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１ 所在地（平成29年４月１日現在）

位 置
所 在 地

東 経 北 緯 標 高

農業・園芸総合研究所 宮城県名取市高舘川上字東金剛寺１番地 140°51' 38°10' 46.038m

〃 岩沼分庁舎 宮城県岩沼市字東谷地１番地 140°51' 38°07' 5.000m

２ 土地及び施設等

１）土地 （単位：㎡）

名 称 区 分 水田 畑 宅地等その他 計

農業・園芸総合研究所 101,285.82 8,720.00 852,809.21 962,815.03
農業・園芸総合研究所借用地 31,799.29 31,870.04 2,713.77 66,383.10

２）施設(建物)

（１）農業・園芸総合研究所

区分 棟数 面積(㎡) 区分 棟数 面積(㎡)

一 般 管 理 施 設 13 8,644.79 ほ 場 管 理 用 施 設 16 2,707.88

本館 1 7,965.10 堆肥舎 2 802.73
倉庫 1 180.00 作業舎 6 1,207.32
車庫 3 352.60 その他 8 697.83

その他 8 147.09

研 究 用 施 設 47 7,942.31 研 修 用 施 設 6 4,513.01

植物バイオ館 1 634.12 研修宿泊棟 1 2,567.80
管理収納舎温室 8 1,304.17 トラクター格納庫 1 630.00
農産加工研究棟 1 443.40 機械整備舎 1 517.00

乾燥舎 5 706.66 露地野菜研修施設舎 1 442.20
網室 5 976.02 機械性能検定舎 1 349.80

貯蔵選別舎 1 210.60 その他 1 6.21
育苗棟 1 185.39

バイオトロン舎 1 110.00
鉄骨ハウス等 9 2,115.60

その他 15 1,256.35 合 計 82 23,807.99

（２）岩沼分庁舎

区分 棟数 面積(㎡) 区分 棟数 面積(㎡)

一 般 管 理 施 設 1 367.47 ほ 場 管 理 用 施 設 14 1,627.01

本館 1 367.47 堆肥舎 3 353.20
収納舎 2 509.14

研 究 用 施 設 13 2,094.39 その他 9 764.67

網室 4 973.44
温室 4 468.26

原種等調製・貯蔵舎 1 406.23
その他 4 246.46 合 計 28 4,088.87

－Ⅰ概況－
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－Ⅰ概況－

３ 特許・品種登録等（平成30年３月31日現在）

１）特許・実用新案の出願及び登録

特許等の名称 発明考案者 出願 登録 登録番号 備考
年月日 年月日 (出願公開)

農作業用台車および農作業 山村真弓，相澤正樹，H17. 7. 7 H23. 3. 4 第4691724号
用椅子 小野隆夫

中腰作業補助装置 相澤正樹，鈴木賢次 H19. 7.24 H23.11. 4 第4852691号
((有)電気工作業の鈴木），
横井浩史（東京大学），
西村昭男（室蘭市），
高橋保行（苫小牧市ﾃｸﾉ

ｾﾝﾀｰ），大原巧（同）

移動栽培装置 岩崎泰永，漆山喜信，H20. 9. 5 H25. 5.31 第5277379号
林茂彦（生研ｾﾝﾀｰ），
奈古屋隆人（(株)誠

和），加納賢三（同）

植物病害防除剤 関根崇行，増田俊雄 H21. 7.29 H26. 1.17 第5455114号

２）新品種（種苗法による品種登録）

農林水産
植 物 の 登録品種の名称 育成者 出願年月日 登録年月日 登録番号 備考
種 類 (出願番号)

いちご もういっこ 鹿野弘，庄子孝一, H17. 4. 1 H20. 3. 5 第16154号
高野岩雄，大沼康,
本多信寛，関根崇行

りんご サワールージュ 菊地秀喜，大沼康， H22. 3. 8 H23. 3.15 第20602号
池田裕章，大沼欣生，
鎌田賢治，高嶋名世
瑠，鵜飼真澄，安江
恵美子，菅原怜

ゆり ルビーマジック 鈴木誠一，佐々木厚 H21. 3.17 H24. 2. 2 第21370号

スプレー ティーレッド 佐々木厚，鈴木誠一 H21. 3.17 H24. 9.25 第21962号
ぎく
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５ 組織及び職員

１）組織・機構（平成29年４月１日現在）

総 務 部 総 務 班

管 理 班

企 画 調 整 部 企 画 調 整 チ ー ム

先進的園芸経営体
支 援 チ ー ム

情 報 経 営 部 情 報 チ ー ム

経 営 チ ー ム

作 業 技 術 チ ー ム

所 副
所

長 長 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発部 遺 伝子 工学 チーム

資源開発利用チーム

品 種 管 理 チ ー ム
（ 岩 沼 分 庁 舎 ）

副
所
長

園 芸 栽 培 部 野 菜 チ ー ム

花 き チ ー ム

果 樹 チ ー ム

園 芸 環 境 部 土 壌 環 境 チ ー ム

虫 害 チ ー ム

病 害 チ ー ム

（
技
術
担
当
）

－Ⅰ概況－
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２）職員（平成30年３月31日現在）

３）現員（平成30年３月31日現在)

部名 班・チーム名 部名 班・チーム名
所長 鵜飼　尚美 部長 高野　岩雄
副所長 伊澤　正行 総括研究員 池田　裕章
副所長(技術担当) 齋藤　益郎 野菜 上席主任研究員 鹿野　　弘
(兼)部長 伊澤　正行 主任研究員 今野　　誠
副参事兼次長(総括) 春日　清貴 研究員 高山　詩織

総務班 次長(班長) 後藤　　睦 技師 尾形　和磨
主幹 二瓶　年信 技師(兼) 金子　　壮
主幹 宮城　恵子 技師(農主) 今野　順行
主査(再) 布田　　清 技師(試主) 中澤　陽子
技師(機操) 今野　友紀 花き 上席主任研究員 佐々木　厚

管理班 次長(班長) 船山　和彦 主任研究員 山口　義昭
主査(再) 鈴木　清之 技師 津田　花愛
主事(事務補) 鈴木　優子 技師(農) 松浦　　淳
技師(農主) 間　　隆是 果樹 上席主任研究員 大沼　欣生
技師(再) 伊東　　実 研究員 鎌田  賢治
部長 増田　俊雄 研究員 柴田　昌人

企画調整 技術次長 門間　豊資 技師 髙田万里子
主任主査 野澤　典子 技師(農主) 小野　隆夫
主任主査 尾上　智子 技師(試主) 渡辺多美子
技師 北川　誉紘 部長 高橋　浩明

先進的園芸 技術次長 相澤　正樹 土壌環境 上席主任研究員 千葉　直樹
経営体支援 技師(兼園芸栽培部) 金子　　壮 主任研究員 瀧　　典明

部長 山村　真弓 副主任研究員 吉田　千恵
総括研究員 伊藤　和子 技師(農主) 吉田　　健

情報 研究員 本多めぐみ 技師(試) 高橋　るみ
経営 総括研究員(兼) 伊藤　和子 虫害 副主任研究員 関根　崇行

主任研究員 菅野　千秋 技師 猪苗代翔太
作業技術 主任研究員 小池　　修 技師 鈴木　香深

研究員 高橋　正明 病害 主任研究員 大場　淳司
部長 鈴木　誠一 研究員 近藤　　誠

遺伝子工学 主任研究員 瀬尾　直美 技師 木村　智志
研究員 板橋　　建
技師 大坂　正明

 技師(試主) 大久保哲子
資源開発利用 研究員 澤里　昭寿

技師 高橋　勇人
技師(農主) 伊藤　雅人

品種管理 上席主任研究員 小野寺博稔
(岩沼分庁舎) 研究員 漆山　裕子

技師 今野　裕介

氏　　名
所　　属

職　　名 氏　　名
所　　属

職　　名

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

開
　
発
　
部

企
画
調
整
部

総
　
務
　
部

情
報
経
営
部

園
　
芸
　
栽
　
培
　
部

園
　
芸
　
環
　
境
　
部

事務 技術 計 事務 運転 機械操作 農場 試験補助 計

所 長 １ １ １

副 所 長 １ １ ２ ２

総 務 部 ８ ８ １ １ ２ ４ １２

企 画 調 整 部 ７ ７ ７

情 報 経 営 部 ６ ６ ６

ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ開発部 ９ ９ １ １ ２ １１

園 芸 栽 培 部 １３ １３ ３ ２ ５ １８

園 芸 環 境 部 １０ １０ １ １ ２ １２

計　（人） ９ ４７ ５６ １ ０ １ ７ ４ １３ ６９

吏　　員　（人） 単　　労　（人） 合計
（人）

－Ⅰ概況－
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６ 収入及び支出

１）収入決算（平成30年３月31日現在）

２）支出決算（平成30年３月31日現在）
（千円)

平成28年度 平成29年度 前年比較 備考

02　総務費 35 47 12
  01　総務管理費 35 47 12
    01  一般管理費 1 1 0
　　02　人事管理費 34 46 12
06　農林水産業費 242,041 224,855 △ 17,186
　01　農業費 239,815 222,397 △ 17,418
　　01　農業総務費 73 181 108
　　02　総合農政企画指導費 1,165 741 △ 424
　　07　食糧需給総合対策費 212 0 △ 212
　　09　宮城米対策費 6,767 7,346 579
　　10　農作物対策費 2,992 3,941 949
    11　園芸特産振興費 5,899 7,966 2,067
　　12　農業改良普及費 1,568 910 △ 658
　　13　農業後継者育成費 6,225 6,226 1
　　14　農業試験研究費 214,914 195,086 △ 19,828
　02　畜産業費 2,226 2,458 232
    02  畜産振興費 25 14 △ 11
    03　家畜保健衛生費 0 7 7
　　04　畜産試験研究費 2,201 2,437 236
07　商工費 207 183 △ 24
　03　企業指導費 207 183 △ 24
　　03　工業技術指導費 207 183 △ 24
10　教育費 14,785 16,238 1,453
　04　高等学校費 14,785 16,238 1,453
　　02　全日制高等学校管理費 14,785 16,238 1,453

合　　　　　　計 257,068 241,323 △ 15,745

（千円)

平成28年度 平成29年度 前年比較 備考

08　使用料及び手数料 842 919 77
　01　使用料 842 919 77
10　財産収入 24,130 25,031 901
　01　財産運用収入 665 374 △ 291
　02　財産売払収入 23,465 24,657 1,192
　　02　物品売払収入 108 79 △ 29
　　03　生産物売払収入 23,357 24,578 1,221
14　諸収入 88,089 92,330 4,241
　04　受託事業収入 86,191 90,227 4,036
　06　雑入 1,898 2,103 205

計 113,061 118,280 5,219

  （一般財源） 144,007 123,044 △ 20,963

合　　　　　　計 257,068 241,323 △ 15,745

－Ⅰ概況－
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３）主要機械器具装置（50万円以上）

平成29年度購入分

品 名 規格・品質 金額（円） 供用場所 摘 要

蛍光顕微鏡(本体基本装置) カールツァィスマイクロスコピー 2,973,510 バイテク部
(株) Axio Observer 5 ほか

クリープメーター (株)山電 RE2-3305-1,2一式 3,132,000 園芸栽培部

自動比色測定装置 ビーエルテック(株) 12,549,600 園芸環境部
オートアナライザー３型一式

７ 職員の研修

１）職場内研修

研修名 研修者名 研修内容 開催月日 場 所

新任及び転入職員 農業・園芸総合研 農業・園芸総合研究所 平成29年４月６日 農業・園芸総合
の施設内研修 究所職員 12名 及び農業大学校の施設， 研究所

ほ場，研究概要 農業大学校

所内研修 農業・園芸総合研 研究倫理，公的試験研 平成29年５月16日 オープンラボ
究所職員 41名 究費の適正使用

所内研修 農業・園芸総合研 生産管理セミナー受講 平成29年９月20日 オープンラボ
究所職員 37名 報告,依頼研究員研修報

告

８ 図書の蔵書

分 類 冊 数 備 考

定期刊行物（学会誌，雑誌） 4,805 平成29年度 購入分182冊，寄贈分183冊
単行本 2,956
農水省，独立行政法人関係 9,563
都道府県関係 10,115
宮城県関係 6,447
その他 2,020

計 35,906

９ 見学者等の受け入れ

１）見学者

平成29年度の見学者は1,198人で，その内訳は次のとおりであった。

見学者の内訳
合計

農業者 農業指導者 大学・高校 小・中学校 県関係 その他 県内 県外 国外

1,198 766 57 250 20 15 90 550 613 35

－Ⅰ概況－
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月 日 見 学 者 名 見 学 内 容 対応部・チーム
平成29年
4月25 亘理普及センター管内新規参入者等 野菜の試験研究について 資 源 開 発利用 チ

ーム,野菜チーム
5月 2日 みらいファームやまと 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム

カット)，実証ほ場(亘理・山元)
見学

5月31日 亘理普及センター管内新規参入者等 野菜の試験研究について 資 源 開 発利用 チ
ーム,野菜チーム

6月14日 山形県庄内町落合生産組合 トルコギキョウのフザリウム対策 花きチーム
6月21日 新潟県中之島土地改良区 震災後の農業の復興状況と先端技 企画調整部

術展開事業の施設について
6月23日 リーフウエア株式会社 電照栽培について 野菜チーム
6月30日 亘理普及センター管内新規参入者等 野菜の試験研究について 資 源 開 発利用 チ

ーム,野菜チーム
7月 3日 JAみどりの北浦梨部会 梨の栽培について 果樹チーム
7月 5日 JA福岡大城いちご部会 先端プロ実証研究(クラウン温度 企画調整部

制御，UV-B)と実証ほ場(GRA)見学
7月10日 東北大学 基礎ゼミ(大学生) 宮城県で導入されている先端技術 企画調整部

について
7月11日 JAあきた白神アスパラガス部会 野菜の試験研究について 野菜チーム
7月13日 名取市果樹振興協議会 リンゴの夏季管理について 果樹チーム
7月13日 JA庄内みどり刈谷梨出荷組合 「あきづき」の安定生産について 果樹チーム
7月14日 アルファインインベンスメント イチゴ高設栽培について 野菜チーム
7月18日 色麻町花川沢農用地利用改善組合 ハウス野菜と露地野菜の試験研究 野菜チーム

について
7月19日 JAみやぎ仙南白石地区果樹部会 果樹について 果樹チーム
7月26日 JAつがる弘前わい化りんご生産部会南支 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム

部
7月31日 宮城大学食産業学部ファームビジネス学 先端プロ実証研究の概要について 野菜チーム

科４年生 花きチーム
果樹チーム

8月 1日 兵庫県南あわじ市議会 先端プロ実証研究の概要，西洋野 企画調整部,資源
菜について 開発利用チーム

8月 2日 JA津軽みらいりんご部会六郷支部 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム
8月 8日 宮城大学園芸学Ⅲ 試験研究について 企画調整部
8月 8日 岡木農園（長野県須坂市） 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム

カット根域制限栽培），加温栽培，
露地)と実証ほ場(山元町)見学

8月 8日 JAつがる弘前わい化生産部会 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム
8月 9日 JAつがる弘前 弘前北地区りんご部会協 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム

議会
8月 9日 高杉リンゴＳＳ協同防除組合 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム
8月17日 福岡県立糸島農業高校 リアルタイムPCR法を用いたアブ 遺 伝 子 工学チ ー

ラナ科野菜根こぶ病菌の検出法に ム
ついて

8月21日 宮城県農政部農産園芸環境課インターン 原種・原原種生産状況について 品種管理チーム
シップ大学生

8月23日 尚絅大学人間科学部３年生 先端プロ実証研究と現地ほ場(GR 企画調整部
A)見学

8月24日 青森県産業技術センター農林総合研究所 野菜栽培の試験研究について 園芸栽培部
8月24日 平成29年度東北・北海道地域農業士宮城 先端プロ実証研究と現地ほ場(GR 企画調整部

大会現地視察研修 A)見学 園芸栽培部
8月30日 生産者(県内) 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム

