
・「京夏ずきん」を府内各地で栽培した結果、これまで研究所での生育特性データ
と異なり、生育にばらつきが見られた。

・初めての出荷だったことから、収穫適期の莢厚が不明であり、生産者や市場関
係者から、どの程度の莢厚で収穫するのがおいしいのかとの意見が出された。

・「京夏ずきん」で、初めて８月出荷を行ったが、高温期の出荷であったことから、
腐敗等の品質低下が見られた。
・首都圏では、「京夏ずきん」「紫ずきん」の黒大豆エダマメへの認知度が低い。

京都府育成新品種「京夏ずきん」及び機械化体系の導入による丹波黒大豆

エダマメ産地拡大に向けた技術確立 ＝京都府＝

【事業の実施方針】
京都府オリジナル品種「京夏ずきん」「紫ずきん」は、府全域で栽培を推進している重要品目である。「京夏ずき
ん」「紫ずきん」の長期連続出荷に向けた取り組みを進めるとともに、規模拡大の支障となっている圃場管理や
収穫・選別作業の機械化一貫体系を確立し、増産を図る。

平成２４年度新技術導入
広域推進事業取組実績
（概要）（継続課題）

新品種である「京夏ずきん」の栽培技術を確立し、「京夏ずきん」と「紫ずきん」を組み合わ
せた長期リレー出荷を実現する。また、機械化による省力化技術を確立し、増産を図る。
（「京夏ずきん」「紫ずきん」は、京都府で育成された京都府オリジナル品種）

【成果目標及び達成状況】（H25. 2月末現在）
平成２３年度（基準年）：66.8ha
平成２４年度 ：67.9ha
平成２８年度（目標年）：１００ha

【展示圃設置（６普及センター：６ほ場）（５月） 】

「京夏ずきん」の展示圃を設置し、府内各地での生育特性の把握に努めるとともに、各
普及センターで栽培研修会を開催した。
【「京夏ずきん」「紫ずきん」検討会４回（７、８、１１、１月）】

革新支援専門員、普及指導員、農林センター、府野菜担当課、京のふるさと産品協会、
農業団体が参集し、栽培方法や販売に関する検討を行った。
【現地検討会開催２回（６、３月）】
機械化実証検討会、施設栽培早期出荷検討会を開催した。

【市場等流通調査（８～１０月）】
農業革新支援専門員と京のふるさと産品協会で、京都・首

都圏市場での市場評価を調査した。
【成績検討会（１回）（３月）】
今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。

新技術の内容

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）

24年度事業の取組内容

・乗用管理機を使用した除草は、慣行の歩行型管理機と比べ同等以上の除草効
果を発揮し、作業効率は２．４倍だった。

・施設栽培早期出荷の予備試験では、４月中旬播種で、７月下旬収穫が可能なこ
とが分かった。この結果を受けて３月播種を行うこととした。

・府内各地に「京夏ずきん」の展示圃を設置したことで、多くの生産者に盛夏期か
ら出荷可能な京都府オリジナル品種のＰＲができ、栽培に関心を示す生産者が多
くいた。
・平成２４年から京のブランド産品として出荷が開始された「京夏ずきん」について、
市場や小売店での調査を行った。

技術実証の成績等（H24）

技術実証及び技術普及における課題（H24）

・府内のどの地域で栽培しても、高品質で安定した収量が確保できるように、施肥
等の基本栽培技術確立に向けた実証圃を設置する。

・収穫適期を明らかにする意味から、収穫期における糖・アミノ酸含有量を分析し、
いつ収穫するのが最もおいしいのかを明確にし、収穫適期の基準を定める。

・高温期の出荷における腐敗等の品質低下を防ぐため、収穫・調製時の品温管理
の徹底指導や流通段階での品温調査を行い、品質向上に努める。

・引き続き、機械化体系と施設栽培による早期出荷に関する検討を行い、増産に
向けた長期リレー出荷体制の確立を進める。

・首都圏での黒大豆エダマメの認知度が低いことから、首都圏市場でのＰＲを行う
とともに、販売戦略を策定し、首都圏市場での「京夏ずきん」「紫ずきん」の有利販
売を実現する。

