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土地利用型園芸（ねぎ，たまねぎ，ブロッコリー）の生産振興［重点活動］
対

象

管内ねぎ，たまねぎ，ブロッコリー生産者

仙南地域において，ねぎ，たまねぎ及びブロッコリーの園芸
振興を図るために，機械化体系実証ほの設置，栽培講習会，現
地検討会の開催，新しい作型や品種の検討等の栽培支援を行っ
た。栽培面積は前年度に比べ，ねぎが約 1.2 倍の 6.0ha，ブロッ
コリーが前年並みの 34ha，たまねぎが約 2.4 倍の 6.7ha に増加
した。また，春まきたまねぎの後作に，今年から加工業務用キャ
ベツの栽培も始まった。生産者からは，長い期間出荷ができる，
機械の導入により省力化できたなどの声があり，来年も作付け
を増やしていきたいと意欲的である。
春まきたまねぎ現地検討会

新規就農希望者等の確保・育成・定着支援［重点活動］
対

象

管内新規就農希望者，新規就農者

仙南地域の２市７町が協力して新規就農者支援が行えるよう ,
普及センター主催で関係機関の担当者会議を開催した。情報共
有と共にお互いの役割の確認などを行い，より連携した新規就
農者支援が行えるようになった。
また , 新規就農希望者がスムーズに営農を開始できるように，
就農希望者に対して就農にむけた個別相談，技術習得のための
研修先の情報提供，事業活用の支援，営農計画策定支援などを
行った。
新規就農者定着支援としては , 個別巡回による技術や経営管理
向上に向けた支援 , 農業次世代人材投資事業サポートチームなど
関係機関と連携した巡回指導により早期経営安定を図った。

新規就農者への巡回指導

将来を担う集落営農型法人経営体を育成する［重点活動］
対

象

集落営農組織，集落営農型法人

仙南地方では，農地整備事業の採択を目指して調査計画実施
中の地区が６カ所あり，全地区が将来の営農を担う農事組合法
人を設立する構想を描いている。また，その他の地区でも農地
を維持し耕作を継続するために，平成 30 年度中に角田市で一つ，
平成 31 年度中には柴田町で一つの農事組合法人が設立される見
込みである。
普及センターは関係機関と協力してこれら全ての動きに関わ
り，地区内の耕作者らと話し合いを重ねて，地域の合意形成に
基づく営農計画策定の支援をしている。
川崎町小沢地区の担い手打合せ
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大河原農業改良普及センター

グローバルＧＡＰ認証取得に向けた支援
対

象

有限会社

杜のいちご

（有）杜のいちごでは，経営の改善・強化を目的として第三者
認証ＧＡＰの取得に取り組み，平成 30 年７月に当管内初となる
グローバルＧＡＰ認証を取得した。
普及センターでは，専門コンサルタントによる指導項目の改
善状況の確認の他，各種記録帳票の整理，県内のグローバルＧ
ＡＰ認証農場への視察訪問等の支援を行った。
また，自らの農場の改善項目を一目で見える化するため，普
及センターで作成した自己点検用の Excel チェックリストに基づ
き，農場の運営状況について従業員間で積極的な意識共有を図
れるよう支援した。

グローバルＧＡＰ審査の様子

若手チャレンジ部門で最優秀賞受賞！
対

象

酪農ガールズ

若手女性酪農家や酪農関係者のグループ「酪農ガールズ」は，
視察研修会や講習会による技術研さんとともに，乳製品を使っ
た料理づくりやヨガ等のカルチャースクールなどのグループ内
の交流活動も行っている。
女性ならではの相互支援による活動しやすい雰囲気づくりや，
畜産業界の女性をリードする勢いや将来性が高く評価され，「平
成 30 年度宮城県農業・農村活性化女性グループ等表彰」におい
て，若手チャレンジ部門の最優秀賞を受賞した。
普及センターでは，「酪農ガールズ」の自発的な活動を引き続
き支援していく。

最優秀賞を受賞

集落ぐるみによる鳥獣被害軽減対策の実践
対

象

蔵王町向山上地区（34 戸）

蔵王町向山上地区では，水稲を中心にイノシシの被害が拡大
し，農作物の被害による営農意欲の減退や，耕作放棄地の増加
等の問題が深刻化していた。そこで，普及センターでは補助事
業や専門家を活用し，集落ぐるみによる被害軽減の取組を支援
した。今年度は，イノシシの生態や侵入防止柵設置に係る研修
会の開催，集落環境点検の実施とそれに基づく被害マップ作成
支援，ワイヤーメッシュ柵の設置等を支援した結果，イノシシ
の出没が格段に減少し，集落が一丸となった対策意識が高まっ
た。また，現地視察をした村田町菅生地区でも地区協議会が立
ち上がるなどの波及も見られた。

Ⅲ

ワイヤーメッシュ柵設置
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いちごの生産安定支援［重点活動］
対

象

管内いちご生産者

普及センターでは，ＪＡと連携した季節毎の栽培講習会をはじ
め，昨今急速に普及が拡大している観測データに基づく環境制御，
紫外線ランプによるうどん病の防除，天敵を用いたハダニ対策等，
新たな技術に対する支援を行った。また，農業・園芸総合研究所
と連携し，
今年度プレデビューした宮城県オリジナルの新品種「に
こにこベリー」の栽培方法に対する支援活動も行った。
本年度は定期的な技術指導や新たな技術導入の支援を行った
ことに加え，天候にも恵まれたことから，年内収 量は昨年と比
較し，20％以上の増収となった（ＪＡみやぎ亘理調べ）。
今後とも産地の発展と生産者の経営安定を目的とし，技術支
援を行っていく。

