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NEWS LETTER No.168 2021.2 

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

 

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

〇 石 巻農改：JA いしのまきぶどう栽培講習会を開催しました 

〇 石 巻農改：アスパラガス栽培セミナーを開催しました 

〇 仙 台農改：Web を活用して「大規模園芸施設における業務管理システム活用研修会」を開催  

しました 

〇 亘 理農改：次作に向けて，水稲直播栽培勉強会「総合検討会」を開催しました  

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・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

〇 仙 台農改：JA 仙台利府梨部会のせん定講習会が開催されました  

〇 石 巻農改：「みやぎ水産の日」販売会で｢河北せり｣等を販売しました  

〇 美 里農改：北浦梨せん定講習会が開催されました 

〇 気仙沼農改：「春告げやさい」の出荷が始まりました 

〇 栗 原農改：今シーズンのりんごせん定作業に先駆け，せん定講習会が開催されました  

③競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

〇 亘 理農改：いちじくの商品開発に向けて専門家派遣を行いました  

 

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 美 里農改：「新規就農者のための経営講座」を開催しました  

〇 登 米農改：地産地消ﾚｽﾄﾗﾝにおけるメニュー指導会を開催 

〇 栗 原農改：農事組合法人ｉファームが経営改善に向けてＧＡＰ取組の基本を学習！  

〇 登 米農改：農業経営雇用管理研修会を開催しました 

〇 仙 台農改：みやぎ農業未来塾ホップアップスクール「営農基礎講座」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２回農業塾が開催されました 

〇 石 巻農改：農業法人の若手社員向け社員研修会が開催されました  

②農村地域の振興に向けた取組に対する支援  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

〇 大 崎農改：小瀬菜大根販売実績検討会を開催しました 

〇 栗 原農改：花山ルビィふさすぐり特産品開発研修会を開催しました  

 

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

〇 登 米農改：登米市長とＪＡみやぎ登米組合長に農林水産大臣賞等を報告  

〇 栗 原農改：令和２年度第２回栗原地域普及活動検討会を開催しました 

〇 栗 原農改：農業・農村女性活躍表彰で栗原市生活研究グループ連絡協議会が最優秀賞を  

受賞しました！ 

〇 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  

〇 大 崎農改：令和２年度「食材王国みやぎ」推進優良活動表彰大賞受賞 
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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 
 
いしのまきぶどう栽培講習会を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年 1 月 5 日  

ＪＡいしのまきでは直売所などの販売品目拡大の

ため以前から果樹の新植を進めており，新たに果樹

の栽培を始める生産者も増えてきています。なかで

も皮ごと食べられる食味に優れたぶどう「シャイン

マスカット」の栽培面積は水稲育苗ハウスへの作付

けなどにより年々増えており，直売所に出荷する生

産者も多くなっています。 

 ＪＡと普及センターではこのような生産者の栽

培技術向上のため，毎年季節ごとに基礎的な栽培技

術に関する講習会を開催しています。例年 30 名ほ

どの参加がありますが，今回の講習会は一度に参加

する人数が 10 名以下となるよう 12 月 22 日，23 日

の２日にわたり３会場に分けて開催しました。 

 12 月はぶどうの管理の中でも最も重要な作業で

あるせん定について講習を行いました。ぶどうのせ

ん定方法には結果母枝を比較的長めに残す長梢せ

ん定と２芽を残して剪除する短梢せん定の２種類

がありますが，近年管内では「シャインマスカット」

を短梢せん定で栽培している農家も増えてきてい

ます。今回会場となった３会場のうち２会場が短梢

せん定での管理となっており，短梢せん定によるせ

ん定方法について普及センター職員が講師になり

実技を行いました。 

 普及センターでは，今後も研修会などの活動を通

じて管内の果樹生産振興のための支援を行ってい

くことにしています。また，９月以降ＪＡの直売所

を中心に地元産の「シャインマスカット」が販売さ

れますので是非御賞味ください。 

 
アスパラガス栽培セミナーを開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年 1 月 8 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」およびみやぎ食と農の県民条例推進圏域重点

