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Ⅰ 千葉県農林総合研究センターの現状と今後の方向性 

 

１ 千葉県農林総合研究センターの現状と課題 

○ 農林総合研究センターは、明治４１年に市川市中山に農事試験場として開

設され、昭和３８年に現在の千葉市緑区大膳野町に移転した。その後、森林

研究センター等と統合し、平成２０年に農林総合研究センターと改組した。 
現在、千葉市の本場を核とした県内１３カ所の研究所・研究室（表１参照）

で構成され、千葉県農林業の試験研究機関として、新品種の育成や栽培  

技術・防除技術の開発など全国屈指の農業県を支える試験研究に取り組んで

いる。 
○ 農林業を取り巻く課題が複雑・多様化しており、研究員・研究費が年々  

縮減される中で、研究課題に効率的かつ迅速に対応するための研究体制の 

見直しが必要となっている。 
○ 千葉市の本場は、本館を含む１０棟の建物群で構成されているが、本館が

建設後５０年、その他の建物も多くが４０年以上経過し、著しい耐震強度不

足、狭隘化、老朽化、機器類の旧式化など研究環境が劣悪となっている。 
 
２ 試験研究機能強化の具体的な方向性 

  平成２５年３月に策定・公表した「千葉県農林総合研究センター機能強化

の基本構想」に掲げる機能強化の基本的な方向及び４つの具体的な取組の 

方向に沿って、千葉県農林業の高収益化、高付加価値化に向けた先導的施設 

として研究体制並びに施設の再編整備を進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【千葉県農林総合研究センターの機能強化の基本構想】 

●機能強化の基本的な方向 

収益力が高く、次代を担う若者にとってもやりがいと魅力のある千葉県農林業を

実現するために、消費動向の変化や地球温暖化などに対応した新たな技術開発や品

種育成等、生産者の期待に応えられる研究を横断的に展開できるよう、農林総合研

究センターの機能を強化する。 

●具体的な取組の方向 

Ⅰ 規模拡大と高付加価値化に向けた研究を推進 
大規模経営に対応した栽培技術・輪作技術の開発、高付加価値化に向けた農産物加

工技術の確立、需要に対応した県産材の供給技術開発 
Ⅱ 千葉ブランドとなる新品種を迅速に育成・普及 

目標設定から栽培・販売に至るまで一貫して取り組む育種研究体制の構築、育種品

目の特化 
Ⅲ 環境変化に対応し、生産を下支えする研究を強化 

気象変動に対応した技術や新たな病害虫、雑草防除技術の開発、海岸防災林再生技

術の確立、放射性物質汚染に対応した研究の強化、鳥獣の生態研究調査を踏まえた捕

獲防御技術の開発 
Ⅳ 効率的効果的な研究体制を構築 

部門間の横断的研究を強化するための研究マネジメント体制の構築、研究技能と課

題解決能力を備えた研究員の育成、広域的プロジェクトの競争的資金等獲得に向けた

支援体制を構築、研究に人的資源を集中し、種苗生産・配付、検査業務については法

定業務に限定、効率的な研究施設に再編整備、研究課題の設定から普及に至るまでの

研究推進体制の充実 
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表１：農林総合研究センターの土地面積 

 

                                   単位：千㎡ 

 
 
 
 
 
 
 

  

うち建物
敷地面積

うち圃場
面積

その他※１

1 本場 緑区大膳野町 321.5 85.4 183.3 52.8

2 水田作研究室 緑区刈田子町 43.3 3.8 35.0 4.5

3 果樹育種試験地 緑区辺田町 59.0 3.6 43.8 11.6

①小計 423.8 92.8 262.1 68.9

4 北総園芸研究所 香取市大根 44.9 5.0 30.0 9.9

5 東総野菜研究室 旭市三川 53.7 4.9 26.8 22.0

6 砂地試験地※２ 匝瑳市今泉 11.2 1.1 8.9 1.2

②小計 109.8 11.0 65.7 33.1

7 暖地園芸研究所 館山市山本 109.0 3.4 66.0 39.6

③小計 109.0 3.4 66.0 39.6

8 育種研究所 長生村水口 210.9 25.7 109.2 76.0

9 落花生試験地 八街市八街 30.5 4.3 26.2

10 水稲育種研究室 香取市佐原 24.7 5.6 19.1

11 成東育成地 山武市成東 58.6 10.9 47.7

12 大佐和育成地※３ （富津市絹）

④小計 324.7 46.5 202.2 76.0

13 森林研究所※４ 山武市埴谷 86.0 5.0 46.0 35.0

⑤小計 86.0 5.0 46.0 35.0

1053.3 158.7 642.0 252.6

※１：その他：道路、山林、雑種地、水路等 （平成25年3月末現在）

※２：砂地試験地は平成２４年度まで使用

※３：既に閉鎖されている大佐和育成地は合計から除く。(15.95千㎡）

※４：木更津市にある上総試験圃は合計から除く。(139千㎡）

合計（①+②+③+④+⑤）

全敷地面積所属名称 所在地

森林研究所

北総園芸
研究所

暖地園芸
研究所

育種研究所

番号

農林総合研究
センター
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Ⅱ 機能強化に向けた組織再編 

１ 組織再編の基本方針 

 本県は、南北に長く、地域によって気候や土壌条件が異なり、冬でも温暖な

気候を生かした南房総地域のビワ・切り花栽培や観光農業、肥沃な北総台地を

利用した畑作園芸、ナシや葉物野菜を中心とした都市近郊農業、九十九里沿岸

や利根川など河川流域に広がる水田農業など地域によって様々な農業経営が

行われている。 
 本県農林業の振興を図り、生産者の所得向上と経営安定はもとより消費者へ

の安全・安心な農産物の供給や環境にやさしい農林業の推進など、県民の豊か

な生活に実現に向け、効率的な試験研究に取り組むため、「千葉県農林総合  

研究センターの基本構想」に基づき、以下の方針により組織再編及び研究機能

の強化を行う。 

 

（１）横断的研究強化のためのマネジメント体制の構築 

複雑・多様化した生産現場の課題に的確に対応していくためには、複数の

専門分野を有機的に結びつけた分野横断的なプロジェクト研究を推進する

とともに、生産者や普及組織と連携しながら、地域の実情を踏まえた課題 

解決に取り組むことが重要である。 
また、表２のとおり、研究費が漸減する中で、特に外部資金が減っている。

これは、国の競争的研究資金の競争が激しく、採択率及び１件当たりの研究

費が低下していることが主な要因である。 
研究費が年々減少する中、限られた研究費で新たな課題に対応していく 

ためには、難防除病害虫対策など県域を越える課題や最先端技術の活用が 

不可欠な課題などについて、これまでより、国の競争的資金などの外部研究

資金を積極的に活用し、独立行政法人や大学、他県などと広域的なプロジェ

クト研究を推進していく必要がある。 
さらに、国では、農地流動化の促進に向けた各都道府県段階における農地

中間管理機構の設置や、経済のグローバル化の進展を背景に米の生産調整 

制度を平成３０年度に廃止する方針を決めるなど、農政は転換期を迎えて 

いる。今後、試験研究分野においても、国や県の施策を踏まえた試験研究に

取り組むとともに、研究成果を的確に県の施策へ反映させていくことがより

一層重要となる。 
そこで、効率的な試験研究の実施と研究成果の速やかな普及定着を図るた

め、部門間の横断的研究、産学官連携、普及組織等との連携強化、外部資金

の積極的獲得、経営・構造分析に基づく地域の実情に即した研究課題の設定

など、効率的な研究を進めるための研究マネジメント体制を構築するととも

に、行政との連携を強化し、研究成果を踏まえた施策提言を行うなど行政 

施策に的確に反映させていくため、企画調整部門に経営・地域分析機能を 

加えて、企画調整部門の機能強化を図る。 
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表２：農林総合研究センターにおける研究費（決算額）の推移 

