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NEWS LETTER No.167 2021.1 

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

 

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

〇 美 里農改：令和２年産大豆の現地検討会が開催されました 

〇 美 里農改：令和２年度「金のいぶき」実績検討会が開催されました  

〇 栗 原農改：晴天の下「くりはらのりんご祭り」が開催されました！  

〇 気仙沼農改：気仙沼市でいちごの出荷目揃え会が開催されました  

〇 登 米農改：ＪＡみやぎ登米ストック出荷査定会の開催 

〇 栗 原農改：きゅうりの令和２年産実績検討会並びに令和３年産品種選定会が開催されました  

〇 大 崎農改：ＪＡ古川で令和３年産夏秋ねぎ栽培講習会が開催されました  

〇 登 米農改：プラウ耕直播・水稲低コスト栽培技術研修会の開催  

〇 美 里農改：芽キャベツ現地講習会及び出荷目揃い会が開催されました  

〇 美 里農改：ＪＡ新みやぎみどりの地区きゅうり部会栽培講習会が開催されました  

〇 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  

〇 仙 台農改：ＪＡ新みやぎあさひな地区ぶどう部会の剪定講習会が開催されました  

〇 登 米農改：ＪＡみやぎ登米豊里稲作部会 令和２年産米実績検討会の開催 

〇 大河原農改：果樹（かき,ぶどう）のせん定講習会を実施しました 

 

②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・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

〇 大河原農改：丸森町キク産地の再生と復興 

〇 登 米農改：加工用馬鈴薯実績検討会の開催 

〇 栗 原農改：水稲採種組合の研修会が開催されました 

〇 栗 原農改：ズッキーニ実績検討会が開催されました 

〇 大 崎農改：東大崎水稲採種組合の実績検討会が開催されました  

〇 仙 台農改：「あさひな曲がりねぎ」のＰＲポスターを作成しました  

〇 仙 台農改：いちごの摘み取りが楽しめます！ 

〇 仙 台農改：ＪＡ仙台・米食味コンクール審査会が開催されました  

 

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・・・・・・・・・・・・・・７ 

〇 登 米農改：登米市の花き農家と生花店がコラボした「いい夫婦の日」販売会開催 

〇 亘 理農改：亘理地域若手女性研修会を開催しました 

〇 亘 理農改：いちご栽培の作業効率向上に向けて～みやぎ農業未来塾（３回目）～  

 

②地域農業の構造改革に向けた支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

〇 石 巻農改：石巻河南地区で人・農地プランの話し合いが開催されました  

〇 大 崎農改：集落営農組織の法人化支援 

〇 登 米農改：「令和２年度女性農業者ステップアップ研修会」を開催  

〇 仙 台農改：サンフレッシュ七ツ森トマト生産・販売対策会議が開催されました  
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〇 石 巻農改：石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会が視察研修を開催しました  

〇 石 巻農改：「農作業安全講習会」を開催しました 

〇 石 巻農改：石巻農業士研修会を開催しました 

〇 仙 台農改：女性農業者向け果樹栽培講習会を開催しました 

〇 大 崎農改：ＪＡ古川園芸振興会担い手部会第１回農業塾が開催されました  

〇 亘 理農改：「今から取組む経営継承」～亘理名取地区農業士会を開催！～ 

〇 大河原農改：令和２年度アグリウーマンステップアップ講座を開催しました 

〇 農業振興課：「みやぎ働き方改革に向けた農業現場改善セミナー」が開催されました  

〇 気仙沼農改：若手農業者の頑張る姿に刺激をもらった視察研修 

〇 登 米農改：新規就農者向けパソコン簿記研修会の開催！ 

〇 大 崎農改：大崎４Ｈクラブ,美里地区４Ｈクラブ主催の合同研修会を開催しました 

 

③農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

〇 大 崎農改：地域の活性化に向けた「ミックス漬け」講習会を開催  

〇 大河原農改：角田市内で「ねぎまつり」が開催される 

〇 大河原農改：醸造用ぶどうの先進地視察を実施しました 

〇 大河原農改：「ころ柿」と「樽柿」の出荷が始まりました 

〇 気仙沼農改：トウキの葉活用研修会を開催しました 

〇 大河原農改：筆甫の新たな特産品を目指して～山菜講習会～ 

〇 気仙沼農改：道の駅大谷海岸のリニューアルオープンに向けた勉強会を開催しました  

 

④環境と調和した農業生産に取り組みに対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

〇 石 巻農改：石巻稲井集落で第３回集落ぐるみの鳥獣被害対策勉強会を開催しました  

〇 大 崎農改：鳥獣被害対策研修会でイノシシの生態と対策を確認  

〇 石 巻農改：石巻大川地区でニホンジカのくくりわな現地講習会を開催しました  

 

⑤東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６  

〇 石 巻農改：沿岸部の復旧農地で土壌調査を実施しました 

 

⑥その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７  

〇 仙 台農改：新たな普及活動方法について他県職員と意見交換を行いました  

〇 栗 原農改：「花っていいよね。くりはらフラワー４ｗｅｅｋ」,「くりはらの花で工事現場の 

イメージアップ」等花きＰＲを実施中 

〇 気仙沼農改：宮城県農林産物品評会及び花き品評会の表彰を行いました 

〇 気仙沼農改：農業・農村女性活躍表彰で南三陸町の松野三枝子氏が最優秀賞を受賞しました 
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

①先進的技術に取り組む経営体の育成支援 
 
令和２年産大豆の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１２月１日   

 11 月に入り，２日は田尻・小牛田の各地区，４日

は松山地区，６日は鹿島台・南郷・涌谷の各地区と

管内各地で大豆の収穫に向けた現地検討会が開催

され，水稲の秋耕作業や麦類の播種作業など農作業

で忙しい中，多くの生産者が参加しました。 

 一部降雨となって座学のみとなった地区もあり

ましたが，多くの地区では現地ほ場を巡回して大豆

子実や茎の水分を調査し，コンバインによる収穫適

期に達しているか確認しました。管内の主な作付品

種はタチナガハとミヤギシロメですが，タチナガハ

はちょうど収穫適期に達し，ミヤギシロメはまだ茎

水分が高く，収穫適期には 10 日程度かかる登熟状

況でした。 

 大豆栽培では，収穫時に汚粒（大豆の茎や雑草の

水分が主原因の一つ）が発生して品質低下すること

があるので，収穫作業に向けた雑草抜き取り等の準

備や大豆の登熟状況の見極めが重要です。普及セン

ターでは今後も大豆の安定生産のために継続して

支援していきます。 

 

令和２年度「金のいぶき」実績検討会が開催され
ました 
美里農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 2 日   

玄米食専用品種の「金のいぶき」は健康志向の需

要に向けた品種で，昨今の「内食」需要も相まって，

生産・出荷数量の拡大が求められる品種の一つです。

しかしながら，当品種は，従来品種と比べて収量の

バラツキが大きく，安定生産が難しい品種特性があ

り，栽培技術の普及・向上がより求められます。 

 ＪＡ新みやぎみどりの稲作生産部会涌谷支部で

は 13.5ha（12 人）で生産を行っており，育苗や本田

での生育状況確認，追肥診断など，栽培技術の向上

に向けて熱心な取り組みを行っています。 

 今回は，本年産の金のいぶきの生産実績に関する

検討会が開催されました。本年産の作付に向けては，

これまでの栽培経験から，ケイ酸質資材の施用や減

数分裂期追肥の実施を対策として導入しており，昨

年を上回る収量確保ができました。普及センターか

らは，本田での生育状況の観察結果や収量構成要素

の特徴から，対策が有効に働いたと見られること，

気象条件に助けられた部分もあること等を説明し，

次年度の生産に向けて参考となるよう助言しまし

た。参加者からは，「今年は手応えがあった」，「来年

は生産拡大したい」との前向きな意見・感想が多く

出されました。 

 「金のいぶき」の安定供給に向けては，収量の安

定的確保を基本とした持続的な産地形成が重要で

あるため，普及センターでは今後も継続して支援し

ていきます。 

 

晴天の下「くりはらのりんご祭り」が開催されまし
た！ 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 3 日   

