
 
・ダクトで施用する場合、作業性改善が必要。 
・３月以降の二酸化炭素施用と無処理区における収量および草勢の比較。 
・収穫が終了する６月までの経営試算が未実施。 
・一般的な早朝高濃度施用と日中低濃度施用における収量およびコスト比較が必要。 
・土壌中の有機質資材由来二酸化炭素の影響が不明。 

キュウリにおける低濃度二酸化炭素施用による増収技術の普及 

＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 福岡県の促成長期どりキュウリにおいて、12～2月の厳寒期の草勢維持および収量確保が課題である。この時期
の単収向上ため、低濃度二酸化炭素施用技術の現地実証と普及に取り組み、県キュウリ産地の収益向上を図る。 

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） 

 
 日中、低濃度（約500ppm）二酸化炭素施用をする技術により、単収が向上するとともに、一
般的な早朝短時間高濃度（約1,500ppm）二酸化炭素施用よりも運転コストの低減が可能とな
る。（ ２００９年千葉県農林総合研究センターの研究報告） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：技術導入戸数０戸 
平成２４年度      ：技術導入戸数2戸 
平成２８年度（目標年）：技術導入戸数35戸 

 
【事業検討会１回（８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県園芸振興課、農業試験場を参集し、事
業内容を検討 
【実証ほ設置検討会１回（１０月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農業試験場、                 
関係ＪＡ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（２普及指導センター：２ほ場）（１０月） 】 
【現地検討会開催４回（１２、１、２、３月）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置農家が出席し、 
２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（１２月）】 
 普及指導員とともに千葉県農林総合研究センターへ施用技術の先進地視察を実施。 
【成績検討会（１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 

 
・２月末現在で、試験区は対照区と 
比較して１，２月収量は約１７％ 
増収した。 
 
・１，２月の節数増加について試験 
区は対照区と比較して約２０％多く、 
また草勢も適正に維持された。 
 
 

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） 

 
・作業性を考慮した二酸化炭素施用方法の検討。 

・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し、経営試
算を実施する。 

・次年度は早朝高濃度施用と日中低濃度施用の実証ほを設置し、効果およびコストに
与える影響を検討する。 

・次年度は土づくり用有機質資材由来二酸化炭素濃度について時期別推移を調査し、
効果的な二酸化炭素施用目安を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【２普及指導センター（実証ほ有）】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・炭酸ガス濃度、温湿度調査 
・生育調査 

【ＪＡくるめ、筑前あさくら 
 きゅうり部会】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

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 

【福岡県農業試験場】 
・各種検討会への 
 参画 
・技術情報提供 
 

【県園芸振興課】 
・生産振興方針への反映 
 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 
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【２普及指導センター（実証ほ無）】 【２ＪＡ】【ＪＡ全農ふくれん】 
・各種検討会への参画 
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・経産牛の受胎率は未経産牛に比べて低い。 
・発情と人工授精のﾀｲﾐﾝｸﾞにおいて、基本ﾊﾟﾀｰﾝでない事例が約3割を占め、結果的に
この事例の受胎率が低率であった。 

・分娩後の日数が受胎率に影響する報告があるが、今年度の実施頭数では、例数が
尐ないため分析未実施。 
・低受胎率が課題となり、利用農家が減尐。 

酪農における性選別精液を活用した効率的な 

雌産子生産技術の普及                           ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
  近年、福岡県では酪農における性選別精液の利用が進み、人工授精（AI)頭数が増加しているが、未経産牛に比
べて経産牛の受胎率が低いため、深部注入器を活用した性選別精液のAI技術の現地実証及び県域への普及に取
り組み、効率的後継牛確保を図る。 

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） 

 

 性選別精液のAIにより効率的に雌産子（後継牛）を生産する技術（2007年家畜改良事業団

が実用化）に、深部注入器を用いることで（㈱ミサワ医科工業）ＡＩの受胎率を向上させる。本

技術により、計画的な後継牛確保と、F1や黒毛和種産子生産による副収入が可能となる。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：利用農家割合30%、受胎率30% 
平成２４年度      ：         24%、          44%        
平成２８年度（目標年）：                    80%、          45% 

 

