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別記様式第６号

　　産地技術導入支援事業（新技術導入広域推進事業）に関する事業評価票 九州農政局

達成率

施肥技術導入面積の増加 487 ha 3,620 ha 3,900 ha 91.8%

１０ａ当たり収量の増加 260 kg 251 kg 360 kg -9.0%

タンパク質含有率の向上 11.3 ％ 12.0 ％ 12.0 ％ 100.0%

2 福岡県
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

24年度
省エネルギー型効率的生
産技術を活用した農家数

0 戸 33 戸 140 戸 23.6%

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布
・先進地調査

燃油価格の低下によりコスト削減効
果が低下したため、成果目標は達成
しなかった。今後は、成果目標を達
成するための改善計画を求める。

１０ａ当たり収量の増加 17 ｔ 21.9 ｔ 20 ｔ 163.3%

導入農家戸数 0 戸 39 戸 35 戸 111.4%

性選別精液人工授精技術
を利用した農場利用割合

30 ％ 66 ％ 80 ％ 72.0%

受胎率の向上 30 ％ 35 ％ 45 ％ 33.3%

きゅうり作付面積 300 a 1,656 a 700 a 339.0%

なす作付面積 0 a 2,180 a 1,027 a 212.3%

6 福岡県
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

24年度
「キバル」台木によるイ
チジク栽培面積の増加

0.3 ha 9.0 ha 7.1 ha 127.9%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・先進地調査、市場調査

成果目標は達成した。

7 福岡県
茎葉型ＷＣＳ用稲「たちすず
か」栽培技術及び給与技術の普
及

25年度
「たちすずか」導入面積
の増加

1 ha 760 ha 500 ha 152.1%

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布
・先進地調査

成果目標は達成した。

耕うん同時畝立て播種技
術導入面積

800 ha 2,772 ha 1,500 ha 281.7%

難防除雑草対策技術導入
面積

300 ha 1,170 ha 800 ha 174.0%

水ストレス対策技術導入
面積

400 ha 1,012 ha 1,000 ha 102.0%

Ｎｏ
事業実施
主体名 新技術の内容

事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

福岡県
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

具体的な取組内容
地方農政局長等

の意見

基準年
(計画策定

時)
平成23年

目標年

平成28年
目標値

成果目標の達成状況

生育期間中の高温、多雨の影響を受
け収量が伸びず、成果目標は達成し
なかった。今後は、成果目標を達成
するための改善計画を求める。

成果目標は達成した。

24年度

・技術検討会、研修会の開催
・人工授精実証
・診療所向けマニュアルの作成
・農家向けリーフレットの作成
・先進地調査

肉用子牛価格高騰に伴い和牛精液授
精が増えたことにより、性選別精液
人工授精技術が現場で普及しなかっ
たため、成果目標は達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

3 福岡県
きゅうりにおける低濃度二酸化
炭素施用による増収技術の普及

24年度

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布
・先進地調査

1 福岡県
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

24年度
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

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

24年度

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・天敵放飼マニュアルの作成
・先進地調査

成果目標は達成した。

8 福岡県
大豆栽培における３００Ａ技術
等新技術の導入・普及による収
量の向上

25年度
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

4

成果目標は達成した。

5 福岡県
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達成率
Ｎｏ

事業実施
主体名 新技術の内容

事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

具体的な取組内容
地方農政局長等

の意見

基準年
(計画策定

時)
平成23年

目標年

平成28年
目標値

成果目標の達成状況

9 佐賀県
省力育苗法等による冬どりたま
ねぎの面積拡大

24年度
冬どりたまねぎ作付面積
の増加

0 ha 15 ha 25 ha 60.0%

・技術検討会の開催
・成果発表会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

近年の夏期の異常高温により、重要
な育苗期や移植時の管理等が難し
く、成果目標は達成しなかった。今
後は、成果目標を達成するための改
善計画を求める。

10 佐賀県
水稲移植栽培における「短期
苗」育苗法の普及

24年度
「短期苗」育苗法を導入
した水稲作付面積の増加

0 ha 147.6 ha 50 ha 295.2%
・技術検討会の開催
・成果発表会の開催
・技術マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

11 長崎県
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

24年度
かん水技術を導入したか
んきつ面積の増加

0 ha 98.8 ha 30 ha 329.3%
・技術検討会、成果発表会の開催
・実証ほ場の設置
・技術マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

