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第２期農業総合センター中期運営計画 

------------------------------------------------------------------- 

第１ 農業総合センターの果たす役割 

 農業総合センターは平成４年７月に，いばらき農業を技術面で支援し，「農業

の技術革新」を推進するために創設され，農業技術行政の柱である研究・普及・

教育の密接な連携を図り，三位一体による効果的な活動を展開している。 

 第１期中期運営計画においては，農業改革大綱（2011-2015）に連動した，多

様化する需要に対応した新品種・新技術の開発など５つの研究重点推進事項を設

定し，生産性と商品性に優れた新品種の育成，安全・安心で高品質な農産物を安

定的に生産する技術や環境にやさしい栽培技術の研究開発を推進してきた。また，

成果の普及にあたっては専門技術指導員を核として，研究員・普及指導員からな

る「新品種育成普及プロジェクトチーム」と「技術体系化チーム」を設置し，育

成した新品種の普及や生産現場の重要課題に対応する研究成果の適応性を実証

するなどにより，迅速な普及に努めてきた。 

 しかしながら，少子高齢化に伴う国内市場の縮小，消費者ニーズの多様化，Ｔ

ＰＰ協定による急速なグローバル化の進展など，近年の農業を巡る情勢はより複

雑化しており，国内外との産地間競争が一層激化することが懸念される中，付加

価値を高めるブランド力強化や一層の省力化・低コスト化が強く求められている。 

 第２期中期運営計画においては，このような情勢の変化を踏まえるとともに，

新たな農業改革大綱（2016-2020）で重点的取組としている，６次産業化や輸出

などに取り組む革新的な産地づくり，産地を支える強い経営体づくり，畜産・水

田農業の国際競争力の強化などと連動して，「ブランド力強化を支える新品種・

新技術の開発」，「先端技術の利活用による省力化，低コスト化技術の開発」，「農

産加工等６次産業化や輸出などを支える技術の確立」，「環境にやさしい農業及び

地球温暖化に対応した技術の開発」の４つの研究重点推進事項を設定し，効率・

効果的な研究開発を推進する。 

 また，異分野を含めた先端技術を活用した革新的な技術の開発を進めるため，

つくば地区研究機関との連携を深めるとともに，大学，民間企業等との連携を深

めて共同研究などに積極的に取り組む。 

 さらに，先端技術が生産現場で有効活用できるよう，普及指導員や農業者，民

間企業等の関係者が情報を共有し，民間等のノウハウを活かしながら，経営体レ

ベルでの実証研究を通して技術の開発と普及を一体的に行う新たなプロジェク

トに取り組み，農業者のニーズに応える試験研究の推進，成果の迅速な普及を図

る。 

 なお，この計画に基づく目標達成に向けては，農業総合センターの管理・運営

を担当する管理部，総合的な企画調整を行う企画情報部，新品種・新技術の普及

や専門技術による普及部門の課題解決を支援する専門技術指導員室，農産加工技

術の指導相談を行う農産加工指導センター，研究部門を担う生物工学研究所，園

芸研究所，農業研究所，山間地帯特産指導所，鹿島地帯特産指導所の５研究機関

が相互の連携を活かし，一体となって取り組んで行く。 
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農業総合センターの組織と主な業務（研究機関関連の抜粋） 
 
             管理部   農業総合センターの管理・運営と施設・ほ場等の管理 
 
             企画情報部 
               企画調整課   研究の総合的な企画調整 
                       研究と普及・教育・行政との連携 

農産加工指導センター   農産加工技術の指導相談 
               専門技術指導員室 

                 生産現場での研究課題の把握 
                 研究機関や普及組織等と連携した研究成果の普及・促進  
             生物工学研究所  普通作物・野菜・果樹・花きの新品種の育成 

             園芸研究所 
              園芸作物（野菜・果樹・花き）に関する生産技術の開発 
              施肥・病害虫防除・流通加工に関する実用技術の開発 
             農業研究所 
              普通作物（水稲・畑作物）とサツマイモに関する生産技術の開発 
              施肥・病害虫防除に関する実用技術の開発 
             山間地帯特産指導所 

              県北等中山間地域の自然条件を活かしたリンゴ・チャ・コンニャク 
              など特産作物に関する新品種の導入や安定生産技術の開発 

             鹿島地帯特産指導所 

              鹿島南部地域の砂質土壌や温暖な気候等の地域特性を活用し，ピー 
              マン等の施設野菜，センリョウ・輪ギク等の花きに関する生産技術 
              の開発 
第２ 中期運営計画の期間 

  中期運営計画の期間は，平成 28 年度から 32 年度の５年間とする。 

 

第３ 計画期間に行う業務 

１ 県民に対して提供する業務（別表 1） 

  研究機関として，県民のための試験研究を実施するとともに，研究成果の迅

速かつ効率的な広報・普及活動を展開する。また，農林事務所経営・普及部門，

普及センター（以下，普及センターという）等と連携しながら技術の指導・相

談や依頼診断を行う。さらに，知的財産権の取得・活用，研究機器等の外部利

用，教育活動への協力等による外部人材育成を推進していく。 

 

