
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



82 明日へのアグリーロード

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

土地利用型園芸の生産振興〔重点活動〕

新規就農希望者等の確保・育成・定着支援［重点活動］

地域農業活性化に向けた集落営農型法人経営体の育成［重点活動］

対　象

対　象

対　象

管内ねぎ，たまねぎ，ブロッコリー生産者

管内新規就農希望者，新規就農者

集落営農組織・集落営農型法人

仙南地域では，集落営農組織の水田転作による高収益作物導
入や，土地利用型農業法人等の経営安定化のために土地利用型
園芸品目（ねぎ，たまねぎ，ブロッコリー）の作付を推進し，JA
や市町，試験研究と連携して現地検討会や栽培講習会等を開催
し生産振興を図った。

ブロッコリーでは，平成30年にこれまで管内では未発生で
あった黒すす病が多発し減収が多かった。令和元年は黒すす病
対策の防除暦を作成し指導を行った結果，発生が抑えられ，９
月，10月の出荷量，販売金額がそれぞれ前年比203％，176％に
増加した。

今後も普及センターでは，土地利用型園芸の安定生産に向け
て支援を行っていく。

新規就農者の確保から定着までには，関係機関の連携した継
続的な支援が必要である。そこで，仙南地域では農業次世代人
材投資事業サポートチームを活用した支援を強化している。

各市町及び農協，金融機関が協力して新規就農者支援が行え
るよう担当者会議を６月18日に開催し，情報共有やお互いの役
割を明確にした。その結果，関係機関が連携して営農計画と資
金計画の作成を支援し，迅速な資金調達が図られた。

就農後の定着支援も, 普及センターが個別巡回で得た情報や
相談内容をサポートチームで共有し，効果的かつ迅速な支援を
行い，早期の経営安定を図った。

角田市尾袋川東地区では約80haの農地について基盤整備事業
の実施を申請しており，令和３年度の事業採択に向けて準備を
進めている。

同地区の推進協議会では，担い手組織への農地集積による農
作業の効率化や，農業法人の経営事例について検討が行われて
きた。

その結果，担い手２戸が令和２年度中に株式会社を設立し，
整備予定地区の大部分を耕作するという合意が形成された。今
後は，角田市や角田土地改良区等の関係機関と協力して，法人
設立に必要な手続きや設立後の経営収支試算等について指導し
ていく。

ブロッコリーの調整作業

新規就農者への巡回指導

法人化へ向けた話し合いに参加
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大河原農業改良普及センター大河原農業改良普及センター

地域の実情に合ったスマート農業の推進

繁殖牛経営を開始した新規就農者に対する支援

互いに学び合う！仙南の直売所連携支援

対　象

対　象

対　象

管内認定農業者等

繁殖牛経営新規就農者（４戸等）

仙南地域農産物直売所

高齢化・担い手不足への対応としてスマート農業の推進が図
られている中，管内でも一部では可変施肥田植機やドローンの
導入が行われている。

普及センターでは，日常管理作業の省力化に着目し，比較的
安価に手に入る最先端技術をテーマに，軽量のアシストスーツ，
高機動けい畔草刈機の実演等を行った。

除草機は若い農業者が興味を示したほか，管内は果樹地帯で
あることから，収穫作業の軽労になるスーツへの関心も高いよ
うであった。

今後とも，品目ごとに情報発信するなど，引き続き地域の実
情に合わせた「スマート農業」を推進していく。

仙南地域では，近年，繁殖牛農家を目指し経営を開始する新
規就農者が増加している。しかしながら，専門的な知識や技術
習得の機会が少ないことから，農業情勢，飼養管理技術及び経
営管理を学ぶための研修会，現地視察を行った。新規就農者は，
当研修会を通じて飼養管理や経営管理の技術を学ぶとともに，
日頃の飼養管理上の課題を共有するなど，受講生同士の交流も
図られた。

今後も繁殖牛の飼養管理や経営管理の技術向上を支援すると
ともに，新規就農者同士の交流促進を推進する。

仙南地域においては，新たな直売所が開設されるなど直売所
の取組みが活発化している。

各直売所に対する聞き取りで，仙南の直売所が連携すること
で仙台圏域からの誘客を増やしたいという声が多かったことか
ら，令和元年９月５日，直売所運営者を対象に，仙南地域農産
物直売所交流会を開催した。参加した13直売所から特徴的な取
組みが紹介され，効率的な情報発信の在り方などが話し合われ
た。

今後も積極的な情報の発信や直売所の連携を強化し，誘客に
つなげるよう支援していく。

「高機動けい畔除草機」の実演

研修会の様子（牛舎見学）

仙南地域農産物直売所交流会
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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

いちごの生産安定支援〔重点活動〕

カーネーションの生産性向上〔重点活動〕

就農希望者，新規就農者への支援〔重点活動〕

対　象

対　象

対　象

いちご生産者

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

新規就農者・就農希望者等

亘理町・山元町のいちご生産者を対象に，戸別巡回や栽培講
習会を通して，収量及び品質の向上を支援した。

今年度，新たな取組みとして力をいれたのが，今年デビュー
したいちご新品種｢にこにこベリー｣の生産振興で，現在，管内
では５法人と22戸の生産者が栽培に取り組んでいる。そこで，
亘理町と山元町にそれぞれ1か所の栽培展示ほを設置し，定期
的な調査・指導を行い，にこにこベリー栽培技術の定着化を推
進した。

今後も普及センターでは東北一のいちご産地の振興のため関
係機関と協力しながら生産者への支援を進めていく。

亘理地域は東北一のカーネーション産地であり，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。また，高齢化や
薬剤抵抗性の発達により，ハダニの防除が課題であった。

普及センターでは，定植前と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EOD-heating
の導入を支援した。また，ハダニの防除に対しては，天敵を活
用した防除の検討を進めるとともに「天敵試験ほ現地検討会」を
開催し，害虫防除について研修を行った。ハダニの天敵の導入
試験を始めて３年目の今年は，定植後２週間以内という早めの
ミヤコカブリダニ放飼（ミヤコバンカー設置）によりハダニの発
生を抑えることができ，導入した生産者から好評価が得られた。 

新規就農者の計画の早期達成に向けて，農業次世代人材投資
事業（経営開始型）の交付を受けている対象者等に対し，巡回に
よる技術・経営指導に加えて，集合による栽培技術やマーケティ
ング，雇用管理に関する集合研修会を開催した。

