
・現地検討会では、マルドリ栽培システムについて、近畿中国四国農業研究セン
ター、山口県農林総合技術センター柑きつ振興センターの担当者より関係農家へ
栽培システムの概要を説明し、農家より疑問点（灌水チューブの配置方法や点滴
灌水での根の分布等）が出され回答した。 
・農家個々のこれまでの栽培方法を尊重したシステム構築をしていく。 

山口県オリジナル柑橘「せとみ」のマルドリ栽培等による品質向上対策 

＝山口県＝ 

【事業の実施方針】 
山口県オリジナル柑橘「せとみ」について、袋掛け等の栽培技術とマルドリ方式を組み合わせ、施設の共有に
よるコスト削減と団地化の実証ほを設置し、現地検討会等を開催し「せとみ」のマルドリ栽培等による高品質果
実生産技術の普及・定着を促進する。 

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） 

 
  マルドリ方式による高品質かんきつ栽培技術 （近畿中国四国農業研究ｾﾝﾀｰ H20） 
  柑きつ「せとみ（ゆめほっぺ）」の栽培、品種保持技術 （山口県農林総合技術ｾﾝﾀｰ柑     
  きつ振興ｾﾝﾀｰ H19） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：０．８  ha 
平成２４年度      ：０．８  ha 
平成２８年度（目標年）：６  ha 

 
 
 
 
【実証ほ設置のための現地調査 ８回 （７月～３月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、現地普及指導員、 
柑きつ振興ｾﾝﾀｰ担当者と実証ほ設置、検討会の開催 
について調査検討。 
【現地検討会の開催 ２回 （８、３月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、関係普及指導員、 
柑きつ振興ｾﾝﾀｰ担当者、実証ほ予定農家と「せとみの 
マルドリ栽培等による品質向上対策」について現地調査 
検討。 
【先進地視察 １回 （７月）】 
 農業革新支援専門員が近畿中国四国農業研究センター 
主催のかんきつ生産技術関連現地検討会への参加を調整 

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 

・実証ほの設置予定箇所について、周防大島町久賀上田ヶ丘地区の関係農家４
戸、関係面積９０ａで調整し、実証ほの設置方法を検討した。 
・現地調査、検討会を開催し、実証ほ設置に向けての課題を整理した。 

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） 

・実証ほの設置検討と設置（１カ所） 
 関係農家４戸の意向を聞きとり、システムへ反映させる。 
・実証ほの現地調査（生育調査、果実品質、収量、経営費等） 
・実証ほ成績検討会の開催（関係機関担当者、地区農家他） 
・先進地視察調査、情報交換（長崎県と連携） 

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技術指導室、
柑きつ振興センター、関係農林事務所 
  

【近畿中国四国農業研
究センター】 
・検討会や現地実証ほ
設置への助言 
 

【県全体への栽培技術
の普及・定着】 
・検討会の開催 
・マニュアルの作成 
 
 

【現地農家】 
・マルドリ栽培団地
化実証ほの設置 
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・夏期の30％の遮光資材の展帳は、気温・地温抑制効果が認められたが、適正な 
 遮光率や遮光期間が不明である。 
・今年度の実証ほは、個人農家のほ場に設置したが、今後、中山間地域の集落営  
 農法人の水田転作作物として普及させるために、集落営農法人での実証が必要  
 である。 
・リンドウの定植１年目の管理で、株元の除草作業の省力化が必要である。 
 

山口県オリジナルリンドウ「西京の初夏」の栽培技術の確立と普及 

＝山口県＝ 

【事業の実施方針】 
  山口県オリジナルリンドウ「西京の初夏」は中山間地域の水田転作作物として期待されており、栽培実証ほ
を設置して定植１年目～２年目の栽培管理技術を検討し、得られた知見を元に栽培マニュアルを作成し、中山
間地への栽培普及・定着を図る。 

