
普及の足跡

１．シャインマスカットの生産強化支援

２．６次産業化の推進（すだち果皮活用）

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

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

５．集落営農の組織化・運営支援

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

７．レンコン産地への支援

８．徳島型水田農業の推進

９．貯蔵ミカンの浮き皮軽減対策

１０．鳥獣被害対策の推進

徳島県立農林水産総合技術支援センター

高度技術支援課
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８．徳島型水田農業の推進

ねらい

本県の稲作は農地の維持管理や、ブランド化された園芸品目の裏作としても大きな役割を持っ

ている。これらの役割を維持していくためには、集落営農等の大規模な水稲経営体の育成が急務

となっている。

また稲作経営の安定、米の需給・価格の安定を図っていくためには、主食用米から飼料用米を

はじめとする非主食用米に転換する取り組みを継続することが重要となっている。

活動地域・対象

水稲大規模経営体

普及活動の目標

１ 水稲大規模経営体の経営改善

２ 栽培マニュアルの作成

３ 飼料用米作付面積１,5００ｈａ

目標に向けた活動概要

１ 良食味多収米と飼料用米の新品種現地実証

・多収米を１カ所、飼料用米を２カ所の合計３カ所で実施しました。

多収米「ちほみのり」の現地実証 飼料用米「オオナリ」「くらのぬし」の現地実証

２ 栽培暦の作成

・ＪＡ全農とくしまとともに多収米「ほしじるし」の栽培暦を作成
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普及活動の成果

１ 水稲大規模経営体の経営改善
・水稲の品質・収量の向上には高温障害対策が欠かせない状況になっている。
・そこで、最近増えている「あきさかり」の栽培拡大が経営改善に大きく貢献できていると考
え、栽培技術の指導を行った。

２ 良食味多収品種「ちほみのり」の現地実証
・「農事組合法人こくふ」に委託し実証した。極早生で倒伏しにくい有望品種ではあったが、収
量はコシヒカリと同程度で食味は少し劣っていたことから、業務用米として導入するにはさら
なる検討が必要と思われた。

３ 飼料用米の現地実証
・実証時に多肥栽培したことから品種特性を引き出すことができなかった。
・「くらのぬし」については、収量性が確認できなかったが倒伏が激しく徳島には適さない品種
と判断した。
・「オオナリ」は「あきだわら」と比べて収量は高かったものの両者とも低収量だったため、来
年度も引き続き適正管理で現地実証を行うこととした。

４ 業務用米「ほしじるし」の栽培暦の作成
・栽培暦は作成したが、普及を進める上では肥培管理や作型などについて検討する必要がある
ため、ＪＡ全農とくしまやＪＡと協力しながら現地試験を重ねて行う。

５ 飼料用米作付面積１,４００ｈａ
・25年度の101haから、27年度は988haまで拡大したものの、28年度は852ha、29年
度は753ha、30年度は５４３haと減少傾向にある。
・主食用米の米価改善と業務用米の不足が要因と考えられる。

用語説明

今後の発展方向

徳島型水田農業の推進水稲大規模経営体の経営改善
・大規模経営体の経営改善を行います
・飼料用米の生産性を向上します

関係者からの声

・酷暑により品質が低下しているので、良食味で高温耐性を持つ早生品種が欲しい。
・作業効率の高いほ場整備を推進して欲しい

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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９．貯蔵ミカンの浮き皮軽減対策

ねらい

近年、温暖化等の異常気象により、貯蔵ミカン産地では、果実の浮皮発生により貯蔵性の低下

が課題となっている。そこで、対策技術を検討し普及推進を図ります。

活動地域・対象

勝浦町の温州ミカン生産農家

普及活動の目標

浮き皮軽減対策モデル農家の育成

目標に向けた活動概要

１ 貯蔵ミカンの浮き皮軽減対策

１）実証ほの設置数

３カ所

２）実証内容

Ａ展示ほ：ジベレリン１ｐｐｍ＋ｼﾞｬｽﾓﾒｰﾄ2000倍液剤（9月５日散布）

Ｂ展示ほ：ジベレリン１ｐｐｍ＋ｼﾞｬｽﾓﾒｰﾄ2000倍液剤（9月6日散布）

Ｃ展示ほ：硝酸カルシウム施用20kg/10a（9月7日施用）

３）対象品種：青島温州

２ 展示ほの状況（左：Ａ展示ほ、中央：Ｂ展示ほ。右：Ｃ展示ほ）

３ 展示ほ農家と打合せ ４ 果実浮き皮状況（１１月下旬時点）
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普及活動の成果

