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　試　　験　　課　　題　　名 実 施 場 開始年
終了
年

備　考 担当グループ

1　戦略研究・重点研究
1　戦略研究

75　機械施設全般

1106 117561 地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構
築

中十根 26 30 ○北総研、釧路水試、林業試、林産試、工
試、環科研、地質研 中央生シ、十勝生シ 戦略

85　経営全般

1106 118571 農村集落における生活環境の創出と産業振興に向けた対策
手法の構築

中十根 27 31 ○農試、釧路水試、林業試、林産試、工
試、環科研、地質研 中央生シ、十勝生シ、根釧地域 戦略

91　農産品質

1105 119171 素材・加工・流通技術の融合による新たな食の市場創成
中上十根北
花

27 31 ○農試

中央品質、中央作物、上川地
域、十勝環境、北見麦類、花野
花野、花野環境

戦略

2　経常研究
1　試験研究費

11　水稲育種

3101 211161 障害に強く高品質で安定生産可能な北海道米品種の開発促
進

上中南 26 31 上川水稲、中央水田、道南地域 経常

3101 211162 水稲直播栽培用高位安定性品種の早期開発 中上 26 30 中央水田、上川水稲 経常

3101 211151 水稲品種開発事業 上中 25 31 上川水稲、中央水田 経常

3101 211181
一次産業におけるビッグデータの取得技術と利活用解析技術
に関する研究
 2）気象および農業試験場保有データ等の水稲品種改良に
おける活用

中 28 30 中央水田
経常

（理事長枠）

3101 211191 炊飯米の低老化性に関するDNAマーカーの有効性検証と利
用

中上 29 31 中央生工、中央水田、上川水稲 経常

22　畑作大豆

3101 212251 大豆品種開発事業 十中 25 31 十勝豆類、中央作物 経常

29　畑作全般



3101 212900 畑作物の地域適応性検定試験 中上南十北 S29
H26再編対象課題（集約）

ベース金額；3,335千円

5,927千円はH28までの奨決試験のため

の補てん研究費として配当

中央作物、上川地域、十勝地
域、北見地域、北見麦類、道南
地域

経常

31　園芸果樹

3101 213100 おうとう品種改良試験 中 2 中央作物 経常

3101 213110 特産果樹品種比較試験 中 S38 中央作物 経常

3101 213120 果樹わい性台木の特性調査 中 S55 中央作物 経常

3101 213130 果樹地域適応性検定試験 中 S56 中央作物 経常

3101 213141 ブルーベリーの高品質安定栽培技術の確立 中 24 29 中央作物 経常

3101 213171 外観および食味に優れたおうとう新品種の開発強化と普及促進中 27 34 　 中央作物 経常

3101 213181 北海道の栽培条件を活かすりんご品種の選定と栽培法の確立 中 28 35 中央作物 経常

3101 213191 DNAマーカーを利用したおうとう品種の開発強化 中 29 31 中央生工、中央作物 経常

3101 213192 北海道における醸造用ぶどう品種の栽培特性 中 29 34 中央作物 経常

45　畜産衛生・安全

3105 215500 環境保全型有機質資源施用基準の設定調査
中上十北根
天南

10 　
中央環保、中央栽環、上川環
境、道南環境、十勝環境、根釧
飼料、北見環境、天北地域

経常

59　農業環境全般

3101 215981 転作たまねぎに対する地下かんがい技術の高度化と効率的な
水供給を可能にする暗きょシステムの確立

中 28 30 中央環保、中央水田 経常

3102 215991 常呂川流域圏における人間活動と水・物質循環とのつながり
の解明

中北 29 31
○環科研
地質研
林試
北総研
さけます内水試

中央環保、北見環境
経常

（理事長枠）



61　病害虫水稲

3104 216171 水稲の直播栽培における初期害虫の効率的防除法の確立 中 27 29 中央病虫 経常

3104 216172 夏季高温で多発する水稲の紋枯病および疑似紋枯病の発生
実態解明および防除対策の確立

中南 27 29 中央病虫、道南環境 経常

63　病害虫園芸

3104 216371 たまねぎを加害するネギハモグリバエの発生生態解明および
防除対策の確立

中 27 29 中央予察 経常

65　病虫全般

3104 216500 農作物病害虫診断試験　①突発及び新発生病害虫診断試
験、②生理障害診断試験

中上南十北
花

S50
中央病虫、上川環境、道南環
