
○速効性肥料や有機質肥料に肥効調節型肥料（被覆肥料等）をブレンドした肥料

○肥効が長期間持続するため追肥作業の軽労化を実現

○水稲用で普及が進んでおり、品種、直播など栽培様式により多様な銘柄が展開

肥効調節型肥料入り銘柄

「施肥名人（※）」による窒素肥効のイメージ図
～地温から窒素肥効の予測が可能～

このような生産者にお奨め！
～肥効調節型肥料入り銘柄のメリット～

１．施肥作業が大幅に省力化される。
２．被覆肥料を利用すると、肥料の利
用率が高まるので減肥が可能となる。
３．生産安定化、環境負荷軽減が期待
できる。

肥効調節型肥料②

肥効調節型肥料①

速効性肥料

※ＪＡ全農が開発した窒素溶出シミュレーションソフト

肥効調節型肥料入り銘
柄の例

※被覆肥料や化成肥料
をブレンドして製造

詳しく知りたい方は全農ウェブサイト：http://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/gijyutu.html
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※水田でご使用の場合、溶出後の被覆肥料の殻が浮くことがありますので、圃場外に流出させないようご注意ください。



○安価な肥効調節型肥料（被覆肥料等）のニーズに対応するため、海外の被覆肥料の取扱いを開始し
た。

○国産被覆肥料と比較して、溶出のばらつきがあるため、適用する作物の選定は慎重に行う。

輸入肥効調節型肥料入り銘柄

輸入肥効調節型肥料
～輸入被覆尿素を活用～

このような生産者にお奨め！
～輸入肥効調節型肥料入り銘柄のメリット～

１．施肥作業が大幅に省力化される（国産
の肥効調節型肥料入り銘柄と同様）。
２．安価な肥効調節型肥料入り銘柄を活用
した肥料コストの低減が可能。
※溶出のバラツキがあるため、作物の品質
への影響を考慮して飼料米用銘柄等で使用

項目 輸入被覆尿素
２Ｍ・３Ｍ

溶出日数(25℃) 2M：60日、3M：90日

成分(窒素全量) 2M：43%、3M：43%

溶出のパターン リニア型（2M・3M）

価格帯 国産被覆尿素より安価で
すが、輸入被覆尿素は原料
として使用するため、製品
価格は銘柄によって異なり
ます。

外観

【試験概要】
１．実施年：平成26年
２．実施場所：宮城県（多湿黒ボク土）

３．品種：夢あおば
４．試験区：kg/10a
・対照１：国産肥効調節型肥料入り銘柄（14kg/10a）
・対照２：基肥（高度化成）＋追肥（尿素）（12kg/10a）
・飼料米：輸入肥効調節型肥料入り銘柄（12kg/10a）



○窒素（および加里）の溶出量を調節できる水稲育苗箱専用肥効調節型肥料「苗箱まかせ」（ジェイ
カムアグリ株式会社）を使用した施肥法である。

○育苗箱に培土と一緒に「苗箱まかせ」を入れることで、田植え後に必要な窒素全量を施肥できるた
め、基肥と追肥作業が省略できる。

苗箱まかせ

苗箱まかせを使用した水稲苗 このような生産者にお奨め！
～苗箱まかせのメリット～

提供：秋田県立大学金田教授

１．田植時の肥料補給が不要（施肥の
省力化）
２．雨の日でも田植え作業が可能
（天候に左右されない計画的な作業）
３．慣行施肥より約30%減肥が可能、
施肥コストを削減（高い窒素利用率）

苗箱まかせの施肥

詳しく知りたい方は全農ウェブサイト：http://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/gijyutu.html



○肥効調節型肥料（特に被覆肥料）を活用して２作分の施肥を１回で行う施肥法。

○２作１回の事例が多いが、３作１回施肥なども試みられている。

○マルチを外さないで次作の定植または播種ができるので、比較的短期間に複数の作物を栽培する
葉菜類（ハクサイ、レタス等）で効果を発揮する。

野菜の２作１回施肥法

２作１回施肥の栽培風景（山梨の例） このような生産者にお奨め！
-野菜の２作１回施肥法のメリット-

１．マルチを張り替えず
有効活用して露地野菜を
連続生産できる。
（マルチ張り替え・２回
目の施肥作業の軽減、マ
ルチ資材費の削減）

２．窒素利用率向上によ
る減肥が可能であり、環
境負荷の軽減

第２作：ハクサイ

第１作終了後第１作：レタス

詳しく知りたい方は全農ウェブサイト：http://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/gijyutu.html



