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NEWS LETTER No.153 2019.11 

              紹介内容(9/1～10/31)                  

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 石巻農改：令和元年度第 1 回石巻地域普及活動検討会を開催しました 

○ 登米農改：女性農業者が働きやすい職場づくりを目指して視察研修会を開催  

○ 亘理農改：亘理地域「りんご栽培研修会」を開催しました 

○ 亘理農改：亘理地域農業普及活動検討会を開催しました 

○ 気仙沼農改：階上地区いちご勉強会を開催しました 

○ 栗原農改：栗原市果樹連絡協議会で先進地視察研修会を実施しました  

○ 栗原農改：シャインマスカット栽培技術研修会(第３回)を開催しました 

○ 仙台農改：適期刈り取りに向けて「だて正夢」地域栽培塾を開催しました  

○ 大崎農改：加美町で東北地区牛削蹄競技大会が開催されました 

○ 大崎農改：大崎和牛改良推進組合出品牛が令和元年度宮城県総合畜産共進会で入賞  

○ 栗原農改：令和元年度宮城県総合畜産共進会で名誉賞 

○ 栗原農改：スマート農業技術実証ほの水稲収量調査実演会を開催しました  

○ 石巻農改：いちご花芽分化調査 

○ 亘理農改：山元町でシャインマスカットの収穫が始まりました 

○ 栗原農改：令和元年度第１回栗原地域普及活動検討会を開催しました  

○ 気仙沼農改：米づくり推進気仙沼地方本部現地指導部会を開催しました  

○ 登米農改：宮城県総合畜産共進会（肉用牛の部）で登米地域が団体賞！  

○ 美里農改：「ＪＡ新みやぎ小牛田いちご専門部会土壌診断指導会」が開催されました 

○ 農業振興課：知事が「自動走行コンバイン」に搭乗し，スマート農業を体験！  

－大規模水田作のスマート農業機械現地実演会(第３弾)を開催－ 

○ 登米農改：「加工用キャベツ現地検討会」の開催  

○ 石巻農改：いちごの防除研修会を開催しました 

 

 競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 亘理農改：栄養成分表示に向けキャリアアップ 

○ 大河原農改：（農）下名生ファームがパドロン試食会を開催しました  

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 栗原農改：栗原市って県内 1 番のズッキーニ産地なんですよ！ 

○ 登米農改：全国リンゴ研究大会において，登米市のりんご生産者が事例を発表！  

○ 大河原農改：適期収穫に向けて令和元年産「だて正夢」現地検討会が開催されました  

○ 仙台農改：ＪＡ新みやぎあさひなりんご部会の現地検討会が開催されました  

○ 仙台農改：利府町名産の梨が収穫最盛期を迎えています 

○ 大河原農改：角田市，蔵王町のなし出荷が最盛期です 

○ 大河原農改：新米美味しいね！ＪＡみやぎ仙南で「令和元年産新米試食会」を開催   

○ 石巻農改：“いしのまき牛”大躍進！ 

○ 大河原農改：「食味日本一」のササニシキ復活に向けて「畦かえる新米試食会」開催  
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○ 気仙沼農改：「南三陸米」新米出発式が開催されました 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台根白石花卉生産組合 土づくり研修会が開催されました 

○ 亘理農改：ＪＡみやぎ亘理のいちご出荷が始まりました 

○ 大崎農改：水稲種子生産物審査を行っています！ 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

○ 仙台農改：令和元年度仙台地区鳥獣被害対策担当者会議・研修会を開催しました。  

                                                      

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・13 

○ 亘理農改：若手女性農業者が農場ＰＲのポイントを学ぶ 

○ 大崎農改：親子でいっしょに農業体験＆家庭菜園講座が開催されました  

○ 石巻農改：「農業法人向けセミナー」を開催しました 

○ 登米農改：令和元年度第１回登米農業改良普及センター普及活動検討会の開催  

○ 大崎農改：集落営農先進地視察研修会  

○ 石巻農改：みやぎ農業未来塾「在学者・就農者コース」～技術・経営能力向上講座～を開催し  

○ 大崎農改：みやぎ農業未来塾「農業大学校生の視察研修会・交流会」を開催しました  

○ 石巻農改：令和元年度 石巻農業士会交流会が開催されました 

○ 栗原農改：先進農業体験学習が始まりました 

○ 亘理農改：亘理名取地区農村青少年クラブが農業大学校生と交流会を開催しました。  

○ 亘理農改：農業大学校の先進農業体験学習開始式が開催されました 

○ 気仙沼農改：清流「蔵の華」廿一会の刈取適期講習会が開催されました  

○ 登米農改：みやぎ農業未来塾と登米市農業士会経営向上研修会の開催  

○ 気仙沼農改：県境３普及センター情報交換会が開催されました 

○ 石巻農改：農業大学校生，33 日間の農家研修を無事に終了 

○ 栗原農改：先進農業体験学習が無事終わりました 

○ 大河原農改：次世代アグリウーマンステップアップ講座を開催いたしました  

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

○ 大河原農改：蔵王町向山上地区で鳥獣被害の集落点検を行いました 

○ 栗原農改：「令和元年度栗原市生活研究グループ連絡協議会リーダー研修会」が開催されました！  

○ 大崎農改：令和元年度第１回大崎地域農業改良普及活動検討会を開催しました  

○ 石巻農改：石巻地域生活研究グループ連絡協議会で「味噌づくり講習会」を開催しました  

○ 大崎農改：鬼首でそばの花が満開です！  

○ 気仙沼農改：気仙沼管内の外部評価検討会を開催しました 

○ 栗原農改：栗原農業士会員が互いの経営を学び合う視察研修会が開催されました  

○ 栗原農改：「ふさすぐり」の加工・ブランディング指導会を開催しました！  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

石巻農業改良普及センター 

令和元年９月３日 

令和元年度第１回石巻地域普及活動検討会

を開催しました 

普及活動の方法や内容など，今後の普及活動の効

率化と効果的な方法を探るため，外部検討委員７名

を招き「令和元年度第１回石巻地域普及活動検討会」

を８月 27 日に開催しました。  

本年度は，石巻農業改良普及センターで行ってい

るプロジェクト課題４課題の内，３課題が終了する

予定であるため，課題内容についての検討を中心に

実施しました。  

出席委員の方々からは，大規模化した法人の経営

安定や環境制御技術の更なる技術定着と普及拡大

を望む一方，地力向上に向けた取り組みの必要性に

ついて御意見もいただきました。  

また，法人設立後の法人育成に係る課題では，担

い手確保に向けた儲かる法人づくりの必要性や機

械更新，新しい作目の導入などを考慮した経営の安

定化など，忌憚のない様々な御意見をいただきまし

た。  

今回の検討会で各委員よりいただきました御意

見等は，今後の普及活動や普及計画等の参考にして

いきます。   

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年９月５日 

女性農業者が働きやすい職場づくりを目指

して視察研修会を開催 

令和元年８月 22 日（木）に，アグリレディーズネ

ットとめと登米農業改良普及センターの主催によ

り，「女性農業者が働きやすい職場づくり研修会」を

開催しました。研修会には女性農業者等 20 名が参

加し，女性が働きやすい職場づくりを実践する一関

市の２つの農業法人を視察しました。  

最初の研修先の農事組合法人京津畑やまあい工

房（岩手県一関市大東町）は文字通り北上山地の山

合いの 44 戸の小さな集落にあり，当法人の懸田代

表理事より女性を中心とした法人設立に至った経

緯や女性だけの組織での円滑な運営の秘訣などに

ついて話を伺いました。また，廃校となった小学校

を活用したレストランや宿泊施設を見学し，地元産

品による昼食「まんがんばっとセット」をいただき

ました。  

次に有限会社「かさい農産」（岩手県一関市川崎町）

は，ほうれんそうなどの施設野菜，にんじん・ごぼ

うなどの露地野菜，農産加工に取り組む農業法人で，

農山漁村活躍表彰の女性活躍表彰部門で農林水産

大臣賞を受賞しています。当日は葛西代表取締役会

長より，女性が働きやすい職場づくりを積極的に進

め，役員の半数，社員のほとんどを女性が占めるま

でに至った経過について話を伺いました。また，女

性社員２名からは子育て中心の働き方に配慮して

もらうことにより，３～４人の子供を抱えても仕事

を続けることができたとの生の声を聞くことがで

きました。  

いずれも女性のライフスタイルに合った職場づ

くりを実践しており，参加者は多様な働き方を提供

できる農業の懐の深さをあらためて実感したよう

です。  

普及センターでは，女性農業者の働きやすい環境

整備につながる活動を今後も支援していきます。  

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年９月９日 

亘理地域「りんご栽培研修会」を開催しまし

た 

亘理管内は県内有数のりんご生産地です。当地域

では，毎年，本格的なりんごの収穫を前に亘理名取

果樹振興協議会（事務局：亘理農業改良普及センタ

ー）主催で，各生産者の技術支援や会員相互の交流

を図ることを目的として「りんご栽培研修会」を開

催しています。今年は，令和元年８月 29 日に開催

し，関係機関含め 37 名の参加がありました。  

今年の研修会では，２カ所の視察を行い，まず，

山元町 森俊一氏りんご園では視察を行い，経営概

要の紹介や生育状況についての情報交換を行いま

した。当地域では，開花期間に強風や降雨がありま

したが，結実・生育は概ね良好で，りんごの肥大も

順調に進んでいます。  

その後，宮城県農業・園芸総合研究所（名取市）

へ移動し，果樹チームの大沼リーダーに主要りんご

品種の生育状況や新品種の特徴，研究所で取り組ん

でいる研究内容を紹介していただきました。参加者

から，特に新品種の特性についての質問が多くあり，

今後の栽培品種選定の参考としていました。  

亘理農業改良普及センターでは，今後も定期的な

巡回指導や各地域で開催される現地研修会等で技

術指導を行い，当地域の高品質なりんごの安定生産

を支援していきます。  
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亘理農業改良普及センター 

令和元年９月９日 

亘理地域農業普及活動検討会を開催しまし

た 

令和元年９月４日に，第１回目の亘理地域農業普

及活動検討会を開催しました。  

この検討会は，関係機関（市町，農協）や消費者

代表，商工団体，農業者などの外部評価委員に対し

て，今年度の活動計画やこれまでの取組状況等につ

いて説明し，計画の妥当性や活動手法などについて

の評価や課題解決に向けた助言を頂くため，毎年２

回開催しています。  

今回の検討会では，平成 31 年度（令和元年度）普

及指導計画の概要を説明するとともに，重点的に支

援している活動（プロジェクト課題）のうち，新規

の２課題（土地利用型大規模法人の生産体制整備を

支援する課題，水稲直播栽培の技術向上を支援する

課題）について，これまでの取組状況や今後の支援

計画などについて説明しました。  

委員からは，亘理地域の特性と課題を的確に捉え

た支援が行われているといった評価をいただくと

ともに，活動の成果をより多くの農家に普及・浸透

されることを期待するといった意見をいただきま

した。  

今後は，これらの意見などを参考にしながら，今

年度後半の支援活動に活かしていきます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年９月９日 

階上地区いちご勉強会を開催しました 
気仙沼市階上地区では，温度や湿度，炭酸ガス濃

度などの環境データを活用したいちご栽培に取り

組んでいます。平成 31 年産で記録した環境データ

から課題を分析し，次作に向けた栽培管理について

の勉強会を開催しました。  

普及センターからは，厳冬期や暖候期など数パタ

ーンの環境データを示し，温度管理や効果的な炭酸

ガス施用方法等について説明を行いました。  

その後，それぞれの生産者の課題や次作の取組を

ホワイトボードに書き出し，意見交換を行いました。

お互いの管理方法等について積極的に質問が出さ

れ，有意義な意見交換の場となりました。  

普及センターでは今後も環境データの測定・分析

を行い，栽培管理に生かせるように支援していきま

す。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年９月 12 日 

栗原市果樹連絡協議会で先進地視察研修会

を実施しました 

令和元年８月 22 日に栗原市果樹連絡協議会で岩

手県北上市の岩手県農業研究センター及び奥州市

の紅果園を視察研修し，17 名の会員が参加しました。 

 岩手県農業研究センターでは，園芸技術研究部果

樹研究室の佐々木室長から作業効率のために樹高

を 3.5ｍに留める管理方法を主体に，品種比較試験，

フェザーなどを利用した密植栽培等の技術開発内

容について説明を受けました。  

 紅果園では，園主の高野豪氏から，園地の概要と

父の代から行っている品種育成について説明を受

けました。経営規模が大きいため，果実品質の維持

を図りながら計画的な出荷販売を行っていること

と，作業効率を高めるためジョイント栽培へ取り組

んでいるとのことでした。  

 参加者は，高齢化により安全に栽培管理が可能な

低樹高の栽培方法や新たな栽培品種の着色や食味

の状況等について活発に意見交換していました。  
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栗原農業改良普及センター 

令和元年９月 12 日 

シャインマスカット栽培技術研修会 (第３

回)を開催しました 

令和元年９月６日（金）に栗原市金成小堤のシャ

インマスカット栽培ほ場において，第３回目のシャ

インマスカット栽培技術研修会を開催し，17 名の生

産者が参加しました。  

 今回の研修は，栗原地域で新たな園芸品目として

栽培が行われている，ぶどうのシャインマスカット

について，生産者の技術向上と新たな栽培者の掘り

起こしを図るために実施したもので，６月６日のジ

ベレリン処理と新梢管理及び７月５日の摘房と袋

かけの生産技術に続いて，適期収穫の判断等につい

て研修しました。  

 株式会社アグリ東北の田中代表取締役を講師に，

会社の栽培ほ場において糖度や果皮色など果実の

状況を確認しながら，収穫時期を判断することを研

修しました。また，実際に果皮色や糖度の違いのあ

る果実を食べ比べて，収穫判断の大切さを実感して

いました。  

 なお，この研修会は，生育状況に応じて必要な技

術を習得するため，12 月中旬（第４回）に整枝せん

定の研修会を開催する予定です。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年９月 27 日 

適期刈り取りに向けて「だて正夢」地域栽培

塾を開催しました 

本格デビュー２年目を迎える水稲新品種「だて正

夢」の収穫を間近に控える中，適期刈り取りを推進

するため，令和元年９月 12 日，管内２会場におい

て２回目の地域栽培塾を開催しました。  

 地域栽培塾では，最初に室内で生育状況，収穫時

期の目安や判断方法，乾燥調製での留意点等につい

て説明しました。その後，現地ほ場において実際に

籾の熟色等を見ながら収穫時期の判断について説

明し，刈り遅れによる品質低下を避けるよう促しま

した。  

 生産者が黄金色に色づいた稲穂を手に取りなが

ら熱心に質問する姿も見られ，「だて正夢」のブラン

ド力の向上に向けて，最後の仕上げとなる適期刈り

取りや適正な乾燥調製が重要であることを改めて

認識する機会となりました。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

加美町で東北地区牛削蹄競技大会が開催さ

れました 

令和元年８月 29 日に加美町の旧大崎西部家畜市

場を会場として，第 31 回東北地区牛削蹄競技大会

が開催され，東北各県から出場した 17 名の削蹄師

が削蹄技術を競いました。競技は，「牛の姿勢や歩様

からどのように蹄を整えるか判断する競技（筆記）」

と「実際に供試牛を削蹄する競技（実技）」の２種目

が行われました。  

 畜舎で飼養管理されている牛は，運動量が少なく

なり蹄が伸びすぎてしまいます。そこで，牛が健康

で生産性を高められるようにするには，定期的な削

蹄が欠かせません。  

 審査の結果，全国大会への東北ブロック代表とし

て本県からは南三陸町の山内雄大さんと大崎市で

和牛一貫経営をしている小川潔さんの２名が選ば

れました。全国大会においても上位入賞が期待され

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

大崎和牛改良推進組合出品牛が令和元年度

宮城県総合畜産共進会で入賞 

令和元年９月 13 及び 14 日に美里町のみやぎ総合

家畜市場において，県総合畜産共進会肉用牛の部が

開催され，５つの出品区に県内からのべ 74 頭，う

ち大崎和牛改良推進組合（組合長 加美町 小山静

雄さん）からは 12 頭が出品されました。  

 審査の結果，大崎管内からは小山組合長が第２区

に出品した「ゆりり」号が，最優秀賞の第４席に選

ばれました。小山さんは，宮城県農業大学校１学年

の派遣学習を受け入れており，「出品に向けて手入

れを学生に手伝ってもらったところ，牛が良くなっ

た。」と話していました。  

 組合員の皆さんは，６月から開催された各地区共

進会（県共進会への予選）への出品，さらに，代表

に牛が選ばれた方々はＪＡなど関係機関とともに

上位入賞を目指して努力を重ねてきました。令和４

年に鹿児島県で開催される全国和牛能力共進会へ

向け，計画交配や出品技術向上にも取り組んでいま

す。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

令和元年度宮城県総合畜産共進会で名誉賞 

令和元年９月６日に宮城県総合畜産共進会【肉豚

の部】が宮城県食肉流通公社で，９月 13 日～14 日

に【肉用牛の部】，９月 25 日に【乳用牛の部】が，

みやぎ総合家畜市場にて開催されました。栗原管内

からは，【肉豚の部】では 16 頭出品，第１区（ミヤ

ギノクロス三元交雑種）にて最優秀賞を受賞，第２

区（1 区条件以外）では名誉賞を受賞しました。【肉

用牛の部】では 14 頭出品し，第１～３区（未経産

14 ヵ月以上 17 ヵ月未満・17 ヵ月以上 20 ヵ月未満，

経産）にて最優秀賞を受賞しました。【乳用牛の部】

には２頭出品し，第３区（未経産 12 ヵ月以上 16 ヵ

月未満）と４区（未経産 16 ヵ月以上 20 ヵ月未満）

にて最優秀賞を受賞しました。県内全域から多くの

肉豚，肉用牛や乳用牛が出品された中で，栗原市の

畜産農家の技術の高さをアピールすることができ

ました。  

また，優秀な基幹種雄牛「茂福久」を育成した栗

原市金成  岩渕のり子氏が家畜改良功労者として

表彰されました。栗原市からは，ほぼ毎年，優秀な

種雄牛が生産され，宮城県の肉用牛の発展に貢献し

ています。  

肉用牛の部では管内の新規就農者も出品し，県域

での技術レベルに触れるよい機会となったことか

ら，これからの活躍が期待されます。  

普及センターではさらに発展できるように新規

就農者の支援に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

スマート農業技術実証ほの水稲収量調査実

演会を開催しました 

労働力不足や若年就農者等の経験不足を補う対

策として，ＩＣＴやロボット技術を活用し，超省力・

高品質生産を実現する『スマート農業』の導入が近

年，注目されています。栗原市においても，農業法

人を中心にスマート農業技術の導入が始まってい

ます。  

 令和元年９月 27 日（金），志波姫地区の農事組合

法人ｉファーム（三浦章彦代表理事）の水田で収量

コンバインによる収量調査実演会を開催しました。  

 若手社員が多いｉファームでは，トラクターにＧ

ＰＳ装着，ドローン導入を行うなどスマート農業技

術導入に取り組んでいますが，今年，県農業振興課

の事業を活用して水稲の穂肥時期にドローンによ

るセンシングでほ場内の水稲生育ムラを把握し，そ

のデータに基づき無人ヘリによる可変施肥で生育

ムラ直しを試みました。今回は，その効果確認のた

めヤンマーアグリジャパン（株）東北支社の協力を

得て，収量コンバインによる収量調査を行っており，

その一部の時間帯を実演会として，農業法人や関係

機関に公開したものです。  

 普及センターでは今後，得られたデータを解析し

て可変施肥の効果検証を行うとともに，スマート農

業技術に興味を持たれる方々への情報提供に努め

ていきます。  
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石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月３日 

いちご花芽分化調査 

８月 30 日，９月２日，５日，９日，12 日の計５

回，ＪＡいしのまき園芸課と合同で管内いちご生産

者の花芽分化調査を実施してきました。この調査は，

いちごの定植時期を決める重要なもので，未分化の

いちご苗を定植すると出荷が遅れてしまうという

状況になります。実体顕微鏡を見つつ，細長く割っ

たカミソリの刃を糸で固定した道具で，いちご苗を

削りながら生長点を確認します。今年度は５日間で

約 380 本の花芽分化状況を確認しました。調査した

数は昨年よりも 70 本程度多くなりました。理由と

しては天候不順で花芽分化の状況が不安で再調査

した生産者が多くなったことが上げられます。調査

期間中，未分化であった生産者には｢夜冷庫の温度

は下がっているか｣，｢育苗中の最終追肥の時期と濃

度｣などを確認しながら調査を進め，適切な管理が

されているかを確かめました。    

このような中で，今年度本格デビューする｢にこ

にこベリー｣は，どの生産者も夜冷開始からほぼ 25

日で確実に花芽分化が確認され，年内収量が確保さ

れる見込みです。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 10 月４日 

山元町でシャインマスカットの収穫が始ま

りました 

山元町でぶどう栽培やジュース製造等を手がけ

ている田所食品株式会社では，甘くて美味しいこと

で知られる，「シャインマスカット」の収穫が始まっ

ています。  

 田所食品株式会社では，東日本大震災後に，県の

農業・園芸総合研究所に協力して栽培実証試験に取

組み，栽培を開始しました。同社では，今までの６

次産業化の一環として，ぶどうの観光摘み取り園も

８月末から週末毎に開いていますが，黒系ぶどうに

青系ぶどうのシャインマスカットも加わり，９月 14

日からの三連休は多くの来園客で賑わいました。  

 観光摘み取り園は，週末と祝日のみの開園となっ

ていますが，ぶどうやジュースは会社の直売所や亘

理町，山元町の直売所等で平日でも購入することが

でき，地域の特産品として知名度が上がっています。 

 亘理農業改良普及センターでは，巡回指導による

技術指導や６次産業化に関する支援を行い，当地域

の農産物の安定生産・販路拡大に努めていきます。 

 
 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月４日 

令和元年度第１回栗原地域普及活動検討会

を開催しました 

去る９日５日，今年度最初の栗原地域普及活動検

討会を開催しました。  

 この検討会は効率的で効果の上がる普及指導活

動を推進するため，農業者や教育機関，流通事業者，

関係機関・団体等の外部有識者から普及活動の内容

や手法，今後の普及事業のあり方等について検討い

ただくため毎年開催しております。  

 今年は，今年度からスタートした「きゅうり生産

の見える化による栽培技術のレベルアップと産地

生産力の強化（以下「きゅうりの生産力強化」とい

う。）」と「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（以下「スマート農業技術」と

いう。）」の２つのプロジェクト課題について現地視

察及び検討を行いました。  

 「きゅうりの生産力強化」では「環境モニタリン

グデータの活用には自動管理装置の設置が理想的」，

「ＪＡ山形の選果場隣接きゅうりハウス団地の事

例が参考にならないか」という意見を，また「スマ

ート農業技術」では「後継者がスマート技術を活用

して効率的な農業を実践するのは良いことだが導

入コストが大変」，「スマート技術の水平展開には費

用対効果の検証が大切」といった意見・助言をいた

だきました。  

 ほか，地域のイベントでの栗原産農産物の活用，

ぶどうの有望品目の提案，若者が惹かれる農業など

普及センター活動全般にわたって活発に意見が交

わされ，今後の普及活動を展開する上で有意義な検

討会となりました。  
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 10 月８日 

米づくり推進気仙沼地方本部現地指導部会

を開催しました 

稲刈り前の水稲生育調査ほ等の生育状況の確認

や刈取時期の検討を行うため，令和元年９月 12 日，

米づくり推進本部気仙沼地方本部現地指導部会を

開催しました。  

気仙沼農業改良普及センターでは，気仙沼市本吉

町内に水稲生育調査ほ，直播展示ほ，だて正夢展示

ほの３つの展示ほを設置しています。生育調査ほ等

の調査結果は，普及センター発行の稲作情報に掲載

されており，管内の水稲栽培管理のための情報とし

て活用されています。  

検討会には，ＪＡ，市町等の関係機関職員やだて

正夢生産者が出席しました。ほ場により移植時期や

出穂時期が異なりますが，早いほ場では刈取始期を

迎えており，関係機関が協力し，適期刈取の呼びか

けを行うことを確認しました。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 10 月 18 日 

宮城県総合畜産共進会（肉用牛の部）で登米

地域が団体賞！ 

令和元年９月 13 日，14 日に令和元年度宮城県総

合畜産共進会（肉用牛の部）がみやぎ総合家畜市場

で開催されました。  

登米市からは，８月の登米市畜産共進会で選抜さ

れた 12 頭（延べ 15 頭）が出品され，３区は石川信

喜さん（南方），４区は登米和牛育種組合が最優秀賞

1 席に選ばれ，昨年に続き団体賞を受賞しました。  

また，３区の石川さんの「よし号」は，昨年は２

区で最優秀賞１席を獲得しており，２年連続１席の

快挙を成し遂げました。  

前回の全国和牛能力共進会から２年が経ち，３年

後の全共鹿児島大会へ向け，地域として好発進でき

た大会となりました。  

 
 

 

美里農業改良普及センター 

令和元年 10 月 18 日 

「ＪＡ新みやぎ小牛田いちご専門部会土壌

診断指導会」が開催されました 

９月６日（金）に小牛田流通会議室で「ＪＡ新み

やぎ小牛田いちご専門部会土壌診断指導会」が開催

されました。小牛田地区では土耕栽培の生産者が多

く，肥料分が年々蓄積したことによる生育不良が課

題となっています。今年は９月中旬にいちごの定植

作業を予定しており，今回は現在の土壌成分のバラ

ンスが，いちごの生育に適しているかどうかを確認

しました。出席者全員で意見交換を行い ,必要以上に

施肥せずに必要な分のみを補充するよう，今後の施

肥設計について検討しました。さらに定植後の管理

についても活発な意見交換が行われ，生産者の方々

のモチベーション向上に繋がった良い研修会とな

りました。    

普及センターでは，今後も管内のいちごの栽培管

理等について支援していきます。  
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農業振興課 

令和元年 10 月 18 日 

知事が「自動走行コンバイン」に搭乗し，ス

マート農業を体験！－大規模水田作のスマ

ート農業機械現地実演会(第３弾)を開催－ 

県では，令和元年度から「スマート農業技術の開

発・実証プロジェクト (農林水産省 )」に取り組んで

います。  

  その取組の一環として，農業者や関係機関の皆様

の理解を深める活動として，令和元年 10 月３日 (木 )

に実証農場の（有）アグリードなるせ（東松島市野

蒜）の水稲直は栽培ほ場を会場に「大規模水田作の

スマート農業機械現地実演会（第３弾）」を開催しま

した。  

  今回は，「食味・収量測定機能付き自動走行コンバ

イン」による水稲の収穫作業と，「自動走行トラクタ

ー・高速汎用播種機」による麦播種作業，「アグリロ

ボトラクタ」による無人での耕起作業の３作業を実

演しました。  

当日は，村井嘉浩宮城県知事も駆けつけ，実際に

自動走行コンバインに搭乗し，両手を離して刈取作

業を行いました。手動でほ場マップを作成した後に，

自動運転アシスト開始スイッチを押すと，刈取作業

を開始し，自動で旋回，籾タンクが満杯になると登

録してある排出地点まで自動で移動します。コンバ

インでの刈取作業経験がほとんどない村井知事で

も，ベテラン農業者と同じように作業しました。  

  また，収穫した水稲については，収量と水分，タ

ンパク質含有率が自動で測定され，ほ場管理システ

ムに５メートルメッシュで記録され，その状況もモ

ニターで確認することができます。映し出されたほ

場内の生育ムラを確認し，次年度の作付けの参考に

していくことができます。  

スマート農業技術を体験した知事は，「今の農業

はここまで進んでいるということを体感でき，誰も

が農業に携わることができる。宮城県は農地を集積

して大規模化を進めているが，高齢化などによる担

い手不足を解消するためにも，こういった最新の技

術を導入していきたい。」と述べていました。  

 県では，今回の実証事業により評価・検証し，そ

の成果を普及するためのセミナーを開催し，県内す

べての大規模土地利用型農業法人へスマート農業

技術が導入・活用されるよう情報発信を行ってまい

ります。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年 10 月 18 日 

「加工用キャベツ現地検討会」の開催 

令和元年 10 月 15 日に，ＪＡみやぎ登米キャベツ

部会主催で「加工用キャベツ現地検討会」が開催さ

れました。  

 登米市のキャベツは，国の指定産地で，「地中海キ

ャベツ」のブランドで栽培に取り組んでいます。近

年，加工業務用需要の高まりに合わせ，食味だけで

なく加工適性を重視した加工用キャベツの栽培に

も取り組んでおり，良品出荷に向けた現地検討を行

いました。  

 現地検討会では，台風第 19 号の影響や生育状況

を確認し，幸い，大きな被害もなく，順調な生育で，

収穫に向けて引き続き丁寧な管理を行うこととし

ました。  

 今回の台風で冠浸水被害を受けたほ場もあり，出

荷量の減少が懸念されますが，天候不順下において

も需要にしっかりと応えられるように，部会員が協

力し，部会として真摯に良品出荷に取り組んでいく

意向です。  

 普及センターでは，農産物の安定生産に向けた産

地の取組を支援してまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月 31 日 

いちごの防除研修会を開催しました 

いちごの生産現場では，潜在感染株による本ぽへ

の菌の持ち込みや水はねによる伝染が問題となっ

ています。そのため，令和元年 10 月 21 日にＪＡい

しのまき情報センターにおいて「いちごの炭疽病お

よび萎黄病に関する研修会」（ＪＡいしのまき，石巻

普及センター共催）を開催したところ，生産者約 40

名，関係機関約 20 名など多くの方が参加しました。  

基調講演として栃木県農業試験場研究開発部病

理昆虫研究室室長の福田充氏から，炭疽病，萎黄病

の発生要因と対策，また参考として，その他のいち

ごの病害について，写真を多く用いながら分かりや

すく説明，紹介を頂きました。  

次に情報提供として，園芸振興室の松谷氏より，

今年度本格デビューを迎える宮城県育成いちご新

品種「にこにこベリー」の生産振興及び販売プロモ

ーションについて説明をいただきました。  

生産者からは，「病害の見分け方について参考に
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なった」という意見が多く，「説明が分かりやすくタ

