
・通常栽培での単年度での多収穫技術にはめどがついたが、連年多収が可能か
実証を重ねて行く必要がある。 
 
・法人間や品種ごとで品質にバラツキがあり、品質適合率の向上が必要である。 
・ドリンク専用荒茶工場を建設し、平成25年度から稼働するが、作期分散技術の
確立を図る。 
 

   ドリンク茶専用茶園栽培管理技術の確立と普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
大分県では平成18年からドリンク茶の原料の生産を開始しており、多収穫品種を中心に作期分散や、各品種
の特性をいかした栽培方法の確立を図り、(株)伊藤園と連携し技術の実証・展示、マニュアルの作成を通じて
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） 

 
多収穫品種の作期分散、栽培技術（２０１０年に大分県農林水産研究指導センターで開
発。）一番茶目標生葉収量1,000kｇ、二番茶700kg、三番茶300kg合計2，000kg/10aを一
定の品質（繊維質、窒素成分等分析値並びに外観・内室審査）を確保しつつ、達成。 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 2月末現在） 
平成２３年度（基準年）：40戸、78ha、71t、合格率49% 
平成２４年度（実績）  ：30戸、101ha、121t、合格率42% 
平成２８年度（目標年）： 40戸、150ha、400t,合格率80% 

【実証ほ設置検討会１回（２月）】 
 農業革新支援専門員、試験研究、伊藤園とが中心となり、 
調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（1カ所）（４～３月） 】 
【現地検討会（多収栽培技術農業者等研修会）開催２回（１２、２月）】 
 ドリンク茶を出荷する法人等で成果検討を行った。 
【先進地視察２回（１月，2月）】 
 農業革新支援専門員が長崎県においてドリンク茶工場の 
先進事例調査を実施。 
【成績検討会（導入効果の分析・評価）（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した。 

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 

 
 
 
 
 
・実証的には年間生葉収量２ｔは達成でき、品質も合格できた。 

・実証圃外の通常栽培圃場でも、目標収量、品質の確保が必要。引き続き栽培を
行う 
・産地によって合格率に差があった 
 
 
 
 
 
 
 
  

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） 

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 
・各種検討会の開催 
・関係組織との調整 

【試験機関】 
・技術提供 
・成分分析実施 
 

 
  (株)伊藤園 
     農業技術部 

県内産地 
 

広域普及指導員による
技術の普及・定着 

実証協力 
技術提供 

技術協力 

・単年度の多収穫技術は実証できたが、次年度も多収穫が達成できるようドリ
ンク茶栽培マニュアルを実証し検証していく。 
・法人ごとに合格率差がある要因がなにかを調査・検証していく。 
・次年度は、作期分散のための実証圃を現地に設置し、荒茶工場の効率的運
営を行い、実需が求める品質・収量を実証していく。 
 

 H23  H24  H25 

専用産地  38.6%  37.3%  50% 

既存産地  63.1%  51.9%  70% 

計  49.1%  41.5%  60% 
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・窒素含有量６％以上の茶戸数について産地ごと差が見られた。 
・23年に比較し24年の窒素含有率６％以上戸数が減った原因も含めて窒素６％未

満の生産者で被覆資材・被覆期間・摘採日にどの程度差があったかの調査が未
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
の実証ほ設置地区で生産戸数を増やす必要がある。 
・産地ごとに選別方法に差があった。・品質差が産地ごとにあった。 

おおいた統一ブランド茶技術の確立と普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
大分県では平成20年から23年にかけて被覆栽培茶栽培技術を開発し、これをおおいた統一ブランド茶「おおい
た茶グリーン」の栽培技術で推進している。そこで平成24年度から県内主要産地を中心に面積拡大と取り組み
生産者戸数増加を図る。 

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） 

                新芽の生育中、茶園を遮光資材で被覆し、一定期間光を遮っ
て育てる技術で、大分県では遮光資材や被覆日数が地域別にどのように行えば旨み成
分である窒素が６％以上になるか現地実証で検証し被覆したお茶すべて６％以上となる
ことを目的とする。鮮緑色と独特の芳香やまろやかな旨味や甘味のある茶になる。（２０１
１年に大分県農林水産研究指導センターで開発。） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ２月末現在） 
平成２３年度（基準年）：２９戸 
平成２４年度      ： ２３戸 
平成２８年度（目標年）：  ４３戸 