いちご栽培講習会の様子

カーネーションの生産性向上［重点活動］
対

象

名取市花卉生産組合，ＪＡみやぎ亘理花卉部会カーネーション班

亘理地域は東北一のカーネーション産地であるが，単価低迷
や燃油高騰により，収益確保が難しくなっていることに加え，
高齢化や薬剤抵抗性の発達により，ハダニの防除が課題となっ
ている。
普及センターでは，定植前および生育中の土壌分析を実施
することにより過剰な施肥を抑制し，省エネ対策としてＥＯ
Ｄ -heating の導入を支援している。
また，ハダニ防除対策については，ハダニ防除検討会等で天
敵を活用した効果的な防除方法について情報提供を行った。
ハダニ防除検討会（試験ほ）

就農希望者・新規就農者への支援［重点活動］
対

象

新規就農者，就農希望者

新規就農者の青年等就農計画の早期達成に向けて，対象者の
営農状況の把握と栽培・経営管理技術の習得を支援した。対象
者 12 名は，農業次世代人材投資事業（経営開始型）の交付を受
けており，就農計画の達成に向けて関係機関とともに巡回を行
い，栽培や収支状況を把握するとともに売上達成に向けて情報
提供した。
また，経営ビジョンの重要性や栽培技術についての研修会を
開催したほか，農業高校やＪＡ，市町との連携会議において新
規就農関連対策についての情報共有を行った。
連携会議の様子
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亘理農業改良普及センター

水稲直播栽培の技術向上に向けて
対

象

管内水稲生産者

管内では近年，直播栽培の導入・面積の拡大が進んでおり，平
成 30 年度の直播栽培面積は約 240ha となった。
普及センターでは安定生産に向けて，直播栽培に適した雑草防
除や肥培管理等を始めとした技術指導を行っている。
７月には現地検討会を開催し，生育状況の検討と，省力的な「水
口流入法」による追肥の実演および除草剤散布技術を紹介した。
今後も普及センターでは，直播栽培での収量・品質の向上を目
指して，関係機関と協力しながら支援を進めていく。

直播栽培現地検討会の様子

女性起業者の更なる躍進に向けた支援
対

象

亘理町農産加工推進協議会ほか管内女性農業者

管内女性農業者自らが作った農産加工品の販売にあたり，食品
表示について学ぶとともに，平成 32 年 4 月 1 日から義務化され
る栄養成分表示に対応するための勉強会を開催した。
また，亘理町農産加工推進協議会では，計算方法について，パ
ソコンによる無料ソフトを活用した研修会を実施するなど，栄養
成分を表示することにより販売チャネルが増え，消費者から選ば
れる商品になることを期待し，意欲的に取り組んでいた。
女性農業者のキャリアアップ講座

農村青少年クラブ活動の推進
対

象

亘理名取地区農村青少年クラブ連絡協議会

亘理名取地区農村青少年クラブ連絡協議会は，現在，亘理町と
山元町のクラブ員約 30 名と事務局である普及センターが連携し
て活動している。
平成 30 年度の主な活動では，技術研修として「夏いちご」の
栽培先進地の北海道伊達市で現地の栽培法を学んだほか，札幌市
中央卸売市場で卸売業者と情報交換を行い，管内より出荷してい
る「仙台いちご」の市場調査を実施した。
また，将来のクラブ員を確保するため，亘理名取地区管内で
先進農家体験学習を受講していた宮城県農業大学校１年生を招待
し，クラブ員と一緒にフットサル競技やバーベキューを行う交流
会を開催した。
普及センターでは協議会事務局として様々な活動を通して農村
青少年クラブをサポートしている。
Ⅲ

クラブ員と農大生の交流会
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大規模施設における生産目標達成に向けた技術支援［重点活動］
対

象

株式会社みちさき

等

大玉トマトの周年栽培を行っている大型鉄骨ハウスにおける
作業の効率化，高収量等を目指し，炭酸ガス発生装置やハウス
内環境（温度，湿度など）のデータ収集，一括管理できる環境
制御機器が導入されている。
普及センターでは定期的に巡回を行い，環境制御機器により
収集されたハウス内の環境データや生育調査データを基に栽培
管理や，病害虫防除に関する助言を行った。また，県関係者と
連携し，月２回程度，環境制御に関する勉強会を開催し，環境
制御に関する基本的な考え方や 1 か月の栽培管理を振り返り，
翌月の栽培管理の検討を行った。
その結果，担当者自らが計測したデータを確認して栽培管理
に反映させ，さらにデータを分析するという姿もみられ，活発
な意見交換が行われるようになった。
また，ある法人では，慢性的な害虫の発生，厳寒期の収量減
が課題となっていたが，適切な農薬の選択や散布タイミング，
ハウス内環境の最適化により，害虫の発生も少なく，厳寒期も
安定して生産を続けることができるなど，生産の改善につながっ
た。
データをみながら栽培管理を検討

