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・１地区では、秋季の降雨によりシートマルチの中に水が入り込み、水分ストレスがか
かりにくく、かん水効果が明確でなかった。 
・熟期が例年より早く調査前に収穫されたため、収量・青果率の比較ができなかった。 
・県域へのかん水技術導入の推進を図るため、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。 

 

かん水技術を導入した高品質かんきつ生産技術の確立と普及 

                                      ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 近年の地球温暖化の影響でかんきつの日焼け果や小玉果及び減酸の遅れ等により青果率が低下している。その
ため、生育期間中の土壌水分や水分ストレス等を把握しながら最適な水分ストレスに誘導し、高品質かんきつの連
年安定生産技術を確立するため現地実証に取り組み、県域全体にかん水技術の普及、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） 

 
 （独）農研機構が開発した尐量多頻度かん水によるマルチドリップかん水技術（農業新技術
2008）及び長崎県工業技術センター、農林技術開発センターが開発した接触型水分ストレス
計（2005年）は、高品質かんきつ生産に有効な手段である。なお、非接触型を開発中である。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：0.85ha 
平成２８年度（目標年）：３０ha 

 
【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、農産園芸課果樹班、果樹研究部門を参集
し、実証ほ設置農家、調査項目・手法等を決定。 
【実証ほ設置（県央振興局２地域普及課〔長崎、諫早〕：２ほ場）（７月） 】 
【現地検討会開催１回（９月）】 

 実証ほ設置検討会出席者により、島原地区で現地検討。 
【先進地視察２回（９、10月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、 
和歌山、三重、香川県において先進地視察を実施。 
【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 

 
・点滴かん水同時施肥と部分深耕の組み合わせ処理により、減酸をすすめながら、 
高糖度果実が連年生産できた。 
・水分ストレス計の数値をもとに、-1.2MPa以下で1回あたり２ｔ／10ａ程度かん水を行う
ことで、水分ストレスを緩和し高品質果実生産が可能であった。 

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） 

 
・ほ場内樹体水分ストレスを均一化させるため、畝内に根域を集める手段として土壌
改良資材の施用や断根処理、または根域制限等の事前管理の取り組みを検証する。 
・成熟時に、１樹ごとの収量、青果率を調査し、連年安定生産技術の確立を目指す。 
・次年度は、かん水技術の普及、定着に向け、今年度の実証ほ設置地区以外（島原、
県北地区）に実証ほを設け、県域全体への波及効果を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【県央振興局２地域普及課】 
・実証ほの運営管理 
・水分ストレス、果実肥大、            
 品質調査 

【実証生産者】 
・実証ほ栽培管理 
・植調剤散布等の管理記帳 

栽培管理指導 
実証データ調査 

管理データ提供 

【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 

【県果樹研究部門】】 
・各種検討会への参画 
・水分ストレス計の精度
確認 
 

【県工業技術センター】 
【（株）メカトロニクス】  
・測定機器活用に係る助言 
 

【県農産園芸課果樹班】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 
 

調査項目、かん水 
管理等の助言 

現地実証に係る助言 

実証技術に係る助言 

かん水技術の新規課題化へ提案 

表　点滴かん水同時施肥の有無と果実品質
重量 着色 浮皮発生 糖度 酸含量
（ｇ） 歩合 率（％） (g/100ml)

（2011年）
点滴　同時施肥 101.3 10.0 10.0 15.0 0.95
対照 125.6 9.9 10.0 13.4 0.91
（2012年）

点滴　同時施肥 83.5 9.8 0.0 13.5 1.24
対照 90.9 9.9 20.0 13.1 0.98
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・トマト、いちごについては作型の関係で収穫調査を継続中である（４月まで）。 
・適切なCO2施用の設定について各品目毎にコストを考慮した制御について継続して

検討が必要。また、局所施用と固定施用の比較については、イチゴで実施したが、他
品目では実施していない。 
・除湿機の効果については病害の発生が少なく判然としなかった。 
 

施設園芸での複合環境制御技術の確立と普及  

                                         ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
複合環境制御技術（CO2局所施用及び除湿機)は生育促進、湿度に起因する病害の防除に効果が図られるが、本
技術について長崎県農産園芸課技術普及班を中心として、㈱ネポンと連携し、品目別（トマト、いちご、バラ、トルコ
ギキョウ）実証・展示等を通じて拠点の産地から県域全体への普及・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） 

