
先進的農業に取り組む経営体の支援
１	 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援に	
	 取り組んだ事例	 	 1２ 事例	

２	 競争力のあるアグリビジネス経営体の	
	 育成・支援に取り組んだ事例	 	 ３ 事例	

３	 安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む	
	 経営体の育成・支援に取り組んだ事例	 	 ２ 事例	

Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例
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先進技術による園芸王国亘理・	
名取の再興

	 課題名	 	 先進的技術の定着による園芸主力品目の収量向上
	 対　象	 	 	環境制御あるいはＩＰＭに取組む亘理町，山元町いちご生産者29人，

名取市，岩沼市きゅうり生産者６人並びに山元いちご農園株式会社，
株式会社一苺一笑，株式会社やまもとファームみらい野

１　背景・ねらい
いちご産地では東日本大震災後，復興に向けていちご団地が整備されたが，未だ生産量は震災前に届いて

いない。
きゅうり産地においては生産者の高齢化が進んでおり，将来の栽培面積の減少に備え，単位面積あたりの

収量向上が必要とされている。
さらに，いちご・きゅうりのいずれの産地においても化学農薬のみによる難防除害虫の防除が困難となっ

ている。
以上のことから，近年，施設園芸で研究・普及の進んでいる環境制御技術の利用による単位面積あたりの

収量拡大を図るとともに，天敵等を活用したＩＰＭの習得を支援することで，被害の軽減を図り，園芸王国
亘理・名取の再興を図る。

２　活動内容
◎環境制御技術の習得支援
いちご栽培に取り組む対象者に対し，10月から毎月１回，環境制御勉強会を開催し，環境制御に必要
な植物生理の学習と，施設内環境およびいちごの生育データを基にした管理手法の共有を行い，技術力の
向上を図った。
きゅうり栽培に取り組む対象者に対し，地域に環境制御実証ほを設け，施設内環境の観測と，観測デー
タに基づいた環境制御の手法を支援した。
◎先進的ＩＰＭ技術の習得支援
いちごのＩＰＭ防除暦を関係機関と連携して作成し，防除の組み立てを支援した。また生産者の関心が
高いうどんこ病対策の紫外線ランプ，ハダニ類対策のバンカーシート等の効果的な利用を支援した。
きゅうりの難防除害虫である，アザミウマ類の防除を目的とし，天敵であるリモニカスカブリダニを利
用したＩＰＭ実証ほを設置し，その効果を検証した。

３　活動の成果とポイント
◎環境制御技術の習得支援
いちご栽培に取り組む環境制御勉強会参加者は，２月中旬現在，平均で前年同期比約 11％の増収となっ
ている。栽培環境の可視化に伴う適切な管理と，優れた技術を可視化し共有できたこと，さらには生産者
がそれぞれＰＤＣＡサイクルを実践したことが収量向上につながったと思われる。
きゅうり栽培に取り組む対象者の中から，新たに１戸の生産者が二酸化炭素発生機を導入し，平成 31
年の促成栽培から栽培に利用しはじめた。産地では環境制御に対する関心が高まっている。
◎先進的ＩＰＭ技術の習得支援
いちご産地において栽培講習会（３回）や個別支援を通してＩＰＭの支援を行ってきたところ，紫外線
ランプの普及が加速した。ＪＡみやぎ亘理調べでは，課題対象者を含む産地全体の生産者の約 30%，58
戸の農家が導入している。紫外線ランプ導入者のほとんどが，うどんこ病による被害が大幅に軽減してい
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亘理農業改良普及センター

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：菅野秀忠，齋藤　隆，伊藤博祐，相花絵里，西條悠希
■執　 筆 　者：菅野秀忠
■協  力  機  関： 農業・園芸総合研究所，ＪＡ名取岩沼，ＪＡみやぎ亘理，亘理町，山元町， 

名取市，岩沼市

る。また，バンカーシートの導入に伴い，育苗期ほからのハダニ類の持ち込みが減少し，本圃での被害軽
減につながった対象者も現れている。
きゅうりの難防除害虫である，アザミウマ類の防除を目的とし，天敵であるリモニカスカブリダニを利
用したＩＰＭ実証ほを設置しその効果を検証したところ，化学農薬区には及ばない結果となった。しかし，
今後の薬剤抵抗性の発達に備え，天敵の併用も検討すべきであるとの考えは産地に定着しつつあり，カブ
リダニバンカーを利用するなど，ＩＰＭに対する意識は高まっている。

定着した環境制御勉強会

　　　　　

ＩＴ機器を活用した環境観測

キュウリで天敵試験を実施

４　対象者の意見
環境制御勉強会は技術を学ぶ場としてとても有意義である。引き続き支援をいただきたい。

亘理町・ＪＡみやぎ亘理イチゴ部会員　
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１　背景・ねらい
仙台東部地区では，東日本大震災後の地域農業の担い手として法人の設立が進められており，平成 26年

度には５つの土地利用型の農業法人が設立され，現在４期目の経営を行っている。いずれの法人も経営者で
ある理事の年齢層が高いことから，旧来の個別経営又は任意組織における経営感覚からの脱却が課題となっ
ている。また平成 30年の米政策転換など，環境の変化に対応するため，経営目標実現のための中期計画策
定や見直し，その計画の着実な実践が必要となっている。

２　活動内容
◎経営者マインドの醸成と法人運営体制の強化
最初に，各法人の経営ヒアリングを実施し，法人内での情報共有や業務分担，組織運営の仕組みづくり
に取り組む時期であることが確認されたことから，平成 29年度に組織運営体制強化を目的とした研修会
「農事組合法人における組織管理研修会」を開催した。平成 30年度には農業施策の中でＧＡＰの重要性が
増している中，法人からも要望があったことから，経営管理の視点を入れたＧＡＰ実践に向けた研修会を
開催した。
（農）六郷南部実践組合では，法人の経営体制を整えたいという強い意向があったことから，農業法人
経営安定化ハンズオン支援モデル事業を導入し，専門家の助言を受けながら，経営ビジョンと中期経営計
画の策定を行った。
また，（農）グリーンファーム松島では，課題整理で，ライスセンターの整備を目標に設定したことから，
建設に向け県内外の先進事例を視察するなど，法人内で施設の仕様の検討や，経営面積拡大の見通しなど
の中長期経営計画を検討した。
◎経営計画の実践による水田営農を核とした複合経営の安定化
５つの法人で，複合経営部門の安定化が共通の課題となっており，その転作大豆については，集合研修
や巡回指導を通じて技術習得を支援した。（農）岩切生産組合では，生育調査ほを設置し，データに基づ
く栽培管理について適宜指導した。また，（農）ファーム七ヶ浜では，経営の安定化を図るためには大豆
の収量向上が課題であると考え，大豆生産技術の向上に向けた研修会を複数回開催した。
園芸作物を導入している４法人に対しては，安定生産と収益性向上に向けた栽培支援を行った。特に，

（農）グリーンファーム松島，（農）ファーム七ヶ浜については，園芸生産の経験が少ないことから，病害
虫防除を中心とした基本技術の習得について支援した。
また，（農）せんだいあらはまと（農）六郷南部実践組合においては，栽培技術指導や，生産の振り返
りを支援した。

３　活動の成果とポイント
◎経営者マインドの醸成と法人運営体制の強化
「農事組合法人における組織管理研修会」では，法人毎に理事同士で話し合いを行い，経営の振り返りと，
経営課題の整理，目標設定を行った事により目的意識が明確になった。
農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業を導入した（農）六郷南部実践組合では，法人の将来の

土地利用型農業法人の	
更なる経営発展を目指して

	 課題名	 	 仙台東部における土地利用型農業法人の経営体質の強化
	 対　象	 	 農事組合法人ファーム七ヶ浜，農事組合法人グリーンファーム松島	
	 	 	 農事組合法人岩切生産組合，農事組合法人六郷南部実践組合	
	 	 	 農事組合法人せんだいあらはま

	 Ⅰ－１－⑵
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仙台農業改良普及センター

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：髙橋真樹子，及川克徳，菊地敬子，鈴木智貴，長田幸浩，笹原教子，
　　　　　　　　鈴木康成，小田中大輔
■執　 筆 　者：髙橋真樹子
■協  力  機  関：ＪＡ仙台，仙台市，七ヶ浜町，松島町

姿について話し合う中で経営継承も議論され，雇用に関する勉強会を重ね，新たに２名の従業員の雇用に
至った。
また，（農）グリーンファーム松島では，ライスセンター建設に向け，地域内での合意形成や資金繰り
計画が作成され，施設導入が具体化し，平成 31年秋稼働に向け準備を進めている。
一方，（農）せんだいあらはまでは，ＧＡＰ研修会を通して，法人内の生産工程管理に関する意識が高まり，
ＧＡＰ認証取得に向け具体的な取組が始ろうとしている。
◎経営計画の実践による水田営農を核とした複合経営の安定化
（農）ファーム七ヶ浜の大豆については，全理事を対象とした研修会の開催により，栽培技術の底上げ
が図られ，法人の平年単収を上回る結果が得られた。また，（農）岩切生産組合においては，生育調査デー
タに基づいた指導により，平成 30年産は 10アール当たり 300㎏を超える収量が得られた。
さらに，（農）せんだいあらはまと（農）六郷南部実践組合では，栽培後に自らの生産を振り返り，次
作の生産計画を検討するなど，ＰＤＣＡサイクルのもと園芸生産を行う体制が整えられた。

法人におけるＧＡＰ研修会

　　　

雇用導入に向けた話し合い 
（六郷南部実践組合）

資金繰り計画作成支援 
（グリーンファーム松島）

　　　

法人理事を対象とした大豆研修会 
（ファーム七ヶ浜）

４　対象者の意見
研修会等を受講する中で，ＧＡＰを法人経営に導入することの必要性について理解が進んだ。今後，認証
取得に向け具体的に取り組みたいと考えているので支援をお願いしたい。

　　　　　　　　　農事組合法人せんだいあらはま　代表理事
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１　背景・ねらい
ＪＡあさひなでは，ねぎ（特に曲がりねぎ）を重点推進品目に位置づけ，販売額１億円を目標に掲げてい

るものの，平成 29年度の販売額は 52,000 千円となっている。また，曲がりねぎの主要な販売先である札
幌市場からは増産及び販売期間の延長を求められている。
しかし，生産者が高齢化しているため，安定供給に向けて生産組織での作付拡大が必要となっているが，

組織でねぎを導入しようとする機運はまだ低いため，ねぎを導入して運営がうまくいくモデルを育成し，機
運を高める必要がある。
（農）いさござわは，平成 27年７月に法人化した 35名の組織である。水稲 23ha，大豆 14ha，ねぎ 45a
を経営しており，ねぎの作付面積拡大に取り組もうとしている。しかし，曲がりねぎ栽培（やとい）に必要
なハウスの面積には限りがあり，作付拡大のためには，露地やといや長ねぎ等を組み合わせた作期拡大の検
討が必要になってきた。また，作業に応じた人員配置ができておらず，適切な作業計画の策定が必要である。
そこで，（農）いさござわを対象とし，曲がりねぎを中心に他の作型を組み合わせて作期を拡大すること

