
平成 30 年 10 月 26 日 第１32 号　（1）　普及センターだより平成 30 年 10 月 26 日（6）　第１32 号 普及センターだより

編集と発行

中部農業改良普及センター

電　話 098-894-6521

F A X 098-937-2502

〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1丁目6番34号

（沖縄県中部合同庁舎2階）

第132号

●青年農業士 識名共史（うるま市）●青年農業士 識名共史（うるま市）
しきな　  ともふみ

（普及企画班　松尾　安人）

（農業技術班　川之上　昭彦）

平成 3 0 年 秋の農 作 業 安 全 確 認 運 動
～まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全～

　農業就業人口が減少する中、国内では毎年約 300 人以上が農作業事故により亡くなっています。

　そのうち、トラクターなどの農業機械作業に係る死亡事故が約 69.6％、農業用施設作業に係る死

亡事故が約 4.5％、火災や熱中症などその他の死亡事故が約 26％となっています。年齢階層別にみる

と 65 歳以上の割合が 81.4％となっています。

　平成 30 年の運動については、GAP( 農業生産工程管理 ) の周知を通じた現場の改善活動、農業者

への安全確保の声かけ・注意喚起等の農作業事故防止対策の取組を推進します。

　①農作業に適した服装で、②農業機械や農作業圃場の始業前点検を行い、危険物の除去または危

険箇所を把握し、③作業中の農業機械の調整はエンジンを停止して実施し、④ゆとりを持った作業

計画を立て、⑤十分な休養をとって、農作業に臨んでください。

●青年農業士

農業経営の改善や地域農業の振興などに意欲的に

活躍している若い農業者を地域農業の中核的な担

い手として知事が認定している。

●指導農業士 ・女性農業士

農業技術や経営管理能力に優れ、青年農業者等の

育成支援や地域農業振興に尽力されている農業者

を地域農業の実践的指導者として知事が認定して

いる。

●生活指導士

豊富な知識や技術を生かし地域のリーダーとして

農漁村生活の向上や、女性の地位向上、後継者育成

の推進者として知事が認定していた。現在は新規

の認定はしておらず、女性農業士に役割が統合さ

れている。

●名誉指導農業士、名誉女性農業士、

　名誉生活指導士

農業士等の活動期間中、功績が顕著な者を位置づ

ける。

沖縄県農業士等認定～新たな青年農業士１名誕生～

　沖縄県では、将来の地域農業を

担う先導的農業経営者の確保並

びに地域の農村女性の主体的社

会参画を促進するため、青年農業

士、指導農業士、女性農業士を認

定しております。

　平成３０年度の沖縄県農業士

等認定式が９月１１日に沖縄県

男女共同参画センター「てぃる

る」で行われ県全体で１１名（青

年農業士２名、指導農業士８名、

女性農業士１名）が新たに認定さ

れました。中部地区からは青年農

業士として、うるま市の識名共史

さんが認定されました。 写真前列左３番目が識名氏写真前列左３番目が識名氏

農業士とは？

　農業大学校卒業後、有

機ＪＡＳ認証を取得し、

自然の仕組みを理解し

ながら土作りを実践し

化学農薬、化学肥料に依

存しないように心がけ

ながら品質の高い野菜

生産に取組んでいます。

　また、組織活動では、

うるま市農業青年クラ

ブの書記・副会長を経て

現在は会長に就任し、学

童向けの農業体験や健康フェスタ時の野菜の植付

け教室等の食育の取組など、農業青年クラブのリー

ダーとして活躍しています。

2018 全国農作業安全確認運動ポスター2018 全国農作業安全確認運動ポスター

（目的）県産かんしょの生産振興と消費拡大。

　　　生産者の意識高揚と消費者のかんしょに対する

　　　親しみや愛着をより深める。

（日時）平成30年11月1６日（金）　午後から

（場所）石垣市健康福祉センター（沖縄県石垣市字登野城1357－1）

（内容）第１部：展示品の紹介・鑑賞・試食など

　　　第２部：講演会

（問合せ先）沖縄県かんしょ生産振興協議会　沖縄県糖業農産課内　TEL098-866-2275

★平成30年度「いもの日」関連行事

（農業技術班　田部井　大介）
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（農業技術班　高江洲　斉）

