
課題：持続性ある産地づくりの支援
（１）産地維持可能な生産体制の確立

ねらい

野菜増産の施策により，管内の野菜の栽培面積は順調に増加したが，それに伴い連作障害や病

害虫被害の問題が生じてきており，これからますます深刻化することが予想される。

このため，輪作体系，連作障害対策等を検討し，実証しながら現場に普及させ，産地の持続的

な生産安定を図るとともに，これまでの生産拡大の動きを止めないように引き続き，野菜増産に

取り組んでいく。

活動地域・対象

活動地域：阿波市 活動対象：①ＪＡ阿波町 新規就農者 ブロッコリー生産者 ②ＪＡ板野

郡レタス生産者 ③ＪＡ市場町 サヤエンドウ生産者 ④ＪＡ阿波町 ミニトマト部会

普及活動の目標

①ブロッコリ－ ・根こぶ病発生状況把握 ・輪作体系導入生産者 ５％増加

②レタス ・対策マニュアルの活用 発生農家の５０％ (柿島支所レタス部会)

③サヤエンドウ ・土壌還元消毒効果と生育への影響把握 ・土壌還元消毒展示ほ １戸

④ミニトマト ・土壌診断結果の活用 土壌分析農家の70％ ，施設環境モニタ情報の活用3戸

目標に向けた活動概要

①ブロッコリー

産地としては，連作とならないようレタス，ほうれんそう，ねぎ等との輪作体系導入による

障害回避とともに発生圃場では土壌消毒による障害の克服が課題となる。そのため，輪作体系

の周知を図り，リーフレタスを取り入れた展示圃を実施した。

②レタス

レタスビッグベイン病対策については，耐病性品種の導入，薬剤防除の実施，露地型土壌還

元消毒等の技術を検討し，普及と定着をすすめた。また，ブロッコリーとの輪作について，チ

ラシを作成し，周知を行った。

③サヤエンドウ

エタノール還元消毒を行った圃場において太陽熱消毒を行い，持続効果についても検討した。

また，新たなほ場において太陽熱消毒区においても効果の検討を行った。

エタノール+太陽熱消毒区において，３年目においても効果が認められたことから，エタノ

ール還元消毒の持続性が確認された。また，新たな太陽熱区においては，立ち枯れ発生率が他

区に比べやや多かったものの一定の効果が認められた。

④ミニトマト

数軒の農家で元肥施肥改善のため土壌診断結果が利用された。

施設環境改善に役立てるため施設内温度管理データを収集，活用を推進した。



ブロッコリー栽培講習会 レタス栽培講習会 エンドウ土壌還元消毒 ミニトマト研究会

普及活動の成果

①ブロッコリ－ ・輪作体系導入生産者 輪作生産者６２％→６２％

②レタス ・発生農家 ２戸減少 （１５戸→１３戸）(柿島支所レタス部会)

