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収益力の高い「食料供給基地」の実現を目指して収益力の高い「食料供給基地」の実現を目指して収益力の高い「食料供給基地」の実現を目指して
－岩手県総合計画「いわて県民計画　2019～2028」より－

　「革新的な技術開発と迅速な現場展開で岩手県農業の生産性と収益性向上に貢献します」を
スローガンに、収益力の高い「食料供給基地」の実現に向けて取り組みます。

明治31年　種馬厩を盛岡市に設置。
明治34年　農事試験場を盛岡市に設置。
　　　　　  種馬厩を種畜場と改称。
明治35年　種畜場を盛岡市から滝沢村（現滝沢市）に移転。
大正　2年　原蚕種製造所を水沢市（現奥州市）に設置。
大正　8年　農事試験場胆江分場を江刺市（現奥州市）に設置。
大正11年　原蚕種製造所を蚕業試験場と改称。
　　　　　  種畜場の本場を玉山村（現盛岡市）へ移転し、滝沢は

支場となる。
昭和  2年　種鶏場を玉山村（現盛岡市）に設置。
昭和  5年　農事試験場軽米農場を軽米町に設置。
　　　　　  蚕業試験場一戸桑園を一戸町に設置。
昭和10年　農事試験場遠野試験地を遠野市に設置。
昭和12年　種畜場の本場を滝沢村（現滝沢市）へ移転し、玉山は

外山支場となる。
　　　　　  蚕業試験場六原桑樹試験地を金ケ崎町に設置。
昭和13年　蚕業試験場一戸桑園を一戸支場と改称。
昭和15年　農事試験場軽米農場を九戸分場と改称。
昭和21年　農事試験場高冷地試験地を一戸町に設置。
昭和23年　種鶏場を紫波町へ移転。
昭和25年　農事試験場を農業試験場と改称。農業試験場畜産部

を種畜場と併設。
　　　　　  農業試験場ぶどう試験地を大迫町（現花巻市） に設

置。
　　　　　  農業試験場沿岸試験地を久慈市、山田町及び陸前高

田市に設置。
昭和26年　農業試験場南部試験地を陸前高田市に設置。   
　　　　　  工芸作物原種農場を雫石町に設置。
昭和32年　蚕業試験場一戸支場を一戸分場と改称。
昭和37年　農業試験場の園芸部、南部試験地及びぶどう試験地を

分離して園芸試験場を北上市に設置。
　　　　　  同時に南部試験地及びぶどう試験地をそれぞれ南部

分場、大迫ほ場と改称。
　　　　　  農業試験場胆江分場及び九戸分場をそれぞれ、県南

分場、県北分場と改称。
　　　　　  工芸作物原種農場を農業試験場に統合。
　　　　　  農業試験場遠野試験地及び沿岸試験地を廃止。
　　　　　  種畜場に種鶏場及び農業試験場畜産部を併合して畜

産試験場を滝沢村（現滝沢市）に設置。
昭和38年　農業試験場本場を盛岡市から滝沢村（現滝沢市）へ移

転。
昭和39年　畜産試験場外山支場を外山試験地と改称。
昭和46年　農業試験場高冷地試験地を園芸試験場へ移管し高冷

地分場となる。

昭和46年　園芸試験場大迫ほ場を大迫試験地と改称。
　　　　　  畜産試験場外山試験地を外山分場と改称。
昭和47年　蚕業試験場六原桑樹試験地を六原試験地と改称。
昭和52年　蚕業試験場六原試験地を廃止。
昭和56年　園芸試験場高冷地分場を高冷地開発センターに改組。
平成　8年　畜産試験場種山肉用牛改良センターを住田町に設置。
平成　9年　農業試験場、蚕業試験場、園芸試験場及び畜産試験場を

