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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 

○ 登米農改：「農業を変える，創っていく」スマート農業研修会の開催 

○ 気仙沼農改：大唐桑の土づくり・せん定講習会が開催されました 

○ 石巻農改：土地利用型作物（水稲，大豆）の生産向上を目指し，農業法人を対象に社内技術研  

修会を開催しました 

○ 気仙沼農改：ＪＡ南三陸農業青色申告会パソコン簿記実務研修会が開催されました  

○ 栗原農改：「鳥獣害対策」から始まる中山間地域の新たな胎動 

○ 栗原農改：農業士が伝える，匠の技と知恵！ 

○ 栗原農改：農業簿記相談会を開催 

○ 栗原農改：平成 30 年度栗原地域農業経営セミナーを開催 

○ 栗原農改：くりはらスプレーマム研究会総会が開催されました 

○ 大河原農改：仙南地域農業経営トップセミナーを開催しました 

○ 大崎農改：平成 30 年度加美郡りんご協議会先進地視察研修会 

○ 大崎農改：大崎市の和牛繁殖農家組織「若牛会」産子検査に取り組んでいます  

○ 大河原農改：「だて正夢」・「金のいぶき」栽培塾を開催しました 

○ 登米農改：第２回きゅうり生産女性農業者交流会開催 

○ 栗原農改：ＪＡ栗っこズッキーニ部会通常総会並びに栽培講習会が開催されました  

○ 気仙沼農改：気仙沼地区いちご生産者の環境モニタリングデータ活用の取組  

○ 気仙沼農改：ねぎ販売研修会が開催されました 

○ 美里農改：平成 31 年産「金のいぶき」の生産に向けて，栽培講習会が開催されました  

○ 栗原農改：水稲直播栽培技術情報交換会を開催しました 

○ 美里農改：ＪＡみどりの美里ポテト部会土壌分析講習会・宮城県ぽてと生産者協議会講習会が 

開催されました 

○ 気仙沼農改：大島特産果樹研究会のせん定講習会が開催されました 

○ 農業振興課：平成 30 年度みやぎスマート農業推進セミナーを開催しました 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 気仙沼農改：地域食材（ねぎ）料理講習会が開催されました 

○ 大崎農改：大崎地域農村生活研究グループ連絡協議会で「ハーバリウム製作体験研修会」を開  

催しました 

○ 大河原農改：農産加工新商品開発にむけた勉強会（第１回）を開催 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 石巻農改：平成 30 年度桃生町和牛改良組合研修会が開催されました！ 

○ 美里農改：美里町の（有）グリーンウェーブ南郷が第三者認証ＪＧＡＰを取得しました！ 

○ 登米農改：平成 30 年産大豆種子の生産物審査，農産物検査が終了 

○ 仙台農改：「曲がりねぎ」・「つるむらさき」の栽培講習会が開催されました 

○ 仙台農改：ＪＡあさひなねぎ部会の育苗講習会が開催されました  

○ 栗原農改：ＪＡ栗っこスナックえんどう部会の総会および春まき講習会が開催されました  

○ 大崎農改：今作３回目のＪＡ古川半促成トマト部会現地検討会が開催されました  

○ 大崎農改：今作２回目のＪＡ古川そらまめ部会現地巡回指導会が開催されました 
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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・・・・・・・・・・・・・・・11 

○ 登米農改：登米市農業士会視察研修会の開催 

○ 栗原農改：夫婦で家族経営協定を結び，地域農業を支える担い手へ 

○ 仙台農改：みやぎ農業未来塾「ステップアップスクール」を開催しました 

○ 仙台農改：黒川地域担い手育成支援演習会を開催しました 

○ 大河原農改：仙南地区農村青少年クラブ連絡協議会通常総会！！ 

○ 気仙沼農改：平成 31 年度気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協議会通常総会が開催されました  

○ 亘理農改：平成 30 年度亘理名取地区農村青少年クラブ連絡協議会通常総会が開催されました  

○ 登米農改：登米市４Ｈクラブ「平成 31 年度通常総会」開催 

○ 美里農改：ＪＡみどりの青ねぎ栽培講習会が開催されました！ 

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

○ 大崎農改：やくらい土産センター花卉部会で「きく栽培講習会」が開催されました  

○ 気仙沼農改：清流「蔵の華」廿一会平成３０年度総会・栽培講習会が開催されました 

○ 大河原農改：仙南地区生活研究グループ連絡協議会の総会及び研修会が開催されました  

○ 大河原農改：村田町小泉地区に農作物有害鳥獣減容化処理施設が完成しました  

 

 東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

○ 亘理農改：「亘理・山元地域における沿岸砂質水田の水稲栽培研修会」開催しました 
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

登米農業改良普及センター 

平成 31 年３月１日 

「農業を変える，創っていく」スマート農

業研修会の開催 

平成 31 年２月４日（月）に登米市米山町で，

JA みやぎ登米稲作部会連絡協議会全体研修が開

催され，農業先進技術導入に係る試験報告があり

ました。 

JA みやぎ登米と住友商事株式会社は平成 30 年

８月に先端農業技術の導入と新サービス展開に

関する戦略的パートナーシップを締結し，ナイル

ワークス社製の農業用ドローンによる農薬散

布・生育診断や水位センサーを使った水管理の実

証試験を行っています。今回は，ドローンの自動

飛行による農薬散布とカメラによる高精度生育

監視，水位センサー通信システムによる遠隔地水

位管理などが報告されました。 

農業者の高齢化，担い手不足が進む中，一方で

は，法人等による経営規模の拡大・集約化が進み，

労働力不足が問題になっています。研修会では，

情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）を活用し

たスマート農業による農薬散布，生育診断，水管

理の省力化など水稲生産用先端農業システムの

紹介や，機器展示も行われました。ドローンの農

薬自動散布や生育診断，自動水管理，コストなど

への質問が出され関心の高さがうかがえました。 

国でも先端農業を推進しており，普及センター

では新年度からスマート農業を課題化して支援

していきます。 

 
 