令和２年 11 月 25 日(水)に宮城県栗原合同庁舎正

面玄関前で，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」が開催されました。本

行事は，栗原市内で生産されているりんごを販売し，

生産者と消費者の交流や産地 PR を図ることを目的

に毎年開催されています。 

当日は天候に恵まれたこともあり，11 時の販売開始

前から来場する方もいるほどの盛況ぶりで，準備し

たりんご（「ふじ」と「王林」）約 470 袋は約２時間

で完売しました。 

 さらに本年は「シクラメン祭り」や「くりはらマ

ルシェ」も同時開催され，栗原市内で生産された冬

の花シクラメンや野菜，餅，パン等も販売されまし

た。今回の「くりはらのりんご祭り」も，栗原市内

生産者の自慢の逸品を消費者の方々に紹介する良

い機会となりました。 
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気仙沼市でいちごの出荷目揃え会が開催されま
した 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年 12 月８日   

令和２年 11 月 26 日に，気仙沼市のいちご生産者

を対象に，JA 新みやぎ南三陸地区本部主催のいちご

出荷目揃会が開催されました。今回の目揃会では，

JA 全農みやぎ，(株)石巻青果，(株)気仙沼青果物流

通市場の３つの関係団体が出席し，出荷規格や着色

基準の確認を行いました。JA 全農みやぎからは「時

期によって出荷着色基準が違うことに留意し，今年

も着色基準どおりの果実を出荷していただきたい」

と説明がありました。生産者は収穫した「もういっ

こ」と「とちおとめ」を使って，パック詰め方法や

着色基準について石巻青果や気仙沼青果物流通市

場と情報交換を行いました。また，普及センターか

ら９月～ 11 月の気象経過と冬期の栽培管理のポイ

ントについて解説を行いました。生産者からは「A 規

格に入れて良い基準がよく分かった」「初期生育が

遅れたが，管理を徹底して高収量を目指したい」と

の声が聞かれ，出荷開始に向けて意欲の高まりが見

られました。 

 

 

ＪＡみやぎ登米ストック出荷査定会の開催  
登米農業改良普及センター 

令和２年 12 月 11 日   

 11 月 26 日に登米市迫町の大瀬集出荷場でＪＡみ

やぎ登米花き部会ストック専門部の出荷査定会が

開催されました。 

 始めに，市場関係者から販売状況，ＪＡ担当者か

ら出荷規格の確認，普及センターから今後の栽培管

理について，説明を行いました。ＪＡ担当者からは，

気温が高まる時期において，冬期と春期の切り前

（収穫適期の状態）を調整するよう提案がありまし

た。 

また，市場関係者からは，箱詰め方法について，他

産地の例と比較しながらメリット・デメリットの説

明があり，参加者からは，多数質問が出され，熱心

に意見交換が行われました。 

 ＪＡみやぎ登米のストック共選出荷は，11 月 12

日から始まり，３月下旬までの間，仙台や石巻市場，

札幌市場などに出荷されます。 

 普及センターでは，良品生産に向けた取り組みを

行ってまいります。 

 

 
きゅうりの令和２年産実績検討会並びに令和３
年産品種選定会が開催されました 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 14 日   

 令和２年 12 月７日(月)，ＪＡ新みやぎ栗っこき

ゅうり部会による「令和２年産実績検討会並びに令

和３年産品種選定会」が志波姫支店で開催されまし

た。部会員 15 名のほかＪＡ新みやぎ栗っこ，種苗メ

ーカー２社，普及センターの担当者が出席しました。 

 令和２年産実績検討会では，ＪＡ新みやぎ栗っこ

より令和２年の気象や生産状況を振り返りながら，

販売実績についての報告がありました。令和３年産

品種選定会では，種苗メーカーから施設及び露地栽

培で推奨する品種の紹介と，栽培のポイントについ

て説明がありました。 

 普及センターからは，管内で被害が確認されてい

るネコブセンチュウの特徴と対策について情報提

供を行いました。生産者は次作に向けて積極的に質

問をしていました。今後も，普及センターでは，き

ゅうりの品質向上と安定生産に向けて支援してい

きます。 

 
JA 古川で令和３年産夏・秋冬ねぎ栽培講習会が
開催されました。 
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 14 日 

 令和２年 12 月８日（火）に JA 古川の狐塚野菜集

出荷所において，令和３年産の夏・秋冬ねぎ栽培に

向けた講習会が開催されました。講習会にはおよそ

30 名の生産者が出席し，各種苗会社の品種特性に合

わせたねぎ栽培のポイントや，病害虫防除のポイン
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トについて学びました。 

 普及センターからは，今年度，特に発生の多かっ

た病害虫について，今年の古川地域の気象データを

振り返りながら，防除のポイントについて説明しま

した。また，病害虫の発生原因となる雑草の除草管

理方法について，土壌処理剤の使い方を中心に説明

を行いました。 

 生産者は講習会終了後も農薬の使い方について

個別に質問を行う等，次年度の作付に向けて積極的

に情報収集を行っていました。 

 普及センターでは引き続き，古川地域のねぎの栽

培技術向上について支援を行っていきます。 

 
プラウ耕乾田直播・水稲低コスト栽培技術研修会
の開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 17 日   

令和２年 12 月１日に，県登米合同庁舎において，

農業・園芸総合研究所，古川農業試験場主催の「プ

ラウ耕乾田直播・水稲低コスト栽培技術研修会」が

開催され，生産者や関係機関など約 70 人が参加し

ました。 

県内の水稲直播面積は 3,684ha，うち乾田直播は

1,631ha で 44%を占め，年々増加しています。特に，

プラウ耕乾田直播は畑作農機を活用し，苗作りの省

力化や低コスト生産が可能になるなど注目されて

いる一方，移植栽培と作業体系が異なり，施肥や除

草など安定生産技術の普及が課題となっています。 

初めに農研機構東北農業研究センターから水稲乾

田直播栽培の概要，播種床づくり，施肥，播種のポ

イント,雑草防除について説明がありました。次に

古川農業試験場から乳苗等高密度播種苗と疎植栽

培を組み合わせた移植栽培について説明がありま

した。最後に農業機械メーカーから新しい農業機械

等の情報提供がありました。 

普及センターでは，稲作の低コスト化に向け水稲乾

田直播栽培を引き続き支援していきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽キャベツ現地講習会及び出荷目揃い会が開催
されました 
美里農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 17 日 

11 月 13 日（金）に JA 新みやぎ松山園芸生産協議

会芽キャベツ現地講習会及び出荷目揃い会が開催

されました。大崎市松山地域では今年から芽キャベ

ツの栽培が始まり，普及センターでは宮城県農業・

園芸総合研究所の野菜部 露地野菜チームの協力の

もと，芽キャベツの栽培技術支援を行っています。

今回は 11 月下旬から始まる収穫作業に向けて，現

地ほ場で生育状況を確認するとともに，収穫の方法

や収穫後の調整，今後の栽培管理について学びまし

た。 

 出荷目揃い会では，JA 新みやぎみどりの地区の営

農指導員からは出荷規格についての説明があり，全

農の担当者から芽キャベツの出荷状況の説明があ

りました。 

 初出荷に向けて，生産者は万全の体制で出荷でき

るように積極的に質問したり，現物をみながら，ど

のくらいのサイズであれば出荷できるのか等，意見

交換する姿がみられました。 

 普及センターでは，引き続き，芽キャベツの栽培

技術等の支援を行っていきます。 

      

JA 新みやぎみどりの地区きゅうり部会栽培講習
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１２月 17 日   

 12 月３日（木）に JA 新みやぎみどりの地区きゅ

うり部会の栽培講習会が開催されました。管内の露

地きゅうり，施設きゅうりの生産者が集まり，今作
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の振り返りを行うとともに，来作に向けた栽培管理

や病害虫防除について学びました。 

 普及センターからは,ホモプシス根腐病について，

症状や特徴，発病段階に応じた対策について情報提

供を行いました。他にも資材メーカー等からそれぞ

れ新しい品種や資材の紹介，今後の栽培管理につい

て情報提供がありました。生産者からは講習内容以

外にもウイルス病の対策や冬場のかん水管理につ

いて質問が挙がるなど，活発に意見交換が行われ，

大変有意義な講習会となりました。 

 普及センターでは，引き続き，きゅうり部会の栽

培技術等の支援を行っていきます。 

 

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 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 18 日   