 
 本技術は、施設園芸において大幅な光合成促進効果が見込める日中のＣＯ2局所施用を実
現する技術および除湿機の利用により多湿状態を回避し灰色かび病等の病害発生を軽減す
る技術である。 （農研機構 Ｈ１７～Ｈ１９年、長野県農試Ｈ７～Ｈ１０他） 
 

【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      ：０．34ha 
平成２８年度（目標年）：5ha 

 
 
【栽培技術導入検討会の開催】 
農業革新支援専門員と関係機関により各品目毎に 
実証展示圃農家、調査項目等を検討した。 
【栽培実証圃設置（３振興局４ほ場】 
トマト（ミニトマト）、いちご、バラ、トルコギキョウの 
４品目についてそれぞれ展示圃を設置した。 
【複合環境制御技術現地調査】 
４品目４ヶ所の展示圃について、それぞれハウス 
環境（CO2、温度、湿度等）の調査および生育について調査を行った。 
【導入効果の分析・評価・改良検討及び品目別生産者等研修会】 

 得られた知見等により効果の確認、改良点の抽出と対策の検討、次年度に向けた問題点の
整理を行うとともに本年度に得られた結果・データについて冊子にまとめた。また、２品目につ
いて生産者等研修会を実証圃で開催した。 

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 

 
 

・CO2の局所施用において、トマト、バラの展示圃 
で大気中のCO2濃度（約400ppm)を下回らない設 
定ができた。 
・収量調査では、バラの増収効果（約１割）が確 
認できた。また、いちごにおいてはCO2無施用よ 
り増収が見られたが慣行施用との差は見られて 
いない。 

・品質調査ではバラの切花長の向上、およびトルコギキョウにおいて品種によっては
茎径や輪数の向上がみられた。 

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） 

 
 

・トマト、いちごについては収穫調査終了後、とりまとめを行なう。また、収量・品質調査
について次年作のデータを収集分析しH24年作との比較・効果の確認および改良点に
ついて検討する。さらに得られたデータを元に試験２年目の結果をまとめて資料を作
成・配布する。 
・CO2の制御・設定について日中大気中濃度を下回らないことを基本に濃度、施用時

間等最適な設定を確立する。局所施用と固定施用の比較についてはバラでも実施予
定である。 

・除湿機の効果を確認するとともにヒートポンプを導入している施設においてはヒート
ポンプによるハウス内湿度の調整方法を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・関係機関との調整 

【農林技術開発センター】 
・関係機関との調整 

知見・技術提供・評価 

試験課題化への要望 

【農産園芸課】 
・生産進行事業 
への反映 

ネポン株式会社 
・技術提供・実証協力 
･調査測定･データ分析 

調査データ報告 

【３JA】 
・実証圃設置 
･現地調整 

実
証
圃
設
置
協
力 

【展示圃 

   生産者】 
・調査協力 
･設定、測定 

栽
培
管
理
指
導 

生
育
等
調
査 

【全農長崎県本部】 
【長崎県花き振興協議会】 
・実証協力 

【３振興局】 
・実証圃設置･調査協力 

分析・データ提供 

CO2施用が時期別切花本数に及ぼす影響
（バラ）
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51



 
 

・土壌病害である、そうか病や青枯病の発生ついては今回発生がなかったが、緑肥作
物の作付けによる発生の増加につながる可能性もあることから継続して観察する必要
がある。 

・また、未熟有機物はそうか病の発生を助長することから、秋作ばれいしょまでに十分
な腐熟期間を設けられるように作業をすすめる必要がある。 

バレイショ収穫作業同時緑肥作物播種機の技術確立と普及 

＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 本県ばれいしょ産地においては、春作の収穫時期が梅雨期の大雨と重なり、収穫後の裸地状態の圃場では、土
壌流亡が発生しやすい状況にあるため、本県が開発した、ばれいしょの収穫と緑肥作物の播種を同時に作業できる
装置を、今後、土壌流亡防止と地力維持等を図るため現地実証・展示により県域全体に普及・定着を推進を図る。 
 

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） 

 
ばれいしょ収穫と緑肥作物播種を同時に作業できる装置の技術で、カバークロップが早期に
畑を覆うことによる表土流亡の防止とすき込みによる有機物の補給が可能となる。（２０１２年
に長崎県農林技術開発センターと田中工機（株）により開発。２０１３年３月より販売） 

【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      ： 0.1 ha 
平成２８年度（目標年）：５０ ha 