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） 

 
  「西京の初夏」は山口県農林総合技術センターが育成したリンドウのオリジナル品種
で、平成２３年に種苗登録申請を出願した。早生で６月下旬頃に開花し、花色は明るい青
紫色で、高温には比較的強い。 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  0 ha 
平成２４年度      ：0.44 ha 
平成２７年度（目標年）： ２ha 

 
 【実証ほ設置（４普及指導センター：７ほ場）（７月）】 
 【現地検討会開催３回（８、９、３月）】 
   実証ほ担当普及指導員、実証ほ農家、農業革新支援専門員が、７ヵ所の実証ほで     
  生育状況等の現地検討実施。 
  【先進地視察１回（９月）】 
   県オリジナルリンドウの開発と普及を行っている 
  岡山県において、中心産地のＪＡ阿新管内の先進 
   地視察を実施。 
 【成績検討会（１回）（11月）】 
   やまぐちオリジナルリンドウ研究会において、実 
    証ほの生育状況等を革新支援専門員が発表し、地 
    帯別の生育特性を検討。 
                                   ｵﾘｼﾞﾅﾙﾘﾝﾄﾞｳ研究会現地検討会 

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 

。 
 
・実証ほの設置場所の標高は20m～400mであったが、９月になっても葉色が良 
 かったのは、標高が高い所と遮光を行った所であった。 
・標高が高い地帯は、高温の出現頻度が低い。遮光資材があると、高温の出現頻  
 度が低い（特に地温）。 
・遮光率35％の遮光資材を高温期に展帳した区では、 
 無遮光に比べ、気温・地温上昇抑制効果が見られ、 
 草丈、茎数が多く、欠株が尐なかった。 
・春の発芽は、標高が低いほど早い。 
 

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） 

 
 
・リンドウ栽培に適正な遮光率や遮光期間について実証ほで検討する。 
・集落営農法人での実証ほを新規に１ヵ所設ける。 
・ポリマルチの下に再生紙マルチを設置し、植え穴を小さくすることにより株元の雑   
 草発生を抑制し、除草作業の省力効果を実証する。 
・実証ほで得られた知見等を元に栽培マニュアルを作成し、農家に配布して栽培  
 技術の向上を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 
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鹿野ハウス

農業革新支援専門員 
 ・事業実施計画の作成 
 ・実証ほ設置運営指導 

４普及指導ｾﾝﾀｰ 
 ・実証ほ運営管理 
 ・生育調査 
 ・気温・地温調査 
 
実証ほ農家 
 ・実証ほ栽培管理 
 ・作業記帳 

山口県オリジナルリンドウ研究会 

花き振興センター 
 ・育種開発 
  ・県花き連事務局 

事務局用務 
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・地域により被害の状況や生息数に偏りが見られた。 
・れんこん田と水路の距離や形状の違いにより被害にムラがある 
・収穫が４月以降になる田では収量・品質の比較が未実施。 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた県域への技術導入推進のため、今年度
の実証ほ設置地区以外にも実証ほを設置する必要がある。 
・在来のクサガメが混獲される場合が多く、その対策が必要。 

レンコンを食害する外来種カメを効率的に駆除する技術の確立と普及 

                                         ＝徳島県＝ 

【事業の実施方針】 
  徳島県では近年，ミシシッピアカミミガメによる新芽の食害被害が非常に問題となっている。 
 そのため、「外来種カメ駆除技術」を徳島県高度技術支援センターが中心となり、NPO、JA大津と連携し、本
技術の実証・展示、農家向けマニュアルの作成等を通じて、県域全体への普及・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） 

 
 市販のカニ籠を使用し、カメの活動特性に合わせた設置技術で、効率的にカメガ捕獲
できる。（愛知学泉大学・NPOの共同研究により開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末） 
平成２３年度（基準年）：３ha 
平成２４年度      ：１８ha 
平成２８年度（目標年）：８２ha 