で出荷量及び収益が向上すること，また，適切な作業管理ができるようになることをねらいとした。

２　活動内容
◎作期拡大支援
（農）いさござわでは，作付面積を 45a から 60a へ拡大するにあたり，ハウスに入りきらない 25a 分の
ねぎについて，新規作型の提案を行った。施設でやとう曲がりねぎ（出荷期間：12月～２月）を基本の
作型とし，これに加えて「曲がりねぎ（露地やとい）：施設ではなく露地へやとうことで，労力軽減かつ
曲がりねぎの早期出荷を可能とする作型」，「夏秋どり長ねぎ：稲刈り期間中の比較的単価の高い時期の出
荷を狙った作型」を組み合わせた作型表を提案した。ＪＡと連携して話し合いを進め，各作型に適した品
種の選定及び作付計画を決定し，計画に沿った作業を進めるための技術支援を行った。
◎作業計画の適正化
作業日誌をつけてもらい，ねぎにかかるすべての作業について，作業日，作業内容，作業人数，作業時
間の記録を行った。作業内容については定期的に確認し，作業の効率化を検討しながら，来年度の作業計
画策定の支援を行った。

３　活動の成果とポイント
◎作期拡大支援
３つの作型の出荷期間に合わせ，早期出荷分の「夏秋どり長ねぎ」と「曲がりねぎ（露地やとい）」は
２月播種・４月定植，「曲がりねぎ（施設やとい）」は３月播種・５月定植とし，確実に段階を踏んで作業
を行うことができた。９月には，「夏秋どり長ねぎ」の収穫適期となり，計画通りの時期に出荷を開始できた。
稲刈り期間中は，単価が比較的高く，売上も好調であった。やといについては時期が重要であり，露地や
といはやとい期間を通常より短い１ヶ月程度と見込んで，降雪前の 11月に出荷できるよう，10月初めに
行い，施設やといは出荷がつながるよう 10月下旬に行った。その結果，想定通りの 11月中旬に「曲が
りねぎ（露地やとい）」の出荷を開始することができた。これは，JA あさひなねぎ部会として，これまで

新規作型の導入によるねぎの作期拡大
	 課題名	 	 生産組織での新規作型の導入によるねぎ作期拡大
	 対　象	 	 農事組合法人いさござわ（ねぎ生産組織）

	 Ⅰ－１－⑶
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仙台農業改良普及センター

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：笹原教子，佐々木吉一，大河原香織，齋藤雅博，飯沼千史，漆山裕子
■執　 筆 　者：笹原教子
■協  力  機  関：ＪＡあさひな

で最も早い出荷開始となった。その後，12月から「曲がりねぎ（施設やとい）」の出荷も始まり，１月の
下旬まで続いた。
これより，新規作型の導入により，出荷期間を２ヶ月（Ｈ 29）から５ヶ月に拡大でき，販売額も前年
比 156％に向上した。
また，新規作型を導入して栽培面積を拡大するにあたり，省力的な防除技術の実証試験を行った。幅広
い殺虫活性を持つ殺虫剤「ジュリボフロアブル」を用いてネギアザミウマの調査を行ったところ，慣行と
同等の防除効果が認められた。通常は２剤を定植時にほ場に散布するのに対し，本剤では，１剤を定植前
に苗シャワー処理するのみであり，作業時間は慣行の１/３程度となった。実際に作業が楽で良かったと
いう声があり，規模拡大する上では，有効な省力化技術であると考えられた。
◎作業計画の適正化
ねぎ栽培にかかるすべての作業について，作業人数，時間等を記録してもらい，内容を毎月一緒に確認
することで，計画的な作業を実施できた。１月には作の振り返りを行い，来年度の作業計画の検討を行っ
た。労働時間を把握することで，作業スケジュールも立てやすくなり，来年度の作業計画づくりにつなげ
ることができた。
また，労働時間調査により，作型ごとにねぎの栽培体系に応じた労働時間を把握できた。この数字をも
とに，今回実証を行った３つの作型を組み合わせ，労働時間を含んだ栽培暦を作成した。このデータは，
他の生産組織がねぎを導入する際の参考資料として活用できる。今後，他の生産組織等へ情報提供してい
きたいと考えている。

表）作型表

省力的な防除技術

　

露地やとい

　

出荷調製作業

４　対象者の意見
ねぎ部門の収益を出せるようにしたいので，段階的な作付方法や病害虫・雑草等の対策を含めた支援を今
後ともお願いしたい。

大和町・（農）いさござわ組合長
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１　背景・ねらい
富谷市ブルーベリー生産組合（以後，生産組合とする。）では，高樹齢化や湿害・干ばつ等により樹勢が

低下し，樹の生産性が下がっており出荷量が安定していない。
ＪＡあさひなぶどう部会（以後，部会とする。）は，黒川郡のぶどう生産者 20名で平成 28年４月に設立

したが，植栽して間もない生産者が多いことから技術の向上が必要となっている。
そこで，生産組合と部会の指導的立場にある生産者を中心に，栽培技術の向上支援と有望品種の導入支援

を行い，両組織の生産力向上を図る。

２　活動内容
◎ブルーベリー生産技術向上支援
生産者とＪＡあさひなとともに，樹勢回復に向けた栽培管理の改善点を検討した。それを踏まえ，排水
不良園における高畝栽培の実践，乾燥対策として有機物マルチの施用の徹底，自動かん水装置の実証ほを
設置した。さらに，樹勢を強化するせん定方法の導入支援として先進地視察と講習会を開催した。また，
これらの成果と指導的立場にある生産者の知見をまとめた，栽培マニュアルを作成し，生産組合へ成果を
波及させた。
◎ブルーベリー有望品種導入支援
販売期間を拡大するため，先進地視察研修会と栽培展示ほを設置し，ラビットアイ系品種とサザンハイ
ブッシュ系品種の導入を支援した。
◎ぶどう生産技術向上支援
ぶどうの果房管理が集中する６月～７月を重点作業時期として位置づけ，ＪＡあさひなと連携して栽培
講習会と巡回指導を集中して行い栽培技術の定着を図った。また，ぶどう部会の栽培暦の作成支援を行い，
部会の栽培技術の平準化を図った。

３　活動の成果とポイント
◎ブルーベリー生産技術向上支援
高畝栽培や有機物マルチの徹底，樹勢を強化するせん定など，栽培管理の改善により樹勢が回復し，対
象者の出荷量が増加した。また，定期的なかん水による新梢伸長量と新梢発生量の増加を生産者が実感し
ており，かん水設備を自作して設置するなどの自主的な取り組みが進んでいる。
これまでの普及活動により生産組合の活動が活性化し，新規栽培者が５名加わり，栽培面積が 70ａ増
加した。また，新規栽培者は，配布された栽培マニュアルに準じて栽培管理をしており，新規栽培者が技
術習得しやすい体制ができた。
◎ブルーベリー有望品種導入支援
対象者６名のうち５名が有望品種を導入し，販売期間の拡大が見込まれている。また，生産組合全体に
導入を拡大させるため，対象者が生産組合に働きかけて，20ａ相当の苗木を育成するなど取組が進んで
いる。

	 Ⅰ－１－⑷

果樹産地の活性化に向けた支援
	 課題名	 	 安定供給が可能なブルーベリー産地及び新たな果樹産地の育成
	 対　象	 	 富谷市ブルーベリー生産者６名，黒川郡ぶどう生産者５名



9� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

仙台農業改良普及センター

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：柴田昌人，鈴木康成，齋藤雅博，佐藤秀俊
■執　 筆 　者：柴田昌人
■協  力  機  関：ＪＡあさひな，富谷市，農業・園芸総合研究所

これらの活動により，生産組合全体で８名が有望品種を導入した。
◎ぶどう生産技術向上支援
ぶどうの重点作業時期に行われる花穂整形，無核化処理，摘粒，袋かけなどの作業のタイミングに合わ
せた栽培講習会の開催と巡回指導により，栽培技術が定着した。また，対象者が適期作業の重要性を理解
するようになり，ぶどうの生育状況をこまめに観察するようになった。
部会全体では，活動開始前に比べて栽培面積がおよそ 50ａ，部会員が２名増えた。また，出荷量が年々
増加したことで，役員会で販売戦略が検討されるようになるなど前向きな動きがみられるようになった。

マニュアルを活用した栽培講習会

　

高畝栽培と有機物マルチ

　

有望品種導入に向けた先進地視察研修

生産組合で行われた有望品種の育苗

　

ぶどうの生育診断指導

　

摘粒作業の講習会

４　対象者の意見
せん定方法の改善で樹勢が良くなり，対象者の出荷量が増加してきている。この成果を生産組合全体に反
映させたいので引き続き栽培指導をお願いしたい。

富谷市ブルーベリー生産組合　組合長

栽培技術が定着してきた。今後，安定生産をして出荷量が増えていくように引き続き技術支援をお願いし
たい。

ＪＡあさひなぶどう部会　部会長



明日へのアグリロード10

１　背景・ねらい
栗原市の大豆作付面積は県全体の１割弱を占めており（平成 27年産：892ha），土地利用型作物として，

水稲に次ぐ重要品目となっている。しかし，単収は県や近隣市町を下回っており，収量・品質の高位安定化
が求められている。栗原地域の大豆は，固定転作ほ場での作付が多く，地力低下や連作障害が発生している。
また，暗渠が十分に機能しないなど排水不良田での作付も多く，湿害や作業の遅れによる生育不良等が収量
低下の要因となっている。
そこで，栽培管理上の改善事項に対して，新技術を導入しながら収量・品質の向上を図った。

２　活動内容
◎各種減収要因の解決支援
対象者への個別巡回と聞き取りを通じて栽培体系と生育状況を確認し，減収要因と栽培管理に関する改
善事項を確認した。また，施肥体系の改善事項を把握するため，土壌診断を行った。明らかとなった課題
に対して，栽培管理の改善提案を行うとともに，新技術導入が有効な減収要因に対しては，実証ほを設け
て解決を図った。
◎新技術実証ほの設置
�【排水対策】排水不良ほ場で，平成 29年度は，トラクターで施工できる「浅層暗渠」の実証を行った。平
成 30年度には，もみ殻等の資材が不要で，トラクターのみで施工が可能なカットドレーン及びカットド
レーンmini を用いた「せん孔暗渠」の実証を行った。
�【地力低下対策】固定連作ほ場で，大豆生育初期の根粒菌の働きを阻害せずに窒素栄養をほ場に施用し，
地力窒素の消耗を補える「小畝立て深層施肥播種」技術の実証を行った。
�【晩播対策】排水不良によるほ場内の滞水や荒天，作業競合により，播種が大幅に遅れたほ場での減収を
軽減するため，「晩播狭畦」技術の実証を行った。
�【連作障害対策】平成 29～ 30 年度に，連作ほ場で，被害が深刻化していたダイズシストセンチュウに対
して被害抑制効果がある「緑肥（クローバー類）栽培」の実証を行った。
【蔓化・倒伏対策】ミヤギシロメで「摘芯」技術の実証を行った。
◎課題対象者を核とした技術講習会の開催
２年間で，対象者を含む管内大豆生産者に対して新技術の情報を提供した。新技術実証ほでは，ＪＡ栗っ
こ，農機具メーカー，（国研）東北農業研究センター，古川農試と連携して技術実演会（「浅層暗渠施工」「小
畝立て深層施肥播種」「せん孔暗渠施工」「摘芯」）と現地検討会を行い，技術普及や生産者間の情報交流
を図った。また，ＪＡ栗っこ主催の大豆栽培講習会では，新技術の概要や取組結果について情報提供を行っ
た。