イムリーな話題だった」と好評でした。この研修会

をきっかけに，いちご病害の防除の基礎を見直し，

より徹底して対策を行うことが期待されます。  

 
 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・

支援  

亘理農業改良普及センター 

令和元年９月４日 

栄養成分表示に向けキャリアアップ 

農産加工品を製造する女性起業者への支援とし

て，第２回キャリアアップ講座を普及センターを会

場として，令和元年８月 27 日と 30 日の二日間開催

しました。  

  今回の講座では，県保健所の栄養士２名が講師と

なり，加工食品に表示が必要な栄養成分の計算につ

いて個別相談形式をとり，二日間で 16 名の受講者

がありました。  

  受講者は，それぞれが製造す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

分量の計算方法を講師に確認しながら，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

分量を算出しました。  

  栄養成分表示義務の猶予期間は令和２年３月末

までとなっているため，受講者の皆さんも，より真

剣に取り組む姿が見られました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年９月 11 日 

（農）下名生ファームがパドロン試食会を開

催しました 

柴田町の農事組合法人下名生（しものみょう）フ

ァームは，平成 27 年に土地利用型の農業法人とし

て設立され，平成 30 年には味噌造りに取り組む加

工組合の事業を継承して，土地利用型＋６次産業に

取り組む農業法人となりました。    

 本年度より組合では，スペイン野菜のパドロン

（トウガラシの仲間）の栽培に取り組んでおり，８

月 26 日に関係者を集めた試食会を開催しました。    

 当日は，柴田町内の創作料理店を会場にして，法

人構成員の他，柴田町長，ＪＡみやぎ仙南柴田事業

本部長などの関係者に，パドロンを使ったピリッと

辛い炒め物や揚げ物を味わってもらいました。  

 町長からは，「新たな野菜栽培に取り組んでもら

って感謝する。下名生ファームには，このパドロン

を柴田町の特産品に育てられるように頑張っても

らいたい」と激励の言葉をいただき，法人構成員も

大いにやる気になりました。  

  パドロン生産の取組みは地元新聞にも掲載され，

柴田町観光物産交流館「さくらの里」で販売してい

るパドロンは予想を超える販売数となっています。 

※お問い合わせ先   

・下名生ファーム直売所  

0224-87-8118（金曜，土曜のみ）  

・柴田町観光物産交流館さくらの里  

 0224-87-7101（月曜定休）  

 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

栗原農業改良普及センター 

令和元年９月 11 日 

栗原市って県内１番のズッキーニ産地なん

ですよ！ 

令和元年８月 30 日（土）に栗原市志波姫のイオン

スーパーセンター敷地内で行われた「令和元年栗原

市民まつり」で栗原産ズッキーニのＰＲと産地認知

度調査を行いました。 

  これは，ズッキーニの試食やレシピ配布を通じて

食べ方を知っていただき，家庭での消費拡大を目的

として行いました。さらに，産地の認知度について

調査を行い，今後のＰＲの方法等を検討する基礎資

料の収集を行ったものです。 

 栗原産ズッキーニを始めとする野菜類の販売が

行われたＪＡ新みやぎ栗っこ営農部のブースと，ズ

ッキーニパンケーキや漬け物，サラダの試食会が行

われた栗原市農業委員会女性委員会のブースの２

カ所でレシピの配布と認知度調査を行いました。 

  調査の結果，ズッキーニを知らないと答えた方は

わずか３％で，調査を開始した当時に比較すると広

く浸透してきたことがわかりました。また，栗原市

がズッキーニの産地であることは 74％の方が知っ

ており，前年度より数ポイント高い結果で，テレビ

やフリーペーパーなどさまざまな媒体を通じてＰ

Ｒした効果を感じました。 

 聞き取りしてわかった家庭での調理方法も多種

多様で，ズッキーニが家庭に浸透して定着してきて

いることを実感しました。今後は，主な出荷先であ

る仙台圏での認知度を向上させて，消費拡大につな

げる取り組みを進めていきます。 
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登米農業改良普及センター 

令和元年９月 17 日 

全国リンゴ研究大会において，登米市のりん

ご生産者が事例を発表！ 

令和元年９月３日（火），４日（水）に開催された

「第 61 回全国リンゴ研究大会北海道大会」におい

て，ＪＡみやぎ登米りんご生産部会の芳賀秀二部会

長が，宮城県代表として事例発表を行いました。  

本大会は「歴史に学び，新しい時代の一歩を」を

テーマに，150 年前日本で初めて西洋リンゴが導入

された北海道七飯町で開催された，全国のりんご生

産者等約 450 名が集まり，産地視察など技術の研鑽

と交流を深めました。  

始めに，「西洋リンゴの発祥」や「グローバル時代

に対応したリンゴ栽培技術」の講演が行われ，次に

「新しい時代，我が産地の振興方向」をテーマに宮

城県，長野県，青森県，北海道から事例発表が行わ

れました。  

宮城県代表の芳賀秀二氏は，宮城県のりんご生産

概要と完熟りんごの直接販売やもぎ取り体験，首都

圏中学生の農泊体験受け入れ，ジュース加工等６次

産業化など，果樹経営の取り組みを発表しました。 

次の全国リンゴ研究大会は３年後の令和４年に

宮城県で開催されます。普及センターでは生産部会

等と連携し，りんご生産技術の向上と全国大会への

準備を支援して参ります。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年９月 26 日 

適期収穫に向けて令和元年産「だて正夢」現

地検討会が開催されました 

みやぎ米ブランド戦略の取組として推進してい

る「だて正夢」は，今年産は県内で約 600ha 作付け

されており，うち大河原管内では 20％を占める約

125ha 作付けされています。  

 今年の水稲は，７月に低温，８月には高温多照と

なりましたが，気象の影響を受けることなく順調に

生育し，だて正夢やひとめぼれなどの中生品種は８

月１日には出穂期となり，９月上旬には収穫適期を

迎えます。  

 本格デビュー２年目を迎える「だて正夢」につい

ては米どころ宮城を牽引するトップブランド米と

してお届けするために，９月５日に角田市と蔵王町

の２カ所で「適期収穫」，「調製・出荷」に関する地

域栽培塾を開催しました。  

 現地検討では資料に基づく生育状況などの説明

に加えて，特に収穫期の予測に向け，現地での最終

判断となる「籾」（もみ）の熟色の判定方法について

指導しました。  

 今回の検討会も，参加者は熱心に受講し，積極的

に収穫適期の判定のほか高品質に仕上げるための

乾燥・調製についても多くの質問が寄せられました。 

 まもなく全国の皆様に仙南の美味しい「だて正夢」

をお届けします。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年９月 27 日 

ＪＡ新みやぎあさひなりんご部会の現地検

討会が開催されました 

ＪＡ新みやぎあさひなりんご部会は，部会員数 11

名で約６ha の栽培面積があり，年間３回，普及セン

ター職員を講師に現地検討会を開催しています。９

月４日に今年２回目の講習会を開催し，６名の参加

がありました。  

 当日は大郷町の部会員のほ場を会場に，生育状況

や病害虫の発生状況などを確認しました。今年は６，

７月の低温・低日照の影響が心配されましたが，生

産者の日頃の努力により果実肥大は良好となって

います。  

普及センターからは，りんご部会と共同で実施し

ているハダニ類のＩＰＭ体系の実証試験に関して

情報提供しました。技術資料を基に防除体系構築の

考え方やポイント，他県の事例などを説明し，参加

者にＩＰＭ技術の理解を深めてもらいました。また，

当日は農薬メーカー担当者も同席し，実際に試験ほ

場のハダニ類の発生状況を観察しながら，より詳し

い話を聞くことができました。  

収穫されたりんごは，道の駅｢おおさと｣や黒川郡

内の直売所などで販売されていますので，是非，旬

の完熟りんごをご賞味ください。  
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仙台農業改良普及センター 

令和元年９月 27 日 

利府町名産の梨が収穫最盛期を迎えていま

す 

利府町の梨の収穫が８月下旬より始まり，収穫最

盛期を迎えています。今年は６，７月の長引く低温・

低日照の影響で，生産者の方々は栽培に苦労されま

したが，梅雨明け後の好天と日々の努力により甘く

ておいしい梨に仕上がっています。  

 梨のシーズンは 10 月まで続き，直売所等で販売

しています。また，10 月６日（日）には，第 13 回

利府梨祭りがイオンモール利府にて開催され，「あ

きづき」など人気品種の直売やイベントが多数催さ

れます。ぜひ，丹精込めてつくられたおいしい梨を

ご賞味に，利府町にお越しください。  

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年９月 27 日 

角田市，蔵王町のなし出荷が最盛期です 

蔵王町，角田市は，“なし”の生産が盛んで９月中

旬頃に出荷のピークを迎えます。  

 特に，蔵王町には共同選果場があり，光センサー

を活用した選果も行われ，農協を通して仙台，東京，

大阪へ出荷されています。また，蔵王町産の“なし”

は昨年に引き続き，今年は約５ｔが香港へ輸出され

ることとなりました。  

 この時期，農産物直売所には地元産の野菜に加え，

ジューシーでみずみずしい味わいの“なし”が売り

場に並びます。なしの出荷は 10 月いっぱいまで続

く予定ですので，この機会を逃さず，是非地元の“な

し”を召し上がってください。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年９月 30 日 

新米美味しいね！ＪＡみやぎ仙南で「令和元

年産新米試食会」を開催 

実りの秋を迎え，本格的に稲刈りが進んでいる中，

去る９月 25 日，みやぎ仙南農業協同組合で「令和元

年産新米試食会」が開催されました。  

 当日は管内の首長をはじめとした関係機関と農

家組合運営委員会，農協女性部に加えて，丸森町の

「丸森ひまわりこども園」の園児も参加しました。 

 普及センターから今年産の水稲の生育経過につ

いて説明した後，「丸森ひまわりこども園」の園児に

よる「いただきます」のごあいさつで試食が始まり

「ひとめぼれ」「ササニシキ」，そして本格デビュー

２年目を迎える「だて正夢」の３品種の食べ比べに

チャレンジしました。  

 今年の水稲生育期間は，６月中下旬の「中干し時

期の降雨」や７月中旬の幼穂ができる時期の「低温・

日照不足」，出穂後８月の「登熟期間の高温」等，栽

培する上で厳しい気象条件もありましたが，試食し

た新米はどれも美味しく，園児の中には「おにぎり

４つも食べた」との声もありました。  

 まもなく，消費者の皆様にも美味しい「みやぎ米」

をお届けします。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

 “いしのまき牛” 大躍進！ 

（一社）宮城県畜産協会主催による｢令和元年度

宮城県総合畜産共進会（以下：県共）肉用牛の部｣が，

９月 13 日～14 日に美里町のみやぎ総合家畜市場で

開催されました。県共肉用牛の部では，県内各地で

開催される予選を勝ち抜いて選ばれた，地区代表牛

延べ 75 頭が出場し，発育や体のボリューム，骨格の

強さ，和牛としての品位等についての審査がおこな

われました。石巻地区からは第１区「若雌の１」に

２頭，第２区「若雌の２」に１頭，第３区「経産」

に３頭の合計６頭が出品されました。  

 県共肉用牛の部に出品された雌牛は各地区の代

表ということもあり，全体的に，発育良好で，体も

大きいものが多く，宮城県の和牛改良が進んでいる

ことがうかがえるハイレベルな審査となりました。 

 そのような中で，第２区に出品した東松島市  村

上孝允氏の「ゆみ」号が体のボリュームや体や肢蹄

の強さ，品位等に優れていたことより，最優秀賞１

席を獲得しました。また，３区に出品した石巻市  佐
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藤幸一氏の「ひめ」号が最優秀賞３席に入賞するな

ど，これまで以上の成績を収めることができました。

このことはひとえに，和牛改良組合やＪＡ，関係機

関が連携し，和牛改良に取り組んできた努力の成果

が現れた結果だと思います。  

 次期開催の令和４年｢全国和牛能力共進会鹿児島

大会｣への出品に向けた石巻地区のウシづくり，ヒ

トづくりは着々と進められています。今後ますます

の活躍にご期待ください！  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年 10 月７日 

「食味日本一」のササニシキ復活に向けて

「畦かえる新米試食会」開催 

白石市では平成元年に食味日本一となった「白石

市産ササニシキ」の復活を目指し，平成 28 年度から

「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」）（代表 村上 贇氏）に取り組

んでいます。  

 現在，収穫の真っ最中ですが，10 月 3 日（木）に

白石市小原温泉「ホテルいづみや」を会場に「令和

元年宮城白石産ササニシキ畦かえる新米試食会」が

開催されました。  

 試食会には市内の飲食店，旅館や取引先，関係者，

一般招待者等約 50 名が参加しました。  

 今年の水稲生育は，６月中下旬の「中干し時期の

降雨」や７月中旬の幼穂ができる時期の「低温・日

照不足」，出穂後８月の「登熟期間の高温」等，栽培

する上で厳しい気象条件もありましたが，ササプロ

に取り組んでいるメンバーのきめ細かな栽培管理

により高品質の「ササニシキ」が収穫されています。 

 試食では，炊きたての「ササニシキ」が参加者に

振る舞われ，会場からは「香りも良く，大変おいし

い」との声が多数聞かれました。  

 「畦かえるササニシキ」の新米については白石

市の「おもしろいし市場」で販売されている他，

ササプロのホームページからも注文できます。  

（https://azekaeru.com/reservation/）  

 おいしい「ササニシキ」を是非ご賞味ください。 

 

 
 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 10 月８日 

「南三陸米」新米出発式が開催されました 

令和元年産「南三陸米」新米出発式が令和元年９

月 27 日，気仙沼市の気仙沼米穀商業協同組合階上

精米センターで開催されました。  

南三陸米は，ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部管内

（気仙沼市，南三陸町，登米市津山町）で生産され

た「ひとめぼれ」で生産履歴が明らかな１等米です。 

  はじめに，南三陸米の新米で作ったおにぎりを出

席者全員で試食しました。テープカットの後，気仙

沼市で生産された新米の南三陸米を積んだトラッ

クが気仙沼市と南三陸町の米穀店やスーパーマー

ケットに向けて出発しました。今年は猛暑や天候不

良等もあり，品質の低下が心配されていますが，今

回の出発式に先立って行われた米検査では，全量が

１等米となり，品質の良い新米ができました。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年 10 月 11 日 

ＪＡ仙台根白石花卉生産組合 土づくり研修

会が開催されました 

令和元年９月 12 日に，ＪＡ仙台根白石花卉生産

組合の土づくり研修会が開催され，組合員５名が参

加しました。  

  普及センター花き担当から，まず，土壌の構成と

生産ほ場の土壌タイプについて解説し，土づくりを

目的とした有機物投入の必要性を説明しました。  

 続いて，事前に組合員のほ場から土壌採取し，普

及センターで分析を行った土壌診断結果を基に，各

ほ場の土壌養分の傾向と施肥必要量について説明

し，今後の土壌管理について講義しました。  
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   研修後，組合員からは「分析数値の見方について

学ぶことができたので，次作の施肥設計に活かした

い。」と感想が出されました。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 10 月 25 日 

ＪＡみやぎ亘理のいちご出荷が始まりまし

た 

令和元年 10 月 17 日，亘理町にあるＪＡみやぎ亘

理のいちご選果場で，今シーズン最初となるいちご

の出荷がありました。  

今回出荷したのは，東日本大震災後に山元町で再

建されたいちご団地の生産者２名で，「とちおとめ」

133 パックが出荷されました。生産者は台風 19 号に

よる大きな被害も無く，順調に生育が進んでいると

のことでした。  

ＪＡみやぎ亘理の担当者からは，「例年よりも早

い出荷となっており，収穫量も平年並みかそれ以上

を見込める」とのコメントがありました。  

普及センターでは，生産施設の巡回による栽培技

術支援の他，栽培ハウス内の温度や二酸化炭素濃度

などの環境制御についての勉強会の開催により，い

ちご生産者への支援を続けていきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 10 月 28 日 

水稲種子生産物審査を行っています！ 

大崎普及センター管内には４つの水稲種子生産

組織があり，県内で必要な水稲種子の約６割を生産

しています。  

収穫・調製作業を経て，製品となった種籾は，種

子審査員による厳密な生産物審査が行われます。異

品種種子等の混入有無の調査や発芽試験を行い，基

準を満たしたものが「合格」と判定され，翌年の種

子として流通します。10 月は生産物審査のピークを

迎えており，発芽試験のシャーレが恒温器いっぱい

に並べられています。  

高品質種子が安定して水稲生産者に届けられる

よう，普及センターでは引き続き水稲種子生産者の

支援と審査業務を行ってまいります。  

 

 
 

 

 

 

 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の

支援  

仙台農業改良普及センター 

令和元年 10 月 17 日 

令和元年度仙台地区鳥獣被害対策担当者会

議・研修会を開催しました 

令和元年 10 月８日に，仙台地区鳥獣被害対策担

当者会議・研修会を開催しました。仙台地区では農

作物への鳥獣被害が年々増加しており，昨年度の被

害額は約 4,300 万円に上ります。中でもイノシシの

被害が約 80％を占めています。  

 本研修会では合同会社東北野生動物保護管理セ

ンターの鈴木淳主任研究員を講師に迎え，イノシシ

対策を中心に講義いただきました。講義では先ずは

地域の現状把握が必須であることや対策の範囲は

集落単位ではなく，動物の行動範囲を対象としたほ

うが効果的であることなど，さまざまな事例を交え

ながらお話していただきました。  

 その後の担当者会議では，講義内容を踏まえた活

発な意見交換が行われ，鳥獣被害対策への理解をよ

り深めることができました。  
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地域農業を支える意欲の高い担い手の確保・育

成に向けた支援  

亘理農業改良普及センター 

令和元年９月２日 

若手女性農業者が農場ＰＲのポイントを学

ぶ 

令和元年８月 23 日，普及センターを会場に第 1 回

女性農業者ステップアップ講座を開催し，管内の若

手女性農業者５名が参加しました。  

  今回は「あたりまえが実は魅力！～ＰＲからはじ

まる関係づくり～」と題し，（株）スリーデイズ代表

取締役伊藤理恵氏を講師に，農場ＰＲのポイントを

学びました。  

  普段何気なく繰り返している作業や，「これはマ

イナスイメージにしかならないのではないか」と思

っていることが，視点を変えることで消費者に対す

るＰＲとして活用できるという話に参加者の関心

も高まったようでした。  

  ＰＲを考える訓練として，参加者各自が家族や経

営の状況を紹介したところ，講師から「それは・・・・

という表現にするとＰＲになる」と助言される場面

があり，自分では当たり前のことが他人にはとても

新鮮で刺激的に見えることを実感し，参加者同士の

語り合いにも熱が入りました。  

  終了後，参加者からは「会話しながらの研修で楽

しく学ぶことができた」と好評でした。  

  次回は，今回の講座を参考に農場案内を作成し，

互いの農場の視察交流を行う予定です。  

  普及センターでは，今後も次世代を担う女性農業

者を支援していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年９月３日 

親子でいっしょに農業体験＆家庭菜園講座

が開催されました 

令和元年９月１日に大崎生涯学習センター（パレ

ット大崎）が「親子でいっしょに農業体験＆家庭菜

園講座」を開催しました。このイベントは大崎地域

の小学生親子を対象に，農業と食とのつながりを学

ぶ全３回の体験型学習で，大崎４Ｈクラブ員がイベ

ント時に栽培指導を行っています。   

今年の最終回となる今回は，ねぎと枝豆を中心と

した野菜の収穫を体験していただきました。夏日と

なった暑い日でしたが，参加した子供達は歓声を上

げながら野菜をたくさん収穫していました。   

４Ｈクラブ員からは収穫時の注意点や畑の後片

付け，最後に好き嫌い無く美味しく全部食べて欲し

いと話をしました。参加した子供達からは「野菜大

好き」，「家でも育てたい。」などの感想が聞かれ，普

段食べている野菜が手間をかけて栽培されている

ことを実感する良い機会となりました。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年９月３日 

「農業法人向けセミナー」を開催しました 

管内の大規模土地利用型農業法人を対象に，８月

23 日に「農業法人向けセミナー～効率的なほ場管理

の導入と実践～」を開催しました。 

当日は，農業者や関係機関の担当者など 48 名が

セミナーに参加しました。古川農業試験場水田営農

部酒井博幸上席主任研究員を講師に，ほ場管理シス

テムの概要について講演を行い ,ＫＳＡＳ ,スマー

トアシストリモート ,アグリノート ,Ｚ－ＧＩＳの

ほ場管理システムメーカー各社からシステム概要

や特徴などの情報提供をいただきました｡ 

その後のトークセッションでは ,引き続き，酒井

上席主任研究員をコーディネーターに，実際にシス

テムを活用している（有）川口グリーンセンター白

鳥太朗氏および（有）高須賀農産石森荘一郎氏をパ

ネリストとして，ほ場管理システムの導入における

日々の活用方法や苦労したことなどをテーマに意

見を交わしました。特に，「一番苦労したのはほ場情

報の入力。ほ場情報は膨大にあるので，最初は絞っ

て入力して，やりたいことが増えてからデータを増

やす方が良い」，「これから導入する法人には，導入

目標を設定するだけではなく，導入前に経営者と現

場作業担当者の間でよく話し合い，自社の課題や導

入目的を共有してほしい」などの実際に使った方な

らではの話が多く語られ，真剣に聞き入る参加者の

姿が見られました。 

また，セミナー終了後には，各メーカーによる操

作体験ブースにおいて，参加者が自由に各ブースで

個別に説明を受けることができました。 

今回のセミナーでは，ほ場管理システムについて，

複数のシステムの特徴を比較し，既にシステムを導

入した農業法人より体験談を聞く貴重な機会とな

りました。セミナーは盛況に終わり，参加者からは，

「システムのメリット・デメリットが分かってよか

った」，「生の苦労話がためになった」との声が寄せ

られました。 

普及センターでは，今後も農業法人向けセミナー

を開催し，ほ場管理システムをはじめとするＩＣＴ
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技術の導入や活用について支援していきます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年９月５日 

令和元年度第１回登米農業改良普及センタ

ー普及活動検討会の開催 

令和元年９月２日（月），登米市中田町の現地およ

び登米合同庁舎において第１回登米農業改良普及

センター普及活動検討会を開催しました。 

最初に中田町の（有）かわつらグリーンサービス

を視察しました。かわつらグリーンサービスは水稲，

大豆，麦など約 70ｈａと露地および施設野菜に取り

組む大規模複合経営体であり，平成８年１月に法人

化しました。設立後 20 年以上経過し，次世代への経

営承継が必要になっていることから普及センター

ではプロジェクト課題として支援してきました。当

日は現在の経営者と次世代経営者候補のお二人か

ら承継に至る経過や今後の課題についてそれぞれ

の立場から話を伺いました。 

次に農業次世代人材投資事業（経営開始型）を活

用し，平成 31 年１月から施設きゅうりで独立就農

している中田町の齋藤大地さんのきゅうり栽培ハ

ウスを視察しました。齋藤さんは非農家出身ですが，

青年海外協力隊を志して東京農業大学に進学。在学

時の南アフリカ共和国への渡航を機に日本で農家

になることを決意して現在に至っています。普及セ

ンターでは新規就農者支援のプロジェクト課題対

象者として，経営と技術の両面から支援しています。

齋藤さんから営農上の課題や今後の夢について話

を伺いました。 

視察後，登米合同庁舎に移動して関連する２つの

プロジェクト課題について８名の検討委員から成

果や進め方に対する意見をいただきました。かわつ

らグリーンサービスについて事業承継のモデルと

して問題を抱える農業法人へも波及させてほしい，

また，齋藤さんのような新規就農者は資金，住居，

農地等多くの壁を乗り越えなければならず関係機

関の力を結集して支援してほしいといった意見が

出されました。検討会で出た意見を踏まえ，今年度

後半の活動等に活かしていきます。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年９月 18 日 

集落営農先進地視察研修会 

加美町の東鹿原（ひがしかのはら）地区は薬莱山

の南東部の中山間地帯に位置し，稲作を中心とした

農業が行われています。   

当地区では令和２年度内の法人設立をめざし現

在準備を進めているため，普及センターでは当地区

をプロジェクト課題の対象として重点的に支援を

行っていますが，その一環として令和元年９月９日

に法人運営の優良事例と近年当地区でも大きな問

題となっている獣害対策に関する視察研修会を開

催しました。   

今回の研修では，当地区と類似の条件下で法人化

しこれまで順調に業績を伸ばしている山形県長井

市の農事組合法人成田農産と集落ぐるみの獣害対

策で大きな成果をあげている山形県米沢市の山上

地区有害鳥獣対策協議会による取組を視察しまし

た。   

成田農産では，法人の運営や高収益作物への取組

や後継者の確保等今後当地区でも取り組んでいか

なけらばならない諸課題について詳しい御説明を

いただきました。また，山上地区では住民やボラン

ティアの協力による放任果樹の計画伐採や収穫し

た果実を加工し販売する取組など，地域ぐるみでの

実践事例について現地視察を交え御説明いただき

ました。   

法人化と獣害対策は現在当地区における最大の

関心事であるため，今回の視察により課題解決に向

け大変参考となるお話を伺うことができました。   

普及センターでは，今後とも関係機関との連携の

もと，今回の研修会で得られた成果を活かし，東鹿

原地区の新たな営農体制がより良いものとなるよ

う支援していきます。 
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石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

みやぎ農業未来塾「在学者・就農者コース」

～技術・経営能力向上講座～を開催しました 

みやぎ農業未来塾を令和元年９月 12 日に開講し，

宮城県農業大学校１年生９名と石巻地区４Ｈクラ

ブ員１名が受講しました。 

農業大学校１年生は９月９日から，県内の先進的

な農業経営体で約１か月間の実習を積む「先進農家

派遣研修」を始めており，この日は石巻普及センタ

ー管内の経営体で研修中の９名が，それぞれの実習

先から集まりました。 

未来塾では，はじめに「農業技術競技」として，

農業と食にまつわるクイズに挑み，日頃学んでいる

ことが定着しているか確認しました。競技の結果，

成績の良好だった学生には，石巻地区４Ｈクラブか

ら賞品が贈呈されました。 

その後，石巻青果花き地方卸売市場の視察を行い，

卸売業者である株式会社石巻青果に場内を案内し

ていただいたあと，質疑応答を行いました。 

学生からは，野菜の取り扱い品目数について質問

があったほか，学校で取り組んでいることや将来の

目標などを発表し，普段はあまり接点のない流通業

との貴重な交流機会となりました。 

普及センターでは今後も継続的に，青年農業者活

動支援や新規就農者の確保・育成を行ってまいりま

す。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

みやぎ農業未来塾「農業大学校生の視察研修

会・交流会」を開催しました 

令和元年９月 20 日に管内で先進農業体験学習を

行っている宮城県農業大学校生を対象にした視察

研修会と大崎４Ｈクラブ員との交流会を開催しま

した。 

視察研修では，やくらい土産センターを訪問し，

農業者組織が運営する農林産物直売所を見学しま

した。組織の代表より，設立経緯や経営内容を教え

ていただくだけではなく，設立時の苦労や今後の展

望まで説明いただき，農業大学校生は農村振興の可

能性等多くのことを学ぶことができました。  

次の視察では，大崎市三本木の先進経営体を訪問

し，水稲経営を見学しました。水稲８品種を栽培す

る理由や技術内容にとどまらず，地域の農地を担う

ことや人とのつながりの重要性まで伝えていただ

き，参加者は感銘を受けていました。  

その後に開かれた交流会では農業大学校生とク

ラブ員との会話が盛り上がり，先輩農業者とのつな

がりができた有意義な会となりました。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

令和元年度 石巻農業士会交流会が開催され

ました 

令和元年９月 12 日に地域農業を支える経営意欲

の高い担い手同士の交流を深めることを目的に，石

巻農業士会 齋藤会長の御自宅にて，「令和元年度石

巻農業士会交流会」が開催されました。当日は農業

士会会員に加え，若手農業者で構成される石巻地区

４Ｈクラブ連絡協議会の会員や石巻地域で農家研

修に参加する農業大学校生などが一堂に会し，計 42

名で開催されました。 

交流会では，これからの農業を担っていく農業大

学校生が先輩農家に対して自己紹介をしました。農

業大学校生は緊張した面持ちではありましたが，農

業士の方々からも様々な質問が寄せられ，和気あい

あいとした雰囲気の中で自己紹介をしていただき

ました。 

会の中では，農業士，４Ｈクラブ，農業大学校生，

普及センター職員等が，農業に関することや日々疑

問に思っていることなど，様々な話題で盛り上がり，

世代，年代を超えて地域の農業者が一体となるきっ

かけにつながったと思います。 

石巻農業改良普及センターでは，これからも石巻

農業士会とともに，地域農業の発展に向けた活動に

取り組んでいきます。 

 

 

 



16 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月１日 

先進農業体験学習が始まりました 

９月９日(月)に，宮城県農業大学校の先進農業体

験学習開始式を栗原農業改良普及センターにおい

て開催し，33 日間の体験学習が始まりました。この

先進農業体験学習は，全国の農業大学校でも数少な

くなっている研修で，技術の向上のみならず，学生

の人や地域とのつながりを図ることを目的とし，先

進農家の元で実施される学習です。今年度，栗原管

内では１名の学生を受け入れており，開始式では学

生の抱負を交えた自己紹介と ,受け入れていただく

先進農家から励ましの言葉をいただきました。学生

はやや緊張した面持ちでしたが，これからはじまる

体験学習への抱負を伝えました。 

現在 ,学生は受入農家のもとで ,一生懸命学習に

取り組んでおり ,先日は，栗原４Ｈクラブ員からも

激励を受けました。10 月 11 日の終了式では一回り

成長した姿を期待しております。 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 10 月３日 

亘理名取地区農村青少年クラブが農業大学

校生と交流会を開催しました 

令和元年９月 13 日（金），亘理名取地区農村青少

年クラブ（４Ｈクラブ）が，管内の先進農家で研修

中の農業大学校生７名を招いて，交流会を開催しま

した。 

農大生の就農前の不安解消や将来の４Ｈクラブ

員の勧誘を目的に開催したもので，交流会前半はボ

ウリング大会，後半はバーベキューを楽しみながら，

お互いの親睦を深めました。 

初めは緊張気味だった農大生も，チーム対抗戦に

より少しずつ打ち解けていき，歓声が上がるなど盛

り上がりました。バーベキューでは，農大卒業後の

就農の話や若手農業者同士の交流など，農大出身の

クラブ員からのアドバイスに農大生は熱心に聞き

入っていました。 

農大生にとって，就農に対する不安が少し解消さ

れたとともに，クラブ員にとっても，初心に返る良

い機会となりました。 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 10 月３日 

農業大学校の先進農業体験学習開始式が開

催されました 

宮城県農業大学校の先進農業体験学習の開始式

が令和元年９月９日（月），亘理農業改良普及センタ

ーの会議室で開催されました。 

この先進農業体験学習は，農業大学校の１年生の

カリキュラムで，今年は水田経営学部，園芸学部，

アグリビジネス学部の合計７人の学生が，管内 6 つ

の農場で９月９日から 10 月 11 日までの 33 日間の

研修に励みます。 

参加した学生からは｢将来に活かせる技術や知識

を精いっぱい吸収したい｣と，意欲的な声が，受入れ

る農家側からは，「わからないことがあったら何で

も質問して」と暖かな声が聞かれました。 

普及センターでは今後も，地域の担い手の確保・

育成に努めていきます。 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 10 月８日 

清流「蔵の華」廿一会の刈取適期講習会が開

催されました 

令和元年９月 19 日に，清流「蔵の華」廿一会（に

じゅういちかい）の刈取適期講習会が開催されまし

た。清流「蔵の華」廿一会では，気仙沼市新月地区

において酒米品種「蔵の華」の生産に取り組んでお

り，気仙沼市内の２つの蔵元に生産した「蔵の華」

を全量出荷しています。   

講習会では，会員全員のほ場を巡回し，稲の生育

状況の確認と刈取時期の判定を行いました。稲の生



17 

 