 
【技術導入検討会の開催 ２回 （８月、1月）】 

農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県野菜担当課、農業試験場、愛知学泉
大学を参集し、実証ほ設置カ所、調査項目・手法等を決定。また今年度の課題の整理と
次年度に向けた改善方策を検討。 
【技術導入実証ほ設置（１１ヶ所） 】                                   
JA大津管内を中心に１１箇所の実証ほを設置し現地検討 
【現地検討会 ２回（１月、３月）】 
被害回避状況調査、収量況調査等導入効果の分析･評価 
【農業者等研修会２回（ ８月、２月） 
農業者を対象とした研修会を現地で開催。 

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 

 
・３月末現在で、約2,900匹のカメを捕獲 
 した。 
・収量については、対象区と比較 
して約５０割増収した。 
・経営試算でも４０割以上所得が向上 
したケースがある。 
・技術導入に関するアンケートの結果、 
検討会に出席した生産者のうち 
技術導入を行っている農家は約５０％ 

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） 

 
・クサガメの混獲を減らすため、新たな捕獲方法について検討する。 

・次年度は、県域への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置地区以外にも実証
ほ設置を拡大し、県内全ＪＡれんこん部会に対し、現地検討会の開催を周知する。 
・より省力で効率的な技術へと改良する。 

・県内のれんこん生産者に本技術を周知するため、簡易なマニュアルを作成し、配
布する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

れんこん 
生産者 

被害実態の捕捉 
対策技術の策定 

農林水産総合技術 
支援センター 

在来種保護技術 

和亀保護の会 

捕獲技術の普及 

JA大津 

生息状況調査 

愛知学泉大学 

カメ捕獲技術 

NPO生態工房 
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・オクラの品種が適当ではなかったと考えられ、天敵の発生が少なかった。 
・栽培及び天敵誘引に適当な６月頃にオクラを播種したい。 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた県域への技術導入推進のため、今年度
の実証ほ設置地区以外にも実証ほを設置する必要がある。 
 

ＩＰＭ(有用な生物多様性)による安全安心な農産物生産技術の普及 

                                        ＝徳島県＝                                        

【事業の実施方針】 
 近年、徳島県の露地ナスでは農薬抵抗性アザミウマ類等による被害が大きく、収穫物の品質低下を招いて
いるため、土着天敵温存植物を利用したＩＰＭ技術の実証及び県域への普及に取り組み、県露地果菜類産地
の収益力向上を図る。 

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） 

 
 露地果菜類ほ場の周囲に天敵温存植物を植栽し、その植生を管理することで土着天敵
の発生を促進し、ＩＰＭ体系を確立する技術で、農薬散布の省力化と農薬抵抗性アザミウ
マ類等の防除が可能となる。（ ２０１１年に徳島県農業研究所と宮崎大学の共同研究に
より開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：９ha 
平成２４年度      ：９ha 
平成２８年度（目標年）：３０ha 

 
【実証ほ設置検討会３回（７，８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農業研究所、ＪＡ指導員を参集し、実
証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（３農業支援センター：８ほ場）（７，８月） 】 
【現地検討会開催３回（７，８月）】 

 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置ＪＡ指導員、生産農家が出席し、８箇所の実
証ほで現地検討。 
【先進地視察２回（１０月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、鹿児島県、宮崎県において普及指
導員による先進地視察を実施。 
【成績検討会（１回）（３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 

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 

 
・１０月末現在で、フレンチマリーゴールドを植栽した実証ほ場では、天敵の発生
が多かったが、オクラを植栽した実証ほ場では、オクラの品種が適当ではなかっ
たと考えられ、天敵の発生が少なかった。 
・技術導入に関する聞き取りの結果、 

フレンチマリーゴールドを植栽したほ場で、ナス果実の被害も少なかったことから、
今後もさらに進めたいという意見であった。 

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） 

 
・さらに効果を高めるため、ホーリーバジル等の他の天敵温存植物の植栽につい
ても検討する。 

・県内の露地ナス生産者に本技術の興味を持ってもらうため、簡易なマニュアルを
作成し、配布する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【３農業支援センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・天敵及び害虫調査 