 

 

 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月４日 

大唐桑の土づくり・せん定講習会が開催さ

れました 

 平成 31 年２月 26 日気仙沼市唐桑町で大唐桑の

土づくり・せん定講習会が開催されました。土づ

くりについては，土壌分析結果を基に土壌改良に

ついてのアドバイスを行い，現地ほ場では，せん

定の方法について実技を行いました。  

大唐桑は植え付けから 15 年が経過し，樹勢の

低下や病害虫の発生などで樹が枯れ込んできて

いる園が多くなってきている。そのため，「挿し

木」繁殖による改稙が検討されている。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

平成 31 年３月４日 

土地利用型作物（水稲，大豆）の生産向上

を目指し，農業法人を対象に社内技術研修

会を開催しました 

石巻農業改良普及センターでは，平成 31 年２

月 21 日，27 日の２日間，東松島市奥松島地区の

１法人に対し，土地利用型作物を対象に社内技術

研修会を開催しました。法人では，農地復旧によ

り年々作付面積が増加していることや，水稲乾田

直播といった先進技術を導入するなど，安定生産

において栽培技術に関する不安定要素が多く，そ

れらの解消が課題となっていました。本研修会で

は，平成 31 年産の作付に向けた支援として，普

及センター職員が講師を務め，「水稲乾田直播」，

「転作大豆」，「土壌肥料」をテーマに説明し，そ

の後，フリーディスカッションで意見交換を行い

ました。参加者からは，基礎的な内容から応用的

な内容の質問まで幅広く出され，大変有意義な研

修会となりました。３月からは，種子やほ場の準

備が始まるため，実際の作業に立ち会いながら技

術支援を展開する予定です。普及センターでは，

今後も地域農業の発展を担う法人の支援に取り

組みます。  
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気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月４日 

ＪＡ南三陸農業青色申告会パソコン簿記

実務研修会が開催されました 

JA 南三陸農業青色申告会のパソコン簿記実務

研修会が，平成 30 年 12 月から平成 31 年２月に

かけて計６回開催されました。  

研修会では，普及センター職員が講師となり，

パソコン簿記の実務について指導しました。会員

それぞれが自分のパソコンを持ち込み，仕訳や決

算処理の方法などについて，一つ一つ確認してい

きました。  

参加した会員は「毎年青色申告を行っている。

自分の経営状況がわかるので，今後も続けていき

たい」と話していました。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月７日 

「鳥獣害対策」から始まる中山間地域の新

たな胎動 

栗原市栗駒文字（もんじ）地域は総面積 85.31

ｋ㎡，人口 784 人，273 世帯で高齢化率 48.0％の

過疎と高齢化が進行している中山間地域ですが，

数年前からイノシシ等の野生鳥獣による農業被

害が頻発しています。  

栗原農業改良普及センターでは今年度，この地

域において「平成 30 年度中山間地農業ルネッサ

ンス推進事業」を導入し，行政区長の協力を得て，

１月から２月に地域内全世帯を対象とした野生

鳥獣被害に対するアンケート調査を実施しまし

た。  

この調査の目的は地域における加害鳥獣の種

類やその発生時期，被害程度等を明確にするとと

もに，地域住民による「地域ぐるみの鳥獣害対策」

を実施することにありました。   

調査では鳥獣害に対する切実な声が届けられ

るとともに，地域が一体となって対策に臨む必要

がある等の提案もされていました。  

アンケートの集計結果は，２月 23 日に開催さ

れた「文字の獣害を考える講演会」で地域住民に

報告するとともに，合同会社東北野生動物保護管

理センターの鈴木研究員から「イノシシの生態と

効果的な被害対策について」と題した講演も行わ

れました。  

栗原農業改良普及センターでは，今回のアンケ

ート調査を契機に，中山間地域である地域の再興

に向け，今後も支援を行っていきます。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月７日 

農業士が伝える，匠の技と知恵！ 

栗原農業改良普及センターでは今年度，新規就

農者５人（４経営体）の生産技術向上と早期の経

営安定を目的としたプロジェクト課題を設定し，

PDCA サイクルマネジメントの定着や経営管理

能力向上，生産技術向上等について支援を行って

います。  

このうち，生産技術向上支援の一環として「マ

ンツーマンサポート事業（県単）」を活用し，農

業士に代表される高い技術能力を有する農業者

等から指導を頂いています。  

今年度マンツーマンサポーターとして承認さ

れた農業士等４人（指導農業士１名，元指導農業

士２名，民間企業研究員）には，「トマト栽培」

と「黒毛和種繁殖牛飼養」について延べ 17 時間

（トマト栽培：７時間，黒毛和種繁殖牛飼養：10

時間）の指導が行われました。  

指導対象である新規就農者は，マンツーマンサ

ポーターがこれまでに蓄積してきた「技」や「知

恵」等を間近に見るとともに，これまでの豊富な

経験に裏打ちされた「教科書では得られない確か

な技術」を伝えられる，貴重な機会になったもの

と思われます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 
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栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 12 日 