（単位：千円） 

 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

研 究 費 116,278 103,997 82,144 

 うち外部資金 56,715 50,275 32,120 

 うち県費 59,563 53,722 50,024 

外部資金の比率 ４９％ ４８％ ３９％ 

 

（２）重要な課題へ対応するための研究体制を整備 

農業を取り巻く環境が急激かつ大きく変化する中で、生産現場の課題は 

複雑かつ多様化し、従来のような単独の研究分野だけでは解決できない研究

課題が増加している。このような状況に対応し、各研究室が連携して取り 

組む分野横断的なプロジェクト研究を進めているところであるが、県の  

農林業施策上特に重要な研究課題については、より迅速に成果を出していく

必要がある。 

このため、生産現場、行政施策上及び試験研究における必要性の観点から、

特に重要な課題については、栽培、育種、病害虫、土壌、経営など各専門   

分野に精通した研究員による分野横断的なプロジェクトチームを編成して、 

専従で課題解決に取り組む体制を整備する。 

 

（３）育種と栽培研究の一体化による育種研究機能の強化 

これまで、新品種開発は育種研究所（長生村など）が行い、育成品種の  

栽培技術の開発は、栽培に関する別の研究室（千葉市緑区大膳野町）などが

行っていた。組織、場所とも別々（例：イチゴの育種研究は長生村、栽培研

究は千葉市のセンター本場）であったことから、品種の弱点を補うための 

栽培技術が十分確立されないまま新品種の一般栽培が開始されるなど、現地

での普及が限定的であった品種も多かった。 

そこで、これまで育種研究所が行ってきた育種研究の機能を栽培関係の 

研究室に移管し、育種と栽培研究を一体化するとともに、これまでの１品目

１人の育種研究体制を複数名体制とし、育種研究の充実を図る。併せて、品

種の開発目標の設定から栽培・販売に至るまでを一貫的・戦略的に取り組め

る仕組みを構築し、千葉ブランドとなる新品種を育成・普及する体制を整備

する。 
また、近年、遺伝子レベルで特定の形質をもった系統を選抜する技術が実

用化されており、これらの技術を積極的に活用するとともに、たんぱく質成

分含量や機能性成分などを分析する機器を活用し、より多くの系統から優良

なものを選抜できるよう育種研究の効率化を進める。 
限られた研究員で充実した育種研究を推進するため、今後品種開発を行う

品目を、水稲、落花生、イチゴ、マキ、ニホンナシ、ビワ、カラーなどに    

絞り込み、本県の特性や強みを発揮できる特産品目や地方公設試験研究機関

が担うべき品目に特化した品種開発を行う。（５ページ表３参照） 
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      表３：農林総合研究センターにおける育種基本方針に掲げる１５品目 

区 分 品   目 
稲 水稲 

畑作物 カンショ、サトイモ、落花生 
野 菜 イチゴ、トマト、食用ナバナ 
果 樹 ニホンナシ、ビワ、ブルーベリー、イチジク 
花植木等 イヌマキ、カラ―、シクラメン※、芝草等緑化植物※ 

   ※：シクラメン及び芝草等緑化植物は、既に育種研究終了 

 
（４）水稲、畑作物及び露地野菜の大規模経営に対応した研究を強化 

農地の流動化に伴って水稲や野菜の大規模化が進められており、国では、

担い手への農地集積と耕作放棄地解消を強力に推進するための施策として、

県段階における農地中間管理機構を設置することとしている。 
今後、施策に対応して規模拡大を推進していくためには、水田においては、

直播栽培の導入など、水稲の大規模経営に対応した栽培体系や、畑地に  

おいては、省力・低コスト栽培技術、連作障害を回避するための輪作体系の

確立など、研究を強化していく必要がある。 
そこで、利根川流域や九十九里沿岸の水田地帯に近く、大規模な露地野菜

産地を抱える北総台地に立地する北総園芸研究所（香取市大根）を核として、

水稲、畑作物、露地野菜など関係する研究室を集約し、大規模経営に対応  

した研究を強化する。 
 
（５）機械化・軽労化に関する研究の推進 

経済のグローバル化や産地間競争の激化に対応して、水稲、畑作物、露地 

野菜など土地利用型作物の規模拡大を進めるためには、機械化や省力化、軽

労化につながる技術開発を進めていく必要があるが、県単独での機械開発は

技術的にも資金的にも困難である。 
そこで、機械化が進んでいない品目について、作業行程を調査・分析した

上で、機械化や軽労化が必要なポイントを明らかにし、機械開発や既存  

機械・器具の改良などについて、国や機械メーカー等への積極的な働きかけ

を行うとともに、機械開発の共同研究などに積極的に取り組む。 
 
（６）温暖化等の影響や鳥獣害に対応するための研究を強化 

亜熱帯地方に生息する南方系の病害虫の新たな発生や、農作物の高温によ

る生理障害など地球温暖化の影響とみられる被害が発生しており、今後も温

暖化の進展に伴って様々な問題が生じるおそれがある。 
また、これまで県南部が中心であったイノシシなど野生鳥獣の被害が県北

部へ広がっており、対策を一層強化する必要がある。 
そこで、今後の温暖化の影響をいち早く予測し、農林業への被害を軽減す

るため、県南端に位置する暖地園芸研究所（館山市）を温暖化等気象変動に

対応する研究拠点として整備するとともに、 鳥獣害に対応するための研究

を強化する。 
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 ○近年県内で発生した新たな害虫 

    