【性選別精液人工授精技術導入検討会 １回（７月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、家畜診療所、県畜産課、農業総合試験場
を参集し、人工授精実施農家選定基準、調査項目・手法等を決定。 
【人工授精調査（４普及指導センター：４家畜診療所管内酪農家）（８月～２月） 】 
 普及指導員と家畜診療所獣医師・人工授精師（以下AI師等）が連携し、農家を選定。畜主が
AI候補牛の発情確認、AI師等が授精牛を選定、AI実施。AI後、畜主は発情回帰を確認、AI師
等が妊娠鑑定。 
【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、 
群馬県、茨城県、東京都において、農業革新支援専 
門員とAI師による先進地視察を実施。 
【成績検討会（１回）（２月）】 
 性選別精液人工授精技術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 

 

・国産精液の受胎率52%は、輸入精液の 

31%に対して、高率であった（1月末）。 

・未経産牛と経産牛における受胎率の差 

は、輸入精液の約30%に比べて、国産精 

液は約10%と小さかった。 
・国産精液では、午前発情かつ同日午後 

AIと午後発情かつ翌日午前AIで、各々 

57%、73%と高く、発情とAIのタイミングが 

受胎率に大きく関与することが明らかになった。  

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） 

 
・平成25年度は、経産牛のみを対象に人工授精を実施。 
・引き続き、発情と人工授精のタイミングの影響について調査分析する。 
・国産精液、輸入精液について、種雄牛別に受胎率を分析する。 
・農家間のバラツキもみられたので、例数を増やし、受胎率を分析し、飼養状態との関
連を探る。 
・分娩後の日数と受胎率の関係について、H24 年度分と合わせて調査、分析する。 
・7月から分娩が始まるので、産子の性についてもデータを収集する。 
・普及に関して、受胎率を優先する場合は、国産精液を奨める。輸入精液に拘る畜主
には、受胎性を説明し、AI師においては、発情とAIのタイミングを基本に忠実に守り、
早めのAIは避けることを周知する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【４普及指導センター】 
・AI試験の運営管理 
・授精牛選定・発情調査 

農家、授精牛の 

選定指導 

実証データ提供 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

現地課題の試験課題化提案 

【福岡県農業総合試験場】 
・各種検討会への参画 
・各種精液の運動性評価 
 

【県畜産課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

【（独）畜産草地研究所】 
【（社）家畜改良事業団】 
・実証技術に係る助言 
 

【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 

【ﾐｻﾜ医科工業】 
・実証技術に係るAI器具
に関わる助言 

【酪農家及び４家畜診療所】 
・授精牛の選定、AI 
・発情、人工授精等の記帳 
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・殺虫剤の散布回数の削減に伴い、同時に散布していた殺菌剤の散布回数も減った
ため、病害が多発した。 

・キュウリで、褐斑病抵抗性品種を導入したが、生育後半に同病が多発し、やむなく天
敵に影響のある殺菌剤を散布せざるをえなくなった。 

・土着天敵タバコカスミカメを採集するため、ゴマを栽培したが、同天敵があまり集まら
なかった圃場があった。 

・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた県域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。 

天敵スワルスキーカブリダニを核としたＩＰＭ防除技術の普及 

                                   ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年、スワルスキーカブリダニ等の天敵を活用したＩＰＭ防除技術が普及しつつあることから、同技術の現地実証
及び県域への普及に取り組み、県キュウリ及びナス産地の収益力向上及び化学農薬の削減を図る。 

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） 

 
 防虫ネット、天敵スワルスキーカブリダニや土着天敵タバコカスミカメを活用し、ミナミキイロ
アザミウマやタバココナジラミを制御する技術で、単収、品質が向上するとともに、無駄な化学
農薬の散布を省くことが可能となる。（ ２００８年に福岡県農業総合試験場で開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
キュウリ               ナス 
平成２３年度（基準年）：３ha   平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：８ha   平成２４年度      ：１ha 
平成２８年度（目標年）：７ha   平成２８年度（目標年）：１０ha 

 
【実証ほ設置検討会１回（７月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県経営技術支援課、農業総合試験場を参
集し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（２普及指導センター：７ほ場）（キュウリ８月、ナス９月】 
【現地検討会開催９回（キュウリ９月、10月、11月、12月 ナス９月、10月、11月、１月、３月） ）】 
 実証ほ設置検討会出席者及び実証ほ設置ＪＡキュウリ 
部会、ナス部会代表者が出席し、３箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（12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（１回）（２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 