境、十勝環境、北見環境、花野
環境、中央栽環、中央予察

経常

81　経営水稲

3103 218181 飼料用米のコスト指標策定と作付け安定化に向けた生産体制
の解明

中 28 30 中央生シ 経常

3103 218191 水田フル活用に向けた圃場基盤整備による経営改善効果の
解明

中 29 31 中央生シ 経常

93　植物遺伝資源、種苗

3103 219321 植物遺伝資源の保存管理 中 27 31 中央資源 経常

99　全般

3106 219971 機動的調査
本上天南十
根北畜花

27 31
中央地域、上川地域、天北地
域、道南地域、十勝地域、根釧
地域、北見地域、畜試支援、花
野研修

経常

3106 219971 機動的調査（かぼちゃの省力的収穫体系の構築に向けた実
態調査）

中 29 29 中央生シ、中央地域 経常

3　経常（各部）研究（一般管理費計上分含む）

1　技術普及課事業
11　水稲育種

311110 普及促進　水稲 中上南 S41 新優良品種普及促進事業；一般管理費
（農作物対策費） 上川水稲、中央水田、道南地域 経常（管理）

311130 奨決　水稲 中上南 S29 奨励品種決定基本調査；一般管理費（農
作物対策費）

中央水田、上川水稲、道南地域
上川水稲364　（基本と現地を統合）

中央水田542　（基本と現地を統合）

道南地域234　（基本と現地を統合）

経常（管理）
旧奨決基本　水稲
旧奨決現地　水稲

21　畑作麦類



312130 奨決　麦類 中上十北 S28 奨励品種決定現地調査；一般管理費（農
作物対策費）

中央作物、上川地域、十勝地
域、北見麦類
上川地域826（管理70＋経常補填756）
北見麦類428（管理103＋経常補填325）
中央作物884（管理67＋経常補填817）
十勝地域856（管理35＋経常補填821）

経常（管理）
旧奨決基本　水稲
旧奨決現地　水稲

22　畑作大豆 　

312220 奨決　大豆 中上南十北 S51 奨励品種決定現地調査；一般管理費（農
作物対策費）

中央作物、十勝豆類、上川地
域、北見地域、道南地域
上川地域368（管理66＋経常補填302 ）
北見地域368（管理42＋経常補填326）
中央作物367（管理149＋経常補填218）
道南地域367（管理63＋経常補填304）
十勝豆類116（管理116＋経常管理 0）

経常（管理）
旧奨決基本　水稲
旧奨決現地　水稲

23　畑作小豆菜豆

312310 奨決　小豆 中上南十北 S46 奨励品種決定調査；一般管理費（農作物
対策費）

十勝豆類、上川地域、中央作
物、道南地域、北見地域
上川地域367 （管理85＋経常補填282）
北見地域187（管理187＋経常補填0）
中央作物367（管理203＋経常補填164）
道南地域366（管理81＋経常補填285）
十勝豆類165（管理165＋経常補填0）

経常（管理）

24　畑作馬鈴しょ

312410 奨決　馬鈴しょ 上十北中 S42 奨励品種決定調査；一般管理費（農作物
対策費）

十勝地域、上川地域、北見育
種、中央作物
上川地域367（管理80＋経常補填287）
北見育種69（管理69＋経常補填0）
中央作物367（管理40＋経常補填327）
道南地域40（管理40＋経常補填0）
十勝地域368（管理111＋経常補填257）

経常（管理）

26　畑作そば他

312630 奨決　そば 中 S29 奨励品種決定調査；一般管理費（農作物
対策費） 中央作物 経常（管理）

29　畑作全般

312910 普及促進　豆類 中北 S41 新優良品種普及促進事業；一般管理費
（農作物対策費） 中央作物、北見地域 経常（管理）

93　植物遺伝資源、種苗

319310 基本系統・育種家種子の維持・増殖 中 S27 原原種生産事業；一般管理費 中央資源
経常（管理）

319320 普及促進　総括 中 S41 新優良品種普及促進事業；一般管理費
（農作物対策費） 中央資源 経常（管理）

99　全般

3106 319971 革新的技術導入による地域支援
中上天南十
根北畜花

27 31
経営支援総合推進事業；地域農業技術導
入支援事業（革新的農業技術導入促進事
業） 各場地域 経常（各部）



2　食品政策課事業
56　有機栽培

3104 325671 有機栽培畑のリン酸肥沃度を考慮した有機質資材施用法の
確立

中 27 30 有機農業総合推進事業費 中央栽環 経常（各部）

3102 325691 有機野菜畑における越冬性マメ科緑肥の活用法 中 29 32 有機農業総合推進事業費 中央栽環 経常（各部）

3104 326372 特別栽培のためのだいこん病害虫の防除体系の確立 中 27 29 ｸﾘｰﾝ農業総合推進事業；ｸﾘｰﾝ農業技術
開発・実証事業 中央病虫 経常（各部）

