
・害虫の次作への持ち越し対策 
 促成栽培初期の発生密度は確認済み、害虫発生状況は継続的な検証を実施。 
・光反射資材など進入抑制効果の確認 
 害虫密度の高い夏期における効果確認が必要。 
・天敵等の効果確認 
 天敵の定着は確認済み、生育等への効果は６月までの検証を継続。 

総合的病害虫管理によるきゅうりのウィルス病対策の普及 

＝埻玉県＝ 

【事業の実施方針】 
施設きゅうり栽培において、難防除害虫によるウィルス病の発生が拡大しており、先進的な生産者により総合
的病害虫管理（ＩＰＭ）技術が始まったが、一元組織と連携して面的な取り組みを実現することにより、被害の減
少を図る。 

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） 

 

きゅうりの難防除害虫の対策として、防虫ネット等による侵入阻止、天敵・粘着版・薬剤等
による増殖を抑制するなど総合的な病害虫管理技術を組み立てることで、収量・品質の
確保と化学農薬の削減・薬剤散布等の労力低減を図る。 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  １０戸 
平成２４年度      ：  １８戸 
平成２９年度（目標年）：  ２００戸 

【技術導入検討会（２回１１月）】 
農業革新支援専門員、普及指導員(３センター)、農総研病害虫担当研究員で実証内容、
調査方法等を決定。ＪＡ全農さいたまと一元出荷組織、営農指導員の支援などの合意。 
【実証ほの設置（３農林振興センター １１月～）】 
【総合的病害虫管理研修（１回１月）】 
専門家によるＩＰＭ技術の組織的な取組、農総研研究員 
による病害虫対策技術の講習 
【現地検討会】 
普及指導員が各出荷組織で天敵・微生物農薬の検討、 
薬剤感受性調査等を実施 
【先進事例調査】 
農業革新支援専門員、普及指導員がＩＰＭの組織的な 
取組を研修（佐賀・福岡県）                   ＩＰＭ関連資材の学習(１月) 

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 

・薬剤感受性の現地調査 
 コナジラミ類の薬剤抵抗性を確認し、農薬選択を農家に指導。  
・アザミウマ類の抑制栽培から次作への持ち越し対策 
 収穫終了前の薬剤処理、微生物農薬、土壌処理剤による対策を実証・展示。 
・光反射資材などの防虫ネットの進入抑制効果と展示 
 害虫の侵入抑制、温度上昇の抑制効果を実証・展示、導入を推進。 
・天敵・微生物農薬導入による害虫の密度低下 
 春作における天敵放飼技術、定着状況を実証・展示。 
・ＩＰＭ研修会で組織的な取り組みを推進 

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） 

・(半)促成栽培における天敵・微生物農薬等の効果確認 
 作期終了までの効果を確認し、指導資料等に活用する。 
・抑制栽培における技術の実証 
 ８月定植における防虫ネットの効果、天敵のゼロ放飼技術を実証・展示する。 
 防虫ネットなどによる生産環境への影響を確認する。 
・害虫の薬剤感受性現地調査 
 各地区の薬剤感受性を確認し、使用農薬の選定などの支援を行う。 
・現地検討・講習会等で技術の周知 
 実証ほを核とした検討会・成績検討会等による技術を周知する。 
 技術指導資料の作成により技術の普及を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【ＪＡ全農さいたま】 
・出荷組織との連携 
・営農指導の実施 

【県農林総合研究センター】 
・調査方法支援 
・病害調査・診断支援 

栽培指導 
実証ほ調査 

【３農林振興センター】 
・実証ほの運営管理 
・ 

調査データ 

【ＪＡ一元出荷協議会】 
・実証ほ栽培管理 
・調査ほ場の提供 

実証に係る助言 

【農業革新専門員】 
・事業の運営管理 
・研修会の開催 
・試験研究・ＪＡとの調整 

研究課題への要望 

8



試験研究：研究課題で取り上げ、育苗方法、定植接ぎ木後の栽培管理方法の開発、技術
提供                                                    
行政【市町村】：梨出荷組合との活動調整                                         
県 農林振興センター（普及指導員）：生産者との技術組み立て調整及び技術支援    
農業革新支援担当（農業革新支援専門員）：総合コーディネート、及び技術支援。 