図１：ケブカトラカミキリ 

   鹿児島県などの西南日本の一部にのみ分布してい

た昆虫で、これまで大きな被害は報告されていなか

った。しかし、平成２０年に千葉県で突如発生し、

県北東部を中心に延べ 1,000 本以上のイヌマキが被

害を受けた。１年の大半を幹の中で生活し、年に  

１回、成虫が木の表面に現れる時期に防除しなけれ

ばならない。県では、防除方法を開発するとともに、

成虫が発生する時期を予測するプログラムを開発し、

被害は減少した。（写真：成虫 ※体長約１㎝） 
 
図２：クロマダラソテツシジミ 

東南アジアに生息するチョウで、平成２１年に南

房総地域で栽培されているソテツに被害をもたら 

した。 

平成２２年以降、被害は確認されていないが、今後、

地球温暖化の進展によって千葉県への定着が懸念 

される。 

（写真上：雌成虫のソテツへの産卵） 

（写真下：幼虫によるソテツの食害の様子） 
 

（７）法定以外の種苗生産・配付業務の外部委託等による研究への人的資源集中 

これまで、育種研究所が行ってきた育種研究及び種苗の生産・配付業務の

うち、育種研究については、千葉市の本場や北総園芸研究所の栽培研究室に

統合し、栽培研究との一体化により育種研究機能を強化することとしている。 
一方、種苗の生産・配付業務のうち、主要農作物種子法で県が原種生産を

行うものとされている米、麦、大豆については、引き続き、農林総合研究  

センターが行うこととするが、それ以外の園芸品目等については、今後、  

人的資源を育種研究に集中することと、生産現場のニーズに対し、これまで

より柔軟に対応できるよう段階的にアウトソーシング（外部委託）していく。 
外部委託するに当たって、県の農業生産に支障が出ないよう仕組みについ

て十分に検討し、生産者ニーズに的確かつ柔軟に対応できるような体制を 

整える。 
なお、法定業務以外の肥飼料等の依頼分析業務についても、効果や必要性

の検討を行う。 
 
（８）生産者や一般県民に開かれた研究機関への転換 

適切な試験研究課題を設定し、研究成果を普及定着させるためには、生産

者と消費者両者の要望・ニーズを的確に把握することが重要である。 
そこで、生産者の意見や相談等に柔軟に対応できる執務体制を整備すると

ともに、消費者に農林業や県産農産物への理解を深めてもらうなど、県民へ

の情報提供や県民との情報交換についても併せて取り組む。 
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２ 組織再編計画 

  各地域の特徴や課題を踏まえ、効率的・効果的な試験研究に取り組むため、

県内１３カ所の研究所・研究室等（２ページ表１参照）について、役割を   

明確化した上で、本場、北総園芸研究所、暖地園芸研究所、森林研究所の   

４つを拠点とした９の組織に再編し、以下の機能強化に取り組む。 
 
（１）本場地区 

  ア 本場地区の機能強化 

本場（千葉市緑区大膳野町）は、センター全体を統括し、水稲、果樹、   

野菜などの栽培研究のほか、土壌、病害虫、流通経営に関する研究や肥料・

農薬の成分分析調査などの法定検査業務等を行うなど、県内全域の課題に

ついても対応している。 

これまでの役割を引継ぎながら、各研究室の役割を明確化し、以下の 

とおり研究機能を強化する。 

 

（ア）研究マネジメント体制の構築 

現在、センター全体の連絡調整及び広報業務を行っている企画情報室

の機能を強化し、センター内の横断的研究、広域プロジェクトの推進等

センター全体の分野横断的研究を司る部署として再編するとともに、 

農業経営研究の担当者を配置し、地域分析や農業経営分析、国や県の 

施策などを踏まえた研究マネジメント体制を構築する。 

また、県オリジナル品種や特許技術等知的財産の適切な管理と戦略的

活用、外部研究資金獲得に向け他の研究機関とのコーディネートを行う

ほか、生産者・消費者等との直接的な情報交換・交流の場を設定するな

ど広報・情報発信に積極的に取り組み、研究課題の設定から成果の  

普及・定着までの全体の企画調整を行う。 

加えて、研究員の能力向上に向けた仕組みづくりを検討するとともに、

国の研究機関への研究員の派遣や、国・県の農政施策の理解を深めるた

めの研修会の開催など、研究員の資質向上につながる取組を積極的に推

進する。 

さらに、外部から農業経営について高い専門的知識をもった研究員を

任期を定めて招へいし、経営研究機能を強化するとともに、経営分析の

結果や研究成果を行政に反映させるための施策提言など試験研究成果

を県の行政施策に反映させる取組を行う。 

 

（イ）最重点課題プロジェクトに対応した研究体制の整備 

    様々な研究課題の中で、最も重要かつ早急に解決すべき研究課題につ

いて、生産者や実需者の期待に迅速かつ的確に対応するため、育種、栽

培、病害虫、施肥、流通技術等の各専門分野に精通する研究員による専

従チームとなる研究室を新設する。 
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    おおむね５年を目安とした時限的なチームとして研究に取り組み、 

課題が解決した後は、新たな課題や品目に応じてチームを編成し直す 

など柔軟な対応を行う。 

 

（ウ）園芸品目に係る育種と栽培研究の一体化 

これまで育種研究所で行ってきたイチゴ、イヌマキ及び果樹育種試験

地（千葉市緑区辺田町）で行ってきたニホンナシ、イチジクの育種研究

機能を本場の各栽培研究室に移管する。併せて、複数名体制で育種と栽

培の一体研究を行う環境を整備して、育種研究の充実を図るとともに、 

目標設定から栽培・販売に至るまで戦略的に取り組める仕組みを構築し、

新品種開発及び普及定着に向けた体制整備を進める。 

 

（エ）農産物輸出拡大に向けた貯蔵・流通研究の強化 

近年、県木のイヌマキなどの鑑賞樹の輸出が中国、ＥＵ諸国を中心に

拡大し、ニホンナシについても「新高」に代わる貯蔵性の高い品種の開

発や輸出拡大に向けた積極的な取組が行われている。 

基本構想において農林業の高付加価値化に向けた流通利用技術開発を

強化することとしており、県産農産物の国内外の販路拡大につながる 

貯蔵・流通技術の研究を強化する。 

 

（オ）環境にやさしい農業を推進する研究の強化 

環境への負荷軽減を図り、環境に調和した農業を推進するとともに、

消費者への安全・安心な農産物を供給するため、これまでも化学合成  

農薬や化学肥料等を極力抑える栽培技術の確立に取り組んできた。 

今後ともこの取組を推進し、病害虫の発生生態を踏まえた総合的な 

病害虫防除技術の開発や、家畜排せつ物など有機性資源の活用など、環

境にやさしい農業を推進するための技術開発に積極的に取組む。 

 

（カ）放射性物質に対応した研究の継続 

福島原子力発電所事故に伴う放射性物質汚染について、農産物の安全

性を確保する観点から、今後とも必要に応じて、農産物や環境における

放射性物質の動態調査を実施する。 

 

  イ 組織体制（試験研究部門） 

機能強化を進めるため、本場地区にある９研究室について、統廃合を行う

とともに、育種研究所落花生試験地（八街市）を落花生研究室に改組の上、  

本場地区の研究室として位置づけ、１０研究室に再編する。 

また、各研究室を部門ごとに束ねていた部制は廃止する。 
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（ア）研究マネジメント室【新設】 

研究全体のマネジメント機能を強化するため、これまでの企画調整機

能に農業構造・農業経営分析機能を加え、センター内の分野横断的な  

プロジェクト研究の調整や、他の研究機関等との共同研究のコーディネ

ートなど、研究課題の設定から生産者・普及組織への研究成果の普及定

着まで農政施策や消費流通動向等の社会情勢を踏まえた総合調整を行う。 

○センター内のプロジェクト研究の管理・調整 

○国、大学、企業等との広域プロジェクトのコーディネート 

○競争的資金獲得に係る調整 

○地域の実態や農業経営の分析 

○地域分析や研究成果に基づく行政への施策提案 

○知的財産管理と戦略的活用の推進 

○研究成果の普及定着に向けた普及組織との調整 

○研究員の資質向上に向けた研修の実施 

○広報 

   