（１）試験研究 

  グローバル化の進展などによる国内外の産地間競争の激化等へ対応し，農業

改革大綱（2016-2020）の重点的取組である６次産業化や輸出などに取り組む

革新的な産地づくり，産地を支える強い経営体づくり等に連動した，試験研究

を推進するため，次の４つの「研究重点推進事項」を設定する。 

  ①ブランド力強化を支える新品種・新技術の開発 

  ②先端技術の利活用による省力化，低コスト化技術の開発 

  ③農産加工等６次産業化や輸出などを支える技術の確立 

  ④環境にやさしい農業及び地球温暖化に対応した技術の開発 

  また，研究重点推進事項に対して研究対象作物ごとに「試験研究実施計画」

を作成し，研究課題及び実施目標，担当部署を明確化して取り組む。 

農業総合 

センター 
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 １）研究重点推進事項 

 ① ブランド力強化を支える新品種・新技術の開発 

   生産現場の課題に対応し，本県農産物のブランド力強化により競争力のあ

る強い産地づくりと産地を支える強い経営体の育成を図るため，生産者や消

費者，実需者の新たなニーズに対応した新品種の育成・選定を進めるととも

に，高品質・安定生産技術を開発していく必要がある。また，中山間地域に

おいては，地域資源を最大限に活用した新産地の育成などに取り組み，農業

振興を通じた地域の活性化を図ることが求められている。 

 

 ア ブランド化を牽引する新品種等の育成・選定 

 

研究の方向 

 水稲，メロン，イチゴ等の主要作物のブランド力強化に向けて，これまでに

育成した県オリジナル品種の改良や消費者等の新たなニーズに対応した新品種

の育成，本県に適した優良品種の選定を行う。 

 

［これまでの成果］ 

 ・良食味で多収の水稲「ふくまる」，極早生で耐病性の水稲「一番星」を育成。 

 ・多収で粒揃いの良い大豆「里のほほえみ」，粘質で甘みの強いサツマイモ「べ

にはるか」を選定（奨励品種採用）。 

・上品な甘さのメロン「イバラキング」，ジューシーで濃厚な食味のイチゴ「い

ばらキッス」，大玉でおいしいナシ「恵水」を育成。 

 ・７月，８月，９月咲き赤・白・黄色の１２のコギク新品種を育成。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○品質・食味に優れ，耐病性等を有する新品種の育成 

  ・縞葉枯病抵抗性を有する改良「ふくまる」等の水稲品種の育成 

      （A-1-①-ｱ-a） 

・高品質良食味水稲系統の育成             （A-1-①-ｱ-b） 

  ・「スズマル」並みに納豆加工適性に優れる小粒大豆品種の育成 

      （A-2-①-ｱ-a） 

  ・ネットの乱れ（ヒルネット）が出にくく，外観品質に優れる改良「イバラ

キング」の育成                   （B-1-①-ｱ-a） 

・「イバラキング」と同時期に出荷できる赤肉メロン品種の育成 

 （B-1-①-ｱ-b） 

  ・複数の需要期に安定出荷できるコギク優良品種の育成  （B-3-①-ｱ-a） 

○本県に適した優良品種の選定 

  ・品質，栽培特性に優れるレンコン優良系統の選抜    （B-1-①-ｱ-g） 

  ・収量，耐病性，品質等の特性が優れるサツマイモ奨励品種の選定 

                             （B-1-①-ｱ-l） 

※ （ ）は，試験研究実施計画における研究課題を明確化した記号。 

例：A 部門-1 作物-①研究重点推進事項-ｱ研究重点推進事項の細目-a 研究課題で表記した。 
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  ・黒星病に耐病性を有し，生理障害の発生しないナシ品種・系統の選定 

                             （B-2-①-ｱ-d） 

 

 イ ブランド力強化に向けた高品質・安定生産技術の開発 

 

研究の方向 

 これまでの県オリジナル品種等の収量・品質を安定させる栽培法や収穫時期

の判定法などの開発に加え，さらなる高品質・安定生産に向けた，新技術の開

発を進める。また，ブランド力強化に向けた産地の品質基準づくり等の取り組

みを支える，新たな品質・食味評価法を開発する。 

 

［これまでの成果］ 

 ・「ふくまる」，「一番星」の高品質・多収のための施肥法を開発。 

 ・「イバラキング」の有効積算温度による収穫時期の判定法を開発。 

 ・収穫適期判定のためのナシ「恵水」用カラーチャートを開発。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○県オリジナル品種等の高品質・安定生産技術の開発 

  ・メロン「イバラキング」のヒルネット発生を軽減させる外観品質向上技術

の確立                        （B-1-①-ｲ-a） 

  ・イチゴ「いばらキッス」の早期出荷・生産安定のための夜冷育苗技術及び

炭酸ガス施用等の環境制御技術の確立          （B-1-①-ｲ-b） 

  ・シャインマスカット等欧州系ブドウ品種の高品質を維持した省力栽培技術

の確立                        （B-2-①-ｲ-d） 

○農産物の品質評価法と品質・食味を高める栽培法の確立 

 ・県産米の食味評価を高める栽培法の開発                  （A-1-①-ｲ-c） 

・水稲「ふくまる」の高品質・多収生育診断技術の確立及び区分出荷に対応

した玄米タンパク含量予測技術の開発          （A-1-①-ｲ-d） 

   ・硬質小麦「ゆめかおり」の加工適性評価と加工適性を高める生育制御技術

の開発                        （A-2-①-ｲ-c） 

 

 ウ 中山間地域の特徴を活かした地域特産作物の安定生産技術の確立 

 

研究の方向 

 主要特産作物のリンゴやチャ等のブランド化に向けた高品質・安定生産技術

を開発するとともに，ハナモモや新規に導入された品目の産地化に向けた安定

生産技術を開発する。 

 