１ 東松山市の苗木定植予定地はなし棚が古いため、架設方式の技術確立。      
２ 育苗ポット用用土の調整に労力がかかる。既製用土の利用。          
３ 既存ジョイント園では、結果枝の本数が少なく、結果枝の利用サイクルの確立。                                                               
４ ジョイント用苗木を継続して育苗する組織体制の構築。  

ナシジョイント仕立て・ナシ早期成園化の普及 

＝埻玉県＝ 

【事業の実施方針】 
 ナシジョイント仕立て等の早期に収量を確保できる改植技術を導入し、農業団体や農林振興センターの普及
組、試験研究機関と連携して、なし園の改植及び新植を早急に推進する。 

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） 

 
ナシジョイント仕立て ：１本主枝仕立てで密植し、主枝の先端を隣接樹の肩に接ぎ木し、1

本主枝のラインを作り、早期収量を確保し、作業の簡素化、省力化する。神奈川県農林総
合研究センター、平成 １７年。                                        
早期成園化栽培：１年生苗木を直接本ぽに定植し、主枝を３～４本育成し、３年で４ｍ伸ば
し骨格枝を育成し、早期に収量を確保する仕立て方。埻玉県門井源典氏考案。平成１２年
頃 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）：1.2ha 
平成２４年度      ：1.5ha 
平成２９年度（目標年）：１０ha 

１ 栽培実証ほ設置  ５箇所 
  東松山市と久喜市にジョイント仕立て用ポット育苗養成ほ場                  
   ２箇所【１２月、１月】                   
  神川町にジョイント仕立て用２年生苗木と早期成園仕立ての                  
 用の苗木定植 １箇所【１２月】 
  久喜市と東松山市に既存ジョイント仕立て園の調査ほ場  【東松山市 育苗実証ほ】                     
   ２箇所【１１月】 
２ 現地検討会 ２回 
  神川町で地元生産者を対象に苗木定植方法検討会を行った。（１２月）         
  県下ジョイント生産者、梨組合役員、県機関を対象に、東松                     
 山市の既存園と、ジョイン ト仕立て用苗木育苗ほ場、園芸                    
 研究所の試験成果を視察した。【３月】 
３ 成果検討会 １回 
  今年度設置した実証ほの概要報告、視察調査した福岡県                     
 のジョイント仕立ての取組を報告した。【３月】        【園芸研究所試験ほ場視察】 
 

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 

１ 育苗。定植実証ほ 
  ジョイント仕立て用ポット育苗養成ほ場  苗木４４６本                  
  神川町の定植実証ほ  １年生苗木３６本 ２年生ジョイント用苗木 １０本 
２ 既存ジョイント仕立て園                                  
  久喜市   ７年生幸水 果実重３４５ｇ  10a収量３.５ｔ   結果枝数３.７本/ｍ 
  東松山市  ４年生幸水 果実重２３９ｇ  10a収量１.５ｔ    結果枝数８本/ｍ 
      
  

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） 

１ 苗木の新梢を促進し優良苗木の生産に取り組む                                 
２ なし棚を利用しない架設方式の方法を検討し、試作する 

３ 組織的育苗体制を推進する                                   
４ 改植を進めるため職果実基金の活用を促進する                                                  
５ 既存園の収量確保するため、接ぎ木を行い結果枝と結果枝を養成する予 
 備枝を確保する。                                            

次年度に向けた課題への対応方策 
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○栽培途中の株元トンネル敷設作業の軽減や効率化の検討が必要 
○暖房の設定温度引き下げに伴う品質低下の対策が必要 
○当該技術の活用の方向性について、設定温度を下げた燃油削減とするか、慣行と 
     同様の設定として収量増加を目標とするか検討が必要 
 
