
 
・越冬後、起生期以降の生育状況に応じた適正施肥に関する技術実証が未実施。 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた道内への技術導入推進のため、今年度
の実証ほ設置地区以外にも実証ほを設置する必要がある。 

道東、道央及び道北地域における「きたほなみ」の高品質安定栽培法導入によ
る収量・品質の向上                             ＝北海道＝ 

【事業の実施方針】 
 北海道において秋まき小麦の主要品種となっている「きたほなみ」について、収量・品質の向上を図るため、
適正施肥技術の現地実証及び道内への普及に取り組む。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 は種時期に応じた適正なは種量のもと、その後の生育状況に応じて施肥量を調節する
する技術で、品種本来の収量性（従来品種と比べて単収が向上）が発揮される。（ 道総
研農業試験場により開発、 ２０１１年道普及推進事項） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：１８，０００ha （見込値、調査中） 
平成２８年度（目標年）：８３，０００ha 

 
 
【実証ほ設置（６農業改良普及センター：８５か所）（７月） 】 
 
【情報交換会開催１３回（８月～３月）】 
 地元関係機関等と、試験展示ほでの調査結果など 
 についての分析、評価、今後の推進方向の検討を 
 実施。 
 
【研修会（１３０回）（８月～３月）】 
 生産者、ＪＡ担当者を対象に、試験展示ほでの調 
 査結果などを紹介。 
 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
・２４年１０月現在の秋まき小麦の 
 茎数は、平年と比べて８割程度 
 となっており、過繁茂や倒伏防止 
 に向けたは種量の適正化（尐量 
 は種）に関する生産者の認識向 
 上と着実な取組が確認された。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
・起生期以降の適正施肥の取組を含めた高品質安定栽培法の導入による収量性
への効果を確認する。 

・次年度は、道内への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置地区以外にも実証
ほ設置を設置し、７農業改良普及センターに取組を拡大。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【６農業改良普及センター】 
 
・実証ほの運営管理 
 
・生育調査、収量調査 
 
・情報交換会、研修会の開催 

【地元市町村、ＪＡ】 
 
・情報交換会、研修会への参加 

協力、情報共有 

【道総研農業試験場】 
 
・試験の運営、調査結果 
 
 の分析、評価等への技 
 
 術的助言 

連携 
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・生育や収量性の年次変動について確認が未実施。 
 

・慣行栽培による現地適応性の確認を行ったため、特別栽培下で特性を確認する
必要がある。 
 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含め、広く技術導入を推進するため、今年度の
実証ほ設置地区以外にも実証ほを設置する必要がある。 

水稲新品種「空育１７２号」の栽培技術の普及・定着 

                                         ＝北海道＝ 

【事業の実施方針】 
 減農薬栽培に適した水稲新品種「空育１７２号」について、作付面積の拡大を図るため、現地適応性の確認
及び栽培技術の体系化に取り組む。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 いもち耐病性が強い上、割れ籾が少ないためカメムシによる斑点米発生リスクが少なく、
減農薬栽培に適する。（ 道総研農業試験場により開発、 ２０１２年道優良品種認定） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：８ha （速報値） 
平成２８年度（目標年）：３，０００ha 

 
 
【実証ほ設置（５農業改良普及センター：１０か所）（７月） 】 
 
【情報交換会開催１０回（８月～１月）】 
 地元関係機関等と、試験展示ほでの調査結 
 果などについての分析、評価、今後の推進 
 方向の検討を実施。 
 
【研修会（１９回）（８月～３月）】 
 生産者、ＪＡ担当者を対象に、新品種の特性 
 や試験展示ほでの調査結果などを紹介。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
・品種特性と考えられる白未熟粒の発生が一部の地域で確認され、また、桿が長
く、施肥量によっては倒伏の可能性があることが確認され、今後栽培技術の体系
化を進める上での課題が明らかとなった。 
 
 
・展示ほの設置や現地研 
 修会等の開催を通じて、 
 品種の特長に対する生 
 産者や関係機関の理解が深まった。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
・２４年度事業終了後から２５年度の事業着手の間も道独自で取組を進め、生育
や収量性などの年次変動や、特別栽培下での特性を確認する。 
 

・次年度は、より広域への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置地区以外にも実
証ほ設置を設置し、６農業改良普及センターに取組を拡大。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【５農業改良普及センター】 
 
