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１．シャインマスカットの生産強化支援

ねらい

ブドウ栽培においては、価格の低迷や異常気象による着色不良などが問題となっている。

一方、近年注目されているシャインマスカットは、果皮ごと食べられる品種で良品質の果実は

高値で販売されており、緑色系であることから着色不良の懸念もない。しかし、新品種であるこ

とから、生産者の栽培経験が比較的浅く、また、まとまった産地が無いため、生産者組織内及び

生産者間での情報交換も少なことなどから、生産農家間で技術の差も見られる。

そこで、生産者及び指導者を対象に技術実証ほの設置、研修会の開催、先進地視察や個別巡回

指導等により、栽培技術を平準化を促進するとともに、県内での本品種の生産振興を図る。

活動地域・対象

地域：県内全域（主に美馬市、阿波市、板野郡）
対象：ブドウ生産者および栽培指導者

普及活動の目標

１ 栽培および貯蔵技術の向上
２ シャインマスカットへの品種更新

目標に向けた活動概要

１ 技術実証ほの設置、果実品質調

査、効果分析

・果実かすり症対策

・長期貯蔵技術の実証

・収穫適期の把握

（カラーチャートの活用）

２ 成果の周知：研修会の開催、

現地検討会、先進地視察、 センターでの研修会 果実品評会

栽培暦作成、配布、果実品評会

３ 技術指導：個別指導、土壌分析等

長期貯蔵技術の指導 先進地視察
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普及活動の成果

１ 技術実証ほにおける調査結果

・緑色果実袋の使用により、か

すり症が軽減された。

・給水フォルダーを取付け低温

貯蔵した結果、12月まで貯蔵

可能であり、食味アンケートの

結果、評価も良かった。

・カラーチャートで3以上が収

穫に適することがわかった。

長期貯蔵実証果実→

給水区 無処理区 貯蔵果実についての食味アンケート結果

２ 成果の周知

・研修会を年2-3回実施し、実証結果や最新の技術情報を提

供するとともに生産者間の交流ができた(H25年度～）。

・先進地（香川県果樹研究所）視察により、技術向上への意

識付けに寄与できた。

・新たな栽培暦の作成・配布により、技術の普及が図れた。

３ 技術指導：個別指

導、土壌分析等

・個々の生産者の課題解

決について、支援するこ

とができた。

（病害虫防除、pH矯正、

土づくり、生理障害対策

等々）

用 【かすり症】
語 果皮にかすり状の褐変が生じる障害。対策としては、有色果実袋の利用、Ca欠対策、収穫
説 遅れ回避。【長期貯蔵】高単価の期待できる年末まで、切花用給水フォルダーを果軸に取り
明 付け、低温（5度以下）で保存する方法。

今後の発展方向

シャインマスカットの面積は増加傾向にあり、地域農業支援センターや関係機関と連携し、良
品質果実の生産のための技術の向上を引き続き支援する。

関係者からの声

○研修会等に参加して、新たな情報の習得や他の生産者と交流ができるので、有益である（農家）。
○これから面積が増えるので、研修会等には参加したい（ＪＡ担当者）。

農林水産総合技術支援センター高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井1660 tel：088-６７４-１９２２
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２．６次産業化の推進（すだち果皮活用）

