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    新たな時代に対応した八重山地域の農業振興   
      ～平成28年度普及指導について～       

 １ はじめに  
 農業を取り巻く環境は、高齢化、後継者・担い手の減少、度重なる台風等の気象災害、生産資材等の高騰などが顕在化し、
厳しいものがあります。一方、新たな地域農業の担い手育成のため、市町村による「人・農地プラン」の作成や「新規就農・経
営継承総合支援事業」、一括交付金を活用した「農林水産物流通条件不利性解消事業」等の国や県による各種施策による
農業の活性化へ向けた取組みが実施されています。 
 このような状況の中、八重山農林水産振興センター農業改良普及課では、「沖縄21世紀ビジョン」並びに「沖縄県協同農業

普及事業の実施に関する方針」等に基づき、①安定的な農業の担い手育成、②おきなわブランドの確立に向けた産地育成、
③環境と調和した農業生産、④地域資源の活用による農村振興を重点課題として位置づけ、普及指導計画を策定しました。 
 近年、新石垣空港が開港し、また、海外からのクルーズ船の周航等により、八重山地域には、毎年100万人を超える観光客

が訪れ、観光と農業との連携がますます重要となっており、安心・安全な食材等の提供が課題です。農家の皆様方をはじめ、
市町やＪＡ等の関係機関・団体と協働体制で普及指導に取り組むこととしておりますので、ご協力・ご支援をお願いいたしま
す。 

① 安定的な農業の担い手育成 
 ア 認定農業者の経営改善計画の進行管理支援、再認定支 
   援をします。 
 イ 新規就農講座を開講し、新規就農者への個別支援を行い  
   ます。 
 ウ 青年農業者のプロジェクト活動推進、青年農業者の組織 
   化を支援します。 
 エ 女性の農業への参画や家族経営協定の締結促進を支援 
   します。 
② おきなわブランドの確立に向けた産地育成 
 ア オクラ・かぼちゃ・ゴーヤー、熱帯性花き、パインアップル、 
   マンゴー等の安定生産技術、高品質化、台風対策、新規   
   農家育成、産地協議会の活性化を支援します。 

 ２ 平成２８年度普及指導計画の重点課題の概要  

 イ かんしょ、ボタンボウフウの産地育成、さとうきび、水稲 
   の生産振興を支援します。 
 ウ 繁殖牛の改良推進、自給飼料生産向上を支援します。 
③ 環境と調和した農業生産 
  ア  食の安全・安心を確保するため農薬適正使用等の指 
   導・支援に取り組みます。 
 イ エコファーマー等の認定を支援し、環境保全型農業の 
   推進に取り組みます。 
④ 地域資源活用による農村振興 
  地産地消の推進で農村の活性化を支援します。 
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 (２)平成２８年６月１０日(金)          普及だより 

作物の台風対策 

日頃から防風林を植え台風に備えましょう 

マンゴー 

パインアップル 

野 菜 ・ハウス内部の果実棚を利用し、防風
ネットを配置しましょう。 

オクラ・ネットのべた掛け オクラの切り戻し 

・台風通過後は、いそぎ除塩をしましょう。 
・伸びすぎたオクラは30cmほどで切り戻しましょう。 
・台風通過後は、殺菌剤で予防しましょう。 

※株をしっかり押え、ネットは動かないよう土のうなどで固定 
   しましょう。 
※べた掛けは、ゴーヤー・ラッキョウ・ヘチマ等ほとんどの野 
     菜で活用可能です。 
 

・未着果の株は日焼け防止     
  ネットでべた掛けし、着果株は 
  果実折損をさけるため取り外し 
  ましょう。 
・通過後は、苗の芯に入った土 
  を洗い流しながら殺菌剤を散布  
   しましょう。 

花 き 

・台風通過後は、いそぎ除塩し、殺菌剤で予防しましょう。 
・ヘリコニアはべた掛けで被害軽減されます。 

さとうきび 

・植え付け後、植溝が埋もれた場合は、芽掘りをしま 
 しょう。 
・株出し圃場は、培土により根浮きを防ぎましょう。 

除塩の様子 埋まった植え溝の芽掘り ヘリコニアのべた掛け 平張り施設：側面二重ネット 

・ハウス妻面・側面に内側からネットを配置し、対策しま 
  しょう。 

・ネットのべた掛けが最も効果的です。 

・台風通過後、スプリンクラー等で
日が昇る前にいそぎ除塩しましょう。 ・平張りハウスの側面は防風ネットで二重被 

  覆しましょう。 

雑草は、養分を吸収し光を遮るなど、さとうきびと競合します。 
植付後１～２ヶ月の生育初期の雑草管理が最も重要です！ 

植物体が小さければ小さいほど、被害は甚大になります。 
除草と同様、初期の防除が非常に重要です！！ 

肥料はもちろん、スプリンクラーがあるほ場では、きちんとかん
水を行いましょう。 
愛情（肥料・水）たっぷりで大きく育てましょう！ 

～さとうきび夏植え目前～ 



 普及だより       平成２８年６月１０日(金)  （３）         

  八重山地区農でグッジョブ推進会議(事務局：農
業改良普及課)では、新規就農者への支援として

毎年新規就農講座を開催しています。平成２７年
度は６回講座を開催し１１名の方が受講されました。
当講座では出席率８０％以上を達成された受講生
に修了証書を授与しています。今年度も下記の内
容で新規就農者を対象に新規就農講座を開催し
ます。 