【ＪＡ露地ナス部会】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証データ提供 

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

【徳島県農業研究所】 
【宮崎大学】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題
への対応技術開発 
 

【国研究独法】 
・実証技術に係る助言 
 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

実証技術に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 
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・実演会や研修会で農家の暖房機の整備状況を確認すると、定期的なノズル交換
など通常のメンテナンスができていないことが見られた。対策として基本的な暖房
機整備の研修会を各地で開催する必要がある。 
・普及指導員等の農業指導者が暖房機技術についての理解が不足していた。 
・排ガス分析機器一式が179千円と高価であるため、排ガス分析による暖房機整
備技術が普及するネックになっている。 

・工業技術センターで新しい配合の塗料がいくつか試作できたので、実証試験に
よる検証を行う必要がある。 
 
 
・実演会や研修会を開催し、農家の基本的な暖房機整備の意識を向上させ、塗料
を活用した新技術の効果が上がるように努める。 

・暖房機整備技術者養成研修会を引き続き実施し、暖房技術の向上が省エネに
つながることの理解を深める 
・平成24年度に備品購入した２セットの排ガス分析機器一式の利用率を高める。 

・本技術が浸透するように、排ガス分析による暖房機整備マニュアルを作成し配布
する。また、技術紹介のDVDは引き続き配布し、農家への浸透を図る。 
・新しい配合の塗料について、工業技術センターが中心となり実証試験を行う。 
 

 
・重油暖房機（ネポン製HK1572） 
による燃焼試験の結果、無調整 
に較べ温度上昇率は約５％とな 
り、カロリーベースで同率の改善 
結果となるので、ハウス内で稼 
働した場合も同等の省エネ効果 
が期待できる。 
 

 
 暖房機の内面に塗布することで、燃焼効率が向上する塗料を活用した省エネ技術で、暖
房機の燃料消費量を５～１０％削減することが可能となる。（ ２０１１年に徳島県工業技術
センターと(株)エコテックの共同研究により開発） 

 
【暖房機整備技術者養成研修会４回（１２月）】 
 普及指導員、農業関連業者を参集し、暖房機メーカーの 
技術者による研修を実施。 
【ケーブルTV番組を活用した技術紹介（１２月～）】 
 ケーブルTVを活用した広報。放送後の内容をDVDに 
して配布。 
【省エネ技術実証ほ設置４ヶ所（１０月～）】 
 実証データを収集するために実証ほを設置。 
【先進地調査２回（８月、１１月）】 
 高知県、愛知県の先進的事例調査を実施。 
【整備マニュアル作成検討会１回（３月）】 
 暖房機メーカーのネポンとマニュアル作成について協議。 

ボイラー炉内壁面輻射増進塗料を活用したハウスの 

効率的暖房技術の普及                           ＝徳島県＝ 

【事業の実施方針】 
  徳島県立工業技術センターが平成23年度に開発した「ボイラー炉内壁面輻射増進塗料」は暖房機の内面

に塗布することで、燃焼効率が向上する省エネ技術である。そこで、開発の塗料を利用した暖房機の整備を促
進することで、省エネ技術の普及を図る。 

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） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：    ３５台 
平成２４年度      ：  １０２台 
平成２７年度（目標年）：  ５００台 

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 

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） 

次年度に向けた課題への対応方策 

【徳島県】 
・高度支援センター（総括、総合調整、実演会の開催 
・各農業支援センター（研修会の開催） 
・農業研究所、果樹研究所（暖房技術のアドバイス） 
・工業技術センター（塗料の改良と耐久性評価） 

【ネポン(株)】 
・暖房機整備の技術協力 
・整備マニュアルの作成 
 

【総合ビルメンテム(株)】 
・技術者養成研修会、実
演会の協力 
【(株)エコテック】 
・塗料の製造、技術者養
成研修会。実演会協力 
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塗料利用の整備