（イ）最重点プロジェクト研究室【新設】 

生産現場や行政施策上、特に重要で早期に解決を図る必要がある研究

課題について、迅速に対応できるよう各専門分野に精通したスタッフで

チームを編成し、５年程度の期間を設定し、専従で取り組むための研究

室を新設する。 

○農林業振興上、特に重要で早期に解決すべきプロジェクト研究課題 

 

（ウ）流通加工研究室 

県産農産物の品質向上や販路拡大を図るため、流通経営研究室を流通

加工研究室に改組し、国内外における県産農産物の販路拡大につながる

流通利用研究と農産物の機能性を活用した新たな需要開拓に向けた研究

に取り組む。 

なお、経営研究については、新設する研究マネジメント室に移管する。 

○流通・加工に係る調査研究 

○農作物の機能性の評価に係る調査研究 

○輸出等流通時の鮮度保持・貯蔵技術開発 

 

（エ）野菜研究室 

主として、施設野菜に関する研究開発を行うとともに、育種研究所（長

生村）が行ってきた野菜の育種研究及び原原種維持機能を統合し、   

イチゴの新品種開発とその栽培法の確立を一体的に取り組む体制を整備

する。 

○施設野菜の栽培技術開発 

○育種・栽培の一体的研究（イチゴ） 

○県育成品種等の原原種維持（サツマイモ含む） 
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（オ）果樹研究室 

ニホンナシなど落葉果樹に関する研究開発を行うとともに、果樹育種 

試験地（千葉市緑区辺田町）が行ってきた果樹の育種研究及び原原種維

持機能を統合し、ニホンナシ、イチジクの新品種開発とその栽培法の確

立を一体的に取り組む体制を整備する。 

○落葉果樹の栽培技術開発（※カキについては、暖地園芸研究所） 

○育種・栽培の一体的研究（ニホンナシ、イチジク） 

○県育成品種等の原原種維持 

 

（カ）花植木研究室 

主として、鉢花、植木に関する研究開発を行うとともに、育種研究所

（長生村）が行ってきた植木の育種研究及び原原種維持機能を統合し、

マキの新品種開発とその栽培法の確立を一体的に取り組む体制を整備 

する。 

○鉢花、緑化植物（植木含む）の栽培技術開発 

○育種・栽培の一体的研究（イヌマキ） 

○県育成品種等の原原種の維持 

 

（キ）落花生研究室 

落花生の育種研究を強化するため、育種研究所落花生試験地（八街市）

を落花生研究室に改組し、本場の研究室に位置づける。同試験地では、

落花生の育種研究のみ行ってきたが、原原種維持機能を育種研究所（長

生村）から、栽培研究を北総園芸研究所（香取市大根）からそれぞれ   

移管し、落花生の新品種開発とその栽培法の確立を一体的に取り組む 

体制を整備する。 

○育種・栽培の一体的研究（落花生） 

○県育成品種の原原種の維持 

 

（ク）土壌環境研究室 

環境にやさしい農業を推進するため、化学肥料等の環境への影響調査

や負荷軽減技術開発に取り組む。 

○農地環境の保全・環境負荷軽減技術の調査研究 

○堆肥など有機性資源のリサイクルに関する研究 

○施肥及び農作物の栄養生理に係る調査研究 

 

（ケ）病理昆虫研究室 

病害虫の発生生態を踏まえ、化学合成農薬のみに頼らない病害虫防除

技術の開発に取り組む。 

○病害虫の発生生態の解明と発生予察技術の開発 

○総合的な病害虫防除技術の開発 

○天敵等有用昆虫・微生物の利活用技術開発 
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（コ）生物工学研究室 

病害虫防除や新品種開発などに活用できるＤＮＡ等を活用した革新的

技術開発に取り組む。 

○新品種開発の基盤となるＤＮＡマーカー研究 

○ＤＮＡ利用による病害虫の鑑定技術の開発 

 

（２）水稲・畑地園芸研究所 

  ア 水稲・畑地園芸研究所の機能強化 

水稲・畑作物・露地野菜の大規模経営に対応した研究を強化するため、

北総園芸研究所（香取市大根）を水稲・畑地園芸研究所に改組し、関係す

る１育成地、４研究室を所管する中核的組織として再編し、以下のとおり

機能強化に取り組む。 

 

  （ア）大規模経営に対応した研究機能の強化と機械化・軽労化の取組の推進 

水稲や畑作物、露地野菜における大規模化に対応した機械化体系の

確立や栽培技術の開発を行うための研究を強化する。 
水田においては、基盤整備事業が完了した地域を中心に、水稲、麦、

大豆によるブロックローテーションに加え、飼料用稲などを組み合わせ

た新たな水田利用体系の確立に取り組む。 

畑地においては、キャベツ、ダイコン、ニンジンなど収穫機が開発

されている品目を中心に、実需者等とも連携して、加工・業務用野菜の

品種の選定や栽培方法はもとより、加工から販売までを見据えた大規模

業務用野菜の技術体系の確立に取り組む。 

また、連作障害を回避するため、牧草の一種ギニアグラスなどの  

センチュウ対抗植物を輪作体系に組み込んだサツマイモ栽培や、落花生

の機械化一貫栽培体系の確立、さらに落花生を輪作作物の核とした輪作

体系の確立など、大規模経営を支援するための技術開発を強化する。 

 

  （イ）水稲の育種と栽培研究の一体化 

 本県は早場米産地であり、これまでに育成した高温に強く、品質の

良い早生品種「ふさおとめ」、「ふさこがね」の普及が進んでいる。 

一方、本県主要品種の「コシヒカリ」は、知名度の高い良食味品種

であるが、全国的に過剰傾向にあることや、他県のブランド品種の台頭

などにより、販売上の優位性が発揮しにくくなっている。 

そこで、「コシヒカリ」に代わる高品質で良食味の品種や、収穫期間

の拡大に寄与できる極早生品種を迅速に育成するため、これまで育種研

究所が行ってきた米の育種と栽培研究を一体化するとともに、水稲の温

暖化対策と連携した研究を強化する。 

そのために、ＤＮＡマーカーを利用した選抜や世代促進温室を活用

し、新品種の開発スピードを速める。 
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さらに、主要農作物種子法に基づく米、麦及び大豆の種苗生産を  

円滑に行うため同一組織に再編する。 

 

  （ウ）水稲の高温障害に対応する研究の強化 

近年頻発する夏季の異常高温により、米のでんぷん質が白く濁る障害

などが発生し、品質低下の大きな要因となっている。夏期の最高気温は

南房総地域ではなく、県中部（市原市牛久）などで観測されることから、  

研究を行うために最も適した水田作研究室（千葉市緑区刈田子町）を水

稲温暖化対策研究室に改組し、水稲の高温障害対策に特化した研究に  

取り組む。 

 

  イ 組織体制 

水稲・畑地園芸研究所（香取市大根）を中核として、現在の生産技術

部水田作研究室（千葉市緑区刈田子町）、東総野菜研究室（旭市三川）、   

水稲育種研究室（香取市佐原）及び水稲育種研究室成東育成地（山武市

成東）を所管し、水稲、畑作物、露地野菜の経営の大規模化・機械化に

対応した研究及び主要農作物種子法に基づく稲・麦・大豆の原種生産を

行う組織として再編する。 

 