農業研究センターに再編整備。
　　　　　  農業試験場本場、園芸試験場本場、同大迫試験地及び蚕

業試験場本場を統合し、北上市にセンター本部を設置。 
同時に農業試験場県南分場及び園芸試験場南部分場を
それぞれ銘柄米開発研究室、南部園芸研究室と改称。

　　　　　  農業試験場県北分場、園芸試験場高冷地開発センター
及び蚕業試験場一戸分場を統合し、軽米町に県北農業研
究所を設置。

　　　　　  畜産試験場を畜産研究所に改組。
　　　　　  畜産試験場外山分場及び種山肉用牛改良センターをそ

れぞれ外山畜産研究室、種山畜産研究室と改称。
平成10年　園芸畑作部蚕桑技術研究室繭品質評価分室を盛岡市に

設置。（繭検定所は廃止）
　　　　　  センター本部に専門技術員を配置。
平成11年　企画経営情報部マーケティング研究室を農業経営研究

室に統合。
平成13年　病害虫部を新設し、病害虫防除課及び病理昆虫研究室を

設置。銘柄米開発研究室、蚕桑技術研究室及び蚕桑技術
研究室繭品質評価分室を廃止。

　　　　　  南部園芸研究室を陸前高田市高田町から同市米崎町へ
移転。

平成16年　総務部管理課を総務課に統合。
平成18年　専門技術員を廃止。
平成20年　センター本部が２プロジェクト推進室４部体制、畜産研究

所が１課４研究室、県北農業研究所が１課２研究室に再編
整備。

平成23年　東日本大震災津波により南部園芸研究室が被災。
　　　　　  センター本部がプロジェクト推進室を２室制から１室制、

技術部を３室制から４室制に再編整備。
平成25年　被災した南部園芸研究室を再建。
平成31年　センター本部のプロジェクト推進室及び技術部を生産基

盤研究部（3研究室）と園芸技術研究部（4研究室）に再編
し５部体制、環境部を生産環境研究部と改称。



作 物 研 究 室

園 芸 研 究 室

総 務 課

種山畜産研究室

外山畜産研究室

家畜飼養・飼料研究室

家畜育種研究室

総 務 課

次 長

次 長

次 長

所 長

病 害 虫 防 除 課

病理昆虫研究室

土壌肥料研究室

南部園芸研究室

花 き 研 究 室

野 菜 研 究 室

果 樹 研 究 室

総 務 課

農業経営研究室

研 究 企 画 室

県北農業研究所

畜 産 研 究 所

病 害 虫 防 除 部
（病害虫防除所）

生産環境研究部

園芸技術研究部

企 画 管 理 部

作物育種研究室

生産システム研究室

水田利用研究室

生産基盤研究部

組
織
図



■農業者、行政及び普及組織等からの要望課題等に基づく研究
課題設定・評価の企画調整や試験研究推進計画の進行管理を行
います。

■ホームページ等を活用した研究成果等の情報発信により成果
の活用を促進するとともに、参観デーの開催等により、農業農村
に対する県民理解の向上に取り組んでいます。

企画管理部　Planning ＆ Administration Department

《試験研究推進・農業経営のナビゲーター》

研究企画室　

子ども向け学習イベント
～野菜・果物の糖度測定～

参観デーでのりんご釣り

農業技術体系データベース・
システムによる出力画面

■職員の人事、文書、予算、経理、厚生福利、安全衛生などに関す
る業務や、土地及び建物等の財産管理、施設・設備等の維持管理
などに関する業務を行います。試験研究が円滑に推進されるよ
う、能率的で的確な管理運営を目指します。

■岩手の農業の歴史と科学を
通して、人と農業の関わりを体
感できる「農業科学博物館」や
自然とのふれあいを楽しめる
「農業ふれあい公園」の管理運
営も行っています

総務課

農業科学博物館
～正月用しめ飾り作り～

農業科学博物館第１展示室
「農業れきし館」

農業ふれあい公園

■開発技術の経営的評価と導
入条件などの解明、標準技術体
系の策定に資するデータ収集と
分析、農業技術体系データベー
ス・システムの活用、営農計画作
成支援シートなど農業経営の意
思決定に係る支援情報の提供
を行います。

農業経営研究室

■品質の優れたりんどうのオリジ
ナル品種育成に取り組んでいま
す。7月から10月まで継続した出
荷ができる青色系品種の育成が
目標で、特に8月盆や9月彼岸の
需要期に出荷できる品種の育成
を重点としています。また、りんどう
の消費拡大を図るためピンクの
切り花品種や、八重咲きの鉢花
品種の育成も進めています。その
他、品種の特性を活かした栽培
技術の開発にも取り組んでいま
す。

