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試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

 地域のきのこ資源を発掘して活用する 

 － 島根の自然に価値を見いだす基礎研究 － 

 本県の森林をよく探せば、毎日の食卓に並ぶ生鮮きのこが見つかります。また、一般には知られていな 

い美味しいきのこも生えています。そして、これらは上手く利用すれば栽培品種にすることが出来ます。   

 当センターでは、これらの野生きのこを貴重な地域資源として捉え、有望種を探索し、品種開発につな 

がるサンプルの収集と、利用技術に関する知見を蓄積します。 

項目①：有用きのこの探索・採取・鑑定 

 例）エノキタケ、ブナシメジ、ナメコ、マイタケ、ヒラタケなど 

  

  

  

 

 

 

  

  

    ＊ 県民の皆様からは、野生きのこに関する情報提供をお願いします。 

   ＊ 野生きのこの鑑定依頼を受け付けて（無料）、効率的に有用きのこを探します。 

 

項目②：利用適性の評価 

 収集した有用きのこは培養試験を行い、選抜した後、品種候補としてサンプルを保管します。 

 

項目③：生態調査 

 きのこ採取地の環境を調査し、栽培条件を決定するための基礎資料とします。 

 収集した有用きのこのサンプルは、交配試験などの研究に使用します。これにより、県内きのこ生産者 

に使用して頂く品種開発をめざします。 

有用きのこの選抜と品種育成（研究期間：Ｈ２８～３２） 

資源環境科 

冨川 康之 

０８５４－７６－３８１６ 

chusankan@pref.shimane.lg.jp 

きのこ 

研究の背景・目的 

研究の内容 

研究成果の活用・今後の研究 

エノキタケ ブナシメジ ナメコ 
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試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

❏ 新規きのこ品種の開発 

  ・本県に生息するきのこの利用 

  ・品種特性と栽培条件の解明 

 

❏ 県内きのこ産地の生産拡大、新規生産者参入を進める 

❏ 地域特産品開発、郷土料理創作、菌類の農業・工業的利用など、きのこ関連産業の振興を支援する  

 

きのこの品種育成および栽培技術の確立（研究期間：Ｈ２４～２９） 

資源環境科 

冨川 康之 

０８５４－７６－３８１６ 

chusankan@pref.shimane.lg.jp 

研究の目的 

研究方法 

研究の現場移転 

 県オリジナルきのこ品種を開発する 

－ きのこ産地へ新アイテムの提供、地域へ新商品と新産業の提案 － 

きのこ 

❏ 独自生産体制の構築 

  ・県による品種提供、栽培技術指導 

  ・きのこ産地、地域と連携した商品開発 

① 有用きのこ収集・菌株作製 

   DNA解析による系統識別 

② 突然変異誘導 

    5,000～10,000菌株作製 

③ 交配・選抜 

   品種候補の決定 

④ 栽培化 

   栽培条件の把握 

   菌株の長期保存法確立 

 ・DNA解析技術による研究の進捗確認 

   → スピード化、確実性ＵＰ 

 ・遺伝的情報に基づくマーキング 

   → オリジナル性確保 

研究の特徴 

❏ 対象きのこ  

   ショウロ 

       10,000円/㎏以上で取り引きされる高級品 

    キクラゲ、ハタケシメジ、冬虫夏草など 

    生産量が比較的少ない 

    生鮮食品の他にも用途が見込める 

❏ 手順  

× 

紫 外 線 
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試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

    野菜の有機栽培技術の確立 

 島根県では、食の安全・安心や環境問題への関心の高まりなどを背景に、有機栽培推進の施策が行われてい
ます。中山間地域研究センターでは、中山間地域に適する野菜の有機栽培技術を研究します。 

  

 ここで、有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないことを基本として、地域資源を有効
活用することにより農業の自然循環機能を増進し、農業生産に由来する環境への負荷を低減した生産方法を用
いて行われる農法のことをいいます。 

１．施設野菜の有機栽培技術 

 対象品目をトマトとし、中山間地域に適した夏秋ど
り作型での有機栽培技術を研究します。 

（１）品種比較試験 

 数品種を同様に栽培し、生育・収量等から有機栽培
に適合する品種を選定します。 

 

（２）リビングマルチの効果検証 

 土着天敵等の定着により害虫密度低減効果が期待さ
れるリビングマルチについて調査します。本試験では
クローバーをリビングマルチとして活用します。 

  

