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農林水産部現地情報
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【東部振興局】

【西部振興局】

・ 地域の担い手 新たな集落営農法人を設立

・ 林道 大原野線が全線開通

1 ・ 大分味一ねぎ武蔵パッケージセンター稼働

5 ・ 好評

しいたけチップス

・ 新たないちご団地設置で産地力アップ

・ 酪農を通じた地域振興への取組

・ ハウスみかん園地継承で新規就農開始

・ 日田市ぶどうファーマーズスクールを設立

【中部振興局】

【北部振興局】

・ ２年度新規就農者数過去最高を更新

・ 広域白ねぎ就農学校第一期生が就農

2 ・ 早生樹の実証試験を始めました

6 ・ 風倒木被害を未然に防ぐ「事前伐採協定」調印

・ 広域的な堆肥流通を実現

・ 農業経営の持続的発展に向けた事業承継の取組

・ 水田畑地化に向けた意向調査を実施

・

【南部振興局】

【農林水産研究指導センター】

・ 枝豆産地へ水田露地野菜推進協議会始動

・ 高温に強い水稲新品種「なつほのか」を選定

安心院農業経営サポート機構の支援で集落営農法人が設立

3 ・ コロナに負けるな かぼすヒラメ販売促進活動 7 ・ 久住高原農業高校と連携した現地試験を実施
・ 全国乾椎茸品評会での上位入賞を目指して一致団結

・ 県有種雄牛「松吹雪」が最高の成績を記録!

・ 企業参入による大規模レモン園の作付開始

・ 温暖化に対応した乾しいたけ栽培技術の検討

【豊肥振興局】

【農村整備計画課】

・ 持続可能な肉用牛経営の実現に向けて

・ 国東市「山吹地区」でこねぎ栽培開始

4 ・ 菅生・荻地域における露地野菜の生産拡大

8 ・ 米水津地区レモン団地第一期工事完成

・ 白ねぎ新規栽培者の技術向上と産地拡大へ

・ 大野川上流地域で進める畑地かんがい利用面積の拡大

・ 林業専用道 スノ内線

・ 大分県ため池保全サポートセンターの開設

が完成

■農林水産研究指導ｾﾝﾀｰの研究成果(｢研究Now｣発表日)

発行

大分県農林水産部農林水産企画課

・ マルドリ方式を用いたかんきつの安定生産(3/31)

電話

097－506－3518

・ 養殖用ヒジキ人工種苗ロープの量産化技術の開発(3/22)

FAX

097－506－1757

・ 麦の生育期での堆肥散布による水稲等の収量向上(12/18)
・ 農薬マンゼブを用いたネギべと病防除体系の確立(12/7)
「農林水産部現地情報」
研究成果「研究Now」はこちら
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東部振興局
地域の担い手 新たな集
落営農法人を設立

