
・本格的な栽培管理が始まる定植から誘引開始までの初期管理における無巻ひ
げ性の省力性を重視していなかったため、正確に把握できなかった。 

・２主力産地のうち１地区での実証ほ設置ができなかったため、次年度に新たに実
証ほを設置する必要がある。 

・現地における栽培特性が不明であったため初期生育が不十分な事例が見られ
た。 

・栽培期間を通して天候が安定していたので、曇雨天時の落蕾や生育等の反応が
確認できなかった。 

無巻ひげ性スイートピー「ムジカ」シリーズの普及・定着 

＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
労働時間が多く、労働コスト削減のために省力化が課題であるスイートピーにおいて巻ひげの除去作業が省
力できる「ムジカ」シリーズの普及・定着を図り、スイートピー経営の安定を図る。 

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が２００７年から２０１０年にかけて、スイートピーの省力化を目的
に巻ひげがない形質を持つ品種「ムジカ」シリーズを育成した。 
（２０１２年以降も新しい花色の品種を作出しシリーズを揃えている） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：6.5％（農家導入率） 
平成２４年度      ：28.9％ 
平成２８年度（目標年）：５０％ 

【品種導入・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、農業試験場 
を参集し、品種導入及び実証ほ設置についての検討を実施。 
【実証ほ設置（３普及センター：４ほ場）（８月） 】 
【栽培現地検討会開催３回（１、２月）】 
 普及指導員、農業試験場研究員が出席し、４箇所の実証ほで    研修会の様子 
現地検討。 
【農業者等研修会（３月）】 
 県内のスイートピー生産者を対象に「ムジカ」シリーズについての栽培研修会を実施。 
【導入効果の分析・評価（３月）】 

 普及指導員、農業試験場研究員が出席し、品種導入の効果について分析・評価を行っ
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 

 
 

・導入されたムジカシリーズのうち「ムジカラベンダー」の落蕾発生が少なく、収量
性が高いことが明らかとなった。 

・実証ほ設置農家からは無巻ひげ性品種による全体的な管理作業の省力効果を
実感している意見が出ていた。 

・次年度の品種選定にあたって「ムジカ」シリーズを導入方針を示す地域が増加し
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） 

・定植から誘引までの初期管理における省力性を把握する。 
 
・次年度は主力産地での普及に向け、新たな地区において実証ほを設置する。 
 
・品種特性の把握と生育ステージ毎の適切な栽培管理を実施する。 
 
・経年での実証を行い、天候不順時の落蕾発生や生育等の反応を確認する。 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【西臼杵支庁・各農林振興局】 
・実証ほの運営管理 
・各種調査 

現地実証に係る助言 
情報提供 

【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 

【ＪＡ宮崎経済連、各ＪＡ等】 
・市場評価等の情報提供 
・産地での指導協力 
 

【県農業試験場】 
・各種検討会への参画 
・各種情報の提供 
 

実証ほ運営の助言 
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・乳酸発酵焼酎粕の貯蔵タンクや配送車タンク内を定期的に洗浄消毒しないと、 酢酸や酪酸な 
 どの有機酸が増え、保存性が低下した。 
・麦焼酎粕は粗タンパク質含量が高いため、大豆粕等のタンパク質含量が高い飼料との併用は 
 避けるなど、飼料設計を行うことが重要である。  
・発酵乳酸焼酎粕の有機酸分析やｐH測定を定期的に行い、安全生を確保する必要がある。 
・焼酎粕は液体であるため、給与に労力を要する。 
・ゆず残さの飼料化技術については、バンカーサイロを用い、効率的な機械作業化による良質 
 な「ゆず残さサイレージ」を調製することができた。また肉用繁殖雌牛に給与することで飼料の 
 コスト低減につながることも示されたことから、事業終了とする。 

地域エコフィードを活用した飼料化技術及び給与技術の確立 

                                         ＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 畜産経営において飼料代は生産費の大部分を占めるため、低コストで高品質な飼料の確保は経営を行う上
で重要である。そこで、食品副産物など未利用資源を飼料化することで、今後の本県畜産経営の安定的発展
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） 