プロジェクトの一環として，令和２年 12 月 22 日

（火）にアスパラガス栽培セミナーを開催，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

イエンス株式会社が共同開発した「採りっきり栽培」

法を中心に，アスパラガス全般の栽培方法について

学びました。第一部では普及センターから今年度の

プロジェクト活動内容を報告し，第二部では明治大

学農学部農学科野菜園芸学研究室准教授，元木悟氏

ら３名からリモートにより，アスパラガス採りっき

り栽培方法の概要や病害対策について講演をいた

だきました。第三部では明治大学およびパイオニア

エコサイエンス株式会社の松永邦則氏を助言者と

して，生産者の間で意見交換を行い，各地の産地の

栽培状況や今後のアスパラガスの需要について意

見が交わされました。 

 セミナーでは，今年度，管内でも発生が見られた

斑点病と茎枯病の病害対策が収量を確保するため

の重要なポイントであることを改めて確認し，具体

的な対策方法を学びました。 

 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。 

 

Web を活用して「大規模園芸施設における業務
管理システム活用研修会」を開催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和３年 1 月 12 日  

 令和２年 12 月 17 日，株式会社イグナルファーム

大郷において「令和２年度大規模園芸施設における

業務管理システム活用研修会」を開催しました。今

回は，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら，講師所在地の神奈川県と県内５拠点を web で結

び，zoom によるリモート方式での開催となりました。 

 講師である株式会社井出トマト農園の井出社長

から「農園での業務管理システムの活用方法」につ

いて御講演をいただき，業務内容を数値化すること

によって作業上の課題の把握や対策の検討，人事評

価や会社のルール作りへ活用できるなど，貴重なお

話を伺うことができました。 

 また，イグナルファーム大郷の阿部社長からは，

現在取り組んでいる「ICT を活用したスマート農業」

についてお話しいただいた後，現地参加者でハウス

の視察を行いました。 

 研修会では，一部の説明で画面が小さくて見づら

い等の問題もありましたが，概ね順調に進行するこ

とができました。また，講演，視察では活発に質疑

応答が行われ，最先端の技術・機器に触れることで

スマート農業への関心が高まったように感じまし

た。 
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次作に向けて，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 

令和３年 1 月 20 日  

令和元年度から，乾田直播栽培を志向する経営体

の技術力向上を目的に「直播栽培勉強会」を立ち上

げ，参加者同士の情報交換や技術的課題の対策につ

いて支援しています。 

 令和３年１月 15 日，一年間の勉強会の総まとめ

として，ハナトピア岩沼を会場に「総合検討会」を

開催し，管内の水稲生産者を中心に関係機関を含め

て 47 名の参加がありました。 

 研修は，農研機構  東北農業研究センターの赤坂

舞子上級研究員及び浪川茉莉研究員を講師に招き，

「乾田直播に効果的な除草体系」及び「乾田直播栽

培の施肥・追肥」について講演いただきました。 

 参加者は真剣な眼差しで講演に耳を傾けており，

次作の水稲直播栽培に向けて，さらに意欲が高まっ

たようです。 

 

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 
 

JA 仙台利府梨部会のせん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３年１月４日  

 令和２年 12 月 16 日に利府町春日で，ＪＡ仙台利

府梨部会のせん定講習会が開催され部会員 28 名が

参加しました。 

 当日は園主と普及センターが講師となり，「幸水」

と「あきづき」のせん定作業と黒星病対策について

実演を交えて指導しました。園主からは夏場の樹の

姿をイメージし，園地全体で必要な着果量が確保で

きるのであれば積極的に側枝を更新すること。予備

枝，長果枝，短果枝をバランス良く配置することな

ど安定生産のためのせん定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農薬の付着ム

ラを減らすために主幹部近くの側枝間隔を広くと

ること，予備枝や側枝基部の芽を整理することなど

せん定作業時に行う耕種的防除について説明をし

ました。 

 参加した部会員らはベテラン農家の技術を学ぼ

うと積極的に質問をしていました。普及センターで

は今後も栽培技術の高位平準化に向けて部会活動

を支援していきます。 

てまいります。 

 

「みやぎ水産の日」販売会で｢河北せり｣等を販売
しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年１月４日   