農山漁村振興部
生産流通部
大西

みどり

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0978-72-0409

大分味一ねぎ武蔵パッ
ケージセンター稼働！

生産流通部
御領園

治

農業者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加

振興局は、国東市と連携してこねぎトレーニング

など、農村地域では「人」と「農地」が大きな課題

ファームを活用した新規就農支援を進めており、産

となっています。このような中、国東市重藤地区及

地規模は23.1haまで拡大しています。規模拡大で

び杵築市野田地区では、基盤整備事業を契機に集落

課題となる出荷調製作業軽減のため、県農協が既存

営農法人の設立に向け、地元生産者と関係機関が事

の集出荷施設を改修し、「大分味一ねぎ武蔵パッ

業計画や組織体制について話し合いを重ねてきまし

ケージセンター」を整備、4月から稼働を開始しま

た。住民へのアンケート調査や集落説明会の実施等

した。

による地域の合意形成を図った上で、１月に(農)野

今後は県農協北部事業部のパッケージセンターと

田環境保全協会、(農)重藤が設立されました。今後

も連携を図りながら、味一ねぎの効率的な集出荷と

は、規模拡大と高収益作物の導入を計画しており、

販売力強化を図ります。

地域農業の担い手として活躍が期待されています。

集落営農法人の設立総会

新たないちご団地設置
で産地力アップ

整備された大分味一ねぎ武蔵パッケージセンター
生産流通部

石坂

奈緒美

ハウスみかん園地継承
で新規就農開始

農山漁村振興部

下岡

萌

杵築市では、就農学校「杵築いちご学校」を通じ

杵築市ハウスみかんファーマーズスクール（FS）

て、新規栽培者の確保・育成を進めています。研修

は、30年度の開校後２名の卒業生と現在３期生２名

生は、２年間の研修で栽培に必要な知識や技術を習

が研修中です。市・農協・振興局では、このFSと連

得するとともに、関係機関の支援を受けながら、施

動して後継者のいないハウスみかん農家の園地を継

設整備など就農に向けた準備を進めています。

承できるよう園地情報をマップ化し、この情報を元

このような中、９月に研修修了予定の４期生３名
の就農用施設団地(75a)が３月に完成しました。研

に卒業生はハウスの移譲を受け昨年度就農し、この
夏に初収穫を迎えます。

修生は20代が２名、30代が１名で、今後、産地の

今後もFSを含めた研修機関の研修生個々の資質に

中核的存在となることが期待されます。新規就農者

合わせた指導協議や就農後のフォロー体制構築など

の早期経営安定に向けて、今後も支援を行っていき

関係機関と連携し、新規就農者のスムーズな経営開

ます。

始に取り組んでいきます。

完成したいちご団地（杵築市八坂地区）

初収穫を迎えるＦＳ卒業生

- 1 -

農林水産部現地情報

中部振興局
２年度新規就農者数
過去最高を更新

農山漁村振興部
農山漁村振興部

中尾

佳奈子

(第４５号) 令和３年６月

℡ 097-506-5732

早生樹の実証試験を始
めました

農山漁村振興部

塚本

麻衣子

管内における２年度の新規就農者数は、過去最高

将来の森林資源の確保や、燃料として利用される

の60名となりました。経営品目はピーマンが最多で

木材チップ需要の観点等から、スギやヒノキに比べ

19名、他にいちご、にら、梨などとなっています。

て早く成長する早生樹が注目されています。

就農学校等の研修制度を27年度に開始して以降、栽

そこで、臼杵市と大分中部流域林業活性化セン

培技術の習得のみならず就農地の確保等への支援

ターが協働して、臼杵市有林にコウヨウザンやセン

や、就農後も地元生産者が新規就農者をサポートす

ダン等の早生樹16種192本を今年2月に0.1ha植栽

る体制が確立されたことが、新規就農者増加の大き

し、実証試験を開始しました。

な要因です。

今後は、成長量や獣害被害状況等の調査を行い、

振興局では、市・JA等の関係機関との連携を図る
年４回のフォローアップ会議の実施等により、今後

優良樹種の選抜や早生樹の普及に役立てていきま
す。

も新規就農者の確保・育成を支援していきます。

産地全体で新規就農者をサポートする体制が充実

広域的な堆肥流通を
実現

生産流通部
墨谷

早生樹の植栽状況

水田畑地化に向けた意
向調査を実施

荘平

生産流通部
平木

薫

振興局では、広域的な堆肥の地域循環を促進する

振興局では、水田農業の構造改革の促進に向けた

ため、大分市の酪農家が生産した堆肥を、由布市の

水田畑地化の取組を進めています。生産者が園芸品

集落営農組織へ流通させる取組を始めました。

目の新規作付・拡大を行うためには、労働力や優良

堆肥の販売先確保は酪農家の長年の課題です。そ

農地の確保、作業用機械の整備などが必要ですが、

れを解決するため局は集落営農組織のニーズを調査

生産者や品目ごとに状況が異なるため、臼杵市及び

しマッチングを図るとともに、運搬・搬入まで複数

由布市において、主たる担い手農家に意向調査を実

の企業の調整を行った結果、３つの集落営農組織の

施しました。臼杵市では市や県農協南部事業部と連

水田15haに300tの堆肥を供給できました。

携して151戸の農家を対象に、また由布市では水田

水田の地力回復も期待され、新たに白ねぎ栽培も

所有者全戸への調査を行いました。

始まりました。この堆肥流通を今後も拡大していき
ます。

集落営農組織が管理する水田への堆肥散布

この結果を元に、農地確保や機械化体系の導入な
ど、生産者の実情に即した支援を進めていきます。

水田畑地化促進に向けた関係者との協議（由布市）
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南部振興局
枝豆産地へ水田露地野
菜推進協議会始動！

