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Ⅰ 試験研究の推進概要

１ 基本方針

本県では「みやぎ食と農の県民条例基本計画」を踏まえ，新たな技術開発を通じ農業の振興を

図るため，平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 ヶ年間にわたり，試験研究機関として重点的
に取り組むべき，「第７次農業研究推進構想」（以下，「構想」という。）を策定した。

しかしながら，平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災では，水稲や園芸の盛んな沿岸部
を中心に甚大な被害を受け，地域農業の中核として活躍してきた多くの人材を失うとともに，水

田や灌漑施設，園芸ハウス及び畜舎等の生産施設が損壊し，食料供給基地としての機能を大きく

低下させる事態となった。また，同時に発生した福島第一原子力発電所事故による放射性物質の

飛散は，県産農産物の消費や販売に大きな影響を与えるなど，農業生産を根底から揺るがす事態

を引き起こしている。

一方，生産基盤のみならず住宅の流失・損壊など生活基盤の被害も大きく，農業者の生活への

不安や農業再開への意欲減退など，本県の農業生産力の維持や農村集落の存続さえ危ぶまれる状

況となっている。

こうした状況のもと，平成 26年度の試験研究の取り組みに当たっては，構想に定める「１ 食

材王国みやぎを支える農畜産物の創出」，「２ 環境に配慮した農業技術の確立」，「３ 環境変動

に対応する技術の確立」，「４ 効率的な農地利用のための技術の確立」，「５ 省力・低コスト・

軽労化技術の確立」，「６ 先端技術を活用した農業技術の確立」の６つを主要目標として研究を

推進するが，併せて震災復興に向け策定した「農業の早期復興のための試験研究推進計画」に基

づき，「農業生産力の早期復興」や「安全安心な農畜産物の生産」等を主要目標に，速やかに食

料の安定供給への取り組みを支援できるよう試験研究機関としても総力をあげて推進していく。

２ 主要課題

土地利用型農業の技術開発を主たる業務とする古川農業試験場では，次に示した主要課題に取

り組み，良質安定多収品種の育成，土地利用型作物の生産性向上，実需者の要望に応える高品質

な米・麦・大豆の生産，省力低コスト生産及び環境保全型農業の確立等について研究を推進した。

併せて，農業の早期復興を目指し，実態把握と改善方策の早期確立に向け鋭意取り組みを推進

した。

１）みやぎオリジナル品種の育成と農畜産物の創出

２）消費者ニーズを取り入れた農畜産物生産技術の確立

３）温室効果ガスの排出を抑制する資源循環型農業技術の開発

４）環境負荷を軽減する病害虫・雑草管理技術の開発

５）気象変動に対応する農業技術の開発

６）気候温暖化に対応する農業技術の開発

７）効率的なほ場基盤の確立

８）水田の高度利用技術の確立

９）水稲の多目的生産技術の確立

10）省力・低コスト化技術の開発

11）遺伝子情報等の利用技術の開発
12）海水流入農地の実態把握と早期改善
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13）津波被災水田の実態調査と除塩法・栽培管理技術の確立

14）耐塩性作物による早期経営改善対策

15）先端技術等の活用による新たな産地復興対策

16）農業生産環境における放射性物質の動態把握

17）放射性物質の農畜産物への吸収移行抑制技術の確立

３ 試験研究の概要

古川農業試験場では，水稲品種の育成・選定，土地利用型作物の省力・低コスト生産技術の開発，

食の安全・安心を確保し環境にやさしい農業技術の開発，加えて高生産性農業を目指した水田及び排

水施設の整備・維持管理手法等の技術開発などの研究を重点的に推進した。具体的には 17 の主要課

題に基づき 48 課題の試験研究に取り組み，このうち東日本大震災からの復旧・復興に向けては関係

機関との連携のもと除塩技術の検証や放射性物質の動態把握及び先端技術の実証など 17 課題に取り

組んだ。また，調査・検査事業として７つの課題についても継続的に実施した。

なお，研究部門ごとの試験研究の概要は下記のとおりである。

１）作物育種部

新品種の育成では，中生のいもち病抵抗性・耐冷性強化と早生から中生の早の耐病耐冷良質良食味

系統，晩生の耐病良質極良食味系統，耐冷耐病良質糯系統，直播適性系統，需要に応じた多用途米系

統に重点を置いた選抜を行った。

「東北 206号，209号，210号，214号，215号」の 5系統の生育，玄米収量及び各種特性を評価し
た。「東北 209 号」は葉いもち，穂いもち抵抗性ともに“強”，「東北 210 号」は食味が総合値で「ひ
とめぼれ」に優り，「東北 214号」は葉いもち抵抗性“強”，穂いもち抵抗性“極強”，「東北 215号」
は葉いもち，穂いもち抵抗性ともに“極強”となった。

新配付系統として，収量性，食味に優れる「東北 219号」，収量性，食味，高温登熟性に優れる「東
北 220号」，収量性，いもち病抵抗性に優れる「東北 221号」，晩生で収量性と食味に優れる「東北 222
号」の 4系統を育成し，平成27年度から奨励品種決定調査に配付した。
耐冷性といもち病抵抗性を備えた極多収飼料用米品種の開発では，「東北 211 号，216 号」の 2 系

統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は「東北 211号」は「げんきまる」対比 107
％と多かったが，「東北 216号」は「げんきまる」と同程度となった。「東北 211号」を品種登録申請
した。

耐冷性を強化した多収の酒造用米品種の開発では，「東北酒 217 号」，「東北酒 218 号」の 2 系統の
生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は「東北酒 217 号」が「蔵の華」対比 109%，
「東北酒 218号」が 103％と多かった。
耐冷性に極めて優れる中間母本系統の育成では，超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統と

の交配6組合せを行い17～64粒のF1種子を得た。耐冷性検定プール17.5℃区における検定結果から，

超耐冷性系統5系統は，極強11を上回る耐冷性を持つと考えられた。耐冷性検定18.5℃区及び生産力

検定の結果から東1552を選抜し，「古川耐冷中母111」の番号を付して交配母本として活用することと

した。

高温耐性に極めて優れる中間母本系統の育成では，高温耐性に優れる遺伝資源として，「高育 70号」
を選定した。また，当場の有望系統と高温耐性に優れる系統との交配を 13 組合せ行い，F

1
種子を得
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た。

葯培養利用育種では，11 組合せの培養を行い，2,813 個体の再分化個体を作出した。葯培養育成系
統のうち，晩生で極良食味系統の「東北 222号」を新配付系統とした。
「東北206号」の出穂期を7～10日程度遅らせた晩生の高温登熟耐性に優れる品種を育成するため，

DNAマーカー選抜育種技術を用いて，出穂関連遺伝子（HD1，HD18）を持つ「コシヒカリ」と人工交配

を行った。全国で活用できる遺伝子発現予測システムの開発に必要な遺伝子発現データを収集するた

め，サンプリングを行った。

震災復興プロジェクトとして，塩害耐性イネの開発では，塩害水田において，「ひとめぼれ」と「ま

なむすめ」由来の変異系統から，稈長の抑制程度，玄米重の低下程度，枯れ上がりが少ない等の観点

から有望と思われる系統を，それぞれ 3，1系統ずつ選抜した。
カドミウム低吸収性の耐冷性良食味品種の育成では，Cd低吸収性コシヒカリ「コシヒカリ環 1号」

と「ひとめぼれ」を交配し，戻し交雑後代（BC
2
F

1
）に 2回戻し交配を行い，後代（BC

4
F

1
）を得た。

また，「コシヒカリ環 1号」と当場育成の品種・有望系統との交配を 12組合せ行い，交配種子を得て，
その後代を養成した。

２）水田利用部

水稲奨励品種決定調査では，本調査で「東北210号」，「東北胚202号」を継続調査とし、予備調査で

は，「東北213号」他10系統を次年度から本調査に供試することとした。現地調査では，「東北 210号」

を継続調査とした。新品種の栽培法では，「東北 194 号」については、良食味米生産のための生育と

収量目標を示した。「こもちまる」（東北糯 199号）については、適正な籾数と施肥法の目安を策定し

た。

麦類・大豆の加工適性を重視した品種選定と栽培法の確立では、大豆では，本調査で東北 169 号
と東北 174号を継続調査とし，予備調査では無限伸育型品種の特性を把握するため継続調査とした。
大麦では，本調査の「東山皮113号」、「東山皮糯109号」，小麦では，本調査の「東北229号」、「東山4

6号」を継続調査と評価した。麦類の系統適応性調査では小麦のみ東北系5系統を検討し1系統を再検

討と評価した。有望系統の栽培法確立では，小麦「東北 229号」は，播種期が早いほど茎数が多く，
多収となり、穂揃期の増肥によって，増収と千粒重の向上が見られた。小麦「あおばの恋」の倒伏診

断基準及び倒伏対策については、倒伏軽減剤の処理効果を確認した。大豆摘芯・せん葉栽培では、開

花前，開花期に摘芯を行うことで草姿が改善し，倒伏程度，蔓化程度が小さくなることを確認した。

大規模水田農業地帯における総合的雑草管理システムの構築では、モニタリングにより水稲作、麦

作、大豆作における主要な残草種を明らかにした。水稲作イヌホタルイALSI交差抵抗性個体群分布調

査では，部位特異的変異個体が７筆で確認された。麦作10圃場のうち3圃場でスズメノテッポウのSU抵抗性が

疑われる個体が存在したがさらなる確認が必要である。難防除雑草の防除法についてイヌホタルイの他で

は、クサネム、クログワイ、畑雑草ではアレチウリ・アサガオ類について検討した。大豆作における

残草要因としての「営農要素」及び「雑草制御要素」を選定し、指導者が対象経営体の雑草管理に関

わる技術レベルをを診断できるチェックリスト調査票及び調査方法を作成した。ディスク式中耕培土

機は，土壌水分や中耕時期によらず，ディスク式の作業速度はロータリ式の約 2倍で、中耕後の株間
の残草量はロータリ式に比べ少なくなる傾向があった。塗布処理は，雑草発生ランクが 2程度であれ
ば，一般的な広葉雑草に高い効果が得られた。

水稲直播（乾直・湛直）における環境保全米栽培技術の確立では、乾田直播では、使用した農薬の

成分数はあわせて８成分となり「環境保全米」基準を満たしたが，種子消毒を温湯消毒にかえること
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で，除草剤の追加散布や殺菌剤・殺虫剤の散布でき，多様な防除体系をとることができる。湛水直播

では，品種比較では「まなむすめ」が倒伏が少なく，安定した収量や品質が得られると考えられる。

農薬の使用は５剤，成分数は６成分となり，「環境保全米」基準の８成分以内であった。

寒冷地水田における飼料用稲－麦二毛作体系の開発と実証では、堆肥 1.5t と慣行基肥に硫安追肥 1
回を基本として、移植を中心とすれば稲麦 WCS 二毛作 1.6t/10a の収量が可能となる。リーフスター
において，移植時期及び栽植様式について検討し，堆肥活用による低コスト栽培の場合は，堆肥のみ

では窒素供給が不足するため基肥に化成肥料を入れ，植物体窒素吸収量が 14g/㎡以上となるような
管理が一定収量確保には必要であることを示した。

飼料用米の省力低コスト多収栽培技術の確立では、疎植栽培（45株/坪）とした場合でも目標収量

（72kg/a）を得られる施肥法について検討した。現地実証では、夢あおば，東北２１１号ともに「ベ

タ掛け乳苗」育苗技術導入は可能であった。乳苗移植で欠株が多くなったが夢あおば，東北211号と

もに慣行と同等の多収（72kg/a程度）が得られた。東北211号，夢あおば，ふくひびきへの「ベタ掛

け乳苗」技術の導入は可能であったが，播種作業やコストの面から，播種量は乾籾220ｇ/箱が実用的

と考えられた。コンバイン収穫が可能となる時期（刈取早限：籾水分25％）は，倒伏程度が高いほ場

を除き出穂後の積算平均気温が1,200℃となる日（出穂後64日頃）と考えられた。また，刈取晩限は，

鳥害や脱粒，倒伏等が問題にならない10月末頃（出穂後80日，出穂後の積算平均気温1,400℃頃。）と

考えられた。

震災復興に向けた担い手の規模拡大を支援する省力・低コスト・多収栽培技術の確立では、「げん

きまる」を用いて多収・高品質栽培、鉄コーティング直播栽培や「ベタ掛け乳苗」技術について検討

した。

食料生産地域再生のための土地利用型営農技術の実証では、場内及び現地(名取市耕谷地区)におい

て試験を行った。鉄コーティング湛水直播では倒伏対策について検討した。早期再生関係では、雑草

関係では復旧後水稲作の問題草種コウキヤガラに対する省力的な防除対策，大豆作のアレチウリに対しては

総合的な防除体系の有効性を実証した。

現地実証では、小麦は緩効性肥料による省力効果と収量・品質の安定が確認できた。大豆は播種時期に対

応した広畝成形播種方式を試み利用の汎用拡大が図られた。水稲乾直はマーカーの改良などによる播種作

業の安定を図った。「みやこがねもち」の水稲乾田直播栽培や「あきみやび」「ミヤギシロメ」による

大豆晩播狭畦などの実証を行った。水稲乳苗疎植では、常時被覆簡易乳苗(ベタ掛け乳苗)技術により

目標に近い苗質が得られ，乳苗37株/坪植えとすることで10a当たり移植苗箱数は概ね半減した。また

水稲作 20ha を想定した移植栽培において、慣行の稚苗移植に乳苗や疎植を導入した場合のコスト低
減効果を試算評価した。省力効果としては４割まで削減可能と考えられた。麦類の生育予測において，

現地では，出穂期，開花期の推定日と実測日の誤差は 0～ 3日程度であり，1kmメッシュデータの予
報値を用いることにより，予測精度が高まる傾向が認められた。

土地利用型作物における放射性セシウムの移行係数の解析と吸収抑制技術の開発では、大豆子実中

の放射性 Cs 濃度（Cs-134 及び Cs-137）は、可溶性のカリ資材により吸収抑制が確認され、土壌中の
交換性カリ濃度が 25mg ／ 100g 以上であれば、子実中の放射性セシウム濃度 50Bq/kg 以下となる。
なお、基肥や追肥などの窒素施肥については、アンモニア態窒素が長く供給される窒素施肥法ほど子

実濃度が高まることも確認された。ソバでも、放射性 Cs 吸収抑制技術として基肥のカリ増肥は有効
で，作付後土壌の交換性カリ含有量が 30mg/100g 乾土以上では，玄ソバ中の放射性 Cs 濃度は 20Bq
未満と低く抑えられることが確認された。

なお、調査事業として、水稲、麦類、大豆について「生育調査ほ」、「主要農作物高位安定生産要因解

析(作況試験)」に取り組んだ。
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３）土壌肥料部

新資材・肥料の特性と肥効に関する試験では，低 PK 肥料（低リン酸・低カリ肥料）など５肥料を
用いて水稲栽培への効果的な利用法について検討を行った。

高温登塾に対応した環境保全米の施肥管理技術の確立の試験では，肥効パターンや高温処理の違い

による収量品質に及ぼす影響を検討し，肥効パターンによる品質への影響は判然としない部分もある

が，肥効があと効きする LP80+LP100 の組み合わせが比較的良好であった。この他，３種類の有機入
り肥料及び３種類の窒素の消失経過を確認し，ひとめぼれ及びササニシキで，有機入り一発型肥料と

堆肥を施用した収量・品質への影響を検討した。

製鋼スラグによる東日本大震災で被災した沿岸田園地域の再生では，場内試験において製鋼スラグ

1,000kg/10a の施用によって土壌 pH を大豆栽培における改良目標値である 6.0 ～ 6.5 を維持した。ま
た，初年目に製鋼スラグ 300kg/10a 施用する場合と 3 年間毎年 100kg/10a 施用した場合の土壌 pH は
同程度となった。現地試験において，石灰質資材の施用により pHや Ca飽和度が改善した。
この他，津波被災農地における地力回復と緑肥等地力増進作物導入技術の確立では，地力を把握す

るための培養法の検討や緑肥導入による地力増進と水稲栽培への影響の検討を実施するとともに津波

被災水田におけるほ場管理技術の確立では，肥効調整型肥料の効果や山土客土水田での施肥方法など

について検討した。

ALC に代わる新たな石灰資材の開発と効果確認試験では，砂質土壌のカドミウム汚染ほ場におい
て，タンカル 3t/10a を秋に施用し，アルカリによる生育障害を回避しつつ，土壌 pH の上昇により，
水稲のカドミウム吸収が抑制できた。収量，食味への影響もみられなかった。

畑作物土壌由来リスク管理技術の確立では，ニンジン，ダイズ，アズキについてのポット栽培試

験で，生育の至適 pH付近で基準値内に可食部カドミウム濃度を抑えられる土壌濃度を明らかにした。
超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策の実証では，低カドミウムコシヒカリの 2系統を現地試験

で栽培し，汚染地で対策として実施している出穂前後の湛水管理をしなくても，玄米カドミウム濃度

が基準値内となることを確認した。

暗渠の地下灌漑機能を利用した生産環境の制御では，田面-30cmの地下水位制御により，田面-30cm
層の有機物分解は抑制できるものの，田面-50cm，-70cm層での有機物分解の抑制は見られなかった。
環境配慮施設の効果検証及び管理手法の確立において，農業農村整備事業における環境配慮施設の

効果検証では，複断面水路は非繁殖期の捕獲魚数，メダカ捕獲数が対照区より多く，管理実施による

効果が見られたが，土水路については判然としなかった。環境配慮施設において，管理実施すること

で捕獲魚数が増加し，魚類の多様性が向上する。ビオトープ池を含む小排水路に囲まれた水域では，

適切な維持管理が行われており，メダカやドジョウの生息増加が確認でき，環境配慮施設の効果が見

られた。

農業用水利施設のコンクリート供用年数の推定手法の確立においては，打撃法による圧縮強度と超

音波伝播速度の測定により，底版部圧縮強度を推定し，劣化度の判定と供用年数推定式を算出した。

側壁頂上部の圧縮強度を測定することで，残供用年数を推定することができる。供用年数推定線の沿

岸部排水フリュームへの適用性は低いと考えられた。

４）作物保護部

新農薬による病害虫防除に関する試験では，殺菌剤は水稲 11剤 14件，小麦 2剤 2件，大麦 1剤 1
件，大豆 3剤 4件，殺虫剤については水稲 12剤 20件，大豆 5剤 8件を供試した。その結果 B判定(対
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象薬剤と効果がほぼ同等)以上は，殺菌剤は水稲 10剤，小麦 2剤，大豆 1剤，殺虫剤は水稲 7剤，大
豆 5剤となった。
環境に配慮した農業技術の確立では，大豆の食葉性害虫であるウコンノメイガについて，幼虫によ

る被害葉数や被害葉率から減収率を予測する手法を開発し，防除要否を判断する際の目安となる要防

除水準を策定した

気象変動に対応する技術の確立における気象温暖化に対応する農業技術の開発では，イネ紋枯病

において，前年の発病株率から箱施用剤の使用基準を示した。また穂孕期の発病株率を用いた要防除

水準を併用することで，発病状況にあわせた防除体系を新たに策定したことから普及技術とした。

農作物有害動植物発生予察事業では，イネとムギ及びダイズの主要病害虫について，病害虫の発

生予察情報の基礎資料として調査を行った。

稲こうじ病の多発生要因について,発生状況調査結果と古川アメダスの気象データをあわせて解析
を行なったところ，出穂期に採取した穂において発病穂率と１穂水分含量及び１穂籾数との間に正の

相関がみられた。斑点米カメムシ類の生息実態調査では，343 地点の調査データを基に解析した。ア
カスジカスミカメ，アカヒゲホソミドリカスミカメの順に占められたが，地域での主要種の違い，他

のカメムシ類による地域性も見られた。アカスジカスミカメについては，従来よりすくい取り調査で

発生予察を行ってきた。フェロモントラップ誘殺数と斑点米被害との間に有意な関係が認められこと

から，予察精度の向上に向けデーターの蓄積をはかることとした。

粘着トラップによるイチモンジセセリのモニタリングでは，カスミカメムシ類に用いる白色トラッ

プが，従来法の青色トラップのモニタリングとほぼ一致する結果が得られ成虫のモニタリングに利用

可能であると考えられた。

病害虫検定診断事業では，県内 68 地点から採種したいもち菌からオリサストロビン剤に対する感
受性検定を行った結果，県内 10地点で QoI剤(ストロビルリン系殺菌剤)耐性菌が確認されたことから，
宮城県病害虫防除所より防除情報を発表し薬剤変更等の対応策を示した。

イネドロオイムシの薬剤効果不良が認められた石巻市北村地区で採集した個体について薬剤感受

性検定を行ったところ，薬剤の効果不良はフィプロニル剤に対する感受性低下が関与していると考え

られた。県内では４事例目となった。
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Ⅱ 試験研究成果の概要

１ 食材王国みやぎを支える農畜産物の創出

１）みやぎオリジナル品種の育成と農畜産物の創出

① 水稲奨励品種決定調査（昭和28年～，県単）

＜目的＞

主要農作物種子法に基づき奨励品種決定調査を実施している。

国，県及び民間等の育成地から新系統の配付を受け，本県に適した優れた品種を選定する。また，

奨励品種決定調査で有望と認められた系統及び品種の栽培方法を早期に確立し，迅速な普及を図る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)基本調査(昭和28年～) 水田利用部 北川 誉紘 各農業改良

(1)本調査：奨励品種候補選定 猪野 亮 普及センタ

(2)予備調査：有望系統選定 門間 由美子 ー

2)現地調査(昭和28年～)

3)水稲新品種栽培法の早期確立

＜成績の概要＞

1)本調査では，「東北210号」，「東北胚202号」を継続検討とした。予備調査では，「東北213号」，「奥

羽424号」，「東北214号」，「東北215号」，「山形130号」，「北陸256号」，「福島40号」，「東北酒217号」，

「東北酒218号」，「東北216号」の10系統を次年度から本調査に供試することとした。

2)現地調査では，「東北 210号」を継続調査とした。

3)新品種の栽培法では，「東北 194 号」については、整粒歩合 80%以上，玄米タンパク含有率 7.0%
以下を目標とした場合，成熟期の穂数は 450本/㎡程度，籾数は 35千粒未満にすることが望ましく，
収量は 57.8kg/a 程度になると考えられた。「こもちまる」（東北糯 199 号）については、全体的に㎡

