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              紹介内容(6/1～6/30)                  

 

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 

○ 石巻農改：水稲乾田直播現地検討会が開催されました 

○ 美里農改：酒造好適米新品種「吟のいろは」の生育調査を行いました  

○ 亘理農改：農業用ドローンの活用が広がっています 

○ 大崎農改：スマート農業，新型コロナウイルスの影響について佐藤農政部長が普及の現場を視察し     

ました 

○ 気仙沼農改：枝物用クロマツ栽培の省力化に向けて直播栽培にチャレンジ  

○ 大河原農改：梨病害防除ナビゲーションの活用に向けて研修会を開催しました  

○ 仙台農改：宮城県産ガーベラの品種展示を実施 

○ 亘理農改：亘理地域にて「第１回シャインマスカット研修会」を開催しました  

○ 栗原農改：シャインマスカット栽培技術研修会(第１回)を開催しました 

○ 石巻農改：高収量・高品質に向けた麦現地検討会が開催されました  

○ 亘理農改：亘理地域にて「果樹共同防除担当者会議」を開催しました  

○ 亘理農改：ブルーベリーの収穫を開始しました 

○ 亘理農改：亘理地域にて「第２回シャインマスカット研修会」を開催しました  

○ 亘理農改：岩沼ハウス組合きゅうり出荷反省会が行われました！ 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米なかだ転作集団部会 水稲乾田直播栽培現地検討会の開催 

○ 亘理農改：今年度も「水稲直播栽培勉強会」を開催しています 

○ 大崎農改：スマート農業実証のための水田除草機実演会が開催されました  

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 登米農改：小麦種子のほ場審査実施 

○ 大崎農改：令和２年産水稲の生育調査が始まりました 

○ 栗原農改：きゅうりの出荷査定会が行われました 

○ 大崎農改：なすの暑さ対策としてビニールハウスに遮熱剤を塗布しました  

○ 登米農改：「登米市の花を購入しましょう」キャンペーン開催  

○ 栗原農改：きゅうりの相互視察研修会を行いました 

○ 大崎農改：小麦採種ほのほ場審査を実施しました 

                                                   

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・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 大河原農改：りんご若手栽培者摘果講習会を開催しました 

○ 栗原農改：農地中間管理事業の勉強会を開催しました 

○ 美里農改：新規就農者が簡易養液栽培システムによるトマト栽培に挑戦しています  

○ 仙台農改：法人経営体への｢御用聞き訪問｣に向けた経営分析勉強会を開催しました  

○ 石巻農改：農業法人の若手社員向け水稲栽培勉強会が開催されました 
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地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

○ 石巻農改：関係機関一体となって園芸特産振興を図ります 

 

東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

○ 石巻農改：土づくりモデル実証ほの設置で地域の地力向上へ 
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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２年６月１日 