カット)について
8月30日 亘理名取果樹振興協議会 リンゴ栽培の新技術等について 果樹チーム
8月31日 農業青年クラブ「あぐり」（山形県） イタリア野菜，リンゴ，ブドウの 資 源 開 発利用 チ

試験研究について ー ム , 野 菜 チ ー
ム，果樹チーム

8月31日 JA加美よつば中新田水稲採種組合 原種の生産体系，圃場見学 品種管理チーム
8月31日 兵庫県北淡路農業改良普及センター，生 トマト，イチゴの環境制御技術と 野菜チーム

産者 先端プロ実証研究(GRA)見学
9月 4日 三鷹市野菜生産組合 野菜の新品種・新品目について 野菜チーム,資源

開発利用チーム
9月 6日 愛媛県新規就農者，生産者 トマト・イチゴの試験研究につい 野菜チーム

て

－Ⅰ概況－
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9月 7日 宮城県農業大学校(園芸学部，アグリビ 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム
ジネス学部)２学年学生 カットの根域制限栽培，環境保全 園芸環境部

に留意したイチゴ生産)，現地ほ
場(山元町，GRA)見学

9月 7日 JICA中国研究者 先端プロ等先端技術の研修 企画調整部
9月 8日 公益財団法人岩手労働基準協会盛岡支部 研究所概要，先端プロ実証研究の 企画調整部

概要
9月11日 東北大学農学研究科(タイ研究者等) 先端プロ実証研究と現地ほ場(耕 企画調整部

谷アグリサービス，GRA)見学
9月14日 青年種苗人懇談会(北海道・東北ブロッ 先端プロ実証研究の概要，野菜・ 企画調整部,資源

ク) 果樹の試験研究について 開発利用チーム,
野菜チーム,果樹
チーム

9月21日 第一ビニール(株)東北支店 獣害施設の見学 企画調整部
9月22日 尚絅学院大学環境構想学科 トマト，イチゴ，果樹の試験研究 企画調整部

について 野菜チーム
果樹チーム

9月26日 農産物流通技術研究会 先端プロ実証研究(田所食品，GRA) 企画調整部
について 野菜チーム

9月27日 JA新いわて北部りんご生産部会 リンゴのジョイント栽培 果樹チーム
10月 3日 生産者(県内) アザミウマの防除，野菜の新規品 野菜チーム

目について 虫害チーム
10月 4日 JA蒲郡市 農作業技術，野菜の試験研究につ 作 業 技 術チー ム

いて 野菜チーム
10月11日 西小野田地区公民館 研究所概要，野菜栽培等 企画調整部
10月12日 宮城第一高等学校理数科 当所施設見学 バイテク部

野菜チーム
果樹チーム

10月13日 埼玉県朝霞市農業委員会 震災復興の研究成果(除塩・脱塩 情報経営部
技術等)について 園芸環境部

10月18日 佐賀県農業試験研究センター イチゴ，環境制御技術，先端プロ 野菜チーム
実証研究について

10月26日 栃木県佐野市農業委員会 野菜の試験研究について 野菜チーム
10月26日 愛知県田原市４Ｈクラブ 先端プロ実証研究の概要，野菜， 企画調整部

花きの試験研究について 園芸栽培部
10月30日 生産者（埼玉県） 先端プロ実証研究（シャインマス 果樹チーム

カットの根域制限栽培システム）
について

10月30日 福島県梁川町認定農業者会 野菜の新しい品目(ロメインレタ 資 源 開 発利用 チ
ス，イタリア野菜)について ーム

11月 2日 農業法人 (株)イグナルファーム キュウリ，トマトの養液栽培にい 野菜チーム
て

11月 7日 田方いちご研究会（静岡県） 先端プロ実証研究（イチゴのクラ 野菜チーム
ウン温度制御技術等）について

11月 7日 旅順口区水師営街道水師,センコン物流 果菜類の栽培技術，暑熱対策，土 野菜チーム
(株) 壌肥料，病害等について

11月12日 花育移動親子バスツアー 花きほ場見学 花きチーム
11月15日 福島県石川郡玉川村農業委員会 イチゴの試験研究について 企画調整部

野菜チーム
11月15日 JAつがる弘前 リンゴジョイント栽培について 果樹チーム
11月16日 青森県つがる市議会農業振興対策特別委 先端プロ実証研究(機械化による 資 源 開 発利用 チ

員会 土地利用型農業），現地ほ場(林ラ ーム
イス)見学

11月17日 (株)安濃農園 イタリア野菜について 資 源 開 発利用 チ
ーム

11月20日 JAいわて平泉いちご生産部会 イチゴのバンカーシートの利用， 虫害チーム
環境制御について 野菜チーム

11月21日 岩手県一戸町農業委員会 野菜の試験研究について 野菜チーム
11月22日 多賀城市認定農業者連絡会 野菜，花きの試験研究について 野菜チーム

花きチーム
11月27日 JAみやぎ登米米山イチゴ部会 イチゴの新品種，環境制御技術に 野菜チーム

ついて
11月28日 本荘農林漁業経営者協議会(秋田県) 西洋野菜について 資 源 開 発利用 チ

ーム
12月 5日 JA福島さくら いわきいちご部会 イチゴの試験研究について 野菜チーム
12月 7日 せんだい次世代農業経営者育成ゼミ（東 先端プロ実証研究の概要，イチゴ 花きチーム

北大学大学院農業研究科） ・花きの試験研究について

－Ⅰ概況－
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12月13日 台湾糖業公司 先端プロ実証研究（イチゴクラウ 園芸栽培部
ン加温技術）, 野菜・花き・土壌 園芸環境部
肥料・病害虫の試験研究について

12月15日 宮城県仙台向山高等学校（第一学年生徒）バイオテクノロジー関係の試験研 遺 伝 子 工学チ ー
究について ム

12月26日 生産者（山形県） 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム
カット加温栽培)，現地ほ場(亘理
町)見学

平成30年
1月25日 (株)イノアック 養液栽培について 野菜チーム
1月30日 南方町園芸振興協議会 野菜・花きの試験研究について 野菜チーム
2月 6日 JA加美よつば 生産者 ロメインレタス等の栽培について 資 源 開 発利用 チ

ーム
2月 6日 みなみかたFRAISE倶楽部 イチゴ新品種「にこにこベリー」 野菜チーム

の品種特性と栽培方法について
2月16日 (株)パルファーム大曲 イチゴの来歴，試験研究について 野菜チーム
2月16日 福島県須賀川市役所産業部農政課 研究所概要，野菜ほ場見学 企画調整部
2月27日 JAふくしま未来ぶどう専門部会南支部 先端プロ実証研究(シャインマス 果樹チーム

カット根域制限栽培)について
2月27日 JAみやぎ仙南いちご部会 イチゴ新品種「にこにこベリー」 野菜チーム

の栽培について
3月 8日 東海大学農学教育実証センター技術員 リンゴのジョイント栽培について 果樹チーム
3月16日 せんぽ会（仙台市） 研究所の概要 企画調整部

２）研修等の受け入れ

受け入れ研修，職場体験学習，農業改良普及指導員研修等に対応した。

月 日 件 名 研 修 者 内 容

５月11日～12日 職場体験学習 岩沼市立岩沼北中 ・研究所の仕事について
学校（１名）

５月22日～５月26日 試験研究機関 仙台・大崎・栗原 ・農産物のマーケティング手法，経営評価，省力軽労化
６月８日～９日 派遣研修 ・石巻・気仙沼農 技術等（情報経営部）
６月15日～16日 業改良普及センタ ・植物ウイルス診断，新規有望品目及び西洋野菜の栽培
６月26日～30日 ー 技術，バイオ技術等（バイテク部）
７月10日～14日 （野菜担当２名， ・イチゴ及び果菜類の栽培・養液管理等（園芸栽培部）
７月31日～８月４日 花き担当２名，果 ・果樹の主要作業，栽培管理等（園芸栽培部）
８月28日～９月１日 樹担当１名，作物 ・ＩＰＭ等病害虫防除，土壌診断・施肥技術等（園芸環
９月11日～15日 担当１名，計６名） 境部）
９月21日～22日
10月23日～27日
１月10日～12日

10月18日 普及活動基礎 普及センター新規 ・試験研究機関と普及活動との連携について
研修（中期） 採用職員及び転入

職員（計11名）

８月28日～９月１日 インターンシ 岩手大学（１名） ・企画調整部の業務概要
９月４日～８日 ップ 東北大学（１名） ・情報経営部の業務概要
９月11日～15日 宮城大学（１名） ・バイオテクノロジー開発部の業務概要

山形大学（２名） ・園芸栽培部の業務概要
宇都宮大学（１名）・園芸環境部の業務概要
法政大学（１名）

11月14日～16日 職場体験学習 仙台市立柳生中学 ・研究所の仕事について
校（５名）

10 生活環境保全林「高舘いこいの森」
昭和58年開設以来多くの県民に，自然と親しむ憩いの場として，又は野鳥や植物の自然観察

に利用されている。

・規 模 28ヘクタール

・主 な 施 設 あずまや

・管理の実績 遊歩道等の維持管理を実施した。

－Ⅰ概況－
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１ 宮城県試験研究機関評価委員会

年月日 会議名 摘 要

平成29年６月６日 第１回農業関係 ・平成28年度終了課題の事後評価及び継続課題の中間評価に
試験研究内部評 ついて
価委員会 ・平成29年度農業関係試験研究計画について

平成29年６月29日 第１回農業関係 ・平成28年度終了課題の事後評価及び継続課題の中間評価に
試験研究機関評 ついて
価部会 ・平成29年度農業関係試験研究計画について

・普及に移す技術（第92号）について

平成29年９月11日 第２回農業関係 ・古川農業試験場の機関評価について
試験研究機関評
価部会

平成29年９月28日 第２回農業関係 ・平成30年度新規予定課題の事前評価について
試験研究内部評 ・平成29年度新規課題（受託，事業研究課題等）について
価委員会 ・平成30年度農業関係試験研究計画（案）について

平成29年11月13日 第３回農業関係 ・平成30年度農業関係試験研究に対する要望課題への対応に
試験研究機関評 ついて
価部会 ・平成30年度新規予定課題の事前評価について

・平成29年度新規課題（受託，事業研究課題等）について
・平成30年度農業関係試験研究計画について

２ 宮城県農業関係試験研究推進会議

年月日 会議名 摘 要

平成29年４月26日 第１回農業関係 ・平成29年度年農業系試験研究推進スケジュールについて
試験研究推進会 ・平成30年度農業試験研究要望課題について
議幹事会（以下 ・農業関係試験研究機関内部評価及び外部評価について
「幹事会」） ・農業関係試験研究機関知的財産権管理委員会について

・研究成果情報のホームページ等を通じた発信について

平成29年５月26日 第１回農業関係 ・平成29年度年農業系試験研究推進スケジュールについて
試験研究推進会 ・平成30年度農業試験研究要望課題について
議（以下「推進 ・農業関係試験研究機関内部評価及び外部評価について
会議」）

平成29年８月30日 第２回幹事会 ・平成30年度新規研究課題について
・平成29年度農業関係試験研究計画（修正案）について
・平成30年度農業関係試験研究計画（案）について

平成29年９月15日 第２回推進会議 ・平成30年度新規研究課題について
・平成29年度農業関係試験研究計画（修正案）について
・平成30年度農業関係試験研究計画（案）について

平成29年２月９日 第３回幹事会 ・「普及に移す技術」第93号候補課題について
・普及に移す技術作成要領等の改正について
・平成30年度依頼研究員候補（案）について
・宮城県試験研究機関評価委員会次期候補者について
・平成30年度農業関係試験研究計画（案）について

平成29年３月16日 第３回推進会議 ・「普及に移す技術」第93号候補課題について
・普及に移す技術作成要領等の改正について
・平成30年度依頼研究員候補（案）について
・宮城県試験研究機関評価委員会次期候補者について
・平成30年度農業関係試験研究計画（案）について

－Ⅱ諸会議・行事等－
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－Ⅱ諸会議・行事等－

３ 農業・園芸総合研究所成績検討会等

年月日 会議名 摘 要

平成29年７月３日 平成28年度冬作 ・情報経営部 成績検討 ４課題，設計検討 ７課題
～４日 試験研究成績検 ・バイオテクノロジー開発部

討会及び平成29 成績検討 ５課題，設計検討 ５課題
年冬作試験研究 ・園芸栽培部 成績検討 10課題，設計検討 ６課題
課題設計検討会 ・園芸環境部 成績検討 ４課題，設計検討 ９課題

計 成績検討 23課題，設計検討 27課題

平成29年12月11日 平成29年度第１ ・情報経営部 成績検討 11課題，成果情報 ３課題
18日 回試験研究成績 ・バイオテクノロジー開発部

検討会及び成果 成績検討 ６課題
情報検討会 ・園芸栽培部 成績検討 29課題，成果情報 ６課題

・園芸環境部 成績検討 ２課題
計 成績検討 48課題，成果情報 ９課題

平成30年１月15日 平成29年度第２ ・情報経営部 成績検討 20課題，普及に移す技術 ８課題
～18日 回試験研究成績 ・バイオテクノロジー開発部

検討会及び普及 成績検討 19課題，普及に移す技術 ６課題
に移す技術候補 ・園芸栽培部 成績検討 10課題，普及に移す技術 ７課題
課題検討会 ・園芸環境部 成績検討 20課題，普及に移す技術 10課題

計 成績検討 69課題、普及に移す技術 31課題

平成30年３月12日 平成30年度試験 ・情報経営部 設計検討 ７課題
14日 研究課題設計検 ・バイオテクノロジー開発部 設計検討 17課題

討会 ・園芸栽培部 設計検討 46課題
・園芸環境部 設計検討 28課題

計 設計検討 98課題



- 13 -

－Ⅱ諸会議・行事等－

４ 農業・園芸総合研究所試験研究推進会議
農業・園芸総合研究所における試験研究を効率的に推進するため，所長，副所長及び研究部

長で構成する会議を開催した。

年月日 摘 要

平成29年
4月18日 ・研究成果報告会プレゼンテーション発表事前練習（情報経営部,バイテク部,園芸栽培部）
5月16日 ・平成29年度農業関係試験研究内部評価委員会に係るプレゼンテーション課題発表練習（バ

イテク部，園芸栽培部，園芸環境部）
5月30日 ・平成29年度みやぎ型オープンイノベーション推進支援事業の応募について（バイテク部）
6月13日 ・みやぎの農業試験研究ＦＳ（フィージビリティスタディ）事業設計検討会

（情報経営部１件，バイテク部３件，園芸栽培部２件，園芸環境部２件）
6月20日 ・平成30年度農業系試験研究要望課題の所内検討会

（情報経営部５件，バイテク部１件，園芸栽培部１件，他機関８件）
・「高度な栽培管理を可能とするイチゴの３次元形状計測技術の開発」の成績検討
（情報経営部）

6月26日 ・品種検討委員会専門部会に係る検討事項について（企画調整部）
7月10日 ・第60回東北農業試験研究発表会の練習（情報経営部部２件，園芸栽培部３件）
8月22日 ・平成30年度要望課題への対応方針について（企画調整部）

・平成30年度新規研究課題の設計検討 （情報経営部２件，バイテク部１件）
・ＦＳ事業研究の成績検討（バイテク部１件）

9月11日 ・平成30年度以降の先端プロ事業について（企画調整部）
10月17日 ・受託試験(科研費)への応募について（バイテク部１件，園芸環境部１件）
11月 7日 ・平成30年度受託研究への参画について（園芸環境部１件）

・平成29年度革新的技術開発・緊急展開事業の成績検討
（情報経営部，バイテク部，園芸栽培部）

11月13日 ・平成29年度革新的技術開発・緊急展開事業の成績検討（情報経営部，園芸栽培部）
11月21日 ・平成29年度革新的技術開発・緊急展開事業の成績検討（園芸栽培部，園芸環境部）
12月12日 ・平成29年度受託試験の成績検討（バイテク部）
12月19日 ・平成29年度宮城県育成園芸品種検討委員会専門部会（第２回）に係る協議事項について