○粒状（固体）肥料や液体肥料を潅漑水と一緒に流し込む施肥法である。

○水田に立ちこむことなく追肥ができるため追肥の省力化※が可能である。
※現在、元肥から流し込みができるタイプを開発中。こうご期待！

水稲流し込み施肥法

流し込み施肥の種類と肥料 このような生産者にお奨め！
～流し込み施肥のメリット～

１．真夏の追肥作業を
軽減したい（施肥の省
力化）
２．猛暑等によって窒
素切れが早い場合に労
力をかけずに追肥作業
をしたい（高温登熟障
害の回避）。
３．飼料米栽培等で施
肥コストをできるだけ
低減したい。
※均平がとれた圃場で
効果を発揮する。

粒状（固体）肥料 液体肥料

専用
化成

単肥（硫安・尿素・
塩加など）・BB

専用肥料 尿素溶液

専用化成「みなくちNK」
（セントラル化成）

専用液肥「おてがるくん」
（片倉コープアグリ）

単肥・液肥「尿素溶液」

詳しく知りたい方は全農ウェブサイト：
http://www.zennoh.or.jp/activity/hiryo_sehi/gijyutu.html



○省力製剤・省力技術を活用することで、農薬散布作業の労力軽減が図れます。

豆つぶ剤・顆粒水和剤・ジャンボ剤（水口施用）による防除

豆つぶ剤 顆粒水和剤【顆粒水口処理】

薬剤を入れた「メッシュバック」を水口に
セットするだけ！10a当たり80gで省力除草！豆つぶ散布時の拡散の様子

資料提供：クミアイ化学工業株式会社

資料提供：日産化学株式会社

ジャンボ剤【水口施用】

入水時に水口に薬剤を処理するだけ！
圃場周辺を歩き回る必要なし！

資料提供：北興化学工業株式会社

※使用方法に「水口施用」の登録が必要。

自己拡散性に
優れた製剤に
より実現！！



○薬剤抵抗性害虫の問題を｢バンカーシート｣により解決します。
○天敵を長期間・大量に放出することにより、害虫発生前に計画的に放飼が可能。
○天敵の繰り返し放飼の負担を軽減でき、コスト低減に貢献します。

【天敵による害虫防除の現状と課題】

○ 天敵の放飼タイミングが難しい
○ 併用できる化学農薬が限定される
○ 追加放飼により、防除コストが高くなる

1．放飼タイミングのスケジュール化が可能
2．残毒日数の短い化学農薬と併用可能
3．継続して天敵が放出されることにより、

使用回数の削減によるコスト低減

【導入のメリット】

【バンカーシートの構造】

【さまざまな作物で展開中】

天敵農薬（バンカーシート）

保湿資材

天敵製剤

天敵増殖シート

バンカーシート
本体

食用きく施設きゅうり 施設おおば 露地なし

施設いちご 施設キク 施設バラ



ラウンドアップマックスロード5L少水量散布（ＵＬＶ５）

施設きゅうり 施設おおば

○通常50L～100L/10aの散布水量で散布するが、同じ薬量を5L/10aの少水量で散布できる技術
○①散布液が軽量になる。②希釈水を準備する時間が大幅に減少する。など使用者の労力軽減に
貢献する技術である。



＜直播栽培の特長＞育苗が不要、春・秋作業の労働分散が可能、面積拡大が可能となり所得増大が期待できます。

＜ＪＡ全農がすすめる鉄コーティング水稲直播とは＞
現在最も普及が進んでいる直播技術です。農閑期に種子の準備が可能、コーティング時の発熱による種子伝染
病害、抑制、鳥害に強い、表面播種であり散播が可能 などの特長があります。

鉄コーティング水稲直播による省力化・規模拡大

【経営面のメリット】
１．育苗が不要なので育苗ハウス不足が解決できる。
２．鉄コーティング種子は保存期間が長いため、冬農閑期にコーティング
作業が可能で、春作業を分散できる。

３．上記１．２．の解消により、水稲面積の拡大、育苗ハウスの有効活用
による所得増大が期待できる。

４．移植に比べ７～10日程度在圃期間が長いため、秋収穫作業のピーク
を調整できる。

鉄コーティング水稲種子 ラジコンヘリによる播種

＜収量確保に向けた栽培ポイント＞

１．最低播種量（点播は４kg/10a，散播は５kg/10a）
２．苗立ち率確保に向けた播種時期の日平均気温別の水管理
３．水管理に適した直播用水田の準備（均平・明渠・溝切等）
４．直播専用肥料の施用
５．除草は、初期剤＋初中期一発除草剤の２回を基本

詳しい栽培方法は、全農で発行しています「鉄コーティング種子を用いた水稲の直播栽培マニュアル」を参照下さい。

【作業面のメリット】
５．多目的田植機による点播播種のみでなく、表面播種の特長を活かした
散播が可能。播種方法もラジコンヘリコプター・ブロードキャスタ・動散
など複数選択が可能（ドローン散播も期待）。