12 長崎県
施設園芸での複合環境制御技術
の確立と普及

24年度
複合環境制御技術を導入
した栽培面積の増加

0 ha 13.7 ha 5 ha 274.0%
・技術検討会、成果発表会の開催
・実証ほ場の設置
・技術マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

13 長崎県
ばれいしょ収穫作業同時緑肥作
物播種機の技術確立と普及

24年度
ばれいしょ収穫同時緑肥
作物播種機導入緑肥作物
作付面積の増加

0 ha 44.4 ha 50 ha 88.8%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・生育・収穫調査

ばれいしょの不作と低価格により機
材への投資が進まず、成果目標は達
成しなかった。今後は、成果目標を
達成するための改善計画を求める。

14 長崎県

加工・業務用野菜（たまねぎ、
ほうれんそう）の栽培技術（た
まねぎ収穫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

24年度
加工・業務用野菜栽培技
術を導入した面積の増加

0 ha 100.3 ha 10 ha 1003.0%

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布
・現地調査

成果目標は達成した。

15 長崎県
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

24年度
生産基盤に対応した高所
作業車の導入組合数の増
加

0 組織 8 組織 10 組織 80.0%
・技術検討会、成果発表会の開催
・実証ほ場の設置
・機械活用マニュアルの作成・配布

利用可能な園地が限られ導入が困難
なため、成果目標は達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

16 熊本県
貯蔵用・樹上完熟温州みかんの
浮皮軽減技術

25年度
ジベレリンとジャスモン
酸の混用散布実施面積

0 ha 47 ha 7.5 ha 626.7%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置

成果目標は達成した。

17 熊本県
緑茶用製茶機械を活用した紅茶
製造技術の普及

25年度
緑茶用製茶機械を使用し
た紅茶製造技術を導入し
た農家戸数の増加

0 戸 27 戸 30 戸 90.0%
・技術検討会、研修会の開催
・製造講習会の開催
・マーケティング調査

成果目標はおおむね達成した。

18 大分県
水稲新品種「つや姫」の高品質
栽培技術の普及

24年度
技術導入による「つや
姫」作付面積の拡大

100 ha 589 ha 4,000 ha 12.5%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

対象地域での品質低下リスクを排除
できなかったため、成果目標は達成
しなかった。今後は、成果目標を達
成するための改善計画を求める。
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達成率
Ｎｏ

事業実施
主体名 新技術の内容

事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

具体的な取組内容
地方農政局長等

の意見

基準年
(計画策定

時)
平成23年

目標年

平成28年
目標値

成果目標の達成状況

夏秋ピーマンの出荷量の
増加（全面展張技術の導
入）

1 戸 10 戸 15 戸 64.3%

夏秋ピーマンの出荷量の
増加（ＩＰＭ技術導入戸
数）

3 戸 221 戸 150 戸 148.3%

立枯性病害技術の導入農
家数

60 戸 226 戸 280 戸 75.5%

出荷予測技術の導入農家
数

10 戸 65 戸 70 戸 91.7%

21 大分県
白ねぎにおけるプロベナゾール
剤の2回散布体系の導入

24年度
プロベナゾール剤の２回
散布体系の導入戸数

10 戸 38 戸 70 戸 46.7%

・技術検討会の開催
・講習会の開催
・実証ほ場の設置
・先進地事例調査

散布導入率は90％と伸びたものの、
72戸から42戸までに農家数が減少し
たため、成果目標は達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

22 大分県
土壌物理性改善技術導入による
にらの生産性向上

24年度
土壌物理性改善技術の導
入農家数

0 戸 26 戸 74 戸 35.1%

・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・先進地事例調査
・土壌物理性調査

当初予定していた土壌改良剤の投入
効果が判然せず、土壌物理性の診断
と深耕による改善の取組のみになっ
たため、成果目標は達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

23 大分県
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

24年度
土壌物理性改善技術の導
入農家数

13 戸 44 戸 42 戸 106.9%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・先進地事例調査

成果目標は達成した。

24 大分県
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

24年度
かん水方法改善導入農家
数

1 戸 54 戸 60 戸 89.8%
・技術検討会開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

農家数が減少したため、成果目標は
達成しなかった。今後は、成果目標
を達成するための改善計画を求め
る。

25 大分県
なし新栽培法流線型仕立ての普
及

24年度
流線型仕立て取組農家
（大苗育苗開始生産者）

0 名 25 名 25 名 100.0%
・技術検討会開催
・実証ほ場の設置
・品質調査

成果目標は達成した。

26 大分県
大分県オリジナルかんきつ品種
「大分果研４号」の普及

24年度 新品種施設導入農家 0 戸 13 戸 5 戸 260.0%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置