85　経営全般

3103 328581 クリーン農業が産地と消費者にもたらす効果の総合評価 中十 28 30 ｸﾘｰﾝ農業総合推進事業；ｸﾘｰﾝ農業技術
開発・実証事業 中央生シ、十勝生シ 経常（各部）

3　農産振興課事業

4　畜産振興課事業

4　道受託研究・事業

1　技術普及課事業

11　水稲育種

4101 411191 米政策改革対応水稲品種開発加速化事業 中 29 31 米政策改革対応水稲品種開発加速化事
業 中央生工 道受託

2　食品政策課事業
59　農業環境全般

4106 425900 肥料分析委託業務 中 1 肥料検査費；肥料検査費 中央環保 道受託

65　病虫全般

4104 426500 病害虫発生予察調査
中南上北十
花

S16 植物防疫推進事業；植物防疫推進事業

中央予察、上川環境、道南環
境、十勝環境、北見環境、花野
環境

道受託

3　農産振興課事業
31 園芸果樹

4101 433191 醸造用ぶどう単収格差要因分析調査委託業務 中 29 31
醸造用ぶどう生産拡大総合サポート事業
費 中央作物、中央環保 道受託

99　全般

4101 439961 新規作物導入試験 中 26 29 畑作物生産改善対策費 中央栽環 道受託



4　畜産振興課事業

5　農村基盤関係課事業
59　農業環境全般

4105 455900 農業農村整備事業等に係る土壌調査
中上十北天
根花

S40 公共事業事務費；公共事業事務費（農村
計画課）

中央環保、中央栽環、上川環
境、道南環境、十勝環境、北見
環境、根釧飼料、天北地域、花
野環境

道受託

4105 455963 ほ場の堅密層に関する調査 中 26 29 農村計画課　技術調査費 中央環保 道受託

4105 455971 酸性硫酸塩土壌地域おける区画整理後のpH改善対策手法
の検討調査

中 27 29 農地整備課　技術調査費 中央環保 道受託

5　一般共同研究
85　経営全般

5103 518581 地域づくりを支援するコンサルティング手法の実証とマニュア
ル化

中 28 30 (株)道銀地域総合研究所 中央生シ 一般共同

6　公募型研究
2　農水省：農林水産技術会議・独法関係

11　水稲育種

6101 621171 新たな簡易米飯評価法を用いた実需ニーズに対応した業務
用多収品種の開発

上中南 27 31
農食事業（実用技術開発ステージ　育種対
応型）
北農研、ホクレン、ホクレンパールライス

部、サッポロライス(株)、北海道農政部

上川水稲、中央水田、中央品
質、中央生工、道南地域

公募型

21　畑作麦類

6101 622162 北海道に適応した障害や病害に強く加工適性に優れた小麦
品種の開発

北中上十 26 30
農食事業　育種対応型　北農研センター、

道産小麦研究会、日清製粉、JAきたみら

い

北見麦類、中央作物、上川地
域、十勝地域

公募型

22　畑作大豆

6101 622252 ダイズの難解析形質を対象としたゲノム選抜育種法の開発 中 25 29 ゲノムプロ：生物研

(次世代育種） 中央作物 公募型

6101 622261 北海道産大豆の高品質・安定供給を目指した豆腐・納豆用品
種の開発

十中 26 30 農食事業　育種対応型　十勝財団他
十勝豆類、中央作物、中央生
工、中央品質

公募型



6101 622271 大豆における開花期耐湿性の育種素材開発と関連マーカー
の実用性検証

中十 27 31
委託プロ：温暖化適応・異常気象対応のた
めの研究開発
○作物研、北農研センター　他

中央作物、中央生工、十勝豆類 公募型

6101 622272 大豆多収阻害要因の実態解明と効率的な多収阻害要因改善
の実証-1 中 27 31

委託プロ「収益力向上のための研究開発」
課題名：多収阻害要因の診断法及び対策
技術の開発
○中央農研
北農研センター
北海道大学
空知農業改良普及センター　他

中央水田 公募型

6101 622282
海外遺伝子等を活用した大豆極多収系統の開発
 ２ 海外遺伝資源等を活用した大豆極多収系統の開発
　⑦寒地中南部向け多収系統の多収性の実証

中 28 32

革新的技術開発・緊急展開事業（先導プロ
ジェクト）

○農研機構 次世代作物開発研究セン