［これまでの成果］ 

 ・チャの耐寒性に優れる優良品種「はるみどり」を選定。 

 ・ベニバナインゲン「常陸大黒」の収量を安定させる施肥法等を開発。 
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［今後の主な取り組み］ 

 ○特産作物のブランド化に向けた高品質・安定生産技術の開発 

  ・リンゴのブランド化に向けた地域オリジナル系統の選定    （B-4-①-ｳ-a） 

  ・コンニャクの種芋を植えたまま越冬させる省力・低コスト栽培技術の確立 

                                   （A-3-①-ｳ-b） 

 ○新規導入品目等の栽培技術の確立 

・ハナモモの株枯れ発生メカニズムの解明と対策技術の開発 

 （B-4-①-ｳ-b） 

  ・食用ホオズキ等の新規導入品目の産地化に向けた安定生産技術の確立 

                                    （B-4-①-ｳ-c） 

 

 ② 先端技術の利活用による省力化，低コスト化技術の開発 

   水田農業における大規模化と省力・低コスト化，施設園芸における高品

質・多収穫による生産性向上が求められている。一方，情報通信技術（ＩＣ

Ｔ）等が急速に発展しており，これら先端技術の活用が農業分野においても

期待されている。このため，本県に集積している国立研究開発法人や大学・

民間等で開発された情報通信技術（ＩＣＴ）などの先端技術を活用し，生産

技術の省力化・低コスト化を進める必要がある。 

 

 ア ＩＣＴ等先端技術を活用した省力・低コスト生産技術及び環境制御技術の

開発 

 

研究の方向 

 大規模水田経営体の省力・低コスト化を図るため，ＩＣＴ等を活用したほ場

管理を効率化する生育診断・予測技術等の開発や，高性能機械の導入による生

産技術体系の実証を行う。また，施設園芸における高度環境制御システムを活

用した高品質・多収栽培技術の開発を行う。 

 

［これまでの成果］ 

 ・小麦「さとのそら」の幼穂長等による出穂期予測法を開発。 

 ・不耕起播種機を導入した水稲乾田直は栽培，小麦，大豆栽培技術を実証。 

 ・果菜類における養液土耕栽培技術を確立。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○ＩＣＴ等を活用した大規模水田経営体のほ場管理を効率化する技術開発 

   ・ドローンを利用したリモートセンシングによる生育診断・予測技術の開発 

                    （A-1-②-ｱ-a） 

  ・水位センサーと連動した省力的水稲栽培管理技術の開発   （A-1-②-ｱ-d） 

 ○大規模水田経営体における省力・低コスト化技術の現地実証試験 

・水稲の高密度育苗栽培技術の確立と現地実証        （A-1-②-ｱ-b） 

・水稲・麦・大豆の高速汎用不耕起播種技術の確立と現地実証  (A-1-②-ｱ-c） 

 ○施設野菜類のＩＣＴ・環境制御装置を活用した高品質，多収栽培技術の開発 
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  ・トマトの高軒高ハウスと複合環境制御システムを活用した高品質・多収栽

培技術の開発                     （B-1-②-ｱ-a） 

  ・イチゴ等における管理・収穫時等の省力・低コスト技術の確立 

                              （B-1-②-ｱ-b） 

  ・ピーマンの炭酸ガス等の複合環境制御技術の開発     （B-5-②-ｱ-a） 

 ○先端技術を活用した果樹管理作業の省力・軽労化技術の確立 

  ・省力型栽培技術と農業用アシストスーツ，動力せん定バサミ等を組み合わ

せた作業体系の省力・軽労化効果の実証               （B-2-②-ｱ-a） 

 

 ③ 農産加工等６次産業化や輸出などを支える技術の確立 

   付加価値を高める農産加工等による６次産業化や輸出の拡大などの取り

組みを進めるため，栽培・加工技術の開発，輸出など新規需要拡大に向けた

生産・貯蔵・流通技術の確立が必要である。 

 

 ア ６次産業化を支える栽培・加工技術の開発 

 

研究の方向 

 ６次産業化に向けた農産加工品の品質向上や販路拡大を図るため，農産物の

特徴を活かす一次加工技術を開発する。また，国立研究開発法人や大学，民間

企業等との連携を図りながら，消費者の健康志向の高まりに対応し，農産物の

機能性成分を活かした栽培・加工技術を開発する。 

 

［これまでの成果］ 

 ・干しいもの年内需要期出荷に対応する貯蔵，加工技術を確立。 

・クリ「ぽろたん」の甘露煮の加工技術を開発。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○新品種に対応した加工技術の確立 

  ・干しいも新品種の貯蔵法と変色抑制技術の確立     （B-1-③-ｱ-a） 

  ・苦みの少ないピーマンの栽培方法の解明とピューレ等の加工品の開発 

                             （B-5-③-ｱ-a） 

 ○機能性成分等に着目した品質維持・向上のための栽培法の確立 

  ・レンコン等，農産物の機能性成分等に着目した品質維持・向上のための栽

培法の確立                     （B-1-③-ｱ-c） 

 

 イ 輸出など販路に応じた生産・流通技術の開発 

 

研究の方向 

 「いばらき農林水産物等輸出戦略」に基づく，船便による東南アジア等への

輸出や，長期貯蔵による国内外での販路拡大に向けた，農産物の長期間輸送に

適した品種の選定や収穫時期判定等の生産技術と貯蔵技術や鮮度保持技術を開

発する。 
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［これまでの成果］ 

 ・メロン「イバラキング」の船便輸送における貯蔵技術を開発。 

 ・県内で栽培したメロンの主要品種の最適な冷蔵温度と保存可能期間を解明。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○輸出等の長期間輸送に適した品目の選定と貯蔵技術の開発 

