
 
・ほ場内で温度、湿度のムラが見られたので暖房のダクトを工夫した。 

・収穫は、数年続くため次年度以降の開花時期・品質の比較が不明。における収
量・品質の比較が不明。また、 試験品種は、限られるため異なる品種での比較
ができていない。 

・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。 

・温度確保のために、換気を控えたことにより多湿になった時期があり、灰色かび
病が発生した。 

ＥＯＤ反応を活用したシンビジウムの省エネルギー型生産技術の普及＝徳島県 

 

【事業の実施方針】 
 徳島県は、シンビジウム切り花の主産県であり単価の高い年末出荷のために高夜温管理が必要となってい
る。経営を安定させるために、開花を遅らさずに出荷できる技術普及を図る。 
 

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） 

 
 徳島県では、シンビジウム切り花の主産県であり単価の高い時期の出荷のために高夜温管
理が必要となっている。そこで経営を安定させるために、開花を遅らさず出荷できる技術普及
を図る。（2010年に(独)花き研究所と鳥取県・和歌山県農業試験場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）：０戸 
平成２４年度      ：２戸 
平成２８年度（目標年）：１０戸 

 
【実証ほ設置検討会１回（９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（２普及支援センター研究所：３ほ場）（１２月～1月） 】 
【栽培農業者研修会開催１回（８月）】 
 シンビジウム栽培農家にEOD反応を活用した省エネルギー 
技術について研修を実施。 
【先進地視察４回（１０～１月）】 

 高度農業支援センター・地域農業支援センター職員が                    
鳥取県等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）（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 

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 

 
・１月末現在で、試験区は対象区と比較 
して約２割燃油量が削減でき、開花調査では、 
・2日ほど遅れたが品質には影響は無かった。 
 
・現地検討会に出席した生産者は、 
次年度もＥＯＤに取り組む意向であった。 

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） 

 
・ほ場内の温度、湿度を均一化させるため、換気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１普及指導センター：２ほ場に拡大し、県内シンビジウム生産者に対し、
農業者研修会の開催を周知する。 

・湿度に注意を置くとともに、農薬の予防散布、葉かき等、基本の栽培管理を徹底
指導し、灰色かび病の発生を抑える。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・開花日・品質調査 
・温湿度調査 

【シンビジウム農家】 
・実証ほ栽培管理 
・開花・燃料の記帳 

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】 
 
・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 
 

【県担当課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反
映 
 

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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１．研修会の開催（１１～３月。４回） 
  出席者：普及指導員、畜産研究所職員、県酪農協職員、コントラクターオペレーター、 

        酪農家 

  講師：畜草研、生研センター。雪印種苗、タカキタ農機。県酪農協 

  内容 ・飼料用トウモロコシの栽培、調製、利用技術に関する研修会(２回) 

      ・飼料用トウモロコシの収穫・調製用機械に関する研修会       

      ・飼料自給率向上を目指すための研修会 

２．先進地調査（１１～３月、４回） 
  出席者： 農業革新支援専門員  

  内容 ・トウモロコシ２期作栽培調査（２回） 
      ・自給飼料活用型ＴＭＲセンターに関する情報交換会 

      ・トウモロコシサイレージの流通と現状と課題調査 

３．品種比較試験（畜産研究所、夏播き６品種） 

 

２作目の生育期間を確保し乾物率２５％以上にするには８月上旬に播種すること
が必要がある。そのためには１作目は７月下旬に収穫しなければならない。４月上
旬に播種して７月下旬に安定して黄熟期に到達する早生品種の選定が課題とな
る。 

また河川敷草地における雑草対策はトウモロコシの安定栽培において対応策の
確立が急がれる。 

飼料自給率向上のためのサイレージ用トウモロコシ２期作栽培体系の確立 

＝徳島県＝ 

【事業の実施方針】 
飼料の半分が穀実で配合飼料の使用量の低減が可能となり飼料自給率が図られる十分に登熟しサイレージ
調製に適した水分含量での収穫調製ができるトウモロコシの２期作栽培体系の確立を図り県下全域への普及
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） 

 
１作目に極早生品種を４月上旬に播種して７月下旬に収穫し、２作目に晩生品種を８月上
旬に播種すると、２作とも乾物率が２５％以上となり排汁等による栄養損失が少ないサイ
レージ原料を生産できる。九州沖縄農業研究センター２０１０年の成果情報より。 