当たりの籾数が多く，基肥や追肥の増加により籾数が増加しても精玄米重と整粒歩合の増加にはなら

なかった。㎡当たりの籾数は 33千粒/㎡程度と考えられ，基肥は 0.4～ 0.6㎏/a，追肥は幼穂形成期も

しくは減数分裂期に 0.1㎏/aが有望である。

＜今後の課題＞

・「東北210号」，「東北214号」，「東北215号」の継続検討。

・直播適性の高い有望系統の選定。

・「こもちまる」（東北糯 199号」）の栽培法について引き続き検討。

②大豆系適（平成26年，受託）

大豆優良系統の本県における地域適応性を検定し，品種育成選抜の資料を得る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

大豆系統適応性調査 水田利用部 阿部 脩平
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高橋 智恵子

＜成績の概要＞

刈系 10系統，東山系 8系統，作系 2系統について検討し、4系統を再検討と判定した。

③ 麦類・大豆の加工適性を重視した品種選定と栽培法の確立（平成19～，県単）

＜目的＞

麦類及び大豆では,栽培特性に加え,加工適性及び加工適性の変動が少ないことが極めて重要であ

る。そこで，実需者と連携しながら，一律な栽培条件以外に播種期や施肥量等様々な栽培条件で

の加工適性検定を行い，麦類及び大豆の品種選定と栽培法を策定する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)麦類・大豆奨励品種決定調査（平19～） 水田利用部 高橋 智恵子 各農業改良

(1)大豆奨励品種決定調査 安藤 慎一朗 普及センタ

(2)麦類奨励品種決定調査 石橋 まゆ ー

2)麦類・大豆の有望系統の栽培法確立(平19～) 内海 翔太

3)麦類・大豆の各種栽培技術の確立 阿部 脩平

＜成績の概要＞

1)大豆では，本調査である東北 169号と東北 174号は有望度「中」で継続調査とし，予備調査である

東北 175号は有望度「劣る」と判定したが，無限伸育型品種の特性を来年度以降も把握するため継続

調査とした。現地調査では，「東北 168 号」「東北 174 号」「東北 169 号」収量性・外観品質は良いが

いずれも最下着莢高が低い傾向であった。

大麦では，本調査の「東山皮113号」、「東山皮糯109号」再検討，小麦では，本調査の「東北229号」

は有望、「東山46号」は再検討と評価した。現地調査では，大麦「東山皮113号」は石巻，大河原で

打ち切り，「東山皮糯109号」は石巻，大河原で再検討，小麦「東北229号」は登米，美里で有望，「東

山46号」は登米で有望，美里で再検討の評価を受けた。麦類の系統適応性調査では小麦のみ東北系5

系統を検討し1系統を再検討と評価した。

2)有望系統の栽培法確立では，大豆「あきみやび（東北 164 号）」について検討した。標播において

安定した収量が得られ,倒伏程度も小さかった。品質と播種時期には明確な傾向が認められなかった。

晩播狭畦化による増収効果は認められなかった。大麦「東山皮 113 号」は，播種日が早いほど，子

実重は高くなるが，容積重及び外観品質については，低下する傾向であった。小麦「東北 229号」は，

播種期が早いほど茎数が多く，多収となるが，千粒重は小さくなる傾向であった。穂揃期の増肥によ

って，増収と千粒重の向上が見られた。

3）小麦「あおばの恋」の倒伏診断基準及び倒伏対策について検討し、倒伏軽減剤の処理により，成

熟期の第 1及び第 2節間長が短くなり稈長が短くなったが、収量，内部品質，外観品質への悪影響は

認められなかった。

大豆摘芯・せん葉栽培の有効性の検討では、開花前，開花期に摘芯を行うことで草姿が改善し，倒

伏程度，蔓化程度は小さくなった。開期以降の摘芯および茎長点より 20cm，30cm 下の摘芯は，茎葉

が専用機械につまるなど作業性が悪く，開花期より前に 20cm下より短い摘芯が有効と思われた。



- 13 -

＜今後の課題＞

・大麦、小麦での有望系統の選定

・各種栽培法の早期確立

・大豆摘芯・せん葉栽培の有効性

２）みやぎブランド農産物の安定生産・出荷のための技術開発

① 高温登熟に対応した環境保全米栽培技術の確立（平成26～28，県単）

＜目的＞

高温登熟による環境保全米の品質低下を抑制するため，土壌及び施肥管理技術を中心に，「ひとめ

ぼれ」，「ササニシキ」の高温対策技術を確立する。

＜細目課題＞

研究担当
細目課題名 分担協力者

部 名 担当者

1)高温登熟による品質低下を抑制する施肥技術の開 土壌肥料部 佐々木次郎

発 阿部 倫則

2)高温時における環境保全米に対応した施肥法の構 本田 修三

築 今野 智寛

3)土づくりによる高温時の品質改善効果の実証

＜成績の概要＞

1)登熟初期の加温処理は，移動式のパイプハウスをほ場内に設置することで対応でき，「ひとめぼれ」

では加温処理により登熟歩合や千粒重の低下に伴い収量・品質が低下したが，「ササニシキ」では加

温処理による整粒歩合の低下が少なかった。本年は籾数レベルが過剰となったため，肥効パターンに

よる品質への影響が判然としなかったが，肥効があと効きする LPS80 ＋ LPl00 の組合せが比較的良

好であった。肥料埋設試験で 3種の有機入り肥料及び 3種の窒素の消失経過を確認したところ，肥料

では 80%以上が消失し，堆肥では種類によって消失量が異なった。窒素の消失は埋め込み後の早い

段階で進み，その後の消失は小さいと考えられた。

2)精玄米重および整粒歩合から，有機入り一発型肥料を施用した中で C 区がおおむね対照区と同等

の収量品質であったと推察した。なお，「ササニシキ」において，追肥分鶏糞を施用し追肥を省略し

た A 区が追肥を行った A+区よりも穂揃期の葉色値が高く，登熟歩合も高かった。このことは，「サ

サニシキ」において鶏糞堆肥を春に追肥分施用することで追肥を省略できる事を示していると考えら

れる。なお，本年は穂揃期葉色の違いが白未熟の発生に影響を及ぼしていなかった。

3)本年は全区で籾数レベルが適正範囲を超え過剰となったため，収量水準は高かったものの，整粒歩

合が 70％後半から 80％前半となり，やや品質が劣った。耕起深が浅耕で，追肥のみの処理が最も整

粒歩合が良かった。

＜今後の課題＞

・肥効調節型肥料の溶出パターンを絞り，加温処理の反復数を増やし，年次変動の確認

・適正籾数レベルを確保するため，ほ場ごとに施肥窒素量の判定

・適正な窒素供給量の設定
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・耕起深の設定，加温処理により年次変動の確認

② 水稲直播（乾直・湛直）における環境保全米栽培技術の確立

（平成25～27，受託 全農みやぎ）

＜目的＞

省力・低コストが期待できる水稲直播栽培（乾田及び湛水）について，「環境保全米（農薬・化学

肥料節減栽培）」基準での栽培法を検証する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)乾田直播（広畦成形播種方式） 水田利用部 門間 由美子

2)湛水直播（鉄コーティング湛水直播） 菅野 博英

星 信幸

土壌肥料部 佐々木次郎

作物保護部 鈴木 智貴

加進 丈二

相花 絵里

大江 高穂

＜成績の概要＞

1)乾田直播では、使用した農薬の成分数はあわせて８成分となり「環境保全米」基準を満たしたが，

種子消毒を温湯消毒にかえることで，除草剤の追加散布や殺菌剤・殺虫剤の散布ができ，多様な防除

体系をとることができる。農薬の使用は，畑地用茎葉処理除草剤（成分数１）＋水稲用湛水土壌処理

除草剤（成分数２）＋いもち病予防剤（成分数１）＋イネツトムシ防除剤（成分数１）＋カメムシ防

除剤（成分数１）を基本とし，天候や雑草等の発生状況に応じて剤の変更や除草剤・殺菌剤・殺虫剤

の追加防除できる態勢を持つことが必要である。

2)湛水直播では，品種比較では「まなむすめ」が苗立ち率が高く，千粒重が大きく，精玄米重も多く，

玄米品質もやや優っていた。「まなむすめ」では㎡当たり籾数を移植同様の 30千粒程度にすることで，

倒伏が少なく，安定した収量や品質が得られると考えられる。肥料比較では試験区２の方が倒伏も少

なく，玄米品質もやや優っていた。農薬の使用は５剤，成分数は６成分となり，「環境保全米」基準

の８成分以内であった。農薬の使用は，播種時・播種直後除草剤（１成分）＋水稲用湛水土壌処理除

草剤（２成分）＋いもち病予防剤（１成分）＋イネツトムシ防除剤（１成分）＋カメムシ防除剤（１

成分）を基本とし，天候や雑草等の発生状況に応じて剤の変更や除草剤・殺菌剤・殺虫剤の追加防除

できる体制を持つことが必要である。

肥効の異なる 2種類の基肥一発肥料を用い試験を行った。肥効調節型肥料の溶出パターンをみると，

幼形期から穂揃期に 80 ％前後溶出している LP100 と LPS60 または LPS80 の組合せが適していると

考えられた。

＜今後の課題＞

・栽培特性の把握。収量・品質等の年次変動の確認。

・肥効調節型肥料の溶出パターンの年次変動，有機態窒素の肥効動向の確認，土壌条件に対応した施
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肥量の検討。

・登熟期間まで肥効が持続し，かつ生育初期の肥効がやや高いタイプの有機窒素 50%入り基肥一発

型肥料の検討。

３） 消費者ニーズを取り入れた農畜産物生産技術の確立

① 農作物病害虫防除等の新農薬並びに新肥料・資材効果確認試験

①－１ 新農薬による病害虫防除に関する試験

（平成26，受託・(社)県植物防疫協会）

＜目的＞

農業生産の安定的向上と省力化および環境保全を考慮した病害虫の効率的防除体系の確立が望

まれている。そのため，実用化されている防除薬剤より優れた効果を有する新農薬かどうか，残効

期間，使用法，薬害等について検討し，効果が認められた薬剤を県の病害虫防除指針に採用する必

要がある。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)殺菌剤・殺虫剤の効果・残効性 作物保護部 大江 高穂

宮野 法近

2)高温加湿空気を用いた種子消毒の実用化試験に関 鈴木 智貴

する研究 櫻田 史彦

加進 丈二

3)育苗箱施用によるイネいもち病の薬剤防除効果 相花 絵里

＜成績の概要＞

1)現在実用化されている防除薬剤より，効果や安全性が優れた新農薬を探索するため，イネではい

もち病，ばか苗病，イナゴ類，イネツトムシ，フタオビコヤガ，ムギでは赤かび病，ダイズでは黒

根腐病，紫斑病，アブラムシ類，マメシンクイガ，ウコンノメイガ，オオタバコガ，フタスジヒメ

ハムシ，を対象に試験を実施した。殺菌剤については水稲 10剤，小麦 2剤，大豆 1剤について実用

性高い～実用性有と認められた。殺虫剤については水稲 7 剤、大豆 5 剤について実用性高い～実用

性有と認められた。

2)高温加湿空気を用いた種子消毒種子（サーモシード）の小麦，水稲における防除効果（小麦は赤かび病，

水稲はばか苗病）を検討した。小麦赤かび病について，ほ場での防除効果は確認できなかった。水稲ばか

苗病への効果確認では 1回目試験では十分な効果が確認できなかったことから 2回目を実施したところ，

高い効果が確認された。

3)イネいもち病を対象とした育苗箱かん注剤（商品名：スタウト顆粒水和剤）の播種時覆土前処理に

おけるプール育苗時の薬害の確認と，本田移植後の防除効果を確認した。薬害の影響は小さく実用

上の問題はなかった。本田での防除効果も高かった。

＜今後の課題＞

・サーモシードについては，効果の変動がみられたので，検証する必要がある。
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①－２ 新資材，生育調整剤及び雑草防除に関する試験

（平成26,受託・(社)県植物防疫協会）

＜目的＞

新たに開発された資材，生育調節剤及び除草剤等の効果や副次的影響等を検討し，その実用性

を判定する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)雑草防除に関する試験 水田利用部 大川 茂範 東北農研セ

(1) 水田雑草管理技術 北川 誉紘 ン タ ー ，

(2) 畑雑草管理技術 菅野 博英 (財)日本植

2)水稲湛水直播栽培におけるモリブデン資材を用い 門間 由美子 物調節剤研

た苗立ち安定化 高橋 智恵子 究協会，小

石橋 まゆ 泉商事株式

安藤 慎一朗 会社

＜成績の概要＞

1)雑草防除に関する試験

水田雑草管理技術として，除草剤 30 剤 72 処理の適用性を試験し 24 剤 46 処理について実用性あ

り・有望と判定した。

畑雑草管理技術として，麦適用性試験については 4 剤の実用性及び使用方法について確認した。5

剤について大豆適用性試験を行い、1剤については効果の劣る草種が見られ実用化にはさらに確認が

必要と判断した。緑地・裸地管理用として 1剤適用性試験を行い実用性を確認した。

2)水稲湛水直播栽培におけるモリブデン資材を用いた苗立ち安定化

「モリブデン」による土中播種及び表面播種で検討し、苗立数の確保が良好過ぎたため，初期生育

が旺盛となり生育が停滞し，収量品質に影響が認められた。

＜今後の課題＞

・現地で問題となっている雑草種，植生管理の課題に即した新資材の選定と実用性の評価。

・播種量と生育期間中の肥培管理

①－３ 新資材・肥料の特性と肥効に関する試験

（平成 26, 受託・(社)県植物防疫協会）
＜目的＞

新資材・肥料の特性を把握し，水稲栽培への効果的な利用法について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)新資材・肥料の特性把握 土壌肥料部 阿部 倫則

(1)基肥一発型 PKセーブ肥料試験 本田 修三
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(2)水稲における堆肥及び基肥一発型Ｐセーブ肥料 今野 智寛

を組み合わせたリン酸減肥 佐々木次郎

(3)水稲における鶏糞燃焼灰活用高度化成肥料の実

証

(4)「農力アップスーパー 60（ケイ酸質肥料）」肥

料試験

(5)大豆栽培における一発型総合肥料「黒ひかり」

の肥効試験

＜成績の概要＞

(1) PK セーブ１ショットおよび PK セーブ 1 発 25A により水稲作においてリン酸減肥しても欠乏

症状は見られなかった。PK セーブ１ショットは生育初期から対照区よりも，生育が旺盛で窒素吸収

量も多かった。有効茎歩合は低かったため，茎数の割には穂数は少なく，籾数は対照区と同等であっ

たが，登熟歩合が高いため，精玄米収量は多かった。PK25A は穂数および一穂籾数が対照区よりも

少なく，単位面積当たりの籾数は対照区より少なかった。しかしながら，適正籾数の範囲内であり，

登熟歩合が高かったことから，精玄米重は対照区と大きな差は見られなかった。

(2) 化学肥料としてのリン酸を減肥した P セーブ 10 ワンショット，P セーブ 4 ワンショットにおい

て，たい肥を併用しリン酸を代替した場合，リン酸欠乏は見られず，栽培跡地土壌中の可給態リン酸

量も低下しなかったことから，たい肥との併用で P セーブ肥料を用いた化学肥料のリン酸減肥は可

能である。

(3) 鶏糞区はリン酸，カリの施肥量が少ないが，稲体リン酸，カリ濃度は慣行区と同等の傾向を示し，

生育量と収量についても同等であった。また，トルオーグリン酸及び交換性カリの試験前から２作目

後の減少量についても鶏糞区と慣行区に大きな差は見られなかった。ＰＫ減肥区との比較では，リン

酸，カリの吸収量と濃度に大きな差がなく，収量及び収量構成要素は同等であった。以上より，鶏糞

燃焼灰由来のリン酸，カリ成分は化成肥料と同様の施用効果を示し，慣行栽培と同等の収量，品質を

得られた。

(4) 農力アップ 60kg区はケイカル 120kg区にくらべ減数分裂期および穂揃期頃の窒素吸収量が多く，

ケイ酸吸収量もやや多く推移した。また，精玄米重および整粒歩合は，ケイカル 120kg区と同等であ

った。ただし，農力アップ 120kg 区が農力アップ 60kg 区と同様のケイ酸吸収パターンを示さなかっ

たこと，農力アップ 60kg 区は無施用区と同等の精玄米重，および品質であったことから，ケイ酸施

用による水稲生育への効果は判然としなかった。

(5) 黒ひかり区は土壌中の NH4-Nが 7月上旬まで，NO3-Nが 8月上旬から 9月上旬にかけて緩効性

を示し，開花期頃までの窒素蓄積量，乾物生産が慣行区を上回った。開花期以降の窒素蓄積量が少な

く，一莢当たり粒数が少なくなったことによって収量が慣行区より低くなる傾向がみられた。大豆作

付 1年目においては，いずれの試験区でも地力の低下は見られず，作付による土壌炭素の減少量は堆

肥施用の有無による差は見られなかった。

＜今後の課題＞

・年次変動について明らかにする。
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② ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と効果確認試験

（平成17～，受託・三菱マテリアル(株)）

＜目的＞

新たな石灰質資材によるカドミウム吸収抑制効果をほ場試験により確認する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と効果確認 土壌肥料部 島 秀之 三菱マテリ

試験 宮本 武彰 アル（株）

金澤 由紀恵

楠 亜矢子

＜成績の概要＞

砂質土壌の Cd 汚染ほ場において，タンカル 3t/10a を秋に施用し，アルカリによる生育障害を回避

しつつ，土壌 pH の上昇により，水稲の Cd 吸収が抑制できた。収量，食味への影響もみられなかっ

た。

＜今後の課題＞

・これまでタンカルを散布したほ場の効果の持続性の確認

③ 畑作物土壌由来リスク管理技術の確立

（平成26～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

食品衛生法のカドミウム（以下「Cd」）の基準値は，米の基準値が「1ppm 未満」から「0.4ppm
以下」に改正されたが，畑作物については基準設定が見送られた。畑作物は，酸化的な土壌条件で

栽培されるため，作物によっては汚染地以外でも含有量が高まる懸念がある。Cd の吸収抑制対策と
してアルカリ資材によって土壌 pH を上げることで，作物可食部 Cd は低減できるが，その低減効果

は土壌の Cd濃度，作物によって異なる。

本試験では，土壌 pHを作物の至適 pHの範囲内で，畑作物の可食部 Cdを国際基準値である Codex

基準内に抑えることができる土壌 Cd濃度を明らかにすることを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 畑作物土壌由来リスク管理技術の確立 土壌肥料部 楠 亜矢子

島 秀之

宮本 武彰

金澤 由紀恵

＜成績の概要＞

ニンジンのポット栽培では，Cd0.5mg/kg の土壌で，pH7.0 に調整すれば，基準値内に抑えることが

できた。
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ダイズのポット栽培では Cd0.5mg/kg の土壌で pH6.0 に，Cd1.0mg/kg の土壌では pH6.5 に調整すれ

ば基準想定値内に抑えることができた。

アズキのポット栽培では Cd1.0mg/kg の土壌で pH6.0 ～ 6.5 に調整すれば，基準値内に抑えること

ができた。

＜今後の課題＞

・他の作物で，適正土壌 pH において作物の可食部CdをCodex基準まで低減できることが可能な土
壌のCd濃度の検証

④ 超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策の実証

（平成25～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

食品衛生法の基準値の改正により，平成 23 年 2 月28日から米のカドミウム（以下「Cd」）の基準
値が「0.4ppm 以下」となった。基準値を超えるコメの産出量を減少させるため，現地では湛水管理
に取り組んでいる。2012 年 3 月に(独)農業環境技術研究所が，イネ品種コシヒカリにイオンビーム

を照射することで，Cd をほとんど蓄積しない突然変異体（以下，低 Cd コシヒカリ）を開発した。

本試験はこの低 Cd コシヒカリを用いて，間断かん水条件下で汚染土壌における低 Cd 米生産およ

びヒ素（以下「As」）吸収低減効果について現地試験で実証することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策の実証 土壌肥料部 島 秀之 関係地方振

宮本 武彰 興事務所

金澤 由紀恵

楠 亜矢子

＜成績の概要＞

低 Cd コシヒカリは，間断かん水の水管理でも Cd を吸収せず，さらに間断かん水では湛水管理に

比べて As吸収を抑えることができた。

＜今後の課題＞

通常の間断かん水を実施し Cd及び Asの低減効果の年次変化を確認をする。

⑤ 低カドミウムイネ良質米品種の早期育成

（平成26～30，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

我が国では，平成 23 年に食品衛生法に基づく食用の玄米及び精米中のカドミウムの基準値が 1.0

㎎/kg から 0.4 mg/kg 以下に引き下げられた。宮城県では，県北の一部に基準値を超えるカドミウム

を含む米が生産される恐れのある地域があり，基準を超過した米が流通しないよう対策を講ずること

が求められている。（独）農環研とその他の共同研究機関において，コシヒカリの突然変異で，土壌
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中のカドミウムをほとんど吸収しない品種（以下「コシヒカリ環 1 号」）を育成し，また Cd 低吸収

性系統を選抜する DNAマーカーを開発した。

本試験では，宮城県の主要品種および育成中の有望系統と「コシヒカリ環 1号」を交配し，その後

代から宮城県に適した早生～中生晩熟期の Cd低吸収性品種を育成することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)低カドミウムイネ良質米品種の早期育成 作物育種部 中込 佑介 土壌肥料部