 
 令和２年 12 月 15 日（火）に稲作実践盟友会（会

員 19 名）の稲作経営総合検討会が開催されました。 

 「ひとめぼれ」の多収・食味コンクールの表彰後，

普及センターから本年稲作の作柄概況について報

告し，メーカーからは新農薬に関する情報提供が行

われ，活発な質疑応答がありました。 

 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により平成

５年に設立された組織で，「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となってい

ます。今年は会員 14 名のエントリーがあり，各自持

ち寄った坪刈株を共同で脱穀，籾摺りを行い，普及

センターが単収算定や品質・食味分析を支援しまし

た。会員同士が栽培技術について切磋琢磨し，今後

の稲作経営に活かしていく励みとなっています。 

JA新みやぎあさひな地区ぶどう部会の剪定講習
会が開催されました 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 21 日   

 令和２年 12 月 15 日に，大和町のぶどうハウスを

会場として，ＪＡ新みやぎあさひな地区ぶどう部会

の剪定講習会が開催され，部会員 18 名が参加しま

した。 

 当普及センターから，定植５年目の「シャインマ

スカット」の短梢剪定について実演を交えて指導し

ました。質の良い枝を見極め，発生している位置や

次年度以降の管理も見据えて残す枝を選ぶように，

それらのポイントを説明しました。また，樹の生育

特性や樹液流動についてもあわせて説明すること

で，剪定方法の根拠が理解され，生産者からは「な

るほど～」という声があがっていました。 

 本部会は平成 28 年に設立され，年々，生産量が増

えてきています。普及センターでは，省力化技術の

導入なども検討しながら品質の良いぶどうづくり

を支援していきます。 

 
ＪＡみやぎ登米豊里稲作部会  令和２年産米実績
検討会の開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２３日   

令和２年 12 月 11 日に，ＪＡみやぎ登米豊里支店

において，ＪＡみやぎ登米豊里稲作部会の令和２年

産米実績検討会が開催され，生産者，関係機関など

18 人が参加しました。 

最初に普及センターから，今年度の気象経過や生育

概況，病害虫発生状況，１等米比率など令和２年産

稲作の総括を行い，令和３年産に向けて晩期栽培や

適期収穫などを指導しました。 

次に，農薬メーカーからは環境保全米用除草剤につ

いて，登米市豊里町土地改良区からは用水温調査報

告について説明がありました。 

最後にＪＡみやぎ登米からは令和２年産米の集荷

実績と販売情勢に続き令和 3 年産米の販売戦略につ

いて説明がありました。 

生産者から，斑点米カメムシ類に関する質問等など，

当年産米の課題が浮き彫りとなりました。 

本年度は，７月に低温寡照，８月に高温多照になる

など気象変動の激しい年でしたが，作況指数は 102

の「やや良」，１等米比率は 89.0％となりました。

普及センターでは，水稲の品質向上，安定生産に向

けた支援を継続していきます。 
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果樹（かき，ぶどう）のせん定講習会を実施しまし
た 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２８日   

丸森町の直売所「いきいき交流センター大内」の

出荷者を対象に 12 月 21 日と 23 日，かきとぶどう

のせん定講習会がそれぞれ開催されました。 

かきの樹は，一部を除き放任樹が多く，樹高が高く

なりすぎて収穫作業に大変苦労していました。そこ

で，樹高の切り下げ方法について説明し，切り下げ

には２，３年計画的に実施することが大切であるこ

とを指導しました。 

ぶどうは，水稲の育苗や野菜栽培等のパイプハウ

スで栽培されている例がほとんどで，参加者もぶど

う栽培初心者が多かったため，せん定はいつ頃まで

やれば良いのかなど，熱心に質問が交わされていま

した。樹形の骨格を作る大切な時期であることを意

識してせん定するよう指導しました。 

今後も大内地区の特産品として干し柿の品質向

上やぶどうの生産安定について支援を行っていき

ます。 

 

②安全安心な農畜産物の生産に取り組む経営
体への支援 
 
丸森町のキク産地の再生と復興  
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 8 日   

 ＪＡみやぎ仙南丸森地区花卉部会は，小ぎく栽培

を中心に販売金額を伸ばしており，宮城県の小ぎく

産出額に占める割合は約３割で県内第２位の産地

となっています。しかし，昨年の東日本台風では，

自宅やほ場に大量の土砂や濁水が流入し，甚大な被

害がありました。その後，復旧へ向けた生産者と各

関係機関の協力により，多くの部会員が今年も被災

前と同程度の面積の栽培に取組むことができ，お盆

やお彼岸の需要期には例年どおりの品質を確保し

て出荷することができました。キクの出荷において

も，新型コロナウイルス感染症による販売量の減少

や価格の下落などが心配されましたが，平均販売単

価は高く推移し，販売額は令和元年度比 94％（11 月

17 日現在）と台風被害前までに持ち直しました。Ｊ

Ａみやぎ仙南丸森地区花卉部会では来年も鮮やか

な花を届けられるよう，既に準備を始めています。 

 

加工用馬鈴薯実績検討会の開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 10 日   

令和２年 11 月 26 日に登米市米山町で加工用馬鈴

薯実績検討会が開催されました。検討会ではカルビ

ーポテト（株）から講師 3 名を迎え，JA みやぎ登米

の生産者７名と県関係者，登米市，土地改良区，ほ

場整備地区推進委員等が参加しました。 

令和２年度はほ場整備の関係等で作付け面積が減

少したのに加え，湿害等の影響もあり，栽培面積

9.75ha，出荷数量 194t で前年比 42%となり，販売額

も半減しました。 

 カルビーポテト（株）の講師からは，新品種試験

結果や梅雨の長雨による湿害と日照不足や収穫の

遅れにより平均反収が低くなるなど収量の変動要

因が説明されました。 

次年度に向け，ほ場選定，排水対策，機械化一貫体

系での栽培管理により，10a 当たり収量 3.5t 以上，

粗収入 15 万円以上を目標に栽培面積拡大に取り組

むこととしました。 

 普及センターでは，今後も加工用ばれいしょの栽

培支援や水田での高収益作物作付けに向けた取り

組みの支援を行ってまいります。 
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水稲採種組合の研修会が開催されました 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 11 日   

 令和２年 12 月９日（水）に金成末野水稲採種組合

の研修会が開催されました。本年の種子生産の振り

返りと今後の採種技術の向上を目的とし，組合員１

５名，ＪＡ新みやぎ栗っこ及び普及センターの担当

者が出席しました。 

 普及センターからは本年の水稲生育経過と収量

品質全般について説明するとともに，種子審査の結

果について報告しました。また，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

ついて報告がありました。 

 本年は７月の低温少照や出穂期以降の高温など

気象変動が大きく，病害虫防除や異株抜き等のほ場

管理に例年以上に気を遣う年となりましたが，採種

組合ではひとめぼれ等の主要品種において計画ど

おりの種子を確保することができました。今回の研

修内容や本年の反省点などを踏まえ，参加した組合

員は次年度の種子生産へ取り組む決意を新たにし

ていました。 

 
ズッキーニ実績検討会が開催されました 
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 14 日   

令和２年 12 月８日(火)，ＪＡ新みやぎ栗っこズ

ッキーニ部会による実績検討会が志波姫支店で開

催され，部会員 24 名のほか，ＪＡ新みやぎ栗っこ，

普及センターの担当者が出席しました。 

 普及センターからは，月ごとの出荷量と販売単価

の推移や，今年行った「栗っこズッキーニ」のＰＲ

活動の内容について報告したほか，各作型の収益性

について展示ほの結果を基に説明しました。 

 その後は，次期作へ向け土壌分析を行うことを提

案したほか，地域に適した品種の選定や高温時のト

マトトーンの処理等について，生産者同士で積極的

な意見交換が行われ，有意義な検討会となりました。 

 今後も，普及センターではズッキーニ販売額１億

円に向けて，継続して支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
東大崎水稲採種組合の実績検討会が開催されま
した 
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年 1２月 22 日   

 令和２年 12 月 17 日に東大崎水稲採種組合の令和

２年度実績検討会が開催され，今年度の審査成績の

振り返りと次年度に向けた栽培講習を行いました。 

 普及センターから基本技術の徹底について指導

を行うとともに，体調不良等でほ場管理ができなく

なったときに備え，組合員相互の協力体制づくりに

ついて呼びかけました。 

 検討会の中で，組合員から刈取乾燥調製作業の効

率化について意見が出されるなど，次年度の種子生

産に向けた活発な意見交換が行われました。普及セ

ンターでは引き続き優良種子生産への支援を行っ

てまいります。 

 
「あさひな曲がりねぎ」の PR ポスターを作成しま
した 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２３日   