育は良好であり，９月下旬頃に稲刈りが行われます。 

出席した会員からは，「蔵元の期待も大きいので，

収穫・調製作業をしっかりしていきたい」との声が

聞かれました。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 10 月８日 

みやぎ農業未来塾と登米市農業士会経営向

上研修会の開催 

令和元年９月 12 日（木）に，農業士の先進的な経

営を視察し，農大生の学習に役立てるため，先進農

業体験学習中の農業大学校生対象の「みやぎ農業未

来塾先進的農業経営体視察研修会」と「登米市農業

士会経営向上研修会」を開催しました。 

視察研修では，青年農業士の千葉昭広氏（迫）の

水稲と施設花きの複合経営，指導農業士の千葉啓氏

（迫）の肉用牛の大規模一貫経営，青年農業士の只

野利弥氏（中田）の土地利用型農業の法人経営，元

指導農業士の伊藤秀雄氏（迫）の（有）伊豆沼農産

の事業展開について研修を行いました。 

研修終了後は，（有）伊豆沼農産にて，夕食を囲み

ながら「農業士と金のたまご達と語り合う夕べ」を

開催し，農業士や農大生，４Ｈクラブ員等総勢 28 人

の参加があったほか，今回は伊豆沼農産に研修に来

ていた明治大学農学部の学生ら 10 名の特別参加も

あり盛大に情報交換や交流が図られました。農大生

も優れた経営者の話を聞くことができ，お互い学習

意欲，就農意欲を高め合う研修となりました。 

 
 

 

 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 10 月 11 日 

県境３普及センター情報交換会が開催され

ました 

岩手・宮城県境で隣接する一関，大船渡，気仙沼

の農業改良普及センターが，各地域における重点課

題等について話し合う「県境３普及センター情報交

換会」が，10 月３日に岩手県陸前高田市を会場に開

催されました。 

第１部の情報交換では，被災地の復興モデルとな

る園芸経営体の育成支援や新規就農者の確保・育成

に関する支援について，熱心な意見交換が行われ，

第２部の現地視察では，ＪＡが 99％出資するかたち

で設立された農業法人の大規模園芸施設や，約 90ha

の農地を耕作する農業法人の取組について視察す

ることができました。 

参加者からは，近隣の普及センターの重点課題に

ついて話を聞くことができ，また，普及活動の現場

を見ることができて非常に良い刺激になったとの

声が聞かれました。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 10 月 15 日 

農業大学校生，33 日間の農家研修を無事に終

了 

宮城県農業大学校生（農大生）が農家で実践的な

研修を受ける「先進農業体験学習」が 10 月 11 日で

終了し，石巻農業改良普及センターで終了式が開催

されました。 

終了式には，石巻普及センター管内で研修を受け

ていた農大生の１年生９人が参加しました。 

９月９日から 33 日間を無事駆け抜けた農大生は

「農作業だけでなく普段の会話や生活もよく分か

った。」「培地の準備やパイプの埋設など，新しい栽

培方式を導入するときの下地の大切さを実感でき

た」といった感想を述べ，一回り成長した姿を見せ

ました。 

研修先からも「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ました。 

また，有限会社アグリードなるせと株式会社イグ

ナルファームは，先進農業体験研修への協力が５年

目となり，県から感謝状が贈呈されました。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月 16 日 

先進農業体験学習が無事終わりました 

９月９日から始まった宮城県農業大学校の 33 日

間の先進農業体験学習が無事，終了しました。この

体験学習は，全国の農業大学校でも数少なくなって

いる研修で，技術の向上のみならず，学生が人や地

域とのつながりを作ることを目的とし，先進農家の

元で実施される学習です。 

今年度，栗原管内では１名の学生を受け入れまし

た。10 月 11 日に開催した終了式では期待したとお

り一回り成長した姿を見ることができました。今回，

お世話になった農業法人（稲作＋施設園芸）は，先

進農業体験学習の意義を理解し，業務多忙の中，平

成 12 年から，10 回にわたり，学生を受け入れてい

ただいています。長年にわたる人材育成の取組への

御協力に感謝し，宮城県知事から感謝状を贈呈しま

した。 

普及センターはこれからも農業を目指す志のあ

る若者を支援していきます。 

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年 10 月 24 日 

次世代アグリウーマンステップアップ講座

を開催いたしました 

10 月３日(木曜日)に川崎町山村振興センター及

び株式会社蔵王あぐりにおいて，畜産（繁殖牛）に

携わる若い女性等を対象とした「第 1 回次世代アグ

リウーマンステップアップ講座」を開催いたしまし

た。 

当日は「繁殖牛飼養管理技術」について研修した

後，牛舎を見学しながら飼養管理についての意見交

換等を行いました。 

仙南地域では，複数の若い女性農業者が複数繁殖

牛経営に取組み始めていますが専門的な知識や技

術習得の機会が限られており，次世代を担う女性繁

殖牛農業者等を対象に，農業情勢や飼養技術・経営

等を学ぶために本講座を開催しました。 

参加者からは「繁殖牛経営に関する基本的な技術

や情報が得られた」「他の牛舎の見学で飼養管理の

状況がわかりとても参考になった」「これを機に先

輩経営者に学んでいきたい」などの感想が寄せられ

ました。 

今後も，参加者からの要望も取り入れながら講座

を今年度あと２回開催し，女性農業者が専門的な技

術を身に付け，積極的に経営参画できるよう支援し

ていきます。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

大河原農業改良普及センター 

令和元年９月９日 

蔵王町向山上地区で鳥獣被害の集落点検を

行いました 

平成 30 年度集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事

業として，集落ぐるみによる鳥獣被害軽減対策に取

り組んだ蔵王町向山上地区（令和元年度普及センタ

ープロジェクト課題）において，８月 24 日(土)，被

害対策を継続するため集落環境点検が行われ，地域

の住民，関係機関等含めて 25 名の参加がありまし

た。 

当地区は，昨年度，集落内に約３km のワイヤーメ

ッシュ柵を設置しており，集落環境点検は，関係者

全員で柵設置後の被害状況の変化や柵周辺の管理

状況を確認し，地域の課題を整理・再認識し，実情

に応じた対策を選択・実施することを目的に実施し

ました。 

５班体制で農作物の被害状況，イノシシの侵入経

路や隠れ場所，イノシシのエサとなる集落内の未収

穫果実や農作物残渣等の確認を行い，得られた情報

から点検マップを作成し，みんなで確認し合いまし

た。その後，合同会社東北野生動物保護管理センタ

ーの研究員から，点検結果を踏まえた対策のポイン

トと周辺地域への波及方法についてアドバイスを

いただきました。 

イノシシの被害は年々拡大する傾向にあり，対策

が急がれていることから，当地区の活動を関係機関

と情報共有することで，効果的な対策ができるよう

支援していきます。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年９月 11 日 

「令和元年度栗原市生活研究グループ連絡

協議会リーダー研修会」が開催されました！ 

令和元年９月５日（木）に，栗原市生活研究グル

ープ連絡協議会主催の「令和元年度リーダー研修会」

が開催され，会役員等約 20 人が参加しました。 

「リーダー研修会」は，視察等を通じて協議会役

員の資質向上と会員同士の交流を図ることを目的

に毎年開催しています。 

今回は，地域と密接な関わりを持ち，特色ある直

売所運営を行っている石巻市小船越の「道の駅 上

品の郷」と，同施設に金婚漬けや味噌漬け等の農産

加工品を出荷している女性農産加工グループ「白瓜

会」を視察しました。 

「道の駅 上品の郷」では，直売所の小野寺所長

から道の駅の沿革をはじめ，出荷者と協力したエコ

ファーマー認証農産物の販売推進に向けての取組

み等の説明を受けた後，施設内を見学しました。参

加者からは，「経営者や出荷者の熱意を感じた」，「今

日学んだことを地域の直売所や道の駅にも伝え，活

かしたい」との感想が聞かれました。 

続いて視察した「白瓜会」では，加工施設を見学

しながら意見交換しました。加工原料の野菜類は全

て自給しており，会員３名が 30 年間互いに切磋琢

磨しながら加工・販売を続けているとの話を聞き，

そのエネルギッシュさに驚きの声が挙がりました。

参加者の中には４Ｈクラブ員時代に共に活動して

いた方もおり，久々の再会を喜んでいました。 

今回の視察で参加者が見聞きし学んだことは，今

後それぞれの地域へ戻ってから会員等に伝達され

ます。栗原農業改良普及センターでは，今後も女性

農業者の取り組みや農村地域の振興に向けた支援

を続けてゆきます。 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年９月 12 日 

令和元年度第１回大崎地域農業改良普及活

動検討会を開催しました 

普及センターでは，農業者や地域住民に理解され，

効率的で効果の上がる普及指導活動を推進するた

め，毎年，外部の委員（普及活動検討委員）から御

意見を頂く「大崎地域農業改良普及活動検討会」を

開催しており，今年度第１回目となる検討会を９月

５日に開催しました。  

はじめに，普及センターが重点的に取り組むプロ

ジェクト活動５課題の中から，現地検討課題として

「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」を選定し，その対象である，株式会

社スマイルフィールドの中鉢代表取締役のほ場管

理システム（ＫＳＡＳ）の活用状況と，そばの湿害

対策として，実証試験を行った高畝栽培の生産現場

を視察しました。 

その後，大崎市岩出山池月公民館に会場を移し，

今回の現地検討課題について詳しく説明するとと

もに，その他のプロジェクト活動４課題の進捗状況

について説明し，御出席いただいた４名の委員から

この半年間の普及活動に関する評価や，今後の活動

に対するアドバイスをいただきました。 

検討委員からは「効果的な普及手法として，若い

農業者に多くの事例を見せるようにしてほしい」と

の意見や中山間地域の鳥獣害対策を重要視する意

見を多くいただきました。 

普及センターでは，今回の貴重な提言を今後の普

及活動に活かし，生産者から頼られる普及活動を行

っていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和元年９月 12 日 

石巻地域生活研究グループ連絡協議会で「味

噌づくり講習会」を開催しました 

令和元年９月９日に石巻地域生活研究グループ

連絡協議会が，くらしの講座として「味噌づくり講

習会」を開催し，13 名の会員が参加しました。参加
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者は，まず講師から，味噌の材料である米麹の作り

方について説明を受けました。続けて，味噌づくり

作業に取り組み，平行してりんごの蒸しパンやわか

めご飯の調理実習を行いました。  

昼食では，実習で作ったわかめご飯とりんご蒸し

パンだけではなく，会員が持ち寄ったお手製のサラ

ダや栗の渋皮煮，ナスの煮浸しなどが振る舞われ，

参加者はそれぞれの料理を味わいながら交流を深

めていました。 

参加者からは，『手作り味噌は市販の味噌よりも

美味しい。できあがりが楽しみ』，また『作る前は，

味噌作りはとても大変だというイメージがあった

が，作ってみると意外とシンプルだった。今度は自

宅でもチャレンジしてみたい』との声が聞かれ，普

段から何気なく食べている食品の加工方法を学べ

る実りのある講習会になりました。 

味噌の完成には３ヶ月以上の熟成期間が必要で

あり，今回仕込んだ味噌は，今年の 12 月以降に食べ

られるようになります。会員は手作り味噌を味わえ

る時を待ちかねている様子でした。 

普及センターでは，今後も生活研究グループの活

動について，継続的に支援を行っていきます。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年９月 13 日 

鬼首でそばの花が満開です！ 

大崎市鬼首地区では，地域振興作物としてそばを

作付けしています。このほど秋そばの開花盛期を迎

え，そばを活用した様々な活動が行われています。 

９月 12 日に，鳴子中学校１年生を迎え，「農と食

をつなげる食農講座」が大崎市鳴子地域認定農業者

連絡協議会主催で開催されました。講座の中で指導

農業士の高橋公さんや中鉢秀俊さんから，鳴子・鬼

首地域の農業やそばの特徴について授業を受け，そ

ばの花の観察会を行いました。秋には収穫やそば打

ち体験を予定しています。 

また，同日に高橋公さんのそばほ場で，ドローン

を活用したそばの受粉補助の実証試験を行いまし

た。そばは他花受粉作物のため，収量向上のために

は受粉補助が効果的だといわれています。今回はド

ローン飛行時の風圧を利用し受粉補助を行いまし

た。参加した鬼首そば生産組合の生産者は，「今年は

そばの生育状況が良いので，ドローンによる受粉補

助で収量向上を期待したい」と話していました。 

そばの花は９月いっぱいが見頃です。そばの花畑

を見に，ぜひ鬼首までお越しください！ 

 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 10 月３日 

気仙沼管内の外部評価検討会を開催しまし

た 

９月３日（火），気仙沼農業改良普及センターでは，

本年度第１回目の普及活動検討会を開催しました。

検討会には，管内の指導農業士や食育コーディネー

ター，マスコミ関係者など立場の異なる委員７人が

出席し，普及センターの活動に対して意見・評価を

いただきました。    

当日は始めに，本年度支援している階上いちご復

興生産組合のハウスを視察しました。当組合では，

環境モニタリングデータを活用した栽培管理や害

虫の天敵利用による農薬散布労力軽減のため「総合

的病害虫管理（ＩＰＭ）」に取り組んでいます。    

その後，会議室にて普及センターで取り組むプロ

ジェクト課題等に関する検討が行われました。  

各委員からいただいた意見や評価結果を踏まえ，

改善等を図りながら，今後の活動に取り組んでいき

たいと考えています。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月８日 

栗原農業士会員が互いの経営を学び合う視

察研修会が開催されました 

令和元年９月 13 日（金）に，栗原農業士会（会

長：大場照彦，会員 21 人）による令和元年度栗原農

業士会経営状況相互視察研修会が開催されました。 

本研修会は，会員の農業経営発展に役立てるため，

お互いの経営状況を視察し合うもので，今回は一

迫・花山地区の指導農業士・青年農業士３戸を訪問
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しました。  

当日は，栗原市内の農家で先進農業体験学習中の

宮城県農業大学校の学生や農業士ＯＢ，関係機関職

員も参加し，農業士の経営状況や今後の営農展望に

ついて視察しました。  

はじめに，青年農業士の白鳥拓也氏を訪問し，マ

ム（西洋菊）の栽培や出荷状況，水稲採種，近隣大

豆生産者の元でのオペレータ業務等についてお話

を伺いました。現状では各部門とも現状維持か拡大

傾向にあるとのことで，今後の展開に頭を悩ませて

いるとのことでした。  

次に，青年農業士の千葉大樹氏を訪問し，就農時

からの肉用牛繁殖経営拡大の経過や低コスト牛舎

での飼養の状況等を視察しました。近年は，クマが

牛舎内に侵入することもあったとのことで，新たに

導入した大型犬が効果的とのことでした。  

最後に，指導農業士の白鳥正文氏（有限会社川口

グリーンセンター）を訪問し，新規導入したライス

センターとスプレー菊ハウスを視察しました。水田

農業部門については，地域の水稲農家と組織した金

田地区連携協定や米粉用米による転作とその米粉

を使った米粉パン事業の状況，ＪＧＡＰ取得の経緯

等について，園芸部門については，スプレー菊とス

トックの取組について，それぞれ丁寧に紹介してい

ただき，地域を元気にしていく法人経営について学

習しました。  

研修会終了後は，有限会社川口グリーンセンター

の敷地内で情報交換会が開催（４Ｈクラブの農大研

修生激励会と併催）され，農業士ＯＢや４Ｈクラブ

員，農大生と一緒に地域や世代，作目の違いを越え

て栗原の農業について語り合う有意義な交流が行

われました。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 10 月 13 日 

「ふさすぐり」の加工・ブランディング指導

会を開催しました！ 

７月 12 日（金），８月 21 日（水），９月 18 日（水）

の計３回に渡り，栗原市花山地区のコミュニティセ

ンター（石楠花センター）でふさすぐり生産者・関

係機関を対象とした指導会を開催しました。  

 この指導会は，中山間地域である花山地区でおよ

そ 30 年前から栽培されてきた「ふさすぐり」を中心

に商品開発やブランディングについて学ぶととも

に，生産者・関係機関の意見交換を目的として開催

しました。  

 全３回の指導会を通して，６次産業化プランナー

の（株）アサーティブ＆シーエス  代表 櫻井真理子

氏を講師に，販売戦略のポイントやブランディング

のコツ等を，事例を交えて助言いただき，当普及セ

ンターからはふさすぐりの栽培状況の確認や栽培・

管理方法のおさらいを行いました。また，意見交換

では生産者から加工・販売の状況やこれまでの栽培

の経緯を伺った他，「管理方法を教えて欲しい」，「生

産物の窓口となる組織が欲しい」，「ふさすぐりを新

植したい」といった意見があり，生産面の更なる底

上げが必要であることを再確認しました。併せて，

地区内の現地視察を通してふさすぐりのみならず

ブルーベリーや苔等他の地域資源の存在について

も確認できました。  

 今後は，ふさすぐりのせん定講習会や苗木の定植

支援等を通じて生産面の強化を後押しするととも

に，より広い視野で他品目についても活用の可能性

を検討し，中山間地域の振興に向けて支援していき

ます。  

 
 

 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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NEWS LETTER No.154 2019.12 

              紹介内容(11/1～11/30)                  

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 栗原農改：令和元年産大豆刈取り・調製研修会開催 

○ 亘理農改：カーネーション天敵試験ほ現地検討会開催 

○ 登米農改：りんごの長期貯蔵技術「スマートフレッシュ」の試験導入  

○ 大崎農改：大崎市岩出山地域で大豆刈り取り適期判定会を開催 

○ 大崎農改：せりの目揃え会が開催されました！ 

○ 栗原農改：ＪＡ新みやぎ栗っこいちご部会のいちごほ場巡回が開催されました  

○ 気仙沼農改：ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部水稲講習会が開催されました 

○ 石巻農改：石巻地域いちごの環境制御勉強会を開催しました 

○ 気仙沼農改：いちごの出荷目揃会が開催されました  

○ 亘理農改：亘理地域でりんご「ふじ」の収穫が始まりました 

○ 石巻農改：大豆の収穫前の現地検討会が開催されました 

  

 競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

○ 仙台農改：ＧＡＰに取り組む経営体の現場力向上支援を行っています  

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

○ 大崎農改：鬼首でそばの収穫体験が行われました！   

○ 登米農改：米山イチゴ部会現地検討会及び天敵防除講習会の開催 

○ 大河原農改：被災した丸森町の認定農業者を個別巡回しました 

○ 大河原農改：丸森町で野菜類の冠水被害対策研修会が開催されました  

○ 美里農改：一日も早い復旧に向けて 

  

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 気仙沼農改：集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業を実施中 

                                                      

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 登米農改：登米市での先進農業体験学習終了式 

○ 登米農改：登米農業改良普及センターで「パソコン簿記集合研修会」を開催！  

○ 栗原農改：「一迫米食味コンクール」が開催されました 

○ 大河原農改：角田市の舘島田生産組合で第４回ねぎまつりが開催されました  

  

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 気仙沼農改：トウキ生産安定に向けて視察研修会開催 

○ 大崎農改：大崎市鳴子地域でそば打ち体験が行われました！ 

○ 気仙沼農改：大唐桑栽培愛好会が「食の文化祭」を視察しました 

○ 石巻農改：北限のオリーブの収穫作業が行われました 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gannba1.html
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

栗原農業改良普及センター 

令和元年 11 月７日 

令和元年産大豆刈取り・調製研修会開催 

令和元年 11 月５日，ＪＡ新みやぎ志波姫支店大

会議室を会場に「令和元年産大豆刈取り・調製研修

会」（主催：ＪＡ新みやぎ栗っこ営農部米穀生産支援

課）が，栗原市内の大豆生産者約 30 名が参加の下，

開催されました。  

当日は，当普及センターからの台風 19 号による

冠水・浸水ほ場における収穫時の異物の混入・汚粒

発生防止対策の他，ＪＡ全農みやぎから大豆の販売

情勢について，栗原市農業政策課から台風 19 号に

伴う経営所得安定対策等の取扱いについて情報提

供があり，参加者は皆，注意深く耳を傾けていまし

た。  

幸いにも台風による被害は一部に止まった栗原

地方の大豆は，これから，いよいよ収穫作業本番へ

と突入していく見込みです。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 11 月８日 

カーネーション天敵試験ほ現地検討会開催 

令和元年 10 月 25 日にカーネーション天敵試験ほ

現地検討会を開催しました。  

検討会では，名取市内現地試験ほ２カ所を視察し

た後，農業･園芸総合研究所園芸環境部研究員によ

るカーネーションの害虫防除について講義を行い

ました。  

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は「導入前

はハダニの発生に苦慮していたが，精神的に楽にな

った」と好評価でした。今年はアザミウマの発生が

多く，防除回数の削減にはなりませんでしたが，来

年も継続して導入したいと話していました。カーネ

ーションの害虫防除については今年問題となった

アザミウマやオオタバコガの防除のポイントや物

理的防除について説明があり，参加者した生産者は

真剣に聞き入っていました。意見交換も活発に行わ

れ，効率的な害虫防除による良品生産に意欲を示し

ていました。  

今後は，防除回数の削減を図るため，ハダニの天

敵の導入と，赤色ネットや青色粘着トラップの併用

による防除について検討する予定です。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年 11 月 13 日 

りんごの長期貯蔵技術「スマートフレッシュ」

の試験導入 

10 月 31 日に，登米市中田町のりんご生産者が，

りんごの長期貯蔵技術「スマートフレッシュ」を試

験的に導入しました。スマートフレッシュ（成分名：

１－ＭＣＰ）は，果実のエチレン受容を抑え成熟を

抑えることにより，貯蔵期間を長くする技術で，宮

城県農業・園芸総合研究所でもサワールージュ（県

新品種）で試験を行っており，硬度の低下が抑制さ

れることが報告されています。  

今回導入した生産者は，昨年度に先進的に取り組

んでいる加美町のりんご生産者への視察を行い，今

年試験的に導入してみました。  

メーカーの担当者から処理方法の指導をうけ，今

回は「王林」や「シナノゴールド」等８品種を用い

て 24 時間密閉処理し，その後は通常どおり貯蔵し

ました。  

処理１週間後，生産者からは油あがりに違いがみ

られるなど，スマートフレッシュ処理の効果を感じ

ており，普及センターとしても，調査等行って部会

全体にも情報提供し，技術導入の支援を行っていき

ます。  

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 11 月 14 日 

大崎市岩出山地域で大豆刈り取り適期判定

会を開催 

令和元年 11 月５日にＪＡ新みやぎいわでやま地

区本部主催により「令和元年産大豆刈り取り適期判

定会」が開催されました。  
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判定会には生産者７名が参加し，大崎農業改良普

及センター職員より実際に大豆を見ながら刈り取

り適期の見分け方，コンバイン収穫時の留意点につ

いて説明しました。  

参加した生産者からは「改めて大豆の刈り取り適

期を学ぶことができた」との意見があり，また生産

者同士で意見交換をする良い機会となりました。  

今後も大崎農業改良普及センターでは岩出山地

域の大豆振興を支援していきます。  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 11 月 15 日 

せりの目揃え会が開催されました！ 
令和元年 11 月 11 日にＪＡ新みやぎいわでやま地

区本部主催のせり目揃え会が農事組合法人葛岡の

選果場で開催され，生産者と市場関係者を含め 15 名

が参加しました。  

岩出山地域のせりは昨年度から本格的な市場出

荷を開始し今年で２年目となります。せりは労働作

業のうち大部分を出荷調整作業が占めており，安定

的にせりを出荷するためには出荷調整作業の効率

化が重要になります。  

そこで，昨年度の出荷調整作業の振り返りのため，

昨年度普及センターで調査した出荷調整作業の動

線図，出荷調整にかかった時間及び専用ソフトを用

いた作業姿勢の改善点について生産者に説明しま

した。さらに説明後にアンケート調査を行い，生産

者自身がどの作業項目について問題意識を持って

いるのか確認しました。その結果，①洗浄作業，②

選別作業，③作業姿勢について問題意識を持ってい

ることが明らかとなり，本年度はこの 3 つの点につ

いて改善していくよう呼びかけました。生産者の方

は説明後すぐに作業姿勢改善のため選別台の高さ

調整を検討しており，作業改善に向けて意識が高ま

っているようでした。  

次に市場関係者の方からせりの選別と調整方法，

出荷スケジュールについて説明がありました。また，

今年は昨年度の経験を生かして施肥や病害虫防除

等の栽培管理を徹底したこともあり，せりの品質に

ついて非常に高い評価をいただきました。  

普及センターでは今後もせりの安定生産，出荷に

向けた支援を継続して行っていきます。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 11 月 12 日 

ＪＡ新みやぎ栗っこいちご部会のいちごほ

場巡回が開催されました 

令和元年 11 月 13 日（水）に，ＪＡ新みやぎ栗っ

こいちご部会によるいちごほ場巡回が開催されま

した。今回の巡回では，生産者７名，ＪＡ新みやぎ

栗っこ職員，農業・園芸総合研究所職員と一緒に各

生産者のほ場を巡回しました。各ほ場では，いちご

の生育状況と定植後の管理を確認し，生産者相互に

意見交換するとともに，今後の栽培管理と病害虫防

除のポイントについて，農園研と普及センターから

説明を行いました。  

 各ほ場ではいちごの開花期を迎えていますが，ほ

場によりいちごの生育に差があるため，ほ場ごとに

温度管理や電照方法，病害虫防除について検討が行

われました。また，普及センターからは施設園芸省

エネルギー生産管理チェックシートとマニュアル

を配布して説明し，暖房コストの低減を指導しまし

た。  

 今回のほ場巡回では，いちご栽培管理技術を習得

するとともに，各生産者のいちご生育状況を確認す

ることで刺激を受け ,今後の栽培管理への意識が高

まりました。これから始まるいちご収穫に向け，栽

培管理の徹底といちごの安定生産が期待されます。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 11 月 18 日 

ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部水稲講習会が

開催されました 

管内では稲刈りが終わり，来年の作付に向けた耕

起作業が行われています。令和元年 11 月７日から

11 月 12 日にかけて，志津川，本吉，気仙沼の３地

区において，ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部水稲講習

会が開催されました。  

講習会では，土づくりと肥料，雑草と病害虫をテ

ーマに，普及センターや資材・農薬メーカーの担当

者が説明を行いました。今年は，高温障害による品

質低下がみられていることから，たい肥や土づくり

肥料施用の必要性について，詳しく説明しました。 

出席した生産者は，「肥料や農薬のことがよくわ

かり勉強になった。来年もよいお米がとれるように

がんばりたい」と話していました。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 11 月 25 日 

石巻地域いちごの環境制御勉強会を開催し

ました 

令和元年 10 月 30 日石巻地域いちごの環境制御勉

強会を開催しました。勉強会には生産者やＪＡいし

のまき営農担当者が参加し，いちごの環境制御手法

などについて意見交換を行いました。  

第一部では，現地研修会として石巻市のいちごの

ほ場にて栽培状況の確認を行い，第二部では，株式

会社誠和の中野雄太氏を講師に，「植物の生理と環

境制御」と題し，植物の生理を理解した上で二酸化

炭素や温度・湿度管理等，植物にとって最適な環境

を整えることが高収量を実現する上で重要であり，

そのための管理について講演頂きました。  

また，普及センターからは環境・生育データの検

討を行い，ほ場毎に温湿度，二酸化炭素濃度や天窓

の換気設定，ＥＣ管理，生育程度などについて情報

共有しながら，生産者が抱える様々な課題や対策に

ついて意見交換を実施しました。生産者ごとの環

境・生育データや，各種設定値を比較検討すること

で，各生産者の環境制御技術の向上を図っていきま

す。    

本勉強会が，同じ地域で同じ課題を持つ生産者同

士の意見交換の場になり，一つでも気付きが生まれ

るような機会になればと考えています。    

石巻地域いちごの環境制御勉強会は，全４回開催

予定です。今後も多くの生産者が参加することを期

待します。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 11 月 27 日 

いちごの出荷目揃会が開催されました 

ＪＡ新みやぎ階上いちご部会（気仙沼市）では，

10 人の生産者がいちご栽培を行っています。令和２

年産いちごの出荷が本格化するのを前に，品質の均

一化を図るための出荷目揃会が開催されました。  

全農みやぎと市場の担当者から販売状況につい

て情報提供があり，普及センターからは環境データ

を活用した温度管理と炭酸ガス施用について説明

を行いました。  

また，普及センターが設置している天敵製剤比較

試験ほの現在の状況について報告を行いました。試

験ほは，バンカーシート，ボトル製剤，パック製剤

の３区を設けていますが，どの区もハダニ類の密度

が低い時に設置を行ったため，安定した防除効果が

得られています。部会員は，自分の施設に合った天

敵製剤の活用方法を模索しており，試験ほに対する

関心の高さを感じました。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 11 月 27 日 

亘理地域でりんご「ふじ」の収穫が始まりま

した 

亘理管内は県内有数のりんご生産地です。当地域

では，11 月中旬からりんごの主力品種である「ふじ」

の収穫が始まっています。  

今年は，台風 19 号による倒木や枝折れ，落果等

の被害があり，昨年よりも収量が減少している生産

者が多い状況ですが，りんごの品質は概ね良好です。

収穫されたりんごは，各市町内の直売所等や各りん
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ご生産者宅で販売しています。また，この時期，り