遠藤 貴司 農産園芸環

佐伯 研一 境課

佐藤 浩子

＜成績の概要＞

「コシヒカリ環 1号」を使った交配は，平成 26年の夏交配から開始した。平成 27年 1月までに早生3組

合せ，中生 4組合せ，晩生 1組合せ，多収1組合せ，糯 1組合せ，酒 2組合せの合計 12組合せの交配を実施

し，F1～ F3を育成中である。現在は，選抜に向け，世代促進を行っている。

＜今後の課題＞

平成 26 年度に交配を実施した「コシヒカリ環 1 号」と県内主要品種および有望系統の交配後代の

世代促進栽培と集団選抜を行う。

２ 環境に配慮した農業技術の確立

１） 環境負荷を軽減する病害虫・雑草管理技術の開発

① ダイズ病害虫の総合的管理技術の確立（平成26～30，県単）

＜目的＞

ダイズ病害虫管理技術に関する既往の研究成果は，主要病害虫について普及に移す技術第 84 号

において総合的有害生物管理（ＩＰＭ）を提案してきた。しかし，未だ発生生態が解明されてい

ない病害虫もあることから，化学的防除への依存度は依然として高い状況にある。環境負荷低減

に対する貢献度をさらに高めるため，土壌伝染性病害や子実害虫を主な対象としてより高度な IPM

への発展を目指した技術開発と基礎研究を行う。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)土壌伝染性病害の発生生態の解明と防除技術の確 作物保護部 加進 丈二

立 宮野 法近

(1)各病害の発生条件の解明 鈴木 智貴

(2)対象薬剤の効果的利用方法の検討 相花 絵里

2)主要害虫の発生生態の解明と発生予察手法の開発 大江 高穂

(1)フタスジヒメハムシの密度変動要因の解明 櫻田 史彦

a 成虫の移動分散による影響
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b 天敵などの生物的要因による影響

3)ウコンノメイガの要防除水準の策定

＜成績の概要＞

1)土壌伝染性病害の発生生態の解明と防除技術の確立

茎疫病は出芽時に冠水すると感染しやすく，出芽後の早い段階で冠水する発病が助長されること

を確認した。茎疫病に対してクルーザーMAXXによる種子塗抹処理は高い防除効果が認められた。

2)主要害虫の発生生態の解明と発生予察手法の開発

フタスジヒメハムシは，第 2 世代成虫発生期に飛翔して圃場間を移動すると考えられた。フタス

ジヒメハムシの天敵として，コマユバチ科の寄生蜂 Centistes medythieを確認した。成虫の各世代で

本種の寄生は確認されたが，寄生率は越冬世代，第 1 世代で高く，第 2 世代ではほとんど寄生され

ていない時期が確認された。

3)ダイズ病害虫の総合的防除技術の検討

ウコンノメイガの葉巻被害が増加するとダイズの莢数や子実粒数が減少して減収することを明
らかにした。また，被害量（被害葉率または葉巻数）と減収率の関係から，要防除水準を策定し
た。

＜今後の課題＞

・冠水程度と茎疫病の発病程度の関係

・黒根腐病の発病要因と薬剤防除法を明らかにする。

・フタスジヒメハムシの越冬世代の飛翔移動，昆虫病原性糸状菌の感染実態を確認する必要がある。

② 発生予察調査実施基準改良事業

（平成25～26，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

水田内における斑点米カメムシ類の発生量をフェロモントラップを用いて把握し，その発生量から

斑点米被害リスクを推定する手法を開発する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)合成フェロモン資材を利用した斑点米カメムシ類 作物保護部 加進 丈二 中央農研セ

の水田内発生量調査技術の実証 相花 絵里 ンター

大江 高穂

＜成績の概要＞

フェロモントラップを用いて，出穂期前後（出穂期前 1週間，または出穂期後 1週間）のアカスジ

カスミカメ誘殺数を把握することで，斑点米被害（斑点米を原因とした落等）が起こる確率を推定で

きると考えられた。本事業の共同研究機関の調査データを統合して解析し，その結果を元に発生予察

調査基準の改定案を委託元の農林水産省へ提案した。

＜今後の課題＞

圃場単位の被害予測に活用できる可能性は示されたものの，結果的に単年度のデータでの解析とな
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ったためリスク評価の目安を策定するにはさらに多くのデータを追加して解析する必要がある。

③ イネばか苗病の温湯浸漬処理後種子における生態解明と発生抑制技術体系の構築

（平成 26～ 30，事業研究・農産園芸環境課）
＜目的＞

温湯浸漬法による種子消毒が普及する一方で，イネばか苗病の発生が増加している。本病は本田期

に種子が保菌して翌年の育苗期に発生し，これが本田に移植されることで伝染を繰り返すため，種子

生産上重要な病害である。一方，温湯浸漬による種子消毒後に，本病が多発する事例が認められるこ

とから，育苗管理の工程で本病原菌を保菌している可能性が考えられるが，育苗現場での本菌の伝染

源は明らかとなっていない。そこで，育苗管理の工程および本田移植後におけるばか苗病菌の動態を

調査し，優良種子生産と温湯浸漬法による種子消毒の持続的利用のための資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

イネばか苗病の温湯浸漬処理後種子における生態 作物保護部 鈴木 智貴 秋 田 県 立

解明と発生抑制技術体系の構築 宮野 法近 大、大崎・

櫻田 史彦 登米農業改

良普及セン

ター

＜成績の概要＞

農家が育苗を行う作業場では，播種前にばか苗病菌が残存する伝染源となるものの存在が明

らかとなった。野外におけるばか苗病菌の胞子は，降雨の日に多く飛散するものと推定された。

＜今後の課題＞

今回ばか苗病菌が検出された作業場環境のものについて，実際の伝染源となっているかを検

証する必要がある。また，伝染源の量と発病との関係を明らかにする必要がある。

④ 大規模水田農業地帯における総合的雑草管理システムの構築

（平成24～26，県単）

＜目的＞

本県では，問題化する雑草種が変遷かつ多様化しており，一部地域では帰化雑草のアレチウリやア

サガオ類の蔓延により甚大な被害が生じている大豆圃場もある。また転作大豆においては適切な管理

作業が行われずに一般雑草が繁茂している状況があり，収量・品質の低下，ひいては復元水稲作の雑

草問題を引き起こしている。そこで，本研究では大規模水田農業地帯における「難防除雑草の拡大・

蔓延の阻止」と「水田輪作雑草管理法の革新」を目的とし，総合的雑草管理の実現を可能とする広域

的営農システムの構築を目指す。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者
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1)難防除雑草のモニタリングと多発リスク評価手法 水田利用部 大川 茂範 農環技研，

の確立 高橋 智恵子 社）県植防，

2)各難防除雑草に対する有効な防除技術の開発 安藤 慎一朗 各農改セン

3)残草要因解明のための管理作業チェックリストの 北川 誉紘 タ－，病害

作成 石橋 まゆ 虫防除所，

4)大豆作における新たな管理要素技術の導入支援 内海 翔太 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬ

星 信幸 ﾊﾟ ﾝ， SDS

ﾊﾞｲｵﾃｯｸ

＜成績の概要＞

1)当県の水稲作ではイヌホタルイ・オモダカ・クログワイが主要な残草種でありノビエ・クサネム

の後発も問題となり得る。麦作圃場では，タデ類・スズメノテッポウ・ノボロギク・ヤエムグラ・

シロザ、大豆作ではタデ類・アメリカセンダングサ・ノビエ・シロザが主要な残草草種である。河

川広域水路から農道や用水路を介して水田内大豆作へアレチウリの侵入が確認されているが、河川

広域水路法面のアレチウリは 9 月上旬以降の除草剤散布で強く種子生産を抑制することができる。

2)水稲作イヌホタルイALSI交差抵抗性個体群分布調査では，部位特異的変異個体が７筆で確認された。発

根法や実生法、酵素活性法などの各種生物検定により検出できる。これらの交差抵抗性であってもブロモブ

チドやベンゾビシクロンでの防除が可能である。県内の水稲作のオモダカでは交差抵抗性個体は確認されな

かったが、67％の頻度で従来型のSU抵抗性が存在し、非作用点抵抗性の可能性のある個体が確認された圃

場も4筆あった。交差抵抗性の検定として酵素法を用いることは難しい。麦作10圃場のうち3圃場でスズメノテッ

ポウのSU抵抗性が疑われる個体が存在したがさらなる確認が必要である。

難防除雑草の防除法についてイヌホタルイの他では、クサネム、クログワイ、畑雑草ではアレチウ

リ・アサガオ類について検討した。

クサネムに対して有効な初期剤と初中期剤を組み合わせて体系処理することで，各剤を単用する場合より

も8月下旬までの開花・結実株を安定して抑制することができる。漏水田でのクサネム対策としてはビスピリバッ

クナトリウム塩（2.0%）液剤の茎葉散布が有望である。クログワイに対する秋耕による塊茎減耗の効果は冬

期間の土壌の乾燥が促進される条件で高まる。クログワイの発生始期に ALS 阻害剤処理することで

水稲生育後期までクログワイの後発を抑制することができる。

アレチウリの出芽は 10 月中旬まで確認されるが，9 月下旬以降に出芽した個体は成熟した種子を

生産しない。また，大豆圃場では大豆茎葉の遮光によって新たな出芽が抑制される。大豆生育前期（大

豆本葉２～５葉期頃）の手取り除草と効果の高い土壌処理型除草剤，適期のベンタゾン液剤処理，茎

葉処理型除草剤の畦間・株間処理を組み合わせた総合的防除体系により，慣行の防除体系に比べてア

レチウリ残草量を大幅に低減できた。帰化アサガオ類に対し、土壌処理剤のフルミオキサジン水和剤、

茎葉処理としてベンタゾン液剤、吊り下げノズルによるＤＣＭＵ水和剤の畦間・株間処理、中耕培土、

グルホシネート液剤の畦間・株間処理による体系防除は、多発条件においても大豆収穫作業に影響の

ないレベルにマメアサガオの防除が可能であった。

3)県内の雑草発生状況のモニタリング及び多発事例等から想定された大豆作における残草要因として

の「営農要素」及び「雑草制御要素」を選定し、大豆作経営体のチェック項目を整理し、指導者が対

象経営体の雑草管理に関わる技術レベルをを診断できるチェックリスト調査票及び調査方法の基本形

を作成した。
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4)大豆播種前の不耕起管理下において湛水処理を行うことで，アメリカセンダングサやタネツケバナ

は出芽が促進される傾向であり，シロザやタデでは抑制される傾向が見られ，気温の低い条件下でよ

り減少した。播種後の残草量を見ると，シロザでは湛水処理を行うことで低減され，湛水処理によっ

て土壌物理性が変化し，土壌処理剤の効果が高まったものと推察されるが，その他の草種では効果が

判然としなかった。

ディスク式中耕培土機は，土壌水分や中耕時期によらず，ディスク式の作業速度はロータリ式の約 2

倍であった。非湿潤条件においては，ディスク式はロータリ式よりも土を株元まで寄せるため，中耕

後の株間の残草量はロータリ式に比べ少なくなる傾向があった。

塗布処理は，雑草発生ランクが 2程度であれば，一般的な広葉雑草に高い効果が得られた。発生程

度が高い(4 程度)ほ場では，塗布処理による作業性向上は得られなかった。帰化アサガオに対する 2

回処理では，薬液の付着による薬害で大豆収量が減収した。草丈 160cm 以上のオオイヌタデには個

体あたり 3 ヶ所塗布処理が有効であり，オオイヌタデの大豆収穫時水分は約 50 ％に減少した。シロ

ザ，オオイヌタデが残草する現地圃場において，9 月上旬の塗布処理により大豆収穫前に抜き取りが

必要な残草量，作業時間は減少し，軽労化が確認できた。大豆着莢期前（雑草生育期）における個体

あたり 1 ヶ所および 3 ヶ所塗布は,シロザに対する効果が高く，子実肥大期塗布よりも高い効果を示

した。

＜今後の課題＞

・継続調査と年次変動の確認

２）温室効果ガスの排出を抑制する資源循環型農業技術の開発

① 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業

（平成25～30，受託・東北農政局）

＜目的＞

本県農地の土壌炭素量を経時的に調査し，温室効果ガス削減への寄与程度を把握するとともに，

有機質資材の連年施用に伴う土壌炭素量・窒素量の変動を把握する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)農地土壌炭素等調査事業 土壌肥料部 金澤 由紀恵 農園研・園

(1) 農地土壌炭素定点調査 島 秀之 芸環境部

(2) 農地土壌炭素基準点調査 宮本 武彰

楠 亜矢子

＜成績の概要＞

(1) 定点調査では，県北を中心に28地点の農地土壌の土壌タイプ，仮比重，全炭素，全窒素量，お

よび耕種概要等を調査し，県内の水田を土壌群別に比較した結果，土壌炭素量及び土壌窒素量は黒

泥土が高く，褐色低地土が最も低く，土壌群の違いにより蓄積される量が異なる傾向にあった。また,

水田では 80%以上の地点で堆肥及びわらのすきこみ等有機物が施用された。また，堆肥の施用をし

ていない地点では，土壌炭素量の減少する傾向がみられた。

(2) 基準点調査では，灰色低地土の水田および露地畑において，原料の異なる家畜ふん堆肥の連用試験
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を行なった。毎年堆肥を連用した結果，水田作土層の土壌炭素量は牛ふん堆肥区で増加傾向にあった

が，土壌窒素量は堆肥施用による差がみられなかった。露地畑では，堆肥の施用により作土層に炭素

が蓄積される傾向にあった。

＜今後の課題＞

・長期的データの蓄積

３ 環境変動に対応する技術の確立

１）気象変動に対応する農業技術の開発

① 水稲品種の育成（平成23～，県単）

＜目的＞

米の消費減退，米価下落など稲作を巡る情勢は厳しさを増している。宮城県における稲作経営の安

定と更なる発展を図る上で，本県での栽培に適した，商品性の高い特長をもつ水稲品種を開発するこ

とは必須の課題である。本課題では，耐冷性，いもち病抵抗性に優れ，良質で極良食味な粳や糯品種，

また，低コスト生産が可能な直播適性品種，多収品種，加工用，多用途向きの水稲品種を育成する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)品種に関する試験 作物育種部 遠藤 貴司 農研機構，

(1)品種特性調査 佐伯 研一 各道県水稲

(2)品種系統保存 佐藤 浩子 育種試験地，

(3)寒冷地育成地間相互交換系適 中込 佑介 系適・特検

2)新品種育成 ・世代促進

(1)交配 栽培試験地

(2)雑種集団の育成と選抜

(3)系統養成と選抜

(4)特性検定

(5)現地選抜試験

(6)生産力検定

＜成績の概要＞

「東北 211 号」（極晩生，多収，極大粒，耐冷性極強）の品種登録の出願を行った（平成 27 年 3

月）。新配付系統として「東北 219 号」（中生，多収，極良食味），「東北 220 号」（中生，高温登熟

耐性，極良食味），「東北 221号」（耐冷性，いもち病抵抗性，多収），「東北 222号」（極晩生，耐冷

性，極良食味）を育成した。

＜今後の課題＞

・精米特性，炊飯特性の評価法の開発

・高温登熟性に優れる品種や高温を回避する晩生品種の育成

・収量性をさらに向上させるための遺伝子源の導入や交配母本の選定高温耐性に優れる中生・晩生

品種の育成
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② 気象変動に対応した革新的な育種素材の開発

（平成26～30，県単）

＜目的＞

近年，温暖化に伴う登熟期間の高温により，玄米の白未熟粒発生割合が増加し，一等米比率の低

下を招いている（平成 22年 70.4％）。生産現場からは，高温に遭遇しても品質が低下しにくい「高

温登熟耐性品種」の開発が求められている。一方，宮城県で恒常的な問題である冷害の発生リスク

も, 温暖化に伴い今後ますます増大すると予測されている。農業の安定経営，食糧の安定供給の観

点から，平成 22 年の高温や平成 5 年並の低温に耐えうる優良品種を育成するため，その基になる

「高温登熟耐性」と「耐冷性」に極めて優れる革新的な育種素材を開発する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)高温耐性に極めて優れる中間母本系統の育成 作物育種部 佐伯 研一

中込 佑介

2)耐冷性に極めて優れる中間母本系統の育成 遠藤 貴司

佐藤 浩子

＜成績の概要＞

1)高温耐性：高温登熟耐性検定について，全供試系統の出穂後 20 日間の処理温度の平均値は，平均

気温 28.0 ℃，最高気温 31.7 ℃，最低気温 24.9 ℃となった。出穂期に散布した除草剤の薬害により，

全ての区において穂の出竦みが発生し，その影響から検定に必要な粒数が採種できなかったり，粒数

が確保できた系統も全体的に白未熟粒の発生が非常に多く，基準品種においても明瞭な差が見られな

かった。しかし，各試験区において 1000 粒以上採種できた系統を機器判定に供試したところ，基準

品種間での整粒歩合で差が見られたので，本年度の高温耐性の判定は整粒歩合で判定することとし，

1000 以下の系統は判定不能とした。遺伝資源の評価について，供試した 17 系統のうち 8 系統を評価

した。機器測定結果より，｢高育 70 号｣の整粒歩合が 49.2 ％と高く，高温耐性を「強」と判定した。

他の供試系統は，中以下と判定されたが，散布した除草剤の薬害によって高温耐性を正確に評価でき

なかったと考えられる。高温耐性に優れる系統の育成を目的として，「やまのしずく」と「高育 70号」

の交配を 7月に行い，F
1
種子を 86粒得た。その他にも，今回試験に供試した系統を用いた交配を 12

組合せ行い，F
1
種子を得た。得られた F

1
種子について，今後世代促進を進める。

2)耐冷性：超耐冷性系統（09CV19）と当場育成の有望系統との交配6組合せを7月下旬に行い，17～64

粒のF1種子を得た後，3月下旬に当場育成の有望系統を花粉親として戻し交配実施した。

超耐冷性系統の耐冷性評価について，耐冷性検定プールの水温は，処理期間（7/15～9/10）の平均

で17.52℃であった。出穂期は，8/22～9/4の間であった。円形20粒播種方式で分げつを全て除去し，

主茎のみを養成しているため，各個体の生育量は少なく，稈長は48.3～72.7cmであった。基準品種の

不稔歩合は，極強11の「東北PL1～3」が55.4～96.7%であったのに対し，超耐冷性系統は39.4～60.6%

であった。

超耐冷性系統の選抜について，耐冷性検定18.5℃区の結果から「東1552（東北187号/東北196号）」

の耐冷性は極強11※を上回った。生産力検定の結果から「東1552」は，「ひとめぼれ」と比べて，稈

長が短く，穂数が少なく，玄米重が91％であったが，千粒重が大きく，玄米品質がやや優れ，穂発芽
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耐性，食味ともに「ひとめぼれ」並みであったため，「古川耐冷中母111」の名を付し，交配母本とし

て活用することとした。

※H21年度東北地域研究成果情報「東北地域における水稲耐冷性“極強”以上の新基準品種の選定」による。

＜今後の課題＞

・高温耐性：今年度に評価できなかった系統を再評価し，新たな遺伝資源の探索を行う。

・耐冷性：耐冷性検定プールに供試するポット栽培の試験材料について，より実際の圃場での栽培

条件に近い株栽培での検定を行う。

③ 耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北オリジナル業務・加工用多収品種の開

発 （平成26～30，受託・東北オリジナル品種コンソーシアム)

＜目的＞

食生活の多様化や国産飼料の需要の高まりにより安価な業務，飼料，加工用米品種が求められてい

る。業務用米については，中食・外食産業で必要とされる大口需要に応えるためには，一定の生産量

を安定的に確保する必要があり，栽培特性や広域適応性に優れた品種の開発が重要となる。本研究で

は，耐冷性といもち病抵抗性を強化した東北中南部向け多収水稲品種（業務，飼料，加工用）の開発

と栽培マニュアルを作成することを目的とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)耐冷性といもち病抵抗性を強化した業務用米品種 作物育種部 遠藤 貴司 東北各県水

の開発 佐伯 研一 稲育種試験

2)耐冷性といもち病抵抗性を備えた極多収飼料用米 佐藤 浩子 地他

品種の開発 中込 佑介

3)耐冷性を強化した多収の酒造用米品種の開発 水田利用部 猪野 亮

＜成績の概要＞

1）「東北206号，209号，210号，214号，215号」の5系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。

精玄米重は「東北206号，215号」が「ひとめぼれ」にやや優った。「東北209号，東北215号」の玄米

千粒重はひとめぼれより大きく，「東北210号」の玄米千粒重が19.7gと小さかった。各種特性は，「東

北209号，東北214号，東北215号」はいもち病抵抗性が強以上となった。東北210号は食味が総合値で

「ひとめぼれ」に優った。新配付系統として，「東北219号，東北220号，東北221号，東北222号」の4

系統を選抜した。「東北219号」は，「ひとめぼれ」に比べて，玄米千粒重はやや大きく，精玄米重は

やや多く，玄米品質，食味は同程度である。「東北220号」は，「ひとめぼれ」に比べて，玄米千粒重

はやや大きく，精玄米重はやや多く，玄米品質は優り高温登熟性に優れ，食味は同程度である。「東

北221号」は，「ひとめぼれ」に比べて，精玄米重は多く，玄米品質は同程度，食味はやや劣り，いも

ち病抵抗性は葉いもち，穂いもちとも“強”であった。「東北222号」は，「ひとめぼれ」に比べて，

出穂期が10日，成熟期が12日遅い“極晩生”で，玄米千粒重は20.7gと小さいが，精玄米重は多く，

玄米品質，食味は優る。

2)「東北211号，216号」の2系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は「東北21
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1号」は「げんきまる」対比107％と多かったが，「東北216号」は「げんきまる」と同程度となった。

3)「東北酒217号，東北酒218号」の2系統の生育，玄米収量および各種特性を評価した。精玄米重は

「東北酒217号」が「蔵の華」対比109%，「東北酒218号」が103％と多かった。酒造適性については，

宮城県産業技術総合センターにて調査中である。

＜今後の課題＞

・業務用米の評価手法の確立。

④ 寒冷地北中部向き耐冷性良食味品種の育成（カドミウム低吸収性）

（平成26～30，受託・(独)農研機構 作物研究所）

＜目的＞

平成 23年の食品衛生法の改定により，食用の玄米及び精米中のカドミウムの基準値が 1.0mg/kg か

ら 0.4mg/kg 以下に引き下げられた。この基準を超過する可能性のあるカドミウム汚染地域は全国に

存在しているため，その対策が求められている。

本課題では，（独）農環研と共同研究機関において育成された Cd 低吸収性コシヒカリ「コシヒカリ

環 1 号」と「ひとめぼれ」を交配し，その後代から Cd 低吸収性遺伝子を持ち，その遺伝子以外の遺

伝背景がほぼ「ひとめぼれ」に置き換わった Cd低吸収性の「ひとめぼれ」同質遺伝子系統を育成し，

宮城県を中心とする寒冷地北中部での普及を目指す。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 「コシヒカリ環 1号」と「ひとめぼれ」の戻し交 作物育種部 中込 佑介 農業振興課，

