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プロジェクト課題の活動事例
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
14 事例
取り組んだ事例

２

競争力のあるアグリビジネス経営体の
２事例
育成・支援に取り組んだ事例

３

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

Ⅰ－１－（1）

水稲直播栽培の技術向上と
普及拡大に向けて
課題名

大規模水田営農に対応した水稲直播栽培技術の向上と実践

対

株式会社 美田園ファーム（管内水稲直播栽培志向生産者５経営体）

象

１ 背景・ねらい
管内では東日本大震災後，経営面積の大規模化，ほ場の大区画化の進展に伴い，作業分散，労力軽減を目
的に，水稲直播栽培の導入が進んでいる。対象法人では，数年前から乾田直播栽培に取り組んでいるが，未
だ収量が安定していないため，収量の高位安定化に向けて，肥培管理等の栽培条件について試行錯誤を重ね
ている。また，管内で直播栽培を志向する生産者においても，除草対策等に苦慮し，十分な収量を確保でき
ない生産者も多い。
そこで，対象法人での直播栽培収量の高位安定化に向けた技術確立を支援するとともに，管内の直播栽培
志向生産者に対する栽培技術の向上および定着，さらに直播栽培の普及拡大に向けて支援を行うこととした。

２ 活動内容
◎直播栽培技術の確立支援
対象者の乾田直播栽培ほ場
（名取市）に展示ほを設置し，播種作業，苗立ち・生育・収量状況，雑草・病
害虫発生状況，耕種概要等を調査した。栽培期間中，対象者に生育調査データを提供するとともに，生産
者と現行の問題点を洗い出し，対策の検討を行った。
また，肥培管理の確立に向け，肥料の種類・施肥方法等，施肥条件の異なるほ場に調査区を設け，展示
ほと同様に調査を実施し，各肥培管理方法について検討した。
◎
「直播栽培勉強会」による直播栽培技術向上支援
対象者及び管内で直播栽培を志向する生産者間の，情報交換と相互の技術改善を目的として「直播栽培勉
強会」を立ち上げ，直播栽培展示ほを会場に，定期的に勉強会を開催した。対象者の展示ほ（名取市）に加
え，管内での波及効果の観点から，近隣の生産者が参加しやすいように，山元町生産者の乾田直播栽培ほ
場にも展示ほを設け，管内２か所を勉強会会場とした。また，県内先進地域への視察も実施した。
さらに，令和元年度勉強会の総括として，管内全体で「総合検討会」を開催し，今年度の栽培の振り返り
と，来年度の技術改善に向けて検討した。

３ 活動の成果とポイント
◎直播栽培技術の確立支援
生育調査データに基づく情報提供と栽培管理について支援した結果，生育データを用いた栽培管理の有
効性に対する理解が深められた。また，施肥条件を比較したほ場について，対象者自身のほ場の観察に加
えて，データに基づくアドバイスの実施により，来年度の施肥設計の改善に資することができた。一方で，
収量は前年よりやや減収する結果となり，その要因として，播種床準備・播種作業，肥培管理等に，なお
改善点があることが確認できた。
対象者はさらなる栽培条件の確立に向けて，来年度は引き続き肥培管理の検討に加え，播種条間の比較
を行う予定であり，生育調査データの提供等，継続して支援を実施する。
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◎
「直播栽培勉強会」による直播栽培技術向上支援
「直播栽培勉強会」を４～ 11 月の栽培期間中 , ２か所の会場で各６回開催した。勉強会には，生産者や JA
に加え，試験研究機関にも参加いただき，情報提供やアドバイスをいただいた。また，県内の乾田直播栽
培先進地である石巻地域を視察し，雑草防除や播種条間等，直播栽培のポイントについて生産者間で活発
な意見交換が行われた。さらに，総括となる「総合検討会」では，これまでの２か所の勉強会参加者や直播
栽培に興味を持った生産者，関係機関が一同に会し，令和元年作を振り返り，直播栽培の課題や安定生産
に向けた技術ポイントについて，参加者みんなで意見を出し合い確認した。
勉強会では，定期的にほ場に集まり，播種作業，出芽・苗立ち，雑草防除，水管理，追肥の要否判定等，
直播栽培のポイントとなる栽培管理について，実際の生育状況を確認しながら情報交換を行った。生産者
間の実体験に基づく情報共有や，普及・試験機関の知見による情報提供，先進事例・検討会からの気づき
により，参加者の直播栽培に対する理解が深まり，次年度での改善点が見出され，技術確立への意欲が向
上した。対象者は，来年度乾田直播栽培面積を拡大する予定であり，勉強会参加者の中にも面積拡大志向
者がみられるようになった。

直播栽培勉強会（名取ほ場）

直播栽培勉強会
（山元ほ場）

先進地視察

総合検討会

４ 対象者の意見
数値データを用いることで生育状況の把握や比較ができ，参考になった。勉強会では，他の生産者との情
報交換や他地域への現地視察を通じて，技術を学ぶことができ参考になっている。次年度は，肥培管理や播
種条件等，栽培管理について引き続き検討し，直播栽培技術を完成させたい。
名取市 株式会社 美田園ファーム 取締役専務

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤紘子，齋藤隆，高橋亮輔，林かずよ
■執
筆 者：佐藤紘子
■協 力 機 関：名取市，JA 名取岩沼，農研機構東北農業研究センター，古川農業試験場

Ⅰ

プロジェクト課題の活動事例

3

Ⅰ－１－（2）

復興再生期総仕上げ～先進技術導入に
よるいちご・きゅうりの生産力強化～
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

環境制御あるいはIPMに取り組む亘理町，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），（株）一苺一笑，（株）やまもとファームみらい野

象

１ 背景・ねらい
管内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，生産量は震災前に届いておらず，収
量拡大に向けた取り組みが必要である。また，きゅうり産地で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，単位面積あたりの単収向上が望まれている。
そのため，生産環境最適化のために温湿度，二酸化炭素濃度等による環境制御技術の導入と成果共有によ
る相互の研鑚を行い，単位面積あたりの収量拡大を目指し産地の維持・発展を図った。また，栽培上で問題
となっている難防除害虫の対策として，化学農薬に頼らない天敵や紫外線ランプ等の IPM 技術導入による被
害軽減が求められたことから，これら技術の実践・定着により両品目の生産力強化を図った。

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た。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。また，要望の高かった環境測定機器展示会を開催し，測定機器の特徴について理解を深め
る機会を設けた。
コンサルタントを招いて環境制御を学ぶステージアップ研修会では，管内モデル生産者２名を設定し，
データの読み取りと管理の判断ができるよう支援した。
また，きゅうり栽培に取り組む対象者に対し，施設内環境の観測と，観測データに基づいた環境制御手
法の技術習得を支援した。
◎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，ハダニ類対策のパック製剤等の効果的な利用を個別巡回指導を中心に
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方法について情報提供を行い，カブリダニ類を利用し
た IPM 防除の組み立てについて研修会等で提案した。

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生産者が参加する環境制御勉強会は第三期を迎え，新たなメンバーが参加するよ
うになった。昨年まで参加していた生産者は，10a あたり 6t ～ 7t と部会内でも屈指の生産量をあげ，環境
制御技術のリーダー的存在となった。このグループは環境測定機器を新たに設置し，互いに情報共有しな
がら，自ら生育の確認などを行っている。また，主にステージアップ事業研修会に参加している生産者グ
ループも 10 名を超え，生産者間で SNS を通じてハウス管理について様々な情報交換を行い，技術の共有を
行うようになった。こうした取組の結果，いちご部会の生産量は平均で 10a あたり 4.5t まで伸び，販売金額
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は震災前の 90%，30 億円をこえるまでに回復した。
きゅうり栽培に取り組む生産者の中には，本年も新たに１戸の生産者が二酸化炭素発生機を導入し，栽
培に利用している。産地では徐々に環境制御に対する関心が高まっており，販売額は 106％（前年対比）と
少しずつ増加している。
◎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や個別巡回を通し，継続して IPM の支援を行ってきたところ，紫外線ラ
ンプ
（ＵＶ－Ｂ）によるうどんこ病の防除技術はほぼ定着したとみられる。防除効果が明らかなこと，防除
の省力効果が確認されたことにより，急速な導入に至った。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 80% の農家で導入されている。また，パック製剤の利用とあわせて，天敵による防除
についても理解が進み，ハダニ類に対する天敵利用者は，生産者の 90% を超え，防除に欠かせない一手段
となった。
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た天敵利用について，研修会や巡回指導会
にて引き続き，細かな情報提供を行った。２種類の天敵の併用や気門封鎖剤などを利用する考えは産地に
定着しつつあり，IPM に対する意識は高まっている。

環境制御勉強会（第 3 期）

ステージアップ業研修会
（上）
環境測定機器展示会
（下）

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。
JA みやぎイチゴ部会副部会長

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：小野寺康子，山田有子，西條悠希，浦郷宣秀
■執
筆 者：小野寺康子
■協 力 機 関：亘理町，山元町，名取市，岩沼市，JA 名取岩沼，JA みやぎ亘理，農業・園芸総合
研究所
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Ⅰ－１－（3）

大豆の収量・品質向上を目指して
課題名

地域の特産品への安定供給に向けた大豆の生産性向上

対

大崎市岩出山地域大豆生産者３人（大崎市岩出山地域大豆生産者 11 名）

象

１ 背景・ねらい
中山間地域の大崎市岩出山地域では，水田農業を推進していく上で大豆は重要な作目となっており，平成
30 年の大豆作付面積は 89ha で，内 90％が「ミヤギシロメ」である。生産者は 14 人であるが，対象となる３人
は作付面積が 10ha 以上と大きく，岩出山地域の作付面積の 70％を占めている。加えて，水稲を大きく作付け
していることから作業が競合し，適切に栽培管理が行えない状況にある。対象者３人の「ミヤギシロメ」の平
均収量 108㎏ /10 ａは，県平均を大きく下回っている。
要因として連作による地力の消耗，アレチウリや帰化アサガオ類などの難防除雑草の発生が多く，栽培講
習会などの組織的活動がない。さらに排水対策や施肥設計などの基本的な栽培技術を学ぶ機会が少ないこと
があげられる。また，平成 30 年に地理的表示（GI）登録された「岩出山凍り豆腐」は，原料として岩出山産の
「ミヤギシロメ」が使用されており，実需者から，大豆品質のバラツキが大きく，タンパク質含有率が低いこ
とから，生産段階でのタンパク質含有率の向上など品質の安定化が求められている。
そこで，岩出山地域の大豆の収量・品質の安定化に向けて，基本的栽培技術の習得，連作ほ場における技
術対策及び作業改善に向けた支援を行う。