んご生産者宅の前には，販売や発送受付の目印とし

て，のぼり旗がたくさん掲げられ，それを目当てに

消費者がりんごを買い求めに訪れる風景が見られ

ます。  

亘理農業改良普及センターでは，今後も巡回指導

や研修会等での技術指導を行い，当地域の高品質な

りんごの安定生産を支援していきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 11 月 29 日 

大豆の収穫前の現地検討会が開催されまし

た 

大豆の収穫前現地検討会が，11 月 12 日から 15 日

にかけてＪＡいしのまき管内の河北，矢本，桃生，

河南の４地区で開催されました。石巻管内の大豆の

作付面積は約 2,100ha で，県内有数の産地です。現

地検討会では，各ほ場で大豆の子実水分を測定し，

収穫適期の確認を行い，高品質大豆に仕上げるため

に，収穫時の注意事項について意見交換を行いまし

た。  

本年は，10 月 12 日の台風 19 号による浸水被害

を受けたほ場も多く，品質や収量の低下が心配され

ますが，生産者からは，コンバインの刈取り高さの

調節による被害粒の混入防止法や次年度の作付け

についての質問等が出され，気象災害への対応策の

検討を行うなど有意義な検討会となりました。    

普及センターでは今後も，高品質大豆の生産を支援

していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・

支援  

仙台農業改良普及センター 

令和元年 11 月 19 日 

ＧＡＰに取り組む経営体の現場力向上支援

を行っています 

ＧＡＰ（Good Agricultural Practice:農業生産工

程管理）とは，農業において，食品安全や環境保全，

労働安全等を目的として生産工程を管理する取り

組みのことです。ＧＡＰに取り組むことで，生産性

や効率性，経営意識等の向上につながる効果が期待

されますが，作業に従事する人が農場の方針や問題

点を共有し，取り組みに積極的に参画することが重

要です。  

 (株 )未来彩園は，大衡村でトマトの養液栽培を行

なっている農業生産法人で，平成 30 年にＡＳＩＡ

ＧＡＰ認証を取得しました。創業以来，安全・安心

でおいしいトマトの安定生産に取り組んできまし

たが，ＧＡＰ認証取得を契機として，パート社員も

含めた全社員が自発的に職場の問題に気づき，改善

しようとする組織風土づくりのための活動を開始

しました。普及センターでは，今年度より，（株）未

来彩園の全社員の意識改革に向けた取り組みにつ

いて支援を行い，経営改善モデル経営体の育成を図

っています。  

 具体的な取組内容として，９～10 月にかけて３回，

改善活動のためのワークショップを全社員で行い

ました。また，ワークショップ開催前の８月には，

ワークショップを行う意義を理解し意識醸成を図

るための研修会を行いました。  

 ワークショップは，（公財）みやぎ産業振興機構と

連携し，ＨＳ経営コンサルティング株式会社の本田

氏を講師に招き開催されました。話し合いは，実際

の作業班ごとに分かれて「自分たちの仕事の工程」

をテーマに行いました。まず，普段の作業内容の棚

卸をし，その中で自分たちができていることの確認

と共有を行い，問題点については，原因と合わせて

解決策を検討しました。さらに，班ごとに今後の目

標やビジョンを検討，策定しました。最後に，これ

までに話し合ったまとめと班ごとの目標を全体に

向けて発表することで，改善に向けた意識統一が図

られました。話し合いを重ねることで，話し合うこ

との必要性を感じるきっかけにつながったようで

す。  

 普及センターでは，話し合いが定着し，改善提案

ができる経営体を目指し，今後も引き続き支援して

いきます。  
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安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

大崎農業改良普及センター 

令和元年 11 月５日 

鬼首でそばの収穫体験が行われました！ 

大崎市鳴子地域認定農業者連絡協議会では鳴子

中学校１年生を対象に「農と食をつなげる食農講座」

と題し，そばの生育観察・収穫・そば打ち体験を通

じた地元農業の伝承と食育活動を続けています。  

今年度は 10 月 28 日に収穫体験を実施しました。

当日は晴天で空気が澄み渡る中，鎌を使用してそば

を刈取り，稲わらで束ね，棒掛けして乾燥させる工

程を体験しました。参加した中学生達だけではなく

関係機関一同汗を流し，昔の人達の大変さを身をも

って知りました。  

また，体験後に高橋公会長より地域でのそば生産

の歴史や現在の課題等もお話しいただき，地域農業

の大切さを学ぶことができました。  

今回収穫したそばは 11 月 19 日のそば打ち体験で

使用されます。  

普及センターでは今後も地域で開催される食育

活動を支援します。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 11 月 15 日 

米山イチゴ部会現地検討会及び天敵防除講

習会の開催 

 令和元年 10 月 18 日に登米市米山町内で，米山イ

チゴ部会現地検討会及び天敵防除講習会が開催さ

れ，ＪＡみやぎ登米米山イチゴ部会員と関係機関等

13 人が参加しました。  

  最初に台風 19 号や現在まで状況を確認するため，

部会員のほ場を巡回しました。そこで，冠浸水した

ほ場における台風 19 号の被害対策や今後の管理に

ついて普及センターから指導を行いました。米山イ

チゴ部会は高設栽培が多いのですが，土耕栽培では

冠水被害がありました。今後の病害防除や温湿度管

理など，栽培管理のポイントを確認しました。  

  天敵講習会では，ハダニ類の天敵を導入するまで

の防除と天敵導入後の管理等について，農薬メーカ

ーから指導がありました。今年も多くの部会員がミ

ヤコカブリダニとチリカブリダニの導入を予定し

ています。  

  11 月下旬から新品種「にこにこベリー」や「もう

いっこ」等の収穫が始まるため，普及センターでは

引き続き適切な生産管理を支援してまいります。  

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年 11 月 29 日 

被災した丸森町の認定農業者を個別巡回し

ました 
台風 19 号で甚大な被害を受けた丸森町では，農

業者の早期営農再開に向けて支援が必要となって

います。  

大河原普及センターでは 10 月 21 日（月）から 10

月 28 日（月）までの 6 日間，県内の普及センター，

農業振興課の応援を得て，丸森町職員とともに，丸

森町の認定農業者 107 経営体の個別巡回を行い，農

業施設・農業機械・農畜産物等の被害状況を現地調

査しました。    

丸森町では台風 19 号で約 600mm を超える雨量

を観測し，河川の氾濫や堤防が決壊しました。これ

により農業施設や機械が多数，浸水・冠水したほか，

倉庫に保管していた米も浸水の被害を受けました。   

また，農地への土砂流入もみられるなど，甚大な

被害の概況が明らかになりつつあります。  

普及センターでは，被害を受けた農作物の技術指

導を行うほか，補助事業の活用による被災農業者の

早期営農再建に向け支援を行っていきます。  
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大河原農業改良普及センター 

令和元年 11 月 29 日 

丸森町で野菜類の冠水被害対策研修会が開

催されました 

令和元年 11 月８日（金）に，丸森町で野菜類の冠

水被害対策研修会が開催されました。  

10 月に発生した台風 19 号で甚大な被害を受けた

丸森町では，多くの農業者が１日も早い営農再開に

向けた復旧・復興に取り組んでいます。  

丸森町農業創造センターでは，丸森町の農業者の

早期営農再開支援のため研修会を開催し，普及指導

員が講師を務めました。  

 丸森町では，河川の氾濫や堤防の決壊による川底

のヘドロ等がほ場へ流入したり，冠水により泥の付

着や根腐れが起きているほ場が多くあります。  

研修会では，冠水した野菜の取り扱いや被災したほ

場の復旧，今後作付可能な野菜についての説明を行

いました。  

参加者からは，流入した土砂の処理や食べられる

かどうかの判断，病害対策等の質問があり，営農再

開に向けての意欲がうかがえました。  

 丸森町の１日も早い復旧・復興に向けて，大河原

農業改良普及センターでは今後も継続した支援を

行っていきます。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和元年 11 月 29 日 

一日も早い復旧に向けて 

美里普及センター管内は，台風 19 号による豪雨

や河川の氾濫によりほ場の浸冠水や施設等の倒壊

など，大きな被害を受けました。普及センターでは，

台風が去った翌日から，施設や農地等の巡回を行い，

浸水マップ等を作成しながら被害の全容の把握に

努めてきました。  

 吉田川の決壊で大きな被害のあった大崎市鹿島

台志田谷地地区については，大崎市やＪＡなどの関

係機関と連携しながら，認定農業者などへの個別巡

回による聞き取り調査，被災大豆ほ場の巡回や，避

難所に一時設置された相談窓口による対応などを

行ってきました。復旧関連の事業が国から示され，

12 月２日（月）には農業者向けの事業説明会なども

予定されています。  

 普及センターでは，被災された農業者の一日も早

い復旧に向けて，重点的に支援してまいります。  

 
 

 

 

 

 

 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の

支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 11 月 12 日 

集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業を実

施中 

気仙沼市八瀬地区では，ニホンジカ等による農産

物の被害が年々拡大しており，大きな問題となって

います。そこで本年度，当地区を「集落ぐるみの鳥

獣被害対策モデル事業」の対象として勉強会等を開

催し，効果的な対策の実践を推進しています。  

令和元年 10 月 31 日（木）第１回目の勉強会を開

催しました。地域住民 31 人の出席があり，講師に一

般社団法人サスティナビリティセンターの相澤あ

ゆみ氏を招き，鳥獣害対策の基本や電気柵の正しい

設置方法のほか，地域全体での取組が効果を上げる

ことなどについて講義を受け，参加者からは積極的

な質問が出されました。  

今後，地域の現場を歩き，集落点検マップを作成

して，対策の問題点等を洗い出し改善を図っていく

こととしています。  
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地域農業を支える意欲の高い担い手の確保・育

成に向けた支援  

登米農業改良普及センター 

令和元年 11 月６日 

登米市での先進農業体験学習終了式 

 ９月９日から 10 月 11 日まで 33 日間の日程で，

宮城県農業大学校の登米市での先進農業体験学習

が行われ，無事終了式を迎えました。体験学習では，

先進的な農業者の農業技術や農業経営のノウハウ，

農家生活など，学校のカリキュラムでは習得できな

い項目を習得するもので，今年度は５名の学生が３

経営体で研修を行いました。  

学生の感想は，「いろいろな栽培管理や農業体験

をさせてもらった。」，「将来，就農する上でよい勉強

になった。」，「これまで家の手伝いをして分かって

いたつもりだったが実際は分かっていなかった。」

等の意見があり，また，受入農家等からは「一ヶ月

前の比べ大きく成長した。」と高評価をいただきま

した。  

卒業後，就農に生かしていきたいという学生が多

く，普及センターとしても継続して支援していきま

す。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 11 月 13 日 

登米農業改良普及センターで「パソコン簿記

集合研修会」を開催！ 

令和元年 11 月１日に，「パソコン簿記集合研修会」

を開催しました。今回は，７月から４回開催した「新

規就農者向け簿記研修会」のステップアップとして

位置づけ，新規就農者等７人が参加しました。 

研修会では，登米農業改良普及センター職員が講

師となり，農業簿記ソフトの使用方法について，画

面の見方や設定，登録方法等を，デモデータを使い

ながら講習しました。また，実際に演習データで数

種類の事例の仕訳（簡易振替伝票，振替伝票）を行

う仕訳入力演習も行いました。 

参加者の中には，初めてソフトに触れる方もおり，

最初は慣れない操作に苦労していましたが，演習を

繰り返すうちに少しずつ慣れ，仕訳入力もできるよ

うになりました。 

12 月以降も個別指導会等を継続し，新規就農者等

の経営管理支援を行っていきます。 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 11 月 27 日 

「一迫米食味コンクール」が開催されました 

県の中山間地農業ルネッサンス推進事業の一環

として，栗原市認定農業者協議会一迫支部主催「第

３回一迫米食味コンクール」が 11 月 21 日（木），Ｊ

Ａ新みやぎ「栗っこ南部施設事業所」で開催されま

した。本コンクールは，生産者が生産技術の向上と

互いの情報交換をする場として平成 29 年から開催

されています。当日は，認定農業者や農協女性部会

員等 33 名が参加しました。今年は梅雨期の低温や

８月の高温など米の品質にとって厳しい気象条件

ではありましたが，生産者 11 名から 26 点の応募が

ありました。食味計で計測した結果を基に審査した

結果，品種毎（ササニシキ，ひとめぼれ，つや姫）

にそれぞれの上位３点が表彰されました。昼食には

各部門で１位となったお米で作ったおにぎりをい

ただきながら生産状況等について情報交換しまし

た。   

 また，当日は，ロハス・ビジネス・アライアンス

共同代表 大和田順子氏から「ＳＤＧｓと米づくり」，

フードコーディネーター 蜷川時夫氏から「食を通

じた地域づくり」について御講演をいただき，これ

からの地域づくりについて学びました。 

 
 

 

 

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年 11 月 28 日 

角田市の舘島田生産組合で第４回ねぎまつ

りが開催されました 

11 月 16 日（土），17 日（日）の２日間に渡り，角

田市の農事組合法人舘島田生産組合が「第４回ねぎ

まつり」を開催しました。 

今年で４回目となる「ねぎまつり」ですが，角田

市では 10 月に発生した台風 19 号の被害が大きく，



8 

 

一時は開催が危ぶまれる状況でした。 

しかし，小野代表理事の「こんな状況だからこそ，

地域のお客様に元気を与えられるよう，ねぎまつり

を継続したい」という強い思いから，台風で倒れた

ねぎを手で起こすなど懸命な作業を続け，無事開催

にこぎつけました。 

当日は，角田市内外から多数の参加者が訪れ，ね

ぎの掘り取りを行いました。参加者は年々増加し，

今年は２日間で 1,500 名を超える大盛況となりまし

た。 

毎年この時期はねぎまつりを楽しみにしている

という固定客もおり，着実に地域のイベントとして

定着し始めています。 

舘島田生産組合ではみやぎ生協のほか，直営の直

売所（土日のみ）や「道の駅かくだ」でも，ねぎや

梅干しの販売を行っています。 

今が旬の舘島田生産組合のねぎをぜひご賞味く

ださい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 11 月 20 日 

トウキ生産安定に向けて視察研修会開催 

令和元年 11 月６日，南三陸町入谷地区童子下集

落における薬用作物（トウキ）の安定生産を目的に

視察研修会を開催しました。   

視察研修先は，農林水産省委託プロジェクト研究

に参加し，東北地域におけるトウキの安定生産技術

の開発を行っている山形県置賜総合支庁産業経済

部農業技術普及課産地研修室を選び，育苗や栽培管

理についてのお話を伺いました。 研修では，木村秀

一開発研究員から，積雪寒冷地での育苗技術の開発

として，育苗期間やセルトレイ穴数違いによる苗の

状態やその後生育状況，優良種子採取に向けた病害

虫防除等などについて，くわしく教えていただきま

した。視察中は，参加者の関心の高さが感じられ，

今後のトウキ栽培の参考となるものでした。   

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 11 月 21 日 

大崎市鳴子地域でそば打ち体験が行われま

した！ 

 大崎市鳴子地域認定農業者連絡協議会では鳴子

中学校 1 年生を対象に「農と食をつなげる食農講座」

と題し，そばの生育観察・収穫・そば打ち体験を通

じた地元農業の伝承と食育活動を続けています。３

回目となる今回は中学生が 10 月に収穫したそばの

実を使用し，11 月 19 日にそば打ち体験が行われま

した。 

 当日は鬼首そば生産組合及びおおさき楽友会等

の多くの関係団体の協力のもと体験が行われ，参加

した中学生は地元の職人から手ほどきを受け，切磋

琢磨しながらそば打ちを行っていました。他にも鳴

子ちゃんこ鍋やサラダ作り，プリンのデコレーショ

ンといったいずれも鳴子地域の食材を使用した料

理を作りました。 

 打ちたてのそばを食べたあと，高橋協議会会長よ

り地域でのそば生産の歴史や現在の課題等を，普及

センターより地産地消の大切さを説明しました。中

学生達は地域の食と農業を守る強い意志に感銘を

受けたようでした。   

普及センターでは今後も地域で開催される食育

活動を支援します。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 11 月 25 日 

大唐桑栽培愛好会が「食の文化祭」を視察し

ました 

気仙沼市の大唐桑栽培愛好会は，食用桑（品種：

大唐桑）を地域おこしの資源として普及・拡大する

ことを目的に発足し，今年で 15 年目を迎えました

が，このたび，15 周年記念事業の参考にするため，

11 月 17 日に岩手県一関市大東町で行われた京津畑

まつり「食の文化祭」を視察しました。   

この祭は，平成９年に京津畑自治会が，各家庭で

作った「昔のおやつ」を体育館に持ち寄り，陳列・

試食したイベントがきっかけで始まったもので，19

回目となる今年も，地区の方々が作った郷土食や行

事食，保存食，昔おやつなどが会場の体育館に所せ

ましと並べられ，料理にまつわる思い出や作り方を

紹介したカードが添えられていました。   

また，会場では果報団子や甘酒などが来場者に振

る舞われ，祭りの最後には出品された料理の大試食

会が行われましたが，いずれも住民や地元の高校生

の協力をいただきながら，スムーズに進行されてい

ました。   

今回の視察は，食関連イベントの企画や運営を行

う上で参考になっただけでなく，「大唐桑」を使った

商品開発のアイディアも得ることができ，大変有意

義なものとなりました。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 11 月 27 日 

北限のオリーブの収穫作業が行われました 

東日本大震災からの復興のシンボルとして石巻

市において試作されている「北限のオリーブ｝が，

昨年に引き続き２回目の収穫時期を迎えました。 

 石巻市内では４か所のほ場で試作が行われてお

り，今年はそれぞれのほ場から合計で約 100kg の果

実を収穫することができました。このうち品質の良

い油が絞れる青い果実，75kg を選別し，今年から稼

働を開始した搾油施設で搾油，濾過，瓶詰めが行わ

れました。 

 搾油機械の不具合などのトラブルもありました

が，管理を担当する農業生産組織の方々の苦労や努

力の結果，絞った本年産のオリーブオイルは品質も

優れ，仙台市等で開催される催事等においてＰＲに

活用される予定です。 

 試験栽培も５年目を迎え，今後更に収穫量の増加

も見込まれており，オリーブオイルをはじめとした

関連商品が石巻地域の新たな特産品として，また復

興のシンボルとして定着，発展していくよう普及セ

ンターとしても支援を行っていくこととしていま

す。 

 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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NEWS LETTER No.155 2020.1 

              紹介内容(12/1～12/31)                  

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 栗原農改：一迫水稲採種事業創立 50 周年記念式典が開催されました 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米花卉部会ストック，トルコギキョウ専門部秋田県視察研修会  

○ 登米農改：加工用馬鈴薯実績検討会の開催 

○ 大崎農改：若牛会の県外研修を開催しました 

○ 栗原農改：シャインマスカット栽培研修会を開催しました 

○ 気仙沼農改：栽培技術の向上に向けて，輪ぎくの視察研修会が開催されました  

○ 大崎農改：ＪＡ古川なす部会で環境制御勉強会が開催されました 

○ 亘理農改：いちごの環境制御勉強会を行いました！ 

○ 栗原農改：ＪＡ新みやぎ栗っこズッキーニ部会の実績検討会が開催されました  

○ 美里農改：酒造好適米系統「東北酒 218 号」の現地見学会が開催されました！ 

○ 登米農改：登米地域園芸特産振興研修会を開催 

○ 石巻農改：「現場力」向上のための労務管理・人材育成研修会を開催しました！！  

○ 大崎農改：ＪＡ加美よつば酪農部会が鳥獣被害対策の研修会を開催  

○ 気仙沼農改：ほ場整備地区にかかる意見交換会が開催されました 

○ 栗原農改：稲作実践盟友会の稲作経営総合検討会が開催されました  

○ 気仙沼農改：小松（正月仏花用）が初出荷～管内での新たな取組～  

 

 競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 大崎農改：「食育推進研修会」を開催しました 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 石巻農改：「いしのまき地域『収穫祭』」にて，農産物の直売と新米「だて正夢」のＰＲを行い 

ました 

○ 大崎農改：なすの安定生産に向けてクロルピクリン錠剤を用いた土壌消毒実演会を開催しました  

○ 大崎農改：春に向けて，たけのこ加工研修会が開催されました 

○ 気仙沼農改：モ～ランド・本吉 夏期放牧終了 

○ 仙台農改：第 43 回大和町枝肉共励会が開催されました 

○ 登米農改：いちご育苗研修会 

○ 美里農改：令和元年産大豆の刈取指導会が開催されました 

○ 美里農改：糸みつばの現地検討会が開催されました 

○ 栗原農改：水稲採種組合の研修会が開催されました 

○ 石巻農改：ぶどうせん定講習会の開催 

  

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 気仙沼農改：集落ぐるみで鳥獣被害対策！集落点検マップを作成しました  
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地域農業の振興に向けた総合的な支援 
地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・10 

○ 大崎農改：大崎市青年就農ミーティングが開催されました 

○ 大崎農改：みやぎ農業未来塾「農業経営力向上研修会」を開催しました  

○ 石巻農改：令和元年度女性農業者キャリアアップ講座を開催しました  

○ 石巻農改：女性農業者交流会を開催しました 

○ 亘理農改：環境に優しいいちご栽培を学ぶ～みやぎ農業未来塾（３回目）～ 

○ 大崎農改：令和元年度大崎４Ｈクラブ農村教育青年会議が開催されました  

○ 登米農改：パソコン簿記勉強会を開催！ 

○ 登米農改：みやぎ農業未来塾「土壌の基礎知識」を開催 

○ 登米農改：登米地域農業法人セミナー開催 

  

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 

○ 大崎農改：あ・ら・伊達な道の駅で「地元産花き及びせりのＰＲイベント」を開催 

○ 栗原農改：ルーラルガイド講習会を開催しました 

○ 大崎農改：令和元年度大日本農会農事功績者表彰「緑白綬有功章」受章  

○ 栗原農改：令和元年度ふさすぐりせん定講習会を開催しました！ 

○ 大崎農改：都市と農村の意見交換交流会を開催しました  

○ 栗原農改：「くりはらのりんご祭り」が行われました 

○ 登米農改：登米地区農村生活研究グループ連絡協議会生活改善実践交流交歓会開催  

○ 栗原農改：「栗原ふぁーみんぐ女子会 2019」で女子力アップ！ 

○ 気仙沼農改：牛乳料理講習会を開催しました 

○ 気仙沼農改：麦芽飴づくり講習会を開催しました 

○ 大河原農改：被災した丸森町の農業者の営農相談を実施しました 

 

 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月３日 

一迫水稲採種事業創立 50 周年記念式典が開

催されました 

栗原市一迫水稲採種事業創立 50 周年記念式典が，

令和元年 11 月 27 日に築館のホテルグランドプラザ

浦島で開催されました。  

県内における採種事業は明治から行われていま

したが，昭和 27 年に「主要農作物種子法」が制定さ

れ，採種ほが知事の指定を受け，審査に合格したも

のが種子として流通する体制が整えられました。  

昭和 30 年代は，一迫町の３農協（一迫・金田・長

崎）にあった水稲採種ほの種子調整作業は脱穀機や

唐箕を使用した手作業で行われていましたが，機械

化による種子の均質化などを図るため，昭和 43 年

に一迫町農協種子センターが県内で初めて設置さ

れ，翌年には採種組合（農協水稲採種部）が組織さ

れました。この取組がモデルとなり，県内の各地に

も種子センターが導入されています（宮城米改良協

会「30 年のあゆみ」より）。  

記念式典では，高橋水稲採種組合長の式辞に続き，

採種事業に功労のあった歴代組合長など 13 名に感

謝状が贈呈されました。  

式典に続き開催された懇談会では，水稲採種を続

けてきての苦労話や昔懐かしい話などが会場内で

交わされ，また，今後の種子生産に向けての意気込

みも感じられました。  

普及センターでは，ブランド米の礎となる，優良

種子の生産の支援を続けてまいります。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月４日 

ＪＡみやぎ登米花卉部会ストック，トルコギ

キョウ専門部秋田県視察研修会 

11 月７日（木）・８日（金）に，ＪＡみやぎ登米

花卉部会ストック専門部及びトルコギキョウ専門

部が秋田県へ視察研修会を開催しました。  

今回は，ＪＡうごの「産地パワーアップ事業」に

よる，花きのメガ団地を視察しました。平成 30 年

度に完成した施設は，事業主体がＪＡで生産者への

リース方式をとっており，トルコギキョウ，ストッ

ク，スプレーギク，カンパニュラ等の花きを中心に

80～100 坪のパイプハウス 35 棟が立ち並んでいま

した。  

ハウス毎にそれぞれの品目に必要な，日長管理の

ための赤色ＬＥＤによる電照施設・シェード，ハウ

スサイドの自動開閉ができる「電動カンキット」，自

動灌水装置が設備され，労働力を植物の管理に向け

られるように工夫していました。  

また，ハウス内環境を把握し的確なハウス管理を

行うために導入した，環境モニター「みどりクラウ

ド」は，カメラ，温湿度センサー，日射量センサー

などを備え，スマートフォンでハウスから離れてい

てもハウスの状況が確認できるようになっていま

した。  

ＪＡうごでは，同事業で導入した花きの集出荷施

設に，エチレン吸収・湿度管理ミスト機能付きの冷

蔵庫を設置し，毎日荷受けを行うことにより，鮮度

保持の向上，品質の均一化を図っていました。  

また，市場，仲卸や販売店の信用を得るため，「花

き日持ち品質管理認定制度」の認証を受けており，

有利販売に努めていました。  

今回は，ストックやトルコギキョウなどの栽培技

術の情報交換や，市場等の流通・販売の信頼を得る

ための流通システムについても研修することがで

き，有意義な視察研修となりました。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月９日 

加工用馬鈴薯実績検討会の開催 

令和元年 11 月 29 日に登米市で，生産者７名，Ｊ

Ａみやぎ登米，カルビーポテト株式会社，県関係機

関参加のもと，加工用馬鈴薯実績検討会が開催され

ました。  

カルビーポテト（株）の指導員からは，今年度の

生育の状況や収量・品質について報告がありました。

今年は降雨の影響により，栽培管理や収穫作業が難

しく，目標収量に届かないほ場や品質低下が一部で

見られました。一方，品種の比較試験では，このよ

うな気象条件下においても安定的に収量が確保で

きた品種もあり，期待が寄せられました。  

生産者からは，排水対策の徹底や今作の課題，次

作への改善点などを共有することができました。  

普及センターからは，導入する機械の選定と，地

域や経営体に合わせた作業体系の確立が推進上の

課題となることを問題提起し，今後，関係者間で検

討していくこととしました。  

検討会終了後も，会場内では意見交換が続き，生

産者の意欲の高さが感じられました。今後も，普及

センターでは，ばれいしょ生産の拡大に向けて支援

していきます。  
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大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 10 日 

若牛会の県外研修を開催しました 

令和元年 12 月４，５日に栃木県那須塩原市及び

塩谷町において，大崎市の畜産農家が組織する「若

牛会」会員と管内の畜産新規就農者を加えた８名に

よる生産技術向上研修を行いました。  

若牛会は，大崎市岩出山及び鳴子温泉地区の畜産

農家による自主的な組織で，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，会員

牛舎巡回や県内外の視察研修を行うなどの活動を

しています。  

今回の研修は，放牧，省力管理ならびに和牛一貫

経営に関する新技術や知識を身につけられるよう

１日目は農研機構中央農業研究センターを，２日目

には株式会社神長ファームを訪問しました。神長フ

ァームでは，「本年５月に法人化」，「父が繁殖部門，

子が肥育部門を担当」や「９ha で飼料用トウモロコ

シを生産して通年給与」など経営概要を御説明いた

だくとともに，施設を見学しました。最後に，令和

４年に鹿児島県で開催される「全国和牛能力共進会

への出品を目指している。」とのお話があり，同じく

出品を目指す若牛会会員と鹿児島県での再会を約

束しました。  

普及センターでは，引き続き新規就農者や生産者

組織などの生産技術向上への取り組みを支援して

いきます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 11 日 

シャインマスカット栽培研修会を開催しま

した 
  

令和元年 11 月 25 日（月）に栗原合同庁舎におい

て，栗原管内でぶどう栽培に取り組んでいる方や栽

培に関心のある方を対象にシャインマスカット栽

培研修会を開催したところ，関係機関を含め 13 名

の参加がありました。  

 今回の研修は，栗原地域で新たな園芸品目として

栽培を振興している，ぶどうのシャインマスカット

の栽培拡大を目的に実施したもので，農業・園芸総

合研究所花き果樹部の果樹担当者を講師として，シ

ャインマスカットの植付けから栽培管理までの一

連の栽培方法について研修しました。  

 意見交換では，育苗ハウスで栽培している参加者

から果実の裂果防止対策やハウス内の高温対策等

について質問があり，講師から助言を得るとともに，

他の生産者からは，実際に取り組んだ内容について

事例紹介がありました。研修終了後には，新たに栽

培に取り組みたいとの相談もあり，苗木の入手方法

等について情報提供しました。  

 普及センターでは，新たな栽培者が増加するよう，

今後とも栽培講習会の開催や情報提供などを行っ

ていくこととしています。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

栽培技術の向上に向けて，輪ぎくの視察研修

会が開催されました 

輪ぎくなどの生産者が集うＪＡ新みやぎ南三陸

花卉生産協議会では，12 月６日（金）に，栽培技術

の向上を目的として視察研修会を開催し，亘理町と

石巻市の輪ぎく生産者２戸を訪問しました。    

視察では，亘理農業改良普及センター・石巻農業

改良普及センターの担当職員から生産者の経営概

要について説明があった後，各生産者から低温期の

栽培における温度やかん水管理，肥培管理等のポイ

ントのほか，効果的な病害虫防除について説明いた

だき，情報交換をしながら技術を学びました。また，

当管内では取り組まれていないディスバッドマム

の生産や炭酸ガスの施用技術等についても見学す

ることができ，参加者は管内とは違ったスタイルの

生産方法に関心を示していました。視察後，早速自

分の農場でも学んだ技術を取り入れようという生

産者もおり，技術向上と相互交流につながる有意義

な研修会となりました。  
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大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