成果目標は達成した。

出荷予測技術の導入農家数の成果目
標はおおむね達成した。立枯性病害
技術の導入農家数の成果目標につい
ては、農家数が減少したため、成果
目標には達成しなかったものの、導
入実績が60戸しかなかった農家数が
226戸まで増加し、導入農家率が
100％となったところである。今後
は、成果目標を達成するための改善
計画を求める。

19 大分県
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

24年度
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・公表

連作障害を避けるため、毎年ほ場を
変更しているため、導入農家は増加
しているものの、ほ場によっては全
面展張技術を導入しなかった農家等
もあり、成果目標には達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

20 大分県
「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

24年度
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの改訂
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達成率
Ｎｏ

事業実施
主体名 新技術の内容

事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

具体的な取組内容
地方農政局長等

の意見

基準年
(計画策定

時)
平成23年

目標年

平成28年
目標値

成果目標の達成状況

27 大分県
大分県育成オリジナル花きの導
入推進

24年度 新品種施設導入農家数 0 戸 4 戸 10 戸 40.0%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

ほ場の立地条件や市場評価を踏まえ
た農家自身の経営判断により導入を
見合わせため、成果目標は達成しな
かった。しかし、新品種への期待は
大きく、育成中の有望品種を含め導
入を検討している。今後は、成果目
標を達成するための改善計画を求め
る。

切り花の少量培地栽培技
術導入農家数（ヒマワ
リ）

0 戸 3 戸 10 戸 30.0%

切り花の少量培地栽培技
術導入農家数（ハボタ
ン）

2 戸 20 戸 15 戸 138.5%

29 大分県 キクにおけるＬＥＤ電照の導入 24年度
ＬＥＤ電照技術導入農家
数

0 戸 12 戸 10 戸 120.0%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置

成果目標は達成した。

30 大分県
需要に応じたホオズキ生産技術
の導入（マルハナバチの導入）

24年度
マルハナバチ導入戸数の
増加

2 戸 24 戸 20 戸 122.2%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置

成果目標は達成した。

取組農家 40 戸 12 戸 40 戸 -70.0%

面積 78 ha 153 ha 150 ha 104.2%

出荷量 71 ｔ 260 ｔ 400 ｔ 57.4%

品質適合率 49 % 34 % 80 % -49.5%

32 大分県
おおいた統一ブランド茶技術の
確立と普及

24年度
被覆栽培で窒素6％以上
の茶栽培農家戸数

29 戸 44 戸 43 戸 107.1%
・技術検討会、研修会の開催
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

33 大分県
次世代センシングを用いた分娩
監視技術の確立と普及

24年度 分娩監視技術導入農家数 0 戸 10 戸 10 戸 100.0%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・技術マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

34 大分県
「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

24年度
「とよのくに一本化体
系」技術の導入農家数

2 戸 12 戸 8 戸 166.7%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置

成果目標は達成した。

取組農家は大規模法人を中心に進ん
だため、農家戸数増加に繋がらな
かった。出荷量・品質については、
幼木が多く成園並みに得られず、成
果目標は達成しなかった。品質適合
率については、新産地の幼木が多く
１経営体当たりの面積が大きく適期
適採が困難なため成果目標は達成し
なかった。今後は、成果目標を達成
するための改善計画を求める。

28 大分県
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

24年度
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置

同技術を活用したケイトウ等の栽培
技術が進み、農家の経営状況により
ヒマワリ以外の導入が進んだため、
成果目標は達成しなかった。今後
は、成果目標を達成するための改善
計画を求める。

31 大分県
ドリンク茶専用茶園栽培管理技
術の確立と普及

24年度
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
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達成率
Ｎｏ