 
・ ２００８年に宮崎県畜産試験場と宮崎県食品開発センターの共同研究により、焼酎粕の  
 肉用牛への飼料化のため、乳酸菌添加による焼酎粕保存技術を開発 
・２０１０年に宮崎県畜産試験場が、ゆず残さの飼料化のため、ゆず残さと粗飼料混合に 
 よるサイレージ化技術を開発。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：30戸 
平成２４年度      ：３６戸 
平成２８年度（目標年）：70戸 

 
【事業検討会２回（８月、１０月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、畜産試験場、食品開発センターを参集し、事業方針
や、モデル農家、調査項目・手法等を決定。 
【焼酎粕保存実証、給与（９－２月）】 

 県内２地域において、焼酎粕の保存実証及び繁殖雌牛への給与を実施。 北諸地域１戸、西臼杵地域
５戸。 
【ゆず残さサイレージ調製、給与（１０－２月）】 
 ゆず残さのサイレージ調製と繁殖雌牛への給与を実施。 児湯地域３戸。 
【農業者等研修会（２月） 】農業者、関係機関を参集し、研修会を実施。 

【先進地視察２回（２月）】 農業革新支援専門員が普及指導員を参集し、焼酎粕の飼料化は長崎県壱
岐市において、ゆず残さの飼料化は愛媛県松山市において先進地研修を実施。 
【事業実績検討会（分析・評価 ２回）（２月）】 

 普及指導員、畜産試験場、食品開発センターを参集し、今年度の課題の整理と次年度に向けた調査
内容を検討。 

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 

 
・麦焼酎粕は芋焼酎粕に比べ粗蛋白質 含量が高い。 
・麦焼酎粕を再加熱後（８０℃以上）、乳酸菌、廃糖蜜を 
 添加することで３日程度の 保存が可能である。 
・肉用繁殖雌牛の給与では麦焼酎粕の 嗜好性は良く、 
 麦焼酎粕５㍑が配合飼料４００ｇに相当する栄養価が 
 ある。 
・乳酸発酵した麦焼酎粕を給与することで、１日２１．５ 
 円／頭の飼料費の削減が示された。 
・ゆず残さ：飼料イネ：フスマを９０：９：１の割合で混合 
 させ、水分７５％とし、バンカーサイロに詰めることで良質なサイレージを調製することができた。 
・ゆず残さサイレージの生産費はTDN1kg当たり32.3円でトウモロコシサイレージの51円と比較すると 
 低コストでの生産が可能である。 

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） 

 
・焼酎粕の省力的給与方法について検討する。 
 （液体焼酎粕を水中ポンプで、パイプをとおして飼槽に直接注ぎ込む給与法） 
・貯蔵タンクや配送車タンクの効率的な消毒法及び消毒期間の間隔について検討 
 する。 
・麦焼酎粕を給与した場合の飼料設計を行い、肉用繁殖雌牛への給与により健康 
 状や生産性に問題がないことを血液性状や日々の観察において確認する。 
・乳酸発酵麦焼酎粕の品質の評価（有機酸分析、ｐH）を定期的に実施する。 
・焼酎粕保存・給与マニュアル作成のための各種データ収集を行う。 

・ゆず残さ飼料化については、サイレージ調製から給与まで体系が確立できたこと
から実証完了とする。 

次年度に向けた課題への対応方策 
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・地域により、越冬後の発芽率や萌芽率に違いが見られた。 
・２回刈りが１回刈りより収量が少なく、２回刈りを行う場合の収穫適期を特定する  
 必要がある。 
・飼料用サトウキビを給与する場合の給与設計を行う必要がある。 

