
１　国・都道府県における有機農業に関する試験研究の状況

区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等

有機農業を特徴づける客観的指標の開発と安定生産技術の開発

25-29 農研機構・中央農研 露地野菜

25-27 農業環境センター 果樹(リンゴ)

25-29 東北大学 水稲

リンゴ有機栽培実践園の病害虫防除体系を再現した試験圃
場における病害虫発生抑制要因の解析

25-27 農研機構・果樹茶部門 果樹(リンゴ)

リンゴ有機栽培実践園の微生物相の動態分析に基づく微生物
指標の策定と病害虫発生抑制機構の解析

25-27 弘前大学 果樹(リンゴ)

有機レタス栽培における病害の発生生態の解明 25-29 農研機構・中央農研 野菜(レタス)

高冷地のレタス有機栽培における安定生産技術の体系化と経営評価 25-29 長野県野菜花き試験場 野菜(レタス)

アブラナ科植物等による生物的土壌燻蒸の技術的改善 25-29 農研機構・西農研
野菜(ホウレン
ソウ)

補助技術の導入及び実証圃場における有機栽培技術の体系
化と経営評価

25-29 山口県農林総合技術セ
野菜(ホウレン
ソウ)

北部九州地域の麦類の雑草防除・肥培管理を中心とした暖地
有機二毛作栽培技術の体系化と実証

25-29 農研機構・九沖農研 麦・野菜

水稲＋露地野菜の暖地有機二毛作栽培技術の体系化と営農
安定化指針の策定

25-29 佐賀県農業試験研究セ 水稲、野菜

(交付金等)

28-32 農研機構・中央農研 野菜

28-32 農研機構・中央農研 野菜

28-32

新たな除草機等を活用した水稲有機栽培体系の確立 28-32 農研機構・中央農研 水稲

水稲有機栽培の抑草技術における作用機構の解明と安定的
雑草管理技術の開発

28-32 農研機構・中央農研 水稲

水稲有機栽培体系における虫害軽減技術の開発 28-32 農研機構・中央農研 水稲

水田の有機栽培における冬期湛水等による養分管理技術の開発 28-32 農研機構・中央農研 水稲

28-32 農研機構・中央農研 大豆

　

28-32 農研機構・中央農研 野菜

28-32
農研機構・中央農研／農業
環境センター／九沖農研／
野菜花き部門

野菜

28-32
農研機構・中央農研／野菜
花き部門／生物機能部門

野菜、畑作物

28-32 農研機構・中央農研／九沖農研 水稲

　

28-32
農研機構・中央農研／果樹
茶部門／野菜花き部門／生
物機能部門

水稲、野菜、
果樹、茶

28-32

農研機構・北農研／東北農
研／中央農研／西農研／九
沖農研／野菜花き部門／生
物機能部門

野菜、果樹、
茶

28-32
農研機構・中央農研／西農
研／九沖農研／野菜花き部
門／生物機能部門

野菜

28-32 農研機構・中央農研 水稲

抵抗性利用を核とした水稲病害の持続的管理技術の開発

害虫の情報応答機構や土着天敵等の高度利用による難防除病害虫管理技術の開発

生物的土壌燻蒸を活用したホウレンソウ有機栽培の体系化と経営評価

暖地有機二毛作体系の現地実証と営農安定化指針の策定

新たな作物保護管理技術を活用した有機栽培体系の確立

土着天敵等を活用した総合的病害虫管理体系による有機施設野菜生産体系の確立

光や音波、情報化学物質等を利用した発生予察技術や害虫および
天敵の行動制御技術の開発

植物を利用した温存・強化法等による土着天敵の実用化技術の開
発

野菜類における昆虫媒介性ウイルス病害ならびに虫害の総合的管
理技術の開発

普通作物における難防除害虫及び昆虫媒介性ウイルス病の総合的
管理技術の開発

土着天敵等を活用した総合的病害虫管理体系の確立

有機栽培の安定化に対応した生物的指標の抽出・策定

新たな除草機等の耕種的な作物保護管理技術を活用した有機水稲および大豆生産体系の確立

水稲の有機栽培体系の確立

大豆の有機栽培体系の確立

物理的・生物的土壌消毒や作物の抵抗性等を複合的に利用した病害及び線虫害管理技術の開発

診断・定量法ならびに発生予察法の高度化による作物病害の効率
的防除技術の開発

土壌還元消毒や抵抗性品種等の活用による土壌病害・線虫害防除
技術の開発

生物的・化学的処理による作物の病害抵抗性誘導や微生物間相互
作用の利用による新たな病害抑制技術の開発

課題名

国(委託
プロジェ
クト)