●募集人員：２０名 
●カリキュラム：  ※都合により内容等について変更することがあります。 

回 開催 
時期 

内  容（案） 場 所 

第１回 ８月 ・オリエンテーション 
・「八重山地域の農業振興と展望」 
・農業に役立つ防災気象情報 

農業改良普及課 

第２回 ９月 ・農は土から～やさしい土の話～ 
・施設の種類と利用について 

農業改良普及課 

第３回 １０月 ・総合的な病害虫の防除 
・農業機械の安全使用について 

農業改良普及課 

第４回 １１月 ・農業経営の基礎知識 
・ＧＡＰ(農業生産工程管理)について 

農業改良普及課 

第５回 １２月 ・畜産の基礎知識 
・果樹栽培の基礎知識 

農業改良普及課 

第６回  １月 「先進農業者に学ぶ～」 
・農業の苦楽、課題解決手段、経営方針を学ぶ 
・修了証書授与(出席率80%以上達成者) 

現地研修・ 
農業改良普及課 

新規就農者の皆様へ 

★ 興味のある方は、農業改良普及課までお問い合わせ下さい。 

  土壌の提出期限：６月２４日（金）まで 

  受付：JA、各市町、各製糖工場、普及課 

 

 

土壌検診週間のお知らせ 

土壌は、完全に乾燥させて、砕き
ふるいにかけてください 

昨年度の講座の様子 

私は 
オセロよ 



  (４) 平成２８年６月１０日(金)           普及だより        

友利 仁志 → 糖業農産課（本庁） 
山口 綾子 → 病害虫防除技術センター 八重山駐在 
下地 善郎 → 宮古農林水産振興センター 
秋田愛子・島袋真紀子 → 育休中です 

はじめまして。野菜担当になりました。 
不慣れな点も多く、ご迷惑をお 
かけすることもあると思います 
が、一生懸命頑張っていきた 
いと思いますので、よろしくお 
願いします。   

後原智恵美（あとはら ちえみ、左端） 下城崇生（しもじょう たかお、右から２人目） 

嘉数耕哉 

お世話になりました 

４月から新しいメンバーが加わりました。 

（左から２人目） 

役 員 紹 介 新 

貴島圭介（右端） 

 今年度より普及企画班で新規就農を担当する
ことになりました、嘉数耕哉です。微力ながら八
重山の農業振興にお役に立てるよう頑張ります
ので、よろしくお願いします。 

          農業研究センターで天敵による施
設野菜の害虫防除の研究をしていました。八重山
では果樹を担当します。地域の農業のために何が
できるかを考え、がんばりたいと思います。よろし
くお願いします。 

オセロだ 
メェー 

第４０回 沖縄県さとうきび競作会 

今年も大健闘！八重山から３個人１法人が受賞！！ 

【八重山地区農業士等連絡協議会】 

（会長）入口淳一 （副会長）美底明・花谷友子 
（書記会計）當銘悟 

【八重山地区農業青年クラブ】 

（会長）仲嵩秀文  （副会長）大浜善也  

（書記会計）本田哲也 

【与那国町農業青年クラブ】 

（会長）本田哲也 （副会長）林健太郎  
（書記会計）石川まゆみ 

【黒島農業青年クラブ】 

（会長）鈴木悌子  （副会長）運動将太 
（会計）渡邉みくに   （事業部）島仲信八 

【農家の部】 奨励賞                 砂川 ヒロミ 氏 （石垣市） 
【多量生産の部】  

 一般農家の部：沖縄県１位        仲得 順徳 氏 （石垣市）   
【多量生産の部】法人の部：沖縄県１位 

                  農業生産法人有限会社 与那国農産 （与那国町） 

【特別表彰】                                              佐久川 賢伴 氏 （石垣市）  

◇競作会とは、【農家の部】では生産量、【多量生産の部】では生産技術と
経営改善の創意工夫、【特別表彰】では地域の模範となる生産者をそれぞ
れを表彰し、生産振興を図るものです。 

【石垣島ファーマーズクラブ】 

（リーダー）森井拓光 （マネージャー）西里篤 

前任地の中部農業改良普及センターでは、さとう 
          きびと農業機械士協議会の担当を   
          しておりました。 八重山は初めて 
          の赴任ですが、全力投球していき 
          たいと思いますので、どうぞよろしく 
          お願い致します。 

かかず こうや きじま けいすけ 

（継続） 

（継続） 

（継続） 


