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普  及  だ  よ  り 

ちゅ 

http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-hoku-nokai/timutyurasa.html 

（担当：普照） 

バックナンバーはこちら→  

または右上QRコードでご覧になれます。 
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10月28日(金)に那覇市で行われた平
成28年度沖縄県青年農業者会議にて、
北部地区代表として、玉城修一氏が 
「北部地区青年農業者連絡会議と農業大学校と
の連携に向けた取組み」と題したプロジェクト
を、新垣勇人氏は意見発表として「一護の親父、
イチゴ農家になる」を発表しました。結果は両
者とも奨励賞でしたが、活動成果を堂々と発表
し、地区代表としての役目をしっかりと果たし
ていました。 

農業改良普及課では、担い手担当、経営担当、
各技術担当で構成される「担い手チーム」を軸
に、青年農業者育成を図っています。現在は北
部地区青年農業者連絡会議に属する10名の青年
農業者（主に開始型給付金受給者）を対象に指
導・支援を行っています。各々の課題や弱点を
整理し、それらの改善に向けた活動に取り組む
事で、青年農業者の早期経営安定を図り、農家 

として更なるステップアップを実現でき
るよう努めています。 

  
（１） 

（２） 

（３） 

(1)意見発表代表の新垣
勇人氏、(2)プロジェク
ト発表代表の玉城修一
氏、(3)発表者による集
合写真 

（4） （5） 

(4)本部町の青年農業者
は就農1年目。普及課経
営担当の與座から沢山の
質問を受けていた。写真
はパッションフルーツの
ハウス内にて。(5)名護
市の青年農業者は肉用牛
繁殖の後継者。母牛や子
牛の状況を細かに把握し
早期経営安定を目指して
いく。 

(4)本部町の青年農業者 (5)名護市の青年農業者 

(3)集合写真 

(1)新垣勇人氏 

(2)玉城修一氏 
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冬場に発生が増える、花卉類の病害に要注意！ 

半身萎凋病 

これまで北部地域ではキクでの発生が
確認されている。 

初め茎の片側の葉が黄化し、葉でも片
側や先端が黄化する。生育期後半に
発症することが多い。 

菌核病 

灰色カビ病 

    （担当：町田） 

○菌の生育適温：18～25℃ 

○発生例・・・キク 

○特徴 

 ・茎の片側（半身）の葉が黄化し、葉でも片側   

  や先端が黄化し、枯れる。  

 ・下葉から徐々に枯れ上がり、株全体が萎凋   

  するが、枯死することは少ない。 

 

○防除のポイント 

 雑草にも感染するので、除草する。 

冬に入り、比較的気温が低くなっていますが、低温期に発病が多くなる病害もあります。 

ここでは北部で確認例のある、花き類における冬期の糸状菌（カビ）による病害を紹介します。 

○菌の生育適温：10～24℃ 

○発生例・・・トルコギキョウ、洋ラン 

○特徴 

 ・トルコギキョウでは茎や葉が白化し始め、全体がしおれ、   

  立ち枯れを起こす。花に発生すると、花粉が灰色のカビ   

  で覆われる。 

 

○防除のポイント 

 ・摘蕾や整枝の際の傷口から糸状菌が侵入する   

  ことも多いため、摘蕾や整枝の前に薬剤散布を行う。 

 

○菌の生育適温：20℃前後 

○発生例・・・キク、トルコギキョウ 

○特徴 

 ・茎の表面や内部に黒い菌核を形成する。 

 ・前年に形成された菌核からキノコ状の子嚢盤が 

  生える。 

 

○防除のポイント 

 ・菌核が土壌中に残ると次作の伝染源となるため、 

  菌核を形成する前に、被害株を圃場外へ持ち出す。 
キクの茎表面の 

白い菌糸 

キノコ状の子嚢盤 

茎内部の菌核 

圃場の被害株の様子 葉身の半分が黄化した葉 

ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳの花粉
に生えたカビ 

洋ランの蕾に 

生えたカビ 
↑ 茎表面の
黒い小菌核    

←ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ
の被害株の
様子。茎や
葉の白化が
見られる。 

※どの病害も、被害株は圃場外へ持ち出しましょう。 



従来の方法 

普  及  だ  よ  り 

【カンキツ簡易防鳥ネットの設置方法】  

本県のカンキツ栽培においてはカラスおよびヒヨドリ被害防止対策が欠かせません。北
部地域では鳥害防止対策として支柱およびワイヤーをほ場に設置し、ネットで覆う「網
掛け施設」、樹体を直接ネットで覆う「べた掛け」が広く普及しています。当課では「網掛
け施設」「べた掛け」に比べて低コスト化あるいは設置作業が省力化できる簡易防鳥
ネットの設置方法について検討しましたので紹介します。 