■沿岸南部地域の気象条件を
活用した産地育成のため、施設
園芸の栽培技術を開発します。

■平成23年東日本大震災で甚
大な被害を受けた沿岸地域の農
業復興に向けた技術支援を実
施します。

園芸技術研究部　Horticultural Technology Research Department

《革新技術の開発とオリジナル品種の育成で産地力強化を支援》

果樹研究室 花き研究室

南部園芸研究室

■高品質なリンゴ・ブドウ品種の
開発や県オリジナル品種の安定
生産技術、省力化技術、安全・
環境に配慮した生産技術の確
立等により、県産果実の競争力
の向上と需要拡大を目指します。

■小規模ハウスに適応した必要
最低限の環境制御機器による
きゅうりの多収技術、きゅうりの高
温障害果発生低減技術等施設
野菜の生産性を向上する革新
技術の開発のほか、水田転換畑
を活用した露地野菜の生産技術
の開発に取り組んでいます。

野菜研究室
りんどう　新品種「Bzc-1」（鉢物）

りんご育成品種「雪いわて」

気象条件を活用したいちご栽培

小規模ハウスでの環境制御
によるきゅうり栽培

水田転換畑の活用による露地たまねぎ栽培

■岩手県に適応した、生産性・
市場性の高い米、麦類、大豆の
品種選定を行います。また、生育
状況等の情報提供や、水田除草
剤の適性試験を行います。

■水田農家の担い手減少にとも
ない、水稲作業に要する労力の
削減を図る必要があります。その
ツールとして遠隔操作が可能な
自動給排水制御システムの導入
効果を検証しています。
また、排水とかん水機能を両備し
た地下かんがいシステムの利用
技術の研究・実証を行います。

【原種・原原種生産】
■本県の水稲、小麦、大豆の奨
励品種について、その特性を維
持し、厳密な管理のもと、原種及
び原原種の生産を行っています。
原種・原原種生産を通じて、岩手
県の農業生産を支えます（水田
利用研究室・生産システム研究
室）。

■水稲生産におけるスマート農
業技術の活用について、ほ場生
育のムラ直しや全体的な収量水
準底上げのため、ＩＣＴを利用した
収量マッピングコンバイン収量
データを翌年基肥設計に反映し
た可変施肥実施等の現地実証
を行っています。

■複合環境制御などのスマート
農業技術を活用して、持続的な
農業経営を可能にする施設野菜
の周年栽培技術を開発します。ま
た、異業種との共同研究を通じて
ＩＣＴを活用した革新的な生産技
術の開発を行います。

■岩手県オリジナル水稲品種
「銀河のしずく」や「金色の風」に
続く、優れた品種を育成します。ま
た、（公財）岩手生物工学研究セ
ンターと連携して、ＤＮＡマーカー
を利用した育種により、寒さや病
気に数段強い品種を効率的に
開発します。

生産基盤研究部　Production Infrastructure Research Department

《担い手農家の生産基盤を技術開発でサポート》

水田利用研究室 生産システム研究室

作物育種研究室
遠隔自動給排水制御システム

小麦の品種選定
収量マッピングコンバイン

環境制御によるトマト栽培

食味関連成分分析
水稲原種生産

■土壌中の蓄積養分や有機資
源等を有効に活用する施肥法の
開発とあわせて、県内各地の土
壌実態調査を継続し、環境負荷
を軽減する土壌管理技術を開発
します。

■高品質な農産物の安定生産・
供給のための施肥管理技術を開
発します。

■病害虫の発生生態を考慮した
効率的な防除技術、生物的防
除・物理的防除などを利用した環
境に優しい防除技術、様々な防
除手段を組み合わせた総合的病
害虫管理技術を開発します。

生産環境研究部　Production Environment Research Department

《環境に負荷の少ない管理技術の開発》

土壌肥料研究室

病理昆虫研究室

土壌・肥料等の窒素分析

赤色ネットを利用した施設トマトの害虫防除

植物病原菌の分離培養作業ナス果実に発生する原因不明の小陥没症

【病害虫発生予察】
■病害虫の発生調査及び気象
予報に基づき、平年との比較から
発生時期、発生量を予測し、適
切な防除対策等の情報を提供し
ます。

【病害虫防除指導】
■地域の病害虫防除計画の策定
や適期防除の実践を指導します。

■農作物病害虫の診断を実施し
ます。

■輸出入の検疫対象となる侵入
警戒病害虫の調査を実施します。

【農薬の適正使用・販売指導】
■農薬の使用者に対し、安全な
農作物を生産するため、法令を
守った適正な使用を指導します。

■農薬の販売業者に対し、法律
に従った適正販売を指導するとと
もに、販売状況の検査を行います。

病害虫防除部　Plant protection Department
【病害虫防除所　Plant protection office】
「岩手県病害虫防除所」は、「植物防疫法」及び「農薬取締法」に規定される以下の業務を行う行政機関です。