醸造用ぶどうの安定生産に向けて［重点活動］
対

象

醸造用ぶどう生産法人

管内では，醸造用ぶどうがおよそ６ha 栽培されているが，県
内における栽培実績がほとんどないことから，安定生産技術の
構築と気象条件にあった品種の選定が課題となっている。
そこで，普及センターでは，高品質なぶどう生産に向けた栽
培管理と醸造技術の向上を目的に，（株）仙台秋保醸造所と連携
して醸造用ぶどうの勉強会を開催した。また，各生産法人への
巡回指導により安定生産支援を行った。
これらの活動により，対象者の排水対策，着果管理，病害虫
防除等の栽培管理の理解が深まった。また，生産法人間で栽培
品種の情報交換が行われるなど安定生産に向けた土台が作られ
た。
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醸造用ぶどう勉強会の様子

仙台農業改良普及センター

新規就農者の定着［重点活動］
対

象

就農希望者，新規就農者

新規就農希望者に対し，効率的に支援するため，市町村，農
業委員会，ＪＡ，普及センターが一堂に会し，それぞれの視点
から助言してきた。
新規就農者は，経営の安定が課題となり，特に，地域との関
わりや農業者同士の交流も少なく，悩みを抱え，相談できる先
輩農家や仲間が少ないことも多い。
普及センターでは生産技術等の個別指導に加え ,「みやぎ農業
未来塾」や「経営管理講座」等を開催し，新規就農者の資質向
上を支援するとともにできるだけ多くの場面で相互の交流や情
報交換ができるように配慮した。
今後も新規就農者等が安心して農業経営に取り組めるよう，
関係機関と連携して支援していく。

ほ場で技術交換をする新規就農者

中山間地域の活性化支援［重点活動］
対

象

倉内・大針農村地域活性化委員会（20 人）

仙台市の西部地区（中山間地域）にある「倉内・大針農村地
域活性化委員会」（以下：活性化委員会）を対象に今後の持続的
農業の実現に向け，平成 30 年度は「土地利用型園芸作物（ねぎ，
たまねぎ）」及び「体験交流に向けた作物栽培」の試験的栽培を
支援した。その結果，活性化委員会として，今後の取組の方向
性を明確にすることが出来た。
さらに，中山間地域の重要課題である鳥獣被害の増加に対応
するため「仙台市西部地区鳥獣被害対策研修会」及び「視察研
修会」を開催し，地域全体で鳥獣被害対策に取り組む重要性の
認識に繋げた。

鳥獣被害対策研修会の様子

女性農業者の資質向上と仲間づくりに向けて［重点活動］
対

象

管内女性農業者

直売所を運営している女性農業者に対して，品揃えや売り方
の工夫について研修会を通じた支援を行った。直売所向けの野
菜栽培講習会や土壌分析に基づいた土づくり講習会を開催した
ほか，「魅力ある直売所とは」と題し，元大手スーパーの生鮮売
場担当者を講師に招き，接客や商品の陳列方法，包装の工夫等
について研修した。
また，若手女性農業者に対しては先進地視察研修を行い，野
菜の作型や排水対策，販売における工夫等を学び，自身の農業
経営について見直す機会を提供した。
どちらの研修会においても多くの質問が出されたほか，情報
交換も積極的に行われ，女性農業者同士の交流にも繋げること
ができた。

Ⅲ
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水稲新品種の高品質安定生産に向けて［重点活動］
対

象

「だて正夢」，「金のいぶき」生産者

「みやぎ米ブランド化戦略」を推進するため，新品種である「だ
て正夢」と「金のいぶき」の高品質安定生産に向けた支援を行っ
た。
普及センターでは，「だて正夢」と「金のいぶき」の調査ほを
設置し，生育調査結果や今後の栽培管理について，稲作情報等
を通じて生産者に情報提供を行った。また，各ＪＡが主催する
現地検討会等において，生産者と生育状況を確認するとともに，
追肥や病害虫防除などの栽培管理について指導を行った。今後
も作付面積が増加し，また新たに作付けを始める生産者もいる
ことから，引き続き支援を行っていく。

「だて正夢」現地検討会の様子

機械化された露地野菜の生産支援［重点活動］
対

象

ＪＡ加美よつばたまねぎ部会及びＪＡ古川枝豆生産者

ＪＡ加美よつばでは，たまねぎ栽培に関する機械を整備する
など，機械化一貫体系による栽培に取り組んでいる。普及セン
ターではプロジェクト課題で取り組んだ春まきたまねぎの生産
者を中心に継続して指導を行った。
定植時期が水稲春作業の前になるため，ほ場準備や，定植
後の除草剤散布時期等の情報提供を行った。初めて取り組んだ
集落営農組合では専用機械を活用し，細かな管理をすることで
2.7t/10a の収量となった。
また，ＪＡ古川では新たな水田活用作物として，枝豆が栽培・
出荷されている。ＪＡと連携し，収穫機械を活用した体系化を
目的として，品種比較や栽培体系について検討を行った。

枝豆収穫期の現地検討会の様子

新規就農者の早期経営安定に向けた支援［重点活動］
対

象

農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金）活用者，青年等就農資金借受者

地域農業の担い手不足が重要な課題となっている中，新規就
農者への支援制度の整備が進められており，大崎管内において
も就農希望者が増加している。新規就農者は栽培技術，経営管
理等において経験が不足しているため早期に自立した経営を行
えるよう支援を行った。
関係機関と連携を図り，巡回指導や研修会等の情報提供を行
うことで，栽培や経営管理技術の向上を促すとともに，新規就
農者同士のネットワークづくりを支援し，交流を深めることで
営農に対する意識の向上が図られた。
新規就農者巡回指導の様子
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大崎農業改良普及センター

