
 
・通路部分の改善を検討する。 
・生産者がより快適に作業できる対策を検討する。 
・台風など強風時の対応が実際に可能かを検証する。 
・アブラムシ対策として、天敵を利用したＩＰＭ技術を検討する。 
 

 
＜事業実施体制Ⅰ＞ 
・ハウス間の通路部分で、防虫ネットが垂れ下がらないよう高さを保ち、作業性  の
確保が必要。 
・防虫ネット内の通路部分の換気改善が必要。 

・以上の課題を解決するため、今年度の実証ほ設置を継続して設置する必要があ
る。 
＜事業実施体制Ⅱ＞ 

・薬剤抵抗性アブラムシ類の発生が新たに問題となり、引き続き現地での実証が
必要である。 
 

 
＜事業実施体制Ⅰ＞ 
・25万円以下/10aの設置経費で生産者が設  
置しやすいようにシンプルで簡単にする。 
・防虫ネットの重量を減らして夫婦2人でも持 
ち運べるように工夫した。 
・台風直撃時に速やかに生産者が撤去可能 
＜事業実施体制Ⅱ＞ 
・防虫ネット展張ほ場において、微小害虫対 
策としてスワルスキーカブリダニの導入、うど 
んこ病対策として硫黄粉剤の散布により一定 
の防除効果が確認できた。 
 

 
【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、普及指導員と連携し、実証ほ設置農家、設置方法、
調査項目・手法等を決定。 
【防除技術導入検討会１回（８月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、野菜担当、農業試験場を参集し、実
証ほ場にて、導入・課題等を検討。 
【先進地視察１回（10月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、熊本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（３回）（1月、2月）】 
 現地検討会の出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

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） 

 
ミニハウス群の外から防虫ネットを全面展張し、タバコガ被害の軽減を図る技術である。 
(平成23年度大分県農林水産研究指導センタートマトピーマンチーム)  

また、防虫ネットの全面展張により微小害虫やうどんこ病の発生が懸念されるが、天敵の
活用や硫黄粉剤の畝上散布といったＩＰＭ防除法の普及を図る技術である。 
(平成22年度大分県農林水産研究指導センター病害虫チーム) 
 

【成果目標及び達成状況】（H25.3月末現在） 
平成２３年度（基準年）：事業Ⅰ(1戸) 事業Ⅱ(3戸) 
平成２４年度      ：事業Ⅰ(1戸) 事業Ⅱ(3戸) 
平成28年度（目標年）  ：事業Ⅰ(15戸)事業Ⅱ(150戸) 

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 

【事業の実施方針】 
夏秋ピーマン栽培の間口1.8mハウス（通称ミニハウス）におけるタバコガ被害を軽減するため防虫ネット全面
展張技術の現地普及･定着を図る(事業実施体制Ⅰ)とともに、全面展帳に加えて微小害虫やうどんこ病防除
技術を総合的に取り入れたＩＰＭ体系(事業実施体制Ⅱ)を実証し、県域への技術の普及･定着を図る。 

広域普及指導員
（農業革新支援専門員）
中部振興局、豊肥振興局

農林水産研究指導センター

連携（民間）
　アリスタライフサイエンス(株)
　サンケイ化学（株）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
ＩＰＭ技術の普及・定着

実証協力

連携（独立行政法人）
（独）九州大学
（独）農業環境技術研究所

技術提供

技術協力

夏秋ピーマン栽培におけるハウスへの防虫ネット全面展張等による    
総合防除対策                             ＝大分県＝                                                    
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・立ち枯れ性病害対策にはベンチ育苗は必須であると思われるが、雨よけについ
ては無被覆でも立ち枯れ性病害が蔓延していない事例や雨よけによって苗が徒
長する事例も見受けられるため、雨よけ期間や資材の検討が必要である。 

・出荷予測技術は大方の出荷動向をつかむのには有効と思われるが、流通面で
必要とされる情報を提供するような精度ではないので、農林水産研究指導セン
ターのイチゴチームと連携して精度を高めていく必要がある。 

「さがほのか」の育苗技術の向上及び成熟日数管理による単収向上 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 単収向上のため、炭そ病に効果のある薬剤ローテーションを組み入れた立枯性病害マニュアルを作成し県
内産地への普及･定着を図る。また、開発された出荷予測技術を導入・検証して圃場調査・栽培管理指導を行
い、厳寒期におけるイチゴ果実の成熟日数の適正化を図り、県内産地へ普及・定着を促進する。 