令和２年 12 月 16 日，石巻合同庁舎で「みやぎ水

産の日」販売会を行い，ＪＡいしのまきと一緒に「河

北せり」や「円蔵豆（えんぞうまめ）」を使用した豆

腐・油揚げを販売しました。 

 「河北せり」は旧河北町飯野川地区で江戸時代か

ら栽培されており，清涼感にあふれた香りとシャキ

シャキした食感が高く評価されています。当日は石

巻産牡蠣と合わせた鍋用など，旬を求めるお客様が

数多く来所，購入いただきました。 

 また，「円蔵豆」は旧桃生町の在来品種でコクと甘

みが特徴です。昭和 30 年代の開田ブームを境に姿

を消しましたが，平成 30 年に県農業・園芸総合研究

所から保存種子を譲り受け，円蔵豆復活プロジェク

トとして再び桃生で栽培が行われています。販売会

では数量限定販売のため，早々に完売する人気ぶり

でした。 

 なお，「河北せり」は令和２年 12 月 23 日に宮城

県産青果物で初めて地理的表示（ＧＩ）保護制度に

登録されています。 

 普及センターでは引き続き，管内の特徴ある農産

物の生産振興や販売促進の取組を行っていきます。 
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北浦梨せん定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３年 1 月 8 日  

令和２年 12 月 15 日，JA 新みやぎ北浦梨部会主催

のなしせん定講習会が開催されました。 

当日は雪が降りしきるあいにくの天気でしたが，

部会員 20 名が参加しました。 

講習会では，講師の農業･園芸総合研究所髙嶋副

主任研究員に「幸水」及び「あきづき」のせん定実

技を行っていただきました。 

実技後，骨格枝のせん定方法や花芽の取扱い方等に

ついて，解説していただきました。 

参加者からは，骨格枝の適正本数などについて質問

が出されました。 

当普及センターでは，今後も部会活動を支援してい

きます。 

 
「春告げやさい」の出荷が始まりました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和３年 1 月 12 日  

 １月から気仙沼・南三陸地域のブランド品目であ

る「春告げやさい」の出荷が始まりました。春の訪

れを感じさせるものとして，当地域ではシラスのこ

とを春告げ魚，ウグイスのことを春告げ鳥と親しみ

を込めて呼んできました。このことにちなんで，冬

から早春に向かって栽培される「ちぢみゆきな」や

「春立なばな」等の７品目の野菜を「春告げやさい」

と名付け，JA や関係機関が生産・消費拡大を図って

います。  

 昨年秋は好天に恵まれたことで生育が順調に進

み，品質の良いものが収穫できています。今年，新

たに栽培を始めた気仙沼市の唐桑大沢営農組合で

は「ちぢみゆきな」の収穫を迎え，組合員が一袋ず

つ丁寧に袋詰め作業を行っていました。「春告げや

さい」は気仙沼市の直売所「菜果好」等に出荷され

ています。  

 

今シーズンのりんごせん定作業に先駆け，せん定
講習会が開催されました 
栗原農業改良普及センター 

令和３年 1 月 25 日  

 令和３年１月 13 日に，栗原市果樹連絡協議会の

りんごせん定講習会が開催され，17 名の会員が参加

しました。 

 この講習会は，りんご生産者のせん定技術の向上

を図るために例年開催されており，今回は，高清水

福塚地区のりんご園地で，福塚果樹生産組合の土田

又一組合長と栗原農業改良普及センター職員を講

師に，せん定方法について解説しました。また，一

方的に講師の話を聞くのではなく，参加者もその場

で意見や質問を投げかけたりせん定に加わったり

する形式で実施されました。 

 せん定の第一目的である，日当たりや風通しの改

善を念頭に置きつつも，いかに枝や空間を確保し，

着果させるか，議論が白熱する場面もありました。 

 今回のせん定講習会を皮切りに，各生産者の今シ

ーズンのせん定作業がスタートします。普及センタ

ーとしても，適切な技術指導等を通じて，栗原産り

んごの安定生産に向けた支援を行っていきます。  
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③競争力のあるアグリビジネス経営体の育成 
 
いちじくの商品開発に向けて専門家派遣を行い
ました 
亘理農業改良普及センター 

令和３年 1 月 19 日   

普及センターでは，若手女性農業者の起業活動や

6 次産業化支援の一環として，令和 3 年 1 月 14 日に

山元町のいちじく生産者である「株式会社やまうち

農園」へ，いちじくを使った新商品開発のための専

門家派遣を実施しました。昨年 11 月に引き続き，2

回目です。 

 今回の専門家派遣では，株式会社仙台国際ホテル 

土屋貴幸シェフ  パティシエを講師に招き，いちじ

くを使ったスイーツを完成することを目標としま

した。 

 やまうち農園では，１回目の専門家派遣後，試作

を繰り返してきました。今回は，土屋シェフ パティ

シエから，一層の品質向上や省力化に向けた作業工

程等の見直しについて，具体的なアドバイスをいた

だきながら，実習を行いました。 

 やまうち農園は，今回のアドバイスをもとに，作

業工程の改善に取組み，新商品の製造・販売を開始

する計画です。 

普及センターでは，今後も当地域の女性農業者の起

業活動や 6 次産業化の支援を行います。 

 