配 遠藤 貴司 （独）農研

2) マーカー選抜 佐伯 研一 機構作物研

佐藤 浩子 究所，（独）

農業環境技

術研究所

＜成績の概要＞

1) 戻し交雑後代（BC
2
F

1
）と「ひとめぼれ」の交配を行い，BC

3
F

1
を 97 粒得た。この BC

3
F

1
を 19 個

体養成し，OsNRAMP5を持つ 9個体を選抜し，そのうち 2個体について 11月 20日に「ひとめぼれ」

との交配を行い，BC
4
F

1
を 24粒得た。

2)「ひとめぼれ」と「コシヒカリ」で遺伝子型が異なる領域に位置する SSR マーカーから，「ひとめ

ぼれ」と「コシヒカリ環 1号」の多型を示すマーカーの選抜を行った。合計 104種類のマーカーを供

試し，17 個の多型を検出できるマーカーを選抜した。選抜したマーカーで戻し交雑後代（BC
2
F

1
）の

遺伝背景の調査を行ったところ，6 箇所でヘテロ型となっており，「ひとめぼれ」に置き換わってい

なかった。

＜今後の課題＞

「ひとめぼれ」と「コシヒカリ環 1号」の多型を示すマーカーの選抜を継続して行うとともに，新

たに選抜したマーカーを用いて，今回交配に使用した BC
2
F

1
の遺伝背景の調査を行い，より「ひとめ

ぼれ」に近い個体の後代の選抜に利用する。
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⑤ 稲民間育成品種評価試験（平成26，受託 (独)種苗管理センター，JATAFF）
＜目的＞

県内の民間育成品種について，品種特性や地域適応性を評価する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 生産力検定 作物育種部 齋藤富士男

2) 耐冷性検定 佐伯 研一

3) いもち病検定 佐藤 浩子

＜成績の概要＞

２系統の試験を受託し，生産力検定試験・特性検定試験を行い，試験結果を委託者に報告した。

２） 気象温暖化に対応する農業技術の開発

① 温暖化環境におけるイネ主要病害の発生動態と防除技術

（平成22～26，受託・東北農業研究センター）

＜目的＞

イネ紋枯病の品質・収量に対する影響を解明し，寒冷地におけるイネ紋枯病の効率的な防除対策

技術を開発する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 品質・収量を考慮したイネ紋枯病の防除体系の確 作物保護部 鈴木 智貴 九州沖縄農

立 宮野 法近 研センター

＜成績の概要＞

イネ紋枯病の本田期の防除要否の判断基準を被害発生確率から設定した。また次年作に箱処理剤に

よる予防防除要否の判断基準を収穫直前の発病状況（発病株率）から設定した。設定したこれらの判

断基準をもとに，効率的な防除体系を確立した。本防除体系により，ほ場毎の発病状況に応じたイネ

紋枯病の防除が可能となった。

＜今後の課題＞

ほ場毎の防除体系は確立されたが，広域予察に応じた地域毎の防除要否の判断基準が策定されてい

ないことから，防除体系の現地実証試験を含め，判断基準の策定が求められる。

４ 効率的な農地利用のための技術の確立

１）効率的なほ場基盤の確立

① 暗渠の地下灌漑機能を利用した生産環境の制御 （平成23～27，県単）

＜目的＞

地下灌漑が暗渠もみ殻疎水材の劣化抑制や干ばつ年・湿潤年における転作大豆の安定的生産が可能
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となることが確認されている。今後，乾田直播の水深や有機質土壌の基盤管理，塩害対策など水田の

生産環境を維持改善するための多目的活用技術の確立を図るものである。

本年度は，地下水位が異なる転作大豆ほ場において，地下水位調節による有機物分解速度の違いと

地盤沈下抑制効果について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)地下灌漑技術による有機質土壌水田の地盤沈下抑 土壌肥料部 平 直人

制効果の検証

＜成績の概要＞

・田面-30 ㎝の地下水位制御により，田面-30 ㎝層の有機物分解は抑制出来るものの，田面-50 ㎝，

-70 ㎝層での有機物分解の抑制は見られなかった。地盤沈下の抑制効果については判然としなか

った。

＜今後の課題＞

・田面高測定時期の違いによる田面高変動量増加も考えられる。そのため，次年度の大豆播種前

の 5月，耕起後の 1月に田面高さを測定する。長期スパンで調査するため，次年度も同一ほ場で

現地実証を行う予定である。

② 農業農村整備事業における環境配慮施設の効果検証及び管理手法の確立

(平成24～27，事業研究・農村整備課）

＜目的＞

土地改良法の改正により農業農村整備事業の実施にあたって，環境との調和に配慮することが義

務づけられていることから，これまで数多くの生き物調査が行われ，環境配慮施設が設置されている。

しかし，工事実施後の調査はほとんど行われず，事業による生態系への影響や環境配慮施設の効果が

十分に検証されていない。事後調査を実施することにより，今後の事業計画へ反映できる環境配慮手

法の確立を目指す。

本年度は，管理方法の違いによる環境配慮施設を含めた排水路水域の魚類生息環境調査を行い，そ

の効果の検証と，在来魚種を対象とした評価方法の検討を行う。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

農業農村整備事業における環境配慮施設の効果検証 土壌肥料部 平 直人

及び管理手法の確立

＜成績の概要＞

・複断面水路は非繁殖期の捕獲魚数，メダカ捕獲数が対照区より多く，管理実施による効果が見ら

れたが，土水路については判然としなかった。環境配慮施設において，管理嫉視することで捕獲

魚数が増加し，魚類の多様性が向上する。
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＜今後の課題＞

・支線（幹線）排水路を対象とした管理方法の違いによる調査と維持管理の手引きの作成

③ 既設農業用水利施設のコンクリート供用年数の推定手法の確立

(平成24～26，事業研究・農村整備課）

＜目的＞

農業農村整備事業により造成された農業用水利施設は，近年，老朽化施設が増大し，計画的な施設

の更新・維持補修の対応方法が大きな課題となっている。なかでも，農業用コンクリート二次製品水

路については，老朽化の程度を判断する指標がなく，供用年数を把握する手法が求められている。

本年度では，設置年数の異なるコンクリート二次製品水路（排水系統）の補足調査と，「農業用二

次製品簡易機能診断マニュアル（案）」を作成する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

既設農業用水利施設のコンクリート供用年数の推定 土壌肥料部 平 直人

手法の確立

＜成績の概要＞

打撃法による圧縮強度と超音波伝播速度の測定により，底版部圧縮強度を推定し，劣化度の判定と

供用年数推定式を算出した。供用年数推定線の沿岸部排水フリュームへの適用性は低いと考えられる。

２）水田の高度利用技術の確立

① 寒冷地水田における飼料用稲－麦二毛作体系の開発と実証

（平成22～26，受託・畜産草地研究所）

＜目的＞

水田における自給飼料の一つとして，寒冷地水田における麦類（大麦、ライ麦、ライ小麦等）の収

穫ステージ，収穫方法による収量性及び発酵粗飼料の品質への影響を解明する。また，飼料用稲栽培

と飼料用麦類の収穫作業の分散・平準化を図るため，稲－麦二毛作体系における水稲と麦類の品種や

収穫方法の組み合せを検討し，この最適品種の組み合せについて，コントラクターを活用した稲－麦

二毛作体系を飼料用稲栽培が定着している現地転作団地で実証する。さらに，飼料用稲の漏生による

食用米への混入リスクを軽減・回避する技術として，茎葉蓄積型専用品種を用いた省力的移植栽培や

乾直栽培技術を検討し，水田輪作団地への飼料用稲の導入方策を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水田転作団地での稲・麦二毛作体系の開発（平22 水田利用部 星 信幸 畜産草地研

～26年） 安藤 慎一朗 究所

ａ 省力的二毛作栽培の組合せの検証と実証 内海 将太 畜産試験場

2)水田輪作団地への稲 WCS 導入技術の開発（平22 阿部 脩平
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～26年）

ａ 茎葉型多収品種の省力的栽培技術の検討と実証

＜成績の概要＞

1)堆肥 1.5tと慣行基肥に硫安追肥 1回を基本として、移植を中心とすれば稲麦 WCS2毛作 1.6t/10aの

収量が可能となる。稲ー麦二毛作の標準可能作業面積は、10 月下旬播種の大麦と 5 月下旬の乾直に

移植を加えた水稲によって作業的には約 13ha程度とされた。

2)リーフスターにおいて，移植時期は 5月中旬移植が適当だと考えられ，それよりも早ければ稔実率

の増加，遅ければ低収の可能性がある。栽植様式では，栽植密度よりも植付本数が茎数や収量への影

響が大きい。追肥時期は生育中期以降に行うことで増収効果が高い。堆肥活用による低コスト栽培の

場合は，堆肥のみでは窒素供給が不足するため基肥に化成肥料を入れ，植物体窒素吸収量が 14g/㎡

以上となるような管理が一定収量確保には必要である。

乾田直播栽培では，播種時期は稲-麦二毛作体系の大麦収穫後の播種を想定した 5 月下旬播種まで

時期が遅れても収量に影響を与えないと考えられ，播種量は 4kg/10a 以上で安定した収量を確保でき

ると考えられた。また，施肥では移植栽培と同様に生育中期の追肥や、基肥に緩効性肥料を施用する

ことも収量増加に有効と考えられた。

＜今後の課題＞

(受託完了）

② 飼料用米の省力低コスト多収栽培技術の確立

（平成26～28，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

水田フル活用と米政策の見直しにおいて飼料用米の推進が掲げられ，本県においても3,000ヘクタ

ールを目標に推進されている。これまでは，主食用品種での対応が多かったが，新たな対策は数量支

払いであるため，収量の確保や専用品種の導入が求められている。省力・低コストを考慮した専用品

種での多収穫栽培法について検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)移植栽培 水田利用部 猪野 亮 農業・園芸

2)直播栽培 門間 由美子 総合研究所

3)育苗 星 信幸

4)刈取り適期 土壌肥料部 佐々木 次郎 畜産試験場

＜成績の概要＞

1)移植栽培における施肥は，堆肥100kg/a＋基肥窒素量0.5kg/a又は基肥窒素量0.7kg/aと，幼穂形成

期追肥0.2kg/a＋減数分裂期追肥0.2kg/aの組み合わせが，疎植栽培（45株/坪）とした場合でも目標

収量（72kg/a）を得られる施肥法と考えられた。現地実証では、「夢あおば」，「東北211号」ともに

「ベタ掛け乳苗」育苗技術導入は可能であった。乳苗移植で欠株が多くなり，出穂期は２～４日，成

熟期は５～６日遅くなったが，夢あおば，東北211号ともに慣行と同等の多収（72kg/a程度）が得ら
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れた。

2)乾田直播栽培では、「ふくひびき」は苗立ち率は高く，茎数・穂数は多く経過し，タンパク質含有

率も高い傾向がみられた。「夢あおば」は倒伏はみられなかった。東北 211 号は稈長・穂長は長く，

千粒重が大きい傾向がみられた。幼穂形成期及び減数分裂期の追肥の必要性は確認できたが、分げつ

期の追肥の有効性はみられなかった。湛水直播栽培では、「ふくひびき」は苗立ち率は高く，茎数・

穂数は多く経過し，タンパク質含有率も高い傾向がみられた。「夢あおば」は倒伏はみられなかった。

「東北 211号」は稈長・穂長が長く，千粒重が大きい傾向がみられた。幼穂形成期追肥の必要性は確

認できたが、分げつ期の追肥の有効性はみられなかった。

3)「東北211号」，「夢あおば」，「ふくひびき」への「ベタ掛け乳苗」技術の導入は可能であったが，

移植時の苗生育を確保するためには，13日程度の育苗日数が必要であった。マット強度は，播種量が

多いほど高まったが，播種作業やコストの面から，播種量は乾籾220ｇ/箱が実用的と考えられた。

4)コンバイン収穫が可能となる時期（刈取早限：籾水分25％）は，倒伏程度が高いほ場を除き出穂後

の積算平均気温が1,200℃となる日（出穂後64日頃）と考えられた。また，刈取晩限は，鳥害や脱粒，

倒伏等が問題にならない10月末頃（出穂後80日，出穂後の積算平均気温1,400℃頃。）と考えられた。

５ 省力・低コスト軽労化技術の確立

１）省力・低コスト化技術の開発

①震災復興に向けた担い手の規模拡大を支援する省力・低コスト・多収栽培技術

の確立（平成25～27，県単）

＜目的＞

土地利用型農業経営体の規模拡大を支援する省力・低コスト水稲栽培技術として，多収品種「げん

きまる」の特性を生かした栽培技術，鉄コーティング湛水直播栽培さらに常時被覆簡易乳苗を利用し

た疎植栽培を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)栽培特性の把握（げんきまる） 水田利用部 猪野 亮

2)低コスト省力栽培の検討 菅野 博英

3)低コスト乳苗移植栽培 門間 由美子

土壌肥料部 佐々木 次郎

＜成績の概要＞

1)粗飼料としての TDN は「げんきまる」の移植栽培と直播栽培とも「ひとめぼれ」と同様の傾向で

あり、WCS 専用品種「リーフスター」とも同様の傾向であったことから、WCS への利活用が示唆さ

れた。

2)大豆跡地等の肥沃なほ場では「げんきまる」を無施肥で、播種量 2.0 ～ 2.5kg/10a が倒伏程度を押

さえながら、全刈収量 570kg/10a 確保できる。連作田等では「げんきまる」は「ひとめぼれ」より倒

伏程度を低く抑え、多収栽培が可能である。

鉄コーティング比率は 0.4 倍～ 0.5 倍以上で、鳥害による被害苗や水圧による種子の移動が認めら
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れなかった。キヒゲン添加における鳥害抑制は判然としなかった。種子コーティング後の保存状況か

ら、7 ヶ月に以内に使用することが望ましいと思われた。種子消毒方法により鉄コーティングの発芽

率がやや低下する傾向が見られた。播種量は「ひとぼれ」が 2kg～ 4kg/10kg（乾燥籾）、「げんきまる」

は 4kg/10kg（乾燥籾）が良好であった。

3)げんきまるへの「ベタ掛け乳苗」技術の導入は可能であり，乳苗37株/坪植えとすることで，慣行

の半分程度の移植苗箱数となった。また，乳苗移植とすることで欠株率は高まったが，基肥窒素量0.

5kg/ａを0.7kg/ａとすることで，42株/坪は慣行並みの収量となった。

＜今後の課題＞

・鳥害試験の年次反復，種子消毒剤の薬害の検討、仕上げ石膏に変わるシリカゲル剤の検討等

・露地での乳苗育苗法の確立

６ 先端技術を活用した農業技術の確立

１）遺伝子情報等の利用技術の開発

① 水稲葯培養による画期的新品種の開発（平成10～，県単）

＜目的＞

葯培養の手法により育種年限を短縮し，耐冷・耐病性の強い良質・良食味品種や多用途品種の早

期育成を図る。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)葯培養利用育種 作物育種部 佐藤 浩子
遠藤 貴司
佐伯 研一
中込 佑介

＜成績の概要＞

培養は2期に分けて行い，1期は5月から6組合せのF1を供試し，2期は7月から6組合せのF1を供試し

た。カルス形成培養と再分化培養はB培地で行った。2期合せて計53,820葯を置床し，12,941個のカ

ルスを再分化培地に移植した。計2,813個体の再分化個体が得られ，うち573個体を倍化個体として，

種子を収穫した。

前年までの葯培養作出系統のうち，58系統が圃場選抜及び特性検定の結果選抜された。また，奨

励品種決定調査に配付中の「東北206号」は山形県，岡山県など５県で継続，｢東北212号｣は愛媛県

で継続，今年度初めて配付した「東北酒217号」は，宮城県と新潟県で継続検討となった。また，作

出系統から，生産力検定試験，特性検定試験の結果，晩生で極良食味系統の「東北222号」を新配付

系統とした。

② ゲノム選抜育種による出穂期改良品種開発の加速

（平成25～29，受託・生物資源研）

＜目的＞

宮城県においては，県内の水稲作付け面積の約８割を中生品種の「ひとめぼれ」が占めているが，
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近年，気候変動による高温の影響で白未熟粒の発生が増加し，玄米品質の低下が大きな問題となっ

ている。特に県南部では品質低下が顕著であり，登熟期間の高温を避け玄米品質の向上を図るため，

晩生の高温登熟耐性に優れる品種が要望されている。

今回，当場育成の中生で高温登熟耐性に優れた極良食味系統「東北206号」に, DNAマーカー選抜

育種技術を用いて，宮城県で晩生にあたる「コシヒカリ」の出穂関連遺伝子（Hd1，Hd16，HD18）

を導入することで，「東北206号」の出穂期を7～10日程度遅らせた晩生の高温登熟耐性に優れる品

種を育成する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

作物育種部 佐伯 研一 （独）農業
遠藤 貴司 生物資源研
佐藤 浩子 究所
中込 佑介

＜成績の概要＞

1)BC1F1（東北206号/コシヒカリ//東北206号）選抜個体と「東北206号」の戻し交配（春）

5/7～14にかけてBC1F1選抜個体を母本，「東北206号」を父本として戻し交配を行い，各出穂期遺伝

子の組合せごとに，Hd1+Hd16:587粒，Hd1+Hd18:548粒，Hd1+Hd16+Hd18:689粒のBC2F1種子を得た。

2)BC1F2世代及び「コシヒカリNIL」の出穂期調査と使用する出穂期遺伝子の決定（夏）

BC1F2世代の447個体について，生物研で実施したHd1，Hd16，Hd18の遺伝子型調査結果に基づき，

様々な出穂期遺伝子の組み合わせを持つ367個体を選抜した。これらを圃場で栽培し出穂期を調査し

た結果，Hd1とHd16がコシヒカリ型個体は8月19日，Hd1とHd18がコシヒカリ型個体は8月25日，Hd1，H

d16，Hd18の全てがコシヒカリ型個体は8月14日に出穂した。「東北206号」の出穂期は8月3日，「コシ

ヒカリ」の出穂期は8月14日であったため，「東北206号」を7から10日程度晩生化するには，Hd1，Hd1

6，Hd18の全てをコシヒカリ型で導入するのが望ましいと推定された。

3)BC2F1（東北206号/コシヒカリ//東北206号*2）世代の出穂期遺伝子型調査及びSNP解析による選抜

上記2)の調査結果を受けて，BC2F1世代の689個体から生物研においてDNAマーカーを用いて実施し

た出穂期遺伝子型調査の結果に基づきHd1，Hd16，Hd18の全てをヘテロ型に持つ60個体を選抜した。

これらの60個体について生物研においてSNPジェノタイピングを行い，出穂期遺伝子近傍以外の遺伝

背景が東北206号型に大きく置換した個体（東北206号との多型16/768個:2.1%）を選抜した。選抜個

体について12月上旬に1/5000aワグネルポットに移植し，自殖種子（BC2F2世代）を得た。

＜今後の課題＞

・「東北206号」の遺伝背景における出穂期遺伝子の効果を確認するため，供試個体数を増やして出

穂期調査を継続する。また，BC1F2世代の出穂期が遅い個体において，稈長が長い傾向が見られた

ため，出穂期と稈長の関係についてHd1近傍の遺伝子型に注意して検証と選抜を行う。

③ 全国で活用できる遺伝子発現予測システムの開発と農業形質予測への展開

（平成25～29，受託・生物資源研）

＜目的＞

気象データを利用したイネの遺伝子発現予測システムが既に開発されているが，全国で適用でき
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るものではない。本課題では，全国7カ所の気象データと遺伝子発現データを収集することにより，

全国で適用可能なシステムを構築する。また，遺伝子の発現量から農業形質を予測するシステムへ

発展させるため，農業形質と関連が深い遺伝子の探索や異品種間の遺伝子発現解析を試みる。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

作物育種部 遠藤 貴司 （独）農業
中込 佑介 生物資源研
佐伯 研一 究所
佐藤 浩子

＜成績の概要＞

完全展開葉のサンプリングを 2回（出穂前，出穂後）おこなった。サンプリング方法は，1回目（出

穂前）が 6/27（8:00 ～翌日 8:00 までの 2 時間毎）に完全展開葉，2 回目（出穂後）が 8/15（8:00 ～

翌日 8:00までの 2時間毎）に止葉を，1回のサンプリングにつき 3個体から各 1枚ずつ計 3枚を採取

した。採取後のサンプルは，速やかに液体窒素で凍結した後-80 ℃で保存し，後日，ドライアイスと

ともに冷凍便で（独）農業生物資源研究所に郵送した。

７ 農業生産力の早期復旧

１）海水流入農地の実態把握と早期改善

① 製鋼スラグによる東日本大震災で被災した沿岸田園地域の再生

（平成24～26，受託・(一社）日本鉄鋼協会）

＜目的＞

津波の浸水被害を受けたほ場においては海水由来のナトリウムの残留等に伴う土壌物理化学性の悪

化が懸念されており，その改善には石灰質資材の導入が有効と考えられる。ここでは，大豆栽培にお

ける，石灰質資材である製鋼スラグ（てんろ石灰）の施用による土壌物理化学性への影響を検討する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