【実証ほ設置検討会１回（６月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、試験場と実証ほ設置農家、 
調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（３普及指導センター：５ほ場）（１０月） 】 
【現地検討会開催２回（１２、２月）】 
 おおいた茶グリーン推進協議会により、５箇所で実証ほ設置し成果検討を行った。 
【先進地視察２回（１月，2月）】 
 農業革新支援専門員が静岡県において被覆栽培先進地視察を実施。 
 鹿児島県において普及指導員による被覆栽培先進地研修を実施。 
【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した。 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・窒素６％以上の合格品を 
生産する生産者の割合が 
被覆栽培者全体の４６％ 
程度であったが２５年産も 
引き続き被覆栽培を行う 
意向であった。 
・県内5地区で実証圃を設置し、 
地区別に合格率に差があった。 

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） 

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 
・各種検討会の開催 
・関係組織との調整 

【試験機関】 
・技術提供 
・成分分析実施 
 

【連携 おおいた茶
グリーン推進協議
会】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

県内産地 
 

広域普及指導員による
技術の普及・定着 

実証協力 技術提供 

技術協力 

・窒素含有量６％とするため、産地ごとに試験場の開発技術をどの程度実践し
ているか調査検討する（県農業試験場においては、分析およびかく項目と窒
素含有量の相関関係を調査する）。 
・２４年度事業終了後から２５年度の事業着手の間も県独自で調査を継続し、
被覆栽培面積の拡大と調査を実施する。 
・次年度は、県域への面積拡大に向け、県内全域で、加工も含めた現地検討
会の開催を周知し実施する。 
・選別方法を統一するため、仕上げ選別もマニュアル化する。 
・産地ごとに合格率差がある要因がなにかを調査する。 
 

【連携 振興局】 
・生産者への技術指導
支援 
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・分娩監視の誤報の多い家畜個体や冬季の気温低下により膣内の挿入センサー
が外気に触れ、駆けつけ（破水）誤報が多発する等、対応に苦慮するケースが散
見される。 
・農場主の監視作業の省力化については効果が大きい。 

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

次世代センシングを用いた分娩監視技術の確立と普及 

                                  ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年、大分県では肉用牛繁殖経営の規模拡大が進み、家畜個体当たりの飼養管理時間が削減されることに
より、疾病や分娩事故等による生産性の低下を招いている。課題の解決のため、次世代センシングを用いた
家畜生体情報監視技術の現地実証及び県域への普及・定着に取り組み、肉用牛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） 

 
 膣内に体温センサーを留置し、そのデータを無線送信、インターネットを用いて監視す
る技術で、疾病や分娩事故の減少による生産性の向上や監視作業の省力化が図られる
技術である。（２００５年に大分県畜産試験場・産業科学技術センタｰと民間と共同研究に
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）：０戸 
平成２４年度      ：４戸 
平成２８年度（目標年）：１０戸 

 
【実証展示農場設置等検討会１回（１２月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、畜産研究部、家保、民間を参集し、実
証展示農場、調査項目・手法等を決定。 
【実証展示農場設置（２カ所）（１２月） 】 
【現地検討会開催２回（３月）】 
   ２箇所の実証農場で、次世代センシング導入後のメリ 
ットや改善ポイントについて、現地で検討。 
【先進地視察１回（１月）】 
 先進地である宮崎県・鹿児島県を視察し、次世代セン 
シングの導入によるメリット・デメリット等を調査。 
【成績検討会（２回）（２、３月）】 
 検討会出席者により、今年度の調査項目の整理と次 
年度に向けた推進方策を検討。 

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 

 
・３月末現在で、技術導入農場は４カ所 
へ増加した。 
・監視技術の予知について、家畜個体 
毎に通報に変化があることがわかった。 
・技術導入に関する聞き取りで、分娩介 
助や初生子牛に対する飼養管理に立ち 
会うことが可能になり生産性が向上した 
とのコメントが多かった。 

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） 

 
 

・次年度は、県域への技術普及に向け、今年度の実証展示農場設置地区以外に
も実証展示設置を３振興局：３農場に拡大し、大規模肉用牛経営者に対し、現地
検討会の開催を行う。 
 
・分娩監視の誤報について、その原因と対策を検討する。 
 

・県内の大規模肉用牛経営者に本技術の興味を持ってもらうため、技術資料を作
成し、配布する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

4 
7 

10 

新技術導入農場数 

24年 25年予定 26年予定 
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・新技術の導入により枝肉重量は増加する傾向が見られるものの、肥育期間は概
ね２０か月間であるので、導入効果を正しく判断するには継続した調査が必要で
ある。 