ＪＡ古川なす部会で環境制御勉強会が開催

されました 

令和元年 12 月 10 日にＪＡ古川主催の環境制御勉

強会が開催されました。講師には（株）誠和と（株）

レディシステムジャパンの担当者を招き，古川のな

す生産者約 20 名が参加しました。  

初めに｢県外産なすの動向と古川管内なす施設の

環境条件等について｣をテーマに，（株）誠和からな

すの環境制御の先進地である高知県の事例紹介，植

物の営みの基本は光合成であること，古川の施設な

すは高温対策により収量と品質が向上する可能性

があること，環境条件のモニタリングの重要性につ

いて説明がありました。    

その後，レディシステムジャパンから，屋根に塗

る遮熱剤の説明があり，熱線だけを遮断し，光合成

に有効な光を遮断しない特徴があることを学びま

した。    

古川はパイプハウスでのなす生産が多く，遮光カ

ーテン等の設備が無いため夏期の高温が問題にな

っており，勉強会に参加した生産者からは，｢とても

勉強になった｣，｢高温対策として遮熱剤を導入した

い｣といった意見が聞かれ，なす栽培に対する意欲

が非常に高まっている様子でした。    

普及センターでは今後環境測定器を試験的に設

置し，環境データを｢見える化｣して栽培技術向上に

向けた支援を行っていく予定です。  

 
 

 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

いちごの環境制御勉強会を行いました！ 

令和元年 12 月 11 日（水）にＪＡみやぎ亘理いち

ご選果場で，今年度３回目となるいちごの環境制御

勉強会を開催しました。管内のいちご生産者はさら

なる収量向上のため，環境制御に取り組む方が増え

ています。そこで，普及センターでは環境制御技術

やいちご栽培の基本について勉強することを目的

に勉強会を行っています。  

今回の勉強会では，ハウスの保温性向上及び光合

成と呼吸，温湿度管理について情報提供を行いまし

た。その後，生産者同士で日頃の栽培管理や状況に

ついて活発な意見交換が行われ，有意義な勉強会と

なりました。  

普及センターでは引き続き，いちごの収量向上に

向けて支援していきます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 17 日 

ＪＡ新みやぎ栗っこズッキーニ部会の実績

検討会が開催されました 

令和元年 12 月 11 日（水）に，ＪＡ新みやぎ栗っ

こ志波姫支店でズッキーニ部会の実績検討会が開

催されました。当検討会には，生産者 26 人とＪＡ

新みやぎ栗っこ園芸センター，普及センターから３

名の合計 29 名が参加しました。  

検討会では，普及センターより，今年度の出荷販

売実績，今年度の作付事例，高温対策展示ほの実績，

今年度のＰＲ活動について説明しました。  

そのうち出荷販売実績は，10 月までの実績で出荷

量，販売額とも過去最高になりました。また，作付

事例については，新規作付者が 10a 換算で 200 万円

以上販売した事例等，４事例を紹介しました。さら

に，大手食品メーカーと連携した量販店での販売や

ＴＶでの産地紹介等，関係機関が一丸となったＰＲ

についても説明し，生産者のモチベーション向上を

図りました。  

その後，地域に適した品種や栽培方法，産地とし

て生き残るための出荷規格の徹底等について参加

者間で活発に意見交換が行われました。  

生産者自身の作付増加や近隣の生産者への作付

誘導を行い，目標とする販売額１億円に向け，さら

なる生産拡大に取り組みます。  
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美里農業改良普及センター 

令和元年 12 月 17 日 

酒造好適米系統「東北酒 218 号」の現地見学

会が開催されました！ 

 「東北酒 218 号」は，古川農業試験場で育成中の

酒造好適米系統で，既存の酒造好適米「蔵の華」と

比べて大粒で，心白発現率が高く，「蔵の華」で醸造

した淡麗ですっきりとした味わいの酒とは全く違

うタイプの酒ができると酒蔵から期待されていま

す。    

松山町酒米研究会（会員 30 名）では，平成 29 年

度から宮城県の奨励品種への採用に向けて「東北酒

218 号」の現地栽培試験を実施しており，令和元年

については，生産者８名，７ha で試験栽培を行って

います。９月 17 日（火）に，県酒造組合に加盟する

酒蔵から約 40 名が参加して現地見学会が開催され

ました。現地見学会は８月５日（月）に続いて２回

目となり，いずれも県酒造組合からの強い要望を受

けて開催されました。    

はじめに，株式会社一ノ蔵本社にて，県産業技術

総合センターから酒造特性について説明があり，参

加した酒蔵の担当者は熱心に耳を傾けていました。  

昨年度実際に試験醸造を行った酒蔵の担当者は，

「「蔵の華」とは違った柔らかい味わいの酒ができ，

酒造好適米として大変良い感触で，ぜひ使っていき

たい。」と話しており，酒造りの現場からの期待の高

さが窺えました。   

つづいて，酒米研究会会員の試験栽培ほ場で見学

会を行いました。ほ場では，酒蔵の担当者が「蔵の

華」と稲の姿や穂の実り具合などを比較したり，生

産者に質問をするなど盛んに交流を深めていまし

た。    

「東北酒 218 号」は，収穫，精米された後，県内

の希望する酒蔵で試験醸造を行い，２月に開催され

る酒造組合の初蔵出しイベントで各酒蔵から評価

をいただく予定です。  

松山町酒米研究会では，「蔵の華」に変わる待望の

酒造好適米として将来に大きな期待を寄せていま

す。    

普及センターでは，生産，実需両面から大きな期

待が寄せられている「東北酒 218 号」の推進に向け，

支援を行っていきます。  

 
 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月 17 日 

登米地域園芸特産振興研修会を開催 

令和元年 12 月 10 日に登米合同庁舎で，「土地利

用型園芸を取り入れた農業経営」をテーマに研修会

が開催されました。  

 研修会では，水稲や麦に露地野菜（キャベツ，は

くさい等）を組み入れ，133ha 大規模経営を展開を

されている茨城県古河市の有限会社倉持農園サー

ビスの倉持栄二氏を講師に，その取組について学び

ました。また，事例として，キャベツ等の露地野菜

に取り組む株式会社櫻井農場の代表取締役櫻井利

光氏とばれいしょの契約栽培に取り組む佐藤瑛彦

氏にお話をいただきました。  

 倉持氏からは“休暇が取れる農業経営にしたい”

と考えたことを契機に，土地利用型園芸作物の導入

と契約栽培，水稲の省力技術，雇用・労務管理の改

善等の取組を進め，働きやすい会社づくりを実現し

た経緯を紹介いただきました。会場からは契約栽培

や労務管理などについて多くの質疑応答がなされ，

有意義な研修会となりました。  

 普及センターでは土地利用型園芸作物の導入に

向けた取組を支援します。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 12 月 20 日 

「現場力」向上のための労務管理・人材育成

研修会を開催しました！！ 

令和元年 11 月 19 日，事例に学ぶ「現場力」向上

研修と題して，各法人の労務管理や人材育成の取組

をあらためて見直し，より良い取組とすることを目

的に研修会を開催しました。当日は，管内の平成 23

年以降に設立した園芸関係法人の他，関係機関担当

の参加がありました。  

 講演では，株式会社東馬場農園代表取締役及び労

務管理担当者から，「安定生産を実現するための労

務管理・人材育成の取組」と題して，自社農園にお

ける労務管理や人材育成の取組の他，課題解決に向

けた方向性について講演を頂きました。また，管内

の事例として，株式会社イグナルファーム代表取締

役から「我が社における人材育成フロー」と題して，

人材育成の考え方や育成のための取組方向などに

ついて話題提供を頂きました。さらに，本県試験研

究機関からも関連する研究成果や研究中の課題に

ついて情報提供がありました。  

 意見交換では，「社員・パートのモチベーション向

上のための留意点は？」や，「客観的なデータ取得・
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活用は？」などについて意見交換が行われ， (株 )東

馬場農園代表取締役からは，「社員のモチベーショ

ン向上は能力と仕事のマッチングをしてあげるこ

とが大切で，また，客観的なデータは基準として必

要。」との助言などがありました。参加者からは，「客

観的なデータを活かし，評価や工夫を行っていきた

い。」などの声がありました。今後とも，普及センタ

ーとしても関係機関と連携し，改善を進める園芸法

人を支援していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 24 日 

ＪＡ加美よつば酪農部会が鳥獣被害対策の

研修会を開催 

令和元年 12 月 20 日に加美町でＪＡ加美よつば酪

農部会が，鳥獣被害対策の研修会を開催しました。 

当管内では，鳥獣被害が増加しており，特にイノ

シシによる被害が全体の約 8 割を占めています。研

修では，まず加美町役場職員から，被害状況と町で

実施している鳥獣被害対策補助事業について紹介

がありました。続いて，当所農業振興班職員から「イ

ノシシの生態と農作物被害対策」と題して対策事例

を紹介するとともに，「人が利用しなければ，果樹や

廃棄野菜は餌付けになってしまうため片付けるこ

と，隠れ場所をなくすこと」とそのポイントを説明

しました。  

 今回の研修会が，鳥獣の生態に基づいた効果のあ

る被害低減対策につながることを期待します。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月 24 日 

ほ場整備地区にかかる意見交換会が開催さ

れました 

気仙沼市，南三陸町内ほ場整備地区 10 地区の営

農組織を対象とした意見交換会が，令和元年 12 月

12 日にＪＡ新みやぎ南三陸地区本部で開催されま

した。  

 本意見交換会では，各営農組織の取り組みや課題

についての情報交換が行われたほか，来年作へ向け

て各農薬資材メーカーから資材の特徴等の説明が

ありました。  

 普及センターからは，本年産米の作柄概況及び来

年作へ向けた土づくり等について情報提供を行い

ました。  

 出席した営農組織からは，担い手不足や後継者に

ついての課題や，資材の低コスト化等の要望が出さ

れ，今後も関係機関が連携し，各営農組織の支援を

行っていくことを確認しました。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 24 日 

稲作実践盟友会の稲作経営総合検討会が開

催されました 

稲作実践盟友会は 12 月 12 日に大崎市鳴子地区の

ホテルを会場に，稲作技術の向上と会員相互の情報

交換を目的として，会員 13 名参加による稲作経営

総合検討会を開催しました。本検討会では，「ひとめ

ぼれ」の多収・食味コンクール表彰後，普及センタ

ーから稲作の作柄概況についての報告，メーカーか

ら新農薬等の情報提供がありました。  

 本会は地域の栽培・多収技術体系の検討と情報交

換の目的に賛同した大規模稲作経営者らで平成５

年に設立された組織で，会員は現在 19 名となって

おります。「ひとめぼれ」の多収・食味コンクールは

設立当初から続く事業で，会員が持ち寄った坪刈株

を共同で脱穀，籾摺りを行い，その後，普及センタ

ーが粒厚，品質及び食味分析の支援を行っています。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月 26 日 

小松（正月仏花用）が初出荷～管内での新た

な取組～ 

南三陸町にある農業法人（株）南三陸 PinePro で

は，昨年度からお正月需要にあわせてクロマツ（枝

物用）の栽培を行っています。クロマツは，お正月

用の松飾りや仏花，生け花用に欠かせない花材であ

り，輸入品も多くなっている昨今，国産に対する需

要は大きくなっています。   

 松飾り等に使用する「若松」や「門松」は，通常，

定植から３～４年間かけて栽培した主枝を出荷し

ます。栽培２年目の今年は，側枝を収穫し，仏花等

に使用するための「小松」として初出荷しました。

出荷に先立ち，目揃え会や茨城県への産地視察を行

い準備を進め，緊張の初出荷となりましたが，無事

に出荷を迎えた生産者からは喜びと今後への期待

が感じられました。若松も含めた本格出荷は来年か

らスタートする予定です。  

 クロマツ栽培は，出荷まで長期に渡りますが，鳥

獣被害が無く，冬場の収入確保や遊休農地の解消に

つながる品目として期待が寄せられています。  

普及センターでは，今後も地域に適したクロマツ

栽培体系の確立や生産安定・拡大に向けた取組を支

援する予定です。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・

支援  

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月６日 

「食育推進研修会」を開催しました 

大崎地域農村生活研究グループ連絡協議会では，

子供達の健やかな成長に寄与する食育の推進を図

るとともに，女性農業者が健やかで生き生きとした

生活実現の一助とするため，毎年「食育推進研修会」

を開催しています。    

今年度は，11 月 27 日（水）に加美町小野田福祉

センターで，国際薬膳食育師 特級師範の堀桃氏を

講師に，薬膳について研修しました。    

最初に，「いつもの食材が薬膳に！『冷え対策』で

体ぽかぽか」と題して，薬膳の基本的な考え方，万

病の元である冷えの対策，タイプ別の予防法や解消

法についての講話がありました。    

その後，５グループに分かれて調理実習を行い，

①鮭と乾物のミルクスープ，②根菜とキノコのキー

マカレー（黒ご飯で），③切り干し大根のバーニャカ

ウダ（冬野菜で）と体を温める料理３品を作りまし

た。    

調理実習後，試食をしながら情報交換等を行い，

交流を深めることができ，有意義な研修会となりま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

石巻農業改良普及センター 

令和元年 12 月２日 

「いしのまき地域『収穫祭』」にて，農産物の

直売と新米「だて正夢」のＰＲを行いました 

令和元年 11 月 26 日，県石巻合同庁舎で開催され

た「いしのまき地域『収穫祭』」に，石巻地区４Ｈク

ラブと石巻地域生活研究グループ連絡協議会が出

展し，直売を行いました。  

この収穫祭は，同日に県石巻合同庁舎で初めて開

催された「第１回ふれあいコンサート in 石巻合庁」

と併催されたもので，両グループのほかにも畜産加

工・水産加工・特用林産の事業者が出展し，石巻地

域の味覚が勢揃いしました。  

両グループはそれぞれ定期的に合同庁舎での直

売活動を行っていますが，この日は季節の野菜を中

心にいつもよりも品揃えを増やして臨んだ結果，た

くさんの来庁者の方にご購入いただき，県民の方と

の交流を深めることができました。  

併せて，県東部地方振興事務所農業振興部がお米
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の新品種「だて正夢」のＰＲブースを設置し，普及

指導員を含め職員が試食ご飯のお振る舞いを行い

ました。約 130 食の試食はあっという間に配られ，

もちもちとした食感がとてもおいしいと大好評で

した。また，会場ではさんまのつみれ汁の振る舞い

もあり，コンサートと収穫祭は大盛況でした。  

普及センターでは，今後とも，青年農業者や女性

農業者の活動を支援してまいります。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月２日 

なすの安定生産に向けてクロルピクリン錠

剤を用いた土壌消毒実演会を開催しました 

  大崎農業改良普及センター管内の古川地域は夏

秋なすの産地として知られており，県内産なすのお

よそ６割を生産していますが，近年は連作の影響で

土壌病害が問題になっています。特に今年は土壌病

害の被害が多く，普及センターにも多くの相談が寄

せられました。  

そこで，令和元年 11 月 26 日に普及センター主催

で，ＪＡ古川なす部会員を対象にクロルピクリン錠

剤を用いた土壌消毒実演会を開催しました。  

資材メーカーの担当者を講師に，クロルピクリン

錠剤の特徴と使い方について説明を受けた後，消毒

作業の実演を行いました。古川地域ではクロルピク

リン錠剤を扱った経験のある生産者が少なく，実演

会に参加した生産者は熱心に説明を聞いていまし

た。    

 普及センターでは今後土壌消毒終了後の防除効果

の確認を行うとともに，「高接ぎ木なす」の導入や二

次感染防止のためのハサミの消毒の徹底の呼びか

け等，土壌病害対策の取り組みを支援していく予定

です。  

 

 
大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月２日 

春に向けて，たけのこ加工研修会が開催され

ました 

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

っています。商品の品質向上を目指して，11 月 26

日に「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」が開催されました。「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

を広く伝えるために結成され活動しています。  

  研修会では，たけのこの下準備から瓶詰めの方法

までを基礎から学びました。瓶詰め・煮沸は実演し

ながら丁寧に教えていただき，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ました。  

普及センターでは引き続き，直売所の商品のレベ

ルアップにむけた支援を行っていきます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月６日 

モ～ランド・本吉 夏期放牧終了 

気仙沼市営放牧場モーランド・本吉では，４月 19

日に開始された本年度夏期放牧が終了し 12 月５日

に夏期放牧に係わる報告会が開催されました。    

越冬した 38 頭と４月に入牧した 25 頭をはじめ，10

月までに 53 頭の育成牛を受け入れ，１日の平均放

牧頭数は 68 頭と昨年の 1.7 倍となりました。この

内 48 頭が初妊牛となり 11 月までに 31 頭が退牧し

ました。    

報告会では，発育は本年の猛暑により一時停滞し

たものの越冬牛，新規入牧牛共に良好であり，疾病

等については抑えられ治療を要した牛は無かった

との東部家畜保健衛生所から報告があり，報告会に

参加した預託農家の期待に応えられる結果となり

ました。来年度も越冬牛 56 頭に加えて，４月から

新規入牧を受け入れ酪農家の期待に応えられる放

牧事業を展開することとしています  



8 

 

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年 12 月 10 日 

第 43 回大和町枝肉共励会が開催されました 

大和町畜産振興協議会主催による「第 43 回大和

町枝肉共励会」が 11 月 20 日に仙台中央卸売市場食

肉市場で開催されました。    

 当日は大和町内の生産者８戸が丹精込めて育て

た黒毛和種肥育牛 17 頭が出品されました。Ａ５率

は 70．6％と市場の年間Ａ５率 65％を上回り，また，

去勢の平均 BMSNo.(※注 )は 9.1 と非常にハイレベ

ルな共励会となりました。    

 そのような中，高橋三江氏の出品牛が「チャンピ

オン賞（ＣＰ賞）」を受賞しました。審査員の講評に

よ る と Ｃ Ｐ 賞 の 枝 肉 は 枝 肉 重 量 676.5 ㎏ で ，

BMSNo.12 という枝肉格付の数値だけでなく，サシ

が細かい点や切開面のバランス，見た目の脂肪質な

ども良いところが高評価につながったとのことで

す。    

 全体を通して，昨年を上回る成績であり，来年の

共励会も楽しみな結果でした。    

 ※注：“さし”や霜降りとよばれる。１から 12 までの  

12 段階で評価され，高い方が良い。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月 11 日 

いちご育苗研修会 

11 月 25 日（月）に令和元年度いちご育苗研修会

を開催し，生産者等 16 名が出席しました。登米市

のいちごは，米山町や南方町を中心に，作付面積

6.7ha，産出額 1.5 億円の産地となっています。現

在，令和元年産のいちごの収穫が始まりましたが，

来年の安定生産に向け，炭そ病等の育苗中の病害防

除について育苗研修会を開きました。  

 普及センターからは，育苗期間中に問題となって

いる病害について説明を行いました。特に，炭そ病

は雨や灌水等の水跳ねによって感染が拡大してし

まうため，克服するためには育苗期間中の対策が重

要です。その対策の１つとして底面給水を提案しま

した。次に，メーカーからは底面給水マットを用い

た育苗方法について説明していただきました。生産

者からは，給水マットの設置方法や使用中の管理な

どについて意見が出され，育苗中の病害防除の関心

が高まり，対策の必要性を十分に学んでいただきま

した。  

 今後も普及センターでは，新技術や事業活用など

情報提供をして支援していきます。  

 
 

 

美里農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

令和元年産大豆の刈取指導会が開催されま

した 

令和元年産大豆の刈取り指導会が，11 月１日小牛

田地域，11 月５日田尻地域，11 月６日南郷地域，

11 月７日松山地域，11 月８日涌谷地域，最後は鹿

島台地域で 11 月 18 日に開催されました。            

大豆の刈取にあたっては，①子実水分と茎水分が

低下したことを確認する。②汚粒防止のため雑草の

抜き取りや青立ち株を除去する。などの注意点を確

認するとともに，事故防止に努めるよう指導を行い

ました。  

今年は例年になく生育が良いほ場が多かった反

面，台風 19 号等の台風や大雨の影響で刈取を断念

するほ場も見られました。  

普及センターでは，高品質な大豆生産に向け，支

援を行っていきます。  
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美里農業改良普及センター 

令和元年 12 月 17 日 

糸みつばの現地検討会が開催されました 

11 月 21 日（木）に美里町の南郷地域で，ＪＡみ

どりの糸ミツバ部会が主催の「糸ミツバ現地検討会」

が開催されました。糸ミツバを土耕で栽培している

産地は減少しており，県内でも珍しい土耕糸ミツバ

の産地です。部会員は現在６名で，高齢化による労

力不足や，ハウス内の環境による生育障害，低温多

湿条件で発生する菌核病などの病害が課題となっ

ています。    

当日は各生産者のほ場を巡回して，糸ミツバの生

育状況を確認した後，参加者全員で意見交換を行い

ました。また，普及センターより，冬場の栽培管理

と病害防除について講義を行いました。互いに助言

し合う様子も見られ，有意義な検討会となりました。 

 普及センターでは，今後も糸ミツバの安定生産の

ために継続して支援していきます。  

 
 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 18 日 

水稲採種組合の研修会が開催されました 

金成末野水稲採種組合は 12 月４日に大崎市鳴子

地区のホテルを会場に，採種技術の向上を目的とし

て研修会及び反省会を開催しました。普及センター

から本年度の気象・生育経過と種子審査の総括につ

いて説明を行い，ＪＡ農産物検査部門の担当者から

本年産水稲の品質・被害粒の状況について報告を受

けました。本年は７月中旬の低温や８月上旬の異常

高温など気象変動が激しい年となり，気が休まらな

い時期が続きましたが，生産物は全量正種子となり

計画対比 101％を達成しました。  

 当組合は，優良種子の生産に長年取り組んでおり，

本年で 58 年目を迎えました。毎年，自主的な苗審

査のほか，組織的にほ場審査に対応し，地域の女性

等の力を活用しながら共同で刈取・乾燥・調製を行

うなど，意欲的に種子生産に取り組んでいます。  

 研修会後の反省会では，組合員同士で本年の苦労

話などに花を咲かせたり，来年への抱負を語り合い

ました。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 12 月 26 日 

ぶどうせん定講習会の開催 

ＪＡいしのまき主催のぶどうせん定講習会が 12

月 20 日に開催されました。ＪＡの直売所に出荷し

ているぶどう生産者を対象として開催し，25 名の生

産者が参加しました。  

 ＪＡいしのまき管内では，皮付きで食べられるこ

とから，近年需要が高まっている「シャインマスカ

ット」をはじめとする大粒系ぶどうの栽培が拡大し

ており，講習会には栽培に取り組んで間もない生産

者を含め，多くの生産者が参加し，ぶどうのせん定

方法，栽培管理の方法などについて活発に質問が出

されておりました。  

 ＪＡいしのまきでは，今後もぶどうの産地化を目

指して，６月には房づくり講習会などの開催を計画

しており，石巻産のぶどうが多く店頭に並ぶことが

期待されます。  

 
 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の

支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月２日 

集落ぐるみで鳥獣被害対策！集落点検マッ

プを作成しました 

当普及センターでは，ニホンジカ等による農産物

の被害を防止するため，気仙沼市八瀬地区を対象と

して「集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業」を活

用し，効果的な対策について検討しています。  

 去る令和元年 11 月 21 日（木）には第２回目の

勉強会を開催し，（一社）サスティナビリティセンタ

ーの相澤氏を講師に，地域住民と現地ほ場を巡回し

ながら，防護柵・くくり罠の設置状況や周辺環境（誘



10 

 

因物・空き家・野生鳥獣の痕跡など）の現状を確認

した後，集落点検マップを作成しながら問題点の洗

い出しを行いました。参加者は現地を歩きながら，

「この柵の設置方法では侵入されてしまう」「この

空き屋の柿の木を放置したままでは鳥獣を寄せ付

けてしまう」「ここは個人対応ではなく隣人との協

力が必要」など，ひとつひとつ問題点を確認しなが

ら意識を共有しました。  

第３回目の勉強会では，今回確認した問題点を整

理し，次年度に向けた対応策を集落ぐるみで検討す

ることとしています。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確

保・育成に向けた支援  

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 10 日 

大崎市青年就農ミーティングが開催されま

した 

 令和元年 12 月５日に青年農業者 25 名及び関係機

関が一堂に会し，第３回大崎市青年就農ミーティン

グが開催されました。  

 講演会では宮城県青年農業士の関口英樹氏（蔵王

町）より「家族経営協定について」との演題で家族

経営協定締結のメリットや形骸化させないための

工夫等を講演いただきました。出席者からは締結後

の変化や親と話合うきっかけについての質問がな

され，関口氏より円満な家庭を築くことで仕事も順

調に進む等のアドバイスもいただきました。  

 また，大崎市武元世界農業遺産推進監より「大崎

市の農業の可能性～オランダ農業を参考として～」

との演題でオランダと大崎市の農業環境比較から

大崎市の強みを示し，市独自の海外研修支援事業の

紹介がなされました。  

 講演の合間には新規就農者にねぎ生産者が多い

ことから青年農業者 12 名が生産したねぎの食味コ

ンテストが実施され，大崎市古川の佐藤寛之氏が見

事初代ネギ王に輝きました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 12 日 

みやぎ農業未来塾「農業経営力向上研修会」

を開催しました 

令和元年 11 月 18，25 日及び 26 日に青年農業者

を対象とした「農業経営力向上研修会」を開催しま

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回では決算修正と損益計算書・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

対照表の読み方についてをテーマとして，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と比率分析を学習し

ました。 

参加者からは「これから青色申告を始めるので，

家に帰ったらさっそく活かしたい。」や「今回の話は

難しかったので，しっかり復習したい。」との感想を

いただき，経営内容の把握に向けて前向きな姿勢が

見られました。 

当所ではフォローアップも実施し，引続き青年農

業者の皆様の経営力向上を支援していきます。 
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石巻農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

令和元年度女性農業者キャリアアップ講座

を開催しました 

令和元年 11 月 29 日に，令和元年度女性農業者キ

ャリアアップ講座として「干し芋加工と直売所向け

野菜栽培研修会」を開催し，８名が参加しました。 

参加者は，まず１カ所目として，川崎町の「芋屋

芋蔵」岩渕正樹氏の６次化の取り組みについて視察

しました。岩渕氏は平成 30 年に就農し，生産したサ

ツマイモから焼きいもや干し芋を作って販売を行

っています。サツマイモは主に「紅はるか」という

甘みの強い品種を使い，一度焼きいもにしてから干

し芋にすることで美味しさを凝縮させています。 

岩渕氏から，サツマイモの栽培と干し芋加工につ

いて講話を受けました。続けて，干し芋加工に実際

に使われている作業場とサツマイモの保存場所を

視察し，質疑応答を行いました。 

２カ所目の視察先では，柴田町の村田ファーミー

ズ会理事佐藤民夫氏から，直売所販売での取り組み

について講話を受けました。佐藤氏は平成 14 年に

就農し，道の駅村田等に野菜を出荷しています。育

苗と定植時期を工夫して品薄の時期への出荷を行

い，味と品質にこだわる栽培で直売所に多くのファ

ンを獲得しています。 

佐藤氏からサツマイモやニンジンなどの直売所

向け野菜の栽培方法，直売所で売る時のコツなどに

ついて伺った後，野菜洗浄機やサツマイモの保管場

所などを視察し，質疑応答を行いました。 

いずれの視察先でも講話内容について参加者か

らの関心が高く，時間いっぱいまで活発な質疑応答

が行われました。 

参加者からは，『美味しい干し芋の加工方法が分

かった。自分でも取り組み，販売してみたい』，また

『今回教えてもらった野菜栽培のコツを今後の栽

培で実践していきたい』との声が聞かれ，冬の商品

として人気のある干し芋の加工方法および品薄に

なりがちな冬期の直売所向け野菜栽培について学

べた実りのある講習会になりました。 

普及センターでは，今後も女性農業者の起業活動

について，継続的に支援を行っていきます。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年 12 月 13 日 

女性農業者交流会を開催しました 

令和元年 12 月５日に，女性農業者交流会として

「牛乳料理講習会」を開催し，18 名が参加しました。

参加者は，まず講師から，フライパンで手軽に作れ

るミルクパスタ，パンプキンポタージュ，ベイクド

チーズケーキの作り方について説明を受けました。

続けて，調理実習を行い，昼食をとりながら牛乳の

栄養と酪農についての講話が行われ，参加者は実習

で作った料理を味わいながら交流を深めていまし

た。 

参加者からは，『ミルクパスタをフライパンで簡

単に作れるのが良い。自宅でも早速やってみたい』，

また『普段話すことのない年代の方とお話ができて，

刺激を受けた』との声が聞かれ，栄養満点の乳製品

を普段の食事に取り入れるレシピを学んだ実りの

ある講習会になりました。 

普及センターでは，今後も女性農業者の交流活動

について，継続的に支援を行っていきます。 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年 12 月 16 日 

環境に優しいいちご栽培を学ぶ  ～みやぎ

農業未来塾（３回目）～ 

令和元年 12 月６日（金），管内でいちごを栽培す

る新規就農者を対象に，天敵を利用した防除技術の

習得と新規就農者同士のつながりを作ることを目

的として，名取市と亘理町内のいちごハウスを会場

に研修会を開催しました。 

会場では，天敵の利用に加え，毎日の換気や温度・

水の管理，施肥など幅広く意見交換が行われました。 

研修会場となった先輩農業者からは，意欲的に学

ぶ新規就農者に，「いつでも見に来て」と温かい応援

の声がかけられました。 

普及センターでは，これからも新規就農者の栽培

技術支援を行ってまいります。 
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大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 17 日 