２ 活動内容
◎基本的栽培技術，施肥改善及び難防除雑草の体系防除技術の定着
基本的栽培技術の定着に向けては，長期連作しているほ場の土壌診断と施肥改善の指導を行った他，雑
草防除や中耕培土などの栽培管理について巡回指導を適宜行った。また，JA 新みやぎいわでやま地区本部
と協力し，大豆栽培講習会，刈り取り適期判定会及び実績検討会を行った。
難防除雑草防除及び施肥改善の技術の定着に向けては，古川農業試験場と共同で実施している難防除雑
草体系防除の実証ほ及び土壌改良資材を用いた土壌改良の実証ほを設け，現地検討会を開催した。
◎生産者の栽培管理等の作業改善に向けた支援
作業改善に向けて，播種や雑草防除などの作業工程管理の現況調査を行い，調査結果を基に問題点を洗
い出し，次年度に向けた改善策を示した。また作業の見える化を図るため，水稲作業を含んだ作業工程表
及びほ場マップを作成した。

３ 活動の成果とポイント
◎基本的栽培技術，施肥改善及び難防除雑草の体系防除技術の定着
現地巡回指導を行い，また JA 新みやぎいわでやま地区本部と協力して栽培講習会等を開催したことか
ら，基本的栽培技術について理解が進んだ。講習会等は栽培技術を学ぶだけでなく，生産者同士の交流の
場にもなり，大豆生産者間の組織的活動が始まった。
難防除雑草体系防除実証ほでは，昨年よりも難防除雑草を抑えることができ，体系防除の重要性につい
て理解が進んだ。土壌改良実証ほでは，湿害の影響から判然としない結果となったが，実証ほ以外で土壌
診断に基づき土壌改良資材を散布したほ場では，生育が良好となり収量・品質が向上したことから，土壌
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改良の重要性について理解が進んだ。
また，現地検討会では，他地域の生産者や JA 職員も参加し，意見交換を行ったことから良い刺激を受け
たと考えられた。
対象者３名の平均収量は 147㎏ /10 ａと前年 108㎏ /10 ａを大きく上回り，また過去５年間で最も高い収
量となった。品質についても１・２等比率が高くなった。次年度も引き続き，基本的栽培技術の定着及び
連作ほ場における技術対策の支援を行っていく。
◎生産者の栽培管理等の作業改善に向けた支援
作業工程管理の現況調査結果を基に作業の改善策を示し，作業改善を呼びかけた。また，ガントチャー
トを用いて水稲を含んだ作業工程表及びほ場マップを作成し，作業の見える化を図り，適期作業を呼びか
けた。生産者からは，次年度に向けて作業を見直し，収量・品質の向上に繋げていきたいとの意見が出さ
れる等，栽培管理の改善に向けた取組が始まっている。
次年度は，今回作成した作業改善策及び作業工程表を基に引き続き支援を行っていく。

実証試験打ち合わせ

作業工程管理の現況調査

現地検討会

実証ほ除草剤散布

刈り取り適期判定会

現地巡回指導

４ 対象者の意見
収量・品質が向上し，また雑草も昨年より抑えることができた。引き続き，収量・品質向上に向けて支援
をお願いしたい。
大崎市岩出山地域大豆生産者

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：阿部脩平，佐藤一良，増田秀平，福士柾人
■執
筆 者：阿部脩平
■協 力 機 関：古川農業試験場，JA 新みやぎいわでやま地区本部，岩出山凍り豆腐生産協同組合
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Ⅰ－１－（4）

新技術導入によるそばの安定生産を目指して
課題名

そばの生産性向上による中山間地域を担う法人経営の安定化

対

株式会社スマイルフィールド

象

１ 背景・ねらい
大崎市鳴子温泉地域では地域振興作物としてそばの生産を振興している。その中でも平成 26 年に設立され
た
（株）スマイルフィールドはそばを主要な生産品目とし，耕作放棄地の解消や地場産のそば粉を活用した６
次化にも取り組む先進的な経営体であり，鳴子温泉地域のそば総作付面積の約４割（平成 30 年 36ha）を担っ
ている。
一方，地域のほ場は未整備で排水不良のほ場が多いため，当該法人のそば収量は設立当初見込みの７割程
度（平成 30 年産）にとどまっており，地域振興作物の生産振興のためにも収量の向上が必要である。また，中
山間地域に 300 か所あまりにほ場が分散しており，経営規模拡大のためにはほ場管理の効率化が必要である。

２ 活動内容
◎栽培技術向上支援
湿害対策として，古川農業試験場の協力による高速畝立て播種機の実証試験を実施した。７月に実証試
験現地検討会を行ったほか，１月に管内のそば生産者を集めた栽培講習会を開催した。
◎ほ場管理効率化支援
農機具メーカーが開発したほ場管理システムについて，研修会への参加を促し導入を誘導した。導入後
は普及センターの共有アカウントを作成し，随時運用状況を確認した。また，セミナー等の情報提供を
行った。

３ 活動の成果とポイント
◎栽培技術向上支援
実証試験の夏そばでは，天候に恵まれ，例年湿害が発生していたほ場であったが，坪刈収量では実証区
と慣行区の差は認められなかった。しかし，作業速度と精度から，畝立て播種機に対する評価は高かった。
一方，秋そばでは夏そばの茎葉残渣が播種機に絡まり，うまく播種ができないという課題が明らかに
なった。また播種時期の８月に雨が少なかったことから，秋そばにおいても収量差は認められなかった。
現地検討会及び栽培講習会では，鬼首地区の生産者や加美町の新規栽培者も参加し活発な意見交換が行
われた。各地域の生産者が抱える課題や栽培上のポイントを共有するなど，地域全体でそば栽培への意欲
が向上した。
◎ほ場管理効率化支援
ほ場管理システムを導入したことにより，ほ場マップや作業の可視化及び共有化が図られた。ほ場が地
域内に点在しているため，以前はほ場の確認に時間を要していたが，スマートフォンでも確認できるよう
になったことから，作業進捗を瞬時に共有できるようになった。また，経験の浅い後継者でも作業指示が
容易に出せるようになり，効率的に作業を進められるようになった。
イノシシ被害ほ場を記録しておくなど地域ならではの活用も実施しており，対象者は次年度以降も引き
続きデータを蓄積し，ほ場管理の効率化を図っていく意向である。
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大崎農業改良普及センター

実証試験播種作業

夏そばの現地検討会

栽培講習会

ほ場管理システムによるほ場マップ

４ 対象者の意見
畝立て播種は湿害対策に一定の効果があったように感じた。そば生産には様々な湿害対策技術が必要なの
で，今後も新技術の情報提供をお願いしたい。
また，ほ場管理システムは対応機械も持っており，従業員への情報伝達でも役立った。まずはデータを蓄
積することが大事だと思うので次年度も続けたい。
株式会社スマイルフィールド 代表取締役

■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，曽根文浩，佐藤一良，増田秀平，福士柾人
■執
筆 者：佐藤浩子
■協 力 機 関：大崎市，JA 新みやぎいわでやま地区本部，古川農業試験場
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Ⅰ－１－（5）

水稲新品種の導入・定着による地域活性化
課題名
対

No.3「金のいぶき」導入・定着化による地域ブランド米の確立

象 「金のいぶき」の栽培者 12 人（涌谷町）

１ 背景・ねらい
涌谷町では平成 29 年度から，町・農業団体・生産者の三身一体による連携により，消費者の健康志向に見
合った銘柄米
「金のいぶき」の導入を進めている。日本初の産金地である歴史資源を生かした農産物のブラン
ド化や６次産業化を目指し，町単独事業による奈良の東大寺への献納プロジェクトや金のいぶきの試食提供
などに取り組んでいる。
そこで，当地域での
「金のいぶき」の栽培技術及び生産体制の確立と，地域ブランド米としての知名度向上
を支援した。

２ 活動内容
◎栽培マニュアルに基づいた栽培管理の実践支援
金のいぶきの栽培については，これまで倒伏や穂発芽等の問題があったことから，地域に合った栽培マ
ニュアルを作成し栽培技術の指導を行った。
生育状況の把握のため
「金のいぶき」生育調査ほによるデータの収集を行ったほか，現地検討会では，生
産者毎にほ場巡回による適切な栽培管理について指導を行った。
目標：平均出荷量 480kg/10a，品質全量２等。
◎涌谷町産
「金のいぶき」の PR 活動等支援
関係機関と連携し，涌谷町内及び県内での涌谷町産「金のいぶき」の認知度向上のための支援を行った。
地元小学生による田植え体験や収穫体験などの交流活動，関係機関と連携した県内及び首都圏での PR イ
ベント等への参加など，
「金のいぶき」が涌谷町産ブランド米としての知名度向上，定着するための支援を
行った。

３ 活動の成果とポイント
◎栽培マニュアルに基づいた栽培管理の実践支援
H30 年に栽培マニュアルを作成し，地域にあった施肥設計や栽培管理の指導を行った。
現地検討会として，育苗期，追肥要否，刈取り指導を行った。栽培者及び関係機関が連携し，ほ場を回
りながら適正な栽培管理について意見交換を交えて検討を行った。
追肥に関する現地検討会では，対象栽培者が全員参加し，水稲の葉色値等から追肥の要否判定について，
栽培者の昨年実績を参考に意見交換を行いながら指導を行った。
刈取り指導会では，昨年の経験と品種特性から，刈取り適期の判断について栽培者間での意見交換が行
われるなど，技術の定着が進んでいる。
涌谷町産
「金のいぶき」については，H30 年産は生産者全員の平均出荷量が 390kg，全量２等，令和元年
産は，生産者全員の平均出荷量が 438kg，全量２等であった。
目標とした出荷量はやや下回ったが，品質については達成できた。病害虫の発生や倒伏など，これまで
の問題点の発生が見られなかったことから，栽培技術の普及定着が図られたと考えられる。実績検討会で
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美里農業改良普及センター
は，令和元年産の結果が良好であったため，栽培者からは次年度に向けて作付け面積の拡大や栽培者の勧
誘などの積極的な意見が出された。
◎涌谷町産
「金のいぶき」の PR 活動等支援地位
地元小学生を交えた交流会の開催などを通して，涌谷町産「金のいぶき」が地域内で知名度が向上してき
た。また，県内及び首都圏での販売において，試食なしで購入される消費者が増えるなど，「金のいぶき」
の知名度が向上している。JA で行っているネット販売での販売量も徐々に増えてきており，今後も首都圏
を中心に PR 活動を継続することで，更なる市場開拓が見込まれる。
生産者には，消費者との交流からの生産意欲が高まるとともに，地域活性化の役割が期待される。

