
【事業の実施方針】 
 県内梨産地では消費者ニーズに合った優良品種の導入や、老木化して生産性の低下した圃場の若返りのため、新植・改植の必
要に迫られている。しかし果樹は本格的に収穫が行える成園になるまでに10年程度の年月を要するため、この取り組みが遅れて
いる。そこで大分県では平成21年から「ナシの大苗育苗と流線型仕立による早期成園化技術の確立」として革新的な早期成園化

技術の開発に取り組んでいる。そこ本事業では、県内主要産地に設置した栽培実証圃（５圃場）での栽培実証を行うことで得られ
た試験成果の早期普及を図る。 

 
●植え付け3年目結実のためには、2年目以降順調に側枝を伸長させる必要がある。

栽培条件が異なる様々な実証圃で試験を行うことで、普及に向けた課題と対策が明ら
かになる。 

●大苗の発育状況に合わせた肥培管理、新梢管理、ホルモン処理など管理方法のマ
ニュアル化と現地への情報提供。 

ナシ新栽培法流線型仕立の普及 

＝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） 

                 
  流線型仕立では、4.5mを超える大苗を使用し植え付け後3年で樹体の骨格を作り上げ、早

急な成園化が可能となる。また、既存の果樹棚を利用し、簡易な主枝ラインを設置するのみ
であることから投資金額を低減できる新技術である。 （大分県農林水産研究指導センター果樹グ
ループ H22） 

【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名 
平成２４年度      ：  ６名 
平成２８年度（目標年）：  25名 

●先進地研修(7月30日～8月1日) 
  他県における早期成園化技術の普及状況について研 
修を実施した（神奈川県）。 
●現地検討会(9月12日、1月29日、3月13日) 
 展示圃における栽培管理指導と指導方針の統一。 
●栽培検討会(1月21日、2月13日、3月11日) 
 植え付け1年目の管理実績確認と2年目に向けた栽培管 
理方法の打ち合わせ。 
●生産者説明会(11月26日) 
 ナシ生産者に対し流線型仕立を説明し、推進を図った。 
 

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 

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） 

 
 
● 結果枝確保のためのGA処理等の徹底 
●   樹勢維持のための定期的施肥の実施 
● 普及指導員に対する時期別管理指導 
● その他現地で発生した課題の集約と対応方法の検討 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

ナシ流線型仕立植付け２年目の有効側枝長から予測した植付け３年目の収量 

・2年生大苗を使用することで、有効側枝長から予測
すると植え付け3年後に成園並みの収量が期待できる。 

 

・植え付け1年目は葉数・根量の確保が行えた。 

 

生
産
者
説
明
会 

H25 開花状況 

現
地
検
討
会 
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【事業の実施方針】 
  大分県の柑橘産業は施設栽培中心の産地構造であるため、近年の重油高騰の影響により、生産コストが
増大し、経営を圧迫している。そのため、新たに経営の柱となる重油使用量の少ない施設柑橘として、大分県
オリジナルカンキツの「大分果研４号」を施設栽培の新たな柱として現地に普及･定着を図る。 

大分県オリジナルカンキツ品種「大分果研４号」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） 

                 大分果研４号(H21 大分県果樹グループ品種登録）は少
加温栽培（２月中旬加温）とすることで、重油使用量が10a当たり５～６kLに節減で
き、11月初旬に収穫可能となり、果実は大きく、果肉はじょうのう膜がハウスミカン

並の薄さとなり特徴であるゼリー食感が向上する。また、ねかせ接ぎによる品種更
新で未収益期間の短縮が図れる技術である。(H20～24 大分県農林水産研究指
導センター果樹グループ） 

【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      ：  ９戸 
平成２８年度（目標年）：  ５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） 

  
・重油使用量の少ない施設柑橘として、引き続き導入を推進。 
・施設内に高接ぎおよび苗木にて導入した生産者の早期成園化のフォローアップ。 
・栽培マニュアル作成に向けた枝梢管理法（未結実期間）の検討。 

 

 

・現地検討会(10月26日、11月27日、3月1日) 
 プロジェクト班員が、大分果研４号の露地栽培、展示圃の状況を検討した。 
・栽培研修会(10月19日、12月11日、12月12日、12月21日) 
 プロジェクト班員が出席し、ハウスみかんの代替品種として大分果研４号が有効 
 な事、大分果研４号の施設栽培技術等について研修、検討した。 
・現地展示圃調査研究等(9月～3月) 
 プロジェクト班員が現地展示圃での調査研究や生産者への大分果研４号の施設 
 栽培の推進等を行った。 
・先進地視察研修(1月29日～31日) 
 静岡県で開催された「常緑果樹研究会」に参加し、大分果研４号に応用できる高
品質果実栽培技術について情報等の収集、交換を行った。 