《病害虫の発生予察・防除指導と農薬の適正使用・取締指導》

病害虫防除課

イネいもち病の発生調査

水稲害虫の同定

農薬適正販売・使用研修会
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他、品種の特性を活かした栽培
技術の開発にも取り組んでいま
す。

■沿岸南部地域の気象条件を
活用した産地育成のため、施設
園芸の栽培技術を開発します。

■平成23年東日本大震災で甚
大な被害を受けた沿岸地域の農
業復興に向けた技術支援を実
施します。

園芸技術研究部　Horticultural Technology Research Department

《革新技術の開発とオリジナル品種の育成で産地力強化を支援》

果樹研究室 花き研究室

南部園芸研究室

■高品質なリンゴ・ブドウ品種の
開発や県オリジナル品種の安定
生産技術、省力化技術、安全・
環境に配慮した生産技術の確
立等により、県産果実の競争力
の向上と需要拡大を目指します。

■小規模ハウスに適応した必要
最低限の環境制御機器による
きゅうりの多収技術、きゅうりの高
温障害果発生低減技術等施設
野菜の生産性を向上する革新
技術の開発のほか、水田転換畑
を活用した露地野菜の生産技術
の開発に取り組んでいます。

野菜研究室
りんどう　新品種「Bzc-1」（鉢物）

りんご育成品種「雪いわて」

気象条件を活用したいちご栽培

小規模ハウスでの環境制御
によるきゅうり栽培

水田転換畑の活用による露地たまねぎ栽培

■岩手県に適応した、生産性・
市場性の高い米、麦類、大豆の
品種選定を行います。また、生育
状況等の情報提供や、水田除草
剤の適性試験を行います。

■水田農家の担い手減少にとも
ない、水稲作業に要する労力の
削減を図る必要があります。その
ツールとして遠隔操作が可能な
自動給排水制御システムの導入
効果を検証しています。
また、排水とかん水機能を両備し
た地下かんがいシステムの利用
技術の研究・実証を行います。

【原種・原原種生産】
■本県の水稲、小麦、大豆の奨
励品種について、その特性を維
持し、厳密な管理のもと、原種及
び原原種の生産を行っています。
原種・原原種生産を通じて、岩手
県の農業生産を支えます（水田
利用研究室・生産システム研究
室）。

■水稲生産におけるスマート農
業技術の活用について、ほ場生
育のムラ直しや全体的な収量水
準底上げのため、ＩＣＴを利用した
収量マッピングコンバイン収量
データを翌年基肥設計に反映し
た可変施肥実施等の現地実証
を行っています。

■複合環境制御などのスマート
農業技術を活用して、持続的な
農業経営を可能にする施設野菜
の周年栽培技術を開発します。ま
た、異業種との共同研究を通じて
ＩＣＴを活用した革新的な生産技
術の開発を行います。

■岩手県オリジナル水稲品種
「銀河のしずく」や「金色の風」に
続く、優れた品種を育成します。ま
た、（公財）岩手生物工学研究セ
ンターと連携して、ＤＮＡマーカー
を利用した育種により、寒さや病
気に数段強い品種を効率的に
開発します。

生産基盤研究部　Production Infrastructure Research Department

《担い手農家の生産基盤を技術開発でサポート》

水田利用研究室 生産システム研究室

作物育種研究室
遠隔自動給排水制御システム

小麦の品種選定
収量マッピングコンバイン

環境制御によるトマト栽培

食味関連成分分析
水稲原種生産

■土壌中の蓄積養分や有機資
源等を有効に活用する施肥法の
開発とあわせて、県内各地の土
壌実態調査を継続し、環境負荷
を軽減する土壌管理技術を開発
します。

■高品質な農産物の安定生産・
供給のための施肥管理技術を開
発します。

■病害虫の発生生態を考慮した
効率的な防除技術、生物的防
除・物理的防除などを利用した環
境に優しい防除技術、様々な防
除手段を組み合わせた総合的病
害虫管理技術を開発します。