田植え交流

現地検討会

刈取り指導会

実績検討会

４ 対象者の意見
今年は，出荷量・品質ともに満足できる結果となった。
土づくりや土壌分析の重要性が理解できたので，今後も安定生産の支援をお願いしたい。
今年の結果から，金のいぶきに関心を持つ生産者に対して作付けを勧めたい。
涌谷町・金のいぶき栽培者

■普及センター：美里農業改良普及センター
■課題チーム員：西條和彦，飯沼千史，高橋佳，大友愼次
■執
筆 者：西條和彦
■協 力 機 関：涌谷町，JA 新みやぎ涌谷営農センター
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Ⅰ－１－（6）

青ねぎの安定生産技術の確立を目指して
課題名

青ねぎの栽培技術定着による生産性向上

対

美里町
涌谷町

象

株式会社みどりのみらい
農事組合法人 21 世紀

１ 背景・ねらい
JA 新みやぎみどりの地区本部では，平成 29 年に青ねぎ集出荷調製施設を整備（10ha 規模）し，加工 ･ 業務
用野菜として
「青ねぎ」の産地化を推進している。
（株）みどりのみらいは，平成 28 年７月設立の JA みどりの出資型法人で，平成 29 年度に事業により 2,400
坪
（96 坪× 25 棟）のパイプハウスを新設し，平成 30 年から青ねぎ周年栽培を開始した。施設栽培青ねぎでの
作付け体系や安定生産技術の確立が課題となっていた。
（農）21 世紀は，平成 29 年 4 月に構成員６人で法人を設立し，水稲 17ha，大豆・小麦 10ha に加えて施設栽
培のほうれんそうや，露地栽培の青ねぎ栽培に取り組んでいる。青ねぎ栽培では適切な病害虫防除，肥培管
理等の栽培技術の習得が課題となっていた。
いずれの法人も，青ねぎの栽培経験が少ないことから，栽培技術を習得し，単収が向上することで栽培意
欲が増進することを目的とした。

２ 活動内容
◎適正施肥管理の支援
（株）みどりのみらいでは，青ねぎの播種後，３～４回刈りとる栽培体系のため初期の肥培管理が重要と
なることから，作付け前の土壌分析を行うと共に，有機資材の投入など土作りに向けた総合的な検討や基
肥量の検討を行うなど，適正な肥培管理の実践を支援した。
◎防除計画の策定支援
病害虫発生状況の調査を行うと共に，
（農）21 世紀においては，防除作業について感水紙を用いて適切な
散布が行われているか確認指導を行った。また，農薬の安全使用の留意点や分類，作用などについて病害
虫防除勉強会を行い，適切な防除計画を策定し，病害虫防除の徹底を図った。
◎作付け計画の策定支援
宮城県では，青ねぎ栽培の実績がなく，作型や収量目標など生産の計画づくりに必要な目安となる指標
がなかったことから，対象法人に限らず管内の生産者の栽培作付状況の確認，調査を行い，栽培暦・生産
指標の策定を行った。

３ 活動の成果とポイント
◎適正施肥管理の支援
（株）みどりのみらいでは安定した青ねぎ栽培を行うために必要な土作りをする必要があることから，作
付け前に土壌分析を行い，土壌中の肥料成分の過不足等についての現状把握と次作の改善へ向けて適正な
肥培管理の支援を行った。青ねぎ栽培２年目を経過し，土作りに対する課題が明確になり，改善へ向けた
対策が図られているところである。
◎防除計画の策定支援
病害虫の発生調査を行うとともに，検討会を実施したことで，発生状況を把握することができ，適期防
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美里農業改良普及センター
除の必要性について理解が進んだ。
（農）21 世紀における，感水紙を用いた散布状況の確認試験では，十分
な散水量がないと青ねぎに付着しないことが実感され，作業の改善が図られた。また，ドリフト軽減に向
け，軽減ノズルの導入も行われた。病害虫防除勉強会は５回実施し，農薬の製剤の種類と性質に始まり，
耐性菌や抵抗性病害虫を増やさないためのローテンションの考え方，薬剤の分類と作用の違い，また耕種
的防除の考え方など多岐にわたり学習することで，自ら防除計画を策定することができるようになった。
◎作付計画の策定支援
指標の整理を行うため，管内の生産者の栽培状況の確認，調査を行い栽培暦，経営指標の作成を行った。
一般的に栽培される露地栽培では，４～５月上旬の定植とし，３回収穫する作型を基本とした。目標収
量は４. ５～５t/10a となり，１時間あたりの労働単価は 1,200 円程度となる。
また，施設栽培では，春秋の２回定植，各２回取りまたは，秋定植４回取りの作型が可能とされた。施
設栽培では，露地栽培に比べて，葉幅が細いサイズの出荷が可能で，通常のサイズの単価より高い取引と
なるが，需要に合わせた生産が必要である。このため，露地栽培に比べ１収穫あたりの収量は少なくなる
が，労働単価は上積みが見込める。
今後は，これらの指標を活用し JA 新みやぎみどりの地区本部，関係市町，生産者と連携し新たな生産者
の掘り起こしを行うなど，作付面積の拡大に向けた取り組みを引き続き支援していきます。

（農）21 世紀での病害虫防除勉強会

薬剤散布の現地指導

（株）みどりのみらいでの現地指導

４ 対象者の意見
現地指導や勉強会を重ねることで，青ねぎ栽培や病害虫防除のポイントについて理解が深まった。今年は
台風被害もあり十分な結果ではなかったが，令和２年は条件の整った圃場を選定し，作付けを拡大して収益
を上げたい。
農事組合法人 21 世紀 代表理事組合長
■普及センター：美里農業改良普及センター
■課題チーム員：飯沼千史，西條和彦，伊藤博祐，菊地友佳里，鈴木望未
■執
筆 者：飯沼千史
■協 力 機 関：JA 新みやぎみどりの地区本部
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Ⅰ－１－（7）

スマート農業技術を取り入れた
大規模経営の実現
課題名

スマート農業技術の活用による土地利用型作物の生産性向上

対

農事組合法人

象

ｉファーム（役員５人，社員２人）

１ 背景・ねらい
対象の経営規模は水稲 37ha（主食用 30ha，飼料用７ha），大豆 23ha，キャベツ１ha で，ほ場の多くは 20 ～
30a 区画だが，分散している。
令和元年には大豆が 15ha 拡大，将来は全体で 100ha まで拡大が予想され，作業管理の省力化，ほ場管理の
効率化及び肥培管理の最適化のため，スマート農業技術を令和元年度に導入予定である。今後，限られた経
営資源及び組織を効率的に管理・運営していくためには，ICT ツール等を活用した GAP の導入も必要である。
水稲では業務用米の湛水直播栽培により省力化を進めている。大豆の作付拡大に伴う作業競合を軽減する
ためにも湛水直播の面積拡大が求められているが，収量向上が必要である。
大豆は転作作物として経営上重要であり，特にミヤギシロメの蔓化防止による作業の効率化及び収量向上
が必要である。
キャベツは年々根こぶ病の被害が拡大しており，収量維持のため発病リスクに応じた対応策が必要である。

２ 活動内容
◎スマート農業技術の効果確認
ほ場内及びほ場間の生育ムラの軽減実証のため，革新支援専門員と連携してドローンによるリモートセ
ンシング
（約 10ha）を実施し , 各ほ場の葉色，茎数，窒素吸収量のばらつきを可視化した施肥マップをもと
に無人ヘリによる可変施肥（約 5ha）を実施した。また，収穫時には収量コンバインによる収量調査を行い，
試験効果の確認を支援した。
農薬散布ドローンによる防除では，水稲カメムシ類や大豆病害虫の防除適期の情報提供や感水紙画像処
理ソフトを用いた解析により薬剤散布精度の確認支援を行った。
◎土地利用型作物の栽培技術の向上支援
業務用米のべんモリ直播展示ほは，播種作業，播種後の落水管理，雑草防除等の支援を行った。また，
苗立調査や生育調査に基づく栽培管理情報の提供を行い，収量・品質調査結果に基づき，成果と問題点の
検討支援を行った。
大豆全ほ場について土壌タイプ別の土壌分析結果に基づき，土づくり資材・基肥の施用法を提案した。
ミヤギシロメの蔓化軽減のため，株間を広げる疎植及び緩効性窒素を用いた施肥による２種類の展示ほを
設置し，生育調査及び収量調査を行い，展示ほの成績を検討した。
県農業・園芸総合研究所と連携してキャベツ根こぶ病害調査を実施し，ほ場ごとに発病リスクに基づく
防除計画の作成を支援した。
◎ ICT ツールを用いた GAP の実践支援
対象法人が 500 筆を超えるほ場管理を効率的に行うため導入した JGAP 対応の ICT ほ場管理ツール
「（株）
ヤンマースマートアシスト」に円滑に作業記録を進められるように，ほ場登録やシステム操作などの運用
支援を行った。
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３ 活動の成果とポイント
◎スマート農業技術の効果確認
本年度導入した農薬散布ドローンを用いた水稲カメムシ防除（29ha ×２回）及び大豆病害虫防除（43ha）
は適期に効率的に実施できた。また，ドローンリモートセンシング（10ha）と無人ヘリ可変施肥（５ha）を実
施し，収量コンバインや対象法人の記録により移植水稲ひとめぼれで９％増収（+44kg/10a）を確認できた。
当初計画になかった GPS ガイダンスや栽培管理支援システム（農研機構）を導入するなど，スマート農業技
術の活用に積極的になってきた。
◎土地利用型作物の栽培技術の向上支援
業務用直播水稲の収量は出芽苗立 ･ 雑草防除技術の向上により前年比２％増（480kg/10a），大豆ミヤギシ
ロメ展示ほ収量は蔓化軽減対策（疎植）により慣行比 38％増（358kg/10a），キャベツ根こぶ病被害は発病リ
スク防除体系の導入支援により収穫直前まで発病が抑制していることを確認できた。
◎ ICT ツールを用いた GAP の実践支援
対象法人は４月中に全ほ場の登録を終え，意欲的に活用を開始できた。システム操作などの運用支援を
続けた結果，水稲，大豆，キャベツの作業記録の入力をほぼ完了できた。また，対象法人は GAP 実践の必
要性に対する認識が向上し，社員を JGAP 指導員基礎研修に派遣した。