宮崎県における飼料用サトウキビの栽培適応性及び給与技術の確立 

                                         ＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年、輸入飼料の高騰高止まりにより、輸入飼料に依存する畜産経営は厳しい状況となっている。畜産経営
の安定的な発展を図る上で、自給飼料の増産確保は重要な課題である、そこで収量が多く、また栽培管理に
も比較的手がかからない飼料用サトウキビの本県における栽培適応性を明らかにし、飼料用サトウキビを用
いた給与技術を確立する。 

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） 

 
九州沖縄農業研究センターが、種子島試験地において収量性に優れた新たな飼料作物
として飼料用サトウキビを開発し、２００６年に育種登録した。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：１０ａ 
平成２４年度      ：４７．５ａ 
平成２８年度（目標年）：３００ａ 

 
【事業検討会１回（８月）】 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、畜産試験
場、農業大学校を参集し、事業方針や、モデル農家、調査項目・手法等を決定。 
【飼料用サトウキビ栽培実証、給与（１１－２月）】 
 ・飼料用サトウキビの新規植え付けを県内１０カ所において実施。 
 ・飼料用サトウキビの給与実証を６戸の農家で実施。 
【現地検討会（８月）、農業者等研修会（１１月） 】農業者、関係機関を参集し実施。 

【先進地視察（１月）】 農業革新支援専門員が普及指導員を参集し、鹿児島県徳之島町
において先進地研修を実施。 
【事業実績検討会（分析・評価 ２月）】 
 普及指導員、畜産試験場、食品開発センターを参集し、今年度の課題の整理と次年度 
 に向けた調査内容を検討。 

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 

 
・県内の沿岸部、内陸部においては栽培が 
 可能である。 
・リビングマルチなどの越冬対策の実施で 
 越冬性が向上する。 
・飼料用サトウキビの高収量性を確認できた。 
・サイレージ、青刈りいずれでも繁殖雌牛への 
 給与が可能で、その嗜好性は良好である。 
・既存の機械を利用することで、植え付け溝を効率良く掘ることができた。 

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） 

 
 
・イタリアンライグラス等の冬作飼料作物でマルチを行う、リビングマルチを実施す 
 ることで、霜が直接、飼料用サトウキビの株に当たらないなどの防霜効果により、 
 翌春の発芽率の向上を図る。 
・防草シートによる雑草防除の実証。 
・栽培地点の気温ならびに地温の測定による、栽培適地及び栽培限界値の特定。 
・飼料用サトウキビ給与による健康状態、生産性に問題がないことを、血液性状や  
 日々の観察で確認する。 
・飼料用サトウキビ栽培・調製・給与マニュアル作成のための各種データの積み上 
 げ。 

次年度に向けた課題への対応方策 
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①ダイバ法は、診断に要する時間が短い長所があるが、診断者の技量によっては、  
判定が難しい。 
②ダイバ法で反応しにくいウイルスがあり、一部は更に改良が必要。 

③土壌伝染ウイルス対策技術は、ウイルス未発生ほ場における実証では説得力
が弱いため発生ほ場で実証を繰り返す必要がある。土壌ウイルス発生ほ場は予
測できないため、技術修得・波及及び展示のスケジュール化が難しい。 
 

野菜花き類のウイルス病早期診断技術と総合対策技術の普及 

＝宮崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 野菜・花きは多種類のウイルスの発生により、大きな経済的被害を受けている。「発生予防対策」としての光
反射資材等物理的防除資材の展示、「早期診断によるまん延防止対策」としての天敵利用技術の研修と早期
診断体制の整備、「再発予防対策」としての作物残さ分解技術の実証展示を行い、技術の移転と普及を図る。 

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） 

 
①植物ウイルス病を短時間で診断できるダイバ法（宮崎総農試：平成１９年度） 
②作物残さ分解・伝染環遮断による土壌ウイルス対策技術（宮崎総農試：平成２３年） 
③生物農薬及び各種資材を用いた虫媒ウイルス対策技術（宮崎県：平成２３年） 
 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末現在） 
平成２３年度（基準年）： １ha   診断体制   ０カ所 
平成２４年度      ： 3.1ha  診断体制  ４カ所   
平成２８年度（目標年）：１０ha   診断体制１０カ所 