農業簿記相談会を開催 

 農業者の経営管理能力を高め，決算時の会計処

理へ適切に対応できるようにするため，農業簿記

相談会を１月 16 日（水），23 日（水），30 日（水）

の３日間，栗原合同庁舎で開催しました。  

 相談会は，昨年８月に実施したパソコン農業簿

記研修会のフォローアップとして位置付けてお

り，研修会の受講者を中心に，パソコンを活用し

た複式簿記記帳に取り組む 12 の方々の記帳と決

算処理等に関する相談に個別に対応しました。相

談者からは，自分で行った仕訳が正しいか確認で

き，疑問点も解消できて大変良かったとの感想を

いただきました。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 12 日 

平成 30 年度栗原地域農業経営セミナーを

開催 

 農業生産工程管理（GAP）の実践による将来を

見据えた経営改善の取組について学ぶため，平成

31 年２月 13 日（水）に栗原市内の農業者等を対

象に「平成 30 年度栗原地域農業経営セミナー」

を開催しました。  

 講演の講師には，農研機構中央農業研究センタ

ー上級研究員の田口光弘氏をお迎えし，「GAP 導

入と農業経営改善」と題して，GAP の概要や国

内における普及動向，GAP 導入による経営改善

への取組とその具体的事例などについて御講演

いただきました。また，事例発表の講師には有限

会社耕佑専務取締役の伊藤秀太氏を迎え，GAP

を取り入れた経営改善の取組についてお話をい

ただきました。  

 出席した農業者 45 名の方々は熱心に聴講し，

今後の農業経営を考える上で有意義なセミナー

となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 12 日 

くりはらスプレーマム研究会総会が開催

されました 

 ２月 21 日（水）にくりはらスプレーマム研究

会総会が栗原合同庁舎で開催され，会員 10 名が

出席しました。  

 くりはらスプレーマム研究会は，スプレーぎく

栽培の新しい技術情報の収集や相互交流等を通

じて農業経営の安定化と地域農業の振興に資す

ることを目的として平成８年に設立されました。

会員は，栗原市だけでなく登米市や大崎市，涌谷

町のスプレーぎく生産者で構成されています。  

 総会では，平成 30 年度事業報告や収支決算，

平成 31 年度の事業計画や収支予算等について事

務局から説明があり，異議なく承認されました。

このほか，研究会の今後のあり方について活発に

意見交換が行われました。また，総会後，株式会

社ジャパンアグリバイオの担当者から平成 31 年

に新たに発表されたスプレーぎく新品種の説明

があり，会員の方々は次作の作付計画の参考とす

るため，熱心に聞き入っていました。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 14 日 

仙南地域農業経営トップセミナーを開催

しました 

 平成 31 年３月７日（木）に，大河原農業改良

普及センターと JA みやぎ仙南の共催で，「集落営

農で取り組む園芸作物を考える」をテーマとして

「仙南地域農業経営トップセミナー」を開催し，

地域農業の担い手や関係機関職員など 70 名以上

が参加しました。（会場：JA みやぎ仙南角田総合

営農センター）  

 セミナー前半は，県農業・園芸総合研究所 バ

イオテクノロジー開発部 澤里昭寿研究員から，

たまねぎの春まきや晩秋まき栽培など，慣行の秋

まきとは違った作型についての研究成果を説明

してもらいました。  

 セミナー後半は，岩手県花巻市の農事組合法人 

リアルの新渕伸彦代表理事から，春たまねぎ栽培

への挑戦と題し，春たまねぎ栽培を拡大してきた

経緯や，栽培のメリットや今後の課題などについ

て講演いただきました。  

 その後，JA みやぎ仙南や普及センターから園

芸振興の取組について情報提供するなど，仙南地
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域の園芸作物振興を推進するための有意義なセ

ミナーになりました。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年３月 14 日 

平成 30 年度加美郡りんご協議会先進地視

察研修会 

 加美郡りんご協議会は加美町と色麻町のりん

ご生産者 15 戸からなり，毎年現地検討会や栽培

研修会などの活動を行っていますが，今年度行事

の一環として平成 31 年３月７日に先進地視察研

修会を開催しました。  

 当日は会員 12 名が参加し，宮城県農業・園芸

総合研究所においてまだ管内では実践している

生産者がいない栽培方式であるジョイント栽培

に関する研修を行いました。ジョイント栽培とは，

苗木と苗木を接ぎ木により一列につなげて栽培

する管理作業の省力化，早期成園化が図れる画期

的な技術です。  

  研究所の職員から主幹を曲げる高さの違いや

台木，品種による樹勢の違いと植栽間隔のとり方，

結果枝の配置間隔やせん定方法などの説明を受

けました。  

 今回の研修により，今後の自園地の省力化のた

め，新たにこの栽培方式に取り組んでみようとす

る生産者もあり，多くの質問が出るなど活気ある

研修会となりました。  

 普及センターでは，今後もより効率的な栽培方

式の導入によるりんご栽培の省力化に向けた技

術支援を行っていきます。  

 