 
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 
「新規就農者のための経営講座」を開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和３年 1 月 5 日   

 普及センターでは新規就農者に対し，生産技術及

び経営能力向上に向けた支援を行っています。令和

２年 12 月 23 日に，これから複式簿記記帳を行う新

規就農者６名を対象に研修会を開催しました。 

 ＨＳ経営コンサルティング株式会社代表取締役

本田茂氏を講師として，始めに「経営の基礎（ＰＤ

ＣＡサイクルの回し方）」の講義を受けました。講義

の中で，農家は経営者であり，経営を管理するため

に，計画，実行，検証，対策のサイクルを回すこと

が重要であること，経営を数値化することで戦略的

に農業経営を行うことが可能になること等，実例を

交えた説明がありました。 

 研修会の後半は「農業簿記の基礎」について，実

際に仕分けを行いながら学びました。 

 研修後，受講者からは,「経営を数値で示すことが

大切だと思った。」「作業に追われるのではなく,考

えて仕事をしたいと思った。」等の感想が出されま

した。 

 今後は，新規就農者の早期経営安定を目指し，簿

記を経営に活かすための指導を継続して行う予定

です。 

 

 
地産地消ﾚｽﾄﾗﾝにおけるメニュー指導会を開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年 1 月 21 日  

 
 令和３年１月 12 日，登米市南方町の道の駅みな

みかたレストラン「四季食彩野の花」において，女

性スタッフを対象としたメニュー指導会を開催し

ました。 

 「野の花」は，開業 16 年間，地元食材をふんだん

に使ったバイキング料理を提供してきましたが，新

型コロナウィルス感染拡大の影響で，バイキング形

式を見直すこととしました。 

 そこで，ホテルレストランの料理長も務めた地元

の和食料理人を招き，出汁からさらなる味の向上，

調理の下準備や段取り等の調理技術，作業動線も指

導いただきました。特に，南方の特産品を使ったニ

ラ玉を差別化商品とするため，様々な助言がありま

した。また，個別接客が初めてとなることから，配

膳やフロアの動線についても皆で検討しました。 

 普及センターでは，今後とも女性農業者の能力向

上支援に取り組むとともに，女性農業者の活動を支

援していきます 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/c/ff9ed48eaf804b264bdc06c2accfa1a4
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農事組合法人ｉファームが経営改善に向けて 
ＧＡＰ取組の基本を学習！ 
栗原農業改良普及センター 

令和３年 1 月 19 日   

 令和３年１月 15 日（金）に栗原市志波姫地区の農

事組合法人ｉファームがＧＡＰの基礎を学ぶ勉強

会を行いました。 

 農事組合法人ｉファームは，水稲・大豆など土地

利用型作物中心の経営を行っており，現在，農薬の

保管・使用に関する管理点に着目し部分的にＧＡＰ

に取り組みはじめていますが，幅広い視点での生

産・経営改善やより良い組織運営を目指し，役員及

び社員が全員参加してＧＡＰの基本的な考え方を

学びました。 

 普及センターからは，労働安全等の「５つの柱」

から問題点を考えてみること，継続的なＰＤＣＡ

（Plan－Do―Check―Action）や自分達に適したル

ールづくりの重要性などを説明しました。また，動

画も紹介し，実践している生産者の声やＧＡＰ全体

像を実感していただきました。 

 役員からＰＤＣＡの考えが参考になったとの感

想があり，今後話し合いをしながらＧＡＰに取り組

んでいくための共通認識を持つ機会となりました。

普及センターでは今後もＧＡＰに関心のある農業

法人への支援を継続していきます。 

 

