
 
・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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【（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

37



 
 
・新しく共同開発された小型キウイフルーツについては、定植後間もないため現在育成
中であり、生育促進のための十分な栽培管理が必要である。 
・「香粋」ではこれまでの溶液授粉技術を利用して授粉を行うと、着果過多となる事例
が多く、授粉時期、程度等について検討する必要がある。 

Tバートンネル等の導入による小型キウイフルーツの省力栽培技術の実証・普
及                                      ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県育成品種である「香粋」及び香川大学と共同開発した「香川UP-キ１号」等５系統について、Ｔバートンネル栽
培技術の県内への迅速な普及を図る。また、キウイフルーツの溶液受粉技術（農業新技術2009）の効果もあわせて
実証する。 

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） 

 
 香粋等の小型のキウイフルーツに適用できる新しい仕立て法で、せん定、新梢管理の大幅
な省力化に有効な技術である。（平成２２年に香川県農業試験場府中果樹研究所が開発）  

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：0.3ha 
平成２４年度      ： １ha 
平成２８年度（目標年）： ３ha 

 

 

【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、農業試験場府中果樹研究所研究員を参
集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【現地検討会開催４回（９、２、３月）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置農家が出席し、 
２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（２月）】 
 福岡県において農業革新支援専門員、普及指導員による 
先進地視察を実施。 
【実証ほ設置（３普及指導センター：２ほ場）（１２、１月） 】 
【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 

 
 
・「香粋」のＴバー・トンネル仕立ては、慣行の平棚仕立てに比べて、糖度がやや低くな
るものの、果実品質の差は小さく樹内の変動についても同等である。 
また、労働の集中するせん定と新梢管理作業の短縮に 
より作業時間が約50％減少することから、現地におけ 
る管理作業の省力仕立て法として有効と考えられた。 
・共同開発品種については現在育成中である。 
・晩霜対策として、Ｔバートンネルをダブルアーチ構造とし、 
ＰＯフィルムによる被覆を行い、温度の推移を調査中である。 

  

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） 

 
 
・新しく共同開発された小型キウイフルーツについては、栽培事例が少なく、適地性や
栽培特性について検討を行う必要がある。 
・小型キウイフルーツにおけるＴバートンネル栽培技術の実証展示及び栽培上の問題
である晩霜害対策について検討する。 
・Ｔバー・トンネル施設の施設費（施工費込み）は、10a当たり約120万円であり、慣行
の平棚の約80万円に比べて高くなり、晩霜対策として、ダブルアーチ構造とした場合
には更にコストアップすることから、経営試算を十分に検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業改良普及セン
ター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質等調査 

【農業団体等】 
香川県農協 

実証等 
協力依
頼 

調査方法
等の助
言・指導 

協力関係・
情報共有 

【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 

【農業試験場府中果樹研究所】 
・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 
・現地実証に係る助言 

連携 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 

【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 

連携 

香川大学 

農学部 

連携 

技術・情報提供 

共同研究 
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・専用カラーチャートは非破壊で収穫期を判断する指標となりうるものの、年次や作型、
果実袋の種類によって変動するため、これらの条件により補正する必要があると思わ
れた。 
・若木では、花穂が発育不良となり品種本来の果房が生産できない事例が発生ており、
この対策についても検討する必要がある。 

専用カラーチャート等を利用したぶどう「シャインマスカット」の高品質生産技術
の実証・普及                                 ＝香川県＝ 

【事業の実施方針】 
 (独)農研機構で開発された「シャインマスカット」（農業新技術2010）について、本県農業試験場府中果樹研究所で
開発した「シャインマスカット」専用の、①熟度や収穫期が判定できるカラーチャート、②生育状況把握が可能なセル
フチェックシート、③商品性の高い果房が生産可能な花穂管理方法の３つの技術体系により、品質の向上を図ると
ともに県内での栽培面積の拡大を図る。  

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） 

 
 
 ぶどう「シャインマスカット」専用の、①熟度や収穫期が判定できるカラーチャート、②生育状
況把握が可能なセルフチェックシート、③商品性の高い果房が生産可能な花穂管理方法。
（平成２２、２３年に香川県農業試験場府中果樹研究所が開発） 

【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）：１２ha 

 

 

【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、香川県農業試験場府中果樹研究所研究
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普及指導センター：５ほ場）（８月） 】 
【現地検討会開催９回（８、９月）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置農業者が出席し、５箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（９月）】 
 島根県において農業革新支援専門員、普及指導員による先進地視察を実施。 
【成績検討会（２回）（１１、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 

 
 
・専用カラーチャート値は糖度との間に一定の相関が認め 
られた。 
・セルフチェックシートを用いることにより、適期に適正な管 
理作業が可能となり、栽培技術の向上が図られた。 
・大房（７００ｇ程度）区は小房（５５０ｇ程度）区に比べ、熟 
期が遅れ、糖度もやや低くなるものの、果粒肥大には差が 
無く、房型が良好で、果皮褐変障害が減少した。 
 
 

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） 

 
 
・今後は生産量が急増し、量販店での販売に対応した一房重500ｇ前後の房が求めら
れることが予想されることから、 省力的に５００ｇ程度（小房）の房が生産可能な栽培技
術についても検討する。 
・セルフチェックシートについては、作型によりやや予 
想日が変動する場合があり、更に検討を行う。 
・着果過多による樹勢低下樹の発生が散見されるため、 
着果制限を徹底するよう指導する。 
・若木については、植調剤の効果的な処理方法につい 
て検討を行う。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業試験場府中果樹研究所】 
・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 
・現地実証に係る助言 

【農業改良普及セター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質等調査 

【農業団体等】 
香川県農協 

実証等 
協力依頼 

調査方法
等の助
言・指導 

協力関係
情報共有 

【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 

連携 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 

【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 

連携 
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・病害虫の発生は気象条件等に左右されるため、発生がなかった園地では、効果
の確認ができなかった。 
・24年度のように生育期間が低温で推移すると、天敵の活動が抑制され、最少登
録量の放飼では、十分な効果が得られない場合がある。 
・タイベックシートは、複数年使用で汚れると、効果が減少する可能性がある。 

・天敵定着までの無防除期間の病害や天敵が捕食しない害虫の発生が、一部の
実証ほ場でみられた。 

環境負荷を軽減した総合防除技術の確立と普及 

＝愛媛県＝ 

【事業の実施方針】  近年、農薬のみでは被害の抑制が困難な病害虫が問題となっているため、愛媛県では、
農業革新支援センターを中心とした県機関が農協等関係団体と連携し、天敵利用技術を用いた施設野菜にお
けるＩＰＭ技術の実証・展示を行い、深刻な難防除害虫に対する有効な天敵利用技術を確立し、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） 

 
天敵の適期放飼と、防虫ネットや粘着シートの設置、天敵に影響の少ない化学農薬の散
布などを組み合わせ、総合的に防除することにより、近年問題化している害虫やそれら
が媒介する病害の発生を抑制する。（九州沖縄農業研究センター等が2011年開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）： １５．４ha 
平成２４年度      ： １７．２ha 
平成２８年度（目標年）： １８．６ha 

【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、農林水産研究所を参集し、実証ほ設
置方法、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（５普及拠点：９ほ場）（８～１１月） 】 
【現地検討会開催１回（１１月）】 
 実証ほ設置検討会出席者と実証ほ設置農家が 
出席し、３か所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察６回（１１～３月）】 
 佐賀、福岡、高知、徳島、香川、東京で普及指導員 
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 

・東予地域の抑制きゅうりでは、黄化えそ病 
の減少により反収が増加し、総合防除区で 
収益性が向上した。 
・中予地域のいちごでは、タイベックシートの 
設置により、アザミウマ類の侵入抑制効果が 
認められた。 
・現地実証農家は、継続して総合防除に取り 
組む意向であり、地域の農家も実証状況に 
高い興味を持っている。 

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） 

 
・さまざまな気象条件下での総合防除の効果を確認するため、継続して実証を実
施する。 

・天敵の登録放飼量には幅があるため、できるだけ効果が高く、経費の安い放飼
量を検討する。 

・本年度設置したタイベックシートを、来年度以降も継続使用し、効果の低下状況
を確認する。 

・天敵放飼前の病害虫防除を徹底するとともに、本年度の病害虫の発生状況をふ
まえて防除計画をたてることにより、効果的に病害虫の発生を抑制する。 

・生産者の本技術への興味をさらに高めるため、講習会等で積極的に実証状況等
を説明するなど、技術のPRに努める。 
 

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 

【５普及拠点】 
・実証ほの運営管理 
・天敵・病害虫発生消長調査 
・収量等調査 

【愛媛県農林水産研究所】 
・各種検討会への参画 
・現地試験への助言 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

実証データ提供 

栽培管理指導 
実証データ調査 

技術協力 

実証協力 
技術協力 

【九州沖縄農研センター、全農えひめなど】
実証技術に係る助言 
 

実証に関する助言など 
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・１１～１２月の多雨による播種遅延と１～２月の低温で、小麦の初期生育が抑制。 

・緩効性肥料は、施肥後の気温や降水量により窒素溶出量が変動するため、窒素溶
出シミュレーションを活用する必要。 
・子実のタンパク質含有率や収量は年次変動が大きく、ほ場の肥沃度の影響も大きい
ことから、葉色診断等の品質､収量の安定化技術が必要。 

・タンパク質含有率や収量向上には、ほ場の排水性向上や雑草の抑制も重要。基本
技術の励行を図る。 
 

パンや中華めん用硬質小麦生産拡大のための新技術導入支援 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 パンや中華めん用の硬質小麦は需要が高く増産が望まれているが、子実のタンパク質含有率が低く収量が尐な
い。そこで、穂揃期追肥や緩効性肥料、尿素葉面散布等の施肥技術を確立し、収量､品質向上と生産面積の拡大を
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） 

 
  
 パン用小麦「ミナミノカオリ」（2004年九州沖縄農業研究センター）、ラーメン用小麦「ラー麦」
（ちくしＷ２号）（2010年福岡県農業総合試験場）、緩効性肥料施肥技術に加え、穂揃期に窒
素5kg施肥技術、尿素による葉面施肥技術（201２年同試験場）。 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 導入面積487ha、タンパク11.3％ 
平成２４年度      ：   〃  2,421ha、 〃  未収穫 
平成２８年度（目標年）：   〃  3,900ha  〃  12.0％ 