・実証ほの運営管理 
 
・生育調査、収量調査 
 
・情報交換会、研修会の開催 

【地元市町村、ＪＡ】 
 
・情報交換会、研修会への参加 

協力、情報共有 

【道総研農業試験場】 
 
・試験の運営、調査結果 
 
 の分析、評価等への技 
 
 術的助言 

連携 
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Ｕターン誘引 

・生育、管理面で最も安定している支柱Ｕターン誘引を進めているが、現行のひも
つる下げから支柱Ｕターンに変更する場合、支柱の購入等のコストが発生するこ
とから、導入を躊躇する農家もある。 
 
高温対策技術 

・技術の導入効果が判然としなかったことから、新たな高温対策技術について検
討する必要がある。 

夏秋トマト栽培における高温対策技術及び省力・軽労化技術の確立と普及 

＝青森県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県では、夏季冷涼な気候を生かした夏秋トマトの産地化を図っているが、誘引作業が重労働であるため、
労力の軽減が期待できるＵターン誘引法の普及を図る。 
 また、近年は本県においても夏期の高温による収量低下が見られていることから、対策技術の確立を図る。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
 Ｕターン誘引法は、誘引作業の労力が軽減されるほか、樹体へのストレスも少なく. 
樹勢の維持も容易であることから、軽労化と同時に収益向上が期待できる技術である。 
（平成17～19年度栃木県農業試験場「Ｕターン誘引法を中心とした誘引技術の確立」） 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：５０戸 
平成２４年度      ：６６戸 
平成２９年度（目標年）：１００戸 

 
 
【実証ほ設置（３ヶ所） 】 

 普Ｕターン誘引実証ほを２ヶ所、高温対策技術（ＵＶカットフィルム、地温抑制マルチ）試
験ほを１ヶ所設置 
【技術普及推進会議３回（１２、２、３月）】 
 普及指導員、ＪＡ、市町村の担当者により次年度の 
指導方針等を検討 
【現地検討会、研修会等６回（７、８、９、１、２月）】 
 農業者、ＪＡ、市町村担当者等を対象に、実証ほの 
見学会、現地検討会、成績報告会等を開催 
【成績検討会（１回）（３月）】 
 農業革新支援専門員、普及指導員、（地独）青森県 
産業技術センターにより、実証ほの成績を検討 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
・Ｕターン誘引により、１０ａあたり労働時間は４７時間（約４割）短縮された。 

・現地見学会でトマト生産者を対象に行ったＵターン誘引に対するアンケートの結
果、３７名のうち２２名（約６割）がＵターン誘引を導入したい意向であった。 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

Ｕターン誘引 

・費用対効果等も明らかにしながら、Ｕターン誘引の優位性を示していくほか、農
家の状況に応じ、ひもを利用した低コストなＵターン誘引も進めていく。 
 
高温対策技術 

・地温抑制マルチ、散乱光フィルムなど、新たな高温対策技術について、導入を検
討する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・進行管理、連絡調整 
・県全域への波及 

【中南、西北地域農林水産部 
 農業普及振興室】 
・技術の実証、普及 

【青森県産業技術センター】 
・技術提供 
・実証内容の評価、分析 

【栃木県農業試験場】 
・Ｕターン誘引技術 
【岐阜県中山間農業研究所】 
・高温対策技術 

【県内普及指導員、関係機関等】 

助言 

情報提供 情報提供 

助言・指導 
支柱
設置

ひも
取付

マルチ
設置

つる
下げ

支柱
撤去

計

試験区 39 0 13 0 27 79

対照区 0 6 0 120 0 126

単位：時間/10a
Ｕターン誘引による省力効果
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 農研機構 
   
  福島県農業総合センター              関係市町村   
     （技術及び調査の支援）              （連携）  
 福島県農業振興課                  農林事務所         担当農家  
     （実証ほの設置、検討会の開催等）       （現地指導・支援） （ほ場提供等） 
 ＪＡ全農福島                      関係ＪＡ    
     （農業機械の手配                  （連携協力） 
      関係ＪＡとの連携等）            農業機械メーカー  
                     
     
 

 
 
 
 

※農地除染のため「反転耕」と「無代かき田植え」技術を組合せ、２カ年にわたり技
術の実証を行う。 
 
 
 
 

「反転耕」実施ほ場における「無代かき田植え」技術の確立 

＝福島県＝ 

【事業の実施方針】 
放射性物質拡散防止及び放射性物質の吸収抑制対策を並行して行うため、「反転耕」実施ほ場における「無
代かき田植え」技術の実証を行う。 
 
 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
※田植え作業等に支障をきたすことのない反転耕として確立し、耕盤不安定による田植
え作業への不安解消と代かき作業省略による濁水対策と低コスト化対策として有効な
「無代かき田植え」技術の普及促進を図る。 