有機栽培を特徴づける指標の策定

有機栽培の安定化に対応した生物的指標の抽出・策定

栽培管理に対応した土壌自活線虫相の特徴解明と指標化

有機栽培水稲に特徴的な微生物相と病害抑制効果

リンゴ有機栽培実践園における病害虫発生抑制機構の解明と生物指標を用いた圃場評価法の開発

有機営農を早期に安定化させる技術開発と体系化

レタス有機栽培における安定生産技術の体系化



区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等課題名

21-24 中央農業試験場
野菜（コマツ
ナ）

22-24 上川農業試験場
野菜（ホウレン
ソウ）

23-25
花・野菜技術センター
北見農業試験場

野菜（タマネ
ギ）

23-26 中央農業試験場
野菜(スイート
コーン）

23-26 中央農業試験場
野菜（スイート
コーン、タマネ
ギ、ばれい

23-25 中央農業試験場 野菜（トマト）

23-26 十勝農業試験場 野菜（豆類）

25-27 中央農業試験場
野菜（ホウレン
ソウ）

26-28 十勝農業試験場 野菜（全般）

27-28 中央農業試験場
野菜（たまね
ぎ）

27-30 中央農業試験場 野菜（全般）

青 森 県 26-28 青森産技セ野菜研 野菜（イチゴ）

26-30
宮城県農業・園芸総合研究
所

野菜（全般）

24-29
宮城県農業・園芸総合研究
所

野菜（全般）

24-28
宮城県農業・園芸総合研究
所

野菜（キュウ
リ）

26-27 宮城県古川農業試験場 水稲

秋 田 県 24-28
秋田県　農業試験場・果樹試
験場・畜産試験場

水稲・ねぎ・り
んご、牧草等

山 形 県 25-27
山形県農業総合研究セン
ター・水田農業試験場

水稲

27-28
福島県農業総合センター　有
機農業推進室

ミニトマト

27-28
福島県農業総合センター　有
機農業推進室

小麦

栃 木 県 26-29
栃木県農業試験場　水稲研
究所　土壌環境研究室

水稲

26-28
農業技術研究センター　生産
環境・安全管理研究担当

野菜（イチゴ）

27-29
農業技術研究センター　生産
環境・安全管理研究担当

水稲

21-22
農林総合研究センター　生産
環境部　土壌環境研究室

水稲、野菜（全
般）

23-25
農林総合研究センター　生産
技術部　水田作研究室

水稲

23-25
農林総合研究センター　生産
環境部　土壌環境研究室

野菜（全般）

26-28
農林総合研究センター　土壌
環境研究室

野菜（葉菜類）

26-28
農林総合研究センター　水
稲・畑地園芸研究所、水稲温
暖化対策研究室

水稲

27-32
神奈川県農業技術センター
生産環境部

野菜（イチゴ、
アブラナ科、ウ
リ科、ナス科）

28-32
神奈川県農業技術センター
生産環境部

野菜（全般）

宮 城 県

農生態系内の生物多様性向上による総合的病害虫管理技術の開発

露地園芸技術の実証研究

キュウリ主要病害に対する環境負荷軽減を考慮した総合的防除技術の
確立

新型生物農薬の水稲病害に対する効果の検討

福 島 県
小麦の赤かび病の抵抗品種の比較

有機水稲栽培の継続が土壌・水稲・雑草・動物類に及ぼす影響評価

地域内有機質資源の肥料成分のフル活用による持続的農業生産技術
の推進

水稲有機栽培における安定栽培技術の開発と導入効果の可視化手法
構築

ミニトマトの野性的栽培の技術確立

埼 玉 県

新たな防除技術を活用したイチゴの省力的害虫防除体系の確立

水稲複合抵抗性品種の防除削減によるリスク評価と「彩のきずな」など
新たな奨励品種での減農薬・減化学肥料栽培法の確立

千 葉 県

有機農業実践圃場における土壌管理事例調査

水稲の有機栽培の実証

有機栽培における施用有機物の肥料的効果の評価

主要な葉菜類の有機栽培圃場における可給態窒素診断基準の策定

水稲有機栽培における雑草対策の実証

神奈川県

化学合成農薬の使用量を削減する防除技術の開発

環境に優しい環境保全型施肥技術の開発

気象変動や生物多様性に適応した特産野菜の安全・安心な病害虫管
理技術の研究開発

北 海 道

野菜の有機及び慣行精密栽培による養分吸収過程と一般品質の関連
解析

環境保全型農業と両立する生物的相互関係を活用した難防除コナダニ