 
 
【事業検討会１回（９月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、農業総合試験場、水田農業振興課、ＪＡ全農
ふくれん、肥料メーカー（ジェイカムアグリ）を参集。事業計画と実証ほの設計等を検討。 
【実証ほ設置（７普及指導センター：７ほ場）（１１～１２月）】 
【現地検討会２回（３月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 
【栽培技術農業者等研修会（１０月）】 
 県下全体の生産者研修会において、硬質小麦の硬質小麦の栽培技術を説明。 
【先進地調査１回（８月）】 
 革新支援専門員が中心となり、硬質小麦の先進地の北海道を調査。 
  
 
 

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 

 
 
・「ミナミノカオリ」４か所、「ラー麦」３か所の実証ほを設置。 
・実証内容は、穂揃期追肥（硫安、尿素葉面散布）、緩効性肥料を用いた追肥技術。 
・緩効性肥料は１～２月に追肥を実施。穂揃期追肥は４月に実施予定。 
・６月に収穫し､収量､品質を調査。成績検討会を開催して、施肥効果や普及性を検討。 
 

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） 

 
 

・小麦収穫後に収量､品質調査を行い、農業総合試験場と肥料メーカーの成績と併せ
て検討。技術導入効果と普及性を検討。 
・次年度の実証内容は、農業総合試験場の試験内容と共通化。調査や分析も共同で
実施。 
・硬質小麦の生産実態調査を実施。現地における課題を把握して、地域に適した技術
確立に取り組む。 

・生産者団体（JA全農ふくれん）との連携を強化。麦部会や生産者研修会等で硬質小
麦の栽培技術を迅速に伝達。 
 

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 
・検討会の開催 
・関係組織との調整 

【７普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・生育、収量、品質調査 

【福岡県農業総合試験場】 
【ＪＡ全農ふくれん】 
【肥料メーカー】 
・各種検討会への参画 
・品質分析、課題への対応 
 

【各ＪＡ硬質小麦生産者】 
 ・実証ほ栽培管理 
   ・記帳 【国研究独法】 

・品種特性に係る助言 

現地実証に係る助言 

新たな課題化提案 

品種特性に係る助言 

調査項目
等の助言 

栽培管理指導 
実証ほ調査 

データ提供 
【県水田農業振興課】 
・各種検討会への参画 
・振興方針への反映 
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・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期予察については、積算温度シミュレーション
を活用するため、地域ごとの発生ピーク把握と正確な気温温度情報が必要である。 
・樹幹塗布は、ラップ処理により防除効果が上昇するが、薬剤成分も上昇するため、適
切な処理薬液量の検討が必要。 
・ 「朝倉系」は、｢早秋｣に適した受粉樹として、穂木を確保し、普及を図る。 
・ ２０１２年度は、「早秋」の出荷初期に軟果が問題となった。早期着色果で特に日持
ち性が悪い傾向が見られた。 
 

カキ早生品種「早秋」の生産安定技術 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 カキの早生品種「早秋」は、福岡県において、「西村早生」や「伊豆」の単価低迷に伴い、更新品種として推進して
いるが、出荷量が不安定であるため、品種更新が停滞している 。 結実安定、病害虫対策技術を確立し、収量安定、
および生産量と生産面積の拡大を図る。  

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） 

 
  
 フジコナカイガラムシ対策として、合成性フェロモンを活用した予察技術（2009年福岡県農業
総合試験場）、およびジノテフラン剤樹幹塗付処理技術（2010年同試験場）を活用した、防除
対策の確立。国で開発された「早秋」の結実安定のため、適した受粉樹を選定。 

【成果目標及び達成状況】（H２４．７月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 出荷量117ｔ、面積割合19％ 
平成２４年度      ：  〃  271ｔ、  〃  19％ 
平成２７年度（目標年）：  〃  504ｔ、  〃  49％ 

 
 
【事業検討会２回（８、２月）、実証ほ成績検討会１回（１１月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、園芸振興課、農業総合試験場、ＪＡ全農ふくれ
んを参集。実証ほの設計・成績検討、事業全体の活動計画と実績、次年度計画への反映事
項、などを検討。 
【実証ほ設置（２普及指導センター：4ほ場）（7月）】 
【現地検討会１回（９月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 
【モデル農家育成チーム会議２回（１、３月）および市場調査１回（２月）】 

 事業検討会出席者にＪＡ担当者、部会代表者を加えて、品種毎の振興方針を検討し、部会
へ提案。市場における品種別評価を反映。 
【先進地調査３回（１０、２月）】 

 革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、岐阜県、鳥取県、果樹研究所において普及
指導員による調査を実施。国研究独法が主催する研究会に出席。 
  

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 

 
 
・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期 
予察はおおむね可能と判断。 
・樹幹塗布は、ラップ被覆することで防除 
効果が向上。植物体内の薬剤成分の上昇 
が、防除効果を裏付けた。 
・｢早秋｣に適した受粉樹は、結実率が高く、 
開花期が適する｢朝倉系｣を選定。 
 

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） 

 
 

・合成性フェロモンを活用した幼虫発生期予察については、県内各産地の正確な温度
情報が必要なため、今年度よりも実証ほ設置普及センターを拡大し、より正確な予察
情報の発信を試みる。 
・樹幹塗布は、農薬メーカーと連携し、ラップ処理に適した薬液量を確認する。 
・せん定した受粉樹については、混植率を高めるため高接ぎした受粉樹の着花、生育
状況を把握する。  
・成熟期の着色と日持ち性の関係について現地調査し、流通段階における軟果の発
生防止に取り組む。 
 

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 
・検討会の開催 
・関係組織との調整 

【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・結実率、病害虫被害程度、 
品質調査 

【福岡県農業総合試験場】 
【農薬メーカー】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題への対
応 
 

【ＪＡ全農ふくれん】 
【ＪＡ筑前あさくらカキ部会】  
【ＪＡにじカキ部会】 
 ・実証ほ栽培管理、・記帳 

【国研究独法】 
・品種特性に係る助言 

現地実証に係る助言 

新たな課題化提案 

品種特性に係る助言 

調査項目
等の助言 

栽培管理指導 
実証ほ調査 

データ提供 
【県園芸振興課】 
・各種検討会への参画 
・振興方針への反映 

樹幹塗布方法とﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ被害度
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・カーネーション、ストック（ＥＯＤーＬｉｇｈｔｉｎｇ）では、処理開始・終了時期の検証が必要。 
・アジサイ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、品質の劣化を他の技術で解消できるかが課題。 
・オリエンタルユリ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、コスト削減率を高めるため、EOD処理期間
の延長が課題 
・ガーベラ（ＥＯＤーＨｅａｔｉｎｇ）では、変夜温管理の適正温度・時間帯の検討が必要 

・日中の蓄熱や日照量により効果の差がでる可能性があるため、効果の年次変動を
検証する必要がある。 

ＥＯＤ反応を活用した花き類の省エネルギー型効率的生産技術の普及 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
近年、暖房用燃油の高騰により、経営コスト上昇や低温管理による生育期間の長期化などによる効率性の低下で、
農家経営が悪化しているため、（独）農研機構花き研究所において開発されたＥＯＤ反応を利用した生育調整技術
の現地実証を行い、県内で生産されている品目で技術の導入効果を検討する。 

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） 

 
日没の時間帯(end of day: EOD)から数時間の温度、光環境に着目した変夜温管理あるい
は遠赤色光照射(EOD-FR)処理により、切り花品質の確保と使用燃料の削減および栽培期
間の短縮が可能になる。（農研機構 花き研究所が２０１０年に成果発表） 
 

【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 戸 
平成２４年度      ：    ０ 戸（実証ほのみ） 
平成２８年度（目標年）：  １４０ 戸 

【花き低コスト新技術研修会 1回（８月）】 

（農）花き研究所、島根県の研究員を招いてＥＯＤ反応の技術研修会を実施。普及指導員、農
業総合試験場、関係機関を参集。 
【実証ほ設計検討会 1回（9月）】 
革新支援専門員が普及指導員、農総試研究員を参集し、実証内容、調査項目等を検討。 
【実証ほの設置（8普及センター11カ所）9月～3月】 
【現地検討会の開催 11カ所（2月）】 
革新支援専門員、普及指導員、農総試研究員、 
実証農家が出席し、各実証ほで現地検討。 
【先進地調査 （１２～3月）】 
埻玉県、千葉県、長崎県において革新支援専門員、普及 
指導員、農総試研究員が先進地調査を実施。 
【成績検討会 1回（3月）】 
今年度の実証ほの成績を検討し課題を整理。次年度への取り組みを検討。 

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 

 
 
・ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇでは、白熱球を 
照射し、カーネーション（晩生種）で 
は効果があった。 
・ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇでは、重油削減 

効果は５～２０％（試算）。 
アジサイ、オリエンタルユリ等で品 
質がやや劣化し、スプレーギクでは 
反応に品種間差がでた。 
・ガーベラは、収量に差はないが、 
早朝暖房に比べてコストは削減。 
・灰色かび病などの病害の発生は 
問題にならなかった。 

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） 

 
 
 
 

・各技術における実証内容 
  〔ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇ〕 カーネーションの照射開始時期による開花促進効果の検証 
               ストックの開花促進効果と照射終了時期の検証 
  〔ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇ〕 オリエンタルユリの生育ステージ別の技術活用方法の検討 
               アジサイの変温管理における品質劣化対策の検討 
               ガーベラの変夜温管理の適正温度の検討       等 
・平成２５年度は実証ほを８カ所設置し、技術の導入効果を実証する。 
・ＥＯＤ技術導入の経営的な評価を行い、技術普及のための資料とする。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

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 
•各関係機関との調整 

普及指導センター 
・実証ほの設置・運営管理 
・生育調査 
・温湿度、光量等調査 

農業総合試験場（花き部） 
・各種検討会への参画 
 （助言、提案、資料提供） 

実証ほ設置農家 
・実証ほの栽培管理 
・管理記帳・調査補助等 

現地実証に 
かかる助言 

実証データ提供 

実証データ調査 
技術研修 

実証技術にかかる助言 

（農）花き研究所 

試験内容 品目 EOD処理の効果 

ＥＯＤ－Ｌｉｇｈｔｉｎｇ トルコギキョウ 

キンギョソウ 

効果不明 

スプレーギク 

ストック 

開花促進効果はわ
ずか 

カーネーション 開花促進効果あり 

ＥＯＤ－Ｈｅａｔｉｎｇ アジサイ 

オリエンタルユリ 

コスト低減効果あり。
品質は劣化 

スプレーギク コスト低減効果は
あるが、品種間差
が大きい 

ガーベラ コスト低減効果有り 
助言・指導 
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・ダクトで施用する場合、作業性改善が必要。 
・３月以降の二酸化炭素施用と無処理区における収量および草勢の比較。 
・収穫が終了する６月までの経営試算が未実施。 
・一般的な早朝高濃度施用と日中低濃度施用における収量およびコスト比較が必要。 
・土壌中の有機質資材由来二酸化炭素の影響が不明。 