製鋼スラグによる東日本大震災で被災した沿岸田園 土壌肥料部 本田 修三

地域の再生 佐々木 次郎

阿部 倫則

今野 智寛

＜成績の概要＞

場内試験において製鋼スラグ 1000kg/10aの施用によって土壌 pHを大豆栽培における改良目標値で

ある 6.0～ 6.5を維持した。また，初年目に製鋼スラグ 300kg/10a施用する場合と 3年間毎年 100kg/10a

施用した場合の土壌 pH は同程度となった。現地試験において，石灰質資材の施用により pH や Ca

飽和度が改善した。本試験において，製鋼スラグ施用が大豆生育及び収量に与える影響は見られなか

った。

＜今後の課題＞
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・復元田における残効の確認

② 津波被災農地における地力回復と高品質米の安定生育のための地力増進作物導

入技術の確立 （平成24～27，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

東日本大震災の津波により浸水被害をうけた農地の復旧が進められているが，除塩後のほ場にお

いては工事による地力の低下が懸念される。厩肥等資材が少ない沿岸地域では，地力回復のための

緑肥等地力増進作物の導入が有効と考えられる。

しかし，緑肥作物の導入については，県としての明確な技術的な指針がなく，特に水稲での導入におい

ては，栽培上の問題や品質低下のリスクなどの課題があり，農地の実態把握を行い，被災農地の地力増進

を目的とした緑肥－水稲体系による肥培管理技術の本県指針を明らかにする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)津波被災農地の地力の実態調査 土壌肥料部 佐々木 次郎 石巻農改

2)緑肥導入による地力増進と水稲栽培への影響調査 本田 修三

阿部 倫則

＜成績の概要＞

1)津波被災農地の地力を把握するために，培養法による培養期間の短縮化や乾熱後無機態窒素量につ

いて検討した。生土 30 ℃４週間培養窒素量と８週間培養窒素量は相関が高いので，４週間培養から

８週間培養値の予測が可能である。ただし，採土時期が異なると適合性が劣った。また，風乾土の乾

熱後アンモニウム態窒素量は窒素肥沃度診断に有効と考えられ，さらに検証が必要である。

2) 古川農業試験場内ほ場でイタリアンライグラスおよびヘアリーベッチを水稲の裏作として播種し

たところ，緑肥の生育期間が短かったため，イタリアンライグラス及びヘアリーベッチは十分な生育

量は少なかった。しかし，イタリアンライグラスを連用した区で水稲を栽培したところ，葉色値が高

く維持され，無播種に比較し収量が増加した。

東松島市津波被災ほ場において，イタリアンライグラス，ヘアリーベッチを稲作前年の 10 月に散播

し，イタリアンライグラス区，ヘアリーベッチ区，混播区（イタリアン：ヘアリー＝１：１），無播

種区を設定したところ，混播区およびイタリアン区は，イタリアンライグラスの生育量が確保された。

両区ともすき込まれた緑肥からは窒素が供給されたため，水稲作において無播種区よりも窒素吸収量

が多かった。このことにより，両区とも茎数が多く葉色が維持され，籾数が多くなり増収となったと

推察した。一方，ヘアリー区は，ヘアリーベッチの生育が遅くすき込みまでの期間に生育量を確保で

きなかった。このことから，水稲生育は無播種区と同等以下となり，収量も無播種区並となった。

＜今後の課題＞

・採土時期による 30℃４週間培養と８週間培養窒素の関係について確認。採土時期による 30℃，

１日乾熱後アンモニウム態窒素量と可給態窒素との関係確認

・緑肥の生育量確保のための管理手法の検討

・緑肥の複数年すき込みが土壌窒素肥沃度に与える効果を明らかにする。
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２）津波被災水田の実態調査と除塩法・栽培管理技術の確立

① 津波被災水田におけるほ場管理技術の確立

（平成25～28，事業研究・農村整備課）

＜目的＞

東日本大震災の被災水田のうち被災程度が大きいほ場の復旧は，客土などによる地力が低下したほ

場の技術対策が急務となっている。ここでは，試験場内および現地被災水田で，客土土壌および砂質

土壌における水稲に対する肥効調節型肥料等の施用効果について明らかにするとともに，大豆栽培に

おけるクラスト発生抑制技術について検討することを目的とした。

＜細目課題＞

研究担当
細目課題名 分担協力者

部 名 担当者

1)客土水田・砂質水田における土壌改良対策の検討 土壌肥料部 佐々木 次郎 本吉農改

2)クラスト発生抑制技術の検討 阿部 倫則 亘理農改

本田 修三 石巻農改

今野 智寛

＜成績の概要＞

1)場内試験では，客土水田の改良対策としてたい肥施用，肥効調節型肥料による処理区を設けた結果，

生育・収量は総窒素量が多い硫安＋肥効調節区が最も良かった。たい肥＋肥効調節区は，たい肥 3.6t

及び 6t/10a施用しているにも関わらず，生育・収量に差が見られず，たい肥の施用効果が現れなかっ

た。山土客土に初めて作付けしたため，土壌微生物相が未発達であったことや施用したたい肥の質が

影響したものと考えられた。

現地試験ほ場の砂質水田では，慣行施用量よりも 1.2kg-N/10a 多く，かつ，効き目が長い肥料を用

いることで品質は同程度で収量は増加した。客土水田では，LPS60 および LPS100 を施用した区が慣

行区よりも収量品質が高くばらつきも少なかった。慣行増肥区も品質収量は高い水準であるがばらつ

きが大きいため継続的に試験する必要がある。

2)場内試験においてクラストによる発芽阻害は再現できなかった。たい肥の有無によるクラスト抑制

効果は確認できなかった。山形鎮圧輪では播種位置に近い位置に亀裂が発生する傾向が見られた。津

波被災地域において，クラスト発生による問題は現時点において見られなかった。

＜今後の課題＞

・供試たい肥の肥効確認，たい肥の残効，可給態窒素量と施肥量の確認。

・現地砂質水田のほ場条件にばらつきがあるため次年度はほ場を変更する。

３）耐塩性作物による早期経営改善対策

① 重イオンビーム照射による塩害耐性イネの開発 （平成26～30，SIP，理化学

研究所イノベーション推進センター，東北大学農学研究科)

＜目的＞
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東日本大震災によって被災した農地は，縦浸透法等の除塩対策により復旧が進んでいるが，

地盤沈下の影響もあり，今後も地域によっては塩害の発生が懸念される。本課題では，塩害耐

性に優れる水稲品種を育成し，被災水田における農業の復興を支援する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)塩害耐性の評価:対照区，塩害水田（塩水処理区） 作物育種部 遠藤 貴司 理化学研究

（大崎市鹿島台：東北大湛水生態系野外実験施設） 佐伯 研一 所ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

2)実用性評価:普通水田（古川農試） 佐藤 浩子 推進ｾﾝﾀｰ，

3)実用性評価:被災水田（石巻市北上） 中込 佑介 東北大学農

学研究科,

＜成績の概要＞

1)塩水処理した試験区は，対照区に比べて出穂期が 1～ 2日遅れ，稈長の抑制，玄米重や千粒重の低

下が見られた。「ひとめぼれ」由来の変異系統のうち，「東 1575」は稈長，玄米重，全重で無処理区

比で優り，葉身の枯れ程度が少なく，「東 1580」は玄米重，全重が優り，葉身の枯れ程度が少なく，

「東 1581」は葉身の枯れ程度は原品種よりも高かったが，稈長，玄米重，全重の点で原品種よりも

優れると考えられ，以上の 3 系統が有望と考えられた。一方，「東 1577」は玄米重，千粒重が低く，

原品種に比べて明らかに劣っていた。また，「まなむすめ」由来の変異系統では，「東 1583」が稈長，

玄米重，全重の点で，原品種より優れ，やや有望と考えられた。

2)「ひとめぼれ」由来の変異系統では，「東 1577」が玄米重や千粒重が低く，玄米品質が白濁し，原

品種とは明らかに異なった。「まなむすめ」由来の系統については，「東 1582」で耐冷性検定での不

稔率が高く，耐冷性を喪失していた。また，「東 1582」，「東 1584」の 2系統は，系統養成において，

出穂期や稈長の分離が観察された。それ以外の系統は，原品種と比較して，ほぼ同程度であった。

3)稈長の抑制が一部見られ，一部の品種においても下葉の枯れ上がり症状が観察された。「ひとめぼ

れ」由来の変異系統では，「ひとめぼれ」に比べて稈長は長く，玄米重も東 1577を除き，全ての系統

が上回った。特に「東 1573，1575，1578，1579，1581」は 20%を上回った。「まなむすめ」由来の変

異系統については，「東 1583」が稈長は同程度だったが，玄米重が 1g 程度大きく，玄米収量が原品

種を上回った。

＜今後の課題＞

・ 塩害耐性の評価指標の選定と，測定精度の向上。

８ 新たな技術開発による産地復興

１）先端技術等の活用による新たな産地復興対策

① 食料生産地域再生のための土地利用型営農技術の実証

（平成24～29，受託・東北農業研究センター）

＜目的＞

東日本大震災から復興し，水田を中心とした食料生産地域を早期に再生するために，地域の担い

手に農地を集積するとともに，圃場区画や経営規模の拡大により，コスト競争力のある水田農業の
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実現が期待されている。

土地利用型農業の低コスト化戦略として，現行区画にも対応可能な技術である逆転ロータリ利用

の広畝成形播種方式，効率的な作物切り替え技術，乳苗・疎植による水稲移植を組み合わせた，低

コスト３年４作水田輪作体系を実証する。また，大区画圃場に対応した鉄コーティング湛水直播の

耐倒伏性向上技術や効率的灌排水技術，気象情報に基づく生育診断管理技術などの支援技術を確立

し，被災地の低コスト輪作実証体系に導入しその効果を実証する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者
部 名 担当者

1)大区画圃場におけるプラウ耕乾田直播を核とした 水田利用部 星 信幸 東北農研セ

低コスト2年3作水田輪作体系の実証 猪野 亮 ンター，中

ａ高能率な鉄コーティング水稲湛水直播栽培にお 菅野 博英 央農研セン

ける耐倒伏性向上技術の開発・実証 大川 茂範 ター，クボ

2) 津波被災農地の圃場環境に対応した中型機械の汎 北川 誉紘 タ(株)，井

用利用による低コスト 3年 4作水田輪作体系の実証 高橋 智恵子 関 農 機

(1)津波被災水田の早期機能再生技術の実証 安藤 慎一朗 (株)，農園

ａ被災水田の土壌理化学性及び雑草，病害虫発生 石橋 まゆ 研，登米農

の実態と早期再生技術の開発・実証 内海 翔太 業改良普及

a)土壌理化学性の実態 日塔 明広 センター

b)雑草発生の実態解明 ほか

c)病害虫の発生実態調査 土壌肥料部 佐々木 次郎

ｂ下層塩分上昇リスク軽減技術の開発・実証 阿部 倫則

(2)中型機械の汎用利用による低コスト 3年 4作水 本田 修三

田輪作体系の実証 平 直人

ａ広畝成形播種方式による 2 年 3 作体系の開発・ 鈴木 辰也

実証

ｂ疎植及び乳苗移植による省力低コスト水稲栽培 作物保護部 相花 絵里

の開発・実証 鈴木 智貴

ｃ省力低コスト水稲栽培における病害虫の発生リ 大槻 恵太

スク評価と環境保全型農業技術の開発・実証 加進 丈二

a)水稲疎埴栽培におけるイネいもち病の発生リ 宮野 法近

スク評価

b)水稲疎埴栽培におけるイネ害虫の発生リスク

評価

3)低コスト安定生産のための栽培管理支援技術の実

証

(1)気象情報にもとづく発育予測・栽培管理支援技

術の開発・実証

＜成績の概要＞
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1)-a 【鉄コーティング湛水直播】県奨励品種の中で直播栽培に耐倒伏性が高い中生品種は「げんき

まる」と「まなむすめ」の 2品種であった。播種時期は 5月中旬頃が，移植栽培並の収量確保し，倒

伏程度を押さえることができた。倒伏低減対策としては，プラウ＋スタブルカルチによる耕起と「げ

んきまる」の組み合わせ、基肥としては倒伏及び収量の面から「LP70＋LPS80」が効果的で倒伏軽減

が見込まれる。

2)-(1) 【土壌】名取市耕谷周辺の水田土壌腐植含量分布図を作成した。耕作再開時のブロック間の

土壌窒素発現量は，土壌腐植含量の分布傾向と一致している。この分布図は，地力評価や施肥量策定

に活用でき，いもち病リスクの助長要因としても GIS上に統合できる。

【雑草】復旧後水稲作の問題草種コウキヤガラに対する省力的な防除対策，大豆作のアレチウリに対しては

総合的な防除体系の有効性を実証した。復旧時期・作型別の水稲・大豆作の主要草種を明らかにした。

【病害虫】早期に復旧した水稲作付ほ場では，水田内のイヌホタルイの有無により斑点米の被害リス

クが変動するが，復旧後間もない地域では水田内の雑草を管理したとしても周辺休耕田からのカメム

シ類の飛び込みによる被害リスクが存在する。幼穂形成期の正規化植生指数は，復旧した年次に関わ

らず，復旧初年目にばらつく傾向があった。衛星データから取得した植生指数と実測値を比較し，得

られた回帰式からいもち病のリスクマップを作成した。

【下層塩分；山元町現地】排水不良とそれに伴う土壌塩分の上昇により大豆が枯死したほ場に排水対

策を実施することで，除塩を促進し大豆作付け可能となる。５月灌漑により除塩の効果が見られた。

2)-(2)【現地】小麦は緩効性肥料による省力効果と収量・品質の安定が確認できた。大豆は播種時期に対

応した 成形播種方式を試み利用の汎用拡大が図られた。水稲乾直はマーカーの改良などによる播種作業

の安定を図った。また、播種方式の安定のために砕土整地と播種を別にした二工程播種の確認を行い、作業

速度も速まることから条件により作業方法の選択肢と期待出来る。

【水稲乾直；場内】乾田直播栽培では，「みやこがねもち」の苗立ち率は高く，苗立ち数は確保され

たこと，３区とも㎡あたりの籾数が 37 ～ 40 千粒と多かったことから，播種量を 0.6 ㎏/a より少なく

できることが示唆された。

【大豆晩播狭畦；場内】「あきみやび」は，狭畦栽培で慣行栽培よりも倒伏程度が高くなったが，コ

ンバイン刈りには支障のない 3以下に収まり，収量，百粒重，外観品質は同等以上であったため，狭

畦栽培が適すると考えられた。「ミヤギシロメ」は，収量，百粒重，外観品質において畦間による差

はなかったが，畦間が小さくなるほど倒伏・蔓化程度が高くなる傾向であった。

【乳苗・疎植】常時被覆簡易乳苗(ベタ掛け乳苗)技術により目標に近い苗質が得られ，乳苗37株/坪

植えとすることで10a当たり移植苗箱数は概ね半減した。また，乳苗移植とすることで欠株率は高ま

ったが，収量は，現地乳苗37株/坪植えを除き慣行並となった。乳苗を露地で育苗する場合は，覆土

量を1.0kgから1.5kgに，床土量を2.0kgから1.5kgにすると移植時の生育量を確保し易く、出芽器によ

る加温出芽(27～31時間程度)の組合せが必要と考えられた。水稲作 20ha を想定した移植栽培におい

て、慣行の稚苗移植に乳苗や疎植を導入した場合のコスト低減効果を試算評価した。省力効果として

は４割まで削減可能と考えられた。コスト評価では全て乳苗疎植とした場合で 25～ 29％の削減が可

能と考えられた。

【省力リスク】乾田直播栽培におけるいもち病予防粒剤の散布時期は，いもち病の発生初期が有効と

考えられる。またイネツトムシの防除適期は，まなむすめ，こがねもちで大きく変わらないと考えら

れた。鉄コーティング湛水直播栽培において箱処理剤の播種同時処理は，いもち病，フタオビコヤガ
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及びイネツトムシの防除に有効であった。いもち病予防粒剤の散布時期は，発生初期が有効と考えら

れたが，極小発生条件下のため再検討が必要と考えられた。

3)麦類の生育予測において，場内試験では大麦の出穂期～開花期の予測手法の改善が必要と考えられ

たが、現地試験では，出穂期，開花期の推定日と実測日の誤差は 0～ 3日程度であり，1kmメッシュ

データの予報値を用いることにより，予測精度が高まる傾向が認められた。

＜今後の課題＞

・年次変動等の確認。

９ 安全安心な農畜産物の生産

１）農業生産環境における放射性物質の動態把握

①農産物放射能対策事業 （平成24～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

東京電力福島第一原発の事故により，県内では基準値を超える放射性物質が含まれた玄米が生産

されており，消費者への影響，風評被害が懸念されている。吸収抑制対策としてカリの増肥が実施

されているが，カリ肥料を施用しなかった場合に，水稲玄米中の放射性セシウム（以下「Cs」）が

検出されるかどうか確認する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)農産物放射能対策事業 土壌肥料部 宮本 武彰 関係農業改

(1)水稲の放射性物質の吸収抑制技術の検討 楠 亜矢子 良普及セン

a カリ施肥による放射性セシウムの吸収抑制効果の 島 秀之 ター

確認 金澤 由紀恵

＜成績の概要＞

2 年連続で無カリ栽培した水稲では，栽培後の土壌中交換性カリ含量が低く，玄米から放射性 Cs
が検出された。玄米への移行係数が大きい区ほど，収穫後の交換性カリ含量は低い傾向が見られた。

土壌中放射性交換性 Cs と玄米中放射性 Cs 濃度との関係は明確でなく，土壌中交換性カリ含量に比
べると，玄米への放射性 Cs移行要因とはなりにくいものと考えられた。
＜今後の課題＞

水稲栽培において，放射性 Cs吸収抑制のためのカリ増肥対策が不用となる条件の検討

２）放射性物質の農畜産物への吸収移行抑制技術の確立

① 土地利用型作物における放射性セシウムの移行係数の解析と吸収抑制技術の開

発：大豆 （平成24～26，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

作物への放射性セシウムの移行係数の解析と吸収抑制技術の開発で明らかになったカリ増施などの

吸収抑制技術の最適化を図ると同時に，放射性セシウム吸収に関与するそれ以外の要因を調べ，それ

に基づく移行低減技術を確立するとともに，移行係数の年次変動を解明する。

＜細目課題＞
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細目課題名 研究担当 分担協力者
部 名 担当者

土地利用型作物における放射性セシウムの移行係数 水田利用部 星 信幸 中央農研セ

の解析と吸収抑制技術の開発：大豆 高橋 智恵子 ンターほか

土壌肥料部 島 秀之

＜成績の概要＞

大豆子実中の放射性 Cs 濃度（Cs-134 及び Cs-137）は、可溶性のカリ資材により吸収抑制が確認さ

れ、土壌中の交換性カリ濃度が 25mg ／ 100g 以上であれば、子実中の放射性セシウム濃度 50Bq/kg

以下となる。なお、基肥や追肥などの窒素施肥については、アンモニア態窒素が長く供給される窒素

施肥法ほど子実濃度が高まることも確認された。

＜今後の課題＞

(受託完了)

② 土地利用型作物における放射性セシウムの移行係数の解析と吸収抑制技術の開

発：そば （平成25～26，受託・中央農業総合研究センター）

＜目的＞

作物への放射性セシウムの移行係数の解析と吸収抑制技術の開発で明らかになったカリ増施などの

吸収抑制技術の最適化を図ると同時に，放射性セシウム吸収に関与するそれ以外の要因を調べ，それ

に基づく移行低減技術を確立するとともに，移行係数の年次変動を解明する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者
部 名 担当者

土地利用型作物における放射性セシウムの移行係数 水田利用部 星 信幸 中央農研セ

の解析と吸収抑制技術の開発：そば 安藤 慎一郎 ンターほか

土壌肥料部 島 秀之

＜成績の概要＞

土壌中の交換性カリ含有量が多いと玄ソバ中の放射性 Cs 濃度は低くなる。ソバにおける放射性 Cs 吸

収抑制技術として基肥のカリ増肥は有効であり，作付後土壌の交換性カリ含有量が 30mg/100g乾土以上で

は，玄ソバ中の放射性 Cs濃度は 20Bq未満と低く抑えられる。

＜今後の課題＞

・作付期間中土壌交換性カリ減少量の他土壌タイプでの確認（継続検討）

〔 調 査 事 業 〕

１） 農作物有害動植物発生予察事業（昭和26～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

場内に定点調査ほ場を設置し，病害虫の定期的な調査を実施し，農産物の安定生産を阻害する病

虫害を未然に防ぐための国による予測と対策に情報を提供する。また，県で発表する発生予察情報

作成のための基礎資料とする。
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＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)普通作物，果樹および野菜等の病害虫発生予察調 作物保護部 櫻田 史彦 病害虫防除

査 相花 絵里 所，農園研

(1) 普通作物の定点調査 加進 丈二

(2) イネ稲こうじ病の発生要因の解析 宮野 法近

(3) イネ紋枯病の発生推移と気象要因の関係 鈴木 智貴

(4) フタオビコヤガの発生予察手法の検討 大江 高穂

(5) 粘着トラップによるイチモンジセセリのモニタ
リング

2)斑点米カメムシ類の生息実態調査
(1) 発生源における斑点米カメムシ類の発生実態の
県全域調査

(2) クモヘリカメムシの発生実態調査
3)病害虫検定診断対策事業
(1) オリサストロビン剤耐性イネいもち病菌検定
(2) イネドロオイムシのフィプロニル剤薬剤感受性
検定

