
 
・現地実証結果では、ウイルスの発生を抑えることができており，現場で普及でき   

る技術であることを確認できた。なお，米ぬかは購入にコストを要し、また，地域に
よっては入手困難な場合もあるので、米ぬかの代替有機物として牛糞堆肥につい
ても検討する必要がある。 
・当該ウイルス（PMMoV）は、発生している地域では危機意識が高いが、発生のな

い産地では危機意識が低いので、引き続き本病害の重要性と対策技術について
周知を図る必要がある。 

ピーマンのウイルス病に対する防除体系の確立と普及 

                                        ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年，臭化メチルの全廃に伴い，ピーマンのウイルス病PMMoVの被害拡大が懸念されている。そのため，県
農業開発総合センターが開発した防除対策技術の現地実証を実施し，ピーマン産地の活性化と生産農家の
所得向上を図り，県域全体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） 

 
 栽培終了時に土壌中のウイルス濃度を測定し，汚染度合いに応じて，米ぬか等の分解
促進資材により作物残さ腐熟を促進し，ウイルスの密度を低下させる技術で、ウイルス
減少による収量増加等が図られる。（平成18～23年に本県農業開発総合センターで開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末） 
平成２３年度（基準年）：0.3ha 
平成２４年度      ：0.3ha 
平成２８年度（目標年）：７０ha 

 
【防除体系導入検討会の開催１回（１２月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農家のリーダー等を参集し、実証ほ
設置農家、調査項目・手法等について検討。 
【実証ほ設置（１箇所）（１１月） 】 
【防除体系現地検討会３回（１１、１、２月）】 
 普及指導員、関係機関等が出席し、実証ほ等で現地検討 
【防除体系等農業者研修会（２箇所）（１、２月）】 
 ピーマン農家等を対象に、ウイルス（PMMoV）農の特徴と対策について説明。                                                                           
【導入効果の分析・評価（２～３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 

 
・実証ほは、収穫後、全株ほ場外に持                                
出し、米ぬかを200kg/10a散布し、収穫 
残さの腐熟促進を図った。その結果、 
土壌中のウイルス濃度は、0.36以下と 
なり、定植後もウイルスの発生は皆無で 
あった。 
・実証農家は、この対策技術の効果を十 

分認識し、ウイルス病が発生しなかった                            
ことを高く評価している。                                    

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） 

 
・米ぬかの入手困難な場合を想定して、米ぬかの代替有機物として牛ふん堆肥の
腐熟促進効果についても検討する。 
・地域によっては、昨年度ウイルス（ PMMoV）の被害発生が大きな課題となってい
るので、実証ほを増設して、取り組む。 
・危機意識の醸成の為に、当該ウイルス（PMMoV）の特徴と対策技術について、
研修会を開催し、 生産農家等に対し周知を図る。 

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・品質調査等 
 

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   
への対応等 
 

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への対応等 

土壌中のPMMoV濃度の推移
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【実証農家】 
・実証ほ栽培管理 
・病害等発生確認 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証データ提供 
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・疫病防除のための薬剤散布に際しては，現在の新技術防除体系より､さらに省力化
を図り､散布効果が高められないか散布方法の検討していくことも必要である。 
 ・疫病対策防除体系の普及拡大には，受委託組織による取り組みが効果的であるが，

水源，受託組織の構築，費用等の課題について，地域の実情に応じた対応が必要で
ある。 
・そうか病の防除効果を高めるには，土壌改善に加え，種いも生産時点からの対策を
実施することが重要で，特に種いも増殖ほでの防除対策を検討する必要がある。 
 

ばれいしょのそうか病、疫病等に対する防除体系の確立と普及                             

                                      ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
 鹿児島県のばれいしょ栽培において疫病，そうか病対策の環境負荷低減防除技術及び効率的防除体系技術によ
り、そうか病や疫病等の被害の減少による収量増加と品質向上を図ることが可能であり、ばれいしょ生産農家の所
得向上と経営安定を図り、県域全体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） 