キュウリにおける低濃度二酸化炭素施用による増収技術の普及 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 福岡県の促成長期どりキュウリにおいて、12～2月の厳寒期の草勢維持および収量確保が課題である。この時期
の単収向上ため、低濃度二酸化炭素施用技術の現地実証と普及に取り組み、県キュウリ産地の収益向上を図る。 

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） 

 
 日中、低濃度（約500ppm）二酸化炭素施用をする技術により、単収が向上するとともに、一
般的な早朝短時間高濃度（約1,500ppm）二酸化炭素施用よりも運転コストの低減が可能とな
る。（ ２００９年千葉県農林総合研究センターの研究報告） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：技術導入戸数０戸 
平成２４年度      ：技術導入戸数2戸 
平成２８年度（目標年）：技術導入戸数35戸 

 
【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、県園芸振興課、農業試験場を参集し、事
業内容を検討 
【実証ほ設置検討会１回（１０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、                 
関係ＪＡ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：２ほ場）（１０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農家が出席し、 
２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（１２月）】 
 普及指導員とともに千葉県農林総合研究センターへ施用技術の先進地視察を実施。 
【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 

 
・２月末現在で、試験区は対照区と 
比較して１，２月収量は約１７％ 
増収した。 
 
・１，２月の節数増加について試験 
区は対照区と比較して約２０％多く、 
また草勢も適正に維持された。 
 
 

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） 

 
・作業性を考慮した二酸化炭素施用方法の検討。 

・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、経営試
算を実施する。 

・次年度は早朝高濃度施用と日中低濃度施用の実証ほを設置し、効果およびコストに
与える影響を検討する。 

・次年度は土づくり用有機質資材由来二酸化炭素濃度について時期別推移を調査し、
効果的な二酸化炭素施用目安を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【２普及指導センター（実証ほ有）】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・炭酸ガス濃度、温湿度調査 
・生育調査 

【ＪＡくるめ、筑前あさくら 
 きゅうり部会】 
・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 

【福岡県農業試験場】 
・各種検討会への 
 参画 
・技術情報提供 
 

【県園芸振興課】 
・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 
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【２普及指導センター（実証ほ無）】 【２ＪＡ】【ＪＡ全農ふくれん】 
・各種検討会への参画 

44



 
・経産牛の受胎率は未経産牛に比べて低い。 
・発情と人工授精のﾀｲﾐﾝｸﾞにおいて、基本ﾊﾟﾀｰﾝでない事例が約3割を占め、結果的に
この事例の受胎率が低率であった。 

・分娩後の日数が受胎率に影響する報告があるが、今年度の実施頭数では、例数が
尐ないため分析未実施。 
・低受胎率が課題となり、利用農家が減尐。 

酪農における性選別精液を活用した効率的な 

雌産子生産技術の普及                           ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
  近年、福岡県では酪農における性選別精液の利用が進み、人工授精（AI)頭数が増加しているが、未経産牛に比
べて経産牛の受胎率が低いため、深部注入器を活用した性選別精液のAI技術の現地実証及び県域への普及に取
り組み、効率的後継牛確保を図る。 

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） 

 

 性選別精液のAIにより効率的に雌産子（後継牛）を生産する技術（2007年家畜改良事業団

が実用化）に、深部注入器を用いることで（㈱ミサワ医科工業）ＡＩの受胎率を向上させる。本

技術により、計画的な後継牛確保と、F1や黒毛和種産子生産による副収入が可能となる。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：利用農家割合30%、受胎率30% 
平成２４年度      ：         24%、          44%        
平成２８年度（目標年）：                    80%、          45% 

 

【性選別精液人工授精技術導入検討会 １回（７月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、家畜診療所、県畜産課、農業総合試験場
を参集し、人工授精実施農家選定基準、調査項目・手法等を決定。 
【人工授精調査（４普及指導センター：４家畜診療所管内酪農家）（８月～２月） 】 
 普及指導員と家畜診療所獣医師・人工授精師（以下AI師等）が連携し、農家を選定。畜主が
AI候補牛の発情確認、AI師等が授精牛を選定、AI実施。AI後、畜主は発情回帰を確認、AI師
等が妊娠鑑定。 
【先進地視察１回（１月）】 
 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、 
群馬県、茨城県、東京都において、農業革新支援専 
門員とAI師による先進地視察を実施。 
【成績検討会（１回）（２月）】 
 性選別精液人工授精技術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 

 

・国産精液の受胎率52%は、輸入精液の 

31%に対して、高率であった（1月末）。 

・未経産牛と経産牛における受胎率の差 

は、輸入精液の約30%に比べて、国産精 

液は約10%と小さかった。 
・国産精液では、午前発情かつ同日午後 

AIと午後発情かつ翌日午前AIで、各々 

57%、73%と高く、発情とAIのタイミングが 

受胎率に大きく関与することが明らかになった。  

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） 

 
・平成25年度は、経産牛のみを対象に人工授精を実施。 
・引き続き、発情と人工授精のタイミングの影響について調査分析する。 
・国産精液、輸入精液について、種雄牛別に受胎率を分析する。 
・農家間のバラツキもみられたので、例数を増やし、受胎率を分析し、飼養状態との関
連を探る。 
・分娩後の日数と受胎率の関係について、H24 年度分と合わせて調査、分析する。 
・7月から分娩が始まるので、産子の性についてもデータを収集する。 
・普及に関して、受胎率を優先する場合は、国産精液を奨める。輸入精液に拘る畜主
には、受胎性を説明し、AI師においては、発情とAIのタイミングを基本に忠実に守り、
早めのAIは避けることを周知する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【４普及指導センター】 
・AI試験の運営管理 
・授精牛選定・発情調査 

農家、授精牛の 

選定指導 

実証データ提供 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

現地課題の試験課題化提案 

【福岡県農業総合試験場】 
・各種検討会への参画 
・各種精液の運動性評価 
 

【県畜産課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

【（独）畜産草地研究所】 
【（社）家畜改良事業団】 
・実証技術に係る助言 
 

【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 

【ﾐｻﾜ医科工業】 
・実証技術に係るAI器具
に関わる助言 

【酪農家及び４家畜診療所】 
・授精牛の選定、AI 
・発情、人工授精等の記帳 
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図　発情と人工授精のﾀｲﾐﾝｸﾞが受胎率に及ぼす影響（精液の種類での比較）
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・殺虫剤の散布回数の削減に伴い、同時に散布していた殺菌剤の散布回数も減った
ため、病害が多発した。 

・キュウリで、褐斑病抵抗性品種を導入したが、生育後半に同病が多発し、やむなく天
敵に影響のある殺菌剤を散布せざるをえなくなった。 

・土着天敵タバコカスミカメを採集するため、ゴマを栽培したが、同天敵があまり集まら
なかった圃場があった。 

・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。 

天敵スワルスキーカブリダニを核としたＩＰＭ防除技術の普及 

                                   ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年、スワルスキーカブリダニ等の天敵を活用したＩＰＭ防除技術が普及しつつあることから、同技術の現地実証
及び県域への普及に取り組み、県キュウリ及びナス産地の収益力向上及び化学農薬の削減を図る。 

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） 

 
 防虫ネット、天敵スワルスキーカブリダニや土着天敵タバコカスミカメを活用し、ミナミキイロ
アザミウマやタバココナジラミを制御する技術で、単収、品質が向上するとともに、無駄な化学
農薬の散布を省くことが可能となる。（ ２００８年に福岡県農業総合試験場で開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
キュウリ               ナス 
平成２３年度（基準年）：３ha   平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：８ha   平成２４年度      ：１ha 
平成２８年度（目標年）：７ha   平成２８年度（目標年）：１０ha 

 
【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、県経営技術支援課、農業総合試験場を参
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：７ほ場）（キュウリ８月、ナス９月】 
【現地検討会開催９回（キュウリ９月、10月、11月、12月 ナス９月、10月、11月、１月、３月） ）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置ＪＡキュウリ 
部会、ナス部会代表者が出席し、３箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（12月）】 
 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、 
高知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）（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 

 
・２月末現在で、キュウリ試験区は天敵導入前の前年と比較して、農薬散布回数が約
３割減少。なお、試験区では被害果は認められなかった。 
・２月末現在で、ナス試験区では、対照区と比較して農薬散布回数が約４割減少。 

なお、被害果は両区ともほとんど認められなかった。 
・技術導入に関するアンケートの結果、 

キュウリで天敵導入実証ほを設置した農家の約８割が、来作でも天敵導入に取り組む
意向であった。 

ナスで天敵導入実証ほを設置した全農家が、来作でも天敵導入に取り組む意向で
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） 

 
・抑制キュウリに天敵を活用したＩＰＭ技術を普及させるため、褐斑病抵抗性品種を導
入する。 

・土着天敵タバコカスミカメを大量に採集するため、天敵導入の意欲がある農家に、ゴ
マ栽培を指導・依頼する。 

・次年度は、県域への技術普及に向け、実証ほ設置を３普及指導センターに拡大し、
県内全ＪＡキュウリ、ナス部会に対し、現地検討会の開催を周知する。 

・県内のキュウリ生産者に本ＩＰＭ防除技術を普及するため、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 

【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・害虫・天敵調査 
・被害・農薬削減率調査 

【ＪＡ糸島キュウリ部会】 
【ＪＡふくおか八女ナス部会】 
・実証ほ栽培管理 

・農薬散布回数の記帳 

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 

【福岡県農業総合試験場】 
・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 
 

【国研究独法】 
・実証技術に係る助言 
 

【県経営技術支援課】 
・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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・「とよみつひめ」においては、改植における生育がやや悪く、成園化が遅れる懸念。
改植の際の土壌管理について、検討が必要。 
・着果性、果実品質の調査が出来ていないため、今後必要。 
・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。 
・他産地の動向、市場における本県産の評価等の調査が必要。 
・需要に応えうる苗の生産計画が必要。 
 