ねらい

未利用資源である「すだち果皮」の新たな用途開発に取り組み、６次産業化や農商工連携によ

るビジネスモデルを創出し、農業者の所得向上を図る。

活動地域・対象

地域：県下全域 他

対象：JA農産工場、支援センター、とくしま産業振興機構、企業、６次産業化企業 等

普及活動の目標

すだち果皮の用途開発（すだち精油・すだち芳香蒸留水・すだち飲料） ３品目

目標に向けた活動概要

１ すだち果皮活用に向けたネットワーク構築

すだち果皮の活用を推進するため、JA農産工場を核とした「すだち果皮等

活用研究会（事務局：阿波ふうど）」を５月１７日に発足。JA農産工場におけ

て、ゆず果皮に比べ活用が低い、未利用資源である「すだち果皮」や「種」

等の用途開発に取り組み、搾汁残渣の軽減を図っていくことを申し合わせた。

２ すだち果皮活用や衛生管理の向上に向けた研修の開催 すだち果皮等活用研究会発足

○すだち等マーケティング調査（大阪府）６/15 参加者:高度･阿波ふうど･とくしま産業振興機構 ３名

徳島県産のすだち・ゆず・ゆこうを使用し、ポン酢を製造している「旭ポン酢」において、マ

ーケティング調査を実施。県産果汁の安定供給に向けた産地振興の要望を受けた。

○精油事業県外研修（高知県）6/28 参加者：23名

ゆず果皮の香料原料活用事例の先進地視察研修を実施。JA高知市と

旭フレッシュが連携した「土佐山ファクトリー」及び、JA土佐あきと

連携している国内香料抽出大手の「辻精油(株)」を見学。

ゆずのフレーバーは海外で人気であることから、全国の搾汁工場か

ら果皮購入し、抽出しているとのことであった。

減圧水蒸気蒸留装置（辻精油）

○HACCP県内研修（那賀町）７/27 参加者：15名

県版HACCPを取得したJAアグリあなん海川工場の新搾汁工場を見学。その後、各JA農産工

場における衛生管理の手法について情報交換を行った。

３ すだち精油抽出実証実験（高知市） 10/17・18 高度･資源環境･農産園芸･JA徳島市･全農とくしま ７名

JA徳島市農産工場のすだち果皮（青～黄色果

皮：330kg）を提供いただき、高品質な精油を

抽出できる減圧蒸留抽出法（バッチ式）での実

証実験を行った。

精油の抽出率は0.3%であり、昨年度、テスト

で実施した青皮のみの抽出率と同じ程度であっ

た。香りも青皮と遜色ないフレッシュな香りであ 減圧蒸留抽出装置実証実験（兼松エンジニアリング）

った。
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普及活動の成果

① すだち果皮活用に向けての啓発・推進

２月６日「すだち果皮活用（精油）講演会【参加者52名】」

を開催。すだち精油抽出実証実験の成果やJA徳島市での果皮

活用に向けた取組みの事例報告、和かんきつ精油の第一人者で

ある高知大学名誉教授 沢村 正義先生による「和かんきつ天

然香料の魅力と可能性」について、高知県内のゆず果皮の香料

原料の活用事例、海外の最新情報、すだちの香料原料としての

可能性について講演いただき、すだち果皮活用の啓発を図った。

すだち果皮活用（精油）講演会

② すだち果皮の用途開発・PR

すだち精油抽出実証実験の取組PRとして、11月20日～22

日「アグリビジネス創出フェア」（東京ビッグサイト）に出展。

「精油」「芳香蒸留水」及び、芳香蒸留水を活用して製造した

「すだち飲料（芳香蒸留水10%添加）」のモニターアンケート

を実施。特にすだち飲料は「自然な香りでおいしい」、「商品化

を期待する」といった声が多かった。

アグリビジネス創出フェアでのPR

すだち飲料

③ すだち精油の事業化に向けた検討

実証実験で得られた「すだち精油」を大手香料メーカーに評価を依頼したところ、「スパイシー

な香りで面白い。事業化したら取扱いたい。」と好感触であった。そこで、JA農産工場や化粧品

・医薬メーカー等とともに事業化の可能性について、現在、検討を図っている。

用語
説明

今後の発展方向

多様な企業と連携し、未利用資源である「すだち果皮」の香料原料への活用を推進し、化粧品・

医薬等の分野での新たな価値創造することで、すだち加工原料の全量買上の実現や買取単価の改

善等による農家の所得向上と「すだち産地」全体の底上げを図っていく。

関係者からの声

JA農産工場・生産者：すだち果皮の香料原料としての可能性を感じた。今後も、すだち果皮の活
用を進めていきたいので支援してほしい。

大手香料メーカー ：すだち精油の可能性はある、産地で事業化が実現すれば取扱いたい。
化粧品・医薬メーカー ：精油の事業化を検討している。果皮等の調達が課題であるので、JA農

産工場との連携を今後も図っていきたい。

高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井１６６０ tel：088-６７４-１９２２
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３．施設野菜の環境制御技術に適した栽培技術の確立・普及