 
・２月末現在で、キュウリ試験区は天敵導入前の前年と比較して、農薬散布回数が約
３割減少。なお、試験区では被害果は認められなかった。 
・２月末現在で、ナス試験区では、対照区と比較して農薬散布回数が約４割減少。 

なお、被害果は両区ともほとんど認められなかった。 
・技術導入に関するアンケートの結果、 

キュウリで天敵導入実証ほを設置した農家の約８割が、来作でも天敵導入に取り組む
意向であった。 

ナスで天敵導入実証ほを設置した全農家が、来作でも天敵導入に取り組む意向で
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） 

 
・抑制キュウリに天敵を活用したＩＰＭ技術を普及させるため、褐斑病抵抗性品種を導
入する。 

・土着天敵タバコカスミカメを大量に採集するため、天敵導入の意欲がある農家に、ゴ
マ栽培を指導・依頼する。 

・次年度は、県域への技術普及に向け、実証ほ設置を３普及指導センターに拡大し、
県内全ＪＡキュウリ、ナス部会に対し、現地検討会の開催を周知する。 

・県内のキュウリ生産者に本ＩＰＭ防除技術を普及するため、簡易なマニュアルを作成
し、配布する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・害虫・天敵調査 
・被害・農薬削減率調査 

【ＪＡ糸島キュウリ部会】 
【ＪＡふくおか八女ナス部会】 
・実証ほ栽培管理 

・農薬散布回数の記帳 

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 

【福岡県農業総合試験場】 
・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 
 

【国研究独法】 
・実証技術に係る助言 
 

【県経営技術支援課】 
・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 

現地実証に係る助言 

実証技術に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 
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・「とよみつひめ」においては、改植における生育がやや悪く、成園化が遅れる懸念。
改植の際の土壌管理について、検討が必要。 
・着果性、果実品質の調査が出来ていないため、今後必要。 
・今年度の実証ほ設置地区以外を含めた県域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。 
・他産地の動向、市場における本県産の評価等の調査が必要。 
・需要に応えうる苗の生産計画が必要。 
 

イチジク株枯病抵抗性品種「キバル」を台木としたイチジクの生産技術の現地
確立及び普及                                ＝福岡県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県は県育成品種「とよみつひめ」を中心にイチジクの産地拡大、強化を図っているが、連作障害、株枯病の発生
が推進上の問題となっている。そのため、株枯病抵抗性品種「キバル」台木を利用し、連作障害回避、株枯病発生
園における改植推進を図り、産地拡大、強化を図る。 

 

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） 

 
県育成の株枯病抵抗性品種「キバル」台木を利用することにより、株枯病発生ほ場での改植、いや地対
策が可能となる（「福岡県育成品種「キバル」平成24年3月9日品種登録） 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末） 
平成２３年度（基準年）：0.3ha 
平成２４年度      ：0.95ha 
平成２８年度（目標年）：7.1ha 

 

 

【事業検討会１回（１月）、実証ほ成績検討会１回（３月） 】 

 農業革新専門員が中心となり、普及指導員、園芸振興課、農業総合試験場、ＪＡ全農ふくれ
んを参集。実証ほの設計・成績検討、事業全体の活動計画と実績、次年度計画への反映事
項、などを検討。 

【実証ほ設置（３普及指導センター：4ほ場）（１２月）】 
 「とよみつひめ」3カ所、「蓬莱柿」1カ所設置 

【現地検討会２回（１、２月）】 
 実証ほ成績を中心に現地検討会を開催。 

【先進地調査２回（２月）】 

 革新支援専門員がネットワークを活用し、大阪府、兵庫県、愛知県の産地あるいは試験研
究機関において普及指導員による調査を実施。 
 

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 

 
・「とよみつひめ」では、施設、露地栽培とも、慣行の自根苗に比べ生育量はほぼ同等
ながら、改植地では新植地に比べやや生育は劣り、事前の土壌管理（客土、土壌改
良材の投入等）の重要性が示唆。 
 