 黒川地域は県内でも有数の曲がりねぎの産地で，

ＪＡ新みやぎあさひな地区ねぎ部会では，今年 14ha

でねぎを作付けしており，このうち約７割が曲がり

ねぎです。あさひな地区の曲がりねぎは北海道市場

を中心に，12 月上旬から 2 月下旬にかけて出荷され

おり，市場から高い評価を得ています。 

 このたび，北海道の消費者にあさひな地区の曲が

りねぎを知ってもらい，消費拡大を図るため，地方

創生事業を活用し，販促用の PR ポスターを作成し

ました。 

 今年は，新型コロナウイルス感染症の影響で，例

年実施している北海道市場及び札幌市内の量販店

での販促活動が中止になったため，北海道市場へは

今回作成したポスターを送ることになりました。 
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 作成したポスターは，販売棚用や店頭掲示用など

３つのサイズがあり，今後も北海道の消費者への PR

に活用することとしています。 

 
いちごの摘み取りが楽しめます！ 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２３日   

 仙台市泉区松森にあるいちご農園では，令和３年

１月３日からいちごの摘み取りが楽しめます。この

農園は，山元町にある株式会社一苺一笑が運営する

松森農場で，暖かい大型ハウスの中では，様々な品

種のいちごを食べ比べすることができます。今シー

ズンは「とちおとめ」「紅ほっぺ」「よつぼし」「恋み

のり」に加え，宮城県オリジナル品種の「もういっ

こ」とデビューしたばかりの「にこにこベリー」の

６品種を味わうことができます。通路も広く，車椅

子やベビーカーでの来園も心配いりません。また，

お土産用のいちごやいちごを使ったお菓子などの

加工品も購入できます。営業時間や料金，アクセス

のほか，新型コロナウイルス感染症対策への協力等

の詳細については，ホームページ等で御確認いただ

き，ぜひ御家族，御友人と一緒にお立ち寄りくださ

い。 

 
JA 仙台・米食味コンクール審査委員会が開催さ
れました 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年 1２月２５日   

令和２年 12 月 16 日に JA 仙台主催で「米食味コ

ンクール」審査委員会の最終選考が JA 仙台高砂支

店で開催され，審査委員長として普及センター所長

が審査に当たりました。 

 本年は，出穂前の７月後半が低温・日照不足とな

り，出穂後は高温が続いたことから品質への影響が

心配されましたが，一等米比率は昨年よりはるかに

高く，また食味もレベルの高いものが集まりました。 

 審査委員会では，食味分析と味度値測定の分析結

果をスコア化し，そのスコア合計をもとに受賞者が

決定されました。「ひとめぼれ」「ササニシキ」「まな

むすめ」「その他（コシヒカリ，つや姫など）」の４

部門を通して，最終評価が最も高かったものから，

JA 仙台食味大賞１点（４部門全体の中で１点を選出

し，以下各部門ごと選出），最優秀賞４点（各部門１

点），優秀賞８名（各部門２点）が選出されました。

最も評価の高かった食味大賞は，熊坂茂彦氏（七郷

支店管内）の「まなむすめ」が受賞しました。また，

今回，食味大賞を受賞された熊坂茂彦氏の「まなむ

すめ」は湛水直播栽培，最優秀賞を受賞された大友

和夫氏の「ひとめぼれ」は乾田直播栽培であり，移

植と比べて成熟期が遅れることから，夏季の高温を

回避できたため，品質・食味ともに良かったのでは

ないかと考えられていました。 

「米食味コンクール」を通し，生産者自らが食味評

価を確認することで，今後も良食味を追求した JA 仙

台米が生産されると期待されます。 

 
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 
登米市の花き農家と生花店がコラボした「いい夫
婦の日」販売会開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 1 日   

11 月 22 日の「いい夫婦の日」向けに生花店と連

携した商品づくりを企画・提案し，令和２年 11 月

20 日に県登米合庁及び登米市役所の職員に注文販

売を行いました。 

登米市産のばらやシクラメン，アッサムニオイザ

クラの鉢物を，生花店のプロの技で綺麗にアレンジ

したスタンディングブーケやラッピングした鉢植

えを多くの方々に購入していただきました。 

当日はテレビの取材もあり，購入者は「妻に買い

ました。いつも仕事で遅く帰ってきても温かく迎え

てくれるので感謝を込めて。」などのコメントがあ

りました。                 

今後も，バレンタインデーなどで，県内一の花の

産地「登米市」のＰＲ，地元産花きの販売促進に向

けた支援を行っていきます。 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/c/ff9ed48eaf804b264bdc06c2accfa1a4
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亘理地域若手女性農業者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１２月 1 日   

亘理農業改良普及センターでは，若手女性農業者

を対象に，今後の農業経営へ活かすことや参加者同

士の交流を深めることを目的に，「若手女性農業者

研修会」を開催しました。当日は，土地利用型作物

や果樹・花き栽培経営者等６名の参加がありました。 

 研修会では，「県産食材への思い，県産農産物を使

ったメニュー開発」について，仙台国際ホテル レ

ストラン「ロジェ ドール」の佐藤 亮料理長より，

県産農産物に対する消費者ニーズやメニュー開発

時に考慮すること，メインディッシュを彩る季節感

のある野菜や果物の重要性等について講話をいた

だきました。 また，交流会では，新型コロナウイル

ス感染症対策として，全員フェイスシールドを着用

して，仙台国際ホテルの旬の食材を使ったランチメ

ニューを堪能し，短時間ながら参加者同士の交流を

深めました。 

 普及センターでは，今後も研修会等を通じて，若

手女性農業者への支援を継続していきます。 

 

いちご栽培の作業効率向上に向けて  ～みやぎ

農業未来塾（３回目）～ 
亘理農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 1 日   

令和２年 11 月 27 日（金），管内でいちごを栽培

する新規就農者等を対象に，山元町の「株式会社一

苺一笑」新田農場を会場に，新型コロナウイルス感

染症対策を講じつつ，みやぎ農業未来塾を開催しま

した。この未来塾は，栽培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たものです。 

ほ場内の道具置き場や栽培ハウス内で，「作業性を

改善するための工夫」と「高設ベンチの入れ替えで

わかったこと」について佐藤拓実代表からお話を伺

いました。株式会社一苺一笑は ASIA GAP を取得し，

生産・販売・加工の精度を向上させています。その

取組や随所にある注意喚起の掲示物に，参加者たち

が興味を示す様子が見られました。また，昨年の台

風被害により高設ベンチの入れ替えを行った結果

については，培地の変化や防根シートの痛み具合，

工法や費用などについて，活発な意見交換がされま

した。 

普及センターでは，これからも研修会の開催等を

通じて新規就農者を支援して参ります。 

 

 

 
②地域農業の構造改革に向けた取組支援 
 
石巻市河南地区で人・農地プランの話し合いが
開催されました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 2 日   

 令和２年 11 月 19 日に石巻市河南にて，午前・和

渕地区，午後・鹿又地区の，人・農地プランの実質

化の取り組みに係る「話合い」が開催され，それぞ

れ約 10 名の地域農業者が参加しました。 

 参加者は，石巻市および県の担当者から，昨年度

実施したアンケートの集計結果と，制度の概要につ

いて説明を受けました。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。 

 その結果，「勤めながらの担い手はいるが，将来，

大きな担い手にまとまるとは限らない」「若い人に

は特色のある経営をめざす人もいるため，単純な規

模拡大にはなじまない」「ほ場整備が進んだことで，

頼 む 方 も 頼 ま れ る 方 も ， ま と ま っ て い る か ら

楽」  などに加え，用水・排水設備の能力向上の必

要性や，集落営農組織の将来像など，中長期的な課

題も出され，課題の多い現状が浮き彫りとなりまし

た。 

 現在の人・農地プランに今回の話し合いで出た意

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。 
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集落営農組織の法人化支援  
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 9 日   