次年度に向けた課題への対応方策

【６普及センター】
・生産現場での現地実証
・生産マニュアル作成・指導
・リレー出荷確立・普及
・機械化体系導入

【農業革新支援専門員】
・普及・研究・関係団体と
のコーデネート

【農林センター】
・基礎技術の研究・確立
・リレー出荷・早期出荷・機
械化実証

【京のふるさと産品協会】
・販売戦略策定

調査データ

技術提供

コーディネート
コーディネート

コーディネート 技術確立対応

市場情報提供

市場情報提供

品質改善
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①改良型被覆方法の現地での評価ができていない。
②パイプ棚用ロール式：巻き取りの時の負荷が大きいため、改良が必要

③樹脂線棚用カーテン式：加工による重量の増加（樹脂線からワイヤへの交換が
必要）、つり下げ用フックの要改良など、現地試験が実
施できるまでの完成度に至っていない。

覆い下茶の品質が向上する新たな茶用被覆資材の省力被覆技術の確立

＝京都府＝

【事業の実施方針】
京都府が開発した覆い下の品質が向上する新たな茶用被覆資材の被覆方法を省力化するため、改良型被覆
方法の試作と実証試験に取組み、開発資材の早期導入・普及・定着を目指す。

平成２４年度新技術導入
広域推進事業取組実績
（概要）（継続課題）

開発資材は、葉面温度の上昇抑制効果と玉露や抹茶原料の品質向上に有効な光質選
択性を有する資材で、茶園に被覆すると、慣行資材と比べて、玉露、抹茶原料の品質が
向上する。（2010年に京都府農林水産技術センターと小泉製麻株式会社により開発）

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在）
平成２３年度（基準年）： ０戸
平成２４年度 ： ２戸
平成２７年度（目標年）： １５戸

①改良型被覆方法の評価、分析

農業革新支援専門員、農林センター、普及指導員、協力農家、資材メーカーがアイデアを
出し合い、農林センターで試作した被覆方法について、評価分析を行い、改良を重ねた。
（検討会開催 ４回）
②Ｈ２５一番茶期現地実証試験の検討
農業革新支援専門員を中心に、農林センター、

普及指導員が参集し、H25年一番茶現地実証試験の
計画と対象農家の選定を行った。
（実証試験現地調査２回、検討会１回）
③Ｈ２５一番茶現地実証試験の設置
実証ほ設置（農林センター１ヵ所、現地２ヵ所）

新技術の内容

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）

24年度事業の取組内容

・被覆方法の検討し、試行した
中から、２種類の被覆方法を確
立した。
・パイプ棚用ロール方式被覆方法
による実証ほを設置した。

技術実証の成績等（H24）

技術実証及び技術普及における課題（H24）

①現地実証 H24年度内に設置したH25年一番茶期の実証試験の運営管理。

②現地試験における改良型被覆方法の評価、分析
現地ごとの作業性を評価し、問題点を抽出。

③改良型被覆方法の修正

Ｈ２４年度の残された問題を解決するとともに、②で抽出した問題点から改良
型被覆方法を修正し、試行する。

④現地研修会（１カ所）
開発資材の再改良後の被覆方法について、研修会等を実施。

⑤技術マニュアルの作成 本事業で確立した技術のマニュアルを作成し、配布
⑥Ｈ２６一番茶期現地実証試験の検討,設置（３カ所）

次年度に向けた課題への対応方策

【農業革新支援専門員】
・事業実施計画の作成、運営
・検討会の開催、運営
・関係組織との調整

【２普及センター】
・協力農家との調整、意見集約
・現地実証ほの運営、調査

【農林センター】
・改良型被覆方法の試行
・実証ほの運営、調査
・資材メーカーとの連絡調整

連携

【協力農家】
アイデアの提供、実証ほ管理

【資材メーカー】
資材改良方法の提案

パイプ棚用
ロール方式

樹脂線棚用
カーテン方式
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・緑肥作物ヘアリーベッチのすき込みによる次作の窒素肥料削減をめざす当技術は、 
 ヘアリーベッチの均一な生育と生育量の確保が前提となる。排水対策の不徹底、播 
 種時期の遅れにより、生育のムラや生育不良につながる。 
・地域に適応したヘアリーベッチ栽培技術（後作物に適応した品種等）の確立が必要。 
・ヘアリーベッチすき込みによる後作水稲に有効に利用される窒素量の評価が不明瞭。 
・後作水稲等における施肥改善等、ヘアリーベッチを活用した栽培体系の確立を目指  
 した現地試験を継続して実施する必要がある。 
・有機質由来50%の有機質肥料の側条施肥田植機での施用量調整の検討と慣行施 
 肥の比較が必要。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