類新管理体系の確立

たまねぎ有機栽培用育苗培土の利用技術の実証・普及

有機栽培畑の窒素肥沃度向上を目指した緑肥と堆肥の活用法

土壌診断の活用による有機栽培畑の生産安定化と環境負荷低減

有機栽培トマトの導入条件と導入効果の解明

雑草の発生密度を考慮した効果的な除草技術の開発

施設栽培ホウレンソウのコナダニ被害を抑制する土壌管理法の確立

畑作物の初期生育・収量向上のための有機・クリーン農業栽培におけ
る堆肥施用法

多雪地帯の有機栽培たまねぎに対する安定多収を目指した春全量施
肥法の確立

有機栽培畑のリン酸肥沃度を考慮した有機質資材施用方の確立



区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等課題名

25-27
山梨県総合農業技術セン
ター

野菜（キュウ
リ、トマト、ブ
ロッコリー、レ
タス）

28-31
山梨県総合農業技術セン
ター

野菜（全般）

26-30
山梨県総合農業技術セン
ター

野菜（全般）

長 野 県 25-29 長野県野菜花き試験場 野菜（レタス）

27-29 農林技術研究所 水稲

27-31 農林技術研究所 全般

26-30 農林技術研究所 土壌

28-30 茶業研究センター 茶

27-29 果樹研究センター
果実（カンキ
ツ）

新 潟 県 25-27 新潟県総合農業研究所 水稲

富 山 県 26-28

富山県農林水産総合技術セ
ンター、富山県工業技術セン
ター、国立富山高等専門学
校

水稲

26-28 石川県農林総合研究センター 野菜（ネギ）

26-28 石川県農林総合研究センター 野菜

福 井 県 26-29 福井県農業試験場 水稲

-27 愛知県総合試験場 水稲

27-29 愛知県総合試験場 茶

27-31 三重県農業研究所
野菜（キャベ
ツ）

S51- 三重県農業研究所 水稲

26-32 三重県農業研究所 水稲

三重県農業研究所 水稲

23-27
滋賀県農業技術振興セン
ター

水稲

27-29
滋賀県農業技術振興セン
ター

水稲

20-22 畜産技術センター 堆肥

22-25 丹波農研 水稲

22-24 農林センター　環境部 水稲

21-23 農林センター　環境部 野菜（全般）

23-25 農林センター　環境部病害虫 野菜（全般）

21-23 茶業研究所 茶

17-18 生物資源研究センター 野菜（全般）

20-22 生物資源研究センター 野菜（全般）

23-25 生物資源研究センター 野菜（全般）

22-24 生物資源研究センター 大豆

27-28
（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所

施設なす

27-28
（地独）大阪府立環境農林水
産総合研究所

いちじく

26-28
奈良県農業研究開発セン
ター

野菜（施設）

24-27
奈良県農業研究開発セン
ター

野菜（ナス）

奈 良 県 26-28
奈良県農業研究開発セン
ター

野菜（スイカ）

大 阪 府

天敵を活用した難防除害虫防除技術の確立

いちじく果実のアザミウマ類被害対策の検討

合成性フェロモンを利用した交信攪乱技術の実証

生き物にやさしい“ポストこしひかり”特栽技術の確立

有機農業に関する技術体系事例調査

有機栽培茶園における主要害虫総合的防除技術の確立

大和高原南部地域の施設栽培に対応した土壌改善技術の確立

露地ナス栽培における土着天敵を活用した害虫防除システムの確立

天敵製剤の利用を核としたハダニ類防除体系の体系化

愛 知 県

畜産堆肥等を利用した蛋白質含量の高い飼料米の低コスト安定生産技
術の開発

生産コストの削減に向けた有機質資材の活用技術の開発

土壌適正管理・調査事業

畜産堆肥データべースを活用した土づくりネットワークの構築

メタン発酵消化液の新規需要米への適用技術の開発

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒ウイルスの開発

乳酸菌を用いた次世代型微生物農薬の開発

乳酸菌を用いた多面的機能を活用した減農薬・高品質苗生産

京都ブランド普及大豆の育成

葉根菜類を中心とする有機栽培技術体系の確立