【実証ほ設置打合せ（５月）】 
 検討会の開催はできなかったが、事業の実施について別件用務の会議等で打合せを行った。 
【実証ほ設置（１ほ場）（６月） 】 
 事業の決定が７月になったため、緑肥作物の栽培実証試験と 
  して、雲仙市の１ヶ所に展示ほを設置した。 
【検討会の開催１回（１月）】 
 農業革新支援専門員、普及組織、県担当課、農林技術開発 
 センター、ＪＡ等関係機関によって緑肥作物の作付け推進及 
 び事業の推進について検討を行った。 
【栽培技術等分析検討評価等（３月）１回】 
 春作ばれいしょ収穫後に適するカバークロップ草種について農林技術開発センターの成果 
 内容について試験研究組織、普及組織、県担当課、ＪＡ、農業革新支援専門員等の出席者 
 により検討を行った。 

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 

 
 
・秋作ばれいしょの収量は緑肥作 
物をすき込んだ区において、１割 
程度向上した。 
・目視であるが土壌流亡防止（濁 
水発生抑制）効果は確認できた。 
・展示ほ設置農家の意見として、 
緑肥作物をすき込んだところは収 
穫時に、ばれいしょの土の離れが 
良く作業がしやすいとの意見があった。 

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） 

 
 

・バレイショ収穫同時作業同時緑肥作物播種機の使用による作業時間について慣行
の作業体系と比較してどの程度省力化ができるか検討する。 

・実証ほ設定以外の振興局（普及組織）についても技術普及に向けて検討会への参加
を誘導する。 
・関係機関と連携して諫早湾干拓周辺地域にカバークロップ作付けの推進を図る。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・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 

【長崎県農林技術開発セ
ンター】 
・検討会への参画 
・新たに発生した課題へ
の対応技術開発 
 

【県農業環境担当課】 
・検討会への参画 
・土壌の地力向上、環
境負荷軽減施策への
反映 
 

【１振興局（普及組織）】 
・検討会への参画 
・実証ほの運営協力 

【１ＪＡ】 
・検討会への参画 
・現地調整 

緑肥すき込み後の秋作ばれいしょ収量

2200

2400

2600

2800

緑肥無作付 クロタラリア ギニアグラス

緑肥作付けの有無及び草種

kg/10a

現地実証に係る助言 

情報提供依頼 
情報共有・協力 

情報共有 

【協力農家】 
・実証ほ栽培管理 
・収量の記帳 実証等協力依頼 
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7/9/2013 

 
 
・軽トラに積載できるためどこでも搬送可能だが、傾斜がある場所での使用では、トル
ク不足で走行できなかった。また緩傾斜でも土壌水分が多い時や、土壌が柔らかい場
所では、タイヤが空回りしグリップ力が弱く、走行不可能であった。 
・作業台の幅が狭いので、作業効率や安定感の向上が必要である。                                               
安全性を高めた枠があるため、機械（ヘッジトリマー等）を使用して作業する時に、機
械を置く場所がない。また作業中に枠が邪魔になり危険。運搬時にみかんコンテナが
横に２列並び、２段で１２コンテナが登載できる広さ、耐久性がないと運搬作業の効率
が悪い。 

果樹栽培における生産基盤に対応した高所作業車の導入による 

省力・軽労化技術の普及               ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 県内の果樹園は傾斜地が多く、省力・軽労化が課題になっている。（独）農研機構 生研センター、（株）サンワが開
発した高性能高所作業台車（農業新技術2012）を県下の異なる樹種で実証し、機械改良点等の課題を把握するとと
もに、産地、樹種に適合した省力機械を県域全体へ早期導入できるよう推進する。 

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）農研機構 生研センターが開発した高所作業台車（農業新技術2012）は、電動で小回り
が利き傾斜地でも安全性を確保でき、運搬車としても活用可能な高性能機械である。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末） 
平成２３年度（基準年）：０組織 
平成２４年度      ：0組織 
平成２８年度（目標年）：１０組織 

 
 
【実証ほ設置検討会１回（１２月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、農産園芸課 
果樹班、果樹研究部門を参集し、実証ほ設置農家、調査項目・ 
手法等を決定。 
【実証ほ設置（島原・県北振興局：３ほ場）（１２、１月） 
 現地実演（県央振興局管内）（2月） 】 
【現地検討会開催２回（２月）】 