 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：0組織 
平成２４年度      ：0組織 
平成２７年度（目標年）：20組織 

新技術の内容 

・マニュアル作成検討会（８月） 
・「反転耕」実証ほ設置２カ所（１０月、１１月） 
・「反転耕」技術研修会２回（１０月、１１月） 
・総合成績検討会（１２月） 
・「反転耕」実証作業（３月） 
・「反転耕」作業技術マニュアル発行 
 
 
 
 
 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
 「空間線量の低下」  単位：μＳｖ／ｈ              
                （１ｍ）   （地表） 
  南相馬市  作業前  ０．３６   ０．４０ 
          作業後  ０．１３   ０．１２ 
          低減率    ６３％         ７１％ 
      楢葉町   作業前  ０．５２   ０．６３   
          作業後      ０．２１   ０．２１  
          低減率    ５９％    ６６％ 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

※平成２４年度に実施した「反転耕」実施ほ場における「無代かき田植え」の実証
を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 
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・バラでは、天敵放飼前にダニ頭数をできるだけ「０」にする必要がある｡しかし、放
飼前に使える化学農薬に制限があり、準備期間における防除体系も検討する必
要がある。 

・生産者ほ場での実証（バラ、イチゴ、スイカ）は、生産者の施設を用いた実規模で
の実証は初めてであり、施設管理方法に合わせた天敵の活用法を検討する必要
がある。 
 

ＩＰＭ技術を活用した減化学農薬低減技術の確立と普及 

＝群馬県＝ 

【事業の実施方針】 
 

ＩＰＭ関連の資材メーカー、農業技術センター等と連携し、各種ＩＰＭ技術の組み合わせによる化学農薬散布回
数の削減を検討した。これにより、県全体でＩＰＭ技術を取り入れた新防除体系の確立と普及を図っていきたい。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
①害虫（ハダニ類、アザミウマ類）に対して、天敵となる生物農薬を用いて、防除する技術
で、独法農業研究所と農薬メーカーで開発した技術。 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：ＩＰＭ技術の導入戸数 ２７０戸 
平成２４年度   ２７３  戸 
平成２９年度（目標年）： ３７０戸 

 
 
【実証ほ設置検討及び現地検討会１回（７月）】 

農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県花き担当課、農業技術センター、農林大
学校を参集し、実証ほ設置状況の説明 
【実証ほ設置（３普及指導センター３ほ場）（１～３月）】 

【現地検討会開催３回（２、３月）】 
実証ほ設置部会（バラ、イチゴ、スイカ）のほ場３ヶ所で、 
現地検討。 

【先進地視察１回（１月）】 
農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、 
高知県において普及指導員による先進地視察を実施。 

【成績検討会（２回）（３月）】 
実証ほ設置検討会出席者により、今年度の課題 
の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 
 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 
 
 
 

 ・バラでは、天敵放飼前の管理についても検討し、天敵定着率を安定させる技術を検
討する。 
・２４年度事業終了後から２５年度の事業着手の間も県独自で調査を継続する。 

・次年度は、天敵に加え、赤色防虫ネットの効果も検討する予定で、県内にＩＰＭ技術
を普及する。 
・県内の園芸作物生産者に本技術の興味を持ってもらうため、簡易な技術資料を作 
成し、配布する。 
 

 

次年度に向けた課題への対応方策 

【３普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査（25年） 
・害虫発生程度調査 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・各種検討会の開催 
・関係組織との調整 

【群馬県農業技術センター】 
【県農林大学校】 

・各種検討会への参加 
・実証ほ設置への協力 

【生産組織】 
（バラ、イチゴ、スイカ） 
・実証ほ栽培管理 
・生産管理記帳 

生産技術指導 
実証データの共有化 

【農薬メーカー】 

・実証ほ設置及び運営
に関する助言 

調査項目等の助言 現地実証
への助言 

実証技術に係る助言 

・農林大学校における試験（革新支援専門
員の行う現地試験）では、右のグラフのと
おり、天敵によるダニ防除効果が現れてい
る。 
・ バラ、イチゴ、スイカは、２５年１月以降の
設置なので、データはまとまっていない） 
・バラでは、このデータを研修会等で説明し
たことにより、生産者の天敵導入について
の関心が高まってきている。 
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・雑草防除に失敗し、早刈りを実施したほ場があったため、一部収量が十分でない
ところがあった。次年度は注意して取り組みたい。 