トウガラシ類害虫に対する京都府内に生息する土着天敵の検索と利用
方法の研究

チャの新害虫ミカントゲコナジラミの発生密度に対応した戦略的防除技
術体系の確立

有機農業技術の開発

水田雑草除草ロボットの開発

石 川 県

牛ふん堆肥ベースの新肥料および土壌中蓄積窒素の活用による効率
的施肥管理技術の開発

県内主要農耕地の土壌環境及び土壌炭素モニタリング調査

農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査（土壌炭素調査）

農業環境価値創出事業

「胴割れ」と「いもち病」に強い本県独自水稲の品種育成技術の開発

大規模稲作経営における水稲主要病害虫の減農薬管理手法の開発

冬期湛水によるネギ白絹病防除技術の開発

山 梨 県

果菜・葉菜類の有機栽培におけるマメ科緑肥の利用技術

有機栽培における緑肥の利用技術の確立

野菜の有機栽培に適した耕種的管理技術の確立

レタス有機農産物安定生産技術体系の構築と経営評価

静 岡 県

蒸気処理防除機の活用による水田の病害虫・雑草管理技術の確立

ふじのくに農水産物の品質・競争力向上と輸出拡大技術の開発

カンキツ園における生物多様性の機能を活用した害虫管理技術の開発



区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等課題名

奈 良 県 26-28
奈良県農業研究開発セン
ター

野菜（スイカ）

27-30
奈良県農業研究開発セン
ター

野菜（トマト）

26-28 県農業試験場
野菜（エンド
ウ）

26-27 県農業試験場
野菜（ピーマ
ン、スイカ）

18-28 県果樹試験場うめ研究所 果樹（ウメ）

26-
鳥取県農業試験場　有機栽
培技術開発・検証チーム（有
機・特別栽培研究室）

水稲、野菜（全
般）

25-29
鳥取県農業試験場　有機栽
培技術開発・検証チーム（有
機・特別栽培研究室）

水稲、大豆

24-29 農業技術センター 水稲

野菜：
24-29
ｿﾊﾞ・ﾅ
ﾀﾈ：
24-27

農業技術センター
野菜、ソバ、ナ
タネ

24-29 農業技術センター
水稲、野菜（全
般）

23-27
岡山県農林水産総合セン
ター農業研究所

水稲

23-27
岡山県農林水産総合セン
ター農業研究所

水稲

23-27
岡山県農林水産総合セン
ター農業研究所

水稲

24-26
岡山県農林水産総合セン
ター農業研究所

野菜（トマト）

24-26

岡山県農林水産総合セン
ター農業研究所、（研）農研
機構中央農研、近中四農研、
近畿大学農学等

野菜（キュウ
リ、トマト）

25-27

広島県立総合技術研究所農
業技術センター、（研）農研機
構果樹茶業研、福岡県、愛媛
県、千葉県、長野県

水稲

25-27
広島県立総合技術研究所農
業技術センター

野菜（トマト，ア
スパラガスな
ど）

27-29

広島県立総合技術研究所農
業技術センター、（研）農研機
構西日本農研、山形大学、徳
島県、山口県等

野菜（トマト）

28-29
広島県立総合技術研究所農
業技術センター

野菜（トマト，ア
スパラガス，ホ
ウレンソウな
ど）

26-30

広島県立総合技術研究所農
業技術センター、（研）農研機
構野菜花き研、兵庫県，香川
県、宮崎大学、京都大学等

野菜（イチゴ，
トマト）

26-30

広島県立総合技術研究所農
業技術センター、（研）農研機
構中央農研、西日本農研、東
北農研、宮崎大学等

野菜（ナス，ト
マト）

紫外光による病害虫防除技術の確立と誘導抵抗性の関与機構の解析

生物間相互作用の解析と植栽管理手法にもとづく難防除微小害虫防除
のための総合的天敵強化技術の開発・実証

中山間地水田における農業に有用な生物多様性を保全するIPM設計手
法の開発

特殊LED照明が県内多くの産業に波及するための研究

中山間の未利用有機性資源を活用した人にも環境にもやさしい土壌消
毒技術の実用化

ＬＥＤ照明を核とする化学合成農薬のみに頼らない総合的害虫管理技
術の開発

広 島 県

水稲の有機栽培支援技術の確立
１）水田雑草の防除技術の確立
(2)効率的機械除草技術の開発
(3)抑草技術の開発
(4)水稲の生育向上技術の開発
(5)有機栽培法と食味の関連分析