・新技術の導入による肉質改善効果については明らかではないので、調査を行う
必要がある。 

「とよのくに一本化体系」技術による肥育牛飼養管理の普及・定着 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 大分県の肉用牛肥育経営体の収益性向上による肉用牛産地としての活性化に向けて、個別巡回や肥育経
営者の集団組織に対する研修会などを通じて、新しい肥育技術体系を紹介し、実証展示農場を設けて本技術
の県域への普及・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） 

 
 肥育素牛（子牛）の導入時から出荷までの全期間を１種類の濃厚飼料で飼養管理する
技術で、枝肉重量が増加するとともに、作業の省力化が可能となる技術である。 
（２０１０年に大分県農林水産研究指導センター畜産研究部が開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：２戸 
平成２４年度      ：７戸 
平成２８年度（目標年）： ８戸 

 
 
【実証展示農場の設置（５農場）（１２月）】 
【実証展示農場での飼養状況確認及び定期体重測定２５回（１２～３月）】 

 新技術の導入効果を確認するため、農業革新支援専門員が中心となり飼養状況や体
重測定などの調査を実施。 
【技術導入検討会１５回（１２～３月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、ＪＡ等関係団体を参集し、５箇所の実
証展示農場で現地検討。 
【導入実績成績分析検討会１回（３月）】  

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員を参集し、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 

 
 
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） 

 
 

・引き続き実証展示農場において飼養状況確認や定期体重測定を実施することに
より、飼料効率の検証を行い、新技術による枝肉重量の増加効果を明らかにする。 
 
・枝肉成績を分析し、新技術による肉質改善効果について検証する。 
 

・経営体毎に導入する素牛のランクが異なるので、経営形態に応じたマニュアルを
作成する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

400  
420  
440  
460  
480  
500  

導入前 導入後 

枝肉重量（kg） 

0  
20  
40  
60  
80  

100  

導入前 導入後 

枝肉重量450kg以上率（％） 

・新技術の導入により枝肉重量は増加し、枝肉重量が450kgを超える牛の割合も
高くなった。 
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・地床栽培においては、収量は目標収量を達成することができたが、収穫中期以 降の  
  果実が小玉果となり、Ｓ玉果の発生割合が６７％と多かった。栽培管理としてかん水、  
  施肥管理技術が不十分であった｡ 
・低標高地での栽培では、定植苗が年明け採苗の若苗であったことから、出蕾にバラ 
   ツキがみられ、果実もＳ玉の発生割合が８５％とほとんどが小玉果であった。また、 
  新たな害虫として、ルリマルノミハムシによる食害等の被害がみられた。 
 
 

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

夏秋いちご「みやざきなつはるか」の安定生産技術 

の確立と産地拡大                    ＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
  宮崎県総合農業試験場において、優れた特性を持つ四季成りいちご「みやざきなつはるか」が育成され、中山間
地域における高収益品目として位置づけされているが、安定生産技術や低コスト栽培技術及び低標高地での栽培
実証に取り組むことにより栽培技術体系の確立と県域での普及・定着を進める。 

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） 

 
・「みやざきなつはるか」は平成19年度に宮崎県総合農業試験場が育成した四季成り（夏秋）
いちごの品種である。宮崎県内では平成13年度から夏秋いちご栽培に取り組まれているが、

これまでの主力品種は、種苗コストが高く、食味や秀品率も低かったことから、宮崎の気象条
件等に適した高品質で収量性の安定した宮崎オリジナル品種を育成した。 
 
                                                 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：1.0ha 
平成２４年度      ：0.9ha 
平成２８年度（目標年）：3.0ha 

 
【実証ほ設置検討会１回（７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、町村、 ＪＡ

で構成する「儲かる夏秋いちご産地育成プロジェクトチーム」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普及指導センター：３ほ場）（７月） 】 
【現地検討会開催４回（８、９、１１月）】 
  儲かる夏秋いちご産地育成プロジェクトチーム及び実証ほ設置農家が出席し、３箇所の実
証ほで現地検討会を開催。 
【先進産地調査研修１回（７、１１月）】 
  農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し青森県、岩手県及び広島県の先進産地
において普及指導員、生産農家等による調査研修を実施。 
【成績検討会（分析・評価：１回）（１月）】 
  儲かる夏秋いちご産地育成プロジェクトチームにより、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 