親子でいっしょに農業体験＆食育体験
対

象

大崎４Ｈクラブ

大崎４Ｈクラブでは，大崎生涯学習センター（パレット大崎）
が主催する「親子でいっしょに農業体験＆食育体験」において，
野菜の栽培指導を行っている。このイベントは大崎地域の小学
生親子を対象に，農と食とのつながりを学ぶ全３回の体験型学
習で，第３回はねぎの収穫体験を行ったほか，クラブ員と仙台
白百合女子大学生が野菜栽培方法や食事について説明し収穫し
た野菜を調理，試食した。参加者からは，「普段食べている野菜
が手間をかけて栽培されていることを実感した」等の感想が聞
かれ，クラブ員が消費者と交流する良い機会となっている。
ねぎ収穫体験の様子

なすの安定生産のための技術支援
対

象

ＪＡ古川なす部会

ＪＡ古川なす部会は昭和 62 年に設立され，市場からも評価が
高い高品質ななすを生産している。普及センターは，現地巡回
や実績検討会で指導し，部会員の技術向上を支援している。昨
年度の施設なすにおいて，高温の影響によりこれまで発生が少
なかったミナミキイロアザミウマが多発し，被害を受けた。そ
こで，今年度は関係機関と協力して生産者のほ場を巡回し，異
なる作用機作を持つ薬剤を用いて７〜 10 日間隔での２回散布に
よる防除を指導した。さらに，実績検討会では施設内へのアザ
ミウマ類の侵入を抑制する赤色防虫ネットの導入を推奨し，導
入を検討する部会員もみられた。

実績検討会の様子

大崎市の若手和牛繁殖農家の支援
対

象

若牛会

平成 31 年２月６日に大崎合同庁舎で，大崎市の「若牛会」を
対象とした経営研修会を開催した。若牛会は，大崎市岩出山及
び鳴子温泉地域の和牛繁殖農家 15 名で組織し，顧客に評価さ
れる子牛生産を目指して子牛市場における産子検査，牛舎巡回，
県内外の視察研修などの活動を行っている。今回は経営力の向
上を目指し，「決算書の見方を事例から分かりやすく学ぶ」と題
して宮城県普及指導協力委員の本田茂先生の講義を受けた。先
生からは３年間の損益計算書を作成し，その推移を比較するこ
とやそれら数値を活用し，１年後の目標利益や売上げ計画を事
前に立てることなどを学んだ。

Ⅲ
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土地利用型野菜の生産性向上と産地育成支援［重点活動］
対

象

管内の土地利用型野菜に関心のある農業者（30 名）

管内では複合経営の柱の１つとして園芸作物に力をいれる法
人が多くなっている。そこで，近年の加工・業務用野菜の需要
増加に着目し，流通の現状を学び，需要に応えた産地の育成を
図ることを目的として「加工・業務用野菜産地育成研修会」を
開催した。講師である野菜流通カット協議会長の木村氏からは
産地の維持と面積拡大に向けたリレー出荷ができる体制づくり
や出荷規格の簡素化を産地から発信することの重要性について
ご講演いただいた。講演後も活発な意見交換が行われ，参加者
の意欲を高めることができた。
加工・業務用野菜産地育成研修会

北浦梨ジョイント栽培管理技術の向上［重点活動］
対

象

ＪＡみどりの北浦梨部会ジョイント栽培者（６戸）

梨のジョイント栽培では，均一な主枝部を作るため育苗 1 年目
で目標苗木長（約 3.5 ｍ）まで伸ばすことが重要である。しかし，
寒冷地の北浦地区では追肥やかん水を行っても目標苗木長に届く
まで２年かかり，目標苗木長に達しない場合は，植栽間隔を狭め
て定植するため，苗木の本数が多く必要となるのが課題であった。
そこで，目標苗木長を１年で確保するため，パイプハウスを
活用した苗木育成の実証を行った。パイプハウスでの苗木育成
は，露地で育成したものより伸長量が大きくなり有効な育成方
法であることが実証された。
６月の現地検討会で実際の生育状況を確認しながら意見交換
を行い，有効な育成方法であることが認識された。

ハウス内に設置した苗木

新規就農者の確保・育成［重点活動］
対

象

学生，農業研修生，新規就農者（自営・雇用）

管内では，学卒の新規就農者に加えて，社会人を経てＵターン
やＩターンでの新規就農者が多く，農業生産法人への雇用就農，
独立自営による新規就農など様々な相談が寄せられ，就農に向け
た技術習得支援，研修の必要性判断，経営計画の作成支援，活用
できる事業の紹介などの就農支援を行っている。国の補助事業で
ある農業次世代人材投資事業を活用した新規就農者に対しては，
市町やＪＡとサポートチームを結成して，技術・経営・資金など
多方面から関係機関一体となった営農支援を行っている。
また，新規就農者の確保・育成のため，４Ｈクラブとの交流
会や農業未来塾として各種研修会を開催し，就農に向けた基礎
知識の習得や情報共有によって就農意欲向上を図った。
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管内先進経営体への視察研修会