 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年３月 14 日 

大崎市の和牛繁殖農家組織「若牛会」が産

子検査に取り組んでいます 

 平成 31 年３月 13 日にみやぎ総合家畜市場にお

いて，大崎市の「若牛会」による出荷子牛 15 頭

の産子検査が行われました。若牛会は，大崎市岩

出山及び鳴子温泉地域の和牛繁殖農家 15 名で組

織され，出荷子牛の評価向上を目指して毎月産子

検査を行っています。  

 役員３名が産子検査担当となり，セリに備えて

ブラッシングなどの手入れが終わった子牛の体

高，胸囲及び腹囲を測定しました。また，農業改

良普及センターの畜産技術担当は，栄養度判定や

体型の美点と欠点を審査するとともに，発育の良

否を確認するため体高の測定値を発育標準曲線

に当てはめて偏差（σ値）を計算します。  

 平成 30 年度の調査（出荷）頭数は，161 頭に

のぼりました。若牛会では，これら産子検査結果

や販売成績に基づき，毎月定例会を開催して子牛

の育成方法や交配計画の情報交換を行うなど成

績向上に取り組んでいます。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 14 日 

「だて正夢」・「金のいぶき」栽培塾を開催

しました 

 平成 31 年産が本格デビュー２年目となる「だ

て正夢」については，高価格帯の銘柄米としてブ

ランド化を進めており，品質基準をクリアしたも

のを厳選して，販売することとしています。  

 しかしながら，低アミロース米であることなど

これまでの米と比べて品種特性が異なることか

ら，高品質で安定した生産にむけた栽培技術の徹

底が大変重要となります。  

 大河原地域では平成 30 年産米で約 13ha の作

付実績でしたが，平成 31 年産の作付計画は 100ha

を超えることから，特に初めて栽培する生産者に

対して，栽培技術を周知徹底することが必要です。 

 そのため「だて正夢」の安定生産に向けて，宮

城県米づくり推進大河原地方本部，みやぎ仙南協

同組合の共催により，稲作講習会「だて正夢」・「金

のいぶき」栽培塾を開催しました。（会場：みや

ぎ仙南農業協同組合角田営農情報センター，開催

日：３月６日）  

 当日は，古川農業試験場水田利用部の酒井博幸

上席主任研究員を講師として，品種の特性や栽培

の留意点等について説明したほか，当農業改良普

及センターからは平成 30 年産の水稲作柄概況と

平成 31 年産の栽培に向けた留意点を説明等しま

した。100 名を超える参加者があり，熱心に受講

していました。  

 平成 31 年度は現地検討会等も行う予定であり，
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普及センターとしても安定生産に向けて技術支

援を行っていきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

平成 31 年３月 14 日 

第２回きゅうり生産女性農業者交流会開

催 

 ３月５日（火），登米市迫町のタウンネットカ

フェで，第２回きゅうり生産女性農業者交流会を

開催しました。漢方スタイリスト，望診カウンセ

ラー渡邊由氏による「いつまでも美しく！健康

に！～美容と健康と野菜の関係～」と題した，き

ゅうりの効能など食材に関する講演を行いまし

た。その後，漢方養生指導士の足立千佳子氏を講

師にきゅうりを利用したランチメニューの紹介

と試食交流会を行いました。メニューは，きゅう

りの古漬が入ったペペロンチーノやきゅうりす

りおろし入りドレッシングのサラダなどが提供

され，意外な調理方法に大変驚きました。  

 普及センターからは，遮熱対策として開発され

た作業衣や帽子，作業台車に取り付ける扇風機，

農業・園芸総合研究所で開発した循環扇内蔵型作

業衣などを紹介しました。デザインや機能，購入

先などに皆さん興味津々でした。  

 交流会は「勉強になり，楽しかった」「今後も

いろんなきゅうりの食べ方を知りたい」など，終

始和やかで参加者の親睦も深まり，大変好評でし

た。  

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 19 日 

ＪＡ栗っこズッキーニ部会通常総会並び

に栽培講習会が開催されました 

 平成 31 年３月８日（金）に JA 栗っこ志波姫

支店で「ズッキーニ部会第３回通常総会並びに栽

培講習会」が開催され，生産者 31 人が参加しま

した。  

 総会では，部会の発展と部会員の生産技術向上，

経営安定を図ることとし，４月には新規作付けの

確保に向け複数の会場で栽培講習会を行うこと

としました。また，年間出荷量１位，月間出荷量

１位，前年対比量１位の生産者を表彰し，部会員

の生産意欲向上を図りました。  

 栽培講習会では，種苗メーカーから栽培技術の

ポイントについて，普及センターからは病害虫防

除，雑草防除と７～９月の出荷推進について説明

し，生産者と活発な質疑応答を行い，栽培技術向

上に向け有意義な講習会となりました。  

 平成 31 年産については，ハウス栽培の播種作

業を行っている生産者もおり，今後，定植作業が

行われます。普及センターでは関係機関と連携し

ながら，県内一のズッキーニ産地として生産の拡

大に向けた支援を継続していきます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 20 日 

気仙沼地区いちご生産者の環境モニタリ

ングデータ活用の取組 

 気仙沼管内では，５戸のいちご生産者がハウス

内に環境モニタリング機器（温度，湿度，炭酸ガ

ス濃度を測定）を設置しています。普及センター

と JA 南三陸は，機器を設置している生産者を毎

週巡回して生育調査を行い，調査結果と環境モニ

タリングデータを１枚のシートにまとめて巡回

当日に生産者に配布しています。  

 巡回当日にシートを確認することで，生産者は

速やかに栽培管理に生かすことができます。また，

ハウス内環境を数値で確認することにより，数値

を意識した栽培管理を行うようになりました。特

に，炭酸ガス濃度については，光合成効率が高い

濃度を長く維持できるように，施用時間を工夫し

て管理を行っています。  

 普及センターでは，栽培終了後に生育調査結果

と蓄積された環境データを分析し，次作に向けた

栽培管理について指導を行っていきます。  
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気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 20 日 

ねぎ販売研修会が開催されました 

 管内のねぎは，主に加工・業務用として栽培さ

れており，平成 31 年３月 13 日，JA 全農みやぎ

等を招いて研修会が開催されました。  

研修会では，最初に普及センターから緑肥作物に

よる土壌改良の成果報告，次に JA 全農みやぎ園

芸部から販売実績報告が行われました。加工業者

からは，国産ねぎを取り巻く状況や販売戦略の考

えなどを直接聞くことができ，生産意欲の向上に

繋がる貴重な機会となりました。  

JA 南三陸は，平成 30 年度（平成 30 年４月～

平成 31 年２月）の販売金額で県内４位の実績で

あり，数量・販売単価・販売金額のいずれも前年

を上回る状況となっています。新たにねぎ栽培を

始める若い生産者もおり，今回を機に更なる上を

目指して取り組まれることを期待します。  

 
 

 