３　活動の成果とポイント
◎各種減収要因の解決支援
土壌診断の結果，一部のほ場では有効態リン酸が不足していた。そこで，リン酸成分について施肥改善
したところ，対照ほ場に比べて 34％増収し，対象者は積極的に土壌診断を活用するようになった。固定
連作ほ場では，連作障害としてセンチュウ被害が見られたほか，有機物施用による土づくりが行われてい
ないことを確認した。排水機能が低下しているほ場や暗渠未整備のほ場，グライ土壌や泥炭土壌では，排

新技術による大豆の生産性向上を	
目指して

	 課題名	 	 新技術導入による大豆の収量・品質の高位安定化
	 対　象	 	 農事組合法人ｉファーム，大豆生産農家１人，	
	 	 	（管内大豆生産者約100経営体）

	 Ⅰ－１－⑸



11� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

栗原農業改良普及センター

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：宮本武彰，堀内保昭，佐々木圭悦，早坂浩志，小野愛実
■執　 筆 　者：宮本武彰
■協  力  機  関：ＪＡ栗っこ，農研機構東北農業研究センター，農研機構農村工学研究部門，
　　　　　　　　ヤンマーアグリジャパン株式会社，クボタアグリサービス株式会社，
　　　　　　　　株式会社丸山製作所，落合刃物工業株式会社，古川農業試験場

水不良が生じており，作業の遅れや生育不良の発生が見られた。さらに，ミヤギシロメでは蔓化・倒伏の
発生が見られた。各減収要因に対して新技術を導入しながら解決を図った結果，平成 30年度の大豆収量
は課題開始前の 123 ～ 135％，上位等級比率は課題開始前に比べ 18.9％高い 92.8％となり，大豆収量・
品質を向上させることができた。
◎新技術実証ほの設置
�【排水対策】浅層暗渠を施工したほ場では，ほ場内が滞水しにくくなり，排水性の改善効果を示すことが
できた。せん孔暗渠施工機「カットドレーン」および「カットドレーンmini」を施工したほ場では，土壌
が 8月上旬まで乾燥傾向で推移したことから排水不良の改善効果を直接示すことはできなかったが，降雨
後に土壌水分の低下が早まることを確認し，排水性の効果を示すことができた。
�【地力低下対策】深層施肥では，収量を慣行比 120％に増収させることができたが，深層施肥播種機が販
売中止となり，普及させることはできなかった。
�【晩播対策】晩播狭畦では，畝幅が技術の標準（30cm）よりも広く（50cm），播種が適期（7月上～中旬）
よりも早かった（6月下旬）ことから，播種密度が確保できず，雑草害が生じ，実証技術による減収の軽
減効果は判然としなかった。
�【連作障害対策】２年間とも，緑肥栽培によりセンチュウ被害を軽減することができ，被害ほ場に比べて
増収した。対象者からは，被害の軽減効果が期待以上だった，ほ場の土壌が耕起しやすくなったとの所感
が聞かれ，取組面積は 0.5ha（平成 29年度実績）から 3.1ha（平成 30年度実績）に自発的に拡大した。
�【蔓化・倒伏対策】摘芯では，収量は慣行比 3%の増収にとどまったが，草丈の抑制と分枝の増加が確認され，
草型が改善することによる蔓化・倒伏軽減効果を示すことができた。コンバインでの収穫時間は慣行比で
4分 /10a 短縮し，省力効果を示すことができた。
◎課題対象者を核とした技術講習会の開催
実証ほにおける実演会や現地検討会の開催を通じて，対象２者を含めた栗原市内の大豆生産者に新技術
の特徴や効果を周知することができた。新技術に対する管内生産者の関心は高く，平成 30年度は，対象
者の所属する地域の協議会がカットドレーンを購入し，共同利用体制が整備された。浅層暗渠施工器は，
現在，対象者が導入を検討している。摘芯機は，実演会の参加者から利用してみたいとの意見が聞かれた。
緑肥は，対象者が取組面積を自主的に拡大し，技術導入が進んだ。

浅層暗渠施工器実演会

　

摘芯機による大豆摘芯作業

　

摘芯大豆（右）の草型

４　対象者の意見
排水対策については，複数の技術を組み合わせて取り組んでいきたい。摘芯については，台風通過後も倒
伏程度が小さく，収穫作業がしやすかった。費用対効果をもとに技術の活用を検討していきたい。

農事組合法人 i ファーム　代表理事
様々な技術を実証でき，参考になっている。緑肥については予想以上の効果が見られている。引き続き栽
培技術を向上させたい。

個人経営体



明日へのアグリロード12

１	背景・ねらい
登米市のきゅうりは昭和50年に夏秋・冬春きゅうりで国の指定産地となり，県内一の産地（出荷額7.8億円,

生産者数 122 人（平成 29年度））となっている。平成 13年には４つの生産部会（上沼野菜団地生産組合，
迫施設胡瓜生産組合，なかだ胡瓜出荷部会，夏秋胡瓜部会）からなるＪＡみやぎ登米胡瓜生産者連絡協議会
（以下，「協議会」）が組織された。
（株）中田農業開発公社の苗供給及びＪＡみやぎ登米の選果機（平成 7～ 9年度国庫事業で整備，平成 27
年度再整備）など生産出荷体制が整備されて，新規就農者等がきゅうり栽培に取り組みやすくなっているこ
とから，平成 25年度以降平成 28年度末までに 13人が栽培を開始している。しかし，新規就農者等の技術
習得や，部会の統一と関係機関が一体となった後継者育成の体制づくりが課題となっている。また，きゅう
り等園芸品目では女性農業者の役割が大きく，農業経営全般での活躍が期待されることから，女性農業者を
対象とした各研修会の開催やフォローアップ支援が必要である。

２	活動内容
◎部会統一前後の組織運営・活動支援
平成 29年度は，きゅうり環境制御基礎研修会と先進産地経営事例研修会を協議会と共催した。平成 30
年１月にＪＡみやぎ登米胡瓜部会（以下，「部会」）が設立され，平成 30年度は部会ときゅうり先進事例
研修会を共催した。研修会は，２年続けて福島県から講師を招き，環境制御技術を導入している先進地の
動向について生産者間の情報共有を進めた。
また，女性農業者の力を家庭や地域で発揮してもらい，かつ横のつながりを深めるため，きゅうり女性
農業者交流会を各年度２回，部会等と共催で開催した。
◎産地の栽培課題への取り組み支援
平成 29年度は，新規就農者等の栽培技術検討支援のため，温湿度等のハウス環境調査ほを３組織（生
産部会）の若手生産者を中心に８か所設置して「環境の見える化」に取り組んだ。
平成 30年度は，部会が園芸産地加速化プロジェクト事業を活用して設置した環境制御技術実証ほ２か
所等の技術検討などを支援した。実証ほを含む環境制御技術導入ほ場３か所の生育等調査を行い，半促成
栽培終了後の８月と抑制栽培終了後の 12月に実績検討会を開催した。このほか，部会員の環境制御技術
に対する理解が深まるよう，4月と 11月に実証ほを会場にした現地検討会を，５月に県内先進事例技術
勉強会を開催した。また，塩類集積対策として，雨よけハウスに調査ほを設置し，塩類集積の程度による
生育への影響を明らかにした。実証ほや調査ほの結果は，「きゅうり情報」等で役員や部会員へ伝えた。
◎新規栽培者技術習得等支援
環境の見える化，病害虫診断と対策，土壌診断と施肥等について個別巡回で情報提供等を行い , 肥培管
理技術の検討を支援した。平成 30年度は，１経営体に対し施設導入計画検討や，中長期営農計画実現の
ため社会保険労務士や中小企業診断士による指導，ＧＡＰ実践ほ場視察研修等を支援した。

きゅうりの環境制御技術で	
産地発展を加速！

	 課題名	 	 きゅうりの持続的産地発展に向けた組織体制強化及び	
	 	 	 新規就農者等の育成
	 対　象	 	 ＪＡみやぎ登米胡瓜部会役員14人，新規就農者等13人

	 Ⅰ－１－⑹



13� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

登米農業改良普及センター

■普及センター：登米農業改良普及センター
■課題チーム員：高橋ひろみ，狩野　篤，八木千恵，小笠原聡美，後藤領太，今野愛祐美
■執　 筆 　者：高橋ひろみ
■協  力  機  関：ＪＡみやぎ登米，登米市

３　活動の成果とポイント
◎部会統一前後の組織運営・活動支援
協議会及び部会で計画したきゅうり環境制御基礎研修会等の事業が計画どおり実施されたほか，新年度
の主な事業活動に後継者・担い手への支援も盛り込まれた。平成 29年度の先進事例研修会開催等により，
技術革新への期待が高まり，平成 30年度には部会で園芸産地加速化プロジェクト事業を活用して，環境
制御技術の検討を始めることとなった。
女性農業者交流会では，支部を超えた交流の機会となった。

◎産地の栽培課題への取り組み支援
平成 30年度末で施設内の「環境の見える化」ができるようになったのは３ほ場（うち２つは炭酸ガス
施用開始）となった。産地では当初「環境制御技術とは炭酸ガス施用技術のことで，過去に導入したが効
果はない技術」との考えが根強かったが，環境制御技術導入ほ場で「環境の見える化」による管理と技術
検討が始まり，若手の技術習得，技術伝承のツールとして評価されるようになった。実証ほでは，地域平
均以上の収量を確保しており，炭酸ガス施用によるさらなる収量向上が期待されている。
塩類集積対策として，土壌診断に基づく施肥が新規栽培者を中心に定着してきた。

◎新規栽培者技術習得等支援
新規栽培者の「環境の見える化」は，温湿度管理を具体的数字で確認できるようになったことで，潅水
等の管理改善のきっかけとなり，地域平均並の収量が確保されるようになった。また，平成 30年度に 1人�
が規模拡大し，ほかにも新規作付けや規模拡大を計画している人が出ている。

環境制御技術半促成栽培実績検討会

　

「環境の見える化」パソコン画面

４　対象者の意見
環境制御技術は，若手生産者の技術習得や技術伝承ツールとして有効と考えている。技術検討が始まった
ばかりなので，今後とも支援をお願いしたい。

ＪＡみやぎ登米胡瓜部会実証ほ担当農家
収量向上が期待されている環境制御技術は興味深い。とりあえずは，簡易なハウス環境測定で「環境の見
える化」に取り組んでみたい。ベテラン生産者とハウス環境の比較をして収量向上に繋げたい。今後も，情
報提供等をお願いしたい。

きゅうり新規就農者



明日へのアグリロード14

１　背景・ねらい
豊里町転作集団連絡協議会は，豊里町域の転作団地約 300ha の利用調整を担っており，うち麦類及び大

豆の生産を構成員である９つの組織が分担している。
大豆は，ほとんどが固定団地方式により生産され，連作の長期化で，地力の低下や病害虫の発生等，連作

障害が大きな課題となっており，特に，ダイズシストセンチュウの被害は著しく，生育不良や収量・品質の
低下を招いている。
担い手の減少に伴う組織への農地集積が見込まれる中，センチュウ害の低減対策による大豆の収益確保に