無人ヘリによる可変施肥

ドローンによる大豆病害虫防除

蔓化軽減対策展示ほの収穫期の状況

登録完了したほ場管理ツール画面状態

４ 対象者の意見
スマート農業技術や ICT ほ場管理システムを活用し経営を良くしていきたいので，引き続き支援をお願い
する。
栗原市志波姫・農事組合法人ｉファーム 代表理事
■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：早坂浩志，佐藤啓一，鈴木宏，金野勇悟，小野愛実
■執
筆 者：早坂浩志
■協 力 機 関：農業・園芸総合研究所園芸環境部病害チーム，古川農業試験場水田営農部
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きゅうり環境制御技術のスキルアップ支援
課題名
対

象

きゅうり環境制御技術のスキルアップによる生産拡大
きゅうり環境測定機器導入生産者５人（見込み含む）
（環境制御技術基礎勉強会参加者等 20 人）

１ 背景・ねらい
登米市のきゅうりは，夏秋・冬春きゅうりで国の指定産地となっており，JA みやぎ登米胡瓜部会（以下，
胡瓜部会）は部会員数 119 人，販売額８億４千万円（平成 30 年）である。
普及センターでは，新規就農者等の育成対策として環境制御技術研修会などを実施し「環境の見える化」の
普及啓発に取り組み，この結果，胡瓜部会として平成 30 年度園芸産地戦略加速化プロジェクトを活用し，収
益向上を目標に環境制御技術に取り組み始めた。
平成 29 ～ 30 年度に３人が環境測定機器を設置し，うち２人は平成 31 年１月定植の半促成栽培から炭酸ガ
ス施用を開始した。ハウス環境のデータ把握による肥培管理の改善は始まったばかりであり，環境制御技術
のスキルアップが必要であることから，当技術の実践及び基礎知識の習得支援を行った。

２ 活動内容
◎環境制御技術実践支援
令和元年度は前年度に引き続き園芸産地戦略加速化プロジェクトを活用し，胡瓜部会で環境制御技術実
証ほを２か所設置し，実証ほの環境測定データのとりまとめ支援や収量比較を行い，環境測定モニター及
び炭酸ガス施用機の導入効果を検証した。
月１回
（計 10 回）開催の栽培コンサルタント（専門家）によるセミナーを通じ , 生産者の技術習得支援を
行ったほか，研修内容の実践状況を把握するため，生産者を随時巡回し実践する上での課題を共有すると
ともに，解決支援を行った。
半促成栽培及び抑制栽培実証ほ実績検討会を計２回開催し，全体の振り返り，課題及び対策について検
討した。
◎環境制御技術の基礎知識習得支援
セミナーの研修内容等を整理し，情報紙として「きゅうり環境制御通信」を３回発行し，胡瓜部会員へ配
布し，技術の周知に努めた。
また，当技術の勉強会参加者や若手生産者等，関心の高い生産者を個別に巡回し，情報提供した。
さらに，実績報告会を開催し，実績検討会での検討内容の報告と併せ，実証ほ担当生産者からの所感を
胡瓜部会員に直接伝え，環境制御技術導入に向けた啓発を行った。

３ 活動の成果とポイント
◎環境制御技術実践支援
環境制御技術を実証した結果，実証ほの収量は 33 ｔ /10a（平均）となり，活動目標の 30t/10a（平均）を
上回る結果となった。
実証ほでは，ハウス内環境の数値把握が習慣化したほか，かん水量や燃料使用量等の記録などの生産経
費にかかる数値の記録についても習慣化した。これらの数値を活用しハウス管理を変更するなどの改善が
見られている。
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実績検討会では，実証ほで得られた測定データ等を部会員で共有し，効果や影響について検証したこと
で，各ハウスの栽培環境の特徴把握や課題への気づきにつながった。
また，新たに１法人が産地パワーアップ事業を活用して複合環境制御装置を備えた 50 ａの低コスト耐候
性ハウスを導入し，さらに新規就農者を含む複数の生産者が当技術の導入を計画中であるなど，新しい動
きが見えてきている。
◎環境制御技術の基礎知識習得支援
情報紙の発行や巡回による当技術の情報提供により，部会員の技術に対する関心が高まるとともに，当
技術の導入効果や植物生理等の基礎知識について理解醸成が図られた。
実績報告会では登米地域での検証結果を部会員へ周知することができたため，今後さらに技術への関心
が高まることが期待される。

環境制御技術現地研修会

栽培コンサルセミナー座学研修

環境測定モニター画面

きゅうり環境制御通信

４ 対象者の意見
内容の濃いきゅうり栽培コンサルティング技術高度化セミナーのポイントをきゅうり環境制御通信として
１枚にまとめてもらえて参考になった。ほ場の記録様式を作ってもらえたことも記録する上で助かった。ハ
ウス内環境と土中環境の両輪が大切だと思えるようになるなど，環境制御技術導入の目的が見えてきた年
だったが，引き続き支援を願う。また，生産者間や関係機関が連携をとれるよう支援してほしい。
登米市・環境測定機器導入法人
研修会の講習内容を参考に管理を見直し，実績に結びつけたい。今後も引き続き支援を願う。農薬や肥料，
害虫対策等の基礎知識の研修も定期的に支援してほしい。
登米市・環境測定機器導入個別経営体
■普及センター：登米農業改良普及センター
■課題チーム員：小笠原聡美，伊藤嘉彦，八木千恵，本田修三，今野愛祐美
■執
筆 者：小笠原聡美
■協 力 機 関：JA みやぎ登米，登米市
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スマート農業を活用した業務用多収米
「つきあかり」の安定生産
課題名

スマート農業を活用した業務用多収米の安定生産

対

有限会社おっとちグリーンステーション（米山），農事組合法人
ときなみファーム（豊里），個別経営体１戸

象

１ 背景・ねらい
登米地域では，農業者の高齢化や後継者不足，担い手の経営規模拡大に伴う労働力不足，熟練農業者の技
術伝承等が懸念されており，ICT を活用したスマート農業による省力化に関心が高まっている。
平成 30 年に JA みやぎ登米では商社と業務提携し，自動飛行ドローンを活用した生育診断と薬剤散布，水
位／水温センサーを活用した水位管理等の試験に取り組んできたが，データの活用や現地適応性等について
継続した検討が必要となっている。
一方，近年は，輸出用米（平成 30 年度実績 938 ｔ）等の新たな需要に応えられる米づくりが求められ，業務
用米等が拡大している。JA みやぎ登米では，実需者ニーズに対応した「萌えみのり」を中心に生産してきたが，
今年度から低コスト化や輸出用米拡大
（目標 2,000 ｔ）も視野に入れ，新品種の多収米「つきあかり」を移植と
直播あわせて 100ha の目標で推進しており，その安定多収栽培法の早期確立を支援する必要がある。
ICT の導入に関心が高く，つきあかりを生産する３経営体での実証を通して，スマート農業による省力化
と多収米の安定多収栽培技術を確立し，地域への普及を推進する。

２ 活動内容
◎多収米の安定多収栽培技術の確立
多収米
「つきあかり」の栽培者を掘り起こすとともに，水稲乾田直播栽培の実証ほを３か所（対象者各１
か所）設置して，その調査結果等をもとに巡回指導や「稲作通信」等で生育に応じた技術対策を周知し，栽
培特性の理解と栽培技術の普及・実践を支援した。
JAみやぎ登米と連携して輸出米研修会
（平成 30 年12 月）や米づくり研修会
（平成 31年２月）
，栽培研修会
（６
月）
，実績検討会
（12 月）を開催し，つきあかりの品種特性と栽培技術の周知，生産者の確保・育成を支援した。
◎ドローン，水位／水温センサーの活用による省力化等の実証
自動飛行ドローンの操作研修会への参加誘導や巡回指導等により，オペレーターの確保と生育診断（空
撮）
，適期防除の実践を支援した。
巡回指導等により，５月から導入された水位／水温センサーの測定データの取得状況確認と適切な水管
理の実践を支援した。

３ 活動の成果とポイント
◎多収米の安定多収栽培技術の確立
多収米
「つきあかり」は，対象の３経営体で５ha 作付けされ，水稲乾田直播栽培実証ほの10ａ当たり収量
（３
か所平均）は，583kgと目標
（630kg）を下回ったが，移植栽培並みの収量確保を実証することができた。品種の
特性と栽培技術の理解，実践は進んでおり，次年度は播種条間や追肥量等の改善，作付拡大が見込まれている。
つきあかりの栽培は地域への普及・拡大も進み，登米市全体で生産者 79 人（平成 30 年度１人），作付面積
112ha（同 2.5ha），出荷量 629 ｔ（平均 561kg/10 ａ）と大きく増加した。栽培様式別では，移植栽培が 95ha
（全体の 85％）と最も多く，次いで乾田直播栽培が９ha（同８％），湛水直播栽培が８ha（同７％）となった。
今年度の気象下における移植栽培は，移植時期が５月５～ 18 日，10 ａ当たり使用苗箱数が 14 ～ 23 箱，10
ａ当たり施肥窒素成分量（基肥＋追肥）が 6.6 ～ 10.1kg，出穂期が８月１～７日で多収となる事例が多かっ
た。次年度も作付拡大が見込まれており，普及・定着は進んでいる。
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◎ドローン，水位／水温センサーの活用による省力化等の実証
自動飛行ドローンのオペレーターは対象の３経営体で９人確保され，病害虫防除は水稲で 80ha，大豆で
36ha 実践された。活用方法の技術習得は進んでいるが，追肥の要否判断に活かせる迅速な生育診断には至
らなかったため，次年度も取り組むこととしている。また，水位／水温センサーについては，測定機器を
改善
（交換）し，適切な水位データを取得した８月からの実証と活用方法の技術習得は時期的に遅くなった
ため，作業時間の把握を含め，水管理の省力化等に次年度も取り組むこととしている。
ドローンの活用は地域への普及・拡大も進み，登米市全体でオペレーターは，30 人（生産者 26 人，JA 職
員４人）確保された。病害虫防除は水稲で 410ha（平成 30 年度 21.6ha），大豆で 159ha 実践され，ほ場間の移
動時間を含む作業効率は，１時間当たり 2.1ha（大豆 32.7ha の３回防除平均）であった。今後，更なるデー
タの蓄積等が期待される。
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実証ほ（乾田直播）の全刈収量

水位／水温センサー

・幅 1,820mm
・奥行 1,410mm
・高さ 823mm
・機体重量 18kg
（うちバッテリ 5kg）
・薬剤タンク
容量 8 リットル
自動飛行ドローン