ター
京都大学

農研機構 東北農業研究センター

兵庫県立農林水産技術総合センター
福岡県農林業総合試験場

農研機構 西日本農業研究センター

農研機構 九州沖縄農業研究センター

長野県野菜花き試験場

農研機構 中央農業総合研究センター北

陸研究拠点
佐賀県農業試験研究センター

中央作物 公募型

24 畑作馬鈴しょ

6101 622461 実需者ニーズに対応した病害虫抵抗性で安定生産可能なバ
レイショ品種の育成

北中 26 30
農食事業　育種対応型　○北農研、長崎
県総農林技術開発センター、鹿児島県農
業開発総合センター

北見育種、北見環境、中央予察 公募型

25 畑作てん菜

6101 622561 気候変動に対応したテンサイ安定生産に向けた高度病害抵
抗性品種の開発

北中 26 30
農食事業　育種対応型　○北農研、日甜、
ホクレン、北糖、十勝鉄道株式会社 北見地域、中央作物 公募型

52　農業環境畑作

6101 625272 秋まき小麦の大豆畦間ばらまき栽培条件下における多収阻害
要因の解明と改善指標の開発及び対策技術の確立

中 27 31

委託プロ「収益力向上のための研究開発」
課題名：多収阻害要因の診断法及び対策
技術の開発
○中央農研
北農研センター
北海道大学
空知農業改良普及センター　他

中央栽環 公募型

55　環境保全・安全

6101 625581 寒地のグライ低地土における水管理による玄米ヒ素濃度低減
技術の実証

中 28 29
農水省平成25年度委託プロジェクト研究

「食品の安全性と動物衛生の向上のため
のプロジェクト」（途中参加）
○農業環境変動研究センター

中央環保 公募型

57　環境変動・温暖化



6102 625771 豪雨に対応するためのほ場の排水・保水機能活用手法の開
発

中上 27 31

平成27年度委託研究プロジェクト「温暖化

適応・異常気象対応のための研究開発」
豪雨に対応するためのほ場の排水・保水
機能活用手法の開発
秋田大学、○農研機構農工研、中央農
研、秋田農試、大潟土地改良区、トーヨー
産業、田幸技研コンサルタント、寒地土木
研

中央環保、上川環境 公募型

6102 625791 畜産分野における気候変動緩和技術の開発　－畜産システ
ムとしての温室効果ガス削減方策の提示－

中 29 33

平成29年度委託プロジェクト（農業分野に

おける気候変動緩和技術の開発）

'○農研究機構　畜産研究部門

茨城県畜産センター
国立大学法人北海道大学

国立大学法人東北大学

国立大学法人広島大学
群馬県畜産試験場
独立行政法人家畜改良センター
地方独立行政法人北海道立総合研究機
構
他

中央生シ 公募型

62　病害虫畑作

6102 626251 北海道の春まき小麦地帯におけるT-2トキシン、HT-2トキシン
産生菌の分布実態の解明

中 25 29 カビ毒動態プロ：食総研
（カビ毒動態） 中央病虫 公募型

6102 626291 小麦なまぐさ黒穂病の効果的防除技術の開発 中 29 31

平成28年度補正 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）
○中央農試
上川農試
食加研
北農研センター
北海道農政部技術普及課

中央病虫、中央予察、上川環境 公募型

63　病害虫園芸

6102 626391 輸出植物検疫協議迅速化のための果樹害虫発生状況調査 中 29 30
平成29年度輸出植物検疫協議の迅速化

委託事業
○中央農研、果樹茶業研究部門、都道府
県病害虫防除所

中央予察 公募型

6102 626392 北海道におけるアブラナ科野菜根こぶ病に対する診断・対策
技術の実証

中 29 33
平成29年度委託プロジェクト（人工知能未

来農業創造プロジェクト）

'○農研究機構中央農業研究センター

他6県

中央病虫 公募型

７５　機械施設全般



6101 627581 栽培・作業・情報技術の融合と高収益作物の導入による寒地
大規模水田営農基盤の強化

中花 29 31

平成28年度補正 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）
○北農研センター
北海道大学大学院農学研究院