 令和２年 12 月１日に大崎市古川の西荒井上集会

場において農業経営相談所委嘱専門家である三井

税理士の支援を受け，関係機関が集まり西荒井南集

落営農組合の法人化相談会を開催しました。 

  西荒井南集落は，昨年 10 月に発生した東日本台

風により，大豆の冠水被害や稲わらの流出，堆積被

害を受けた地域で，住宅への被害も大きかった集落

です。 

  集落では，この台風被害で多くの農業機械を失っ

たため，これを契機に，集落内での話し合いが進み，

今年度中に法人化することで合意しました。 

 新規法人として，ミニライスセンター建設を計画

しており，参加した組合役員からは，個人機械の処

分方法や法人の運営に関する質問があり，また，普

及センターには，新規の高収益野菜の品目選定や栽

培支援に関する要望がありました。さらに，大崎市

役所からは，農地転用許可申請に係るスケジュール

や注意点などの説明がありました。 

  普及センターでは，継続して農業経営相談所と連

携し集落営農組織の法人化支援に努めてまいりま

す。 

 

「令和２年度女性農業者ステップアップ研修会」

を開催  
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 2 日   

令和２年 11 月 17 日，県登米合同庁舎でアグリレ

ディーズネットとめが，管内女性農業者 14 名を集

め，「令和２年度女性農業者ステップアップ研修会」

を開催しました。 

 講師の伊藤惠子さんは，美里町で「株式会社はな

やか」の代表取締役を務め，菜園レストラン「野の

風」を経営する女性起業家で，美里町農業委員，Ｊ

Ａみどりの総代，全国女性農業委員ネットワーク会

長などを歴任し，農業・農村における女性農業者の

活躍推進に貢献されています。 

研修会では，皆で「野の風」のお弁当を食べ和やか

な雰囲気の中，伊藤さんの起業や農産物の付加価値

化，地産地消への取り組みや各種役職への就任など，

その時，どう考え，どう対応してきたかについてお

話を伺いました。20 歳代の参加者からは「皆さんの

御苦労や御活躍があり，農業経営へ参画しやすくな

ったと感じた」また，先輩方からは，より良い農業

経営や地域活動にするために，女性農業者のグルー

プへの参加や家族経営協定の締結，関係機関とのつ

ながりを深くすることなどの助言もありました。 

 参加者自身の振返りや共感，次代を担う女性農業

者への応援などについて，改めて考える機会になっ

たようです。 

 普及センターでは，今後とも女性農業者の働きや

すい環境づくりに取組むとともに，女性農業者の活

動を支援していきます。 

 

 
 

サンフレッシュ七ツ森  トマト生産・販売対策会議

が開催されました 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 3 日   

 令和２年 11 月 26 日に有限会社サンフレッシュ七

ツ森（大和町）会議室において，ＪＡ新みやぎあさ

ひな地区本部主催で「令和２年度サンフレッシュ七

ツ森トマト生産・販売対策会議」が開催されました。 

 当法人は平成 14 年７月からガラス温室でトマト

のロックウール栽培に取り組んでおり，現在 ,社長

とパート従業員 17 名で大玉トマト「富丸ムーチョ」

と中玉トマト「カンパリ」の２品種を栽培していま

す。 

 会議では，令和元年産トマトの生産・販売実績の

振り返りや，令和２年産の生産・販売対策について

意見交換し，普及センターからは今後の温度管理に

ついて助言しました。また，今後は月１回の定例会

という形で技術対策等について検討していくこと

としました。 

 今年で 19 作目を迎え，施設設備の老朽化等の問

題はあるものの，できるだけコストをかけずに収益

をあげられるよう，普及センターでは，引き続きＪ

Ａ新みやぎ，ＪＡ全農みやぎと連携して技術，販売

の両面で支援していきます。 
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石巻地区４H クラブ連絡協議会が視察研修を開

催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 3 日   

石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会では， 12 月１日

（火）に視察研修会を開催し，黒川郡大郷町の株式

会社イグナルファーム大郷，大崎市鹿島台のデリシ

ャスファーム株式会社を訪れました。 

 株式会社イグナルファーム大郷では，令和元年東

日本台風からの復旧・復興の状況やミニトマトの栽

培技術や選果などについて説明を受けました。台風

被害を受けながらも，代表の情報感度を高めて，前

向きに復旧・復興に取り組んでいる状況や，生産管

理システムやスマート農機の導入に取り組み，会社

全体の生産性の向上を図っていることなどについ

て紹介いただきました。 

 デリシャスファーム株式会社では，トマトの 6 次

産業化の取り組みや栽培技術などについて説明を

受けました。自社で商品開発を始めた経緯や，消費

者ニーズに応える商品開発の工夫，営業努力の大切

さ，栽培のこだわりなどについて紹介いただきまし

た。 

 クラブ員は積極的に質問しており，今回の視察研

修を通して，クラブ員の栽培技術や経営者としての

資質の向上に寄与する大変有意義な研修となりま

した。 

 

｢農作業安全講習会｣を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 7 日   

 令和２年 11 月６日（東松島市），11 日（石巻市），

12 月３日（石巻市）に農作業安全講習会を開催し，

３会場で計 90 名ほどが参加しました。 

 近年，農作業中の死亡事故は全国で年間 300 件ほ

ど発生し，特に農業機械作業に係る死亡事故は全体

の８割程度を占めています。また県内でも，本年度

に死亡事故が複数件発生していることから安全対

策の強化が求められています。 

 研修会では始めに農作業事故防止の３つのポイ

ントについて説明しました。また，農作業機を装着

した農耕トラクタが公道走行する際のチェックポ

イントついて説明しました。特に農作業機を装着し

た状態で幅が１．７ｍを超えている場合は，反射器

等の設置すること及び大型特殊免許 (農耕用限定含

む)が必要となること等を確認しました。 

 これらの農作業安全に対する農業者の理解度向

上を図り，参加者からは「農業機械作業のリスクに

ついて再確認できた。従業員の安全に配慮した作業

計画にしたい。」，「公道走行に係る法改正が理解で

きた。装着機具等を確認し，違反がないようにした

い」等の感想をいただきました。  

 普及センターでは引き続き，管内の農作業事故防

止に向け，安全対策の周知等の取組を行っていきま

す。 

 

石巻農業士会研修会を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 7 日   

 石巻農業士会は，令和２年 11 月 20 日に「令和２

年度石巻農業士会研修会」を開催しました。今回の

研修会は石巻農業士会員に加え，石巻地区４Ｈクラ

ブ連絡協議会員（以下，４Ｈクラブ），石巻市･東松

島市の認定新規就農者（以下，新規就農者）の方に

も参加いただき，関係者を含め 26 名出席しました。 

 研修会では一般社団法人  みやぎ農あるくらしサ

ポートセンター 代表理事で野菜ソムリエ上級プロ，

フードツーリズムマイスターでもある  星昭一氏か

ら「地元農産物の魅力発信で地域を元気に」という

内容で御講演をいただきました。星先生がこれまで

取り組まれてきた宮城県産食材の魅力発信の事例

に加え，地元伝統野菜である「仙台白菜」のＰＲ展

開などについてお話しいただきました。 

 また，情報提供として，石巻市から担い手センタ

ーの管理運営を委託されている一般社団法人  イシ

ノマキ・ファーム代表理事 高橋由佳氏から，就農支

援や担い手育成に関する取り組みをお話しいただ

きました。講演等を通じ各地域の取り組みを知るこ

とができ，併せて地元で生産された農産物・農産加

工品を通した会員の情報交換や親睦も図られ，大変

有意義なものになりました。 
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女性農業者向け果樹栽培講習会を開催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年 12 月 10 日   

 仙台管内では女性農業者を中心にビニールハウ

スの空いているスペースを活用し，『シャインマス

カット』などの果樹を直売所向けに栽培する動きが

増えています。そこで，令和２年 12 月２日に，女性

農業者向け果樹栽培講習会を開催しました。 

 当日は８名が参加し，当普及センターからブドウ

及びブルーベリーの剪定について実演を交えて指

導を行うとともに，栽培しやすい果樹品目について

の情報提供を行いました。 

 はじめて剪定作業を見た参加者も多く，すっきり

と剪定された木を見て感嘆の声があがっていまし

た。多くの質問があり，メモをとりながら熱心に聞

く姿も見られました。果樹栽培に関する理解が深ま

り，有意義な講習会となったようです。 

 

 