（企画調整部）
平成30年 ・食料生産地域再生のための先端技術展開事業の成績検討（園芸栽培部）
2月27日
3月 5日 ・イノベーション創出強化研究推進事業への参画について（バイテク部）
3月13日 ・戦略的イノベーション創造プラグラムに係る試験設計検討（バイテク部）
3月27日 ・FS事業研究課題に係る成績検討（情報経営部１件，園芸栽培部１件）

・「高軒高ハウスを活用したトマトの高収益生産技術の確立」試験設計検討
（園芸栽培部１件）

５ 農業・園芸総合研究所連絡調整会議
農業・園芸総合研究所の運営に関する事項を協議するとともに，各部相互の総合調整を行い，業

務の適正かつ能率的な執行を図るため，毎週１回開催した。

６ ３機関連絡協議会
農業・園芸総合研究所，農業大学校，農業高等学校の連絡調整と重要事項を協議し，業務の適正

かつ効率的な執行を図るため，年２回開催した。

７ 各種委員会

１）図書委員会
図書の購入計画，図書の移動等について協議した。

年月日 会議名 摘 要

平成29年４月25日 第１回委員会 ・平成29年度図書委員の確認・図書委員長について
・平成29年度図書購入・各部負担金の確認について
・図書の購入について
・図書の整理について
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－Ⅱ諸会議・行事等－

２）ＤＮＡ実験安全委員会
組換えＤＮＡ実験計画（新規及び変更）の適合性について協議した。

年月日 会議名 摘 要

平成29年４月25日 第１回委員会 ・組換えＤＮＡ実験計画の適合性について（新規１件，
変更４件）

平成29年６月13日 第２回委員会 ・組換えＤＮＡ実験計画の適合性について（新規３件）

３）農業関係試験研究機関知的財産権管理委員会
農業・園芸総合研究所，古川農業試験場，畜産試験場が保有する知的財産の取扱い等

について協議した。

年月日 会議名 摘 要

平成29年９月15日 第１回委員会 （１）特許権の維持継続について
・中腰作業補助装置

（２）品種の維持継続について
・ゆり「ルビーマジック」

４）農場管理委員会
農業・園芸総合研究所（農業大学校・農業高等学校を含む）におけるほ場その他の農

業用施設の有効利用と適切な保全管理を図り，あわせて，農耕作業等の効率化を推進す
るため，４～11月，２月，３月の計10回実施した。
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－Ⅱ諸会議・行事等－

８ 全国及び東北地域の検討会・研究会等への出席
年月日 会 議 名 開催場所

平成29年
4月18日 平成29年度宮城県園芸振興大会 江陽グランドホテル
4月19日 第１回農業革新支援センター会議 宮城県魚信基ビル
5月 9日 「農薬の後作物残量を未然に防止する登録制度の提案」試験打 秋葉原ダイビル（東京都千

合せ 代田区）
5月10日 農業施設学会出前セミナーシリーズpart1 測定制御を極める 農研機構御徒町会議室
5月12日 (公財)新技術開発財団 第26回植物研究助成金贈呈式 新技術開発財団植物研究園

（静岡県熱海市）
5月16日 先端技術展開事業「技術・経営診断技術開発研究」設計打合せ 農研機構東北農業研究セン

ター
5月18日 全国農業関係試験研究場所長会第１回役員会 三会堂ビル２階Ｓ会議室

（東京都港区）
5月18日 先端技術展開事業「被災地の早期復興に資する果樹生産・利用 農林水産技術会議事務局筑
～19日 技術の実証研究」平成29年度研究計画検討会 波産学連携支援センター
5月20日 土葉会第316回例会 千葉大学松戸キャンパス
5月23日 先端技術展開事業「技術・経営診断技術開発研究」平成29年度 TKP仙台東口ビジネスセン

試験設計会議 ター
5月31日 先端技術展開事業 施設園芸の省力化高品質化実証事業「農村 農研機構農村工学研究部門
～6月1日 地域における未利用エネルギー利活用実証研究」平成29年度設 会議室(茨城県つくば市)

計会議及び現地検討会
6月 2日 平成29年度第１回農研機構植物工場研修会 農研機構第１研究室本館
6月 5日 平成29年度革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロ TKP上野駅前ビジネスセン

ジェクト)研究計画ヒアリング ター
6月 8日 土壌水分・環境・気象センサー技術セミナー 東京都大田区産業プラザ
6月 8日 平成29年度第１回試験研究機関場所長連携企画委員会 宮城県産業技術総合センタ

ー
6月14日 施設園芸におけるＩＴＣ・ＧＡＰ活用現地検討会 亘理農業改良普及センター
6月20日 国産花きの競争力強化のための技術開発 農研機構野菜花き研究部門
～21日
6月27日 委託プロジェクト研究「ＡＩを活用した土壌病害診断技術の開 国立オリンピック記念青少

発」平成29年度事前計画検討会 年センター
6月29日 農林交流センターワークショップ「画像解析を行う研究者のた 農研機構生物機能利用研究

めの入門実習」 部門
7月 3日 全日本野菜品種審査会 トマト(大玉夏秋穫り・一次)審査会 八戸市農業経営センター
～ 4日
7月 5日 平成29年度東北地域農業関係試験研究場所長会議 弘前市文化センター他
～ 6日
7月 6日 革新的技術開発・緊急展開事業「作業管理システム及び生育予 富山県民会館他
～ 7日 測を核とした大規模施設園芸発展スキームの構築」キックオフ

ミーティング
7月12日 東北農業試験研究推進会議 土壌肥料研究会 ホテル東日本盛岡他
～13日
7月14日 グローバルＧＡＰ研修会 ＪＡ学園宮城
7月14日 革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト) 農研機構東北農業研究セン

「寒冷地の水田作経営収益向上のための春まきタマネギ等省力 ター
化・多収・安定化技術の開発とその実証」キックオフ会議

7月14日 SIP次世代農林水産業創造技術「持続可能な農業生産のための (株)日本総合研究所東京本
新たな総合的植物保護技術の開発」経営評価に関する事前打ち 社
合わせ

7月24日 革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェクト) TKPガーデンシティ仙台他
～25日 「各地域に適したリンゴ早期成園化技術の実証」キックオフ会

議
7月26日 東北農業試験研究推進会議 野菜研究会(夏期) 青森県産業技術センター野
～27日 菜研究所他
7月27日 東北農業試験研究推進会議 農業経営研究会(夏期) 農研機構東北農業研究セン

ター
7月27日 宮城県次世代園芸(パプリカセミナー) ホテル白萩
7月28日 革新的技術開発・緊急展開事業(うち人工知能未来農業創造プ 神奈川県農業技術センター

ロジェクト)「果樹生産の大幅な省力化に向けた作業用機械の
自動化・ロボット化と機械化樹形の開発」平成29年度リンゴグ
ループ試験設計検討会

7月31日 委託プロジェクト研究「ＡＩを活用した栽培・労務管理の最適 文部科学省研究交流センタ
化技術の開発」キックオフミーティング ー(つくば市)
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－Ⅱ諸会議・行事等－

8月 2日 キク白さび病防除体系検討会(白さび病研究会) 農研機構御徒町会議室
8月 3日 PICSみやぎ研究計画検討会 東北大学農学部
8月 3日 SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「次世代農林水産 広島県東部総合事務所福山
～ 4日 業創造技術」「持続可能な農業生産のための新たな総合的植物 合同庁舎

保護技術の開発」トマト地上部病害虫防除体系化グループ平成
29年度中間検討会・現地検討会

8月 7日 第１回宮城県園芸特産振興会議 宮城県庁
8月 9日 SIP「青枯病抵抗性誘導剤開発チーム」,「抵抗性誘導評価シス 農研機構御徒町会議室

テム開発チーム」平成29年度合同中間成績検討会
8月 9日 宮城大学20周年記念講演 宮城大学
8月21日 平成29年度全国農業システム化研究会・野菜の排水対策に関す 八戸地域地場産業振興セン

る情報交換会 ター
8月21日 「ＡＩを活用した土壌病害診断技術開発」平成29年度計画検討 東京農業大学世田谷キャン
～22日 会 パス
8月24日 全日本野菜品種審査会トマト(大玉夏秋穫り・２次)審査会 八戸市農業経営センター
～25日
8月24日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 生産環境推進部会 病害 八戸地域地場産業振興セン
～25日 虫研究会(夏期) ター
8月25日 第53回東北農業経済学会・山形大会 山形大学農学部
8月25日 オランダに学ぶ「強い施設園芸」講演会 東京ビッグサイト
8月28日 委託プロジェクト研究「ＡＩを活用した病害虫診断技術の開 食と農の科学館(つくば市)
～29日 発」キックオフミーティング
8月29日 露地電照栽培を核とした夏秋小ギク効率生産技術移転セミナー 福島県農業総合センター
8月29日 キクウイロイド性矮化病の抵抗性品種の選抜中間検討会 群馬県農林技術センター
～30日
8月30日 第１回ＧＡＰセミナーin東北 JAビル宮城
9月 2日 園芸学会秋季大会 酪農学園大学
～ 3日
9月 4日 大規模施設園芸労務マネジメントセミナー 県庁みやぎ広報室
9月 5日 土壌肥料学会2017仙台大会 東北大学農学部
～ 7日
9月11日 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「短時間変温管理 農研機構御徒町会議室

法に基づく主要花き類の周年安定生産技術の開発」キックオフ
推進会議

9月11日 (農食事業)「３次元形状計測センサ(キネクト)を活用する施設 東京大学他
～12日 果菜類の群落光合成測定と草勢制御」平成29年度推進会議
9月13日 第32回報農会シンポジウム「植物保護ハイビジョン－2017」－ 「北トピア」つつじホール

加速するグローバル化に対応するＩＰＭの進展－ (東京都北区)
9月14日 次世代施設園芸人材育成セミナー(太陽光利用型植物工場にお 大阪府立大学
～15日 ける環境制御)
9月20日 最先端種苗産業確立のための野菜苗生産技術の実証研究 研究 コラッセ福島
～21日 成果発表会
9月20日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 野菜花き推進部会 花 岩手県農業研究センター
～21日 き研究会（夏期）
9月28日 平成29年度日本植物病理学会東北支部会 弘前大学
～29日
9月28日 宮城県次世代施設園芸(パプリカ)セミナー 宮城県庁
10月10日 農食事業「キュウリ及びズッキーニに発生する複数種ウイルス 岩手県農業研究センター
～11日 を完全防除する混合ワクチンの開発」平成29年度現地検討会

10月23日 ワークショップ｢水田を利用したタマネギ栽培における土壌水 札幌市
～24日 分管理技術の確立｣

10月25日 第２回ＧＡＰセミナーin東北 JAビル宮城
10月25日 野菜花き課題別研究会「野菜のゲノム情報を活用した育種選抜 アスト津
～26日 の現状と展望」

10月26日 クリ新品種「ぽろすけ」の加工品求評会 東京都
10月26日 第27回天敵利用研究会宮城大会 仙台戦災復興記念館
～27日

10月26日 平成29年度全農肥料委託試験成績検討会 全農営農・技術センター
～27日 (神奈川県平塚市)

10月26日 「農薬の後作物残留を未然に防止する登録制度の提案」中間打 高知県教育会館
～27日 合せ会議及び平成29年度近畿中国四国農業試験研究推進会議病

害虫推進部会
11月 1日 AIプロジェクト平成29年度現地グループ検討会（機械開発，リ 農業・園芸総合研究所他

ンゴ生産システム等）
11月 1日 経営体（大規模施設園芸）コンソーシアム平成29年度第2回推 千歳アルカディアプラザ他
～ 2日 進会議
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11月 1日 平成29年度新農薬実用化試験（稲・野菜等）東北地域成績検討 ホテルメトロポリタン盛岡
～ 2日 会

11月 7日 平成29年度農研機構シンポジウム「東日本大震災の復興とオリ つくば市
ンピック・パラリンピックへの花き研究の貢献」

11月 8日 機能性野菜開発コンソーシアム 平成29年度中間成績検討会 仙台市，登米市，東松島市
11月10日 「バイタルセンシングバンドによる熱ストレス推定機能の検 鉄道博物館(さいたま市)

討」にかかる検討会
11月10日 平成29年度みやぎの野菜セミナー・平成29年度宮城県加工・業 古川農業試験場

務用野菜生産振興研修会
11月14日 経営体強化プロ「春まきタマネギ」成績・設計検討会議 農研機構東北農業研究セン
～15日 ター

11月21日 平成29年度ニホンナシ黒星病およびセイヨウナシ褐色斑点病関 富山県農林水産総合技術セ
～22日 連課題現地検討会 ンター

11月22日 平成29年度北海道・東北地区植物防疫会議 国仙台合同庁舎
11月28日 平成29年度野菜育成系統評価試験成績・設計検討会議 アスト津
～29日

12月 2日 土葉会第318回総会(先進的園経営体支援事業) 千葉大学松戸キャンパス
12月15日 経営体プロ「各地に適したリンゴ早期成園化技術の開発と経営 農研機構東北農業研究セン

体における実証」平成29年度成績検討会 ター
12月20日 平成29年度宮城県次世代施設園芸推進大会 パレス宮城野
12月21日 革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロ)体系別検討 東京都港区浜松町

会
12月22日 第３回ＧＡＰセミナーin東北 宮城県庁
12月26日 「周年安定生産を可能とする花き栽培技術の実証研究」平成29 農研機構御徒町会議室

年度推進会議
12月26日 「革新的技術開発・緊急展開事業」における国内外の研究ネッ 札幌市
～27日 トワーク活用事業ワークショップ「水田を利用したタマネギ栽

培における土壌水分管理技術の確立」
平成30年 先端技術展開事業「被災地の早期復興に資する果樹生産・利用 文部科学省交流センター
1月 9日 技術の実証研究」平成29年度研究推進会議 (つくば市)
～10日
1月12日 食料生産地域再生のための先端技術展開事業（岩手県農業）成 アイーナ(盛岡市)

果発表会「先端技術で収益力アップ!!セミナー」
1月18日 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業課題「キュウリ及 京都府京都市
～19日 びズッキーニに発生する複数種ウイルスを完全防除する混合ワ

クチンの開発」に係る平成29年度研究推進会議
1月18日 農食事業29015C「短時間変温管理法に基づく主要花き類の周年 長崎県農林技術開発センタ
～19日 安定生産技術の開発」成績計画推進会議 ー(諫早市)
1月19日 平成29年度北海道・東北地区植物防疫職員等研修会 国仙台合同庁舎
1月19日 平成29年度食料生産地域再生のための先端技術展開事業「技術 大宮市

・経営診断技術開発研究 成績検討会」
1月23日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 果樹推進部会 盛岡市
～24日
1月24日 「国産花き国際競争力強化のための技術開発」推進会議 つくば市
1月25日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 生産環境推進部会 病 アイーナ(盛岡市)
～26日 害虫研究会
1月25日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 生産環境推進部会 土 アイーナ(盛岡市)
～26日 壌肥料研究会
1月26日 みやぎの花きセミナー 仙台市
1月29日 平成29年度リンゴ・落葉果樹関係除草剤・生育調節剤試験成績 ホテルラングウッド(東京

検討会 都荒川区)
1月30日 平成29年度果樹茶業研究会「落葉果樹研究会」 つくば国際会議場
～31日
1月30日 「次世代型バンカー資材キットによるアブラムシ類基盤的防除 福岡市，筑紫野市
～31日 技術の実証・普及」平成29年度第２回現地検討会・推進会議
1月30日 第８回トマト・キュウリ サミット 東京都江戸川区
～31日
1月30日 平成29年度東北農業試験研究推進会議作物生産推進部会 作業 アイーナ(盛岡市)
～31日 技術研究会
1月30日 平成29年度東北農業試験研究推進会議作物生産推進部会農業経 農研機構東北農業研究セン
～31日 営研究会（冬期） ター
2月 1日 平成２９年度農地土壌炭素貯留等基礎調査事業全国会議 日本科学未来館（東京都江
～ 2日 東区）
2月 1日 委託プロジェクト研究「AIを活用した土壌病害診断技術の開 国立オリンピックセンター
～ 2日 発」平成29年度推進会議 (東京都渋谷区)
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2月 1日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 野菜花き推進部会 農研機構東北農業研究セン
～ 2日 ター
2月 2日 環境省環境研究総合推進費「農薬の後作物を未然に防止する登 つくば市