イチジク株枯病抵抗性品種「キバル」を台木としたイチジクの生産技術の現地
確立及び普及                                ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県は県育成品種「とよみつひめ」を中心にイチジクの産地拡大、強化を図っているが、連作障害、株枯病の発生
が推進上の問題となっている。そのため、株枯病抵抗性品種「キバル」台木を利用し、連作障害回避、株枯病発生
園における改植推進を図り、産地拡大、強化を図る。 

 

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） 

 
県育成の株枯病抵抗性品種「キバル」台木を利用することにより、株枯病発生ほ場での改植、いや地対
策が可能となる（「福岡県育成品種「キバル」平成24年3月9日品種登録） 

【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      ：0.95ha 
平成２８年度（目標年）：7.1ha 

 

 

【事業検討会１回（１月）、実証ほ成績検討会１回（３月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、園芸振興課、農業総合試験場、ＪＡ全農ふくれ
んを参集。実証ほの設計・成績検討、事業全体の活動計画と実績、次年度計画への反映事
項、などを検討。 

【実証ほ設置（３普及指導センター：4ほ場）（１２月）】 
 「とよみつひめ」3カ所、「蓬莱柿」1カ所設置 

【現地検討会２回（１、２月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 

【先進地調査２回（２月）】 

 革新支援専門員がネットワークを活用し、大阪府、兵庫県、愛知県の産地あるいは試験研
究機関において普及指導員による調査を実施。 
 

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 

 
・「とよみつひめ」では、施設、露地栽培とも、慣行の自根苗に比べ生育量はほぼ同等
ながら、改植地では新植地に比べやや生育は劣り、事前の土壌管理（客土、土壌改
良材の投入等）の重要性が示唆。 
 
・「蓬莱柿」については、改植（連作）によるいや地症状は見られず、生育は良好。 
 
・なお、「とよみつひめ」「蓬莱柿」とも、株枯病による枯死は認められず。 

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） 

 
・改植地でのスムーズな生育を図るための土壌管理について、検討し、指針を作成、
速やかな普及推進に役立てる。 

・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５普及指導センター：６ほ場に拡大し、引き続き、生育調査を行うと共に、着果が
見込まれる園では、着果性や果実品質について調査を行う。なお、現地検討会を開催
し、技術の組立、普及推進に繋げる。 
・先進地調査に加え、市場調査を行う。 
・関係機関を招集し育苗計画検討を行う 

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 
・生育調査 
 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・データ等記録 

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 

【県農業試験場】 
・各種検討会への参画 
・実証ほ技術確立支援 

【国研究独法】 
・実証技術に係る助言 
 

【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 
 

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 

47



農業技術防除センター：①関係機関の連携調整、②計画策定、③成績とりまとめ、 
                ④マニュアル作成 
農業改良普及センター：①現地実証圃の設置及び検討、②調査協力 
ＪＡさが（農業機械）  ：試験機械等の協力 
上場営農センター・農業試験研究センター：展示圃等設置協力 

(1)育苗時期の基部葉鞘肥大対策 

 ①潅水方法、②短日処理開始時期、③短日処理時間について、日当たりや気温
など地域に合った技術を確立する必要がある。 
(2)定植時期の検討 

 早く温度が下がった所は青立ちが多くなるなど、定植から生育初期の気温が生
育に大きく影響した。地域に合った定植時期の検討が必要である。 

省力育苗法等による冬どりたまねぎの面積拡大 

＝佐賀県＝ 

【事業の実施方針】 
 佐賀県上場営農センター及び農業試験研究センターで開発された省力育苗法等による栽培方法は、冬どりたまねぎ
の省力化と安定生産が図られる技術である。 
 このため、東松浦普及センター及び西松浦普及センター管内で上場営農センター･農業試験研究センターと連携し、
本技術の実証・展示、マニュアル作成等を通じて、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） 

 
(1)セルトレイ苗の冬どりたまねぎ栽培が可能となり、セット球育成の省力化が図られた。 
(2)平成21年まで課題化し技術を確立した後、22年に特許申請し２４年に特許取得した。 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０ha 
平成２４年度      ： ７ha 
平成２８年度（目標年）：５０ha 

(1)現地実証試験 
  ２普及センター管内に育苗の実証展示圃を４ヶ所、本圃の実証展示圃を５ヶ所設置し、 
 セルトレイ苗による短日処理効果とその後の生育を確認した。 
(2)現地検討会 
  8月8日 農家、県(普及ｾﾝﾀｰ･上場営農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  育苗実証展示圃を巡回し、短日処理の効果及び問題点について検討した。 
(3)現地検討会 
  10月30日 農家、県(普及ｾﾝﾀｰ･上場営 
 農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  定植後の圃場を巡回し、苗質や地域に 
 よる生育の違いについて検討した。 
(4)成績検討会 
  1月22日 農家、県(農産課･普及ｾﾝﾀｰ･ 
 上場営農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  現地実証圃で得られた成績について検 
 討し、普及上での課題の整理等を行った。 
(5)マニュアルの作成  
  マニュアル 200部作成 

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 

連作障害発生や日当たり不良などの条件不利圃場があったものの、平均収量は
慣行のセット球栽培と大きな差はなかった。 

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） 

(1)現地実証試験 
 地区技連（普及センター）と調整して、現地実証展示圃を設置 

 前年の課題の解決と地域に合った技術の確立のため、前年から２ヶ所増やして
実証を行う予定。 
(2)現地検討会 

 各地区の実証展示圃を巡回し、生育状況の比較による効果及び問題点を把握
する。 
(3)成績検討会 
 現地実証圃で得られた成果及び普及方策について検討する。 
(4)普及資料等の作成 
 普及を円滑に進めるための資料を作成する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

球数割合(%) 総収量 
(kg/10a) 

商品収量
(kg/10a) 
 

商品化
率(%) 

収穫日 

商品球 規格外球 

７５ ２６ ３，０９９ ２，８８５ ９３ 11/19~12/3 
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（１）前作水稲あとでの普及性検討 

短期苗は葉令が１．８葉程度で、慣行苗と比較すると貧弱であることから、スクミリン
ゴガイの食害を受けやすい。そのため、本試験はスクミリンゴガイが少ない大豆あと
での試験を基本としているが、水稲あとでの適応性を今後確認する必要がある。 
（２）ウンカ多発生条件下での短期苗順応性 

ウンカ等の防除として箱施薬剤の施用が定着しているが、短期苗は反当使用箱数
が少ないため、箱施薬剤の効果とともに防除体系の整備が必要である。 

水稲移植栽培における「短期苗」育苗法の普及 

＝佐賀県＝ 

【事業の実施方針】 
『水稲移植栽培における「短期苗」育苗法』は、育苗・移植作業時のコスト低減及び労働時間の削減が図られ
る技術である。この技術を、農業技術防除センター（専門技術員）が、本技術の実証・展示、地域別農家向けマ
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） 

            平成22年 佐賀農業試験研究ｾﾝﾀｰ成果情報 
（１）短期苗は慣行の倍量に当たる２８０ｇ程度を播種する。 
（２）短期苗の育苗期間は、１３～１４日間と短くできる。（慣行は２５日程度） 
（３）短期苗の反当使用箱数は１０箱程度と少なくて済む。（慣行は、１０ａ当たり２０箱程度） 

【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）：５０ ha 

（１）現地実証試験 ２普及センター管内に３カ所の実証展示ほを設置し、短期苗と慣行苗  
  栽培との比較検討を行った。 
（２）現地検討会 9月4日 県（農産課、普及指導員、農試）ＪＡ（営農技術員等）の参加 
  現地実証展示ほを巡回し、短期苗と慣行苗の生育 
  状況等を確認・検討した。（右写真は白石町） 
（３）成績検討会 
  １２月２１日 県（農産課、普及指導員、農試） 
  ＪＡ（営農技術員等）の参加 
  現地実証展示ほで得られた成績について検討し 
  普及上での課題の整理等を行った。 
（４）マニュアル等の作成  
  マニュアル５００部、普及資材４００枚   

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 

播種は１箱当たり湿籾280gで播種可能。２週間で移植に順応できるマット形成で、
田植えに支障はない。使用箱数は10～12箱/10aで可能。収量・品質はいずれの
場合も慣行栽培と遜色ない。  

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）現地実証試験 
地区技連（普及センター）と調整して、現地実証展示ほを設置 

平成２５年度は６カ所に増やして、適応品種の確認や病害虫の発生についての課
題を検証する実証試験を行う予定 

（２）現地検討会の開催 
普通作部会と連携して、実証展示ほを巡回し、生育状況の把握を行う。 
（３）成果発表会の開催 
実証展示ほで得られた収量性や省力低コスト等の成果について検討。 
（４）マニュアルの作成 
普及を円滑にすすめるためのマニュアル等を作成する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

 地区名  品種名  育苗期間 使用箱数   収量（慣行比） 検査等級 

蓮池町  夢しずく   14日間 11箱/10a 411 kg/10a（102）  1等下 

白石町 ヒヨクモチ 20日間 12箱/10a 657 kg/10a（102） 2等中 

下大町 ヒヨクモチ 17日間 10箱/10a 682 kg/10a（108） 2等中 
【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・生産者の意向調査 

【実証集団・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 【県農産課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反
映 
 

【ＪＡ農業機械・メーカー】 
・実証技術に係る助言 
 

実証技術に係る助言 

【農業技術防除センター（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 

【佐賀県農業試験研究
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 
 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

実証データ提供 

49



7/12/2013 

 
・１地区では、秋季の降雨によりシートマルチの中に水が入り込み、水分ストレスがか
かりにくく、かん水効果が明確でなかった。 
・熟期が例年より早く調査前に収穫されたため、収量・青果率の比較ができなかった。 
・県域へのかん水技術導入の推進を図るため、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。 

 

かん水技術を導入した高品質かんきつ生産技術の確立と普及 

                                      ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年の地球温暖化の影響でかんきつの日焼け果や小玉果及び減酸の遅れ等により青果率が低下している。その
ため、生育期間中の土壌水分や水分ストレス等を把握しながら最適な水分ストレスに誘導し、高品質かんきつの連
年安定生産技術を確立するため現地実証に取り組み、県域全体にかん水技術の普及、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） 