2 月植えの早出し栽培では、保温のためトンネルの設置が必要です2月植えの早出し栽培では、保温のためトンネルの設置が必要です

出荷量及び販売金額の試算（10a換算）出荷量及び販売金額の試算（10a換算）

トンネル資材に係る経費（10a換算）トンネル資材に係る経費（10a換算）

オクラ早出し出荷で販売額オクラ早出し出荷で販売額オクラ早出し出荷で販売額オクラ早出し出荷で販売額

　オクラは熱帯原産の野菜で、気温が低い春先は発芽時・生育初期の発芽不良や立ち枯れの発生が

問題となることから、中部地域では3 月下旬から4 月にかけてのは種が一般的に行われています。今

回普及センターでは立ち枯れ対策のためのセル苗と、温度確保のためのビニールトンネルを利用し

た4 月、5 月の早出し出荷作型を実証しましたのでその内容を紹介します。

夏場の最盛期のローズグラスと比較しても生草収量が多く、乾物中のCP（粗タンパク

質）およびTDN（可消化養分総量）の含量が高い！

1）栽培面積：5a

2）品種名：ブルースカイ

3）栽培様式：畦幅140cm、株間35cm、2条植え、

4）定植日：平成30年2月19日～ 20日

5）定植時使用農薬：ユニフォーム粒剤（立ち枯れ対策）

　　　　　　　　  スタークル粒剤(アブラムシ対策）

6）被覆期間：定植日～ 3月31日

7）収穫期間：平成30年4月4日～ 9月27日

※ 品目別技術体系・収益性事例（ｵｸﾗ・春植え

切り戻し・中部地区）参照

※※ ＪＡおきなわ5カ年（平成25年度～29年度）

月別平均単価に基づき試算

（4月：1,422円、5月：1,085円、6月：836円、

7月：708円、8月：584円、9月：656円、

10月：707円、11月：862円、12月：1,107円）

中部地区で初の肉用牛(子牛)の拠点産地が誕生！！中部地区で初の肉用牛(子牛)の拠点産地が誕生！！

冬場の牧草不足の解消に
イタリアンライグラス「さちあおば」!！
冬場の牧草不足の解消に
イタリアンライグラス「さちあおば」!！

（農業技術班　長山　麻江）

　肉用牛繁殖経営での冬場の粗飼料不足の解消のために寒地型

牧草のイタリアンライグラス「さちあおば」の利用を検討して

はいかがでしょうか！

１．品種特性

・初期生育が良好で極早生

・ライグラス類に多い「いもち病」や「冠さび病」に抵抗性を

持つ。

２．基本的な栽培方法

・播種時期 １０月下旬～１１月

・播 種 量 ２.５～３.０ｋｇ／３００坪（散播、条播）

・収穫時期 １２月下旬～３月下旬（青刈りやサイレージで利用）

３．ローズグラス「カタンボラ」との収量および一般成分の比較

セル苗定植と農薬散布を併用することで、立ち

枯れはほとんど発生しませんでした。（立枯率

0.07％）

4月、5月の高単価時期に出荷できたことで、

販売額が向上しました。

トンネル内の温度が上がりすぎると葉焼け

が発生します。3月後半の日中は換気のた

め開閉ができるようにしました。

かん水ﾁｭｰﾌﾞ
黒ﾏﾙﾁ設置

ダンポール
1～ 1.5mｽﾊﾟﾝ

OPﾊﾞﾝﾄﾞを中心に入れると
ﾋﾞﾆｰﾙがたるまない

ﾋﾞﾆｰﾙのﾊﾞﾀﾂｷを抑えるため
OPﾊﾞﾝﾄﾞで固定する

資材名 規格 数量 単価 金額（税込み） 経費（単年） 耐用年数

スカイコート 5 0.075 加工　2m × 100m 6 9,600 57,600 57,600 1 年

ダンポール 7.5mm　2.4m 600 230 138,000 27,600

5 年トンネルパッカー 外径 8mm 15 1,300 19,500 3,900

OT バンド 3 × 20　500m 3 1,804 5,412 1,082

合計  220,512 90,182

　平成30年7月9日に県庁で、うる

ま市が中部地区で初の肉用牛（子

牛）の拠点産地の認定を受けまし

た。

　うるま市は、県内では８件目の

拠点産地です。中部地区で最も肉

用牛農家が多い重要な産地です。

今後、生産者および関係機関がよ

り連携し、産地を盛り上げていき

ます。

アップ！

50穴セルトレイ苗

展示ほ 対照※

出荷量(kg)  販売金額（円）※※ 出荷量(kg) 販売金額（円）※※

4月 163 232,070 0 0

5月 774 839,790 40 43,400

6月 461 385,563 297 248,292

7月 213 150,521 803 568,524

8月 671 391,747 312 182,208

9月 584 383,104 511 335,216

10～12月 栽培継続中 栽培継続中 602 479,179