また，就農希望者には，関係機関と連携して対応し，技術習
得のための研修や就農にあたっての各種助成制度などについて
の情報提供を行った。

その結果，技術が向上し，さらなる経営向上を目指して規模
拡大を図る新規農業者も現れた。

にこにこベリー栽培技術の指導

天敵試験ほ現地検討会（試験ほ）

研修の様子
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亘理農業改良普及センター亘理農業改良普及センター

だて正夢に米づくりの明日を夢見る

若手りんご生産者の勉強会開催

栄養成分表示のための成分計算を学ぶ

対　象

対　象

対　象

「だて正夢」を栽培する生産者等

亘理名取果樹振興協議会

亘理町農産加工推進協議会ほか管内女性起業者等

水稲新品種「だて正夢」栽培技術の周知と安定的な生産確保を
目的として，管内で「だて正夢」を栽培している生産者を対象に

「地域栽培塾」を７月と８月に開催した。
７月の栽培塾では生育量の確保を目的に，気象条件等に応じ

た適正な水管理と「だて正夢」栽培技術の重要ポイントである追
肥について，生産者が実際にほ場で生育をチェックしながら学
んだ。

８月には，出穂と登熟の状況から刈取の適期を判定する実習
を行った。  　　　      　　　　

気象変動が大きかった令和元年にあって，追肥や刈取を適期
に実施することにより，生育調査ほ場での収穫量は10ａあたり
509キロとなり，安定した収量確保に役立たせることができた。　

りんご若手生産者の資質向上を目的として，亘理名取果樹振
興協議会の若手りんご生産者を対象に勉強会の開催を支援した。

勉強会では，参加者の各園地の相互視察を通して，経営概況
や生育状況についての情報交換を行うとともに，栽培管理や病
害虫防除対策，土壌分析を活用した施肥管理等を学んだ。毎回
５～６名の参加があり，参加者からは，「他の園地を見る機会も
少ないので貴重な機会になった」と好評で，地域内の若手りんご
生産者間の交流を深めることができた。

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，令
和２年３月末で栄養成分表示義務の猶予期間が終了するため，
塩釜保健所栄養士の協力の下, ６月に衛生管理と食品表示（栄養
成分表示等）の研修会, ８月に栄養成分表示個別相談会を実施し
た。さらに, ７月と10月にグループでの勉強会開催を支援した。
６月の集合研修会以降の勉強会では，受講者それぞれが製造し
ている農産加工品のレシピを持参し，原材料の栄養成分表にお
ける分類や成分量の計算方法を栄養士に確認しながら，パソコ
ンや電卓を駆使して栄養成分表示のラベルに必要な成分量を算
出できるようになった。

だて正夢地域栽培塾（７月）

園地の相互視察の様子

キャリアアップ講座（８月）
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醸造用ぶどうの安定生産に向けて〔重点活動〕

新規就農者の定着〔重点活動〕

対　象

対　象

醸造用ぶどう生産法人

認定新規就農者

管内では，（株）仙台秋保醸造所と（株）みらいファームやまと
を中心に，醸造用ぶどうがおよそ６ha栽培されているが，生産
法人は，醸造用ぶどうの栽培経験が少ないことから，栽培技術
の向上が課題となっている。

そこで，普及センターでは，醸造用ぶどうの安定生産に向け
て，醸造用ぶどうの勉強会の開催と病害虫防除技術向上のため
の巡回指導を行った。

勉強会は，㈱仙台秋保醸造所を会場に開催し，山梨大学ワイ
ン科学研究センター客員教授の佐藤充克氏を講師に，「醸造用ぶ
どう栽培の基礎」と「果実の糖度と香り成分を高める栽培管理」を
テーマに講義とほ場視察を行った。巡回指導では，作成した資
料を使い防除の考え方や農薬の選び方などを指導した。また，当年の病害虫の発生状況の振り返りと次年度
の防除計画作成の支援を行い，病害虫防除の理解を深めた。これらの活動により，健全で品質の良いぶどう
を生産していくための栽培技術の向上が図られ安定生産に向けた土台が作られた。

新規就農希望者に対しては，相談者の利便性などに配慮し,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
ができる限り一堂に会し，それぞれの立場から助言を行なって
きた。

新規就農希望者が各市町村の認定新規就農者となり，さらに
農業次世代人材投資事業（経営開始型）で資金の交付を受ける場
合は，市町村と関係機関で構成するサポートチームを構築し，
５年間の実現可能な就農計画の作成，栽培技術，資金力等の総
合的支援を行い，新規就農者が安心して経営開始できるように
支援した。特に，新規就農者は経営の安定が課題となるため，
普及指導員が管内で資金を受給している８名を対象に定期的に
巡回して栽培技術指導を行なうとともに，年に２回，サポート
チームの一員として経営状況の把握及び諸問題の相談にも対応した。

また，非農家出身の新規参入者においては，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傾向があることから，仙台地区４Ｈクラブへの加入を勧めるとともに，入
会後は自らの経営課題をプロジェクト活動として取り組むように誘導し，本年度は県青年会議でプロジェク
ト活動の発表を行っている。　

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した。また,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て
いる。

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引き続き支援する。

醸造用ぶどう勉強会の様子

税理士から確定申告の方法を研修する

認定新規就農者
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仙台農業改良普及センター仙台農業改良普及センター

仙台近郊の多彩な園芸産地の振興〔重点活動〕

曲がりねぎの生産拡大を目指して〔重点活動〕

土地利用型農業法人の経営発展に向けて〔重点活動〕

対　象

対　象

対　象

大規模園芸施設栽培法人，土地利用型園芸作物に取り組む生産組織等

JA新みやぎあさひな地区ねぎ部会員

土地利用型農業法人

仙台管内の沿岸地域では，震災後に設立した生産組織の多く
が新規部門として土地利用型野菜に取り組んでいる。
（農）せんだいあらはまや（農）六郷南部実践組合では収穫機や選

別機を導入し，高収益作物であるえだまめに取り組んでいるが，
収穫適期が短いことから，収穫・調製時に労力が集中することが
課題となっている。そこで，作期拡大に向けた技術導入や品種の
組み合わせ等により，収穫作業の平準化に向けた支援を行った。
生産組織の中には次年度の作付面積を増やす動きも出てきてお
り，今後も関係機関と連携しながら引き続き支援を行う。

黒川地域はねぎの産地であり，特に冬場に出荷される「曲がり
ねぎ」は札幌市場で評価が高く，大きな需要がある。しかし，曲
がりねぎは「やとい」作業が必要で，高齢化等の理由により出荷
量が横ばいの状態である。