 
 （独）農研機構が開発した尐量多頻度かん水によるマルチドリップかん水技術（農業新技術
2008）及び長崎県工業技術センター、農林技術開発センターが開発した接触型水分ストレス
計（2005年）は、高品質かんきつ生産に有効な手段である。なお、非接触型を開発中である。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：0.85ha 
平成２８年度（目標年）：３０ha 

 
【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、農産園芸課果樹班、果樹研究部門を参集
し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（県央振興局２地域普及課〔長崎、諫早〕：２ほ場）（７月） 】 
【現地検討会開催１回（９月）】 

 実証ほ設置検討会出席者により、島原地区で現地検討。 
【先進地視察２回（９、10月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、 
和歌山、三重、香川県において先進地視察を実施。 
【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 

 
・点滴かん水同時施肥と部分深耕の組み合わせ処理により、減酸をすすめながら、 
高糖度果実が連年生産できた。 
・水分ストレス計の数値をもとに、-1.2MPa以下で1回あたり２ｔ／10ａ程度かん水を行う
ことで、水分ストレスを緩和し高品質果実生産が可能であった。 

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） 

 
・ほ場内樹体水分ストレスを均一化させるため、畝内に根域を集める手段として土壌
改良資材の施用や断根処理、または根域制限等の事前管理の取り組みを検証する。 
・成熟時に、１樹ごとの収量、青果率を調査し、連年安定生産技術の確立を目指す。 
・次年度は、かん水技術の普及、定着に向け、今年度の実証ほ設置地区以外（島原、
県北地区）に実証ほを設け、県域全体への波及効果を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【県央振興局２地域普及課】 
・実証ほの運営管理 
・水分ストレス、果実肥大、            
 品質調査 

【実証生産者】 
・実証ほ栽培管理 
・植調剤散布等の管理記帳 

栽培管理指導 
実証データ調査 

管理データ提供 

【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 

【県果樹研究部門】】 
・各種検討会への参画 
・水分ストレス計の精度
確認 
 

【県工業技術センター】 
【（株）メカトロニクス】  
・測定機器活用に係る助言 
 

【県農産園芸課果樹班】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

調査項目、かん水 
管理等の助言 

現地実証に係る助言 

実証技術に係る助言 

かん水技術の新規課題化へ提案 

表　点滴かん水同時施肥の有無と果実品質
重量 着色 浮皮発生 糖度 酸含量
（ｇ） 歩合 率（％） (g/100ml)

（2011年）
点滴　同時施肥 101.3 10.0 10.0 15.0 0.95
対照 125.6 9.9 10.0 13.4 0.91
（2012年）

点滴　同時施肥 83.5 9.8 0.0 13.5 1.24
対照 90.9 9.9 20.0 13.1 0.98
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・トマト、いちごについては作型の関係で収穫調査を継続中である（４月まで）。 
・適切なCO2施用の設定について各品目毎にコストを考慮した制御について継続して

検討が必要。また、局所施用と固定施用の比較については、イチゴで実施したが、他
品目では実施していない。 
・除湿機の効果については病害の発生が少なく判然としなかった。 
 

施設園芸での複合環境制御技術の確立と普及  

                                         ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
複合環境制御技術（CO2局所施用及び除湿機)は生育促進、湿度に起因する病害の防除に効果が図られるが、本
技術について長崎県農産園芸課技術普及班を中心として、㈱ネポンと連携し、品目別（トマト、いちご、バラ、トルコ
ギキョウ）実証・展示等を通じて拠点の産地から県域全体への普及・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） 

 
 本技術は、施設園芸において大幅な光合成促進効果が見込める日中のＣＯ2局所施用を実
現する技術および除湿機の利用により多湿状態を回避し灰色かび病等の病害発生を軽減す
る技術である。 （農研機構 Ｈ１７～Ｈ１９年、長野県農試Ｈ７～Ｈ１０他） 
 

【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      ：０．34ha 
平成２８年度（目標年）：5ha 

 
 
【栽培技術導入検討会の開催】 
農業革新支援専門員と関係機関により各品目毎に 
実証展示圃農家、調査項目等を検討した。 
【栽培実証圃設置（３振興局４ほ場】 
トマト（ミニトマト）、いちご、バラ、トルコギキョウの 
４品目についてそれぞれ展示圃を設置した。 
【複合環境制御技術現地調査】 
４品目４ヶ所の展示圃について、それぞれハウス 
環境（CO2、温度、湿度等）の調査および生育について調査を行った。 
【導入効果の分析・評価・改良検討及び品目別生産者等研修会】 

 得られた知見等により効果の確認、改良点の抽出と対策の検討、次年度に向けた問題点の
整理を行うとともに本年度に得られた結果・データについて冊子にまとめた。また、２品目につ
いて生産者等研修会を実証圃で開催した。 

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 

 
 

・CO2の局所施用において、トマト、バラの展示圃 
で大気中のCO2濃度（約400ppm)を下回らない設 
定ができた。 
・収量調査では、バラの増収効果（約１割）が確 
認できた。また、いちごにおいてはCO2無施用よ 
り増収が見られたが慣行施用との差は見られて 
いない。 

・品質調査ではバラの切花長の向上、およびトルコギキョウにおいて品種によっては
茎径や輪数の向上がみられた。 

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） 

 
 

・トマト、いちごについては収穫調査終了後、とりまとめを行なう。また、収量・品質調査
について次年作のデータを収集分析しH24年作との比較・効果の確認および改良点に
ついて検討する。さらに得られたデータを元に試験２年目の結果をまとめて資料を作
成・配布する。 
・CO2の制御・設定について日中大気中濃度を下回らないことを基本に濃度、施用時

間等最適な設定を確立する。局所施用と固定施用の比較についてはバラでも実施予
定である。 

・除湿機の効果を確認するとともにヒートポンプを導入している施設においてはヒート
ポンプによるハウス内湿度の調整方法を検討する。 

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 
・関係機関との調整 

【農林技術開発センター】 
・関係機関との調整 

知見・技術提供・評価 

試験課題化への要望 

【農産園芸課】 
・生産進行事業 
への反映 

ネポン株式会社 
・技術提供・実証協力 
･調査測定･データ分析 

調査データ報告 

【３JA】 
・実証圃設置 
･現地調整 

実
証
圃
設
置
協
力 

【展示圃 

   生産者】 
・調査協力 
･設定、測定 

栽
培
管
理
指
導 

生
育
等
調
査 

【全農長崎県本部】 
【長崎県花き振興協議会】 
・実証協力 

【３振興局】 
・実証圃設置･調査協力 

分析・データ提供 

CO2施用が時期別切花本数に及ぼす影響
（バラ）
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12月下旬
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・土壌病害である、そうか病や青枯病の発生ついては今回発生がなかったが、緑肥作
物の作付けによる発生の増加につながる可能性もあることから継続して観察する必要
がある。 

・また、未熟有機物はそうか病の発生を助長することから、秋作ばれいしょまでに十分
な腐熟期間を設けられるように作業をすすめる必要がある。 

バレイショ収穫作業同時緑肥作物播種機の技術確立と普及 

＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県ばれいしょ産地においては、春作の収穫時期が梅雨期の大雨と重なり、収穫後の裸地状態の圃場では、土
壌流亡が発生しやすい状況にあるため、本県が開発した、ばれいしょの収穫と緑肥作物の播種を同時に作業できる
装置を、今後、土壌流亡防止と地力維持等を図るため現地実証・展示により県域全体に普及・定着を推進を図る。 
 

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） 

 
ばれいしょ収穫と緑肥作物播種を同時に作業できる装置の技術で、カバークロップが早期に
畑を覆うことによる表土流亡の防止とすき込みによる有機物の補給が可能となる。（２０１２年
に長崎県農林技術開発センターと田中工機（株）により開発。２０１３年３月より販売） 

【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  ha 
平成２４年度      ： 0.1 ha 
平成２８年度（目標年）：５０ ha 

【実証ほ設置打合せ（５月）】 
 検討会の開催はできなかったが、事業の実施について別件用務の会議等で打合せを行った。 
【実証ほ設置（１ほ場）（６月） 】 
 事業の決定が７月になったため、緑肥作物の栽培実証試験と 
  して、雲仙市の１ヶ所に展示ほを設置した。 
【検討会の開催１回（１月）】 
 農業革新支援専門員、普及組織、県担当課、農林技術開発 
 センター、ＪＡ等関係機関によって緑肥作物の作付け推進及 
 び事業の推進について検討を行った。 
【栽培技術等分析検討評価等（３月）１回】 
 春作ばれいしょ収穫後に適するカバークロップ草種について農林技術開発センターの成果 
 内容について試験研究組織、普及組織、県担当課、ＪＡ、農業革新支援専門員等の出席者 
 により検討を行った。 

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 

 
 
・秋作ばれいしょの収量は緑肥作 
物をすき込んだ区において、１割 
程度向上した。 
・目視であるが土壌流亡防止（濁 
水発生抑制）効果は確認できた。 
・展示ほ設置農家の意見として、 
緑肥作物をすき込んだところは収 
穫時に、ばれいしょの土の離れが 
良く作業がしやすいとの意見があった。 

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） 

 
 

・バレイショ収穫同時作業同時緑肥作物播種機の使用による作業時間について慣行
の作業体系と比較してどの程度省力化ができるか検討する。 

・実証ほ設定以外の振興局（普及組織）についても技術普及に向けて検討会への参加
を誘導する。 
・関係機関と連携して諫早湾干拓周辺地域にカバークロップ作付けの推進を図る。 

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 

【長崎県農林技術開発セ
ンター】 
・検討会への参画 
・新たに発生した課題へ
の対応技術開発 
 

【県農業環境担当課】 
・検討会への参画 
・土壌の地力向上、環
境負荷軽減施策への
反映 
 

【１振興局（普及組織）】 
・検討会への参画 
・実証ほの運営協力 

【１ＪＡ】 
・検討会への参画 
・現地調整 

緑肥すき込み後の秋作ばれいしょ収量

2200

2400

2600

2800

緑肥無作付 クロタラリア ギニアグラス

緑肥作付けの有無及び草種

kg/10a

現地実証に係る助言 

情報提供依頼 
情報共有・協力 

情報共有 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 実証等協力依頼 
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7/9/2013 

 
 
