
                 EOD技術による特産園芸産物の革新的な生産技術実証                    
                 （ストックにおける開花調節と切り花品質向上技術の実証） 

 
                                    活動期間：平成２６年度～平成２７年度 

目標とする成果 

１．ＥＯＤ反応等を活用した開花調節と品質向上（草

丈確保）技術の実証 
■県内の実証展示ほとりまとめ 
■現地検討会の開催 
■ＥＯＤ反応等を活用したストックの開花調節・ 
 草丈確保マニュアルの作成 

２．新技術の普及 
■県内のストック栽培面積のうち、  
１割程度の普及を図る。 
 ・０ｈａ→１ｈａ (延べ面積) 
  主産地の北栄町並びに鳥取西部農協管内の１ 

本立ちストック栽培面積約１０haのうち１割程度 
（計画出荷の困難な早まき及び彼岸（春）出荷の面

積の約半数に相当） 
 

３．県内ＬＥＤ製造業者との連携による新光源の開発 

■安価で照射範囲の広い遠赤色光ライトの開発 

 および効率的な設置方法の検討 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年度～２７年度 

１．実証展示ほを設置し、農業改良普及所と連携し

た調査を行う 
 

２．山陰EOD連携研究会（鳥取大学、鳥取県園芸

試験場、とっとり農業戦略課、(株)フジ電機)によ

るシンポジウムの開催および鳥取県花き生産指

導協議会（JA全農とっとり、鳥取県）ストック部会

による研修会の開催 

３．県内のＬＥＤ製造業者と連携した安価で 

  効率的なLED光源の開発と普及実証 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

開発した遠赤色光ＬＥＤライト（手前側）と 

    白熱灯（奥側）との生育比較 
 

 
 
 
 
  

今回の普及活動の特徴 

・各普及指導員は展示ほを活用し、現地への普 
 及を推進するとともに技術向上を図る。 

・効率的な普及を推進するため、事業（「攻めの農林
水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事
業」（うち産学の英知を結集した革新的な技術体
系の確立）を活用する。 

関係機関との連携 

・普及指導員は普及計画活動に位置づけ、生産者 
 および生産部会等との調整や技術支援を行う。 

・農業革新支援専門員は普及指導員および各関 
 係機関との連携を図りながら研修会を主催す 
 る。また、効率的に普及を行うために必要な施策 
 について行政機関と連携する。 

○鳥取県は全国有数のストックの産地で、花き市場からは長期間の出荷とと 
  もに、計画に沿った安定供給が求められている。 
○品種構成はアイアン系が９割以上となっているが、開花調節と草丈確保の 
  両立が難しく、９～１０月および春先は草丈不足となる年もある。 
○ＬＥＤ事業者等とも連携をとりながらＥＯＤ反応を活用したＦＲ光照射による 
 ストックの開花調節と切り花品質向上（草丈確保）技術を組み立てる。   

鳥取県 



  ナシ新品種導入による産地の活性化      
活動期間：平成２６年度～平成２９年度 

鳥取県 

目標とする成果 

１．新品種の栽培面積拡大 
■新品種栽培面積   
    １３７ｈａ （Ｈ２５末） → ２００ｈａ （Ｈ２９末） 
■‘新甘泉’出荷量拡大 
     ２４８ｔ （Ｈ２５）    → １,０００ｔ（Ｈ２９） 

２．「新甘泉ニューモデル園」を活用した新技術の普
及、面積拡大 
■樹体ジョイント仕立て栽培技術向上 
 
 
 
 
 
 
 
 
■樹体ジョイント仕立て栽培面積拡大 
       ５９ａ （Ｈ２５） →  ５ｈａ （Ｈ２９） 
■モデル園の実証調査に基づく経営試算モデルの
作成（新甘泉、秋甘泉混植モデル等） 

３．新品種のブランド力強化と価格の維持 
■「梨新品種」ブランド化プロジェクト会議でのブラ
ンド強化対策実施 
■販売価格の安定化 
     市場価格 ４００円/ｋｇ以上の維持 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年度～２８年度 
１．新甘泉ニューモデル園を活用した栽培技術向

上と産地活性化 
（県全体） 
■栽培研修会の開催（年２回程度） 
■ジョイント栽培管理マニュアルの見直しと改訂 
 
（各地区段階） 
■地区研修会の開催（年１回程度） 
■各作業適期における栽培指導会の実施 

２．新品種栽培研修会の開催（県全域） 
・新梢管理研修会 
・新品種試食研修会 
・せん定研修会 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．「新品種」ブランド化プロジェクト会議への参画 

平成２９年度以降 
■実証調査結果に基づく経営試算モデルの作成 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が、県全域での研修会を
コーディネイトし普及指導員、関係機関の技術
レベル向上を進める。 
 

・各普及指導員が産地の普及計画に基づき、
ニューモデル園等を活用して産地への技術向上
と面積拡大を進める。 

関係機関との連携 

・県全域での研修会は、農業革新支援専門員が
主催、鳥取大学、全農とっとり、園芸試験場、普及
指導員と連携を図りながら、実証農家を対象に実
施する。 

・地区段階では、核となる普及指導員が中心とな
り、地域のJA組織、各生産部との連携を図りながら
地域の生産者を対象に研修会を実施する。 

○鳥取県梨産業活性化ビジョンでは「旬」の二十世紀を活かしながら、「新甘
泉」等のナシ新品種栽培面積２００ｈａを目標に産地づくりを目指している。 
○新甘泉ニューモデル園（新甘泉＋ジョイント仕立て＋網掛け無袋栽培）を
県内６ヶ所設置し、普及所が中心となって新技術の普及を図るとともに、これ
までにない省力的で儲かるナシ経営を推進します。 
○「新甘泉」は市場での評価も高く、高単価（４００円以上/ｋｇ）が望めること
から関係機関一体となって推進し、ナシ産地の活性化を目指す。 



   
    三朝町をモデルとした「きぬむすめ」の品質食味向上対策の推進        

計画期間：平成２７年度（単年度） 
鳥取県 

目標とする成果 

１．実態把握と要因解析 
  実態調査と品質・食味向上のための要因解析 

２．「きぬむすめ」の具体的目標 
 ○三朝町産「きぬむすめ」：１等米比率 ９０％台 
         同調査ほ場 ：玄米整粒率 ８５％ 
         同調査ほ場：食味値     ８０  

３．栽培技術の抽出とマニュアル化 
  要因解析を基にした栽培技術の構築とマニュア  
  ル化 

４．県内他地域への波及と特Ａ連続取得 
  栽培研修会や技術情報等を通じ県内他地域  
  への波及を図る。この結果、特Ａの連続取得を   
  目指す。 
 
 
 
 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年度 
１．２ 
■調査手法の提示と栽培管理の実態把握 
■実証ほの設置と実態調査（生育、収量、品質、食 
  味、土壌等） 
 
 
 
 
 
 
  
  
■実態調査に基づく品質・食味向上の要因解析  

３．農業革新支援専門員がコーディネーターと
なり、農業改良普及所、農業試験場、ＪＡ、役
場等、関係機関と連携・協議し、要因解析に基
づく品質・食味向上のための栽培技術を構築。 