・「蓬莱柿」については、改植（連作）によるいや地症状は見られず、生育は良好。 
 
・なお、「とよみつひめ」「蓬莱柿」とも、株枯病による枯死は認められず。 

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） 

 
・改植地でのスムーズな生育を図るための土壌管理について、検討し、指針を作成、
速やかな普及推進に役立てる。 

・次年度は、県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５普及指導センター：６ほ場に拡大し、引き続き、生育調査を行うと共に、着果が
見込まれる園では、着果性や果実品質について調査を行う。なお、現地検討会を開催
し、技術の組立、普及推進に繋げる。 
・先進地調査に加え、市場調査を行う。 
・関係機関を招集し育苗計画検討を行う 

次年度に向けた課題への対応方策 

【普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・生育調査 
 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・データ等記録 

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 

【県農業試験場】 
・各種検討会への参画 
・実証ほ技術確立支援 

【国研究独法】 
・実証技術に係る助言 
 

【県野菜担当課】 
・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 

現地実証に係る助言 

実証技術に係る助言 

現地で発生した課題の試験課題化提案 
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農業技術防除センター：①関係機関の連携調整、②計画策定、③成績とりまとめ、 
                ④マニュアル作成 
農業改良普及センター：①現地実証圃の設置及び検討、②調査協力 
ＪＡさが（農業機械）  ：試験機械等の協力 
上場営農センター・農業試験研究センター：展示圃等設置協力 

(1)育苗時期の基部葉鞘肥大対策 

 ①潅水方法、②短日処理開始時期、③短日処理時間について、日当たりや気温
など地域に合った技術を確立する必要がある。 
(2)定植時期の検討 

 早く温度が下がった所は青立ちが多くなるなど、定植から生育初期の気温が生
育に大きく影響した。地域に合った定植時期の検討が必要である。 

省力育苗法等による冬どりたまねぎの面積拡大 

＝佐賀県＝ 

【事業の実施方針】 
 佐賀県上場営農センター及び農業試験研究センターで開発された省力育苗法等による栽培方法は、冬どりたまねぎ
の省力化と安定生産が図られる技術である。 
 このため、東松浦普及センター及び西松浦普及センター管内で上場営農センター･農業試験研究センターと連携し、
本技術の実証・展示、マニュアル作成等を通じて、県域全体への普及・定着を推進する。 

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） 

 
(1)セルトレイ苗の冬どりたまねぎ栽培が可能となり、セット球育成の省力化が図られた。 
(2)平成21年まで課題化し技術を確立した後、22年に特許申請し２４年に特許取得した。 

【成果目標及び達成状況】（H25. 月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０ha 
平成２４年度      ： ７ha 
平成２８年度（目標年）：５０ha 

(1)現地実証試験 
  ２普及センター管内に育苗の実証展示圃を４ヶ所、本圃の実証展示圃を５ヶ所設置し、 
 セルトレイ苗による短日処理効果とその後の生育を確認した。 
(2)現地検討会 
  8月8日 農家、県(普及ｾﾝﾀｰ･上場営農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  育苗実証展示圃を巡回し、短日処理の効果及び問題点について検討した。 
(3)現地検討会 
  10月30日 農家、県(普及ｾﾝﾀｰ･上場営 
 農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  定植後の圃場を巡回し、苗質や地域に 
 よる生育の違いについて検討した。 
(4)成績検討会 
  1月22日 農家、県(農産課･普及ｾﾝﾀｰ･ 
 上場営農ｾﾝﾀｰ)、ＪＡ(指導員)の参加 
  現地実証圃で得られた成績について検 
 討し、普及上での課題の整理等を行った。 
(5)マニュアルの作成  
  マニュアル 200部作成 

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 

連作障害発生や日当たり不良などの条件不利圃場があったものの、平均収量は
慣行のセット球栽培と大きな差はなかった。 

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） 

(1)現地実証試験 
 地区技連（普及センター）と調整して、現地実証展示圃を設置 

 前年の課題の解決と地域に合った技術の確立のため、前年から２ヶ所増やして
実証を行う予定。 
(2)現地検討会 

 各地区の実証展示圃を巡回し、生育状況の比較による効果及び問題点を把握
する。 
(3)成績検討会 
 現地実証圃で得られた成果及び普及方策について検討する。 
(4)普及資料等の作成 
 普及を円滑に進めるための資料を作成する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

