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

〇 気仙沼農改：気仙沼いちごの増産に向けて栽培勉強会が開催されました 

〇 亘 理農改：「りんご若手生産者勉強会」を開催しました 

〇 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 

〇 美 里農改：酒造好適米品種「吟のいろは」が宮城県育成品種で初の「特等」格付となりました  

〇 美 里農改：ＪＡ新みやぎ仙台こねぎ部会「栽培技術の見える化」検討会を開催しました  

〇 石 巻農改：アスパラガス栽培管理勉強会（病害対策グループワーク編）を開催しました  

 

②競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

〇 美 里農改：美里地区生活研究クラブ連絡協議会で技術向上講座を開催しました  

〇 石 巻農改：第２回アスパラガス販売戦略会議を開催しました  

 

③安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

〇 美 里農改：ＪＡ新みやぎみどりの地区糸みつば部会現地検討会が開催されました  

〇 大 崎農改：「大豆刈取適期判定会」が開催されました 

〇 石 巻農改：アスパラガス栽培管理勉強会（収量予測編）を開催しました  

〇 大 崎農改：第４回全国ササニシキ系「ささ王」決定戦２０２０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 
①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・・・・・・・・・・・・・・４ 

〇 石 巻農改：石巻地区４Ｈクラブの青空市が開催されました 

〇 栗 原農改：「土壌の基礎知識」研修会（みやぎ農業未来塾ｉｎくりはら）を開催しました  

〇 気仙沼農改：気仙沼地区農業士会の研修会を開催しました 

〇 登 米農改：「新規就農者向け研修会～資金繰り表の作り方・活かし方～」の開催！  

〇 石 巻農改：カイゼンの入口，“２Ｓ活動”を支援しました 

②地域農業の構造改革に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

〇 仙 台農改：中山間地域農業を支える担い手の法人化を支援しています 

〇 仙 台農改：地域農業の再編に向けて，大規模区画ほ場を視察しました 

③農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７  

〇 登 米農改：登米地区農村生活研究グループ生活改善実践交流交歓会の開催  

〇 気仙沼農改：南三陸町入谷地区で「里山ランチ」のお披露目会が開催されました！  

〇 栗 原農改：ふさすぐりのせん定講習会と栽培者との意見交換会を実施しました  

〇 大 崎農改：「古川まごころ市」が開催されました！ 

〇 栗 原農改：一迫米食味コンクールが開催されました 

〇 仙 台農改：寒風沢の農産物等資源を活用した商品開発研修会を開催しました  

〇 亘 理農改：「亘理地域農産物加工研修会」を開催しました 
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④環境と調和した農業生産に取り組みに対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

〇 気仙沼農改：南三陸町歌津で鳥獣害対策の勉強会を開催しました  

〇 気仙沼農改：南三陸町歌津で鳥獣被害対策に向けた集落点検マップを作成しました  

 

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

〇 大河原農改：お花を庁舎に飾って消費拡大をＰＲ 

〇 石 巻農改：石巻産花きを展示しました 

〇 亘 理農改：宮城県産花きの展示による魅力発信！ 

〇 亘 理農改：山元町の岩佐國男氏ｇは農事功績者表彰と秋の叙勲でダブル受賞  

〇 登 米農改：宮城県知事がＪＡみやぎ登米胡瓜部会を訪問 
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

①先進的技術に取り組む経営体の育成支援 
 
気仙沼いちごの増産に向けて栽培勉強会が開催
されました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和 2 年１１月 2 日   

 ９月 30 日に気仙沼市階上地区のいちご生産者を

対象に，JA 新みやぎ南三陸地区本部主催のいちご栽

培勉強会が開催されました。今回の勉強会では農

業･園芸総合研究所の研究員を講師に招き，ほ場を

巡回して生育ステージに応じた肥培管理や温度管

理について指導を行った他，令和２年産の県産いち

ごの振り返りと令和３年産いちごの栽培管理のポ

イント，県育成新品種「にこにこベリー」の特徴に

ついて研修しました。 

 普及センターからは，令和２年産の生育調査と環

境モニタリングデータの結果を解説し，生産者毎の

データを比較しながら収量向上に向けた環境づく

りについて検討しました。 

 参加者からは「自分のハウスは湿度が低いため改

善したい」「開花が遅れないように温度管理に留意

したい」などの積極的な意見が聞かれ，有意義な勉

強会となりました。 

  

「りんご若手生産者勉強会」を開催しました 
亘理農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１２日  

 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）は，大河原農業改良普及センターと

共催で，11 月４日に当管内と大河原管内のりんご若

手生産者を対象に，「りんご若手生産者勉強会」を開

催しました。 

 大河原管内のりんご若手生産者との交流は，今年

３月に当地区を会場した現地視察会に引き続き２

回目になります。 

 今回は，産地一丸となってりんご「蔵王はるか」

のブランド創出に取り組んでいる蔵王町での取り

組み事例や，白石市のりんご生産者の現地視察等を

行いました。 

 参加者からは好評で，地域を越えた交流・情報交

換の場は，貴重な機会であるとの意見や，今後も継

続して欲しい等の要望がありました。 

 普及センターでは，今後も巡回指導やこのような

勉強会等を通じて，りんご栽培技術の向上に向けた

支援を継続していきます。 

 