４． 
■県内他地域で活用可能な土壌条件や栽培技術 
 を抽出。 
■県内他地域へ情報発信し技術の波及を図る。 
 

今回の普及活動の特徴 

・三朝町産「きぬむすめ」の姿を明確化し、町
内での栽培技術の波及を検討する。 
・三朝町自体が地域プランの中で「特選三朝
米」としてのブランド化を計画しており、地元
と一体的な活動が期待できる。 

・農業革新支援専門員が中心となって、広域連
携体制を構築し、全体のコーディネーターとし
て、ほ場調査に基づく品質食味向上の要因解
析・栽培技術の構築を図る。 

関係機関との連携 

・担当ＪＡ指導員、役場担当者、普及指導員、
農業試験場研究員、農業革新支援専門員が中心
となったプロジェクトチームで連携を図りなが
ら、実証農家を対象に実施する。 

・地区段階では、核となる普及指導員が中心と
なり、地域の役場、生産組織等と連携を図りな
がら、地域の生産者を対象に研修等を実施する。 
・県内他地域への波及については、県産米改良
協会等と連携しながら検討する。 

○鳥取県米ビジョン・鳥取県活力増進プランでは、水稲品種「きぬむすめ」について、平成３０年に 
 ３，０００ｈａの面積目標で産地化を図っている。 
○鳥取県産「きぬむすめ」は日本穀物検定協会の特Ａを平成２５年より２年連続で取得しており、一定  
 の食味評価を受けており、品質も安定（平成２６年産１等米比率：８５．１％（平成２７年３月末現在）） 
 している。 
○面積が拡大する一方、一部で品質・食味の低下事例が見られており、品質・食味の高位安定化が急  
 務となっている。そこで、県中部の三朝町産「きぬむすめ」をモデルとして、品質食味向上のための土   
 壌条件や栽培技術を明確にし、県内他地域へ波及可能な内容を基に、鳥取県産「きぬむすめ」の 
 品質・ 食味の高位安定化を目指す。 
 

鳥取県マスコット
キャラクター「きぬ
むすびちゃん」 

平成26年実態調査の様子 

「きぬむすめ」の玄米 



    シャインマスカットの栽培拡大と品質向上 
計画期間：平成２４年度～平成２７年度

島根県

目標とする成果

１ 栽培面積の拡大 
■燃油節減と出荷期拡大による農家の収益向上
（H23→H27） 
①栽培面積
  16.5ha → 23ha（達成し29haに変更） 
②出荷量

 18ｔ → 200t 

２ 果実品質の向上 
■加温ハウスの多さを活かし需要期に高品質出荷
（H26→H27） 
①盆前出荷秀品率
  18.1% → 20% 

３ 新技術（養液土耕栽培）の推進 
■収量品質向上・省力化による農家の収益向上
（H26→H27) 
①導入面積
  5.7ha → 6.7ha 

目標を達成するための普及活動

平成24年度～平成27年度 

１ 栽培面積の拡大 
■県・支部栽培技術研修会の開催
■栽培暦の作成・改訂
■収益性調査と結果の周知

平成25年度～平成27年度 

２ 果実品質の向上 
■盆前出荷技術実証圃の設置・指導・調査
■実証圃視察会の開催

平成24年度～平成27年度 

３ 養液土耕栽培技術の推進 
■養液管理指導
■導入希望者研修会の開催
■養液管理指標の作成・改訂

今回の普及活動の特徴

・普及・県庁・JA・生産者組織が一体となったプロ
ジェクトを設立し、県段階・各産地のシャインマス
カット推進ビジョンを共有した。 

・プロジェクト会議により、県全体の連携が見えや
すい活動となった。 

関係機関との連携

・県庁は農業革新支援センターと連携し県研修会
を開催（農業革新支援センター講師）。 

・農業革新支援センターは研究員・普及指導員・県
庁・JAと連携し、栽培暦改訂、収益性調査、実証圃
設置運営、巡回指導等を実施。 

・JAしまねは県庁と連携し、事務局としてプロジェク
ト会議（出荷協議会等）を開催。 

・普及指導員はJA・生産組織と連携して支部研修
会を開催（農業革新支援センター講師）。 

○ 島根ぶどうの主力品種デラウェアは、燃油高騰・老木化により収益性が低

下し、栽培面積が減少。 

○ このため県・JA・生産者組織で「シャインマスカット戦略推進プロジェクト」を

設立し、シャインマスカットとの複合経営を推進。 

○ 農業革新支援センターはシャインマスカット栽培面積29haを目標に県・支

部プロジェクトの栽培拡大・品質向上に向けた取り組みを支援する。 



 鉢物の生産性向上技術の確立とブランド化支援 
                                        計画期間：平成２４年度～平成２７年度 

○ 需要の減退で鉢花価格は低迷し、一方、燃油・資材価格の上昇に伴い、シ
クラメンの収益性低下が懸念された。そこで、シクラメンを補完する新規導
入品目（アジサイ・カーネーション）による春季品目の再構築が急務である。 

○ このため島根県では、生産者組織、市場、関係機関等で設立された「アジ
サイプロジェクトチーム」及び「チームカーネーション」に対して、農業革新支
援センターが、生産から販売まで一連の取り組みを支援する。 

○ 「フラワー・オブ・ザ・イヤー」（最優秀賞）を受賞したアジサイの島根県オリ
ジナル品種「万華鏡」とそれに続くオリジナル品種の本格生産を支援する。 

島根県 

目標とする成果 

 
１ アジサイ県オリジナル品種のブランド化 
（H23→H27） 
 
■島根県オリジナル品種の認知度向上 
 ①「万華鏡」、「美雲」に続く島系３号のデビュー 
 
■母の日販売を目指した生産対策 
 ①オリジナル品種母の日販売数量 
   ０千鉢 → 35千鉢（5寸＋6寸鉢） 
 
■島根県オリジナル３品種の生産性向上。 
 ①栽培管理マニュアルの策定 
   1（万華鏡） → 3（美雲・島系３号を追加） 
 

２ カーネーション「ルビーベル」の品質と生産性向 
 上 
■省力施肥体系及び開花調節技術の検証 
■「ルビーベル」の栽培管理マニュアルの改訂 

３ シクラメンの安定生産技術の実証 
■夏期の高温による開花遅延を防ぐため、ヒートポ

ンプを活用した夜冷管理技術を実証 
 ①基本管理体系の作成  

目標を達成するための普及活動 

平成26年度～27年度 
１ アジサイ県オリジナル品種のブランド化 
 
■島根県オリジナル３品種（「万華鏡」「美雲」「島系

３号」）の栽培管理マニュアルの策定 
 
■「万華鏡」、「美雲」と「島系３号」の本格生産に向

けた栽培管理技術向上の支援 
 
 
 
 
 
 
 
２ カーネーション「ルビーベル」 
■カーネーション「ルビーベル」県内向け栽培管理              
  マニュアルの改訂による生産性向上 
 
３ シクラメン 
■シクラメンの安定生産に向けた新技術導入を

支援 
 
４ シクラメン、アジサイ、カーネーション 
■生産から販売までの一連の取り組み支援 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援センターが中心となって、春季
新品目の「アジサイ」・「カーネーション」の
認知度向上と生産性向上を推進。 