加え，麦作と共通の機械を使用する水稲乾田直播栽培の普及・拡大等，稲作の省力化も進めながら組織の課
題を明確にして，土地利用型作物の長期的な安定生産を実現する。

２　活動内容
◎ダイズシストセンチュウ害の低減に向けた技術的支援
センチュウ害対策として，輪作（ブロックローテーション）が最も効果的であるが，固定団地方式から
の変更が難しいため，緊急的な対策として緑肥による対策（クリムソンクローバ等緑肥のすき込み）を支
援することとし，緑肥の実証ほを設置するとともに，緑肥の生育状況やセンチュウの発生状況，大豆の生
育状況，センチュウ害の発生状況，大豆の生育・収量等を調査し，現地検討会や実績検討会を通して，連
作障害対策を支援した。
◎環境保全米や業務用米，輪作としての水稲乾田直播栽培の導入支援
環境保全米や業務用米，また，輪作作物としての利用も視野に入れた，水稲乾田直播栽培の実証ほを設
置するとともに，生育状況や収量・品質等を調査し，現地検討会や成果報告会を通じて，水稲乾田直播栽
培の普及・拡大と安定生産を支援した。
◎担い手組織の取組方向の明確化支援
今後の意向や課題を把握するため，各組織にアンケート調査を実施するとともに，関係機関及び各組織
と連携して今後の取組方向の明確化を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎ダイズシストセンチュウ害の低減に向けた技術的支援
緑肥実証ほの坪刈り収量は，平成 29年産が４実証ほ平均 220（200 ～ 243）kg/10 ａ，平成 30年産
が３実証ほ平均 217（206 ～ 227）kg/10 ａと，平成 28 年産の慣行ほ場 98kg/10 ａを上回る安定した
収量が得られた。
ダイズシストセンチュウ害対策としての緑肥のすき込み面積は，平成 28 年産で約 30ha であったが，
平成 29 年産が約 70ha，平成 30 年産が約 95ha と大豆栽培面積の 1/3 まで増加し，ダイズシストセン
チュウによる大豆の被害発生ほ場割合は，平成 28年産で 60％であったが，平成 29年産が 9.9％，平成
30 年産が 0.8％と大きく減少した。また，大豆の単収は平成 29 年産が 172kg/10 ａ，平成 30 年産が
162kg/10 ａと平成 28年産 161kg/10 ａ以上であった。
各組織の本対策への取組は定着してきており，今後も継続して実施する意向である。

土地利用型作物の長期的な	
安定生産に向けて

	 課題名	 	 土地利用型作物の長期的な安定生産に向けた先進的技術の導入と定着
	 対　象	 	 豊里町転作集団連絡協議会　９法人（農事組合法人中央生産組合，農事組合法人下町生産組合，	
	 	 	 農事組合法人オグリ生産組合，農事組合法人二ツ屋生産組合，農事組合法人大曲生産組合，	
	 	 	 農事組合法人長根生産組合，農事組合法人ＴＭファーマーズ，農事組合法人加々巻生産組合，	
	 	 	 農事組合法人ときなみファーム）

	 Ⅰ－１－⑺



15� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

登米農業改良普及センター

■普及センター：登米農業改良普及センター
■課題チーム員：猪野　亮，佐藤泰征，佐々木都彦，山家いずみ，門間由美子，杉本達郎
■執　 筆 　者：猪野　亮
■協  力  機  関：ＪＡみやぎ登米，登米市，古川農業試験場

◎環境保全米や業務用米，輪作としての水稲乾田直播栽培の導入支援
水稲乾田直播栽培の実証ほでは「ひとめぼれ」において，化学合成農薬８成分以内，窒素の化学成分
量 3.5kg/10 ａ以下の特別栽培米基準でも，平成 29 年産が 640kg/10 ａ，平成 30 年産が 498kg/10 ａ
と移植水稲並の収量・品質が得られた。また，業務用多収米「萌えみのり」においても，平成 29年産が
590kg/10 ａ，平成 30年産が 484kg/10 ａと移植水稲並の安定した収量・品質が得られた。
豊里町での水稲乾田直播栽培面積は，平成 28年産で 11.7ha であったが，平成 29年産が 12ha，平成
30年産が 15.7ha と順調に増加し，現地検討会や成績検討会等を通じて，農業者や関係機関と得られた結
果等を情報共有することで，技術の普及・定着が進んでいる。
◎担い手組織の取組方向の明確化支援
意向アンケート調査から，土地利用調整や大豆の連作障害等が課題であると考えている組織が多かった
が，長年取り組んできた水田転作の固定団地方式が，協議会レベルで地域に根付いており，ブロックロー
テーション等への早急な移行は難しい状況にある。水稲乾田直播栽培や加工用ばれいしょを一部取り入れ
ている組織もあり，今後も各組織及び関係機関と連携して取り組んでいくこととしている。

４　対象者の意見
緑肥すき込みによるセンチュウ害対策は，大豆被害の低減に効果が認められ，対策として根付いてきて
おり，今後も取り組むこととしている。また，豊里の大豆（タチナガハ）は，実需者から品質が安定して
いて美味しい，香ばしいとの高評価をいただいており，緑肥の秋播きによる地力増進等を試みながら，将
来は，輪作による収量や品質向上に取り組んでいきたい。

登米市　豊里町転作集団連絡協議会　会長

緑肥（クローバ）のすき込み前生育調査 大豆現地検討会

水稲乾田直播栽培の播種状況（グレンドリル） 水稲乾田直播現地検討会



明日へのアグリロード16

１　背景・ねらい
ナミハダニやうどんこ病はいちごの重要病害虫である。最近では農業・園芸総合研究所によって紫外線（以

下，ＵＶ－Ｂ）照射，高濃度炭酸ガスくん蒸処理，バンカーシートといった新たな総合的病害虫管理（以下，
ＩＰＭ）技術の有効性が示されており，既存の天敵資材に加えこれらの技術が導入され始めている。また，
環境制御技術に着目し，関係機関と連携した「いちご生産者間ネットワーク」に参画し，環境・生育測定デー
タを共有して栽培管理を行ってきた生産者もいる。一方，ＪＡいしのまき統一いちご部会が解散し，各生産
組合間の情報交換・交流が少なくなっている他，法人就農した雇用就農者は地域との関わりやキャリアアッ
プが希薄になりがちで，次代の担い手育成を生産者・関係機関が一体となって支援する必要がある。

２　活動内容
◎新たなＩＰＭ技術導入および農薬の適正使用支援
県農業・園芸総合研究所と連携した実証ほの病害虫調査を実施し，得られた結果は ｢いちご情報｣ とし
てまとめ，新技術の防除効果や防除コストの情報提供を行った。また，外部講師を招き農薬と病害虫防除
の現地指導会並びに研修会を開催し，現場における農薬散布手法の改善や系統別農薬の考え方を研修する
場を設けた。さらには，各生産組合の栽培講習会等に出席し，天敵の導入時期や併用可能な農薬の使い方
などについて指導を行った。
◎高度な環境制御技術の導入による生産技術の高度化
定期的な草勢・環境管理支援に加え，主要法人５社に対しては関係機関と連携しながら前作の振返りを
実施し，環境や収量データをもとに課題等について議論した。また，環境制御の理解促進を目的に，外部
講師を招いての環境制御セミナーを開催し，環境や栽培管理，先進事例の取組等について研修する場を設
けた。さらには，全６回の環境制御勉強会を実施し，生産者が各々の環境測定データを持ち寄り，現在の
ハウス内管理について意見交換しながら今後の管理について検討する場を設けた。
◎いちご生産者交流の活性化
農協のいちご担当者を集めた定期的な打合せを実施し，環境制御勉強会や新品種等の意見交換を実施し
た。また，法人就農した若手担当者を他地区の現地検討会に参加誘導し，他のベテラン栽培者の現場を研
修する場を設けた。その他，普及センター主催で開催する研修会等を通し生産者間交流の活性化を支援し
た。

３　活動の成果とポイント
◎新たなＩＰＭ技術導入および農薬の適正使用支援
技術展示ほの調査結果ではＵＶ－Ｂ照射の高い防除効果が得られており，育苗ほや本ぽへの増設，本ぽ
への新規導入などの動きが見られている。バンカーシート導入経営体では，化学合成農薬と併用しながら
ナミハダニの発生を低く抑えることに成功し，農薬散布回数を減らす状況にある。また，外部講師による
現地指導会並びに研修会を開催した結果，農薬散布の圧力を下げたり，散布速度を緩めたりする変化が見
られた。さらには，天敵と農薬の特性について理解が進んだことにより，過去には多発させていたナミハ

環境制御技術の活用による生産技術の高度化
	 課題名	 	 先進技術を活用したいちご産地のステップアップ
	 対　象	 	 ＪＡいしのまきいちご生産組合（石巻苺生産組合，	
	 	 	 やもといちご生産組合，河南いちご生産組合），	
	 	 	 株式会社イグナルファーム，株式会社アグリ・パレット，	
	 	 	 株式会社サンエイト，株式会社いちごランド石巻

	 Ⅰ－１－⑻



17� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

石巻農業改良普及センター

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：志賀紗智，宍戸　修，神﨑正明，鈴木俊矢，佐藤聖一
■執　 筆 　者：志賀紗智
■協  力  機  関：石巻市，東松島市，ＪＡいしのまき，農業・園芸総合研究所

ダニやアザミウマ類の防除に成功する経営体が見られるようになった。本年度は高濃度炭酸ガスくん蒸処
理１件，ＵＶ－Ｂランプ導入２件，バンカーシート導入３件の実績となり，ＩＰＭ技術の新規導入経営体
数は 11件に増加した。

◎高度な環境制御技術の導入による生産技術の高度化
各法人に対し生育や環境測定のデータ活用を指導した結果，従業員における生育測定及び役員による月
２回の栽培管理打合せが実施できるようになり，環境や病害虫管理が改善されつつある。また，役員が実
施していた環境制御への取組が社員にも浸透し，主体的に環境管理に着手する様子が見て取れる。作の振
返りを継続的に実施してきたことで，担当者が課題を認識し，改善にむけた試みが次作の取組に反映され
ている。環境制御勉強会では，他経営体と環境測定値を比較することで，自身の管理との違いを認識する
ことができ炭酸ガスの施用方法や天窓の開度を変更し，ハウス内環境の改善につなげている経営体がいる。
研修会や勉強会を定期的に開催することで，環境設定や栽培手法を変更する取組が見られ，生産者の意識
啓発と行動の変化につながっている。

◎いちご生産者交流の活性化
定期的に農協のいちご担当者を集めた打合せを実施することで，環境制御勉強会の意見交換等に加え管
内の生育状況などの共有化を図ることができ，関係機関の連携強化につながった。また，生産組合に属さ
ない農業法人の栽培担当者を生産組合の活動に参加させることで担当者の勉強の場を設けることができ，
今後の管理に徐々に反映させるようになった。普及センター主催の研修会に参加した生産者においては生
産組合の枠を超えて意見交換している様子が見られ，それぞれの意識啓発につながっている。

農薬と病害虫防除現地指導会

　

環境制御勉強会

　

現地栽培指導の様子

４　対象者の意見
環境制御勉強会では他法人の環境測定値と自身のほ場の値を比較することができ，それらを参考に実際の
管理に反映させることができた。

（株）サンエイト　いちご栽培担当者



明日へのアグリロード18

１　背景・ねらい
管内の直播栽培面積（飼料米等含む）は平成 28年に 302ha，平成 29年に 501ha と年々増加しており今

後も増加すると見込まれる。特に土地利用型農業を中心としている大規模経営体では，周辺農家からの農地
集積によって水稲栽培面積が拡大しているが，育苗施設不足や田植作業の労力不足により，直播栽培で面積
拡大分をカバーする傾向がみられる。さらに周辺農家からの播種作業受託の要望が増えていることも，面積
増加の一因になっている。
また，大きな特徴として，播種様式が乾田直播が全体の約９割以上を占めていることが上げられ，国立研

