

６次産業化について、各農業者の取組段階別に研修することで各自の取組を促進し、早

期の取組開始や事業拡大に繋げるため、「備前地域６次産業化研修会」を開催しました。 

加工技術や衛生管理、商品開発や販売管理、加工に必要な機械等について、各分野の専

門家を講師に迎え、９月から 12月にかけて５回の研修会と２回の個別相談を行い、延べ 80

人が参加しました。 

参加者からは、「研修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る

きっかけとなった」「衛生管理や品質管理について、これからの参考にしたい」等の感想

が聞かれました。 

【６次化ふぇ（６次産業化連絡会議）】 

東備管内各地域の６次産業化に取り組む

農業者の情報を関係機関で共有し、支援の方

法を検討するために、各市町で「６次化ふぇ」

を開催しました。 

参加した関係機関からは、コロナウイルス

対策のための EC サイト（インターネット上

で商品を販売する webサイト）の活用法等、

６次化に必要な支援についての意見や、地域

で取り組まれている事例の紹介等があり、幅

広く意見交換することができました。 

 

普及指導センターでは、農業者が自身の目指す夢に向かってステップアップできるよう、

今後も６次産業化に関する研修会の開催等、関係機関と連携して支援を行っていきます。 

 
研修会 

 
６次化ふぇ 

 
加工用機器を使い実習を行う参加者 
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しきみの管理が楽になる！！ 
〜平坦地における低木仕立ての推進～   
しきみは、物日を中心に安定した需要があ

り、山間部の保全にも役立っていますが、こ

れまでの栽培の多くが、傾斜地で、高木仕立

てのため、作業効率が悪く、防除や収穫など

の栽培管理が困難になっています。 
近年、東備地域では、県内外での低木仕立

ての視察や各種研修会を開催し、防除や収穫

などの管理作業が楽な低木仕立ての導入を進

めてきました。 
今年度は、定植３年目の平坦地のしきみ生 

産ほ場で、低木仕立てを実演し、参加者にも 
体験してもらいました。 
参加者からは、「実際に低木仕立ての作業

を行うことで理解が深まった」、「より管理

作業が楽な平坦地で、樹高２ｍ程度の低木に

仕立てていきたい」等の感想が聞かれました

。 
また、農業研究所、普及推進課と連携し、 

挿し木による優良系統の探索と育成を行って 
おり、今後、平坦地や緩傾斜地を中心に優良 
系統の導入を進めていく予定です。  

【低木仕立て前】            【低木仕立て後】                      
        
平坦地で、低木仕立てを実演（備前市） 

            
樹高が１ｍ以上になり、主幹の太さが親

指くらいになったら低木に切り戻します 

            
樹高３０～５０㎝に切り戻し、横に開 
いた側枝を３～４本残します 

           優良系統挿し木実証（赤磐市） 
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あなたの町の耕畜連携いろいろ！   「どうやって堆肥を利用してもらおうか？」家畜堆肥を生産している畜産農家が毎日考
えることの一つです。東備地域の畜産農家では、積極的に耕畜連携へ取り組むなど様々な