・農業革新支援センターが中心となって、夜冷
管理技術実証圃を設置し、シクラメンの年内出
荷率の向上を実証。 

関係機関との連携 

・農業革新支援センターは、栽培技術の課題解
決に向け、研究部門と調整をし、その結果を一
体的に現地実証を行うほか、他県の情報提供や
プロジェクトの推進方策について普及指導員に
助言 

・「アジサイプロジェクトチーム」及び「チームカー
ネーション」は、普及指導員と連携して生産性向
上のための現地検討会の開催や販売体制の確立
などに取り組む 



モモの初期生育促進技術普及による生産の安定 
                                                  目標年度：平成２８年度 
岡山県 

目標とする成果 目標を達成するための普及活動 

今回の普及活動の特徴 

 
 
 
 

 
 
 

関係機関との連携 

 
 
 
 
 
 

１．初期生育促進技術の確立と普及 
■県下３か所の実証ほの設置。 
■実証ほを活用した現地検討会の開催。 
■実証成績の取りまとめ。 
■プロジェクトチーム構成メンバー等に 
 よる啓発リーフレットの作成。 
■リーフレット活用による導入面積拡大 

（導入面積 H24 5.7ha→H28 200ha） 
 
２．新技術導入による供給力向上 
■初期生育向上により安定生産が図られ、

生産量が向上する。 
（H25 2,000t → H28 2,200t） 

 
３．新技術導入による販売額増大 
■結実率向上および初期生育向上により

収量および品質の向上が図られる。 
  （H25 15億円 
   → H28 18億円） 
 
 
 
 
 

 ・岡山県全域を対象としたプロジェクトチー
ムを結成することで、より迅速な技術の普
及を目指している。 

１．農業革新支援専門員は、展示ほの設置
場所や内容等が、設置効果を十分に発
揮できるように普及指導員を指導・助言。 

２．研究機関や行政、関係団体等の連携・調
整は農業革新支援専門員が実施。 

平成26年度 
 ■普及指導センター、農業革新支援セン

ター、農業研究所、農協、生産者等から
なるプロジェクトチームを結成 

 ■初期生育促進技術実証ほの設置 
 ■果実重・結実率・果実品質等調査 
 ■リーフレット作成と実施啓発 
平成26～28年度 
 ■プロジェクトチームの活動支援 
 ■地域講習会等での実証成果の提示、報

告を促し、導入面積拡大をすすめる 
 

 
 
○岡山のモモは、国内外で高品質なブランド産物として認められており、高             
  品質なモモの供給力向上が急務。しかし、近年は夏秋期の高温により翌 
  年の初期生育が劣り、モモの品質低下が懸念。 
○その対策として、平成23年に「収穫後の葉面散布と適正なかん水による 
  初期生育促進技術」を岡山県農業研究所が開発した。 
○農業革新支援専門員が中心となり、普及指導センターや研究所、農業団 
  体等と連携し、技術実証や検討会等により早期導入を図る。 
○新技術導入面積を県下栽培面積の30％の200ha（H28）を目標とする。 
 
 



おかやまオリジナルリンドウの普及 
                                                  目標年度：平成３０年度 
岡山県 

目標とする成果 目標を達成するための普及活動 

今回の普及活動の特徴 

 
 
 
 

 
 
 

関係機関との連携 

 
 
 
 
 
 

 
  
１．新品種栽培技術の確立と普及 
 ■県下５か所の技術実証成績とりまとめ。 
 ■実証ほを活用した現地検討会の開催。 
 ■革新支援専門員や普及指導員、研究 
   所員等により栽培啓発資料作成。 
 ■「新技術ｾﾐﾅｰ」開催による技術普及。 
  （新品種面積 H25 1.5ha→ H30 ３ha）          
 ２．連作障害対策技術の確立 
 ■県下３か所の樹皮を活用した栽培実 
   証ほ（コンテナ栽培等）成績とりまとめ。 
 ■  「新技術ｾﾐﾅｰ」開催による技術普及。 
  （ｺﾝﾃﾅ栽培面積 
  H25  20ａ → H30  50ａ） 
 
 
 
３．販促活動の強化 
 ■生産者、関係団体が主体の販促活動。 
 ■大阪及び岡山市場を中心としたＰＲ活 
       動支援。 
   （ﾘﾝﾄﾞｳ販売金額 
     H25  6.2千万円 → H30  10千万円） 
 

  革新支援専門員として、県域の課題解
決策として、横断的な課題を設定し、進
捗管理を行う。 

・革新支援専門員は、実証ほの設置場所や 
内容等が、設置効果を十分に発揮できるよ 
うに普及指導員を指導・助言。 
・研究機関や行政、関係団体等の連携・調整 
 は革新支援専門員が実施。 
 

平成２６年度 
 ■普及指導センター、革新支援センター､ 
   研究所等で「おかやまｵﾘｼﾞﾅﾙﾘﾝﾄﾞｳ技   
       術支援チーム」設立       

 ■新品種栽培技術の検討および栽培啓発  
   資料作成 
平成２６～２８年度 
 ■新品種の安定生産技術の確立と普及 
       実証ほや展示ほの設置 
    現地検討会・研究会の開催 
 ■コンテナ栽培技術など連作障害対策技   
       術の確立と普及 

     実証ほや展示ほの設置 
         地域版技術マニュアルの作成 
平成２６～３０年度 
 ■「りんどうの会」の活動支援 
 ■新品種を「おかやま夢りんどう」として販 
       促活動支援 

         生産者と流通業者の意見交換会等に 
     よる「売れるりんどう」栽培支援  
 

○夏期高温な気象条件に適応した新品種の育成と連作障害対策が課題。平
成12年に「早生１号」、平成23年に「早生２号」と「中生」を育成し、苗供給体
制も整備。新品種「おかやまｵﾘｼﾞﾅﾙﾘﾝﾄﾞｳ」の普及拡大を目指す。 
○普及指導センターが中心となり、研究所や行政等と連携して実証ほ設置に
よる新品種栽培技術や連作障害対策技術の確立と栽培面積の拡大を図る。 
○生産者や関係機関等で構成する自主的な組織の「りんどうの会」と連携し、
生産振興と販促活動を展開する。 
○ﾘﾝﾄﾞｳの販売金額目標を現状の約２倍の１億円（H30）とする。 

コンテナ栽培 



目標とする成果 

１ コンソーシアムによる会議の開催 
■コンソーシアムが形成され、新技術の普及定 
 着に向けて取り組む 
 ことで合意。 
■新肥料が開発・販売 
 される。  
 

２ 麦の粗タンパク率向上 
■ビール醸造用の品質基準を達成 
（粗タンパク含量10～11％） 
 

３ 新技術の普及定着 
■コンソーシアム活動の活発化、実証・展示ほ 
 等の成果により、新技術が広く普及。 
 

（普及面積０ha → 1,000ha） 
 

売れる高品質麦の生産拡大 
                                                  目標年度：平成３０年度 
岡山県 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年度 
■農業革新支援センター、普及指導センター、 
 農業研究所、ＪＡ、 
 肥料会社等による 
 