究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構　東北農業研究センターが開発した技術を取り入れている。
しかし，苗立ち不足，雑草発生，施肥の不足等により収量が低い事例がみられ，栽培技術の向上が課題となっ
ている。
一方，今後直播栽培を進める上で，直播栽培導入による経営面でのメリットを明確化や，労働力・機械施

設等を効率的に活用・稼働させるための栽培・作業体系についての検討も必要となっている。
ＪＡいしのまきでは，本所や営農センター単位でも技術改善のための現地検討会を開催しており，直播栽

培の普及推進を図っている。
普及センターでは，直播栽培の技術向上と経営的な改善を目指し，今後の普及拡大を支援するためにプロ

ジェクト課題を設定した。

２　活動内容
◎直播栽培技術の確立支援
技術的な課題を把握するために，播種作業体系・耕種概要，生育・収量状況・雑草発生状況等の調査を
行い，対象者に情報提供と技術的なアドバイスを行った。�
年度末に，データを整理・検討してまとめの上，栽培者・関係機関を参集した技術情報交換会を開催し
て調査結果の検討や技術情報の交換を行い，栽培事例集としてとりまとめた。
◎直播栽培取組者の技術向上・定着支援
ＪＡ本所や各営農センターが開催した現地検討会に参加し，技術指導・情報提供を行った。
また，定期的に発行する稲作情報に直播栽培展示ほの生育状況を含めるとともに，直播栽培情報を発行
して，技術情報の提供を行った。
◎直播栽培導入経営体の経営改善支援
生産資材コスト調査を行って経営面でのメリット，デメリットを確認するとともに，作業分散効果等の
調査を行ってとりまとめ，年度末の技術情報交換会で検討し，栽培事例集に含めた。

３　活動の成果とポイント
◎直播栽培技術の確立支援
直播栽培の中心となっている乾田直播栽培のデータを収集するために４経営体（３法人，１個別経営体）
を選定して，播種作業体系，耕種概要等の栽培管理状況調査を行い，播種作業体系，施肥・除草体系を把

水稲乾田直播栽培の	
技術向上と普及拡大を目指して

	 課題名	 	 水稲直播栽培の技術定着による稲作経営体の経営強化
	 対　象	 	 有限会社サンダーファーム牛田，農事組合法人ゆいっこ，	
	 	 	 農事組合法人ビッグベリーランドパートナーシップ，	
	 	 	 農事組合法人たてファーム・和，有限会社アグリードなるせ，個別経営体

	 Ⅰ－１－⑼



19� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

石巻農業改良普及センター

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：阿部健司，佐藤元道，工藤詩織，木村祐介，浅野真澄
■執　 筆 　者：阿部健司
■協  力  機  関：ＪＡいしのまき，古川農業試験場，
　　　　　　　　国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター

握できた。
生育に関しては，各経営体から１ほ場を選び，苗立ち調査，定期生育調査（６月 10日から８月１日ま
で 10日おきに草丈・茎数・主稈葉数・葉色等調査），出穂調査・成熟期調査・収量調査を行って生育経過・
収量を把握するとともに，病害虫・雑草発生状況も把握し，情報提供した。とくに７月の調査では，著し
い葉色低下や葉いもちが発生したほ場があったため，追肥やいもち病防除指導を行い，収量向上や被害防
止に結びついたと考えられる。
栽培管理調査と生育・収量調査の結果を検討して課題を抽出し，３月６日に課題対象者，ＪＡ担当者を
参集した技術情報検討会を開催して，調査結果や課題の検討を行った。検討結果については，年度末に発
行した栽培事例集に反映させた。
◎直播栽培取組者の技術向上・定着支援
やもと乾田直播生産者協議会に対する支援として，５月 14日と７月 27日に開催された現地検討会に
講師として出席して指導を行った。５月 14日は主に出芽・入水・除草に関する検討で矢本地区５ほ場で
実施され，７月 27日は主に追肥・除草に関する検討で５ほ場で実施され，それぞれ協議会員約 30人が
参加した。
恒例となっているＪＡ主催の乾田直播栽培現地検討会が，５月 18日と７月 12日に開催され，講師の
東北農業研究センターの専門家から指導を受けるとともに情報提供をおこなった。
さらに，７月 13日に石巻地方米づくり推進本部主催の水稲現地検討会を石巻市桃生に設置した技術普
及展示ほを会場にして開催し，構成機関（市，ＪＡ，土地改良区）の情報共有化をはかった。
普及センターでは６月から８月まで７回発行している「稲作情報」に水稲直播栽培技術普及展示ほの結
果を掲載するとともに，直播栽培情報も８月に１回，平成 31年２月に総括号としてもう１回発行した。
◎直播栽培導入経営体の経営改善支援
４経営体を対象に，生産資材コスト・作業時間等の調査を行って経営面でのメリット，デメリットを検
討し，確認するとともに，労働力，機械施設等を効率的に活用・稼働させるための栽培・作業体系を検討
した。検討結果については，年度末の技術情報交換会で検討を深め，栽培事例集に掲載した。

播種作業（4/20・河南 )

　

現地検討会（7/27・矢本）

　

収穫作業（10/5・矢本）

４　対象者の意見
直播栽培は，育苗の手間がかからない，田植作業がない，収穫作業適期の拡大などのメリットがあり，今
後も取組が拡大することが見込まれる。しかし，同一除草剤の連用により特定雑草が残るなどの技術的な問
題もあり，引き続き支援をお願いしたい。

石巻市　（農）ビッグベリーランドパートナーシップ　役員



明日へのアグリロード20

１　背景・ねらい
気仙沼市階上地区のいちご生産施設は，東日本大震災の津波により大きな被害を受けたが，東日本大震災

農業生産対策交付金を活用して施設を再建し，いちご栽培が再開された。
農業 ･園芸総合研究所と普及センターでは，４か所の施設に環境モニタリング機器を設置してデータの記

録を行い，環境データを活用した栽培技術の確立に取り組んでいる。
また，薬剤抵抗性の発達により，ハダニ類とうどんこ病の防除が困難になってきており，天敵製剤や�
ＵＶ－Ｂ（紫外線）ランプ等のＩＰＭ技術の導入が急務となっている。
そこで，環境データ活用とＩＰＭの導入により，いちごの収量向上に取り組んだ。

２　活動内容
◎環境モニタリングデータを活用した栽培管理技術向上支援
環境モニタリング機器をネットワーク上で結んで気仙沼地区いちご生産者間ネットワークを構築し，お
互いの栽培管理状況をリアルタイムで確認できるようにした。また，環境モニタリング機器で記録したデー
タを分析して課題を抽出し，栽培管理方法について検討を行った。
環境データと週一回実施した生育調査結果をもとに，環境データを活用した栽培に関する勉強会を開催
し，技術の向上を図った。
◎ＩＰＭ導入による難防除病害虫対策支援
ハダニ類対策として，ミヤコカブリダニのパック剤と天敵保護装置が一体となった製剤（商品名：ミヤ
コバンカー）の実証ほを設置した。実証ほでは，育苗期と定植後にミヤコバンカーを設置し，設置時期の
違いによる防除効果について比較を行った。
また，ＪＡが設置したＵＶ－Ｂランプの展示ほを活用し，天敵製剤とＵＶ－Ｂランプ等のＩＰＭに関す
る研修会を開催した。

３　活動の成果とポイント
◎環境モニタリングデータを活用した栽培管理技術向上支援
環境データをリアルタイムで確認できたことで，お互いのデータを参考にしながら換気や加温等の栽培
管理を行うようになった。
環境データを分析した結果，今までの炭酸ガス施用方法に無駄が多いことが分かった。朝の早い時間帯
に 1,000ppmを超える濃度まで高くなるが，その後は急激に濃度が下がり，外気以下の濃度になる時間帯
もあった。勉強会では，早朝の炭酸ガス施用量を減らし，濃度が下がった時間に施用することで光合成に
効果的な濃度を長時間維持するように指導を行ったところ，炭酸ガス濃度を意識した施用が行われた。
また，勉強会では，出席者の栽培管理状況をホワイトボードに書き出し，可視化することでお互いの管
理について積極的に情報交換が行われた。
◎ＩＰＭ導入による難防除病害虫対策支援
ミヤコバンカーは育苗時に設置することでミヤコカブリダニが苗に定着し，定植後も長期間にわたり高

環境データの活用と	
ＩＰＭ導入によるいちごの収量向上

	 課題名	 	 環境モニタリングデータ活用及びＩＰＭ導入によるいちごの収量向上
	 対　象	 	 階上いちご復興生産組合３人，階上いちご第２復興生産組合３人
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21� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

気仙沼農業改良普及センター

■普及センター：気仙沼農業改良普及センター
■課題チーム員：福原弘芳，早坂裕子，安藤美咲，小野寺和英
■執　 筆 　者：福原弘芳
■協  力  機  関：ＪＡ南三陸，気仙沼市，農業・園芸総合研究所

い防除効果が得られた。しかし，定植後の設置では，設置するまでにハダニ類の密度を低く抑えることが
できなかったため，期待した防除効果は得られなかった。
ＵＶ－Ｂランプについては，育苗時照射と定植後照射の比較を行っているが，現在までのところ無処理
区でもうどんこ病が発生していないため，引き続き効果を検証する。
ミヤコバンカーとＵＶ－Ｂランプの防除効果について，部会の作柄検討会で情報提供を行った。部会で
は，すでにハダニ類を対象とした天敵製剤が使用されているが，防除効果が安定しない場合があるため，
ミヤコバンカーの育苗時設置に高い関心が示された。

毎週実施している生育調査

　　��　

環境データ活用に関する勉強会

育苗時に設置したミヤコバンカー

　

勉強会で使用した炭酸ガス濃度のグラフ

４　対象者の意見
湿度や炭酸ガス濃度を数値で確認できるため，データを意識した栽培管理が行えるようになった。ハダニ

類防除については，効果が高い薬剤がないため，天敵に頼らざるを得ない状況である。環境データの有効な
活用方法や病害虫防除対策について，今後も支援をお願いしたい。

階上いちご復興生産組合　組合員
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１　背景・ねらい
宮城県では，東日本大震災からの農地復旧により，沿岸部では１ha 規模の大区画ほ場が整備され，法人

を中心とした担い手への農地の集積・集約化が進み，これまで 100ha を超える大規模土地利用型法人が多
数誕生している。しかし，これらの法人では，急激な経営面積の拡大により，経営管理や作業体制，ほ場管
理等が十分とは言えず，農繁期の労働力の競合や不足，作業遅延や作業精度低下，ほ場ごとの地力のバラツ
キにより生産性が安定しないため，収量・品質の低下を招く事例がある。一方，農業従事者の高齢化が加速
し農業の担い手が減少する中で，法人への就農者は増加している。しかし，雇用就農者は農業に関する知識
や経験が少ない者が多く，技術力が不足している現状である。
そこで，近年，実用化が進むＩＣＴやＩｏＴ，ロボット技術等を活用したスマート農業技術について，県