そこで，農協と連携し，部会員に対する病害虫防除・施肥管
理指導の他，新たな生産者の掘り起こしや新規栽培者への重点
指導，露地やとい等の作期拡大に関する技術支援を行った。ま
た，さらなる消費拡大に向け，曲がりねぎPRパンフレットを作
成し，札幌市内量販店での販促活動を行った。

今後も生産拡大を目指し，引き続き支援を行う。

東日本大震災以降，設立が増加した土地利用型農業  法人に
対して，経営状況を確認しながら改善意識を促すための聞き取
り調査を実施した。また，２農業法人に対して民間専門家と連
携し，経営課題の早期解決と経営体質の強化に向けた支援を
行った。さらに，農業法人の若手・中堅社員の育成，定着支援
の一貫として，全４回コースで「農業法人職員のための社会人基
礎力ステップアップセミナー」を開催した。

みやぎ産業振興機構と共催した同セミナーには当管内を中心
に16法人29人の申し込みがあり，会社や組織の役割，法人が求
めるスキル等について講義とワークショップを実施した。最終
回のセミナーでは各法人の代表等を前にOJTシートを活用し，
各自が設定した｢法人における具体的目標｣について発表し，各法人代表等からは今後の社員の業務への取り
組みに対する期待と励ましの言葉が寄せられた。

今後も農業法人の経営発展に向けて支援を展開していく予定である。

現地検討会の様子

露地やとい実演会の様子

若手・中堅社員によるワークショップ
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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

水稲新品種の高品質安定生産に向けて〔重点活動〕

なす産地の生産性向上に向けて〔重点活動〕

新規就農者の早期経営安定化に向けて〔重点活動〕

対　象

対　象

対　象

「だて正夢」，「金のいぶき」生産者

JA古川なす部会

就農希望者，認定新規就農者等

「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て支援した。

普及センターでは，「だて正夢」と「金のいぶき」の展示ほを設
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とともに地域栽
培塾を開催し，追肥などの栽培管理について指導し，さらには
農業振興部主催で収穫前研修会を開催し収穫適期について指導
した。「だて正夢」では県内作付面積の約20％，「金のいぶき」は
同じく約15％を占め，さらなる生産拡大と品質向上が期待され
ており，引き続き支援していく。

大崎市は夏秋なすの指定産地で，生産の大半をJA古川なす部
会が担っている。普及センターでは，近年なすで問題となって
いるアザミウマ類や青枯病の防除対策及び気象変動に対応する
ため環境制御技術の導入を支援した。

具体的には，視覚効果によりアザミウマに対し高い抑制効果
を示す赤色防虫ネットの実証ほの設置や，JAと連携してクロル
ピクリン錠剤を用いた土壌消毒実演会及び環境制御技術勉強会
を開催した。

その結果，病害虫防除や環境制御に対する意欲が高まり，土壌
消毒の実施や施設環境測定機の導入を検討する動きが出てきた。

地域の担い手が減少する中，新規就農者の確保育成が重要な
課題となっている。当所では就農時の経営計画作成支援を担い，
関係機関と連携して就農の円滑化に取り組んだ。また，就農後
の経営が順調に営まれるよう現地巡回による状況確認や技術指
導などにより経営目標の達成を支援した。さらに，新規就農者
向けの視察研修会や経営管理能力向上研修会を開催し，担い手
として早期に自立できるよう支援した。

管内では支援制度終了後を見据え，規模拡大する者もみられ
るなど新規就農者の着実な定着が図られた。

「だて正夢」・「金のいぶき」現地検討会の様子

環境制御技術勉強会

新規就農者との経営状況確認
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大崎農業改良普及センター大崎農業改良普及センター

経営管理の基礎研修会を開催

若牛会県外先進地研修会

地域特産加工品の品質レベルアップに向けて

対　象

対　象

対　象

青年農業者

若牛会及び管内新規就農者

あ・ら・伊達な道の駅　加工部会員

青年農業者を対象に当所職員が講師となり，「みやぎ農業未来
塾　農業経営力向上研修会」を全３回開催した。第１回では農業
簿記の概要と基本的な仕訳について，第２回では決算処理と損
益計算書・貸借対照表の作り方について，第３回では損益計算
書・貸借対照表の読み方をテ―マとして延べ23名の青年農業者
が参加し，演習を交えながら経営力向上につながる複式簿記の
基本や財務諸表の関連性等を学習した。参加者からは「初めての
青色申告に活かしたい」，「しっかり復習し習得したい」との感想
が聞かれ，経営管理能力向上に寄与した。

令和元年12月，若牛会会員とプロジェクト課題対象の新規
就農者を加えた８名が，栃木県那須塩原市及び塩谷町で研修を
行った。若牛会は，大崎市の畜産農家が会員の組織で，子牛市
場における産子検査，会員牛舎巡回や県内外の先進地研修など
の活動を行っている。今回の研修は，放牧，省力管理及び和牛
一貫経営に関する新技術や知識を身につけられるよう国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター
及び株式会社神長ファームを訪問した。法人化，営農部門の家
族内分担制，さらに，令和４年の全国和牛能力共進会鹿児島大
会への取組など，今後の経営や生産技術向上へ生かすとともに，
新規就農者同士の交流も図られた。

大崎市にある「あ・ら・伊達な道の駅」の農産物直売所では，
春になると地元産のたけのこ水煮が加工部会より出荷・販売さ
れ，直売所の目玉商品となっている。商品の品質向上を目指し
て，「みやぎの食を伝える会」から講師を招き，「たけのこ加工研
修会」が開催された。「みやぎの食を伝える会」は，宮城県の食文
化や農産物の活用法を伝えるために普及指導員のOBを中心に
結成され活動している。

研修会では，たけのこの下準備から瓶詰めの方法までを，実
演を交えながら基礎から学び，生産者からは，「改めて加工方法
を学べる機会となった」，「来年は良い商品を作りたい」と意欲的
な声が聞かれた。

第３回の研修会の様子

（株）神長ファームの経営概要説明

たけのこ加工研修会の様子
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ばれいしょの生産振興と産地育成支援〔重点活動〕
対　象 JA新みやぎ美里ぽてと部会