③サヤエンドウ ・土壌還元消毒効果と生育への影響把握 ・土壌還元消毒展示ほ ２戸

④ミニトマト ・土壌診断結果の活用 土壌分析農家の７0％（5／7戸），

施設環境モニタ情報の活用3戸

用語 土壌還元消毒：土壌に有機物を混和し水をため，ビニールで覆って30℃以上に保ち嫌気

説明 性微生物を増殖させ，還元状態にする方法。

今後の発展方向

①ブロッコリー

・輪作を推進するため，他作物の経営指標も参考に今後指導する。

②レタス

・機械化作業体系を含めた露地型土壌還元消毒法の防除効果および作業手順を講習会におい

て 周知していく。

③サヤエンドウ

・有機物を利用した簡易な土壌還元消毒の実証を行っていく。

④ミニトマト

・作付前土壌診断と結果の活用，施設環境モニタ情報の活用を推進する。

関係者からの声

①ブロッコリー

・手間等の関係でブロッコリー以外の作物を作るのはためらわれる。（生産者）

・レタス等の推進と併せて輪作の推進を行う。（JA）

②レタス

・今作は暖冬の影響でいつもより発生は少なめと思われる。（生産者）

③サヤエンドウ

・今年は台風により，畦たてが遅れ，初期の生育は悪かった。土壌還元消毒は効果はあると

思われるが，ポリの被覆，除去が重労働。（生産者）

④ミニトマト

・分析値を示されるとあらためて蓄積が多いと思う。活用をすすめるため，結果はできるだ

け早くかえしてほしい。

吉野川農業支援センター

連絡先：徳島県吉野川市川島町宮島736-1 tel：0883-26-3971（代表）



課題：持続性ある産地づくりの支援
（２）ＩＰＭに対応した省力技術導入による生産安定

ねらい

生産者の高齢化，担い手不足が急速に進行していることから，ＩＰＭ技術の導入による防除回

数の低減など可能なかぎり環境に配慮した技術を推進するとともに，作業の省力化を図り，ブラ

ンド産地の維持に努める。

活動地域・対象

活動地域：吉野川市,阿波市 活動対象：①促成なす生産者 ②イチゴ生産者 ③ねぎ生産者

普及活動の目標

①促成なす・ＩＰＭの普及定着 温存植物の栽培状況 温存植物の状況把握

薬剤防除の現状確認 導入農家定着化 １０戸

・単為結果なすの現地適応性把握 生育特性確認 試行農家 ５戸 取組農家 ６戸

②イチゴ ・脱渋装置を活用したイチゴ苗の炭酸ガスくん蒸法の推進 取組農家 10戸

くん蒸処理効果確認 １戸

・ハダニ＋アザミウマ防除体系 展示圃の設置 １戸

③ねぎ ・害虫被害の発生状況の調査

・バンカープラント利用体系の周知

・ＩＰＭ導入展示圃の設置 ＩＰＭ導入生産者 ２戸

目標に向けた活動概要

①促成なす

タバコカスミカメ等天敵利用を持続可能な取組とするため，夏秋なすも含め，講習会等で，

温存植物の栽培等土着天敵活用技術と影響の少ない農薬情報を提供し，普及と定着を図った。

また，ホルモン処理を必要としない単為結果性品種について，栽培の省力化を図るため、品

種特性や地域適応性の把握に努めながら，導入推進を図った。

②イチゴ

平成２８度より取り組んでいる柿の脱渋装置を利用したイチゴ苗への炭酸ガスくん蒸処理

については有効性が十分周知できたため，取組農家も増加し，今年度は生産者１２戸が苗約5

万株の炭酸ガス処理を実施した。

また，炭酸ガスくん蒸処理に，赤色防虫ネット，紫外線反射シート等を組み合わせたハダニ

とアザミウマの防除体系の展示実証圃を設置し，調査を行っている。

炭そ病に強い徳島県育成品種「阿波ほうべに」を試験導入し現地適応性を確認している。

③ねぎ

加工用ねぎの作付けが増えている。しかし，ネギアザミウマによる被害が発生し，品質低下，

収量低下を招いている。安定生産，安定出荷できる技術を検討し，導入する必要がある。

そこで，バンカープラントを利用したIPM展示圃を設置し，展示圃で実証されたネギアザミ

ウマ抑制効果を広報した。



単為結果ナス現地検討会 炭酸ガスくん蒸処理説明会 ネギの実証圃

普及活動の成果

①促成なす ・ＩＰＭの普及定着：導入農家定着化 ５戸

・単為結果なすの現地適応性把握：生育特性確認 試行農家８戸 取組農家２６戸

②イチゴ ・脱渋装置を活用したイチゴ苗の炭酸ガスくん蒸処理 取組農家 12戸

くん蒸処理効果確認 １戸

・ハダニ＋アザミウマ防除体系 展示圃の設置 １戸

③ねぎ ・害虫被害の発生状況の調査

・バンカープラント利用体系の周知

・ＩＰＭ導入展示圃の設置 ＩＰＭ導入生産者 ２戸

用語 バンカープラント：天敵を温存する植物

説明

今後の発展方向

①促成なす ・引き続きＩＰＭの普及定着を図る。

・単為結果性ナスの導入推進，安定生産を支援する。

②イチゴ ・脱渋装置を活用したイチゴ苗の炭酸ガスくん蒸体制の確立による取組農家の拡大

・ハダニ＋アザミウマ防除体系の確立