 コンソーシアム形成 
 

平成２６年度～２７年度 
■新技術導入に向けた実証・展示 
 農業研究所が開発した大麦用新肥料の現地適 
 応性を確認するため、各地域に現地実証ほを 
 設置 
■現地検討会・研究会の開催 

平成２８年度～３０年度 
■実証ほ等の成果をとりまとめ、各地域で新技 
 術導入研修会を開催。 
■コンソーシアムの活動により、各地域への普 
 及定着を図る。 

今回の普及活動の特徴 

・コンソーシアム形成により、関係機関との連
携が強化されて、関係者の意識共有が図られる
ことで、新技術の普及定着が促進。 
 
・農業革新支援専門員の調整ならびに指導力を
発揮し、実証ほの設置効果を高める。 

関係機関との連携 

・革新支援専門員は、コンソーシアム活動の
コーディネート及び技術指導 

・地域の農業普及指導センターは、実証ほの設 
 置等 

・農業研究所は、新肥料、新技術の開発 

・全農・ビール会社とタンパク含量について 
検討 

・肥料メーカーに肥効パターンや配合割合を 
提言（要望） 

○ 県内の麦生産では、子実の粗タンパク含量が低く、ビール醸造用と  
 して売るためには粗タンパク含量の適正化が課題。 
○ タンパク含量の向上には、生育後半の追肥が効果的であるが、施肥 
 作業労力の負担が増えるため、農家が容易に取り組める追肥不要の肥 
 効調節型肥料の開発と普及定着がポイント。 
○ コンソーシアム活動により、新たな省力基肥一発肥料を普及。 
 目標普及面積を1,000haとし、実需者ニーズに即した高品質大麦の産 
 地形成を図る。 

農業革新
支援専門員

普及指導
センター

農業
研究所

Ｊ Ａ 肥料会社
ビール会社
（実需者）



担い手が中心となった県域キャベツ産地の実現 
目標年度：平成２９年度 

広島県 

目標とする成果 

１ ロット確保のための大規模農業団地の整備 
■キャベツ生産の核となる農業団地創設支援
（Ｈ27→Ｈ29) 
 ・団地数と生産面積 
   ０団地 → ５団地、５０ha 

２ 担い手が中心となった産地を育成 
■核となる法人経営体の安定生産への支援 
（Ｈ27→Ｈ29) 
 ・生産面積と平均単収増による出荷量増 
   １３０ha(H25) → ２６０ｈａ 
         (大規模農業団地面積含む) 
   ２,７７７ｔ(H25) → １３,５４０ｔ 
■県域でのリレー出荷による周年出荷の実現 
 ・出荷量 
  現状なし → １２ヶ月×５００トン 
         （年間６，０００トン） 
 

目標を達成するための普及活動 

平成27年度 
■大規模農業団地候補地における試作の実施。 
■南部４・５月どり，高冷地夏どりの栽培実証。 
■各地域・地帯別の作型，品種の提案。 
■県域産地化によるキャベツのリレー出荷に向 
 けた活動支援。 

平成28年度 
■県内３指導所にそれぞれモデルとなる生産法 
 人を育成し，大規模栽培を波及。 
■加工・業務用に適した品種を選定するための 
 栽培実証ほを設置。 
■大規模農業団地創設に係る課題の明確化と整
備に向けた支援。 
■業務用生産に係る経営指標を作成。 
■生産法人の個票にもとづき各指導所間の情報 
 共有化を図り，細かな指導を実施。 

平成29年度 
■大規模栽培を目指す生産法人への技術支援。 
■大規模園芸団地入植者への技術支援。 
■新技術（ＩＣＴ活用，鉄コン導入，越冬出荷
品種）の活用支援。 

今回の普及活動の特徴 

・県域で産地化を進める品目や，各産地が連携      
 して取組む品目に関する産地振興を推進する 
 ため県域チームを設置（25年度）。 
・2020広島県農林水産業チャレンジプランの具 
 現化に向け策定したアクションプログラムの 
 実現に向け，県庁各課，地方機関，普及組織 
 が一体となった推進体制を構築。 
・県域チームは，各地域の普及指導員と連携し， 
 必要な施策を現地の状況をもとに提案。 

関係機関との連携 

・日常の技術支援は，各地域の普及指導員が担  

 当し，栽培実証や新技術の導入には県域チー 

 ムも加わり活動を展開。 

・県域チームは把握した現地の状況や課題に基 

 づき，県庁関係課と協議し，課題解決を図る 

 ための施策に反映。 

・ＪＡグループは計画出荷を基本とし，契約的 

 販売数量及び販路の拡大を推進。 

○キャベツは幅広い用途で使われ，年間を通じて需要が安定 
 ⇒機械化体系による大規模栽培の推進，県域でのリレー出荷を目指 
  した産地作り，契約取引を中心に販売先を確保 
○鉄コンテナや通いコンテナでの出荷の推進など 
 ⇒流通体制の改善による収穫の省力化と販売経費の削減 
○実需者ニーズに対応した周年安定供給体制の確立 
 ⇒核となる法人経営体のキャベツ生産量増大と計画生産・出荷でき 
  る産地育成。 
 



いちご新品種「かおり野」の栽培技術確立と産地振興
   目標年度：平成２８年度

山口県

目標とする成果 目標を達成するための普及活動

今回の普及活動の特徴

関係機関との連携

１．「かおり野」栽培マニュアル等の作成

■草勢管理による品質安定化を重視した、
「かおり野」栽培マニュアルを作成する。

■出荷規格表を作成し、生産者間の品質の
バラツキをなくす。

２. 「かおり野」の普及拡大・品質向上
■栽培面積
  H25：3.2ha、H26 ：5.3ha → H27：８ha
■糖 度 ８度以上

３．認知度向上

■消費拡大を図るため、認知度向上に向け
た取組を実施する。

・「かおり野」生産技術確立・普及により、低迷
するいちご産地の再構築を図ることができる。 

・三重県や他県産地との情報交換を実施し、
栽培技術確立の参考とする。

・山口いちご産地振興プロジェクト（全農山口
県本部、各ＪＡ、県関係機関で構成）と連携
し、生産方針を策定、生産販売情報や技術
情報等を共有化する。

・やまぐちの農林水産物需要拡大協議会と
連携し、販売促進活動や認知度向上に向け
た活動を実施。

平成２7年度 
■県内１０カ所に

栽培実証ほを設置。

■各実証ほでは、普及指導員が調査研究
テーマを設け以下の課題を解決する。

① 育苗省力化技術

② 施肥改善技術（食味安定化）
③ 炭酸ガス施用技術

■農業革新支援専門員が中心となり、
栽培のポイントとなる時期に、

県域ほ場巡回や検討会を開催する。

平成２６～２８年度 
■経営指標を作成し、市町や県農業大学校等

と連携して、新規栽培者を確保する。 

■関係機関と連携し、販売促進活動の支援や、
加工品開発等を行う。

○ 草勢が強いことから燃油使用量が削減可能で、炭疽病抵抗性を持つ三
重県育成の「かおり野」について、平成24～25年で実証ほを設置し、栽培

技術確立を図ってきたが、さらなる育苗技術省力化や２月以降の収量安
定化、果実品質向上、生産者間のバラツキ解消が課題となっている。

○ このため、現地実証ほ等から得られた情報により栽培マニュアルを作成
し、栽培技術の定着や食味の安定化を図る。

○ 経営指標を作成し、新規栽培者や法人経営への導入を推進する。
○ 生食用、業務用両面の評価把握と需要確保、認知度向上に努める。



    やまぐちオリジナルりんどう「西京の初夏」の産地拡大 
目標年度：平成２８年度

○ 山口県で育成した「西京の初夏」は、極早生のりんどうで、従来品種と比
較して、西南暖地でも株の残存率が高く、本県の中山間地域の水田転作作
物として期待されている。