【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      ：５．５ ha 
平成２８年度（目標年）： １５ha 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・トウモロコシの２作目播種は８月上旬に播種すると乾物収量、ＴＤＮ収量とも高収
量が得られる。 
 

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作目早生品種の品種の検討。 
・播種時期の早期化の検討。    
・土壌処理と茎葉処理を組み合わせた雑草防除体系の検討。 
・トウモロコシ圃場における雑草の調査、検討。 
・トウモロコシサイレージの発酵品質向上への取組。 
・自給飼料の生産費調査と生産費低減への取組。 
・飼料自給率向上への取り組みへの検討。 
 
 
 
                                    

次年度に向けた課題への対応方策 
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【鉄コーティング種子加工講習会】 
 水稲栽培農家、ＪＡ、農機具メーカー職員に加工技術を指導 
【講習会の開催 】 
栽培方法の全体を説明 
【先進地バス視察】 
 ・鉄コーティング先進地視察 香川県 
 ・飼料用米視察  高知県 
【先進地視察】 
 ・富山県、秋田県、山形県など先進地を視察し情報収集 
【鉄コーティング成績発表会】 
 ・展示ほ成績の検討・次年度の取り組みを検討 
 

・水管理が難しいため、講習会などを通して指導していく必要がある 
・農機具メーカーなどの職員の技術力アップを図り 

水稲直播き鉄コーティング技術を導入した飼料用米栽培の普及      

                                          ＝徳島県＝ 

【事業の実施方針】 
(独)農研機構近畿中国四国農業研究センターが開発した鉄コーティング技術を、飼料用米に導入し作業の省

力化と低コスト化を図り、飼料用米の安定供給を図る。し積極的に展示ほ等を設置して推進しているため、農
機メーカーと協力して。鉄コーティング技術の普及を図る。 

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） 

水稲の籾に鉄コーティング加工し、湛水直まきを行う技術。農家の労働力配
分や経営コスト削減を目指す 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：   ５ｈａ 
平成２４年度      ：  ２.８ｈａ 
平成２８年度（目標年）：  ３０ｈａ 

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 

展示ほのまとめ 
・４カ所で移植栽培と同等の収量や品質が認められた 
・５カ所で収量が低く、評価が悪かった 
・１カ所はは種後に発芽が悪く、栽培を中止 
○は種後の水管理に技術が必要であり、発芽や生育不良を起こすほ場が多かっ   
  た。 
鉄コーティング技術の推進 
・各種講習会などを通して、鉄コーティング技術の普及を行った 
 

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） 

次年度に向けた課題への対応方策 

・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・農業研究所 
・農業研究所、果樹研究所 
・全農・農機具メーカー 

    水稲農家       畜産農家 

飼料
用米 

栽培指導 

農研機構 近
畿中国四国農
業研究セン
ター 

 
 
 
 
・水管理が難しいため、講習会などを通して指導していく必要がある 
・農機具メーカーなどの職員の技術力アップを図り、関係機関の体制を強化する 
・新しい技術であるため、普及するのに時間が必要 

・この技術の実施面積を把握する方法は講習会などで農家から直接聞き取りをし
ているため、実態の把握が難しい 

・２５年度から備蓄米の導入により、飼料用米と競合するため、飼料用米の長所を 
 ＰＲする必要がある 
・農機具メーカーとの連携を取り、情報交換を上手に行う。 
・先進地の視察や交流を行い、技術を習得を図る 
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・茶刈り機の収穫により、刈り取ったタデ藍の品 
 質の向上が課題。 
・麦のリビングマルチは，タデ藍と肥料の競合 
 の可能性があるので、検証及び対応策の検 
 討が必要。 
・麦のリビングマルチは，タデの収穫時に麦の 
 混入があるため，タデの一番刈り時に麦が枯 
 れているよう，麦の播種時期等を検討すること 
 が必要。 

 
 
・近中四農研など関係機関と連携し，タデ藍の 
 品質向上に向け，茶刈り機の刈り取り位置の 
 調整に向けた検討を行う。 
・麦のリビングマルチの播種時期及び肥料管理 
 の適正化を検討する。 
・実証ほにおいて改良された技術を周知する。 