美里農業改良普及センター

担い手リーダーの育成
対

象

美里４Ｈクラブ

美里４Ｈクラブは管内の若手農業者で構成され，営農力の向上
に励みながら様々な活動を行っている。普及センターでは，活動
に対する助言や調整等を行い，支援してきた。
６月及び８月には「仙台新寺こみち市」
，10 月には「みやぎま
るごとフェスティバル」へ出店を行った。販売会では，クラブ員
が丹精込めた生産物を，消費者と交流しながら売ることで，美里
地区をＰＲすることができた。
２月に開催された「宮城県農村教育青年会議」では，
「クラブ
活動発表部門」で最優秀賞，
「農村青年の主張」では優秀賞を受
賞することができ，日頃の４Ｈクラブ活動の成果が発揮された。

「仙台新寺こみち市」での販売

顧客ニーズに応じた多彩な米づくり推進
対

象

松山町酒米研究会（30 名）

松山町酒米研究会は，地元酒造会社と契約を結び有機栽培や減
農薬・減化学肥料栽培による酒米づくりに取り組んでいる。地域
で耕畜連携・循環型農業による土づくりを実践し，酒米づくりの
研究に取り組んでいるほか，視察研修や作柄検討会，酒米コンクー
ルなど栽培ノウハウの共有，技術研さんによる収量・品質の向上
に努めている。
近年，有機栽培による環境保全米の取組を増やしており，稲作
所得の安定確保につながっている。
普及センターは，酒米の特性に合った栽培方法の指導を継続支
援している。

酒米作柄検討会

果樹産地のブランド化推進支援
対

象

北浦梨ブランド化研究会（12 戸）

平成 30 年６月３日「北浦梨ブランド化研究会」が設立された。
ブランド化により安定した収入の確保や若者の就農促進が目的
で，今年度は，ロゴマークの設定や販売用資材の作成，果実の統
一規格の検討などを行った。
９月に「北浦梨プレミアム」と称し県庁や（株）ＪＲアグリ
仙台の「ＡＯＹＡ」での試験販売を行った。販売は，マスコミで
も取り上げられ，すぐに品切れの状態となり会員も手応えを感じ
ていた。また，12 月には「蔵王はるか会」へ先進地視察を行い
ブランド化の手法について学んだ。これまでの活動で課題も多く
出てきたが，今後は一つずつ改善しながら北浦梨のブランド化を
図っていく予定である。
Ⅲ
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きゅうりの安定生産にむけた新たな取組［重点活動］
対

象

ＪＡ栗っこきゅうり部会（15 戸等）

ＪＡ栗っこきゅうり部会で栽培講習会（６月，１月）と現地
検討会（５月，９月）を開催し，普及センターが病害虫防除に
ついて指導したところ，病害虫の特徴や防除のポイント，農薬
の利用方法について生産者の理解が深まった。
また，新たな取組として，10 月から生産者１戸に環境測定器
を設置し，県園芸振興室と連携しながら，測定器を設置した生
産者に対してデータの活用方法や栽培環境改善に向けた支援を
行った。12 月の部会実績検討会では，その取組を紹介し，きゅ
うりの栽培環境改善に向けた意識向上を図った。
５月の現地検討会の様子

新規就農者の経営能力向上支援［重点活動］
対

象

新規就農者及び栗原４ＨＣ

近年，管内では新規就農者が増加しており，平成 29 年度は９
人（自営：２人，雇用等：７人）が新規就農している。
普及センターでは栗原市や関係機関と連携し，栽培や飼養管
理の基本技術及び経営管理能力の早期習得と，仲間作り等につ
いて支援を行った。
農業経営を行う上で重要となる経営管理については，簿記講
座や経営管理講習会等への参加誘導を図るとともに，技術面で
は「マンツーマンサポート事業（県単事業）」による農業士等の
高い技術能力を有する農業者による直接指導を通じ，農業経営
者としての資質向上に向けた支援に努めた。

（株）渡辺採種場 宮川次長からの指導

売れる栗原米生産支援［重点活動］
対

象

ＪＡ栗っこ米戦略部会，ＪＡ栗っこブランド米生産部会，だて正夢生産者

米に対する実需者ニーズが多様化する中，売れる栗原米づく
りを推進するため，ＪＡ栗っこの水稲関連の各部会に対して，
高品質良食味や低コスト，多収穫米の生産の支援活動を行った。
極良食味新品種「だて正夢」やべんがらモリブデン湛水直播
の展示ほ，多収穫米「萌えみのり」の調査ほを設置し，現地検
討会や稲作通信等によりほ場の調査結果や栽培管理に関する情
報を提供した。また，「だて正夢」作付ほ場を巡回して生育状況
を把握し，適切な肥培管理を支援した。
栗原米 " 食味レベルアップ " 現地検討会
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栗原農業改良普及センター

集落営農組織の将来ビジョンの作成と共有化［重点活動］
対

象

農地整備地区内集落営農組織

ＪＡ栗っこが主催する各集落営農組織との個別打合せに同席
して，21 の集落営農組織の現状と課題について聞き取り調査を
行った。
また，栗原市及びＪＡ栗っこと今後の集落営農組織のあり方
について協議し，支援の方向性や手順，具体の対応等について
考え方をまとめ，共有した。
個別集落営農組織の法人化に向けた支援として，将来ビジョ
ン作成支援（１組織）や集落内意向調査支援（２組織），先進地
視察先選定支援（１組織），高収益作物研修会等への参加誘導（５
組織）を行った。