水稲乾田直播現地検討会が開催されました 

石巻農業改良普及センター管内では，水稲の乾田

直播栽培が 788ha（うち主食用米 681ha）で取り組

まれています。直播栽培は，育苗作業や田植えを必

要としない省力技術として年々面積が拡大してい

ます。管内では，直播栽培の中でも乾田直播栽培の

比率が高いことが特徴です。今の時期は３～４月に

播種した水稲が出芽し，雑草の生育も進むため，除

草剤散布のタイミングや使用する薬剤を選定をす

る大切な時期です。  

５月 22 日に，実際に取り組んでいる農業法人等

の方々が集まり，現地検討会が開催されました。午

前は，ＪＡいしのまき稲作部会矢本支部の 17 人が，

東松島市矢本地区の乾田直播ほ場５か所を巡回し，

意見交換を行いました。普及センターからは，イネ

の生育状況と雑草の発生状況を確認して除草剤の

選定や散布をするよう指導しました。午後は，ＪＡ

いしのまき稲作部会（本部）35 人が，管内のほ場４

か所を巡回し，各ほ場で見られる雑草の種類やそれ

に合わせた除草剤について，東北農業研究センター

の講師から指導を受けながら検討を行いました。見

た目が似ている雑草でも効果のある除草剤が異な

っており，参加者は雑草の特徴と見分け方をほ場で

熱心に観察していました  。  

普及センターでは，今後とも乾田直播を含めて地

域に適した栽培方法の定着・確立に向けた支援を行

っていきます。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年６月８日 

酒造好適米新品種「吟のいろは」の生育調査

を行いました 

 「吟のいろは」は，古川農業試験場が育成した酒

造好適米品種で，令和２年２月に品種登録出願公表

となりました。  

  普及センターでは，栽培管理技術の早期確立に向

けた支援の一環として，大崎市松山に展示ほを４か

所設置し，様々な調査を行うことにしています。  

 ６月１日に，松山町酒米研究会の役員７人が出席

し，第１回目の生育調査を行いました。  

 ほ場では，生育や管理の状況を確認し，全員で意

見交換を行いました。  

 ５月下旬の低温の影響で，初期生育は遅れている

ものの，障害等はなく順調な生育が見られました。

しかし，急激な気温の上昇とともに表層剥離が目立

ってきており，今後の水管理等について再度確認を

行いました。  

 次回調査は６月 10 日の予定で，松山町酒米研究

会では，その後も計４回の調査を行う計画です。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月９日 

農業用ドローンの活用が広がっています 

岩沼市の農業法人である有限会社やさい工房八

巻では，農業用ドローンを活用した農薬散布を行っ

ています。６月５日には，水稲乾田直播ほ場約 10ha

に，初中期一発用の豆つぶ剤（水面施用剤）が散布

され，関係機関とともに作業の状況を確認しました。 

ドローンにはあらかじめほ場データを登録し，飛

行ルートを設定していることから，自律飛行し，散

布作業を行います。作業時間は，１ha 当たり 10 分

程度で行うことができることから，従来の管理機等

の散布時間よりも早く，また機体を１人で持ち運べ

るほど軽量であることから，大幅な省力化につなが

ります。  

今後，担い手に農地が集約され，経営の大規模化

が進む中，ドローンなどのスマート農業技術により，

作業効率の向上や労力軽減，技術の高位平準化が期

待されます。普及センターではこれからも，担い手

の確保に向けて，スマート農業の取り組みを支援し

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６月 10 日 

スマート農業，新型コロナウイルスの影響に

ついて佐藤農政部長が普及の現場を視察し

ました 

 令和２年６月３日に宮城県の佐藤農政部長が，加

美町小野田の農事組合法人いかずちと，大崎市岩出

山では指導農業士の野村氏と認定新規就農者の氏

家氏を訪問しました。  

  農事組合法人いかずちでは，今年春から取り組ん

でいるスマート種子生産において，導入された直進

アシスト田植機の性能や課題について意見交換す

るとともに，種子センターの老朽化対策への支援要

望が出されました。また，組合構成員 24 戸の内，９

戸が肉牛農家のため，「水稲採種と畜産は個々の経

営の両軸であり，新型コロナウイルスの影響に危機

感を持っている」との声も上がりました。  

 その後，新型コロナウイルスの影響で消費が低迷

し，市場価格の下落に苦しむ畜産農家の野村氏と氏

家氏を訪れ，野村氏からは，「ＢＳＥ（牛海綿状脳症）

や，東日本大震災を経験しており，今回の新型コロ

ナウイルスの影響による市場価格下落は致し方な

いと思っている」との意見や，国や県，市独自の助

成制度への要望がありました。さらに，新規就農者

の氏家氏からは，「就農したばかりで，規模拡大を目

指して設備投資している畜産農家の現状は厳しい」

との窮状が訴えられました。佐藤農政部長は，「これ

以上，畜産農家が減少しないよう，県としても支援

策を考えたい」と話しました。  

  普及センターでは，継続して新型コロナウイルス

による農業者への影響を把握し，支援に努めてまい

ります。  

 
 