（ア）成東育成地（山武市成東） 

育種研究所から水稲・畑地園芸研究所へ移管し、主要農作物種子法に

基づき、水稲の原種生産を行う。 

○水稲の原種生産及び原原種の維持 

 

（イ）畑地利用研究室（香取市大根） 

   北総園芸研究所畑作園芸研究室を改組し、北総台地における露地野

菜・畑作物の規模拡大に係る試験研究に重点的に取り組むとともに、こ

れまで育種研究所が行っていた大豆、小麦の原種生産等の業務を行う。 

○露地野菜・畑作物の大規模機械化栽培体系に係る研究開発 

○農業機械の効率的利用に関する調査研究 

○大豆、小麦の原種生産及び原原種の維持 

○イモ類（サツマイモ除く）の原原種の維持 

 

（ウ）東総野菜研究室（旭市三川） 

北総台地と土壌・気象条件が異なる銚子台地での露地野菜のうち、特

に加工・業務用野菜の低コスト化・省力化等の研究に取り組む。 

○銚子台地における露地野菜の栽培技術開発 

○加工・業務用野菜栽培技術開発 
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（エ）水田利用研究室（香取市佐原） 

水稲の育種と栽培研究の一体化を図るため、育種研究所水稲育種研究

室を改組し、これまで取り組んできた水稲の育種研究に加え、水田作 

研究室（千葉市緑区刈田子町）から栽培研究を移管し、育種研究と栽培  

研究を一体化するとともに、水稲の大規模化に向けた研究にも取り組む。 

○水稲の育種・栽培の一体的研究 

○水稲の規模拡大に係る栽培技術開発 

○本県の気象条件や水利条件に対応した直播栽培技術の開発 

○水田輪作体系に係る栽培技術開発 

 

（オ）水稲温暖化対策研究室（千葉市緑区刈田子町） 

近年問題となっている水稲の高温障害に対応した研究に特化して 

取り組むため、水田作研究室を水稲温暖化対策研究室に改組し、これま

で取り組んできた栽培研究は、育種と栽培研究の一体化を図るため、 

水田利用研究室（香取市佐原）に移管する。 

○高温障害等温暖化に対応した水稲の栽培技術開発 

○気象変動に対応した水稲品種特性解明 

○温暖化に伴う水田雑草の生態解明と防除技術開発 

 

（３）暖地園芸研究所 

  ア 暖地園芸研究所の機能強化 

南房総地域の特産であるビワや切り花栽培、観光農業支援等を中心に 

試験研究を行ってきたが、近年、南房総地域を中心に急速に拡大している

鳥獣害や地球温暖化等気象変動の影響に対応した研究に取り組むため、 

以下のとおり研究機能を強化する。 

 

（ア）温暖化等の影響に迅速に対応するための環境研究機能を強化 

温暖化の影響により発生する作物の生理障害をいち早く調査確認し、

被害の軽減を図ることがますます重要となってきている。 

また、冬季の最低気温の上昇が南方系の病害虫や外来侵入雑草の定着

につながり、県南地域でその被害が顕在化しやすいことから、県南端に

位置する立地を生かして気象変動に対応した研究を強化する。 

今後、気象データを活用した新たな病害虫の発生予測防除システムの

開発に取り組むとともに、温暖化の進展により、本県への定着が懸念 

される病害虫についての生態調査や園芸作物への温暖化の影響に  

ついて調査を行い、その兆候を的確に把握し、被害が顕在化する前の 

段階から対策技術の開発に取り組む体制を整備する。 

 

（イ）鳥獣害対策の強化 

南房総地域を中心にイノシシなどの鳥獣害が拡大しており、生産者の

意欲減退につながる重要な問題となっている。今後、環境生活部や県中
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央博物館との連携を密にし、鳥獣の生態研究成果を踏まえた新たな捕

獲・防御技術の開発など鳥獣害に対応した研究を強化する。 

 

（ウ）熱帯果樹等の栽培研究の強化 

南房総特産のビワやミカン栽培に加え、温暖な気候を利用し、観光 

農業にも対応したマンゴー、パッションフルーツやレモンなどの新たな 

栽培品目の栽培技術研究を強化する。 

 

（エ）観光農業向け野菜・花きの栽培研究の強化 

地域の特産品となる在来品種の選抜や直売における地場品目の拡大、

観光花摘み園の期間の拡大につながる品目の選定など、南房総地域の 

観光振興にもつながる研究を強化する。 

 

イ 組織体制 

現在の研究を引き継ぎながら、温暖化等気象変動や鳥獣害に対応した

研究を強化するため研究室を新設し、以下のとおり組織再編する。 

 

（ア）特産果樹研究室 

   果樹環境研究室を特産果樹研究室に改組し、南房総特産のビワを  

はじめ、地域の観光振興にもつながる研究開発に取り組む。 

   なお、これまで取り組んできた環境研究については、新設する生産 

環境研究室に移管する。 

○育種・栽培技術一体的研究（ビワ） 

○常緑果樹の栽培技術開発 ※一部落葉果樹の研究を含む 

○熱帯果樹の栽培技術開発 

○県育成品種の原原種の維持 

 

（イ）野菜・花き研究室 

   南房総地域における切り花など、地域の観光振興にもつながる研究開

発に取り組む。また、カラー、ナバナの新品種開発とその栽培法の確立

を一体的に取り組む。 

○育種・栽培技術一体的研究（カラー、ナバナ） 

○観光農業向け野菜・花き（切り花）の栽培技術開発 

○県育成品種の原原種の維持 

 

（ウ）生産環境研究室【新設】 

   温暖化等気象変動に対応した研究を強化するため、研究室を新設し、

気象変動対応や鳥獣害対策に係る研究開発に取り組む。 

○温暖化に対応した発生・防除予測システム等新たな病害虫防除技術 

の開発 

○温暖化により発生する園芸作物の生理障害対策技術の開発 

○生態研究を踏まえた鳥獣害対策技術の開発 
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（４）森林研究所 

  ア 森林研究所の機能強化 

これまで、森林の保全や育成、きのこなどの特用林産物や里山の整備に

関する研究に取り組んできた。 

今後もその特徴を生かしつつ、県産木材の需要拡大に向けた生産の低コ

スト化の調査研究や、松くい虫被害、植栽地の湿地化に加え、東日本大

震災による津波被害により枯死が多発している海岸防災林の復旧を効果

的に進めるための調査研究が必要となっている。 

このため、優良な木材として長い歴史を持つ山武杉の産地であり、  

九十九里海岸にも近い山武市にある現研究所を引き続き森林研究の拠点

とし、以下のとおり研究機能を強化する。 

 

（ア）海岸防災林の再生技術の開発 

東日本大震災の津波等の影響により荒廃が進み、防災上の観点から

も再生技術を早急に確立する必要がある。海岸林の主体であるクロ 

マツに加え、生育環境の厳しい海岸でも生育できる樹種の選定等を 

含めて、生態、栽培、病害虫防除に精通する研究員がプロジェクト  

体制を組んで再生技術の開発に取り組む。 

さらに、海岸防災林を再生するための苗木の増産が急務であること

から、旧北総園芸研究所砂地試験地（匝瑳市）の露地ほ場を活用して、

クロマツの苗木生産を行う。 

 