農研機構 農村工学研究所

道総研 食加研センター

（株）クボタ
オサダ農機（株）
（株）トプコン
（株）スマートリンク北海道

（一社）北海道総合研究調査会（HIT）
北海道（空知農改セ、石狩農改セ）
岩見沢市
沼田町

JAいわみざわ

JAびばい

中央生シ、中央水田、中央環
保、花野花野

公募型

3　農水省：生産局関係

4  農水省：消費・安全局関係（レギュラトリーサイエンス新技術開発事業等）

7　文科省科研費・科学技術振興機構

8　他省庁公募型事業
59　農業環境全般

6101 685961 情報・通信・制御の連携機能を活用した農作業システムの自
動化・知能化による省力・高品質生産技術の開発

上中 26 30

内閣府　戦略的イノベーション想像プログ
ラム（次世代農林水産業創造技術）
○中央農総研、北農研、東北農研、
近中四農研、九州沖縄農研、生物研、

（独)海洋研究開発機構

東北大学、筑波大学、東京大学、
神戸大学、鹿児島大学、宮城県古川農業
試験場、新潟県農業総合研究所、千葉県
農林総合研究センター、兵庫県立農林総
合研究センター、福岡県農林業総合試験

場、宮城県総合農業試験場、(株)ビジョン

テック

上川環境、中央栽環 公募型

9　各種民間団体・独法・大学等その他
23　畑作小豆菜豆

6101 692392 アズキ茎疫病圃場抵抗性DNAマーカー選抜を利用した道央
道南地域向け小豆品種開発強化

中十上 29 31 （公財）日本豆類協会
中央作物、中央生工、十勝豆
類、上川地域

公募型
(その他）
＊日豆協

6101 692393 DNAマーカー選抜による小豆の土壌病害抵抗性系統の選抜
強化

中十 29 31 (公社)北海道豆類価格安定基金協会 中央生工、十勝豆類
公募型
（その他）



6101 692381 近赤外分光法による菜豆品質項目の非破壊一括評価法開発 中十 28 30 （公財）日本豆類協会 中央品質、十勝豆類
公募型

(その他）
＊日豆協

6101 692371 小豆におけるダイズシストセンチュウ抵抗性の選抜強化と
DNAマーカーの開発

十中 27 29
（公財）日本豆類協会
農業生物資源研
北農研センター

十勝豆類、十勝環境、中央生工
、中央病虫

公募型
(その他）
＊日豆協

6101 692386 障害耐性に優れた安定栽培可能な小豆、菜豆の品種開発強
化

十中 28 30 (公社)北海道豆類価格安定基金協会 十勝豆類、十勝環境、中央生工
公募型
(その他)

24　畑作馬鈴しょ

6101 692491 馬鈴しょの農業形質に関連したDNAマーカーの探索と有効
性検証

中北 29 31 北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 中央生工、北見育種
公募型
（その他）

6101 692492 ＤＮＡマーカー選抜による馬鈴しょ耐病虫性系統の開発強化 北中 29 31 北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 北見育種、中央生工
公募型
（その他）

6101 692471 馬鈴しょ育成系統の早期肥大性検定試験 中 27 29 北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 中央作物
公募型
(その他)

62　病害虫畑作

6101 696291 ジャガイモYウイルス（塊茎えそ系統）に対する馬鈴しょ品種の
感受性および塊茎えそ症状発生条件の解明

中 29 31 北海道馬鈴しょ生産安定基金協会 中央予察
公募型
(その他)