 
 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年６月 11 日 

枝物用クロマツ栽培の省力化に向けて直播

栽培にチャレンジ 

南三陸町にある農業法人（株）南三陸 PinePro で

は，枝物用のクロマツ栽培３年目を迎え，今年度か

ら新たに直播栽培にも取り組んでいます。これまで

は移植栽培を行ってきましたが，定植作業にかかる

労力が非常に大きいため，省力化を目指して直播栽

培の導入を検討してきました。既存産地の実践事例

から作業方法について検討し，50a のほ場で直播作

業を実施しました。作業を終えた生産者からは，「身

体的負担が軽減されたほか，作業時間短縮にもつな

がりとても良かった。技術を確立させていきたい」

との声が聞かれました。  

普及センターでは，発芽やその後の生育について

確認を行いながら，南三陸地域に適した栽培方法の

確立に向けて生産者とともに検討を重ねていきま

す。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年６月 16 日 

梨病害防除ナビゲーションの活用に向けて

研修会を開催しました 

近年，宮城県仙南地域では，日本なしに黒星病が

多く発生し，収量に大きな影響を与えています。そ

のため，秋季防除に加え，耕種的防除の重要性を周

知していますが，まだまだ，十分とは言えない状況

です。  

そこで，黒星病防除の一助とするため，生産者自

身が黒星病防除の要否を判断できるよう，千葉県で

開発した「梨病害防除ナビゲーション」(以下，梨ナ

ビ )のシステムを導入し，その操作方法について研修

会を実施しました。  

梨ナビの研修会は，令和２年６月８日に，福島県

農業総合センター果樹研究所病害虫科職員を講師

にお願いし，システムの概要からデータ入力の際の

細かい注意点までご説明いただきました。  

参加した生産者は，今年度は操作に慣れるための

助走と考え，来年度から防除の参考にできればと話

していました。  

普及センターでもシステムの活用に向け支援を

行っていく予定です。  



3 

 

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年６月 17 日 

宮城県産ガーベラの品種展示を実施 

普及センターでは，新型コロナウイルスにより消

費が落ち込んでいる宮城県産ガーベラの需要を喚

起するため，宮城県仙台合同庁舎１階ホールと３階

エレベーター前において，県産ガーベラの品種展示

を行いました。  

展示は，農林水産省「産地生産基盤パワーアップ

事業（花きの長期保管技術実証）」を活用し，５月 25

日（月）から６月５日（金）までの期間，ガーベラ

の主力 15 品種を展示し，その花持ちを調査すると

ともに，産地の紹介や好きな品種についてアンケー

ト調査を行いました。石巻市がガーベラの産地だと

知らなかったと回答した人が８割以上で，県内の花

き産地を知ってもらうきっかけになったようです。

また，きれい，明るくなった，心が癒やされるとい

う感想を多くいただきました。また，好きな品種の

結果では，１位グミケーキ（桃色），２位キルシュケ

ーキ（濃桃色），３位スパイカー（橙色）でした。  

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 17 日 

亘理地域にて「第１回シャインマスカット研

修会」を開催しました 

亘理農業改良普及センターでは，今年度からシャ

インマスカット栽培技術の品質向上と省力化を目

的に，プロジェクト活動に取組んでいます。  

令和２年６月 11 日，プロジェクトで支援する生

産者等を対象にした「第１回シャインマスカット研

修会」を，管内５か所のほ場を巡回する形で開催し

ました。  

最初の研修会場となった農業・園芸総合研究所で

は，果樹チーム庄子技師より，シャインマスカット

の生育状況やこの時期の作業について説明を受け

ました。その後，各生産者のほ場４か所を回り，栽

培概要やこの時期の管理等について確認を行いま

した。  

今年度から栽培を始めたばかりの生産者もいる

ことや，栽培に使うハウス等の形状も生産者毎に異

なることから，様々な生育ステージのシャインマス

カットを見ることが出来ました。参加者は各ステー

ジでの作業のポイントについて積極的に情報交換

するなど，栽培技術向上への意欲の高さが感じられ

た研修会となりました。  

普及センターでは，今後も研修会の開催や個別巡

回等により，当地域のシャインマスカットの普及拡

大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６月 22 日 

シャインマスカット栽培技術研修会 (第１

回)を開催しました 

令和２年６月 16 日に栗原市金成小堤において，

第１回シャインマスカット栽培技術研修会を開催

し，ぶどう栽培者 13 人が参加しました。  

本研修会は，栗原地域で水稲育苗ハウス等を活用

した新たな園芸品目として期待されている，ぶどう

のシャインマスカットについて，栽培者の技術向上

を図るために実施したものです。  

当日は，管内で先進的に栽培に取り組んでいる株

式会社アグリ東北の田中代表取締役を講師に，シャ

インマスカットの房づくりや日常的な管理等につ

いて，作業のデモンストレーションを実際に見なが

ら学習しました。  

参加者からは，各作業のタイミングや施肥管理等

について質問が寄せられたほか，研修会終了後も自

主的に他の栽培ほ場を見学して意見交換するなど，

取り組み意欲の高さがうかがわれました。  
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本研修会は，今後も，収穫適期の判断や整枝・せ