令和元年度大崎４Ｈクラブ農村教育青年会

議が開催されました 

 令和元年 12 月 17 日に大崎４Ｈクラブ農村教育青

年会議が開催されました。 

 プロジェクト発表の部では手島輝氏が「茎ブロッ

コリーの増収を目指す」，三浦善幸氏が「休耕田を活

用し地域雇用と向き合うために」，笠原怜氏が「事業

計画を作ろう」との題名で経営改善のために取組ん

だ内容を発表しました。また，農村青年の主張部門

では佐々木寿記氏が「今までとこれから」，齊藤彰人

氏が「15 年」との題で農業にかける熱い想いを発表

しました。 

 審査の結果，プロジェクト発表部門は三浦氏が，

農村青年の主張部門は齊藤氏が最優秀賞に選ばれ

ました。審査員からは「素晴らしい取組みなので今

後にも期待する」，「農業者が減少する中でこのつな

がりを大事にしてほしい」と激励の言葉をいただき，

今後４Ｈクラブ活動を通じたより一層の経営力向

上が期待されます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月９日 

パソコン簿記勉強会を開催！ 

令和元年 12 月９日に，パソコン簿記勉強会を開

催し，新規就農者等７人が参加しました。 

 11 月１日の「パソコン簿記集合研修会」では農業

簿記ソフトの使用方法について学びましたが，今回

は個別に合わせた初期設定や取引の入力方法につ

いて，普及センター職員に相談しながら入力しまし

た。最初は操作に苦労していましたが，確認しなが

ら作業を行うことで少しずつ慣れたようでした。勉

強会は３月の確定申告に向け棚卸や決算処理など

毎月１回程度開催する予定です。 

 普及センターでは今後も個別支援を継続し，新規

就農者等の経営管理支援を行っていきます 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月 23 日 

みやぎ農業未来塾「土壌の基礎知識」を開催 

令和元年 12 月 13 日（金）に，新規就農者等 31 人

を対象に土壌の基礎知識を学んでもらうため，登米

農業改良普及センターみやぎ農業未来塾「土壌の基

礎知識」を開催しました。 

新潟食糧農業大学食料産業学部の伊藤豊彰教授

を講師に招き ,①土壌の役割②土壌物理性の良否と

改良法③主要な土壌成分の特徴と施肥法について，

土壌はなぜ大切なのかという話から始まり，土壌・

肥料に関して幅広く，わかりやすく，かつ熱く語っ

ていただきました。大学の講義さながらの豊富な内

容にもかかわらず，参加者は熱心にメモをとり，た

くさん質問が出るなど大変前向きな様子がうかが

えました。 

普及センターでは，来年１月にも農薬に関する基

礎知識に関する未来塾の開催を予定しており，今後

も基礎技術の向上を支援していきます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月 24 日 

登米地域農業法人セミナー開催 

12 月 16 日，登米合同庁舎において，農業法人を

対象に登米地域農業法人セミナーを開催しました。 

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，経営面積約 110ha，社員 10 人と

臨時雇用約 1,400 人（年間延べ人数）で稲作ともち

加工販売，道路除雪を経営の柱に，責任者制度，作

業計画作成，安全衛生の取組について講演いただき

ました。 

講演では，経営理念の重要性や，代表者に万一の
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ことがあっても会社が回る組織づくりが必要だと

いう考えのもと，人材育成，社員への権限移譲を進

めてきた具体的な手法についてお話いただきまし

た。 

参加者からは，「すばらしい取組に感銘を受けた」，

「自社でも意識の高い社員を育てたい」などの意見

が聞かれました。今後一層の経営発展が期待されま

す。 

普及センターでは，今後も法人経営の発展に向け，

支援してまいります。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月２日 

あ・ら・伊達な道の駅で「地元産花き及びせ

りのＰＲイベント」を開催 

 令和元年 11 月 23 日（土）に，株式会社池月道の

駅において，道の駅で販売されている花きのＰＲを

目的に「あ・ら・伊達な秋の花即売会」が開催され

ました。 

 即売会では，ハボタンの寄せ植えを中心とした対

面販売を始め，花卉部会員が作成した寄せ植え等の

展示，アレンジ等のワークショップや花きＰＲチラ

シ（花ごよみ）の配布等を行いました。 

 併せて，岩出山産のせりを使ったせり汁のふるま

いやせりレシピチラシの配布を行い，新たな園芸品

目として取り組んでいる岩出山産せりのＰＲも行

いました。せり汁は約 200 名分準備し，約 30 分ほ

どで終了となりました。 

 即売会終了後，早速，部会員から来春でのイベン

ト開催に向けた話が出るなど，今回のイベントの手

応えを感じていたようでした。 

 普及センターでは今後も，あ・ら・伊達な道の駅

花卉部会の花きの生産安定と消費拡大に向けた支

援を行っていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月３日 

ルーラルガイド講習会を開催しました 

令和元年 11 月５日，栗原市この花さくや姫プラ

ザ（志波姫）で栗原市生活研究グループ連絡協議会

「令和元年度ルーラルガイド講習会」が開催され，

協議会会員 26 人が参加しました。この講習会は，会

員の技術習得や会員同士の交流・情報交換を目的と

して，今回は「会席料理 丸勝」（栗原市一迫）代表 

阿部 朗 氏を講師に，栗原市若柳産のれんこんを使

った地産地消料理講習会が行われました。 

メニューは「れんこんつくね焼き」と「れんこん

すり流し汁」で，参加者は講師のデモンストレーシ

ョンや説明を熱心に見聞きし，互いに協力しながら

実習に取組んでいました。講師からは，「地域食材の

ＰＲのために素材の味を活かした調理法をとって

いる」等自身の地産地消の取組みや意義についても

紹介があり，参加者からは講習会を通じて「地域食

材の味の良さを実感した」，「地域食材の使用が地域

を守ることに繋がると感じた」等の感想が聞かれま

した。 

今後，参加者が講師となって地区毎に技術伝達講

習会が開催され，講習会で得られた技術・知識が地

域に広く伝わっていくこととなっております。 
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大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月５日 

令和元年度大日本農会農事功績者表彰「緑白

綬有功章」受章 

令和元年 11 月 21 日に公益社団法人大日本農会に

よる農事功績者表彰が同会総裁の秋篠宮皇嗣殿下

の御臨席のもと東京都の石垣記念ホールで行われ，

大崎市の高橋正則・順子夫妻が緑白綬有功章を受章

されました。 

この表彰は大日本農会が明治 27 年から行ってい

る表彰事業で，これまで 13,877 名が表彰されてい

ます。農業者が対象となる表彰は「紫白綬有功章」

と「緑白綬有功章」があり，高橋夫妻が受章した「緑

白綬有功章」は農業改良の奨励または実行上顕著な

功績を上げ，地域農業の発展に貢献し，相応の農業

所得をあげている農業者等を表彰しています。  今

回，全国で 68 名が表彰され，宮城県では高橋夫妻が

唯一の受章となりました。 

高橋夫妻は，直売活動の立上げや女性農業者組織

の活性化など，長年の功績が認められ表彰されまし

た。積み重ねられた功績に深く敬意を表しますとと

もに，今後も農業経営を発展され，地域のみならず

県内の農業活性化に向け，益々，御活躍されること

を祈念いたします。 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月６日 

令和元年度ふさすぐりせん定講習会を開催

しました！ 

 12 月４日，栗原市花山地区のふさすぐり栽培ほ場

で，せん定講習会を開催しました。本講習会は，本

年度の栗原農業改良普及センタープロジェクト課

題「中山間地域における小果樹類の生産性向上及び

新商品開発」の一環であり，小果樹ふさすぐりの生

産性や作業性を向上させることを目的としており

ます。 

 当日は，普及センターの佐々木技術次長を講師に

せん定の実演を行いました。雪がちらつく中，参加

者は，ふさすぐりの樹の特徴やせん定方法の説明に

熱心に耳を傾けていました。また，参加者からは，

せん定だけでなく施肥や除草など，その他の管理方

法についても多くの質問が出され，栽培技術への関

心の高さが伺えました。 

 今年度，普及センターの活動の中で，花山地区で

は，ふさすぐり援農バスツアー等により交流人口の

拡大や収穫労力の確保を図ってきたところです。し

かし，高齢で管理が難しくなってきた栽培者もおり，

生産面の強化も重要となっています。一方，本講習

会の参加者の中には昨年から今年にかけてふさす

ぐりを新植，または，栽培数を拡大した方もおり，

今後，地域のモデル的な栽培者となることが期待さ

れます。 

 普及センターでは，小果樹類等をきっかけとした

取組みを通じて中山間地域の振興を支援していき

ます。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年 12 月 12 日 

都市と農村の意見交換交流会を開催しまし

た 

 高齢化や過疎化が進む中山間農村地域の振興を

図るためには，農村と都市部の交流促進や次代を担

っていく人材の育成，安全・安心で魅力ある農産物

の生産振興など様々な角度からの取り組みが必要

となっています。   

 普及センターでは，本年度における重点活動項目

の一つとして，「地域の特色を活かした農村地域の

振興」を掲げ，加美町の東鹿原（ひがしかのはら）

地区を対象に活動を行っていますが，その一環とし

て令和元年 12 月６日に加美町小野田の東鹿原集会

所を会場に都市と農村の意見交換交流会を開催し

ました。   

 はじめに農村部から都市部の消費者へ何をどの

ように伝えたら良いのか，また，都市部の人が行っ

てみたくなるような魅力ある農村とはどのような

所なのかなど情報発信や農観（農業と観光）連携の

ありかたについて専門家に講演をいただき，その後

都市部の代表者として参加していただいたみやぎ

生協の方々から生産者と消費者の仲立ちとなる「産

消直結」の取り組みについて，さらに地域おこし協

力隊終了後加美町で農業を始めた都市部出身の新

規就農者から活動報告をいただきました。   

 一連の講演の後には，東鹿原産の新米による昼食

をとりながらの意見交換や集落内の巡回，はくさい

の収穫体験などを行いました。 

 普及センターでは，今回いただいた貴重な御意見

をもとに生産者，関係機関と連携・協力し中山間地

域東鹿原地区の活性化を進めていきます。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 12 日 

「くりはらのりんご祭り」が行われました 

 令和元年 11 月 27 日(水)に栗原合同庁舎の駐車場

において，栗原市果樹連絡協議会の恒例行事である

「くりはらのりんご祭り」が行われました。これは，

栗原管内で生産されているりんご生産の即売を行

うとともに，地域の消費者の方々へ周知広報するこ

とを目的に実施されています。販売の際には，くり

はらのりんご生産者マップを掲載したチラシを配

布して，りんご祭り後の販売にも取り組んでいます。 

 当日は，晴天にも恵まれ，10 時の即売開始前から

来訪する方もいて，当初用意したりんご約 420 袋が

お昼前に完売してしまいました。 

 この行事を毎年楽しみに来訪する常連の方もお

り，栗原市果樹連絡協議会では，次年度以降も開催

していく予定とのことです。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年 12 月 23 日 

登米地区農村生活研究グループ連絡協議会

生活改善実践交流交歓会開催 

 令和元年 12 月 10 日（火）に，登米地区農村生活

研究グループ連絡協議会生活改善実践交流交歓会

を開催しました。 

 近年，葬祭会館の利用が多くなり，自らつくるこ

とが少なくなった精進料理について，忘れないよう

にという思いも込めて「登米地域の精進料理」の調

理実習を行いました。 

 講師には，精進料理の会員を講師に，「さんこや」

「くるみふかし」「てんぷら」「寒天」をつくりまし

た。 

 グループ員 15 人の参加があり，一テーブル，一料

理で進め，参加者からは調理における工夫やポイン

トなど参考になったとの意見があり，最後には皆で

美味しく頂きました。「今後も精進料理の講習を受

けたい」との声もあったため，継続して支援してい

きます。 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 23 日 

「栗原ふぁーみんぐ女子会 2019」で女子力ア

ップ！ 

 12 月９日（月）に「栗原ふぁーみんぐ女子会 2019」

を開催しました。この会は，栗原市内の女性農業者

の地域・世代を超えた交流を促し，同業の顔なじみ

を増やすことで営農や地域活動に対する意欲の増

進を図ることを目的としています。今回はその一環

として，この花さくや姫プラザ（栗原市志波姫）で

料理講習会を実施しました。当日は 20 代から 60 代

まで 12 人が参加しました。 

 講師には，インド出身で宮城県農業大学校を卒業

後，遠田郡美里町で 2013 年に就農した「あーりあわ

らと農園」のブシャン アケボノ氏をお呼びしまし

た。ブシャン氏は，自身が栽培した野菜類を直接販

売またはレトルトカレーへ加工している他，父と兄

がそれぞれ経営するインドカレー店へも出荷して

おり，出張料理講習等の講師としても活躍されてい

ます。 

 今回のメニューは「ヒヨコ豆と野菜のインドカレ

ー」，「クミンライス」，「ドレッシングから作るサラ

ダ」で，参加者は講師の説明に熱心に聞き入り，知

識を吸収していました。中には初対面同士の方もお

りましたが，共同作業や試食を通じて地域・世代を

越えた交流が行われていました。参加者からは，「ま

た参加したい」，「似た立場の女性と交流できて嬉し

い」といった感想が聞かれました。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月 23 日 

牛乳料理講習会を開催しました 

 牛乳を食材として利用することで料理の幅を広

げるようと，気仙沼地区生活研究グループでは株式

会社森永から講師を招き，牛乳料理講習会を開催し

ました。  

 メニューは「ヨーグルトサラダうどん」「まぜまぜ

コーンスープ」「きなこヨーグルトのバナナパフェ」

の３種類で，レシピに基づき調理しました。  

 実食したあとは，カルシウムをとる重要性などに

ついて講話をいただきました。   参加者からは，

「チーズとごぼうの相性が良かった」，「ヨーグルト

ごまだれは意外とおいしかった」「夏メニューとし

て良かった」「メニューを地域の料理講習会など取

り入れてみたい」等の意見があり，好評でした。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年 12 月 25 日 

麦芽飴づくり講習会を開催しました 

 「麦芽飴」は，作り手の高齢化などにより，食す

ることは少なくなりましたが，郷土料理の伝承を目

的に気仙沼市で講習会を開催しました。   

 講師の農家レストラン「はまなす工房」代表の三

浦氏は，以前，餅を中心としたメニューの中に，麦

芽飴もメニューの一つとしてお客さんに提供して

きました。作業の工程に時間と手間がかかることか

ら，作業工程で大事なところや，その他の細かい作

業についても教えていただきました。 

  麦芽飴は一日でできあがらないため，できあが

りの状態も作成していただき，試食しました。数十

年ぶりに食べる人がほとんどで，当時を懐かしんで

いました。 地域の伝統食が，これからも受け継がれ

ることが期待されました。 

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年 12 月 27 日 

被災した丸森町の農業者の営農相談を実施

しました 

 台風 19 号で甚大な被害を受けた丸森町では，農

業者の早期営農再開に向けてＪＡ，金融機関，行政

機関が支援を実施しているところです。   

大河原普及センターでは，ＪＡみやぎ仙南や丸森

町と協力して 12 月 11 日（水）から 12 月 13 日（金）

までの３日間，営農相談会を実施し，約 40 名の相談

を受けました。 

内容は被災農業者支援の補助事業申請や農地復

旧，被災した水田における代替作物栽培など多岐に

わたり，支援機関が連携しながら相談に応えていき

ました。 

また，今回相談会に参加できなかった農業者の

方々には，改めて個別で相談会を実施するなど，農

業者の支えとなるよう活動を実施しています。  

 引き続き，大河原普及センターでは，被災農業者

の早期営農再建に向け支援を行っていきます。 

 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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NEWS LETTER No.156 2020.2 

              紹介内容(1/1～1/31)                  

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 美里農改：涌谷町金のいぶきの実績検討会が開催されました 

○ 美里農改：令和元年産酒米作柄検討会が開催されました！ 

○ 亘理農改：亘理名取地区「りんごせん定講習会」を開催しました 

○ 大崎農改：大崎地域そば栽培講習会を開催しました 

○ 美里農改：病害虫防除勉強会を開催しました！ 

○ 石巻農改：水稲直播栽培講習会が開催されました 

○ 栗原農改：栗原市果樹連絡協議会でりんごのせん定研修会，りんご防除暦説明会及び令和２年度 

通常総会を行いました 

○ 栗原農改：直売所向けの果樹栽培講習会を行いました 

 

 競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○ 気仙沼農改：６次産業化・農商工連携推進のための研修会を開催しました  

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台・食味コンクール表彰式並びに「うまい米づくり」研修会が開催されました 

○ 美里農改：ＪＡ新みやぎみどりの地区きゅうり部会品種検討会が開催されました  

○ 大崎農改：ＪＡ古川半促成トマト部会現地巡回指導会が開催されました  

○ 登米農改：宮城県米づくり推進登米地方本部生産振興部会の開催 

○ 登米農改：りんごのせん定・防除暦講習会が開催 

○ 仙台農改：札幌市内で「みやぎフェア」が開催されました 

 

                                                      

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 気仙沼農改：気仙沼・南三陸地域園芸振興大会が開催されました 

○ 栗原農改：栗原農村青年会議＆栗原農業未来塾が開催されました 

○ 石巻農改：「石巻地区農村教育青年会議」を開催しました 

○ 登米農改：「令和元年度新規就農者支援向上会議」の開催 

○ 石巻農改：女性農業者交流会を開催しました 

○ 栗原農改：地域営農の継承のために～集落営農ステップアップ研修会開催～  

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 美里農改：美里地区生活研究クラブで牛乳・乳製品料理講習会を開催しました  

 

 東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 石巻農改：石巻市北限オリーブ研究会の３部会会議を開催 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

美里農業改良普及センター 

令和２年１月８日 

涌谷町金のいぶきの実績検討会が開催され

ました 

令和元年 12 月９日に，令和元年産「金のいぶき」

の実績検討会が開催され，涌谷町の「金のいぶき」

栽培者と稲作部会員の 24 名が参加しました。今年

の水稲の生育は全般的に良好に経過し，作況指数は

宮城県 102 の「やや良」の結果となりました。「金

のいぶき」については，目標とした収量及び品質が

確保され，これまでにない好成績となりました。今

年の結果に対して，参加した栽培者は自信を深めた

ようでした。また，参加した稲作部会員も関心を持

っており，今後の作付け拡大が期待されます。普及

センターでは，高品質な「金のいぶき」の生産に向

け，支援を継続します。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年１月８日 

令和元年産酒米作柄検討会が開催されまし

た！ 

「松山町酒米研究会」（会長：櫻井敬，会員 30 名 

平成７年設立）では，県内で最大となる約 72ha 酒

米の作付けを行っており，作柄検討会を令和元年 12

月 14 日みどりの会館で開催しました。  

 普及センターからは，美里地区の水稲作柄につい

て生育調査ほのデータの分析と令和２年産に向け

た対策の解説を行いました。  

 また、古川農業試験場で育成中の酒造好適米系統

「東北酒 218 号」については，意見交換が活発に行

われ、期待の高さが伺えました。  

 「東北酒 218 号」は「蔵の華」と比べて大粒で，

心白発現率が高く，従来のお酒とは全く違うタイプ

の酒ができると酒蔵からも期待されており，研究会

では令和元年産として７ha の作付けを行いました。

研究会の一員でもある（株）一ノ蔵の分析結果にお

いても千粒重は従来品種に比べ 20％以上も大きく，

整粒歩合も 90％以上を確保しているとの中間報告

がありました。  

 （株）一ノ蔵では，地域の特色を活かした日本酒

づくりを進めており，「東北酒 218 号」を使った新

たな商品開発を進めています。  

 さらに，大崎市では，世界農業遺産ブランド認証

制度に取り組んでおり，その土地でしかできない酒

米及び日本酒の生産を支援し認証していきたいと

の意見も出されました。  

 普及センターでは，生産，実需両面から大きな期

待が寄せられている「東北酒 218 号」の推進に向け，

支援を行っていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年１月 24 日 

亘理名取地区「りんごせん定講習会」を開催

しました 

亘理管内は県内有数のりんご生産地です。この時

期，各りんご園では，せん定作業を開始しています。

この作業に先立ち，亘理名取果樹振興協議会主催の

「りんごせん定研修会」を１月 14 日に開催したと

ころ，管内生産者等約 40 名の出席がありました。  

研修会では，農業・園芸総合研究所果樹チームの

大沼チームリーダー他，チーム員２名が講師となっ

て「ふじ（マルバカイドウ台，M.26 台）」のせん定

の実技指導を行いました。管内では定植後 50 年を

超える古いりんごの樹が多く，日当たり改善を主と

して，枝の配置についてのアドバイスをいただきま

した。当日は，後継者とともに参加しているりんご

生産者もおり，親子で熱心に学んでいる様子もうか

がえました。  

普及センターでは今後も定期的な巡回指導や各

地域で開催される現地研修会等で技術指導を行い，

当地域の品質の高いりんごの安定生産を支援して

いきます。  
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大崎農業改良普及センター 

令和２年１月 27 日 

大崎地域そば栽培講習会を開催しました 

大崎普及センター管内のそばは，大崎市鳴子温泉

地区を中心に作付けされていますが，昨年から加美

町で新規に作付けする生産者がいるなど地域的な

広がりが見られています。そこで，そば栽培の基本

技術習得に向け，管内のそば生産組織を対象に「大

崎地域そば栽培講習会」を開催しました。  

まず，大崎市鳴子総合支所より令和元年産のそば

の作柄について報告した後，（株）スマイルフィール

ドの中鉢代表取締役より「そば栽培のポイント」と

題して講習を行いました。中鉢氏からは，「そば栽培

にはほ場の排水対策が一番重要。明きょや暗きょで

ほ場の排水性を高めることと，砕土率を上げすぎな

いことがポイント」との話がありました。また，鬼

首そば生産組合からも，「播種前に何度も耕起して

しまうと，土の排水性が悪くなるので気をつけるこ

と」とのアドバイスをもらいました。普及センター

からは情報提供として，令和元年に実施した高速畝

立て播種やドローンによる受粉補助について説明

を行いました。  

今回の講習会では，生産者自らが講師となったこ

とで，栽培にあたっての細かいコツを聞くことがで

き，参加者は非常に有意義な講習会となったようで

す。普及センターでは引き続き，大崎地域のそばの

生産振興について支援していきます。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年１月 27 日 

病害虫防除勉強会を開催しました！ 

１月９日（木），涌谷町で農事組合法人 21 世紀の

構成員を対象とした第２回目となる「病害虫防除勉

強会」を開催しました。現在，当普及センターでは

プロジェクト課題対象の（農）21 世紀へ「青ねぎの

栽培技術定着による生産性の向上」を目標に支援を

行っています。管内の今作の青ねぎは初夏から秋口

にかけて，特にべと病の発生が多く，防除に苦労し

ました。そこで今回は来作に向けて病害虫防除の見

直しと改善を行いたいという要望があり，開催する

こととしました。  

当日は，病害防除の基本や化学的防除のポイント，

青ねぎで使用している薬剤の系統と特徴について，

普及センターより講義を行いました。構成員は意欲

的に参加しており，有意義な勉強会となりました。 

普及センターでは，今後も勉強会を継続して行い，

青ねぎの栽培技術定着を支援していきます。  

 
 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年１月 29 日 

水稲直播栽培講習会が開催されました 

令和２年１月 23 日に，水稲の直播栽培講習会が

河北地区で開催され，河北地区の生産者やＪＡいし

のまきの職員が出席しました。石巻管内の直播栽培

の取組面積は約 780ha と県内トップです。直播栽培

は，水稲栽培の省力化技術として注目されています

が，石巻管内では，以前から転作の取組が盛んで麦

類や大豆の播種用の機械を所有している生産者が

多く，それらを応用することができる播種様式の乾

田直播の取組が盛んです。  

 乾田直播栽培においては，除草対策が栽培管理の

重要なポイントで，除草対策の成否が収量に大きく

影響します。  

 河北地区では湛水直播の取組もみられるため，普

及センターからは湛水直播の栽培管理について説

明を行いました。湛水直播栽培では，種籾を資材で

コーティングします。資材の種類は，種子への酸素

供給を目的としたカルパー，籾が浮くことと鳥害を

防ぐ鉄，土壌中に発生する発芽抑制物質を押さえる

べんがらモリブデンがあります。それぞれの資材の

特徴について，長所や短所を中心に，播種時の田面

の硬さ，播種後の水管理が出芽や初期生育，雑草防

除に大きく影響することについて説明を行いまし

た。  

 今回の講習会では，生産者から除草剤の使用方法

についての質問が出たり，自身の経験から栽培管理

の要点を述べていただくなど，活発な意見交換が行

われました。普及センターは今後も高収量・高品質

な水稲栽培を支援して参ります。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年１月 29 日 

栗原市果樹連絡協議会でりんごのせん定研

修会，りんご防除暦説明会及び令和２年度通

常総会を行いました 

令和２年１月 10 日に栗原市果樹連絡協議会で，

りんごせん定講習会，りんご防除暦説明会及び令和

２年度の通常総会を行い，会員 17 名が出席しまし

た。  

りんごせん定講習会では，農業・園芸総合研究所

花き・果樹部の大沼上席主任研究員ほか担当職員を

講師に，出席会員と意見交換し，樹形の方向性を確

認しながら，対象樹のせん定を行いました。また，

りんご防除暦説明会では，前年 12 月に実施した防

除暦作成検討会で病害虫の発生状況や農薬の登録

状況を確認，検討の上，決定した内容について説明

しました。  

引き続き実施された令和２年度通常総会へは，栗

原農業改良普及センター所長を始めとして関係機

関から来賓が出席の上，行われ，令和２年度の議案

等について審議の結果，全ての議案が承認されまし

た。  

普及センターでは，議案承認された栗原市果樹連

絡協議会の行事運営に対して，適切な技術指導を行

いながら当地域のりんごの安定生産を支援してい

きます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年１月 30 日 

直売所向けの果樹栽培講習会を行いました 

令和２年１月 21 日（火）に直売所への出荷者を

対象とした果樹栽培講習会の依頼があり，当普及セ

ンター職員が雨よけぶどうといちじくの栽培講習

を行いました。当日の出席者は，県北部の生産者を

主体に約 50 名の出席がありました。  

雨よけぶどうの栽培については，近年生産が拡大

しているシャインマスカットの栽培技術を基本と

して，育苗ハウス等の雨よけ栽培におけるぶどうの

植付けから枝の誘引，ジベレリン処理，病害虫防除

など一連の栽培管理方法と導入時の経費概算等に

ついて講習を行いました。  

いちじくの栽培については，露地栽培における時

期別の栽培管理として，芽かき，敷きわら（マルチ），

追肥，摘心，収穫，整枝せん定及び主な病害虫防除

について講習を行いました。  

質疑応答では，ぶどうの収穫時期の延長技術や着

果量の目安等について質問がありました。また，い

ちじくでは地域に適した品種などについて質問が

あり，栽培に対する関心の高さがうかがえました。 

普及センターでは，新たな栽培者が増加するよう，

機会を捉えて栽培講習会への出席や情報提供を行

っていきます。  

 
 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・

支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１月 29 日 

６次産業化・農商工連携推進のための研修会

を開催しました 

農業者による６次産業化や農商工連携の取組を

スムーズに支援できるよう，管内の市町，ＪＡ等関

係機関担当者を対象に研修会を開催しました。  

研修会では，地域資源による商品づくりを実践す

る株式会社ヤマウチの山内社長から講演をいただ

くとともに，宮城県６次産業化サポートセンターか

ら支援活動の紹介をいただきました。  

山内社長の講演では，自社の製品は地元三陸産の

原料を使用し，無添加，手造りにこだわり，原料は

最も美味しい時期になる旬のものを使用している

ことや，商品は第一に自分が納得できるものをつく

ることなど売れる商品をつくり出すポイントにつ

いてお話しをいただきました。  

また，６次産業化サポートセンターからは，現地  

の支援活動事例や農業者の目標実現に向けた専門

家による支援等の活動を紹介いただき，農業者の相

談窓口となる担当者と支援機関との連携について

理解を深めました。  
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安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

仙台農業改良普及センター 

令和２年１月６日 

ＪＡ仙台・食味コンクール表彰式並びに「う

まい米づくり」研修会が開催されました 

令和元年 12 月４日にＪＡ仙台主催で，生産者の  

技術向上を目指して「米食味コンクール」審査委

員会が開催されました。その結果をもとに 12 月 18

日には表彰式並びに「うまい米づくり研修会」がせ

んだい農業園芸センターで開催され，58 名の組合員

が出席しました。  

本年は，７月の低温・日照不足，出穂後の高温に  

より，米生産には厳しい条件でありましたが，組合

員からは 631 点もの応募がありました。審査委員会

では，食味分析と味度分析，官能検査による総合評

価をもとに受賞者が決定されました。入賞した米は

いずれも，素晴らしい出来映えで，表彰式では，出

品した米の食味における総合評価が高かった生産

者から，食味大賞１名，最優秀賞４名，優秀賞８名

が表彰されたほか，ＪＡ仙台の支店のうち，食味向

上に特に積極的な取組が見られた４支店が特別賞

として表彰されました。最も評価の高かった食味大

賞は生出支店管内で「ひとめぼれ」を出品した山田

泰生氏が受賞しました。    

表彰式と同時開催された「うまい米づくり研修会」

では，普及センターが食味向上に向けた，栽培技術

の講義を行い，参加者は各生育ステージにおける栽

培管理を確認しました。また，木徳神糧株式会社の

石森好宏氏からは，市場ニーズを考慮し，食味で選

ばれている「宮城県産ひとめぼれ」の品質確保と，

「ゆみあずさ」等の業務用多収品種の生産量確保を

呼びかけられ，食味と需要を意識した米づくりの必

要性が改めて感じられました。    

普及センターでは，品質・食味の向上を目指す生

産者の栽培支援を継続してまいります。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年１月８日 

ＪＡ新みやぎみどりの地区きゅうり部会品

種検討会が開催されました 

  12 月３日（火）にきゅうり部会の品種検討会が開

催されました。きゅうり部会は管内各地区の露地・

施設栽培の生産者で構成されています。  

 当日は，種苗会社等から施設及び露地栽培で推奨

する品種や土壌改良資材等について紹介があり，生

産者は次作へ向けて熱心に話を聞いていました。    

 普及センターからは，近年管内でも被害がでてい

るネコブセンチュウ類対策について情報提供を行

いました。  

 今後は土壌分析研修会を行う予定となっており，

普及センターでは継続して栽培技術等の支援を行

っていきます。  

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年１月 20 日 

ＪＡ古川半促成トマト部会現地巡回指導会

が開催されました 

ＪＡ古川半促成トマト部会の現地巡回指導会が

１月 14 日から始まりました。指導会には部会員の

ほかＪＡ古川の担当者，タキイ種苗，普及センター

の担当職員が参加しました。ＪＡ古川半促成トマト

部会では毎年 12 月から翌年の３月にかけて，関係

機関と連携した指導会を実施しており，全部会員の

ほ場を巡回し生育状況の確認と技術指導を行って

います。    

巡回の結果，今年は暖冬の影響で例年よりも生育

が進んでおり，誘引やホルモン処理等の作業を早め

に行うよう呼びかけました。また，一部のほ場は乾

燥気味であったため，かん水量を増やすように指導

しました。病害虫の被害はほとんどみられませんで

した。    

次回の巡回指導会は２月に実施予定です。普及セ

ンターでは今後もトマトの安定生産のため引き続

き支援していきます。  
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登米農業改良普及センター 

令和２年１月 22 日 

宮城県米づくり推進登米地方本部生産振興

部会の開催 

令和２年１月 17 日に令和元年産米の作柄を振り

返り，次年産へ向けた取組を検討するため，登米市

やＪＡみやぎ登米等関係機関で構成する宮城県米

づくり推進登米地方本部生産振興部会会議を開催

しました。  

令和元年産米の作柄は，７月上中旬の低温等によ

る影響が危惧されたものの，その後天候が回復し，

作況指数は 102 の「やや良」となりました。しかし

ながら，特に８月上旬の高温登熟等により１等米比

率（うるち玄米）は，64.4％（令和元年 11 月末日現

在）と過去 10 年で最も低くなり，気象変動に対応

した栽培技術の徹底やリスク分散の重要性が増し

ています。  

このことを踏まえ，令和２年度の稲作に当たって

「品質・食味向上と安定生産に向けた技術支援」等，

４つの重点推進項目について協議し，行政及び農業

関係機関・団体が一体となって “高品質米づくり”