生産環境研究部　Production Environment Research Department

《環境に負荷の少ない管理技術の開発》

土壌肥料研究室

病理昆虫研究室

土壌・肥料等の窒素分析

赤色ネットを利用した施設トマトの害虫防除

植物病原菌の分離培養作業ナス果実に発生する原因不明の小陥没症

【病害虫発生予察】
■病害虫の発生調査及び気象
予報に基づき、平年との比較から
発生時期、発生量を予測し、適
切な防除対策等の情報を提供し
ます。

【病害虫防除指導】
■地域の病害虫防除計画の策定
や適期防除の実践を指導します。

■農作物病害虫の診断を実施し
ます。

■輸出入の検疫対象となる侵入
警戒病害虫の調査を実施します。

【農薬の適正使用・販売指導】
■農薬の使用者に対し、安全な
農作物を生産するため、法令を
守った適正な使用を指導します。

■農薬の販売業者に対し、法律
に従った適正販売を指導するとと
もに、販売状況の検査を行います。

病害虫防除部　Plant protection Department
【病害虫防除所　Plant protection office】
「岩手県病害虫防除所」は、「植物防疫法」及び「農薬取締法」に規定される以下の業務を行う行政機関です。

《病害虫の発生予察・防除指導と農薬の適正使用・取締指導》

病害虫防除課

イネいもち病の発生調査

水稲害虫の同定

農薬適正販売・使用研修会



畜産研究所     

 《"畜産岩手"を先導する技術革新への挑戦》

畜産研究所本館

  日本短角種

不耕起播種機

IWATE　Agricultural Research Center，
Animal Industry Research Institute

■畜産研究所（本所）、外山畜産
研究室の予算経理や財務管理、
安全衛生管理等の庶務・管理業
務を通じて、研究環境の向上に努
め、研究活動を支えます。

施設概要（隔地研究所含む）

総務課

■肉用牛・中小家畜（豚・鶏）の育
種改良・増殖技術、新たな飼養管
理技術の開発を推進します。また、
黒毛和種種雄牛造成へのSNP解
析等の先端技術の応用化研究を行
います。日本短角種の種雄牛造成、
地域特産ブランド豚の種豚や特産
鶏の素雛を地域に供給し、岩手独
自の畜産物生産を支援します。

家畜育種研究室

■地域適応性の優れた草種・品
種の選定と自給飼料増産のため
の低コスト・省力・高品質・安定的
な生産調製技術の開発とともに、
生涯生産性の高い乳用牛の省力
飼養管理技術の開発を推進しま
す。

家畜飼養・飼料研究室

肉用牛の放牧風景

■肉用牛の生産振興を目指し、岩
手の豊富な草地・野草地を有効活
用した、低コストで効率的な飼養
管理技術の開発・実証を行います。

外山畜産研究室

〒020-0605  滝沢市砂込737‐1
TEL.019‐688‐4326　FAX.019‐688‐4327
●JR盛岡駅から盛岡大学又は沼宮内方面行きバス30分
●東北自動車道滝沢ICから沼宮内方面へ車３分

〒028-2711 盛岡市藪川字大の平40
TEL.019‐681‐5011　FAX.019‐681‐5012
●JR盛岡駅から岩泉行きバス60分
●東北自動車道滝沢ICから車40分

面        積：敷地35.29㌶ 、畑98.42㌶、放牧地1,596.1㌶、
　　　　　 山林原野等297.15㌶
建 物 施 設：本館等（12棟）4,767㎡、畜舎（42棟）20,022㎡、
　　　　　その他（96棟）12,882㎡  

MAP

県有種雄牛「菊勝久」号

■黒毛和種優良種雄牛の造成、凍
結精液の安定生産と供給、肉用牛
育種改良情報の収集・分析・提供
を通じて、本県の和牛改良をリード
します。

種山畜産研究室
〒029-2311 気仙郡住田町世田米字子飼沢30
TEL.0197‐38‐2312　FAX.0197‐38‐2177
●東北自動車道水沢ICから車40分