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 
気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１１月１８日  

 管内では稲刈りが終わり，天候にも恵まれ，耕起

作業が順調に進んでいます。11 月９日から 11 月 11

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，普及センターや肥料・農薬メーカーの

担当者が説明を行いました。今年は，斑点米による

落等の割合が多いことから，斑点米カメムシ類の発

生源となる雑草対策について，詳しく説明しました。 

 出席した生産者は，「雑草の種類や対策について

よく分かった。来年も良いお米がとれるようにがん

ばりたい」と話していました。 

 

 

酒造好適米新品種「吟のいろは」が宮城県育成品
種で初の「特等」格付となりました！ 
美里農業改良普及センター 

令和２年１１月２５日   

「吟のいろは」は，平成 19 年に古川農業試験場で交

配された酒造好適米の新品種で，令和 2 年 2 月に品

種登録出願公表され，同月に日本酒がデビューして

います。 

 やわらかく，ふくよかな味わいのお酒ができるた

め，県内の多くの蔵元の期待も高まっています。 

 令和２年産は，松山町酒米研究会の会員８人が約

７ha 作付し，栽培管理技術の早期確立に向け，展示

ほを４か所設置して生育調査を実施するなど，手探

りで管理を行ってきました。 

 ９月下旬から順調に収穫が行われ，８人の平均反

収は 579kg となり，昨年度よりも多収となりました。 
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 ９月 28 日に，産地品種銘柄に設定されてから初

めての農産物検査が行われ，１名の生産者が出荷し

た 88 袋が全量特等に格付されました。特等格付は，

宮城県が育成した品種では初となる快挙です。さら

に，10 月 12 日に検査した 32 袋も特等に格付され，

令和２年産「吟のいろは」は，出荷数量 1,314 袋の

うち，120 袋が特等に，残りもすべて１等に格付さ

れました。 今後は，醸造に重要な成分の分析結果

等を踏まえ，令和３年産に向けて課題を明確にし，

研究会と一体となって栽培管理技術確立を推進し

てまいります。 

↓「特等」格付となった「吟のいろは」玄米 

 

JA 新みやぎ仙台小ねぎ部会「栽培技術の見える
化」検討会を開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和２年１１月３０日   

普及センターでは，今年度から JA 新みやぎ仙台

小ねぎ部会とプロジェクト課題に取り組んでおり，

その中で，若手生産者の栽培モデル指標とするため

「栽培技術の見える化」を目指して，熟練生産者の

ほ場で小ねぎ栽培で重要とされているかん水管理

と環境データの測定・記録を行ってきました。 

 春から実証ほで調査を行っており，その調査結果

の検討会を 11 月 20 日（金）に開催しました。 

 かん水管理では，各生産者のほ場毎で特徴がある

ことが分かり，基本的な栽培管理のポイントの共通

点を確認することができました。また，調査結果か

ら生産者同士が自分のほ場とどう違うかなど意見

交換を活発に行うことができました。 

 普及センターでは，今回の検討会の意見を参考に

「栽培技術の見える化」へ向けて取り組むとともに，

引き続き仙台小ねぎ部会の栽培技術等の支援を行

っていきます。 

 

  

アスパラガス栽培管理勉強会（病害対策グループ

ワーク編）を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和２年１１月２５日  

 令和２年普及活動計画のプロジェクト課題「地域

活性化に向けた高収益作物（アスパラガス）の導入・

定着」の一環として，11 月 20 日にアスパラガス栽

培管理勉強会（病害対策グループワーク編）を開催

し，アスパラガス生産者 16 名が参加しました。 

 今回の勉強会では，明治大学とパイオニアエコサ

イエンス(株)が共同開発した「採りっきり栽培」に

取り組む生産者を主な対象に，普及センターからは

病害の発生メカニズムや対策を説明しました。また，

パイオニアエコサイエンス (株 )の松永邦則氏から

は，今年度のアスパラガスの他産地での病害の発生

状況や来年度に向けた管理のポイントについて，リ

モート講義で情報提供いただきました。その後，参

加者は４～５人ずつのグループに分かれ，今年度の

栽培の振り返りについて，グループワークで意見交

換しました。 

 アスパラガス栽培における代表的な病害は，斑点

病と茎枯病の二つで，これらの病害についてしっか

りと対策を行うことが収量を確保するためのポイ

ントです。グループワークにより出された生産者個

人の振り返りについては，個人毎にアスパラガスの

栽培カルテとしてまとめ，来年度の栽培に活用する

予定です。 当普及センターでは，今後もアスパラ

ガス栽培について引き続き支援を行っていきます。 

 

 
②競争力のあるアグリビジネス経営体の育成 
 
美里地区生活研究クラブ連絡協議会で技術向上
講座を開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和 2 年１１月 4 日    