（イ）県産木材及び木質バイオマスの利用促進 

木材価格の長期低迷、森林所有者の高齢化などから、森林組合等の 

林業事業体による施業の集約化が進められている。また、間伐材などの

多くは林地に残されてきたが、集成材や木質バイオマス等として有効に

活用する取組が進められている。これらの取組を推進し、産出される県

産木材及び木質バイオマスの利用促進を図る。 

 

  イ 組織体制 

現在の森林研究所及び付属試験ほ場（木更津市）を現行のまま活用し、

引き続き森林及び特用林産物の試験研究に取り組む。 

 

（ア）森林研究所（山武市埴谷） 

これまでの林業及び林産物振興に係る試験研究に取り組むとともに、

海岸防災林の再生に重点的に取り組む。 

○木材及び木質バイオマス利用に関する調査研究 

○海岸防災林再生に係る技術開発 

○森林の保全・育成に係る技術開発 

○里山の整備に関する調査研究 

○特用林産物の放射性物質の低減技術開発 
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３ 再編により用途変更等を行う施設 

  試験研究機能の移転等に伴い、旧北総園芸研究所砂地試験地（匝瑳市）の

一部は、海岸防災林再生のためのクロマツの苗木ほ場として活用し、育種研

究所（長生村）については、引き続き種苗生産配付業務を行う施設として活

用する。それ以外の施設については、庁内各部局や地元市町村等と協議し、

有効な活用方法等を検討するとともに売却に向けた検討を行う。 

 

（１）育種研究所（長生村） 

これまで、植木、果樹、野菜、落花生の育種研究と生産者へ配付する水稲、

畑作物、園芸品目の県育成品種等の種苗生産・配付業務を行ってきた。 

育種研究機能は、栽培研究と一体化させて育種研究機能強化を図るため、

千葉市緑区のセンター本場等へ移管するが、当該施設は引き続き種苗生産・

配付業務を行う施設として活用することとし、管理運営については、アウト

ソーシング（外部委託）する。 

アウトソーシングに当たっては、生産者への種苗配付が滞らないよう、速

やかな技術移転を行うとともに、生産現場のニーズに柔軟に対応できる仕組

みづくりについて支援を行うこととする。 

 

（２）旧北総園芸研究所砂地試験地（匝瑳市今泉） 

これまで、九十九里地域の砂質土壌における野菜栽培に係る試験研究に 

取り組んできたが、平成２５年３月に施設を閉鎖した。 

今後は、海岸防災林再生のためのクロマツの苗木増産が急務であることか

ら、露地ほ場をクロマツ苗木生産ほとして活用する。なお、温室等について

は、地元市町村等と有効活用や処分方法について検討を行う。 

 

（３）旧育種研究所大佐和育成地（富津市絹） 

平成１２年度まで、ビワ・かんきつ類の苗木生産を行っていたが、現在

閉鎖している。土地の有効活用や処分方法について検討を行う。 

 

（４）果樹育種試験地（千葉市緑区辺田町） 

 現在、ニホンナシの県育成品種の原原種の維持及び苗木の配付、イチジク

の育種やビワの配付用苗木の生産などを行っているが、順次、原木を本場等

へ移植した上で、今後の施設の活用方法について検討を行う。  
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４ 育種研究機能等の再編 

（１）育種品目の見直し 

育種研究については、「基本構想」に基づく育種と栽培研究の一体化の趣旨

に沿って栽培研究を行う研究室に統合する。 

また、平成２３年１２月に策定した「農林総合研究センターにおける育種

基本方針」（平成２３年１２月：千葉県農林水産技術会議）に掲げる１５品目

（５ページ表３参照）のうち、既に２品目について育種研究が終了している

が、水稲、落花生、イチゴ、マキ、ニホンナシ、ビワ、カラ―など本県の特

性や強みを発揮できる特産品目及び地方公設試験研究機関が担うべきものに

育種研究を集中させるため、必要性など十分検討を行った上で、育種研究に

取り組む品目の絞り込みを行うとともに、その品目に求める特性、開発目標

を明確化する。 

 

（２）原原種維持機能の再編 

生産者に県育成品種等の種苗を安定的に供給するためには、品種（原原種）

の形質を保持しながら、健全なものを維持する必要がある。原原種維持機能

を移管するためには、品目に応じて、ウイルスに感染させないための施設や

繁殖機能を保持するための冷蔵保管庫の整備が必要となる。 

原原種の維持保存については、当面育種研究所（長生村）の施設を活用

するが、順次必要な施設を整備し、速やかにセンター本場等へ移管する。 

なお、果樹育種試験地（千葉市緑区辺田町）が維持していたナシの原木

については、順次センター本場に移植する。 

また、暖地園芸研究所が行っているビワ、カラー等県育成品種の原原種

の維持・保存は引き続き暖地園芸研究所が行う。 

今後、県が育成した品種については、生産者等からの需要の状況を見な

がら、必要に応じて栽培を担当する研究室が維持・保存するが、品目・品種

については必要最小限にとどめ、それ以外については、廃棄もしくは国の 

ジーンバンクへ順次移管する。 
 

５ 種苗生産・配付業務の再編 

主要農作物種子法で県が配付すべき品目としている米、麦、大豆等について

は、引き続き農林総合研究センターが原種・種苗生産を行い、その他の園芸品

目の種苗生産・配付業務については、以下のとおり順次、アウトソーシング  

する。 

 

（１）農林総合研究センターが引き続き行うもの（主要農作物種子法関連品目） 

  ア 水稲 

    現育種研究所成東育成地（山武市成東）において、引き続き種苗生産

配付業務を行う 

 

 



- 19 - 
 

 

  イ 麦・大豆 

    育種研究所畑作物育種研究室（長生村）が行っていた種苗生産配付業

務は水稲・畑地園芸研究所（香取市大根）に移管する。 

 

（２）農林総合研究センターが引き続き行うもの（主要農作物種子法以外の品目） 

 種苗生産配付業務を行っている品種及び県育成品種の原原種維持は、関係

各研究室が引き続き行う。 

また、暖地園芸研究所が行っているビワ、カラーの県育成品種に係る許諾

先への原原種苗配付業務については、引き続き暖地園芸研究所が行う。 

 

（３）アウトソーシング（外部委託）するもの 

  これまで、育種研究所及び果樹育種試験地（千葉市緑区辺田町）が行って

いた園芸品目等の種苗生産配付業務については、育種研究所（長生村）の施

設及びほ場を活用するが、運営については、平成２６年度以降、順次アウト

ソーシング（外部委託）する。 

  また、許諾先へ配付する県育成品種の原原種の生産については、アウトソ

ーシングする。 

  なお、外部委託先が安定した業務運営を行えるよう適宜必要な技術指導を

行う。（表４参照） 

 