●盛岡大学

●

●

★
畜産研究所

滝沢
IC

岩手県立
大学盛岡農業

高等学校

国
道
4
号
線

至
沼
宮
内

東
北
自
動
車
道

至
盛
岡

滝
沢
駅

外山ダム
薮川地区公民館

道の駅

●
●

★
★種山畜産研究室至盛岡市 至岩泉町国道455号

至奥州市

種山トンネル

至住田町国道397号

外山畜産研究室
MAPMAP



岩手県農業研究センター県北農業研究所     

《県北・中山間地域における経営改善の引き金となる技術開発》

生食用キャベツ安定栽培技術の確立 短稈・多収な雑穀新品種の育成

たまねぎの春まき栽培技術の開発

飼料用米新品種「たわわっこ」の
栽培法の確立

乗用型ポット苗田植機を活用した
雑穀移植技術の開発

IWATE　Agricultural Research Center，
Kenpoku Agricultural Research Institute

■試験研究の環境づくりに務めると
共に、施設の維持管理や、適正な予
算経理、庶務業務等を通じて、試験
研究事業を支援します。

施設概要

総務課

【葉菜類、根菜類等】
■地域の立地特性を活用した園芸
作物の安定生産技術、省力化技術、
付加価値を高める技術の開発を行
います。

野　　菜：キャベツ ほうれんそう
　　　　 たまねぎ

試験圃場の維持管理

水　　稲：早生良食味米 飼料用米
畑　作　物：大豆 小麦
特産作物：雑穀 薬用作物

園芸研究室

【水稲、雑穀、大豆、小麦、薬用作物】
■中山間地域における収益性の高
い営農技術、付加価値を高めた新品
種育成と省力化を図る生産技術の
開発を行います。

昭 5 農事試験場軽米農場を軽米町に設置
昭15 農事試験場軽米農場を九戸分場と改称
昭25 農事試験場を農業試験場と改称
昭37 農業試験場軽米分場を県北分場と改称
平 9 農業試験場県北分場、園芸試験場高冷地開発セン
 ター（一戸町）及び蚕業試験場一戸分場を統合し、
 軽米町に農業研究センター県北農業研究所（1課、
 3研究室）を設置
平16 岩手県雑穀遺伝資源センター設置
平20 県北農業研究所を1課2研究室に再編

作物研究室

〒028-6222  九戸郡軽米町大字山内23-9-1
TEL.0195-47-1070　FAX.0195-49-3011
●ＩＧＲ金田一温泉駅から軽米町方面へ車15分   
●八戸自動車道九戸Ｉ．Ｃ．から軽米町方面へ車10分 

主な施設
＊本館（延べ2,795.52㎡）、附属施設16棟（延べ4,210.79㎡）
　※附属施設内：岩手県雑穀遺伝資源センター併設
＊試験ほ場　7.7ha（水田0.7ha、畑7.0ha）
　中山間地域適応化ほ場（傾斜5°～8°）
　土壌タイプ：表層腐植質黒ボク土、多湿黒ボク土
＊敷地面積20.0ｈａ（軽米町山内）

研究業務体制：職員数：15名

配 置 図
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岩手県農業研究センター

〒024-0003  北上市成田20-1
TEL.0197-68-2331
FAX.0197-68-2361
●東北自動車道  北上江釣子ICから車15分
   東北自動車道  花巻南ICから車８分
   いわて花巻空港から車13分
 
併設機関
中部農業改良普及センター
農業普及技術課　農業革新支援担当（北上市駐在）

岩手県農業研究センター（本部）施設概要

建物施設
本館8,383㎡（管理棟RC-2Ｆ 2,914㎡、研究棟RC-3F 5,057㎡、機械棟RC-1F 412㎡）
付属棟 10,323㎡（28棟）
農業ふれあい施設 1,866㎡（農業科学博物館 1,554㎡、加工工房 312㎡）

面積（101.3㌶）
ほ場 65.1㌶（水田 25.8㌶、畑 22.0㌶、果樹園 17.3㌶）
敷地 36.2㌶（建物 6.7㌶、駐車場等 12.4㌶、農業ふれあい施設 17.1㌶）

主な施設
大区画水田ほ場 ３㌶×１区画、１㌶×５区画
水稲耐冷性検定ほ場 １０㌃、初期世代養生温室 658㎡、人工気象室  66㎡
果樹防霜ファン 27基 〔平成31年4月1日現在〕
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