録制度の提案」アドバイザリーボード会議
2月 5日 ｢ＡＩを活用した栽培・労務管理の最適化技術の開発｣（栽培労 つくば市

務管理ＯＰＦ）第２回推進会議
2月 6日 平成29年度果樹茶業研究会「寒冷地果樹研究会」 サンセール盛岡
～ 7日
2月 8日 SIP(戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)「持続可能な農業生産のため 石川県立大学
～ 9日 の新たな植物保護技術の開発」施設果菜加振装置の開発

平成29年度成績検討会
2月 8日 食料生産地域再生のための先端技術展開事業「土地利用型営農 農研機構東北農業研究セン
～ 9日 技術の実証研究」平成29年度推進会議 ター
2月13日 農研機構野菜花き研究部門国際シンポジウム「日本のイチゴ生 名古屋市

産はどこを目指すか」
2月13日 平成29年度東北農業試験研究推進会議 農研機構東北農業研究セン

ター
2月13日 「生果実（いちご）の東南アジア・北米等への輸出を促進する 長崎県農林技術開発センタ
～14日 ための輸出相手国の残留農薬基準値に対応したＩＰＭ体系の開 ー

発ならびに現地実証」地域戦略（イチゴ輸出）推進会議
2月13日 SIP(戦略的ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創造ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)「持続可能な農業生産のため 農研機構御徒町会議室
～14日 の新たな植物保護技術の開発」合同成績検討会及び次年度設計

打合せ
2月14日 SIPトマト地上部病害虫防除体系化グループ平成29年度末成績 宇都宮市

検討会・現地検討会
2月15日 第71回北日本病害虫研究発表会 八戸市公会堂
～16日
2月19日 経営体プロ「各地域に適したリンゴ早期成園化技術の開発と経 横手市
～20日 営体における実証」平成29年度冬季現地検討会
2月19日 平成29年度農林水産省委託プロジェクト研究「人工知能未来農 秋葉原 UDX
～20日 業創造プロジェクト」「AIを活用した病害虫診断技術の開発」

平成29年度成績および平成30年度設計検討会
2月20日 食品輸出促進セミナー ホテルメトロポリタン仙台
2月22日 生研センターAIプロジェクト「果実生産の大幅な省力化に向け 福岡市
～23日 た作業用機械の自動化・ロボット化と機械化樹形の開発」平成

29年度第２回推進会議（成績検討会・車両走行）
2月27日 第２回日本生物防除協議会シンポジウム 東京大学(東京都文京区)
2月27日 SIP「持続可能な農業生産のための新たな総合的植物保護儀中 秋葉原 UDX
～28日 の開発」平成29年度成績検討会及び平成30年度試験設計検討会
3月 1日 地域プロ「モモ・ナシの高品質・安定生産を実現する病害防除 農研機構果樹茶業研究部門
～ 2日 技術体系の実証研究」平成29年度推進会議 (つくば市)
3月 2日 革新的技術開発・緊急展開事業（地域戦略プロジェクト）「健 全農ビル(東京都)

康の維持増進に有用な機能性成分高含有野菜の栽培実証と機能
性表示食品の開発」平成29年度成績検討会

3月 6日 平成29年度「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」運 東京都
営委員会

3月 8日 植物ゲノム編集技術研修会 つくば市
3月 8日 平成29年度革新工学センター研究報告会・農業機械改良開発試 さいたま市
～ 9日 験研究打合せ会議
3月12日 第３５回土・水研究会「土壌の適正管理を目指した土壌物理性 つくば市
～13日 ・生物性診断の新展開」



Ⅲ 研 究 成 果 の 普 及 広 報
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１ 普及に移す技術（第93号）の提案
試験研究成果の中から普及に移すことが適当と見込まれる優れた技術について，「農業分野に

おける普及に移す技術等取扱要領」に基づき，積極的に奨励しようとする新しい技術及び品種・
種畜を「普及技術」，普及，行政及び研究推進上参考となるものを「参考資料」とし，あわせて
「普及情報」（新規農業資材の使用法や特性，新品種の特性等，適宜情報提供を行うもの）を震
災復興関連技術・通常技術として，以下のとおり取りまとめ農林水産部長に提出した。

情報区分 No. 分類名  課　　　題　　　名
主な担当
場所名

主な担当部名

普及技術 1 水稲
 水稲直播栽培べんモリ種子の送風加温処理による長期保
存方法

古川農業試験場 水田利用部

普及技術 2
水稲・草地飼

料
 飼料用稲奨励品種「たちあやか」 古川農業試験場 水田利用部

普及技術 3 野菜
 収量および果形に優れ年内収穫可能なイチゴ新品種「に
こにこベリー」

農業・園芸
総合研究所

園芸栽培部

普及技術 4 果樹
 増収技術と省力栽培技術を導入したブドウ「シャインマ
スカット」の栽培体系

農業・園芸
総合研究所

園芸栽培部

普及技術 5 果樹
 リンゴ「はるか」の青実果混入軽減のための摘花処理の
効果

農業・園芸
総合研究所

園芸栽培部

普及技術 6 花き
 トルコギキョウ10月出しとカンパニュラ３月出しの無加
温電照輪作体系

農業・園芸
総合研究所

園芸栽培部

普及技術 7 病害虫 大規模施設における促成イチゴ栽培のIPM体系
農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

普及技術 8 病害虫 大麦リビングマルチを利用したキャベツのIPM体系
農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

普及技術 9 病害虫 大麦リビングマルチを利用した春まきタマネギのIPM体系
農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

普及技術 10 家畜
 新しい基幹種雄牛「洋(ひろ)糸(いと)波(なみ)」，「勝
(かつ)忠(ただ)久(ひさ)」，「勝(かつ)福(ふく)桜(ざく

畜産試験場 情報経営部

普及技術 11 草地飼料  飼料用トウモロコシ奨励品種「KD418」 畜産試験場 草地飼料

普及技術 12 農業土木  身近な低出力トラクタを利用してできる浅層暗渠の施工 古川農業試験場 土壌肥料部

普及技術 13 作業技術 高温期のハウス内における作業者の効果的暑熱軽減対策
農業・園芸
総合研究所

情報経営部

参考資料 1
水稲・草地飼

料
 飼料用稲奨励品種「たちあやか」のイネWCS栽培法 古川農業試験場 水田利用部

参考資料 2 畑・特用作物  農作物のＤＮＡ品種識別（麦類：第２報）
農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

参考資料 3 野菜  キャベツの長期無追肥育苗による生育斉一化技術
農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

参考資料 4 花き
 スプレーカーネーションのEOD-heating処理による燃油消
費量削減

農業・園芸
総合研究所

園芸栽培部

参考資料 5 病害虫  「金のいぶき」のいもち病防除体系　追補 古川農業試験場 作物保護部

参考資料 6 病害虫  「東北２１１号」の葉いもちほ場抵抗性 古川農業試験場 作物保護部

参考資料 7 病害虫
 アカスジカスミカメの多発条件下における殺虫剤による
茎葉散布処理の効果

古川農業試験場 作物保護部

参考資料 8 病害虫
 有効積算温度によるフタオビコヤガ成虫の発生時期の予
測

古川農業試験場 作物保護部

参考資料 9 病害虫  アザミウマ類の各種薬剤に対する感受性
農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

参考資料 10 病害虫
 気門封鎖型薬剤とミヤコカブリダニの併用によるイチゴ
のハダニ類密度抑制効果

農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

参考資料 11 病害虫
 各種薬剤のイチゴうどんこ病に対する防除効果及び残効
性

農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

参考資料 12 病害虫
 キュウリ地上部病害に対する各技術を組合わせた防除体
系

農業・園芸
総合研究所

園芸環境部

－Ⅲ研究成果の普及広報－



- 20 -

－Ⅲ研究成果の普及広報－

分類名  技　　　術　　　名
主な担当
場所名

主な担当部名

参考資料 15 病害虫
 キュウリモザイクウイルス（CMV）・スイカモザイクウイ
ルス（WMV）によるキュウリモザイク病対策としてのCMV・
WMV弱毒株接種苗の利用

農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

参考資料 16 病害虫
 Micro tissue direct法を用いたキク矮化ウイロイド
（CSVd）の迅速同定

農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

参考資料 17 病害虫
 ペットボトルを使用した省スペースで実施できるアブラ
ナ科野菜根こぶ病生物検定法

農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

参考資料 18 経営
 キャベツ（秋冬どり）とタマネギ（春まき）の機械化一
貫体系導入を検討するための「担い手経営体モデルシミュ
レーションシート」

農業・園芸
総合研究所

情報経営部

参考資料 19 経営  ６次産業化に取り組む県内事業者の課題及び成功要因
農業・園芸
総合研究所

情報経営部

参考資料 20 経営  第三者認証ＧＡＰ認証による効果（メリット）と課題
農業・園芸
総合研究所

情報経営部

参考資料 21 家畜  小麦の代替として飼料用米を給与した系統豚の肥育技術 畜産試験場 種豚家きん部

参考資料 22 作業技術
 熱ストレス対策用ウェアラブルセンサの農作業環境への
適用性

農業・園芸
総合研究所

情報経営部

参考資料 23 作業技術  パイプハウスにおける内張布団資材の保温性
農業・園芸
総合研究所

情報経営部

普及情報 1 病害虫
 園芸作物等の依頼診断で検出されたウイルス・ウイロイ
ド（平成26～29年）

農業・園芸
総合研究所

バイオテクノロ
ジー
開発部

普及情報 2 経営  加工用カボチャの導入を検討するための経営試算シート
農業・園芸
総合研究所

情報経営部

普及情報 3 作業技術
 イチゴの草高，受光葉面積を計測できる３次元形状計測
センサ

農業・園芸
総合研究所

情報経営部

普及技術　１３技術、参考資料　２３技術、普及情報　３技術　合計　３９技術

情報区分
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２ 試験研究成果報告会等
最近の農業情勢の変化を重視し，かつ，本県農政の基本方針・重点施策を踏まえて，平成25年

度における農業試験研究成果の速やかな活用を促進するため，各研修会において試験研究成果を
報告した。

また，試験研究の内容を広く県民に理解してもらうため，施設を公開し，試験研究で開発した
新しい技術や研究内容についての情報を発信することを目的に，体験デーを開催した。

１）試験研究主催研修
中核的農業者や農業生産組織リーダー，農業指導者を対象に次のとおり専門研修を実施した。

開 催 日 研 修 名 受講者数 場 所

平成29年４月21日 農業・園芸総合研究所 研究成果報告会 119人 農業・園芸総合研究所

平成29年６月27日 「露地園芸作物導入推進研修会」 134人 株式会社パスカファーム
立沼，農事組合法人林ラ
イス，農業・園芸総合研
究所

平成29年７月６日 「果樹生産・利用技術の実証研究」現地実証 101人 亘理山元町，亘理町，農
視察・成果伝達会 業･園芸総合研究所

平成29年７月12日 イチゴ担当者向けセミナー 56人 農業・園芸総合研究所

平成29年７月19日 「土地利用型営農技術の実証研究」現地検討 164人 耕谷アグリサービス，農
会 事組合法人林ライス，名

取市文化会館

平成29年８月３日 イチゴ生産者ネットワーク勉強会 26人 農業・園芸総合研究所

平成29年８月23日 トマト生産者ネットワーク勉強会 41人 農業・園芸総合研究所

平成29年８月29日 イチゴ担当者向けセミナー 33人 農業・園芸総合研究所

平成29年11月17日 イチゴ担当者向けセミナー 34人 農業・園芸総合研究所

平成29年12月８日 「宮城県農業・農村型実証研究」成果発表会 154人 宮城県庁

平成30年１月23日 みやぎのいちごフォーラム２０１８ 145人 農業・園芸総合研究所

平成30年２月22日 イチゴ生産者ネットワーク勉強会 31人 （株）一苺一笑松森農場

平成30年２月22日 イチゴ担当者向けセミナー 31人 農業・園芸総合研究所

平成30年２月23日 宮城県農業普及・試験研究連携活動研究会 164人 宮城県庁

平成30年２月28日 第１回総合ｾﾐﾅー 「環境制御の現状と課題」 44人 仙台市農業園芸センター

平成30年３月７日 ブドウ「シャインマスカット」栽培研修会 101人 農業・園芸総合研究所

平成30年３月13日 第２回総合ｾﾐﾅー 「環境制御の現状と課題」 54人 仙台市農業園芸センター

計 17回 1,432人

２）新技術移転研修会
宮城県農業普及・試験研究連携活動研究会の中で，普及指導員に対し，下記のとおり「試

験研究技術移転研修会」を開催した。

（１）開催日時・場所 平成30年２月23日（金） 宮城県自治会館
（２）出席者数 164名
（３）成果報告課題
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〔農業・園芸総合研究所〕
○発表課題

１ イチゴクラウン温度制御技術
２ イチゴIPM防除体系
３ シャインマスカット栽培技術
４ クリ「ぽろたん」ジョイント栽培技術
５ レッドカーランツ栽培技術
６ トルコギキョウとカンパニュラの輪作体系
７ キャベツ安定生産技術
８ リビングマルチを導入した園芸露地作物のＩＰＭ
９ 野菜の機械化一貫体系導入を検討するための試算シート
10 水稲育苗ハウスの有効利用技術
11 ハウス内暑熱対策技術.

〔古川農業試験場〕
○発表課題

１ 飼料用稲奨励品種「たちあやか」のイネWCS栽培法
２ 水稲直播栽培べんモリ種子の送風加温処理による長期保存方法
３ 身近な低出力トラクタを利用してできる浅層暗渠施の施工
４ 「金のいぶき」のいもち病防除体系
５ 「東北２１１号」の葉いもちほ場抵抗性
６ アカスジカメムシの多発条件下における殺虫剤による茎葉散布処理の効果
７ 有効積算温度によるフタオビコヤガ成虫の発生時期の予測

〔畜産試験場〕
○テーマ「肉用牛に関する試験研究成果」

１ 黒毛和種牛の基礎的肥育技術について
２ 子牛市場上場時の発育形質と市場価格及び枝肉形質の関係について

３）試験研究一般公開

開催日 内 容 出席者数 場所

平成29年９月30日 みやぎの試験研究一般公開 90組 農業・園芸総合研究所
農園研体験デー 245人

３ 成果情報等提出課題
東北農業試験研究推進会議で検討され，研究成果としてオリジナリティを有し普及・行政・

試験研究から有用性が高く評価される情報や東北地域に広く適用可能な情報と認められた成果
については，「東北農業研究成果情報」に採用される。

平成29年度 「東北農業研究成果情報」採用課題
〔作物生産〕

・水稲直播栽培のべんモリ種子は送風加温処理により長期保存が可能
・高温期のハウス内における作業者の効果的暑熱軽減対策
・熱ストレス対策用ウェアセンサの農作業環境への適用性

〔畜産飼料作〕
・子牛市場上場時の発育形質は子牛市場価格および枝肉形質に関係する

〔野菜花き〕
・収量および果形に優れる年内収穫可能なイチゴ品種「にこにこベリー」
・ルテイン含有量が高く、機能性表示販売に好適なホウレンソウ品種「雪美菜02」
・水稲育苗箱を利用した簡易養液栽培による小ネギのハウス２作体系
・３次元形状計測センサを用いたイチゴの生育モニタリング技術
・トルコギキョウ抑制栽培における赤色光照射の開花抑制及び品質向上効果
・スプレーカーネーションのＥＯＤ-heating処理による燃油消費量削減

〔果樹〕
・光反射シートの利用によるブドウ「シャインマスカット」増収技術の開発
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４ 研究報告・学会誌等発表
試験研究によって得られた新しい知見については，「東北農業研究」等に論文等として発表し