  ・メロン，イチゴの県オリジナル品種を含めた長期間輸送に適した品目の選

定と貯蔵技術の開発                  （B-1-③-ｲ-a） 

  ・ナシ「恵水」の長期貯蔵技術の確立             （B-2-③-ｲ-a） 

 

 ④ 環境にやさしい農業及び地球温暖化に対応した技術の開発 

   消費者の安全・安心な農産物へのニーズの高まりや，地球温暖化に伴う品

質の低下や病害虫の発生に対応するため，環境にやさしい農業及び気候変動

に適応した技術開発が必要である｡ 

 

 ア 環境に配慮した施肥及び病害虫防除技術を導入した栽培体系の確立 

 

研究の方向 

 環境への負荷低減を図るため，土壌の地力診断に基づく施肥技術や堆肥中の

肥料成分で化学肥料を代替する技術を開発する。また，総合的病害虫管理技術

を導入した化学農薬を削減する防除体系を確立する。 

 

［これまでの成果］ 

 ・レンコンの養分吸収特性を明らかにし，窒素及びリン酸施肥量を削減できる

効率的施肥法を開発。 

 ・土壌消毒剤「臭化メチル」を使用しないピーマンモザイク病防除体系マニュ

アルを作成。 

 ・抑制トマト等の化学肥料及び化学合成農薬を慣行対比５０％削減した特別栽

培技術を開発。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○化学肥料を削減する地力診断や堆肥代替による施肥技術の開発 

  ・園芸品目における化学肥料代替有機物施肥技術の確立 

（有機物の化学肥料代替施用）                （B-1-④-ｱ-a） 

・園芸品目における地力（可給態窒素量等），土壌残存無機成分を考慮した

診断施肥法に基づいた施肥設計基準の策定              （B-1-④-ｱ-c） 

○化学農薬を削減する総合的病害虫管理技術の確立 

  ・抵抗性品種と薬剤防除を適宜利用するイネ縞葉枯病の総合的病害虫管理技

術の開発                      （A-1-④-ｱ-e） 

・うどんこ病などの耐性菌の発生実態の解明と耐性機構に関する遺伝子診断

技術の開発                      （B-1-④-ｱ-j） 
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 イ 気候変動に適応した品種選定，安定生産技術の開発 

 

研究の方向 

 高温，乾燥等の気候変動に適応できる品種を選定するとともに，生育障害を

軽減する作型を開発し，安定した生産を可能にする栽培技術を開発する。 

 

［これまでの成果］ 

 ・コギクの物日需要期出荷のための電照開花調節技術を開発。 

 ・果実品質の優れるリンゴの中生品種「トキ」，「はるか」等を選定。 

 ・主力品種「ふじ」における着色・蜜入りの優れる系統「長ふ 12」を選定。 

 

［今後の主な取り組み］ 

 ○加工・業務用野菜の気候変動に適応した作型開発と安定生産技術の開発 

  ・春どりネギにおける業務用品種の安定生産技術の確立  （B-1-④-ｲ-a） 

  ・秋冬どりレタスにおける１０月どりの収量向上技術の確立（B-1-④-ｲ-a） 

  ・秋冬どりキャベツにおける年内どりの収量向上技術の確立（B-1-④-ｲ-a） 

 ○コギクの安定出荷に向けた高品質生産技術の開発 

  ・コギクの開花調節技術の高度化による高品質栽培技術の確立（B-3-④-ｲ-a） 

○気候変動に適応した着色や食味の優れるリンゴ品種及びふじ優良着色系統の

選定 

  ・気候温暖化条件下でも品質の優れるリンゴの優良中生品種及び「ふじ」優

良着色系統の選定                   （B-4-④-ｲ-a） 
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２）試験研究実施計画（別表 2） 

 

  各研究重点推進事項に対しては，普通作部門（水稲，畑作物など）及び園芸

部門（野菜，果樹，花きなど）に区分し，研究対象作物ごとの試験研究実施計

画により，研究機関が役割分担と連携を図りながら取り組む｡ 

 

 ①生物工学研究所 

   主要作物のブランド力強化に向け，新品種の育成に取り組む｡ 

   普通作部門においては水稲「ふくまる」の耐病性の改良や納豆用大豆など

の新品種の育成，園芸部門においてはメロン，イチゴの県オリジナル品種の

安定生産に向けた改良など，新たなニーズに対応した新品種の育成に取り組

む｡ 

 

 ②園芸研究所 

   園芸部門（野菜，果樹，花き）を中心に，産地のブランド力強化に向け，

県オリジナル品種など主要作物の高品質・安定生産技術を開発する｡ 

   また，生産の効率化に向けてＩＣＴや高度環境制御システム等先端技術を

活用した高品質・多収技術や省力化技術を開発する。 

   さらに，６次産業化や輸出などに対応する生産，加工技術，貯蔵技術の開

発や，食の安全・安心へのニーズや環境保全，気候変動などに適応した品種

の選定や生産技術体系の確立に取り組む｡ 

 

 ③農業研究所 

   普通作部門を中心に，米や麦，大豆，サツマイモなど産地のブランド力強

化に向け，高品質・安定生産技術等を開発する｡ 

   また，大規模化や低コスト化などによる強い経営体づくりに向け，ＩＣ

Ｔ・ロボット技術等を活用した栽培管理の効率化と省力・低コスト生産技術

の開発に取り組む。 

 