 美里地区生活研究クラブ連絡協議会では，農村の

生活と生産に関する知識や技術の習得を目的とし

た研修会を行い，相互に資質向上を図っています。 

  10 月 26 日に，株式会社渡辺採種場瀬峰研究農場

を会場に，野菜の新品種及び栽培技術について研修

会を開催したところ，会員 16 名が参加しました。 

 最初に農場長より，野菜栽培のポイントや，直売

向きの品種等について講義を受けました。その後に，

研究ほ場に移動し，実際に栽培されているさまざま

な秋冬野菜を視察しました。会員からは，栽培方法
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や生理障害，病害虫防除，土づくり等，多岐に渡る

熱心な質問が寄せられました。  

 会員の多くは直売所等へ野菜の出荷を行ってお

り，今回の研修で学んだことを生産に活かしていき

たいといった感想が出されました。  

  

 
第２回アスパラガス販売戦略会議を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１１月 9 日  

 10 月 20 日に第２回アスパラガス販売戦略会議を

開催しました。 

 会議では，アスパラガス研究会員 14 名が３つの

グループに分かれ，アスパラガス栽始１～２年目と

３年後以降のそれぞれの期間ごとに，アスパラガス

の魅力的な売り先と販売に関する有利なポジショ

ニングについて，生産者が自ら考え検討するワーク

ショップを行いました。 

 宮城県農業・園芸総合研究所情報経営部大場副主

任研究員がワークショップの進行を担当し，ワーク

ショップを通して，アスパラガスの産地育成のため

の STP 分析が行われました。 

 あるグループでは，栽培開始から３年以降の魅力

的な売り先を宮城県内の一般家庭向けとし，鮮度と

アスパラガスの色（緑，紫，白等）にこだわること

が他の産地に比べて強みとなる点に着目して，販売

戦略を考えました。 

 当普及センターでは，今後もアスパラガスの生産

振興について，引き続き支援を行っていきます。 

 
③安全安心な農畜産物の生産に取り組む経営
体への支援 
 

 

JA 新みやぎみどりの地区糸みつば部会現地検
討会が開催されました 
美里農業改良普及センター 

令和 2 年１１月 6 日   

10 月 30 日に JA 新みやぎみどりの地区糸みつば

部会の現地検討会が開催されました。部会では現在，

年末年始の出荷へ向けて栽培を行っており ,生育状

況を確認するため各生産者のほ場を巡回しました。   

普及センターからは，課題となっているアブラム

シ対策として，気門封鎖薬剤を活用した初期防除に

ついて情報提供しました。生産者からは，「気門封鎖

薬剤を試してみたい」と興味を持ってもらえ，生産

者同士によるアブラムシ対策の意見交換を活発に

行うことができました。普及センターでは，引き続

き糸みつば部会の栽培技術等の支援を行っていき

ます。 

  

「大豆刈取適期判定会」が開催されました 
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１０日  

 11 月５日に大崎市岩出山でＪＡ新みやぎいわで

やま地区本部主催の「大豆（ミヤギシロメ）刈取適

期判定会」が開催されました。 

 判定会にはＪＡ管内の大豆生産者が参加し，大崎

農業改良普及センターより今年の大豆の生育状況

や刈取時の留意点について説明しました。実際に現

地ほ場の大豆を見ながら刈取適期となる大豆の特

徴について理解を深めました。参加した生産者から

は「大豆の品質を落とさないよう，適期の刈取りに

努めていきたい。」との意見がありました。 

 普及センターでは大豆の安定生産に向けて引き

続き技術指導を行ってまいります。 
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アスパラガス栽培管理勉強会（収量予測編）を開
催しました。 
石巻農業改良普及センタ- 

令和 2 年１１月１７日  

 11 月５日にアスパラガス栽培管理勉強会（収量予

測編）を開催，アスパラガス生産者 17 名が参加しま

した。 

 今回の勉強会では，明治大学とパイオニアエコサ

イエンス(株)が共同開発した「採りっきり栽培」に

取り組む生産者を中心に，パイオニアエコサイエン

ス(株)の松永邦則氏を講師に迎え，冬時期から収穫

時期までのアスパラガスの生理生態（黄化・転流）

や管理技術について，説明をいただきました。また，

地下部への転流状況を確認する方法として，貯蔵根

の糖度を実際に測定しました。  

 アスパラガスは，気温の低下に伴い，地上部が黄

化し，地上部から地下部（貯蔵根）へ光合成産物の

転流が始まります。太い茎が多い株ほど，収穫量が

多くなることが期待できます。  

 このことから，参加者は自分の育てた株の充実度

を確認し，その違いが収穫量にどう影響するかを来

年春に確認する予定です。  

 当普及センターでは，今後もアスパラガス栽培に

ついて引き続き支援を行っていきます。  

 