ん定など，栽培管理上特に重要な作業をテーマに，

作業タイミングに合わせて開催する予定です。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年６月 23 日 

高収量・高品質に向けた麦現地検討会が開催

されました 

令和２年６月４日，９日に，石巻市石巻地区，桃

生地区にてＪＡいしのまき主催の麦現地検討会が

開催されました。各 10 名程度の生産者が参加し，

ほ場を巡回しながら麦の子実水分を計測し，収穫適

期の検討を行いました。収穫が早いと，登熟不足に

よって子実重の低下や空洞麦による品質の低下に

つながり，収穫が遅いと発芽粒や退色粒の発生によ

る品質の低下につながるため，生産者は熱心に子実

水分を確認し，刈取時期について積極的な意見交換

が行われました。  

麦の収穫後はすぐに大豆の播種が始まり忙しい

時期が続くため，普及センターからは麦の収穫適期

判断と共に農作業安全についても呼びかけました。

普及センターでは今後も高収量・高品質の麦生産を

支援していきます。  

 
 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 26 日 

亘理地域にて「果樹共同防除担当者会議」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，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，毎年４月から８月まで

毎月一度，各地区の共同防除担当者や関係機関を参

集し，りんごの生育状況や病害虫発生状況と対策に

関する担当者会議を行っています。  

今年度は，新型コロナウイルス感染予防対策のた

め，４月，５月の開催を見合わせていたため，６月

19 日に「果樹共同防除担当者会議（第１回）」を開

催しました。  

会議では，これまでの各地区での防除の実績や現

在の病害虫発生状況について，各地区担当者より報

告がありました。また，普及センターより，りんご

の生育状況調査結果や今後の栽培管理，病害虫防除

についての注意点を説明しました。  

普及センターでは，今後も当会議等を通じて，当

地域のりんご栽培技術の向上に向けて支援します。 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 26 日 

ブルーベリーの収穫を開始しました 

 宮城県名取市内にある「リトナベリーガーデン」は，

昨年７月に開園したブルーベリー農園です。園芸用

ハウスを活用したフリースペースにて，自家製のパ

ンや自社生産した野菜をふんだんに使ったカフェ

メニューを楽しむことが出来ます。  

先週，待望のブルーベリーの初収穫が始まり，園

内の直売コーナーでの販売を開始しました。また，

令和２年７月４日（土）から，ブルーベリーの摘み

取り体験を開始します。今年度は試験的な取組みで

あり，体験時間や人数等にも制限がありますが，ご

興味のある方は，下記の URL をご参考にしてくだ

さい。  

【リトナガーデンホームページ】  

https://ritona-berry-garden.business.site/ 

 

亘理農業改良普及センターでは，今後も研修会開

催や定期的な巡回指導を行い，当地域のアグリビジ

ネスや６次産業化を支援していきます。  



5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 26 日 

亘理地域にて「第２回シャインマスカット研

修会」を開催しました 

亘理農業改良普及センターでは，今年度からシャ

インマスカット栽培技術の品質向上と省力化を目

的に，プロジェクト活動に取組んでいます。  

 令和２年６月 25 日，プロジェクトで支援する生産

者等を対象にした「第２回シャインマスカット研修

会」を開催しました。  

今回の研修では，初めに，山元町内の生産者のほ

場にて，農業・園芸総合研究所果樹チームの庄子技

師からぶどうの摘粒作業を学びました。また，この

後，亘理町でシャインマスカットの加温栽培に取組

んでいる先進的生産者のほ場視察を行い，来月出荷

予定のシャインマスカットを見学しました。研修会

では，意見交換が積極的行われ，参加者の意欲の高

さが感じられました。  

普及センターでは，今後も研修会の開催や個別巡

回等により，当地域のシャインマスカットの普及拡

大を支援していきます。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 29 日 

岩沼ハウス組合きゅうり出荷反省会が行わ

れました！ 

令和２年６月 16 日に岩沼ハウス組合の促成きゅ

うり栽培の出荷反省会が行われ，生産者 7 名と各関

係機関が参加しました。  

 

 普及センターから，CO₂施用と土壌くん蒸剤キル

パーについて情報提供を行いました。また，土壌分

析結果を返却し，施肥設計について話し合いました。

生産者からの質問や意見交換が活発に行われ，次作

への高い意欲が伺えました。  

 岩沼ハウス組合は，CO₂施用機器を導入する生産

者が増え始め，環境制御技術に取り組み，収量向上

を図っています。普及センターでは引き続き環境制

御技術の情報提供や技術指導を行っていきます。  

 