ねらい

施設園芸では、環境制御技術に着目し、環境測定装置や炭酸ガス施用機を導入し収量の向上を

図っているが、個々の生産者毎に進めており生産者間の情報共有がないため、産地全体として県

内の気象条件に合った制御ができていない。

そこで、既に導入している生産者から収集した環境や生育・収量のデータより栽培技術の水準

の向上につなげ、所得向上を図ります。

活動地域・対象

地域：徳島市、小松島市、阿南市、阿波市 対象：イチゴおよびトマト・キュウリ栽培農家

普及活動の目標

・環境制御技術に適した栽培マニュアルの作成（トマト、イチゴ、キュウリ）

・平均収量 15%以上増加 （環境制御技術導入前後比較）

目標に向けた活動概要

１．環境制御技術会議の開催

環境測定装置や炭酸ガス施用機を導入し、収量の向上を図る目的で、徳島県養液栽培研究会、

高設イチゴ栽培研究会、きゅうりタウン等と連携しながら、講演会ならびに現地検討会を開催し

ました。

２．ＣＯ2施用、温湿度制御等の環境制御技術に適した栽培技術の確立に向けた調査

環境測定データ及びハウス内の定点カメラによる時間経過解析を含めて行いました。

３．調査結果を基に「環境制御を取り入れたいちご栽培マニュアル」を作成し、生産者への説明

会を開催しました。

イチゴ生育調査 環境制御技術講演会

環境制御を取り入れた

いちご栽培マニュアル
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普及活動の成果

ハウス内環境とイチゴの収量の違い（高設栽培）

収量差は、温度、飽差(湿度)、ＣＯ2濃度ともに密接な関係があることがわかりました。

用語 環境制御技術：外気温度、ハウス内温度、湿度、日射、ＣＯ2、風向、風速、降雨、培地

説明 温などを測定し、それぞれ最適な状態にするために暖房機や保温カーテン、換気や遮光

を複合的に制御する技術。

今後の発展方向

引き続き環境制御技術の確立を進めていく。また、徳島県オリジナルいちご品種「阿波ほうべ

に」についての環境制御技術を確立し、品種の定着・普及を図る。

関係者からの声

・環境制御を行うことで生育が良くなり、収量も向上すると思われる。気候やその他要因の影響

もあると思われるため複数年の調査が必要。（いちご農家）

・環境制御で約２割の収量向上が見込める。（トマト農家）

高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井１６６０ tel：088-６７４-１９２２
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４．洋ラン生産者組織の活動支援とハウス温度管理技術の普及