美里農業改良普及センター 

平成 31 年３月 22 日 

平成 31 年産「金のいぶき」の生産に向け

て，栽培講習会が開催されました 

 平成 31 年２月 18 日（月）JA みどりの涌谷営

農センターにおいて，平成 31 年産「金のいぶき」

栽培講習会が開催され，涌谷町の金のいぶき栽培

者９人の参加がありました。最初に，普及センタ

ーから昨年の水稲作柄について説明を行ったほ

か，ケイ酸質資材施用による稲の受光態勢の改善

効果等について意見交換を行いました。また，普

及センターから宮城県作成の平成 30 年版「金の

いぶき」栽培マニュアルに，涌谷地域の施肥目安

を追加した地域栽培マニュアル案を提示し意見

交換を行い，次期作付けに活用することとしまし

た。栽培者及び JA 担当者から，平成３１年産「金

のいぶき」の品質向上と目標収量達成を目指して

取り組みたいとの声があり，生産意欲の高まりが

感じられました。栽培者からは，ほ場の施肥設計

の要望があり，普及センターで土壌分析し支援す

ることとなりました。今後も涌谷町産「金のいぶ

き」の高品質・安定生産，ブランド米の確立に向

けて支援していきます。  

 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 25 日 

水稲直播栽培技術情報交換会を開催しま

した 

 平成 30 年度石巻地域水稲直播栽培技術情報交

換会を３月６日に石巻合同庁舎で開催しました。

石巻管内では，直播栽培の面積が平成 20 年の

35ha から平成 30 年には 660ha と，10 年間で約

20 倍に拡大し，普及が進んでいます。情報交換

会には直播栽培に取り組む５経営体の方々が参

加しました。  

 情報交換会では，普及センターが生育調査を行

った結果についての情報提供を行ったり，生産者

の方々がそれぞれの栽培方法や気をつけている

点などを紹介し，お互いに質問し合って積極的な

情報交換が行われました。  

 今後も普及センターでは生育調査や直播栽培

情報の発行などで情報提供を行いながら，直播栽

培のますますの普及拡大を目指して取り組んで

いきます。また，今年度中に直播栽培に取り組ん

でいる経営体の事例集を発行する予定です。ぜひ

多くの方々に見ていただいて直播栽培の参考に

していただけたらと思います。  

 
 

美里農業改良普及センター 

平成 31 年３月 27 日 

ＪＡみどりの美里ポテト部会土壌分析講

習会・宮城県ぽてと生産者協議会栽培講習

会が開催されました 

 平成 31 年２月 21 日（木）に JA みどりの南郷

営農センターで ,標記の２つの講習会が開催され

ました。前半に美里ポテト部会の土壌分析講習会

が行われ ,その後，県内のばれいしょ生産向けの

「平成 30 年度宮城県ぽてと生産者協議会栽培講

習会」が行われました。前半の講習会では，当普

及センターとカルビーポテト（株）の担当者から
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土壌分析結果の全体の傾向と結果に基づいた具

体的な施肥設計についての説明がありました。後

半の栽培講習会では，カルビーポテト（株）の担

当者から「平成 30 年産のばれいしょ栽培の課題

と次作の対策について」，「ばれいしょの高品質・

安定多収栽培について」を講義いただき，宮城県

農業・園芸総合研究所担当者よりばれいしょの品

種試験の結果についての報告，宮城県園芸振興室

担当者より園芸産地支援の事業内容についての

情報提供，NOSAI 宮城の担当者よ「ばれいしょ

共済について」の情報提供をしていただきました。  

普及センターでは JA みどりのと連携し，加工・

業務用ばれいしょの品質向上と安定多収生産に

向けて継続して支援していきます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 29 日 

大島特産果樹研究会のせん定講習会が開

催されました 

 気仙沼市の大島特産果樹研究会では，大島で採

れたブルーベリー「アイランドベリー」の特産化

に向けて取り組んでいますが，先日，同研究会主

催のせん定講習会が，島内２か所の園地で開催さ

れました。  

 講習会では，普及センターの職員が講師となり，

樹皮につやが無い古い枝を間引いて若い枝に更

新することや，内側に伸びた新梢は外側を向く葉

芽の上で切り返すことなどを説明し，実技を行っ

た後に，参加者全員で数株ずつせん定を行いまし

た。  

 平成 31 年４月７日には大島架橋が供用開始と

なることから，普及センターでは，ブルーベリー

やかき，びわなどの特産化に向けた同研究会の活

動について，これまで以上にきめ細かく支援して

いきます。  

 

 

農業振興課 

平成 31 年３月 29 日 

平成 30 年度みやぎスマート農業推進セミ

ナーを開催しました 

 平成 31 年３月 19 日に古川農業試験場において，

県内の農業法人の方々や関係機関等 100 名を集

め，「平成 30 年度みやぎスマート農業推進セミナ

ー」を開催しました。スマート農業は，「ロボッ

ト技術や ICT 等の先端技術を活用し，超省力化や

高品質生産等を可能にする新たな農業」と定義づ

けられており，県では，現場における労働力不足

や雇用就農者の経験・技術力不足等の課題を解決

し，新たな農業の形として，スマート農業の推進

を掲げており，その一環として，当セミナーを開

催しました。  

 第１部の講演では，スマート農業に関わる農業

機械を開発・販売している（株）クボタの及川技

術顧問から，「土地利用型農業におけるスマート

農業技術の現状と展望」と題し，具体的な技術の

紹介及び普及上の課題などについて，わかりやす

く説明していただきました。また，ドローンを活

用した事業を展開している住友商事東北（株）の

押柄氏から「水稲向け先端農業パッケージのご提

案」と題し，農業用ドローン・水位センサー・直

線自動走行システム等を組み合わせたパッケー

ジの可能性を登米地域での事例等を交えて説明

いただいた。    

 第２部では，各メーカーの協力をいただき，ス

マート農業関連機器の展示相談会とドローンの

デモ飛行も実施され，参加者からは「これから防

除はドローンで，すごく楽になるね」等の感想も

寄せられました。   

県では，「スマート農業先進県」をめざし，「み

やぎスマート農業推進ネットワーク」（仮称）を

早期に設置しながら，最新情報の共有化を図り，

農業者の「儲かる農業経営」の実現に寄与してま

いります。  
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競争力のあるアグリビジネス経営体の育成

支援  

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 11 日 

地域食材（ねぎ）料理講習会が開催されま

した 

 平成 31 年３月５日，気仙沼市本吉公民館で，

地域食材の「ねぎ」を利用し，家庭料理で親しん

でいただけるレシピを広めていくことをテーマ

に，気仙沼地区生活研究グループ連絡協議会主催

による料理研修会が開催されました。  

  講師の気仙沼市の昆野羊子氏にメニューを考え

ていただき，「ねぎシチュー」「ねぎ入りはっとう

汁」等のレシピを作成。調理講習では参加者が話

し合いながら活気ある講習会となりました。「ね

ぎ」をふんだんに使った料理を食しながら，今後

の活用法についての意見交換が参加者間で行わ

れました。  

 
 