○ 露地栽培においては、国内で最も早く出荷が始まる品種として、実需者
（花き市場）から供給を強く求められている。

○ このため技術指導室では、栽培マニュアル作成等の技術支援を実施し、
平成２８年には「西京の初夏」の作付面積を倍増させる。

山口県

目標とする成果

１ オリジナルりんどう「西京の初夏」の増加 
■新規産地が育成され、農家の収益が向上

(H25→H28)
①作付面積
  １ha → ２ha 
②販売本数
  20,000本 → 100,000本 

２ 極早生品種商品の定着化 
■露地栽培では国内で最も早く出荷されるりんどう

のPRを実施し、県内外花き市場の取り扱いが増
加

■花卉商組合と連携した、消費拡大PRの実施

①「西京の初夏」取り扱い市場
３市場 → ５市場 

②県ブランド商品に認定

３ 契約取引による経営安定化 
■一定価格での契約取引が開始され、農家の経営

が安定化
■安定取引の継続に

向けた出荷量や価
格の調整会議が定
例化

目標を達成するための普及活動

平成26年 
■新規作物の安定生産のため、普及指導センター

の呼びかけで、生産者、ＪＡ、行政、花き市場か
らなる「やまぐちオリジナルりんどう研究会」を開
催。

■「西京の初夏」の導入を推進決定。

平成27年 
■「西京の初夏」の実証ほの設置、栽培マニュ

アルの作成、先進地視察等により、地域に定
着。

■「西京の初夏」の導入を集落営農法人へ推進。

平成28年 
■多くの生産者が新規栽培者であるため、月１

回の現地検討会により、細かな指導を実施。
■「西京の初夏」のブランド力向上を図るため、

県、農協、花き市場、花卉商組合等からなる
「（仮称）やまぐちオリジナル花き振興協議
会」を設立予定。

今回の普及活動の特徴

・農業革新支援専門員と試験研究機関、普及指導

員が連携し、「西京の初夏」の安定生産に向けた、

計画策定や四半期毎の助言・指導体制を構築。 

・関係機関との連携を強化し、ＪＡ、市町村はもちろ

んのこと、花き市場や花卉商組合とも連携した活

動を展開。 

関係機関との連携

・「西京の初夏」栽培マニュアルの策定につい

ては、農業革新支援専門員と試験研究員、花き

担当普及指導員が担う。 

・「オリジナルリンドウ」推進のため、地域農

林事務所、ＪＡ、集落営農法人との連携を図っ

ている。  

・「(仮称）やまぐちオリジナル花き振興協議会」を

設置することにより、生産 

から販売までの関係者が 

連携する体制を整備する。 



ナシの生産安定（交信かく乱技術の広域導入等による 
        ヒメボクトウ被害の根絶）       計画期間：平成２６年度～平成２８年度 

○ 本県の主力品種である「幸水」「豊水」は全国に先駆けて導入されたため、 
 老木化が進んでいる。さらに、近年幸水を中心に新枝幹害虫ヒメボクトウによ 
 る食害も重なり、幸水の平均収量は３t/10aを下回っている。      
○ 本害虫の｢交信かく乱防除技術｣を１市４町に広域導入するとともに、バイ 
  オセーフ等の薬剤防除と被害部分の伐採等を併用することにより、ヒメボクト 
  ウ被害を根絶させ、収量の回復を図る。 
○ 平成２８年度には、交信かく乱技術を５０haに導入・普及し、薬剤防除実施 
  農家数５０戸、枝幹食害部分の縮伐・伐採農家数５０戸に増やす。 

徳島県 

目標とする成果  

１ 交信かく乱技術の導入と普及 
■新技術（ヒメボクトウの交信かく乱 
  技術）の広域導入 
・現地実証０.５ha（H25）  
   → 広域導入５０ha（H28）  

２ 薬剤防除技術の普及推進 
■生物農薬「バイオセーフ」による 
  ヒメボクトウ防除技術の普及 
・薬剤防除実施農家１０戸（H25）  
   → ５０戸（H28）   

３ 縮伐・伐採の推進 
■枝幹食害部分の伐採   
・縮伐・伐採実施農家１０戸（H25）  
       → ５０戸（H28) 

目標を達成するための普及活動  

平成２３～２５年度 
■「農林水産業・食品産業科技術研究推進事業」 
  で「ヒメボクトウの交信かく乱技術」を大学、研究    
  機関と一緒に開発した。現地での実証試験を実   
  施した。現地実証試験圃０.５ha 
 
平成２６年度 
■農業革新支援専門員が企画・計画して、信越化 
  学工業(株)の協力により、本県主力ナシ産地の 
   鳴門・ 板野地区の栽培面積２２０haの約半分に 
   当たる１００ha規模で広域実証試験を実施し、ヒ 
   メボクトウの交信かく乱技術の効果を現地実証し 
   た。 
  

平成２７～２８年度 
■ヒメボクトウは２～３年間枝幹内に留まるた 
 め、最低３年間は防除対策を継続しなければ 
 根絶できない。 
■農業革新支援専門員が企画・計画し、ヒメボ 
 クトウ被害対策を対象に、交信かく乱技術と   
 生物農薬防除等ＩＰＭ防除活動を事業化。       
 消費・安全交付金事業を活用し、１市４町の  
 ７生産団体で３年継続事業を計画・実施。 

  

今回の普及活動の特徴 

・過年度の「農・食研究事業」で開発した新技術を 
  早期に現地導入する普及活動である。 

・農業革新支援専門員が企画・計画して、ＪＡ等関 
 係機関と連携し、新技術を１市４町の１００ｈａ規模 
 に広域実証、本技術の早期定着を図っている。 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員がＪＡ、市町、地域支援    
 センターと連携し、新技術の導入計画を作成   
 し、信越化学工業(株)の資材提供・調査協力 
 のもと、広域実証試験を実施。    

・農業革新支援専門員が中心となり、関係機関 
 と連携し、ＩＰＭ防除活動事業を計画・実施  
 中。 

ヒメボクトウ被害の根絶 
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図 本県産ナシと単位面積収量の推移  

４ 単位面積収量の回復 

■3,000kg/10aを下回った単位面積収量の回復 

 
ヒメボクトウの
被害が確認さ
れた2002年以

降､単位収量は
３ｔ/10aを下
回っている。 

 