内２か所にモデル経営体を設置し，スマート農業の実践による生産性の向上と誰もが取り組みやすい農業の
実現に向け，若者があこがれる土地利用型経営体のトップモデルの育成を図る必要がある。併せて，普及指
導員やＪＡ営農指導員のスマート農業技術に関するリテラシー向上と県内での普及推進母体となるネット
ワークの構築が必要である。

２　活動内容
◎モデル経営体対象活動
スマート農業技術の導入を支援するため，農機メーカーと連携し，ＲＴＫ－ＧＮＳＳ自動操舵システム

搭載トラクタによる大豆の耕うん同時播種作業や，収量・食味計付き普通型コンバインによる小麦の収穫
作業，ドローンによる稲の生育状況のセンシングについて，生産効率性を実証した。また，水田センサに
よる水田の水管理の省力性の確認を行った。
◎県全域対象活動
農機メーカーやＩＣＴベンダー，関係団体等と連携し，生産者等を対象とした実演会やセミナーを３回，
普及指導員やＪＡ営農指導員を対象とした技術研修会を１回開催した。また，普及センター等が主催する
研修会において，ＩＣＴを活用したほ場管理システムに関する情報提供を４回実施した。
ネットワークの構築については，今後，ネットワーク構築の核となるメーカー，関係機関等に県の取組
方向性を示しつつ，ネットワーク構築に向けた情報共有と意見交換を行った。

３　活動の成果とポイント
◎モデル経営体対象活動
大豆播種作業における自動操舵システム活用については，作業時間が耕起作業の速度に制約され，両経
営体とも作業時間の削減には至らなかった。しかし，オペレータへの聞き取りでは，緊張感や疲労が緩和
されたといった感想が聞かれ，作業ミス等の回避に結びついていると考えられる。定量的に評価するには，
今後，視点を変える必要がある。
収量・食味計付きコンバインについては，追肥や前作の影響が，収穫時にリアルタイムで定量的に把握
でき，当年の品質に基づく収穫物の仕分けや翌年の施肥等の栽培管理への活用が可能であることが判明し
た。ただし，２年３作や３年４作の輪作体系の場合，翌年の異なる作物への活用，翌々年等の同一作物へ
の活用には，更に検討が必要である。
ドローンによるセンシングでは，幼穂形成期頃の稲の生育量を把握できたが，本年度は，追肥量の詳細

スマート農業の先進県を目指して
	 課題名	 	 スマート農業実践による土地利用型経営体のトップモデルの育成
	 対　象	 	 県内大規模土地利用型経営体２社	
	 	 	 有限会社アグリードなるせ，有限会社耕谷アグリサービス

	 Ⅰ－１－⑾



23� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

農業革新支援センター

■普及センター：農業革新支援センター
■課題チーム員：笹原剛志，我妻因信，今野知佐子，船山　智
■執　 筆 　者：笹原剛志
■協  力  機  関：亘理・石巻農業改良普及センター，（株）ヰセキ東北，クボタアグリサービス（株），（株）南東北クボタ，
　　　　　　　　ヤンマーアグリジャパン（株）東北支社，小泉商事（株），住友商事東北（株），（一社）全国農業改良普及支援協会，
　　　　　　　　（株）日本能率協会コンサルティング

な判断基準がなく，追肥作業を見送った。また，収量調査の結果は，このセンシング結果と良く一致して
おり，生育量が旺盛と判断された箇所では，収穫期に倒伏が確認され，倒伏対策にも活用できる。両経営
体からは，感覚的であったものが，データで見える化され，その後の管理のヒントとなったことから，リ
モートセンシングに対する関心が高まってきている。
水田センサについては，遠隔ほ場における水位の確認や水管理に要する時間の削減が明らかになり，経
営体では，購入も考えるほど，その効果を実感し，次年度以降の活用にも前向きである。
◎県全域対象活動
生産者に対しては，現地実演会（６月 29日），技術研修会（１月 23日），セミナー（３月 19日）等を
開催しながら，スマート農業技術に関する情報提供を行い，スマート農業に関する理解促進を図った。各
セミナーにおいて，農機の展示に加え，農機メーカーごとにブースを設置，相談会も実施することで，生
産者のスマート農業技術に関する理解がより促進された。また，若い従業員を事例発表者やパネラーとす
ることで，若者が活躍できる分野であることを，参加者にアピールした。
指導者に対する活動では，技術の導入や活用を助言できるよう，営農指導員や普及指導員等のスマート
農業に関するリテラシーの向上を支援した。普及指導員が，実際に生産者のシステムを活用し，得られた
情報を基にコスト試算等を行い，経営改善の支援を行う普及指導活動も始まっている。
ネットワークの構築については，各関係機関とも，その趣旨に賛同いただき，ネットワーク構築の必要
性について理解された。

収量・食味計付きコンバインによる小麦収穫作業

　　　

ドローンによる生育診断画像

スマート農業技術に関する現地実演会

　　　

スマート農業推進セミナーによる講演

４　対象者の意見
次回の機械更新時には，スマート農業技術の導入を検討する必要がある。水田センサは水管理の省力化に
つながったし，収量コンバインやＲＴＫ－ＧＮＳＳ自動操舵装置にも，非常に興味がある。今後も実証等で，
これら機械の活用について検討し，導入につなげていきたい。

東松島市　有限会社アグリードなるせ　代表取締役社長
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１　背景・ねらい
東日本大震災からの農地の復旧が進み，沿岸部を中心に経営初期から 100ha を越える農業法人が誕生し

ている。一方内陸部においても集落営農組織の法人化が進んでいる。しかし，個別経営から組織経営，企業
経営への転換が進まない法人が多く，経営体質の強化や継続可能な体制の構築のため，集中的に支援を行う
必要があり，そのためには，専門的な知見を持った専門家により，組織運営や経営管理に関して直接助言や
指導を行い，経営者としての実践力を身につけさせ，いち早く自立させる必要がある。
普及指導員も農業法人等の経営改善指導についての知識や経験が少なく，若手普及員が多くなってきたた

め，経営指導の資質向上が求められている。また，普及指導員による経営改善指導をスムーズに行うことや，
農業法人における自己点検を可能にするためのツールが必要とされており，過去に作成したツール（農業経
営，労働安全チェックシート）の活用を図った。

２　活動内容
◎農業法人の経営体質強化支援
農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業の委託先と連携し，対象法人の課題整理を行い，支援計
画を作成した。その後，それぞれの対象法人が抱える経営改善や労務管理等についての課題に応じたハン
ズオン（伴走型）支援を行った。支援は民間機関，普及センター，革新支援専門員で支援チームを組織し
て活動を行った。革新支援専門員は進捗管理を行うとともに，状況に応じて技術・経営面を中心とした助
言を行い，各機関の間のコーディネートや役割分担を担った。また，普及指導員もハンズオン支援に同席
することで，専門家の支援方法を習得できるようにした。
◎経営支援ツールの作成と活用
これまでの支援等で得たノウハウを収集，整理し，重要項目をチェックリスト形式にまとめた「農業経
営セルフアセスメントシート」及び「労務関係アセスメント点検シート」の見直しと活用による法人経営
体の課題抽出を行った。その他，普及指導員が現場で活用できる経営分析支援シート等の作成を行った。

３　活動の成果とポイント
◎農業法人の経営体質強化支援
支援チームにおいて，解決すべき課題の抽出，支援内容の整理が行われた。定期的に支援を行ったこと
で，対象法人の課題解決に向けた意識が向上し，自発的に改善への取組が行われるようになり，それぞれ
の法人が抱える課題に応じた経営改善が行われた。
支援例１
有限会社Ｕ農場では，ねぎのカット工場の建設を計画しており，事業の導入に向けた経営シミュレーショ
ンの実施や投資規模の決定に向けた支援を実施することにより，事業計画の作成と導入による中長期計画
の作成ができた。また，ＧＡＰの導入に伴い必要となる帳票が多いことから，ＧＡＰの定着に向け，帳票
の作成を支援するアプリケーションの作成を行うことができた。
支援例２
農事組合法人Ｒ組合においては，役員等の高齢化を踏まえ新たな人材の確保が課題となっていたが，雇
用の確保と定着に向けた勉強会や事業計画の作成，求人対策の支援を行い，雇用に向けた組織内の意識統
一と新たな人材の雇用ができた。

伴走型支援による経営安定化の	
実現を目指す

	 課題名	 	 企業的経営を目指す農業法人の経営体質強化
	 対　象	 	 農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業対象法人（８経営体）

	 Ⅰ－１－⑿



25� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

農業革新支援センター

■普及センター：農業革新支援センター
■課題チーム員：船山　智，我妻因信，笹原剛志，今野知佐子
■執　 筆 　者：船山　智
■協  力  機  関：株式会社オーレンスパートナーズ，各農業改良普及センター

支援例３　
有限会社Ｋでは，若い社員に経営承継を検討していたが，現経営者と後継者との間で承継に向けた温度
差があり，承継に不安を感じていた。そのため，承継に向けた準備として，経営理念や中長期計画を明ら
かにし，後継者の経営者としての意識の醸成と承継に向けた計画づくりを行うことができた。
支援例４
農事組合法人Ｉ生産組合では，中長期の事業計画がなく，組織体制の整備，設備投資などの見通しが立っ
ていなかった。そのため，事業計画の作成と将来の組織体制を検討するための支援を行い，事業計画の作
成等を行うことができ，役員間の経営に対する課題を共有することができた。また，同組合が取り組んで
いるねぎの販売促進も課題であることから，宣伝方法等について支援を行い，消費者交流や実需者への食
材提供の機会を設けることができた。
◎経営支援ツールの作成と活用
農業経営管理全般に係るチェック項目をまとめた，「農業経営セルフアセスメントシート」を，今回の
対象経営体に対して実施し，５段階で自己評価を行った。その後，ハンズオン支援後において，同様に自
己評価を行い，経営意識がどのように変化したのか評価を行い，支援の成果を確認した。（対象８経営体
中８経営体においてポイントが向上した。）
また，同シートについて，農業改良普及指導員の研修の際，活用方法について説明を行い，経営支援の
ツールとして紹介した。

同じ課題を持つ仲間との研修会も開催

　　　

普及員も支援チームとして一緒に活動

活発な議論を重ね対策を検討

　　　

支援により作成した経営計画を社員に発表

４　対象者の意見
現在役員の高齢化が進み，経営の継続に向けて新たな人材の確保が課題となっていたが，組合では，採
用について経験がなく，どうすれば良いか悩んでいた。今回支援を受けて，雇用に向けた準備ができ，新
たに従業員を採用することができた。今後は雇用環境の整備など従業員の定着につながる準備も進めてい
きたい。� 仙台市　農事組合法人六郷南部実践組合　代表理事



明日へのアグリロード26

１　背景・ねらい
30 年前から「ぜいたく味噌」の製造と販売を行っていた「柴田特産品加工組合」の施設が老朽化したため，

事業の継続が困難となった。
柴田特産品加工組合の組合員と農事組合法人下名生ファーム構成員の８割程度が同じメンバーだったこと

から，（農）下名生ファームが加工施設を建設し，味噌作りを継承しつつ新たに農産加工品を製造する６次
産業に取り組むことになった。
加工施設建設のために利用した県補助事業の要件では，事業開始から５年後までに法人の売上げを１億円