 
第４回全国ササニシキ系「ささ王」決定戦 2020 
が開催されました 
大崎農業改良普及センター 

令和２年１１月３０日   

 11 月 20 日宮城県古川農業試験場を会場に，第４

回「ささ王」決定戦が開催されました。新型コロナ

感染対策として最小限の参加人数とし，「三つの密」

を避けるなど，「新しい生活様式」を十分考慮した開

催となりました。 

 「ささ王」決定戦は，昨年から応募範囲を全国に

拡大し，大崎市商標：「ささ結」（品種名：東北 194

号で定める基準（①環境配慮，②食味重視）を満た

した米）25 点，ササニシキ 61 点，計 86 点（昨年 66

点）と過去最大の出品数となり，県外からも５点が

出品されました。審査は，第１次審査を通過した９

名 10 点を最終審査として，炊きたてと酢飯の食味

官能審査により，大崎市の関孝浩氏が第４回ささ王

となりました。 

 大崎の米『ささ結』ブランドコンソーシアムの取

り組みは，今年で６年目となり，大崎寿司業組合や

酒造会社等も参加しブランド化を進めています。

『ささ結』は好評でヨークベニマルをはじめ首都圏

のスーパーでの販売も定着してきており，実需者か

らも，数量が少ないため増産を求める声が大きく，

さらなる生産拡大と品質向上が期待されています。

また，令和元年度産から『ささ結』ブランド認証の

基準に，豊饒の大地「大崎耕土」世界農業遺産ブラ

ンド認証を受けていることが追加され，生き物調査

を行うなど，環境に配慮した米づくりが一層強化さ

れています。 

 東北 194号の作付は，今年度が過去最高の 131.8ha

となりました。次年度以降は，全てが『ささ結』と

なるように，栽培技術向上，食品の安全，環境保全，

経営改善等の実現が図られるよう支援していきま

す。 

 
地域農業の振興に向けた総合的な支援 
 
①地域農業を支える経営意欲の高い担い手の
確保・育成 
 

石巻地区４Ｈクラブの青空市が開催されました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１１日   

 石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会では，消費者との

交流活動として直売活動を積極的に行っています。

中でも宮城県石巻合同庁舎内での「青空市（あおぞ

らいち）」は当クラブの若手農業者が丹精込めて栽

培した農産物を販売するイベントです。 

 今年は新型コロナウイルス感染症の影響から来

客数の減少が懸念されましたが，感染症対策を徹底

し，お客様が安心して購入できるように工夫を凝ら

した販売体制をとって開催しています。今回は，今

年度の２回目として，11 月４日に土付きねぎ，はく

さい，きゅうり，トマト，だいこんを販売しました。

特に，これからの季節の料理にかかせない土付きね

ぎやはくさいは驚異的なスピードで売れ，前回８月

に開催した時に続いて，準備した農産物は全て完売

しました。 

 当クラブは今後も青空市等の直売活動を通じた

消費者交流を行い，農業経営者としての資質向上に

取り組んでいきます。  

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/c/ff9ed48eaf804b264bdc06c2accfa1a4


5 

 

  

「土壌の基礎知識」研修会（みやぎ農業未来塾  in 

くりはら）を開催しました 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１６日  

   11 月５日に，「土壌の基礎知識」研修会（みやぎ

農業未来塾 in くりはら）を栗原合同庁舎で開催し，

新規就農者や若手女性農業者等 11 名が参加しまし

た。 

「みやぎ農業未来塾」は，新規就農者等が生産や流

通，販売等に関する技術・知識を経営の発展段階に

応じて習得できるように開催しています。今回の研

修会では新潟食料農業大学食料産業学部教授の伊

藤豊彰氏を講師とし，「土壌の基礎知識」について学

びました。開催方法は，新型コロナウイルス感染症

防止のため，講師が勤務する大学と栗原合同庁舎会

議室をミーティングアプリで結ぶリモート講演と

しました。 

   普及センターとしては初めてのリモート研修会

であり，運営面では不慣れな部分もありましたが，

講演では土壌の物理性や化学性，改良対策等につい

てわかりやすく教えていただき ,若い農業者が栽培

技術の向上を図る上で，有意義な研修会となりまし

た。一方，参加者からは，次回は伊藤教授に「生」

で講演してほしいという感想も聞かれました。  

 

 

気仙沼地区農業士会の研修会を開催しました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１１月１８日  

  気仙沼地区農業士会は，11 月５日南三陸町内にお

いて，現地視察研修会を開催しました。地区の農業

士会会員に加えて，気仙沼４Ｈクラブメンバーにも

参加を呼びかけました。 

 研修会は，きくやいちご等を生産する青年農業士

の及川博喜氏が代表を務める株式会社グランドカ

ンパニと南三陸町の地域おこし協力隊が設立した

南三陸ワイナリー株式会社の生産現場を訪問し，そ

れぞれの代表者から経営方針等を学びました。 

 当日は秋の好天に恵まれ，眺望の良い南三陸ワイ

ナリー株式会社のぶどう畑まで足を運ぶことがで

きました。参加者からは積極的な質問が出され，農

業士ＯＢ世代から青年農業者まで幅広い層の管内

農業者が顔を合わせ，良い情報交換の場となりまし

た。 

 