・軽トラに積載できるためどこでも搬送可能だが、傾斜がある場所での使用では、トル
ク不足で走行できなかった。また緩傾斜でも土壌水分が多い時や、土壌が柔らかい場
所では、タイヤが空回りしグリップ力が弱く、走行不可能であった。 
・作業台の幅が狭いので、作業効率や安定感の向上が必要である。                                               
安全性を高めた枠があるため、機械（ヘッジトリマー等）を使用して作業する時に、機
械を置く場所がない。また作業中に枠が邪魔になり危険。運搬時にみかんコンテナが
横に２列並び、２段で１２コンテナが登載できる広さ、耐久性がないと運搬作業の効率
が悪い。 

果樹栽培における生産基盤に対応した高所作業車の導入による 

省力・軽労化技術の普及               ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 県内の果樹園は傾斜地が多く、省力・軽労化が課題になっている。（独）農研機構 生研センター、（株）サンワが開
発した高性能高所作業台車（農業新技術2012）を県下の異なる樹種で実証し、機械改良点等の課題を把握するとと
もに、産地、樹種に適合した省力機械を県域全体へ早期導入できるよう推進する。 

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） 

 
 （独）農研機構 生研センターが開発した高所作業台車（農業新技術2012）は、電動で小回り
が利き傾斜地でも安全性を確保でき、運搬車としても活用可能な高性能機械である。 

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

 
 
【実証ほ設置検討会１回（１２月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農産園芸課 
果樹班、果樹研究部門を参集し、実証ほ設置農家、調査項目・ 
手法等を決定。 
【実証ほ設置（島原・県北振興局：３ほ場）（１２、１月） 
 現地実演（県央振興局管内）（2月） 】 
【現地検討会開催２回（２月）】 

 開発メーカーを招き、生産者・技術員と現地検討。 
【成績検討会（２回）（３月）】 

 実証ほ設置検討会出席者及び開発者と、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 

 
・電動のため昇降作業がスムーズで振動が尐なく、音も静かであった。 
・ももハウスでのせん定作業については、高所作業車の使用により183％の作業効率
が高まった。また、その時の作業時歩数は43％であった。 
・高所作業車を運搬車として活用した場合、搭乗しての使用では時間が89％、歩数も
10％に削減できた。 

 

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） 

 
 
・現地試験の結果をふまえ、機械の開発者と意見交換を行なった結果、ほ場内でスム
ーズな走行ができるよう、タイヤの大きさやギア比を変え、トルクを向上させるような改
造をメーカーに依頼し、現地実証により改造車の作業性について検証する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【県央・島原・県北 ３振興局】 
【長崎西彼・長崎西海 ２農協】 
・実証ほ試験の調査 
・機械の実演 

【実証生産者】 
・実証ほでの試走 
・機械の走行試験、意見の記帳 

機械操作の指導 
実証データ調査 

記帳データ提供 

【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 

【県果樹研究部門】】 
・各種検討会への参画 
・調査方法の助言 
 

【農研機構 生研センター】 
【（株）サンワ】  
・現地実証への協力、 
 課題解決に係る助言 
 

【県農産園芸課果樹班】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 

機械の運搬、 
機械操作等の説明 

現地実証に係る助言 

機械改造に係る提言 

区 時間 心拍数※１ 歩数※２

高所作業車　搭乗 0:01:27 103.5 16.5
(89) (99) (10)

高所作業車　歩行 0:02:01 112.5 49.5
(123) (107) (30)

対照（歩行） 0:01:38 105.0 168.0
(100) (100) (100)

※１　静止時は60
※２

　歩数計の測定値

せん定量 歩数
（kg／時） （歩／時）

6.2 55.8
〔183〕 〔43〕

3.4 129.6
〔100〕 〔100〕

脚          立

区

高所作業車

表１ ハウスもものせん定作業 

表２ 肥料の園内運搬作業 

実証試験結果報告 
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・ほうれんそうでは１作型の途中からしか調査できなかったうえ、極端な低温により生
育が遅延した。再度、調査を行うと共に、秋まきについても実証調査する必要がある。 

・たまねぎでも途中からの調査となったため、育苗時期や定植後からの調査を再度行
う必要がある。 

加工・業務用野菜(たまねぎ、ほうれんそう)の栽培技術(たまねぎ収獲時期分散のた
めの品種選定及び株間、ほうれんそう加工業務用品種)確立と普及   ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 長崎県の加工業務用を目的としたたまねぎ及びほうれんそう栽培では出荷の集中による栽培面積の伸び悩みや
増収対策が課題となっており、現地実証により本県の気象や土壌条件下で技術の適応性等を検討し、改良等を
行った上で技術導入を図り、加工・業務用野菜の取り組みの普及推進・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） 

 
 ６月上旬収獲加工業務用たまねぎ品種「もみじ３号」「ﾈｵｱｰｽ」(H22年に全農徳島県本部で選定)、たま
ねぎの平均球重が優れる株間10cm(H20～22年に滋賀県農業振興センターで開発)及び加工業務用向
けほうれんそうに適する、多収性品種「ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ7」(H20～22年に岩手県農業研究センターで選定)。「ク
ロノス」「トラッド7」(H20～22年に埻玉県園芸研究所で選定)。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末現在） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：０．３６ha 
平成２８年度（目標年）：１０ha 

 
 
【栽培技術導入打合せ】 
 計画選定が１１月末となり、検討会の開催はできなかったが 
打合せ(12月)を行い事業の実施、実証圃設置農家選定、 
内容、調査項目等について協議した(県費)。 
【栽培技術確立ほ設置】 
 計画選定が１１月末となり、設置は１月～２月及び設置の協 
力が得られない地域が生じたので県央・島原地域の２カ所で 
たまねぎ３ヵ所。ほうれんそう３ヵ所の展示圃を設置し調査を 
行った。 
【栽培技術等分析検討評価等】 
 得られた知見等によりほうれんそう栽培暦(案)を作成しデー 
タ提供を行った(3月)。 

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 

ほうれんそうは慣行品種に比べ生育が旺盛であり、実儒者の評価も高かった。また、タマネギで
は株間が広いほうが生育が良く、６月取り品種は生育が旺盛である。 

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） 

 
 

・ほうれんそう及びたまねぎで播種から調査を行うと共に、低温により生育遅延が見ら
れた為、圃場での気温及び地温を調査し、生育と温度に関する基礎データの収集を行
う。 

・得られたデータを元に栽培暦や収支などを確かなものとし試算等の資料を作成し配
布を行う。 

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 
・関係機関との調整 

【農林技術開発センター】 
・関係機関との調整 

知見・技術提供・評価 

試験課題化への要望 

【農産園芸課】 
・加工業務用振興 
事業への反映 

【２振興局〔普及組織〕】 
・実証圃設置･調査協力 

調査データ報告 

【２ＪＡ】 
・実証圃設置･分析協力 
・現地調整 

分析用データ提供 

実
証
圃
設
置
協
力 

【展示圃 

   生産者】 
・調査協力 

栽
培
管
理
指
導 

生
育
等
調
査 

【全農長崎県本部】 
・実儒者評価調査 

調査内容提供 

たまねぎ最大葉長(3/22)
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■生産者栽培研修会(６カ所) 
 ｢つや姫｣生産者を集め、栽培上の留意点等を説明。 
■生育状況現地検討 (生育状況調査、収穫物調査) 11回 
 現地栽培圃場の生育状況、収穫物の調査を行い、生産 
栽培研修会、技術効果検証時のデータとして活用した。 
■技術効果検証  14回 
 各地域の生育状況・収穫物調査結果により、平成24年産｢つや姫｣の技術効果を検証。 
■先進地事例調査 、流通評価調査 
 情報交換を図るため、山形、島根県において事例調査を実施した。また、主たる消費地
である関西地域において、流通上の課題について調査した。 
■栽培マニュアル改訂 
 本年度の課題を整理し、次年度に向けて栽培マニュアルを一部改正した。 

 
 
■低標高地で品質が安定していない地域があった。 
■移植直後の低温・日照不足の影響により、初期生育不足の地域があった。 
■一発肥料を使用した圃場で、全体的に収量が低く、品質が低下する傾向にあっ    
 た。 
■防除・収穫の遅れにより、品質が低下した圃場があった。 

水稲新品種「つや姫」の高品質栽培技術の普及 

＝大分県＝ 

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） 

 
｢つや姫｣は高温耐性が高く、品質低下が発生し難くく、食味・収量性も良好であるが、地
域の気象・圃場条件等に応じた栽培基準を設定することにより、品質・収量の安定化が
図られる技術である。 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  100ha 
平成２４年度      ：  260ha 
平成２８年度（目標年）：  4,000ha 

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 

 
 

■平成24年産実績 
  ・｢つや姫｣作付面積260ha 
  ・｢つや姫｣１等米比率 78.4%(主食用水稲平均53.6%) 
  ・｢つや姫｣食味評価 コシヒカリ(複数産地ブレンド米)対比の総合評価 +0.33 
           ※評価は(財)日本穀物検定協会による食味試験、県内８サンプル平均値 
■既存品種｢ヒノヒカリ｣｢ひとめぼれ｣と比較して、外観品質・倒伏性・収量が安定 
  しており生産者の評価は概ね良好であった。 

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） 

 
 
■低標高地域向け生育・栽培基準を明確化し、現地に圃場において効果を検証  
 する。 
■現地圃場の生育調査データを迅速に解析・提供し、気象条件に応じた栽培管理 
 を徹底する。 
■栽培地域の気象条件、土壌条件に応じた適性な一発肥料の検討を行う。 
■生産者講習会等を通じ、適期作業を呼びかけ、徹底する。 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【事業の実施方針】 
 地球温暖化に対応し、高温に強い水稲品種として新たに奨励品種に採用した｢つや姫｣について、県内各
地域の気象・圃場条件等に対応した、高品質栽培技術の実証・検証を進め、栽培マニュアルを整備し県全
域への普及・定着を図る。 

連携(試験研究)

農林水産研究指導センター

水田農業グループ

連携(他県試験場)

山形県農業総合研究センター

水田農業試験場

広域普及指導員

農業革新専門支援員

各振興局作物担当

県内産地

生育状況・流通評価・食味評価

を反映した技術情報の提供

生産への戸別栽培指導

情報交換

情報交換

技術提供

連携(行政、関係団体)