１）Ａ展示ほは、ジベレリン＋ジャスモメート散布区が無処理区に比べて浮き皮程度が低か

った（表１）。

２）Ｂ展示ほは、ジベレリン＋ジャスモメート散布区が無処理区に比べて浮き皮程度がやや

低かったものの、果実比重が０．８を下回った（表２）。

３）Ｃ展示ほはのトロピコート（硝酸カルシウム）施用区は、無処理に比べて果皮中及び葉

中のCa含量がやや高かったが、浮き皮軽減効果は認められなかった（表３、図１・２）

用語 ｼﾞﾍﾞﾚﾘﾝ液剤：植物成長調整剤。細胞分裂と伸長との作用や老化の抑制に関わっている。

説明 ｼﾞｬｽﾓﾒｰﾄ液剤：植物成長調整剤。主成分はﾌﾟﾛﾋﾄﾞﾛｼﾞｬｽﾓﾝ5%。浮皮軽減効果がある。

今後の発展方向

ジベレリン１ｐｐｍでは、効果が低いため２ｐｐｍ濃度の効果を検討する。

関係者からの声

暖冬年におけるジベレリン１ｐｐｍ散布では、効果が低いので、濃度を上げて検討していく

必要がある（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

処理区分 1果平均重ｇ ヨコcm タテcm 果径指数 糖度計示度 クエン酸% 果皮色（a値） 浮皮程度 果実比重

ジベレリン１ｐｐｍ＋ジャスモメート2000倍 140.5 72.8 51.1 143 10.5 0.68 23.8 0.3 0.826

無処理 112.9 68.0 49.0 139 10.9 0.73 23.9 0.9 0.796

*平成30年9月5日ジベレリン散布

表１.Ａ展示ほ　　青島温州の収穫時の果実品質（平成30年11月27日採取)     

処理区分 1果平均重ｇ ヨコcm タテcm 果径指数 糖度計示度 クエン酸% 果皮色（a値） 浮皮程度 果実比重

ジベレリン１ｐｐｍ＋ジャスモメート2000倍 123.5 70.7 47.3 150 10.4 0.75 23.0 0.8 0.775

無処理 123.5 70.4 47.2 149 9.9 0.70 22.2 1.3 0.753

*平成30年9月6日ジベレリン散布

表２．Ｂ展示ほ　　青島温州の収穫時の果実品質（平成30年11月27日採取）

処理区分 1果平均重ｇ ヨコcm タテcm 果径指数 糖度計示度 クエン酸% 果皮色（a値） 浮皮程度 果実比重

トロピコート施用(硝酸カルシウム） 119.3 69.6 46.6 149 9.7 0.67 24.9 1.3 0.770

無処理 123.5 70.4 47.2 149 9.9 0.70 22.2 1.3 0.753

＊平成30年9月7日トロピコート施用

表３．Ｃ展示ほ　青島温州の収穫時の果実品質（平成30年11月27日採取）

2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500

トロピコート施用区

（葉）

無施用区（葉）

乾物％

図１.青島温州の葉中カルシウム含量

0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1.000

トロピコート施用区（果皮）

無施用区（果皮）

乾物％

図２.青島温州の果皮中カルシウム含量
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１０．鳥獣被害対策の推進

ねらい

これまで，積極的に侵入防止柵の整備を行ってきましたが，その効果については，住民の高齢

化，後継者不足等から地域ぐるみの取り組みが困難だったり，地域での合意形成に時間を要する

事案も散見され，十分な被害防止対策が行えていない集落も存在します。

そこで，地域ぐるみの被害防止活動，侵入防止柵の設置，有害捕獲対策を推進するとともに，

指導的役割を担う人材育成を図ります。

活動地域・対象

対象：鳥獣被害対策担当者

普及活動の目標

１ 鳥獣被害対策指導者の資質向上

２ モデル集落の育成

目標に向けた活動概要

１ 鳥獣被害対策指導者の資質向上

鳥獣被害対策についての県内外での優良事例の情報収集・発信や被害対策講演会を開催し，

鳥獣被害対策の正しい知識・技術の普及に努めました。

・鳥獣被害対策専門員と，現地調査，研修会，座談会，現地指導等を実施しました。

・研修会，講習会，シンポジウム等を開催し，指導者の資質向上を図りました。

２ 被害防止対策の実施

集落での勉強会を開催し，被害を及ぼす鳥獣の特性や，その対策を学ぶとともに，地域住民等

による集落点検を実施し，新たな侵入防止柵の設置や，既設侵入防止柵の機能維持及び機能強化

等に努めました。

鳥獣被害防止機器等の展示（追い払い機器，捕獲檻）
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普及活動の成果