みやぎ農業未来塾  農業機械等の安全使用研修

会開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１９日  

 11 月 10 日に，就農５年目以内の新規就農者を対

象として「みやぎ農業未来塾 農業機械等の安全使

用研修会」を開催しました。 

 ヤンマーアグリジャパン株式会社サービス事業

推進部の賀来はる香氏と東北販売部の住本光隆氏

を講師に迎え，今年４月から道路運送車両法の一部

改正の概要と，作業機付トラクタや牽引する場合の

公道走行時の注意点と標識や表示板等の仕方につ

いて学びました。さらに，スマート農業への取組，

特にロボットトラクタ，オート田植機，収量測定コ

ンバイン，ドローン，水管理システムや，リモート

センシング技術等についてお話をいただきました。 

 また，普及センターからは農作業事故防止に向け，

特にトラクタの事故防止のポイントについて動画

を用いて意識啓発を図りました。 

普及センターでは，今後も青年農業者の育成に向け

た支援をしていきます。 
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カイゼンの入口，"2S 活動"を支援しました 
石巻農業改良普及センター 

令和２年 11 月 25 日   

県では，製造業の現場改善の考え方と手法を農業

にも展開するために，トヨタ自動車株式会社から研

修を受けた普及指導員が，農業現場への普及を図っ

ています。 

 その一環として，11 月 18 日に，東松島市の農業

法人「株式会社よつばファーム」にて，現場改善へ

のきっかけとなる"2S 活動"を実施しました。 

 2S とは「整理」「整頓」の頭文字で，トヨタ式カ

イゼンでは一番初めに着手する取組です。 

この日は，マルチやセルトレーなどの農業資材をい

ったん外に出し，使うものと捨てるものに分け（整

理），分類して，使いやすいように倉庫に再配置（整

頓）しました。 

 社員，パート社員，アルバイト，そして普及セン

ター職員の合計 10 人がかりで半日かけて取り組み，

やっと３坪程度の整理整頓ができました。 

 掲載している写真は暫定的な整頓で，後日，会社

でパーテーションやラベルを設置し，本格的な整頓

を行います。 

 この次のステップでは，清掃と清潔によりこの状

態を維持し，それをしつける（習慣化する）という

3 つの S を加えた「5S」の達成を目指します。 

 習慣化にあたっては，作業者の意志ややる気に依

存しなくてもできる仕組みを作り，機能させること

が重要です。 

 普及センターでは，引き続き，仕組み作りと習慣

化を支援していく予定です。 

 

 
 

「新規就農者向け経営研修会～資金繰り表の作

り方・活かし方～」の開催！ 
登米農業改良普及センター 

令和２年１１月２６日  

11 月 19 日に宮城県登米合同庁舎で「新規就農者

向け経営研修会」を開催し，新規就農者４人が参加

しました。今回の研修会は，今年の７月から５回開

催した「新規就農者向け簿記研修会」参加者の要望

を受け実施したものです。 

 講師は，第１回，第５回と同様，中小企業診断士

の本田茂先生（HS コンサルティング株式会社）を招

き，資金繰り表作成の重要性や作成方法，活かし方

について講義した後，事前に参加者が作成した資金

繰り表を一人ずつ確認し，アドバイスや質問に回答

していただきました。 

 先生からは，「資金繰り表を作成すると，今まで感

覚で捉えていた資金の動きが目で見て分かるよう

になり，これがとても大切なこと。」と話しがあり，

参加者も「これまで資金繰り表を作らずに経営して

きたが，作成することで安心材料になる。」「今は，

父が経営主だが，将来は自分が経営する立場になる。

資金繰り表を作成して，今のうちに家族と相談して

いくことが大切だと感じた。」等の意見があるなど，

資金管理の重要性を理解していたようでした。 

 普及センターでは，12 月にパソコン簿記研修会等

の開催を予定しており，早期に簿記を経営に役立て

てもらえるよう支援していきます。 

 

②地域農業の構造改革に向けた取組支援 
 
中山間地域農業を支える担い手の法人化を支援
しています 
仙台農業良普及センター 

令和２年１１月１９日  

 仙台市西部の中山間地域に位置する倉内・大針地

区では，農業の担い手不足や耕作放棄地の増加等が

懸念されており，平成 29 年「倉内・大針農村地域活

性化委員会」を設立し，農地整備事業導入等による

持続的な地域農業の維持を目指しています。 

 これまで普及センターでは，地域営農の体制づく

りとして，当活性化委員会が開く定例会議に出席し，

集落営農に係る勉強会や先進地視察研修の他，集落

アンケートに基づき担い手の育成・確保等の課題解

決に向けて支援してきました。その結果，同地区に

は前身となる生産組織がない中で，当活性化委員会

のメンバー７名が発起人となり，担い手として農事

組合法人の設立を令和２年度内に行う方向となり

ました。 

 法人設立にあたり，11 月 15 日に開催された同地

区農家を対象とした農地整備事業の説明会で，発起

人代表から「農地の集積・集約化を図りながら農地

を守っていく」と地域担い手としての決意が示され

たところです。 

 引き続き普及センターでは，宮城県農業経営相談

所や JA 等の関係機関と連携しながら法人化や農業

経営の安定に向けた支援をしてまいります。 
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地域農業の再編に向けて，大規模区画ほ場を視