24年度事業の取組内容 

 

 

 燃油高騰に伴う品種更新であるので、未収益期間の短縮を最重点に考え、できる限り
高接ぎ更新を行い、苗木での改植は補植に留めることが望ましい。 
 そのため、展示実証圃でねかせ接ぎによる品種更新の実証検討した結果、最短で１年
半、概ね２年で更新できることが証明された。（写真は試験場での取り組み事例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術実証の成績等（H24） 

次年度に向けた課題への対応方策 

平成23年5月腹接ぎ 平成23年8月追い接ぎ ハウスみかん収穫後に接ぎ木 

平成23年11月の状況 平成24年6月（接ぎ木1年後） 平成25年3月（接ぎ木2年後） 
 
 
・苗木での改植園の早期成園化。 
・H24年度に９戸の導入が図れたが、未結実期間であるとともに現地で加温栽培の事例
が無いことから、今後技術的フォローが必要。 
・栽培マニュアルの作成。 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（ハウスみかん）

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 果樹グループ
（温州ミカンチーム）

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

（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・土壌環境チーム）

（関係団体）

大分県農協

全農大分県本部

連携県内産地 普及・

定着

広域普及指導員を中心とした技術

の普及・定着

・振興局・関係機関との連絡調整

・実証圃の検証

・現地検討会、栽培研修会の開催

・導入効果の総合的検証による技

術の普及

技術提供

産地活性化に向けた

生産・流通の課題に

ついて検討する。

調査・情報交換

振興局普及指導員

・実証圃の設置・生産者との連携

・実証圃の管理・データ収集

・生産者への情報提供、導入推進
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・栽培地域の気象条件の違いが、品質（株の大きさ）に影響を及ぼした。気象条件
（作型）に応じて肥培管理を変えることが必要だと思われた。 
 
・生育途中に、株枯れが多く発生した。原因は「灰色かび病」だった。 
 

  大分県育成オリジナル花きの導入推進 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 トルコギキョウ栽培では国内外の他産地と競合しており、有利販売につなげるためには、品目の独自性と安
定供給が課題となっている。そこで、これらのオリジナル花きを県内各産地に導入することで、産地知名度を
上げ、有利販売に導き、県域での普及定着を図る。 

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） 

 
・大分県農林水産研究指導センター花きグループ育成品種（平成２１年度開発・品種登
録申請）の現地導入を推進させる。 
・平成２３年５月登録品種「チェリービー」（トルコギキョウ鉢物用品種） 
  

【成果目標及び達成状況】 （H25. ３月末現在） 

 平成２３年度導入農家数（基準年）  ０戸 
 平成２４年度導入農家数        ６戸 
 平成２８年度導入農家数（目標年） １０戸      

【大分県オリジナル花きの導入推進】 

 農業革新支援専門員がチームリーダーとなり、オリジナル花きの導入推進を行うために
品種特性及び栽培管理技術に説明を行った。 
【栽培実証圃設置（３ヶ所） 】 
 若手鉢物生産者組織（大分県高級鉢物研究会員）の3ヶ所に栽培実証圃を設置した。 
【実証圃現地検討会（事前説明、生育調査）】 
 実証圃設置にあたっての事前説明及び、生育状況の調査を定期的に実施した。 
【栽培技術の現地指導】 
 農業革新支援専門員及び各振興局の普及指導員による栽培技術指導を行った。 
【流通実態調査）】 
 大田花き及び、東京都内の生花店で流通実態調査を行った。 
  

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 

 
 

・シクラメン、リーガスベゴニアなど鉢 
物の主力品目の単価が低迷し、新たな品 
目が現場から求められている。こうした 
中、本事業の活用により大分県農林水産 
研究指導センター農業研究部花きグルー 
プで育成されたトルコギキョウを鉢物と 
して試作を行った結果、市場から高い評 
価を受けた。 

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） 

 
 
 
 

・気象条件や作型に応じた肥培管理を行うことで、県域で品質（株の大きさ）を統
一する。 
 

・適正な薬剤処理及び環境制御により「灰色かび病」を防止し、商品化率を向上さ
せる。 
 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