畑作物の有機栽培支援技術の開発
1)ナタネ-ソバ輪作体系の確立
2)露地野菜における有機栽培技術のモデル実証
3)施設野菜における有機栽培技術のモデル実証
4)有機農業への転換ほ場における課題抽出と技術開発

有機技術の評価手法等の開発

水稲作における緑肥の育成ステージ別の窒素肥効パターン

水稲作における緑肥の望ましいすき込み時期

レンゲを黄熟期にすき込むと自然発芽して翌年の緑肥として利用できる

夏秋雨除け栽培トマトにおけるすすかび病の発生の動態

バンカー植物の単作と評価、利用技術の開発

島 根 県

岡 山 県

有機栽培「トレジャー技術」を協働で発掘・解析・検証拡大する事業

鳥 取 県

飛ばないテントウムシ等を用いた害虫防除技術の開発

土壌への定着性を高めた微生物による土壌病害防除技術

和歌山県

エンドウを加害するウラナミシジミの緊急防除技術開発

特産農作物病害虫防除

日本一ニューブランドうめ品種の育成

「ゆうきの玉手箱（弐の重）」技術確立☆チャレンジ編



区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等課題名

26-28
山口県農業総合技術セン
ター

花（バラ）

26-28
山口県農業総合技術セン
ター

野菜（イチゴ）

26-28 愛媛県農林水産研究所
水稲、野菜（タ
マネギ）

27-28 愛媛県農林水産研究所
水稲、野菜（タ
マネギ）

27-28 愛媛県農林水産研究所
水稲、野菜（タ
マネギ）

26-28 愛媛県農林水産研究所 水稲

28 愛媛県農林水産研究所
水稲、野菜（タ
マネギ）

26-27
農研機構森林総合研究所、
愛媛県果樹研究センター

果樹（カンキ
ツ）

25-29 愛媛県果樹研究センター
果樹（カンキ
ツ）

25-28 高知県農業技術センター 野菜（ナス）

24-27 高知県農業技術センター 野菜（ナス）

24-26
福岡県農林業総合試験場
病害虫部

果樹（カキ）

25-27
福岡県農林業総合試験場
病害虫部

野菜（ナス）

24-28
福岡県農林業総合試験場
病害虫部

野菜（イチゴ）

24-25
福岡県農林業総合試験場
病害虫部

果樹（カキ）

21-29
佐賀県農業試験研究セン
ター

水稲、麦、野
菜（全般）

27-30
佐賀県農業試験研究セン
ター

野菜（キャベ
ツ、ブロッコ
リー）

23-29 佐賀県上場営農センター
野菜（タマネ
ギ）

25-27
熊本県農業研究センター　生
産環境研究所

全般

27-29
熊本県農業研究センター　生
産環境研究所

野菜（トマト）

17-
熊本県農業研究センター　生
産環境研究所

全般

27-29
熊本県農業研究センター　生
産環境研究所

野菜（ｱｽﾊﾟﾗｶﾞ
ｽ）

25-27
熊本県農業研究センター　果
樹環境研究所

果樹（カキ）

24-29
熊本県農業研究センター　畜
産研究所

全般

26-30
大分県農林水産研究指導セ
ンター農業研究部

野菜（ピーマ
ン）

26-30
大分県農林水産研究指導セ
ンター農業研究部

野菜（イチゴ）

28-30
大分県農林水産研究指導セ
ンター農業研究部

野菜（ピーマ
ン）

28-30
大分県農林水産研究指導セ
ンター農業研究部

野菜（イチゴ）

27-31
鹿児島県農業開発総合セン
ター

全般

鹿児島県 25-27
鹿児島県農業開発総合セン
ター

野菜

肥料コスト低減のための「現場対応型迅速土壌診断手法」確立とその
普及

アブラムシ類の土着寄生蜂（ギフアブラバチ）利用技術の開発

“地下水と土を育む”ための堆肥多投入型品目の適正施肥管理技術の
確立

落葉果樹の難防除害虫に対する効果的な防除技術の開発

堆肥（スラリー）等の利用における環境負荷低減技術の開発

生物的防除資材による防除体系の検討
夏期におけるヒメカメノコテントウとナミテントウ資材（飛ばないナミテント
ウ）の防除効果検討