(3) 小麦赤かび病のモニタリングと防除体系の検討

＜成績の概要＞

1) 普通作物，果樹および野菜等の病害虫発生予察調査

(1) イネの主要病害虫（いもち病，紋枯病，イネミズゾウムシ，イネドロオイムシ，斑点米カメムシ

類等）とムギ（赤かび病）及びダイズの主要病害虫(マメシンクイガ，アブラムシ類等)について，4

～11月に10～30回のほ場調査を行い，病害虫の発生予察情報（7回の発生予報）の基礎資料とした。

(2)稲こうじ病の発生量と気象条件・穂の水分量の関係を解析した結果，粳品種における発病と出穂

時の 1穂水分含量，1穂籾数との間に正の相関が見られた。粳，糯および低アミロース品種では，糯，

低アミロース品種の 1穂水分含量が多くなる傾向が見られた。

(3) イネ紋枯病発生状況と気象要因(一定期間における日平均気温・降水量・降雨日数の各積算値)と

の関係について解析を行った。初発から穂ばらみ期までの気象要因と穂ばらみ期の発病株率および全

体の発病茎率の間には有意な正の相関および回帰式が得られ，発病株率については成熟期にも同様に

有意な関係が見られた。

(4) フタオビコヤガ第 2世代成虫の発生時期は，5月 10日を起点とし，3～ 6月の最低・最高気温お

よび 7 月以降の平年値を用いた有効積算気温から予測できることが示唆されたが，同様の手法は第 3

世代成虫には適用できず，手法の検討が必要と考えられた。

(5) 斑点米カメムシ類の発生予察調査で行われている白色粘着板を垂直に設置する方法は，イチモン

ジセセリ成虫のモニタリングにも有効であり，従来の青色粘着板を用いた方法と同様に第 1世代成虫

の発生時期を把握して防除適期を判断するための目安に活用できると考えられた。

2) 斑点米カメムシ類の生息実態調査

(1) 発生源における斑点米カメムシ類の主要種は，従来の調査結果と同じくアカスジカスミカメとア
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カヒゲホソミドリカスミカメであった。調査地域によって発生種の特徴やその発生要因を整理してデ

ータ解析を行う必要があると考えられた。

(2) 調査地点 10 地点中 5 地点でクモヘリカメムシ(雄成虫)の誘殺が確認された。また，すくい取り

調査で確認されなかった地域でもフェロモントラップでは確認されたことから，生息域の調査にフェ

ロモントラップを使用することは有効と考えられた。

3)病害虫検定診断対策事業

(1) 県内 68 地点から採取したいもち病斑から分離したいもち病菌の遺伝子診断の結果から，10 地点

で QoI剤耐性菌が確認された。

(2) 2014 年に石巻市北村で発生したイネドロオイムシに対するフィプロニル剤の効果不良は，フィ

プロニル剤に対する感受性低下が原因と考えられた。

(3) あおばの恋，シラネコムギともに赤かび病防除は開花始期後の 1回で対応可能と考えられた。ま

た，コムギ赤かび病の胞子は小麦の開花に合わせて最も多く飛散しており，小麦の生育と同様に気象

の影響を受けていると考えられた。

＜今後の課題＞

・予察精度が不十分な病害虫についての調査手法検討

・予察精度の向上を目指したデータの蓄積

２） 稲作地帯別好適生育型策定と安定多収の機作解明の技術確立

（昭和63～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

稲作地帯・地域ごとに設置したほ場の生育，窒素養分吸収データの分析結果から，稲体の栄養状態

を解析し，対応技術を策定するとともに，「宮城県稲作情報」等で直ちに普及現場に伝達して適正な

栽培管理の基礎資料として活用する。また，経年の蓄積デ－タから稲作地帯別の生育・養分吸収の特

徴を解析し，好適生育型の策定や簡易にできる生育・栄養診断技術の確立を目指す。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)稲体窒素栄養面からの作柄解析 土壌肥料部 本田 修三 水 田 利 用

(1) 土壌・施肥からの窒素供給 阿部 倫則 部，各農業

(2) 稲体乾物重・窒素吸収量の推移 改良普及セ

ンター

＜成績の概要＞

(1) 県内の本年の乾土効果は小さいと推定されたが，移植後の気温が高く初期の土壌窒素発現量は多

い傾向であると推測された。作況試験ほの 5 月 1 日移植では，6 月以降の土壌窒素発現量は少なく推

移し，土壌中残存アンモニア態窒素の消失開始も早めとなった。一方 5 月 10 日移植では，6 月以降

の土壌窒素発現量は多く推移し，土壌中の残存アンモニア態窒素の消失開始は遅めとなった。何れの

移植日も土壌中残存アンモニア態窒素は 7月初めには肥効切れの目安に達した。

(2) 本年は 5月中旬以降気温地温とも平年よりも高く推移したため，植え傷みが少なく，順調に活着

した。水稲葉色値は 6 月 10 日～出穂 25 日後まで平年並から高く推移した。特に，出穂 25 日後は平
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年や他の年に比べ高く推移した。稲体窒素吸収量は， 6 月 10 日～ 7 月 20 日にかけて，平年値に比

べ高く推移したが，穂揃期は平年並となった。精玄米重は適正籾数以上となっても増加傾向がみられ

た。白未熟粒比は穂揃期葉色と相関関係が見られず H24 よりも低かった。このことについては，出

穂期前後の気温が平年並であり，穂揃期～+25 日の葉色の低下程度が小さい事が要因の一つではない

かと推察した。

＜今後の課題＞

・年次毎の作柄要因の解析

３） 生育調査ほ （昭和40～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

水稲・大豆・麦について県内各地に調査圃を設置し，定期的に調査を行い，その結果を前・平年と

比較することにより，作物の生育状況を把握し技術対策策定の基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲生育調査(現地調査圃数 38ヶ所) 水田利用部 菅野 博英 各農業改良

対象品種 ひとめぼれ，ササニシキ，まなむすめ他 安藤 慎一朗 普及センタ

2)大豆生育調査(現地調査圃数 10ヶ所) 石橋 まゆ ー

対象品種 タンレイ，ミヤギシロメ他

3)麦類生育調査(現地調査圃数 10ヶ所)

対象品種 シュンライ，ミノリムギ他

＜成績の概要＞

【水稲】県平均における播種盛期は 4月 11日（平年より 1日早い），田植盛期は 5月 11日（平年並），

出穂期は 8月 2日（平年より 5日早い），刈取盛期は 9月 27日（平年より 3日早い）であった。県内

生育調査ほにおける主要品種「ひとめぼれ」の収量は 58.1kg/a（平年比 101 ％）平年並，県全体の一

等米比率は 92.6％，「2等米以下の格付理由」は「着色粒（カメムシ類）」が最も多かった。

【大豆】高温傾向で経過したため，生育が良好で，開花期，成熟期は早まるところが多かった。標

播では，生育が旺盛であったこと，開花後～最大繁茂期に寡照となる時期があったこと等によりやや

蔓化傾向が見られた。倒伏程度は平年に比べ低かった。開花期間中の好天により分枝数，着莢節数が

多い傾向となり，百粒重も大きくなったため，子実重は平年並～大きくなった。外観品質は，標播，

晩播ともに「病害粒」「虫害粒」等の被害粒の発生が少なかったため平年に比べ品質は良好であった。

【麦類】播種時期の降雨により播種が遅れる傾向であった。越冬前，越冬後の生育量も平年を下回

り，生育が遅れるほ場が多かったが，5 ～ 6 月の高温傾向により，出穂期及び成熟期は平年並～早ま

る傾向となった。全般に最終的な穂数は少ない傾向となり，収量は低くなった。登熟期の降雨や高温

による登熟期間の短縮等により，外観品質も平年より悪い傾向であった。

＜今後の課題＞

・年次毎の気象及び作柄を把握するためにも継続調査が必要
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４） 主要農作物高位安定生産要因解析（作況試験）

（昭和63～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

水稲・大豆・麦の主要品種について，定期的に生育調査や栄養診断を行うことにより，作物の生育

状況を把握し栽培管理指針のための基礎資料とする。

＜細目課題＞

細目課題名 研 究 担 当 分担協力者

部 名 担当者

1)水稲作況試験 水田利用部 菅野 博英

対象品種 ひとめぼれ，ササニシキ他 安藤 慎一朗

2)大豆作況試験 石橋 まゆ

対象品種 タンレイ，ミヤギシロメ他

3)麦類作況試験

対象品種 ミノリムギ，あおばの恋他

＜成績の概要＞

【水稲】5/10移植「ひとめぼれ」出穂期は 8月 2日（平年差 6日早い），成熟期は 9月 21日（平年並）。

収量は，61.8kg/a（平年比 105 ％）であった。直播栽培では播種後高温多照に経過したことから，出

芽が早くなり苗立ちが良好となった。生育が良好で茎数が平年より多くなった。カルパーコーティン

グは倒伏程度も低く，平年より収量が多くなった。出穂後の水管理について検討し、早期刈取りの整

粒歩合は高くなったが、後期刈取は登熟初期の低温寡照により登熟が遅れた２～３次枝硬等の玄米が

落水により土壌水分の低下とともに同化産物の供給が低下し、白未熟粒が増加したと考えられた。

【大豆】本年の作柄は，生育期間全体を通して好天に恵まれたため，百粒重が大きい傾向となり，収

量も平年並～多くなった。また，外観品質も良好であった。標播では，初期生育が良好であり全般に

高温・多照傾向で経過したことから，主茎節数や分枝数，着莢節数が多くなった。晩播では,生育期

間中の少雨傾向の影響で分枝数，着莢節数は少なくなったが，子実肥大期以降は多照となり，適度な

降雨もあったため，有効莢数は平年並となり，百粒重も平年並～大きくなったことから子実重は平年

並～やや多くなった。外観品質は，標播，晩播ともに「病害粒」「虫害粒」「裂皮粒」「しわ粒」等の

被害粒の発生が少なかったため平年に比べ品質は良好であった。

【麦類】播種時期の降雨による播種の遅れ及び冬期間の低温，越冬後の乾燥により，生育量は少なか

った。最終的な㎡当たり整粒数は平年より少なく，低収傾向となった。外観品質は，大麦，小麦とも

に平年より悪い傾向であった。大麦で穂発芽及び赤かび病の発生が多かった。

＜今後の課題＞

・気象及び作柄の年次変動を解析するためにも継続調査が必要

５） 農作物生産計画実施地域立毛調査（農用地土壌汚染防止対策推進事業）

（平成７～，事業研究・農産園芸環境課）

＜目的＞

昭和45～48年に二迫川流域(旧鶯沢町，旧栗駒町，旧築館町)，新堀・出来川流域（旧古川市，旧

小牛田町），小原・赤井畑地区（白石市）でカドミウム汚染米が確認され，汚染米の市場流通防止の
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ため，出荷前の分析チェックを行う産米分離調整地区が設定されていた。旧分離調整地区では平成

７年よりＡＬＣ資材等土壌改良によるカドミウム吸収抑制の大規模現地実証に取り組んできたが，

現在，湛水管理による吸収抑制技術を併用している。そこで，これらカドミウム吸収抑制対策の効

果（玄米のカドミウム含有量基準値「0.4ppm以下」）を確認するため，収穫前のほ場より抜き穂し，
調査する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1)農作物生産計画実施地域立毛調査（農用地土壌汚 土壌肥料部 宮本 武彰 北部地方振

染防止対策推進事業） 島 秀之 興事務所栗

金澤 由紀恵 原地域事務

楠 亜矢子 所

＜成績の概要＞

2014年は，全サンプル 127点中 0.4ppm以下のものが 95%を占め，一方 0.4ppmを超えるものは
5%であったが，うち 1.0ppm以上のものは 1点のみであった。
＜今後の課題＞

・調査継続によるカドミウム吸収抑制対策の効果確認

６） 肥飼料検査業務

（平成11～，事業研究・農産園芸環境課，畜産課）

＜目的＞

肥料取締法，飼料の安全性確保及び品質の改善に関する法律に基づき，農作物の生産を損なうおそ

れのある肥料・飼料の生産並びに流通を未然に防止するため，肥料・飼料の製造業者，販売業者等へ

の立ち入り検査の際に収去された試料や肥料の登録に伴う見本品について，製品の品質（表示成分量

・有害物質の含有等）について分析する。

＜細目課題＞

細目課題名 研究担当 分担協力者

部 名 担当者

1) 肥飼料検査業務 土壌肥料部 島 秀之 各地方振興

金澤 由紀恵 事務所，畜

宮本 武彰 産課

楠 亜矢子

＜成績の概要＞

検査実績（分析点数） ： 肥料 収去品 20点，登録見本品 8点
飼料 収去品47点

＜今後の課題＞

・検査体制の充実による継続的な検査の実行
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Ⅲ 試験研究成果の発表等

１「普及に移す技術」等に提出した課題
１）「普及に移す技術」（第89号）
（１）普及技術（分類）
① ＡＬＳ阻害剤交差抵抗性イヌホタルイの発生状況と対策（水稲）
② 大豆作における難防除雑草アレチウリの対策（畑･特用作物）
③ イネ紋枯病の効率的な防除体系（病害虫）

（２）参考資料（分類）
① かん水時における用水の塩分濃度が水稲苗の生育に及ぼす影響（水稲）
② ＡＬＳ阻害剤の体系後処理と秋耕によるクログワイ対策（水稲）
③ 飼料用稲奨励品種「リーフスター」のイネ WCS 栽培法（移植栽培）（水稲・草地
飼料）

④ 飼料用稲奨励品種「リーフスター」のイネ WCS 栽培法（乾田直播）（水稲・草地
飼料）

⑤ 大豆作におけるディスク式中耕培土機による雑草防除効果（畑･特用作物）
⑥ 乳苗及び疎植技術による春作業の省力・経費削減効果（経営･水稲）
⑦ 水稲におけるリン酸減肥に関する施肥基準(第 87号追補) （土壌肥料）
⑧ 水稲におけるカリ減肥に関する施肥基準 （土壌肥料）
⑨ 農業用コンクリート二次製品水路の供用年数の推定 （農業土木）
⑩ ウコンノメイガの被害解析と要防除水準（病害虫）
⑪ イネ紋枯病の次年作における予防防除要否の目安（病害虫）
⑫ イネ紋枯病の新しい要防除水準（病害虫）
⑬ 育苗箱処理剤によるイネ紋枯病の防除（病害虫）

（３）普及情報（分類）
① 大豆作における帰化アサガオ類に有効な土壌処理型除草剤（畑･特用作物）
② 水稲栽培における鶏糞燃焼灰入り高度化成肥料（商品名：エコ化成 200）の施用効果
（土壌肥料）

③ 水稲のイネツトムシ（イチモンジセセリ）に対する微生物農薬ＢＴ水和剤（商品名：
チューンアップ顆粒水和剤）の防除効果（病害虫）

④ 水稲のイネツトムシ（イチモンジセセリ）に対するスピネトラム水和剤（商品名：デ
ィアナＳＣ）の防除効果（病害虫）

⑤ テブフロキン水和剤（商品名：トライフロアブル）のいもち病に対する防除効果

２）研究成果情報（情報名，部会名等，分類，新技術等評価）
① 津波被災後復旧田の水稲作における省力的なコウキヤガラの防除対策，東北農業・
稲栽培，普及成果

② 大豆圃場における難防除雑草アレチウリの総合的防除体系，東北農業・畑作物栽培，
普及成果

③ ALS 阻害剤交差抵抗性イヌホタルイの発生状況と対策成分含有除草剤の効果，東北
農業・稲栽培，研究成果

④ 水稲種子の発芽と苗質に悪影響を及ぼさない塩分濃度，東北農業・稲栽培，研究成
果

⑤ アレチウリの大豆圃場における出芽消長と耕地周辺における種子生産の抑制方策，
東北農業・畑作物栽培，研究成果

⑥ 宮城県水稲作における５年間のリン酸 50%減肥が土壌リン酸肥沃土に及ぼす影響，東北
農業・生産環境（土壌肥料），研究成果

⑦宮城県の津波被災農地における雑草植生と斑点米カメムシ類発生の特徴，生産環境（病害
虫）・稲（稲栽培），研究成果

２ 特許・品種登録関係
１）特許

なし
２）品種登録(水稲)
（出願）

「東北 211号」：出願番号 29975(2015年 3月)
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３）実用新案
なし

３ 研究発表等
１）研究報告・学会誌発表等（発表者，発表表題等，掲載誌等：ﾍﾟｰｼﾞ，年月）
(1)遠藤貴司，佐伯研一，安藤 露，正村純彦，水林達実，山本敏央，ブータン品種「Kuchum」
由来の穂ばらみ期耐冷性 QTL を保有する「ひとめぼれ」準同質遺伝子系統の育成，育種学
研究 16（別 2）：72，2014.9.

(2)片岡知守，福岡修一，水林達実，山口誠之，遠藤貴司，中込弘二，佐藤宏之，日本水稲
に由来する「奥羽 357号」のいもち病圃場抵抗性に関する遺伝解析，育種学研究 16（別 2）
：151，2014.9.

(3)藤野賢治，今 智穂美，齋藤浩二，遠藤貴司，佐藤 毅，外来遺伝資源を用いたイネ穂ばら
み期耐冷性に関するゲノム育種，育種学研究 16：72-78，2014.6.

(4)竹内善信，小林伸哉，荒井（三王）裕見子，竹本陽子，近藤始彦，遠藤貴司，阿部健司，
門間正明，黒木 慎，後藤明俊，平林秀介，山口誠之，石井卓朗，新規耐塩性飼料用水稲系
統「関東飼 265号」の津波被災水田における評価，育種学研究 17（別 1）：135，2015.3.

(5)今 智穂美，小野泰一，神田伸一郎，遠藤貴司，森山茂治，須藤 充，イネ第 3 染色体に座
乗する障害型耐冷性 QTL のマッピングと準同質遺伝子系統の育成，育種学研究 17（別 1）：
191，2015.3.

(6)Tadashi Sakata,Susumu Oda,Yuta Tsunaga,Hikaru Shomura,Makiko Kawagishi-Kobayashi,Koichiro
Aya,Kenichi Saeki,Takashi Endo,Kuniaki Nagano,Mikiko Kojima,Hitoshi Sakakibara,Masao
Watanabe,Makoto Matsuoka,and Atsushi Higashitani,Reduction of Gibberellin by Low Temperature
Disrupts Pollen Development in Rice.Plant Physiology,164:1-9,2014

(7)内海翔太・阿部脩平・星 信幸，飼料用稲品種「リーフスター」のイネ WCS 栽培にお
ける疎植および堆肥活用の影響，2015.3，日本作物学会第 239回講演会要旨集：3

(8)阿部脩平・三上綾子・星 信幸，晩播狭畦栽培がダイズ品種「あきみやび」の生育お
よび収量に及ぼす影響，2015.3，日本作物学会第 239回講演会要旨集：43

(9)石橋まゆ・星 信幸・内海翔太・三上綾子，2012年宮城県産大豆に多発した「莢ずれ」
症状の発生と特徴，2014.8，日本作物学会東北支部会報第 57号，2014.12，57-58

(10)菅野博英・熊谷千冬，宮城県における 2013 年夏期気象が水稲収量と品質に及ぼした
影響、2014.7，東北農業研究 67号：21-22

(11)菅野博英・浅野真澄・佐藤泰久，塩分濃度による水稲育苗と直播の苗立ちへの影響，
2014,9，日本作物学会第 238回講演要旨集：13

(12)菅野博英，塩分濃度による直播栽培の発芽性への影響，2014,8，日本作物学会東北支
部報第 57号：27-28

(13)菅野博英・白土宏之(東北農研)・牧原邦充(クボタ)・佐々木哲(小泉商事)・北川誉
紘・門間由美子，水稲鉄コーティング直播栽培における倒伏軽減法の検討 第 1 報 品
種と播種量の関係，2015,3，日本作物学会第 239回講演会：13

(14)北川誉紘・大川茂範，宮城県の水稲作圃場におけるＡＬＳ阻害剤交差抵抗性イヌホ
タルイの発生動向と対策除草剤の使用時期，2015.4，日本雑草学会第 54 回大会口頭発
表

(15)大川茂範・安藤慎一朗・大澤剛士（農環研）・黒川俊二（中央農研），宮城県の農耕
地周辺の河川堤防におけるアレチウリ（Sicyos angulatus）の種子生産に及ぼす除草管理
の影響，2015.3，第 62回日本生態学会ポスター発表

(16)阿部倫則・本田修三，発泡性肥料を利用した水稲追肥の軽労化，第 57 回東北農業研究試
験研究発表会，2014.７

(17)本田修三・阿部倫則・佐藤一良，尿素を用いた水田流入施肥による水稲追肥の軽労化，第
57回東北農業研究試験研究発表会，2014.７

(18)阿部倫則，本田修三，宮城県の津波被災水田における緑肥導入が水稲生育に及ぼす効果，
日本土壌肥料学会 2014年度東京大会，ポスター発表，2014.9

(19)本田修三，除塩転換畑における大豆栽培に対する製鋼スラグ系肥料の影響，日本鉄鋼協会
産発プロジェクト最終報告会（東京），2014.3

(20)本田修三，除塩転換畑における大豆栽培に対する製鋼スラグ系肥料の影響，日本鉄鋼協会
産発プロジェクト最終報告会（仙台），2014.3

(21)平 直人・鈴木辰也・冠秀昭・関矢博幸，除塩後転換畑の土壌塩分の上昇と排水対策，平
成 26年度農業農村工学会大会講演会，口頭発表，2014.8

(22)平 直人，環境配慮施設の実態と魚類生息環境への影響評価，平成 26年度農業農村工学会
東北支部宮城大会，口頭発表，2014.10
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(23)加進丈二，アカスジカスミカメの防除を目的としたイヌホタルイの除草時期，日本応用動
物昆虫学会誌，58：263-268，2014.8．

(24)櫻田史彦・鈴木智貴・宮野法近，水稲品種「げんきまる」のイネいもち病侵入・拡大抵抗
性の評価，第 50回日本植物病理学会東北部会，口頭発表 2014.9．

(25)宮野法近・辻 英明・大場淳司・鈴木智貴・佐藤直樹，異なる薬剤散回数下でのコムギ出
穂期の気象条件と赤かび病の発生ならびにデオキシニバレノール汚染との関係，日本植物病
理学会報，80：217-221，2014.11．

(26)田渕 研・市田忠夫・大友令史・加進丈二・高城拓未・新山徳光・高橋良知・永峯淳一・
草野憲二・榊原充隆，東北地域における斑点米カメムシ類：2003-2013 年の発生動向と被害
実態，東北農業研究センター研究報告，117：63-115，2015.3．

(27)宮野法近・鈴木智貴・佐藤直紀・辻 英明・大場淳司，紋枯病の省力的防除技術の検討，
北日本病害虫研究会報，（講演要旨）65：192．

(28)宮野法近・鈴木智貴・佐藤直紀・辻 英明・大場淳司，宮城県における紋枯病箱施用剤の
効果，北日本病害虫研究会報，（講演要旨）65：193．

(29)佐藤直紀・大江高穂・加進丈二・相花絵里・鈴木智貴・宮野法近，津波被災復旧水田にお
ける病害虫発生実態と GJS（地理情報システム）を用いた発生要因の解析，北日本病害虫研
究会報，（講演要旨）65：208．