 

 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年３月 22 日 

大崎地域農村生活研究グループ連絡協議

会で「ハーバリウム製作体験研修会」を開

催しました 

 農産物加工技術の習得と会員同士の交流を目

的として，３月 19 日（火）に大崎地域農村生活

研究グループ連絡協議会通常総会と合わせて『ハ

ーバリウム製作体験研修会』を開催しました。  

 今回は，新規就農者として大崎市で花きを生産

するとともに花きを使った雑貨クリエーターと

して活動している小堤彩子氏を講師に迎え，地域

で生産した花きを使ったハーバリウムを製作し

ました。参加者は，色とりどりのヘリクリサムや

センニチコウ，バラなどのドライフラワーから思

い思いの花材を選んで丁寧にビンの中に並べて

いき，世界に一つだけの作品を完成させました。 

 また，製作後はお互いの作品を見あいながら，

それぞれの地域における活動内容や農産加工技

術などについて情報交換や今後の活動について

の意見交換がなされました。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 25 日 

農産加工新商品開発にむけた勉強会（第１

回）を開催 

 平成 31 年３月 19 日に柴田町の（農）下名生フ

ァームを対象とした，農産加工新商品開発に向け

た勉強会を開催しました。  

 （農）下名生ファームは土地利用型＋６次産業

化に取り組んでいる農業法人で，加工施設に直売

所を併設して味噌，餅，おにぎりなどの製造販売

を行っています。組織体制の強化，販売力向上の

ため，今年度から農業経営相談所の指導対象とな

り，専門家の現地指導を受けています。  

 今回の勉強会では，仙台市内で料理教室を開催

している花澤文乃氏を講師として派遣してもら

いました。  

 参加した法人役員・スタッフ約 10 名から商品

開発の方向性，メインターゲット，自分たちのこ

だわりについて意見の吸い上げと集約を行って

もらいました。  

  農業経営相談所の専門家派遣は，必要な回数利

用できますが，常にステップアップする必要がり，

次回の勉強会では吸い上げた意見を参考に，すで

に販売している商品のブラッシュアップ，味噌，

米麹を使った漬け物の試食と改善を行うことと

なりました。  
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安全安心な農畜産物の生産に取り組む経営

体の支援  

石巻農業改良普及センター 

平成 31 年３月４日 

平成 30 年度桃生町和牛改良組合研修会が

開催されました 

平成 31 年２月 27 日に石巻市和渕で「平成 30

年度桃生町和牛改良組合研修会」が開催されまし

た。講習会には繁殖牛飼養農家や関係者など１８

名の参加者があり，全国農業協同組合連合会宮城

県本部生産指導課  伊藤信行課長代理とともに石

巻農業改良普及センターで講師を務めさせてい

ただきました。  

 講習内容は（１）｢宮城県子牛市場平均価格推

移と枝肉状況｣として，子牛市場の相場動向や枝

肉価格の推移，肥育農家に求められる子牛につい

て全農みやぎ  伊藤課長代理から講演が行われま

した。  

（２）「桃生町和牛改良組合の現状と今後の課題」

として，石巻農業改良普及センター佐藤から，桃

生地域の和牛改良におけるこれまでの経過や現

状について話をさせていただきました。全国に誇

る名牛「茂洋」号や基幹種雄牛「勝洋」号を輩出

した桃生町和牛改良組合が今後どのように改良

を進め，組合員の方々が生産性を高めていくのか

ということについて講演させていただきました。 

 参加者の方からは様々な質問や要望が寄せら

れ，大変熱意の感じられる研修会となりました。

この研修会をきっかけとして，桃生地域延いては

石巻地域の肉用牛生産がより活性化されていく

ことが期待されます。  

 

 