６．散播は、多目的田植機での点播よりさらに労働費（労働時間）が削減
できる。



○育苗箱１枚当たり乾籾200～300gで播種。育苗後、慣行と同じ本数を移植します。
○使用する苗箱数が大きく減り、育苗日数が短縮されます。

水稲高密度播種

【期待される効果】
１．育苗培土・育苗箱などの物財費を削減
２．播種・育苗・田植え時の労働費低減
３．育苗ハウスの有効活用による所得増大

・ 水田経営面積拡大への対応
・遊休ハウスへの高収益性品目の導入

概要

慣行 高密度播種

苗箱あたりの
乾籾量 125g 250g

10aあたりの
苗箱数 20枚 10枚

10aあたりの
コスト
（円）

慣行
①

高密度
播種
②

削減効果
②-①

培土代 1,600 800 ▲ 800

労働費 1,950 1,340 ▲ 610

計 3,550 2,140 ▲ 1,410

・培土代：500円/20kgで計算
・労働費：短縮した労働時間 約28分/10a

(播種約5分、育苗約20分、田植えの苗補給約3分)

時給1,300円で計算

メーカー・
農業試験場

技術
播種量（乾籾）
（g/箱）

育苗日数
（日）

苗丈
（cm）

葉齢
（葉）

10aあたりの
苗箱数（枚）

ヤンマー 密苗 250～300 15～20 10～15 2.0～2.3 7～8
坪60株植

クボタ 密播苗 約250 10～21 10～13 1.5～2.2 9～11
坪50～60株植

井関農機 密播疎植 220～250 14 12～15 2.0～2.5 約6
坪37株植

宮城県
常時被覆による簡易な
無加温出芽乳苗育苗

220 10～14 8～12 1.3～1.5 約13
坪60株植

佐賀県 短期苗移植栽培 200～220 約14 約13 2.0未満 10～12
坪60株植

高密度播種(300g/箱） 慣行（140g/箱） 高密度播種での良好なマット形成

コスト削減効果（Ａ県の密苗の事例）

※農業試験場（宮城・佐賀）の技術は、普及技術として紹介されています。
※「10aあたりの苗箱数」は、播種量や栽植密度により増減します。



水稲疎植栽培

コスト削減効果（例）

○慣行の田植えに比べ植付け株間を広くし、使用する苗箱数を減らします。
○株間を約22～30cm（栽植密度37～50株／坪）に広げるのが一般的です。
○穂数の確保により、慣行と同等の収量確保が可能です。

慣行
株間18cm

疎植
株間30cm

苗箱あたりの
乾籾量 125g 125g

10aあたりの
苗箱数

20枚 12枚

10aあたりのコスト
慣行

株間18cm

①

疎植
株間30cm

②

削減効果
②-①

培土代（円） 1,600 960 ▲ 640

労働費（円） 1,950 1,450 ▲ 500

計 3,550 2,410 ▲ 1,140

・培土代：500円/20kgで計算
・労働費：短縮した労働時間 約23分/10a

(播種約5分、育苗約15分、 田植えの苗補給約3分)

時給1,300円で計算

条間
（cm）

株間
（cm）

栽植密度
（株/坪）

10aあたりの
苗箱数（枚）

慣行

30

15 70 23

18 60 20

疎植

22 50 16

24 46 15

26 43 14

30 37 12

概要

【期待される効果】
１．育苗培土・育苗箱などの物財費を削減
２．播種・育苗・田植え時の労働費低減
３．育苗ハウスの有効活用による所得増大

・ 水田経営面積拡大への対応
・有休ハウスへの高収益性品目の導入

※井関農機の「密播疎植」では、播種量（乾籾）220～250g/箱で育苗し、栽植密度37株/坪で
移植すると、10aあたりの苗箱数が約６枚（上表の半分程度）になる。

株間30cm

条
間
3
0
cm

栽植密度 37株/坪 収穫期（分げつによる穂数確保）



○野菜作を規模拡大するためには、収穫作業の能率アップと労力軽減が不可欠である。
○能率アップおよび労力軽減・人件費抑制の面で、大型機械による収穫が注目されている。

○経営規模拡大・効率化
平成28年の野菜算出額は2.5兆円で、農業総産出額の3割に迫る勢いに
なっており、米の産出額（1.7兆円）を大きく上回る。

ライフスタイルの変化も加わり、外食・中食需要は増加を続け、加工・業務
用野菜の需要拡大を後押しする。

しかし、経営面積拡大は、作業可能期間や労働力確保との兼ね合いで限
界がある。収穫機の導入は、その限界を引き上げることができる一手段と
して昨今導入が進んでいる。

野菜収穫機

＜収穫機導入目的＞ ＜収穫機導入メリット＞

○重労働からの開放

収穫作業は人力に依存している品目が多く、特に葉菜類など、収穫物の
取扱に手間がかかるため作業者の負担が大きい。この重労働から開放さ
れるだけでなく、作業時間を短縮できる。