察しました 
仙台農業改良普及センター 

令和２年１１月２６日 

 大郷町の前川地区では，地域農業の再編に向けて

農地整備への気運が高まり，平成 26 年 12 月に「前

川地区事業推進委員会」を設立し，農地整備事業導

入等による持続的な地域農業の維持を目指してい

ます。 

今回の農地整備では，労働生産性の向上や経営体の

規模拡大へ対応しやすいように２ ha 区画を検討し

ていますが，これまでの 30a 区画のほ場と比較し大

区画となるため，整備後の営農について農家は不安

を抱いていました。そこで，11 月 17 日に推進委員

会幹事（主要法人代表等）や関係機関で，岩沼市の

東日本大震災後に整備された２ ha 区画ほ場の視察

を行いました。 

最初に管轄の名取土地改良区の担当者より東日本

大震災からの復旧・復興への取組について説明を受

けた後，現地に移動し，メリット等について具体的

に説明を受けました。続けて，ほ場の管理などにつ

いて活発な意見交換が行われました。 

整備済みの２ha 区画ほ場を直接視察したことで，不

安が払拭され，農地整備後の営農へのイメージが固

まり，有意義な視察となったようです。 

 
 

③農村地域の振興に向けた取組に対する支援 

 

登米地区農村生活研究グループ生活改善実践交

流交歓会の開催  
登米農業改良普及センター 

令和２年１１月１７日  
11 月 12 日に，登米地区農村生活研究グループの生

活改善実践交流交歓会を開催しました。 

 今年は，新型コロナウイルスの影響で，例年の料

理講習会を変更し，スマホ教室と手作りマスクの情

報交換を行いました。 

 ドコモショップ登米店から講師を招き，初心者向

け講座として「スマートフォンならではの魅力」を

体験しました。グループ員 12 人の参加があり，「電

話機能に加え，検索方法も学ぶことができ参考にな

った」との意見がありました。 

 また，それぞれの手作りマスクを持ち寄り，デザ

インや機能性について情報交換を行いました。  

 普及センターでは，今後も女性農業者の活動を継

続して支援していきます。  

 

南三陸町入谷地区で「里山ランチ」のお披露目会

が開催されました！ 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１１月１７日  
 南三陸町里山交流促進協議会では入谷地区におい

て食のワーキンググループを設置し，南三陸米や地

元野菜を使ったお弁当「里山ランチ」の製作に取り

組んでいます。「里山ランチ」は，南三陸産の食材を

使うこと，包装は環境を配慮して竹皮を使うことを

ルールに，入谷地区の女性加工グループや飲食店な

ど 10 店舗が参加し，各店の特色を活かしたお弁当

です。 

 11月 13日に「里山ランチ～竹皮包装シリーズ も

みじ弁当～」のお披露目会を開催し，地元野菜をふ

んだんに使った８種類のお弁当が発表されました。

来場者は抽選で１種類のお弁当を試食し，「インバ

ウンドにも対応できそう」，「南三陸町の特色が活か

されていてとても美味しかった」などの感想が聞か

れました。 
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ふさすぐりのせん定講習会と栽培者との意見交

換を実施しました 
栗原農業改良普及センター 

令和２月１１月 5 日  

 10 月 29 日に，栗原市花山のふさすぐり園地でせ

ん定講習会を開催しました。 

 栗原農業改良普及センターでは，小果樹ふさすぐ

りをきっかけとした花山地区の振興にプロジェク

トとして取り組んでいます。今回はその一環で，高

品質な果実生産と，作業のしやすい樹形づくりのた

めのせん定方法を栽培者に指導しました。講習会後

は，会場を花山農山村交流センターに移し，今後の

ふさすぐりに対する各栽培者の意気込みを伺い，地

域外からの収穫応援の受入れ等について，意見交換

を行いました。 

 当日は６人の参加があり，講習会ではせん定や植

付け方法について質問があったほか，意見交換では

「供給量や品質，価格を安定させるために，出荷グ

ループが必要」，「今まであまり管理していなかった

が，ふさすぐりを活かすため収穫方法から勉強した

い」，「自力で収穫は難しいが，応援に来てもらえる

なら園地の環境整備を徹底する」等の意見がありま

した。 

 

「古川まごころ市」が開催されました！ 
大崎農業改良普及センター 

令和２年１１月２０日 

  大崎市古川農産加工クラブ連絡協議会では，都市

消費者との交流を目的として，毎年仙台市勾当台公

園を会場に「古川まごころ市」を開催しています。   

今年は新型コロナウイルス感染症対策を万全に

行った上で，11 月 17 日～18 日の２日間開催されま

した。「まごころ市」では，会員が丹精込めて作った

ねぎやだいこんなどの農産物や，みそや漬物，もち

などの農産加工品が数多く販売されました。来場客

の中にはリピーターも多く，今年の開催を心待ちに

していたとの声が聞かれました。協議会の会長は，

「今年も仙台のみなさんにおいしいものを届けら

れるよう，会員は早くから準備を進めてきた。無事

に開催できほっとしている。」と話していました。 

 

 
 