美里農業改良普及センター 

平成 31 年３月 12 日 

美里町の（有）グリーンウェーブ南郷が第

三者認証ＪＧＡＰを取得しました！ 

GAP（Good Agricultural Practice：農業生産

工程管理）とは，食品安全，環境保全，労働安全

を確保し，より良い農業生産を実現する取組のこ

とです。ほ場や施設の整理整頓，栽培管理・在庫

管理等の記録や点検を行い，課題を見つけて改善

していく取組で，品質向上だけではなく役割分担

の明確化や業務改善，販売力の強化など様々な効

果が期待されています。  

 美里町の（有）グリーンウェーブ南郷では，平

成 31 年２月８日にみずなで第三者認証 JGAP の

認証を取得しました。同社では JGAP 導入のため，

現場の整理整頓の徹底，作業記録や点検の実施，

社内ルールの見直しなどを行ってきました。従業

員全員で GAP に向けて取り組んできた結果，こ

の度の認証につながりました。  

 普及センターでは，GAP への理解を深めるた

め７月に従業員向け説明会とコンサル指導会を，

９月にみやぎ GAP 推進アドバイザー事業による

現地指導を，12 月には JGAP 模擬審査を実施す

る他，巡回指導を通じて帳票作成支援，現場改善

支援を行ってきました。  

  同社では，認証をきっかけに食品安全への意識

向上や従業員の意識改革，新たな販路拡大などと

いった GAP 導入の効果がみられています。  

  当普及センター管内における第三者認証 GAP

の認証取得経営体数は３経営体となりました。普

及センターでは，引き続き GAP の新規取得や導

入後の運用・定着支援を継続して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

平成 31 年３月 18 

平成 30 年産大豆種子の生産物審査，農産

物検査が終了 

平成 30 年産 JA みやぎ登米大豆種子の生産物

審査が全て終了し，３月 12 日に最終の農産物検

査が行われました。  

県内の大豆種子生産は９JA で行われており，

このうち，JA みやぎ登米は約 25%を担っていま

す。  

平成 30 年度は，登米町と米山町の２法人，米

山町の１組織がタチナガハ 14.8ha，ミヤギシロ

メ 22.5ha の種子生産を行い，播種から収穫，乾

燥・調製までのきめ細かな管理により，68,640kg

の優良種子を確保することができました。  

普及センターでは，大豆の安定生産を図るため

優良な種子の生産・普及を JA と連携しながら支

援していきます。  
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仙台農業改良普及センター 

平成 31 年３月 15 日 

「曲がりねぎ」・「つるむらさき」の栽培講

習会が開催されました 

平成 31 年２月 20 日に JA 仙台の園芸振興品目

である「曲がりねぎ」と「つるむらさき」の栽培

講習会が仙台西部地区の生産者を対象に開催さ

れ，30 名を上回る参加がありました。  

 普及センターからは，各品目の栽培方法につい

て説明を行いました。曲がりねぎでは，昨年は乾

燥の影響でやとい中にねぎが細くなってしまっ

たほ場が散見されたので，やとい時にかん水をし

っかり行って鎮圧することがポイントであるこ

とを説明しました。また，病害虫防除の省力的な

散布方法の試験事例や JA あさひなねぎ部会にお

ける品種比較試験の取り組みを紹介しました。つ

るむらさきでは，重要病害虫であるネコブセンチ

ュウによる根こぶ病を防除するネマキック粒剤

について，農薬展示試験や活用方法などを紹介し

ました。昨年は定植後の６月下旬～７月に茎が細

くなり，肥料切れになったほ場や苦土欠乏，ピシ

ウムによる病害の症状などが見られたので，その

状況や対応策についても説明しました。  

 生産者からは，多くの質問があり，理解を深め

ている様子が見られました。今後も地域の特色あ

る野菜の生産振興を進めていきます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

平成 31 年３月 15 日 

ＪＡあさひなねぎ部会の育苗講習会が開

催されました 

平成 31 年 22 日に JA あさひなねぎ部会を対象

のねぎ育苗講習会が開催されました。参加者は 60

名を上回り，活発な意見交換がなされ，ねぎに対

する意気込みが感じられました。  

 講習会では，（株）渡辺採種場の担当者より，

播種及び播種後の管理について，特に発芽には気

温ではなく地温が重要であり，地温と発芽率の関

係について詳しい説明がありました。  

 普及センターからは，土壌診断に基づいた施肥

管理をするよう呼びかけるとともに，従来の「曲

がりねぎ（施設やとい）」に「曲がりねぎ（露地

やとい）」と「夏秋どり長ねぎ」の作型を組み合

わせることで，ねぎの作期を拡大した取組事例を

紹介しました。  

 今後，部会の中で作期拡大の取組みが広まり，

出荷量の増大が図られることが期待されます。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 19 日 

ＪＡ栗っこスナックえんどう部会の総会

および春まき講習会が開催されました 

平成 31 年３月 13 日（水）に，JA 栗っこ志波

姫支店において「スナックえんどう部会第 3 回通

常総会及び春まき講習会」が開催され，生産者 15

名が参加しました。  

総会では，平成 30 年産の出荷量が前年に比べ

て減少したため，目標の販売金額は達成できなか

ったものの，引き合いが多く高単価で販売できた

との報告がありました。このことから，部会では

収量増加に向けて栽培技術の向上を目指すとと

もに，新たな生産者の勧誘や春まき栽培の作付け

を推進することとし，参加者の生産意欲をかき立

てようとしていました。  

総会後の春まき講習会では，栽培技術のポイン

トについて種苗メーカーから，病害虫防除につい

て普及センターから説明した後，農薬や生育促進

剤の使い方などの活発な質疑応答がなされ，生産

者にとって有意義な講習会となりました。  

今回の総会及び講習会では，市場関係者から販

売動向についての情報提供や平成 31 年産の出荷

期間中に 10 連休があり，市場ではその時期に消

費が落ちないよう販売 PR を行う予定との説明が

ありました。普及センターでは関係機関と連携し

ながら，消費者の需要に応えられるよう安定生産

に向けた支援を継続していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年３月 25 日 

今作３回目のＪＡ古川半促成トマト部会

現地検討会が開催されました 

平成 31 年 3 月 15 日に，今作 3 回目の JA 古川
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半促成トマト部会現地検討会が開催され，生産者

7 名と JA 古川の担当者をはじめ，タキイ種苗，

普及センターの担当職員でほ場を巡回しました。 

 巡回の結果，トマトの着果が順調に進んでおり，

生育が早いほ場では出荷が始まっていました。普

及センターでは今後，果実の肥大が進むことを考

慮して施肥とかん水について指導し，さらに気温

が急激に変化する時期であることから，温度管理

にも注意するよう指導しました。  

 次回の現地検討会は 4 月中旬に開催される予定

です。普及センターでは引き続きトマトの安定生

産のため支援してまいります。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大崎改良普及センター 

平成 31 年３月 26 日 

今作２回目のＪＡ古川そらまめ部会現地

巡回指導会が開催されました 

平成 31 年３月 19 日に，今作２回目の JA 古川

そらまめ部会現地巡回指導会が開催され，管内の

そらまめ生産者 16 名のほ場を巡回しました。  

JA 古川のそらまめは秋まき栽培が主流であり，

今回は越冬後の栽培管理について指導しました。

追肥と土寄せ，病害虫防除について資料を用いて

説明し，特に，無効分けつの抑制や日当たりを改

善するため，そらまめの株元に土を入れるよう指

導しました。  

生産者からは，「昨年度土入れを実施したらそ

らまめの生育が良くなった」と感想をいただき，

その効果を実感しているようでした。  

今作は冬の気温が高めに推移したため，そらま

めの欠株は少なく，生育も順調に進んでいます。   

普及センターでは今後もそらまめの安定生産

のため継続して支援してまいります。  

 