工夫をして堆肥の有効活用を進めています。皆様の身近にある取り組みをご紹介します。  
１ 使われやすい堆肥を作っています！ 

農家毎に違いますが、家畜の餌にこうじ菌や納

豆菌を混ぜたり、堆肥生産時にスクモ等の副資材

を豊富に使い、微生物資材を添加したり、あの手

この手で発酵を促進し安心安全な完熟堆肥の生産

に努めています。販売方法も、バラで無料配布し

ている農家もあれば、青空市場で需要の高い使い

切りサイズ（５kg）で販売している農家もあり、

耕種農家のニーズに合うように製品を取りそろえ

ています。       
２ 稲わらと交換しています！         

 会員の中でも和気町の小林牧場では、牧場主体

で稲ワラ（約10ha、飼料用米）と堆肥の交換を積

極的に行っています。稲の収穫後、稲わら収穫機

をフル稼働させて収集し、マニュアスプレッダー

で堆肥を散布しています。利用する堆肥は、臭気

対策にコーヒー粕や微生物粉や食品添加物等を利 

用し、十分に発酵させたものです。牧場併設の無

料堆肥所には、耕種農家が昼夜問わず利用できる

ようLED電気を設置し、配送も対応する等堆肥をよ

り広く使ってもらうための工夫がしてあります。  
３ おわりに                 

各畜産農家の堆肥情報は、岡山県畜産協会ホー

ムページにある岡山県畜産堆肥マップに掲載され

ていますので是非ご覧ください（掲載条件が変更

している場合有り）。畑や園芸作物の利用農家か

らは、野菜が大きくなった、使いやすい等の声が

あり好評です。    

畜産班では、畜産農家への良質堆肥の生産指導などを通じて耕畜連携を支援しています。

堆肥を利用することで土壌の腐植や物理性が改善され地力が向上するといわれます。皆さ

んの身近にある家畜堆肥を使ってみませんか？ 

  
  
     

堆肥舎で発酵中 
堆肥のバラ販売 
稲ワラ収集 
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各種表彰・受賞者の紹介 
～皆さん おめでとうございます～ 

※敬称は略させて頂きます 
＜第 53回岡山県農林漁業功労者表彰＞   
～農産部門 県知事表彰～   光岡 卓雄（赤磐市）                              
赤磐市で桃とぶどうの果樹複合経営を行っており、桃

では地域育成品種「千種白鳳」や県育成品種の「おかや

ま夢白桃」「白皇」を積極的に導入し、長期安定出荷を

実現されています。特に、晩生品種「白皇」の地域での

普及に積極的に取り組まれ、県内最大の産地となりまし

た。新規就農者の受入体制整備にも尽力され、担い手育

成活動にも積極的に貢献されました。  
～農産部門 農林水産部長表彰～   佐倉 千恵子（赤磐市）     赤磐市で果樹と水稲を農薬に頼らずこだわって栽培

され、これらを原料とした農産加工品の開発から販売ま

で手掛けるなど経営の多角化を実践されています。特

に、６次化商品の開発・販売をステップアップしたいと

の思いから総合化事業計画の認定を受け「もち玄米グラ

ノーラ」をはじめ新商品の開発販売へ精力的に取り組ま

れています。 

 

南 栄江（備前市）   

備前市でみかんの生産販売に加え、観光農園や農家カ

フェ、みかんジャム等の加工販売に取り組み、経営の多

角化を図っています。県内初の有機みかん栽培を開始し

県内の果樹での有機栽培の先駆けとして貢献されまし

た。また、みかんのほかにもレモンやブルーベリーなど

新たな品目の有機栽培にも挑戦し、加工品の開発も併せ

意欲的に取り組まれています。 

 

 

 

 

 

写真 
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＜令和２年度 岡山県シャインマスカット・アレキ共進会＞ 
 

～シャインマスカットの部～ 
【うまいくだものづくり推進本部長賞】 
優秀賞          優秀賞         奨励賞 
田村 敏浩（赤磐市）  岸本 和也（赤磐市） 井本 俊光（赤磐市）           

新任農業士紹介   
行本 健一（赤磐市）  
経営作目：果樹（ぶどう他）  

１ 経営面での取組 
  赤磐市(山陽地域)で果樹(ブドウ、桃、梨、柿)複合経営を行っています。ブドウ４品種、

桃２品種、梨２品種、柿２品種を組み合わせることで長期間の出荷を可能にしています。

半面、農繁期、農閑期のメリハリが感じられないことがデメリットかなと感じています。 

 家族労働力プラスαでこれまでは乗り越えてきましたが、周年雇用もこれからは考えて

いく時期に来ているとも実感しているところです。 

 シャインマスカットの好景気が長く続くとも思えないので、その先も見据えた経営内容

を考えながら頑張っていきたいと思います。 

２ 農業士としての抱負 
 赤磐市では、近年新規参入で農業を始める方が増えてきています。受け入れ体制のハー 

ド、ソフト両面で、バックアップが責務だと感じています。地域の皆さんに支えて頂いて 

農業経営が出来ていることに感謝しつつ、地域農業の維持、発展のお役に立てる活動が出 

来ればと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
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２ F）   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、野菜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３ F）   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３ F）   畜  産  班 TEL  086-233-9828   (畜産についてはこちらへ）    FAX 086-234-9064 
   