 各品目の中山間地域に適応した有機栽培技術の収集をすすめ、得られた知見、調査結果をまとめて有機栽培
の実践者や技術指導者に提供します。 

野菜の有機栽培技術の確立（研究期間：Ｈ２５～２９） 

資源環境科 

山根 渉 

０８５４－７６－３８１４ 
 chusankan@pref.shimane.lg.jp 
 

野菜 

研究の背景・目的 

研究方法 

研究成果の活用・今後の研究計画 

２．露地野菜の有機栽培技術 

 露地野菜の有機栽培における防虫ネットの効果や、
省力化技術を研究します。 

（１）防虫ネットの効果検証 

 ナス等を対象品目として、最適なネットの目合いや
設置時期等を検討します。 

 

（２）省力的な施肥方法の検討 

 サトイモは病害虫の発生が少なく有機質肥料でも問
題なく生育することから、露地野菜の有望品目の1つで
す。本試験では、より省力的な施肥方法を検討します。 

 

 

  

ナス ネット試験 サトイモ 夏秋トマト リビングマルチ 
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試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

中山間地域におけるトマト生産で高収益を目指す！ 

 安定した需要のあるトマトは、中山間地域において
基幹品目として夏秋作型（7月～10月収穫）を中心に
生産されています。しかし、近年の夏期高温の影響に
よって収量・品質が低下してきています。また、作型
が限定されていることから、生産者の所得確保へ不安
があります。 

 そこで、本研究では、生産者の所得向上を目的に、
①収穫期延長技術（トマト年2期作）と②高収益型品
種（ミニトマト‘アンジェレ’）の安定生産技術を確
立します。 

 本研究により得られた知見及び技術は、実証展示圃の設置や栽培講習会等を通じて、既存の産地や新規の栽培者

を対象として、速やかに現場移転を図ります。 

中山間地域のトマト産地拡大と担い手の所得向上のための技術確立（研究期間：Ｈ２９～３１） 

資源環境科 

山根 渉 

０８５４－７６－３８１４ 
 chusankan@pref.shimane.lg.jp 
 

野菜 

研究の背景・目的 

研究方法 

研究成果の活用・今後の研究計画 
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生鮮野菜購入金額（総世帯１カ月平均） （単位：円） 

○：播種 △：定植 ■：収穫 従来の夏秋作型 
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・高温期を回避し生産安定！ 

・収穫期を延長し収量増！ 

1作目 
2作目 

トマト年2期作栽培技術の確立 
（１）高収量・低温に強い品種の選定 
（２）定植時期・収穫期間の確定 
（３）低コスト加温技術の確立 

ミニトマト‘アンジェレ’安定生産技術確立 
（１）適正な栽植密度の確立 
（２）2本仕立て栽培技術の確立 

（３）低コスト高温対策技術の確立  

収量大幅ＵＰ！ 
中山間地域の新作型 
ミニ～大玉まで対応 

トマト年2期作 ミニトマト‘アンジェレ’ 夏秋作型での収益ＵＰ！ 
契約栽培品種で、 

収益性に優れるミニトマト 
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 アンジェレ契約単価 

 ミニトマト市場単価 

・契約栽培のため販売単価安定！ 

・バラ出荷のため出荷調整労力・コスト削減可能！ 

バラ（4kg）出荷 
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試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

侵略的拡大竹林の効率的駆除方法と植生誘導技術の開発 
～地下茎の腐朽促進と伸長抑制技術の開発～ 

侵略的拡大竹林の効率的駆除方法と植生誘導技術の開発（研究期間：Ｈ２７年～２９） 

資源環境科(共同研究：国） 

大場 寛文 

０８５４－７６－３８１７ 
chusankan@pref.shimane.lg.jp 

地域資源 

研究の目的 

研究状況 

無秩序に拡大する放置竹林は里山
林の利用を阻む要因である。効率
的な竹の駆除方法と広葉樹林への
誘導を促す技術が求められている。 

竹は伐採しただけでは地下茎を枯死させることは
できない。そこで除草剤以外の資材を用いて地下
茎の伸長抑制および腐朽にいたる技術を開発す
る。 

○小規模分散型のエネルギー利用 

山林・里山・農地から不必要な竹が駆逐され、従来の生産力を取り戻す 

地下茎の効率的な腐朽

方法(島根・中山間） 
除草剤を用いた
駆除方法(石川） 

共同研究コンソーシアム 
（森林総研、石川県、大阪府、島根県、愛媛大学） 

竹林拡大実態
把握(大阪） 

伐採後の再生と他植物と
の競合(愛媛大学） 

マニュアル作成 普及実証 

各種法のコスト分析

(森林総研） 

４．遮蔽物が地下茎の伸長に及ぼす影響の解明 
①竹林内に遮蔽板を設置し、地下茎の伸長(侵入）抑制効果を検証します・ 

共同研究の役割分担と成果の活用 

１．切り株注入法による地下茎伸長抑制技術の開発 
①食塩、グリホサート塩、生石灰の水溶液を竹の切り株節間に注入し、注入濃度、注入位置
が地下茎へどのような影響を及ぼすか調査します。 