現地栽培試作状況 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ）

チームリーダー 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 花きグループ

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

県内産地

広域普及指導員を中心とした

技術提供

各管内の産地化に向け

た生産の課題について

検討する。

産地活性化・産地間連携に向けた生産流通

の課題について検討する。
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・ 
 

・ヒマワリ、ハボタンともに、品種によっては、奇形花の発生や草丈の低下が発生
し、商品率を落とした。 
 
・灌水が必要な時期に、十分な灌水ができなかったため、品質が低下した。 
 
・ハボタンは、定植時期が遅くなると、草丈が十分確保できなかった。 

  切り花の少量培地栽培技術の導入によるヒマワリ、ハボタンの産地育成 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 大分県で開発された切り花の少量培地栽培技術（水稲育苗箱に培土を入れ、灌水チューブで栽培する技
術）を導入する。栽培も容易で、草丈の短いコンパクトな切り花生産が可能になる。補完品目、集落営農法人
などを対象にした新たな花き産地育成に取り組むことにより、県域での普及定着を図る。 

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） 

 
・大分県農林水産研究指導センター農業研究部花きグループで平成２２年に開発された
少量培地栽培技術を現地導入によりヒマワリ、ハボタンの新たな産地化を図る。  

【成果目標及び達成状況】 
  （H25.３月末現在）          ヒマワリ   ハボタン 
 平成２３年度導入農家数（基準年）  ０戸     ２戸 

 平成２４年度導入農家数        ２戸     ４戸 
 平成２８年度導入農家数（目標年） １０戸    １５戸 

【切り花の少量培地栽培の導入推進】 

 農業革新支援専門員がチームリーダーとなり、花きの少量培地栽培導入推進を行うた
めに、技術の特徴及び適用品目の説明を行った。 
【栽培実証圃設置（６ヶ所） 】 
 ヒマワリ２ヶ所、ハボタン４ヶ所の栽培実証圃を設置した。 
【実証圃現地検討会（事前説明、生育調査）】 
 実証圃設置にあたっての事前説明及び、生育状況の調査を定期的に実施した。 
【栽培技術の現地指導】 
 農業革新支援専門員及び各振興局の普及指導員による栽培技術指導を行った。 
【流通実態調査）】 
 なにわ花いちば及び、東京都内の生花店で流通実態調査を行った。 
  

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 

 
 

・本事業を活用して大分県農林水産研究 
指導センタ農業研究部花きグループで開 
発された少量培地栽培技術をヒマワリ２ 
ヶ所、ハボタン４ヶ所で現地導入した。 
 ヒマワリ、ハボタンともに、容易に品 
質が良い切り花が生産されたため、生産 
者、市場の評価が高かった。 

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ヒマワリ、ハボタンともに、品種比較を実施し、この栽培方法に適した品種を選定
する。 

・タイマーによる自動灌水を導入し、灌水時間及び量を検討することで、品質を向
上させる。 
・定植時期を早めることで、草丈を確保する。 
 
 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

現地実証圃の状況 

普及組織

農業革新支援専門員
中部振興局

豊肥振興局

西部振興局

北部振興局

試験研究機関

農林水産研究指導センター

花きグループ

県内産地

生産技術の普及・定着に向け

た課題について検討する。

技術提供

振興局管内

実証圃場
調 査

産地活性化・産地間連携に向けた

生産流通の課題について検討する。
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キクにおけるLED電照の導入及び普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
キクの電照栽培において、大規模周年栽培を行っている産地を対象とした実証圃を設け、生育状況や花芽抑
制効果について検討し、技術課題や普及上の課題を洗い出し、導入効果の分析･評価や導入の推進を関係機
関と連携して行い、県域での普及･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） 

 
LEDを活用した開花調節技術では、既存の白熱球に比べ、花芽分化抑制効果が高いこと
が確認された。またLED電球については、白熱球に比べ消費電力が低く長寿命であるた
め、ランニングコストも低減される技術である。（平成22年度 愛知農総試） 

【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      ： 1戸 
平成 ２８年度（目標年）： 10戸 

 

【先進地調査】 
・鹿児島県(8/30,31,6名)、愛知県(1/24,25,5名)のLED導入事例をキクﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議会
員で、有効波長、有用電球、導入コスト等の調査を行った。 
【実証圃設置・現地検討会の開催】 
・3月5日、国東市の実証ほで、キクプロジェクト会議会員8名で電照抑制効果に関す
る現地検討会を開催。 
【意向調査・導入推進】 
・各産地に於いて、LED電球の導入にかする意向調査を行った(随時)。 

新技術の内容 

 
 

技術実証の成績等（H24） 

 
 

・全国的に見ても導入事例が少ないため、他の産地取組を調査する 

・夏秋ギクに対する電照抑制効果が明確でないため、夏秋ギクの電照抑制の
効果実証する 
・耐用年数が明確でないため、電球の違いによる費用対コストの検証を行う 
・LED電球の価格が高いため、補助事業等の活用協議を行う 
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LEDランプ 