 

果菜類促成栽培における株元トンネル加温技術の活用による燃油低減技術の 

確立・普及                                   ＝千葉県＝ 

【事業の実施方針】 
 千葉県内の園芸産地が抱える重要課題を解消し産地収益力の向上を図る。当該技術は、燃油高騰の影響による
収益性の低下の改善を図るため普及拡大が期待される新技術であり、本県産地の生産方法に合った現地実証及
び改良等を行い、早期普及拡大を目指す。 
 

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） 

 
 福岡県農業総合試験場が開発した「トンネルと枝ダクトを組み合わせた促成ナスの低コスト
株元加温技術」（農業新技術２０１２）なすの株元をトンネル被覆し温風をダクト送風することで、

圃場全体の加温設定を下げても従来の設定温度と同程度の収量を維持できる技術  

【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戸 
平成２４年度      ：５戸 
平成２８年度（目標年）：３５戸   

 
 
 
 
 
 
 
○現地技術実証の展示ほ設置 県内５か所 10月～4月 
 収量・品質、暖房機稼働時間、トンネル株元加温による地温等の調査 
○先進地視察：開発県である福岡県農業総合研究所及び技術導入産地ＪＡふくおか 
 八女を農業者とＪＡ指導員、普及指導員、革新支援専門員が調査し導入のヒントを 
 得た。 
○普及指導員による各産地への新技術紹介や広域現地検討会の開催 計7回 
○現地技術定着のための課題抽出、技術改良 
 トマトやピーマン等への活用の検討。養液栽培の培地温確保効果の検証 

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 

技術実証及び技術普及における課題（H24） 

 
 
 
○4月以降について調査を継続し、当該技術の効果を確認する  
○成果を農業者や関係者にわかりやすい資料にとりまとめる 
○次年度は、今年度の実証ほ設置地区以外にも拡大し、現地検討会の開催を 
  周知する  
○実証ほ設置にあたっては省力化を目的とした設置方法を検討する 
○土耕栽培トマトにおける本技術の実証を検討する（県農林総合研究センター 
  においても、次年度の試験課題に設定）  
  

次年度に向けた課題への対応方策 

千葉県 
  担い手支援課 専門普及指導室（農業革新支援センター）：技術の普及体制総括 
         農業経営支援班：事務予算等の調整 
  農業事務所改良普及課：各産地における技術の普及 
  農林総合研究センター野菜研究室：技術実証に関する基礎調査及び助言 
産地 海匝 ＪＡちばみどり匝瑳園芸部ピーマン部会 
   山武 ＪＡ山武郡市第一集出荷センターナス部会  実証ほ設置、栽培管理 
   長生 ＪＡ長生施設野菜部会春トマト部      データ提供 
ＪＡ ＪＡ全農ちば、各ＪＡ：実証ほ設置協力やデータの提供 
メーカー：千葉県農業資材商業会、情報交換、省力化検討 
 
協力機関 福岡県農業総合研究所（技術開発県）技術普及に関するアドバイス 

 
 
○ナスの暖房設定温度を1℃低くしても 
  慣行と比較して13％の収量が向上した。 
○株元にトンネルを設置しその内部から枝 
  ダクトによって加温することで地温を日 
    平均1.1℃高く管理できた。 
○夜温を1℃低く設定できたので1～3月の 
     3カ月間で1圃場平均57.3時間の暖房 
     稼働時間短縮ができた。 
※現在調査を継続中 
 
 
 

技術実証の成績等（H24） 
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・色で地力窒素を判定する方式では、判定者が迷う場面が多く見られた。 

