
 
 摘心処理により青立ち株を減少させ、大豆の安定生産を図る。 
 岐阜県  2011年 

中山間地域における摘心技術を活用した大豆の生産安定の確立と普及 

＝岐阜県＝ 

【事業の実施方針】 
岐阜県農業技術センターが実証した大豆摘心処理技術による青立ちの発生を抑制技術を、県内で発生の多
い白川町で展示・実証し、同町内の集落営農組織への普及・定着を図るとともに、その成果を他地域へ波及し、
中山間地域における大豆の生産安定を図る。 
 
。 

 

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） 

【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      ： ０．２ ha 
平成２９年度（目標年）： １０ha 

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） 

次年度に向けた課題への対応方策 

農業経営課技術支援第１係 

（農業革新支援センター） 

農業技術センター 
中山間農業研究所 

 
可茂農林事務所農業普及課 

可茂地域の生産者（実証ほ担当農家） 

ＪＡめぐみの 

東海クボタ 

技術協力 

指導連携 

情報提供 技術協力 総合的な支援 

情報共有 

実証ほにおけ
る情報提供 

実証ほ調査 

巡回指導 
技術指導 

・摘心栽培技術導入検討会（本年度事業実施方針の確認）7月9日  
 ・摘心栽培展示ほ設置（２カ所） 
・摘心栽培技術現地検討（生育状況確認・検討）7月20日、9月6日、28日 
・収量調査 10月10日、10月18日、10月29日～11月2日 
・導入効果の分析・評価 11月13日、12月4日 
・摘心栽培技術導入検討会（導入効果の検討） 
         12月13日、12月17日、3月11日 

 密植を避け、適正な栽植密度を確保するよう指導を行う。 
 今回は開花直前（主茎長50cm）に摘心処理を実施したが、次年度は、処理時
期を早め、主茎長35cm時（播種後50日）に実施して検証する。 
 開花から着莢時期の干ばつ対策として畝間かん水等を徹底する。   【摘心の様子(7/19)】 

 中川地区では、摘心処理により、落葉が揃い青立ちは少なくなり、10aあたりの
収量は56㎏増加したが、吉田地区では、未処理区と同等程度の青立ちが発生し、
10aあたりの収量は20㎏減少した。 
 減収した吉田地区は栽植密度19.2本/㎡の密植であり、摘心処理により着莢数
が減少したことが減収の原因と考えられた。 

 これらのことから、摘心処理では、適正な栽植密度を確保し、十分な莢数を確保
することが重要と判明した。 

地区名 摘心 
条間 
(cm) 

株間 
(cm) 

栽植密度 
(本/㎡) 

青立ち 
(0:無-5:甚) 

着莢数 
(莢/本) 

収量 
(kg/10a) 

中川 
あり 85 9.1 12.9 3.5 43.3 272 (+56) 

なし 85 8.3 14.1 4.5 43.3 216 

吉田 
あり 80 6.5 19.2 4.5 24.3 215 (△20) 

なし 80 6.5 19.2 4.5 31.8 235 

注） 青立ちは、発生程度を0～5の6段階で評価。H24の全体的な程度は例年並みであった。 

 吉田地区の例から摘心処理には適正な栽植密度を確保する必要があった。 

 また、摘心処理の効果を高めるには着莢数の確保が重要であり、摘心時期を
早めるとともに畝間かん水等の干ばつ対策が効果的と考えられた。 
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・イチゴ、トマトでは炭酸ガスが県試験場の施用方法通りに施用できていても増収効果
にばらつきが見られたため、個々の管理に応じた施肥量、潅水量など栽培管理方法
を見直す必要がある。 
・バラでは天窓が開閉する時間帯も最低限の炭酸ガスの施用を行うことが望ましいこと
が実証されたが、換気中に無駄な施用をしないようにする必要がある。 
・夏期高温期の微粒ミストを利用した昇温抑制技術の実証が未実施。 

周年施設栽培における効率的な光合成促進技術の実証及び普及推進 
＝愛知県＝ 

【事業の実施方針】 
 単位面積当たりの収益を増加させることを目的とし、炭酸ガス発生機及び微粒ミスト等の施設環境制御器を所有
する先進農家を対象に、愛知県の施設園芸に適した炭酸ガスの効率的施用技術、微粒ミストを利用した施設内の
昇温抑制技術の実証・県域への普及を図る。 
 