合計 2,866 2,382,795 2,565 1,856,819

CP（粗タンパク質）TDN（可消化養分総量）

イタリアンライグラス「さちあおば」注1） 78.7　　　　3.3　　　　90.7　　 　　17.9　　　　　　　63.4

ローズグラス「カタンボラ」注2） 109.7　　　  2.4　　　  77.7         15.6              53.1

注1）イタリアンライグラス「さちあおば」は2017.1.31刈取りの1番草のデータ。

注2）ローズグラス「カタンボラ」は2016.8.24刈取りの3番草のデータ（上記のイタリアンライグラス「さちあおば」栽培農家と同一）

乾物中（％）
草　種

草丈

（cm）

収量

（t／300坪）

水分率

（％）
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（普及企画班　二神　和靖）

トルコギキョウ斑点病を見つけたら早急に除去を！

（農業技術斑　小山　裕美子）

　トルコギキョウはそろそろ定植時期ですね。

これから、本格的な栽培が始まるにあたり、病害の早期発見と予防に重点を置いて管理していく

ことが重要です。他産地では毎年のように新しい病害が確認されており、沖縄県内でも初めて

「トルコギキョウ斑点病」という病害の発生が確認されました。

　農業をしている方も、これから農業をしようと思っている方も、私たちと一緒にクラブ活動

を通して切磋琢磨しませんか。

　会員は随時募集中なので、お気軽にお問い合わせください。

・入会条件：４５歳以下で、中部の農業に関わりのある方

・年 会 費：２，０００円　　※県外研修の旅費はクラブ費から出ます（お得です）

※ 問合わせ先：事務局８９４－６５２１（中部農業改良普及センター内）

　中部地区農業青年クラブは青年農業者の生産技術向上と交流を目的に昭和４６年に結成されま

した。一時期、会員数が減少しましたが、近年は若い青年農業者の加入が増加し、中部地区では現在、

４３名の会員が加入しています。

トルコギキョウ斑点病以外の注意が必要な病害について

葉の表

葉の裏

灰色かび病 葉、茎、花等が灰褐色・水浸状となり、灰色のカビを生ずる。茎が侵されると被害部より上部が萎凋枯死する。

菌核病
茎や葉に灰白色の病斑ができ枯死する。周辺や茎の中にネズミの糞状の黒色菌核が形成され、伝染源となる。低温

多湿は被害を助長する。

立枯病 地際部が水浸状になり、根腐れ症状を起こし、地上部は萎凋、白変枯死する。

茎腐病 葉が萎凋し、葉や茎が淡褐色に、地際部の茎の髄部は褐変する。

株腐病 定植後の生育初期に土壌に接した葉に発生する。その後腐敗は株全体に広がる。高温で発生しやすい。

疫病 生育中期以降に多い。地際部が暗灰色水浸状になり、萎凋枯死する。

根腐病
根が侵されるため、地上部は萎凋症状を示す。症状が激しい株では根が褐変し腐敗する。腐敗が進むと腐敗部分が

脱落し根量は減る。

青枯病 茎葉が灰白色になり枯死する。地際切口から菌泥が噴出する。

Ⅰ. プロジェクト活動の実施(１０万円以内の助成制度あり)
　　自ら課題を設定し問題解決を図ることで、実践的な農業技術等の向上を目指して実践発表会

　　を開催しています。

Ⅱ. 資質向上研修会

　　県内外への視察研修や農業に関する知識を深めるための座学研修を行っています。

Ⅲ. 仲間づくり大会

　　関係機関と農業青年クラブ員の相互の研鑽と交流を図っています。

Ⅳ. 地域貢献

　　農産物即売会（うるま市、宜野湾市、沖縄市産業まつり等）に合わせ、会員が作った農産物を出

　　品しています。

主な活動

県外研修（長崎）県外研修（長崎） 新規就農相談会出展新規就農相談会出展

仲間づくり交流会仲間づくり交流会 農産物即売会農産物即売会

病 害 名：トルコギキョウ斑点病

病 原 菌：

病　　徴：はじめ、葉に５～１０ｍｍ程度の退緑斑を生じる。その後、退緑斑部の葉裏に黒褐色の

すす状のかび（分生子）が形成され（写真参照）、やがて葉は枯死する。下葉から発病し、

上位葉に進展する。

防除対策：病斑上に黒褐色のすす状のかびが形成されると完全な防除は困難なので、早期防除に

努める。発病部位はビニール袋等で密封してハウス外へ持ち出し、適切に処分すること。

多湿条件下で感染が広がるため、ハウス内の換気に努め、排水・通風を良くすること。

マルチ栽培の場合、湿気がこもりやすいマルチフィルムの下や低節位での発病を注意

すること。

Pseudocercospora eustomatis

中部地区農業青年クラブ連絡協議会 会員募集