３．土壌化学性が地下茎に及ぼす影響の解明 
①圃場やプランターに竹の地下茎を移植して、ｐＨやＥＣ、塩類濃度が地下茎に及ぼす影響を
調査します。 

２．土壌散布法による地下茎抑制技術の開発 
①石灰、塩化カルシウム（融雪剤）を竹切り株周辺に散布し、地下茎への影響を調査します。 
②資材散布が土壌に及ぼす影響を評価するため土壌の化学性(ＰＨ，ＥＣ等）を測定します。 

放置竹林 

竹の地下茎 

たけのこ 
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http://www.google.co.jp/url?url=http://f.hatena.ne.jp/denn1001/20110804134924&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQ9QEwAGoVChMI6rSxsamWxgIVQTeICh1Fqw4q&usg=AFQjCNEl4V8EOGtuKpp2p0E3dx2ITRMoZg


〒690-3405 島根県飯石郡飯南町上来島1207 

試験研究課題名： 

担当科   ： 

研究担当者 ： 

問い合わせ先： 
E-mail   ： 

  放牧子牛の発育を改善する 

１．現在食用米の価格低下や輸入飼料の高騰等により、農家の所得は減少しています。 

２．高齢化や担い手不足から水田里山の荒廃が進み、耕作放棄地や放置竹林が増加しています。 

３．これらを解決するため、西日本農業研究C、島根県、山口県が共同で中山間地域農業の担い手である集落営
農法人を対象に水田里山の効率的畜産利用による生産性、収益性の高い営農モデルの実証に取り組みます。
（革新的技術開発緊急展開事業：水田里山コンソーシアム：西日本農業研究C、岡山県、広島県、山口県、島根
県共同研究：課題４） 

４．当センターでは放牧を主体とした集落営農法人の肉用牛経営の課題である子牛の生産性と市場性について
検討します。 

放牧を活用した畜産経営を導入する集落営農への手引書になります。 

省力化、規模拡大をめざした周年親子放牧への活用ができます。 

 

水田里山の畜産利用による中山間高収益営農モデルの開発（研究期間：Ｈ２８～３１） 

中山間Ｃ 西日本農業研究Ｃ 島根畜技、鳥取牧
場） 

帯刀 一美 坂本 真実 

 
０８５４－７６－３８１７ 

chusankan@pref.shimane.lg.jp 

畜産 

研究の背景・目的 

研究方法 

研究成果の活用場面・その他 

研究成果の活用・今後の研究計画 

１．実証試験地 
（農）須磨谷牧場：邑南町 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．子牛専用高栄養草地の造
成と利用方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．地域資源を活用した子牛用
補助飼料の開発と給与実証 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①水田の排水対策と2毛作に
よる放牧草地の造成 

 降水量の多い山陰中山間地
域の転作田で効率的な排水
対策を実施し、2毛作による放
牧利用技術を開発する。 
②子牛専用草地の利用方法 

 子牛専用草地と子牛の発育
の関係を明らかにし、利用期
間、頭数と面積など有効な利
用方法を確立します。 

①概要 
構成員：27戸、耕作面積10ha、放
牧地面積17ha(山林含む）。和牛
飼養頭数16頭、生産品目：水稲、
飼料稲、野菜、和牛（周年放牧） 
②課題  
・繁殖率 
・子牛の増体 
・放牧地が点在 
・放牧面積 
・放牧地の牧養力 
・管理労力 

①子牛用補助飼料の開発 

 クズ米や食品残渣を活用して低
価格の補助飼料（TMR.ペレット）を
作成し、成分・品質を評価します。 
②子牛用補助飼料の利用方法 

 開発した補助飼料の給与試験を
実施し、発育との関係を調査しま
す。 
③放牧子牛の管理指針策定 

 子牛専用草地や補助飼料を利
用して、放牧子牛DG1.0㎏を目指
した指針を作ります。 

   ～水田里山の放牧利用技術の開発及び低コスト・高収益繁殖経営モデルの実証～ 
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