にすることとなっていたことから，普及センターでは売上げ向上に向け，味噌の販路拡大や農産加工品の製
造・販売等の取り組みを支援した。

２　活動内容
◎６次産業化に向けた法人運営体制整備
新たに６次産業化に取り組むこととなった，（農）下名生ファームの組織体制見直しを行い，各部門に
構成員と責任者が明確になるように，法人代表や役員と打合せを行い，他法人の例を示すなど新体制への
誘導を行った。
また，新たな組織体制となったことから，早めに財務状況の確認，新規事業の展開方針の決定などが必
要であったため，普及センターが調整し，組織指導に豊富な経験を持つ中小企業診断士を県農業経営相談
所からの派遣により現地指導を行った。
さらに，新規部門の構成員に対して，加工品製造・販売意欲の向上，販路拡大を目指してもらうため，
美里町の農産物直売所「花野果市場」と農家レストラン「野の風」を視察した。
◎加工部門での試作品づくり
加工施設の利用拡大のため，これまで普及と繋がりのあった食品事業者と協議をしたところ，「パドロ
ン（スペインのししとう）」を使ったソースを作って欲しいと要望が上げられた。
パドロンがどんな物か，どうやってソースを作るのかを食品事業者の担当者に実演会を開催してもらい，
製造方法について理解を深めた。
また，農産加工部門のメンバーは味噌以外の加工品は経験が浅いため，普及センター職員が講師となり，
衛生管理を中心とした「農産加工の心得」，「商品開発のためのビジネスプラン構築」などの勉強会を６月
に２回，12月に１回実施した。
また，加工品の売り上げ向上のため，正月用の切り餅を提案し，包装資材の選定，原価計算，市場調査，
売価設定などについて支援し，販売に繋げた。

３　活動の成果とポイント
◎６次産業化に向けた法人運営体制整備
組織体制誘導の結果，新規部門の直売部門と農産加工部門にそれぞれ，部門代表と構成員を配置するこ
とにより，早い段階で組織体制の明確化ができた。

土地利用型＋６次産業化で	
売上げアップ

	 課題名	 	 集落営農法人における６次産業化
	 対　象	 	 柴田町　農事組合法人下名生ファーム（役員９人）

	 Ⅰ－２－⑴



27 Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

大河原農業改良普及センター

■普及センター：大河原農業改良普及センター
■課題チーム員：須藤邦彦，渋谷智行，佐藤一良，原田牧人
■執　 筆 　者：須藤邦彦
■協  力  機  関：柴田町農政課，ＪＡみやぎ仙南ＴＡＣ課

中小企業診断士による現地指導では，自社農産物を活用した６次産業化の展開は良いこと。良質な原料
を加工することで付加価値の付いた商品になるので，土地利用部門と農産加工部門で協力して欲しいとの
助言があり，現地指導に参加した役員からは「やっぱり６次化に取り組んで良かった」，「良い大豆と味噌
作りに取り組もう」と，納得と実施に向けた意気込みの発言があった。
普及センターでは，今後，味噌の原材料である大豆の安定生産，農産加工品の開発による売上げ向上を
支援していく。
また，味噌についても普及からの提案・情報提供により，地元及び近隣スーパーへの委託販売に取り組
むようになった。
◎加工部門での試作品づくり
パドロンソース作りは，下名生ファームの設備で製造可能と判断できたため，ソース製造業の許可の取
得を支援した。すでに飲食店営業等５つの製造許可を取得しており，追加でソース製造業を取得するため，
普及が中心となり保健所や町の担当者も参集した話し合いを行い，製造する曜日・時間帯など調整を行い
無事にソース製造業を取得し，パドロンソースの生産と納品ができた。
正月用の切り餅販売では，１パック５個入り 280 円で，合計 200 パックの実績をあげることができたが，
ラベルデザインやパッケージングなどに改善の余地があるため，来年度も支援を続けていく。
また，自社の味噌麹を活用した甘酒も品質の安定化と保存後の食味変化など，試行錯誤の末に商品化さ
れた。
美里町への視察では，農産加工に取り組む姿勢，代表とスタッフの役割，直売所の売れ筋アイテムなど
参考になる考え方を学ぶことができた。視察後には，自社直売所で製造販売しているおにぎりのパッケー
ジ，量目，セット化等の改良・検討が行われ，これまで単品で販売していたおにぎりの大きさを変え，セッ
ト化するなどの変化が見られた。
自社の味噌や麹等を活用した新商品として，べったら漬け，味噌餅，あげ餅などの試作を支援した結果，
来年度には商品化に結びつけることが出来るものと思われる。
さらに，ぜいたく味噌を活かしたソースなどの試作も行う予定である。

中小企業診断士による現地指導

　

パドロンソース作り実習

　

正月用切り餅販売指導

４　対象者の意見
今年は特に加工品作りでは色々な支援をもらい，初めて聞く「パドロン」に出会うことができた。この地
域ではまだ誰も作っていないので，来年は栽培から取組，独自の加工品を作りたいと思っている。御協力よ
ろしくお願いしたい。

柴田町・（農）下名生ファーム　代表



明日へのアグリロード28

１　背景・ねらい
名取市の農業法人（株）今慶農産では，自社製のそば等を提供する農家レストラン及び地域農産物等を扱

う直売所開設による６次産業化に取り組む意向があった。そのため，接客の技術や直売所への出荷者確保及
び野菜等の栽培技術への支援を行った。また，農家レストランで使用するそばを安定的に確保するため，栽
培技術の改善・向上を支援した。

２　活動内容
◎農家レストランの運営支援
対象経営体の構成員と普及員をメンバーとした「開店準備会」を開催した。開店後は，運営上の課題の
抽出と解決策，進捗管理やイベント等の提案を行った。また，農産物直売所の出荷規程の作成及び見直し
を支援するとともに県農林水産政策室と連携して専門家を派遣し，農家レストランの接客研修会や直売所
の販売方法などのアドバイスを実施した。
◎地域連携による直売所における農産物の販売及びＰＲ支援
直売所における品揃えの充実を目指し，地域の生産者に対し出荷勧誘や野菜栽培講習会を開催したほか，
１周年記念イベントの開催などにより地域食材のＰＲを支援した。
◎そばの生産技術支援
農家レストランで使用するそばの原料確保のため，夏そばと秋そばの２作体系の適期作業技術の確立と
受粉作業技術の導入による収量確保を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎農家レストランの運営支援
「開店準備会」や専門家による研修会の開催等により，予定どおり平成 29年７月 28日に農家レストラ
ン及び直売所を開店することができた。農家レストランは順調にスタートし，現在も毎日 100 名以上が
来店している。農家レストランでは，スタンプラリーや地産地消推進店登録等により地域食材活用をアピー
ルしている。
◎地域連携による直売所における農産物の販売及びＰＲ支援
農家レストランや直売所に農林産物を出荷する生産者は，近隣生産者へ出荷の勧誘を行ったことにより，
16戸に増えた。さらに，野菜栽培講習会（３月，８月，12月）の開催により，直売所の農産物販売品目
数は 67品目に拡大し，品揃えは徐々にではあるが良くなってきている。また，直売所での米の小袋販売
や試食の提供，告知板の設置，簡単なＰＯＰ表示を行うなど，購入しやすい直売所への改善が図られた。
農家レストラン＆農産物直売所の開店１周年記念イベントの開催により，農産物直売所の周知が図られ
た。加えて，農家レストランを訪れた消費者の中には，レストランで提供された「野菜等がおいしかった」
と，食事後に直売所に立ち寄り農産物を購入する人もあり，最近では新鮮な農産物の購入を目的に直売所
に来店する消費者も増えている。

地産地消，こだわりは地元産！
	 課題名	 	 　地域と連携した新たな６次産業化の取組み推進
	 対　象	 	 　株式会社今慶農産

	 Ⅰ－２－⑵



29� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

亘理農業改良普及センター

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：山田有子，佐藤紘子，齋藤　隆，安達裕美，林かずよ
■執　 筆 　者：山田有子
■協  力  機  関：宮城県農林水産政策室，公益財団法人みやぎ産業振興機構

◎そばの生産技術支援
平成 29 年度は８月に降雨が続いた影響で，秋そばの播種が遅れたことにより生育量不足となり，農
家レストランで使用する必要量を確保できなかったことから，平成 30年度は夏そばの面積を増やし（３
ha，収量 1.7t），秋そば（10ha，収量 3.5t）とともに農家レストランの年間使用量（５t）を確保した。
そばの年２作体系の確立により自社産そばの確保が容易になり，本年度から自社産そば 100%での提供が
可能となった。

直売所に出荷する生産者の出荷打合せ

　　　

農家レストラン従業に対する専門家による接客研修

農産物直売所１周年記念イベント

　　　

直売所における農産物の陳列の様子

４　対象者の意見
農家レストラン及び直売所の利用者も増えてきている。野菜の栽培講習会やそばの年２作体系への支援に
より，生産が安定してきている。そばの２作体系は，危険分散と備蓄の確保のため必要な技術と考えている。

株式会社今慶農産　専務取締役
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１　背景・ねらい
唐桑町（現気仙沼市）では，町名に類似した品種名の食用桑「大唐桑（おおからぐわ）」の栽培を平成 15

年から始め，平成 17年に「大唐桑栽培愛好会」を設立した。
園地では大唐桑が枯死する事例があり，その都度苗木を購入し，改植してきたが，苗木の購入先が大唐桑

の苗生産を中止したため，自家生産することを余儀なくされている。
また，大唐桑の葉はお茶や桑の葉パウダー，果実はジャムに加工され，市内直売所を中心に販売されてい

るが，桑の葉パウダーは，現行の容器では扱いづらいという消費者の意見が寄せられていたことから，新た
な容器の導入とＰＲパンフレット作成の検討が進められてきた。

２　活動内容
◎適切な苗木生産技術習得及び栽培管理技術向上支援　
台木の準備ができなかったことから，「挿し木」に絞って試験を行い，定期的な生育調査を行った。
苗木生産技術向上を目的に，６月に宮城県農業・園芸総合研究所を視察し，桑の「接ぎ木」と「挿し木」
について研修し，生産者の技術習得を図った。
栽培管理については，病害虫防除のための巡回指導，土壌分析による施肥指導，剪定講習会を行った。

◎リニューアル商品の販売支援
桑の葉パウダーについて，より手軽に使えるような容器の検討支援を行った。
昨年の葉の成分分析に続き，桑の実の成分分析結果検討を行い，10 月からのイベント販売に向けて，
見やすく，若年層の消費者を意識したパンフレットの作成検討を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎適切な苗木生産技術習得及び栽培管理技術向上支援　
挿し木した株の多くは順調に発芽・発根したが，その後，病気が原因と思われる枯死株が多数発生した。
さらに，例年以上にシカが多く，ほ場の獣害対策が十分ではなかったこともあり，葉の食害を３度受けた
ため，最後まで試験を続行することができなくなった。
農業・園芸総合研究所における「接ぎ木」と「挿し木」の研修については，生産者の技術習得につながっ
た。栽培管理については，本年，実菌核病及びクワキジラミが発生し，一部では，桑の実の収穫量が大幅
に減少したが，生産者は無農薬にこだわって栽培していることから，被害果の摘み取りの対策が取られた。
◎リニューアル商品の販売支援
５月に瓶詰めパウダーを商品化したことで，販売メニューが増え，商品力向上につながった。桑実の成
分が記載されたパンフレットは，市の産業まつりなどで配布し，多くの人にＰＲすることができた。