ＪＡ古川園芸振興会担い手部会第１回農業塾が開

催されました 
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 10 日   

 令和２年 11 月 26 日（木），ＪＡ古川本店会議室

において，ＪＡ古川園芸振興会担い手部会第１回農

業塾が開催されました。園芸振興会担い手部会は今

年７月に設立され，農業塾は生産活動に必要な情報

共有の場として位置づけられています。 

 初回は 15 人の生産者が参加し，普及センターか

らは部会から要望のあった農薬の使用方法の基礎

として，農薬の定義，農薬の作用メカニズム，農薬

の剤型，展着剤，薬液の作り方，RAC コード等につ

いて説明しました。 

 担い手部会員は４Ｈクラブ員等若手生産者が中

心であり，参加者は熱心に講義を聴き，多くの質問

が出されました。 

 当該部会では，今後も農業塾を継続して開催する

予定であり，普及センターでは担い手の資質向上を

支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今から取組む経営継承」～亘理名取地区農業士

会研修会を開催！ 
亘理農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 16 日   

令和２年 12 月８日，亘理名取地区農業士会主催の

農業士資質向上研修会が行われました。 

社会保険労務士でもある，中小企業診断士の鈴木大

輔氏を講師に招き，農家の経営継承と簡易な経営分

析方法についてご講義いただきました。 

経営継承は，「いつ」「誰に」「何を」「どのように」

を明確にし，順序立てて取組むことが大切で，継ぐ

者と継がせる者の双方が合意の上で，計画的に進め

ることが必要。具体的に継承のスケジュールを考え

るために，「10 年計画」等を作成して取組むことが

効果的だと教えていただきました。あわせて，わが

家の経営の現在位置を理解するための経営分析と

して，ある時点の資産・負債バランスを読む「貸借

対照表」，年間の収支成績書である「損益計算書」の

簡単な読み方や各種の経営指標等もあわせて学ぶ

ことができました。 

参加した青年農業士の方々は特に自身に大きく係

わる事柄と言うこともあり，熱心に聞き入り，ある

指導農業士の方は経営分析のやり方を集中して聞

いていました。 

中小企業の廃業が急激に進むと言われる 2025 年問

題。例外ではない農業分野・地域農業においてもし

っかり対策するため，普及センターでは，地域にモ

デルケースを作ることで，円滑な経営継承に向けた

取組みを支援していきます。 
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令和２年度アグリウーマンステップアップ講座を

開催しました 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２３日   

 12 月 10 日（木）に大河原合同庁舎において，畜

産（主に和牛繁殖）に携わる若い女性等を対象とし

た「令和２年度第 1 回次世代アグリウーマンステッ

プアップ講座」を開催しました。仙南地域では，複

数の若い女性農業者が畜産経営に取り組んでいま

すが，専門的な知識や技術習得の機会が限られてい

ます。そこで，次世代を担う女性農業者等を対象に，

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。 

  

 講師に中小企業診断士を招き，経営者としての心

構えや PDCA サイクルの活用方法について教えてい

ただきました。また，先輩酪農家から，これまでの

人生経験を踏まえて畜産経営の考え方を紹介して

いただきました。 

 その後の情報交換では，「PDCA サイクルの畜産経

営への活用方法を知り，今後の畜産経営に役立てて

いきたいと思いました。」など，参加者からの意見が

ありました。また，中小企業診断士の講師に積極的

に質問する等，有意義な時間となりました。 

   この講座は３回実施する予定で，次回は，今回の

講座を踏まえて，さらに踏み込んだ経営管理の講習

と先進農家の視察を行う予定です。今後も，参加者

の要望を取り入れながら講座を開き，女性農業者に

は，畜産経営管理の習得が期待されます 

 

 

 

「みやぎの農業働き方改革に向けた農業現場改

善セミナー」を開催しました 
農業振興課  

令和 2 年１２月２３日   

 令和２年 12 月 16 日（水）に「みやぎの農業働き

方改革に向けた農業現場改善セミナー」を開催しま

した。本セミナーは農業分野における生産性向上を

目的に開催したものです。当日は 49 名が参加し，ト

ヨタ自動車株式会社アグリバイオ事業部豊作計画

曽根チーフエキスパートから「トヨタ生産方式を応

用した農業分野での取り組み」について講演を頂き，

その後（有）アグリ山崎様より実際に行っている改

善事例等についてお話をいただきました。講演後は

活発に意見交換が行われ，大変有意義なものとなり

ました。 

 担い手不足や高齢化が進む中，他産業との人材獲

得競争が激化してきており，これからの農業分野で

は「働き方改革」が必要であるとされています。こ

の日のセミナーは，今後の農業現場における改善や

実践について具体的に知ることができる良い機会

となったようです。 

 

 

若手農業者の頑張る姿に刺激をもらった視察研

修  
気仙沼農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２４日   

 令和２年 12 月５日，南三陸町入谷地区童子下集

落の先進地研修会が行われました。視察先は仙台市

若林区荒浜地区で新規就農し４年目になる平松農

園です。平松農園の代表 平松希望(のぞみ)さんは，

大学入学の直前に，平成 23 年３月 11 日の東日本大

震災があり，在学中は，被災地の支援を行いたいと

ボランティア活動に積極的に参加しました。ボラン

ティア活動の中で，被災した農家の方達と付き合っ

ていくうちに，農家になりたいと志したとのことで

す。 

 地域にしっかり溶け込んで，60ａの農地を借りて

様々な野菜をほぼ１人で栽培し，また，同じような

若手農業者の良きまとめ役になっている平松さん

とお話しでき，童子下集落の方達は，自分たちも負

けてはいられないと，強烈に刺激を受けた研修会と

なりました。 
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新規就農者向けパソコン簿記研修会の開催！ 
登米農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２４日   

 令和２年 12 月 15 日（火）に宮城県登米合同庁舎

で「新規就農者向けパソコン簿記研修会」を開催し，

新規就農者７人が参加しました。 

 普及センターではこれまで，複式簿記の一連の知

識習得から決算書の見方や資金繰り表の作成まで，

経営管理の向上を目的に「新規就農者向け簿記研修

会」及び「経営研修会」を合わせて６回開催してい

ます。今回は，より実践的な経営管理能力の向上を

図るため，パソコン簿記ソフトの使用方法について

学ぶ研修会を開催したものです。 

 講師にソリマチ株式会社盛岡ソリマチの門田豊

氏を招き，ソフトの設定方法や繰り越し，減価償却

資産，棚卸し等の注意点について講義の後，参加者

一人一人を周り，各経営における入力方法について

アドバイスをいただきました。 

 普及センターでは，１月からも個別の経営に合わ

せた支援をするため，パソコン簿記の個別勉強会を

開催する予定です。今後も，新規就農者が早期に，

簿記を経営に役立てられるよう支援していきます。 

 

大崎４Ｈクラブ，美里地区４Ｈクラブ主催の合同

研修会を開催しました 
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２５日  
 令和２年 12 月 15 日（火），大崎合同庁舎におい

て大崎４Ｈクラブと美里地区４Ｈクラブ主催の合

同研修会が開催され，大崎市産業経済部世界農業遺

産推進課の職員から世界農業遺産「大崎耕土」につ

いて話題提供されました。 

 「大崎耕土」では，約 400 年間にわたり，米，大

豆を伝統的な水管理システムで生産しており，その

水管理システムは「契約講」と呼ばれる社会組織で

維持されてきたことや屋敷林「居久根」が出来た経

緯とその機能等についても紹介がありました。 

 これまで世界農業遺産「大崎耕土」とよく耳にし

ていましたが，その内容についてよく分からないこ

とが多かったこともあり，有意義な研修会になりま

した。 

 また，コロナ過で計画していた各種行事等の実施

が難しい中にあって，クラブ員をはじめ関係機関等

から約 20 人の参加があり，クラブ員の資質向上と

相互交流を図ることができました。 

 普及センターでは，今後も４Ｈクラブの活動支援

を行っていきます。 

 