管内では，水田を活用した土地利用型野菜として，加工用ば
れいしょの栽培に取り組んでおり，令和元年は22haの作付が行
われた。カルビーポテト㈱と協力して部会員の土壌分析を実施
し，施肥設計や土づくりについての協議・検討を行い，適切な
肥培管理を支援した。また，新たなポテトチップス用の品種導
入を受け，農業・園芸総合研究所と連携し，美里町のほ場で品
種比較による生育と収量の調査を行った。今年は，収穫期に雨
が続き，作業の遅れにより減収したが，生産者からは土地利用
型野菜として，有望な品目であり栽培を継続したいとの話が聞
かれた。

品種や作業の見直しを行う等，今後も加工用ばれいしょの品
質や収量の向上を目指して，関係機関と連携し支援していく。

美里町のばれいしょ栽培

新規就農者・就農希望者への育成支援〔重点活動〕
対　象 新規就農者，就農希望者

管内は農業生産法人が多く，雇用就農者も多い。
ＵターンやＩターン，自営就農などの就農や各種研修に関す

る相談が多く寄せられている。
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，関係機関がサポートチームを結成し，多方
面から営農支援を実施した。

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，サ
ポートチームの定期的な巡回の中で，営農で抱える問題や課題に
ついて技術・資金・農地等，関係機関とともに話し合い，問題解
決をはかり，積極的に取り組んでいけるよう支援した。また，早
期に自立した経営が行えるよう巡回時に売り上げや経費等を聞き
取り，経営感覚の意識を高めるよう指導・助言を行った。

サポートチームの巡回指導状況

こねぎの連作障害対策支援
対　象 JA新みやぎ仙台小ねぎ部会

こねぎは,管内で最大の販売金額を誇る園芸品目であり，JA
新みやぎ仙台小ねぎ部会では栽培技術の向上のために部会員同
士で勉強会などを行い，熱心に栽培に取り組んでいる。しかし，
こねぎは周年栽培のため，近年土壌病害や雑草対策等が課題と
なっており，普及センターでは連作障害対策としてクロルピク
リン錠剤による土壌消毒試験の実施及び研修会を開催した。研
修会では，試験成果の報告や，農薬メーカー，農業・園芸総合
研究所からの講演があり，部会員は適切な土壌消毒方法などの
話に興味深く聞き入り，質問も多く挙がるなど，次作の対策へ
つながる有意義な研修会となった。 クロルピクリン錠剤の土壌消毒作業
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美里農業改良普及センター美里農業改良普及センター

生活研究クラブの活動支援

顧客ニーズに応じた多彩な米づくり推進

対　象

対　象

美里地区生活研究クラブ連絡協議会

松山町酒米研究会（30名）

美里地区生活研究クラブ連絡協議会（会員42人）は，地域の女
性農業者同士のつながりを大切にしながら，知識習得や資質向
上に向けた活動を続けている。

今年度は技術向上講座２回と移動研修会を開催した。技術向
上講座では，秋冬野菜の栽培技術等を株式会社渡辺採種場瀬峰
研究農場で学んだほか，牛乳・乳製品料理講習会でチーズを取
り入れた栄養バランスの優れたメニューについて学んだ。移動
研修会では，株式会社仙台秋保醸造所と株式会社大滝自然農園
の取組を視察した。クラブ員は，農業や生活に結びつく身近な
所から先進的な取組や考え方までを吸収し，刺激になっている。
次年度もクラブ員の資質向上に向けた研修会の開催を支援して
いく。

松山町酒米研究会は，地元酒造会社と契約を結び，第３者認
証によるJAS有機栽培及び特別栽培による酒米生産に取り組ん
でいる。毎年現地検討会や酒米コンクールの開催等を通して，
会員相互による技術研鑽を図っている。今年度は，古川農業
試験場で育成された酒造好適米新品種「吟のいろは（東北酒218
号）」の試験栽培に生産者８人（７ha）で取り組んだ。平均反収は
544kg/10aで，原料米としての品質も良く，地元酒造会社が醸
造した日本酒も良好な酒質となった。

次年度は，プロジェクト課題に取り上げて「吟のいろは（東北
酒218号）」の産地化の実現を目指して支援を行っていく。

技術向上講座の様子

現地検討会の様子
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栗原地域の園芸活性化支援〔重点活動〕

新規就農者の育成支援〔重点活動〕

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

対　象

対　象

JA新みやぎ栗っこズッキーニ部会

新規就農者及び栗原４ＨＣ

農地整備地区内等集落営農組織

生産場面では，新規栽培者が10人増加した。抑制栽培の生産
安定を目指す展示ほを設置し，増収効果を確認した。また，栽
培講習会等で生産技術の向上を図り，通年での出荷量は前年対
比で１割以上増加した。

産地の認知度向上を目指して，食品メーカーとの連携やTV
等マスコミ活用，仙台市での料理フェアや量販店等での展示即
売等に取組み，ミニのぼり等PR資材も作成した。料理フェア後
もズッキーニ料理の提供を継続するフェア参加店もあり，ズッ
キーニ使用を増やしたいとする店舗もある。また，栗原市民ま
つり会場で行った栗原産ズッキーニ認知度調査からは，前年度
よりも認知度が一層高まっているのが伺えた。

新規の自営就農者の多くは，数値による経営管理や生産技術
が未熟であることが課題である。普及センターでは関係機関と
連携し，農業次世代人材投資事業（経営開始型）交付対象者を中
心に，個々に応じた基本技術の習得と仲間づくり等についての
支援を行った。

園芸取組者は，技術や気象等の影響で計画どおりの成果に達
しない者も一部あったが，経営が軌道に乗って将来を見据えて
法人化する者もあった。

畜産経営者は，農業士等技術の高い農業者の指導協力もあり，
飼養管理や飼養環境の大幅改善が見られ，地区代表として県共
進会に代表に選ばれる者も出た。

栗原市の集落営農組織の多くが，平成19年頃設立の枝番管理
方式の任意組織で，集落営農本来のメリットが発揮されていな
い状況にある。普及センターでは，栗原市，JA新みやぎ（栗っ
こ地区），土地改良区 等と連携して，各組織の現状聞き取りと
情報共有，研修会における意識啓発と状況整理を支援した。

各組織とJAの個別打合せ機会に併せ，市と普及センターが
27組織の個別聞き取りを行い，各組織の状況把握と関係機関で
の情報を共有した。また，先進地視察研修と講師を招聘した研
修会を開催し，参加組織は財産所有や後継者育成など法人化メ
リット，任意組織継続のデメリットについて理解を深めた。

ＴＶ番組で栗原産ズッキーニをPR

先進技術者の指導を受ける新規就農者

集落営農ステップアップ研修会
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栗原農業改良普及センター栗原農業改良普及センター