競争力のある	
アグリビジネス経営体の育成・支援

	 課題名	 	 食用桑の安定生産による特産品の定着
	 対　象	 	 大唐桑栽培愛好会27人

	 Ⅰ－２－⑶



31� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

気仙沼農業改良普及センター

■普及センター：気仙沼農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤康裕，佐藤　郁，千葉正典，安藤美咲
■執　 筆 　者：佐藤康裕
■協  力  機  関：気仙沼市農林課

挿し木指導

　�　　

瓶詰パウダーを商品化（右側）

農園研で挿し木講習

　　

リニューアルされたパンフレット

４　対象者の意見
会員それぞれの経営で会としてまとまりが無い中，ご指導感謝します。将来的に先が見えず，苦しいこと

から今後とも支援・指導をお願いしたい。
大唐桑栽培愛好会　会長



明日へのアグリロード32

１　背景・ねらい
いわでやま水稲採種組合（組合員 46名，面積 84.3ha）のうち一栗・岩出山地区では，平成 28年に採種

ほの周辺ほ場でイネばか苗病が多発し，指定除外や不合格が発生したことから，組合員の周辺管理意識の向
上や周辺農家への啓発が求められている。また，組合ではほ場管理・生産工程管理の統一に向けて，平成
27年度から自主ＧＡＰ（農業生産工程管理）を導入したが，その取組が浸透していないため定着に向けた
支援が必要である。種子センターでの生産物製造工程では，清掃不備等による異品種粒の混入が発生してお
り，適正製造規範（ＧＭＰ）等の活用による管理体制の向上が求められている。そこで，イネばか苗病の影
響が軽減されるよう支援するとともに，ＧＡＰ手法による管理技術の平準化と自律的な点検・改善が行われ
るよう支援することで，安定的な種子生産体制の確立を目指した。

２　活動内容
◎イネばか苗病発生対策支援
イネばか苗病の発生リスクを把握しやすくするため，田植え前に作付けマップを作成し可視化するよう
採種組合及びＪＡに働きかけた。周辺生産者に対しては，採種組合及び普及センターから種子生産への理
解と協力を働きかけ，育苗時や田植え時の巡回を行った。また，平成 28年度は周辺ほ場の飼料用米でイ
ネばか苗病の発生が多く見られたことから，周辺での飼料用米の作付けにあたり，健全種子の使用や適切
な管理を呼びかけるとともに，飼料用米知事特認品種である「東北 211 号」の栽培実証ほを設け作付け
を推進した。田植え後も定期的にイネばか苗病の発生状況を確認し，抜き取り指導を実施した。
◎ＧＡＰ手法定着支援
組合員への育苗巡回や各時期の異株抜き，雑草・病虫害等栽培管理指導を行い，ＧＡＰチェックリスト
への記入や記入後の自主点検について呼びかけた。また，グループワークを実施し，自身の管理作業の見
直しやチェックリストの改善について意見交換を実施した。
種子センターにおいては，品種切り替え時に普及センター立ち会いの下，チェック表を用いて清掃状況
の確認・指導を行い，異品種粒混入防止の徹底を図った。また，オペレーター会議等を通じて種子精選時
の業務内容の振り返りを行い，種子センター運用マニュアル作成を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎イネばか苗病発生対策支援
普及センターが早い段階からイネばか苗病の発生リスクを把握するよう助言したことにより，採種組合
及びＪＡでは水稲作付け前に地区内の種子生産ほ場マップを整備し発生リスクを可視化したことで，組合
員の周辺管理意識が向上し，育苗や田植え時を含めた巡回の強化によるイネばか苗病発生対策が行われた。
また，周辺生産者に対しては，イネばか苗病の発生防止に向けたチラシを配布し協力を呼びかけるとと
もに，飼料用米知事特認品種である「東北 211 号」の栽培実証ほを設け現地検討会を開催するなど，イ
ネばか苗病発生抑制を啓発した。
その結果，イネばか苗病の発生が抑えられ，平成 29年，30年と２年続けてほ場審査でのイネばか苗病

優良種子生産に向けた管理体制の	
向上を目指して

	 課題名	 	 水稲種子生産における周辺環境対策と管理体制の構築
	 対　象	 	 いわでやま水稲採種組合　一栗・岩出山地区組合員（14人）

	 Ⅰ－３－⑴



33� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

大崎農業改良普及センター

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤浩子，門間陽一，阿部脩平，福士柾人，松原馨一
■執　 筆 　者：佐藤浩子
■協  力  機  関：JAいわでやま，公益社団法人みやぎ農業振興公社

による不合格はなかった。
◎ＧＡＰ手法定着支援
講習会等でＧＡＰチェックリストの記入と点検を促すとともに，グループワークを通じてほ場管理の振
り返りを実施した結果，適期のほ場管理が実施され，栽培管理技術の平準化につながった。また，グルー
プワーク内でチェックリストの内容についても検討が行われ，内容の充実が図られた。
種子センターについては，普及センター立ち会いの下，機械の清掃点検の実施を行った結果，清掃時に
十分確認が必要な箇所について組合員間で共有が図られ，清掃手順の見直しが行われた。また，オペレー
ター会議で種子精選時の作業管理の振り返りを実施した結果，採種組合とＪＡによりマニュアルが作成さ
れ，来年度から運用することになった。

育苗巡回

　　　

東北 211 号栽培実証ほ現地検討会

グループワークで作業管理の振り返り

　

種子センター清掃点検

４　対象者の意見
ほ場審査，生産物審査ともに合格率が向上し，また，種子センターについても運用マニュアルを作成する
ことができ，今後も安定的に種子生産ができる体制が整った。イネばか苗病については今後も周辺管理を含
め対応していかなければならず，引き続き支援を願いたい。

いわでやま水稲採種組合　組合長



明日へのアグリロード34

１　背景・ねらい
近年，安全・安心な農作物への関心が高まる中，それぞれの生産工程を「みえる化」して第三者機関に審

査してもらう「ＧＡＰ（Good�Agricultural�Practice：農業生産工程管理）認証」取得が進められている。管
内では，（有）氏家農場がみずなとねぎでＡＳＩＡＧＡＰ Ver.1 を，（有）マルセンファームがほうれんそう
とトマトでＪＧＡＰを取得している。また，（有）グリーンウェーブ南郷と（株）こうだいらプランテでは
新規にＧＡＰ認証を目指している。
そこで，普及センターでは新規に取得を目指す経営体には施設管理や書類作成などを中心とした支援を，
取得後の経営体には適切な運用管理やランクアップに向けた継続支援を行うことでＧＡＰの取得拡大と定着
を進めていくこととした。

２　活動内容
◎ＧＡＰの啓発
ＧＡＰの理解と普及拡大を図るため，４法人の従業員に加え，ＧＡＰに興味のある経営者と市町，ＪＡ
担当者を対象にＧＡＰの基本的な考えを学ぶ研修会を開催した。
◎第三者認証ＧＡＰの導入支援
（有）グリーンウェーブ南郷では，巡回指導を通じて帳票作成支援，現場改善支援を行った。ＧＡＰへ
の理解を深めるため，７月に従業員向け説明会とコンサル指導会を，９月にみやぎＧＡＰ推進アドバイザー
事業による現地指導を開催し，12月には JＧＡＰ模擬審査を実施した。
（株）こうだいらプランテでは，ＧＡＰ研修会への出席誘導やＧＡＰ取得の際に課題となる項目の洗い
出し作業を進めた。
◎第三者認証ＧＡＰの運用支援
（有）氏家農場では，ＧＡＰの記帳や集計に時間がかかっていることから，民間の専門家等と連携し
ＧＡＰの帳票作成を効率化できる様式の改善やシステムづくりを行うなど省力化に向けた支援を行った。
（有）マルセンファームでは，社員間でＧＡＰの理解に差が大きいこと，穀類の取得も目指していること
から，７月に従業員向け研修会を開催した。
また，ＧＡＰ記帳データを経営に活かす取り組みについて支援を行った。

先進地視察研修

　　　

従業員向け研修会

ＧＡＰを取り入れて経営改善を！
	 課題名	 	 法人経営体における第三者認証ＧＡＰの導入・定着
	 対　象	 	 有限会社グリーンウェーブ南郷，株式会社こうだいらプランテ，	
	 	 	 有限会社氏家農場，有限会社マルセンファーム

	 Ⅰ－３－⑵



35� Ⅰ　プロジェクト課題の活動事例

美里農業改良普及センター

■普及センター：美里農業改良普及センター
■課題チーム員：狐塚慶子，横田善尚，千葉芳則，渡邉真文
■執　 筆 　者：狐塚慶子
■協  力  機  関：ＪＡみどりの

３　活動の成果とポイント
◎ＧＡＰの啓発
先進地視察研修会やＧＡＰ研修会を通じて対象の４法人については，ＧＡＰ取得までの経緯やＧＡＰ導
入効果を直接学ぶことができ，ＧＡＰの基本知識の習得や実際の取組手法も理解され，ＧＡＰの重要性に
ついての認知度は向上した。
◎第三者認証ＧＡＰの導入支援
（有）グリーンウェーブ南郷では帳票作成や現場改善の進捗状況について確認，指導や従業員説明会を
開催したことによりＧＡＰの取組に対する従業員の意識向上が図られ，現場の整理整頓が徹底されるよう
になった。また，ＧＡＰアドバイザーや民間コンサルタントの活用により帳票様式や記載方法，現場改善
の方法等に対する疑問点が払拭され，JＧＡＰ認証審査に向け効率的に準備をすすめることができた。こ
れらの支援の結果，（有）グリーンウェーブ南郷は平成 31年２月８日に JＧＡＰ認証を取得した。
（株）こうだいらプランテでは，将来的にはＧＡＰ取得を目指しており，法人代表との打合せを重ねな
がら，ＧＡＰ取得に向けて改善する項目のチェックを進めており，経営の中で「ＧＡＰをする」を増やす
支援を行っている。
◎第三者認証ＧＡＰの運用支援
（有）氏家農場では，従業員の勤怠管理や作業記録を省力化するため，民間専門家と連携し，ICT を活
用したオリジナルシステムの導入・運用に取組むことができた。
（有）マルセンファームでは，ＧＡＰ取得間もないことから，普及センターが民間のコンサルタント会
社から講師を迎えて従業員向け研修会を開催したことにより，「ほ場内のリスクはどこにあるのか？どの
ような対策ができるのか？」を実際に確認しながら，従業員で話し合ってルールを見直していくことの重
要性を学ぶことができ，リスクの大きさと対策の取り方を従業員同士で話し合う姿が見られた。
また，ＧＡＰ記録データの集計・分析による作業の効率化や経営改善に活かすため，民間専門家と連携
し，収穫期以降の作業記帳を一括して管理できるオリジナルシステムの試作に取り組むことができた。今
後はデータに基づいた作業計画の作成や生産実績の検討について継続支援する。

ＧＡＰアドバイザーによる指導

　　　

（有）グリーンウェーブで J ＧＡＰ取得

４　対象者の意見
継続的な支援により，帳票作成と現場改善をすすめて JＧＡＰ認証を受けることができた。JＧＡＰ取得
したばかりなので，今後も情報提供や運用支援を引き続きお願いしたい。

（有）グリーンウェーブ南郷　役員