１ 鳥獣被害対策指導者の資質向上

鳥獣被害対策について，鳥獣被害対策の正しい知識・技術の普及に努めました。

・指導員養成研修 実技研修を中心に4回開催（6月，８月，1月，3月）。

・鳥獣被害対策シンポジウム 集落ぐるみの対策について講演（10月23日 約50名参加）。

これらの取り組みにより，関係機関担当者間の連携や担当者の資質向上が図られました。

２ 被害防止対策の実施

・被害防止を図るための現地調査を実施しました。 実施地区 ７地区（継続2含）

・今年度は，那賀町，鳴門市（２地区）において，モデル集落を設置，被害防止対策を実施。

地域住民が参加した勉強会や，集落点検を実施することで，地域全体で課題・問題点を共有し，

侵入防止対策や，追い払い等に対する意識の醸成が図れました。

集落点検（現地確認） モデル集落での集落点検（研修会）

用語説明 モデル集落：その地域で，波及効果が見込まれる被害防止の取組を行う先進的な集落。

今後の発展方向

１ モデル集落毎に異なる目標が達成できるよう，専門員，普及センターと連携を強化します。

２ 付近住民からの被害状況聞き取り調査等による現況確認を強化します。

３ 効果の高い対策とするため，センサーカメラ等を設置し被害発生状況をモニタリングします。

関係者からの声

市 町 村：防護柵等に対する維持管理作業の重要性を，住民に再認識してもらう必要がある。

地域住民：被害の裏付けに，自動撮影カメラによる動画での説明は，わかりやすい。

集落点検(現地確認)を行うことで，管理作業の必要性が理解できた。

高齢化のため，毎日の管理作業は重労働。できるだけ楽に行いたい。

被害報告は，家庭菜園での軽微な被害でも行うべきなのか。

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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女性・高齢者が活躍する６次産業化の推進

ねらい

直売所が近郊に数多くでき、またスーパー等との競争も激化していることから、売上の維持に

苦慮している。しかし、直売所は女性・高齢者の生産意欲の醸成や小規模農家の所得向上等につ

ながっており、地域活性化に不可欠な交流拠点であることから、直売所の活性化に向けての支援

が求められている。

また、６次産業化企業については、これまで木頭ゆずクラスター企業を中心に、ブランド力向

上の取り組みとして地域全体を支援してきた結果、売上向上や加工単価の上昇（H2 577円→

H26･27 131円）、輸出や農家カフェなどの新たな取り組みの創出などが図られた。

今後は対象を木頭地区以外の那賀町や阿南市にも広げ、６次産業化企業を更に支援し、地域に

根差した新たな産業の創生を図る。

活動地域・対象

活動地域：阿南市 那賀町

対 象：女性起業グループ 若手女性農業者

普及活動の目標

直売所の活性化に向けた計画の実践

女性起業グループの経営管理能力の向上

若手女性農業者の交流

目標に向けた活動概要

（直売所の活性化支援）

筍の里はたえだ直売所農業女子チャレンジ応援事業実施検討会 7/18 12/7 1/7

JA東とくしまとれとれ市イベント 12/15

筍の里はたえだ直売所 食育・地産地消イベント 10/24 10/31 1/15 2/7

筍の里はたえだ直売所 たけのこまつりオープニングイベント ３/23

筍の里はたえだ直売所 野菜品評会 12/8

相生農産物直売所新作物導入研修会 12/5

加工食品製造届け出書作成研修会 1/31

（女性起業グループ・若手女性農業者活動支援）

・女性起業グループ研修会

栄養表示9/28 商品開発12/5

・若手女性農業者研修会

事例研修と海陽町若手女性農業者との交流6/21

スマホでできる動画編集 （基礎編）7/25 （応用編）11/28

・地域活性化研修会

腰痛対策・疲労軽減研修会3/12

・6次産業化事業バイヤー評価会参加支援 2/5
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普及活動の成果

○直売所の活動を支援、イベント等の開催により活性化が図られた。

○女性起業グループの活動を支援、経営管理能力の向上が図られた。

○若手女性農業者の研修会を実施、交流促進と意欲の向上に繋がった。

○女性起業グループと若手女性農業者との交流を促進、新しい活動に繋がっている。

今後の発展方向

若手女性が農業や６次化に意欲的に取り組めるよう、今後も支援を行う。

また、女性起業グループの、さらなる活躍を推進すると共に、若い世代に知識や技術を引き継

いでいく取組を支援する。

関係者からの声

若手女性農業者：女性起業グループの方々から学び、次の時代へ、是非、伝えていきたい。こ

のような活動が地域活性化に繋がると思う。

阿南農業支援センター
連絡先：徳島県阿南市富岡町あ王谷４６ tel：088４-２４-４１８８

若手女性農業者研修会：事例研修

直売所イベント：たけのこまつり加工食品製造事業者届出書作成研修会

女性起業グループ研修：農産物加工品の栄養価計算

用語

女性起業グループ研修：

新商品開発（パン教室） 6次産業化バイヤー評価会

：柚冬庵新商品について

筍の里はたえだ直売所伝承料理教室：若手女性農業者との交流