Nile-T19

つきあかり
（実証ほ）収穫状況

４ 対象者の意見
ドローンは飛行時間が短くその都度 GPS 設定と面倒であるが，軽トラからの直接離発着等今後の改善に期
待したい。また，施肥量等の改善で多収を目指したい。
登米市・有限会社おっとちグリーンステーション 生産課長
乾田直播栽培した品種では「つきあかり」が最も多収となったが，目標収量（11 俵／ 10 ａ）は下回っており，
播種条間や追肥量等の改善，コストの低減等について検討したい。
登米市・農事組合法人ときなみファーム 代表理事
乾田直播栽培の播種条間の見直しや，ドローンによるリアルタイム生育診断に基づいた追肥により多収穫
を実現し，水位／水温センサーによる水管理の省力化等を実践したい。
登米市・個別経営体
■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，狩野篤，伊藤嘉彦，山家いずみ，遠藤実，杉本達郎
■執
筆 者：猪野 亮
■協 力 機 関：JA みやぎ登米，登米市，住友商事東北株式会社，古川農業試験場
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生産技術の高度化，GAP をキーワード
とした大規模園芸経営体の育成支援
課題名

先進的園芸経営体の育成

対

株式会社イグナルファーム，株式会社アグリ・パレット，
株式会社スマイルファーム石巻，株式会社デ・リーフデ北上

象

１ 背景・ねらい
管内は，トマト，きゅうり，いちご等県下有数の園芸作物の生産量を誇る。特にトマトは県内第１位の産
地で，震災前から農業法人が雇用労力を取り入れた大規模な経営を展開していた。震災後は復興交付金事業
等の活用により大規模園芸施設が導入され，新規設立法人による園芸作物の生産が行われている。
対象となる４経営体は，高度化された大規模施設の適切な管理運営，農業生産工程管理（GAP）の推進によ
るリスク管理及び経営管理の見直しなど，喫緊の課題を有しており，これらの共通した課題の解決に向け活
動を展開した。

２ 活動内容
◎生産技術の高度化に向けた支援
対象経営体の施設には，炭酸ガス濃度や温度，湿度等，複合環境制御が可能なシステムが備えられてい
るが，客観的な生育調査データの蓄積が乏しいことや，環境データに基づいた環境制御に関する情報が少
ないため，システムを十分に活かしていない状況にあった。また，病害虫に対する知識不足から適期防除
がなされず品質や収量の低下要因となっていた。
これらのことから，生育状況に合わせた環境制御の状況把握が必要であることの理解を踏まえた上で，
自ら生育調査に取り組み，生育と環境データの両方を見比べながら，適切な制御が行えるよう勉強会を開
催するなど継続的な支援を行った。また，栽培状況から適切な総合的病害虫管理方法ができるよう，防除
ごよみを作成した上で，病害虫の発生動向を踏まえた農薬の選択や，農薬の天敵への影響などについて理
解を深めるよう関係機関と連携しながら現地指導を中心に支援を行った。
◎生産工程管理
（GAP）の理解促進と啓発
対象の４経営体のうち，すでに
（株）イグナルファームは平成 26 年に，
（株）スマイルファームは平成 29 年に
それぞれ国際水準 GAP（グローバル GAP）を取得済みで，他の２経営体については，未取得の状況であった。
これらのことから，未取得の経営体については，GAP 取得に向けた交付金事業に関する情報提供を行う
とともに，国際水準 GAP に適合した農場の運営に向けた支援を頻繁に行い，「GAP をとる」体制整備が整
いつつある。また，取得済みの経営体については，更新状況の確認を行うとともに，GAP の効果や課題に
ついて聞き取りし整理を行った。
◎経営状況の把握と経営改善に向けた支援
経営改善に向けた支援を行うためには，対象経営体の財務分析を踏まえた，経営面の課題を明確にする
必要があったことから，決算が終了した経営体の実績値を基に３か年の財務分析を実施し，プロジェクト
チーム内において経営の現況把握と改善の方向性について検討を行った。また，経営体によっては，経営
実績検討会
（振り返り）を実施し，経営状況を明らかにするとともに，今後の改善策等の検討を行った。

３ 活動の成果とポイント
◎生産技術の高度化に向けた支援
試験研究機関と連携した巡回指導や環境制御セミナー等の情報提供により，環境制御への関心が高まり，
積極的に環境制御設定する姿が見られるなど，収量向上や病害抑制に向けた取組に繋がっている。また，
例年環境要因による病害発生の助長がみられる経営体に対しては，環境データを基に作成した資料を用い
て助言し，今作においては発生が抑制され，概ね目標とする収量を確保出来た。
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病害虫管理については，定期的な病害虫の発生状況把握の他，天敵などを含めた防除剤選定の考え方は
概ね定着し，自ら観察し考え，対策を検討・実施するようになった。さらに，農場内で発生した病害検査
結果を栽培管理者だけでなく，パート従業員にも情報共有を図り，法人全体として病害虫に対する意識向
上，早期発見に繋げている様子も見られている。
栽培の振り返りを実施し，収量・品質に影響する環境や病害虫防除における課題の明確化や改善事例の
共有化を通して，等級割合の向上やより高い収量確保を目指す対象も出てくるなど，意識向上に繋がった。
これらの取組により１経営体においては，トマトの収量（29 ｔ→ 37 ｔ→ 43 ｔ /10 ａ）を上げるとともに，
労働時間も削減していくなど，今では全国トップクラスの農場に育っている。
◎生産工程管理
（GAP）の理解促進と啓発
すでに GAP を取得している経営体については，さらなる改善がなされ国際水準 GAP の更新が順調に行
われた。また，GAP 取組の効果や課題について聞き取りを行ったところ，効果においては，”対外的に信
頼力が高まった”ことなどがあげられた。一方，課題は，”様々な記録の煩雑化や更新・維持に要する経費”
などがあげられた。
第三者認証 GAP 取得意向が示されている経営体に対しては，農場におけるリスク評価や改善項目に基づ
く農場のルール化の他，各種表示設置や帳票整備など認証取得に向けた支援を実施した。その結果，若手
社員が中心となって農場内の各種表示の設置や帳票整備の実施に加え，GAP 指導員資格を取得するなどの
動きが見られ，令和２年度に国際水準 GAP を取得する見込みである。
◎経営状況の把握と経営改善に向けた支援
財務分析から，経営体における経営費の内，労務費が大きなウエイトを占めており，雇用管理面の課題
が大きいことが認識されたことから，各経営体に労務管理や人材育成の取組をあらためて考えてもらうこ
とを目的に研修会を開催した。講師から「社員のモチベーション向上は能力と仕事をマッチングをしてあげ
ることが大切で，また，作業時間等々，客観的なデータは労務管理・人材育成の判断基準として必要。」と
の講話を受け，労務管理や人材育成に関する意識醸成が図られた。
対象によっては，収量のみならず，四半期毎の経営状況の把握を行い，栽培面と経営面の両面から運営
状況を検討した。また，規模拡大の意向を示す経営体もあり，関係機関を交えて検討し，事業計画を作成
した。

害虫特性の把握

GAP の一環，農場のルール化

労務管理・人材育成研修

４ 対象者の意見
これまでの支援は，栽培技術の向上による目標収量以上の確保のみならず，従業員の育成や気づきに繋が
る面もありました。支援が終了されるとのことですが，今後ともよろしくお願いします。
石巻市・株式会社デ・リーフデ北上 代表取締役社長
■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤 篤，宍戸 修，鈴木香深，鈴木俊矢，佐々木宏行
■執
筆 者：佐藤 篤
■協 力 機 関：石巻市，JA いしのまき
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先進技術を活用したいちご産地のステップアップ
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

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

象

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。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
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おいて，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改善策の検討を行った。また，環境制御の理解を促進
するために外部講師を招いて環境制御セミナーを開催し，環境や栽培管理，先進事例の取組み等について
研修を行った。さらには，令和２年産いちごでは，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の意見交換や後の管理について検討する環境制御勉強会を全４回実施した。
◎いちご生産者交流の活性化
JA のいちご担当者を集めた定期的な打合せにおいて，環境制御勉強会や新品種等について意見交換を実
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
２年間の活動期間中に新たな IPM 導入経営体数は 11 件となり定量的数値目標を達成した。一部では，子
苗増殖中の親株プランターにバンカーシートを設置し育苗期からの防除にも利用されるようになった。一
方，河南や石巻の一部では本ぽでの天敵導入が定着していないため，研修会や巡回等で継続して定着を
図っている。UV-B ランプについては，｢紅ほっぺ｣本ぽでの導入が多く，効果的に利用されている。その他，
炭酸ガス燻蒸装置を導入している法人等では，天敵放飼後まで比較的ハダニ発生のリスクが低下し，コス
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トの面から導入されていない法人等では育苗期のハダニ防除を徹底しハウス内への持ち込みを防ぐよう指
導を徹底している。また，育苗後半の薬剤灌注処理によるハダニ類防除については，ポット育苗等では十
分な効果が得られたが，小型ポットではハダニ防除の効果が不明だった。
◎高度な環境制御技術の導入による生産技術の高度化
令和元年度は 10 月より環境制御勉強会を開催しており令和２年２月 21 日まで４回目を実施した。前半２
回は，トライベリーファームにおいて現地研修を行い，その後合庁において環境制御に関する基本的な知
識習得のためメーカーから講演を頂き，その後は各生産者の環境データを見ながら検討会を実施した。環
境データをウィークリーレポートにまとめ提示・検討を行ったことなどからセンサー類の校正や流量メー
ターの点検等が必要であることが理解された。
◎いちご生産者交流の活性化
｢にこにこベリー｣ 生産ほ場
（いちごランド，トライベリーファーム，アグリ・パレット，サンエイト，
イグナルファーム）を農業・園芸総合研究所，普及センター，JA で月１回の定期巡回を実施した。
11 月 21 日には，｢にこにこベリー｣ の展示ほであるサンエイトにおいて園芸振興室主催の現地検討会が
開催され，管内からは３法人が参加し生育状況や管理作業について技術研鑽を行った。
環境制御勉強会の現地検討時に，｢にこにこベリー｣ を栽培しているトライベリーファームの｢にこにこ
ベリー｣ を見学させて頂き，参加した生産法人等がの生育状況について共通認識を持った。
｢にこにこベリー｣ の PR 活動については，石巻管内園芸振興会議において園芸振興室，市役所，JA いし
のまき，石巻青果とで検討し計画を立てた。１月 22 日石巻復興フード見本市での試食会や２月 18 日生協蛇
田店，ヨークベニマル蛇田店，２月 19 日石巻合同庁舎におけるみやぎ水産の日に合わせた試食販売会にお
いて，生産者自ら品種の特徴などについて消費者に説明した。「にこにこベリー」を試食した消費者からは
高い評価を得られた。
試食販売会等では，良好な評価が得られ今後の生産拡大が期待されているが，栽培１年目ということも
あり，温度管理や草勢管理，摘果などに迷いが見られたこともあり，味にバラつきがあった。
管内では令和３年産の親株配布本数は 3,220 本（令和２年産 2,190 本）と前年比 47% 増となっており，作付
面積は 50% 増が見込まれるものの，さらなる作付拡大に向け，次年度以降引き続き栽培技術の定着に向け
支援していく予定である。