一迫米食味コンクールが開催されました 
栗原農業改良普及センター 

令和２年１１月２４日  

 11 月 18 日「第４回一迫米食味コンクール」 が，

JA 新みやぎ一迫営農センターにおいて開催されま

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。認定農業者や農協女性部会員等 35 名

が参加しました。今年は，生産者６名から 18 点の応

募があり，食味計で計測した結果を基に審査が行わ

れ，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。また，当日

は，総務省地域力創造アドバイザー／僧侶住職の高

野誠鮮（たかの じょうせん）氏から「ポストコロ

ナの中山間農業」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。 

 

寒風沢の農産物等資源を活用した商品開発研修

会を開催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和２年１１月２４日   

塩竈市浦戸諸島の寒風沢島は市内唯一の農地が

あるところです。その農地を活かすため，平成 30 年

７月に「寒風沢野菜生産者組合」を設立し，「島そだ

ち野菜」の栽培を行っています。設立当初より組合

の共通栽培品目として「激辛とうがらし」の栽培を

行い，今年で３年目を迎えます。栽培技術も向上し，

生産が安定してきたこともあり，次の展開を検討す

るため，10 月 14 日に一般社団法人みのり代表理事

の佐々木文彦氏を講師に招き，商品開発についての

研修会を行いました。激辛とうがらしと寒風沢の特

産である「牡蠣」に注目したコラボ商品開発等のア

イディアが出され，出席した組合員は商品開発の可

能性を感じ，今後も商品開発に取り組んでいきたい

という意欲が出たようです。 
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「亘理地域農産加工研修会」を開催しました 
亘理農業改良普及センター 

令和２年１１月２７日  

 亘理農業改良普及センターでは，女性農業者の起

業活動支援の一環として，11 月 20 日に「亘理地域

農産加工研修会」を開催し，令和３年６月から本格

的に施行される HACCP（ハサップ）に沿った衛生管

理について学びました。当日は，農家レストランや

農産加工等に取組んでいる生産者 19 名の参加があ

りました。 

 研修会では，「HACCP 義務化への実用的な対応」と

いう題目で，一般財団法人食品環境検査協会東京事

業所仙台支所田中宏朗上席研究員より，新しい制度

の概要や，導入に向けたプロセス等の講話をいただ

きました。  

 普及センターでは，今後も研修会等を通じて，女

性農業者の起業活動支援を継続していきます。 

  

 
 

④環境と調和した農業生産に取り組みに対す

る支援  

 

南三陸町歌津で鳥獣害対策の勉強会を開催しま

した 
気仙沼農業改良普及センター 

令和２年 11 月２日  

南三陸町歌津田表地区では，カモシカやハクビシ

ンによる農作物被害が発生しており，近年ではイノ

シシによる被害も散見されています。現在は被害額

は少ないですが，早期段階での対策に向け，10 月 29

日に地区内の住民を対象に勉強会を開催しました。

勉強会では（一社）サスティナビリティセンターの

相澤氏を講師に迎え，獣種別の具体的な対策方法や

先進地事例等について講演していただきました。早

期対策の重要性を認識する良い機会となり，参加者

からも積極的に質問が出るなど，充実した勉強会と

なりました。 

 今後は，集落点検やマップの作成，来年設置予定

の防護柵の設計を行う予定です。効果的な対策を行

うことで被害を防止し，安定した営農活動が行える

ように今後も継続して支援していきます。 

 

南三陸町歌津で鳥獣被害対策に向けた集落点検

マップを作成しました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和２年１１月３０日  

 当普及センターでは，南三陸町歌津田表地区を対

象に「集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業」を活

用して効果的な鳥獣被害対策について検討してい

ます。 

 11 月 19 日に第２回目の勉強会を開催しました。

（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まわりながら誘引物や

野生動物の痕跡などの周辺環境や防護柵の設置状

況を点検しました。その後，室内で集落点検の内容

をマップに落とし込みながら問題点の洗い出しを

行い，今後の対策の進め方について検討を行いまし

た。 

 次回は，次年度の防護柵設置に向けた具体的な方

策について検討を行っていく予定です。 

 

その他 

お花を庁舎に飾って消費拡大をＰＲ 
大河原農業改良普及センター 

令和２年 11 月２日  

  大河原農業改良普及センターでは，10 月６日から

４週連続で玄関ロビーに花きの展示を行いました。

第３回の 10 月 20 日～23 日は「かすみ草」「バラ」

「ディスバッド」の３種類，第４回の 10 月 27 日～
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30 日は「ストック」を展示しました。期間中，多く

の来庁者の皆様に展示したお花を足を止めてご覧

になっていただいたり，お花の購入先の問い合わせ

があったり，消費拡大に貢献できたと感じています。

また，10 月 22 日には「ポットマム」の職員向け販

売を実施し，たくさん方にお花を買っていただきま

した。  

 新型コロナウイルス感染症の花業界への影響を

払拭する目的で，お花の展示等を実施しましたが，

引き続き，県産花きの消費拡大をＰＲをしていかな

ければなりません。花業界の支援のため，皆さまも

お部屋にお花を飾ったり，日頃の感謝を込めてお花

の贈り物をするなど消費拡大に御協力いただけれ

ばと思います。 

  