・得られた数値を品目ごとの施肥設計に反映させるための利用方法については、
さらに多くの実証事例の集積が必要である。 

・水稲の倒伏防止や白未熟粒発生への対応など、水田への実証技術の適応希望
が水稲地帯の普及センターから寄せられているが、現状では対応できない。 

畑土壌の簡易地力評価手法の普及による適正施肥及び施肥コスト低減の推進 

＝長野県＝ 

【事業の実施方針】 
  現場で使える簡易な評価法がないため、これまでほ場の地力窒素に応じた施肥ができなかったが、新たな
手法（80℃16時間抽出法）が開発された。そこで、この技術の実証を行い、適正施肥と施肥コスト低減を図る。 

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） 

 
 従来、4週間の培養期間と、特別な分析装置が必要だった可給態窒素（地力窒素）の測
定が、80℃保温可能な電気ポットと、理科教材として市販されている安価な水質検査キッ
トを利用して、2日間で迅速・簡易に評価できる手法である。 
（２０１０年に(独)中央農業研究総合センターが開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０  ha 
平成２４年度      ： ０．５ ha 
平成２９年度（目標年）：１０  ha 

【実証ほ設置；佐久農業改良普及センター（２ほ場；６、７月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、試験区の設計、調査 
項目、土壌診断の実施、全体スケジュール等を普及指導員 
と調整して決定。 
【実証技術の講習会1回（１２月）：右写真】 
 他の品目での導入技術波及を図るため、花き担当普及職員 
を対象として、県野菜花き試験場の協力を得て、各自試料を持ち込み実習形式で実施。 
【実証ほ調査結果の発表・導入技術のPR】 

 長野県土づくり研修会（県内農業関係者１８０名参加、１１月）で、取組みの紹介と中間
報告。普及職員活動成果交換会でも取組みを報告。 

新技術の内容 

24年度事業の取組内容 

・地力窒素が異なるほ場で、施肥窒素 
を単肥に切替えたキャベツでは、いず 
れも実用上十分な収量が得られた。 
・単肥区の施肥コストは、10ａあたり、 
3,000～5,000円低下した。 
・実証農家の感想は、「10ａあたりでは 
尐額だが、経営全体ではコスト削減に 
なる。」と好感。 
・試験的に取組んだ花き（トルコギキョウ）でも施肥窒素20％削減が可能と判明。 

・各種研修会等で取組みを紹介したところ、他普及センターの若手普及職員から、
次年度の調査研究等で実証技術を試してみたいとの反響が得られた。 

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） 

・測定者による地力窒素の判定誤差を小さくするために、実証技術の改良法であ
る安価な携帯型光度計を使った方法を検討する。 

・他品目への波及を図るため、次年度は２４年度とは別の普及センターで施設花
き（トルコギキョウ等）を対象として実証に取組む。また、実証技術を試したい普及
職員へは、各普及センターの実情に合わせて、農業革新支援専門員が個別に対
応するほか、２４年度に続いて講習会を開催し、手法の習熟に努める。 

・より多くの品目で効率的に実証事例を集めるため、実証技術の導入・実証に意
欲的な他県（愛知県、茨城県）との連携を図る。また、技術開発元の(独)中央農研
とも情報を共有し、技術の効果的な利用方法等について助言・協力を求める。 

・水田土壌においても、限定的な条件下なら適応が可能かどうか、県農業試験場
に連携・協力を要請し、地力窒素抽出条件等を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

実施体制図（研究・行政等との連携、役割分担等） 

 情報提供・測定方法改良の検討依頼

調査項
目等の
助言
成果の
発表支援 現地情報提供 技術指導・助言

長野県佐久農業改良普及センター
・実証ほの運営管理
・生育、収量調査
・土壌採取、分析、診断
・取組みの紹介、成果の発表、ＰＲ

（独）農研機構中央農研
土壌肥料研究領域

・実証技術に係る助言、指導

JA佐久浅間 軽井沢支所
青年部構成農家

・実証ほ栽培管理
・生育、収量調査協力

農業革新支援専門員（土壌肥料担当）

・事業実施計画の作成、運営支援

・実証技術講習会の開催

・成果とりまとめ、発表支援

・関係組織との調整

長野県農業試験場 環境部

長野県野菜花き試験場 環境部
・新たに発生した課題への対応支援

栽培管理指導

実証ほ調査
土壌分析・診断

実証ﾃﾞｰﾀ提供
土壌試料提供
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農業革新支援センターを中 
心に研究機関と連携して事 
業を進める。 
現地での実証展示では、農 
業革新支援専門員と農林事 
務所が連携して、普及指導 
活動の一環として実施する。 ・(独)農村工学研究所の科学的な根拠に基づく補強方法の理解が促進 