ねらい

徳島県のシンビジウムをはじめとする洋ランは、切り花・鉢花とも国内有数の産地ですが、国

内消費の縮小、生産者の高齢化、生産コストの上昇などから近年産地規模の縮小が続いています。

このため、洋ラン生産者組織が行う「徳島の洋ラン」のＰＲ活動を支援するとともに、春先の

加温温度設定や循環扇の設定改善、夏期の暑熱対策など新たなハウス温度管理技術についての普

及性を検討します。

活動地域・対象

地域：県下全域

対象：徳島県洋ラン生産者連絡協議会、シンビジウム生産者

普及活動の目標

新たなハウス温度管理方法導入モデル農家の育成 ２戸

目標に向けた活動概要

１ 徳島県洋ラン生産者連絡協議会が実施するJR徳島駅での花き展示や、シンビジウム生産者が

実施する実需者との交流イベント出展などの取組を支援しました。

２ シンビジウムの簡易な暑熱対策について、展示ほを設置して切花品質の向上効果を検証し、
生産者への情報提供を行い技術の普及を図りました。

暑熱対策展示ほ調査

JR徳島駅展示 実需者との交流イベント

暑熱対策展示ほ
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普及活動の成果

１ 産地活性化の取組支援

①花き展示、実需者との交流イベント出展への支援

花き展示、交流イベント出展によって、本県産洋

ランの認知度向上を図り、消費拡大につなげること

ができました。

また、花き展示での来訪者へアンケート調査では

３６6件の回答が寄せられ、産地の方向性検討に活

用することができました。

２ ハウス温度管理方法の検討および現場実証

①簡易な暑熱対策技術の検討

不織布を用いた簡易な暑熱対策技術についての展

示ほを設置したところ、鉢に不織布を巻き付けた区

において鉢内温度が最大４℃程度低下するととも

に、切り花調査においては、品種によって切り花品

質の向上効果が見られました。

これらの結果を生産者に紹介し、現場での導入可

能性について検討しました。

今後の発展方向

１ 洋ラン生産者組織活動について、需要拡大に向けた効果的な手法を検討し実施していきます。

２ 省エネ対策技術について、年間を通じた効率的なハウス温度管理を検討していきます。

関係者からの声

○洋ランに限らず、花を贈ったり飾ったりする文化が衰退していると思われるため、日常的に花

を使ってもらえるように実需者との交流を進めたい。（洋ラン生産者）

○暑熱対策について展示ほ実施農家から見たところ、花芽生育の促進効果が感じられるため、デ

ータとしてとりまとめて分析・検討し実際に高温による花飛びを回避できるような技術となる

ようにしてほしい。（洋ラン生産者）

○高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井１６６０ tel：088-674-1922

暑熱対策の検討

JR徳島駅展示
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５．集落営農の組織化・運営支援

ねらい

生産者の高齢化、米価の下落、生産コストの増大等により、耕作放棄地が増大し農業生産や集

落活動の低下が懸念されています。永続的な営農システムを目指し、各地域のモデルとなる集落

営農組織の設立を進めるとともに、既存組織の経営安定及び発展を目指します。

活動地域・対象

地域：県内全域

対象：集落リーダー、集落営農組織代表者、普及指導員、市町村、JA等

普及活動の目標

１ 関係機関の知識・情報共有化による集落営農推進体制の強化

２ 集落営農組織の設立

３ 集落営農組織経営のステップアップ

目標に向けた活動概要

１ 集落営農を志向する集落等において、説明会、座談会等を開催し、組織設立の気運を高め

ました。

２ 集落営農塾の一環として、アドバイザーによる現地指導、経営・税務相談会を実施するとと

もに、県下主要組織を集めた「徳島県集落営農組織連絡会」を開催し、情報共有、課題解決、

経営改善を図りました。

設立検討会 集落営農組織連絡会 アドバイザー現地指導

経営相談会 税務相談
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普及活動の成果

１ 集落営農組織の設立ができました。

支援対象 ３組織

２ 既存集落営農組織の経営改善、ステップアップを図りました。

支援対象 ２組織

特に、収益拡大のため新規雇用を予定している組織には、雇用に関する手続き、作付け計画

等の支援を行いました。

＊活動実績

①新規設立に向けた座談会等 ２集落

②ステップアップ講座 ３回

③既存組織の支援活動 ２組織

④志向地区での現地説明 ２地区

⑤集落営農組織連絡会 １回

⑥集落営農育成チーム 情報交換会 ２回

用語 集落営農：集落等一定の地域を基本とし、集落内の合意に基づき行われる営農

説明 集落営農推進チーム：県庁関係課、各農業支援センター、JA中央会、

JA全農とくしま、県農業会議で構成

今後の発展方向

１ 説明会、集落座談会、設立準備会、アンケート調査等により集落営農組織設立を進めます。

２ 集落営農塾ステップアップ講座、徳島県集落営農組織連絡会等で既存組織の課題解決、

経営改善を支援します。

３ 市町村等の関係機関と連携し、地域の特徴や状況にあった集落営農モデルづくりを進めます。

関係者からの声

Ａ地区：集落営農は不可欠。組織化に向けて支援をお願いしたい。

Ｂ法人：設立当初は課題山積だった。組織体制を確立し営農計画を確実に達成してゆきたいので、

引き続き全面的な支援をお願いしたい。

Ｃ法人：組織化はできたが、経営改善に向け今後とも支援をお願いしたい。

高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井1660 tel：088-６７４-１９２２
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６．野菜産地への新たな排水対策技術の導入に向けての課題検証