登米農業改良普及センター 

令和２年６月 29 日 

ＪＡみやぎ登米なかだ転作集団部会  水稲

乾田直播栽培現地検討会の開催 

６月 23 日，ＪＡみやぎ登米なかだ転作集団部会

の水稲乾田直播栽培現地検討会が開催されました。

稲作の規模拡大に伴い，省力，低コスト化を目指し，

新たに水稲乾田直播栽培に取り組む部会員の栽培

技術の向上と情報交換を目的に，部会員等 35 名を

集め中田町で開催しました。  

 現地では，６圃場を巡回し，水稲乾田直播の栽培

履歴を踏まえ，生育状況を確認しました。除草体系

では，出芽前の茎葉処理剤＋土壌処理剤の効果の確

認と散布時の雑草の発生状況について情報交換が

行われました。  

 普及センターからは生育調査結果や今後の栽培

管理のポイントを説明しました。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年６月 30 日 

今年度も「水稲直播栽培勉強会」を開催して

います 

東日本大震災後，担い手への農地集積が進み，大

規模経営に応じた省力化技術として水稲乾田直播

栽培が注目されていますが，「雑草防除」や「肥培管

理」など，これまでの移植栽培とは異なる管理が必

要となります。  

 普及センターでは，高い直播栽培技術を有するモ

デル経営体の育成を支援するため，昨年度から「直

播栽培勉強会」を立ち上げ，情報交換や技術的課題

を検討しています。  

 今年度は，令和２年６月 24 日に山元ほ場で，25

日に名取ほ場・岩沼ほ場で勉強会の第１回目を開催

しました。勉強会では，入水や雑草防除などの作業

のタイミングについて参加者同士，活発に意見交換

がなされました。  
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 普及センターでは，今後も定期的に勉強会を開催

し，乾田直播栽培技術の高位平準化に向けて支援し

ていきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年６月 30 日 

スマート農業実証のための水田除草機実演

会が開催されました 

令和２年６月 23 日に中山間地域におけるスマー

ト農業技術を活用した精密，省力な種子生産実証の

一環として，自動操舵付き水田除草機による異株除

去と自動水管理制御装置の実演会が加美町で開催

されました。当日は，実証コンソーシアムメンバー

の他，県内水稲採種組合組合員，関係ＪＡ職員が参

加しました。  

 水田除草機については，前方で植え付け条を感知

して，その直後，土壌を攪拌して雑草，異株等を除

去するものです。水田除草機に自動操舵をつけたも

のは全国的にも珍しく，実際に作業した熟練オペレ

ーターからは，改善する部分がまだあるとの感想を

いただきました。  

 その他，ほ場に設置した自動水管理制御装置つい

ても操作法の実演があり，参加者は熱心に実演を見

学していました。  

 ８月には，ドローン２台の協調散布作業による病

害虫防除の実演も予定されています。  

 普及センターでは，引き続き中山間地域の種子生

産におけるスマート農業の実用化に向け，きめ細や

かな支援を行っていきます。  

 
 

 
 

 

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  

登米農業改良普及センター 

令和２年６月３日 

小麦種子のほ場審査実施 

普及センターでは，令和２年５月 22 日に小麦特

定種子生産ほの第一期ほ場審査（出穂期）を実施し

ました。県内の令和２年産麦類種子面積は 64ha あ

り，このうちＪＡみやぎ登米では，シラネコムギ

7.2ha，あおばの恋 2.4ha を生産し，県全体の約 16%

を担っています。  

昨年秋の台風第 19 号による稲わら流入などの被

害により，種子小麦の播種が遅れ生育が心配されま

したが，生育は順調でよく管理されていたため，全

てのほ場を「合格」としました。  

昭和 27 年度から主要農作物種子の生産の根拠と

なっていた主要農作物種子法が平成 30 年４月１日

に廃止となりましたが，県では，主要農作物の生産

振興及び主要農作物種子の安定確保のため，条例

（令和２年４月１日施行）を制定し，種子生産に取

り組んでいます。  

普及センターでは，今後も優良種子生産に向けた

指導を行なっていきます。   

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年６月４日 

令和２年産水稲の生育調査が始まりました 

令和２年６月１日に令和２年産水稲の第１回目

の生育調査を行いました。  

普及センターでは，稲作生産者に適切な栽培管理

を指導できるよう，それぞれの地域で生育調査を実

施しています。大崎農業改良普及センターでは宮城

県の主要４品種（ササニシキ，ひとめぼれ，だて正
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夢，金のいぶき）を含め，計８品種，10 地点を調査