 
・立性品種「千本」は機械収穫に適 
 した。 
・シソ刈り機と大麦若葉刈り取り機 
 による収穫試験の結果、一部で茶 
 刈り機による収穫が普及した。 
 しかし、藍師運営圃場では、茶刈り 
 機による収穫は適さず他の収穫機 
 の模索が必要。 
・麦のリビングマルチは、抑草効果 
 が認められた。 
 

 
 ① 機械収穫に適する立性品種「千本」（徳島農研）、②茶刈り機によるタデ藍収穫（徳
島県）、シソ刈り機（（独）近中四農研）等の他作物収穫機の活用、③麦のリビングマルチ
（（独）東北農研）による除草作業の省力化 

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） 

 
 
【現地実証および検討会 ４回（７月から１１月）】 
 普及指導員、藍師、農業者を参集し、収穫試験・現地検討を行った。 
【技術導入による分析評価および成果発表会 １回 （２月）】 
 藍師、農業者、染色関連業者、普及指導員を参集し、成果発表会を実施した。また、そ 
 の中で、有識者による講演を行った。 
【実証ほ設置 ３ヶ所（７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 ４回（１０月、１１月、１２月、３月）】 
 青森県、東北農研、武庫川女子大、生研機構において、産地調査、先進技術調査を実 
 施した。 

収穫機を活用した阿波タデ藍の省力栽培体系の確立                                         

                                        ＝徳島県＝ 
【事業の実施方針】 

  阿波藍は徳島の伝統工芸で、染色原料は工芸作物のタデ藍から生産される。しかし、収穫と除草に多大な
労力を要するため、近年、栽培面積が減少しつつある。よって、開発された機械収穫に適する品種「千本」の
活用と他作物収穫機の流用により収穫作業の省力化を図る。併せて、麦のリビングマルチにより除草作業の
省力化を図る。最終的には、タデ藍の省力栽培体系を構築し、阿波タデ藍の生産振興に資する。 

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】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：         ０ｈａ 
平成２４年度      ：    ０．４ｈａ 
平成２８年度（目標年）：     ５ｈａ 

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】 
・高度支援センター農業専門革新員（総括、総合調整、 
 実演会の開催 
・各農業支援センター（展示圃の管理、各種検討会の 
 参加、調査補助） 
・農業研究部門（品種に関する色素分析、省力作業 
 体系の検討、現地実証に関する助言） 

【協力農家】 
・実証圃の管理 
・普及性の高い技術体系 
 の構築のための助言 

【外部有識者】 
・東北農研、武庫川 
 女子大等 
 

連携 

連携 

助言 

【近中四農研】 
・適合機の判定 
・作業機の改良 
・作業性評価 

技術協力 

【機械メーカー】 
・機械の持ち込み、収穫 
 試験への協力 
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・２４年度の結果をふまえ、高温障害を回避するための田植時期の設定、肥培管理技
術、栽植密度、いもち病を中心とした病害虫防除体系等について、検討を行う。 
・「おいでまい」栽培しおりを作成したが、試験年数が浅いため、さらにデータを蓄積し
て技術内容の検証を行い、栽培マニュアルを作成し、農家への周知を行う。 
・２４年度の「おいでまい」の外観品質が良好であったことから、生産意欲が向上して栽
培面積が増加する予定である。このため、本年度設置する実証ほについては、これま
での技術課題への対応を行うこととあわせて、モデル水田として周辺農家への波及効
果も狙っていく。 

 
 

・１２ヶ所すべての実証ほで１等米が確保されたが、平成２４年の登熟期の気温が極高
温でなかったため、年次変動の確認が必要である。 
・実証ほの１ヶ所で葉いもちから穂いもちへの移行が見られた。いもち病常発地帯では
確認防除が必要であり、適正な肥培管理技術とあわせて検討する必要がある。 
・強い中干し等の水管理を行った実証ほで収量が低下したことから、「おいでまい」は
従来品種より適正な水管理が要求されると考えられる。この実証ほの収量データを除
けば、「おいでまい」の７ヶ所平均収量は「ヒノヒカリ」対比101%となる。 