ねらい

勾配機能付レーザーレベラーを用いてほ場に緩やかな傾斜をつけて表面排水させる｢緩傾斜表面

排水処理技術｣の実証展示ほを昨年県内6カ所に設置し、排水効果の確認や設置上の問題点を検証

し、新たな排水対策技術の現場への導入を図るための技術的課題について検証しました。

活動地域・対象

地域：県下全域 対象：露地野菜生産者

普及活動の目標

新技術導入ほ場面積 ３０年度 50アール （31年度 延べ２00アール）

目標に向けた活動概要

（１）緩傾斜表面排水処理技術実践ほ場の設置

今年度設置する緩傾斜表面排水処理技術実践ほ場の目標面積を50アールとしました。

（２）既設の緩傾斜表面排水処理技術実証展示ほでの各種調査の実施と課題の抽出

昨年度に設置した徳島市（カリフラワー、ほうれんそう２カ所）、石井町（ほうれんそう）、

小松島市（洋にんじん）、東みよし町（ブロッコリー）の６カ所（合計面積68アール）で、

排水効果、傾斜（高低差）の変動状況、栽培上の課題・問題点等を検証しました。

普及活動の成果

（１）緩傾斜表面排水処理技術実践ほ場の設置

今年度、県単補助事業（とくしまブランド産地リノベーション事業）を活用して、徳島市

にほうれんそう１カ所（13アール）、上板町に洋にんじん２カ所（30アール）の実践ほ場

（合計43アール）を8月下旬に設置しました。（延べ設置面積111アール）

（２）既設の緩傾斜表面排水処理技術実証展示ほでの排水効果の調査結果

東みよし町のブロッコリー栽培実証圃場と隣接の無処理（平坦）圃場に土壌水分計を設置

してブロッコリー栽培期間中の畦内の土壌水分含量を調査した結果、実証圃場は降雨後の

土壌水分含量が少なく推移しており、排水効果が確認できました（表１）。

図１ 土壌水分の経時変化（東みよし町 30.2.28～3.13）
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（３）既設の緩傾斜表面排水処理技術実証展示ほ場の高低差（傾斜）の変動状況調査結果

東みよし町の実証圃場で、施工約11ヶ月後の30年７月４日～７日に 500mm（最大日

雨量260mm）の集中豪雨があったので、７月18日に高低差の測量調査を実施した結果、

表土の大きな流動もなく傾斜は維持されており、最新調査（31年１月17日）でも高低差

が縮まったものの、概ね傾斜は維持されていました。

左 平坦ほ場 右 緩傾斜ほ場 緩傾斜ほ場の排水の状況

図２ ブロッコリー栽培ほ場の高低差の変動状況 写真１ 集中豪雨直後のほ場の様子（30.7.7）

（４）生産者の聞取調査結果

野菜栽培後に生産者６名に聞取調査を実施した結果、全員が「計画どおりに作付けできた。

栽培期間中の湿害軽減効果があった。」との意見でしたが、問題点として「下層土が表層に露

出したり、降雨で肥料が低い方に流れて生育差がみられた。」との意見がありました。

また、「施工できる圃場が限られている。施工経費が高い。」との意見もありました。

（５）問題点とその対策

生産者の意見にあった、以下の問題点とその技術的対策について検証しました。

①圃場が70ｍ以上あると、高低差が14cm以上となり、低いところで下層土が混和する。

施工前に20cm以上の深耕処理を行い、表土と下層土をよく混和しておく対策を行います。

②降雨で肥料が低い方へ流亡して、生育差がみられた。

東みよし町のブロッコリー栽培期間中に畦内の土壌調査を実施した結果、高地部と低地部

で肥料濃度に大きな差はみられませんでした。畦間への追肥直後に降雨があると低い方へ

流亡する危険性はありますが、畦上への追肥では肥料の流亡は心配ありません。

勾配機能付レーザーレベラー：

用語 ほ場周辺に設置した発光部から射出されるレーザーをトラクタに取り付けたレベラーの受

説明 光部で受光しながら自動制御でほ場に100ｍ当たり20cm 程度の高低差の穏やかな勾配

（傾斜）をつける装置。

今後の発展方向

次年度も調査を継続し、排水効果の持続性、問題点解決のための対応策を検証し、指導者向け

の技術マニュアルを作成して、現場への導入を支援します。

関係者からの声

台風後の排水性は抜群に良かった。他のほ場にも導入したい。（小松島市の洋ニンジン生産者）

高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井1660 tel：088-674-1922
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７．レンコン産地への支援

