（別記様式第 4 号）
普及活動検討委員会評価結果及び意見等に対する対応方向
実施月日：令和３年３月 10 日（木）
実施場所：宮城県庁行政庁舎 1001 会議室
１

委員

所
属
宮城大学食産業学群
宮城県指業士会
宮城県農農業同組合中央会
２

所
属
HS コンサルティング
宮城県農業士会

氏
名
本田 茂
西條 由美恵

検討内容

(1) 令和 2 年度の農業革新支
援専門員プロジェクト活動の
取組について
（資料４，５）
(2)令和 3 年度の農業革新支
援専門員プロジェクト活動の
計画について
（資料６，７）

３

氏
名
川島 滋和
公平 伸行
千葉 康司

検
討
項
目
①スマート農業実践による土地利用型経営体のトップモデル育成
②企業的経営を目指す農業法人の経営体質強化

①農業経営の効率化に向けたアグリテックの活用
②ＩＣＴを活用した新たな普及活動の実践

委員の評価と県としての対応方向
評価値
評価結果
委員
検討項目
（コメント，評価表の要約）
平均

(1) 令和 2 年度の
農業革新支援専門
員プロジェクト活
動の取組について
①「スマート農業
実践による土地利
用型経営体のトッ
プモデルの育成」
（資料 4）

4.4

・個別技術の効果（収量増加や労
力削減等）に加えて，経営全体に
及ぼす効果（労働力の平準化等）
を検証し，定量的に示すことで
スマート農業技術普及の意義が
より明瞭になる。
・
「みやぎスマート農業推進ネッ
トワーク」の取組は有効である。
農業者同士のネットワーク構築
を期待する。
・ほ場管理システムによる見え
る化，労力削減の機械，実証の効
果は確実に出ており，今後も必
要な分野である。
・作業性の向上だけではなく，経
営効果についても評価が必要で
ある。
・スマート農業の典型的活用と
してドローンの有効活用につい
て様々な利活用を発見してもら
いたい。
（例えば，山間部での鳥
獣害対策活用など）
・導入活用のための若手人材育
成も，今後の課題と思われる。

県としての対応方向
・現在取り組んでいる「スマート
農業技術の開発・実証プロジェク
ト」においては，経営全体につい
ても検証しております。
・引き続き，経営全体の効果を意
識し，アグリテックの導入を推進
してまいります。

・ほ場管理システムも含め，引き
続きアグリテックの普及拡大に努
めてまいります。
・今後の取組においては，経営評
価も意識しながら取り組んでまい
ります。
・ドローンの活用については，引
き続き中山間地域で取り組んでい
る実証事業で取り組んでまいりま
す。
・実演会等を通じて，周知を図る
などの取組を行ってまいります。

・モデル法人それぞれに良い成
果である。今後は，沿岸部だけで
なく中山間地でも今後新たな技
術が導入，活用され，良い経営効
果が出るよう期待する。
・
「スマート農業の手引き」の作
成は良い取組である
・大規模土地利用型法人におい
ては，作業の効率化，新規就農者
の教育は課題であり，スマート
農業による作業時間の短縮，作
業の正確性に効果があることは
評価できる。
・中山間地等の大区画整備が困
難な地域でも活用できるスマー
ト農業普及に期待する。また，併
せて過剰投資とならないよう採
算性に関する効果も期待する。

○検討項目（プロ
ジェクト活動（実
績）
）
・農業革新支援専
門員プロジェクト
活動②
「企業的経営を目
指す農業法人の経
営体質強化」
（資
料 5）

4.6

・技術普及と経営支援は不可分
の関係にあり，経営支援に重点
を置いた実践的なプロジェクト
だと高く評価する。
・仙台東部で企業的経営体の設
立，育成に関わる実績もあり，そ
うしたノウハウを生かした中山
間地域等での展開も期待する。
・第三者継承は今後重要な政策
課題になる。引き続き取り組ん
でほしい。
・民間と行政が一緒に支援する
ことで，お互いのノウハウを共
有できる。今後とも，民間との連
携も含めて取り組んでほしい。
・経営課題に終わりは無い。スポ
ット支援だけでは根本的には解
決はしないことも多く，支援を
受けた側も支援された内容を実
践し成長する責任がある。
（支援
を受けた側に対する意見）
・経営者育成に向けて会計税務
や労務の知識，管理は難しい部
分も多々あり，そうした研修会
等の開催も望みたい。