た。

発表先・発表誌・巻・号
番号 発 表 課 題 名 発 表 者 名

・年月
１ キュウリ地上部病害の発生様相に基づい 大場淳司 平成29年度日本植物病理学会

た殺菌剤散布による発生軽減効果 大会（講演要旨）
２ 促成栽培イチゴにおける天敵保護装置 関根崇行・鈴木香深・猪苗 北日本病害虫研究会報

「バンカーシート」を利用したハダニ類 代翔太・森光太郞 第68号（報文）
防除

３ キュウリ抑制栽培における循環扇を活用 近藤誠 北日本病害虫研究会報 第68
したキュウリ主要病害の防除の検討 号（講演要旨）

４ 宮城県におけるミカンキイロアザミウマ 猪苗代翔太・関根崇行 北日本病害虫研究会報 第68
に対する各種薬剤の殺虫効果と圃場での 号（講演要旨）
防除効果の検討

５ コレマンアブラバチおよびナケルクロア 鈴木香深・関根崇行・猪苗 北日本病害虫研究会報 第68
ブラバチの混合製剤とそのバンカー型製 代翔太 号（講演要旨）
剤によるイチゴのワタアブラムシ防除効
果

６ 初期生育が優れ早期多収がハイブッシュ 柴田昌人・髙田万里子 東北農業研究 第70号
ブルーベリーのハウス養液栽培

７ イチゴ養液栽培におけるヤシガラ培地の 鹿野弘・高山詩織・今野誠 東北農業研究 第70号
代替え資材の検討

８ トルコギキョウ抑制栽培における赤色光 山口義昭・津田花愛・佐々 東北農業研究 第70号
照射が開花に及ぼす影響 木厚

９ ６次産業化に取り組む宮城県内事業者の 本多めぐみ・小笠原聡美・ 東北農業研究 第70号
実態 長田富士子・伊藤和子

10 加工・業務用キャベツ収穫機利用による 伊藤和子・小笠原聡美 東北農業研究 第70号
作業の軽労化

11 被災地域における大規模経営体の経営展 伊藤和子・小笠原聡美 東北農業経済学会誌講演要旨
開 要約版

12 逆浸透膜装置を利用した園芸用地下水の 小池修・高橋正明・酒井博 農業食料工学会東北支部報64
長期脱塩技術 幸，萩原昌司，石井雅久， 号

奥島聡美
13 高温期のハウス内における着用物と細霧 小池修・高橋正明・庄子友 農業食料工学会東北支部報64

冷房による作業者に対する暑熱軽減効果 夫 号
14 一季成り性イチゴ新品種C-2の育成 高山詩織･鹿野弘・今野誠･ 平成29年度園芸学会秋季大会

高野岩雄･柴田昌人･小野寺 （講演要旨）
康子

15 宮城県で栽培されているイチジク在来種 大坂正明・柴田昌人・板橋 平成29年度園芸学会秋季大会
の品種同定 建 (ポスター発表)

16 促成イチゴ栽培における心止まり株の発 高山詩織・吉田千恵 平成29年度園芸学会秋季大会
生におよぼす定植苗のクラウン部の全窒 (ポスター発表)
素率の影響

17 トマト低段密植栽培におけるＬＥＤ群落 高橋正明・小池修・山根弘 平成29年度園芸学会秋季大会
内補光の時期が収量に及ぼす影響 陽・菅野亘・岩崎泰永 (ポスター発表)

18 褐色森林土畑における牛ふん堆肥30年連 瀧典明・吉田千恵・佐藤志 平成29年度園芸学会秋季大会
用が土壌理科学性とブロッコリー生育に 保里・千葉直樹 (ポスター発表)
及ぼす影響

19 ホウレンソウ‘雪美菜02’を用いた秋ま 尾形和磨・鹿野弘・高野岩 平成29年度園芸学会秋季大会
き寒締め栽培におけるルテイン含量 雄 (ポスター発表)

20 寒冷地における冬季のEOD-heating処理が 佐々木厚・武井まゆ美・津 平成29年度園芸学会秋季大会
スプレーカーネーションの開花，収量お 田花愛・山口義昭 (ポスター発表)
よび切り花品質に及ぼす影響

21 牛ふん･豚ぷん堆肥を用いた混合堆肥複合 瀧典明・鶴田昇 日本土壌肥料学会2017年度仙
肥料の試作とその窒素肥効 台大会（講演要旨）

22 キャベツ及びタマネギ栽培におけるリビ 関根崇行 第27回天敵利用研究会宮城大
ングマルチを活用した害虫抑制効果と土 会（講演要旨）
着天敵利用の今後の課題

23 施設イチゴにおける次世代型バンカー資 鈴木香深・関根崇行・相花 第27回天敵利用研究会宮城大
材キットを用いたアブラムシ類防除と普 絵里 会（講演要旨）
及に向けた取り組み

24 宮城県におけるＩＰＭの現状と今後の展 関根崇行 第２回生物防除協議会シンポ
望 ジウム（講演要旨）
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25 宮城県における在来イチジクの品種同定 大坂正明・板橋建・柴田昌 宮城県農業･園芸総合研究所
人 研究報告第86号

26 イタリア野菜「プンタレッラ」の安定生 山村真弓・澤里昭寿・佐々 宮城県農業･園芸総合研究所
産技術 木丈夫・佐藤浩子 研究報告第86号

27 ＵＶ－Ｂ照射と反射資材を併用したイチ 鈴木香深・関根崇行・大場 宮城県農業･園芸総合研究所
ゴのハダニ類に対する密度抑制効果 淳司・高山詩織 研究報告第86号

28 施設ホウレンソウ栽培における混合堆肥 瀧典明・吉田千恵・半澤祥 平成30年度園芸学会春季大会
複合肥料を用いたリン酸減肥 代 (口頭発表)

29 受光量の違いがカラーピーマンの着果数 高橋正明・小池修・金子壮 平成30年度園芸学会春季大会
および収量に及ぼす影響 (口頭発表)

５ 表彰等

表彰名 受賞者 所属チーム名 実績のタイトル

所属長表彰 相澤正樹，神﨑正明，金子 先進的園芸経営体支 先進的園芸経営体育成の推
（H30年度農林 壮 援チーム 進
水産部長表彰) （企画調整部）

所属長表彰 本多めぐみ 情報チーム 農産物販売戦略策定支援
（情報経営部） ツールの開発と普及

所属長表彰 瀬尾直美，板橋建，澤里昭 遺伝子工学チーム 弱毒株（ワクチン）接種苗
寿，大坂正明，高橋勇人， 資源開発利用チーム を利用したキュウリのウイ
伊藤雅人，大久保哲子，山 （バイテク部） ルス病防除技術の開発
村真弓，猪苗代翔太

所属長表彰 高山詩織，鹿野弘，今野 野菜チーム 高設栽培に適した促成栽培
誠，柴田昌人，小野寺康子 （園芸栽培部） 用イチゴ品種「にこにこベ

リー」の育成

所属長表彰 関根崇行，大場淳司，近藤 虫害チーム 大規模施設における促成イ
誠，猪苗代翔太，鈴木香 病害チーム チゴ栽培のＩＰＭ防除体系
深，木村智志 （園芸環境部） の開発

６ 刊行物・広報・普及資料の発行及び配布
試験研究成績概要書をはじめ，次のとおり発行・配布した。

名 称 配布先等 内 容

普及に移す技術（第93号） 県内関係機関・団体 普及に移すことが適当であると見込まれた試
等 験研究成果を編集

平成30年４月 HPに掲載，CD-ROMで57部配布

宮城県農業・園芸総合研究所研究報告 県内外の関係機関・ 農業・園芸総合研究所終了試験研究課題等か
（第86号） 団体，公設試験研究 ら作成

機関，大学等 平成30年３月 300部発行

平成27年度宮城県農業・園芸総合研究 県内関係機関・団体 農業・園芸総合研究所が平成27年度に実施し
所業務年報 等，東北地方公設試 た業務報告

験研究機関等 平成30年３月 100部発行

平成29年度試験成績概要書 県内関係機関・団体 農業・園芸総合研究所が平成29年度に実施し
等 た試験成績概要を編集

平成30年３月 60部発行
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７ 関係機関への講師派遣状況

件
数 開催日 主な研修名 主 催 者 担当部

１ 平成29年

4月14日 なしジョイント仕立て接ぎ木講習会 美里農業改良普及センター 園芸栽培部

２ 5月 8日 春まきタマネギ栽培講習会 JAみやぎ仙南 バイテク部

３ 5月17日 30年度産イチゴ栽培に向けた課題について JAみやぎ亘理中部営農センタ 園芸栽培部

ー

４ 5月29日 平成29年度果樹栽培講習会 JAいしのまき 園芸栽培部

５ 6月 5日 春まきタマネギ栽培講習会 JAみやぎ仙南 バイテク部

６ 6月14日 JAみどりの北浦梨部会現地検討会 JAみどりの 園芸栽培部

７ 6月16日 寒風沢島農業の意見交換会 塩釜市産業環境部 バイテク部

８ 7月11日 平成29年度宮城の園芸品種育成・普及に係 宮城県 園芸栽培部

る研修会

９ 7月14日 ぶどう袋がけ講習会 JAあさひなぶどう部会 園芸栽培部

10 7月21日 イチゴにおける新たなＩＰＭ技術研修会 宮城県東部地方振興事務所 園芸環境部

11 7月25日 イチゴ現地検討会 JA栗っこ 園芸栽培部

12 8月 4日 親株管理研修会 JAみやぎ登米米山イチゴ部会 園芸栽培部

13 8月 7日 角田梨現地検討会及び全体会議 JAみやぎ仙南 園芸栽培部

14 8月10日 ネギの追肥等研修会 本吉農業改良普及センター 園芸環境部

15 8月22日 平成29年度栽培及び飼養技術に関する研修 JAみやぎ中央会 園芸栽培部

(JA営農指導員資格認証制度指定研修)

16 8月30日 平成29年度亘理名取りんご栽培研修会 亘理名取果樹振興協議会 園芸栽培部

17 9月 7日 山元町「環境保全型農業」の先進地視察研 農業大学校 園芸栽培部

修会(シャインマスカット，イチゴ) 園芸環境部

18 10月20日 天敵導入に関する助言・指導 亘理農業改良普及センター 園芸環境部

19 10月27日 今後の管理，病害虫防除対策(イチゴ) JA栗っこイチゴ部会 園芸栽培部

20 11月10日 平成29年度みやぎの野菜セミナー 宮城県，宮城県園芸協会 情報経営部

園芸環境部

21 11月11日 平成29年度宮城県りんご栽培研修会 農産園芸環境課，宮城県園芸 園芸栽培部

協会

22 11月16日 日本なしの黒星病多発生要因と防除対策に 利府地区梨部会 園芸環境部

ついて，薬用処理実演

23 11月24日 カーネーション省エネ勉強会 亘理農業改良普及センター 園芸栽培部

24 11月18日 平成29年度植物防疫に関する研修会 (一社)宮城県植物防疫協会 園芸環境部

25 11月28日 平成29年度専門技術強化研修(花き) 青森県農林水産部農林水産政 園芸栽培部

策課

26 12月 5日 平成29年度宮城県なし栽培研修会 宮城県園芸協会 園芸栽培部

27 12月13日 JAみどりの北浦梨部会剪定講習会 JAみどりの小牛田営農センタ 園芸栽培部

ー

28 平成30年 春植えタマネギ栽培講習会 JAみやぎ仙南 バイテク部

1月 9日

29 1月11日 平成29年度宮城県リンゴ栽培研修会 宮城県園芸協会 園芸栽培部

30 1月19日 平成29年度亘理名取りんご剪定講習会 亘理名取果樹振興協議会 園芸栽培部

31 1月22日 リンゴ剪定講習会 JAみやぎ仙南 園芸栽培部

32 1月23日 平成29年度果樹振興に係る栽培講習会 JAいしのまき 園芸栽培部

33 1月26日 平成29年度みやぎの花きセミナー 宮城県，宮城県園芸協会 園芸栽培部

34 2月 2日 会津地方「環境と調和する農業」推進セミ 福島県会津農林事務所，南会 園芸環境部

ナー 津農林事務所

35 2月 2日 りんご剪定講習会並びに平成30年度防除暦 根白石果樹生産組合 園芸栽培部

作成検討会

36 2月 9日 JAみやぎ登米りんご生産部会剪定講習会 JAみやぎ登米りんご生産部会 園芸栽培部

37 2月27日 第２回日本生物防除協議会シンポジウム 日本生物防除協議会 園芸環境部

38 3月 9日 第４回地域資源利活用センターシンポジウ 弘前大学農学生命科学部 園芸栽培部

ム
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８ 展示，その他広報
１）展示会への出展

開 催 日 催 事 名 内 容

平成29年８月７日 県庁広報展示室企画展 「リンゴの樹体ジョイント栽培模型」及び
～９月８日 「イチゴ高設栽培システム模型」を展示

平成29年10月４日 アグリビジネス創出フェア2017 「宮城県で育成した新たな新品種」と「食
～６日 （東京ビッグサイト） 料生産地域再生のための先端技術展開事業

の実証研究」をテーマにした展示・試食

平成29年10月14日 みやぎまるごとフェスティバル2017 先端技術展開事業の実施内容からレッドカ
～15日 ーランツの加工品の紹介と試飲によるアン

ケート調査，ＧＡＰの認知度アンケート調
査，暑熱対策に関する研究成果や「低コス
ト水田農業の手引き」の展示・説明

２）雑誌等への掲載

件数 題 名 雑 誌 名 執 筆 者

１ 環境測定値活用のための環境データ自動計算 施設と園芸 No.177(2017春) 神﨑正明
シートの作成 ミニ情報（平成29年4月25日発

行）

２ コンパクトイオンメーターを使ったカリウム 土づくりとエコ農業（2017年 村主栄一・滝 典
とナトリウムの簡易分析法 ６･７月号） 明

３ クラウン温度制御を利用した施設イチゴ栽培 JATAFFジャーナル 第５巻 第 高山詩織
の長期安定生産技術 ８号（平成29年8月1日発行）

４ カラーピーマン果実の着色促進技術 農業技術体系「野菜編」⑤ 吉田千恵
光照射による追熟方法 (平成29年8月20日発行)

５ 特産野菜｢トレビス｣ 農業技術体系「野菜編」⑪ 澤里昭寿
(平成29年8月20日発行)

６ 特産野菜「タルディーボ」 農業技術体系「野菜編」⑪ 澤里昭寿
(平成29年8月20日発行)

７ UV-B電球型蛍光灯のいちごうどんこ病に対す 植物防疫みやぎ 大場淳司
る防除効果

８ 無加温ハウスにおけるスナップエンドウの越 グリーンレポートNo.582 鹿野 弘
冬２季どり栽培 (平成29年12月号)

９ ロメインレタスの安定生産技術体系 (一社)全国農業改良普及支援協会 澤里昭寿
農業サイト「みんなの農業広場」
注目の農業技術(2017年12月)

10 パプリカ（夏越し栽培）マニュアル，事例 養液栽培実用ハンドブック 高橋正明
(令和29年12月3日発行)

11 宮城県の津波被災地域における土地利用型大 農業経営通信 No.271 伊藤和子
規模経営の展開と今後の方向性について (2018年1月1日発行)

12 春播き夏どりタマネギに使える品種 現代農業（2018年２月号) 澤里昭寿

13 ホウレンソウのルテイン機能性表示販売に向 土づくりとエコ農業 尾形和磨
けた実証研究 (2018年２･３月号)

14 光捕虫器の農業利用における課題と可能性： 植物防疫(平成30年3月号) 弘中満太郎・関根
エッジ効果を利用した捕獲効率の改善 崇行・宮本武彰・

増田俊雄



- 27 -

－Ⅲ研究成果の普及広報－

３）インターネットによる情報提供状況
農業・園芸総合研究所ホームページにおいて，普及に移す技術，試験研究だより等の情報提

供を行った。

ホームページアドレス https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/res_center/