 
１ そうか病対策：土壌消毒として太陽熱消毒、米ぬかの土壌混和処理や米ぬかを加えた太陽熱消毒 
により病原菌の密度を低下させる技術の確立（平成17～21年鹿児島県農業開発総合ｾﾝﾀｰ）。          
２ 疫病対策：生育、発病程度や降雨量に応じた薬剤散布体系技術の確立（平成22年長崎県農林技術
開発ｾﾝﾀｰ，鹿児島県農業開発総合ｾﾝﾀｰ） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末） 
平成２３年度（基準年）：10ha 
平成２４年度      ：20ha 
平成２８年度（目標年）：1,000ha 

 
【実証ほ設置（３箇所）（１１～１２月） 】 
 ３産地（大隅，徳之島，沖永良部島）で実証ほを設置。 
【防除体系導入検討会開催２回（１１，３月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農業開発総合センターを参集し、実証ほ
の課題，普及方策等を検討。 
【防除体系現地検討会開催７回（１１月～２月）】 
 農業革新支援専門員、普及指導員、が出席し 
，現地検討会等を実施。 
【防除体系農業者研修会（１箇所）（１２月）】 
 生産者リーダーにそうか病，疫病対策研修を実施 
【技術導入成績の検討（２～３月）】 
 実証ほの概況検討、種いも増殖にかかる課題 
の分析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 

 
・疫病の薬剤防除体系（新農薬体系）により，生育中 
（３月上旬）の疫病発生はなかった。 

・当該新技術の実施に際して、防風対策，土壌改善な                   
どを組み合わせることで，疫病，そうか病とも効果が                    
上がることが確認できた。 
・当該新技術の普及に際して、防除の受委託システム    
 を導入することで，本技術の普及拡大が促進できる。 

・当該新技術に対して、農家の関心は高く，次年度から取り組む農家が増える見込み   
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） 

 
・疫病対策の効果を上げるには，地域ごとの発生状況の把握が重要であり，作型，時 
期別の気象条件等を含めた発生状況を検討する必要がある。 

・疫病対策を普及する方策の一つとして，防除体系の受委託拡大を図ることが必要で
ある。 

・そうか病発生には，ほ場の土壌条件が密接に関与しており，栽培履歴の把握，土壌
診断に基づく改善方策等を組み合わせた総合的な対策について検討する。 
・そうか病対策では，種いも増殖ほでの防除対策も検討する。 
・本技術の波及を図るため、産地等において，生産者への研修，指導等を図る。 

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 
・病害等発生状況調査 

【実証農家】 
・実証ほ栽培管理 
・病害等発生確認 

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 
・産地の普及指導員への情報
提供，指導 

【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 
 

【産地の普及指導員
等】 
・情報，成果等を活用し
た産地での普及活動 
 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 
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・当該新防霜技術は、散水時間（散水量）が慣行の防霜技術よりも大幅に短い（少
ない）ことから、防霜効果について問合せが多く、新技術の周知が必要である。 

・当該新防霜技術の精度を上げるために各ほ場ごとに最も温度の低い地点の把
握が必要である。 

・局温の下がりやすい地域では、散水時に施設に凍結等の被害が懸念されること
が普及の妨げとなっているため、各種対策を講ずる必要がある。（寒冷地域での
現地調査で各種対策技術を取得した。） 

畑かんを活用した茶の新芽に凍霜害が発生しない温度域で氷温を制御する節水型防

霜技術及びクワシロカイガラムシの防除技術の確立と普及        ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
 茶芽に被害のでない温度域で制御する自動散水制御装置を用いて、防霜可能面積を飛躍的に拡大するとと
もに、難防除害虫であるクワシロカイガラムシをスプリンクラーにより防除することで、畑かん施設の有効活用
とともに環境にやさしい防除の推進を図り､県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） 