球数割合(%) 総収量 
(kg/10a) 

商品収量
(kg/10a) 
 

商品化
率(%) 

収穫日 

商品球 規格外球 

７５ ２６ ３，０９９ ２，８８５ ９３ 11/19~12/3 
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（１）前作水稲あとでの普及性検討 

短期苗は葉令が１．８葉程度で、慣行苗と比較すると貧弱であることから、スクミリン
ゴガイの食害を受けやすい。そのため、本試験はスクミリンゴガイが少ない大豆あと
での試験を基本としているが、水稲あとでの適応性を今後確認する必要がある。 
（２）ウンカ多発生条件下での短期苗順応性 

ウンカ等の防除として箱施薬剤の施用が定着しているが、短期苗は反当使用箱数
が少ないため、箱施薬剤の効果とともに防除体系の整備が必要である。 

水稲移植栽培における「短期苗」育苗法の普及 

＝佐賀県＝ 

【事業の実施方針】 
『水稲移植栽培における「短期苗」育苗法』は、育苗・移植作業時のコスト低減及び労働時間の削減が図られ
る技術である。この技術を、農業技術防除センター（専門技術員）が、本技術の実証・展示、地域別農家向けマ
ニュアルの作成等を通じて県域全体への普及・定着を推進する。 

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） 

            平成22年 佐賀農業試験研究ｾﾝﾀｰ成果情報 
（１）短期苗は慣行の倍量に当たる２８０ｇ程度を播種する。 
（２）短期苗の育苗期間は、１３～１４日間と短くできる。（慣行は２５日程度） 
（３）短期苗の反当使用箱数は１０箱程度と少なくて済む。（慣行は、１０ａ当たり２０箱程度） 

【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      ： １ha 
平成２８年度（目標年）：５０ ha 

（１）現地実証試験 ２普及センター管内に３カ所の実証展示ほを設置し、短期苗と慣行苗  
  栽培との比較検討を行った。 
（２）現地検討会 9月4日 県（農産課、普及指導員、農試）ＪＡ（営農技術員等）の参加 
  現地実証展示ほを巡回し、短期苗と慣行苗の生育 
  状況等を確認・検討した。（右写真は白石町） 
（３）成績検討会 
  １２月２１日 県（農産課、普及指導員、農試） 
  ＪＡ（営農技術員等）の参加 
  現地実証展示ほで得られた成績について検討し 
  普及上での課題の整理等を行った。 
（４）マニュアル等の作成  
  マニュアル５００部、普及資材４００枚   

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 

播種は１箱当たり湿籾280gで播種可能。２週間で移植に順応できるマット形成で、
田植えに支障はない。使用箱数は10～12箱/10aで可能。収量・品質はいずれの
場合も慣行栽培と遜色ない。  

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）現地実証試験 
地区技連（普及センター）と調整して、現地実証展示ほを設置 

平成２５年度は６カ所に増やして、適応品種の確認や病害虫の発生についての課
題を検証する実証試験を行う予定 

（２）現地検討会の開催 
普通作部会と連携して、実証展示ほを巡回し、生育状況の把握を行う。 
（３）成果発表会の開催 
実証展示ほで得られた収量性や省力低コスト等の成果について検討。 
（４）マニュアルの作成 
普及を円滑にすすめるためのマニュアル等を作成する。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

 地区名  品種名  育苗期間 使用箱数   収量（慣行比） 検査等級 

蓮池町  夢しずく   14日間 11箱/10a 411 kg/10a（102）  1等下 

白石町 ヒヨクモチ 20日間 12箱/10a 657 kg/10a（102） 2等中 

下大町 ヒヨクモチ 17日間 10箱/10a 682 kg/10a（108） 2等中 
【２普及指導センター】 
・実証ほの運営管理 
・収量・品質調査 
・生産者の意向調査 

【実証集団・農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 

栽培管理指導 

実証データ調査 【県農産課】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反
映 
 

【ＪＡ農業機械・メーカー】 
・実証技術に係る助言 
 

実証技術に係る助言 

【農業技術防除センター（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 

【佐賀県農業試験研究
センター】 
・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 
 

現地で発生した課題の試験課題化提案 

調査項目等の助言 

現地実証に係る助言 

実証データ提供 
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