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） 

            炭そ病に効果のある薬剤ローテ－ションの導入により健苗の確
保を図る。（ ２０１０年に大分県農林水産研究指導センターで開発） 

 さがほのかの開花時期から成熟日数を予測し、厳寒期の成熟日数を適正化する技術
である。 （２００９年に大分県農林水産研究指導センターで開発） 

【成果目標及び達成状況】      基準年 実績  目標 
 (H25.3月末)               (H23)  (H24) (H28) 
 立ち枯れ性病害技術の導入農家    60戸  60戸   280戸 
 出荷予測技術を導入した農家数    10戸   6戸    70戸 

【イチゴプロジェクト班会議）（６回）】 
 農業革新支援専門員がチームリーダーとなり、プロジェクト活 
動内容の検討、マニュアルの改訂等を行った。 
【雨よけベンチ育苗展示圃設置（6振興局 11ヶ所）（７月） 】 
 主な生産部会を対象に雨よけベンチ育苗展示圃を設置した。 
【育苗時栽培管理指導巡回（7～９月】 
 主に立ち枯れ性病害対策のため巡回指導を行った。 
【成熟日数調査圃設置（５振興局 ６ヶ所（１０月）】 
 出荷予測技術の検証を兼ねて開花から収穫までの日数調査 
を行った。 
【本圃栽培管理巡回指導（９～３月）】 
 主に厳寒期の展葉速度が落ちないよう巡回指導を行った。 

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 

 
 
 
                                                                    

・雨よけベンチ育苗は立ち枯れ 
性病害対策に有効であることが 
認められた。また、炭そ病に効 
果のある薬剤ローテーションを 
組み入れた栽培マニュアルを作 
成し立ち枯れ性病害対策を徹底 
した。 
・出荷予測技術の検証を兼ねて 
成熟日数調査を行った。技術は概ね妥当性があった。しかし、地域の差によ
る日照時間の相違などによって、地域差が見られた。 

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） 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
     ・    
   
 
 
 
 
 
 
 

・雨よけベンチ育苗は、立ち枯れ性病害対策の基本であるので引き続き展示圃を
設けて現地への普及を図るとともに、マニュアル（県独自）に基づいた防除対策を
徹底する。   

 一方で、立ち枯れ性病害をあまり発生させない事例調査を行い、雨よけ期間や
資材の検討を行う。 
 

・年次間差を見るため引き続き成熟日数調査を行う。また、農林水産研究指導セ
ンターイチゴチームが新規課題で出荷予測技術の向上に取り組むので、連携して
よりよい技術普及を図る。 
 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（イチゴ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（イチゴチーム）

プロジェクト班員
東部振興局
中部振興局
南部振興局
豊肥振興局
西部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（病害虫チーム）

連携（関係団体）
大分県野菜生産者
協議会イチゴ部会

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向け
た技術導入の課題
について検討す
る。

開花日 12月21日 12月28日 1月5日 1月18日 1月24日 2月2日 2月10日

収穫日（平均） 1月30日 2月6日 2月15日 2月28日 3月5日 3月13日 3月20日

収穫までの日数 40.6 40.7 41.3 41.4 41.1 40 39.2

収穫までの積算温度 521.9 531.5 556.2 574.1 570.3 571 568.5

開花日 － 12月26日 1月4日 1月18日 1月24日 2月2日 2月8日

収穫日（平均） － 2月4日 2月14日 3月2日 3月10日 3月19日 3月24日

収穫までの日数 － 40.3 41.8 44.3 46.9 46.2 45.2
収穫までの積算温度 － 527.9 532.3 562.6 591.6 595.8 587.6

開花日 12月22日 12月28日 1月12日 1月18日 1月24日 2月2日 2月10日

収穫日（平均） 2月9日 2月11日 2月24日 3月1日 3月7日 3月11日 3月19日

収穫までの日数 49.1 45.3 43 43.1 43 38.8 38.7

収穫までの積算温度 657.2 604.3 587.6 597.5 583.8 534.6 550.1

開花日 12月22日 － 1月13日 － 1月27日 － 2月9日

収穫日（平均） 2月19日 － 2月21日 － 3月7日 － 3月18日

収穫までの日数 59.8 － 39.8 － 40.2 － 38
収穫までの積算温度 690.5 － 470.1 － 511.9 － 499.1

杵築市

大分市

宇佐市

佐伯市
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・軟腐病の効果的な防除には、薬剤散布の他、以下の点に配慮した対応が必要であ
ると示唆される。 
①プロベナゾール剤の2回散布（当事業取組技術） 
②効果的な排水性の確保 
③軟腐病の蔓延・被害拡大の前に商品出荷できる作型の再構成 