  洋ラン生産者組織の活動支援と省エネ生産技術の普及
計画期間：平成２４年度～平成２８年度

○ 洋ランは、徳島県の花き生産額の約半分を占める重要品目であるが、市
場価格の低下や生産資材の高騰などにより経営が厳しくなっており、産地
規模が縮小傾向にある。

○ このため、「徳島の洋ラン」のＰＲ活動や、若手生産者の栽培・流通の技術
向上を支援し、ブランド力の向上を図るとともに、経費削減対策として省エネ
生産技術(ＥＯＤ等）の普及を図る。 

○ 平成２８年には、洋ラン産地の維持強化と省エネ生産による経営安定を目
標とする。

徳島県

目標とする成果

１洋ラン産地の維持強化 
■産地の維持強化(H２３→H２８)
①販売額
  ２１億円 →２２億円(シンビジウム、コチョウラン） 

②作付面積
  ４３．８ha → ４４ha 

２ 徳島の洋ランＰＲ活動・技術向上支援 
■洋ラン生産者が主体的に「徳島の洋ラン」のＰＲ
活動を行い、消費者の認知度を高める。 

                       

                                           

■生産者組織活動を中心に栽培技術や流通対応
力を高める。 

３ 省エネ生産技術（ＥＯＤ等）の普及 
■燃油使用量の削減による経営の安定化                                  

     

目標を達成するための普及活動

平成２４年～２６年 
■農業革新支援専門員や地域の農業支援セン
ターが中心となり、栽培や販売研修会等を実施。 
■省エネ生産技術の普及
新技術導入広域推進事業(平成24年～26年度） 
を活用し、省エネ生産技術（ＥＯＤ等）の普及に向け
た現地実証ほを設置し温度管理等の検討、成果発
表会の開催、普及パンフレットの作成。 

平成２７年 
■洋ラン展示、アンケートによる消費動向調査、消
費拡大活動等マーケティング活動の実施。 
■産地ブランド発掘事業を活用し、県内生産者
独自品種｢気まぐれビーナス」の技術確立を支
援、実需者とのマッチング、コンソーシアム形
成に向けた検討会等の開催。 
■省エネ生産技術の普及にむけた検討会等の開
催。 

平成２８年
■ブランド力向上のため、洋ランブランド化推
進協議会を設立。 
■シンビジウムの省エネ生産技術を地域に導入。 

今回の普及活動の特徴

・農業革新支援専門員、普及指導員が中心となり
洋ラン生産者組織へ多角的な面から経営を支援。 

・生産者、種苗メーカー、先進農業法人、実需者等
と連携し、ブランド化に向けた活動を展開。 

関係機関との連携

・徳島県洋ラン生産者連絡協議会への支援、実
需者とのマッチング、コンソーシアム形成に向
けた検討会等は、農業革新支援専門員が主催し
農業支援センター、実需者等と連携し実施する。 
・省エネルギー型生産技術の普及については、
各農業支援センター、研究機関、種苗メーカー
等と農業革新支援専門員が連携し実施する。    

・ＰＲ活動に係る費用の一部を県が助成。 

ブランド力の向上

洋ラン展示会

ＥＯＤ検討会
燃油使用量
１０％削減



            高温登熟性に優れた水稲新品種「おいでまい」の 
            高品質・良食味米生産   計画期間：平成24年度～平成27年度 

香川県 

目標とする成果 

１ 高品質米生産による１等米比率の向上 
■１等米比率ワースト県の汚名を返上すべく、「お
いでまい」はできるだけ高い１等米比率を目標。 
■高温登熟性品種の作付面積を拡大することによ
り、県産米全体の1等米比率を向上させる。 

２ 「おいでまい」の生産計画に対応した作付推進 
■試験栽培としての作付（H24）  
 公募により「おいでまい」栽培者を認定し、試験栽
培を実施。 
■一般栽培としての作付推進（H25以降） 
 重点推進地域における作付推進を行うとともに、
公募による栽培者を認定し 生産計画に対応した
作付けを行う。 
■平成27年産の作付面積は1,000haを目標。 

３ 「おいでまい」栽培マニュアル等に基づく高品
質・良食味米生産 
■農業試験場における試験及び普及センターによ
る現地実証ほの成績に基づき、「おいでまい栽培マ
ニュアル」を作成する。 
■良食味米生産によってブランド化を推進し、市場
評価を向上させる。 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員が県域レベルで生産者やＪ
Ａ職員に対して技術研修を実施し、普及指導員が
各地域において技 
術指導を実施。 

・普及センターが実 
施する実証ほに加 
え、JAと連携して栽 
培基準田を設け、 
看板を立てて生育 
状況を確認。 

関係機関との連携 

・「おいでまい」の生産、販売、ＰＲを一体的に行う
ため、生産者団体、米卸業者、販売業者、メディア
関係者、行政等で構成され 
る「おいでまい」委員会（県 
が事務局）をH24年6月に設 
立。その下部組織に当たる 
生産振興チーム地域部会を 
普及センターが中心となっ 
て運営し、ＪＡと連携して栽 
培者への支援を実施。 

○近年の温暖化に伴う高温障害により、香川県産米の１等米比率は低迷を
続けており、高品質米生産による１等米比率の向上が喫緊の課題。 
○香川県農業試験場で育成された高温登熟性に優れた水稲新品種「おいで
まい」の普及・拡大を図ることにより、高品質米の生産量を確保する。 平成
27年産の作付面積1,000haを目標。 

○１等米生産とあわせて栽培技術改善による良食味米生産によりブランド化
を推進し、市場評価の向上を図る。 

目標を達成するための普及活動 

平成24年 
■「おいでまい」試験栽培者の公募を行い、要件を
満たす栽培者を認定栽培者として選定(29戸､28ha)。 
■「おいでまい」の高品質良食味米生産のための
栽培基準策定に向けた実証ほを設置(28ヶ所)。 
■おいでまい生産者やJA職員に対する技術研修
を実施。→ H24年産1等米比率94.2% 
■重点推進地域及び公募による栽培予定者に対し
て説明会を実施。 

平成25年 
■「おいでまい」一般栽培開始(約1,300戸､660ha) 
■「おいでまい」の栽培基準の策定と検証のための
実証ほを設置(25ヶ所)。 
■生育期間中に栽培管理に関する情報を提供。 
■おいでまい生産者やJA職員に対する技術研修
を実施。 →H25年産1等米比率91.6% 
■次年度の栽培予定者に対して説明会を実施。 

平成26年 
■「おいでまい」一般栽培(約1,400戸､730ha) 
■平成25年の取り組みを継続実施。 
■「おいでまい」の生育指標を確認するためのツー
ルを作成し、県産米としての均質化に資する。 
→H26年産1等米比率73.8%(H27年3月末) 

おいでまい生産者等に対する研修 

「おいでまい」シンボルマーク 



    柑橘産地における地域ぐるみの労働力確保対策 
活動期間：平成26～28年 

愛媛県 

目標とする成果 

１．関係機関との連携による事業実施体制の整
備支援 
 ＪＡ、市町等と連携し関係組織・団体を援農
組織設立と稼働に向けて誘導。 
 地域の労働力確保対策における問題意識を共
有し、課題を明確化する。 