③農村地域の振興に向けた取組に対する支援 
 

地域の活性化に向けた「ミックス漬け」講習会を

開催  
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月３日   

 令和２年 11 月 13 日，鹿原地区公民館において「ミ

ックス漬け」講習会が開催されました。 

 「ミックス漬け」は地区内に住む方が以前から作

っており，県表彰も受けたことがあるというもので

「これを地域活性化に繋げるものとしたい」と公民

館活動が始まりました。しかし表彰を受けた方も高

齢のため，取り組み方に迷っていた中で普及センタ

ーへ相談があり，今回の講習会を行うこととなりま

した。当日は普及指導協力員を含め２名の講師とと

もに，地域で生産された原料を主体に使った漬物作

りを行いました。およそ２時間でほぼできあがりま

しが，作ったものは数日間熟成させることが必要で

あることから，各自持ち帰りとしました。実習終了

後は市販品などを試食しながら意見交換を行いま

した。 

 普及センターでは関係機関とも連携し，地域振興

に向けた取組に対する支援も行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

角田市内で「ねぎまつり」が開催される 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 7 日   

 宮城県仙南地域では近年，水田を活用した長ねぎ

の生産が増えています。平成 28 年度には普及セン

ターの働きかけによりみやぎ仙南農業協同組合ね

ぎ部会が設立され，令和２年度には６人の部会員が

4.5ha のねぎを作付けしています。 

 部会の一員である角田市の（農）舘島田生産組合

では，平成 28 年度から収穫体験イベント「ねぎまつ

り」を開催しており，５年目になる今年は 11 月 14

日(土)，15 日(日)に行われました。 

 イベント運営には角田市と「かくだ道の駅」も協

力し，道の駅から会場までのシャトルバスを運行し

ました。 

 初日は好天にも恵まれ，会場は家族連れ等約

1,400 人の参加者で賑わいました。来場者は，その

場で掘りあげられた新鮮なねぎを用意された袋に

目一杯詰め込み，秋の恵みを堪能していました。 

 

醸造用ぶどうの先進地視察を実施しました 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 14 日  
 大河原管内では，平成 28 年から川崎町本砂金地区

で醸造用ぶどう栽培がスタートしました。 

 令和元年には，新たに村田町，蔵王町，七ヶ宿町

でも栽培が始まり栽培面積は現在 5.5ha となってい

ます。しかし，栽培者のほとんどは果樹栽培初心者

で栽培技術の習得が現在，課題となっています。そ

こで，栽培管理技術を習得するため，令和 2 年 11 月

25 日に福島県大沼郡会津美里町にある｢合同会社会

津コシェル  新鶴ワイナリー｣を視察研修しました。 

 新鶴ワイナリーは，今年で植栽 3 年目を迎えます

が，会津美里町新鶴地区はワインメーカーとの契約

栽培により古くから醸造用ぶどう栽培が行われて

いる地域です。 

 今回の視察園は，自園の醸造用ぶどうと樹齢が近

いこともあり，参加した皆さんは，仕立て方や支柱

の設置方法など細かい点まで意見交換することが

でき，大変参考になった様子でした。来年は自分た

ちも是非，品質の高いぶどうを収穫したいと決意を

新たにしていました。 

 

 

 

 

 

「ころ柿」と「樽柿」の出荷が始まりました 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 15 日   

令和２年 12 月９日に，宮城県ころ柿出荷協同組合

（白石市）でころ柿（干し柿）と樽柿（アルコール

渋抜き柿）の出荷目ぞろい会が開催されました。 

保科組合長から，「本年のころ柿は，乾燥がよく順調

で最高の仕上りとなっている」と挨拶がありました。

また，樽柿は，「大玉の良質な渋柿を原料とし，濃厚

な甘みに仕上がっている」とのことです。 

出席した組合員は，安全で高品質なころ柿や樽柿が

出荷できるように，見本品で箱詰めの方法や表示方

法等を再確認していました。 

県南地域では，ＪＡみやぎ仙南干し柿部会や各直売

所でも干し柿を販売していますので，伝統の味を是

非御賞味ください。 

 

 

トウキの葉活用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１２月 16 日   

 令和２年 12 月４日に『トウキの葉活用研修会』を

開催しました。当普及センター管内の南三陸町入谷

地区では，東日本大震災後，薬用作物であるトウキ

の栽培に取り組んでおり，その葉を食材として活用

できないかと，地元の方たちと企画し開催しました。

当日は，入谷地区の農産加工グループや飲食店など

１７名が参加しました。 

 トウキ栽培に取り組む(株)南三陸農工房  阿部代

表取締役社長からトウキ栽培に取り組むきっかけ

や入谷地区の特産物に育てていきたい思いなどに

ついて発表していただいた後，国際薬膳食育師特級

師範  堀桃 氏を講師にお招きし，トウキ葉の活用
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法や栄養価などについて御講義いただき，その後，

堀先生に作成していただいたレシピを基に調理実

習を行いました。 

 調理された料理はどれも美味しく，参加者アンケ

ートでは，｢パワーがついた感じがする｡｣｢こんな料

理にも使ってみたい｡｣など大好評で，今後の展開が

期待できる研修会となりました 

 

筆甫の新たな特産品を目指して～山菜講習会～ 
大河原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 16 日  
 丸森町筆甫中区集落協定では，以前より援農ボラ

ンティアを活用したへそ大根作り体験など，集落で

の共同作業や地域活性化活動に取り組んでいます。 

 その活動の一環としてに山菜の栽培を行ってい

ますが，山菜のうちわらびについて生育が芳しくな

い状況でした。また，今年度は，農産加工関係機器

を導入し，地域の特産品を活かした農産加工品開発

に取り組む予定で，原材料となる山菜の収量確保が

課題となっています。。 

 そこで，わらびをはじめとした山菜栽培の基本技

術を習得するため，11 月 24 日に筆甫まちづくりセ

ンターを会場に栽培技術講習会を開催しました。講

師に山形県森林研究研修センターの研究開発専門

員である中村人史氏を迎え座学形式で，わらび栽培

基本技術の研修を行いました。わらびの生育の特徴

や増殖時のポイントなど，これまで実践した内容と

異なる部分もあり，参加者は真剣に聞き入っていま

した。質疑も活発に行われ，わらび以外の山菜（ふ

きやうどなど）についても情報を得ることができま

した。その後には，現在栽培中のわらび，うど，ふ

き，こごみの栽培ほ場を巡回し，栽培のポイントや

適地かどうかなど確認しました。 

道の駅大谷海岸のリニューアルオープンに向けた

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１２月 17 日   

株式会社道の駅大谷海岸は，来年３月のリニュー

アルオープンに向けて，レストラン及びファストフ

ードの提供メニューの新規開発を進めています。そ

こで，みやぎグリーン・ツーリズムアドバイザーの

川島洋子氏を講師に招き，地域の特産品を活用した

料理メニューの開発をテーマに，10 月から計３回の

研修会を開催しました。 

 12 月 10 日に第３回目となる研修会を開催し，大

谷地区でブランド化を目指し栽培を進めているば

れいしょ「大谷いも」を使用して，ファストフード

の新規メニュー「ジャケットポテト」の試作を行い

ました。22 種類ものトッピング材料を検討し，最終

的に３種類のメニューを開発しました。また，原料

の原価から適正な販売価格も検討することができ，

参加者からは「新たなメニューを形にすることがで

きてよかった」，「全３回すべて勉強になることばか

りだった」などの意見が聞かれ，リニューアルオー

プンに向けて充実した研修会となりました 

 

④環境と調和した農業生産に取り組みに対す

る支援  

 

石巻市稲井集落で第 3回集落ぐるみの鳥獣害被

害対策勉強会を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 2 日   

 令和２年 11 月 25 日，石巻市稲井地区で，合同会

社東北野生動物保護管理センターの研究員を講師

にして，今年度３回目のニホンジカ被害対策勉強会

を開催しました。参加したのは，稲井地区６集落の

16 名です。 

 稲井地区は管内でも組織的なニホンジカ対策を

継続的に行っており，取組を推進するために 9 月か

ら合計 3 回の研修会を開催しました。最終回となる

今回は，稲井地区に設置されている大型囲い罠やく

くり罠による捕獲の効率化と，前回集落毎に作成し

たニホンジカの分布状況や被害対策を落とし込ん

だマップを今後どのように活用していくかをテー

マとしました。 

 当日は，当部で設置した大型囲い罠周辺の定点カ

メラ映像に映るシカの様子やセンサー扉の活用方



16 

 

法について東北野生動物保護管理センターからは

大型囲い罠やくくり罠による捕獲の留意点につい

て説明しました。その後，集落毎に作成したマップ

の活用について意見交換を行いました。参加者から，

鹿の習性，出没地区の拡がり，今後の防鹿柵の設置

など幅広い質問や意見がありました。 

 今後，関係機関と連携を深めながら同地区の取組

が他地域に波及するように推進し，集落としての被

害対策の取組と計画的な個体数調整を両輪とした

ニホンジカ対策を進めていきます。 

 