高収益作物研修会（加工用ばれいしょ）

農業経営管理能力のステップアップに向けて
対

象

農地整備地区内集落営農組織

農業者の経営管理能力向上を支援するため，栗原市内の農業
者を対象に，平成 30 年８月にパソコン農業簿記記帳研修会，平
成 31 年１月に３回，農業簿記記帳相談会を開催した。
パソコン簿記記帳研修会では，講師のソリマチ株式会社盛岡
ソリマチの門田豊氏から，パソコンソフトを用いた複式簿記記
帳に関して演習を交えながら説明をいただいた。また，後日，
研修会のフォローアップとして農業簿記記帳相談会を開催し，
普及センター職員が農業者の個別相談に対応した。
今後も，農業者の経営管理能力の向上による経営改善に向け
て，引き続き支援していく。

パソコン農業簿記記帳研修会

「地域ぐるみ」での鳥獣害対策実施に向けて
対

象

管内農業者

近年顕著に増加している鳥獣被害（イノシシ等）の軽減を目
的に，旧栗駒町文字地区において「地域ぐるみ」での対策実施
に向け，地域内全世帯（273 世帯，非農家含む）に対し被害実
態把握等を目的としたアンケート調査を実施するとともに，そ
の結果の伝達や正しい対策を学ぶための講演会を実施した。
調査の結果，被害の増加を改めて認識するとともに住民の
25％が「地域ぐるみ」での対策実施を求めており，今後の対策
について方向性が明確になった。
今後も「地域ぐるみ」での鳥獣害対策実施に向け，引き続き
支援していく。

Ⅲ

「文字地区の獣害を考える講演会」

各農業改良普及センターの重点活動と一般活動の紹介

91

Ⅲ

各農業改良普及センターの重点活動と一般活動の紹介

登米地域園芸重点品目の生産振興［重点活動］
対

象

有限会社 三菜寿

重点品目の一つである「ほうれんそう（ちぢみ）
」の付加価値化・
差別化を目的に，有限会社三菜寿（豊里町）と農業・園芸総合
研究所が連携して現地試験を行った結果，ルテイン含量が高い
品種及び栽培方法が明らかになり，平成 31 年１月 16 日付けで
消費者庁の機能性表示食品に生鮮ほうれんそうとして全国で初
めて登録された。
あわせて，有限会社三菜寿を対象に，生産から出荷までのト
レーサビリティシステム構築のため，ＩＣＴを活用した作業記
録管理等を支援した。さらに，従業員向け勉強会及び管外優良
事例視察研修を行い，生産工程管理の取組を支援した。

機能性ほうれんそう販売会の様子

農業マイスター制度による新規就農者への技術力支援［重点活動］
対

象

認定新規就農者

登米地域では担い手の早期生産技術習得や経営安定化等を目的
に，みやぎ食と農の県民条例推進圏域重点プロジェクトを活用し
た「登米農業マイスター制度」を平成 28 年度から実施している。
平成 30 年度は野菜部門で 2 人が活用し，定植後の管理や収穫
方法等の栽培管理のポイントについて，それぞれ部会から選出
されたマイスターから個別技術指導を受けた。活用者は，収穫
量や品質の向上に意欲的になり，次年度も支援を希望する声が
寄せられた。
登米農業マイスター制度は，平成 31 年度以降も２年間は継続
し，関係機関とより連携を深めた制度の運営を行っていく。
にらマイスターによる定植管理の個別技術指導

優良水稲種子生産に向けて
対

象

ＪＡみやぎ登米 水稲種子採種組合

当管内の水稲種子生産ほ場で課題となっている「採種周辺ほ
場のイネばか苗病発生」への対策と優良種子の安定生産につい
て支援した。
普及センターでは，採種組合役員会で助言するとともに，栽
培講習会において講話するなど，機会を捉えて優良種子の安定
生産に向けた指導を行った。
また，採種組合員に栽培記録チェックシート作成を提案し，
ほ場審査等の際に普及センターに提出されたシートをもとに管
理作業の進捗状況を確認し，審査等終了後にコメントを付して
速やかに返却し，採種組合員が次の作業に活かせるようにした。
今後も契約数量 100% 達成を目指し，関係機関と連携し支援
していく。
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水稲種子栽培講習会

登米農業改良普及センター

乳牛の生産性向上に向けて
対

象

牛群検定新規加入者

酪農家が減少していく中で，生産性向上のため牛群検定の重
要性が増している。新規に牛群検定に加入した酪農家に対し，
検定の定着及び成績向上に向けた支援を行った。
巡回による検定成績に基づいた飼養管理の検討を始め，宮城
県牛群検定普及推進協議会の巡回指導対象に選定し，酪農協，
共済等の関係機関一体となって支援を行った。
検定成績から読み取れる対象の課題について関係機関で共有
し，普及センターによる栄養充足率の試算，共済による血液成
分の分析等の数値的な根拠に基づいて飼養改善の助言を行った。
徐々に乳成分改善の傾向が見られ，対象者も更なる牛群改良に
意欲を示している。

きれいに管理された牛群・牛舎

多彩な価値観で地元に根ざした都市と農村の交流活動
対

象

登米市４Ｈクラブ

登米市４Ｈクラブは，従来型の親元就農者に止まらず，法人
就農者も含めた幅広い青年農業者で組織されている。
主な活動は，①消費者との交流活動，②地産地消，③食育活
動など，多岐に渡っている。
① ｢登米市おいしいもの市｣（登米市主催，勾当台公園）等の直
売活動に参加して地域の魅力をＰＲした。
②平成 22 年度から中山間地域の未利用農地（約 20 ａ）を借り
受け，そば栽培を行っている。農作業経験の少ないクラブ員
の体験実習も兼ねている。
③市内幼稚園で，クラブ員自らがそば打ちを実演し，交流会を
行っている。「生産から食卓まで」を伝えられ，先生や園児か
ら好評を得て，食育や農業教育に貢献している。