を推進していくことを確認しました。  

また，台風第 19 号による農業被害への支援事業

の進捗状況や新品種「だて正夢」の生産拡大等につ

いて情報交換を行いました。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年１月 30 日 

りんごのせん定・防除暦講習会が開催 

令和２年１月 29 日に，ＪＡみやぎ登米りんご生

産部会が「せん定・防除暦講習会」を開催し，17 人

の部会員等が参加しました。  

当日はあいにくの大雨となり，果樹園でのせん定

講習会は中止となりました。雨による中止は過去に

例がなく，部会員は残念がっていました。  

中田営農センターでの講習会は，農業・園芸総合

研究所果樹チームから今年度のりんごの生育状況

や試験研究の概要，普及センターからは令和 2 年度

の防除暦や殺菌剤の概要について説明しました。参

加者からは果実の日焼け対策や，今年度発生が多か

った褐斑病対策について質問が挙がり，せん定講習

ができなかった分，活発な意見交換が行われました。 

普及センターでは，病害虫対策や栽培技術支援に

ついて，今後も現地巡回や生育情報誌による情報提

供等を通して支援していきます。  

 
 

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年 1 月 31 日 

札幌市内で「みやぎフェア」が開催されまし

た 

宮城県産の野菜は近年札幌圏における需要が高

まっており，宮城県園芸作物ブランド協議会では，

産地の顔が見える取組として札幌市内店舗にて試

食販売会を行い，販売推進を図っています。今回は，

県内７つのＪＡが参加し，１月 23 日～24 日にかけ

て札幌駅の駅ビル，イオン，コープさっぽろ等で「み

やぎフェア」が開催されました。  

管内からは，ＪＡ新みやぎあさひな地区から曲が

りねぎ，ＪＡ仙台から松島トマト，ちぢみゆきな，

春菊の販売がありました。仙台普及センターも参加

し，店頭で曲がりねぎの試食提供を行いました。消

費者からは柔らかくて美味しいとの声が多く，栽培

方法についての関心も高いようでした。  

また，札幌市場においても試食ＰＲイベントが開

催され，宮城県村井知事や産地代表挨拶の後，曲が

りねぎのスープ，ちぢみゆきなとちぢみほうれんそ

うのおひたし，いちごの試食提供を行いましたが，

市場関係者にもとても好評でした。  

２日間を通じて宮城県産野菜のＰＲや札幌市場

関係者との意見交換ができ，販売促進につながるイ

ベントとなりました。   
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地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確

保・育成に向けた支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１月７日 

気仙沼・南三陸地域園芸振興大会が開催され

ました 

 ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部と関係機関で構成

する気仙沼・本吉地域農林業振興推進協議会は，12

月 17 日（火）気仙沼市のはまなす海洋館において，

「令和元年度気仙沼・南三陸地域園芸振興大会」を

開催しました。  

  ＪＡからは今後の園芸振興に関する説明や，来年

７月仙台市内に新規オープンするＪＡ直売所への

出荷の呼びかけなどが行われました。続いて，地域

内の若手園芸生産者から，これまでの苦労や将来に

向けての意気込みなど熱のこもった事例発表が行

われました。  

  農業改良普及センターからは，ＩＣＴを活用した

スマート農業の取組の紹介のほか，農作業アシスト

スーツや暑さ対策に役立つファン付きスーツを職

員自ら実装して紹介しました。  

  今回は管内の農業者に，地域内で頑張っている若

手農業者を知ってもらう良い機会となり，また，Ｊ

Ａ合併後のさらなる園芸生産拡大に向けて意欲の

高まる大会となりました。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年１月９日 

栗原農村青年会議＆栗原農業未来塾が開催

されました 

令和２年１月８日，栗原４Ｈクラブ農村教育青年

会議が開催されました。第１部は，栗原農業未来塾

として「野菜作りのための土づくり」について普及

センター職員を講師に研修を受けました。クラブ員

の経営の基礎となる技術の研修であり，熱心に受講

していました。第２部では，２月１日に開催される

宮城県農村青年会議「農村青年の主張部門」栗原地

区代表から農業にかける熱い想いの意見発表があ

りました。発表後，参加者から「聴衆に語りかける

ように話したらよいのではないか」，「聴衆が発表者

の思いを描けるようにもう少し具体的に」等，助言・

激励の言葉をいただきました。 

また，当日は，新規就農者の参加もあり，４Ｈク

ラブ員とのつながりを作ることができたようです。

今後も４Ｈクラブ活動を通じた技術・経営力向上が

期待されます。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年１月 21 日 

「石巻地区農村教育青年会議」を開催しまし

た 

令和２年１月 16 日，「石巻地区農村教育青年会議」

を開催しました。農村教育青年会議とは，地域の若

手農業者の集まりである４Ｈクラブ員が，自らの営

農の中で課題を設定して取り組んだプロジェクト

や，日頃の農業に対する想いを発表する会議です。

この日は，クラブ員１名が，自らが実家の農業を継

承する決意をしたきっかけや，将来的に取り組んで

いきたいことを「農村青年の主張」として発表しま

した。 

審査員を務めた石巻農業士会会長や普及センタ

ー幹部からは，「もう少し地域との関わりや，同年代

との切磋琢磨の話を持ち込むと良い」「原稿の位置

や目線の高さに気を付けて」といったアドバイスを

受けました。 

このアドバイスを元に発表内容をブラッシュア

ップし，２月１日に開催される宮城県農村教育青年

会議の石巻地区代表として，発表予定です。 

会議終了後には，宮城県農村教育青年会議での健

闘を祈念して，石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会会長

から記念品が贈呈されました。 

普及センターでは今後とも，農村青年のスキルア

ップを支援してまいります。 

 
 

 

 

 

 



7 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年１月 23 日 

「令和元年度新規就農者支援向上会議」の開

催 

令和２年１月 16 日に，「令和元年度新規就農者支

援向上会議」を開催し，関係機関や生産者（登米農

業マイスター）19 人が参加しました。登米地域では，

平成 28 年度から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」により，新規就農者の早期生産技術習得や経

営安定化等を図っています。当会議は，新規就農者

の確保・育成における先進事例を学び，登米農業マ

イスター制度の定着と担い手育成システムの発展

を目的に開催したものです。 

先進事例紹介では，山形県の OSIN の会（大江町就

農研修生受入協議会）の渡辺誠一会長と研修生の阿

部愛さんを招き，「大江町の受入体制 ～OSIN の会

の設立から，今後の課題まで～」と題して，新規就

農者の受入体制や，活動内容，研修生から見た OSIN

の会について事例紹介していただきました。渡辺さ

んは，大江町の農家の高齢化や耕作放棄地の増加を

見据え，後継者の育成を図るため，仲間農家９人で

平成 25 年４月に OSIN の会を設立しました。OSIN の

会では，新農業人フェアでの勧誘や新規就農者等の

研修受入，町・ＪＡの支援のもと新規就農者用共同

農機具の貸出，研修生や独立就農者用の住宅整備な

どの支援を実現させています。会の設立後，平成 30

年４月現在で家族を含め 40 人以上が他県から大江

町に移住しており，これらの取り組みが評価され平

成 30 年の全国優良経営体表彰にて農林水産大臣賞

を受賞されました。 

普及センターからは，登米農業マイスター制度な

ど令和元年度の新規就農者支援実績について報告

し，総合討議では，各関係機関やマイスター，講師

の方々と活発な意見交換をしました。 

普及センターでは，今回の会議で学んだ先進事例

を活かし，関係機関と連携しながら登米農業マイス

ター制度の定着と担い手育成システムの発展を目

指します。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年１月 29 日 

女性農業者交流会を開催しました 

令和２年１月 23 日に，「女性農業者交流会～花で

つながるこころの絆～」を開催し，７名の女性農業

者が参加しました。 

参加者は，まず講師を務めたガーベラ生産者の西

條由美恵氏のハウスを見学し，西條氏から，ガーベ

ラの栽培方法や特徴，一日の作業スケジュールの説

明を受け，収穫作業と花を保護するためのキャップ

かけ作業を体験しました。その後，石巻市永井いき

いきセンターで，西條氏が栽培したガーベラ等を花

材に花束の作成実習を行いました。参加者からはガ

ーベラの栽培方法等について活発に質問が寄せら

れると共に，実習中は真剣に花材を選び，参加者同

士で話を弾ませながら自分だけの花束を作成して

いました。 

参加者からは，『今まで知らなかったガーベラ栽

培について教えてもらい，勉強になった』，『楽しい

交流会だった』，『花束作成実習を通して癒やされた』

との声が聞かれるなど，楽しみながら学び，交流を

深めた実りのある交流会となりました。 

普及センターでは，今後も女性農業者の交流活動

について，継続的に支援を行っていきます。 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年１月 31 日 

地域営農の継承のために～集落営農ステッ

プアップ研修会開催～ 

 令和２年１月 16 日（木）に栗原市志波姫『この花

さくや姫プラザ』で「栗原地域集落営農ステップア

ップ研修会」（栗原市農業経営・生産対策推進会議主

催）が開催され，集落営農組織，集落営農法人，関

係機関などから約 50 人が参加しました。 

 講師には，全国各地の農業者とともに「２階建て

方式の集落営農」によって地域を再生する実践活動

を実施されている，農山村地域経済研究所所長の楠

本雅弘氏を招聘し，「集落営農による地域づくり－

水田営農を継承するために地域で取り組むこと－」

と題して講演いただきました。 

 楠本氏は，任意組織である集落営農組織を継続す

ることの問題点を提示し，早急な法人への移行を提

案しました。その中では，自らが関わった全国の多

数の事例の中から，法人では多様な経営・営農形態

が可能であること，後継者育成の役割があることに

ついて重点的に紹介いただき，参加者は今後の組織

の在り方について意識を高めたようでした。 

 当日は研修会と別に，集落営農組合２組織の法人

化に向けた個別相談会も実施しました。いずれも集

落での話合いをベースに，早い段階で法人設立を目

指すよう助言をいただきました。組織の代表者らは

集落内での話合いや意識共有の必要性を強く感じ

たようで，各集落における今後の法人化に向けた活
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動の進展が期待されます。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

美里農業改良普及センター 

令和２年１月 29 日 

美里地区生活研究クラブで牛乳・乳製品料理

講習会を開催しました 

 美里地区生活研究クラブ連絡協議会（会員 42 名）

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

ます。 

 令和２年１月 15 日（水）に，第２回技術向上講座

として，雪印メグミルク東北コミュニケーションセ

ンター食育，普及担当を講師に牛乳・乳製品料理講

習会を開催しました。 

 16 名が参加し，４グループに分かれてチーズを使

ったメニュー３品の調理実習を行いました。参加し

たクラブ達員は，和気あいあいとした雰囲気の中で

協力して手際よく調理を進めていました。フライパ

ンの火加減や生クリームの泡立てなど気を遣う作

業もありましたが，短時間で納得のいく料理ができ

あがりました。 

 クラブ員からは，「フライパンで栄養たっぷりの

おいしいパンが簡単に焼けるなんて，すごい！」「調

理が簡単なのにお店で買うようなティラミスがで

きてうれしい。孫に食べさせたい。」などと感激した

声が聞かれました。 

 試食の後，普段の食事に上手に乳製品を取り入れ

て栄養バランスを整えるポイントについて講義を

いただき，クラブ員達は熱心にメモをとりながら話

を聴いていました。 

 美里地区生活研究クラブ連絡協議会では，来年度

も様々な研修会を開催する予定です。 

 
 

 

東日本大震災からの振興に関する支援  

石巻農業改良普及センター 

令和２年１月８日 

石巻市北限オリーブ研究会の３部会会議を

開催 

 東日本大震災からの復興のシンボルとして石巻

市において試作されている「北限のオリーブ」の収

穫，搾油作業が 11 月に行われました。これを受け

て，このたび研究会に設置している３部会（「栽培技

術・生産部会」，「特産品開発・６次産業化部会」，「震 

災復興活用部会」）の合同会議が開催されました。 

 本年は，約 100kg のオリーブ果実から約４リット

ルのオリーブオイルが搾油され，合同会議では，搾

油したオリーブオイルの試飲会を行いました。未成

熟な果実から搾ったオリーブオイルは，夏草の香り

に近いフレッシュな香りが高く，果実の緑を溶かし

込んだような緑色の濃いオイルに仕上がっており，

石巻産のオリーブオイルの品質の高さ，商品化に向

けた手応えを感じることが出来ました。 

 この他，合同会議においては，生産計画の見込み

や，商品化に向けた課題などについて，活発な意見

交換が行われました。 

 試験栽培も５年目を迎えたものの，まだ収穫量は

少なく，生産が軌道に乗るまで数年かかる見込みで

すが，石巻地域の新たな特産品として，また復興の

シンボルとして期待が高まっています。 

 
 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
 
 

 

 

 

 

 

みやぎの農業普及現場  NEWS LETTER No.156 

発行日：2020 年 2 月 19 日 

発行：宮城県農政部農業振興課 

編集：宮城県農政部農業振興課普及支援班 

 

TEL：022-211-2837 FAX：022-211-2839 

E-mail：nosin@pref.miyagi.lg.jp 

 

 

 

気仙沼 

mailto:nosin@pref.miyagi.lg.jp


みやぎの農業普及現場 NO.157 2020.3 

このニュースレターは，ホームページ(カラー版)でご覧になれます。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html 

このニュースレターに掲載している情報を一足早く紹介するブログもあります。https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu  

 

NEWS LETTER No.157 2020.3 

              紹介内容(2/1～2/29)                  

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 大崎農改：大崎市古川志田地区で大豆栽培の研修会を開催 

○ 亘理農改：水稲直播栽培勉強会「総合検討会」を開催しました  

○ 大崎農改：園芸振興セミナーで環境制御技術を紹介 

○ 亘理農改：亘理地域農業普及活動検討会（第２回）を開催しました  

○ 石巻農改：にこにこベリー”debut party” in 北海道!  

○ 大崎農改：大崎市岩出山産の種雄牛候補「稚洋」産子の巡回調査  

○ 農業振興課：「儲かる農業を実践する」みやぎ農業ＩＣＴ活用セミナーを開催  

○ 栗原農改：令和元年度栗原地域農業経営セミナーを開催しました 

○ 石巻農改：稲作総合検討会が開催されました 

○ 栗原農改：ＪＡ栗っこズッキーニ部会通常総会及び栽培講習会が開催されました  

 

 競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

○ 石巻農改：北海道の皆様，みやぎの野菜をお召し上がりください 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

○ 栗原農改：栗原市認定農業者協議会栗駒支部『勉強会』で稲作技術を再確認しました  

○ 美里農改：ＪＡ新みやぎ仙台小ねぎ部会連作障害対策研修会が開催されました   

○ 大崎農改：ＪＡ加美よつば春作キャベツ栽培講習会が開催されました  

○ 大河原農改：令和２年度産蔵王なし病害虫防除研修会が開催されました  

○ 石巻農改：上品の郷エコファーマー向けに農薬研修会を開催しました  

○ 大河原農改：台風 19 号からの復旧支援～ＪＡみやぎ仙南ネギ部会～  

○ 大河原農改：台風 19 号からの復旧支援～ＪＡみやぎ仙南角田いちご部会～ 

 

                                                      

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 登米農改：第２回登米農業改良普及センター普及活動検討会開催 

○ 大崎農改：大崎４Ｈクラブ員のプロジェクトが最優秀賞を受賞しました  

○ 石巻農改：石巻４Ｈクラブ会員が，県農業教育青年会議にて発表を行いました  

○ 登米農改：４Ｈクラブ「令和元年度登米市農村教育青年会議」が開催されました  

○ 石巻農改：マナーはみんなが気持ちよく働くためにある。「農業法人経営発展のための若手人材育成     

研修会」を開催しました 

○ 登米農改：みやぎ農業未来塾「農薬の基礎知識」を開催！ 

○ 石巻農改：石巻農業士会現地視察交流会を開催しました 

○ 石巻農改：令和元年度第２回石巻地域普及活動検討会を開催しました 

○ 亘理農改：若手女性農業者が農場ＰＲ演習で相互交流 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu
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○ 大崎農改：大崎農業士会・美里地区農業士会合同研修会 

○ 栗原農改：「栗原農業未来塾 次世代経営塾」を開催しました 

○ 農業振興課：「宮城県女性農業士交流研修会」～自分たちの姿に感激！仲間達の頑張りに勇気を  

もらった～ 

 

 地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

○ 石巻農改：人・農地プラン検討会が開催されました 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

○ 栗原農改：地域の営農継承に向けて～農事組合法人やつきファーム設立～  

○ 大崎農改：令和元年度第２回大崎地域農業改良普及活動検討会を開催  

○ 栗原農改：令和元年度第２回栗原地域普及活動検討会を開催しました 

○ 気仙沼農改：大谷地区のブランド復活へ｢まるだいいもプロジェクト｣ 

○ 気仙沼農改：大唐桑栽培愛好会の 15 周年記念イベントが開催されました 

○ 大崎農改：大崎市古川農産加工クラブが最優秀賞を受賞されました 

 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月４日 

大崎市古川志田地区で大豆栽培の研修会を

開催 

令和２年１月 29 日に大崎市古川の志田地区転作

集団を対象に大豆栽培に係る研修会が開催されま

した。  

研修会には生産者 10 名が参加し，大崎農業改良

普及センターから令和元年産大豆の作柄概況と，土

づくりや雑草防除等大豆の栽培管理の留意点につ

いて説明しました。  

参加した生産者からは「大豆を栽培するうえで土

づくりの重要性が分かった」，「雑草は大豆の品質低

下にもつながるので防除を徹底したい」との意見が

あり，また生産者同士で意見交換をする良い機会と

なりました。  

普及センターでは大豆の収量・品質確保のために

今後も引き続き支援していきます。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年２月４日 

水稲直播栽培勉強会「総合検討会」を開催し

ました 

 亘理農業改良普及センターでは，水稲直播栽培の

技術向上と普及に向けて，今年度「直播栽培勉強会」

を立ち上げました。乾田直播に取り組む，名取市の

農業法人及び山元町の生産者のほ場を会場に，栽培

管理に関する生産者間または関係機関との情報交

換を定期的に行ってきました。  

令和２年１月 21 日には，今年度の「勉強会」の総

括となる「総合検討会」を開催し，生産者および関

係機関合わせて 25 名が参加しました。検討会では，

令和元年作を振り返り，苗立ちの安定化，適期雑草

防除，生育に合わせた肥培管理等，直播栽培の技術

ポイントを確認しました。参加者は，直播栽培に対

する理解を深めるとともに，次作での技術向上およ

び収量向上に向けて，意欲を高めた様子でした。  

普及センターでは来年度も引き続き，直播栽培の

技術向上・収量安定に向けた取り組みを推進してい

きます。  

 

 

 

 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月６日 

園芸振興セミナーで環境制御技術を紹介 

令和２年１月 21 日に，宮城県大崎合同庁舎で，

当普及センター（北部地方振興事務所）とＪＡ古川

なす部会の共催で園芸振興セミナーを開催しＪＡ

古川なす部会の生産者や関係者をはじめ約 50 名が

出席しました。今回のテーマは「環境制御技術」と

しており，まず，高知県の専門技術員から「高知県

の環境制御技術と産地戦略について～Next 次世代

へ進化～」と題した先進地の取組について御講演い

ただきました。続いて，既存の施設で環境制御技術

に取り組み始めた，県北のいちごときゅうり２名の

生産者から事例紹介をしていただきました。  

高知県では，環境制御技術の普及に努めた結果，

生産量が増加しており，事例発表者も年々収量を上

げていました。管内における環境制御技術の研修は

初めてでしたが，参加者からは今後も環境制御技術

を学びたいという要望が多くよせられました。これ

らもふまえ，当普及センターでは次年度なすの環境

制御技術関連活動を計画しています。  

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年２月６日 

亘理地域農業普及活動検討会（第２回）を開

催しました 

 令和２年１月 31 日に，今年度２回目の亘理地域

農業普及活動検討会を開催しました。  

この検討会は，外部の評価委員（市町，農協，消

費者代表，商工業団体，農業者代表など）に対して，

普及活動の取組状況や次年度計画を説明して，活動

手法や計画の妥当性などについての評価や課題解

決に向けた助言を頂くため，毎年２回開催していま
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す。  

 今回の検討会では，重点的に支援している活動（プ

ロジェクト課題）のうち，今年度で活動期間が終了

する３課題（大規模露地野菜経営の法人に対する支

援課題，「いちご」や「きゅうり」での先進的技術定

着の支援課題，新規就農者の売上確保の支援課題）

について，これまでの取組経過や活動成果などを説

明しました。  

また，次年度の普及指導計画（案）について概要を

説明するとともに，新たに設定したプロジェクト課

題（３課題）の内容を説明しました。  

 委員からは，新技術の普及にあたっては増収等の

効果とともに生産コストの視点を持つこと，活動で

得られた成果については周辺農家への波及を図る

こと等の助言をいただきました。  

 委員からの意見や助言を参考にしながら，今後の

普及活動に活かしていきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月７日 

にこにこベリー”debut party” in 北海道! 

令和２年１月 23 日，北海道札幌市の宮の森フラ

ンセスにて，一般消費者向けのお披露目会，「にこに

こベリーdebut party」が開催されました。北海道在

住の消費者 50 名が招待され，スペシャルゲストと

してみやぎ絆大使である黒羽麻璃央さんが登壇し，

華やかで盛り上がりのある会となりました。また，

｢にこにこベリー｣を使用したスイーツ 12 種類のス

イーツビュッフェと｢にこにこベリー｣，｢とちおと

め｣，｢もういっこ｣の三品種食べ比べコーナーを設

置。参加した消費者からは｢大粒でおいしい｣，｢甘み

と酸味のバランスが良い｣，｢切り口が真っ赤でスイ

ーツ映えする｣などにこにこベリーは大好評でした。 

県内の令和２年産｢にこにこベリー｣の栽培面積

は約 4.8ha。今後は販売促進・流通拡大に加えて生

産振興にも力をいれていきます。  

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月 10 日 

大崎市岩出山産の種雄牛候補「稚洋」産子の

巡回調査 

令和２年２月５日にＪＡ新みやぎいわでやま地

区本部管内で種雄牛候補「稚洋（わかひろ）」産子の

巡回調査を行いました。  

県畜産試験場で繋養している種雄牛は，県内の繁

殖農家で生産された雄子牛を調査，選抜し，さらに

その産子を生産，肥育して肉質調査を行うなど６年

あまりの年月と，生産者をはじめ多くの関係機関の

協力によって造成されています。  

「稚洋」は，「勝洋」を父として平成 28 年８月に

生まれました。種雄牛候補として調査したところ，

特に発育に優れ，兄弟などの成績から良好な肉質を

期待されています。試験交配を行い生産された子牛

33 頭中，いわでやま地区本部管内からは５頭が生産

されたため，今回発育や体型を調査しました。  

５頭の生産者は，玉造和牛改良組合の山口組合長

や繁殖農家組織「若牛会」の会員で，いずれも和牛

改良に積極的に取り組んでいます。その成果として，

地元から種雄牛が選抜されるよう期待しています。 

 
 

農業振興課 

令和２年２月 14 日 

「儲かる農業を実践する」みやぎ農業ＩＣＴ

活用セミナーを開催 

令和２年１月 16 日，せんだい農業園芸センター

みどりの杜を会場に，「『儲かる農業を実践する』み

やぎ農業ＩＣＴ活用セミナー」を開催しました。100

名を超える参加があり，ＩＣＴ活用に関する関心の

高さが感じられました。  

セミナーでは，始めに，「農業ＩＣＴの経営データ

を活用した儲かる農業を実践するために～全国の

活用事例から見えてきたこと～」と題し，株式会社

日本能率協会コンサルティング シニア・コンサル

タントの今井一義氏から講演いただきました。これ

からの農業経営では，農業ＩＣＴを活用し，経営の

特徴や課題をデータで見える化し，改善することが

重要であり，ＩＣＴデータを効果的に活用する手順

とポイントを，事例を交え，わかりやすく説明いた

だきました。  

また，株式会社一苺一笑代表取締役 佐藤拓実氏

及び有限会社アグリードなるせ  佐々木和彦氏か

らは，導入の経緯や経営・栽培データの活用事例を
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紹介いただき，その後，情報の共有化の定着をテー

マにパネルディスカッションを行いました。  

セミナーと同時開催したＩＣＴ活用機械・機器展

示会では，ほ場管理システム，生産管理センサー，

ドローン等 10 社の展示を行い，多くの生産者で賑

わいました。来場者からは，「数種類のシステムやド

ローンを実際に見ながら説明してもらうことで，導

入に向けて参考になった。」などの声が聞かれまし

た。  

県では，今後も県内の農業生産者にＩＣＴ技術の

活用について情報提供を行い，普及推進していきま

す。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年２月 14 日 

令和元年度栗原地域農業経営セミナーを開

催しました 

今後の農業経営における人材確保や雇用定着等

の経営戦略を考える一助とするため，令和２年２月

４日（火）に栗原市内の認定農業者，農業法人等を

対象に「令和元年度栗原地域農業経営セミナー」を

開催しました。  

講演の講師には，社会保険労務士・中小企業診断

士・行政書士である，すずき労務経営コンサルタン

ツの鈴木大輔氏をお迎えし，「農業経営における労

務管理と人材育成について」と題して，若者が持つ

農業に対するイメージや求職内容，魅力を感じる職

場環境等のあり方や雇用環境整備に必要な社会保

障制度，人材マネジメント等について御講演をいた

だきました。また，意見交換では，講演の質疑応答

のほか，法人経営者からの組織運営における苦労話

などの事例紹介もあり，活発な意見交換が行われま

した。  

出席した農業者 40 名は ,全員熱心に聴講し，今後

の農業経営を考える上で有意義なセミナーとなり

ました。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 21 日 

稲作総合検討会が開催されました 

令和２年１月 31 日に，ＪＡいしのまき稲作部会

主催の稲作総合検討会が行われ，管内の生産者 60 名

が出席しました。今回の検討会では，ＪＡ全農みや

ぎから，米穀情勢や農薬開発の動向について説明が

あり，普及センターからは令和元年産水稲の生育概

況と次年度に向けた対策について説明を行いまし

た。  

令和元年は，田植え後の天候に恵まれて初期生育

が旺盛だった一方，６月中旬から７月中旬の低温と

日照不足，８月上旬の出穂後の高温により，宮城県

の一等米比率は，過去 10 年で最も低い，65.4％と

なりました。ＪＡいしのまき管内においても白未熟

粒が多くみられるなどの影響がありました。このた

め普及センターから，白未熟粒の発生を防ぐために，

品種の特性に合わせた茎数・穂数の確保，後半の幼

穂形成期以降の葉色を低下させないため，追肥の実

施や緩効性肥料の施用，堆肥等の散布による土づく

りによる登熟期間の稲体の栄養分の維持について

説明を行いました。  

また，宮城県の新品種のだて正夢と金のいぶきの

栽培では，品種に合った栽植密度での田植えで穂数

が確保され，また追肥の実施により，生育後半の葉

色が維持されて収量が向上したデータを示しなが

ら，品種に適した栽植密度と追肥の重要性を説明し

ました。  

普及センターでは，令和２年産”高品質宮城米づ

くり”推進方策で示された，「晩期栽培や直播栽培等

の取組拡大」，「品種とほ場条件に合った施肥と水管

理や栽植密度」，「堆肥等の有機物施用による土づく

り」に基づいて，今後も石巻地域の水稲栽培を支援

して参ります。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年２月 21 日 

ＪＡ栗っこズッキーニ部会通常総会及び栽

培講習会が開催されました 

令和２年２月 13 日（木）にＪＡ新みやぎ栗っこ

志波姫支店で「ズッキーニ部会第４回通常総会及び

栽培講習会」が開催され，生産者 37 人が参加しま

した。  

 総会では，部会の発展と部会員の生産技術向上，

経営安定を図ることとし，７月には仙台市に新設さ

れる直売所での消費宣伝活動を行うことにしまし

た。また，年間出荷量１位，月間出荷量１位の生産

者を表彰し，部会員の生産意欲向上を図りました。 

 栽培講習会では，種苗メーカーから春まき栽培の

栽培技術について，普及センターから病害虫防除，

雑草防除と春まき栽培のポイントについて説明し，

生産者と質疑応答を行うなど栽培技術向上に向け

有意義な講習会となりました。  

 令和２年産については，ハウス栽培の播種作業を

始めている生産者もおり，今後，定植作業が行われ

ます。普及センターでは関係機関と連携しながら，

県内一のズッキーニ産地として生産の拡大に向け

た支援を継続していきます。  

 
 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・

支援  

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月７日 

北海道の皆様，みやぎの野菜をお召し上がり

ください 

令和２年１月 23，24 日札幌市場及び札幌地区店

舗（エスタ店，イオン，コープさっぽろ，マックス

バリュー）において｢にこにこベリー｣と宮城県特産

野菜（ちぢみほうれんそう，ちぢみゆきな，曲がり

ねぎ，せり，春菊）の試食販売会が行われました。    

１月 24 日朝に行われた札幌市場の試食会では本

格デビューした｢にこにこベリー｣の甘味・酸味，食

感が特に好評で宮城のいちご主力２品種（もういっ

こ，とちおとめ）を超すような高評価が得られまし

た。  

宮城特産野菜についても好評で特に｢ちぢみほう

れんそう｣は北海道でも生産されており認知度が高

く飛ぶように売れました。石巻で昨年より力を入れ

ている｢ちぢみゆきな｣は，札幌の消費者の認知度が

低く調理の仕方などを聞かれた際に適切に答えら

れない場面もありました。日頃，生産物を購入され

るお客様と接する機会がなく，調理の仕方や野菜の

特徴など質問され戸惑う場面もありましたが，最終

的には食べていただくまでが普及指導員に必要な

知識だな感じさせられました。  

 