 

鳥獣被害対策研修会でイノシシの生態と対策を

確認  
大崎農業改良普及センター 

令和 2 年１２月３日   

 令和２年 11 月 18 日(水)に加美町鹿原地区公民館

において，鳥獣被害防止対策研修会を開催しました。 

 講師に野生生物研究所ネイチャーステーション

代表の古谷氏を招き，イノシシを中心とした鳥獣被

害防止対策について，地区巡回による周辺環境の点

検と講義による研修を行いました。 

参加した地区住民からは「イノシシの生態について

知ることが出来た」「やはり被害対策は地区全体で

対策が必要だと認識した」などの感想が聞かれまし

た。 

 今後も普及センターでは，地域が連携して農作物

生産に取組めるよう支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

石巻市大川地区でニホンジカのくくりわな現地

講習会を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 14 日   

令和２年 12 月８日，石巻市大川地区で，猟友会河

北支部の三浦支部長と合同会社シカラボ代表の大

島氏を講師として，くくりわな現地講習会を開催し

ました。 

 参加したのは，わなによるシカ駆除を行う女川わ

っかの会や地元大川地区の農業法人構成員，大川地

区と隣接する福地地区の行政委員及び管内市町の

担当者等 20 名です。 

 大川地区はシカの出没が増加しており，集落ぐる

みの防鹿柵設置と捕獲による個体数削減を両輪と

した対策が進められています。今回の講習会は，石

巻地区でわな免許を取得して経験の浅い方の技術

向上を目的として，林業振興部と連携して開催した

ものです。 

 講習は，林業振興部から「わな猟を行う際に注意

する点」について説明した後，三浦支部長と大島氏

を講師に「くくりわなの実習」を行い，その後，公

民館に移動して各人の課題等について意見交換を

行いました。 

 現地実習と意見交換を通じて，最新のくくりわな

の紹介，設置場所の選定及び設置の際の留意点など，

捕獲率向上のための具体な説明があり，参加者は今

後の捕獲に関して多くの知見を得たようでした。ま

た，地域の農業法人構成員や行政委員からも，防鹿

柵設置をした場合の課題等について提起されまし

た。 

 今回の講習会においては防鹿対策と捕獲の双方

で，各地域間の実施者同士の意見交換の必要性が強

く感じられたことから，今後，同様の取組を継続し

ていきたいと考えています 

 

⑤東日本大震災からの復興に関する支援 

 

沿岸部の復旧農地で土壌調査を実施しました 
石巻農業改良普及センター 

令和 2 年１２月３日   

 石巻市大川長面地域の復旧農地では，地盤地下や

津波による土の流出のため，盛土と客土により地面

を高くする工事が行われました。この復旧農地に水

稲を作付けして栽培管理を行うことができるよう，

11 月 12 日に土壌断面調査を実施しました。土壌断

面とは，土壌表面に対して土壌を垂直に掘削した面

のことで，色や土の性質，硬さが異なるいくつもの

層が見られます。今回は約１m の深さまで穴を掘っ
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て層ごとに調査し，作物の根が主に生育する作土層

だけでなくその下層の状態を確認し，ほ場の排水性

や保水性，作物の根の伸長が妨げられるような硬い

層がないかなどを把握しました。長面地区の中でも，

客土された土の性質は異なっており，適切なほ場管

理のために土壌調査を行い，下層土の性質を把握す

ることが重要です。 

 今後も普及センターでは，復旧農地における営農

と農業経営の安定化を支援していきます。 

 

 
 

⑥その他 

 

新たな普及活動方法について他県職員と意見交

換を行いました 
仙台農業改良普及センター 

令和 2 年１２月 3 日   

 11 月 18 日（水），仙台農業改良普及センターで行

っている「web 会議アプリを活用した普及活動」に

ついての意見交換を行うため，奈良県の普及指導員

が来所されました。 

 当普及センターで web 会議アプリを活用するよう

になった背景や，web 会議用マニュアル，web 会議ア

プリを活用した普及活動のメリット・デメリットに

ついて説明した後，奈良県での「新しい生活様式」

に即した普及活動の動向などについて，意見交換を

行いました。 

 web 会議アプリを活用した普及活動については，

奈良県以外からも問い合わせがあり，コロナ禍での

新たな普及活動方法への関心の高さが伺えます。 

 今後も新たな普及活動方法について他県とも情

報交換しながら，効率的・効果的な普及活動を行え

るよう検討していきます。 

 

「花っていいよね。くりはらフラワー４week」，

「くりはらの花で工事現場のイメージアップ」等花

きＰＲ活動実施中  
栗原農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２４日                   

花き業界は，新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い，イベントの中止や花き販売店の営業時間の短

縮等による販売減などの影響が生じました。今年度，

花き生産を応援するため，様々な機会を捉えて栗原

産花きのＰＲを行っています。 

 栗原産の花をたくさんの方に見ていただけるよ

う宮城県建設業協会栗原支部も協力して「くりはら

の花で工事現場のイメージアップ」として，工事現

場にパンジーやビオラ，マリーゴールド等のプラン

ターを置き，安全で明るい環境づくりを進めていま

す。 

また，11月から 12月の４週間，「花っていいよね。

くりはらフラワー４ week」を実施し，栗原市役所，

栗原合同庁舎ロビーに週替わりで県産の花を紹介

する展示を行いました。前半２週間はストックやス

プレーぎくなどの宮城県産切り花，後半２週間は栗

原市産のシクラメン，プリムラなどの鉢ものを展示

しました。来庁者からは大変好評で，「合庁の雰囲気

が明るくなった」，「家でも飾ってみたい」などの声

が聞かれました。 

 ５月の「母の月」，11 月 22 日の「いい夫婦の日」

には大切な人に花を贈る，８月お盆には先祖に花を

手向けるなどコロナ禍の状況だからこそ，改めて花

のある暮らしを呼びかけ，心の栄養＃ビタミン F

（Flower）を補給し，Stay Home から Enjoy Home 

With Flower へ移行していくよう引き続き取り組ん

でいきます。 

 

 

宮城県農林産物品評会及び花き品評会の表彰を

行いました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２５日   

 令和２年 12 月 16 日に宮城県気仙沼合同庁舎にお

いて，本年秋に開催された宮城県農林産物品評会及

び花き品評会の受賞者の表彰を行いました。 

 気仙沼管内の上位受賞者は，水稲部門で農林水産

大臣賞・県知事賞１等の株式会社小峯興業，花きで

金賞（東北農政局長賞）の遠藤吉司氏です。表彰当

日には，受賞者２人のほか，市町・ＪＡの関係機関

を来賓として招き，気仙沼地方振興事務所の林所長

から賞状・副賞が授与されました。 
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 小峯興業の芳賀代表からは「長年の土づくりが形

になり良い米ができた。来年の作付けも頑張りた

い」，遠藤氏からは「これからも良いキクを目指して

精一杯やっていきたい」など喜びの声が聞かれまし

た。このほか管内では，花き部門で，有限会社気仙

沼園芸が銀賞を受賞しています。 

 

農業・農村女性活躍表彰で南三陸町の松野三枝

子氏が最優秀賞を受賞しました！ 
気仙沼農業改良普及センター 

令和 2 年１２月２５日   

 

 令和２年 12 月 22 日，宮城県農業・農村女性活躍

表彰の表彰状授与式を行いました。本表彰は，地域

の特色を活かした農村生活の充実や男女共同参画

につながる活動を実践している農村女性を表彰す

るものです。 

 本年度，南三陸町の松野三枝子氏が，女性地域社

会参画部門（個人）で最優秀賞を受賞されました。

松野氏は，平成元年に地域で初めての女性による加

工施設を設立し，地域の同世代の女性が活躍できる

場を提供，一時は自身が病魔に冒され，さらに同時

期に東日本大震災による甚大な被害を受けながら

も，炊き出しや「農漁家レストラン松野や」を開店

し，地域住民に寄り添った活動をしてきました。 

 このほか，グリーン・ツーリズム活動や県内外の

フードイベントで「うに飯」，「海鮮はっと汁」など

の人気郷土料理を販売するなど，幅広い活躍をされ

ています。今回の受賞，大変おめでとうございまし

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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