 
 

石巻産花きを展示しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１１月 9 日   

 

 新型コロナウイルス感染症により大きな影響を

受けた花き産業の振興策の一環として，花の消費拡

大を応援するために，宮城県花と緑普及促進協議会

では，令和２年 10 月 27 日から 30 日までの４日間，

石巻合同庁舎１階ロビーに石巻市桃生地区で生産

されたガーベラを展示しました。展示中は多くの来

庁者が立ち止まって熱心に花を眺める様子が見ら

れ，来庁者からは「お花って良いですね」，「石巻市

でこんなにキレイな花を作っているなんて知らな

かった」，「買いに行きたい」などの感想を聞くこと

ができました。 

 石巻市桃生地区は，年間を通して温暖で日照時間

が長く，夏は涼しく冬は降雪量が少ない気候を活か

して，関東以北では最大のガーベラ産地となってい

ます。JA いしのまき桃生ガーベラ部会では，6 戸の

生産者が年間を通してガーベラの出荷に取り組ん

でいます。 

 花の観賞は，心身のストレスを緩和することが知

られています。春先からの新型コロナウイルス感染

症の影響で，自宅で過ごす機会が増えたことで，庭

造りを楽しむ方や部屋に花を飾られる方が増えた

と聞いています。ぜひこの機会に，生活の中で花を

楽しんでいただければと思います。 

 当普及センターでは，今後も引き続き花き栽培お

よび県産花きの消費促進活動を支援していきます。 

 

 

宮城県産花きの展示による魅力発信！ 
亘理農業改良普及センター 

令和 2 年１１月１２日  

 宮城県花と緑普及促進協議会は，新型コロナウイ

ルスの影響で売上が減少している花きの消費拡大

と産地支援を行うために，公共施設等に県産花きを

展示し，花の魅力を発信する取り組みを行っていま

す。 

 亘理農業改良普及センターの庁舎内でも 11 月 10

日から県産の切り花の展示を開始し，12 月 18 日ま

での間，週替わりで計４回展示する予定です。 

 亘理管内では，カーネーション，きく類，ばら等

の切り花，シクラメン等の鉢物，パンジー等の花壇

用苗物が生産されており，施設化率が高く冬季も継

続して栽培が行われ，県内でも主要な産地となって

います。品目によっては，JA が運営する農産物直売

所やほ場に隣接する直売所で直接購入することも

できます。 

 職場や御自宅に切り花や鉢物を飾り，花の魅力を

再確認してみては如何でしょうか。 
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山元町の岩佐國男氏が農事功績者表彰と秋の叙

勲でダブル受章  
亘理農業改良普及センター 

令和２年１１月１９日   

 JA みやぎ亘理の前組合長で，いちご農家でもある

山元町の岩佐國男氏が，令和２年度の公益社団法人

大日本農会の農事功績者表彰「緑白綬有功章」と，

秋の叙勲において「旭日単光章」をダブルで受章し

ました。 

大日本農会の「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，一定の農業所得をあげている農業者等を

表彰しているもので，岩佐氏は，いちごのウォータ

ーカーテンシステムや夜冷短日処理等の早期出荷

技術に先駆的取組，技術定着に導いたことや，JA み

やぎ亘理の代表理事組合長としてイチゴを始めと

する地域農業全体の早期復旧・復興に尽力したこと

が評価されました。 

 秋の叙勲「旭日単光章」は，社会の様々な分野で

顕著な功績を挙げた方を表彰するもので，宮城県で

は岩佐氏を含め４名が受章しました。 

本年度は，新型コロナウイルス感染拡大の懸念から

東京での表彰式及び祝賀パーティーが中止となっ

たため，11 月 18 日に宮城県庁において「伝達式」

が開催され，農政部長より賞状等が伝達されました。 

岩佐氏の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。 

受章した岩佐國男氏（左から２番目）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県知事がＪＡみやぎ登米胡瓜部会を訪問  
登米農業改良普及センター 

令和２年１１月１８日  

11 月５日に宮城県知事による現場訪問があり，Ｊ

Ａみやぎ登米胡瓜部会との情報交換及びきゅうり

選果場の視察が行われました。 

 登米市のきゅうりの販売量，販売額はともに県内

第一位であり，いずれも県内の約 45％を占めます。

これらは，東日本大震災前の平成２２年と比較して，

それ以上となっており，要因として苗供給施設，選

別・出荷施設等が整備されていることにあります。 

 ＪＡみやぎ登米胡瓜部会との情報交換では，久保

部会長から胡瓜部会の活動状況や地元出身の石ノ

森章太郎にあやかった「サイボーグゼロゼロキュウ

リ」のブランド化等について報告があり，また，若

手生産者の佐々木氏からは，環境データに基づく炭

酸ガスの供給等の「環境制御技術」による増収効果

の紹介がありました。知事からは「皆さんの取組に

感心しました。今後とも県内の農業が発展するよう

行政も応援したい。」等の励ましの言葉がありまし

た。 

 

 

 



                                                        

                                                   

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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