 ④山間地帯特産指導所 

   中山間地域の特徴を活かしたリンゴ，チャ，コンニャク，ハナモモなどの

特産作物の産地化・経営安定に向け，高品質，安定生産技術の開発に取り組

む｡ 

 

 ⑤鹿島地帯特産指導所 

   鹿島南部地域の特徴を活かしたピーマンなど特産作物のブランド力強化

に向け，高度環境制御技術の開発や需要を拡大する加工技術等の開発に取り

組む。 
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表１ 各研究機関の研究重点推進事項別取組課題数 

            研究機関 

 

研究重点推進事項 

生工研 園研 農研 
山間 

特産 

鹿島 

特産 
計 

①ブランド力強化を支える新品種･

新技術の開発 
24 24 24 9 2 83 

ア ブランド化を牽引する新品種等

の育成・選定 
24 9 7 1  41 

イ ブランド力強化に向けた高品

質・安定生産技術の開発 
 15 17  2 34 

ウ 中山間地域の特性を活かした地

域特産作物の安定生産技術の開発 
   8  8 

②先端技術の利活用による省力化，

低コスト化技術の開発 
 4 9  1 14 

ア ＩＣＴ・ロボット技術等を活用

した省力・低コスト生産技術及び環

境制御技術の開発 

 4 9  1 14 

③農産加工等 6 次産業化や輸出など

を支える技術の開発 
 9 1 2 2 14 

ア ６次産業化や輸出などを支える

技術の確立 
 4 1 2 1 8 

イ 輸出など販路に応じた生産・流

通技術の確立 
 5   1 6 

④環境にやさしい農業及び地球温暖

化に対応した技術の開発 
 21 14 4 2 41 

ア 環境に配慮した施肥及び病害虫

防除技術を導入した栽培体系の確立 
 16 14 3 2 35 

イ 気候変動に対応した品種選定，

安定生産技術の開発 
 5  1  6 

計 24 58 48 15 7 152 
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（２）成果の普及活用促進 

  研究成果については，専門技術指導員が５年後を目標とする普及推進計画を

立てるとともに，普及センター等と連携・協力して，現地での検討会を開催す

るなどにより迅速な普及定着に努める。 

  県オリジナル品種の普及については，専門技術指導員，研究員，普及指導員

からなる「新品種育成普及プロジェクトチーム」を設置し，育成段階から適応

性を現地実証するとともに，普及にあたっては，関係各課と協力して普及拡大

方針と栽培マニュアルを作成して普及拡大を図る。 

  また，新技術の普及や普及センター単独で解決が困難な課題に対しては，専

門技術指導員，研究員，普及指導員で構成される「技術体系化チーム」を設置

し，研究成果を活かした課題解決にあたり，成果の普及促進を図る。 

  さらに，ＩＣＴや高度環境制御技術など先端技術については，生産現場で有

効活用できるよう，普及指導員や農業者，民間企業等の関係者が情報を共有し，

民間等のノウハウを活かしながら，経営体レベルでの実証研究を通して技術開

発と普及を一体的に行うプロジェクトに取り組み，成果の普及を促進する。 

 

（３）技術指導 

  普及センターと密接な連携をとりながら，産地において生産者団体等が開催

する研修会や講習会等に参加して，専門的な知識や高度な技術の指導を行う｡ 

  特に，高度な技術課題については，専門技術指導員や普及指導員と連携して，

現地指導を行う｡ 

  また，行政機関や関係団体が主催する各種品評会の審査等を通し，農業者の

生産技術の向上に寄与するため，適切な助言を行う｡ 

 

（４）技術相談・依頼診断 

  普及センター等を窓口にして，研究成果や知見・公知の情報等用いて対応す

る｡特に，農産物の加工分野については，農産加工指導センターを中心にオー

プンラボラトリーや研修会等により対応する。 

なお，相談事例やその対応について普及センター等と情報を共有化すること

により，迅速・的確な技術相談に役立てる｡ 

  当センターだけでは対応が困難な相談や依頼診断について，大学や他の試験

研究機関等の知見も積極的に活用することで農業者の要請に応える｡ 

 

（５）知的財産権の取得・活用 

  研究成果として得られた新品種や新技術については，当センターの新品種育

成推進会議，特許申請検討委員会において実用性・普及性・利活用の可能性を

判断したうえで，品種登録や特許出願を行って知的財産化を図る。 

  登録品種の活用については，県内産地でブランド力強化に向け最大限活用さ

れるよう普及拡大方針に基づいて，関係機関・農業団体等が一体となって普及

推進を図る｡ 

  また，民間企業等との共同研究にあたっては，計画段階から知的財産の取扱

いを協議し，研究成果の権利化と活用を図る｡ 
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（６）設備・機器の外部利用 

  センターが保有する分析測定設備や調査機器，農業機械は，普及センターに

おける現地実証試験や調査など有効利用する｡ 

また，新技術の導入に取り込む先進的農業者への農業機械の貸出しを行うな

ど，設備・機器の外部利用を図る。 

 

（７）外部人材育成 

  農業を担う人材の育成については，生産者団体等が行う技術研修会等で技術

指導を行うとともに，新規就農を目指す学生を対象に農業大学校等の講義や実

験への講師派遣，就業体験実習の受入れ指導を行う｡ 

  また，教育活動等への協力として小中学生を対象とした科学技術講習会や，

農業体験学習の受入れ，及び農業技術者を目指す学生を対象にした県庁インタ

ーンシップ制度による研修の受入れなどを行い，幅広く人材の育成に努める。 

  さらに，ベトナムと本県の農業協力の覚書やＪＩＣＡからの要請等に基づく

研修受入れなど国外農業技術者の育成に協力する。 

 