環境制御勉強会

栽培指導の様子

にこにこベリーデビューイベント

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。
株式会社サンエイト いちご栽培担当者
■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：宍戸 修，鈴木香深，鈴木俊矢，關口

道

■執
筆 者：宍戸 修
■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
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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

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

象

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人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 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び，お互いのハウス内環境をリアルタイムで確認しながら
栽培管理を行える環境を整えた。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，デー
タを活用した栽培管理について指導を行った。
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，栽培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，ボトル製剤，パック製剤，バンカーシートの３種類のミヤコカブリダニ製剤の比
較試験ほを設置し，防除効果等の比較を行った。比較試験の結果をもとに IPM に関する研修会を開催し，
効果的な天敵利用によるハダニ類被害の軽減を目指した。

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ることで，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。
記録された環境データを分析したところ，日中に炭酸ガス濃度が低い時間帯が続き，光合成効率が下が
ることが課題としてあげられた。環境データを活用した栽培に関する勉強会を開催し，炭酸ガス濃度が下
がった時間帯に施用して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，適切な炭酸
ガス濃度を維持した管理を行うようになった。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，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
天敵製剤比較試験では，どの製剤もハダニ類の密度が低い時期に設置することで長期間抑えることがで
きた。
パック製剤とバンカーシートは天敵の拡散に時間がかかるため，ハダニ類発生前の早い時期に設置する
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ことで，定植後もハダニ類を低密度に抑えることができた。バンカーシートは防水加工されているため，
灌水量が多い育苗時期に使用することで少ない設置数でも安定した効果が得られた。
ボトル製剤は天敵の定着が比較的早いため，他の病害虫防除後など自分のタイミングで放飼することが
でき，効果も安定していた。
天敵製剤比較試験ほの結果は，部会の作柄検討会で情報提供を行った。部会では，すでにハダニ類の天
敵製剤が使用されているが，３種類の製剤の特徴と防除効果を示すことで，自らの栽培管理に合った天敵
製剤を選択するようになり，ハダニ類の被害を軽減することができた。
環境データを活用した栽培管理と効果的な天敵製剤の利用により，令和元年産のいちご生産量は前年と
比較して６％増加した。

環境データ活用に関する勉強会

バンカーシートの組立作業

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
環境モニタリング機器で湿度や炭酸ガス濃度を数値で確認できるため，データを意識して栽培管理を行っ
ている。
ハダニ類防除は天敵利用が必須となっている。試験結果を参考にして，自分に合った製剤を選択したい。
階上いちご復興生産組合 組合員

■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，水戸裕也，齋藤康彦
■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
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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

県内大規模土地利用型経営体４社
有限会社アグリードなるせ，農事組合法人井土生産組合，有限
会社耕谷アグリサービス，農事組合法人ｉファーム

象

１ 背景・ねらい
東日本大震災からの農地の復旧に伴い，沿岸部を中心に１ha 規模の大区画ほ場が整備され，担い手への農
地の集積・集約化が進み，100ha を超える土地利用型経営体が多数誕生している。また，新規就農者の過半
数はこれらを始めとした経営体へ就農しており，農業経験の少ない雇用就農者を育成・活用し，限られた人
数で大面積を効率的に営農できる経営の確立が大きな課題となっている。そこで県では，「みやぎのスマート
農業推進基本方針」を定め，ICT やロボット，AI などを活用したスマート農業技術の導入により，初心者で
もベテラン農業者と遜色ない作業精度を実現し，作業の省力化，経営・生産の効率化を推進している。
スマート農業技術が多くの経営体に普及定着する「スマート農業先進県」を実現し，農業を若者があこがれ
る魅力ある産業とすることを目的に，スマート農業技術について県内４か所の土地利用型経営体をモデルと
した現地実証と県全域を対象とした普及啓発に取り組んだ。

２ 活動内容
◎モデル経営体対象活動
県内４か所の土地利用型経営体に実証ほを設置し，「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を活
用したスマート農業技術一貫体系の導入，県事業を活用した水稲におけるドローンによるリモートセンシ
ングとセンシング結果に基づく可変施肥，水管理支援システム（水田センサ）による水管理等について，生
産効率の改善や省力性の実証を行った。また，モデル経営体が自社導入したほ場管理システムや収量コン
バイン等のスマート農業技術についてモデル経営体とともに，有効な活用方法を検討した。
◎県全域対象活動
県内におけるスマート農業の推進母体として，「みやぎスマート農業推進ネットワーク」を設立，ネット
ワークと連携して生産者等を対象とした実演会やセミナーを計４回，普及指導員や JA 営農指導員等を対象
とした現地検討会，技術研修会を計２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，スマート農業に関する情報提供を４回実施した。

３ 活動の成果とポイント
◎モデル経営体対象活動
「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を活用した播種から収穫までのスマート農業技術一貫体
系の導入では，対象モデル経営体へのロボットトラクター，GPS アシストトラクター，高速汎用播種機，
収量コンバイン等のスマート農業技術の導入や試験的な運用を支援し，次年度の本格運用の準備を整えた。
水稲のドローンによるリモートセンシングでは，植生指数（NDVI）等によるほ場内，ほ場間の生育のば
らつきが可視化され，組織内で情報共有できるようになった。
センシング結果に基づく無人ヘリ可変施肥では，ほ場内の生育のばらつきが大きいほ場では，慣行追肥
と比較して粗玄米収量が平均 55kg/10a 増収する効果がみられた。一方，可変施肥できる散布幅は５ｍと比
較的大きく，小区画ほ場では使いにくいことや，生育のばらつきが少ないほ場では，可変施肥の効果が出
にくいことなども判明した。
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収量コンバインでは，ほ場ごとの収量データが自動でほ場管理システムに記録され，データを集計する
ことで単収が低く，施肥改善が必要なほ場が特定できた。また，ほ場管理システムにより，作業記録を基
に作業時間が長く，作業の改善が必要なほ場を特定できた。
水田センサの利用では，移動に時間がかかる遠隔水田にセンサを設置し，水位をモニタリングすること
で，水田見回り回数・時間を４割以上削減し，省力化した労力を除草などにあてることができたほか，漏
水田での漏水対策として土壌鎮圧を２回実施したほ場に水田センサを設置し，水位データを基に日減水深
を測定し，漏水対策の効果を確認できた。
◎県全域対象活動
令和元年５月１日に県内における生産者をはじめ農機メーカーや ICT ベンダー，関係団体等を会員とし
た
「みやぎスマート農業推進ネットワーク」を設立した（令和２年２月 28 日現在会員数：90（農業者 26，農
機具 11，ICT15，資材１，市町村 12，JA ９，農業団体８，金融２，学術 ･ 研究機関６））
県内へ生産者への普及活動として，スマート農業技術現地実演会（６月 28 日，８月 22 日，日，10 月３
日）
，農業 ICT 活用セミナー（１月 16 日）を開催し，スマート農業に関する理解促進を図った。また，セミ
ナーでは，農機メーカーごとにブースを設置，相談会を実施することで，生産者のスマート農業技術に関
する理解がより深まった。
指導者等に対する活動では，技術の導入や活用を助言できるよう，リモートセンシング技術の現地検討
会
（８月９日）や農業 ICT 活用技術研修会
（１月 16 日）を開催し，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。

センシングによる植生指数（NDVI）

収量コンバインによる肥培管理改善ほの特定

スマート農業技術現地実演会

農業 ICT 活用技術研修会

４ 対象者の意見
本年，自社で収量コンバインを導入し運用開始した。ほ場によって収量に差があるので，これら機械を活
用し，収量が低いほ場の特定と肥培管理を検討し，経営改善につなげたい。
名取市・有限会社耕谷アグリサービス 代表取締役
■普及センター：農業革新支援センター
■課題チーム員：大鷲高志，我妻因信，今野知佐子，船山

智

■執
筆 者：大鷲高志
■協 力 機 関：亘理・仙台・栗原・石巻農業改良普及センター，みやぎスマート農業推進ネットワーク
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Ⅰ－１－（14）

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

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

象

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
セルフアセスメントシート）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」による経営状態と，支援後の成果を確認した。
また，普及指導員が農業法人等の財務諸表のデータを複数年分を比較し，経営上の課題を確認するため
の
「経営分析支援シート」を作成し，普及指導員の法人等に対する経営支援の資質向上を目的とした経営分
析の研修に活用した。

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，支援内容の整理を行い，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り組み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
農事組合法人Ｕは，経営理念や中長期計画などの経営のビジョンが作成されていたが，社内で意思統一
されていなかったため，役員をはじめ社員の会社経営に対する意識が低く，前向きな会社経営ができていな
かった。そのため会社経営について役員全員の意識を高めるために経営理念や中長期計画の見直しについて
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支援を行い，その上で全員報告会を開催し内容を共有することで社内の経営に対する意識醸成が図られた。
支援例２
株式会社Ｍでは，複数の部門による経営を行っているが，今後利益を確保するためには部門毎に何を改善
することが必要なのか明らかにするため，部門別会計管理の導入を支援した結果，改善すべき点が明らかに
なり，それを基に社員会議を開催し，社内で共有することで，栽培面や作業面の改善をすることができた。
支援例３
株式会社Ｒでは，現在国が推進している「働き方改革」に取り組むために，社会保険労務士の指導により，
有給休暇や労働時間の設定など就業規則の見直しを行った。さらに近年多くの会社でハラスメント問題が
生じている事などの情報提供を受け，ハラスメント対策の規定を設けるなど改善を図ることができた。
◎経営支援ツールの作成と活用
「農業経営セルフアセスメントシート」による経営の現状と，支援後の変化を確認したところ，今年度の
対象８経営体うち６経営体で支援後における経営改善をすることができた。
経営分析支援シートを活用した，経営支援研修を受講した普及指導員からは，
「対象法人のこれまで見えな
かった課題がわかるようになり，支援していくための方向性を整理することができた」との感想が聞かれた。

データを活かして改善策を検討

経営改善の基本は現場の確認から

取組成果を会社の全員で共有

専門家を囲んで熱心な打合せを実施

４ 対象者の意見
持続的な会社運営を行うためには，従業員の確保が必要であり，そのため雇用条件の整備が必要となって
いる。しかし農業法人の多くがこの点に関して認識や知識が少なく，雇用者とのトラブルもあるなど，どの
ように改善していけばいいのか悩む事が多い。今回，適切なアドバイスをいただき，雇用条件の整備と雇用
に関するリスク対策をすることができて大変良かった。
対象経営体 代表取締役
■普及センター：農業革新支援センター
■課題チーム員：我妻因信，今野知佐子，船山