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） 

 
①炭酸ガスの効率的施用技術 冬期に光合成量が効率的に増大するよう炭酸ガスの発生を
濃度と時間帯で制御する技術。（ 平成22～23年に愛知県農業総合試験場で開発） 

②微粒ミストを利用した施設内の昇温抑制技術 微粒ミストの噴霧で夏期に植物生育に適し
た環境とする。（ 平成21～23年に愛知県農業総合試験場で開発） 

【成果目標及び達成状況】（炭酸ガス施用）（H25.2月末現在） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度       ：バラ0.62ha、イチゴ0.48ha、トマト0.16ha 
平成２８年度（目標年）：バラ5.5 ha、  イチゴ50 ha、  トマト29 ha 

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、トマト、イチゴにおける炭酸ガスの効率的施用技術の現地実証ほを増やし、施
用指標に基づく効率的な施用方法の実証と増収効果の確認に取り組む。 
・バラ、トマトにおける微粒ミストを用いた夏期の高温対策技術の現地実証ほを設置し、
昇温抑制効果の確認、噴霧量や設置位置などの検討、夏以降の生育・収穫開始時
期に及ぼす影響を明確にする。  

・成績検討会で導入効果の分析･評価を行うとともに、技術の普及を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

・バラの温室内の炭酸ガス濃度
の推移を調査し、施用時間帯
別施用濃度の指標を作成した。 
・バラの現地実証ほでは切花本
数が増加し、施用効果が確認
できた。次年度は指標に沿っ
て効率良く施用に取り組む意
向である。 
・イチゴ、トマトの実証ほでは炭
酸ガス施用による温室内濃度
の推移の実態が明確になった。
農家は効率の良い施用方法
に取り組む意向である。 

実証ほ担当農家 

調査補助 

成果の伝達 

革新支援センター（農業総合試験場企画普及部） 
農業革新支援専門員 

・事業実施計画の作成・運営 

・試験設計及び成績検討会・研究会の実施 

・技術マニュアルの作成 

普及指導センター 
（農業改良普及課） 

・現地実証ほの設置 
・環境・収量調査の実施 

農業総合試験場園芸研究部 
・複合環境制御技術の実証試験 

農林水産部農業経営課・園芸農産課    ・複合環境制御技術の普及推進方針策定 
野菜・花き生産者団体              ・施設園芸の生産振興   

技術支援 

情報提供 

連携 

現地の課題提案 
技術指導 情報提供 

【実証ほ設計検討会（各部門１回）】 

革新支援専門員を中心に普及指導員と実証ほ設置地区、
調査内容、調査方法を決定。 
【現地実証ほ設置（８ヶ所：１２月）】 
【成績検討会（各部門１回１月、３月）】 

革新支援専門員及び現地実証担当普及指導員と試験場
研究員で調査結果の検討と次年度の取り組み内容を検討。 
【現地研究会（各部門合同１回３月）】 

革新支援専門員及び環境制御技術課題担当普及指導員
と試験場職員で現地の環境制御技術普及状況と研究成果
紹介、及び情報交換。 
【先進地視察（各部門１回２月）】 
革新支援専門員の助言で普及指導員が茨城県、大阪府、  

広島県の先進事例及び植物工場の事例調査を実施。 

比較年 
増収効果 炭酸ガス発生機コスト 差引 

増収額 切花本数 収益 灯油使用量 灯油代金 減価償却費 

H24とH21 40%増加 848,400円 530ℓ 47,700円 42,857円 757,840円 

表 12月～2月のバラ実証ほ（10ａ）（豊川市） 
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【高品質安定栽培技術の検討】 
①現地実証試験検討会 
 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、研究員で検討。 
 設計、現地中間（9/19）、成績（12/18）、報告会（3/7） 
②現地実証試験の実施 
 江南市、常滑市、安城市、西尾市、新城市、豊橋市に試験ほ場を 
 設置し、普及指導員が中心となり、生育・収量・品質調査。 
③地域における生産者、酒造メーカーの技術交流会 
  知多（10/11、3/22） 、安城（3/14）、新城（3/1） 
④県外視察 
 農業革新支援専門員が中心となり、視察先を選定し、 
 普及指導員４名が新潟県、石川県、福井県に先進地視察を実施。 