(30)相花絵里・鈴木智貴・大江高穂・加進丈二，水稲の乳苗疎植栽培における育苗箱施用剤の
水稲害虫に対する防除効果と乳苗の簡易育苗法における育苗箱施用剤は種時処理の適応性，
北日本病害虫研究会報，（講演要旨）65：208．

(31)加進丈二，フェロモントラップを利用したマメシンクイガの発生予察，北日本病害虫研究
会報，（講演要旨）65：210．

(32)櫻田史彦・佐藤直紀・辻 英明・鈴木智貴・宮野法近，イネ紋枯病の発生推移と気象要因
の関係，第 68回北日本病害虫研究発表会，口頭発表 2015.2．

(33)加進丈二・大槻恵太・相花絵里，殺虫剤の水面施用および茎葉散布によるイネツトムシの
防除，第 68回北日本病害虫研究発表会，口頭発表 2015.2．

(34)相花絵里・加進丈二，ダイズ害虫フタスジヒメハムシ成虫の圃場間の移動分散，第 68 回
北日本病害虫研究発表会，口頭発表 2015.2．

(35)大江高穂・大槻恵太・加進丈二・相花絵里，ダイズの被害葉率を指標としたウコンノメイ
ガの要防除水準，第 68回北日本病害虫研究発表会，口頭発表 2015.2．

(36)宮野法近・鈴木智貴・櫻田史彦，ダイズ茎疫病発生要因の検討，第 68 回北日本病害虫研
究発表会，口頭発表 2015.2．

(37)加進丈二，カスミカメムシ類のフェロモントラップを利用した斑点米被害予測，第 59 回
日本応用動物昆虫学会大会，口頭発表 2015.3．

(38)田渕 研・市田忠夫・大友令史・加進丈二・高城拓未・新山徳光・高橋良知・永峯淳一・
草野憲二・榊原充隆，東北地域における斑点米カメムシ類：2003-2013 年の発生動向と被害
実態，第 59回日本応用動物昆虫学会大会，口頭発表 2015.3．

(39）相花絵里・大江高穂・加進丈二・土屋 稔，宮城県における斑点米カメムシ類の発生実態，
第 59回日本応用動物昆虫学会大会，口頭発表 2015.3．

(40)大江高穂・加進丈二，宮城県におけるフタスジヒメハムシ天敵寄生蜂の発生実態，第 59
回日本応用動物昆虫学会大会，ポスター発表 2015.3．

(41)宮野法近・鈴木智貴・櫻田史彦，稲こうじ病の発病と出穂時の一穂水分含量との関係，日
本植物病理学会創立 100周年記念大会，口頭発表 2015.3．

(42)櫻田史彦・佐藤直紀・鈴木智貴・宮野法近・大江高穂・加進丈二，東日本大震災の津波被
災後復旧水田における衛星データ(Rapid Eye)を利用したイネいもち病発生リスク広域評価
手法の検討，日本植物病理学会 100周年記念大会，口頭発表 2015.3．

(43)加進丈二，フェロモントラップを用いたマメシンクイガの防除適期の把握，第 19 回農林
害虫防除研究会徳島大会，口頭発表 2014.7．

(44)鈴木智貴・大場淳司・辻 英明・宮野法近・佐藤直紀，イネ紋枯病の予防防除実施のため
の目安の検討，第 50回日本植物病理学会東北部会，口頭発表 2014.9．

(45)鈴木智貴・佐藤直紀・宮野法近・櫻田史彦，イネの育苗管理工程におけるイネばか苗病菌
の伝染リスクの評価，日本植物病理学会 100周年記念大会，口頭発表 2015.3．

(46)鈴木智貴・宮野法近・櫻田史彦・大場淳司・辻 英明，出穂期以降の感染によるイネ紋枯
病の発病と被害，第 68回北日本病害虫研究発表会，口頭発表 2015.2．

２）雑誌資料への寄稿，著書等（氏名，ﾀｲﾄﾙ，著書等名，発行者名，年月）
(1)遠藤貴司，耐冷性に優れ、低アミロースで良食味の巨大胚水稲品種「金のいぶき」の育成，
米麦改良，一般社団法人 全国米麦改良協会，2014.10

(2)遠藤貴司，日本の米づくり 第二巻日本各地の米づくり 稲作の強敵，いもち病と向き合
う，岩崎書店，2015.3
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(3)石橋まゆ：日本植物調節剤研究協会 50周年によせて，植調第 48巻第 9号，2014.12，
公益財団法人日本植物調節剤研究協会

(4)大川茂範，難防除雑草の最新情報と現場でとれる対策（連載第 36回）コウキヤガラ，
2014.5，技術と普及，16-17，（一社）全国農業改良普及支援協会

(5)大川茂範，植調協会 50 周年に寄せて「種の表紙」，2014.12，植調，18，（公財）日本
植物調節剤研究協会

(6)大川茂範，宮城県における除草剤抵抗性水田雑草の現状と課題，2015.1，農業および
園芸第 90巻第 1号，203-210，㈱養賢堂

(7)大川茂範，津波被災農地における雑草植生の変化とコウキヤガラ対策，日本植物調節
剤研究協会東北支部会報第 50 号，24-29，2015.4，（公財）日本植物調節剤研究協会東
北支部

(8)北川誉紘，平成 26 年度水稲関係除草剤試験中間現地検討会報告，日本植物調節剤研
究協会東北支部会報第 50 号，41-41，2015.3，(公財)日本植物調節剤研究協会東北支部
(9)高橋智恵子、宮城県の大豆作における雑草防除の現状と問題点、22-23、日本植物調節
剤研究協会東北支部会報第 50号，2015.3，(公財)日本植物調節剤研究協会東北支部

(10)宮野法近，イネ紋枯病茎葉散布剤による隔年防除について，植物防疫みやぎ第 118 号，
2014.7．宮城県植物防疫協会

３）その他（分担執筆）（ﾀｲﾄﾙ，著書等名，年月）
（1）平成 27年度稲作指導指針，宮城県農業振興課，2015.3
（2）平成 27年度宮城県農作物病害虫・雑草防除指針，宮城県農産園芸環境課，2015.3
（3）宮城県稲作情報第１号（麦管理含む）（編集） 2014.6
（4）宮城県稲作情報第２号（大豆管理含む）（編集） 2014.7
（5）宮城県稲作情報第３号（大豆管理含む）（編集） 2014.7
（6）宮城県稲作情報第４号（麦・大豆管理含む）（編集） 2014.7
（7）宮城県稲作情報第５号（麦・大豆管理含む）（編集） 2014.8
（8）宮城県稲作情報総括号（麦・大豆含む）（編集） 2015.1

４ 学位等
農学博士 鈴木智貴：東北地方南部においてイネ科雑草にいもち病を起こす Pyricularia 属菌
に関する研究，岩手大学大学院連合農学研究科学位論文，2015.3.23．

５ 刊行物・広報・普及資料の発行及び配布（資料名，年月，部数）
（1）宮城県古川農業試験場試験研究成績概要 2015.3, 50部
（2）宮城県における平成26年度水稲及び麦類・大豆の作柄解析 2015.3 200部
（3）平成26年度水稲関係除草剤試験成績書 2014.10, 180部
（4）平成26年度水稲奨励品種決定調査成績書 2015.3, 25部
（5）平成26年度大豆作況ほ生育調査結果（7/25，8/10，9/1調査） 古試ＨＰで公開

６ 研修，技術指導，見学者等
１）主催研修等
（1）平成 26年度良質米づくり研修会～稲作講座～ 2014.7.11，パレット大崎，200名

菅野博英 「平成 26年産米の生育経過のポイント」
阿部倫則 「今後の肥培管理について」
鈴木智貴 「今後の病害虫対策について」

（2）飼料用米の省力・低コスト・多収栽培技術に係る現地検討会 2014.9.9，古川農試・
現地（加美町）ほ場，70名
遠藤貴司 「飼料用稲専用品種の特性について」
猪野 亮 「飼料用米の省力・低コスト・多収栽培試験の実施状況」
猪野 亮 場内試験「乳苗移植栽培による施肥法と栽植密度「東北 211号」
門間由美子 場内試験「直播栽培における品種適応性「夢あおば・ふくひびき・東北

211号」
猪野 亮 現地実証「乳苗及び稚苗の生育状況「東北 211号・夢あおば」」

（3）宮城米技術研修会 2015.2.24，古川農試，180名
菅野博英 「平成 26年産水稲の生育、収量及び品質の特徴」
佐々木次郎 「良質米生産に向けた土づくりと肥培管理」
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門間由美子 「”環境保全米”基準に準拠した直播栽培試験の概要」
菅野博英 「鉄コーティング湛水直播栽培技術」
星 信幸 「乾田直播を組み入れた広畝成形播種方式による 2年 3作体系技術と大規

模営農」
（4）古川農試成果報告会 「稲作低コスト・省力化技術」 2015.3.12，古川農試大会議室，

100名
菅野博英 「鉄コーティング水稲直播栽培法の目安」
阿部倫則 「水稲施肥低コスト・省力化」
大川茂範 「稲作における難防除雑草対策」
鈴木智貴 「イネ紋枯病の効率的な防除技術の開発」

試食：金のいぶきの玄米ご飯、小麦「あおばの恋」はっと汁
（5）農業の復旧・復興のための研究成果報告会～再生期における高収益農業実現のための技

術開発，2015.3.3，農園研，200名
佐々木次郎 「津波被災水田の現状と対策」

（6）平成 26年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業第 1回研究推進会議（キック
オフ会議）「耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北オリジナル業務・加工用多収品種
の開発」，2014.7.16，33名

（7）東北地域水稲育成系統立毛巡回調査（宮城・福島班），2014.9.2-4，福島農総セ・古川
農試，7名

（8）平成 26年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業第 2回研究推進会議（研究会
・成果検討会）「耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北オリジナル業務・加工用多収品
種の開発」，2015.2.19-20，42名

２）講演・技術指導等
講演・講習会（氏名，演題等，会議名，年月日，場所，対象人数）
(1)遠藤貴司，水稲品種開発の現状と今後の動向について，栗原米グレードアップ GOGO 運動
推進大会，2015.3.20，この花さくや姫プラザ，150名

(2）佐藤浩子，古川農業試験場における水稲新品種の開発について，農業大学校「生物工学」
移動学習，2014.11.21，古川農試 40名

(3)佐藤浩子，葯培養の理論と方法，宮城県古川黎明高等学校 SSH ソフィアプラスサイエンス
探究，2014.5～ 2015.3（計 10回），古川農試 4名

(4)石橋まゆ，雑草防除について，農薬管理指導士養成研修会，2015.1.22，行政庁舎２階
講堂，40名

(5)猪野 亮，水稲･畑作物の新技術，平成 26 年度営農指導員資格認証制度指定研修Ⅰ，
2014.8.1，ＪＡ学園宮城，10名

(6)日塔明広，飼料用米の多収穫低コスト栽培技術及び多収性専用品種「東北２１１号」
の品種特性，平成 26 年度経営所得安定対策推進セミナー，2015.2.12，大和町まほろば
ホール，250名

(7)永野邦明，東北胚 202 号（金のいぶき），ＪＡ加美よつば「平成 27 年産新品種栽培講
習会」，2015.2.24，100名

(8)猪野 亮，東北 211号，東北 194号，ＪＡ加美よつば「平成 27年産新品種栽培講習会」，
2015.2.24，100名

(9)菅野博英、「宮城県における鉄コーティング直播栽培」、JA 栗っこ営農指導員技術研修
会，2014.6.24,古川農試視聴覚室、12名

(10)菅野博英、「水稲鉄コーティング湛水直播栽培」、平成 26 年度作物担当者研修会,
2014.7.3、農業・園芸総合研究所オープンラボ、35名

(11)菅野博英、「鉄コーティング直播栽培の技術的課題と今後の展望」、東北地域土地利
用型作物安定生産推進協議会，2014.7.16,東北農政局大会議室、40名

(12)菅野博英、「平成 26 年産水稲の生育状況と今後の管理について」、平成 26 年度農作
物共済損害評価研修会」、2014.8.22、NOSAI宮城大会議室、25名

(13)菅野博英、「げんきまるの栽培方法と水稲鉄コーティング湛水直播栽培」、JA みどり
の稲作部会南郷支部、2014.9.2、古川農試視聴覚室、30名

(14)菅野博英、「水稲鉄コーティング湛水直播栽培」、大張地区農業活性化推進協議会、
2014.9.5、古川農試視聴覚室、30名

(15)菅野博英、「水稲直播栽培（鉄コーティング湛水直播）」、岩手県千厩町農家組合長協
議会, 2014.11.6、古川農試視聴覚室、30名

(16)菅野博英、「宮城県の水稲直播の状況」、平成 26 年度水稲鉄コーティング直播栽培成
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果検討会, 2014.12.8、(株)五十嵐商会「宮城中央サービスセンター」、140名
(17)菅野博英、「水稲直播栽培技術研修会」、JA みどりの稲作生産部会，2015.1.20、JA み
どりの南郷営農センター、40名

(18)菅野博英、「平成 26 年産宮城県の水稲作柄と直播栽培現地試験について」、低コスト
現地試験報告会、2015.1.22、松島町「ホテル新富亭」、22名

(19)菅野博英、「水稲直播の状況と栽培技術」、平成 27 年鉄コーティング水稲直播栽培研
修会, 2015.2.13、(株)五十嵐商会「宮城中央サービスセンター」、200名

(20)菅野博英、「鉄コーティング水稲直播栽培法の目安」、松島稲作部会＆松島認定農業
者合同, 2015.3.11、古川農試視聴覚室、15名

(21)大川茂範，全農みやぎ雑草調査研修，全農みやぎ，2014.6.13，古川農業試験場圃場，60
名

(22)大川茂範，ＪＡみやぎ登米植生管理研修，ＪＡみやぎ登米稲作部会連絡協議会，
2014.6.20，JAみやぎ登米南方 CE，25名

(23)大川茂範，平成 26 年度作物担当者研修会 「土地利用型営農技術の実証研究」 実証
技術の概要津波被災水田における水田雑草の特徴と対策，農業振興課，2014.7.3，農業
・園芸総合研究所オープンラボ，20名

(24)大川茂範，平成 26 年度都道府県農業関係研究員等専門研修「雑草発生状況の現地調
査・データ解析手法とその活用例」，（独）中央農業総合研究センター，2014.8.21，（独）
中央農業総合研究センター本会大会議室，31名

(25)大川茂範，施肥・防除合理化展示圃総合検討会「最近の宮城県における雑草発生の
特徴と対策」 ，全農みやぎ，2014.12.5，JAビル 10階第一会議室，45名

(26)大川茂範，JA あさひな「稲作講習会」「近年の雑草発生の特徴と対策」，ＪＡあさひ
な水稲部会，2015.2.16，JAあさひな営農総合センター，61名

(27)大川茂範，全農肥料農薬事業所管内県本部農薬防除技術推進会議「近年の雑草発生
の特徴と対策」，全農東北肥料農薬事業所，2015.2.18山形県 JAビル，15名

(28)門間由美子「平成 26 年度直播栽培試験圃の生育経過について」，平成 26 年度水稲直
播における環境保全米技術の確立試験中間検討会，2014.8.19，古川農試大会議室・ほ
場，80名

(29)門間由美子「乾田直播栽培と乾田直播栽培の効果的な除草剤処理技術について」，平
成 26年度営農指導員等資質向上養成研修，2015.1.27，古川農試視聴覚室，10名

(30)佐々木次郎，石巻地域の地力・土づくり・コメづくりを考える，ＪＡいしのまき稲作部会
総合検討会，2015.1.28，石巻市遊楽館，100名

(31)佐々木次郎，高品質・良食味米生産に向けた近接リモートセンシングの利用と展望，水田
作の大規模化に対応した土壌肥沃度の診断システムおよび同管理技術の高能率化に関するテ
ーブルリサーチ，2015.1.29，農研機構東北農業研究センター，30名

(32)加進丈二：斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，オリゼメート販売 40 周年記念第 2
回宮城県水稲病害虫防除情報交換会，2014.6.24，古川農試，87名

(33)加進丈二：斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，平成 26年度仙台米づくり推進会議，
2014.7.15，JA仙台六郷支店（仙台市），20名

(34)加進丈二：斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，秋田県仙北地方病害虫防除協議会視
察研修，2014.7.17，古川農試，20名

(35)加進丈二：斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，JA みどりの稲作生産部会鹿島台支
部視察研修，2014.8.6，古川農試，9名

(36)加進丈二：斑点米カメムシ類の発生生態と防除対策，東北 Meiji 農薬会技術部会，
2014.9.25，仙台秋保温泉ホテル瑞鳳，35名

(37)加進丈二：合成フェロモン資材を利用した斑点米カメムシ類の水田内発生量調査技術の実
証，関東東海北陸農業試験研究推進会議北陸農業部会「斑点米カメムシ類の発生生態の解明
に関する研究会」，2014.11.13-14，農研機構中央農業総合研究センター北陸研究センター（新
潟県上越市），27名

(38)加進丈二：アカスジカスミカメによる斑点米被害と水田雑草管理，平成 26 年度富山県病
害虫研究会第 3回定例会，2014.11.28，富山県農協会館（富山市富山市），55名

(39)加進丈二：アカスジカスミカメによる斑点米被害と水田雑草管理，平成 26 年度富山県病
害虫研究会第 3回定例会，2015.2.17，岩手県農業研究センター（岩手県北上市），50名

(40)宮野法近：「イネいもち病菌管理技術としてのマルチラインと圃場抵抗性」，中央農業総合
研究センターシンポジウム，2014.11.12，農研機構中央農業総合研究センター（茨城県つく
ば市），200名

(41)相花絵里：斑点米カメムシ類の調査方法と防除対策，農作物損害防止研究会，2014.7.2，20
名
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(42)相花絵里：宮城県における斑点米カメムシ類生息実態調査，関東東海北陸農業試験研究推
進会議北陸農業部会「斑点米カメムシ類の発生生態の解明に関する研究会」，2014.11.13-14，
農研機構中央農業総合研究センター北陸研究センター（新潟県上越市），27名

(43)大江高穂：津波被災後復旧水田における斑点米カメムシ類の発生状況，関東東海北陸農業
試験研究推進会議北陸農業部会「斑点米カメムシ類の発生生態の解明に関する研究会」，
2014.11.13-14，農研機構中央農業総合研究センター北陸研究センター（新潟県上越市），27
名

(44)鈴木智貴：イネいもち病，紋枯病の生態，オリゼメート販売 40 周年記念第 2 回宮城県水
稲病害虫防除情報交換会，2014.6.24，古川農試，87名

（45）鈴木智貴：宮城県のイネ主要病害と防除対策，JA加美よつば稲作部会通常総会，2014.4．
23，JA加美よつば営農センター，20名

(46)鈴木智貴：いもち病 病斑の見分け方と巡回調査方法，農作物損害防止研究会，2014.7.2，20
名

(47)鈴木智貴：宮城県におけるイネばか苗病発生の現状と対策，施肥防除合理化展示補総合検
討会，JAビル，50名

(48)永野邦明：「金のいぶき」の育成経過・特性についてプレミアム玄米「金のいぶき」発表
・試食会 京都港区南青山ラ・ルティザン 2014.12.1. 60名

(49)永野邦明：「水稲品種開発の現状と最近の成果」 主要農作物種子生産技術向上研修会 JA
全農ビル 11F 大会議室 2014.12.9. 170名

(50)永野邦明：平成 26年度水稲の生育・収量・品質の特徴と平成 27年度に向けた米づくり
JA古川米栽培研修会 JA古川本店 2015.3.3 、50名

(51)永野邦明：「東北 194 号」の特徴と平成 27 年度に向けた取組について，「東北 194 号」栽
培研修会，古川農試，2015.3.3 、50名

現地検討及び指導会（助言指導）（指導内容等，会議名，年月日，場所，対象人数，対応者名）
(1)飼料用米の省力・低コスト・多収栽培技術に係る現地検討会，2014.9.9古川農試，60名，
遠藤貴司，猪野 亮，星 信幸，門間由美子

(2)「水稲生育状況とステージ予測について」，第 1 回水稲生育診断会議，2014.7.8，仙台市
自治会館 206会議室，50名，菅野博英

(3)「水稲の作柄概況について」，水稲作柄検討会，2014.12.15，仙台市青葉区 自治会館 202
会議室，50名，菅野博英

(4)「平成 26年産度稲作の作柄概況について」，平成 26年度宮城米づくり推進本部会議，
2014.12.24，仙台市 県庁 611会議室，16名，菅野博英

(5)平成 26 年度先端技術展開事業（土地利用型）現地検討会，2014.7.3，名取市耕谷地
区，120名

「普通型コンバイン－フレールモアによる作物切替技術」，星 信幸
「乳苗疎植栽培について」，猪野 亮
「除草剤試験について」，大川茂範

(6)平成 26 年度先端技術展開事業（土地利用型）現地検討会，2014.9.4，名取市耕谷地
区，150名

「乳苗疎植栽培について」，猪野 亮
「鉄コーティング栽培について」，菅野博英
「大豆狭畦栽培について」，星 信幸

(7)直播栽培・げんきまる・東北 194 号について，視察見学（JA みどりの稲作生産部会
南郷支部） ，2014.09.02，古川農試視聴覚室・圃場，10名，菅野博英・北川誉紘

(8)施肥・防除合理化展示圃現地検討会，全農みやぎ，2014.7.4，現地圃場（栗原・登米
・松島・大和），41名，大川茂範

(9)「宮城県における水稲直播栽培」，登米市水稲直播栽培成果報告会，2015.2.20，登
米市中田町農村環境改善センター研修室，35名，門間由美子
(10）「金のいぶき」の特性について，「金のいぶき」現地栽培試験検討会，JA 秋田おばこ管