農業経営雇用管理研修会を開催しました 
登米農業改良普及センター 

令和３年 1 月 22 日  

 令和３年１月 19 日，登米合同庁舎で創業間もな

い農業法人や法人化を検討している個別経営体を

対象に雇用管理に関する研修会を開催しました。 

 第一部は，北山ＦＰ社会保険労務士事務所の北山

代表から，従業員の募集から退職金制度までの雇用

管理に関する一連の取組について説明をいただき

ました。農業法人は自社の取組の点検ができ，法人

化を目指す方々は法人化に向けた準備や雇用のあ

り方についてシミュレーションできたようでした。 

 第二部では，株式会社オーレンス総合経営の宮村

チーフコンサルタントから，経営を支える人材の育

成や就業規則づくりなどについて，他社の事例を交

えながら講義いただきました。経営のパートナーで

ある従業員の育成確保は多くの経営体が課題とし

ているため，興味深く聞き入り質問を交わしていま

した。 

 

 
 
みやぎ農業未来塾ホップアップスクール「営農基
礎講座」を開催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和３年 1 月 25 日  

 普及センターでは，適期に適切な作業が行えるよ

うに，管内で野菜を栽培している新規就農者等を対

象に，１月 13 日にみやぎ農業未来塾ホップアップ

スクール「営農基礎講座」を開催しました。 

当講座では「野菜の作業計画を作ろう」をテーマと

し，各自が持参した令和２年の作業日誌を基に，畑

ごとの作業実績を栽培暦に記載しながら振り返り，

良かった点や失敗した点を評価し，書き加えました。

その内容を踏まえ，品種カタログや栽培資料を参考

にし，普及員の助言を受けながら，今年の作業計画

を作成しました。 参加者は，日々の作業記録や結

果を振り返り，失敗した理由や改善点を今年の計画

に反映させることの大事さを痛感したようです。 

 
JA 古川園芸振興会担い手部会第２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３年 1 月 28 日  

 令和３年１月 19 日（火），JA 古川富永野菜調整所

において，JA 古川園芸振興会担い手部会第 2 回農業

塾が開催されました。JA 古川園芸振興会担い手部会

は令和 2 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。 

 第 2 回は 11 人の生産者が参加し，土壌診断表の

解説，土づくりに関するグループディスカッション

を行いました。 

普及センターからは，土壌診断結果をもとに数値の

見方や施肥をする際のポイントについて説明し，質
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疑応答を行いました。 

 ディスカッションでは，果菜類，葉菜類，ねぎの

３グループに分かれ，普及センター職員と JA 古川

職員が生産者と意見を交え，土づくりや施肥に関す

る理解を深めました。 

 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。 

 
農業法人の若手社員向け社員研修会が開催され
ました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年 1 月 29 日   

 令和３年１月 20 日に，株式会社宮城リスタ大川

の社員研修会が開催され，社員８人が出席しました。

非農家出身の若手社員もいるため，水稲の水管理や

収穫適期の判断方法などについて，作業時期に合わ

せて研修会を開催しています。 

  当法人では石巻市大川地区の復旧農地に水稲を

作付けしていることから，今回は「令和２年産水稲

の生育経過・作柄」と「復旧農地の土づくり」をテ

ーマに開催されました。 

  水稲の生育経過と作柄は，栽培期間中の気象と水

稲の生育経過を照らし合わせて，令和２年産水稲の

収量構成要素や玄米品質の特徴について，普及セン

ターから説明を行いました。社員からは，出穂後の

夜温（日最低気温）と日中の日照時間の多少が玄米

品質に与える影響について知ることができたとの

感想がありました。 

  また，復旧農地の土づくりについては，当法人が

水稲を作付けしている内陸のほ場に比べて，令和２

年に水稲の作付けを開始した海側のほ場の収量が

少なくなりました。このほ場の土壌を分析したとこ

ろ可給態窒素が少ないことがわかりました。令和３

年に水稲の作付を開始するほ場も同様に少ないこ

とがわかりました。 

  普及センターでは，堆肥などの有機物を施用する

ことが，可給態窒素の向上に効果があることなどに

ついて説明を行いました。社員からは，水稲の生育・

収量の状況と可給態窒素の分析結果を見ると，堆肥

を施用して，ほ場の地力を向上することが必要なこ

とがわかったとの感想がありました。当法人では，

現在，地域の畜産農家と連携しながら復旧農地への

堆肥施用の取組を開始しているところです。 

  普及センターでは，農業法人で活躍する若手社員

の技術向上，復旧農地の地力向上の取組を支援して

いきます。 

 