  

【玄米蛋白質含量の適正化】 
 収量の安定については、施肥量、栽植密度により達成が見込まれるが、玄米蛋白質
含量については、低減はしているものの目標7.7％以下を達成できていない。  
【県域での流通システム】 
 現時点では、地域毎の流通であるため、新たな酒造メーカーからの需要に対する生
産体制が整備されていない。作付拡大を行うには、県域での流通システム、生産体制
が必要である。 

 酒造好適米「夢吟香(ゆめぎんが)」の玄米蛋白質含量を抑えた安定生産技術 
 の開発                                        ＝愛知県＝ 

【事業の実施方針】 
 愛知県農業総合試験場が育成した酒造好適米「夢吟香」を実証試験により、生産者（農家）、酒造メーカー双方に
メリットとなる高品質安定（収量450kg/10a、玄米蛋白質含量7.5％以下）栽培技術を確立し、「夢吟香」の奨励品種採
用、酒米需要に対応できる、生産体制を整備し作付拡大を目指す。 

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） 

 愛知県農業総合試験場が平成22年3月に育成した酒造好適米「夢吟香」 は優れた酒造適
性を有し、栽培しやすく、病害抵抗性を兼ね備えた新品種である。愛知発の吟醸酒、大吟醸
酒用の酒造好適米及び酒のブランドとして期待される。 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：４.４５ha 
平成２４年度      ：４.７４ha 
平成２７年度（目標年）：６０ha 

 
 

施肥量および栽植密度の適正化を６普及 
指導センターの現地ほ場で実証した。 
 

①施肥量を適正に増やすことで、収量は 
 増加し、玄米蛋白質含量は低下した。 
②栽植密度を70株/坪に高めることで、収 
 量は安定し、登熟歩合、千粒重は高まった。 
③全量基肥栽培は収量、蛋白ともに良好で、 
 有効性が認められた。 
 

○H24年産夢吟香の収量・品質はH23年産に比べ向上しているため、農家の生産意欲
は高まり、作付拡大が見込まれる。 

【玄米蛋白質含量の適正化のための現地実証試験】 

①全量基肥肥料の選定、追肥時期の検討を行う。 
②千粒重、登熟歩合の向上による蛋白低減効果を検討する。 
③次年度栽培予定の12農家の全てのほ場を調査し、蛋白の低減要因を明らかにする。 
○高品質安定栽培技術マニュアルの作成 
 
【夢吟香の需要拡大および生産体制整備】 
①県域での流通システムについて推進協議会で検討し、方向性を定める。 
②農家、酒造メーカー等による交流会等を開催し、品質向上を図り需要拡大を目指す。 
③県全域への供給が可能な生産者組織の育成を検討する。 