・中山間地域については，引き続
き「スマート農業技術の開発・実
証プロジェクト」に取組，実証に
取り組んでまいります。

・中山間地域については，引き続
き「スマート農業技術の開発・実
証プロジェクト」に取組，実証に
取り組んでまいります。
・R3 から取り組むアグリテック関
係の革新プロジェクト課題におい
て，導入効果の「見える化」に取り
組む計画であり，その中で経営効
果も検証できるよう取り組んでい
まいります。

・今年度までの取組成果を，農業
法人支援の手引きとして作成し，
県内における経営支援に役立てて
まいります。
・経営相談所と連携しながら，継
承についても引き続き取り組んで
まいります。
・経営相談所と連携しながら，引
き続き取り組んでまいります。

・経営関係の研修会については，
各普及センターにおいても引き続
き取り組んでまいります。

・第三者継承対応も，これからの ・個別の支援については農業経営
大きな課題となる。
相談所と連携し会計等の専門家を
活用しながら，第三者継承も含め
支援してまいります。

○検討項目（プロ
ジェクト活動（計
画）
）
・農業革新支援専
門員プロジェクト
活動①
「農業経営の効率
化に向けたアグリ
テックの活用」
（資料 6）(3)令和
２年度農業普及活
動の取組方針につ
いて

・いろいろな課題がある中で，支
援方向，手法，非常に良い取組で
ある。コロナ渦におけるオンラ
イン会議の支援も，新しい生活
様式に沿っている。
・今後も支援する側での役割分 ・経営支援関係については相談内
担をし，チームで取組，支援をお 容により，経営相談所やみやぎ産
願いしたい。
業振興機構など支援機関と連携し
ながら引き続き取り組んでまいり
ます。
・農業法人の抱える課題も，その ・経営支援関係については相談内
経 営 発 展 段 階 に よ っ て 生 産 技 容により，経営相談所やみやぎ産
術，経営収支，労務管理等変化し 業振興機構など支援機関と連携し
ていく中で短期的な経営支援に ながら引き続き取り組んでまいり
留まらず，専門家を加えての現 ます。
場での支援は座学よりも有効と
思われる。
・アグリテックの導入に関して ・アグリテックの導入は手段とし
は，過剰投資にならないように， て，経営改善のための支援を心が
中長期的な視点からの評価が必 けた活動を展開していまいリま
要。アグリテックの導入を目標 す。
にするのではなく，労力削減や
人件費抑制等の目標を先に決
め，その手段としてのアグリテ
ックの有効性を評価する姿勢が
求められている。
・新しい技術は，経営体が意欲的 ・アグリテックの活用支援につい
に技術を取り入れ，使いこなす ては，新たな取組であり，専門家
ことが大事である。この支援を を活用しながら，コーチングも意
通して，経営体がただの作業か 識した支援が展開できるよう取り
らチームで向上していく意識改 組んでまいります。
革を一緒にできるようコーチン
グの視点も入れて活動してほし
い。
・現場では，過剰投資経営体も見 ・アグリテックの導入は手段とし
られる。各種機器の有効活用の て，経営改善のための支援を心が
ため，研修会等，これからも適切 けた活動を展開していまいリま
な指導をお願いしたい。
す。
・新しい機器・技術がいろいろと ・導入したアグリテックが有効に
出ている中で，それを使いこな 活用されるよう支援を展開してま
す人材育成も重要。経営を継続 いります。
できる人材育成と合わせて支援
をお願いする。
・導入効果を「見える化」するツ
ールの活用により，費用対効果
が十分発揮されることを期待す
る。