牛群検定を活用した生産性向上〔重点活動〕

鳥獣害対策の実施による農作物の被害軽減〔重点活動〕

きゅうり栽培技術のレベルアップと産地生産力の強化に向けて

対　象

対　象

対　象

牛群検定加入者

管内農業者　（栗原市認定農業者協議会一迫支部）

JA新みやぎ栗っこきゅうり部会重点指導農家（５戸）

栗原市の牛群検定加入者の平均乳量は，県全体の加入者平均
を下回っている現状である。そこで，普及センターでは牛群検
定組合，酪農協等，関係機関と連携し，検定成績を十分に活用
する飼養・繁殖管理方法の改善支援を実施した。

牛群検定成績表活用支援では，個別の飼養管理・経営管理技
術の向上支援に加え，先進農家の成績表活用方法をテーマにし
た現地検討会（バーンミーティング）の開催により，指導者のレ
ベルアップを通じ検定受検農家等の経営向上が図られた。

対象者からは，牛群検定により牛群全体の産乳成績が把握で
きるので，購入粗飼料の産乳成績に対する影響が早期に判断で
き，産乳成績の向上，低コスト化につなげることができたとの
報告も寄せられている。

近年，急速に生息域を拡大しているツキノワグマ，イノシシ
等による被害（獣害）が増加している。栗原市認定農業者協議会
一迫支部では，獣害からの被害回避に留まらず，捕獲獣の積極
的な活用を行っている事例として，石巻市牡鹿地区で鳥獣処理
施設の利用･管理とジビエ料理の素材を提供する事例調査を実
施した。

参加者からは，新たな鳥獣害対策や，さらにその先の取組と
して今後の取組方向の参考となったとの声が上がっている。

対象者に対し，個別面談による栽培上の課題の明確化と栽培
計画の策定及び振り返りを支援し，SPDCAによる栽培技術の改
善を図った。また，相互視察研修を開催し，参加者相互に課題
の指摘とアドバイスを行った。環境測定装置を導入した生産者
に対しては，環境データの確認と得られたデータに基づくハウ
ス管理の改善を支援した。土壌病害発生ほ場での蒸気消毒実演
会を開催し，土壌病害の抑制効果を確認した。

こうした個々の客観的評価と改善により，対象の単位面積当
たり出荷量は過去３年平均と比べて２％向上し，中には９％向
上した対象者もいる。

検定成績表チェック後，農場指導実施

鳥獣処理施設の視察

きゅうり相互視察研修を開催
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いちご新品種「にこにこベリー」の生産振興〔重点活動〕

登米農業マイスターによる新規就農者への個別技術支援〔重点活動〕

農用地の利用集積・集約化に向けて〔重点活動〕

対　象

対　象

対　象

JAみやぎ登米米山イチゴ部会

認定新規就農者，就農１～５年目の新規就農者

農地中間管理事業地用地域，県営ほ場整備事業採択地区

農業・園芸総合研究所が育成した新品種「にこにこベリー」は，
平成31年度から米山町を中心に６人の生産者が25ａの栽培を
行っている。

５月に設置した展示ほの生育調査を行うことで，他の品種と
の生育特性の違いを確かめながら，農業・園芸総合研究所と協
力して，月1回程度の巡回指導や現地検討会を行った。また，
親株の確保対策として，講習会の実施や情報紙の発行を行い，
安定生産に向けた支援を行った。

生産者は果形が良く収量性も高いことを実感しており，管理
に対する反応が良い特徴を生かし，さらなる品質向上を目指し
ている。

登米地域では，新規就農者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。令和元年度は野菜部門で３人，果樹部門で１人が活
用し，重要な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。

令和２年１月には「新規就農者支援向上会議」を開催し，各関
係機関を参集して本制度の今後の定着・発展に向けた意見交換
を行った。今後も関係機関で議論を深め，新規就農者の支援向
上を目指す。

普及センターでは，ほ場整備実施地区において，ほ場整備後
の法人化計画による法人化支援や，土地利用調整機能の強化に
向けた関係機関との連携に取り組んだ。さらに，ほ場整備事業
採択予定地区においては，促進計画の策定に向けた支援や地域
営農ビジョン作成に向けたワークショップへの対応など，担い
手の体質強化に向けた支援を行った。

また，当管内は昭和40年代からほ場整備に取り組んできた
が，30ａ区画のほ場が多く生産効率の向上が課題となっている。
このため更なる農業の発展を目指し，農業農村整備部と連携し
初期型ほ場整備再生プロジェクトを組んで管内21地区で勉強会
を開催し，将来の農業について農業者と意見交換を行った。

現地検討会で熱心に話を聞くいちご部会員

りんごマイスターによる

収穫適期判断方法の個別技術指導

初期型ほ場整備勉強会の様子
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登米農業改良普及センター登米農業改良普及センター

都市との交流促進による中山間地域の活性化〔重点活動〕

法人の人材育成能力の向上に向けて

加工用ばれいしょの生産振興

対　象

対　象

対　象

津山町沢田地区農業者等，直売所「ときめき野菜」出荷者

管内農業法人

管内加工用ばれいしょ生産者

登米市津山町沢田地区では，都市住民の援農ボランティアと
一緒に，特産品のとうもろこし「味来」の苗定植及び収穫を実施
した。天候に左右され苦労したが，都市住民と交流が図られた
ことは有意義だと実感した人が多く，今後も交流事業を継続す
る方向で検討が進んでいる。

また，産直「ときめき野菜」は，三陸道延伸による交通量の減
少の影響等により販売額が下がり，集客力向上が課題となって
いる。そのため，専門家からの提案を受け，商品PRのための
POP設置や商品名の変更，土日に多い子供向け商品の導入や
新商品の開発，産直パックのインターネット販売など，販売額
アップに向け改善が図られた。

農業法人における人材育成を支援するため，管内農業法人を
対象に「登米地域農業法人セミナー」を開催した。

新潟県柏崎市有限会社山波農場代表取締役の山波剛氏を講師
に招き，「従業員の自主性を育てる人材育成」と題して，責任者
制度や作業計画の作成，安全衛生の取組，経営理念の重要性，
人材育成，社員への権限移譲など，これまで進めてきた具体的
な手法についてお話をいただいた。先進的な経営管理の取組事
例に参加者は感銘を受け「自社でも意識の高い社員を育てたい」
等の意見が聞かれた。