しています。  

また，当普及センターでは水稲の生育状況につい

てテレビ取材に対応しています。取材に対して，「本

年の水稲は５月下旬の低温により生育が停滞しま

した。今後は天気が良い日が続くので，浅水管理を

徹底していただきたい」と説明しました。  

普及センターでは水稲の収量・品質確保のために

今後も調査を行い，技術支援していきます。  

 
 

 
 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年６月５日 

きゅうりの出荷査定会が行われました 

令和２年５月 22 日，ＪＡ新みやぎ栗っこきゅう

り部会の出荷査定会が行われ，部会員 18 名が参加

しました。  

はじめに，きゅうりの販売情勢についてＪＡから

説明があったあと，当日出荷されたきゅうりを見な

がら，参加者は意見や質問をしながら出荷規格の確

認を行いました。  

その後，種苗メーカーから，この時期急に天候が

良くなった場合の対応など今後の管理について説

明があり，最後に普及センターから病害虫防除のポ

イントとして，害虫の生態と防除のタイミングにつ

いて，病害は週間予報など見ながら予防散布を心が

けることについて説明を行いました。  

出荷の規格と今後の栽培管理について確認でき

たことで，良品の出荷が励行され，きゅうり部会と

して産地の評価がより高まる事が期待されます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年６月 11 日 

なすの暑さ対策としてビニールハウスに遮

熱剤を塗布しました 

令和２年６月８日，ＪＡ古川のなす部会生産者の

ビニールハウスにおいて遮熱剤の塗布作業を行い

ました。  

近年，温暖化の影響もあり夏期の高温対策は施設

なす栽培でも重要な課題となっています。なすは夏

期の高温にあたると，結実せずに花が落ちてしてし

まったり，強い日射や高温により実が焼けて出荷量

が減少してしまいます。  

そこで暑さを軽減する技術として，なすを栽培し

ているビニールハウスに遮熱剤を塗布しました。こ

の遮熱剤は植物体の光合成に利用される光は遮断

せずに透過し，熱線だけを遮断するという特徴を持

っており，高温を軽減することが可能で，高温が続

く夏期でもなすの出荷量の増加が期待されます。  

普及センターでは，定期的に施設内気温の測定を

行うことで遮熱剤の効果を見える化するとともに，

生育調査も行い，遮熱剤の有無による生育への影響

についても調査していきます。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年６月 12 日 

「登米市の花を購入しましょう」キャンペー

ン開催 

登米市は，花の産地ということをご存じですか？

新型コロナウイルス感染拡大によるイベント自粛

の影響により，花の販売が厳しくなったことを受け，

「母の日に感謝し，地元の花を飾り，生産者を応援
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しましょう」とのチラシを作成し，令和２年５月８

日に，登米市，ＪＡみやぎ登米及び登米合庁の職員

に注文販売を行いました。  

 登米市内の鉢物・花壇用苗物及び切り花ばら生産

者が，綺麗にラッピングした鉢物のぺラルゴニウム

やカーネーションの寄せ植え，ばらの花束を多くの

方々にご購入していただきました。  

 生産者からは「市場出荷が厳しい中，このような

企画は大変有難い」，購入者からは「登米市で様々な

花が生産されていることを知らなかった」と好評で

した。今後は，市内生花店と連携し，地元産花きの

販売促進に向けたＰＲ活動を検討して行きます。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年６月 19 日 