・スーダングラス－イタリアンライグラス二毛作体系は次年度以降は現地実証を予
定しているので、既存収穫体系での対応が可能であるかが重要なポイント。 

飼料イネの生産拡大技術の確立と普及 

＝群馬県＝ 

【事業の実施方針】 
自給率向上を目標に飼料イネ生産が増加しているが、その生産安定及び生産組織育成のため、地域に適した
品種を選定し、収量・品質を高め、飼料流通を促進することが必要。そこで(独)農研機構等で開発した技術を
基に生産組織への技術移転を検討する。 
 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 

（概要）（継続課題） 

 
・極早生品種（なつあおば）の導入により、飼料イネの作期を分散化させ、栽培面積を増
加させる。なつあおばは中央農業研究センターが2012年2月に登録した稲ホールクロップ
サイレージ用の極早生品種。 

・スーダングラス－イタリアンライグラスの二毛作体系は長野県畜産試験場がフレール型
飼料イネ専用収穫機を用いて、飼料イネ収穫体系と同様にサイレージ調製ができるとい
う技術（2006年）。これを利用して、鳥獣害対策となる飼料生産を進めるもの。 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：３９２ha 
平成２４年度      ：４０６ha 
平成２９年度（目標年）：４９２ha 

【実証ほ設置検討会１回（６月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、畜産試験場、を参集し、実証ほ設置
農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（３普及指導センター：５ほ場、畜産試験場：１ほ場）（５、６月） 】 
【現地検討会開催５回（生育状況調査、収量調査等）】 

 実証ほ設置検討会、担当普及指導員及び実証ほ設置農家が出席し、３箇所の実証ほ
で現地検討。試験場ほ場では普及指導員及び研究員で調査実施。 
【先進地視察・情報収集のための会議出席２回（１０、１１月）】 

 農業革新支援専門員が集まる全国畜産関係普及指導員調査研究会で事例報告、関東
東海北陸農業試験研究推進会議畜産草地部会に出席し情報収集。 
【成績検討会（１回）（２月）】 

 実証ほ設置検討会出席者により、今年度の成績の検討と次年度に向けた改善方策を
検討。 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
 
・堆肥2,000kg/10aでの栽培は収益性が低いため、2,400kg/10a程度以上の施用
量が必要。 
・スーダングラスサイレージ調製には乳酸菌添加が必要。 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

・二毛作というスケジュール管理が難しい栽培体系では晩生品種も含めた作期拡
大の検討が必要である。 

・堆肥施用や疎植、乾田直播等によるより一層の経費削減が重要である。また堆
肥施用ソフト利用により、堆肥の効き方に対応した適正施肥を検討する。 

・スーダングラス－イタリアンライグラス二毛作体系は鳥獣害に悩まされている畜
産農家にとっては重要な対策のひとつと考えられるが、中山間地域での機械作業
体系が必ずしも整っていないので、機械導入の検討やコントラクター等の利用が
不可欠である。 

次年度に向けた課題への対応方策 

群馬県（群馬県技術支援課普及指導
室、各農業事務所普及指導課等） 

（独）農研機構 群馬県畜産試験場 

県全体への作付
技術の普及・定着 

技術提供 
連携 

技術協力 

実証協力 

表 　品種別生育・収量調査結果

市名 品種 調査 熟期 草丈 稈長 茎数 生草収量 乾物収量 乾物率

月日 ㎝ ㎝ 本/㎡ ㎏/10ａ ㎏/10ａ ％

なつあおば（疎植） 9月10日 糊熟期 92 68 183 1,049 419 39.9

なつあおば（普通植） 9月10日 糊熟期 99 72 284 1,887 732 38.8

夢あおば 9月18日
糊熟～
黄熟期

78 55 300 1,456 629 43.2

高崎市 なつあおば（堆肥） 10月4日 黄熟期 115 86 288 2,778 1,147 41.3

なつあおば（堆肥） 9月26日 黄熟期 108 81 272 2,681 1,192 44.5

なつあおば（化成） 9月26日 黄熟期 126 95 368 4,256 1,642 38.6
注：　生草収量は、30株を調査し算出したデータ．

前橋市

太田市

表 　スーダンサイレージの品質

水分 VBN V2-score

（％） 乳酸 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 酢酸 n-酪酸 （％） （点）
乳酸菌添加区 84.3 4.71 0.10 0.03 1.80 0.00 0.08 72.0