今後も法人経営の発展に向け，関係機関と連携して支援して
いく。

登米地域では土地利用型園芸作物の生産振興の一環として，
実需者との契約による加工用ばれいしょ栽培に取り組んでおり，
令和元年度は登米市内で約23ha作付けされた。

普及センターでは，JAみやぎ登米や実需者であるカルビーポ
テト株式会社，農業・園芸総合研究所と連携した栽培講習会や
現地検討会を実施したほか，収穫を終えた後には，生産者と関
係機関で検討会を開催し，次作の品質と収量の向上に向けて今
作の振り返りと課題検討を行った。

援農ボランティアによる苗の定植作業

登米地域農業法人セミナー

現地検討会の様子
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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〕

担い手育成支援機関と連携した新規就農者の確保〔重点活動〕

農業法人の運営・働き方改革を支援！〔重点活動〕

対　象

対　象

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

農業大学校生

震災後設立法人，JA法人会

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
大している。また，せりの栽培が盛んで，名取市に次ぐ県内第
２位の産地である。

加工用キャベツでは，農業・園芸総合研究所や古川農業試験
場と協力し，水田転作ほ場において空撮・画像解析技術を活用
した生育状況の把握や収量の予測などの新技術を紹介するとと
もに，今後の活用方法の検討などについて支援を行った。

せりについては，昨年度設立された「河北せり振興協議会」と
連携し，河北せりのGI登録に向けた活動を支援してきた。ま
た，品質向上に向けて品種混入の実態調査や今後の対策につい
て情報提供を行うなどの支援を行った。

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
農家や農業法人で33日間の研修を受ける先進農業体験学習のサ
ポートや石巻農業士会との交流を実施するなど石巻地域の農業
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っ
た。本年度は，９名の学生を管内で受け入れた。東松島市の協
力を得て一部の学生は新規就農者技術習得管理施設「あおみな」
に宿泊しながら先進農業体験学習を行った。終了式では，受入
先からも「自発的に作業を見つけて取り組んでくれて助かった」

「近所に，先輩など相談できる人がたくさんできたので，財産に
してほしい」と温かい労いの言葉が掛けられた。

震災後，管内には土地利用型・施設園芸など多くの農業法人
が新たに設立され，法人数は100経営体を超えるまでになって
いる。普及センターでは，関係機関と連携して各経営体のニー
ズに合わせた情報提供や研修会を開催するなどの経営安定化に
向けた支援を行ってきた。

今年度は，効率的なほ場管理の導入と実践をテーマとしたセ
ミナーや労務管理や人材育成の取り組みの研修会，農業法人で
働く若い社員を対象としたマナーやコミュニケーションを学ぶ
研修会を開催し，農業法人の運営改善等について支援した。

キャベツの生育状況をドローンで撮影

体験学習終了式で農家に学生からお礼

ほ場管理システムの説明に聞き入る
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石巻農業改良普及センター石巻農業改良普及センター

ほ場整備地区における地域農業担い手組織の育成支援〔重点活動〕

加工に取り組む女性農業者向けに食品表示研修会を開催

ニホンジカの農林業被害の対策を考える研修会を開催

対　象

対　象

対　象

鹿又・広渕・須江・北村・前谷地地区農用地利用改善組合

加工に取り組む女性農業者

石巻市内

土地基盤整備の進展に伴う農地集積，担い手組織の育成につ
いて，関係機関（石巻市，JA，土地改良区，宮城県農業公社，
県（農業農村整備部）と連携しながら総合的な支援を行った。令
和元年度は対象となる農用地利用改善組合ごとに，３回の会議
が開催された。

第１回目の会議では，地域営農の取組状況（前年度，本年度）
及び担い手組織への集積状況について課題と今年度の活動内容，
第２，３回目は，支援活動の進捗状況確認と令和２年度の営農計
画，担い手組織の集積及び法人化へに向けての支援を行った。

令和２年４月１日に完全施行を迎える食品表示法に対応する
ため，管内の直売所に農産物加工品を出荷している女性農業者
等を対象に，３回シリーズで食品表示研修会を開催した。

第１回目は，石巻保健所職員を講師に，食品加工における基
本的な衛生管理や一括表示，栄養成分表示や虚偽誇大広告につ
いて学んだ。第２回目は，一括表示の作成実習，第３回目は，
栄養成分表示について講義と実習を行った。

参加者からは，「栄養成分表示の省略について整理できた」，「次
回の研修会にもぜひ参加したい」との声が寄せられるなど，有意
義な研修会となった。

石巻管内ではニホンジカの生息数が増加傾向にあり，農業・
林業被害が相次いでいることから，昨年度，「石巻地域における
野生生物（ニホンジカ）と住民との共生のためのロードマップ」を
策定した。

東部地方振興事務所では，鳥獣被害対策（ニホンジカ）研修会
を開催し，専門家から正しい知識を学ぶとともに，地域で対策
に取り組むきっかけとしてもらうため集落地図を使ったボード
ゲームを活用し住民と協同で取り組む鳥獣害対策の手法につい
て学んだ。

また，林業振興部で，初めて被害対策に取り組む方にも分か
りやすいシカ対策マニュアルを作成した。今後の対策に向けて
活用が期待される。　

関係者で農地集積戦略会議

食品表示（一括表示等）の作成実習

住民役とハンター役が協力して捕獲
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てんろ石灰施用によるこまつなの根こぶ病防除〔重点活動〕

きく類における難防除病害虫の低減〔重点活動〕

果樹の生産安定と販路拡大支援〔重点活動〕

対　象

対　象

対　象

管内野菜生産農家

南三陸花卉生産協議会・フローリッシュ生産組合

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

気仙沼管内では，主に施設でこまつな栽培が行われているが，
高温期の根こぶ病発生が問題になっている。根こぶ病は土壌pH
が高いと発病しにくくなるため，てんろ石灰施用による根こぶ
病防除に取り組んだ。

施用量は土壌によって異なるため，採取した土壌に一定量の
てんろ石灰を加えてpHが7.5以上になる量を算出し，施設への
施用を行った。

施用した施設はpHが上がりにくい土壌であったため，10a当
たり６トン以上のてんろ石灰を施用したが，こまつなは正常に
生育し，根こぶ病の発生は全くみられなかった。

きく類栽培ほ場における病害虫の発生状況を確認したところ，
白さび病やハダニ類に加え，親株からの持込みによる本ぽでの
トマト黄化えそ病やキクべと病発生による被害が散見された。
そこで，講習会や個別巡回において，病徴等の病害に関する基
本事項を確認するとともに，親株選定や親株床・本ぽでの予防
防除，発生後の対処法について情報提供を行った。