べた掛け  

簡易設置法 
①ほ場を囲むように1.5ｍ間隔で支柱（ハウスパイプ22㎜）を設置します。支柱間は弾性
ポールでつなぎます。3ｍ以上の樹高に対応出来ます。 

②ほ場内部には移動式の支柱を適宜設置し、ネットが弛まないようにします。移動式支柱
は簡単に動かすことが出来ます。 

③ネットは弾性ポール上を滑らせながら張っていくため、「べた掛け」に比べて樹体への引っ
掛かりも少なく、楽に作業が行えます。 

④10ａ当たりの資材費は166千円で「網掛け施設」の1/3程度です。 

＊詳細な設置方法等についてお聞きになりたい方は当課までお問い合わせ下さい。                        

弾性ポール  

直管パイプ 

網掛け施設  

② ① ③ 

3m 

移動式支柱 

弾性ポール 

（担当：平松） 

平成29年1月   （3P） 
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第42回沖縄県畜産共進会（種畜部門）開催 

優秀賞 名号 市町村 出品者

1席 りいな 伊江村 内田紀央

2席 きょうこ 南城市 松川寬成
3席 はなゆり 久米島町 知念直喜
4席 ぼす９ 糸満市 山城義光

優秀賞 名号 市町村 出品者

1席 きたふくな 糸満市 山城光輝

2席 ななみ 久米島町 知念幸真
3席 ゆりふく 伊江村 蔵下良作
4席 ふくみつ163 うるま市 比屋根智和

成雌　第1類

成雌　第2類

北部地区からは8頭の出品があり、若雌1類および成雌1類で伊江村
出品牛が優秀賞1席に輝きました！他3頭も入賞し、伊江村は団体優
勝！受賞された農家のみなさま、おめでとうございます！！ 

優秀賞 名号 市町村 出品者

1席 ちはる 伊江村 照喜名清治

2席 きくひめ２ 伊江村 内田徹
3席 はなよ１ 沖縄市 仲泊ゆきの
4席 ふくひら７ 糸満市 呉屋翼

優秀賞 名号 市町村 出品者

1席 なぎさ うるま市 比屋根智和

2席 ゆきよ 伊江村 崎浜広一
3席 ひさゆり３ 糸満市 山城義光
4席 つばさ 宮古島市 荷川取宏明

若雌　第1類

若雌　第2類

若雌第1類 ちはる号   成雌第1類 りいな号 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

複式簿記で経営改善と青色申告を！ 

○複式簿記の特徴 
 ・財産の増減と損益の発生を同時に記録 
 ・貸借対照表と損益計算書が作成可能 

○青色申告を複式簿記で記帳すれば 
  メリットがあります！  

単式簿記だと・・・ 
お金の出入りと残金を記録するのみ 
→お金の増減の原因分からない 

複式簿記で申告 単式簿記で申告 

65万円 

控除 

10万円 

控除 

経営の分析や計画づくりに役立 
ち、経営改善につながります！ 

申請方法 
  書類：所得税の青色申告承認申請書 
       （税務署または国税庁ホームページから） 
  場所：税務署窓口 
  期限：①青色申告する年の３月１５日まで 
       （新規就農の場合、事業開始から２ヶ月以内） 

（担当：三塩） 

（担当：與座） 

損益計算書 
どれだけの収益があ 
ったかまたは損失が 
でたかを把握し経営が 
黒字なのか赤字なの
かが確認できる 

貸借対照表 
資産（現預金、施設・ 
機械）と負債（借入金）
のバランスを把握し経
営の健全性が確認で
きる  