6101 696271 アズキ茎疫病菌のレース分布解明と検定法の改良 上中 27 29 (公財)日本豆類協会 上川環境、中央病虫
公募型

(その他）
＊日豆協

63　病害虫園芸

6102 696371 水と消石灰だけを利用した土壌生息性難防除害虫ホウレンソ
ウケナガコナダニの防除技術

中 27 29 公益財団法人 住友財団 中央病虫
公募型
（その他）

65　病害虫全般

6102 696591 光を用いた多犯性害虫ツマグロアオカスミカメの新規防除法の
探索

中 29 29 ノーステック財団 中央病虫
公募型
（その他）

7　受託試験研究費
1　独法受託

21　畑作麦類

7101 712191 小麦育種研究に係る系統適応性・特性検定試験 上中 29 29 北農研　（H24から開始）
上川地域、中央作物

受託
（独法）

31　園芸果樹

7101 713191 平成29年度リンゴ育種研究に係る系統適応性・特性検定試験 中 29 29 農研機構 果樹茶業研究部門 中央作物
受託

（独法）

93　植物遺伝資源、種苗



7101 719391 ダイズコアコレクションの増殖 中 29 31 農研機構 遺伝資源センター 中央遺伝
受託

（独法）

2　民間受託
11　水稲育種

7101 721161 多様なニーズに対応する米品種改良並びに栽培技術早期確
立（第３期）

上中 26 30 北農中央会　（第三期）
中央水田、中央生工、中央品
質、上川水稲、上川環境

受託
（民間）

21　畑作麦類

7101 722181 気象変動に対応した高品質で安定生産可能な道産小麦の開
発促進

北中上十 28 30 北農中央会

北見麦類、北見環境、中央作
物、中央生工、中央品質、中央
病虫、中央予察、中央資源、中
央栽環、中央地域、上川地域、
十勝地域、十勝環境、十勝生シ

受託
（民間）

7101 722182 春まき小麦の品種選定試験 北中上十 28 32 ホクレン農業協同組合連合会
北見麦類、中央作物、中央病
虫、上川地域、十勝地域

受託
（民間）

24　畑作馬鈴しょ

7101 722481 長期貯蔵向けポテトチップ用馬鈴しょ系統の開発強化 北中十 28 32 北海道馬鈴しょ協議会 北見育種、中央生工、十勝地域
受託

（民間）

7101 722483 馬鈴しょ輸入品種等選定試験 北中上十 28 32 北海道馬鈴しょ協議会

北見育種、北見環境、中央作
物、中央予察、上川地域、十勝
地域

受託
（民間）

25　畑作てん菜

7101 722561 てん菜輸入品種検定試験 北中上十 26 30 (一社)北海道てん菜協会
北見地域、十勝地域、上川地
域、中央作物

受託
（民間）

33　園芸野菜

7103 723300 食用ユリ原原種のエライザ検定 中 8 ﾎｸﾚﾝ農業協同組合連合会 中央資源
受託

（民間）

59　農業環境全般

7102 725971 平成29年度農薬残留対策総合調査（後作物残留に係る調
査）

中 27 29 一般財団法人　材料科学技術振興財団
（環境省委託業務の再委託） 中央環保

受託
（民間）

73　機械施設園芸

7101 727381 かぼちゃの茎葉処理機の開発 中花 28 30 ホクレン農業協同組合連合会 中央生シ、花野花野、（工試）
受託

（民間）

91　農産品質



7101 729191 近赤外分光法によるてん菜の根中糖分非破壊評価技術の開
発

中北 29 31 (一社)北海道てん菜協会

共同研究機関：（株）HKNエンジニアリング
中央品質、北見地域

受託
（民間）

94　農業資材試験

7106 729400 農業資材試験
中上天南十
根北畜花

S45
(財)日本植物調節材研究協会

(社)北海道植物防疫協会

ほか

中央病虫、中央予察、中央栽
環、中央作物、中央水田、上川
環境、上川地域、道南環境、道
南地域、十勝豆類、十勝環境、
十勝地域、根釧飼料、北見麦
類、北見環境、北見地域、北見
育種、畜試飼料、花野花野、花
野環境、中央企画

受託
（民間）

3　農水省受託
59　農業環境全般

7106 735951 農地土壌炭素貯留等基礎調査事業
（農地管理実態調査）

中上天南十
根北花

25 32 北海道農政事務所

中央環保、中央栽環、上川環
境、天北地域、道南環境、十勝
環境、根釧飼料、北見環境

受託
（国）

8　依頼試験費
59　農業環境全般

815900 有機質資材等の分析試験 中 M41 依頼分析 中央環保 依頼

＊　職員研究奨励事業

＊　革新的技術導入による地域支援

3106 319971
革新的技術導入による地域支援
後志管内の食用ゆり栽培におけるあんこ症発生低減対策の実
証

中 27 31 H29-30 中央地域
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