件数 更新日 内 容

１ 平成29年 農業・園芸総合研究所についてに「「公的研究費の適正な運営・管理に関する基本方

4月 3日 針」について」を掲載

２ 5月 1日 普及に移す技術に第92号（平成29年4月発行）を掲載

３ 5月 1日 研究ＰＲパンフレットに「加工用トマト収穫の作業負担を軽減する収穫電動台車」を

掲載

４ 5月23日 研究ＰＲパンフレットに「EOD-Heatingによる12月出し低温開花性輪ギク品種の重油

消費量削減」を掲載

５ 6月 9日 イベント情報に「農林水産省食料生産地域再生のための先端技術展開事業「被災地の

早期復興に資する果樹生産・利用技術の実証研究」平成29年度成果伝達会」を掲載

６ 6月14日 研究ＰＲパンフレットに「ミヤコバンカーを利用したイチゴのハダニ類防除」を掲載

７ 6月14日 研究ＰＲパンフレットに「新しい基幹種雄牛「洋糸波(ひろいとなみ)」と「勝忠久

(かつただひさ)｣」を掲載

８ 6月29日 業務評価に「第１回農業関係研究機関評価部会」を掲載

９ 7月11日 研究ＰＲパンフレットに「糯性で精麦白度が高い六条大麦奨励品種「ホワイトファイ

バー｣」を掲載

10 7月11日 研究ＰＲパンフレットに「ロメインレタスの安定生産技術体系」を掲載

11 8月18日 研究ＰＲパンフレットに「クモヘリカメムシの推定生息域」を掲載

12 8月18日 研究ＰＲパンフレットに「６次産業化に取り組む県内事業者の実態と農産加工品に対

する消費者ニーズ」を掲載

13 8月18日 研究ＰＲパンフレットに「新しい飼料作物奨励品種の紹介」を掲載

14 8月31日 イベント情報に「みやぎの農業試験研究一般公開2017「農園研体験デー」」を掲載

15 9月 1日 研究トピックスに「小麦新奨励品種「夏黄金」の現地検討会及び試食会を開催」を掲

載

16 9月 1日 研究ＰＲパンフレットに「早期多収・省力栽培を可能にする側枝上方誘因型リンゴジ

ョイント栽培」を掲載

17 10月 5日 研究ＰＲパンフレットに「地域低利用資源「もみ殻」利用による繁殖育成雌豚の四肢

強化対策」を掲載

18 10月 5日 研究トピックスに「委託プロジェクト研究「ＡＩを活用した土壌病害診断技術の開

発｣」を掲載

19 11月 1日 研究ＰＲパンフレットに「イチジクの品種識別技術の開発の開発と県内在来種の品種

同定」を掲載

20 11月 1日 研究トピックスに「ドローンを活用した水稲のモニタリング」を掲載

21 12月 1日 研究トピックスに「新事業“トップブランドに向けた「仙台牛」の差別化”」を掲載

22 12月 1日 研究トピックスに「加工業務用野菜の導入を推進するための経営指標策定について」

を掲載

23 12月20日 研究内容のご案内に「平成29年度食料生産地域再生のための先端技術展開事業成果発

表会での配布資料について」を掲載

24 平成30年 業務評価に「第２回農業関係研究機関評価部会「古川試験場」基幹評価実施結果」を

1月 5日 掲載

25 1月15日 研究ＰＲパンフレットに「尿素水口流入施肥を活用した「環境保全米栽培」の施肥体

系」を掲載

26 1月15日 研究トピックスに「宮城県育成イチゴ新品種「にこにこベリー」の紹介」を掲載
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27 2月14日 研究トピックスに「宮城県土壌における畑土壌可給態窒素の簡易・迅速評価法の活

用」を掲載

28 3月 6日 イベント情報に「農村地域における未利用エネルギー利活用実証研究」成果発表会を

開催しました」を掲載

29 3月 8日 業務評価に「第３回農業関係研究機関評価部会「平成30年度新規研究課題」事前評価

実施結果」を掲載

30 3月15日 研究トピックスに「小麦の新規採用奨励品種「夏黄金（なつこがね）」デビューまで

あと少し」を掲載

31 3月15日 研究トピックスに「宮城県における高糖分型飼料稲栽培と利用技術」を掲載



Ⅳ 試 験 研 究 の 概 要
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１ 平成29年度農業関係試験研究の基本方針及び主要目標

１）基本方針

平成23年３月11日に発生した東日本大震災（以下，震災という。）において，水

稲や園芸が盛んな沿岸部では，津波による甚大な被害を受け，食料生産基地として

の機能が大きく低下した。また，福島第一原発事故に伴う放射性物質による農地の

汚染と農畜産物に対する風評被害ももたらされた。これらの状況を踏まえて,平成23

年には「第７次試験研究推進構想(平成23～32年度）」と併せて，「農業の早期復興

のための試験研究推進計画(平成23～27年度）」を策定し，農業の早期復旧を優先し

た試験研究に取り組んできたところである。その成果もあり，「みやぎの農業・農

村復興計画」における「再生期」（平成26～29年度）２年目の平成27年度までに，

津波被災農地の９割以上が復旧され，ほ場区画の再整備が進行し，大規模な園芸団

地が本格的に可動，畜産関連施設の復旧も完了している。しかしながら，一部地域

では土壌塩分濃度の再上昇が見られたり，極端に地力が低下している復旧圃場もあ

り，引き続き技術的な対策が必要となっている。また，放射性物質対策についても

検査体制は確立されたものの長期的な対応が必要である。「みやぎの農業・農村復

興計画」の後半５か年，特に「発展期」（平成30～32年度）までに，本県農業の将

来像を示す「新たな時代の農業・農村モデルの構築」に向け，「収益性が高く競争

力のある農業の実現」を目指すこととしており，復興の過程で誕生した大規模経営

体をモデルとした先端技術の実証研究を通じて，将来の宮城の農業像を示していく

必要もある。

平成23年に策定された第２期「みやぎ食と農の県民条例基本計画」が，平成28年

３月までに見直され，従来からの４つの施策推進の基本項目である「消費者が求め

る安全・安心な食料の安定供給」，「マーケットインによる競争力と個性のある農業

の持続的な発展」，「農業・農村の多面的な機能の発揮」，そして「農村の活性化に

向けた総合的な振興」の実現のため，震災後に生じた様々な社会情勢の変化への対

応を盛り込む改訂が行われた。

これを受けて，宮城県産業技術開発推進要綱に基づき平成28年８月に「第８次農

業試験研究推進構想」（構想期間は平成28年度から平成32年度）を策定した。本構

想においては，上記基本計画における試験研究の役割，すなわち施策10「生産力と

品質を高める農業技術の高度化」に示された「地域特性に応じた技術の開発・普及」

を引き続き推進することとし，同施策に新たに加えられた「スマート農業の取組推

進」にも一定の役割を果たしていくこととした。農業試験研究の主要目標としては，

「農業の東日本大震災からの再生と発展に向けた復興支援」，「食材王国みやぎを支

える農畜産物の創出」，「環境に配慮した農業技術の確立」，「環境変動に対応する技

術の確立」，「効率的な農地利用のための技術の確立」，「省力・低コスト・軽労化技

術の確立」，そして「先進技術を活用した農業技術の確立」の７つを掲げており，

平成29年度も構想期間の２年目として，その実現に向けた研究を推進する。

－Ⅳ試験研究の概要－
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－Ⅳ試験研究の概要－

２）主要目標

「みやぎの農業・農村復興計画」及び第２期「みやぎ食と農の県民条例基本計画」

（平成28年３月改訂）に基づき，「第８次農業試験研究推進構想(構想期間：平成28

～32年度）」（平成28年８月策定）に示した，７つの主要目標の概要は下記のとおり

である。

（１）農業の東日本大震災からの再生と発展に向けた復興支援

震災直後の緊急を要する対策は落ち着きを見せているが，継続的に対応すべき技

術課題が残っている。土壌中の塩分上昇を抑制する技術の確立や耐塩性に優れた水

稲品種の育成など，有機物の施用などによる地力増進や土壌物理性の改善を検討す

る。

また，今後の復興と農業の将来的発展のために，国や大学・関連企業等との連携

により，先端的な情報処理技術や植物工場関連技術を活用する，生産性の高い水田

農業技術や高度な環境制御を行う施設園芸技術等を大規模に現地実証する。

なお，放射性物質は農地土壌に長期間残存することから，農畜産物への放射性物

質汚染を継続的に防止し，消費者及び生産者に信頼される農畜産物生産の安全性を

今後も確保していく必要がある。生産過程における放射性物質の動態を継続的に把

握し，農作物生産及び飼料作物へのより効果的な放射性物質の吸収移行抑制技術を

検討する。

（２）食材王国みやぎを支える農畜産物の創出

消費者や実需者の農畜産物への要求は，良食味で新鮮なものを，安価で利用しや

すく，また，さらに機能性の高く安全なものと，きわめて多様化，高度化している。

これら要求に呼応するみやぎブランドを確立し，新品種･系統の育成や気象変動に

も対応しつつ高品質化に向けた栽培･飼養法等を開発する。また，生産物の地産地消

や多用途化，流通･販路拡大のためのマーケティング手法を明らかにし，消費者・実

需者ニーズに応える農畜産物の生産体制を支援する。また，生産資材の適正使用や

カドミウム対策にかかる試験を通じて生産物の安全性の確保を支援することで本県

農畜産物の生産・消費拡大につなげる。

（３）環境に配慮した農業技術の確立

資源大量消費型の農業生産活動から，農村環境の維持や二酸化炭素，メタンガス

の発生抑制等，環境を保全し負荷を低減する農畜産物生産への転換が急務になって

いる。

このため，未利用有機物質の周辺環境に影響の少ない処理技術及びその特性を生

かした代替肥料としての利用技術を開発し，化学肥料を削減する栽培管理方式を確

立する。また，周辺環境に対して影響の少ない総合的な病害虫・雑草防除技術を組

み立て，地域の生態系と調和した持続的農業を推進し，環境にやさしいみやぎ型の

資源循環型農業の定着に寄与する。
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－Ⅳ試験研究の概要－

（４）環境変動に対応する技術の確立

近年，記録的な高温や低温，豪雨，暴風など災害につながるような大規模な異常気象が頻

発する傾向にある。また，本県特有のヤマセ等に伴う影響を軽減させるための適応策強化も

求められている。

こうした気象変化にも耐え得る品種，品目や作型，栽培・飼養管理技術などの開発ととも

に，温暖化の進行が予測される本県の農業生産環境において，これに対応できる栽培・作業

技術の確立を目指す。

（５）効率的な農地利用のための技術の確立

水田を基盤とする本県農業では，将来にわたり優良農地の確保と農地の効率的な利用促進

を図る必要があり，輪作体系の確立と水稲の多目的な利用が望まれている。また，水田や畑

地における飼料作物の安定生産技術を確立することにより，飼料作物の自給率の向上が求め

られている。

このような状況に対応するため，水田の高度利用や環境に配慮した効率的なみやぎ型ほ場

整備手法や管理技術の開発，飼料向け水稲及び飼料作物の安定した高品質多収技術・給与技

術の確立を図る。

（６）省力・低コスト・軽労化技術の確立

本県農業は，他産業からの大規模農業生産法人等の参入が進む一方，仙台圏一極集中の

影響もあり，農村地域の農業者の減少や高齢化による，担い手不足が懸念されている。

このような問題を解決するため，新規参入者や高齢者等の多様な担い手が従事しやすい

ように，技術習得が容易で作業負担が軽く，省力かつ低コストな生産技術を開発するとと

もに，暑熱，寒冷下での作業や無理な姿勢での長時間労働等の農作業環境の改善や労働負

担軽減のための補助具等の開発を進める。

（７）先端技術を活用した農業技術の確立

先進的な経営体の育成を図るため，先進技術を活用した農畜産物の開発及びその

利用技術の実用化が求められている。

このため，遺伝子情報の解析等，バイオテクノロジーを利用した有用品種の育成

や迅速な病害虫診断技術の開発を進める。

また，先進的な農業経営体における，農地利用や環境制御，家畜管理等へのＩＣ

Ｔの活用やロボット技術の導入を提案することで，スマート農業の実現を支援する。
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－Ⅳ試験研究の概要－

２ 平成29年度農業関係試験研究主要課題

１）農業の東日本大震災からの再生と発展に向けた復興支援

（１）農業生産力の回復に向けた継続支援

○農地の立地条件や被害程度により，除塩達成に時間を要する地域での営農再開に

向けて，耐塩性水稲品種の開発を行う。

○津波被災農地における除塩後の地力や物理性などの土壌調査及び有機物施用によ

る土壌物理性改善の検討を行う。

（２）先端技術の現地実証による産地復興支援

○大学・農研機構・他県・企業等と研究コンソーシアムを形成し，このコンソーシ

アムが保有する実用化可能な先端的技術シーズを活用しながら，県内被災地にお

いて，本県農業の将来像となる生産性の高い大規模土地利用型作物生産技術や高

度な環境制御を行う施設園芸生産技術，省力的な果樹生産技術等の大規模実証研

究を行う。

◯農作物やその加工品等の機能性評価について，国や大学・農研機構等と連携し，

品目・品種の検索を行い高付加価値化に向け，機能性の向上に寄与する栽培技術

の開発を行う。

◯経営体への先端的営農技術の導入について，経営診断手法を用いて分析･評価を行

う。

（３）放射性物質の動態把握と吸収抑制対策

○県内農地土壌の放射性物質等の分布状況を調査する。

○土壌から農産物への放射性核種の移行動態を解析する。

○土壌の物理的土壌改良や特定の施肥や土壌改良資材の施用による放射性物質の農

作物への吸収移行抑制技術を検証する。

○放射性物質に汚染された堆肥から牧草への放射性物質の移行低減技術について検

討する。

２）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新品目の導入

○水稲については，高品質，良食味米の開発とともに，多様な実需者ニーズに対応

できる品種開発に取り組む。

○麦類・大豆では加工用途及び加工適性を解明し，実需者が求める高品質生産技術

と安定供給体制を確立し，新品種の県内への導入を図る。

○みやぎブランドの産地形成を促進するために，野菜・果樹・花きの本県オリジナ

ル品種を開発するとともに有望な新規品目を導入する。



- 33 -

－Ⅳ試験研究の概要－

（２）みやぎブランド農畜産物の安定生産・出荷のための技術開発

○消費・実需者の需要に対応し，作物の出荷時期，数量，品質等を確保する技術を

開発する。

○水稲では，高品質・極良食味米を安定生産する栽培技術を開発する。また，需要

に応じた加工適性を有する麦・大豆の安定生産技術を確立する。

○新たな園芸品目の産地形成に寄与できる栽培技術を確立する。

○ブランド畜産物の品質維持のための種畜造成や生産方式，飼養管理技術を確立す

る。

（３）消費者・実需者ニーズに応える経営手法の解明

○経営体の生産・販売活動を支援するため，一連のマーケティング・サイクルに即

した商品企画･開発支援手法を確立する。

○経営体への新技術・部門・認証制度等の導入・定着条件を解明し，参考とすべき

経営モデルを策定する。

（４）生産資材の適正使用とリスク管理支援

○農産物の安定生産のため，殺虫剤・殺菌剤・除草剤などの農薬登録に必要な調査

及び新肥料・資材の効果と影響の調査を行う。

○安全な農産物生産に向け，重金属の吸収を抑制する技術を開発する。

（５）優良種子・種畜の安定生産技術の確立

○水稲・麦類・大豆優良種子及び県オリジナル品種の種苗，イチゴの基核苗，果樹

の優良母樹等を生産・供給する。

○バイオテクノロジー技術を応用して種雄牛を選抜し，市場性の高い子牛生産の基

礎となる優良な種雄牛の造成体制を構築する。

○肉質と肉量のバランスを考慮した宮城の特色ある種雄牛を早期に造成するために，

体外受精技術を活用した新たな産肉能力検定システムを確立する。

○優良な種豚を生産・配布するとともに，凍結精液による人工授精技術の向上を図

る。

３）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

○発生予察や早期診断及び要防除水準を活用しつつ，病害虫や雑草の被害を経済的

に許容できる水準に抑制するＩＰＭやＩＷＭ技術を確立する。

○農薬の過剰散布を回避できる環境負荷低減技術の効果を明らかにするとともに，

より環境保全に配慮した農薬使用基準の設定に寄与する。



- 34 -

－Ⅳ試験研究の概要－

（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

○本県農地の土壌炭素量を把握し，たい肥等の有機質資材を活用した適正な施肥・

土壌管理技術や家畜排せつ物の肥料化技術の開発等，資源循環型農業の推進方法

を確立する。

４）環境変動に対応する技術の確立

（１）気象変動や気候温暖化に対応する農業技術の開発

○本県特有のヤマセ等の影響を回避するため，耐冷性・高温耐性・いもち病抵抗性

が強く，「ひとめぼれ」「ササニシキ」に代わる安定多収良質良食味水稲品種開発

する。また，気象情報を活用した栽培管理技術を確立する。

○温暖化の進行に対応できる栽培管理技術を確立する。

５）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整備と水田の高度利用技術の確立

○地域条件に対応した水田ほ場の高度利用のための効率的なみやぎ型ほ場整備手法

や管理技術を確立する。

○地下水位制御システムを多面的に活用した，水稲・麦・大豆の高品質安定多収栽

培技術を開発し，汎用化水田の高度利用を図る。

（２）水稲の多面的利活用技術の確立

○需要に応じた多彩な多用途水稲品種を開発する。また，米粉や飼料用米等の新規

需要米の低コスト多収栽培技術を確立するとともに，飼料としての有効性を評価

する。

（３）飼料作物の高位安定生産技術の確立

○田畑における飼料作物の高位生産技術とともに，飼料作物の県内適応品種選定，

湿害作条件下での安定生産技術等を確立することにより，飼料自給率の向上を促

進する。

６）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

○土地利用型作物の省力・低コストな安定生産技術を確立する。

○園芸作物を効率的に生産するため，技術の容易化・マニュアル化が可能となる省

力・低コスト技術を開発する。

（２）軽労化・農作業環境の改善

○中腰作業等の低い位置での作業負担を軽減する装置を実用化する。
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－Ⅳ試験研究の概要－