○労働費削減
基幹的農業従事者の平均年齢は66.6歳（平成29年）で、依然として高い

水準にある。野菜作における収穫作業は人手が必要であり、高齢化や人
手不足の影響が直撃している。機械化はその人手不足を解消するととも
に、品目により異なるが、現行作業と比較し、作業要員の削減が可能で
ある。

（台）

資料：日本農業機械工業会

井関 たまねぎ収穫機

VHA670SR6

キャベツ収穫機

HC1400

大根収穫機

HD1400

ねぎ収穫機

HG100MA



環境にやさしい資材の取扱い拡大でコストを削減

【生分解性マルチの取り組み】

ＪＡ 県 域 全 国 域

役割分担 ○部会・生産者への推進 ○現場ニーズの把握、JAへの推進
○新原料導入や規格統一等の低コスト化の
検討

【役割分担】

○収穫後に土中にすき込むこむため、面倒なマルチ除去の手間が軽減
され、労働時間が短縮されることにより、農地の規模拡大につながる。
○通常のマルチで発生する廃棄物処理の手間・費用を省くことができる。

＜生分解性マルチ導入のねらい＞

生分解マルチ

＜本会取扱実績＞

＜今後の取り組み＞

H27年度 H28年度 H29年度

22,000本 30,000本 37,000本

＜ポリマルチと生分解性マルチのコスト比較（例：とうもろこし）＞

（単位：円/10a）

※使用本数は200m/本、処理費は50円/kgで試算（ABA資料より抜粋）

○生分解性マルチの導入により、トータルコストの低減を図ることは可能で
あるものの、生分解性マルチ自体の価格が高いため、産地にて導入に
至らないケースが多い。
○さらなる価格引下げを図るため、より低コストな生分解性樹脂の取扱を
検討する。

使用
本数

資材費
回収作
業費等

回収等
作業時間

処分費 合計

ポリ
3.5本

6,370 14,454 15h 1,300 22,124

生分解 19,460 － ― － 19,460



ハウス内の環境モニタリング（アグリネット）

アグリネットとは、栽培中の施設園芸用ハウスの異常警報や環境状況をスマートフォンやタブレット、ＰＣで手軽に確認できるサービスです。

【警報機能】

•暖房機や温度環境の異常をメールでお知らせします！

•ハウスに不在時でも、暖房機の不着火等のトラブル情報を即時にメー
ルで連絡します。また、設定気温の上限・下限を超えた場合も同様にメー
ルで連絡を受けられます。

【アグリネットの機器構成】

アグリネットは、下図の機器（モニタリングセンサー、アグリネットクラウドコントロ
ーラ）をハウス内に設置し、サービスに加入して利用する仕組みとなっています。

【環境モニタリング機能】

■ハウス内の環境状況をモニタリング・記録できます！

いつでもハウス内の環境状況をモニタリングできます。測定・表示項目は、温
度・湿度・日照量・ＣＯ２濃度・積算日射量・飽差です。得られた情報を数値とグ
ラフで表示でき、ハウスの現状が把握可能です。ハウス内温湿度管理だけでな
く、サービスに応じて飽差に基づいたＣＯ２最適施用や、除湿効果の確認など、
様々な栽培管理に活用できます。

■環境測定データは記録・蓄積され、ダウンロードも可能！

ハウス内の環境測定は１５分毎に記録されており、データをＰＣにＣＳＶ形式で
ダウンロードすることも可能です。ハウス内環境の現状把握だけでなく、過去に
導入した機器・資材の効果発揮状況を確認することも可能となります。また、栽
培条件の履歴としても記録されるため、ノウハウの蓄積となり、後継者への引継
ぎ等もわかりやすく行うことができます。

【情報管理ツール機能】 ※管理者の作業が必要です

■栽培日誌や農薬使用履歴台帳としても活用！

サービス内容に、栽培日誌や農薬使用記録簿の機能があり、スマートフォン等の端
末で簡単に入力・管理が可能です。簡単な操作で生産履歴管理ができます。

農薬管理台帳は、更に精細な管理が可能な高機能バージョンも用意しています（別
料金制）。

■連絡ツールとしての活用も可能！

ＪＡからの連絡や行政からの指導文書もＰＤＦで閲覧可能です。部会への出欠確認や
伝達事項など、資料の汚れや紛失による連携漏れを回避できます。市況情報や病害
予察情報等の閲覧も可能です。併せて営農スケジュール管理に活用できます。