 
 
①県内８農改センターのうち４普及センターに安定してウイルス診断ができる体制を整備。 
②全農改センターの野菜花き担当者に、ウイルス診断研修を実施し、技術移転。 
③各農改センターは、ウイルス診断を開始。 
④各農改によるウイルス媒介虫対策技術研修において、技術の分析・評価を実施。 
⑤県立農業大学校内に光反射資材を展示。 
 

新技術の内容 

24年度事業の取組内容 

 
 
                 ①ウイルス早期診断体制は、８農改センター２駐在所  
                   のうち、４センターで確立した。 
                 ②土壌伝染ウイルス対策は４カ所で実施し、平成２４   
                   年度末までは期待どおりの状態を維持し、評判は 
                   良い。 
                 ③虫媒ウイルス総合対策は、県事業で２．１ｈａ希望 
                   されるなど波及しており、その他市町村事業にも採 
                   用されるなど評判は良い。 

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） 

 
 

①未整備地区のうち、更に４農改センターの体制を整備し、診断機会を増やすとと
もに、技術移転研修を行うことで、診断者の技量向上を図る。 
 

②ダイバ法で反応しにくいウイルスについては、総合農業試験場で技術改良を行
う。 
 

③土壌伝染ウイルスが発生したほ場には直ちに技術移転を行い、技術の波及を
図るとともに、すでに実施した展示圃の情報を共有し、技術修得を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

宮崎県 

営農支援課 
農業革新支援専門員 

（全体調整） 

総合農業試験場 

（技術改良・試薬調整
配布・技術指導） 

技
術
提
供 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

西臼杵支庁・各農林振興局        地域園芸振興組織 
（農業改良普及センター）       ウイルス診断・対策の実施 

連携 

連携 

コーディネート 
 
 

ＪＡ経済連 
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市町村等関係機関 
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・施肥量を，全施肥量の30%減肥としたが，併せて農家慣行に近い追肥・培土まで考  
え，基肥の減肥＋追肥とする実証区も必要であった。 
・畦形状がやや高いことと，畦幅65cmの場合，トラクタとのマッチングが悪かった。 
・1ほ場で菌核病が発生したため，最終的に減収となった。 
・地力に応じた減肥割合の検討が必要であった。 
 
 

肥料を大幅に削減できる露地野菜向け部分施肥技術の確立と普及 

＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
農林水産省が「農業新技術２００９」に選定した「肥料を大幅に削減できる露地野菜向け部分施肥技術」は，施肥量
の削減によるコスト低減と施肥作業の機械化による省力化が図られる技術であり，県内で比較的大規模なキャベツ
産地を中心に県域全体への普及を図る。 

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） 

 
うねたて作業と同時に，肥料をうね中央部に限定して施用する技術で，施肥量の削減に
よるコスト低減と施肥作業の機械化による省力化が図られる。 
（2009年に農研機構，東北農業研究センター，中央農業総合研究センター，井関農機株
式会社が開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  0ha 
平成２４年度      ：  １ha 
平成２８年度（目標年）：  50ha 

【部分施肥技術導入検討会開催（２回）（８～９月） 】 
【実証ほ設置（３箇所）（９月）】 
【部分施肥技術検討会開催１０回（１０月～２月）】 
 農業革新支援専門員、普及指導員等が出席し，検討会を実施。 
【部分施肥技術農業者等研修会（１箇所）（１１月）】 
 農業革新支援専門員等が出席し，研修会を実施。 
【導入効果の分析・評価（２回）（１２､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 

・収量は，実証区30%減肥，50%減肥でも慣行区 
 に比べ，増収傾向にあり，収穫時期も早まる傾 
向が見られた。 
【実証農家の意見】 
・慣行区に比べ，収量品質に差が無く，減肥がで 
 きる。 
 畦形状について，もう少し低くできないか。 
・雑草の発生は，若干少ない。 
・機械導入には，共同利用や他作目での検討が必要。 