高温登熟性に優れた水稲新品種「おいでまい」の普及に向けた実証 

                                          ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年の温暖化傾向により水稲の品質低下が懸念されており、特に平野部水田が多い本県では登熟期の高温によ
る影響が大きく、１等米比率の低下が大きな問題となっている。このような中、香川県農業試験場で「ヒノヒカリ」より
も高温登熟性の高い「おいでまい」が育成されたため、県下への普及を図る。 

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） 

 
 香川県農業試 験場において、2002年に「あわみのり」と「ほほえみ」を人工交配し、2010年

に「おいでまい」が育成された。「おいでまい」は高温条件下でも登熟性に優れるため、県産米
の品質向上が期待できる。 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：10ha 
平成２４年度      ：２８ha 
平成２８年度（目標年）：1500ha 

 
 
【現地検討会３回（８月、９月、１１月）】 
 農業革新支援専門員が中心となって県農業生産流通課や 
県農協が指導班を組み、各普及センター管内１２ヶ所の実証 
ほにおいて、普及指導員や農業者とともに穂肥施用時およ 
び成熟時に現地検討を行った。その後、農業試験場において 
収量品質調査（１１月）を行った。 
【先進地視察３回（９月、１１月）】 

 農業革新支援専門員及び普及指導員が高温登熟性水稲品種の育成実績および高温障害
に関する研究を行っている試験研究機関への先進地視察を実施した。 

【成績検討会１回（１１月）】 農業革新支援専門員、普及指導員、県農業生産流通課、県農協
が参集し、実証ほの成績について検討を行い、栽培基準の策定を行った。 

【農業者に対する研修会】 農業革新支援専門員及び普及指導員が本年度の「おいでまい」
生産者（１月）および次年度の栽培予定者（２月）に対して、栽培方法についての説明を行った。 

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７ヶ所において、「おいでまい」を「ヒノヒ 
カリ」と比較検討した結果、収量は６％低かった 
が、検査等級がすべて１等であり、整粒歩合が 
高く、タンパク含有率が低い結果となり、外観品 
質、食味ともに良好であった。 
・実証ほ５ヶ所において、「おいでまい」の病害虫 

防除体系を確立するため、箱処理剤の検討を行った結果、「ビルダープリンスグレータ
ム粒剤」が有効であった。 

・実証ほに取り組んだ農業者１２人はすべて作付面積を増やして次年度も「おいでま
い」生産に取り組む予定である。 

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 

おいでまいとヒノヒカリの比較(7ヶ所平均)

おいでまい ヒノヒカリ

収量kg/10a 453 484

検査等級 1.7 3.1

1等米比率％ 100 57

整粒歩合％ 90.5 81.2

タンパク％ 7.6 8.1

※等級は1:1等上,2:1等中,3:1等下,4:2等上

香川県
 農業経営課(革新支援専門員)

 農業改良普及センター
(事業計画の作成・運営、関係機
関との調整、実証ほの運営と調

査を行った)

香川県農業試験場
(実証ほの実施について技術
支援、情報提供を行った)

香川県農協
(検討会へ参画
し、生産販売方
針へ反映させた)

連携

高温登熟性に優れた水稲新品種「おいでまい」の県下への普及

技術提供、連携

　　　香川県
農業生産流通課
(検討会へ参画
し、振興方針に反
映させた)

連携
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・施肥量、肥料の種類等について検討が必要である。 
・生産者により秀品率、Ｌ球以上率、２Ｌ級以上率にバラツキが見られた。 
・下級品を活用した「レタスキムチ」の色合いが悪く、試作品での検討を行う必要がある。 

レタスビッグベイン病抵抗性品種「ウインターパワー」を核とした 

                総合的な防除体系の実証等による普及 ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
本県では、抵抗性品種を中心としたレタスビッグベイン病防除対策を講じているが、依然として拡大し収益に影響を及ぼしている。 

このようなことから、汚染度の高い圃場に対する本病の防除対策として、抵抗性品種「ウインターパワー」を核とした総合防除体
系と品種にあった栽培管理技術の確立に向けた実証と下級品の加工に取組み、生産者の所得向上を図る。 

 