智，大鷲高志

■執
筆 者：船山 智
■協 力 機 関：株式会社オーレンス総合経営，各農業改良普及センター
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Ⅰ－２－（1）

新品目の取組で売り上げ向上
課題名

集落営農法人おける６次産業化

対

柴田町

象

農事組合法人

下名生ファーム（役員９名）

１ 背景・ねらい
しものみょう

農事組合法人下名生ファーム
（以下，
「下名生ファーム」という。）は，平成 27 年１月に設立した集落ぐるみ
型の法人である。
平成 29 年度に集落内にある
「柴田町特産品加工組合（昭和 51 年設立）」と一緒となることで，高収益作物の
導入や農産加工及び直売等の６次産業化に取り組むこととなった。
県事業
「アグリビジネス経営基盤強化整備事業」を活用し，農産加工施設が平成 30 年６月に完成し，味噌造
りのほか，おにぎりやもちの製造に取り組んでいる。
今年度は加工施設に併設した農産物直売所の集客向上のため，商品開発や昨年加工に取り組んだパドロン
（スペインのししとう）の試験栽培などについて検討した。

２ 活動内容
◎法人運営安定化に向けた部門間連携の支援
下名生ファームの役員は土地利用部門のメンバーだけで構成されていることから，法人運営の安定化を
目指すため，新たに加わった加工直売部門からも役員を選出してもらうように働きかけた。また，部門間
の連携を一層向上させるため，土地利用部門と加工直売部門の合同定例会開催を働きかけた。
◎大豆難防除雑草対策導入支援
難防除雑草の帰化アサガオ類の発生が見られ始めたことから，効果の高い除草剤やつり下げノズルの防
除方法について情報提供した。大豆のは種時期になると降雨が続き，７月中旬までは種そのものができな
い状況となったことから，試験場とは種方法について打合せを行い，晩ぱ栽培方法について助言を行った。
◎新品目導入・新商品開発支援
１）新品目導入支援
新品目のパドロンは当地域で初めて栽培する品目なので，先進地である岩手県遠野市の視察研修を提案
した。また，下名生ファームで試験栽培したパドロンの生育調査を行い，地域に適した作型を確認した。
パドロン栽培に取り組んでいることを消費者や関係機関に周知するため，試食会の開催を支援した。ま
た，直売所でパドロンを販売するにあたり，青果だけではなく惣菜への加工を指導した。さらに，パドロ
ンの特徴を記したポップの作成を指導し，町内直売所での販売支援を行った。
２）新商品開発支援
新商品として，材料に自社産味噌と甘酒を使った焼き肉のタレを試作し，特徴ある商品作りに向けて支
援を行った。
※パドロンは，スペイン在来の野菜で，トウガラシ属，トウガラシ種に属しており，トウガラシ，シシトウ，ピーマンの仲間。収穫したうちの
10％から 25％程度が非常に辛いといわれている。

３ 活動の成果とポイント
◎法人運営安定化に向けた部門間連携の支援
農作業が一段落した９月に最初の合同定例会を開催することができ，その後は偶数月に開催することと
なり，部門間の連携向上が図られた。
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さらに，定例会の中で加工直売部門からも役員を選出する動きがあり，新体制構築に向けて今後取り組
むこととなった。
◎大豆難防除雑草対策導入支援
新たな除草剤実証区の設置を検討していたが，農地整備の影響によりアサガオ類の発生が少なく，設置
を見合わせることとなった。また，大幅には種が遅れ作付けが危ぶまれたが，品種を変更し晩ぱ栽培に取
り組んだことから，無事に計画面積がは種された。
なお，は種の遅れ等もあり，雑草の発生は少なく通常の防除が行われた。
◎新品目導入・新商品開発支援
１）新品目導入支援
パドロン栽培については，は種・定植時期を組み合わせて試験栽培に取り組んだ結果，柴田町に適した
作型が確認された。さらに，視察研修が実施され栽培技術の向上が図られた。
収穫後にはパドロン PR のため，町内の創作料理店において試食会を開催した。
試食会には柴田町長，町観光物産協会担当者にも参加いただき，６品の創作料理が提供され，パドロンの可
能性について参加者の認識が深まった。この様子は，新聞にも掲載された他，町広報誌表紙にも取り上げられ
るなど，町の新たな品目として期待されるとともに，下名生ファームにおいてパドロン栽培の意欲が向上した。
販売は９月上旬より，自社直売所
「下名生ふぁーむ」でスタートした他，柴田町物産交流館「さくらの里」
や観光ツアーのお土産品としての取扱いが開始された。
２）新商品開発支援
焼き肉のタレ作りは，試作品ができあがり，現在，製造するために必要な調理・袋詰め機材の調達につ
いて定例会及び役員会で協議中である。
平成 30 年から商品開発支援を続けた結果，おにぎりセット，切り餅，パドロンの加工品等，７品が商品
化された。

初の部門合同定例会

パドロン試食会

焼き肉のタレ作り講習会

４ 対象者の意見
パドロンの栽培から販売に多大な支援をもらい感謝している。加工部門，直売部門ともにまだまだ規模は
小さいので，商品開発など支援してもらいたい。また，代表が交代することとなったので，新しい代表の運
営が軌道に乗るまで適宜アドバイスしてもらえると助かる。
柴田町・農事組合法人下名生ファーム副代表

■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，佐藤郁子，千田晶子
■執
筆 者：須藤邦彦
■協 力 機 関：柴田町農政課
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白石産農産物のブランド化を目指して
課題名

白石市ブランド農産物の生産技術の充実による品質向上

対

白石市ブランド農産物生産者（39 戸）

象

１ 背景・ねらい
白石市では平成 28 年度からブランド農産物（ササニシキ，三白野菜等）の育成に取り組んでいる。
ササニシキについては，かつて「食味日本一」といわれた「白石産ササニシキ」の復活を目指しており，品質
向上に向けて生育調査に基づいた栽培管理の実施を支援する必要がある。三白野菜等については，白いとう
もろこし｢ピュアホワイト｣，さといも｢土垂れ｣ 及び白皮かぼちゃ ｢夢味｣ に加え，えだまめ｢湯上がり娘｣ 並
びに菊芋がブランド農産物に選定されており，生産量や品質のバラツキ改善に向け，安定生産技術の向上と
生産体制の整備拡充に取り組む必要がある。
加えて，平成 31 年４月には農産物等直売施設「おもしろいし市場」が新たに整備され，販売力強化に向けて
戦略的な販売計画作成を直売所運営団体が主体的に行うための組織活動のスキルアップが課題となっている。

２ 活動内容
◎白石市ブランド農産物（水稲関係）の栽培技術向上支援
白石市が進めている
「食味日本一のしろいし米復活プロジェクト」（以下「ササプロ」という）メンバー自
らが目標
（食味・単収等）設定を行い，目標達成に向けた取組（土壌調査に基づいた，土づくりの実践，生
育調査に基づいた生育状況の把握，生育に応じた栽培管理の実践）について支援を行った。生育調査につ
いては，普及センター支援のもとササプロメンバーが自ら生育調査を実施することで，調査手法の習得，
生育状況に基づいた栽培管理の実践を行うよう誘導し，定着を図った。
◎白石市ブランド農産物（野菜関係）の栽培技術向上支援
三白野菜等ブランド農産物の安定生産と収穫量の増加及び品質向上のため，栽培講習会や現地検討会を
生育ステージに合わせて実施するとともに，出荷物の商品価値を意識した目揃え会や収穫物の調整や貯蔵
に関する研修会を開催した。また，農業生産における土づくりの重要性を示し，土壌分析に基づく土壌改
善と肥培管理技術の定着を図った。
◎白石市ブランド農産物の PR 活動支援
ブランド農産物の計画的な生産販売を進めるため，講習会等を通して生産者意識の醸成を図るとともに，
生産者自ら年間生産出荷計画の策定を指導した。
特に，三白野菜の１つである白いとうもろこし｢ピュアホワイト｣ については，認知度を高め，販促活動
を強化するため，イベント
（ピュアホワイトまつり）の開催を支援するとともに，来場者へのアンケートを
実施した。
さらに，一般に広く浸透しつつある三白野菜のブランドとしての特徴をより明確にし，顧客への認知度
をさらに高めるため PR 資料の作成支援を行った。

３ 活動の成果とポイント
◎白石市ブランド農産物（水稲関係）の栽培技術向上支援
自らが実施する生育調査と , その得られたデータ活用により生育状況に合わせた栽培管理に対する理解が
深まり生産技術が向上し，生産者それぞれが設定した収量及び品質目標を概ね達成できた。また，品質向
上については，第三者からの評価として，米 ･ 食味分析鑑定コンクールに出展した結果「特別優秀賞」に入
賞し，その他２つの食味コンクールで上位入賞を果たした。
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大河原農業改良普及センター
◎白石市ブランド農産物（野菜関係）の栽培技術向上支援
ブランド農産物の目玉品目となりつつあるピュアホワイトについては，イベントの際の来場者アンケー
トの結果で明らかになった増産と品質の安定化への要望を踏まえ，栽培講習会や現地検討会を重ねること
で，上位等級比率と品質の向上が図られた。これにより秀品率（上位等級出荷率）が向上し，10 ａ当たりの
販売額も増加した。
◆秀品率 H30: 約 65％→ R1: 約 70％ ◆ 10a 当たりの販売額 H30:81,415 円→ R1:131,110 円
里芋については，収量の増加と出荷調整後の貯蔵出荷が可能となり，出荷終期を延長させることが可能
になった。
◆出荷終期 H30:12 月中旬→ R1: ２月中旬
◎白石市ブランド農産物の PR 活動支援
新たな直売施設の開設に合わせて生産者部会役員，直売施設運営法人役員，関係機関
（白石市農林課）に働
きかけた結果，効果的なPR 活動を実施するための検討の場が設置された。この結果，関係者間の情報共有と
意識の統一が図られ，PR 活動が計画的に展開できるようになった。また，Ｈ31 年４月の直売施設施設リニュー
アルオープンに合わせ，リピーターの創出を狙いとして，生産者が作成した生産出荷計画に基づき，年間販売
カレンダーを作成して直売所内に掲示した。その結果，白石産農産物に対する関心を高めることができた。
これら一連の普及活動の総合的な結果として，ブランド農産物の販売額が目標額（1,200 万円）を大幅に上
回る見込みとなった。