（８）広報・情報提供 

  研究成果の迅速な利活用を図るため，農業者や関係機関，農業団体を対象と

した主要課題現地検討会や研究成果発表会の開催，「主要成果集」等広報誌の

発行，ホームページへの掲載，「農業いばらき」等の民間情報誌への寄稿，マ

スコミへの情報提供など各種広報媒体を活用して積極的に行う｡ 

  また，県民に向けて，センター公開デーの開催や県産品ＰＲイベントなどに

参画して，直接，研究員から新品種・新技術等の研究成果を分かりやすく情報

提供する。 
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 ２ 業務の質的向上，効率化のために実施する方策（別表 3） 

   県民に対する業務の質的向上と業務を効率的に推進するために，マネジメ

ント機能の強化や県民ニーズの把握，内部人材育成等を進める。また，他機

関との連携により，積極的に外部資金の獲得を図る。 

 

（１）全体マネジメント 

  効率的・効果的な研究を推進するため，生産現場のニーズのほか，上位計画

との整合性，緊急性等を踏まえて中期運営計画を策定し，計画の目標達成に向

けてセンター組織の各機関の長からなる定期的な企画調整会議を核として全

体マネジメントを行う｡ 

  また，計画の実行が，効率的・効果的に進められるよう内部評価を実施する

とともに，公平かつ客観的な検証を行い業務の質的向上，効率化を図るための

外部評価を行う｡ 

さらに，異常気象や地震による災害発生時には，必要に応じ体制を整備し，

県庁各部局と連携して迅速に対応する。 

  予算については，県庁各部局の関係課をはじめ，国立研究開発法人や大学，

企業等と，施策の動向や研究情報，各種競争的資金や共同研究に関する外部資

金等について情報交換を密にし，研究予算の確保に努める｡ 

  研究機材等について，計画的な導入・更新・修繕などを進める。 

  さらに，任期付研究員や流動研究員制度を活用して，高度な専門的知識を有

する人材を積極的に受け入れ，効率的な研究を推進する｡ 

 

（２）県民ニーズの把握 

  研究機関が実施する成果を発表する検討会などにおいて農業者ニーズの把

握に努めるとともに，普及センターや行政各課からの研究課題の要望把握に努

める。また，消費者が参加する各種イベントを通じて消費者ニーズの把握や，

市場関係者等との意見交換会などにより実需者ニーズの把握に努める。 

さらに，食のアドバイザーなど外部専門家からの助言を活かしながら県民か

らの幅広いニーズの把握に努め，研究企画に活かすとともに，研究成果の普及

に当たって協力を得るなど，連携を深める｡ 

 

 

（３）他機関との連携 

  異分野を含めた先端技術等を活用した技術開発を進めるため，つくば地区研

究機関や県内外の大学，県内の他部門の研究機関と連携を深め，これら機関と

の共同研究を積極的に推進する｡ 

  また，国が主催する産学官が連携した新たな研究の仕組みに参画するなどに

より一層連携を深める｡ 

  さらに，ＪＡグループ等の農業団体と連携・協力して，団体の持つ流通・販

売のノウハウを活かした研究を推進する。 
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（４）外部資金の獲得方針 

  外部資金の積極的な活用を図るため，国の競争的資金（委託プロジェクト等）

の情報収集及び国立研究開発法人，大学，企業等への研究ニーズ等の情報提供

や交流に取り組み，共同研究等を推進するなど，獲得に向けた取り組みを強化

する。 

 

（５）内部人材育成 

  職務の遂行を通した資質向上（ＯＪＴ）と自己研鑽を基本に，基礎研修，専

門研修等の研究職員研修体系に基づいて，県で実施する普及指導員等研修や国

立研究開発法人の依頼研究員制度等を活用した研修への参加により，研究員の

技術開発能力の向上に努める。 

特に，若手研究員については，日常的な指導体制を確立し，研究実践力を養

うとともに，センター独自の公募による能力開発型研究事業を実施し，企画・

立案能力の向上に努める。 

  そのほか，関連する学会や研究会への参加を促し，研究員の資質向上を図る。 
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別表1（第３の１） 
 県民に対して提供する業務 

中期運営計画の項目 研究推進構想(中期運営計画)の内容 
実施目標 

※計画期間中の実施目標は以下の通りとする． 
目標値 

（１）試験研究 重点推進事項：本文参照 
実施計画：（別表2）参照 
 

（別表2）参照 
 

（２）成果の普及活用促
進 

研究成果については，専門技術指導員が５年後を目標とする普及推進計画を立て

るとともに，普及センター等と連携・協力して，現地での検討会を開催するなどに

より迅速な普及定着に努める。 
県オリジナル品種の普及については，専門技術指導員，研究員，普及指導員から

なる「新品種育成普及プロジェクトチーム」を設置し，育成段階から適応性を現地

実証するとともに，普及にあたっては，関係各課と協力して普及拡大方針と栽培マ

ニュアルを作成して普及拡大を図る。 
また，新技術の普及や普及センター単独で解決が困難な課題に対しては，専門技

術指導員，研究員，普及指導員で構成される「技術体系化チーム」を設置し，研究

成果を活かした課題解決にあたり，成果の普及促進を図る。 
さらに，ＩＣＴや高度環境制御技術など先端技術については，生産現場で有効活

用できるよう，普及指導員や農業者，民間企業等の関係者が情報を共有し，民間等

のノウハウを活かしながら，経営体レベルでの実証研究を通して技術開発と普及を

一体的に行うプロジェクトに取り組み，成果の普及を促進する。 

  
・普及定着した開発技術・品種の数 8件／年 

  
・新品種育成普及プロジェクトチームの活動目標 
   普及面積（ha）［H32］ 

 
 