大分県農林水産部

集落水田対策室

全農大分県本部

施策・流通販売
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・通路部分の改善を検討する。 
・生産者がより快適に作業できる対策を検討する。 
・台風など強風時の対応が実際に可能かを検証する。 
・アブラムシ対策として、天敵を利用したＩＰＭ技術を検討する。 
 

 
＜事業実施体制Ⅰ＞ 
・ハウス間の通路部分で、防虫ネットが垂れ下がらないよう高さを保ち、作業性  の
確保が必要。 
・防虫ネット内の通路部分の換気改善が必要。 

・以上の課題を解決するため、今年度の実証ほ設置を継続して設置する必要があ
る。 
＜事業実施体制Ⅱ＞ 

・薬剤抵抗性アブラムシ類の発生が新たに問題となり、引き続き現地での実証が
必要である。 
 

 
＜事業実施体制Ⅰ＞ 
・25万円以下/10aの設置経費で生産者が設  
置しやすいようにシンプルで簡単にする。 
・防虫ネットの重量を減らして夫婦2人でも持 
ち運べるように工夫した。 
・台風直撃時に速やかに生産者が撤去可能 
＜事業実施体制Ⅱ＞ 
・防虫ネット展張ほ場において、微小害虫対 
策としてスワルスキーカブリダニの導入、うど 
んこ病対策として硫黄粉剤の散布により一定 
の防除効果が確認できた。 
 

 
【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、普及指導員と連携し、実証ほ設置農家、設置方法、
調査項目・手法等を決定。 
【防除技術導入検討会１回（８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、野菜担当、農業試験場を参集し、実
証ほ場にて、導入・課題等を検討。 
【先進地視察１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、熊本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（３回）（1月、2月）】 
 現地検討会の出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

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） 

 
ミニハウス群の外から防虫ネットを全面展張し、タバコガ被害の軽減を図る技術である。 
(平成23年度大分県農林水産研究指導センタートマトピーマンチーム)  

また、防虫ネットの全面展張により微小害虫やうどんこ病の発生が懸念されるが、天敵の
活用や硫黄粉剤の畝上散布といったＩＰＭ防除法の普及を図る技術である。 
(平成22年度大分県農林水産研究指導センター病害虫チーム) 
 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：事業Ⅰ(1戸) 事業Ⅱ(3戸) 
平成２４年度      ：事業Ⅰ(1戸) 事業Ⅱ(3戸) 
平成28年度（目標年）  ：事業Ⅰ(15戸)事業Ⅱ(150戸) 

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 

【事業の実施方針】 
夏秋ピーマン栽培の間口1.8mハウス（通称ミニハウス）におけるタバコガ被害を軽減するため防虫ネット全面
展張技術の現地普及･定着を図る(事業実施体制Ⅰ)とともに、全面展帳に加えて微小害虫やうどんこ病防除
技術を総合的に取り入れたＩＰＭ体系(事業実施体制Ⅱ)を実証し、県域への技術の普及･定着を図る。 

広域普及指導員
（農業革新支援専門員）
中部振興局、豊肥振興局

農林水産研究指導センター

連携（民間）
　アリスタライフサイエンス(株)
　サンケイ化学（株）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
ＩＰＭ技術の普及・定着

実証協力

連携（独立行政法人）
（独）九州大学
（独）農業環境技術研究所

技術提供

技術協力

夏秋ピーマン栽培におけるハウスへの防虫ネット全面展張等による    
総合防除対策                             ＝大分県＝                                                    
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・立ち枯れ性病害対策にはベンチ育苗は必須であると思われるが、雨よけについ
ては無被覆でも立ち枯れ性病害が蔓延していない事例や雨よけによって苗が徒
長する事例も見受けられるため、雨よけ期間や資材の検討が必要である。 

・出荷予測技術は大方の出荷動向をつかむのには有効と思われるが、流通面で
必要とされる情報を提供するような精度ではないので、農林水産研究指導セン
ターのイチゴチームと連携して精度を高めていく必要がある。 

「さがほのか」の育苗技術の向上及び成熟日数管理による単収向上 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 単収向上のため、炭そ病に効果のある薬剤ローテーションを組み入れた立枯性病害マニュアルを作成し県
内産地への普及･定着を図る。また、開発された出荷予測技術を導入・検証して圃場調査・栽培管理指導を行
い、厳寒期におけるイチゴ果実の成熟日数の適正化を図り、県内産地へ普及・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） 

            炭そ病に効果のある薬剤ローテ－ションの導入により健苗の確
保を図る。（ ２０１０年に大分県農林水産研究指導センターで開発） 

 さがほのかの開花時期から成熟日数を予測し、厳寒期の成熟日数を適正化する技術
である。 （２００９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】      基準年 実績  目標 
 (H25.3月末)               (H23)  (H24) (H28) 
 立ち枯れ性病害技術の導入農家    60戸  60戸   280戸 
 出荷予測技術を導入した農家数    10戸   6戸    70戸 

【イチゴプロジェクト班会議）（６回）】 
 農業革新支援専門員がチームリーダーとなり、プロジェクト活 
動内容の検討、マニュアルの改訂等を行った。 
【雨よけベンチ育苗展示圃設置（6振興局 11ヶ所）（７月） 】 
 主な生産部会を対象に雨よけベンチ育苗展示圃を設置した。 
【育苗時栽培管理指導巡回（7～９月】 
 主に立ち枯れ性病害対策のため巡回指導を行った。 
【成熟日数調査圃設置（５振興局 ６ヶ所（１０月）】 
 出荷予測技術の検証を兼ねて開花から収穫までの日数調査 
を行った。 
【本圃栽培管理巡回指導（９～３月）】 
 主に厳寒期の展葉速度が落ちないよう巡回指導を行った。 

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 

 
 
 
                                                                    

・雨よけベンチ育苗は立ち枯れ 
性病害対策に有効であることが 
認められた。また、炭そ病に効 
果のある薬剤ローテーションを 
組み入れた栽培マニュアルを作 
成し立ち枯れ性病害対策を徹底 
した。 
・出荷予測技術の検証を兼ねて 
成熟日数調査を行った。技術は概ね妥当性があった。しかし、地域の差によ
る日照時間の相違などによって、地域差が見られた。 

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） 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
     ・    
   
 
 
 
 
 
 
 

・雨よけベンチ育苗は、立ち枯れ性病害対策の基本であるので引き続き展示圃を
設けて現地への普及を図るとともに、マニュアル（県独自）に基づいた防除対策を
徹底する。   

 一方で、立ち枯れ性病害をあまり発生させない事例調査を行い、雨よけ期間や
資材の検討を行う。 
 

・年次間差を見るため引き続き成熟日数調査を行う。また、農林水産研究指導セ
ンターイチゴチームが新規課題で出荷予測技術の向上に取り組むので、連携して
よりよい技術普及を図る。 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（イチゴ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（イチゴチーム）

プロジェクト班員
東部振興局
中部振興局
南部振興局
豊肥振興局
西部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（病害虫チーム）

連携（関係団体）
大分県野菜生産者
協議会イチゴ部会

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向け
た技術導入の課題
について検討す
る。

開花日 12月21日 12月28日 1月5日 1月18日 1月24日 2月2日 2月10日

収穫日（平均） 1月30日 2月6日 2月15日 2月28日 3月5日 3月13日 3月20日

収穫までの日数 40.6 40.7 41.3 41.4 41.1 40 39.2

収穫までの積算温度 521.9 531.5 556.2 574.1 570.3 571 568.5

開花日 － 12月26日 1月4日 1月18日 1月24日 2月2日 2月8日

収穫日（平均） － 2月4日 2月14日 3月2日 3月10日 3月19日 3月24日

収穫までの日数 － 40.3 41.8 44.3 46.9 46.2 45.2
収穫までの積算温度 － 527.9 532.3 562.6 591.6 595.8 587.6

開花日 12月22日 12月28日 1月12日 1月18日 1月24日 2月2日 2月10日

収穫日（平均） 2月9日 2月11日 2月24日 3月1日 3月7日 3月11日 3月19日

収穫までの日数 49.1 45.3 43 43.1 43 38.8 38.7

収穫までの積算温度 657.2 604.3 587.6 597.5 583.8 534.6 550.1

開花日 12月22日 － 1月13日 － 1月27日 － 2月9日

収穫日（平均） 2月19日 － 2月21日 － 3月7日 － 3月18日

収穫までの日数 59.8 － 39.8 － 40.2 － 38
収穫までの積算温度 690.5 － 470.1 － 511.9 － 499.1

杵築市

大分市

宇佐市

佐伯市
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・軟腐病の効果的な防除には、薬剤散布の他、以下の点に配慮した対応が必要であ
ると示唆される。 
①プロベナゾール剤の2回散布（当事業取組技術） 
②効果的な排水性の確保 
③軟腐病の蔓延・被害拡大の前に商品出荷できる作型の再構成 

①については当事業により推進を再度進める。②については水田跡地であることから
耕盤破砕が必要であるが借地ゆえの作業難（地権者が嫌がる）・復田の見込が立たな
いことに対する懸念等により実施が徹底出来ない実情がある。③については、軟腐病
被害が盆明け傾向に急速に拡大することから早期の出荷が可能となる作付け検証が
必要である。 
 

白ねぎにおけるﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ剤の2回散布体系の導入 

                             ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 白ねぎの軟腐病による商品収量の低下を抑え、白ねぎ増収による生産者の所得向上の実現を図る目的で、
大分県（農林水産研究指導センター）が平成22年に開発したプロベナゾール剤の２回散布体系実施体系技術

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） 

 
 軟腐病対策としてプロベナゾール剤を６月・７月の２回散布を行うことで当病害を抑える
技術で、商品単収が図られる技術である。（ ２０１０年に大分県農林水産研究指導セン
ターにより開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末） 
平成２３年度（基準年）：導入戸数 １０戸 
平成２４年度      ：２０戸 
平成２８年度（目標年）：７０戸 