特に，キクべと病については，近年発生が拡大してきた病害
であり対象者の関心も高く，無病苗の確保と防除徹底に向けた
意識の向上が図られた。

JA南三陸果樹生産部会に対しては，ハダニの発生消長調査や
感水紙を使った効果的な農薬散布量の検討，新しいりんご鮮度
保持剤の効果検証などを行った。また，新規品目として，ブド
ウやモモの導入についても支援を行った。

大島特産果樹研究会の先進地視察研修では，岩手県一関市で
20年以上前からブルーベリーを栽培し，摘み取り園とレストハ
ウスを運営する法人を視察し，樹勢を保つための肥培管理や剪
定方法について研修した。また，同法人ではブルーベリーの加
工品開発も行っており，研究会の活動にとって大変参考になる
ものだった。

均一に生育しているこまつな

現地検討会

大島特産果樹研究会の視察研修
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気仙沼農業改良普及センター気仙沼農業改良普及センター

営農再開した担い手組織への支援〔重点活動〕

農業未来塾による地域農業担い手の確保・育成・交流支援〔重点活動〕

集落ぐるみの鳥獣被害対策

対　象

対　象

対　象

唐桑大沢営農組合

学生，新規就農者，気仙沼地区４Ｈクラブ

気仙沼市八瀬地区

気仙沼市唐桑町の大沢地区では，復旧畑地の担い手として平
成30年７月に唐桑大沢営農組合が組織され，10月にはそらまめ
栽培がスタートした。

また，令和元年にはスイートコーンやさつまいも，抑制かぼ
ちゃの作付けも計画されていたことから，普及センターではJA
と連携して施肥設計や栽培方法などについて指導した。

当該ほ場については，全体的に水はけが悪く，作土も保肥力
が低く固まりやすい性質の土であることから，野菜の安定生産
に向けて引き続き支援していく。

気仙沼地区みやぎ農業未来塾において，農業大学校生を対象
とした管内農業者視察を行ったほか，新規就農者や若手農業者
を対象とした視察研修会で，登米市内のいちご・きゅうり生産
者を訪問し，経営手法や環境制御技術について学んだ。また，
農業簿記の基礎や軽減税率等について学ぶ経営力向上勉強会を
開催し，地域を担う農業者の確保や資質向上を目指すとともに，
参加者らの相互交流を図った。

今後も管内高校や農業大学校，関係機関との連携を深めなが
ら，地域農業への理解促進による就農希望者の増加や就農者の
技術・経営管理能力向上に向けて支援を行っていく。

ニホンジカを中心とした農作物への被害軽減に向け，専門家
を活用して地区全戸を対象とした講習会２回と集落点検２回の
全４回の勉強会を通して，効果的な被害対策を検討した。

地域内の電気柵の設置状況等を点検し，課題の整理と今後の
対策について改めて議論することで，これまで個々で設置して
いた電気柵を集落内で協力して設置することや，野生動物の住
処となり得る空き家をどうしていくかなど，集落ぐるみでの対
策が大切であることを学び，被害軽減に向けた認識を共有する
ことができた。

そらまめの現地指導

経営力向上勉強会

集落地図作成と対応策検討
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１

２

令和元年東日本台風の概況

営農相談窓口の状況

令和元年東日本台風（台風第19号）は，10月12日午後７時前に伊豆半島に上陸し，大型で強い勢力を保っ
たまま関東地方を北東に進み，13日明け方には宮城県沖に抜け，13日正午に北海道の南東海上で温帯低気圧
となった。

宮城県では，11日から雨が降り出し，その後台風の接近・通過に伴い，12日夕方から13日未明にかけて
非常に激しい雨となり，局地的には猛烈な雨となった。降り始めからの総雨量は広い範囲で200mm以上の大
雨で，丸森町筆甫では594.5mmと10月１か月分の3.6倍の雨量となった。これにより，宮城県では，死者19
名，家屋の全壊・半壊が3,278棟，床上浸水1,587棟，18河川において堤防が決壊するなど大きな被害が出た（令
和２年２月28日現在）。
◎農業への被害状況

この台風による宮城県の農林水産関係被害額は789億円にのぼり，うち農業関連被害は約631億円，畜産
関連被害は約７億円となっている。農作物については，収穫前の大豆や野菜類の浸冠水，果樹の落果など，
8，074haで約37億円の被害が発生した。また，県南や県央の平野部では，河川の堤防決壊や越流により農
地・農業用施設も被災，特に丸森町では，令和２年の水稲作付までに復旧が間に合わないほ場がある。
◎農作物等の技術対策

農業革新支援センター（農業振興課内）が中心となり，「台風第19号接近に伴う農作物等の技術対策（令和
元年10月９日）」，「台風第19号により浸水・冠水した農作物等の技術対策（令和元年10月15日）」を作成し，
関係機関に通知したほか，県ホームページで公開した。また，普及指導員等に対する営農相談Ｑ＆Ａを発
行（更新４回）し，対策にあたった。

被害を受けた農業者の営農への影響が懸念されるため，令和元年10月15日から，県庁農業振興課，県内７
か所の地方振興事務所農業振興部及び亘理・美里農業改良普及センターの計10か所に営農相談窓口を設置した。

相談窓口では，営農・生活等に不安を持つ農業者の方からの相談に対し，営農の安定継続を図るため，浸
水・冠水等の被害を受けた農作物等への対応に関すること，農業用機械及び施設の再建に関すること，営農
資金に関すること，農業共済及び収入保険制度に関すること等について，関係者が相互に連携・調整しつつ
的確かつ迅速に支援を行った。

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

令和元年東日本台風に対応した普及活動
トピックス

営　農　相　談　窓　口 件数
相　談　区　分（件数）

Ａ 生産技術・
経営 Ｂ 営農資金 Ｃ 機械・施設 Ｄ 農業共済・

収入保険
Ｅ 関連制度・

補助事業 Ｆ その他

大河原地方振興事務所 54 12 5 1 2 31 3
仙台地方振興事務所 36 10 0 3 0 22 1
北部地方振興事務所 13 8 0 1 0 4 0
北部地方振興事務所栗原地域事務所 7 3 1 1 0 2 0
東部地方振興事務所 30 23 1 0 0 4 2
東部地方振興事務所登米地域事務所 10 3 2 0 0 4 1
気仙沼地方振興事務所 10 3 0 0 0 3 4
亘理農業改良普及センター 15 7 0 1 2 5 0
美里農業改良普及センター 55 28 3 7 1 14 2
農業振興課 10 2 0 1 0 6 1