   水稲「ふくまる」 
 

ふくまる 
2,000ha 

   メロン「イバラキング」 
 
 

イバラキング 
26ha 

   イチゴ「いばらキッス」 
 

いばらキッス 
20ha 

   ナシ「恵水」 
 
 

恵水 
9ha 

   コギク「常陸シリーズ」 
 
 

コギク 
1～2ha 

・技術体系化チームを新たに設置する課題数 2件／年 
  

・実証研究プロジェクトチームの活動目標 
   先端技術導入農家数 

7戸 
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（３）技術指導 普及センターと密接な連携をとりながら，産地において生産者団体等が開催する

研修会や講習会等に参加して，専門的な知識や高度な技術の指導を行う｡ 
特に，高度な技術課題については，専門技術指導員や普及指導員と連携して，現

地指導を行う｡ 
また，行政機関や関係団体が主催する各種品評会の審査等を通し，農業者の生産

技術の向上に寄与するため，適切な助言を行う｡ 
 
 

  
・普及定着した開発技術・品種の数 
 

8件／年 

  
・生産者団体の審査会等へ協力した回数 30回／年 

  

（４）技術相談・依頼診
断 

普及センター等を窓口にして，研究成果や知見・公知の情報等を用いて対応する｡

農産物の加工分野については，特に，農産加工指導センターを中心にオープンラボ

ラトリーや研修会等により対応する。 
なお，相談事例やその対応について普及センター等と情報を共有化することによ

り，迅速・的確な技術相談に役立てる｡ 
当センターだけでは対応が困難な相談や依頼診断について，大学や他の試験研究

機関等の知見も積極的に活用することで農業者の要請に応える｡ 
 
 

  
・病害虫，栄養素，作物の品質等などの依頼分析・
診断に基づく指導件数 

 

120件／年 
 

（５）知的財産権の取得
活用 

研究成果として得られた新品種や新技術については，当センターの新品種育成推

進会議，特許申請検討委員会において実用性・普及性・利活用の可能性を判断した

うえで，品種登録や特許出願を行って知的財産化を図る。 
登録品種の活用については，県内産地でブランド力強化に向け最大限活用される

よう普及拡大方針に基づいて，関係機関・農業団体等が一体となって普及推進を図

る｡ 
また，民間企業等との共同研究にあたっては，計画段階から知的財産の取扱いを

協議し，研究成果の権利化と活用を図る｡ 
 

  
・品種登録・特許取得 5件／5年 
 

（６）設備・機器の外部
利用 

センターが保有する分析測定設備や調査機器，農業機械は，普及センターにおけ

る現地実証試験や調査など有効利用する｡ 
また，新技術の導入に取り込む先進的農業者への農業機械の貸出しを行うなど，

設備・機器の外部利用を図る。 
 
 

  
・設備，機器の外部利用 50回／年 
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（７）外部人材育成 農業を担う人材の育成については，生産者団体等が行う技術研修会等で技術指導

を行うとともに，新規就農を目指す学生を対象に農業大学校等の講義や実験への講

師派遣，就業体験実習の受入れ指導を行う｡ 
また，教育活動等への協力として小中学生を対象とした科学技術講習会や農業体

験学習の受入れ，及び農業技術者を目指す学生を対象にした県庁インターンシップ

制度による研修の受入れなどを行い，幅広い人材の育成に努める。 
さらに，ベトナムと本県の農業協力の覚書やＪＩＣＡからの要請等に基づく研修

受入れなど国外農業技術者の育成に協力する。 

 
・研修会等で技術指導する生産者団体数 

 
6団体／年 

  
・県立農業大学校生の就業体験実習等の受け入れ 
人数 

2人／年 
 

・茨城県庁インターンシップの受け入れ人数 4人／年 
 

・国外農業技術者の受け入れ人数 10人／年 

 
（８）広報・情報提供 研究成果の迅速な利活用を図るため，農業者や関係機関，農業団体を対象とした

主要課題現地検討会や研究成果発表会の開催，「主要成果集」等広報誌の発行，ホー

ムページへの掲載，「農業いばらき」等の民間情報誌への寄稿，マスコミへの情報提

供など各種広報媒体を活用して積極的に行う｡ 
また，県民に向けて，センター公開デーの開催や県産品ＰＲイベントなどに参画

して，直接，研究員から新品種・新技術等の研究成果を分かりやすく情報提供する。 

  
・主要成果現地検討会による情報提供数 
 

20課題／年 
 

・研究機関広報誌（「生工研ニュース」等）の発行 
 

6回／年 
 

・ホームページによる情報発信 
 

80回／年 
 

・マスコミを介した情報発信・取材対応 
 

30回／年 
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別表3（第３の２） 
 業務の質的向上，効率化のために実施する方策 