③ねぎ ・バンカープラント利用体系の周知と普及

関係者からの声

①促成なす・天敵導入については，過去に失敗した経験があるので，もう少し検討したい。（生

産者）

・省力化の効果が高いので，次年度もラクロの栽培を続けたい。（生産者）

②イチゴ ・定植前の苗への炭酸ガスくん蒸処理は高い防除効果を確認しているが，処理日が定

植適期より早いため，処理時期の延長ができれば，利用したい。（生産者）

③ねぎ ・昨年度から講習会でバンカープラント利用体系は講習しているので知っている。（生

産者）

・来年度も実施したいとの意見があった。（展示圃場農家）

吉野川農業支援センター
連絡先：徳島県吉野川市川島町宮島736-1 tel：0883-26-3971（代表）



そば・ごうしゅいもの増産にむけた取組

ねらい

にし阿波の「傾斜地農耕システム」が平成３０年３月に世界農業遺産に認定されたことで，

特色ある地域の農業が注目されている。しかし，傾斜地を代表する作物である「そば」と

「ごうしゅいも」の生産量が足りず，増加している訪問客への供給ができていないのが現状で

ある。

そこで，「そば」・「ごうしゅいも」の増産に向けて，プロジェクトチームを結成し，にし阿波を

訪れた人をその土地で採れたものでもてなせる体制作りを行う。

活動地域・対象

地域：美馬市，つるぎ町

対象：農林漁家民宿や教育旅行の受入れ農家

普及活動の目標

① 「そば」の軽作業化に向けた機械化

② 「ごうしゅいも」の秋植えによる増産

目標に向けた活動概要

１ 「そば」の機械化の検討

作業負担が大きい収穫作業の機械化・省力化を図るため，簡易な改良を行った「水稲用

バインダー」，農産園芸研究課で開発された「藍の収穫機」，水稲用刈取器具「かりとりくん」の

実演試験を美馬市穴吹町及び美馬市脇町のほ場で実施した。

水稲用バインダー 「かりとりくん」 藍の収穫機

２ 「ごうしゅいも」の秋植え現地試験

３月に定植し，７月に収穫を行い，その後，貯蔵しながら出荷を行う春植えの作付け体系が，

通常であるが，生産物がなくなる３月～７月を補い，周年供給体制を確立するため，８月に定植

し，１２月に収穫する秋植えの作付け体系を，つるぎ町及び美馬市のほ場で現地試験を行った。

＜試験処理区の設定＞
秋作の実施による周年供給体制

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

定植 収穫 貯蔵・出荷
観光客等の
多い時期に

提供できる
いもがない！

春

秋 定植 収穫

貯蔵・出荷
春植えのいものない
時期の出荷を補う



普及活動の成果

１ 「そば」の機械化の検討

台風により倒伏しており，立毛部が５０ｃｍ程度の場合は，「バインダー」の吐出口に詰まり，

結束できなかったが，７０ｃｍ以上では，結束が可能であった。脱粒も確認できなかったため，

生育状況により「バインダー」による収穫は可能であると思われる。「かりとりくん」は，立った

まま刈取りができるため，作業が楽だとの反応であった。「藍の収穫機」は，高齢の生産者でも操

作が可能であったが，結束ができないため，はぜ掛けによる乾燥ができないことが課題としてあ

げられた。

水稲用バインダー 「かりとりくん」 藍の収穫機

２ 「ごうしゅいも」の秋植え現地試験

赤いも，白いもとも，ジベレリン処理をした区の方が発芽が早く，収量も多い傾向があった。

休眠打破がきちんと行えていることで，秋植えでも栽培が可能であることが確認できた。

１０月下旬 ごうしゅいも

用語説明 ジベレリン：休眠打破，発芽促進等の作用がある植物ホルモンが成分の薬剤

今後の発展方向

１ 「そば」の機械化の検討
機械化に対応するには，バインダーにガイドを付けるなどの更なる改良が必要である。また，

茎が固い，草丈が長いなどの特徴がある系統選抜や，条間を狭くするなどの倒伏しにくい栽培方
法の指導も併せて行っていく。

２ 「ごうしゅいも」の秋植え現地試験
休眠打破に用いたジベレリンの登録が「種芋用ばれいしょ」であり，食用には使用できないこ

とから，代替方法の検討が必要である。また，今後は農林漁家民宿や教育旅行の受入れ農家を対
象に栽培講習会等を実施し，生産者の拡大を行う。

関係者からの声

１ 「そば」の収穫機実演ほ場提供農家
機械の実用には，まだまだ改良が必要であると感じた。また，機械化だけでなく，栽培方法も

工夫していきたい。

２ 「ごうしゅいも」現地試験ほ場提供農家
もう少し早く定植することで，秋植えでも十分な収量が得られる可能性がある。今後も取り組

んでみたい。

美馬農業支援センター
連絡先：徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 tel：0883-53-2311