①については当事業により推進を再度進める。②については水田跡地であることから
耕盤破砕が必要であるが借地ゆえの作業難（地権者が嫌がる）・復田の見込が立たな
いことに対する懸念等により実施が徹底出来ない実情がある。③については、軟腐病
被害が盆明け傾向に急速に拡大することから早期の出荷が可能となる作付け検証が
必要である。 
 

白ねぎにおけるﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ剤の2回散布体系の導入 

                             ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
 白ねぎの軟腐病による商品収量の低下を抑え、白ねぎ増収による生産者の所得向上の実現を図る目的で、
大分県（農林水産研究指導センター）が平成22年に開発したプロベナゾール剤の２回散布体系実施体系技術

の県域への普及・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） 

 
 軟腐病対策としてプロベナゾール剤を６月・７月の２回散布を行うことで当病害を抑える
技術で、商品単収が図られる技術である。（ ２０１０年に大分県農林水産研究指導セン
ターにより開発） 

【成果目標及び達成状況】（H25.３月末） 
平成２３年度（基準年）：導入戸数 １０戸 
平成２４年度      ：２０戸 
平成２８年度（目標年）：７０戸 

 
【軟腐病防除生産者講習会１回（１月２１日）】 

 ＪＡ玖珠九重及び白ねぎ生産部会員を参集し、広域普及指導員（農業革新支援専門員）、西部振興局
普及指導員が軟腐病の防止対策に向けた生産管理手法・排水対策・生育促進の必要性を説明・周知徹
底を図った。 
【実証ほ設置打合せ３回（１～３月）】 
 農業革新支援専門員が中心となり、西部振興局・JA玖珠九重・白ねぎ生産部会及び（株）ｸﾎﾞﾀと協議の
上、次年度の軟腐病防止に向けた総合実証試験手法等を決定。 
【現地調査 のべ１７回】 
 大分県内の白ねぎ産地における軟腐病の発生状況及び生産指導を実施した。 
【プロジェクト班会議６回】 
 県内の普及員・試験場他を参集し、現地調査状況調査の報告、今後の対応を協議した。 
【先進地視察２回（８、２月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、鳥取県において普及指導員による先進地視察を実
施。 

新技術の内容 

24年度事業の取組内容 

 
・今年度の薬剤の適期散布の推進の結果、当技術の導入は前年実施者の倍となる20
名となった。 

・しかし、生産実績は昨年九州北部を襲った記録的豪雨による影響が強く残り、過湿
による根傷みと軟腐病菌Erwinia菌（エルビニア菌）の影響を避けることができず軟腐
病を効果的に抑えるには至らなかった。 

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．効果的な排水性の確保については、生産者が①水稲への依存度が高いこと、②借
地が多く抜本的な排水対策に対する地権者の反発等がネックとなり、抜本的な対策が
進まない。その中で鹿児島県がこの課題の解消が見込まれる取組を構築した。この復
田可能な排水対策の実証技術の現地試験を平成25年度に実施する。 
２．作型改善については、当該地区が冷涼な温度帯であるゆえ白ねぎ生育が不安定
にあっている。同時期に出荷される産地においては加温育苗等の実施しているので、
この取組を平成25年度に実施する。 
３．軟腐病の抵抗性や、早期出荷に対応が可否については品種本来の持つ影響が非
常に強いことから、上記２に関する品種比較調査を行う。 
以上１．～３．を組み合わせた総合的な軟腐病防除体系の試験を実施する。 

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） 

【西部振興局】 

・実証ほの運営管理  ・収量・品質調査 

・生産者実施状況調査 

【ＪＡ玖珠九重白ねぎ生産部会】 

・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（広域普及指導員）】 

・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 

【大分県農林水産研究指導セ

ンター】 

・現地調査 

・次年度対策指導助言 

【全国農業改良普及協会】 

・実証試験実施サポート 

 

【県園芸振興室】 

・生産振興方針への反映 

 