図１ 燃焼時間と上昇温度の関係 

表１ 稼働時間分布と 
   上昇温度の関係 

項　目 無調整
塗料利用
の整備

スタート～５分 19.3 20.7 7.2
5～10分 29.6 30.6 3.6
10～15分 30.8 32.2 4.7

スタート～15分 26.6 27.9 4.9
*上昇温度は暖房機の吸気と排気の温度差

上昇温度(℃）
改善比
率（％）
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 果樹園に超音波発振装置を設置することにより、果樹を加害するヤガ類の飛来を防止し、
被害を大幅に軽減する技術であり、既存の防蛾灯にくらべて効果が高く周囲の環境への影響
が無く消費電力も少ない。（ ２０１０年度に徳島県果樹研究所等により開発） 

 
・超音波発振機のノイズ対策のためメーカーが改良することになった。 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた県域への技術導入推進のため、今年度の実
証ほ設置地区以外にも実証ほを設置する必要がある。 
 

【事業の実施方針】 
 果樹を加害するヤガ類は周辺の雑木林で発生し収穫直前の果樹園に夜間飛来して加害するため、農薬による防
除が困難であり、中山間地域の果樹栽培において最も重要な害虫のひとつである。このため、徳島県研究所等が
開発した超音波利用によるヤガ被害防止装置の普及を図り、果樹農家の収益性の向上に資する。 

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） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：0カ所 
平成２４年度      ：１か所 
平成２８年度（目標年）：１０カ所 

 
【実証ほ設置（7月）】 
 鳴門市大麻町の農家のモモ園に超音波発振装置を設置した。面積は約100㎡。 
【実証ほの効果調査（７月） 】 
 実証ほにおけるヤガ飛来状況、収穫果実の被害果率の調査を実施した。 
【現地検討会開催２回（８,１月）】 

 ＪＡモモ部会において実証ほの成果報告と技術の紹介を行った。また、生研センターの担当
者を招いて実証ほの成績に対する評価をいただくとともに現地において技術指導を受けた。 
【ヤガ対策研究会開催（１２月）】 

 山口大学渡辺准教授を招いてヤガ類の超音波に対する反応について講演いただくとともに、
実証ほおよび果樹研究所内での基礎試験の成績の報告を行った。 
【ヤガ対策マニュアルの印作配布（３月）】 

 果樹のヤガ類の生態および被害防止技術に関するマニュアルの印刷配布により、果樹農家、
関係者等の超音波技術への理解を深めた。 

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 

 
・ヤガ類の飛来数は非設置樹が３頭であったのに対し超音波設置樹では０頭であった 
・収穫果実のヤガ被害率は非設置樹が０．６５％であったのに対し超音波設置樹は 
 0.15%であり、被害は4分の1以下に減少した。 
・技術導入に関する聞き取りの結果、 

実証ほ設置農家によると、超音波発振装置のヤガ被害軽減効果は高く、できれば設
置面積を拡大して実施したいという意見であった。 

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） 

 
 
・前年の実証ほの検証結果を踏まえて改良した装置の効果を検討する。 

・次年度は、県内落葉果樹産地への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置地区以外
にも実証ほを設置設置し、技術を周知する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業支援センター】 
・実証ほの選定 
・調査への協力 
 

【実証ほ設置農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収穫調査 

収穫調査データ提供 

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

【徳島県果樹研究所】 

・研究ほ場における基 
礎試験 

【国研究独法】 
【(株)ニューデルタ工業】 
・実証技術に係る助言 
・発振装置の改良 
 

調査方法等の助言 

実証技術に係る助言 
装置の改良 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

果樹のヤガ類被害防止のための超音波防除技術の普及                           
                                       ＝徳島県＝ 

実証ほからのフィードバック 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証ほの設置、技術の指導 
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