「おいしくな〜れ！」
園児の声に力の入るクラブ員

地域農業をリードする農業士会の活動支援
対

象

登米市農業士会

登米市農業士会では，地域農業の振興や経営の向上に必要な
研修等の活動を行っている。
８月は，４Ｈクラブと農業大学校生とともに会員の経営視察
と交流会を開催した。また，１月には，地域農業懇談会を開催し，
県食産業振興課ブランド推進班長から「実需者が県産農産物や
登米産農産物に求めるもの」をテーマに講演いただき，講師を
交えて意見交換を行った。２月には，農産物や食品輸出入の現
状について研修するため，神奈川県の輸入食品の物流現場と横
浜植物防疫所を視察した。
普及センターでは，今後も地域のタイムリーな課題を取り上
げ，地域農業をリードする農業士会の活動を支援する。
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露地野菜の技術向上と作付け拡大支援［重点活動］
対

象

ＪＡいしのまき加工野菜生産部会 , ホウレンソウ部会 , セリ部会 , 河北せり出荷組合

石巻管内では土地利用型法人による露地野菜の作付けが拡大
しています。また，せりの栽培が盛んで，名取市に次ぐ県内第
二位の産地です。
キャベツでは古川農業試験場と協力し，水田転作ほ場におい
て地下灌漑による自動かん水システムと排水改良の実証試験を
実施し，生育調査，収穫調査に基づいた検討を行いました。ち
ぢみゆきなは，今作から作付けが始まったため，定期巡回によ
る栽培指導を行うとともに，出荷芽揃い会を開催し，出荷規格
の徹底を呼びかけました。せりにおいては河北せりのＧＩ登録
に向けて，登録団体である「河北せり振興協議会」の設立支援
を実施しました。また，品種混入の実態調査と今後の対策につ
いて情報提供するなど品質向上への支援を行いました。

ちぢみゆきな出荷芽揃い会

担い手育成機関との連携による新規就農者の育成［重点活動］
対

象

農業大学校生

将来の新規就農者候補である農業大学校生を対象に，先進的
農家で 33 日間の研修を受ける先進農業体験学習のサポートや，
みやぎ農業未来塾として，座学による管内農業の現状の紹介の
ほか，農業技術競技や現地視察を実施するなど，農業への理解
を深めるとともに，学習意欲や就農意欲の喚起を図りました。
本年度は，３名の学生を管内で受け入れ，地元の４Ｈクラブの
ほか，新たに農業士会とも連携し，意見交換会を開催するなど，
現役世代及び次世代の担い手との交流を深め，農業へのより一
層の理解を促しました。

現地視察で熱心に聞き入る農大生

力強い農業法人の設立 ･ 経営を支援！［重点活動］
対

象

法人化を目指す集落営農組織等，震災後設立法人

震災後，管内には施設園芸・土地利用型など多くの農業法人
が新たに設立され，法人数は 100 組織を超えています。普及セ
ンターでは「地域農業高度化支援チーム」を組織し，今年度は
39 法人を個別巡回しました。経営状況を聞き取りながら情報交
換し，ニーズに合わせた研修会や情報提供に役立てています。
また，関係機関と連携して新法人の設立や震災後に設立され
た法人の早期経営安定化の支援に取り組んでいます。今年度は，
法人化志向組織（２組織）を対象に農業経営相談所と連携した
支援を実施し，平成 31 年度に法人設立することになりました。
法人設立に向けた経営相談会
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石巻農業改良普及センター

観光地奥松島における果樹振興による農業と観光の再興
対

象

奥松島果樹生産組合「いちじくの里」

壊滅的な津波被害を受けた宮戸地区では，平成 28 年から復旧
農地に，いちじく，もも，かきを植栽し，宮戸地区では初めて
の本格的な果樹産地約３ha が誕生し，もも 1,640kg，いちじく
90kg が収穫されました。
当園地は全国的な観光地である奥松島に位置していることか
ら，普及センターでは観光振興と併せた農業再興を支援するた
め，幼木期の栽培指導を行う一方，地域資源としての果樹生産
を進めるため，地元民宿組合に対して料理講習会を開催し，新
メニューの提案を行いました。この結果，２件の民宿でメニュー
提供に向けた検討を開始しました。この他，菓子製造販売業者
において，本年から，いちじくを活用した焼き菓子販売が開始
されるなど，地域特産物としての位置づけに繋がっています。

初の本格収穫作業（もも）

10 月 16 日に「農薬と病害虫防除研修会」を開催しました
対

象

野菜生産農業者等

農薬の適正使用と病害虫の薬剤抵抗性の発達を抑えながら，効
果を長持ちさせるための研修会を開催しました。奈良県の國本先
生からは，
「薬効の低下は，散布精度の不良も一因で，薬剤散布
は量も大切だが，散布圧力や噴口の角度を調節し葉裏にもかかる
ように確認しながら散布することが大切」と講演されました。
また，宮城県植物防疫協会の増田先生からは，「薬剤抵抗性を
発達させないために，ＲＡＣコードを活用した薬剤ローテーショ
ンや物理的防除，天敵の組み合わせも有効だ」とのお話があり
ました。
普及センターにおいても，栽培資料等にＲＡＣコードを明記
し明記し，有効な薬剤ローテーションの情報を提供するなど，
病害虫防除効果の維持・向上に努めています。