電球型蛍光灯 

白熱 

電球の違いによる費用累計 

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 

・夏秋ギクの電照抑制効果が明確になっていない 
・耐用年数が明確になっていない 
・LED電球の価格が高いため、生産者の導入意向が薄い 
 
 次年度に向けた課題への対応方策 

秋ギクでの電照抑制効果は問題なかった。 
H24年の検証では、LED電球を導入する際、同電球と白熱電球（150円/球）、
電球型蛍光灯（300円/球）の費用累計を比較すると、LED電球が1,000円/球に
なった場合、対白熱電球では約2年半、対電球型蛍光灯では約7年半で同等
のコストとなることが分かった。 
 
技術実証及び技術普及における課題（H24） 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（キク）

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 広域普及指導員

(農業革新専門支援員)

（試験機関）農林水産研究指導センター 花きグループ

プロジェクト班員

東部振興局 南部振興局

豊肥振興局 西部振興局

北部振興局

県内産地

広域普及指導員を中心とした技術の普及・定着

・振興局・関係機関との連携

・実証圃のデータ検証

・電照抑制効果、ランニングコスト試算

・技術研修会の開催

・導入効果の総合的な検証による技術の普及

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。

（独）農研機構花き研究所 鹿児島県農業開発センター

調査、情報交換

振興局普及指導員

・実証圃設置にかかる調整

・管理とデータ収集 (生育調査ほか)

・実証圃を設置した生産者との連携、意見

収集、課題聞き取りほか

・管内生産者への情報提供・推進

普及・定着
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・宮崎の産地調査では、単位あたりの裁植本数が大分より3割程度多い。
大分での裁植密度の検討も必要。 

・ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの導入により着果が促進されるが、次年度以降の種子繁殖
の際の変異が不明(F1となるため) 
・ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの放飼技術(ﾈｯﾄ張りの方法、規模、導入時期等)が不確定。 

需要に応じたホオズキ生産技術の導入（ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの導入）及び普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
ホオズキは連続して着果したものが高い評価を受けるが、これは気象条件に大きく左右される。そこでマルハ
ナバチの導入により、着果率を向上し、商品価値を上げ、生産性の向上を図ることを目的として、実証圃を設
置し、技術課題の洗い出しと解決方法の検討、導入効果の検証等を行い、県域での普及･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） 

 
ホウズキの着果安定に対しマルハナバチの放飼は４月上旬の開花開始期からが効果が
高く、放飼し続けると安定した着果が得られ、顕著な効果がある技術である 
（平成15年度 宮崎県総合農業試験場） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：2戸 
平成２４年度      ： 1２戸 
平成28年度（目標年）： 20戸 

 
 

【導入検討会開催】 
マルハナバチ導入に際して、関係機関・生産者と利用上注意することなどの検討を行った。 

【先進地視察】 
農業革新支援専門員が、全国ネットを活用して、宮崎県 
日向市の先進地及び宮崎県農業試験所視察を実施。 

【実証圃の設置】 
マルハナバチ導入の実証圃を３ヵ所設置した。 
【現地検討会の開催】 
実証圃や各地域で現地検討会を開催して、効果の 
検証や利用上の問題点などについて情報共有を図 
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 

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） 

 
 

・ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの導入で、宮崎を参考すると密植にし 
 ても着果が確実に行われるので、大分でも10千 
 本/10aの裁植実証を行い、反収の向上を図る。 
・宮崎の反収の確保を調査・確認し、種子繁殖の 
 変異が不明であるので、併せて調査する。 
・ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁ導入効果が上がるよう放飼技術 
 の確立と栽培技術の確立を図っていくため実証 
 ほ設置し検討を進める。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

特秀 秀 優 A品 B品 

導入無 導入 マルハナバチ導入による品質の向上 

ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの導入により、秀品率の向上及び生産性の向上が図られた。 
ﾏﾙﾊﾅﾊﾞﾁの導入により、裁植密度を既存栽培方法の約1.5倍に変えても着
果に影響がない。 

普及組織

花き担当広域普及指導員
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

試験研究機関

農林水産研究指導センター

花きグループ

県内産地

技術提供

導入事例

宮崎県等

調 査

広域普及指導員を中心とした技術の普及・定着

・振興局・関係機関との連携

・実証圃のデータ検証

・導入後の技術課題の改善、技術研修会の開催

・導入効果の総合的な検証による技術の普及

振興局普及指導員

・実証圃設置にかかる調整

・管理とデータ収集 (生育調査ほか)

・実証圃を設置した生産者との連携、

意見収集、課題聞き取りほか

・管内生産者への情報提供・推進
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・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 
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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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・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 

0

5

10

15

20

25

15

24.4

17.8

6.2

16.2

9.4

各地域の生草収量

76



       

 
 

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 
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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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・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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