きゅうりの相互視察研修会を行いました 

令和２年６月 16 日（火）に，SPDCA（継続的改

善手法）に取り組むきゅうり生産者５戸（栗原市志

波姫・若柳地区）を対象とする相互視察研修会を開

催し，各々のハウスを巡回しながら栽培状況や管理

方法に関する意見交換を行いました。  

まず現地で生産者から作付計画と栽培方法につ

いての説明を受けたあと，きゅうりの栽培状況を見

ながら管理方法について意見交換しました。整枝・

摘葉のタイミングやハウス開閉等の栽培管理に関

する意見や質問が積極的に出て，互いに管理方法を

確認することができました。  

普及センターからは，  ２カ所のハウスで記録し

ていた温度・湿度・CO2 濃度のデータを用いて，ハ

ウス内の環境制御について説明を行いました。  

相互視察を通じ，自らの管理方法を見直す機会が

できたことで，栽培技術のレベルアップが期待され

ます。  

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年６月 22 日 

小麦採種ほのほ場審査を実施しました 

大崎農業改良普及センター管内ではシラネコム

ギの採種が行われており，宮城県のシラネコムギ種

子生産の約５割強を占めています。普及センターで

は採種ほ場に生育調査ほを設置し，生育状況等を把

握しながら，適正な栽培管理について指導していま

す。  

令和２年播種用のシラネコムギ採種ほは，令和元

年東日本台風の影響で播種時期の遅れや冬期の鳥

による食害が多く，生育量が平年よりも下回るほ場

もありました。しかし，適切な追肥や防除作業の実

施により生育は順調に回復しています。５月には第

一期，６月には第二期のほ場審査を実施したところ，

異品種や病害の発生は見られず，全筆を合格としま

した。  

普及センターでは，引き続き優良種子生産に向け，

適期刈取や適正な乾燥調製の徹底について支援し

ていきます。  

 

 