 開発メーカーを招き、生産者・技術員と現地検討。 
【成績検討会（２回）（３月）】 

 実証ほ設置検討会出席者及び開発者と、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 

 
・電動のため昇降作業がスムーズで振動が尐なく、音も静かであった。 
・ももハウスでのせん定作業については、高所作業車の使用により183％の作業効率
が高まった。また、その時の作業時歩数は43％であった。 
・高所作業車を運搬車として活用した場合、搭乗しての使用では時間が89％、歩数も
10％に削減できた。 

 

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） 

 
 
・現地試験の結果をふまえ、機械の開発者と意見交換を行なった結果、ほ場内でスム
ーズな走行ができるよう、タイヤの大きさやギア比を変え、トルクを向上させるような改
造をメーカーに依頼し、現地実証により改造車の作業性について検証する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【県央・島原・県北 ３振興局】 
【長崎西彼・長崎西海 ２農協】 
・実証ほ試験の調査 
・機械の実演 

【実証生産者】 
・実証ほでの試走 
・機械の走行試験、意見の記帳 

機械操作の指導 
実証データ調査 

記帳データ提供 

【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 

【県果樹研究部門】】 
・各種検討会への参画 
・調査方法の助言 
 

【農研機構 生研センター】 
【（株）サンワ】  
・現地実証への協力、 
 課題解決に係る助言 
 

【県農産園芸課果樹班】 
・各種検討会への参画 
・生産振興方針への反映 

機械の運搬、 
機械操作等の説明 

現地実証に係る助言 

機械改造に係る提言 

区 時間 心拍数※１ 歩数※２

高所作業車　搭乗 0:01:27 103.5 16.5
(89) (99) (10)

高所作業車　歩行 0:02:01 112.5 49.5
(123) (107) (30)

対照（歩行） 0:01:38 105.0 168.0
(100) (100) (100)

※１　静止時は60
※２

　歩数計の測定値

せん定量 歩数
（kg／時） （歩／時）

6.2 55.8
〔183〕 〔43〕

3.4 129.6
〔100〕 〔100〕

脚          立

区

高所作業車

表１ ハウスもものせん定作業 

表２ 肥料の園内運搬作業 

実証試験結果報告 
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・ほうれんそうでは１作型の途中からしか調査できなかったうえ、極端な低温により生
育が遅延した。再度、調査を行うと共に、秋まきについても実証調査する必要がある。 

・たまねぎでも途中からの調査となったため、育苗時期や定植後からの調査を再度行
う必要がある。 

加工・業務用野菜(たまねぎ、ほうれんそう)の栽培技術(たまねぎ収獲時期分散のた
めの品種選定及び株間、ほうれんそう加工業務用品種)確立と普及   ＝長崎県＝ 

【事業の実施方針】 
 長崎県の加工業務用を目的としたたまねぎ及びほうれんそう栽培では出荷の集中による栽培面積の伸び悩みや
増収対策が課題となっており、現地実証により本県の気象や土壌条件下で技術の適応性等を検討し、改良等を
行った上で技術導入を図り、加工・業務用野菜の取り組みの普及推進・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） 

 
 ６月上旬収獲加工業務用たまねぎ品種「もみじ３号」「ﾈｵｱｰｽ」(H22年に全農徳島県本部で選定)、たま
ねぎの平均球重が優れる株間10cm(H20～22年に滋賀県農業振興センターで開発)及び加工業務用向
けほうれんそうに適する、多収性品種「ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ7」(H20～22年に岩手県農業研究センターで選定)。「ク
ロノス」「トラッド7」(H20～22年に埻玉県園芸研究所で選定)。 

【成果目標及び達成状況】（H25.2月末現在） 
平成２３年度（基準年）：０ha 
平成２４年度      ：０．３６ha 
平成２８年度（目標年）：１０ha 

 
 
【栽培技術導入打合せ】 
 計画選定が１１月末となり、検討会の開催はできなかったが 
打合せ(12月)を行い事業の実施、実証圃設置農家選定、 
内容、調査項目等について協議した(県費)。 
【栽培技術確立ほ設置】 
 計画選定が１１月末となり、設置は１月～２月及び設置の協 
力が得られない地域が生じたので県央・島原地域の２カ所で 
たまねぎ３ヵ所。ほうれんそう３ヵ所の展示圃を設置し調査を 
行った。 
【栽培技術等分析検討評価等】 
 得られた知見等によりほうれんそう栽培暦(案)を作成しデー 
タ提供を行った(3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 

ほうれんそうは慣行品種に比べ生育が旺盛であり、実儒者の評価も高かった。また、タマネギで
は株間が広いほうが生育が良く、６月取り品種は生育が旺盛である。 

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） 

 
 