 
 茶芽に凍霜害が発生しない温度域で氷温をコントローラーで制御する節水型防霜技術
や難防除害虫（クワシロカイガラムシ）をスプリンクラーで防除する技術で環境にやさしい
防除の推進が図られる。（平成23年度 県農業開発総合センター茶業部により開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：380ha 
平成２８年度（目標年）：700ha 

 
【技術導入検討会７回（１０、１、３月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農業開発総合センター等を参集し、
実証ほ等の課題等を検討。 
【実証ほ設置（３箇所）（６月） 】 
【現地検討会開催６回（１１～３月）】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、農業開発総合センター等を参集し、実証
ほ等で現地検討。 
【防除体系農業者研修会開催（１箇所）（３月）】 
 農業革新支援専門員が、農業者及び技術員等の関係者に対し、研修会を実施。 
【導入効果の分析評価（３月）】 

 農業革新専門員及び県農業開発総合センター茶業部等の担当者により、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 

 
・無防霜では葉温が－６℃まで低下した                          
状況で、氷結後はほぼ０℃を維持できた。 

・コントローラを活用した間断散水につい                           
ても検討した結果、防霜は可能であった。 

・水量について、一般的な防霜方法と比                               
較して、７６％の削減を達成できた。 

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） 

 
・当該新防霜技術の周知を図るために、各種検討会等の機会に周知を図るととも
に、導入可能な地域を拡大できないか検討する。 

・ほ場の温度把握については，熱画像カメラによる把握も検討する必要がある。
（補助対象外） 

・寒冷地域で取得した各種対策技術を活かして、これまで対策が進まなかった地
域への導入についても検討する。 

・当該新防霜技術の精度を高めるために機器メーカーに対してセンサーの感度等
をさらに向上できないか要請する。（補助対象外） 

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 
 

【機器メーカー】 
・機器の提供 

【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 

【県農業開発総合セン  
ター等】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題   
への対応等 
 

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対応等 

【実証農家】 
・実証ほ栽培管理 
・霜害の確認等 

機器の提供等 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証データ提供 
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・導入費用が高いため、当該装置の普及に当たっては費用対効果を含めた周知
が必要である。 

・機械装置の利用価値を高めるために現在，県内に発生が問題になっているチャ
トゲコナジラミに対する吸引除去による防除を計画したが、単年では効果について
判断が難しいため、再度、防除方法を含め検討が必要である。 

・薬剤の付着効果が高いため、難防除害虫等の防除にも活用できる可能性があ
る。 

サイクロン式異物除去装置を用いた茶の病害虫の防除技術の確立と普及 

＝鹿児島県＝         

【事業の実施方針】 
 サイクロン式異物除去装置を使用することで、農薬を使用せずにダニ類や炭疽病等の病害虫防除ができる
ことから、この技術を用いて、化学農薬による環境負荷の低減や生産資材費の削減によるコスト削減を図り、
県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） 

 
 サイクロン式吸引洗浄装置で、茶株面を複数回処理することで、炭疽病やダニ類など
の病害虫防除効果が認められる技術で、化学農薬の大幅な使用削減による環境にやさ
しい防除の推進が可能となる。（平成23年度に県農業開発総合センター茶業部が開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：    １ha 
平成２４年度      ：  ３０ha 
平成２８年度（目標年）：１５０ha 

 
【技術導入検討会３回（８～９月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、農業開発総合センター等の関係者を招集し、導入
に当たっての課題や効果等について検討。 
【実証ほ設置（３箇所）（８～１０月） 】 
【現地検討会開催６回（１０～１１月､１～３月）】 

 農業革新支援専門員、普及指導員、農業開発総合センター茶業部等が出席し、現地検
討会を実施。 
【防除体系農業者等研修会開催（１箇所）】 
 農業革新支援専門員が、農業者及び技術員等の関係者に対し、研修会を実施。 
【導入効果の分析・評価（２回）（１０～１１月、３月）】 