・自分でできる低コストな台風・強風対策を示すことによって、生産者の意識が向上 
・しかし、現実には対策が進まなかった（強化したハウスの建設 H24年には0.36ha) 
・実証展示ほで行った具体的な施工方法の普及拡大を図る 
・簡易補強だけでなく、ハウス本体強度の向上や、より強い風に対する補強の必要性 
・パイプハウスだけでなく、鉄骨ハウスの台風対策の必要性 
・H24に実施した農林事務所以外への普及拡大の必要性 

台風・強風対策を導入した自然災害に強い施設園芸の確立と普及 

＝静岡県＝ 

【事業の実施方針】 
平成23年9月の台風15号では、強風により本県の施設園芸に大きな被害をもたらした。地球温暖化の中、台風･強
風対策が喫緊の課題となっている。そこで、(独)農研機構農村工学研究所の研究成果を生かした、ハウスの補強技
術の実証普及を図る。農業革新支援センターと農林事務所が中心となって関係機関の連携のもとに推進する。 
 

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） 

 
独立行政法人 農業･食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所 
「強風被害に見る園芸施設構造の被災特徴と改善策」(2004年) 
「2004年の強風被害事例を踏まえた温室の強風対策技術｣(2005年) 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  ０ha 
平成２４年度      ： 0.36 ha 
平成２９年度（目標年）：  10ha 

・園芸施設の補強技術導入研究会の設置、開催（事業方針・内容の検討） 
・実証展示ほ設置（２ヵ所）（生産者が実施できるパイプハウスの補強方法の展示） 
・技術導入啓発のための研修会の開催(８回)、補強対策に対する意識調査(１回)  
・現地検討会２回（ハウス補強の考え方、施工方法について） 農家、ＪＡ、県等、延394人参加 
・導入効果の分析・評価（導入コスト、施工上の問題点等の検討）  
・補強技術の普及にかかる冊子(2,000部)、パンフレット(9,000部)の印刷製本及び配布 

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 

補強されるハウス支柱  マニュアルとパンフレット 
研修会、実証展示ほとマニュアルで参加者の意識が大幅に向上      n=118 

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） 

 
 
・効果を波及させるために新たな地区での実証展示ほの設置(3ヶ所) 
・農業者を対象に中間年の成果発表会、研修会を開催 
・大型台風の常襲地での先進事例の現地調査(沖縄県) 
・実証ほで行った施工方法の写真を活用した、簡易な補強マニュアルの作成、配布 
・これからの静岡県における、台風･強風対策を施したモデルハウスの検討 
 
 
 
 
研修会の 
開催 

次年度に向けた課題への対応方策 

生産者が
取組むこ
とができ
るハウス
の補強 

台風15
号によ
る被害 

 実証協力

 調整

 連携

　農林事務所
　 (普及センター)
 ・実証展示 ほの
 　運営･調査

連携

実証展示実施農家

連
携

技術開発機関

( 独) 農研機構

 農村工学研究所

 静岡県農林
 技術研究所技術

協力

ハウス資材メーカー

連携
 成果情報  実証協力

 情報

 経済連

 農済連

　　農業革新支援専門員
・事業実施計画の作成･運営
・研究会･検討会の開催
・事業成果のとりまとめ

農業革新支援センター

実証技術の普及

98%

台風対策
をやって
みたい人
が参加者
の98％

アンケートの結果

沖縄県の台風対策事例

通常は鋼材を上部に収納

台風襲来前にツッ
パリ棒として利用 12



・春まき夏どり作型の短葉性ねぎでは、単価の確保及び出荷期の分散を図るため、更
なる出荷期の前進化と２Ｌ比率の向上を図る必要がある。 
・赤ねぎでは、生育経過の把握でできたが、分けつねぎであるため、収穫調製作業に
労力を要した。 