○検討項目（プロ
ジェクト活動（計
画）
）
・農業革新支援専
門員プロジェクト
活動 2
「ＩＣＴを活用し
た新たな普及活動
の実践」
（資料 7）

その他，本県の農
業普及活動に関す
る，御意見，御要望
等

・コロナ過においてＩＣＴ技術
を用いて農業普及活動を継続し
ようとする姿勢は，高く評価す
る。
・通常の農業普及活動では，支援
できる経営体数は限られるが，
ＩＣＴ技術を導入することで，
より幅広い経営体への支援を検
討してはどうか。
・農業者は来てくれて当たり前
でなく，自らＩＴツールを積極
的に使い，お互いがよくなるた
めに工夫しあうことが大事であ
る。ＩＣＴについて農業者は，最
初は抵抗があってもやってみる
と慣れるのでは？
今回の感染症対策を思えば，大
切な活動と思います。移動時間
短縮等，効果も期待できますが，
あくまでも補完的実施が望まし
い。
・ＩＣＴを活用した研修や会議
は今後，農業分野に必要な場面
が出てくると思われる。農業者
がわかりやすく利用できるよう
支援をお願いする。
・石巻地域の
アスパラ栽培におけるＺＯＯＭ
を利用しての講習会，You Tube
を活用した発信などは良い取組
事例だと思う。
・ＩＣＴの活用は必要であるが，
活用するプラットホーム（アプ
リ等）が統一されていないと混
乱が予想される。
（普及指導を受
ける側でも混乱するのでは）
・農業普及は，
「産業政策的」な
ものと「地域政策的」なものがあ
るが，バランスよくプロジェク
ト課題が設定されていると思
う。
・農業普及の鍵は，農業者同士の
連携やネットワークだと思う。
そうしたネットワークの構築が
農業技術普及の効果の拡大や効
率性につながると考える。

・個別の意欲ある経営体に入る
プロジェクト課題も大事である
が，産地を形成する支援，JA と
一緒になった選果場の改善，特
定品目の〇億達成など園芸産地
を強くするプロジェクト課題も
増やしてはどうか。

・現状では活用できる普及指導員
が限られていることや，支援を受
けられる農業者の実態も不明なこ
とから，本プロジェクトにより，
まずは普及指導員のＩＣＴリテラ
シーの向上に取り組んでまいりま
す。

・現地指導は普及指導員の基本で
あり，今回の取組により，会議等
の移動時間を減少し，十分に現地
活動が行えるよう取り組んでまい
ります。
・農業者に分かりやすい取組とな
るよう意識して活動してまいりま
す。

・プラットフォームの統一は普及
だけで行えるものではないことか
ら，情報収集を行いながら取り組
める範囲で活動を行ってまいりま
す。

・「みやぎスマート農業推進ネッ
トワーク」など農業者も含めたネ
ットワークを構築しながら，活動
を展開してまいります。

・各農業改良普及センターにおい
て，ＪＡ等と連携しながら，産地
の園芸産地の拡大に向けたプロジ
ェクト課題を設定しており，産地
の育成に取り組んでまいります。
・農業振興課としても，革新支援
専門員等が各普及センターの取組

を支援してまいります。
・農業は，1,000 万円以下の小規 ・令和 2 年度に策定しました「協
模生産者も大事にしていく必要 同農業普及事業の実施に関する方
があると思う。
針」において。先進的な経営体の
育成の他，多様な人材の活躍支援
にも取り組むこととしておりま
す。
・地域の実情に合わせた取組を支
援してまいります。
・市町村単位の方向性のみでは
なく，山間，中間，平坦，都市近
郊等，県内縦割りの支援も検討
を願う。特に中山間地の荒廃は，
平坦，都市近郊にも影響が出る
ことから，後継者育成など，これ
からも手厚い支援で，中山間農
業を守っていただきたい。
・支援する側の課題が多様な中，
少ない人数できめ細やかな支援
をされている。
・農業人口が減少する中で，高校
生や大学生など若者が農業分野
に興味を持つきっかけ作り，種
まきも今後必要である。
・第 3 期みやぎ食と農の県民条
例基本計画に基づく，農業・農村
振興に向けた普及活動に期待す
る。
・中でも，水田園芸の振興・普及
に向けて土地利用型の園芸作物
選定・栽培技術研究，排水対策の
指導等を期待する。

・地域資源を活用した「なりわい」
の創出など，中山間地域も含め，
農業・農村の維持発展に取り組ん
でまいります。

・農業大学校や農業高校との連携
も意識しながら，普及活動に取り
組んでまいります。
・園芸産出額の増大に向けて，水
田を活用した露地園芸について
も，ＪＡ等とも連携しながら取り
組んでまいります。