７）先進技術を活用した農業技術の確立

（１）遺伝子情報とバイオテクノロジーの利用開発

○ＤＮＡ鑑定技術を利用した病害虫等診断システムを開発するとともに，ＤＮＡマ

ーカー等の先進技術を活用して，高度いもち病抵抗性・耐冷性極良食味水稲品種

を効率的に開発する。

○繁殖及び産肉能力に優れた系統豚を活用し，新たな交配方式や肉豚生産方式を確

立することにより，系統豚の利用推進を図る。

○牛及び豚の遺伝子情報と経済形質の解析により，抗病性や優良な遺伝子を保有す

る種畜の育種技術を確立する。

○肉牛の受精卵移植技術を活用した種雄牛造成システムを確立し，同技術により優

良な種畜の配付によって，牛群の改良を促進するとともに，クローン胚作成技術

を開発して検定の精度を高め，種雄牛の造成を促進する。

（２）スマート農業を実現するＩＣＴ・ロボット技術の活用支援

○大規模土地利用型農業法人等を想定し，ＩＣＴ技術を活用して農地特性を把握し

これをもとに効率的に農地を管理する手法を検討する。

○先進的な園芸施設を導入した大規模農業経営体等，経営体におけるＩＣＴの活用

を支援する。

○新たなセンサー技術による農業関連情報の取得と経営・栽培管理への高度利用の

可能性を検討する。

○収穫作業ロボットの導入を可能とする果樹栽培樹形を開発し，ロボット技術の導

入条件を検討する。

○ＩＣＴを導入した経営資源の管理手法や効果等の検証を行う。

（３）みやぎのオリジナル技術シーズの開発支援

○宮城県農業の継続的な発展に資する技術革新や現場課題の解決に貢献しうる技術

シーズの開発のための有益なアイデアをもつ研究員に対して，一定の裁量の下，

実用化に向けた予備的調査・研究に取り組む機会を提供する。
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３ 平成29年度農業関係試験研究課題体系図

＜主要目標＞ ＜主要課題＞ ＜個別課題＞ ＜研究期間＞

Ⅰ農業の東日本大 １農業生産力の回 ①水稲品種の育成（古試） 平成23年～
震災からの再生 復に向けた継続 （県単･6,933千円）
と発展に向けた 支援
復興支援

②津波被災復旧農地における土づくり促進 平成29～33年
及び施肥技術の確立による露地野菜生産 （県単･428千円）
安定化（農園研）

２先端技術の現地 ①食料生産地域再生のための土地利用型営 平成24～29年
実証による産地 農技術の実証（古試） （受託･15,404千円）
復興支援

②食料生産地域再生のための土地利用型営 平成24～29年
農技術の実証（露地園芸技術の実証研究）（受託･9,874千円）
（農園研）

③施設園芸栽培の省力化・高品質化実証研 平成24～29年
究（農園研） （受託･8,100千円）

④被災地の早期復興に資する果樹生産・利 平成24～29年
用技術の実証研究（農園研） （受託･9,336千円）

⑤技術・経営診断技術開発研究（農園研） 平成24～29年
（受託･4,730千円）

⑥周年安定生産を可能とする花き栽培技術 平成25～29年
の実証研究（農園研） （受託･1,050千円）

３放射性物質の動 ①農産物放射能対策事業（古試） 平成23年～
態把握と吸収抑 （事業･7,275千円）
制対策

②放射性核種の農畜産物への吸収移行及び 平成24年～
農林生産環境における動態に係る調査研 （受託･450千円）
究（古試）

③移行抑制に必要なカリ適正水準の設定 平成28～29年
（古試） （受託･1,350千円）

④除染後の牧草地における草地管理技術の 平成27～30年
確立（畜試） (県単・受託

1,364千円)

Ⅱ食材王国みやぎ １みやぎオリジナ ①水稲品種の育成（古試） 平成23年～
を支える農畜産 ル品種の育成と （県単･6,933千円）
物の創出 新品目の導入 （再掲）

②水稲奨励品種決定調査（古試） 昭和28年～
（県単･1,209千円）

③大豆育成系統適応性調査（古試） 平成26年～
（受託･250千円）

④麦類･大豆の加工適性を重視した品種選 平成19年～
定と栽培法の確立（古試） （県単･1,517千円）

－Ⅳ試験研究の概要－
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⑤大麦有望系統の適応評価と普及性の検討 平成26～30年
（古試） （受託･782千円)

⑥本県に適した特徴ある園芸作物のオリジ 平成26～30年
ナル品種育成（農園研） （県単･1,025千円）

⑦宮城から提案する新規園芸品目の生産技 平成26～30年
術の開発（農園研） （県単･1,270千円）

⑧野菜系統適応性検定試験（農園研） 昭和53年～
（受託･200千円)

⑨キクウイロイド性矮化病の抵抗性品種 平成27～31年
の選抜（農園研） （受託･1,614千円）

２みやぎブランド ①宮城県における先進的水稲省力・低コス 平成28～30年
農産物の安定生 ト栽培技術の確立（古試） （県単･1,682千円）
産・出荷のため
の技術開発

②水稲直播栽培における雑草イネ・漏生イ 平成28～30年
ネの防除体系の確立と実用化（古試） （受託･1,235千円）

③生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生 平成29～31年
産力の判別法の確立（古試） （県単･2,680千円）

④大豆多収阻害要因の実態解明と効率的な 平成27～31年
要因改善の実証（古試） （受託･2,630千円）

⑤四季成りイチゴの夏期高温対策技術 平成28～30年
（農園研） （県単･1,341千円）

⑥生果実（いちご）の東南アジア・北米等 平成28～30年
への輸出を促進するための輸出相手国の（受託･2,040千円）
残留農薬基準値に対応したIPM体系の開
発ならびに現地実証（農園研）

⑦加工・業務用野菜の導入・定着条件の解 平成26～29年
明と安定生産技術の確立（農園研） （事業･499千円）

⑧寒冷地の水田作経営収益向上のための春 平成28～31年
まきタマネギ等省力・多収・安定化技術（受託･5,920千円）
の開発とその実証（農園研）

⑨健康の維持増進に有効な機能性成分高含 平成28～30年
有野菜の栽培実証と機能性表示食品の開（受託･11,409千円）
発（農園研）

⑩夏秋期における小ギクの露地電照栽培体 平成28～30年
系の確立（農園研） （県単･1,344千円）

⑪イチジク，ブルーベリーの産地化に資す 平成29～33年
る新技術の開発(農園研) （県単･846千円）

⑫各地域に適したリンゴ早期成園化技術の 平成28～31年
開発と経営体における実証（農園研） （受託･2,250千円）

⑬モモ・ナシの高品質・安定生産を実現す 平成28～30年
る病害防除技術体系の実証研究（農園研）（受託･1,106千円）

－Ⅳ試験研究の概要－
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－Ⅳ試験研究の概要－

⑭乳牛の生涯生産性向上のための飼養管理 平成29～33年
法の確立（畜試） (県単･受託･3,010千円)

⑮ウシ乳房炎早期診断キット開発による牛 平成29～31年
群管理技術への応用戦略（畜試） （受託･2,000千円）

⑯効率的な黒毛和種種雄牛造成とその活用 平成15年～
法に関する研究（畜試） （県単･819千円）

⑰国際競争力強化に向けた黒毛和種短期肥 平成28～32年
育技術の開発（畜試） （受託･4,600千円）

⑱バイオマーカー解析技術を活用した肉用 平成28～30年
牛枝肉形質の生体評価手法の確立（畜試）（受託･1,200千円）

⑲トップブランドに向けた仙台牛の差別化 平成29～32年
に関する研究（畜試） （事業･18,000千円）

⑳家畜の生涯生産性向上のための育種手法 平成27～31年
の開発（畜試） （受託･3,962千円）

㉑本県産系統豚を活用した高生産性・高品 平成27～31年
質豚肉の生産方式の確立（畜試） （県単･814千円）

㉒国産豚肉差別化のための「おいしさ」の 平成28～32年
評価指標と育種改良技術及び飼養管理技（受託･3,500千円）
術の開発（畜試）

３消費者・実需者 ①宮城県における第三者認証ＧＡＰ導入に 平成29～31年
ニーズに応える 向けた課題解明と「第三者認証ＧＡＰ導 （県単･342千円）
経営手法の解明 入ガイド」の策定（農園研）

②６次産業化の導入・定着条件の解明と経 平成28～31年度
営モデルの策定（農園研） （県単･569千円）

③加工・業務用野菜の導入・定着条件の解 平成26～29年
明と安定生産技術の確立（農園研） （事業･499千円）

（再掲）

４生産資材の適正 ①農作物病害虫防除等の新農薬並びに新肥 平成29年度
使用とリスク管 料資材効果確認試験（古試） （受託･13,082千円）
理支援

②農作物病害虫防除等の新農薬並びに新肥 平成29年度
料資材効果確認試験（農園研） （受託･5,554千円）

③製鋼スラグの水稲への施用効果（古試） 平成29～31年
(受託･900千円)

④ＡＬＣに代わる新たな石灰資材の開発と 平成17年～
効果確認試験（古試） （受託･1,620千円）

⑤畑作物土壌由来リスク管理技術の確立 平成26～30年
（古試） （事業･321千円）

⑥超低カドミウム稲を用いた汚染土壌対策 平成25～30年
の実証（古試） （事業･325千円）
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－Ⅳ試験研究の概要－

⑦低カドミウムイネ良質米品種の早期育成 平成26～30年
（古試） （事業･1,605千円）

⑧寒冷地北中部向き耐冷性良食味品種の育 平成26～30年
成(カドミウム低吸収性）（古試） （受託･1,300千円）

⑨水稲のヒ素吸収における水管理効果実証 平成28～30年
試験（古試） （事業･315千円）

⑩農薬の後作物残留を未然に防止する登録 平成29～31年
制度の提案（農園研） （受託･3,640千円）

５優良種子・種畜 ①主要農作物原種事業（農園研） 昭和49年～
の安定生産技術 （事業･5,525千円）
の確立

②優良種苗供給事業（農園研） 昭和49年～
（事業･1,846千円）

③肉用種雄牛の検定（畜試） 昭和55年～
（事業･1,485千円）

④優良種豚供給体制の確立（畜試） 平成21年～
（事業･23,751千円）

Ⅲ環境に配慮した １環境負荷を軽減 ①蒸気消毒によるイネばか苗病発生抑制技 平成26～30年
農業技術の確立 する病害虫・雑 術（古試） （事業･315千円）

管理技術の開発

②LED光源を利用した予察灯の水稲害虫に 平成27年～29年
対する誘引性能評価（古試） （受託･200千円）

③ダイズ病害虫の総合的管理技術の確立 平成26～30年
（古試） （県単･1,289千円）

④地域レベルの問題雑草管理指針の策定と 平成27年～31年
防除技術の体系化（古試） （県単･1,345千円）

⑤蒸気消毒によるイネばか苗病の発生抑制 平成29年
効果確認（古試） （受託･500千円）

⑥果菜類における総合的作物管理を目指し 平成29～33年
た総合的病害管理技術の開発（農園研） （県単･588千円）

⑦キュウリ及びズッキーニに発生する複数 平成27～29年
種ウイルスを完全防除する混合ワクチン（受託･1,400千円）
の開発（農園研）

⑧農生態系内の生物多様性向上による総合 平成26～30年
的病害虫管理技術の開発（農園研） （県単･1,007千円）

⑨北日本におけるトマト地上部病害虫の新 平成26年～30年
防除体系の実証（農園研） （受託･3,500千円）

⑩病害抵抗性誘導の評価システムの開発 平成29～30年
（農園研） （受託･2,000千円）
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－Ⅳ試験研究の概要－

⑪次世代型バンカー資材キットによるアブ 平成28～30年
ラムシ類基盤的防除技術の実証・普及（受託･2,076千円）
（農園研）

２温室効果ガスの ①農地土壌炭素貯留等基礎調査事業（古試 平成25年～32年
排出を抑制する ・農園研） （受託･738千円）
資源循環型農業
技術の開発

②混合堆肥複合肥料の試作と肥効等の検討 平成28年～30年
（畜試・古試・農園研） （事業･6,200千円）

③メタン発酵消化液の作物栽培への利用 平成28～30年
（古試） （事業･3,501千円）

④簡易・迅速土壌診断による土壌の窒素肥 平成28～30年
沃度測定法の確立（古試・農園研） （事業･680千円）

Ⅳ環境変動に対応 １気象変動や気 ①水稲品種の育成（古試） 平成23年～
する技術の確立 候温暖化に対 （県単･6,933千円）

応する農業技 （再掲）
術の開発

②気象変動に対応した革新的な育種素材の 平成26～30年
開発（古試） （県単･690千円）

③耐冷性やいもち病抵抗性を強化した東北 平成26～30年
オリジナル業務・加工用多収品種の開発（受託･5,590千円）
（古試）

④東北地域における高温耐性と耐冷性を兼 平成27～31年
ね備えた水稲品種・育種素材の開発 （受託･1,215千円）

（古試）

⑤全国で活用できる遺伝子発現予測システ 平成25～29年
ムの開発と農業形質予測への展開（古試）（受託･800千円）

⑥濡れ時間等を利用した水稲病害発生予察 平成27～30年
法の開発及び実証（古試） （受託･2,000千円）

⑦温暖化によるイネ紋枯病の被害予測と被 平成27～31年
害軽減対策（古試） （受託･1,276千円）

⑧四季成りイチゴの夏期高温対策技術 平成28～30年
（農園研） （県単･1,341千円）

（再掲）

Ⅴ効率的な農地利 １効率的なほ場基 ①暗渠を利用した土壌水分コントロールに 平成28～32年
用のための技術 盤の整備と水田 よる水田基盤活用技術の確立（古試） （県単･1,226千円）
の確立 の高度利用技術

の確立
②汎用化水田の機能を発揮する効率的な排 平成28～31年
水改良技術の確立（古試） （事業･1,876千円）

③水田パイプラインの省電力型利用方法の 平成27～29年
検討（古試） （事業･451千円）

④地下水位制御システムを効果的に活用で 平成29～31年
きる水管理技術の確立（古試） （事業･952千円）
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－Ⅳ試験研究の概要－