【新技術導入県推進会議】（1回  ８月） 
 農業革新支援専門員が中心となり、普 
及指導員、県立農林水産技術総合セン 
ター、農業改良課を参集し、新技術の普 
及拡大のための方針を協議。 
【新技術導入地域推進会議】 
新技術導入検討会（36回 7月～3月） 
 県内各地域で、普及指導員が中心となりＪＡ、市町等と推進方針、現地適応試験方法を検討。 
現地適応試験の実施（13普及センター）  
現地検討会等（34回 8月～3月） 
成果検討会（6回2月）） 
【先進地事例調査】（1回 2月 静岡県・滋賀県） 
 農業革新支援専門員を中心とした、普及指導員等による先進地事例調査。 

24年度事業の取組内容 

・平成25年産水稲等の栽培に向けた現地適応試験の計画策定及び試験の開始、地   
 域ごとのヘアリーベッチの活用事例を調査。 
・適応試験としてヘアリーベッチ 
 は、県内9ヶ所20haで栽培中。 
・コスト高になる有機質肥料への 
  転換、堆肥等の有機物投入が困 
  難な地域の土づくり資材として、 
  低コスト・省力化が図れるヘアリーベッチの関心は非常に高まっている。 
・環境創造米の生産を目指している大規模稲作生産者等に対し、有機質由来窒素 
 50％の環境創造型農業適応肥料の普及を検討。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

・24年度における新技術導入試験の効果検証を実施し、ヘアリーベッチの均一な生育 
 量確保のための栽培技術及び有機質肥料の施肥技術の安定化を検討する。 
・24年度の現地適応試験と合わせて25年度の試験で、地域に適応した当該新技術の   
 活用方法の確立を目指す。 
・ヘアリーベッチの播種時期、品種毎の生育量の検 
 討、すき込むヘアリーベッチの品質評価を実施。 
・後作水稲に影響すると考えられる土壌の肥沃度や 
 すき込みから入水までの乾田期間の違いによる窒 
 素の形態変化を検討。 
・各地域に適応した技術マニュアルの作成を検討し、 
 当該技術の普及・定着を目指す。 

次年度に向けた課題への対応方策 

緑肥作物（ヘアリーベッチ等）利用技術・有機質肥料利用技術の 

実証及び普及                                 ＝兵庫県＝ 

 
環境創造型農業に適応した化学肥料削減技術 
 ①後作物の窒素減肥を可能とする緑肥作物（ヘアリーベッチ等）の利用技術 （(独)農研機構） 

 ②有機質肥料（有機由来窒素50%被覆肥料）利用技術  （県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ･JA全農兵庫） 

新技術の内容 

【事業の実施方針】 
 兵庫県は、「人と環境にやさしい農業」の実現をめざし、環境創造型農業を本県農業の基本として、各種取組を推
進している。環境創造型農業をさらに拡大していくために、水稲や大豆栽培における化学合成肥料を削減していくた
めの、省力化や低コスト化を考慮した土づくり技術、有機質肥料利用技術を現地に適応した技術として導入し、地域
全体への波及を図る。 
 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成23年度（基準年）：①1,163ha  ② 20ha 
平成24年度      ：①1,413ha  ② 40ha      
平成28年度（目標）  ：①3,150ha  ②150ha 
(①5割以上削減水稲・大豆面積 ②ヘアリーベッチ利用面積)  

緑肥作物（ヘアリーベッチ） 
11月は種（または3月は種） → すき込み → 入水 → 田植え 
 
地上部の生重2t/10a 
（推定窒素量8kg/10a） 

基肥、追肥の削減が可能 

緑肥作物現地適応性確認：9ヶ所 
有機質肥料導入検討 
 （有機N50%被覆肥料）：7ヶ所 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