 農業革新専門員及び農業開発総合センター茶業部等により、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 

 
・高圧風による葉層内部への付着に 
ついては、他の乗用型機械取付用 
ノズル、高圧10頭口散布ノズルに 
よる散布と比較して付着程度が高か 
った。 

・チャトゲコナジラミ幼虫の吸引除去                             
については、葉層上部の葉について                            
回収されていた。（吸引による成虫の                            
減少については、判然としなかった。）                                                                              

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） 

 
・当該装置の普及に当たって、機械の効果及び利用場面について、広く関係者に
周知する必要があるため、現地検討会等を通じ、周知を図る。 

・県内で問題になっているチャトゲコナジラミに対する吸引防除については、関係
者の関心も高く当該装置の普及上でも重要であるため、再度調査検討を実施する。 

・当該装置は、対象病害虫の吸引防除以外についても火山灰の吸引や草木、落 
葉等の除去について、有効利用の範囲は広く、普及を図る上でも併せて周知が必
要である。（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 
 

【機械メーカー】 
・機械装置の提供 

【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 
への対応等 
 

【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対応等 

【実証農家】 
・実証ほ栽培管理 
・病害の確認等 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証データ提供 
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１ キク 

 ・キクの主栽培方式である露地栽培や簡易平張栽培は、気象の影響を受けやす
いため、単年度での判断は難しく、継続して実証調査する必要がある。 
２ ユリ 

 ・実証調査する中で、一部、暖地適応性等の生態的特性や形態的特性等の品
種特性が十分に発揮されない場合や生育不良（蕾が枯死する現象）を来す場合
があり，新品種の普及をする上で、要因分析し、対策を図る必要がある。 

スプレーギク及びテッポウユリの新品種の普及 

                                       ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
 鹿児島県農業開発総合センター育成のスプレーギク及びテッポウユリは、現在の栽培品種に比べ、暖地栽
培適応性等の生態的特性や新規性（形態的特性）で優れ、商品性が高いことから、販売単価の向上を図るこ
とが可能であり、花き産地の活性化と生産農家の所得向上を経営安定を図り、県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） 

 
 本県農業開発総合センターが開発した秋スプレーギクの「モゼシリーズ（2009～2010年）」、夏秋スプ
レーギクの「サザンシリーズ（2008～2009年）」、テッポウユリの「ホルンシリーズ（2002年、2007年）」は、
暖地栽培適応性や新規性に優れ、商品性が高いことから、販売単価の向上を図ることが可能である。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：  ６ha（キク５ha、ユリ１ha） 
平成２４年度      ：１０ha（キク９ha、ユリ１ha） 
平成２８年度（目標年）：６０ha（キク５０ha、ユリ１０ha） 

 
【新品種導入検討会開催：キク２回（８～１０月）、ユリ３回（８～１０月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県開発総合センター等を参集し、実
証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置：キク２箇所（１０月）､ユリ３箇所（１０月）】 
【新品種現地検討会開催：キク２回（１２、２月）、ユリ２回（１０、１２月）】 
 農業革新専門員、普及指導員、実証農家等が出席し、現地検討。 
【新品種導入農業者等研修会：キク１回（３月）、ユリ２回（１２、２月）】 
 農業革新支援専門員、普及指導員等が新品種導入農業者に対し、研修会を実施。 
【導入効果の分析・評価：キク１回（３月）、ユリ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 キク 

 ・現地検討会、研修会等で新品種の特性を周知した                  
結果、県育成品種栽培農家が増加した（４ha） 
 
２ ユリ 

 ・現地検討会、研修会等で新品種の特性を周知した                  
結果、 県育成品種の栽培を検討する動きが出ている。 
・普及を推進するため、一部の品種については栽培マニ 
ュアルを策定し，推進している。 