「おもしろいし市場」オープン

作成した年間販売カレンダー

ササプロメンバー生育調査

ピュアホワイト目揃え会

４ 対象者の意見
米，野菜の生産や出荷調整に対する技術的な支援が生産者に浸透し，新しい直売施設での販売も順調に推
移している。ササニシキや三白野菜をはじめとした地域ブランドも徐々に一般の方々に浸透しつつあり，購
入者や購入希望者からの反応や問合せが増えてきている。この流れを止まらないように，生産者及び販売施
設運営組織への継続的な支援をお願いする。
加えて農産物加工施設や今後開設する飲食施設との連携に向けた支援も期待している。
白石市・おもしろいし市場生産者部会長
■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：髙橋晋太郎，武田正寛，鈴木秀人，加藤秀逸
■執
筆 者：髙橋晋太郎
■協 力 機 関：白石市おもしろいし市場（NPO 法人小十郎の郷）生産者部会，白石市
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雇用型経営における GAP を契機とした
現場改善活動支援
課題名

GAP を活用した現場力の向上

対

株式会社未来彩園（取締役１人，従業員４人）

象

１ 背景・ねらい
（株）未来彩園は，平成 16 年 10 月に有限会社を設立し，平成 22 年に株式会社化した。現在ガラス温室
10,363㎡で大玉トマト , 中玉トマトの養液栽培を行っている。従業員は常勤の常務取締役１名の他，正社員２
名とパート社員 19 名である。
同社では，平成 19 年度に県内で初めて JGAP 認証を取得，平成 30 年には ASIAGAP 認証を取得した。常
務取締役と農場担当の正社員１名は JGAP 指導員資格を有しており，GAP に対する意識は高い。一方で，
ASIAGAP 認証取得に当たっては，常務取締役を中心に準備を行っており，パート社員までは GAP について
の理解が十分に浸透していなかった。従業員が GAP に参画することで経営改善効果が期待されることから，
意識醸成を行い自発的な現場改善活動を支援した。

２ 活動内容
◎リーダー育成とチームでの教育方法の検討
従業員自らが GAP に取り組むようになるためには，リーダーの育成と現場改善意識の醸成が必要である
ことから，経営者と具体的な活動について検討を行った。GAP の改善活動に対する理解を深めるための研
修会や，課題解決に取り組むにあたり，話し合いを行う効果を体験するための方法としてワークショップ
が検討され，会社として実施することとなった。
GAP への理解を促し，職場での話し合いによる作業改善活動を動機づけるために，最初に作業班のリー
ダーである班長を対象とした勉強会を５月に開催し，続いて８月に全従業員を対象に研修会を開催した。
◎従業員による自発的な現場改善活動誘導支援
講師に外部専門家を招聘し，９～ 10 月にかけてワークショップを３回開催した。最初に，組織運営の基
礎
（ビジョン，PDCA サイクル）について学び，続いて，相手の傾聴やロジカルシンキング等の練習を行っ
た後，各作業班で，作業工程や，問題点，解決策を話し合った。
普及センターは，各班のファシリテーターとして適宜助言をしながら，各検討事項が整理され，結論づ
くよう支援した。

３ 活動の成果とポイント
◎リーダー育成とチームでの教育方法の検討
班長を対象とした勉強会では，最初に，班長より現場リーダーとしての悩みや会社への要望を引き出し，
次に，職場での話し合いの重要性についての認識を深めた。全従業員を対象に行った研修会では，みやぎ
GAP 推進アドバイザーを講師に，従業員と会社が一体となってワークショップを行い，改善活動に取り組
んだ実践事例について学んだ結果，ワークショップを通じた改善活動への理解が進められた。
また，研修会の前半に，経営者より前作の振り返りと決算，次作の目標について報告を行い，会社の目
指す方向性について共有化を進めたところ，従業員の当事者意識の醸成が図られた。
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仙台農業改良普及センター
◎従業員による自発的な現場改善活動誘導支援
ワークショップでは班の仕事の
「見える化」を行った。まず，仕事の内容をできるだけ細かく書き出し，
結果と原因の視点から工程ごとに分類し，仕事の内容を整理した。その上で「班の強み」
「班の課題」
「ビジョ
ン・目標」について話し合った内容を模造紙にまとめ，発表を行った。
話し合いに不慣れな従業員が多い中，ワークショップの冒頭で，他者の意見を傾聴し，尊重するトレー
ニングを行ったことにより，班内でのコミュニケーションが活発になった。また，他班の発表を聞くこと
により，他班の業務に対する理解が促進された。
ワークショップ終了後には，間違いやすい作業を「見える化」するため，従業員が出荷先毎の荷姿の掲示
物を自主的に作成する等，改善に対する意識向上が見られた。
また，栽培マニュアルを従業員で作成することになり，１月に話し合いが行われた。作業手順等につい
て活発に意見が出され，2019 年版を完成させた。今後は運用しながら作業を点検し，毎年ブラッシュアッ
プを行い，活用していくこととなった。

全従業員を対象とした GAP 研修会

ワークショップの様子

間違いやすい作業について掲示物を作成

栽培マニュアル作成に向けた話し合い

４ 対象者の意見
ASIAGAP 認証を取得して２年が経過し，昨年度から取り組んでいる改善活動もようやく軌道に乗ってき
たところである。従業員の自主的な改善活動が活発になるよう進めたいので引き続き支援をお願いする。
株式会社未来菜園 常務取締役

■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，佐藤浩子，宇田川久美子，鈴木康成
■執
筆 者：髙橋真樹子
■協 力 機 関：JA 新みやぎあさひな地区本部，大衡村
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GAP の導入・定着によって
経営改善が進められています！
課題名

法人経営体における第三者認証 GAP の導入・定着

対

株式会社こうだいらプランテ，有限会社グリーンウェーブ南郷，
有限会社氏家農場，有限会社マルセンファーム

象

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・
認証してもらう
「GAP（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）の認証」取得が進められている。管
内では，有限会社氏家農場がみずなとねぎで ASIAGAPVer. １を，有限会社マルセンファームが平成 30 年１
月にほうれんそうとトマトで JGAP を，有限会社グリーンウェーブ南郷がみずなで平成 31 年２月に JGAP を
取得した。株式会社こうだいらプランテでは将来的に GAP 認証を目指している。そこで，普及センターでは
将来的に取得を目指す経営体には課題の洗い出しと解決に向けた支援を，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る。

２ 活動内容
◎第三者認証 GAP の導入支援
将来的に GAP 認証取得を目指している株式会社こうだいらプランテに対して，認証取得に向けた課題整
理支援と GAP に対応した記帳システムや補助事業の紹介，資格・研修会の情報提供を行った。
◎第三者認証 GAP の運用支援
＜有限会社グリーンウェーブ南郷＞
GAP 認証取得したばかりなので，運用が適正に行われているか，課題はないか随時確認した。また，
GAP 取得を機に従業員のスキルアップやモチベーションを高めるため定期的な研修会の開催を誘導し，
テーマや講師選定等を支援した。
＜有限会社氏家農場＞
民間専門家と連携して導入した勤怠管理システムの状況確認と改善支援を行った。
＜有限会社マルセンファーム＞
民間専門家と連携して導入した生産管理記録システムの状況確認と改善支援，GAP 認証を機に記録を開
始した約２年分のデータの活用をすすめた。

３ 活動の成果とポイント
◎第三者認証 GAP の導入支援
株式会社こうだいらプランテでは世代間での意識統一に時間を要しているものの，廃棄物の処理方法を
法人内で話し合って統一，作業時間の記帳を各々で開始，ハード面では，施設整備の準備を開始するなど
「GAP をする」を増やしている。
GAP の啓発活動を通じて管内の農業法人を中心に，GAP の認知度は向上している。GAP 取得に関心を
もつ経営体がでてきており，導入のメリット，取得までの費用や準備等について個別訪問時に説明を重ね，
新規取得者の掘り起こしを行っている。
◎第三者認証 GAP の運用支援
＜有限会社グリーンウェーブ南郷＞
GAP の取り組みが定着してきており，収穫調整施設にホワイトボードを設置し，日別出荷量の目標と実
績を書き出して数値に対する意識を高めており，作業効率も向上している。
従業員研修の一環として，社会保険労務士による「働きやすい職場づくり～職場のコミュニケーション」
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美里農業改良普及センター
と題した研修会の開催支援を行った。従業員から 「
, 声がけひとつで職場の雰囲気が明るくなった，自分が
されてうれしいことを相手にもしていきたい」等の意見があがるなど，職場内のコミュニケーションの大
切さを実感した様子であった。その後，法人の労働安全責任者の企画による「心肺蘇生法と AED の使用方
法」の研修会が開催されるなど，社内研修会が定着している。
＜有限会社氏家農場＞
タブレットを使った勤怠管理や作業管理記録の導入・運用に取組むことで，従業員の勤怠管理や作業記録
を省力化することができた。勤怠管理システムのデータは，勤務時間の計算や週次ミーティングで活用する
作業実績に連動するようシステムを改良中で，さらなる労力削減と効率化につなげる取り組みを行っている。
＜有限会社マルセンファーム＞
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運用によって，記録に係る労力を省
力化することができた。また，GAP データの利用方法として，社内会議の中での作業計画作成や実績の振
り返りに活用できるような仕組み作りを支援中である。
＜ GAP 認証３法人共通＞
GAP の維持審査や更新審査時，令和元年東日本台風の営農再開時には，各法人ごとに必要なチェック項
目の洗い出しやリスト作成など，随時 GAP の運用管理支援を行った。
GAP 導入によって従業員の意識の変化，作業効率の向上，整理整頓の徹底，販売力の強化，コストカッ
トなど様々な経営改善の効果が見られている。今後も GAP の導入・定着を進め，経営体質の強化を継続支
援していく。

怠管理システムの検討

生産管理記録の効率化

（有限会社氏家農場）

（有限会社マルセンファーム）

従業員向け研修会

第三者認証ＧＡＰ認証取得農場の農産物

（有限会社グリーンウェーブ南郷）

（有限会社マルセンファーム，ほうれんそう）

４ 対象者の意見
GAP 運用の中で時間のかかっていた勤怠管理の記帳をタブレットを使って省力化できた。今後もシステム
改善や運用管理など GAP の支援を引き続きお願いしたい。
有限会社氏家農場 代表取締役
■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，鹿野 弘，菅野

敦

■執
筆 者：狐塚慶子
■協 力 機 関：JA 新みやぎみどりの地区本部，認証支援機関（コンサルタント），みやぎ GAP 推進アドバイザー
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