ねらい

県内で栽培されているレンコンの主な品種は「備中」種で、品質がよく、市場の評価が高い反

面、レンコン腐敗病に弱い。また、晩生種であることから、レンコンが肥大する前に台風が襲来

すると地上部が傷み、収量や品質が低下するため問題となっています。

そこで、これら課題の解決を目的に育成した新品種「阿波白秀」を普及することにより課題解

決をめざします。

活動地域・対象

地域：鳴門市、松茂町、徳島市、藍住町、板野町、北島町

対象：レンコン栽培農家

普及活動の目標

１ 阿波白秀の種苗供給体制の確立と現地への普及

・新品種導入モデル農家の育成 ５０戸育成（Ｈ31）

・新品種供給農家 ７戸育成（Ｈ31）

参考：新品種の普及計画 7ha（H31），５６ｈａ（H34）

目標に向けた活動概要

1 新品種の栽培実証ほの設置

農業者の方に、新品種「阿波白秀」を実際に見ていただき、知って

もらうことを目的に、実証展示のためのほ場を設置しました。

また、現場での生育状況、栽培状況の確認のため、ＪＡ営農指導員、

農産園芸研究課と導入ほ場を回り観察と、栽培状況等の把握に努めま

した。

２ 新品種の周知活動

平成29年度、３０年度に配布した種苗は、そのほとんどは増殖

用に仕向けられましたが、増殖２年目を迎え一部市場出荷されまし

た。出荷内容、市場評価等の結果を生育状況とともに、栽培講習会

や出荷協議会の機会を活用して、阿波白秀の最新の動きとして周知

を行いました。

3 新品種の安定供給体制の確立

新品種の普及を推進するためには、種苗を安定供給できる体制の

整備が重要となります。

そこで、関係機関、JAによる担当者会を開催し、生産供給計画を

策定するとともに、新品種の増殖のための種苗の配布についての協議

を行いました。
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普及活動の成果

【新品種の栽培面積】

平成３０年度の新品種「阿波白秀」については、34農家・１団

体が１８０aで栽培を行いました。平成28年度からはトータルで、

4,330㎏の種が供給され、生産者49名・1団体で約292ａの面積

が栽培されていると推計されます。実証展示ほや栽培講習会等から

の情報により、作付け希望者が増加したと見られます。

【安定生産】

導入農家は、レンコン栽培に熟練した方ですが、阿波白秀に関しては初心者であり、品種、

栽培特性についての知識は不十分であり、試行的栽培となっている。

また、育成者である研究機関も、広範囲で条件のことなるほ場での本格的な栽培の始まりに、

新品種の適応性や課題を見極める機会ともなっている。

そこで、農業支援センター、ＪＡとともに十分な連携が行えるよう話し合い、関係者でのき

め細やかな圃場巡回や情報提供による管理の適正化、問題解決策の提案等を行い、安定生産に

繋げました。

【安定供給体制】

混種の可能性が低く、適切な管理が可能な圃場を確保するとともに、担当者会を開催し、農

業者に対し平成3１年度の要望調査を行い、生産供給計画を策定しました。

この結果、平成3１年度の作付面積は、自家増殖分中心に14～15haと見込まれます。

用語 レンコン腐敗病：レンコンの地下茎が褐変、腐敗する病気で、被害の大きいほ場では収穫

説明 ができなくなることもある。

台風被害 ：6月末～8月中旬に強風が吹くと、葉が大きく傷つき、大幅な減収となる

特7月中に来襲があった場合は被害は甚大で、収量が平年作の6割～7割

になることもある。

今後の発展方向

新品種のさらなる普及拡大のため、あらゆる活用し、品種特性等の周知活動を進めます。

安定した種苗生産のため、旧JA単位を基本とし、原種ほ場の確保を推進します。

新品種の特性に合った栽培管理方法を検討します。

関係者からの声

生産者：まだ、はじめたばかりで面積が少なく、十分ではないが、既存早生品種（ロータス・

オオジロ）に比べて、収量が多いようで、初出荷では評価もまずまずであり、今後、面積

を増やし、品種を切り替えるかどうか見極めていきたい。

市場評価が高く、早期多収で腐敗病に強ければ、導入は進むかも知れない。

新品種にあった施肥等栽培管理方法があれば知りたい。

高度技術支援課
連絡先：徳島県名西郡石井町石井字石井1660 tel：088-674-1922