農山漁村振興部
生産流通部
吉松

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0972-24-8645

コロナに負けるな！かぼす
ヒラメ販売促進活動

尚子

3月30日に集落営農法人や参入企業等８経営体で

農山漁村振興部

三吉

泰之

コロナ自粛の影響により出荷量が減少したかぼす

構成される佐伯水田露地野菜推進協議会が設立さ

ヒラメについて、２月26日(おおいた県産魚の日)と

れ、水田を活用した枝豆産地づくりが本格的に始ま

27日に、県漁協おさかなランド3店で一般消費者を

りました。昨年の収穫状況から、水稲栽培と比べて

対象とした特売PRを実施しました。コロナ感染防

所得向上が期待されるため、今年度は補助事業を活

止のため、対面での販促活動に替わり、テレビCM

用し、収穫機や調製機械等を導入する予定です。播

による事前告知と店内で養殖ヒラメ紹介動画を放映

種は４月中旬から始まり、３品種で7.6haの作付を

しPRしました。特価販売したかぼすヒラメは人気

計画しています。７月中旬から収穫し、青果として

騒然、大いに需要を喚起できました。今後も振興局

販売する予定です。

では、佐伯市産魚介類のおさかなランド等における

米の担い手農家による水田畑地化の取組として、

販売促進や情報発信を支援していきます。

今後も重点的に支援します。

設立総会に参加した協議会構成員のみなさん

全国乾椎茸品評会での上位
入賞を目指して一致団結！

かぼすヒラメ販売促進活動

農山漁村振興部

加藤

史子

企業参入による大規模
レモン園の作付開始

7月に佐伯市で開催予定であった「全国乾椎茸品

生産流通部
河野

雅俊

レモンで農業参入した小川香料大分佐伯農場㈱

評会表彰式・しいたけ振興大会」に向け、品質向上

(佐伯市米水津)と大分佐伯ファーム㈱(佐伯市蒲江)

研修会が3月10日に開催されました(主催

が３月に苗木の植付けを開始しました。４年度まで

佐伯市

椎茸生産組合連絡協議会)。参加者は、生産技術や

には、２社合わせて約20haのレモンが植付けられ

選別技術等の講義を熱心に受けていました。最後に

る計画です。いずれの農園も、荒廃みかん園の農地

大会成功に向け、「一致団結頑張ろう」で締めくく

集積と基盤整備により大区画のレモン園として生ま

られました。

れ変わります。成園化すれば、年間約500ｔの収穫

残念ながら、新型コロナ感染症対策のため、大会

が見込まれます。３年後の初収穫を目指し、圃場管

は中止となりましたが、引き続き関係者一丸とな

理技術の研修を随時行っています。今後も関係機関

り、品質向上や生産振興に取り組みます。

と連携し、計画的に支援を行っていきます。

熱心に選別方法を受講する生産者

レモン植栽記念式典(小川香料大分佐伯農場)
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豊肥振興局
持続可能な肉用牛経営
の実現に向けて！