中期運営計画の項目 研究推進構想(中期運営計画)の内容 
実施目標 

※計画期間中の実施目標は以下の通りとする． 
目標値 

（１）全体マネジメント 効率的・効果的な研究を推進するため，生産現場のニーズのほか，上位計画と

の整合性，緊急性等を踏まえて中期運営計画を策定し，計画の目標達成に向けて

センター組織の各機関の長からなる定期的な企画調整会議を核として全体マネ

ジメントを行う｡ 
また，計画の実行が，効率的・効果的に進められるよう内部評価を実施すると

ともに，公平かつ客観的な検証を行い業務の質的向上，効率化を図るための外部

評価を行う｡ 
さらに，異常気象や地震による災害発生時には，必要に応じ体制を整備し，県

庁各部局と連携して迅速に対応する。 
予算については，県庁各部局の関係課をはじめ，国立研究開発法人や大学，企

業等と，施策の動向や研究情報，各種競争的資金や共同研究に関する外部資金等

について情報交換を密にし，研究予算の確保に努める｡ 
研究機材等について，計画的な導入・更新・修繕などを進める。 
さらに，任期付研究員や流動研究員制度を活用して，高度な専門的知識を有す

る人材を積極的に受け入れ，効率的な研究を推進する｡ 
 
 
 
 

  
・各研究機関での内部評価の実施 
 

4回／年 
 

・評価委員会による外部評価の実施 2回／年 
  

・任期付研究員制度の活用 3人／年 
 

・流動研究員制度の活用 3人／年 
 
  

（２）県民ニーズの把握 研究機関が実施する成果を発表する検討会などにおいて農業者ニーズの把握

に努めるとともに，普及センターや行政各課からの研究課題の要望把握に努め

る。また，消費者が参加する各種イベントを通じて消費者ニーズの把握や，市場

関係者等との意見交換会などにより実需者ニーズの把握に努める。 
さらに，食のアドバイザーなど外部専門家からの助言を活かしながら県民から

の幅広いニーズの把握に努め，研究企画に活かすとともに，研究成果の普及に当

たって協力を得るなど，連携を深める｡ 
 
 

  
・農業者等のニーズに基づいた要望課題数 
 

40課題／年 
 

・消費者，実需者からのニーズや外部専門家からの助
言を反映した研究計画検討会の開催 

5機関／年 
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（３）他機関との連携 異分野を含めた先端技術等を活用した技術開発を進めるため，つくば地区研究

機関や県内外の大学，県内の他部門の研究機関と連携を深め，これら機関との共

同研究を積極的に推進する｡ 
また，国が主催する産学官が連携した新たな研究の仕組みに参画するなどによ

り一層連携を深める｡ 
さらに，ＪＡグループ等の農業団体と連携・協力して，団体の持つ流通・販売

のノウハウを活かした研究を推進する。 

  
・外部機関との共同研究の推進 20課題／年 
  
・農業団体等と連携・協力をして設定した課題数 5課題／年 

  

（４）外部資金の獲得方
針 

外部資金の積極的な活用を図るため，国の競争的資金（委託プロジェクト等）

の情報収集及び国立研究開発法人，大学，企業等への研究ニーズ等の情報提供や

交流に取り組み，共同研究等を推進するなど，獲得に向けた取り組みを強化する。 

  
・国の競争的資金の獲得による研究課題数 
 

10課題／年 
 

・各種団体受託研究による研究課題数 
 
 

5課題／年 

（５）内部人材育成 職務の遂行を通した資質向上（ＯＪＴ）と自己研鑽を基本に，基礎研修，専門

研修等の研究職員研修体系に基づいて，県で実施する普及指導員等研修や国立研

究開発法人の依頼研究員制度等を活用した研修への参加により，研究員の技術開

発能力の向上に努める。 
 特に，若手研究員については，日常的な指導体制を確立し，研究実践力を養成

するとともに，センター独自の公募による能力開発型研究事業を実施し，その企

画・立案能力の向上に努める。 
 そのほか，関連する学会や研究会への参加を促し，研究員の資質向上を図る。 

   
・国や国研等が主催する研修会への参加 10人／年 
・依頼研究員制度研修 
 

2人／年 

・若手研究員能力開発型研究実施数 
 

2課題／年 

・学会，研究会等での口頭発表 
 

20回／年 

・学会，研究会等への論文投稿 10報／年 
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（参考） 人員および予算 
 

１ 人員 

（H27.4.1 現在） 

 現 内  訳 

農業総合センター 50 センター長，管理部（23）， 

企画情報部（11）， 

専門技術指導員室（15） 

生物工学研究所 15 所長，研究調整監， 

普通作育種研（5），野菜育種研（4）， 

果樹・花き育種研（4） 

園芸研究所 31 所長，研究調整監 

果樹研（4），野菜研（7），花き研（4）， 

土壌肥料研（4），病虫研（6），流通加工研（4） 
農業研究所 45 所長，庶務課（20），研究調整監 

作物研（9），環境・土壌研（6），病虫研（4）， 
水田利用研（4） 

山間地帯特産指導所 8  

鹿島地帯特産指導所 6  

合 計 155  

 

 

２ 平成 27 年度当初予算 

 
科 目 予算額 

運営費 200,918 千円 

普及指導員研修費 2,738 千円 

農業技術情報システム運営費 21,308 千円 

試験研究費 県単 37,059 千円 

特電 61,805 千円 

受託 59,446 千円 

試験研究費計 158,310 千円 

施設整備費 県単  224,622 千円 

特電 38,957 千円 

施設整備費計 263,579 千円 

合  計 646,853 千円 

 
 
 
 
 
 