２．援農実態等の明確化 
 労力確保の施策を検討する基礎資料とするた
め、管内農家の雇用実態を把握することにより、
農繁期等における雇用の状況やその問題点を把
握・分析する。 

３．多様な援農者の確保と組織化 
 既存事業（真穴みかんの里アルバイター事
業）の拡大及び新規事業展開による労働補完シ
ステムの構築。 
 援農者を援農隊と位置づけ、労働補完ニーズ
に対応できる組織育成。 

４．援農者の作業能力向上と農業への理解促進 
 援農者の作業能力向上と、地域農業の理解促
進のため、作業マニュアルの作成と就業前の現
地事前研修、農業者との交流会を実施。 
 
 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

１．関係機関で情報共有 
  JA、市町、県等関係者で綿密な連携会議を開 
催し、運営を支援。労働力確保対策における問題 
を関係者で共有・明確化。 

２．援農実態の把握・分析 
  農繁期等における雇用実態やその問題点の把 
握・分析・対策を体系化。 

３．新たな援農者の確保と援農隊の組織化 
  これまでの援農者確保の取組拡大に加え、北
日本・首都圏等から新たな援農者を広く募集・確保
するための交通手段・宿泊場所など受入体制を設
計。 

担い手・援農システムの構築 
キーポイントは宿泊場所の確保！ 

４．援農者の能力向上 
 援農者の作業能力向上と農業への理解促進のた
め、作業マニュアルの作成と就業前の現地事前研
修、農業者との 
交流会を実施。 
 

関係機関との連携 

 普及指導員のリーダーシップにより、JA・市
町・県等で構成する八西地域農業振興協議会は、
平成26年度より、JA農作業支援事業による臨時
職員、緊急雇用事業やハローワークとの連携を
強化し、作業員等の多様な雇用者及び援農者を
組織化し、人材供給システムの構築に向けて取
組を開始。 

 愛媛県八西地域は、国内有数の柑橘ブランド産地でありながら、担い手や
農繁期の労働力確保が課題となっている。 
 このため、JA・市町・県等で構成する八西地域農業振興協議会は、平成26
年度より、JA農作業支援事業の臨時職員、緊急雇用事業等の雇用作業員、

お手伝いプロジェクトのボランティア確保等多様な雇用者及び援農者を組織
化し、人材供給システムの構築に向けて取組を開始している。 

就業前現地事前研修 

今回の普及活動の特徴 

・地域コーディネート力を持ち、公的機関とし
て地域に密着して活動する普及指導員だからこ
そ、関係機関との連携体制を構築。 

・幅広い専門知識を有し、その専門知識を 
分かりやすく説明することができる普及指導 
員だからこそ、援農候補者への細やかな事業説
明、研修支援が可能。 



環境制御技術導入による産地強化        
計画期間：平成２７年度～平成２９年度   

高知県 

目標とする成果 

１ 炭酸ガス施用による増収効果の実証 
■5品目農家10戸で炭酸ガス施用を行いデーター
を収集・分析、増収効果を確認し、技術として確立
する。 
 
■炭酸ガス施用技術のマニュアル作成 

２ 総合的な環境制御技術のマニュアル化と普及 
■単位面積あたりの収量増加を実現 
  Ｈ２５：Ｈ２９比で１５～３０％増収技術確立 
   
■環境制御技術の普及 
   （H２５→H２９） 
    9.4ha→２４５ha 

目標を達成するための普及活動 

平成２７年度 
■農業革新支援専門員、環境制御技術普及推進
員が中心となり、プロジェクトチーム会を開催
し、データの分析・評価、技術の普及を検討。 
■実証ほを活用した現地検討会や環境制御技術
に関する研修会等を開催し、速やかな技術の普
及を図る。 
■平成２７年度の実証ほの課題と改善点を整理
し、次年度計画の樹立。 

平成２８年度 
■平成２７年度と同一農家において炭酸ガス濃
度、湿度、温度、照度の統合的な管理を行う環
境制御技術としての技術確立とマニュアルを作
成 
■実証ほを活用した現地検討会や環境制御技術
に関する研修会等を開催し、技術の普及を推進。 

平成２９年度 
■県下５品目栽培面積４１０haのうち２４５ha
への環境制御技術の普及を図る。 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員、環境制御技術普及推進
員の指導で、県下の担当普及指導員が栽培環境
の異なる主産地で実証に取り組むことでデータ
が短期間に多く集まる。 
・それにより早期のマニュアル化が可能となる。 
・関係機関と連携し、技術の普及を図る。 

関係機関との連携 

・技術の普及、指導は環境制御技術普及推進員
及び品目担当、経営分析と評価は経営担当の普
及指導員が実施。 
・農業革新支援専門員は「環境制御技術普及推
進会議（プロジェクトチーム会）」で環境制御
技術普及推進員、普及指導員に指導助言を行う。 

・高知県農業技術センター、JＡ、先進農業者
との連携（プロジェクトチーム会） 

○高知県の園芸野菜においては高齢化、担い手の減少等により生産量・産出額の減少
や生産コストの急騰による所得の減少が課題となっている。 
○このため高知県農業技術センターで開発された「促成ピーマンの炭酸ガス施用による
増収技術」をピーマン、ナス、シシトウ、キュウリ、トマトといった県内主要５品目について
生産現場に普及させるため、農業革新支援専門員及び関係機関で構成したプロジェクト
チームを結成し、現地実証を進めるとともに技術確立及び普及を図る。 
○県内5ヵ所の農業振興センターでは普及計画に重点プロジェクト計画を位置づけ、環境
制御技術普及推進員を設置し、技術の普及推進を図る。 
○平成２９年度には１５～３０％の増収技術の確立と炭酸ガス施用技術導入面積２４５ha
を目標とする。 



        
計画期間：平成２６年度～平成２７年度 

高知県 

目標とする成果 

１．グロリオサ県育成品種普及研究会の支援 
   主要３産地の生産部会、園芸連、県農業技術

センター、普及指導員、農業革新支援専門員が
連携し、新品種の情報共有および産地間技術交
流の促進につながる。 

 
２．‘オレンジハート’の生産拡大と需要拡大 
    栽培技術が確立され出荷量および需要が拡

大する。 
   ● ‘オレンジハート’出荷量 
       2800本→8000本 
 
３．新系統（ピンク）の開発・選抜 
   県育成品種普及研究会での実証試験により、

新たに白色の有望系統２系統を選抜 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２６年度 
■ ‘オレンジハート’の生産技術確立と産地化に向

け現地検討会等を実施する。 
■出前授業や商談会を通じて ‘オレンジハート’の

販売促進への取り組みを支援する。 
■新系統（ピンク）に関する適応性実証ほを設置し、

県育成品種普及研究会で有望系統の選抜を行
う。 

■選抜後、県商談会で展示し、実需者からの意見を
収集する。 

 
平成２７年 
■新系統（ピンク）の栽培開始に向けた、実証ほ設

置により特性把握、栽培技術の確立を図る。 
■商談会を通じて新品種のＰＲ活動を実施する。 
 

今回の普及活動の特徴 

・育成品種の実証栽培 
・研究会会員による品種選抜検討会 
・商談会出展による消費ニーズの把握 

関係機関との連携 

・農業革新支援専門員は、研究会および商談会の
コーディネート。 
・普及指導員は、現地試験等のコーディネートおよ
び調査等の支援。 
・県の研究機関は、新品種育成、育種手法等の情
報提供。 
・生産者、ＪＡ、園芸連は、産地化に向けた生産技術
の確立と販売体制の整備。 