農山村振興部
生産流通部
中野

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0974-63-1172

菅生・荻地域における
露地野菜の生産拡大

里香

大野川上流開発事業事務所

手嶋

康人

年中無休の肉用牛農家に定休日を設けるため、２

振興局では、菅生・荻地域の野菜生産者の経営安

月９日に豊後大野市肉用牛定休型ヘルパー組合が設

定と省力化のため、安定した販売単価の加工業務用

立されました。これまで振興局は説明会や先進地視

向けに、大型鉄製コンテナを使用する「鉄コンキャ

察の実施等により設立を支援してきました。現在、

ベツ」出荷を推進しており、取組が拡大していま

飼養管理を代行するヘルパー２名が活動し、加入農

す。

家は月２回の休みを取得しています。また、ヘル

4月6日には県農協が整備した菅生広域野菜集出荷

パーのうち１名は独立就農を目指し、働きながら技

場の竣工式が行われました。冷蔵施設の整備でキャ

術習得に励んでいます。農家からは「病院に行くこ

ベツの安定出荷が可能となり、にんじんは選果能力

と以外で休みが取れる」「子どもの部活動に参加で

が約３倍になりました。生産者の期待も高く、６月

きた」と好評です。今後も後継者の残る肉用牛経営

には新集出荷場を活用した出荷が本格化します。

体が増加するよう、更に加入推進を行います。

菅生広域野菜集出荷場及び鉄コンキャベツ

設立総会の様子と組合員から哺乳を教わるヘルパー要員

白ねぎ新規栽培者の技
術向上と産地拡大へ

生産流通部
衞本

林業専用道 スノ内線
が完成

静枝

振興局では、ねぎ産出額１００億円プロジェクト
の重点地区として、既存白ねぎ農家の規模拡大をは

農林基盤部
矢羽田

敏彦

豊後大野市清川町大白谷地区で、林業専用道スノ
内線(全長1,650m)が3月に完成しました。

じめ、ピーマン等との複合経営品目としての白ねぎ

林業専用道は林業用車両を想定した構造で、10ｔ

導入や新規栽培者の掘り起こしなど、関係機関一体

積み程度のトラックも走ることができます。林業専

となって産地拡大の推進を図っています。

用道上にある木材集積土場から市場等へ、途中で積

今年度は新たに集落営農法人を含む８名が栽培に
取り組むことから、4月22日に定植作業の現地研修

み替えることなく運搬ができるため、生産性の向上
が期待できます。

会を開催し、参加者は初めて｢ひっぱりくん(移植

開設後、4.2haの植栽と作業道の開設が行われ、

機)｣を使いながら定植を行いました。集落営農組織

約4haの搬出間伐も実施されます。今後も引き続

の水田畑地化の転換品目として今後の面積拡大が期

き、森林整備が進むよう取り組みます。

待されます。

水田に初めて白ねぎを定植する(農)うたえだ

完成した林業専用道と作業土場での集積状況
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西部振興局
林道 大原野線が全線開
通

農山村振興部
農林基盤部
矢羽田

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0973-22-2585

好評！
しいたけチップス

聡

林道大原野線は、着工から10年の歳月を経て今年

農山村振興部
大久保

惠介

大分県産原木乾しいたけ消費拡大に向け、日田市

度完成しました。延長は8.6km(幅員5.0m)におよ

の飲食店で、「しいたけチップス」を２月14日

び、沿線の約1,000haの森林の整備を進め、地域林

月14日の期間限定で提供していただきました。

業の活性化に貢献します。また、地元である玖珠町

３

しいたけチップスとは、水で戻したしいたけをス

大字山浦地域の公道や農道に接続しており、住民の

ライス状にし、薄力粉等をまぶして揚げたもので

生活道路や有事の迂回路としても大きな役割を果た

す。今回は協力店舗のご協力により「梅味」「カ

します。今後は玖珠町による適正な維持管理が期待

レー味」「バター醤油味」等のアレンジを加えてい

されます。

ただきました。

最後に本路線の建設推進にご尽力いただいた地元
関係者や現場に携わった担当者の方々にこの場をお

いずれもお客さんに好評で、協力店舗からは今後
も提供を検討したいとのお声をいただきました。

借りして感謝申し上げます。

開通した林道大原野線

酪農を通じた地域振興
への取組

日田ハイボールにしいたけチップスを添えて

生産流通部
中島

日田市ぶどうファー
マーズスクールを設立

伸子

農山村振興部
岡崎

哲司

酪農への新規参入は、施設整備に係る初期投資や

ファーマーズスクールは各市町が実施する就農研

飼養管理技術などがネックとなり、ハードルが高く

修制度で、就農希望者に対して現役の生産者がコー

なっています。そこで振興局は、大分県酪と一緒に

チとなり指導を行います。

経営計画の策定、飼養管理技術指導などの参入支援

日田市ではえのき、梨、チンゲンサイに続いて、

を行い、九重町で既存の施設を活用した酪農への新

新たにぶどうのファーマーズスクールを設立し、６

規参入が実現しました。今年４月に経産牛24頭を導

月2日に１期生１名が入校しました。

入し、搾乳を開始しています。

今後は、コーチが中心となり栽培管理技術を伝授

今後は搾乳牛48頭規模の経営を目指すとともに、

していきます。併せて、振興局とＪＡが経営してい

酪農を通じたアニマルセラピーや、乳製品加工に向

く上で必要となる経営収支計画、病害虫対策、先進

けた取組への支援を行っていきます。

農家事例など座学を実施し、関係機関が連携しなが
ら、研修生の就農を支援していきます。

増頭が期待される新規参入者の畜舎

日田市ぶどうファーマーズスクール入校式
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北部振興局
広域白ねぎ就農学校第
一期生が就農