・富山かぶでは、一部、根部障害の発生がみられた。 
・寒締めほうれんそうでは、生育初期の低温により生育量が不足し、生育期間も長く
なった。 

県育成短葉性ねぎ品種「越中なつ小町」、「越中ふゆ小町」等、地産地消向け野
菜の安定生産技術の普及                         ＝富山県＝ 

【事業の実施方針】 
近年、県内の市場・実需者からは、富山ならではの新たな野菜品目の生産拡大が求められていることから、県育成
短葉性ねぎ品種や伝統野菜、寒締め野菜等の地産地消向け品目の安定生産技術を普及し、県内全体への普及定
着を図る。 

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） 

 
 

短葉性ネギ品種「越中なつ小町」、「越中ふゆ小町」の育成、地産地消向け野菜等９品目の生
育特性（ ２００７年に富山県農業水産総合技術センター園芸研究所が開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 短葉性ねぎ３．８ha、地産地消品目０．３ha 
平成２４年度      ： 短葉性ねぎ４．０ha、地産地消品目１．１ha 
平成２８年度（目標年）：          〃  １０．０ha、地産地消品目５．０ha 

【実証ほ設置（４普及指導センター：１２ほ場）（７月～） 】 
【栽培技術農業者等研修会（４回）（７～１２月）】 
 農業者等を対象に栽培研修会を実施。 
【先進地視察５回（１０～３月）】 
 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、三重県、 
茨城県、愛知県、新潟県、岡山県において普及指導員による 
先進地視察を実施。 
【実証ほ検討会２回、省力調製作業体系検討会２回（８～２月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県野菜担 
当課、園芸研究所等を参集し、課題整理と改善方策を検討。 
【現地検討会開催２回（２月）】 
 普及指導センター及びＪＡ営農指導員及び生産者が出席し、短葉性ねぎ等の実証ほで現地
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 

・春まき夏どり作型の短葉性ねぎで、葉鞘径の生育指標に基づく土寄せにより、２Ｌ比
率が慣行に比べ２０ポイント向上し、７５％となった。 
→葉鞘径６mm以上での１回目の土寄せが定着しつつある。 

 
 
・寒締めほうれんそうで、生育が早く、慣行と同程度の糖度の品種が検索された。 
→次年度、作付け拡大予定 

 
・赤ねぎ、富山かぶの生育経過が把握された。 

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） 

・春まき夏どり作型の短葉性ねぎの更なる２L比率の向上を図るため、生育指標に基
づく土寄せに加え、馴化技術を検討する。 
 
・短葉性ねぎの更なる出荷の前進化を図るため、秋まき初夏どり作型の土寄せ時期や
播種、定植時期を検討する。 
 
・収穫調製作業にかかる労力削減のため、省力的作業体系の実証、調査を行う。 
 
・富山かぶでは、根部障害回避のため、施肥体系や防除体系の再検討を行う。 
 
・寒締めほうれんそうでは、播種時期や品種の組み合わせ等の再検討を行う。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【４普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・生育、収量・品質調査等 

【実証ほ担当者】 
・実証ほ栽培管理 
・栽培管理の記帳 

栽培管理指導 
実証データ調査 

実証データ提供 

【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 

【農機メーカー】 
・ねぎ調製機械の改良 
・作業体系確立協力 

【国研究独法】 
・研究成果の提示 

【県園芸研究センター】 
・研究成果の提示 
・技術開発の協力 

調査項目等の助言 

機械の改良 

研究成果の提示 

改良要望 

２Ｌ比率
実証区 ７５％
慣行区 ５５％
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