①構成員 
 兵庫県農業改良課 
 農林水産技術総合センター 
 農業改良普及センター 
 兵庫県農業協同組合中央会 
 全国農業協同組合連合会兵庫県本部 
 有機稲作研究所 等 
②協議事項 
 (1)新技術の普及拡大のための方針について 
 (2)行動計画について 
 (3)取組の評価・検証について  

新技術導入県推進会議 

農業革新 
支援専門員 

助言・指導 連携 

新技術の普及拡大 

①構成員 
 農業改良普及センター 
 農業協同組合、市町等 
②協議事項 
 (1)地域における行動計画について 
 (2)各機関の役割分担について 
 (3)取組の評価・検証について  
 

新技術導入地域推進会議 
（13か所） 

新技術の実証（農業改良普及センター） 

協議 
調整 
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・葛城市は他産地に比べると小規模のため、冬季に市場流通の少ない品種を生産することで有利販売を目指しているが、市場価値の高い品種の選択が難しい。･冬春切りダリアの導入には、暖房機や電照設備、パイプハウスなどが不可欠であるが、初期投資が大きく、原油の高騰による光熱費の負担も増大傾向にある。

県内産地間連携による茎頂培養苗を利用したダリア冬春切り県内産地間連携による茎頂培養苗を利用したダリア冬春切り県内産地間連携による茎頂培養苗を利用したダリア冬春切り県内産地間連携による茎頂培養苗を利用したダリア冬春切り栽培栽培栽培栽培

＝奈良県＝＝奈良県＝＝奈良県＝＝奈良県＝【【【【事業の実施方針事業の実施方針事業の実施方針事業の実施方針】】】】県内の球根生産組合と切り花生産グループとの県内産地間連携を図ることにより、茎頂培養苗を利用したダリアの冬春切り栽培技術を普及し、オリジナル性の高い産品を育成して県内生産農家の経営安定を目指す。
平成２４年度新技術導入平成２４年度新技術導入平成２４年度新技術導入平成２４年度新技術導入

広域推進事業取組実績広域推進事業取組実績広域推進事業取組実績広域推進事業取組実績

（概要）（継続課題）（概要）（継続課題）（概要）（継続課題）（概要）（継続課題）

茎頂培養由来の挿し芽苗を用いることで、切り花ダリアの生育と品質が大幅に向上し、これを冬春切り栽培することで収益増加を図ることが可能となる。（2005～2007 年度、先端技術を活用した農林水産研究高度化事業により開発）
【【【【成果目標及び達成状況成果目標及び達成状況成果目標及び達成状況成果目標及び達成状況】】】】（（（（H25.H25.H25.H25. 3333月末現在）月末現在）月末現在）月末現在）平成２３年度（基準年）：０ha平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度 ：０．１：０．１：０．１：０．１ hahahaha平成２８年度（目標年）：０．２５ha

【【【【実証実証実証実証ほほほほ設置検討会１回設置検討会１回設置検討会１回設置検討会１回（９月（９月（９月（９月））））】】】】農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、研究員、を参集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。【【【【実証実証実証実証ほほほほ設置設置設置設置（中部農林振興事務所管内）（１０月（中部農林振興事務所管内）（１０月（中部農林振興事務所管内）（１０月（中部農林振興事務所管内）（１０月）））） 】】】】【【【【現地検討会現地検討会現地検討会現地検討会開催１回（２月開催１回（２月開催１回（２月開催１回（２月））））】】】】実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置部会代表者が出席し、実証ほで現地検討。【【【【先進地先進地先進地先進地視察２回（１０月、１月視察２回（１０月、１月視察２回（１０月、１月視察２回（１０月、１月））））】】】】農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、山形、秋田、長野県において先進地視察を実施。【【【【成績成績成績成績検討会１回（２月検討会１回（２月検討会１回（２月検討会１回（２月））））】】】】実証ほ設置検討会出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。

新技術の内容新技術の内容新技術の内容新技術の内容
実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等）

24242424年度事業の取組内容年度事業の取組内容年度事業の取組内容年度事業の取組内容

・冬春切りダリアにおける採花位置は、
0節から2節残しまで高めても、2番花の開花日に差がない。・株当たり収穫本数は増加するが、切り花ボリュームが低下するため、0節残しよりも収量が多く、2節残しよりも切り花ボリュームが確保できる1節残し採花が適している。
技術実証の成績等（技術実証の成績等（技術実証の成績等（技術実証の成績等（H24H24H24H24））））
技術実証及び技術普及における課題（技術実証及び技術普及における課題（技術実証及び技術普及における課題（技術実証及び技術普及における課題（H24H24H24H24））））