農山漁村振興部
農山漁村振興部

伊東

久徳

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0978-32-0622

風倒木被害を未然に防ぐ
「事前伐採協定」調印

農山漁村振興部

栗林

良

元年度に豊後高田市で開校した大分広域白ねぎ就

台風などの災害の際には、送電線に沿線の立木が

農学校の第一期生が、１年９ヶ月の研修を終え宇佐

倒れかかり、停電が発生する恐れがあります。北部

市で就農しました。研修では、白ねぎ栽培技術の習

振興局管内の各市では、これらの立木を事前に伐採

得に加え、営農に必要な各種免許を取得し、県女性

し危険を回避する取組を、九州電力送配電中津配電

農業経営士養成講座にも参加するなど研鑽を積み、

事業所と協定を結び実施します。今後、中山間地の

地域からも新たな担い手として期待されています。

避難所や医療・福祉施設周辺を対象に危険箇所を抽

就農にあたっては、前年度に農地耕作条件改善事

出して取り組む予定です。

業で55aの水田に砂を客土して圃場を準備し、４月

なお、この取組には、令和元年度から制度化され

に定植を行いました。今後は、４年度にさらに水田

各市に配分されている森林環境譲与税が活用されて

を畑地化して１ha規模への拡大を予定しています。

います。

水田に砂を客土して白ねぎ学校一期生が栽培を開始

中津市の｢事前伐採協定調印式｣（令和3年4月6日）

農業経営の持続的発展に向
けた事業承継の取組

安心院農業経営サポート機
構の支援で集落営農法人が
設立

生産流通部
大江

伸幸

生産流通部
久保田

梨沙

指導農業士や農業青年、親元就農予定者など親世

１月に宇佐市安心院町上市・古市・妻垣地区の農

代及び子供世代の農業者を対象に、施設や技術、人

業者を中心とする集落営農法人「(農)アグリストあ

脈など有形・無形の資産をスムーズに引き継ぎ経営

じむ」が新たに設立されました。水田農業の後継者

を安定継続させていくため、事業承継研修会を２年

不足に対応し、集落の農地を守ることを目的として

11月25日に行いました。指導農業士による実際の

います。

承継事例や事業承継士による取組事例は、事業承継

法人の設立に向けては、地域の実状を熟知してい

への認識が浅かった参加者が必要性を認識し、今後

る安心院農業経営サポート機構の支援員を中心に、

の取組について考えるきっかけとなりました。

組織体制や事業計画の作成支援を行い、地元有志と

今年度は、さらに多くの農業経営者への意識啓発

関係機関が話し合いを重ねてきました。

を進めるため、認定農業者を対象に話し合いの場を
設定し、事業承継の取組を推進していく予定です。

今後は新たな地域農業の担い手として、経営規模
の拡大を目指していきます。

講師の話に熱心に耳を傾ける参加者

魅力ある農業を目指す集落営農法人組合員
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農林水産研究指導センター

高温に強い水稲新品種
「なつほのか」を選定

研究企画担当
水田農業グループ

安藤

広将

(第４５号) 令和３年６月

℡ 0974-28-2074

久住高原農業高校と連
携した現地試験を実施

県内の水稲作付面積の75%を占める「ヒノヒカ

花きグループ
志賀

灯

花きグループでは、トルコギキョウの研究を行っ

リ」は高温に弱く、白未熟粒の発生による品質低下

ていますが、当グループの標高が160mと低いた

が問題となっていました。

め、高標高地域での研究成果の普及に向け、２年度

そこで3年2月、水田農業グループでは「ヒノヒカ

から久住高原農業高校と連携して適品種の選定や培

リ」と比べて1割程度多収、大粒で食味は同程度で

養土の比較等について現地試験を行っています。ま

かつ高温登熟耐性に優れた早生品種「なつほのか」

た、連携の一環として研究員による栽培技術講習や

を水稲の有望品種として選定しました。「なつほの

先生方による栽培指導を基に、生徒が現地試験を活

か」は成熟期が7日程度早いため、作期分散が可能

用したプロジェクト学習にも取組んでいます。

で、生産者の労働負荷の軽減も期待されます。本年

3年度も引き続き同高校と連携した試験研究を行

度、県内22箇所に現地実証圃を設置し、積極的に現

うとともに、高標高地域のトルコギキョウ生産者に

地に赴き技術支援を行います。

対する研修会を開催する予定です。

「なつほのか」(左)と「ヒノヒカリ」(右)の草姿

県有種雄牛「松吹雪」
が最高の成績を記録!