調査項目等の計画
立案・調査指導等 

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 

【東部・中部・豊肥・北部振興局】 

・現地白ねぎ状況調査報告 

・技術対応検証    

白ねぎＰＴ 
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・土壌物理性については、各圃場ごとに異なるために、各々の圃場に適した有効
な改善手法を提案する必要がある。 
・土壌物理性改善に伴い、灌水技術などの手法も検討が必要。 
・孔隙率が高すぎる場合、白絹病など病害虫の発生を助長する懸念がある。 
 

土壌物理性改善技術導入によるニラの生産性向上 

                                       ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
にらの生育に及ぼす土壌物理性（貫入硬度、仮比重、三層分布、透水性等）を調査する土壌診断技術並びに
土壌物理性改善技術の実証圃を設置することにより、最適な土壌改善方法を明らかにして県域全体への普
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） 

 
生育に及ぼす土壌物理性について、貫入硬度、仮比重、三層分布、透水性等の関連性
が高く、土壌物理性改善技術（深耕・土壌改良資材の投入）により改善効果が図られる
技術である。（開発主体：大分県農林水産研究指導センター土壌環境チーム。開発年：
平成23年度） 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： ０戸 
平成２４年度      ： ２戸 
平成２８年度（目標年）： ７４戸 

【土壌物理性改善技術導入検討会（７月）】 
 広域普及指導員が中心となり、にらプロジェクトチームで 
調査項目・手法等を決定。 
【土壌物理性実態調査】 ７地点 
【栽培実証ほの設置（３か所） 】 
 土壌物理性調査、土壌改良資材（パーライト）投入調査 
【現地検討会開催３回（１１、１２、３月）】 
 土壌物理性調査中間検討。現地検討。 
【土壌物理性改善技術研修会】 
 関係機関を集めての土壌物理性調査・実証ほについて 
 

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 

【土壌物理性調査による低・高単収要因】 
※県内７地点の調査結果 
○高単収要因：仮比重：小、孔隙率：高 
         通気性と透水・保水性が重要 
○低単収要因：作土浅く、作土に硬い層あり 
・土壌改良のために、樹皮質の堆肥を４５cm 
程度までの深いところまで投入し、仮比重や 
孔隙率を改善する。 
【土壌改良資材実証ほ設置：２地点】 
・重粘質土壌等、仮比重高く透水性も良くない 
→パーライトの投入による物理性改善 
収穫終了H25/7月見込みで継続調査中 
 

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） 

・重粘質土壌等、仮比重高く透水性も良くないほ場に対して、パーライトの投入に
よる物理性改善を目的とした実証ほを設置し効果を検討する。 
 

・各々の圃場に適した有効な改善手法を探るため、県内圃場の土壌物理性診断
実施し、有効な土壌物理性改善手法の提案を行い、技術実証の効果を把握する。 
 

・土壌物理性改善と併せて、白絹病など病害虫の発生を助長させないようにする
灌水技術・病害虫対策を検討する。 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（ニラ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（ネギ類チーム）

プロジェクト班員
東部振興局
中部振興局
南部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（土壌環境チーム）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向けた
技術導入の課題につ
いて検討する。
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・この土壌物理性診断法は、生育期間中に地下25cmの土壌コアを採取するため
に生育中のこねぎを傷めてしまう課題がある。 

・土壌物理性については、各圃場ごとに異なるために、各々の圃場に適した有効
な改善手法を提案する必要がある。 
・土壌物理性改善に有効な堆肥投入を敬遠している傾向にある。 
 

こねぎの土壌物理性診断法の普及と土壌物理性改善技術による生産性向上 

                                       ＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
こねぎの生育に及ぼす土壌物理性について、関連性が高い３項目（①容積重（固相率）、②気相率、③保水性
と透水性（有効水分量と粗孔隙率））を調査する土壌診断技術並びに改善処方について、本技術の実証・展示
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） 

 
土壌物理性の診断及び改善技術を開発した。土壌物理性は、容積重（固相率）、気相率、
保水性と透水性の関連性が高く、暗渠排水や高畝により改善効果が図られる技術である。
（開発主体：大分県農林水産研究指導センター土壌環境チーム。開発年：平成23年度） 

【成果目標及び達成状況】（H25. ３月末現在） 
平成２３年度（基準年）：13戸 
平成２４年度      ：21戸 
平成２８年度（目標年）：42戸 

【土壌物理性調査検討会１回（７月）】 

 広域普及指導員が中心となり、こねぎプロジェクトチーム（普及指導員、県園芸振興室、
農林水産研究指導センター）で、調査項目・手法等を決定。 
【土壌物理性調査（県北地域：１８ほ場）（７～１２月） 】 
 土壌物理性、土壌化学性、可給態窒素などについて 
サンプリング・調査を実施。 
【現地検討会開催３回（１１、２、３月）】 
 土壌物理性調査中間検討。処方カルテの作成 
【土壌物理性改善処方検討会１回（１２月）】 
 土壌物理性調査結果に基づき、改善処方を検討。 
【土壌改善研修会（２月）】 
 部会定例会と併せて処方カルテについて説明。 
 