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 キク 

 ・引き続き、栽培実証を継続し、栽培適応性について分析の評価・評価を行うとと
もに現地検討会、研修会の開催を通じて、新品種の周知を図る。 

 ・併せて､新品種の評価（主力市場）等も把握し､普及推進に資する（補助対象 
外） 
２ ユリ 

 ・一部､品種特性が十分に発揮されていない問題については､実証ほの調査で書
品種特性に関係する栽培環境等について調査し､要因分析し､対策を検討する。 

 ・一部､生育不良（蕾が枯死する現象）を来す問題については､薬剤処理等の対
策技術を県農業開発総合センターと連携の上､実施する。                           

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 
 

【実証農家】 
・実証ほ栽培管理 
・生育の確認等 

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 

【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
への対応等 
 

【花き育苗機関】 
・新品種苗の提供 
 

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対応等 
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・収穫までいたっていないので，一連の工程の経営試算が出来ていない。 

・現在，実証中の作型より，さらに低コスト化（作業時間軽減）に向けた実証ほを設
置する必要がある。 

黒穂病抵抗性を有する飼料用サトウキビ「しまのうしえ」の奄美以南地域への普
及                                       ＝鹿児島県＝ 

【事業の実施方針】 
 （独）農研機構九州沖縄農業研究センターが育成した飼料用サトウキビ品種「しまのうしえ」は、奄美以南の基幹飼
料作物であるローズグラスの約２倍の収量がある品種であり、この品種が飼料作物として奄美以南に普及すること
で、飼料畑不足の解消及び低コスト粗飼料生産による肉用牛の増頭，畜産農家の所得向上を図る。 

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） 

 
 黒穂病抵抗性を有する新品種飼料用さとうきび「しまのうしえ」が種苗登録され、新品種を普
及することにより，飼料不足の解消，低コスト粗飼料生産が可能となる。             
（ ２０１１年 （独）農研機構九州沖縄農業研究センターの研究により種苗登録） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）： ０ha 
平成２４年度      ： ６ha 
平成２８年度（目標年）：３０ha 

 
【新品種導入検討会の開催１回（８月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、対象農家を参集し、粗飼料の確保状況や
「しまのうしえ」の栽培計画等を調査・検討し，「しまのうしえの」実証圃設置を決定した。 
【実証ほ設置（１箇所）（１０月） 】 
 「しまのうしえ」の実証圃の設置・作業時間調査 
【現地検討会開催２回（１０、１２月）】 
 第1回現地検討会出席者16名，作業時間検討 
 第2回現地検討会出席者37名，生育，生産費検討 
【導入効果の分析・評価（１～３月）】 
 行政機関、研究機関を参集し，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 

 
・「しまのうしえ」を初めて栽培し，収穫まで 
至っていないが，発育進度等の確認がで 
きた。 
・経営試算に用いる作業時間や物財費の 
データ収集ができた。 
・実証ほによりしまのうしえの生育を確認し 
管理作業を初体験したことにより，現地検 
討会に出席した生産者から管理の効率化に 
資する意見が出されるようになった。 

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） 

 
・収穫までの栽培技術の確認を行うために、第１回収量調査及び収穫作業確認を行う。 
・生産費を算出するために、管理作業，収穫作業の時間調査を行う。 

・次年度は、他地域への新品種導入普及に向け、現地検討会を他地域にも呼びかけ
て開催する。 
・現地検討会で効率化に向けた意見を多くの人からたくさん収集するために昨年度2
回であったが，今年度は4回開催する。 
・低コスト化に向けた作型を確認するため，実証ほを１ヶ所増設する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・実証ほ対象農家との連絡
調整 

【徳之島町TMRｾﾝﾀｰ】 
・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 
・実証ほの調査・まとめ 
・各種検討会の開催 
・関係組織との調整 

【(独)農研機構九州沖縄】 
・実証技術に係る助言 
 

【県畜産試験場】 
・各種検討会への参画 
・新技術の提供 

運営等の助言 
実証データ提供 

技術に係る助言・提供 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

技術に係る助言・提供 

データフィードバック 
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