②農村地域の振興に向けた取組に対する支援 

 
小瀬菜大根販売実績検討会を開催しました 
大崎農業改良普及センター 

令和３年１月５日   
 令和２年 12 月 21 日（月）に加美町のやくらい林

泉館において，加美町，ＪＡ加美よつば，北部地方

振興事務所の共催で小瀬菜大根販売実績検討会を

開催しました。 

 小瀬菜大根は加美町小瀬地区で古くから生産さ

れてきた伝統野菜ですが，今年度の販売はほぼ終了

したため，生産者，流通業者，飲食店，ＪＡ加美よ

つば，加美町を参集し，今年度の小瀬菜大根の販売

実績を検討したものです。 

 検討会では，普及センターから今年度の小瀬菜大

根利用拡大に向けた取組経過を説明し，各参加者か

ら今年度の販売実績について話していただきまし

た。 

 また，フードコーディネーターのカワシマヨウコ

先生から，「小瀬菜大根の生産・販売に向けた期待」

をテーマに講義いただき，地元での認知度を上げて

観光資源とし，食文化として育ててほしいと話して

いただきました。 

 今後の取組として，令和３年２月に生産拡大に向

けたセミナーを開催予定であり，普及センターでは

小瀬菜大根生産の維持拡大に向け支援していきま

す。 
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花山ルビィふさすぐり特産品開発研修会を開催

しました 
栗原農業改良普及センター 

令和３年 1 月 28 日  

令和３年１月 14 日（木）に，栗原市花山地区ふさ

すぐり栽培者及び花山地区の飲食店等経営者，旅館

業を対象に，ふさすぐりの新たな活用方法を検討す

る特産品開発検討会を開催しました。 

ふさすぐりについては，これまで，援農バスツアー

やフェア等を通して，消費者へＰＲする取組みを実

施してきましたが，さらに，「花山でしか買えない」

商品づくりを進め，ふさすぐりを通した地域活性化，

交流人口の増加を後押ししています。 

今回の研修会では，大崎市三本木の「気仙堂」鈴

木健司氏を講師に，ふさすぐりまんじゅうとふさす

ぐりガレットを試作しました。この２品は，年齢を

問わず指示される商品で，常温で日持ちし，専用の

資機材等を新たに導入しなくても製造可能なもの

であるため，研修の題材にしたところ，参加者は，

熱心に講師の話に耳を傾けていました。 

意見交換では，「白あんやアーモンドとふさすぐり

の相性は良い」「日持ちが良いので安定生産できれ

ば道の駅でも特産品として販売したい」「旅館の一

部にカフェスペースを設ける計画である。そこで出

したら良いかもしれない」など意見が出されました。 

今後は商品化の実現へ向けて，生産者と実需者の連

携強化を進めていきます。 

 

その他 

 

登米市長とＪＡみやぎ登米組合長に農林水産大

臣賞等を報告  
登米農業改良普及センター 

令和３年 1 月 12 日 

 
 令和２年 12 月 28 日に，令和２年度宮城県農林産

物品評会で農林水産大臣賞を受賞した (株 )久保園

芸の久保泰宏代表取締役（きゅうり，米山町），猪股 

剛氏（りんご，中田町）と，令和２年度みやぎ園芸

振興大賞を受賞した (株 )櫻井農場の櫻井利光代表

取締役（主にキャベツ，米山町）３名が，熊谷登米

市長及び佐野ＪＡみやぎ登米代表理事組合長を訪

問し，それぞれ受賞の報告を行いました。 

 熊谷市長からは，弛まぬ技術研鑽の成果，登米が

きゅうりとりんごの一大産地であることを広く知

らしめてくれた,と敬意と感謝の言葉がありました。

また，佐野ＪＡ組合長からは，米，畜産，園芸を上

手に組み合わせ儲かる農業，若い人材の確保育成に

連携して取り組んでほしいとの言葉がありました。 

 受賞者からは，「この上ない喜び，大いなる励み」

「さらなる研鑽と責務を痛感」「水田地帯での大規

模露地園芸に挑戦し続ける」等のコメントがあり，

有意義な受賞報告となりました。 

 