・ほうれんそう及びたまねぎで播種から調査を行うと共に、低温により生育遅延が見ら
れた為、圃場での気温及び地温を調査し、生育と温度に関する基礎データの収集を行
う。 

・得られたデータを元に栽培暦や収支などを確かなものとし試算等の資料を作成し配
布を行う。 

次年度に向けた課題への対応方策 

【農業革新支援専門員】 
・事業実施計画の作成、運営 
・関係機関との調整 

【農林技術開発センター】 
・関係機関との調整 

知見・技術提供・評価 

試験課題化への要望 

【農産園芸課】 
・加工業務用振興 
事業への反映 

【２振興局〔普及組織〕】 
・実証圃設置･調査協力 

調査データ報告 

【２ＪＡ】 
・実証圃設置･分析協力 
・現地調整 

分析用データ提供 

実
証
圃
設
置
協
力 

【展示圃 

   生産者】 
・調査協力 

栽
培
管
理
指
導 

生
育
等
調
査 

【全農長崎県本部】 
・実儒者評価調査 

調査内容提供 

たまねぎ最大葉長(3/22)
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■生産者栽培研修会(６カ所) 
 ｢つや姫｣生産者を集め、栽培上の留意点等を説明。 
■生育状況現地検討 (生育状況調査、収穫物調査) 11回 
 現地栽培圃場の生育状況、収穫物の調査を行い、生産 
栽培研修会、技術効果検証時のデータとして活用した。 
■技術効果検証  14回 
 各地域の生育状況・収穫物調査結果により、平成24年産｢つや姫｣の技術効果を検証。 
■先進地事例調査 、流通評価調査 
 情報交換を図るため、山形、島根県において事例調査を実施した。また、主たる消費地
である関西地域において、流通上の課題について調査した。 
■栽培マニュアル改訂 
 本年度の課題を整理し、次年度に向けて栽培マニュアルを一部改正した。 

 
 
■低標高地で品質が安定していない地域があった。 
■移植直後の低温・日照不足の影響により、初期生育不足の地域があった。 
■一発肥料を使用した圃場で、全体的に収量が低く、品質が低下する傾向にあっ    
 た。 
■防除・収穫の遅れにより、品質が低下した圃場があった。 

水稲新品種「つや姫」の高品質栽培技術の普及 

＝大分県＝ 

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） 

 
｢つや姫｣は高温耐性が高く、品質低下が発生し難くく、食味・収量性も良好であるが、地
域の気象・圃場条件等に応じた栽培基準を設定することにより、品質・収量の安定化が
図られる技術である。 
 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：  100ha 
平成２４年度      ：  260ha 
平成２８年度（目標年）：  4,000ha 

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 

 
 

■平成24年産実績 
  ・｢つや姫｣作付面積260ha 
  ・｢つや姫｣１等米比率 78.4%(主食用水稲平均53.6%) 
  ・｢つや姫｣食味評価 コシヒカリ(複数産地ブレンド米)対比の総合評価 +0.33 
           ※評価は(財)日本穀物検定協会による食味試験、県内８サンプル平均値 
■既存品種｢ヒノヒカリ｣｢ひとめぼれ｣と比較して、外観品質・倒伏性・収量が安定 
  しており生産者の評価は概ね良好であった。 

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） 

 
 
■低標高地域向け生育・栽培基準を明確化し、現地に圃場において効果を検証  
 する。 
■現地圃場の生育調査データを迅速に解析・提供し、気象条件に応じた栽培管理 
 を徹底する。 
■栽培地域の気象条件、土壌条件に応じた適性な一発肥料の検討を行う。 
■生産者講習会等を通じ、適期作業を呼びかけ、徹底する。 
 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

【事業の実施方針】 
 地球温暖化に対応し、高温に強い水稲品種として新たに奨励品種に採用した｢つや姫｣について、県内各
地域の気象・圃場条件等に対応した、高品質栽培技術の実証・検証を進め、栽培マニュアルを整備し県全
域への普及・定着を図る。 

連携(試験研究)

農林水産研究指導センター

水田農業グループ

連携(他県試験場)

山形県農業総合研究センター

水田農業試験場

広域普及指導員

農業革新専門支援員

各振興局作物担当

県内産地

生育状況・流通評価・食味評価

を反映した技術情報の提供

生産への戸別栽培指導

情報交換

情報交換

技術提供

連携(行政、関係団体)

大分県農林水産部

集落水田対策室

全農大分県本部

施策・流通販売
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