２水稲の多面的利 ①寒冷地における高糖分型飼料稲栽培と利 平成27～31年
活用技術の確立 用技術開発（古試・畜試） （受託･2,000千円）

３飼料作物の高位 ①飼料作物・牧草適応品種の選定（畜試） 昭和57年～
安定生産技術の （県単･301千円）
確立

②飼料作物優良品種選定調査（畜試） 平成26～29年
（受託･676千円）

③高品質多年生牧草の育成と利用年限延長技 平成27～31年
術確立（畜試） （受託･784千円）

④飼料用トウモロコシ耕うん同時畝立て播 平成27～29年
種の高速化技術の開発（畜試） （受託･2,000千円）

Ⅵ省力・低コスト １省力・低コスト ①宮城県における先進的水稲省力・低コス 平成28～30年
軽労化技術の確 化技術の開発 ト栽培技術の確立（古試） （県単･1,682千円）
立 （再掲）

②大豆高速畝立て播種機の開発評価（古試） 平成27～30年
（受託･797千円）

③夏秋期における小ギクの露地電照栽培体 平成28～30年
系の確立（農園研） （県単･1,344千円）

（再掲）

④パイプハウスにおける新たな保温対策技 平成27～30年
術の開発（農園研） （県単･711千円）

⑤果実生産の大幅な省力化に向けた作業用 平成28～32年
機械の自動化・ロボット化と機械化樹形（受託･3,000千円）
の開発（農園研）

⑥短時間変温管理法に基づく主要花き類の 平成29～31年
周年安定生産技術の開発（農園研） （受託･2,015千円）

２軽労化・農作業 ①加工用トマト栽培における手収穫作業の 平成27～29年
環境の改善 軽労化技術の開発（農園研） （県単･635千円）

②バイタルセンシングバンドによる熱スト 平成28～29年
レス推定機能の検討（農園研） （受託･800千円）

Ⅶ先進技術を活用 １遺伝子情報とバ ①水稲葯培養による画期的新品種の開発 平成10年～
した農業技術の イオテクノロジ （古試） （県単･478千円）
確立 ーの利用開発

②ゲノム選抜育種による出穂期改良品種開 平成25～29年
発の加速（古試） （受託･715千円）

③全国で活用できる遺伝子発現予測システ 平成25～29年
ムの開発と農業形質予測への展開（古試）（受託･800千円）

（再掲）

④重イオンビーム照射による有用変異体の 平成27～30年
探索（古試） （受託･1,500千円）
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⑤遺伝子診断を活用した土壌病害対策支援 平成27～29年
技術の開発（農園研） （県単･1,372千円）

⑥効率的な黒毛和種種雄牛造成とその活用 平成15年～
法に関する研究（畜試） （県単･819千円）

（再掲）

⑦牛の受精卵移植技術の実証（畜試） 昭和58年～
（事業･3,665千円）

⑧ＤＮＡ多型マーカーと家畜の生産形質及 平成8年～
び遺伝的疾患等との関連に関する研究 （事業･1,859千円）
（畜試）

⑨バイオマーカー解析技術を活用した肉用 平成28～30年
牛枝肉形質の生体評価手法の確立（畜試）（受託･1,200千円）

（再掲）

２スマート農業を ①生育・生産情報に基づく水田肥沃度・生 平成29～31年
実現するＩＣＴ 産力の判別法の確立（古試） （県単･2,680千円）
・ロボット技術 （再掲）
の活用支援

②施設園芸栽培の省力化・高品質化実証研 平成24～29年
究（農園研） （受託･8,100千円）

（再掲）

③高度な栽培管理を可能とするイチゴの３ 平成28～29年
次元形状計測技術の開発（農園研） （受託･1,500千円）

④バイタルセンシングバンドによる熱スト 平成28～29年
レス推定機能の検討（農園研） （受託･800千円）

（再掲）

⑤果実生産の大幅な省力化に向けた作業用 平成28～32年
機械の自動化・ロボット化と機械化樹形（受託･3,000千円）
の開発（農園研） （再掲）

⑥宮城県における第三者認証ＧＡＰ導入に 平成29～31年
向けた課題解明と「第三者認証ＧＡＰ導 （県単･342千円）
入ガイド」の策定（農園研） （再掲）

⑦作業管理システム及び生育予測を核とし 平成29～31年
た大規模施設園芸発展スキームの構築 （受託･550千円）

（農園研）

⑧３次元形状計測センサ（キネクト）を活 平成29～31年
用する施設果菜類の群落光合成測定と草 （受託･500千円）
勢制御（農園研）

⑨栽培・労務管理の最適化を加速するオー 平成29～33年
プンプラットフォームの整備（農園研）（受託･1,500千円）

⑩ＡＩを活用した土壌病害診断技術の開発 平成29～33年
（農園研） （受託･5,500千円）

⑪ＡＩを活用した病害虫診断技術の開発 平成29～33年
（農園研） （受託･1,000千円）

３みやぎのオリジ ①みやぎの農業試験研究ＦＳ（フィージビ 平成29～33年
ナル技術シーズ リティスタディ）事業（農園研） （県単･1,000千円）
の開発支援
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【調査事業】

①農作物有害動植物発生予察事業 （農園研，古試） 昭26～ （事業）

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 （古試） 昭62～ （事業）

③生育調査ほ （古試） 昭40～ （事業）

④主要農作物高位安定生産要因解析〔作況試験〕 （古試） 昭63～ （事業）

⑤農薬残留対策調査事業 （農園研） 平９～ （事業）

⑥農薬登録拡大推進事業 （農園研） 平15～ （事業）

⑦農用地土壌汚染防止対策推進事業 （古試） 平７～ （事業）

⑧肥・飼料検査取締業務 （古試） 平11～ （事業）

⑨乳用牛群検定指導強化事業 （畜試） 昭61～ （事業）

⑩農薬安全使用指導事業 （古試） 平27～ （事業）

注） 個別課題枠： は経常的研究課題 は重点的研究課題 ゴシックは新規課題
「県単」：県単独研究，「国補」：国庫補助等研究，「受託」：受託研究，「事業」：事業研究
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１）情報経営部

農業経営学の手法を用いて，農業分野の発展に関する課題や作業機械関連の試験に取り

組んだ。農業早期復興プロジェクトの一環として，被災地域における農業経営モデルの試

算や地下水の塩害対策等に取り組んだ。先端技術展開事業では，経営体への先端的営農技

術の導入について，経営診断手法を用いた分析・評価等に取り組んだ。

○平成29年度の概要

情報関係では,「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」において，実証経営体が

試作したレッドカーランツ果汁飲料（ジュース）について，「農産物に関する消費者モニ

ター」アンケート調査から消費者による市場性評価を明らかにした（小果樹マニュアル，

H30.3 月発行)。また，ＧＡＰの普及，拡大を推進するため，県内の第三者認証ＧＡＰ認証

農場を調査し，効果（メリット）と課題等を明らかにした（普及に移す技術第 93 号，参考

資料)。さらに，今後展開が期待される６次産業化について，県内取組事業者へのアンケー

ト調査から６次産業化の課題，成功要因，ポイント等を明らかにした（普及に移す技術第

93 号，参考資料)。

経営関係では,「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」において，実証経営体で

の露地園芸技術を導入した場合の導入効果を明らかにし，さらに経営者自らが導入を検討

できるよう「担い手経営体モデルシミュレーションシート」(宮城県農林水産部農業振興課

作成シート参考：使用ソフト Excel）を作成した（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。

また，６次産業化の導入・定着のためのチェック項目を選定するとともに加工・業務用野

菜生産推進をねらいとし，長ネギ生産の導入・定着条件を明らかにし，シミュレーション

シート（暫定版）を作成した。さらに春まきタマネギ等を導入した場合の経済性及び経営

評価を行った。

作業技術関係では,「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」において，高温期に

水稲育苗ハウスを利用するための作業者への効果的暑熱軽減対策として，細霧冷房と空調

服等の有効性を明らかにした（普及に移す技術第 93 号,普及技術)。あわせて，作業者の熱

ストレス対策用ウェアラブルセンサが大手民間企業により開発され，農作業における適用

性を明らかにした（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。また，パイプハウスにおいて，

内張に多層断熱被覆資材（布団資材）を使用することにより，冬期の保温性が向上し，燃

油消費量が 30 ％程度削減できることを明らかにした（普及に移す技術第 93 号,参考資料)｡

さらに，イチゴの草高や層別受光葉面積をほ場で自動計測する手法として，３次元形状計

測センサが利用できることを明らかにした（普及に移す技術第 93 号，普及情報)。

２）バイオテクノロジー開発部

バイオテクノロジー手法を用いた育種や病害虫の診断・防除技術の開発，国内外の有用

遺伝子資源を活用した新規品目の検索，主要農作物原種の生産に関する試験研究に取り組

んだ。先端技術展開事業では，露地野菜の生産を定着・拡大させるための研究開発及び現

地実証研究に取り組んだ。

○平成29年度の概要

遺伝子工学関係では，本県の麦類奨励品種の廃止・採用に伴い，麦類の品種識別に使用

するＤＮＡマーカーを新たに選定した（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。また，キュ

ウリモザイク病の原因となるウイルスの防除対策として，ウイルス弱毒株（ワクチン）接

種苗の利用方法を確立した（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。キク矮化ウイロイド感

染個体の早期同定にあたり，Micro tissue direct 法が迅速かつ有効であることを明らかに

した（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。農業資材を使用せずに省スペースで実施でき

－Ⅳ試験研究の概要－
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るアブラナ科野菜根こぶ病生物検定法を考案した（普及に移す技術第 93 号，参考資料)。

育種分野では，イチゴ・セリ・小ギクについて，培養技術及び遺伝子診断技術を活用した

オリジナル品種育成に取り組んだ。このほか，遺伝子診断技術を活用し，農業改良普及セ

ンターを介した生産現場からの病害虫診断依頼に対応し，診断結果及び対策について情報

提供を行った（普及に移す技術第 93 号，普及情報)。

資源開発利用関係では，寒玉系キャベツ栽培における作業遅延や定植後の生育不安定等

の対策として，長期無追肥育苗技術が有効であることを明らかにした（普及に移す技術第

93 号，参考資料)。「優良種苗供給事業」では，イチゴのウイルス病検定・炭疽病簡易診

断・品種識別（遺伝子診断）を行い，合格したイチゴ基核苗を公益社団法人みやぎ農業振

興公社に供給した。

主要農作物（水稲，麦類及び大豆）関係では，原原種系統の純度の維持及び更新を行う

とともに，宮城県が公益社団法人みやぎ農業振興公社に委託している原原種・原種生産作

業業務について指導監督を適切に行い，目標とする生産量を確保した。また，指定種子生

産ほ場を巡回して審査技術等について助言指導を行った。園芸種苗関係では，公益社団法

人みやぎ農業振興公社が行うイチゴ親株苗等の園芸種苗生産に対し指導助言を行った。

３）園芸栽培部

野菜，花き，果樹を対象にオリジナル品種の育成や生産性の向上，高品質生産を目的と

した栽培技術の開発，低コスト，省力化を目的とした施設生産技術に関する試験研究に取

り組んだ。先端技術展開事業では，高度な環境制御を行う施設園芸生産技術，省力的な果

樹生産技術等の大規模実証研究に取り組んだ。

○平成29年度の概要

野菜では,「本県に適した特徴ある園芸作物のオリジナル品種育成」において，収量およ

び果形に優れ，年内収穫が可能なイチゴ新品種「にこにこベリー」を開発した。果実が大

きく多収な「もういっこ」を子房親とし，早生性を有し果実形質が優れる「とちおとめ」

を花粉親として平成 18 年に交配し，得られた実生から，高設栽培に適し早生性を有し，果

形が優れ，果実硬度の高い系統を選抜し，平成 29 年３月に品種登録出願を行った（普及に

移す技術第 93 号，普及技術)。

花きでは，「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」において，赤色ＬＥＤラン

プによる電照を行うことで，トルコギキョウ 10 月出しの早期開花の抑制及び切り花品質の

向上を図るとともに，その後作に無加温でカンパニュラの３月出しを行うことができるこ

とを明らかにした（普及に移す技術第 93 号，普及技術)。また,「宮城から提案する新規園

芸品目の生産技術の開発」において，スプレーカーネーションの冬春切り作型での，最低

気温を日没後４時間は 15 ℃，その後が日の出まで５℃，その他の時間は 10 ℃で管理する

EOD-Heating 処理を行うと最低気温を終日 10 ℃で管理する対照と比較して燃油消費量を約

23 ％削減でき，開花時期や品質に影響はない管理法を明らかにした（普及に移す技術第 93

号，参考資料)。

果樹では,「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」において，ブドウ「シャイ

ンマスカット」の増収技術と省力栽培技術を導入した栽培体系を開発した。光反射シート

の敷設，展開 10 枚時のフラスター液剤処理，花穂整形器利用，果粒軟化期以降の摘心作

業の省力技術を導入した新技術栽培により，着房数を慣行の３割増としても作業時間が慣

行と同程度で収量が３割増加することが実証された（普及に移す技術第 93 号,普及技術)｡

また，この事業では，リンゴ「はるか」の青実果混入軽減のための栽培管理を明らかにし

た。青実果混入軽減のための摘花処理と適果の組合せにより，青実果の混入が減収するこ

とが明らかとなった（普及に移す技術第 93 号，普及技術)。
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４）園芸環境部

環境に係る負担を軽減し，将来にわたって農業生産を維持する環境保全型農業を推進す

るための研究に取り組んだ。農業の早期復興プロジェクトの一環として，資材施用による

除塩効果の確認や放射性物質の農作物への吸収抑制技術を検討した。先端技術展開事業で

は，大規模施設園芸や露地園芸における病害虫総合管理（ＩＰＭ）システムの構築に取り

組んだ

○平成29年度の概要

震災からの早期復興のための「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」のうち，

施設園芸栽培の省力化・高品質化実証研究では虫害・病害チーム共同でこれまで開発され

た個々の病害虫防除技術を組合せ総合的な実証展示を行い，大規模施設における促成イチ

ゴ栽培の総合的病害虫管理（ＩＰＭ）技術のモデルを策定した（普及に移す技術第 93 号,

普及技術）。

土壌分野では,「津波被災農地における土づくり促進及び施肥技術の確立による露地野菜

生産安定化」において地力低下や排水不良が課題となっている津波被災復旧農地において,

ネギの生産を安定化するための施肥方法を検討した。その結果，肥効調節型肥料の局所施

肥により，収量性を慣行比 20 ％程度改善することができた。また，各種有機質資材の土壌

改良効果をモデル実験により比較したところ，施用量当たりの改善効果はバーク堆肥が最

も優れることが明らかとなった。また，農薬登録拡大推進事業においてアセロラにおける

殺虫剤（スピノエース顆粒水和剤）の登録拡大に資するための農薬残留試験を行い，残留

基準値を安全にクリアするための散布後日数を推定した。

虫害分野では,「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」のうち，露地園芸技術の

実証研究で，土地利用型野菜の春まきタマネギ栽培において，大麦リビングマルチと黒ポ

リマルチを併用することで，ネギアザミウマに対する抑制効果が得られることを明らかに

した。また，キャベツにおいても大麦リビングマルチの利用によるチョウ目害虫の抑制効

果が確認され，いずれも総合的病害虫管理（ＩＰＭ）技術において有効な手段となりうる

ことを明らかにした（普及に移す技術第 93 号，普及技術)。

病害分野では，果菜類における総合的作物管理を目指した総合的病害管理技術の開発で

は，果菜類における化学合成農薬の効果的かつ効率的な使用，あるいは削減を目的とし各

種試験を実施した。特に，イチゴでは，うどんこ病を対象に，栽培現地で使用されている

農薬の防除効果や残効性を明らかにした。また，キュウリでは，循環扇や生物農薬等を組

み合わせた環境負荷軽減を目的とした地上部病害に対する総合防除体系の提案や，成分カ

ウントされない気門封鎖型薬剤のうどんこ病に対する効果を明らかにした。これらは，い

ずれも,栽培現地で薬剤ローテーションを組み立てる際等の参考となると考えられる（普及

に移す技術第 93 号，参考資料)。
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