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） 

・全施肥量の30％減肥等を検討する上で，施肥体系として，農家慣行に近い基肥減
肥＋追肥での実証も検討する。 
・畦形状の高さ等についても検討を行う。 
・地力の窒素に応じた施肥量（減肥量）の検討を行う。 
 

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 

【実証農家】 
・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 

【中央農研センター】 
・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 
 

【農業開発総合セン
ター・大隅支場】 
生産環境研究部門 
・各種検討会への参画 
・技術的助言 
 

調査項目等の助言 

実証技術に係る助言 
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・株出しで株割機を用いない場合の施肥体系と分施で用いる際の追肥時期を検討す
る必要がある。 
・品種の違いにより肥料の効果が異なる他，台風の影響もみられたため，年次変動を
踏まえた継続した検討が必要である。 
・最も効果的な肥効調節型肥料のタイプの検討が必要である。 

・さとうきび産地全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。 
 

サトウキビの春植－株出体系における肥効調節型肥料の施肥法の 

確立と普及                          ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
  鹿児島県のさとうきび栽培において肥効調節型肥料を用いた施肥技術により，追肥回数の削減と管理作業の省
力化が図られるとともに，生育に応じた効率的な養分吸収による収量の増加が可能であり，この技術の普及・定着
を推進し，さとうきび生産農家の所得向上と経営安定を図り，さとうきびを生産する全離島地域への普及を推進する。 

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） 

 
春植－株出体系において，溶出日数が140日タイプの肥効調節型肥料を用いることで，生育
に応じた効率的な養分吸収が図られ，施肥回数低減・減肥が可能となるとともに，収量増加
が図られる。（2002年に鹿児島県農業試験場徳之島支場が開発） 
※民間企業との連携により新技術実施に必要な肥料の製品化・量産体制が整備された。 
                              
 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：８ha 
平成２４年度      ：２５ha 
平成２８年度（目標年）：８００ha 

 
【肥効調節型肥料の施肥技術導入検討会の開催３回（11月，２月） 】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県経済連、農業開発総合センターを参集
し、実証ほの課題を検討。 
【実証ほ設置（５箇所（４～６月）※補助対象外】 

 ５島（種子島，奄美大島，喜界島，徳之島，沖                                
永良部島）で実証ほを設置。 
【肥効調節型肥料の施肥技術導入現地検討会 
  ８回（１０～３月）】 
 農業革新支援専門員、普及指導員、県経済連 
が出席し，現地検討会を実施。 
【導入効果の分析・評価２回（１１月，２～３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 

 
・局所施肥により一発施肥が可能となり， 
追肥の省力化が図られた。 
・春植え，株出しのいずれの栽培型でも 
実証区の生育は良好で，慣行区に比べ 

て増収した。 
・省力・増収対策技術として大規模経営 

農家の関心が高く，次年度から取り組む 
農家が増える見込み。 

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） 

 
・肥効調節型肥料の溶出量をシミュレーションにより，さとうきび生育に効果的な施肥
体系（追肥時期と追肥量）を検討する。 
・肥効調節型肥料のタイプ別の溶出率を調査し，さとうきび生育に合った肥効調節型
肥料を検討する。（県農業開発総合センターで次年度の試験予定） 

・次年度は、さとうきび産地全域への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置地区以外
にも実証ほ設置を大型製糖工場がある全島６島（４普及指導センター）に拡大し、現地
検討会を開催し，普及推進を図る。 

・本技術の波及を図るため、適切な使用方法を含めてパンフレットを作成し、配布する。
（補助対象外） 

次年度に向けた課題への対応方策 

【４普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 

【実証農家】 
・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 

【鹿児島県農業開発総
合センター】 
・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 
 

【県環境協会】 
・各種検討会への参画 
 

【県経済連肥料農薬
課】 
・新肥料の開発，普及 
・各種検討会への参画 
 

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 

肥効調節型肥料による増収効果
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