令和２年度第２回栗原地域普及活動検討会を開

催しました 
栗原農業改良普及センター 

令和３年 1 月 25 日  

 令和３年１月 19 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。 

  今回は，完了課題「中山間地域における小果樹の

生産性向上及び中山間地域の活性化」と継続課題

「農地整備を契機に設立した農事組合法人の営農

モデル構築」「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」「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」の４つのプロジェクト課題の取組成果の説明

と検討を行いました。外部有識者の委員から農業法

人への普及指導の方針や，スマート農業の波及方法

について質問や意見をいただきました。 

  また，令和３年度栗原農業改良普及センター普及

指導方針・普及指導計画について，意見を伺いまし

た。次年度から計画している新規プロジェクト課題

「（仮題）地域の維持・発展を目指す集落営農法人へ

のステップアップ」については，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かしていくこととしています。 
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農業・農村女性活躍表彰で栗原市生活研究グル

ープ連絡協議会が最優秀賞を受賞しました！ 
栗原農業改良普及センター 

令和３年 1 月 26 日  

 令和２年度宮城県農業農村女性活躍表彰おいて，

栗原市生活研究グループ連絡協議会が女性地域社

会参画部門（組織）の最優秀賞を受賞しました。 

 本協議会は昭和 42 年の設立以来，農産加工品の

製造・販売などをはじめ，農村女性のネットワーク

づくりと，女性リーダーの育成に取り組んできまし

た。今回の受賞は，地域内の女性グループと連携し

て「栗原女性ネットワーク・くりネッ娘」を設立し，

男女共同参画社会実現の活動に取り組んだことや，

農村ならではの伝統文化や生活技術を学び，伝える

「ルーラルガイド（田舎暮らしの案内人）講習会」

を継続して開催してきたことなどが高く評価され

たものです。 

 令３年 1 月 18 日には，会長の氏家豊美氏が栗原

市役所を訪問し，菅原信二副市長に受賞の報告を行

いました。栗原市では平成 29 年度から令和８年度

まで「第２次くりはら男女共同参画推進プラン」を

策定し，男女共同参画を進めており，菅原副市長か

ら「最優秀賞受賞おめでとう。今後も地域を担う女

性リーダーの輩出に尽力してほしい」とお祝いと激

励の言葉をいただきました。 

 

亘理地域農業普及活動検討会（第２回）を開催し

ました 
亘理農業改良普及センター 

令和３年 1 月 28 日  

令和３年 1 月 26 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

手法や計画内容など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，重点的に支援している活動（プ

ロジェクト課題）の４課題について，取組み状況を

報告するとともに，２課題（次代につなぐ大規模法

人の生産体制整備による経営の安定化，大規模水田

営農に対応した直播栽培技術の向上と実践）は，ス

ライドを使って，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）の概要を説明

するとともに，新たに設定したプロジェクト課題

（１課題）の内容を説明しました。 

委員からは，震災後に設立された法人の維持・発展

は喫緊の課題であり，これら課題への取組みを評価

するとの意見を頂きました。また，乾田直播栽培や

ＧＡＰの取組みに対しても実践者の視点からの貴

重な助言をいただきました。 

委員からの意見や助言を，今後の普及活動に活かし

てまいります。 

 

令和２年度「食材王国みやぎ」推進優良活動表彰

大賞受賞  
大崎農業改良普及センター 

令和３年 1 月 29 日  

 令和３年１月 26 日に令和２年度「食材王国みや

ぎ」推進優良活動表彰の表彰式が仙台国際センター

で行われ，大崎市岩出山のよっちゃん農場が受賞さ

れました。 

 この表彰は「地産地消部門」と「ブランド化部門」

からなり，それぞれの分野で指導的，模範的活動を

実践している方々の功績をたたえ広く紹介するも

のです。よっちゃん農場は無農薬栽培した唐辛子を

使った発酵調味料「よっちゃんなんばん」の販売を

軸として，地域内の農林産物を使ったお弁当の受注

販売や直売イベントの主催など，中山間地域の魅力

を発信する取組が高く評価され，「地産地消部門」の

大賞を受賞されました。このほか県内の２つの事業

者が受賞し，「食材王国みやぎ」推進の趣旨に賛同す

る生産・製造・小売・流通・外食関係者等に向けて

広くＰＲしました。 

 これまでの功績に深く敬意を表すとともに，今後

も農業経営の発展，地域のみならず県内農業の活性

化に活躍されるよう，普及センターでは地産地消に

取り組む農業者を支援します。 

 



                                                        

                                                   

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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