病害虫を確認する増田先生といちご生産者

連携を模索した新たな試み
対

象

石巻農業士会

石巻農業士会では，今年度の新たな取組として，石巻地区４
Ｈクラブとの交流や仙台農業士会との合同研修会といった組織
や地域を越えた連携活動を実施しました。
４Ｈクラブとの交流では，例年，農業士会単独で開催してい
た交流会に４Ｈクラブ員を招待しました。
また，東松島市の青年農業士が経営する法人が大郷町に進出
したことから，仙台地区の農業士の方々とも交流を図ろうとい
う気運が高まり，合同役員会を経て合同の現地研修・交流会を
開催しました。
昨今，交流・連携が希薄になりがちな４Ｈクラブや他地区農
業士との情報交換や交流が図られ有意義な活動となりました。
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土壌診断に基づく野菜の適正肥培管理支援［重点活動］
対

象

管内野菜生産農家

気仙沼管内では，施設でトマト，きゅうり，こまつななどの
土耕栽培が行われているが，塩類集積による生育不良が問題に
なっている。そこで，作付前の土壌診断や堆肥の成分分析を実
施し，肥料や堆肥の施用改善に取り組んだ。
今までは毎作同じ量の肥料や堆肥を施用していたが，蓄積し
た成分を意識した肥料の選択や堆肥施用量の見直しにより，生
育不良が少しずつ改善している。また，蓄積成分を意識するこ
とにより，肥料代の削減につながっている。
均一に生育しているこまつな

キク類における難防除病害虫の低減と情報の共有化［重点活動］
対

象

南三陸農協花卉生産協議会・フローリッシュ生産組合

キクの難防除病害虫であるハダニ類や白さび病の発生を低減
することを目的に，生産者へＲＡＣコードを考慮したローテー
ション防除を行っているか聞き取りを行い，行っていない生産
者とＪＡ南三陸の担当者に対してＲＡＣコードの重要性を説明
した。
ＪＡや生産者による現地検討会では，病害虫発生状況や，防
除方法についての情報交換を行った。
また，巡回時にも適宜防除方法の説明等を行ったことで，難
防除病害虫の防除方法について生産者の理解が深まり，無病苗
の確保や農薬ローテーションに関する意識が高まった。

現地検討会

果樹の生産安定と販路拡大支援［重点活動］
対

象

ＪＡ南三陸果樹生産部会・大島特産果樹研究会・管内果樹農家

ＪＡ南三陸果樹生産部会に対して，主要害虫の発生消長調査，
視察研修，現地検討会及び，宮城県オリジナルりんご品種「サ
ワールージュ」を活かした加工品の研修会や販売会支援を行っ
た。サワールージュについては収穫量も安定してきており，引
き続き販路拡大を図る。
大島特産果樹研究会に対して，視察研修，せん定講習会を行っ
た。今後も研究組織として，技術の研鑽を図っていく。
その他管内果樹農家に対して，適宜個別に対応し，病害虫防除，
土壌分析・土壌診断による施肥設計及び定植やせん定等の技術
指導を行った。安定生産のため今後も支援していく。
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新規就農者の定着支援［重点活動］
対

象

就農希望者・農業次世代人材投資資金受給者

新規就農希望者への就農相談や就農計画の作成指導，農業次
世代人材投資資金受給者への定期的な巡回指導及び営農状況確
認を行った。
新規就農相談は５件あったが，内３件は農地取得や就業先の
問題から就農には至らなかった。１件は就農を開始している。
もう１件は就農計画作成中である。
就農後間もない農業次世代人材投資資金受給者に対しては，
定期的な巡回の中で，営農で抱える課題や問題点を聞き取りな
がら，市町やＪＡ等関係機関と連携して解決に向けて対応した。
営農中断者や離農者はなく，今後も就農希望者に対して関係
機関と連携して技術・資金・農地の各面からサポートする。

新規就農者への技術指導

経営再開した担い手への支援［重点活動］
対

象

大沼営農組合，板北営農組合，田表機械利用組合，最知営農組合，
大谷営農組合，田の沢機械利用組合，あぐり第一復興組合（畜産）

復旧農地で営農を再開した営農組合及び担い手の営農計画策定
や農地集積，水稲及びねぎ栽培の技術習得，事業制度や資金の活
用による経営再建，畜産農家の経営の安定化に向けて支援した。
水稲を作付けする営農組合には，復旧農地の土壌改良プログ
ラムに基づく肥培管理の取組を支援し，収量が向上した。
不陸のある水田の鉄コーティング籾湛水直播では，播種前後
の水管理が難しく安定した生育量が確保できなかった。移植水
稲でも，水管理が難しく残草多発や収穫時排水不良となるなど
課題が残った。今後，ほ場の水持ちと排水改良，除草対策につ
いてＪＡ等と協力して支援する。

ドローンでの農薬散布

中山間地域の活性化［重点活動］
対

象

清流「蔵の華」廿一会

気仙沼市新月地区において，酒米「蔵の華」の栽培を行って
いる，清流「蔵の華」廿一会の会員を対象に現地栽培講習会を
開催した。
会員が生産した「蔵の華」は気仙沼市内の２つの酒蔵において，
原料として利用されており，需要に即した品質を確保するため
の栽培管理技術，適期収穫のための刈取適期判定等の支援を行っ
た。

現地栽培講習会
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