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） 

・土壌物理性診断実施と、こねぎを傷めない診断法の簡易化を検討する。 
・各圃場に適した有効な土壌物理性改善手法の提案と技術実証をする。 

・土壌物理性診断法と併せて、土壌中の可給態窒素の簡易測定法を行い、塩類
集積をおこさない適切な堆肥等土壌改良資材導入の検討を行う。 
 

次年度に向けた課題への対応方策 

園芸戦略品目特別推進プロジェクト（こねぎ）

チームリーダー　広域普及指導員
（農業革新支援専門員）

プロジェクト班員（試験機関）
農林水産研究指導センター　農業研究部
（ネギ類チーム）

プロジェクト班員
東部振興局
北部振興局

連携（試験機関）
農林水産研究指導センター
農業研究部（土壌環境チーム）

県内産地

広域普及指導員を中心とした
技術の普及・定着

技術提供

産地活性化に向けた
技術導入の課題につ
いて検討する。

 ・土壌物理性診断法より処方カ
ルテを作成し、土壌物理性改善
に向けた取組を啓発できた。 
 ・土壌物理性の改善のためには、
堆肥の投入が有効であるが、連
作による塩類集積で堆肥投入が
ここ数年敬遠している生産者も多
い。土壌物理性と併せて調べた
可給態窒素が7.5kg-N/10aから
4.7kg-N/10a  と落ちていること
がわかり、土づくりの啓発を図る
事が出来た。 
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・引き続き、梅雨時期が例年並みの降雨量と日射量である条件で、裂果率の軽減
効果について検討する。（県農業試験場においても、次年度の試験課題に設定） 

・次年度は、県域への技術普及に向け、今年度の実証ほ設置を継続し、県内全Ｊ
Ａトマト部会に対し、現地検討会の開催を周知する。 

・県内のトマト生産者に本技術の興味を持ってもらうため、簡易なマニュアルを作
成し、配布する。 

 
・梅雨時期の豪雨の影響で裂果の発生が少ない年であった。 

・産地により栽培様式が異なることから、産地の栽培様式にあったかん水管理が
必要と思われる。 

・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
の実証ほ設置を継続して設置する必要がある。 

 
・1つの実証ほ場のデータでは、２月末現在 
で、試験区は対象区と比較して約１割増収 
し、裂果率も低減した。 
・もう１つの実証ほ場のデータでは、斜め 
誘引のためわき芽残しをすることにより主枝 
が水平に傾き樹勢の低下が考えられ効果は 
判然としなかった。 

・成果の上がった実証ほ場のある産地では、                      技術
導入に関する資料を作成し技術の普及 
を図った。 

 
【現地検討会開催１回（10月）】 

 農業革新支援専門員が中心となり、普及指導員、県野菜担当者、農業試験場を参集し、
実証ほ設置農家のほ場にて、２箇所の実証ほで現地検討。 
【先進地視察１回（10月）】 

 農業革新支援専門員が全国ネットワークを活用し、熊本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（4回）（10月、12月、1月、2月）】 
 現地検討会の出席者により、今年度の課題の整理と次年度に向けた改善方策を検討。 

夏秋トマトの裂果対策技術の導入による裂果率の軽減と普及 

＝大分県＝ 

【事業の実施方針】 
大分県の夏秋トマト生産においては、果実の裂果発生による品質低下、収量減少が問題となっている。 裂果
発生時期におけるかん水方法の改善により裂果発生を軽減できる試験成果をもとに、本技術の実証・展示、
実績検討会を通じて、地域農家への普及・導入を推進する。 

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） 

 
夏秋トマトの果実が裂果する時期に、かん水時間を変更して管理することで裂果の発生
を軽減できる技術である。                                              
(平成23年度大分県農林水産研究指導センタートマトピーマンチーム成績書) 

【成果目標及び達成状況】（H25. 3月末現在） 
平成２３年度（基準年）： 1戸 
平成２４年度      ： 2戸 
平成28年度（目標年）：60戸 

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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