佐 賀 県

有機農業導入のための生産技術体験の確立と環境保全型農業経営の
成立条件の解明

有機栽培における冬どりキャベツ等の品質・食味向上と土着天敵・コン
パニオンプランツの利用による安定生産技術開発

上場地域の中晩生タマネギにおける有機栽培に対応したべと病、ボトリ
チス葉枯症およびアザミウマ類の防除技術の確立

土壌由来温室効果ガス計測・抑制技術実証普及事業(畑地における有
機質肥料による亜酸化窒素ガス排出係数の定量）

トマトにおける虫媒性ウイルス病の発生解析および防除技術の確立

バイオマス利活用フロンティア推進事業(土壌機能増進モニタリング調
査、堆肥等有機物・化学肥料適正使用指針策定調査）

熊 本 県

大 分 県

生物的防除資材による防除体系の検討
ペキロマイセス　フモソロセウス製材の防除効果検討

コレマンアブラバチとナケルクロアブラバチ混合製剤と次世代バンカー
法による防除効果の検討

コレマンアブラバチとナケルクロアブラバチ混合製剤と次世代バンカー
法による防除効果の検討

福 岡 県

促成ナス病害の省力的な総合防除技術の確立

促成栽培ナスにおける土着天敵を活用した害虫防除システムの開発と
検証

蒸熱処理技術を用いたイチゴの新たな病害虫防除技術の開発

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｵｲﾙを利用した低ｺｽﾄなﾌｼﾞｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ性ﾌｪﾛﾓﾝ剤の開発

大規模化に向けた作型分散技術確立

高収益を目指した大規模有機栽培実証

大規模有機栽培の経営評価

有機栽培水田における生物多様性評価

栽培マニュアルの作成

野外放飼試験によるゴマダラカミキリ防除効果の検証

農地生物相を活用した生産安定化技術の開発

高 知 県

カキ害虫の土着天敵を誘因する指示と利用技術の開発

土着天敵を活用した施設ナスの総合防除体系の確立

バラのロックウール栽培におけるアザミウマ類防除対策の確立

イチゴの長期どりに対応した春期（２～６月）の害虫防除体系の確立

山 口 県

愛 媛 県



区分・都
道府県名

期間 担当機関 対象品目等課題名

24-28
鹿児島県農業開発総合セン
ター

果樹

26-30
鹿児島県農業開発総合セン
ター

野菜

26-30
鹿児島県農業開発総合セン
ター

野菜

鹿児島県 26-30
鹿児島県農業開発総合セン
ター

全般

26-30
鹿児島県農業開発総合セン
ター

全般

27-29
鹿児島県農業開発総合セン
ター

野菜

27-29
鹿児島県農業開発総合セン
ター

全般

24-27
鹿児島県農業開発総合セン
ター

茶

27-30
鹿児島県農業開発総合セン
ター

全般

28-30 沖縄県農業研究センター 全般

28-30 沖縄県農業研究センター 野菜
（ｲﾝｹﾞﾝ、ｺﾞｰﾔｰ）

27-29 沖縄県農業研究センター 全般

注：東京都は非公表のため、掲載していない。

有機質資材を活用した施肥モデルの開発

施設野菜におけるリン酸と加里の減肥の検討

先進技術を活用した総合的病害虫・雑草管理技術体系の確立及び病
害虫防除農薬環境リスク低減技術確立

沖 縄 県

かごしまマンゴーの銘柄確立に向けた高品質・安定生産技術の確立

ピーマンの土壌病虫害抵抗性品種の開発

サヤインゲンにおける天敵利用技術の開発

露地マイナー作物における天敵利用技術の開発

化学農薬の少量散布による生物相を維持したIPM防除体系の確立

水利用による環境に配慮した省力・低コスト茶栽培管理体系の構築

地域発生型有機質資源の有効活用技術開発

高い植物共生能を有する新規微生物資材の開発

植物共生系制御による土壌病害軽減と品質向上技術の開発
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