・他産地との競合を優位に生き延びるため、市場および消費需要にあわせた冬春切り向けダリア品種を、市場調査と研究成果から的確に示唆していく。・冬春切りダリア栽培に関する経営モデルを作成し、経営面からの有利性を検討しながら普及に繋げていく。
次年度に向けた課題への対応方策次年度に向けた課題への対応方策次年度に向けた課題への対応方策次年度に向けた課題への対応方策

0節区 4月26日 ay 97 b 129 b 1.3 b 5.8 c1節区 4月24日 a 90 ab 93 ab 1.0 b 4.7 b2節区 4月27日 a 84 a 62 a 0.7 a 3.5 a0節区 6月1日 a 104 a 232 b 2.2 b 8.2 b1節区 6月2日 a 108 a 246 b 2.3 b 8.2 b2節区 6月6日 a 106 a 176 a 1.7 a 7.1 az)切り花重/切り花長y)同一品種の同一列内の異なる英文字はTukeyの多重検定により5％水準で有意差があることを示す
品種 採花位置美榛黒蝶 2番花 切り花節数(cm) (g)開花日 切り花長 切り花重 切り花重/切り花長比z
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・柳井農林事務所管内の実証ほは、苗の活着が悪く、雑草も繁茂し、収量がやや
低くかった。 

・周南農林事務所管内の実証ほは、山間地域のため水が冷たく、日照も悪いこと
から生育は悪く、収量はやや低かった。 

・種子確保については、そのほとんどを広島県からの有償提供と一部自家採種で
対応しているが、危険分散を図るため、その他の供給ルートを確保する必要があ
る。 
 

飼料用イネ「たちすずか」のＷＣＳ用、採種用の各用途に応じた 

栽培技術の確立と普及                                        ＝山口県＝ 

【事業の実施方針】 
 「たちすずか」の栽培実証ほを県内各地に設置するとともに、栽培試験を実施し、これらから得られた知見に
基づき、ＷＣＳ、採種の各用途に応じた栽培暦を作成・配布し、県域全体への「たちすずか」の普及・定着を推
進する。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 近畿中国四国農業研究センターで育成された「たちすずか」は、多収で良質なサイレージ
が得られることから、ＷＣＳ用品種として有望視されている。 
 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  8ha 
平成２４年度      ：42ha 
平成２７年度（目標年）：50ha 

 
【実証ほ設置検討会（４月）】 
  技術指導室等２４名が、設置に係る留意事項等について確認を行った。 
【実証ほ設置（５月～６月）】 
  地域適応性を確認するためね県内８ケ所に設置した。 
【実証ほ現地検討会（７月）】 
  技術指導室等９名が、設置農家の立会のもと、 
生育状況の確認や今後の管理方法の検討を行った。 
【実証ほ現地検討会（11月）】 
  技術指導室等３名が、設置農家の立会のもと、 
ＷＣＳのサンプリング、官能検査を行った。 
【実証ほ成績検討会（１月）】 
  技術指導室等20名が、生育調査、収量調査等の 
成績を検証し、適応性の確認が行われた。 
     

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

                       実証ほ成績の概要 
肥培管理や気候条件の影響から、 
収量に課題のあるほ場もあったが、 
平均収量は２ｔ／１０ａと高かった。 
ＷＣＳの収量も総じて良好であり、 
県内における「たちすずか」の適応 
性が確認された。 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
・実証ほ設置検討会、現地検討会において栽培技術の指導を徹底する。 

・日本草地種子協会において、「たちすずか」の平成２６年産用種子の供給が始め
られることから、当該協会からの購入を検討していく。 

・実証ほの成績や農業技術部における栽培試験成績を取りまとめ、農林事務所と
連携して「たちすずか」のＰＲを行っていく。 

次年度に向けた課題への対応方策 

山口県 

(農林総合技術センター、
各農林事務所等) 
 

 

 

実証展示委託農家 

 

 

近畿中国四国農業研究センター 

 