○高知県のグロリオサは、産地のオリジナル品種を用いて産地化されており、国内外で高い評価
を受けている。しかし、既存品種は花色が赤と黄色のみと少なく、市場、実需者からは新たな品
種（花色）の登場が求められている。 

○県農業技術センターでは、平成21年に橙色の新品種‘オレンジハート’を育成し、県育成品種普
及研究会を中心に‘オレンジハート’の普及、生産技術の確立に取り組んでいる。 

○、県育成品種普及研究会での‘オレンジハート’の生産拡大および、商談会でのＰＲに取り組む。
さらに、新系統（ピンク）の開発・選抜に取り組み、グロリオサの生産振興を図る。 

グロリオサの新品種活用による産地育成への支援 
 



        
欧州等へのユズの輸出促進 

計画期間：平成２４年度～平成２７年度 

高知県 

目標とする成果 

１．海外市場のリサーチ 
ニーズ調査を実施し、有望な輸出先国を選択 
ユズの利用方法等の提案による需要喚起 

２．プロモーション戦略の樹立 
青果をプロモーションの武器として、ユズの果汁・
加工品等総合的な販売戦略を作成 
官民で情報を共有 

３．生産技術の確立 
病害虫防除暦の作成 
検疫病害虫クリア 
残留農薬基準をクリア（データ蓄積） 
その他品質保持技術等の確立 

４．輸出目標と目指す成果（Ｈ２４当初→Ｈ２７） 
輸出用果実生産圃場：０→３ｈａ 
輸出産地：０→２地域以上 
輸出量 青果０→５ｔ、果汁輸出量１００ｔ（Ｈ２７） 
国内ブランド力の向上 
需給バランスの回復 
産地での協力体制の樹立 

目標を達成するための普及活動 

平成２４年まで 
海外での需要調査・ユズ賞味会に参画 
植物防疫上の諸条件の制定への要望   

平成24年 
庁内関係部署及び産地協議会と戦略を協議 
輸出先国の残留基準等調査 
病害虫防除暦（案）の作成 
残留農薬の確認 
栽培、品質保持技術指導 
プロモーション支援 

平成25年 
輸出に取り組む新たな産地の募集・育成 
新規産地の協議会設立 
病害虫防除暦の改訂 
栽培、品質保持技術指導 
検疫諸条件見直し等要望 

平成26年・27年 
商流構築、規格作成等の支援 
病害虫防除暦の改訂 
栽培、品質保持技術指導 

今回の普及活動の特徴 

・農業革新支援専門員は、公的組織間の連携・
調整、産地育成のための指導助言、生産・品質
保持等に関する技術の組み立て等を実施。 

・関係者間で海外情報を共有しながら、加えて
農業革新支援専門員及び普及指導員自らが、輸
出先国での情報収集並びにユズに関する文化・
伝統・栽培技術的見地からプロモーションを実
践。 

関係機関との連携 

・庁内の行政・研究組織、ＪＡ、生産者、町村、
民間企業、商社、JETRO、植物防疫所など多岐に
わたる組織と連携し、活動を展開。 

・農業革新支援専門員は、普及、研究、病害虫
防除所を統括し、技術的対策を展開。 

・普及指導員は、市町村・ＪＡ等と連携し、産
地のまとまりを形成。 

・県輸出関連部署並びに商社は海外情報等、Ｊ
Ａ・民間企業は規格基準・価格等の決定を主導。 

○本県は、国内の５０％を生産するユズ産地であり、栽培開始以来、面積、
生産量ともに一度も減ることなく増加している。しかし、平成21年の大豊作に
より需給バランスが崩れ、供給過剰となった。 
○そこで、これを改善する方策の一つとして、青果・果汁・加工品等を輸出し、
需給バランスの改善はもとより、産地の活性化及び国内外のブランド力の強
化を目指す。 
 



キュウリの産地維持と生産安定        
計画期間：平成２５年度～平成２７年度 

高知県 

目標とする成果 

１．新規就農等の支援体制の強化 
■具体的な担い手確保（研修受入から就農支援）
体制が確立される。（Ｈ２５→Ｈ２７） 
(1)新規就農者等の支援体制の強化 
  体制なし→就農支援体制マニュアル作成・試行 
（２）指導農業士数  １名→13名 
（３）受入研修生数  １名→  5名 
（４）新規就農者数       3名 
（※このシステムを活用した研修生、新規就農者数
とする）    

     
 
 
 
 
          【指導農業士・新規就農者の意見交換会】   

目標を達成するための普及活動 

平成25年度 
■生産部会員へのアンケート調査実施 
 ・10年後の産地の担い手、栽培面積、生産量に  
ついて 
■アンケート結果を基に関係機関、生産部会役員
会で課題の抽出と解決策を検討 
■生産部会、関係機関が連携し、担い手（新規就
農者）の受入体制を整備するため、以下の課題に
取り組むことを決定 
 ・指導農業士の確保  
 ・農地・ハウスの確保 
 ・担い手対策先進地事例調査 
 ・指導農業士、新規就農者の意見交換会  

平成26年度 
■指導農業士の確保 
■空きハウスの調査・台帳整備 
■新規就農者・研修生への栽培・経営管理への
支援 
■雇用確保対策への助言 

平成27年度 
■指導農業士の確保 
■空きハウスの調査・台帳更新 
■新規就農者・研修生への栽培・経営管理への
支援 
 

今回の普及活動の特徴 

・生産者が新規就農者確保を産地の維持発展に
つながる自分の課題として捉え、関係機関と新
規就農者の受入体制づくりに取り組む。 
 
・これらの取り組みにより、就農時の課題とな
る農地や施設の確保に向け、生産者と関係機関
が連携した活動が始まった。 

・農業革新支援専門員は、県内、県外の先進事
例の情報提供、推進方向等について助言する。 
 

関係機関との連携 

・推進方向の検討と課題について 
 ＪＡ、市町村、担い手育成総合支援協議会、
農業革新支援専門員 

・生産技術・経営関係課題について 
 ＪＡ、農業革新支援専門員、農業担い手育成
センター、農業公社、農業技術センター、病害
虫防除所 

●高知市春野地区では主要品目であるキュウリの栽培面積、生産者数、生
産量が減少している。今後、担い手をどのように確保するかが課題。 
●新規就農者には関係機関が主体に個別対応しているが、就農相談から就
農までの一貫した受入システムが構築されていない。また、農地やハウスの
情報も整理されておらず、就農時の課題の１つとなっている。 
●このため、産地の現状や課題を整理し、新規就農受入体制が確立され、
産地の維持につながるよう生産部会と関係機関が連携し取り組む。 
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