乳酸菌無添加区 85.3 5.65 0.00 0.05 0.62 0.75 0.15 20.3

有機酸(原物中％)
区 ｐH
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・事業着手が１１月１日～だったため、調査研究活動で先行実施した耕耘同時畝
立て播種実証ほにおける、種子処理用殺虫殺菌剤の効果確認は行ったが、耕耘
同時畝立て播種と慣行平床播種の比較が未実施。 

・同様に調査研究活動で先行実施した畦間処理剤の効果確認は行ったが、茎葉
処理剤との体系処理の効果確認が未実施。 

大豆の生産安定技術                             

①大豆の湿害軽減技術（殺虫殺菌剤種子処理＋耕耘同時畝立て播種）の実証 

②大豆の帰化アサガオ類等難防除雑草の防除技術の実証                              ＝埻玉県＝ 

【事業の実施方針】 大豆の近年における低収は、播種期から生育初期の湿害が主たる要因となっている。 

そこで、大豆の安定生産「大豆３００Ａ」技術に基づき、播種期から生育初期の湿害を軽減する技術（殺虫殺菌
剤種子処理＋耕耘同時畝立て播種）の実証を行う。また、大豆畑に近年侵入してきた帰化アサガオ類等難防
除雑草の防除技術の実証を行う。得られた成果の普及、定着化により大豆の安定生産をすすめていく。 

平成２４年度新技術導入 
広域推進事業取組実績 
（概要）（継続課題） 

 
①大豆の湿害軽減技術（殺虫殺菌剤種子処理＋耕耘同時畝立て播種技術） 
 ・過湿により増える病害虫被害を軽減し、苗立率・初期生育の向上が図れる(Ｓ社開発)。  

 ・耕耘・畝立て・施肥・播種作業を１工程で行うことにより、省力化と播種期から生育初期
の湿害軽減が図れる（中央農研北陸水田輪作研究チーム開発）。   
②大豆の帰化アサガオ類等難防除雑草の防除技術 

 ・土壌処理剤＋茎葉処理剤＋中耕培土＋畦間・株間処理剤により完全防除が図れる
（中央農研雑草管理担当開発）。 

        

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：   3ha（耕耘同時畝立て播種） 
平成２４年度      ： 8.53ha（耕耘同時畝立て播種） 
平成２９年度（目標年）： 100ha（耕耘同時畝立て播種） 

①大豆の湿害軽減技術(殺虫殺菌剤種子処理＋耕耘同時畝立て播種)の研究・事前準備 
 ・調査研究活動で取り組んだ大豆湿害軽減対策実証ほの調査活動を実施 
  殺虫殺菌剤処理＋耕耘同時畝立て播種 ６か所 
 ・２５年度耕耘同時は種実施ほ場の均平化 
  レーザーレベラ耕作業業務委託 ３か所 ２２，１２８㎡ 
②帰化アサガオ類等難防除雑草の畦間茎葉処理技術の研究・準備 
 ・帰化アサガオ類対策会議（新技術研修会）の開催 
  １２月１９日 秩父農林振興センター、農業支援課共催 参加者５９名  
 ・帰化アサガオ類防除対策リーフレットの作成・配布 
  農業支援課作成 Ａ３版二つ折り ２，０００部 
  秩父農林振興センター作成 Ａ４版 ４０，０００部 

新技術の内容 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

24年度事業の取組内容 

 
 
 

・調査研究活動実証ほでは、慣行対比で苗立ち率９７～１４３％（１００％以上６か
所中５か所）、子実重７９～１３７％（１００％以上６か所中４か所）となった。実証区
では、明らかに出芽が早く苗立数が多かったので、最終的にこの差が収量差と
なった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

技術実証の成績等（H24） 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

・大豆の湿害軽減技術（殺虫殺菌剤種子処理＋耕耘同時畝立て播種）の実証 
 ３農林振興センター５か所（内３か所で慣行平床播種との比較） 
・帰化アサガオ類等難防除雑草の防除技術の実証 
 ２農林振興センター３か所（内２か所で茎葉処理剤＋畦間処理剤の体系処理） 

・本事業の成果をもとに、「大豆の生産安定技術」に関するリーフレットを作成し、
大豆生産者に配布する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

さいたま・東松山・大里・加須等
各農林振興センター

農総研水田農業研究所
農薬メーカーＳ社

(社)埼玉県農林公社
(独)生研センター

農業支援課

農業革新支援担当技術提供

コーディネート

技術実証の協力
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