 広島県総合技術研究所 

 

 栽培暦等の作成・配布 

技術提供 

 

 

実証協力 

 

 

成績提供 

 

   県域全体への 

栽培技術の普及・定着 

 

 

 

番号
農林事
務所

原物収量
（kg/10a）

品質
評価

ｐＨ
水分
(%)

ＴＤＮ
(乾物中%)

1 岩国 1,717 A 6.3 33.0 55.3
2 柳井 1,550 A 6.4 47.3 58.1
3 周南 1,603 A 5.5 73.2 52.8
4 山口 3,024 A 3.8 65.9 57.0
5 美祢 2,808 A 4.2 70.2 55.2
6 下関 1,935 A 3.9 62.9 53.8
7 長門 1,108 A 6.1 45.0 56.9
8 萩 3,083 A 4.2 61.9 53.9

平均 2,104
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・草勢が強く、樹が暴れ気味となり果形の乱れたり、果実品質が不安定なほ場が
あった。 
・潅水量のコントロールが悪く、果実品質が不安定なほ場があった。 
・１月中旬に全体的に食味の低下が見られた。 
・果梗枝が長く、円滑な収穫作業に支障をきたすほ場があった。 
・２５年度は栽培農家が大幅に増えるので、効率的な技術普及に取り組む。 

イチゴ「かおり野」の栽培技術の確立と普及 

＝山口県＝ 

【事業の実施方針】 
 山口県では山口県野菜等供給力向上対策協議会と連携し、三重県育成の「かおり野」を有望品種としている。
ついては、「かおり野」の現地実証ほを設置し、現地適性を確認するとともに、先進地調査を行い、山口県版栽
培マニュアルを作成し、普及を図る。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
早生性で連続出蕾性があり年内収量が多く、糖度が高く、炭そ病に強い特性があるイチ
ゴ「かおり野」の普及定着を図る。 
(三重県が平成２２年に品種登録。山口県では２２年から農林総合技術センターで栽培試
験開始） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ２月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０ha 
平成２４年度      ： １ha 
平成２７年度（目標年）： ８ha 

 

【実証ほ設置検討会１回（７月）】                                               
【先進地視察 ８月、２月】 
 農業革新支援専門員がコーディネートし、普及指導員で調査チーム 
を組み育成県である三重県の取組について調査。 
【実証ほ設置(４普及センター：１３ほ場】 
【現地巡回調査】 
 農業革新支援専門員と農林総合技術センター栽培担当者等が 
現地巡回し、普及指導員と栽培技術について現地検討。 
【検討会(３回)（９月、１１月、２月）】 
 農業革新支援専門員がコーディネートし、実証ほの成績、先進地調 
査、農林総合技術センターの試験等を検討し、現地適応性の確認を 
行うとともに、次年度に向けた取組について協議。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

                                                   
・出荷は１２月から本格化し、１月の収量は１ｔ／１０ａを超える 
など厳寒期の収量は確保された。 
・糖度は比較的高く、推移した。 
・農家のかおり野に対する期待は高く、２５年度は９５戸(２５年 
２月)の農家が栽培する予定である。（本県の３０％程度の農家 
が栽培予定。） 
 
 
 
                                        （年内全出荷量）         

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

                                                                  
                                                    

・実証ほは県内各地に設置し、現地適応性を確認するとともに、適正な草勢管理
技術の確立を図る。 

・２５年度は栽培農家が大幅に増加するので、各地の実証ほを中心に現地研修等
を行い、技術の周知徹底を図る。 

・三重県との連携を強化するとともに、九州沖縄農業研究センター等への視察を
行い、新技術等の習得を図る。 

・ＪＡグループと連携して、市場の認知度の向上を図るとともに、消費者へのＰＲを
実施する。 

・農業革新支援専門員が中心となり、実証ほの成果、三重県の技術等を参考に山
口県としての栽培マニュアルを作成し、技術の普及定着を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

山口県 

(農林総合技術センター、各農
林事務所等) 

 

 

 

山口県野菜等供給力向上協議会 

ＪＡグループ 

栽培技術の普及・定着  
実証ほ設置農家 

マニュアルの作成 成果のＰＲ 

成果のＰＲ 

実証協力・成績提供 

連携 

三重県 

情報収集 
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