　・「夢吟香」の普及推進方針の策定
　・酒米の需給状況の調整
　・酒米の産地化の検討

「夢吟香」普及推進協議会

連携・協力

「夢吟香」栽培研究会

・実証試験により栽培技術の確立
・栽培試験設計・成績検討会
・現地研究会の開催
・栽培マニュアルの作成

普及指導センター（農業改良普及課）

酒米生産者
現地実証栽培試験

酒造メーカー
米の酒造適性評価

技術指導
情報提供

情報交換

「夢吟香」地域研究会

現地実証試験の実施

連携

意見交換

・農業革新支援センター
　(農総試企画普及部広域指導室)
・農業総合試験場作物研究部
・食品工業技術センター

情報提供

技術指導
、支援

（地域段階）

「夢吟香」普及推進協議会メンバー

・農林水産部

　農業経営課・園芸農産課

・農業総合試験場

　○企画普及部、作物研究部

　（農業革新支援専門員）

・食品工業技術センター

・愛知県酒造組合

　　（関係酒造メーカー）

・愛知県ＪＡグループ

・愛知県米麦振興協会

・関係普及指導センター

　　（農業改良普及課）

（○：事務局）

　・「夢吟香」の普及推進方針の策定
　・酒米の需給状況の調整
　・酒米の産地化の検討

「夢吟香」普及推進協議会

連携・協力

「夢吟香」栽培研究会

・実証試験により栽培技術の確立
・栽培試験設計・成績検討会
・現地研究会の開催
・栽培マニュアルの作成

普及指導センター（農業改良普及課）

酒米生産者
現地実証栽培試験

酒造メーカー
米の酒造適性評価

技術指導
情報提供

情報交換

「夢吟香」地域研究会

現地実証試験の実施

連携

意見交換

・農業革新支援センター
　(農総試企画普及部広域指導室)
・農業総合試験場作物研究部
・食品工業技術センター

情報提供

技術指導
、支援

（地域段階）

「夢吟香」普及推進協議会メンバー

・農林水産部

　農業経営課・園芸農産課

・農業総合試験場

　○企画普及部、作物研究部

　（農業革新支援専門員）

・食品工業技術センター

・愛知県酒造組合

　　（関係酒造メーカー）

・愛知県ＪＡグループ

・愛知県米麦振興協会

・関係普及指導センター

　　（農業改良普及課）

（○：事務局）

現地中間検討会(9.19) 

知多現地交流会(10.11) 

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） 

次年度に向けた課題への対応方策 
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・生葉コンテナの活用による萎凋作業の再現性と紅茶品質確保が課題 
 ⇒萎凋行程の再現性・数値化が必要 
・生葉コンテナの風量調整機能の付加 
・紅茶量産化技術の確認⇒鹿児島県の量産事例調査 
・「べにほまれ」の発酵技術確認⇒沖縄県の最高級べにほまれ紅茶事例調査 
・農家が取り組める高品質紅茶の量産化 

 ⇒確保しやすい緑茶用品種「やぶきた」と紅茶用品種「べにふうき」のブレンド発
酵製法を農家段階で実証必要 
・協力農家以外の県内茶農家への技術普及活動 

生葉管理コンテナの活用による萎ちょう技術を活用した高品質紅茶製造技術の
実証・普及                                   ＝三重県＝ 

【事業の実施方針】 
 県茶業研究室と連携し、生葉管理コンテナの改良による萎ちょう作業の効率化と高品質化を実証する。また、
紅茶用品種を使ったブレンド発酵（紅茶用品種の茶葉が豊富にもつ酸化酵素で緑茶用の「やぶきた」を発酵さ
せる）を現地実証することよって、「やぶきた」を主原料とした高品質紅茶の製造技術を実証する。 

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） 

 
「生葉管理コンテナの活用による萎ちょう」技術 
 三重県農業研究所茶業研究室（平成17年～19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）：  ０戸 
平成２４年度      ：  ０戸 
平成２８年度（目標年）： １０戸 

 
 
 
【紅茶技術検討会１回（７月）】 （事業着手前） 

 農業革新支援専門員が中心となり、協力農家、県農業研究所茶業研究室と紅茶づくり
の基本技術を確認、セカンドフラッシュでの紅茶づく研修会を計画。 
【茶業研究所と連携した紅茶づくり研修会1回（７月】（事業着手前） 

 協力農家とともに県茶業研究室の施設を利用し、コンテナを活用した萎凋技術を研修、
紅茶用品種「べにほまれ」」「べにふうき」のセカンドフラッシュを活用した紅茶づくりを研修。 
【先進地視察１回（３月）】（平成24年事業着手後） 
 中央農業改良普及センター茶担当普及指導員2名が鹿児島県知覧、枕崎の本格高級

べにふうき紅茶（薩摩英国館の「夢ふうき」、瀬戸茶生産組合の「姫ふうき」）の生産施設と
製法を視察。また、農研機構野菜茶業研究所枕崎拠点でオーソドック紅茶製法を視察 
【成績検討会（１回）（３月）】（平成24年事業着手後） 
 協力農家とともに今年度の課題整理、情報共有と次年度の取り組み内容を検討。 

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 

・生葉コンテナを活用した萎凋製法とオーソドックス製法による紅茶づくりを検討し、
課題の確認を行った。（研修会） 
・紅茶用品種「べにほまれ」を緑茶用品種「やぶきた」の25％～50％をブレンド発
酵した紅茶がライトユーザー向け紅茶として期待できる。（少量試験） 
 