 
・地床での栽培実証では、１０ａ当たり収量換算で１．５ｔを上げることができた。 
・低標高地での栽培実証では、 １０ａ当たり収量換算で１．１ｔの収量であった。 
 
    地床栽培実証                                低標高地で 

                                             の栽培実証      

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） 

 
・地床栽培では、Ｍ玉果以上の割合を高めるため、かん水、肥培管理の技術につ い 
   て検討する。 
・低標高地での栽培では、９～１０月の適期採苗による健苗育成について検討 を行う  
   とともに、専用ハウスによる栽培実証により栽培管理技術及び害虫対策について検 
   討する。 
・高温期の収量低下対策として、電照処理による花成誘導について検討を行う。 
・実証ほにおいて、県内全生産者を対象とした、現地検討会及び研修会を開催し、 
  本技術の周知と栽培技術向上を図る。 
・新規産地の育成に向け、実証ほにおいて興味を示す農業者を対象とした現地検 
   討会を開催する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【３普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・温湿度等ハウス内環境調査 

栽培管理指導 
実証データ調査 

【夏秋いちご栽培農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

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 

【県総合農業試験場】 
・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 
 

【県野菜担当課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 
【県営農振興協議会】 
・各種検討会への参画  
・現地情報等の提供 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

現地情報等の提供 
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・作物の頭上からの専用ダクトによる施用であったが、換気後のガスの拡散による 
  炭酸ガス濃度の低下やムラが見られた。 
・各品目とも炭酸ガス濃度１０００ｐｐｍで日の出前から１２：００までの施用としたが 
  品目によっては、換気時間が長く、施用コストが大きくなった。 
・炭酸ガス濃度が高いほ場については、施用効果が判然としないため、事前の濃 
  度調査を実施する必要がある。 
・効率的かつ効果的な炭酸ガス施用を行うための、施用時間、濃度、施用方法に  
  ついてさらに検討していく必要がある。 
 

果菜類の炭酸ガス施用による安定多収技術の 

確立と普及                              ＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
  本県では、冬春期の促成栽培によるきゅうり、ピーマン、トマト等の果菜類が主要品目となっているが、厳寒
期の草勢低下による収量・品質低下を軽減し、更なる単収向上ため、炭酸ガス施用技術の現地実証及び県
域への普及に取り組み、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） 

 
  宮崎県総合農業試験場で平成１９年度から２１年度にかけて試験研究に取り組まれ、

きゅうり、ピーマン、トマト、ミニトマト、いちご等の果菜類において、厳寒期の炭酸ガス施
用により１０～１５％程度の増収効果が得られた。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：  ３.０ha 
平成２４年度      ：  ５.５ha 
平成２８年度（目標年）：３０.0ha 

 
【実証ほ設置検討会１回（８月）】 
   農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県野菜担当課、農業試験場、ＪＡ経
済連を参集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（２普及指導センター：４ほ場）（１１月） 】 
【現地検討会開催４回（１２、１、２、３月）】 
   実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置ＪＡトマト部会代表者が出席し、４箇所の実
証ほで現地検討。 
【先進地産地調査１回（２月）】 
   農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、県において農業試験場、普及指導
員による先進地産地調査を実施。 
【成績検討会（分析・評価：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 

 
・大玉トマトは３月上旬までの実績で、試験区は対照区と比較して９％増収し、着    
  果負担による石果の発生も減少した。 
・ミニトマトは２月末までの実績で、試験区で１５％の増収がみられた。 
・いちごは２月末までで、試験区で１５％の増収がみられ、糖度についても期間を 
  とおして０．５  ～１度高くなった。 
・カラーピーマンは、摘心栽培であり着果負担が大きく、着果周期も長いことから 
  炭酸ガス施用による効果は確認できなかった。また、施用前のハウス内の炭酸  
  ガス濃度が２０００ｐｐｍと高かったことも一因となった。 

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、炭酸ガス濃度を均一化させるため、局所施用専用ダクト  
  の設置場所について検討する。 
・炭酸ガス施用効果が高いとされるきゅうり等の品目での検討が必要である。 
・炭酸ガスの作物への吸収効率を高めるための施用時間、濃度をはじめ施設内 
   の環境調節技術を併せて検討していく。 
・炭酸ガス施用技術としてかん水、施肥量について検討する。 
・県内各産地の施設内炭酸ガス濃度の測定により、生産者への炭酸ガス施用の 
  必要性を理解してもらうとともに、本技術について研修会を開催するなど施用効 
  果についての周知を図る。 

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 
・収量・品質調査 
・炭酸ガス濃度等環境調査 

【果菜類栽培農家】 
・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 

調査項目等の助言 

【県総合農業試験場】 
・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 
 

【県野菜担当課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

現地実証に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

【県営農振興協議会】 
・各種検討会への参画 
・・現地情報等の提供 
 
 

実証技術に係る助言 
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