事業実施
主体名 新技術の内容

事業実施
初年度

成果目標の
具体的な内容

具体的な取組内容
地方農政局長等

の意見

基準年
(計画策定

時)
平成23年

目標年

平成28年
目標値

成果目標の達成状況

「みやざきなつはるか」
の作付面積の拡大

1 ha 0.4 ha 3 ha -30.0%

「みやざきなつはるか」
の10a当たり収量の拡大

0.9 t 0.9 t 1.5 t 0.0%

36 宮崎県
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

24年度
炭酸ガス施用技術を導入
した果菜類作付面積の増
加

3 ha 132 ha 30 ha 477.8%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

37 宮崎県
無巻ひげ性スイートピー「ムジ
カ」シリーズの普及・定着

24年度
無巻ひげ性スイートピー
「ムジカ」シリーズを導
入した農家率

6.5 ％ 42 ％ 50 ％ 81.6%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

花色のバランスが市場ニーズに合わ
なかったため、成果目標は達成しな
かった。今後は、成果目標を達成す
るための改善計画を求める。

38 宮崎県
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

24年度
エコフィード利用農家戸
数の拡大

30 戸 30 戸 70 戸 0.0%
・技術検討会、研修会の開催
・品質評価
・飼料化マニュアルの作成・配布

流通面（定時・定量・安定供給、運
搬コスト等）での課題解決ができな
かったため、成果目標は達成しな
かった。今後は、成果目標を達成す
るための改善計画を求める。

39 宮崎県
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

24年度
飼料用サトウキビ栽培面
積の拡大

10 a 76 a 300 a 22.8%
・技術検討会の開催
・新技術実証
・栽培マニュアルの作成・配布

収穫作業の負担が大きく、成果目標
は達成しなかった。今後は、成果目
標を達成するための改善計画を求め
る。

現地ウイルス診断の実施
箇所

0 箇所 10 箇所 10 箇所 100.0%

総合的ウイルス対策の実
施面積

1 ha 31 ha 10 ha 333.3%

41 鹿児島県
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

24年度
キャベツ栽培における畦
内施肥技術の導入

0 ha 53 ha 50 ha 106.0%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置、生育調査等
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

42 鹿児島県
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

24年度
新たなサトウキビ専用肥
効調節型肥料の県内普及
面積

8 ha 2,042 ha 800 ha 256.8%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・普及推進についての分析・評価

成果目標は達成した。

43 鹿児島県
ピーマンのウイルス病に対する
防除体系の確立と普及

24年度
施設ピーマンのウイルス
病に対する防除体系の県
内導入面積

0.3 ha 70 ha 70 ha 100.0%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

成果目標は達成した。

35 宮崎県
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

24年度
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

作付面積が伸びず、期待される収量
が確保できなかったため、成果目標
は達成しなかった。今後は、成果目
標を達成するための改善計画を求め
る。

40 宮崎県
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

24年度
・検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布
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成果目標の達成状況

44 鹿児島県
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

24年度
ばれいしょのそうか病、
疫病等に対する防除体系
の県内導入面積

10 ha 1,034 ha 1,000 ha 103.4%
・技術検討会、研修会の開催
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

45 鹿児島県

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

24年度
節水・防除用コントロー
ラーを利用した茶園面積

100 ha 524 ha 700 ha 70.7%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・技術マニュアルの作成・配布

配管を破損する恐れが生じ、水圧の
変化と配管への影響を調査している
ため、成果目標は達成しなかった。
今後は、成果目標を達成するための
改善計画を求める。

46 鹿児島県
サイクロン式異物除去装置を用
いた茶の病害虫防除技術の確立
と普及

24年度
サイクロン式異物除去装
置を用いた防除体系導入
面積

1 ha 190 ha 150 ha 126.8%
・技術検討会の開催
・技術マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

47 鹿児島県
スプレーギク及びテッポウユリ
の新品種の普及

24年度
スプレーギク及びテッポ
ウユリの新品種の栽培面
積

6 ha 63 ha 60 ha 105.6%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。

48 鹿児島県
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

24年度
飼料用サトウキビ「しま
のうしえ」の栽培面積

0 ha 24.4 ha 30 ha 81.3%
・技術検討会、研修会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

分けつが良く広がりすぎて収穫が困
難となり、成果目標は達成しなかっ
た。今後は、成果目標を達成するた
めの改善計画を求める。

49 鹿児島県
施設果樹におけるヒートポンプ
の冷房・除湿機能の活用効果

25年度
ヒートポンプを導入して
冷房・除湿を行った施設
果樹農家の増加

0 戸 19 戸 15 戸 126.7%
・技術検討会の開催
・実証ほ場の設置
・栽培マニュアルの作成・配布

成果目標は達成した。