・協力農家は紅茶づくりのモチベーションが高まり、２戸が試作した紅茶がテスト販
売され、協力農家（４戸）は紅茶での収益確保を目指す意向。 

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） 

・再現性のある萎凋指標による品質安定化⇒萎凋程度の数値化（県茶業研究室
の25年度の試験課題に設定済） 

・農家段階での生葉コンテナ改造⇒インバーター設置等による生葉コンテナの風
量調整の実証（25年度事業着手前に自己資金で実施） 
 

・先進地事例視察⇒鹿児島県鹿屋市の緒方茶工房（紅茶用品種による量産事例
他）、沖縄県沖縄市の琉球ティーファクトリー（「べにほまれ」による国内最高級紅
茶製造販売事例他） 
・全国の国産紅茶品質調査⇒佐賀県での「全国地紅茶サミット」視察 

・農家段階でブレンド発酵の実証⇒改造生葉コンテナを活用し高品質・量産化を
実証 

次年度に向けた課題への対応方策 
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・多肥条件下での収量性は優れていたが、堆肥等活用による低コスト化が必要で    
 ある。 
・３月末現在では、「たちすずか」を材料草としたサイレージは問題となるようなもの 
 は見受けられないが、今後外気温の高い夏場に向けて品質劣化が懸念され、品 
 質に関する追跡調査が必要であり、簡易な品質判定手法の開発が望まれる。 
・今回試験に使用した発酵促進剤では効果が認められなかったが、他種の促進剤 
 の検討も必要である。 
・乳牛への給与は、引き続いて行われており、通年給与を見据えた調査が必要。 

流通性・汎用性を考慮した高品質稲ＷＣＳ生産技術の確立・普及 

＝三重県＝ 

【事業の実施方針】 
 当県では、稲発酵粗飼料（以下稲WCS）の取組面積が増加してきているが、通年給与に対応するためにはよ
り貯蔵性の高い、高品質な稲WCSの確保が重要な課題となっている。近年開発された「たちすずか」を活用し
た現地実証を行い、稲WCSのさらなる普及拡大により、大家畜経営における飼料自給率の向上を図る。 
 

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） 

 
 茎葉多収で糖含有率が高い稲発酵粗飼料用水稲品種「たちすずか」が開発されており、
品質が高く、嗜好性の良い稲発酵粗飼料を調整できる。 
【開発機関：近畿中国四国農業研究センター（２０１０年品種登録）】 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：   ０．３ha 
平成２４年度（中間）  ：  １５．９ha 
平成２６年度（目標年）：    ２０ha 

                       
 【栽培実証ほの設置（２地域普及センター）（５～６月）】  
  「たちすずか」の栽培特性、耐肥性（施肥水準：３段階）の検討 
  発酵促進剤（乳酸菌等）添加によるサイレージ品質への影響 
【現地研修会開催（１０月）】 
  「たちすずか」栽培ほ場見学、栽培特性および給与試験の紹介 
【酪農家における給与試験開始（３戸）（２地域） 】・・・１２月 
【現地検討会開催（１２、２月）】 
  各地域協議会において実証ほの成績検討および次年度に向け 
 た取組を検討。 
【県域研修会の開催（３月）】 
  畜産草地研究所より講師を迎え、稲発酵粗飼料の今後の 
 動向および「たちすずか」の給与上の留意点について講演。  

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 

                      
・「たちすずか」は良好な生育を示し、多肥条件下 （総窒素量：15kgN/10a）で最も  
 収量が多く（乾物収量：１．７t/10a）、高い耐肥性が認められた。 
・品種特性である穂部の割合は低く、給与においても嗜好性は良好であり、未消 
 化モミの発生は少なかった。 
・乳酸菌添加による品質改良 
   効果は確認できなかったが、 
   特に問題のないサイレージ 
   調整が可能であった。 

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） 

 
 
・通年給与実現のため、４月以降におけるサイレージの品質調査および品質劣化 
 早期診断手法の検討を行う。 

・県域でのさらなる技術普及のため、実証ほ場を２地域設置するとともに、堆肥活
用条件下での生育状況および土壌への影響に関する調査を行う。 
・酪農家での飼料自給率の向上および稲発酵粗飼料の面積拡大のため、酪農家 
 において多給条件下での乳牛に対する影響を検証する。 
・研究機関等と連携し、他の発酵促進剤での検討を行うとともに、これまでの研究 
 事例および取組結果を発表する研修会等を開催する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