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） 

 
「ウインターパワー」は、レタスビッグベイン病にかかりにくく、発病してもその時期が遅れるため、発病程度が低くなる。
しかし、レタスビッグベイン病は、この品種導入だけは防止できない。また、この品種は草勢が強いため下位級品の
発生が多くなる場合がある。このようなことから、この品種を核とした総合防除体系と品種にあった栽培管理技術を確
立することによりレタスビッグベイン病の被害が軽減でき、収量が向上するとともに下位級品の活用により所得向上
を図ることができる。（2012年に(独)近畿中国四国農業研究センター、兵庫県立農林水産技術総合センター、香川県農業試験場の共同研究で育成） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末現在） 
抵抗性品種「ウインターパワー」を核とした総合的な管理技術導入農家数 
  平成２３年度（基準年度）： ０戸 
  平成２４年度       ：２２戸 
  平成２８年度：      ：３０戸 

 
 
 【実証ほ設置事前打合せ及び検討会 ７回（６～９月）】 
中讃地域と西讃地域において地域にあわせた実証ほ設置に向けて農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、
農協担当者、農業試験場担当者、近畿中国四国農業研究センター担当者、農業生産流通課担当者等と事前打合せ
や検討を行った。 
 【実証ほの設置 （２普及指導センター：２９ほ場（１０～１１月）】 
 【現地検討会開催 ２回（１、２月）】 
   各地域で普及指導員、農協担当者、生産者等が出席し、実証ほで現地検討。 
 【発病県調査 ２回（１２月）】 
   発病が確認されている静岡県と千葉県の防除対策等について普及指導員による調査を実施。 
 【香川県と兵庫県の生産者意見交換会 １回（１月）】 
   発病が確認されている兵庫県において香川県生産者が試験場、普及センター、農協、生産者の取組みを視察し
兵庫県の生産者と意見交換を実施した。 
 【下級品の活用 １品「レタスキムチ」試作（１～３月）】 
 【成績検討会１回（３月）】 
   生産者と関係者が出席し、実証ほの調査結果、発生県調査等について報告し、生産者が栽培の状況、問題点
等について意見交換し、今後の取り組みについて検討、「レタスキムチ」の紹介、アンケート実施。 

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 

 
 

・「ウンターパワー」は草勢が強いことから、窒素量による品質への影響と緩効性肥料の利用の
可能性について調査した結果、１０ａ当たり３０ｋｇを超えると秀品率が低くなる傾向で、２０～３０
ｋｇ程度が秀品率が良かった。緩効性肥料試験では、秀品率が慣行肥料より１０％高かった。 
・秀品率は平均６４．３％であった。 
・下級品を活用し「レタスキムチ」を試作しアンケートを実施した。辛さ、香り、うまみについては
ちょうど良いとの意見が多かった（８０％以上）が、色について 
悪いという意見が多かった（約５０％）。 
・２４年度は、２２戸の生産者が実証を実施した。次年度も 
実証への協力の意向である。 

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） 

 
  
・今年度の実証試験の結果を分析し、秀品率、Ｌ級以上率、２Ｌ級以上率等を向上するために次
年度に向けて、施肥量、定植時期、温度管理等の栽培方法等について検討する。 
・中讃地域と西讃地域において地域にあわせた実証ほを設置し、この品種を防除対策の核とし
た総合防除体系と品種にあった栽培管理技術の確立に向けて実証を引き続き実施する。 
・下級品を活用した「レタスキムチ」についてより良い加工品になるよう検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 
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図２　ﾄﾝﾈﾙ被覆時期と秀品率
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図３　窒素施用量と秀品率
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【（独）近畿中国四国農業研究センター】

・現地実証に係る助言

連携

【２普及指導センター】

・実証ほの運営管理

・収量・品質等調査等

【香川県農協】
・実証ほの運営
協力
・各種検討会へ
の参画

栽培管理指導
実証データ調査 【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

・関係機関との調整

【香川県農業試験場】

・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

・現地実証に係る助言

【協力農家】

・実証ほ栽培管理等

【香川県農業

生産流通課】

・各種検討会

への参画

・生産振興方
針への反映

【香川県立笠田

高等学校】

・加工品検討、
開発

試作品提供

アンケート実施

現地実証に係る協
力

現地実証に係る助言、
協力

現地実証に係る助言

実証データ提供

秀品率 L以上率2L以上率

平均 64.3 75.9 48.8

最高 100.0 100.0 100.0

最低 14.3 0.0 0.0
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