相　談　件　数　合　計 240 99 12 15 5 95 14

表１　公所別相談件数（令和元年10月15日～令和２年３月26日）
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３ 各普及センターでの活動事例

令和元年東日本台風からの復旧支援　園芸産地の復興に向けて
大河原農業改良普及センター大河原農業改良普及センター

県内で最も被害の大きかった大河原農業改良普及センター管内では，丸森町の要請等により，10月21日か
ら10月28日までの６日間，他の農業改良普及センター及び農業振興課職員の協力を得て，町内の認定農業者
107経営体を個別巡回し，農業施設・農業機械や農畜産物等の被害状況の調査を実施し，対策にあたった。

11月には野菜類の冠水被害対策研修会の開催，12月にはJAみやぎ仙南や丸森町と協力して営農相談会を
３日間かけて実施し，被災農業者向け補助事業の紹介や農地復旧，被災ほ場における代替作物の栽培など多
岐にわたる相談に対応し，早期営農再開に向けて支援した。 

◎JAみやぎ仙南角田いちご部会（角田市，丸森町）への支援
JAみやぎ仙南において，いちごは野菜部門でトップを占める主要な品目である。今回の台風による冠水

のため，被災直後は収穫の見通しどころか，栽培継続すら厳しい状況であった。
普及センターでは産地の復旧に向けて，被害程度に応じた病害防除の徹底指導や，生育回復を図る肥培

管理により収量確保に向けた技術指導を行った。また，ハウスが倒壊した農家には特に重点的な指導を行
い出荷再開まで支援した。

これらの取組により，栽培継続が困難と思われた生産者を含め，いちご部会の全員が栽培を継続し出荷
できるまでに回復した。また，出荷については, １か月程度遅れたものの集荷量も少しずつ回復し，今作の
出荷期間延長も検討されている。

トピックス　令和元年東日本台風に対応した普及活動トピックス　令和元年東日本台風に対応した普及活動

表１は，相談件数と内容であり，件数は240件（10月138件，11月61件，12月14件，１月以降27件）と，そ
の多くが被害発生直後に寄せられている。

生産技術・経営関係では，浸水・冠水により，ほ場内や用排水路等へ堆積した稲わらの対応や処理，ほ場
内に堆積した泥等の対策，倉庫に保管していた玄米等の浸水被害への対応についての相談が多かった。また，
浸水・冠水した農業機械の取扱いや，営農再開までの雇用者の維持に関する相談など，様々な相談が寄せら
れた。

営農再開に向けての支援制度の公表後は，支援制度の活用についての相談が大半を占めている。
県では，今後も被災農業者の営農再建に向けて，関係機関と連携して支援を継続していく。

栽培ハウスが３日間冠水 １月下旬生育回復し，出荷開始
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◎JAみやぎ仙南ネギ部会（角田市）への支援
仙南ネギ部会は若手の生産者が多く，補助事業を導入するなど順調に生産を拡大している。
今回の台風では約４haが冠水し, １週間近く冠水したほ場もあるなど，被害は甚大であった。
被災直後は出荷の最盛期を迎える時期であったことから，普及センターでは早期営農再開に向け，病害

防除，根圏への酸素供給のための耕うんなどの指導，補助事業に関する情報提供を行った。なお，被害程
度が軽微であったネギについては，みやぎ生協において「わけありネギ」として販売された他，法人の部会
員は地域の被災者を元気づけるため，恒例の「ねぎまつり」を開催した。

なお，冠水したほ場では次期作に向けた土壌改良や施肥設計が重要であることから，今後は現地巡回を
中心に栽培指導を行っていくこととしている。

被災したねぎほ場 大盛況となった「ねぎ祭り」

一日も早い営農再開を目指して
仙台農業改良普及センター仙台農業改良普及センター

普及センターでは，黒川郡を中心に，被災した農業法人や認定農業者等75経営体を個別訪問して，早期の
営農再開に向けた聞き取り調査を実施した。そこから浮かび上がった課題を解決するために，農業技術や経
営，融資・補助事業等の専門性を活かした複数の職員で構成した「ユニット」体制を整備して被災農業者の支
援を行ってきた。

課題毎に設定した「ユニット」は，「稲わらすき込み支援ユニット」，「大豆すき込み支援ユニット」，「施設園
芸再開支援ユニット」，「露地野菜再開支援ユニット」，「補助事業導入支援ユニット」の５つ。各ユニットは，
市町村との連携を図りながら，対象者毎にきめ細かな支援を実施した。 

また，被害が大きかった大郷町については，被災農業者を対象とした補助事業に関する相談窓口対応のた
め, ８日間で延べ18名の職員を派遣して，営農再開に向けた支援を行った。

水圧で潰されたハウス 支援制度に関する部内勉強会
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令和元年東日本台風からの復旧に向けた普及活動
美里農業改良普及センター美里農業改良普及センター

令和元年10月12日から13日にかけて上陸した令和元年東日本台風により，管内の広範囲で甚大な被害を
受けた。大崎市鹿島台志田谷地地区では吉田川の決壊により大規模な洪水となり冠水が長引いた。また，稲
収穫後のわらがいたるところで水路や田面に集積するなどの被害が発生した。

大崎市鹿島台志田谷地地区の浸水状況

大豆の現地検討会（美里町）

涌谷町鹿飼沼のパイプハウスの被災状況

小麦の現地検討会（大崎市鹿島台）

普及センターでは，市町・JAとの連携による現地調査等を行い，被災箇所を特定すると共に，特に被災面
積の大きかった大豆については早急な対応を行った。各営農センター毎に現地検討会を行い収穫の可否や処
理方法などについて検討，協議を行った。

被害の大きかった大崎市鹿島台志田谷地地区では，冠水被害が100haを超えたが，収穫できなくなった稲
の刈払いとすき込みを進めることとし，ハンマーモア等をリースして処理を迅速に進め，年内には小麦の播
種を完了することができた。小麦の播種は例年より大きく遅れたが,現地検討会を行うなど生育の確保に向け
た指導を進めている。

また，避難所に設置された営農相談窓口への対応や，関係市町が進める施設，機械等の復旧に向けた相談
業務について，関係機関が協力し対応した。さらに，被災農業者を対象に重点的に個別巡回し，復旧に向け
た栽培技術や復旧事業導入に向けたアドバイスを継続して行っている。