表４：種苗生産配付業務及び原原種生産をアウトソーシングする品目・品種 

品目 品種（植木類は樹種） 

落花生 千葉半立、ナカテユタカ、郷の香※２、おおまさり※２ 

カンショ ベニアズマ、高系 14 号、総の秋、べにはるか 

ヤマトイモ ふさおうぎ、千系５３－16 

サトイモ ちば丸※２ 

イチゴ ふさの香※２、桜香※２、紅香※２、とちおとめ、女峰 

坊主不知ネギ 足長美人※２、向小金、小金 

エシャレット 紫系、在来系 

植木類 マキ類、オガタマノキ、アジサイ、セイヨウツゲ、スギ、アオキ、 

スダジイ等 

ニホンナシ※１ 若光、なつひかり 

ビワ※１ ビワ台木 

 ※１：果樹育種試験地（千葉市緑区辺田町）が行っていたもの。 

※２：県育成品種の許諾先に配付する原原種の生産を委託。 
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Ⅲ 施設整備計画 

組織再編により県内１３カ所の研究施設を再編し、９の研究施設に集約する。

そのうち、老朽化が著しく耐震上の問題が大きい本場地区について、施設の  

建替えを行う。 

 

１ 本場地区の課題 

（１）施設の老朽化 

本館をはじめ本場内には１０の研究棟が散在するが、本館が建設後５０年

を経過しているほか、多くの施設が建設後４０年以上経過しており、老朽化

が著しい。また、耐震性に問題があることから、東日本大震災以降、職員の

安全を確保するため、既に本館の１階は使用を取りやめている。 

 

（２）本場内に散在する研究棟と狭隘な研究室・実験室 

現在の施設は、研究室単位に執務室、実験室がそれぞれ独立して整備され

ているため、個々の室が狭隘となっている。さらに、研究棟が場内に散在し

ているため、研究棟間、研究室間の往来が不便であり、研究員同士の連携や

連絡調整がしづらい構造となっている。 

 

（３）効率的な機器整備 

研究棟が場内に散在し、また、研究室単位に実験室が独立しているため、

作業の効率性の観点から実験室単位で実験機器類や薬品類を整備する必要

があったが、その反面、同じ備品や消耗品が複数の研究室に配置されるなど

非効率・非経済的であり、研究予算が減少する中で経費節減の観点から機器

類の効率的な配置・更新が必要である。 

 

２ 本場地区の施設整備の基本方針 

（１）将来の環境変化に対応できる拡張性の確保 

農林業を取り巻く環境が社会情勢や国の施策によって大きく変化するこ

とから、緊急的な課題や施策変更に伴う新たな課題に取り組むための研究室

の再編などに対応できるフレキシブルな施設とする。 

 

（２）研究員の連携・交流を促進させるための執務室のワンフロア化 

  複雑かつ多様化する生産現場の課題を速やかに解決するためには、複数の

研究部門が共同で、総合的に課題解決に取り組む体制が必要となってきてい

る。そのため、研究員の交流を促し、効率的かつスピーディーに課題を解決

する体制の構築を促進する環境が必要である。 

そこで、各研究室の執務室をワンフロア化し、研究員間の交流や意見交換

を促し、若手研究員への技術伝承はもとより、課題の発見や問題解決に向け

た協力体制が構築しやすい研究環境を整備し、オープンイノベーションを 

意識した施設とする。 
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      従来型            

※オープンイノベーション：新技術・新製品の開発に際して、組織の枠を越え、広く知識・技術

の結集を図ること。プラットホームは、その仕組みや枠組みの意味。 

 

図３：研究室のイメージ 

 

（３）効率的なプロジェクト研究が可能となる実験室 

  センターの各部門間の分野横断的な研究体制の構築に加え、関連する他

機関や大学との共同研究を推進するため、現在のような研究室単位ではな

く、研究内容に沿って横断的な研究や設備機器の共同利用が可能な研究施

設とする。 

  これにより、各研究室単位では対応困難な研究課題や積極的な外部資金

を活用した研究課題の受入が可能となる。また、機器類の効率的な導入・

更新費用の節減にもつながる。 

 

（４）開発した技術の普及を促進する共同利用施設（オープンラボ） 

センターが開発した先端的な分析・診断技術等を速やかに普及組織や先

進的な農業者に伝え、その技術を活用して普及職員や生産者自らが分析・

診断を行うことは、本人の技能・課題解決能力向上につながるとともに、

開発した技術の速やかな普及定着、普及職員等との連携促進、研究員の依

頼分析・診断業務の軽減など様々な効果が期待できる。 

また、複雑かつ多様化する生産現場の問題に的確に対応するためには、

現場の状況を熟知する先進農家や普及組織と共同で取り組むことが、より

迅速な課題解決につながる。 

このため、普及組織や生産者が農林総合研究センターで開発された技術

を習得し、自らが高度で高性能な遺伝子診断機器や成分分析装置を使って

診断分析を行うとともに、先進農家等と共同で現場の課題解決に取り組め

るオープンラボ（共同利用実験室）を整備する。 

  なお、施設の利用ついては、研究マネジメント室が窓口となり、運営は

その内容に応じて各専門の研究室が対応する。 

  

Ａ研究室 

 

Ｂ研究室 

 

Ｃ研究室 

 

Ｄ研究室 

 

廊下 

Ａ研究室 

 

Ｃ研究室 

 

Ｂ研究室 

 

Ｄ研究室 

 

オープンイノベーション 

プラットホーム型※ 

転換 
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図４：オープンラボのイメージ 

 

（５）生産者の相談に対応しやすい執務環境の整備 

 生産者の様々な相談に的確に対応できるよう専門分野の異なる研究者

がワンフロア化された同じ執務室に同居することで、総合的な相談対応

ができる環境に整備する。 

 

（６）県民に開かれた試験研究機関としての活用 

 県民や子どもに本県農林業の理解を深めてもらうため、一般向け公開

講座やイベント、子供向け科学教室等を開催するとともに、県民や子供

たちが気軽に入館できるスペースを確保し、本県の農林業についての 

理解・学習をより促進できるような施設とする。 

 また、県民誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに基づく、バリ

アフリー施設とする。 

 

（７）コスト低減を考慮した施設整備計画 

 建設費だけでなく、建設後の維持管理費、修繕費等を考慮し、照明、

冷暖房等の光熱費等を極力抑制し、自然エネルギーの有効活用やＣＯ２

削減に向けた敷地内の緑化など環境への負荷低減を図る施設設計を行う。 

 

 

 

高度な
化学分析
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病害虫診断

植物体中の機能性成分
などの成分含量や養液
栽培の養分分析など、
主要成分から微量成分
までを分析

遺伝子診断、高倍率光学
顕微鏡、無菌操作等を用
い、植物体や土壌に含ま
れる病気や害虫の診断
を実施
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農林総合研究センター
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研究成果の普及
専門的アドバイス
による課題解決

普及組織や生産者
との連携・情報交換

その他
の課題

生産者、普及
指導員と研究
員が協力した
課題解決へ
の取組

生産者、普及指導員が自ら診断分析できる実験室
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３ 施設整備計画の概要 

（１）施設の集約 

本場内の１０棟のうち、新耐震基準を満たす検査業務課（表５中⑥）及び

生物工学研究室（表５中⑦）を除いた８棟と再編する育種研究所（長生村）

及び果樹育種試験地（千葉市緑区辺田町）から機能移管する分を含めて本館

に集約して建替える。 

なお、検査業務課棟では、肥飼料の法定検査や放射能検査を、生物工学研

究棟では遺伝子関連研究を行っている性質上、検査の精度保持や異物混入防

止の観点からも既存施設を使用する。 

 