畜産分野におけるＧＡＰ・ＨＡＣＣＰ認証の取組推進

ねらい

近年，高病原性鳥インフルエンザ，豚コレラなどの家畜伝染病が国内で散発しており，飼養衛

生管理の強化が求められている。また，2020東京五輪で提供される畜産物は，安全を確保する

ために「日本版畜産ＧＡＰ」等の認証を要件に定めている。

そこで，家畜伝染病の防疫対策に向けて，畜産物の安全性を向上するための国の制度「農場Ｈ

ＡＣＣＰ」の取組を推進するとともに，2020東京五輪の食材提供や畜産物の高付加価値化を目

指す畜産農家のＧＡＰ認証を支援する。

活動地域・対象

地域：美馬市，つるぎ町

対象：畜産農家

普及活動の目標

① 農場ＨＡＣＣＰ認証の取組推進

② ＧＡＰ認証（ＧＡＰ取得チャレンジシステム、ＪＧＡＰ（家畜・畜産物））の取組推進

目標に向けた活動概要

１ 農場ＨＡＣＣＰ認証

「農場ＨＡＣＣＰ認証農場」を目指す肉牛農家と各関係機関で構成する「ＨＡＣＣＰチーム」

を平成29年に設立。毎月1回チーム員会議を開催し，認証に必要な衛生管理 システムの検証，

必要書類の作成方法等について協議を行い，当支援センターはチーム員の外部専門家として，審

査項目である危害要因分析を中心に指導を行った。

２ ＧＡＰ認証

2020東京五輪の食材提供の要件である「日本版畜産ＧＡＰ」が平成29年度から運用を開始し

たため，指導に必要な知識向上を目的に「ＪＧＡＰ家畜・畜産物」の指導員研修を受講し，認証

を目指す肉牛農家や養鶏業者に対してアニマルウェルフェア （快適性に配慮した家畜飼養管理)，

申請書類の作成方法について指導・助言を行った。

また，30年度の県単事業を活用して肉牛農家に自動哺乳ロボットを導入し，審査項目であるア

ニマルウェルフェアに対応できる飼養管理技術の整備に取り組んだ。

＜ＨＡＣＣＰチーム員会議＞ ＜農場内の点検作業＞ ＜現地審査対応＞



普及活動の成果

１ 農場ＨＡＣＣＰ

チーム員が連携して認証支援を行った結果，平成30年2月に四国管内の肉牛農家で初めて「農

場ＨＡＣＣＰ認証農場」に認定された。

また，養鶏業者では認証の前段階となる「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」に認定されており，今後

は，ＨＡＣＣＰ認証農場の認定に向けた取組を支援する予定となっている。

２ 日本版畜産ＧＡＰ

平成30年3月には，（公社）中央畜産会が運営する「ＧＡＰ取得チャレンジシステム」に中国

四国管内の畜産農家で初めて認定された。

また，平成31年３月には，（一財）日本ＧＡＰ協会が運営するワンランク上の「ＪＧＡＰ（家

畜・畜産物）」の申請書類を提出し，中国四国管内の肉牛農家で初めて認定された。

＜農場ＨＡＣＣＰ認証農場認定＞ ＜ＧＡＰ取得ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｽﾃﾑ認証＞ ＜ＪＧＡＰ認証＞

用語説明 農場ＨＡＣＣＰ推進農場：ＨＡＣＣＰ初心者向けの制度（文書審査のみ）
農場ＨＡＣＣＰ認証農場：高度な取組が必要なＨＡＣＣＰ制度（文書＋現地審査）
ＧＡＰ取得チャレンジシステム：ＧＡＰ初心者向けの制度（審査項目９８）
ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）：高度な取組が必要なＧＡＰ制度（審査項目１１３）

今後の発展方向

１ 農場ＨＡＣＣＰ認証
これまでの指導で得られた知見を活かし，今後は管内の養鶏業者にも指導範囲を広げて，認証

農場のさらなる増加を図る。また，高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策を強化することで，
安全・安心な畜産物の生産を推進し，県内有数の養鶏産地を守っていく。

２ 日本版畜産ＧＡＰ認証
ＧＡＰ認証を希望する畜産農家の取組を支援し，2020東京五輪における県産畜産物の提供を

目指す。また，ＴＰＰ等の今後の国際競争を見据え，認証による畜産物の高付加価値化を推進
し，高品質な畜産物を海外に輸出する取組を支援する。

関係者からの声

１ 肉牛農家
今後もＧＡＰ・ＨＡＣＣＰの取組によって，作業効率が向上した。また，衛生対策の強化が図

られたことで，家畜の健康状態も以前よりも良好になった。

２ 養鶏業者
２０２０東京五輪に阿波尾鶏の食材提供を目指し，今後はＧＡＰ認証にも取り組んでいきたい。

美馬農業支援センター
連絡先：徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73 tel：0883-53-2311