現地研修会 

県域研修会 

【地域普及センター】 
・栽培管理支援 
・検討会への参画 

【畜産草地研究所（独）】 
・新技術に関する助言 
・研修会への参加 

【各地域協議会（耕畜連携会議）】 
・栽培計画検討 
・実証ほ栽培管理 
・耕種および畜産農家との連携検討  

試験指導 

データ提供 

実証技術に
関する助言 

【畜産研究所・農業研究所】 
・試験設計に関する助言 
・実証ほ運営に関する支援 

助言・支援 

課題抽出 

【中央農業改良普及センター】 
（農業革新支援専門員） 
・事業実施計画の作成 
・各種検討会・研修会の開催 
・関係機関との調整 

連携 

【県庁】 事業に係る助言 

助言 

稲全景 
穂部 
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・ブランド化を図るうえで、外観・タンパク含量以外の品質基準の必要性が流通業
や消費者から指摘された。 

・堆肥の施用量の多いほ場で、タンパク含量を意識しすぎて、減肥し収量が少ない
実証ほも見られた。 
・新品種の知名度は低く、生産者の収益アップに直ぐにはつながらない。 
・カメムシによる斑点米の発生が等級を落とす原因となった。 

水稲県育成新品種（三重23号）の導入・面積拡大と品質基準達成技術の確立 

                                          ＝三重県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年、三重県では温暖化の影響から米の1等米比率が低迷し問題となっており、高温登熟性に優れた県育
成新品種（三重23号）が開発された。この新品種のブランド化を図るため、面積拡大とともに、設定した品質基
準（タンパク含量6.8%以下、１等米）を達成できる栽培技術の確立を図る。 

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） 

 
 コシヒカリ並みの食味と高温登熟性に優れた水稲新品種で、１等米比率が向上するとと
もに、独自の品質基準により付加価値を付けた販売を可能にし、地域農業の活性化も可
能となる。（ 三重県農業研究所で12年の歳月をかけ育成、平成23年2月品種登録） 

【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      ：３０ha 
平成２６年度（目標年）：２００ha 

 
【実証ほ設置（６地域普及センター：３６ほ場）】 
 実証ほ場の玄米タンパク含量・食味、土壌分析を実施。 
【現地検討会開催１０地区×３回（７、８月）】 
 ２０の生産者・グループが出席し、普及指導員が中心 
となり現地検討。 
【生産者研修会 ６回 ９月、１０月】 
 ２０の生産者・グループが出席し、農業革新支援専門 
員が外部講師と連携し、地域またはグループ毎の米づ 
くりの特徴をコンセプトとしてとりまとめ。 
【品質評価の現地調査11回 12月、1月、2月】 
 生産者、農業革新支援専門員、普及指導員が県内、 
首都圏、中京圏の販売店で消費者の評価調査。 

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 

 
・新品種の1等米比率は８８％となり高温登熟性の 
高さを実証できた。 
・タンパク含量もすべての実証ほで基準値をクリア 
できた。 
・平成25年度の生産者を公募したところ、生産者は 
３１生産者・グループとなり、７０haの栽培が予定 
されている。 
・品質評価結果を受けて、新たな品質基準として 
県独自の認証制度「みえの安心食材」加入を加えた。 
 
 

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） 

 
・新たな品質基準として県独自の認定制度「みえの安心食材」認定を加える。 

・「みえの安心食材」の基準（減農薬減化学肥料）をクリアできる施肥体系の実証
ほを設置し、収量性の実証も行う。 
・2年目となる生産者・グループには米づくりのコンセプトのブラッシュアップを行う。 

・新規生産者へ実証ほを通じての技術支援と、地域の特性を生かした米づくりのコ
ンセプト作りを行う。 
・三重23号の推進母体である「三重の新たな米協創振興会議」を通じて、ブランド
の強化を図る。 
・色彩選別機の活用等のカメムシによる斑点米対策を徹底する。 
・三重23号導入の経営試算を実施する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【６普及指導センター】 
・実証ほの運営管理・調査 
・現地検討会の開催 
・生産者研修会の開催 
 
 

【２０生産者・グループ】 
・実証ほ栽培管理 
・栽培履歴の記帳 

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 

【三重県農業研究所】 
・各種検討会への参画 
・新たに発生した課題
への対応技術開発 
 

【三重の新たな米協創振興会議】 
（生産者、JAグループ、米卸会社、行政、普及） 
・三重23号のブランド化推進 
 

【県作物担当課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

調査項目等の助言 
生産者研修会の講師 

現地実証に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

助言 
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