内現地ほ場， 2014.7.4， 50名， 永野邦明
(11）「金のいぶき」の栽培・採種について，「金のいぶき」現地栽培試験検討会，JA 秋田お

ばこ仙北支所， 2014.8.19 ，60名， 永野邦明
(12）「金のいぶき」の収穫乾燥調整について，「金のいぶき」栽培検討会，JA 秋田おばこ仙

北支所， 2014.9.29-30，40名，永野邦明
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３）見学者，来訪者
総見学者数は 1,685人で，その内訳は以下の通りであった。
種 別 県 内 県 外 海 外 合 計

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数
農業関係者 23 601 24 435 0 0 47 1036
大学・高校 2 49 0 0 0 0 2 49
小・中学校 10 411 1 4 0 0 11 415
そ の 他 4 57 4 21 1 107 9 185
合 計 39 1,118 29 460 1 107 69 1,685

４）イベント・ホームページ等による情報提供・公開
(1)概要（要覧），視察・参観案内，稲作・大豆作・麦作情報，育成品種一覧等をホームペ
ージ上で公開した。 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hk-nousi/

(2)県政広報展示室企画展，県政広報展示室，水稲新品種「金のいぶき」、大豆新品種
「あきみやび」パネル・サンプル展示，水稲病害・害虫カメムシ展示，水稲省力施
肥技術ポスター展示 2014.8.25～9.30

(3)みやぎまるごとフェア，県庁１階，水稲・大豆新品種パネル，サンプル，2014.10.18
～19

(4)サイエンスデー 2014「お米からパンを作ってみよう！」，2014.7.20，東北大学川内北
キャンパス講義棟，60名

(5)サイエンスデー in 大崎 「おいしいお米はどうやってつくる？」，2014.10.25，大崎市中
央体育館，25名

(6)アグリビジネス創出フェア，東京ビッグサイト（東京国際展示場），2013.11.12～14，
先端技術展開事業展示、水稲品種・大豆新品種紹介 (「金のいぶき」，「東北194号」，「さ
ち未来」、「あきみやび」）

(7)平成 26年度地域食材試食研修会, 「あきみやび」豆乳ゼリー，「あおばの恋」はっと汁，
「金のいぶき」玄米おかゆ，「さち未来」ライスサラダ， 農園研 2014.12.4



- 57 -

Ⅳ 研 修

１ 公務研修所研修 （区分，氏名，期間）

1）課長補佐(総括)級研修

次長(総括担当) 久光 浩 平成26年 5月15～16日

2）班長研修
上席主任研究員 猪野 亮 平成26年 5月27～28日

上席主任研究員 島 秀之 平成26年 5月12～13日

副主任研究員 髙橋智恵子 平成26年 5月14～15日

副主任研究員 佐々木 摂 平成26年 5月27～28日

3）主任主査研修
主任主査 熊谷真紀子 平成26年11月18～19日

4）入庁５年目研修
技 師 佐藤 浩子 平成26年12月 2～ 3日

5）入庁８年目研修
技 師 佐伯 研一 平成26年 7月16～17日

技 師 本田 修三 平成25年 7月16～17日

6）新任職員フォローアップ研修

技 師 石橋 まゆ 平成25年 7月31 日～ 8月 1日

技 師 内海 翔太 平成25年 7月31 日～ 8月 1日

技 師 相花 絵里 平成25年 7月 3～ 4日

7）新任職員研修

技 師 中込 佑介 前期 平成25年4月21～23日 後期 平成26年10月27～31日

技 師 今野 智寛 前期 平成25年4月21～23日 後期 平成26年10月27～31日

技 師 櫻田 史彦 前期 平成25年4月21～23日 後期 平成26年10月27～31日

8)選択制研修等
・タイムマネジメント講座 技 師 佐藤 浩子 平成27年 1月19～20日

・タイムマネジメント講座 技 師 宮本 武彰 平成27年 1月19～20日

9)みやぎ人財育成管理者セミナー
場 長 中井 誠一 平成 27年 1月 14日 県庁講堂

２ 依頼研究員研修

〇 平成 26年度依頼研究員研修 耐冷性に関するゲノム解析 技 師 佐伯 研一

平成 26年 10月 1日～ 12月 26日 （独）農業生物資源研究所（つくば市）

３ その他の研修

○ 平成 26年度農林水産関係中堅研究者研修 研究員 大川 茂範

平成 26年 11月 26～ 28日 農水省農林水産技術会議筑波事務所（つくば市）

○ 平成 26年度農林水産関係若手研究者研修 技 師 佐伯 研一

平成 26年 7月 9～ 11日 農水省農林水産技術会議筑波事務所（つくば市）

○ 平成 26年度短期集合研修「数理統計(基礎編)」 技 師 安藤慎一朗，櫻田史彦

平成 26年 11月 10～ 14日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

○ 平成 26年度短期集合研修「数理統計(応用編)」 技 師 鈴木 智貴

平成 26年 11月 17～ 21日 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
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○ イネ縞葉枯ウイルスを保毒するヒメトビウンカの簡易検定法及びイネ縞葉枯病の防除対策に関

する研修会 上席主任研究員 加進 丈二 技 師 櫻田 史彦

平成 26年 9月 30日 農林交流センター (つくば市)

○ 平成 26 年度 都道府県農業関係研究員等専門研修「耕地雑草の防除対策立案のための研究

・ 調査手法」 副主任研究員 高橋智恵子 技師 北川誉紘

平成 26年 8月 20～ 22日 農水省農林水産技術会議筑波事務所（つくば市）

○ 平成 26年度北海道・東北地区植物防疫職員等技術研修会 技 師 櫻田 史彦

平成 27年 1月 27日 東北農政局 (仙台市)

○平成 26年度第 1回飼料等安全性検査技術取得研修会，技 師 楠 亜矢子

平成 26年 7月 29日～ 8月 1日，独立行政法人農林水産消費安全技術センター（さいたま市）
○平成 26年度肥料分析実務者研修，技 師 宮本 武彰

平成 26年 7月 28日～ 8月 1日，独立行政法人農林水産消費安全技術センター（さいたま市）
○土壌炭素調査法検討会，技 師 金澤 由紀恵

平成 26年 10月 9～ 10日，鳥取市現地，とりぎん文化会館（鳥取県鳥取市）
○ NMIJ 分析技術向上支援プログラム「ﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝと不確かさ評価のための技能試験」技術講習会

上席主任研究員 島 秀之，平成 27年 2月 10日 すみだ産業会館（東京都墨田区）

○ 平成26年度経済商工観光部・農林水産部管理監督職員研修 県庁講堂 平成26年 8月22日

場 長 中井 誠一，副場長 永野 邦明，次長(総括担当) 久光 浩

○ 平成26年度経済商工観光部・農林水産部基礎研修 県庁講堂 平成26年 6月 6日

技 師 中込 佑介，技 師 今野 智寛

○ 旅費事務及び旅費システム端末操作研修会 県庁

技 師 櫻田 史彦 平成 26年 10月 22日
○ 総合文書システム端末操作研修会 県庁

技 師 櫻田 史彦 平成 26年 8月 22日
○ 新任地方出納員研修会・地方出納員研修会 県庁講堂

次長（総括担当） 久光 浩 平成26年 4月16日

○ 平成26年度社会保険算定基礎届事務講習会 大崎市民会館

主任主査 熊谷 真紀子 平成26年 6月18日

○ 安全運転管理者等法定講習会 大崎市三本木公民館

次長（班長） 二階堂 浩徳 平成26年 5月20日

○ 管理監督者のメンタルヘルス対策実践講座 本庁分庁舎

次長（総括担当） 久光 浩 平成27年 2月12日

○ メンタルヘルスセミナー（管理監督者向け）

副場長 永野 邦明 平成26年 6月10日 大崎合庁

部長 土屋 稔 平成26年11月11日 県庁講堂

次長（総括担当) 久光 浩 平成26年 7月 8日 登米合庁

次長（班長） 二階堂浩徳 平成26年11月11日 県庁講堂

○ メンタルヘルスセミナー（一般職員向け）

技師 金澤由紀恵 平成26年11月27日 大崎合庁

技師 相花 絵里 平成26年11月27日 大崎合庁

○ 職員技能研修・危険物取扱者保安講習

技師（農場業務） 平地 邦徳 平成 26年 10月 9日
○ 平成 26年度交通安全職員研修会 古川農業試験場大会議室

全職員 平成 26年 7月 28日
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○ 平成 26年度交通安全講習会 古川農業試験場大会議室

全職員 平成 26年 12月 3日
○ 会計職員研修 大崎合庁

主幹 竹田 真二 主任主査 熊谷 真紀子 平成 26年 7月 16日
○ 大規模災害時における防災業務職員研修会

技師 金澤 由紀恵 平成 26年 5月 23日 県庁

技師 北川 誉紘 平成 26年 7月 4日 登米合庁

○ 農園研職員研修 「ケーススタディから殺ダニ剤抵抗性マネジメントを考える」

:上席主任研究員 加進 丈二 技 師 相花 絵里 平成 26年 12月 10日 農園研

４ 研修等受け入れ

○試験研究機関派遣研修

庄子 雅和・山内歩美（仙台普セ） 横山裕美（美里普セ） 石森 裕貴（登米普セ）

今野 勇悟（石巻普セ）

作物育種部：8月 4 ～ 8日 水田利用部：7月 7～ 11日、11月 10～ 14日
土壌肥料部：6月 23～ 27日、9月 29～ 10月 3日
作物保護部：8月 25～ 29日、10月 20～ 24日

○普及活動基礎研修

平成 26年度新規採用普及職員 5名，他機関からの転入職員 3名
平成26年 8月22日

○県北部地方振興事務所新任職員現地研修

平成26年 8月29日 15名
○インターンシップ

なし

○中学生・高校生職場体験学習

・古川北中学校 4名 平成 26年 9月 9～ 11日
・小牛田農林高校 1名 平成 26年 9月 9～ 11日
・古川黎明中学校 1名 平成 26年 11月 13～ 14日

Ⅴ 職員表彰等

１ 場長表彰

〇農場業務職員チーム（相澤栄子，佐々木宏明，高橋光，平地邦徳，後藤智津子，千葉寿文，
佐藤和年，山田忠幸，吉田幸司，針生義一）

調査室及び資材庫等の整理整頓による試験研究環境の改善
〇津波被災農地雑草対策チーム（大川茂範，北川誉紘，石橋まゆ，三上綾子）
津波被災水田における水田雑草のモニタリングと管理技術の確立

〇津波被災水田土壌復旧対策チーム（阿部倫則，本田修三，鈴木辰也，鈴木剛）
津波被災水田に対する除塩等土壌復旧対策の方策の策定

〇鈴木智貴：イネばか苗病の生物防除を可能にする非病原性フザリウム菌の実用化
〇農地復興推進室長表彰。新たな標準区画策定推進チーム（林貴峰，三浦元康，大場喬，大里有巨，

後藤徳男，原野三男，星信幸，大内孝喜，伊藤和子）

２ 農林水産部長表彰

〇津波被災農地雑草対策チーム（大川茂範，北川誉紘，石橋まゆ，三上綾子）
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〇新たな標準区画策定推進チーム（林貴峰，三浦元康，大場喬，大里有巨，後藤徳男，原野三男，
星信幸，大内孝喜，伊藤和子）

３ 学会等表彰

〇星信幸、全国農業関係試験研究場所長会研究功労賞，「寒冷地における省力低コスト２年

３作水田輪作体系の確立」，平成 26年 6月 27日

〇星信幸、他 9 名、日本作物学会技術賞，「地下水位制御システム（FOEAS）を活用した水田転
換畑のダイズ栽培での安定・多収技術の開発」，平成 27年 3月 27日
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Ⅵ 予算・財産等
１ 予 算

1) 歳入 （千円）

項 目 平成25年度 平成26年度 前年比較 備 考

使用料及び手数料 29 28 △1
財産収入 9,307 6,349 △2,958
諸収入（受託事業収入） 51,716 58,863 7,147
雑 入 87 100 13

（一般財源） (101,889) (99,426) (△2,463) ※端数調整

合 計 163,028 164,766 1,738

2)歳出 （千円）

項 目 平成25年度 平成26年度 前年比較 備 考

02総務費 54 78 24

01農業総務費 54 78 23

02人事管理費 54 77 23

05会計管理費 0 1 1

05労働費 8,983 7,108 △1,875

03雇用対策費 8,983 7,108 △1,875

02緊急雇用創出事業臨時特例基 8,983 7,108 △1,875

金事業費

06農林水産業費 153,991 157,580 3,589

01農業費 149,265 154,770 5,505

01農業総務費 259 219 △40

02総合農政企画指導費 9,332 11,803 2,471

07食糧需給総合対策費 0 1,435 1,435

09宮城米対策費 569 1,068 499

10農作物対策費 3,823 4,052 229

12農業改良普及費 30 33 3

13農業後継者育成費 5,048 5,862 814

14農業試験研究費 130,204 130,298 94

02畜産業費 929 835 △94

02畜産振興費 929 835 △94

03農地費 3,695 1,878 △1,817

05土地改良費 3,695 1,878 △1,817

05水産業費 102 97 △5

04水産業振興費 102 97 △5

163,028 164,766 1,738
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２ 土地・施設

（１）土地面積 ５００，０００㎡

項 目 細 目 面 積 (㎡）

施設用地 本館施設用地 25,283

外部施設用地 50,556

小 計 75,839

農業大学校施設用地 10,586

合 計 86,425

試験・学習圃場用地 試験圃場 水田 170,169

畑 17,834

農業大学校学習圃場 水田 48,124

合 計 236,127

その他の用地 用水貯水池，公園，駐車場他 177,448

（２）主要建物・施設（延床面積）

名 称 棟数 面積(㎡) 名 称 棟数 面積(㎡)

本館(管理・研究実験棟) １ 6,047.22 第１網室（育種用） １ 420.00

休憩所 １ 514.30 第２網室（栽培用） １ 307.44

人工気象制御室 ５ 6.66 資材格納庫 １ 518.40

世代促進温室 １ 農薬保管庫 １ 129.60

交配母本育成ガラス温室 １ 肥料保管庫 １

交配室 １ 583.98 機械格納庫 １ 490.32

世代促進制御室 １ 小農機具格納庫 １ 258.50

接種温室 １ 脱穀・作業舎（育種用） １ 375.00

第１調査室（育種用） １ 128.82 脱穀舎（栽培用） １ 522.00

第３調査室（栽培用） １ 431.13 ライスセンター １ 186.30

作物乾燥調整室 １ 86.25 杭置き場 ２ 192.00

育苗舎 １ 297.50 堆肥舎 １ 390.00

育苗ハウス ６ 777.60 気象観測舎 １ 59.29

低温種子貯蔵庫 １ 51.86 有機溶媒保存庫・ﾎﾞﾝﾍﾞ庫 １ 123.40

種子貯蔵庫 １ ポンプ小屋 １

玄米等試料保存庫 １ 166.98 公用車庫 ３ 400.61

稲試料保管庫 １ レストハウス １ 251.04

揚水機場 １ 72.48
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３ 種苗法による品種登録

品 種 名 （農林番号） 登録年月日 登録番号

サ ト ホ ナ ミ （水稲農林262号） 昭和57年 2月 3日 第 １９５号

コ ガ ネ ヒ カ リ （水稲農林266号） 昭和58年 2月24日 第 ３２９号

み や か お り 昭和59年 9月 5日 第 ５８８号

ハ ヤ ユ タ カ （水稲農林284号） 昭和63年12月13日 第１８００号

チ ヨ ホ ナ ミ （水稲農林285号） 昭和63年12月13日 第１８０１号

は ぎ の か お り （水稲農林314号） 平成 4年 2月29日 第３０４４号

ひ と め ぼ れ （水稲農林313号） 平成 4年 2月29日 第３０４５号

こ こ ろ ま ち （水稲農林321号） 平成 7年 3月27日 第４４７２号

ササニシキＢＬ１号 （水稲農林同質327号-1号) 平成 7年11月 8日 第４７６９号

ササニシキＢＬ２号 （水稲農林同質327号-2号) 平成 7年11月 8日 第４７７０号

ササニシキＢＬ３号 （水稲農林同質327号-3号) 平成 7年11月 8日 第４７７１号

ササニシキＢＬ４号 （水稲農林同質327号-4号) 平成 7年11月 8日 第４７７２号

ササニシキＢＬ５号 （水稲農林同質327号-5号) 平成10年 3月13日 第６２０３号

ササニシキＢＬ６号 （水稲農林同質327号-6号) 平成11年 3月17日 第７０７９号

ササニシキＢＬ７号 （水稲農林同質327号-7号) 平成11年 3月17日 第７０８０号

ササニシキＢＬ８号 平成11年 3月17日 第７０７８号

ゆ め む す び （水稲農林344号） 平成12年 3月29日 第７８１４号

ま な む す め （水稲農林350号） 平成12年12月22日 第８５４２号

蔵 の 華 （水稲農林351号） 平成12年12月22日 第８５４３号

は た じ る し （水稲農林352号） 平成13年 3月18日 第８８３２号

こ い む す び （水稲農林360号） 平成14年 7月10日 第１０３６４号

た き た て （水稲農林373号） 平成16年 6月 4日 第１２０５５号

オ ラ ガ モ チ （水稲農林糯386号） 平成17年 3月23日 第１２９６１号

も ち む す め （水稲農林糯393号） 平成18年 3月 9日 第１３８７３号

や ま の し ず く （水稲農林428号） 平成22年 3月18日 第１９５０１号

ゆ き む す び （水稲農林429号） 平成22年 3月18日 第１９５０２号

げ ん き ま る （水稲農林439号） 平成24年 8月22日 第２１８８２号

東北 194号 平成26年 3月10日 第２３２０１号

さ ち 未 来 平成26年 3月10日 第２３２０２号

金 の い ぶ き 品種登録申請中 平成25年 4月

こもちまる 品種登録申請中 平成26年 4月

４ 図書資料収集

図 書 資 料 の 種 類 種 冊 図書資料の種類 種 冊

農業試験場及び大学等研究報告 143 165 単 行 本 26 26

学 会 誌 29 134 管理移管図書 0 0

和 雑 誌 13 168 寄贈図書 0 0

洋 雑 誌 2 16 そ の 他 65 170
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５ 重要物品等の整備 （１点２００万円以上）

機 械 器 具 名 型 式 数量 価格（円） 備 考

平成26年度整備なし
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Ⅶ 立地及び組織

１ 古川農業試験場の立地
経 緯 東経140度55分 北緯38度35.7分 海抜 28ｍ
気 象 年平均気温 11.3℃， 年降水量 1,171㎜， 年日照時間 1,733Hrs
土壌型 細粒灰色低地土，灰色系 1303佐賀統

２ 機構と職員数
（平成 27年 3月 31日現在）

職 員 数
機 構

行政職 研究職 技能職 計

場 長 1 1
副場長 1 1
次 長 1 1
(総括担当) 総 務 班 3 3

作物育種部 5 5 10
水田利用部 12 7 19
土壌肥料部 11 11
作物保護部 7 7

計 4 37 12 53

３ 職 員
（平成 27 年 3 月 31 日現在）

場 長 中井 誠一 技師（農場業務) 後藤智津子
副場長 永野 邦明 技師（農場業務） 千葉 寿文
次 長（総括） 久光 浩 技師（農場業務） 佐藤 和年
総務班 技師（農場業務） 山田 忠幸
次長（班長） 二階堂浩徳 技師（農場業務） 吉田 幸司
主 幹 竹田 真二 技師（農場業務） 針生 義一
主任主査 熊谷真紀子 技師（試験検査補助） 新山 裕子

作物育種部 土壌肥料部
部 長 齋藤富士男 部 長 齋藤 益郎
副主任研究員 遠藤 貴司 上席主任研究員 佐々木次郎
技 師 佐伯 研一 上席主任研究員 島 秀之
技 師 佐藤 浩子 副主任研究員 佐々木 摂
技 師 中込 祐介 研究員 阿部 倫則
技師（農場業務） 相澤 栄子 研究員 平 直人
技師（農場業務） 佐々木宏明 技 師 本田 修三
技師（農場業務） 高橋 光 技 師 宮本 武彰
技師（農場業務） 平地 邦徳 技 師 金澤由紀恵
技師（試験検査補助） 村上 和佳 技 師 楠 亜矢子

技 師 今野 智寛

水田利用部 作物保護部
部 長 日塔 明広 部 長 土屋 稔
総括研究員 星 信幸 上席主任研究員 加進 丈二
上席主任研究員 猪野 亮 主任研究員 宮野 法近
副主任研究員 高橋智恵子 技 師 鈴木 智貴
副主任研究員 菅野 博英 技 師 相花 絵里
研究員 門間由美子 技 師 大江 高穂
研究員 大川 茂範 技 師 櫻田 史彦
技 師 安藤慎一朗
技 師 北川 誉紘
技 師 石橋 まゆ
技 師 内海 翔太
技 師 阿部 脩平



- 66 -

〈付〉

宮城県農業大学校水田経営部の概要

大学校改革の一環として、平成 20年 7月、学校教育法に基づく専修学校の機能を付加し、平成 21
年４月１日に校名を「宮城県農業大学校」に、学部名を農産学部から「水田経営学部」に変更した。

１）学部目標

水稲を中心とした麦類や大豆等の土地利用型農業や水田等の活用による野菜栽培を取り入れた複

合経営に向けた栽培技術や経営管理に関する専門知識を実践的な学習を通じ習得させ、水田農業の

担い手となる意欲的な人材及び農業の専門知識を活かして社会に貢献できる人材を育成する。

２）在校生（平成２７年３月３１日現在）

1 年 （名） ２ 年 （名） 合 計 （名）
学生定数
（名） 男 女 計 男 女 計 男 女 計

３０ ８ ０ ８ １３ １ １４ ２１ １ ２２

３）職 員

学部長 畑 中 篤

技術主幹 阿 部 香

技術主査 漆 山 喜 信

技師（運転技術兼農場業務主任） 加 藤 利 信

技師（農場業務） 高 橋 浩 弥

非常勤職員（舎監） 石 森 新 平

非常勤職員（舎監） 佐々木 善悦