畜産研究部
矢崎

トルコギキョウの栽培に熱心に取組む農業高校生

温暖化に対応した乾し
いたけ栽培技術の検討

竜

種雄牛の評価手法である現場後代検定において

きのこグループ

山下

和久

原木しいたけ栽培では植菌して2年目の秋に、ほ

「松吹雪」が抜群の成績を収めました。本牛は、種

だ木を伏せ込み場所からほだ場に移動します。近年

牛性、表現型及び繁殖性に優れた「たから」系母体

の温暖化にともない、伏せ込み場所で夏を2回越す

に「玉吹雪」を交配して造成されました。

ことが、発生量減少の要因となることが分かり、1

検定牛全頭の脂肪交雑(BMS№)は平均8.8で歴代

年目にほだ場に移動する「1年起こし」の試験を

種雄牛最高、去勢・雌ともに枝肉重量平均が500kg

行っています。しかし、「1年起こし」ではほだ木

を超えるなど肉質・肉量が安定し、おいしさの指標

への移動刺激が得られないため、移動刺激にかわる

と言われるオレイン酸の値も県平均54%を上回る

打木等の発生操作の研究を行っています。

55.4％以上と抜群の成績となりました。

昨年度はほだ木の移動時期に合わせ打木を行った

全国にない「大分らしい」待望の県有基幹種雄牛
として活躍が期待されます。

ところ、品種により秋子が集中発生したため、今年
度は打木の強度や時期について研究を進めます。

発生操作のための打木作業

左写真：種雄牛「松吹雪号」
右写真：去勢 A5-12 481.7kg（九州共同食肉市場）

- 7 -

農林水産部現地情報

農業農村整備関連

国東市「山吹地区」で
こねぎ栽培開始！

農村整備計画課
東部振興局
吉武

(第４５号) 令和３年６月

℡ 097-506-3705

米水津地区レモン団地
第一期工事完成

史弥

国東市「山吹地区」では、約20haの農地の再編

南部振興局
吉良

賢太

佐伯市「米水津地区」では、荒廃した樹園地の再

整備を進めています。本地区では区画拡大や、水田

編整備(9.0ha)に元年度から取り組んでおり、農作

の畑地化による高収益な園芸品目等の導入に向け、

業の効率化や果樹の収量・品質向上に向け、区画整

地下かんがいシステム（FOEAS）による排水対策や

理やかんがい施設の整備を行っています。

除レキ対策を実施しています。

また、本地区には国内有数の香料関連製品の製造

また、この春に「国東こねぎトレーニングファー

販売企業である小川香料㈱が担い手として参入して

ム」を卒業した３名のうち１名が、整備完了した本

おり、昨年度末には、整備完了した3.1haの農地に

地区の農地1haで、こねぎ栽培を開始しました。

レモンの苗木を植栽しました。

５年度の農地整備完了に合わせ、関係者連携のも

今年度は残り5.9haの農地整備を完成させ、年度

と、更なる園芸品目等の作付け拡大や新規就農者の

末に植栽を行う予定です。今後も担い手や関係機関

確保に取り組んでいきます。

と密に連携しながら、整備を推進していきます。

新規就農者が栽培を開始したこねぎハウス

大野川上流地域で進める畑
地かんがい利用面積の拡大

苗木を植栽したレモン団地

大野川上流開発事業事務所

田北

茂広

大分県ため池保全サポー
トセンターの開設

農村基盤整備課

平井

良憲

大野川上流地域では、大蘇ダムの用水を受益農地

近年、自然災害が激甚化・頻発化する中、農業用

に届ける畑地かんがい施設の整備を進めており、昨

ため池の決壊による周辺農地や家屋等への被害を未

年度はパイプライン33km、ファームポンド４基を

然に防ぐため県土地改良事業団体連合会内に「大分

設置しました。

県ため池保全サポートセンター」を開設しました。

また、4月には菅生広域野菜集出荷施設が稼働開

サポートセンターは電話や面談等にて、ため池管

始したことから、キャベツ、にんじんなど、地域を

理者からの相談に応じることとしています。また、

代表する露地野菜の作付面積拡大が期待されます。

異常が見られるため池については、定期的な現地パ

同地域が掲げる11年度の産出額目標50億円達成

トロールや現地指導を行います。さらに、ため池管

に向け、引き続き、畑地かんがい施設の整備や利用

理者等が行う部分的な補修工事等について指導・助

面積拡大に取り組み、収量・品質の向上に努めてい

言を行います。今後ため池管理者が積極的にセン

きます。

ターを利用していただけるよう運用していきます。

整備された畑かん施設による散水状況

大分県ため池保全サポートセンターの開所式
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