 
【軟腐病防除生産者講習会１回（１月２１日）】 

 ＪＡ玖珠九重及び白ねぎ生産部会員を参集し、広域普及指導員（農業革新支援専門員）、西部振興局
普及指導員が軟腐病の防止対策に向けた生産管理手法・排水対策・生育促進の必要性を説明・周知徹
底を図った。 
【実証ほ設置打合せ３回（１～３月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、西部振興局・JA玖珠九重・白ねぎ生産部会及び（株）ｸﾎﾞﾀと協議の
上、次年度の軟腐病防止に向けた総合実証試験手法等を決定。 
【現地調査 のべ１７回】 
 大分県内の白ねぎ産地における軟腐病の発生状況及び生産指導を実施した。 
【プロジェクト班会議６回】 
 県内の普及員・試験場他を参集し、現地調査状況調査の報告、今後の対応を協議した。 
【先進地視察２回（８、２月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、鳥取県において普及指導員による先進地視察を実
施。 

新技術の内容 

24年度事業の取組内容 

 
・今年度の薬剤の適期散布の推進の結果、当技術の導入は前年実施者の倍となる20
名となった。 

・しかし、生産実績は昨年九州北部を襲った記録的豪雨による影響が強く残り、過湿
による根傷みと軟腐病菌Erwinia菌（エルビニア菌）の影響を避けることができず軟腐
病を効果的に抑えるには至らなかった。 

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） 

 
 

１．効果的な排水性の確保については、生産者が①水稲への依存度が高いこと、②借
地が多く抜本的な排水対策に対する地権者の反発等がネックとなり、抜本的な対策が
進まない。その中で鹿児島県がこの課題の解消が見込まれる取組を構築した。この復
田可能な排水対策の実証技術の現地試験を平成25年度に実施する。 
２．作型改善については、当該地区が冷涼な温度帯であるゆえ白ねぎ生育が不安定
にあっている。同時期に出荷される産地においては加温育苗等の実施しているので、
この取組を平成25年度に実施する。 
３．軟腐病の抵抗性や、早期出荷に対応が可否については品種本来の持つ影響が非
常に強いことから、上記２に関する品種比較調査を行う。 
以上１．～３．を組み合わせた総合的な軟腐病防除体系の試験を実施する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

【西部振興局】 

・実証ほの運営管理  ・収量・品質調査 

・生産者実施状況調査 

【ＪＡ玖珠九重白ねぎ生産部会】 

・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（広域普及指導員）】 

・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 

【大分県農林水産研究指導セ

ンター】 

・現地調査 

・次年度対策指導助言 

【全国農業改良普及協会】 

・実証試験実施サポート 

 

【県園芸振興室】 

・生産振興方針への反映 

 

調査項目等の計画
立案・調査指導等 

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 

【東部・中部・豊肥・北部振興局】 

・現地白ねぎ状況調査報告 

・技術対応検証    

白ねぎＰＴ 
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・土壌物理性については、各圃場ごとに異なるために、各々の圃場に適した有効
な改善手法を提案する必要がある。 
・土壌物理性改善に伴い、灌水技術などの手法も検討が必要。 
・孔隙率が高すぎる場合、白絹病など病害虫の発生を助長する懸念がある。 
 

土壌物理性改善技術導入によるニラの生産性向上 

                                       ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
にらの生育に及ぼす土壌物理性（貫入硬度、仮比重、三層分布、透水性等）を調査する土壌診断技術並びに
土壌物理性改善技術の実証圃を設置することにより、最適な土壌改善方法を明らかにして県域全体への普
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） 

 
生育に及ぼす土壌物理性について、貫入硬度、仮比重、三層分布、透水性等の関連性
が高く、土壌物理性改善技術（深耕・土壌改良資材の投入）により改善効果が図られる
技術である。（開発主体：大分県農林水産研究指導センター土壌環境チーム。開発年：
平成23年度） 

【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戸 
平成２４年度      ： ２戸 
平成２８年度（目標年）： ７４戸 

【土壌物理性改善技術導入検討会（７月）】 
 広域普及指導員が中心となり、にらプロジェクトチームで 
調査項目・手法等を決定。 
【土壌物理性実態調査】 ７地点 
【栽培実証ほの設置（３か所） 】 
 土壌物理性調査、土壌改良資材（パーライト）投入調査 
【現地検討会開催３回（１１、１２、３月）】 
 土壌物理性調査中間検討。現地検討。 
【土壌物理性改善技術研修会】 
 関係機関を集めての土壌物理性調査・実証ほについて 
 

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 

【土壌物理性調査による低・高単収要因】 
※県内７地点の調査結果 
○高単収要因：仮比重：小、孔隙率：高 
         通気性と透水・保水性が重要 
○低単収要因：作土浅く、作土に硬い層あり 
・土壌改良のために、樹皮質の堆肥を４５cm 
程度までの深いところまで投入し、仮比重や 
孔隙率を改善する。 
【土壌改良資材実証ほ設置：２地点】 
・重粘質土壌等、仮比重高く透水性も良くない 
→パーライトの投入による物理性改善 
収穫終了H25/7月見込みで継続調査中 
 

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） 

・重粘質土壌等、仮比重高く透水性も良くないほ場に対して、パーライトの投入に
よる物理性改善を目的とした実証ほを設置し効果を検討する。 
 

・各々の圃場に適した有効な改善手法を探るため、県内圃場の土壌物理性診断
実施し、有効な土壌物理性改善手法の提案を行い、技術実証の効果を把握する。 
 

・土壌物理性改善と併せて、白絹病など病害虫の発生を助長させないようにする
灌水技術・病害虫対策を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（ニラ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（ネギ類チーム）

プロジェクト班員
東部振興局
中部振興局
南部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（土壌環境チーム）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向けた
技術導入の課題につ
いて検討する。
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・この土壌物理性診断法は、生育期間中に地下25cmの土壌コアを採取するため
に生育中のこねぎを傷めてしまう課題がある。 

・土壌物理性については、各圃場ごとに異なるために、各々の圃場に適した有効
な改善手法を提案する必要がある。 
・土壌物理性改善に有効な堆肥投入を敬遠している傾向にある。 
 

こねぎの土壌物理性診断法の普及と土壌物理性改善技術による生産性向上 

                                       ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
こねぎの生育に及ぼす土壌物理性について、関連性が高い３項目（①容積重（固相率）、②気相率、③保水性
と透水性（有効水分量と粗孔隙率））を調査する土壌診断技術並びに改善処方について、本技術の実証・展示
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） 

 
土壌物理性の診断及び改善技術を開発した。土壌物理性は、容積重（固相率）、気相率、
保水性と透水性の関連性が高く、暗渠排水や高畝により改善効果が図られる技術である。
（開発主体：大分県農林水産研究指導センター土壌環境チーム。開発年：平成23年度） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：13戸 
平成２４年度      ：21戸 
平成２８年度（目標年）：42戸 

【土壌物理性調査検討会１回（７月）】 

 広域普及指導員が中心となり、こねぎプロジェクトチーム（普及指導員、県園芸振興室、
農林水産研究指導センター）で、調査項目・手法等を決定。 
【土壌物理性調査（県北地域：１８ほ場）（７～１２月） 】 
 土壌物理性、土壌化学性、可給態窒素などについて 
サンプリング・調査を実施。 
【現地検討会開催３回（１１、２、３月）】 
 土壌物理性調査中間検討。処方カルテの作成 
【土壌物理性改善処方検討会１回（１２月）】 
 土壌物理性調査結果に基づき、改善処方を検討。 
【土壌改善研修会（２月）】 
 部会定例会と併せて処方カルテについて説明。 
 

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） 

・土壌物理性診断実施と、こねぎを傷めない診断法の簡易化を検討する。 
・各圃場に適した有効な土壌物理性改善手法の提案と技術実証をする。 

・土壌物理性診断法と併せて、土壌中の可給態窒素の簡易測定法を行い、塩類
集積をおこさない適切な堆肥等土壌改良資材導入の検討を行う。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（こねぎ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（ネギ類チーム）

プロジェクト班員
東部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（土壌環境チーム）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向けた
技術導入の課題につ
いて検討する。

 ・土壌物理性診断法より処方カ
ルテを作成し、土壌物理性改善
に向けた取組を啓発できた。 
 ・土壌物理性の改善のためには、
堆肥の投入が有効であるが、連
作による塩類集積で堆肥投入が
ここ数年敬遠している生産者も多
い。土壌物理性と併せて調べた
可給態窒素が7.5kg-N/10aから
4.7kg-N/10a  と落ちていること
がわかり、土づくりの啓発を図る
事が出来た。 
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・引き続き、梅雨時期が例年並みの降雨量と日射量である条件で、裂果率の軽減
効果について検討する。（県農業試験場においても、次年度の試験課題に設定） 

・次年度は、県域への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置を継続し、県内全Ｊ
Ａトマト部会に対し、現地検討会の開催を周知する。 

・県内のトマト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。 

 
・梅雨時期の豪雨の影響で裂果の発生が少ない年であった。 

・産地により栽培様式が異なることから、産地の栽培様式にあったかん水管理が
必要と思われる。 

・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
の実証ほ設置を継続して設置する必要がある。 

 
・1つの実証ほ場のデータでは、２月末現在 
で、試験区は対象区と比較して約１割増収 
し、裂果率も低減した。 
・もう１つの実証ほ場のデータでは、斜め 
誘引のためわき芽残しをすることにより主枝 
が水平に傾き樹勢の低下が考えられ効果は 
判然としなかった。 

・成果の上がった実証ほ場のある産地では、                      技術
導入に関する資料を作成し技術の普及 
を図った。 

 
【現地検討会開催１回（10月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県野菜担当者、農業試験場を参集し、
実証ほ設置農家のほ場にて、２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１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、熊本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（4回）（10月、12月、1月、2月）】 
 現地検討会の出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

夏秋トマトの裂果対策技術の導入による裂果率の軽減と普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
大分県の夏秋トマト生産においては、果実の裂果発生による品質低下、収量減少が問題となっている。 裂果
発生時期におけるかん水方法の改善により裂果発生を軽減できる試験成果をもとに、本技術の実証・展示、
実績検討会を通じて、地域農家への普及・導入を推進する。 

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） 

 
夏秋トマトの果実が裂果する時期に、かん水時間を変更して管理することで裂果の発生
を軽減できる技術である。                                              
(平成23年度大分県農林水産研究指導センタートマトピーマンチーム成績書) 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 1戸 
平成２４年度      ： 2戸 
平成28年度（目標年）：60戸 

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 

61


	32_37.pdf
	38_43
	44_49
	44_fkok_kyuri.pdf
	45_fkok_rakuno
	46_fkok_ipm
	47_fkok_kibaru
	48_sg_tama_negi
	49_sg_tanki_nae

	50_55
	56_61