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  

大河原農業改良普及センター 

令和２年６月８日 

りんご若手栽培者摘果講習会を開催しまし

た 

大河原農業普及センター管内のりんご栽培面積

は約 48ha（平成 30 年）で，生産者の高齢化により

減少傾向にある中，白石市，大河原町，丸森町の果

樹園４戸の若手後継者が技術交流を図りながらり

んご栽培に取り組んでいます。  

今回は，令和２年５月 27 日に，白石市のりんご

園で，若手後継者の技術向上と情報交換を目的に摘

果講習会を開催しました。当日は，摘果の目的，方

法，品種別の栽培ポイントなどについて説明した後，

要点を確かめながら実際に摘果を行いました。  

今回の講習会は，自園の摘果を見直す良い機会と

なったほか，今後の活動について「先進地を視察し

たい」等の意見が出るなど，技術向上への意欲も感

じられました。  

りんごの収穫は，９月から見込まれ，贈答販売や

直売所でも購入できます。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年６月９日 

農地中間管理事業の勉強会を開催しました 

農事組合法人やつきファームは，栗原市若柳八木

地区の担い手法人として令和２年２月に設立登記

された組織（組合員 32 人，経営面積約 60ha）で，

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。  

令和２年６月４日に開催した勉強会では，栗原市

役所職員，（公社）宮城農業振興公社地域コーディネ

ーターを講師として中間管理事業の仕組みや活用

時の注意点，実際の手順などについて勉強しました。 

今後も地域農業の発展や法人の運営の要となる

事業推進に向けて普及センターおよび関係機関は

支援していきます。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年６月 16 日 

新規就農者が簡易養液栽培システムによる

トマト栽培に挑戦しています 

大崎市田尻地区の新規就農者が，簡易養液栽培シ

ステムを利用したトマト栽培に取り組み始めまし

た。当システムは移動式であり，水稲育苗後のハウ

スを有効活用できるものです。比較的新しい栽培方

法のため，管内でこの栽培方法に取り組む生産者は，

まだ少ない状況です。普及センターでは，当新規就

農者がこのシステムを導入するにあたって，情報提

供や技術指導を行っています。  

 令和２年６月 11 日（木）には，栽培ほ場に他地域

の若手野菜生産者や関係機関が集まり，このシステ

ムによる栽培方法について勉強するための視察研

修会が行われました。参加者からは，当システムの

設置方法や，栽培における注意点等について質問が

ありました。また参加者同士で積極的に情報交換が

なされ，有意義な研修会となったようです。  

 普及センターでは，今後も新規就農者の営農技術

向上のため支援していきます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年６月 24 日 

法人経営体への｢御用聞き訪問｣に向けた経

営分析勉強会を開催しました 

昨年度，仙台農業改良普及センターでは，当セン

ター職員と行政事務を担当する班を含め，仙台地方

振興事務所農業振興部の全職員で管内の農業法人

43 経営体に対して｢農業法人調査｣を実施しました｡  

 この調査の結果，各農業法人の現在の経営状況や

課題，支援が必要な事項等が明らかになったことか

ら，本年度は，全普及指導員が２人１組で｢御用聞き

訪問｣として課題解決に向けた支援を展開していく

予定にしています。この中で，昨年の｢農業法人調

査｣の際に預かった３期分の決算書の簡易分析結果

を直接訪問して提示することとしており，経営分析

の数字が示す意味やどの分析項目に注目すべきか

等について共通理解するため，農業振興課の経営担

当革新支援専門員を講師に「法人経営体への『御用

聞き訪問』に向けた経営分析勉強会」を開催しまし

た。  

 今後も普及指導員が法人等の経営管理能力に対

する支援を的確に行えるよう研鑽を重ねていきた

いと思います。  
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石巻農業改良普及センター 

令和２年６月 26 日 

農業法人の若手社員向け水稲栽培勉強会が

開催されました 

 令和２年６月 18 日に，（株）宮城リスタ大川の社

内勉強会が開催され，役員及び社員 10 名が出席し

ました。非農家出身の若手社員もいるため，水稲の

目標とする収量と水管理について普及センターか

ら説明しました。水管理については，田植え時に根

が切られて傷んだ苗を保護する深水管理，その後の

分げつを促す浅水管理，イネの根を健全に保つため

の間断灌水など，イネの生育段階に合わせた水管理

の重要性について説明しました。  

出席者からは，収量の目標やイネの生長の様子に

ついて基本的な知識を習得した上で，その年の気象

やイネの生育に合わせ，水の深さを少しずつ変化さ

せて水管理を行うことが重要だということが理解

できたとの話がありました。また，高温障害を避け

るにはどういう水管理が必要かなど，活発な意見交

換が行われました。  

普及センターでは，２回目以降も若手社員向けの

勉強会を開催する予定であり，若手社員を抱える農

業法人の技術向上を支援してまいります。  

 
 

 

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６月１日 

関係機関一体となって園芸特産振興を図り

ます 

 令和２年５月 27 日に石巻合同庁舎において，令

和２年度第１回石巻地域園芸特産振興会議を開催

しました。この会議は石巻，東松島市の園芸担当者

及びＪＡいしのまき園芸課，必要に応じて石巻青果

市場からも担当者に出席を頂き，石巻地域の園芸振

興を図るために何をすべきか，園芸特産物のＰＲを

するためにはどうしたら良いかなどを協議する場

となっています。  

 今年度は新しい｢園芸振興戦略プラン（Ｒ３～Ｒ

７）｣の作成年となっており，現プラン（Ｈ28～Ｒ２）

の実績検証と合わせて，プラン作りの大まかなスケ

ジュールを確認しました。  

 また，新プラン作成に向けて追加品目として，Ｊ

Ａいしのまき園芸課から｢加工用バレイショ｣の提

案があったため，園芸振興室から加工業務用野菜関

連事業の説明や農園研情報経営部より加工業務野

菜の経営モデル指標の説明をうけました。  

 昨年は県育成いちご新品種の｢にこにこべりー｣

が本格デビューするということもあり，関係機関一

体となって進めるため，生産振興方策及びＰＲ方法

も含めて４回開催し，試食販売会等を開催したとこ

ろ，大好評のＰＲ活動となりました。  

 今後は，Ｒ３年度からのプラン作成と実施に向け

て，これまでの実績をしっかり検証し，新たな目標

を設定しながら，関係機関一体となって石巻地域の

園芸特産振興を進めていきます。  

 
 

 

東日本大震災からの復興に関する支援  

石巻農業改良普及センター 

令和２年６月２日 

土づくりモデル実証ほの設置で地域の地力

向上へ 

 令和２年５月 26 日，石巻農業改良普及センター

が石巻市大川地区に設置した土づくりモデル実証

ほにおいて，田植後の植付本数及び栽植密度調査を

行いました。  

 東日本大震災の津波被災を受け，その後のほ場整

備事業が完了した石巻大川地区及び北上地区の復

旧農地においては，これまでの水稲生育調査等の結

果から地力が低いことによる低収量が課題である

ことが明らかになっています。  

そこで普及センターでは，令和２年度からのプロ

ジェクト課題で，大川地区の法人に堆肥の施用量を

変えた土づくりモデル実証ほを設置し，堆肥施用に

よる効果の検証等を行います。実証ほでは令和２年

５月 24 日に田植えが行われており，今後生育調査

や成熟期調査を行いながら，施肥効果の比較や，現

地検討会の開催に取り組んで参ります。  

 



                                                        

                                                   

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 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
 
 
＊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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