（２）施設の整備候補地 

建替工事が終了するまで試験研究に与える影響が少なく、継続して使用す

る２施設（検査業務課棟・生物工学研究棟）との近接度や接道などのインフ

ラに係る諸条件等を考慮し、本場内で施設整備の候補地を検討する。 

 

（３）施設規模について 

執務室、実験室等の必要面積を算定し、同様施設を参考に施設規模を検討

する。 

 

ア 執務室 

全ての研究室をワンフロアの共同執務室とし、職員１名当たり必要面積

を勘案し、執務室の必要面積を算定する。 

 

イ 実験室 

    基本的には、全ての研究室が研究内容に応じて共同使用できる構造と

し、必要最低限の機器類や薬品類等の整備で対応できるよう設計する。 

また、先進農家や普及組織との共同実験やセンターが開発した技術の

普及伝達を実施するオープンラボに必要な面積を確保する。 

     

  ウ 研修室・会議室 

    研究成果発表会や一般向け公開講座の開催に対応できるようこれまで

の参加実績から２００名程度が収容できる研修会議室を確保する。 

    なお、参加人数に応じた会議・相談が同時開催できるよう間仕切り等

を設け、柔軟な使用ができる構造とする。 

  

  エ 図書資料室 

    図書室及び本場内各棟に分散する資料室を集約し、効率的な収納を行

うことで現在より少ない収納面積とする。 
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オ 電算資材室 

    試験研究やほ場調査等に必要な共通資材・消耗品等を一括で管理し、

適切な資材管理を行うとともに各種研修等の資料印刷等ができる面積を

確保する。 

 

カ 延床面積 

    執務室等に必要な面積を積算した上で、同様の施設を参考に施設のバ

リアフリー化を考慮し、必要な延床面積を算出する。 

 

表５：現行施設の状況と新庁舎への移転について 

 

 

 

 建物名称 延床面積 
（㎡） 建築年 経過 

年数 耐震診断 新庁舎へ

の移転 
① 本場本館 2,394.07 昭和 38 年 50 年 最低 Is 値 0.26   ○ 
② 第２分館 661.50 昭和 45 年 43 年 未実施   ○ 
③ 農本館（展示会館） 660.00 昭和 45 年 43 年 最低 Is 値 0.53   ○ 
④ 病害虫防除所事務所 331.20 昭和 38 年 50 年 未実施   ○ 
⑤ 病害虫防除所実験棟 358.92 昭和 38 年 50 年 未実施   ○ 
⑥ 検査業務課 798.00 昭和 60 年 28 年 新耐震基準 既存使用 

⑦ 生物工学研究室 518.00 昭和 62 年 26 年 新耐震基準 既存使用 
⑧ 旧環境機能研究室棟 603.40 昭和 44 年 44 年 最低 Is 値 0.34   ○ 
⑨ 旧微生物研究室棟 544.76 昭和 38 年 50 年 最低 Is 値 0.79   ○ 

⑩ 流通利用実験室 117.40 昭和 38 年 50 年 未実施   ○ 

⑪ 育種研究所本館（長生村） 992.63 昭和 58 年 30 年 新耐震基準   ○ 

⑫ 果樹育種試験地事務所 330.50 昭和 41 年 47 年 未実施   ○ 
 
 

合計 
（うち再編統合分） 

8310.38 
(6994.38)     



農林総合研究センター機能強化の基本計画の概要
【参考】 平成２６年４月新体制Ⅰ 組織再編の基本方針

総務・業務系部署

研究マネジメント室 【新設】

水稲育種、水田規模拡大支援

特産果樹・切り花・観光農業

野菜、果樹、花植木、落花生の栽培・育種

土壌環境・病理昆虫・生物工学・流通加工

畑作・露地野菜の規模拡大支援、機械化

生産環境研究室 【新設】

森林・海岸防災林再生

最重点プロジェクト研究室【新設】

森林

研究所

本場
地区

暖地園芸
研究所

水稲・畑地

園芸研究所

組
織
を
横
断
す
る
研
究
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

Ⅱ 再編後の研究体制

本場（千葉市緑区）

落花生研究室（八街市）※現落花生試験地

総務課

検査業務課

研究マネジメント室（新設）

最重点プロジェクト研究室（新設）

流通加工研究室

野菜研究室

果樹研究室

花植木研究室

土壌環境研究室

病害虫防除課

北総分室

南総分室

②重要な課題へ対応するための研究体制整備

・特に重要な研究課題に迅速に対応するため、

各専門分野に精通したスタッフでチームを編成し

専従で取り組む研究室を新設。

⑥温暖化等気象変動や鳥獣害対策の研究を強化
・暖地園芸研究所に拠点を整備

③育種と栽培研究の一体化による育種研究機能強化
・育種研究を本場等へ移管
・育種品目を絞り込み、１品目２研究員体制へ

①横断的研究強化のためのマネジメント体制の構築

・センター全体の横断的研究の企画調整

・外部資金獲得に向けた他機関とのコーディネート

・政策提言機能の強化

⑤機械化・軽労化に関する研究推進
・機械化の可能性検討、国やメーカーとの共同開発

④水稲・露地野菜等の大規模経営に対応した研究強化
・北総園芸研究所を核として組織再編

Ⅲ 施設整備の基本方針（センター本場）

研究所

種苗増殖・生産施設として活用（運営は外部委託）
旧育種

研究所

【現 状】

○施設の耐震強度不足（Is値：0.26）⇒震度６程度の地震で倒壊のおそれ

○本場地区内に１０研究棟が分散

○執務室と実験室が研究室ごとに独立し、狭隘

⇒横断的研究や研究員の情報交換が困難

【施設整備イメージ】

【再編後】

①執務室のワンフロア化

研究員間の交流や意見交換を促進し、効率的にプロジェクト研究に
取り組める施設とする。

②共用実験室の設置

センター内の研究員が研究機器を共有して活用するとともに、
大学等他機関との横断的研究に取り組める実験室を設置する。

③オープンラボの新設

地域の技術的課題に先進農家等と共同で解決に取り組むとともに、
開発した新技術を速やかに普及するための実験室を設置する。

④展示スペースの設置

生産者を中心とした県民への情報発信を行う。

森林研究所（山武市）

暖地園芸研究所（館山市）

特産果樹研究室

野菜・花き研究室

生産環境研究室（新設）

水稲・畑地園芸研究所（香取市）
※北総園芸研究所を改組

東総野菜研究室（旭市）

水田利用研究室（香取市)※現育種研究所水稲育種研究室

水稲温暖化対策研究室（千葉市）※現水田作研究室

成東育成地（山武市）※現育種研究所成東育成地

畑地利用研究室（香取市)※現北総園芸研究所畑作園芸研究室

病理昆虫研究室

生物工学研究室

Ａ研究室 Ｂ研究室

Ｄ研究室Ｃ研究室

廊 下

オープンイノベーション・プラットホーム型※

新技術などの開発に際して、組織の枠を越え、広く知識・技術の結
集を図ること。プラットホームは、その仕組みや枠組のこと。

Ａ研究室 Ｂ研究室

Ｃ研究室 Ｄ研究室

従来型

⑦法定以外の種苗生産業務を外部委託

⑧生産者や一般県民に開かれた研究機関への転換