 

 

 

 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

栗原農業改良普及センター 

令和２年２月６日 

栗原市認定農業者協議会栗駒支部『勉強会』

で稲作技術を再確認しました 

令和２年１月 24 日（金），栗原市認定農業者協議

会栗駒支部『勉強会』が開催され，支部会員 14 人が

参加しました。  

今回は，令和元年宮城県産米の一等米比率が 64．

8％（11 月 30 日現在）と過去 10 年間で最も低くな

り，支部会員も苦労したことを受けて開催されたも

ので，当普及センターの稲作担当者が講師に招かれ，

「これからの稲作技術について」勉強しました。  

普及センターからは，水稲の高温登熟障害対策技

術，つや姫・東北 194 号・萌えみのりの品種特性，

及び令和元年産水稲の生育概況と「令和２年産“高

品質宮城米づくり”推進方策」について説明し，理

解を深めていただきました。  

その後の質疑応答では，出穂後の水管理を細かく

確認する質問に交じって，「春に水田畦畔の枯草を

焼くのは，水稲栽培にとって良いことか？」「水田内

のわら焼きは，水稲生育に有害か？」等の，春作業

に関する質問もあり，活発な質疑応答が行われまし

た。  

今回『勉強会』で再確認した適期播種や晩期田植

えなどの技術を確実に実践することで，令和２年産

米は支部会員の栽培米が全量一等米になることを

期待します。  
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美里農業改良普及センター 

令和２年２月７日 

ＪＡ新みやぎ仙台小ねぎ部会連作障害対策

研修会が開催されました 

１月 28 日（火）に仙台小ねぎ部会の連作障害対

策研修会が開催されました。管内のこねぎは周年栽

培をしており，病害や雑草対策などを含む連作障害

対策が課題となっています。  

普及センターでは昨年，クロルピクリン錠剤によ

る土壌消毒試験を実施し，研修会でその試験結果の

報告を行いました。また，農薬メーカーからは資材

の使用方法の説明があり，農業・園芸総合研究所か

らは，連作障害の要因や対策の解説をしました。  

生産者からは，資材の使用方法の質問や病害の発

生要因等について質問が活発に挙がり，今後の対策

の参考となる研修会となりました。  

普及センターでは，引き続き小ねぎ部会の栽培技

術等の支援を行っていきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月 12 日 

ＪＡ加美よつば春作キャベツ栽培講習会が

開催されました 

令和２年１月 29 日に，ＪＡ加美よつば主催の春

作キャベツ栽培講習会が開催され，（株）渡辺採種場，

普及センター，部会員合わせて 30 名が参加しまし

た。ＪＡ加美よつばでは平成 29 年にキャベツ部会

が設立され，栽培技術向上のため作業開始前に栽培

講習会を開催しています。  

講習会では初めに，（株）渡辺採種場から，定植時

期・定植後の管理・ほ場準備のポイント・病害虫防

除・出荷物の貯蔵について説明がありました。  

次に普及センターから気象と生育経過について，

今作の春キャベツの生育が良好だった要因として，

例年よりも５～６月の気温が高かったことが挙げ

られることなどを説明しました。さらに，近年では

急激な降雨による湿害が増加してきている状況を

考慮し，明渠の設置，高畝栽培にする等の対策につ

いて説明しました。  

参加者からは，｢育苗時の最適温度は何度か｣等積

極的に質問がなされ，高い意欲が伝わってきました。 

普及センターでは今後もキャベツの安定生産に

向けて引き続き支援していきます。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年２月 14 日 

令和２年度産蔵王なし病害虫防除研修会が

開催されました 

令和２年２月７日金曜日に，蔵王町文化会館で蔵

王なし病害虫防除研修会が開催され，ＪＡみやぎ仙

南蔵王地区なし部会員約 50 人が参加しました。  

蔵王町のなし生産量は県内一ですが，令和元年は，

開花期の雨に加え，６月～７月の長雨と低温で推移

したことにより，なしの黒星病の発生が多かった１

年でした。  

普及センターからは，ＪＡみやぎ仙南蔵王地区な

し病害虫防除暦の内容及び薬剤の使用方法につい

て説明しました。また，宮城県農業・園芸総合研究

所園芸環境部の職員から，なしの黒星病防除対策の

落葉処理や薬剤防除等について講義いただきまし

た。  

今回の研修会で伝達したなしの黒星病防除対策

を実践することで，本年も蔵王町の安全・安心なお

いしいなしが，数多く消費者に届けられることが期

待されます。  
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石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 25 日 

上品の郷エコファーマー向けに農薬研修会

を開催しました 

令和２年２月 12 日，石巻市河北総合支所におい

て，管内の直売所である”上品の郷”に出荷してい

るエコファーマー認定者等を対象に，直売ならでは

の少量多品目栽培における農薬の使用方法，留意点

などについて，より理解を深めることを目的に研修

会を開催しました。  

研修会では，｢農薬の使用管理について｣と題して，

講師に普及センター職員があたり，農薬の保管管理

の他，ローテーション散布の推奨も加えた説明を行

いました。  

生産者からはＲＡＣコードについてなど，熱心な

質問が多く挙がり農薬の適正使用への意識の高さ

を伺うことができました。この研修により，より適

正な農薬使用が図られるとともに，より安全で生産

者のまごごろのこもった野菜の出荷が期待されま

す。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年２月 25 日 

台風 19 号からの復旧支援～ＪＡみやぎ仙南

ネギ部会～ 

ＪＡみやぎ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

ます。今回の台風第 19 号では約４ha が冠水し，１

週間近く冠水したほ場もあるなど，被害は甚大でし

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中耕などの指

導，補助事業に関する情報提供を行いました。被害

程度が軽微であったネギは，みやぎ生協において

「わけありネギ」として販売され，法人の部会員は

11 月恒例の「ねぎまつり」を開催し，地域の被災者

を元気づけました。  

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

を中心に栽培支援を行っていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和２年２月 25 日 

台風 19 号からの復旧支援～ＪＡみやぎ仙南

角田いちご部会～ 

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す。今回の台風第 19 号

による冠水のため，被災直後は収穫の見通しが立た

ず，栽培継続すら厳しい状況でした。  

 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いま

した。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ました。  

 これらの取組みにより，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ました。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ます。  
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地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確

保・育成に向けた支援  

登米農業改良普及センター 

令和２年２月３日 

第２回登米農業改良普及センター普及活動

検討会開催 

令和２年１月 30 日（木），登米合同庁舎において

第２回登米農業改良普及センター普及活動検討会

を開催しました。  

検討委員は農業者，農業法人，登米市・ＪＡみや

ぎ登米ほか地元ＦＭ局代表取締役，登米市食育推進

会議会長などで構成されており，６人が出席しまし

た。  

最初に，「農業法人の円滑な次世代承継」「きゅう

り環境制御技術のスキルアップによる生産拡大」

「スマート農業を活用した業務用多収米の安定生

産」「技術・経営力の向上による青年等就農計画の目

標達成」の４プロジェクト課題の取組成果を説明し，

その後，令和２年度登米農業改良普及センター普及

指導方針と新規プロジェクト課題「土地利用型農業

法人の体制整備による経営安定」について，意見を

伺いました。  

農業法人の経営承継や体制整備，スマート農業に

ついては多くの質問や意見をいただきました。  

これらの意見を参考に令和２年度の活動に活か

していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月４日 

大崎４Ｈクラブ員のプロジェクトが最優秀

賞を受賞しました 

  令和２年２月１日に令和元年度宮城県農村教育

青年会議が開催され，大崎４Ｈクラブ員が発表に臨

みました。  

 プロジェクト発表の部では三浦善幸氏が「秋冬ね

ぎ経営の改善」との演題で，自作した運搬台による

作業性改善や栽培面積及び雇用期間を見直した取

組について発表しました。農村青年の主張の部では

齊藤彰人氏が「15 年」との演題で，就農の経緯や若

くして地元ＪＡのしゅんぎく部会長を引受けた想

いを表明しました。  

 各地区の４Ｈクラブ員から素晴らしい発表が行

われ，参加者同士刺激を受けていました。そのよう

な中で，大崎４Ｈクラブ員はプロジェクト発表部門

で最優秀賞，農村青年の主張及びクラブ活動発表部

門でも優秀賞を受賞することができ，今後さらなる

飛躍に向けて益々の活動活性化が期待されます。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月４日 

石巻４Ｈクラブ会員が，県農業教育青年会議

にて発表を行いました 

 令和２年２月１日，仙台市宮城野区のエスポール

みやぎにおいて，令和元年度宮城県農村教育青年会

議が開催（主催：宮城県農村青少年クラブ連絡協議

会等）され，「農村青年の主張」の部で，石巻地区４

Ｈクラブ連絡協議会の本田達也さんが意見発表を

行いました。  

 農村青年の主張とは，これからの時代を担う若い

農業者が，日頃思っていることや将来の夢などをス

ピーチする部門で，今年度は，県内各地区から６名

の発表があり，本田さんは「農業が好きじゃなかっ

た私の決意」と題して発表を行いました。  

 残念ながら入賞こそ逃しましたが，本田さんは，

農家に生まれつつも農業にあまり親しみを感じず

にいた少年の頃から，家業を継ぐ決心をして今に至

るまで，そして規模拡大や法人化など将来的な展望

を７分間で表現しきりました。  

 普及センターでは，今後とも，次世代を担う農村

青年の活動を支援してまいります。  

 
 

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年２月７日 

４Ｈクラブ「令和元年度登米市農村教育青年

会議」が開催されました 

令和２年１月 19 日（日），登米市中田町宝江ふれ

あいセンターで登米市４Ｈクラブ主催の「令和元年

度登米市農村教育青年会議」が開催され，クラブ員

９名が参加しました。  
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この会議は，登米市農業の将来の中核的担い手と

なる青年農業者が，４Ｈクラブ活動を通じて得た成

果を互いに発表，情報交換することで，直面する課

題の解決方法を探るとともに，農業と農村の発展に

資することを目的としたものです。  

当日はプロジェクト発表の部２名，意見発表の部

２名が発表を行いました。  

管内農業士や関係機関等からなる審査員による

厳正なる審査の結果，以下の２名が最優秀賞を受賞

し，仙台市・エスポールみやぎで開催される宮城県

農村教育青年会議へ登米地区代表として派遣され

ることとなりました。  

 

○プロジェクト発表の部  

 ・阿部善光「愛を米て農産物を！！～３代目

Farmer’s Spirit～」  

○意見発表の部  

  ・柳渕泰孝「就農１年目。私の夢と目標。」  

 

地区代表となった２名は，審査員からの助言や講

評を参考に，発表内容を充実させて，県青年会議へ

挑む予定です。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 12 日 

マナーはみんなが気持ちよく働くためにあ

る。「農業法人経営発展のための若手人材育

成研修会」を開催しました 

令和２年２月７日，農業法人で働く若い社員を対

象に，マナーやコミュニケーションを学ぶ研修会を

開催しました。他人が集まって仕事をする「会社」

では，外部の方はもちろん，同僚に対しても相手を

気遣うコミュニケーションが求められます。  

受講者は別の法人の人とペアとなって，挨拶や名

刺交換，相手の褒め方などを実践形式で学びました。

最初は見知らぬ人相手でぎこちなかった言動も

徐々にスムーズになり，「言葉の選び方や所作など

が勉強になった。」と，普段じっくり研修することの

ないコミュニケーションについて学ぶ貴重な機会

となりました。  

普及センターでは，今後とも，気持ちよく働ける

農業法人の環境づくりを支援してまいります。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和２年２月 17 日 

みやぎ農業未来塾「農薬の基礎知識」を開

催！ 

令和２年１月 24 日（金）と２月７日（金）に，新

規就農者等延べ 36 人を対象に，登米農業改良普及

センターみやぎ農業未来塾「農薬の基礎知識」を２

回シリーズで開催しました。  

公益社団法人「みどりの安全推進協会」の森島靖

雄講師から「農薬の基礎知識と適正な使用について」

と題して，１回目は「殺虫剤・殺菌剤」，２回目は「除

草剤」について，それぞれ前半部分は農薬の役割や

法律の関係，安全使用上の注意点等について，後半

は殺虫剤・殺菌剤及び除草剤の種類や作用機構，薬

剤抵抗性・耐性の発達と対策等について，非常にボ

リュームある内容をかみ砕いてわかりやすく説明

いただきました。参加者は熱心にメモをり，たくさ

んの質問も出され，終了後のアンケートでは，もっ

と深い内容も学びたい等の意見もあり大変前向き

な様子がうかがえました。  

普及センターでは今年度，12 月に「土壌の基礎知

識」，そして今回の「農薬の基礎知識」について学ぶ

場を設け，農業全般に共通した基礎知識の習得支援

を行ってきました。今後も集合研修会等をとおして，

新規就農者の技術力向上を支援していきます。   

 
 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 18 日 

石巻農業士会現地視察交流会を開催しまし

た 

石巻農業士会は，令和２年２月３日から４日にか

けて，現地視察交流会を開催し，７名の会員が参加

しました。  

今回の内容は，①有限会社  川口グリーンセンタ



9 

 

ーの取組，②ブルーファーム株式会社が企画し，岩

出山・鳴子地域の生産者の方々と共に行っている

「農ドブル」の体験，③有限会社  今野醸造の取組に

ついて現地視察研修を行いました。  

 ①有限会社川口グリーンセンター  白鳥代表取締

役より「地域農業の担い手として，農地を守る」と

いう強い意志に一同感銘を受けると同時に，更なる

規模拡大や事業展開を計画していることについて，

経営基盤の安定化が大変重要だということを教え

ていただきました。  

 ②ブルーファーム株式会社  早坂社長より，「農ド

ブル」で農産物を食文化と共にブランディングをし

ていることを紹介いただきました。加えて，早坂社

長をはじめ，生産者の方々，研修場所を提供いただ

いた大沼旅館の大沼社長と情報交換ができ，参加さ

れた会員の資質向上につながる新たな刺激を得る

ことができました。  

 ③有限会社今野醸造  今野代表取締役から，醸造

の施設を見せていただきました。良質な味噌や醤油

を製造するために，自ら大豆の作付けを始めたとい

う信念や，地域のことを考えながら大豆の生産から

味噌，醤油の醸造に取り組まれ，地域と一体となっ

た活動をされていることに，効率や利益だけにとら

われない本来の製造業の姿を感じました。  

今回の現地視察交流会では，会員の情報交換や親

睦も図られ，有意義なものとなりました。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 18 日 

令和元年度第２回石巻地域普及活動検討会

を開催しました 

これまでの普及活動の方法や内容などを振り返

るとともに，今後の普及活動の効率化と効果的な方

法を探るため，外部検討委員９名に出席をいただき，

「令和元年度第２回石巻地域普及活動検討会」を２

月６日に開催しました。  

 本年度に石巻農業改良普及センターで行ってい

るプロジェクト課題４課題すべてが終了するため，

活動実績の検討に加えて，令和２年度の普及指導計

画からスタートする新規プロジェクト課題５課題

の内容についての検討を実施しました。  

 委員の方々からは，法人の経営安定や環境制御技

術の更なる技術定着に向けて，継続して支援してい

くことに併せて，今後の産地づくりを目指した高収

益作物の導入と普及拡大に向けた取り組みの必要

性などについて御意見をいただきました。  

 今回の検討会で各委員よりいただきました御意

見等を参考に，次年度の普及活動方針や普及計画等

を策定し，これからの石巻地域の農業振興を力強く

推進していきます。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年２月 20 日 

若手女性農業者が農場ＰＲ演習で相互交流 

令和２年２月 14 日，名取市閖上公民館を会場に

第２回女性農業者ステップアップ講座を開催した

ところ，管内の若手女性農業者４名が参加しました。 

８月の第１回講座で農場ＰＲのポイントを学び，

その後参加者それぞれが作成した資料をもとに３

名がＰＲ演習を実施しました。２名については農場

を案内しながら，１名は会議室で演習を行いました。

参加者の経営内容が異なったため，各自作成してき

たＰＲ資料は，それぞれ個性的で，作成者の特徴が

でていました。資料の改善点等について（株）スリ

ーデイズ代表取締役伊藤理恵氏にアドバイスをい

ただくとともに，参加者からも多くの意見が出され，

予定していた研修時間では足らないほど盛り上が

りました。  

終了後，参加者からは「自分と違う作物の作業内

容を知ることができて良かった」「いろいろな意見

が聞けてよかった」「資料をさらにバージョンアッ

プしていきたい」と好評でした。  

普及センターでは，今後も次世代を担う女性農業

者を支援していきます。  
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大崎農業改良普及センター 

令和２年２月 26 日 

大崎農業士会・美里地区農業士会合同研修会 

宮城県では技術と経営に優れた農業者の方々を

指導農業士，青年農業士として認定し「次代の農業

の担い手になろうとする者に対する指導・助言」，

「地域農業の振興・農村生活の向上に関する助言・

指導」等の役割をお願いしています。  

大崎農業改良普及センター管内の農業士で組織

する大崎農業士会と美里農業改良普及センター管

内の農業士で組織する美里地区農業士会は毎年会

員の資質向上を図るため，それぞれで研修会を開催

していましたが，今回，新たな試みとして両会合同

での研修会を開催することとなり，２月 20 日に大

崎合同庁舎で大崎農業士会・美里地区農業士会合同

研修会を開催しました。  

はじめに，特定社会保険労務士でメンタルヘルス

対策促進員でもある有限会社西嶋労務経営事務所

の西嶋淑子代表取締役から「農業における働き方改

革」について御講演いただき，働き方改革の意義や

農業現場における働き方の特徴と問題点などにつ

いてお話をいただきました。さらに，「働きたい職場

にするためには何が必要？」をテーマにグループデ

ィスカッションを行いました。与えられた時間はご

く短い時間でしたが，働きやすい職場とは何か，よ

り働きたいと思えるような職場にするには何をす

べきかについて活発な意見が出されていました。  

講演の後には宮城県農業共済組合大崎支所から

収入保険制度についての御説明をいただきました。 

普及センターでは，今後も地域農業をリードする

役割を担っていただいている農業士会の活動を支

援していきます。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年２月 27 日 

「栗原農業未来塾 次世代経営塾」を開催し

ました 

令和２年２月 21 日（金）に，「令和元年度栗原農

業未来塾 次世代経営塾」が栗原合同庁舎で開催さ

れました。  

「栗原農業未来塾」は，新規就農者等が農業に関

する知識や情報を収集しながら，生産技術はもとよ

り流通，販売に関するノウハウ等について，経営の

発展段階に応じた研修を通して習得できるように

開催しています。  

今回の研修会は , 栗原市地域おこし協力隊員の筒

井保治氏を講師に迎え「地域おこし協力隊員から見

た栗原農業の魅力について」御講演をいただきまし

た。西日本出身の筒井氏が栗原市を移住の地として

選んだ理由から，現在の地域おこし協力隊の仕事や，

将来の就農計画についてまで，参加した若手農業者

にとって興味深い内容でした。参加者からは，「地元

出身者からはわからないことを気づかせてくれた」

との感想が聞かれました。  

 
 

農業振興課 

令和２年２月 28 日 

「宮城県女性農業士交流研修会」～自分たち

の姿に感激！仲間達の頑張りに勇気をもら

った～ 

令和２年２月 26 日，ホテルメトロポリタン仙台

を会場に，「宮城県女性農業士交流研修会」を開催し

ました。  

県内には 27 人の女性農業士がおり，各地域農業

の牽引役を担っていますが，女性農業士同士の技術

や情報の交換，連携した活動が少ない状況にありま

す。今回の研修会では自身の資質向上や地域農業へ

の還元，さらに今後の会員相互の連携活動につなげ

てもらおうと『交流』をメインとした内容で開催し

ました。  

一口に「交流しましょう」といっても，話しをす

るきっかけがなければ，中々話は弾まないものです。

そこで，交流するためのツールとして，３つの企画

を用意しました。  

一つ目は，会員の方々の農産物をシェフお薦めの

料理に仕立てていただき，参加者で賞味しました。

農産物を提供した参加者からは，「一言ＣＭ」として

自身の生産物の「ウリ」をお話ししていただき，交

流の輪を広げました。  

二つ目は女性農業士の日頃の作業風景や頑張っ

ている様子を撮影し，会員紹介を兼ねたプロモーシ

ョンビデオを作成し，放映しました。自分が映像で

映し出されると，ちょっと恥ずかしながらも，自分

がこんなにも輝いて農業に打ち込んでいる姿，そし

て仲間達も同じように頑張っている姿を見て，大き

な感激に包まれました。  

そして最後に「名刺交換交流会」を実施しました。

美味しい食事とビデオ放映により会員相互の理解

が深まり，ほとんどの参加者が今日初めて会う会員

同士とは思えないほど交流は大いに賑わい，話が尽

きることはありませんでした。  

参加者からは，「自分たちが作った農産物がこん
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なにもすばらしい料理になるなんて」，「日々休むこ

となくへこたれそうな日々も，一生懸命生きている

同じ仲間達の美しい姿を見て勇気づけられた」，「長

い農業士活動の中でこんなにも感激した研修会は

初めてでした」などの感想をいただきました。特に

プロモーションビデオは，改めて自分たちの仕事に

誇りを持つことができ，自己肯定感の高まりにも大

いに効果があったようです。  

県では，今後も女性農業者が活き活きと輝く活動

や環境づくりを支援して参ります。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支

援  

石巻農業改良普及センター 

令和２年２月 25 日 

人・農地プラン検討会が開催されました 

 令和２年２月６日に，石巻市稲井地区において，

人・農地プラン検討会が開催され，12 名の地域の農

業者が参加しました。  

 参加者は，はじめに，石巻市および県の担当者か

ら，人・農地プランの概要について説明を受け，そ

の後，地域の白地図を見ながら，地域の課題や未来

の営農の姿について意見を出し合いました。白地図

の上に課題はピンクの付箋，将来の方針については

水色の付箋に書いて貼り出しながら話し合うこと

で，参加者から各自の意見が次々に出され，非常に

密度の高い検討会となりました。  

 現在の課題として，今後，担い手に集まる面積が

予想できないことや将来の担い手にはサラリーマ

ン並みの所得が必要なことがあげられ，将来の方針

については，担い手に農地を集約していくこと，こ

れからの集約的な営農のためにはほ場の大区画化

や排水不良の水田のほ場整備が必要であるとの要

望などが出されました。  

 現在の人・農地プランに今回の検討会で出た意見

が反映されることで，将来の地域営農の道しるべと

なり，人と農地の問題を解決するためのより実効性

のあるプランになることが期待されます。  

 普及センターでは，今後も人・農地プランの実質

化に向けた話し合いやその実行など，活力ある地域

づくりについて，継続的に支援を行っていきます。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

栗原農業改良普及センター 

令和２年２月 10 日 

地域の営農継承に向けて～農事組合法人や

つきファーム設立～ 

 令和２年１月 19 日に「農事組合法人やつきファ

ーム」（栗原市若柳）の創立総会が行われました。  

 同法人は，平成 19 年３月設立の集落営農組織「八

木営農組合」を母体とし，若柳八木地区の農業者３

２人が法人に参加しました。  

 八木営農組合では，平成 30 年２月の総会で法人

設立準備委員会を設置して法人化に向けた具体的

な話合いを進め，令和元年９月からは法人設立発起

人会に移行して法人設立の準備を進めてきました。 

 総会開催までには，関係機関を含めた月例での話

合いのほか，営農組合の実績評価や地区の経営資源

調査，将来ビジョン検討会等の現況把握，農業経営

相談所の専門家派遣や先進事例調査等による課題

解決，定款や事業目論見書等の作成，法人設立説明

会の開催等の法人設立事務を順次行ってきました。 

 総会では，発起人代表の伊藤秀雄さんから「後継

者が夢を持って農業を継承できるような八木集落

としたい」との法人設立の目的が説明され，集まっ

た組合員も今後の法人経営に期待が高まる様子で

した。  

 代表理事には伊藤秀雄さんが就任し，今回法人に

集まった 60ha の農地については，農地中間管理事

業を活用した利用権設定により，法人が主体となっ

た効果的な農地活用を目指すこととしています。   
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大崎農業改良普及センター 

令和２年２月 14 日 

令和元年度第２回大崎地域農業改良普及活

動検討会を開催 

令和２年２月４日（火）に今年度２回目となる大

崎地域農業改良普及活動検討会を開催しました。今

回は４名の委員に今年度の普及活動内容や来年度

計画について検討いただきました。 

 初めに，令和元年度プロジェクト課題のうち今年

度で完了する２課題「地域資源を活用した中山間地

域での園芸品目の生産拡大」，「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」及び継続

３課題「中山間地域の活性化を支える地域営農体制

の構築」，「地域の特産品への安定供給に向けた大豆

の生産性向上」，「新規就農した和牛繁殖農家の飼養

管理技術向上及び経営安定化」について検討を行い，

その後，令和２年度の普及指導方針（案）とプロジ

ェクト課題（案）の検討を行いました。 

 委員からは，昨年の台風 19 号被害の教訓等を踏

まえた経営リスク管理の重要性，新規就農者支援の

連携，スマート農業，中山間振興への期待など，多

数の御意見や励ましの言葉をいただきました。今後，

大崎地域の農業が持続的に発展していくよう，今回

いただいた御意見を踏まえ，効率的・効果的に普及

指導活動を展開してまいります。  

 
 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年２月 18 日 

令和元年度第２回栗原地域普及活動検討会

を開催しました 

去る１日 24 日，今年度２回目の栗原地域普及活

動検討会を開催しました。 

この検討会は効率的で効果的な普及指導活動を

推進するため，農業者や教育機関，流通事業者，関

係機関・団体等の外部有識者から普及活動の内容や

手法，今後の普及事業のあり方等について検討いた

だくため毎年開催しております。 

今回は，今年度計画した５つのプロジェクト課題

の活動結果と次年度新規に計画する１つのプロジ

ェクト課題について検討を行いました。 

今年度の活動結果については，「収量水準」など技

術面の達成状況や課題対象者の「新技術」導入意向

の確認等に加え，「商品の取扱店舗等のパンフレッ

トがあると良い」，「利益の視点を加えた活動が必

要」，「農泊や観光との連携も検討」，「収量だけでな

く，収穫・調製もネックとなる」といった，意見・

助言をいただきました。 

また，次年度の新規計画については，活動地域の

現在の状況や普及活動の出口の確認に加え，対象者

の抱える課題に対する優先順位のつけ方や現地活

動の際の留意点などの助言をいただきました。 

今回の普及活動検討会でいただいた助言・意見等

については，今後，所内でとりまとめを行い，これ

からの普及活動に活用していくこととしています。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年２月 18 日 

大谷地区のブランド復活へ｢まるだいいもプ

ロジェクト｣ 

大谷地区を含む気仙沼・本吉地域は，かつて馬鈴

薯の全国的な産地として知られていました。旧大谷

農協では，大谷の頭文字をとった「丸大（まるだい）

印の馬鈴薯」として東京市場等に出荷し，昭和 25 年

には香港に輸出したこともありました。 

道の駅「大谷海岸」と本吉農林水産物直売組合で

は，このブランド馬鈴薯を復活させようと「まるだ

いいもプロジェクト」として動き出し，直売組合の

20 人ほどが栽培に取り組むこととしています。１月

28 日には普及センターが講師となり，栽培講習会を

行いました。 

道の駅「大谷海岸」は，東日本大震災による防潮

堤工事に伴う移転により，来年３月にリニューアル

オープンします。馬鈴薯の加工品を含めて，新しい

道の駅の看板商品に育てたいと構想を膨らませて

いるところです。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和２年２月 21 日 

大唐桑栽培愛好会の 15 周年記念イベントが

開催されました 

気仙沼市で栽培されている「大唐桑」は，養蚕に

使われていた桑ではなく，葉や果実（マルベリー）

を利用するために品種改良されたもので，平成 15 年

から旧唐桑町で栽培が始まりました。また，２年後

には大唐桑栽培愛好会が設立し，栽培技術の向上や

「大唐桑」を使った特産品づくりなどに取り組んで

おり，今年は設立から 15 年目を迎えたことから，２

月３日に記念イベントが開催されました。 

イベントでは，日本中医薬研究会の川那邊氏より，

桑の歴史と薬効についての講話があったほか，「大

唐桑」を使った料理の調理試食がありました。この

日のメニューは大唐桑パスタのミートソース，コー

ルスロー，大唐桑の実・パウダー入り団子，桑茶入

りしょうが湯，大唐桑のカップケーキの５品で，参

加者は料理を試食しながら，大唐桑茶やパウダーの

利用拡大に向けて意見交換を行いました。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年２月 25 日 

大崎市古川農産加工クラブが最優秀賞を受

賞されました 

令和２年２月７日，2020 農山漁村パートナーシッ

プ推進宮城県大会において宮城県農業・農村活性化

女性グループ等表彰式が執り行われ，大崎市古川農

産加工クラブ連絡協議会が地域社会参画部門最優

秀賞を受賞されました。 

同クラブは現在 13 グループ 47 名で活動されてお

り，昭和 57 年の設立以来農産加工に関する技術の

習得・研鑽だけではなく地域女性農業者の交流の場

として，共同販売体制の確立や福利増進に寄与して

こられた功績が認められました。 

同会が平成６年より仙台市で開催している「古川

まごころ市」では，伝統的農産加工技術を反映した

商品による世界農業遺産のＰＲも担われており，農

村女性の活躍による地域農業文化の伝承に今後

益々の御活躍が期待されます。 

 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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TEL：022-211-2837 FAX：022-211-2839 

E-mail：nosin@pref.miyagi.lg.jp 

 

 

 

気仙沼 

mailto:nosin@pref.miyagi.lg.jp
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