 

 

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  

登米農業改良普及センター 

平成 31 年３月１日 

登米市農業士会視察研修会の開催 

平成 31 年２月 14 日（木），15 日（金）に農産

物や食品の輸出入について研修するため，神奈川

県横浜市で登米市農業士会視察研修会を開催，農

業士６人が参加しました。  

 １か所目は，湾岸労働組合執行委員長の奥村氏

の案内で食品輸入の現場である湾岸部の食品倉

庫の見学を行うとともに輸入食品の実態につい

て講話いただきました。  

 見学した倉庫には，主に塩蔵の野菜類が保管さ

れ，多くは中国からの輸入品でした。これらの食

品は，日本国内で２次加工され，スーパーマーケ

ットでよく見られる漬け物や特産品になり，食卓

に上っているそうです。空調がない倉庫内で保管

されるなど，食品の安全性について問われていま

すが，検査はモニタリング調査で行われており，

調査結果が出る頃には消費されている場合もあ

るということでした。輸入農産物の増加は，農家

の死活問題だけでなく，消費者の安全に係る問題

であることを，消費者に理解していただく必要が

あるとのことでした。  

 ２か所目は，農林水産省横浜植物防疫所を視察

しました。植物防疫所は，海外からの病害虫の侵

入を防ぐため，動植物を対象に輸入検疫や日本か

らの輸出農産物の検疫を行っています。近年は，

外国人旅行者が果物を持ち込む事例も増えてい

るそうですが，こういった，植物防疫所の努力に

より，病害虫の侵入が防がれ，国内農業が守られ

ていることを理解できました。  

 ２日目は，東京ビッグサイトで開催されていた

グルメ＆ダイニングスタイルショー内特別展示

エリア「FARM STEAD EXPO」及び「ごはん

フェス」で，全国各地区の米や農産物のＰＲ方法

について視察を行いました。  

  普及センターでは，農業士のスキルアップにつ

ながる活動を今後も支援して参ります。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

平成 31 年３月１日 

夫婦で家族経営協定を結び，地域農業を支

える担い手へ 

平成 31 年２月 26 日（火）に，栗原市農業委員
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会において，家族経営協定の調印式が開催されま

した。 

今回締結したのは，栗原市一迫地区で水稲栽培

を行っている黒澤善広さん・和香さんご夫妻です。

これまでは，認定農業者である和香さんが中心と

なって営農してきましたが，このたび，公務員で

あった善広さんが早期退職して本格的に農業経

営に参画することとなり，これを機会に家族経営

協定で営農や生活上のルールや役割等を明確化

しました。 

調印式では，善広さんから経営の概要や目指す

農業の姿についてのお話があり，「妻と楽しい農

業を目指します」と力強く語っておられました。

担い手の高齢化が進む集落内からは，すでに田ん

ぼを頼みたいという声もいただいているそうで

す。地域農業を守る頼もしい担い手として，ご夫

妻の今後の活躍が期待されます。 

家族経営協定の締結は，農業経営や生活におけ

る家族の役割や責任が明確になり，経営の効率化

や個々の能力の発揮による経営発展につながり

ます。栗原市農業委員会と栗原農業改良普及セン

ターが窓口となり，作成から締結までをサポート

しますので，お気軽にお問い合わせください。 

 
 

 

仙台農業改良普及センター 

平成 31 年３月１日 

みやぎ農業未来塾「ステップアップスクー

ル」を開催しました 

平成 31 年２月 18 日に仙台市若林区において，

新規就農者が，先進農家から経営者としての知識

や経営戦略を学び，それぞれの将来構想や生産技

術の改善の参考とすることを目的に，みやぎ農業

未来塾「ステップアップスクール」を開催しまし

た。当日は，仙台市若林区で水稲 18ha，露地野菜

2ha 等の経営に取り組み青年農業士でもある遠藤

耕太氏から経営概要や，これからの経営計画につ

いて御講義いただきました。栽培技術や野菜を中

心とした将来の経営構想の練り方，市場を見据え

た品目の選定方法なども学ぶことができ，書物か

らは得られないようなことや普段気づきにくい

ことなどについても知ることができました。 

 参加者は熱心にメモを取りながら質問をして

いたほか，情報交換も活発に行われ，参加者同士

の交流にもつながった良い研修会となりました。 

 
 

仙台農業改良普及センター 

平成 31 年３月１日 

黒川地域担い手育成支援研修会を開催し

ました 

平成 31 年２月 15 日に黒川地域担い手育成支援

研修会を開催しました。 

この研修会は仙台農業改良普及センター， JA 

あさひな，JA あさひな集落営農連絡会，黒川地

域認定農業者連絡協議会，黒川地域農業法人連絡

会の主催で，当日は 86 名が参加しました。 

  研修会では，株式会社アースコーポレーション

代表取締役菊地利正先生より「農業経営に取り入

れる GAP とは」と題し，GAP の基礎知識と必要

性についてお話いただきました。「GAP とは取得

する事が目的ではなく，記録・点検・改善するこ

とに意味がある」という先生のお言葉に，参加者

は GAP に取り組む意義を再確認し，気持ちを新

たにしたようでした 

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 11 日 

仙南地区農村青少年クラブ連絡協議会通

常総会！！ 

３月５日仙南地区農村青少年クラブ連絡協議

会が平成 31 年度の通常総会を行いました。会員

11 名と少数ながら先進地視察研修，小学生を対象

とした食育活動，地元農業高校を訪問しての情報

交換など活発に活動した１年間を振り返りまし

た。  

来年度事業計画ではこのような取り組みを継

続しつつ，クラブ員全員がそれぞれプロジェクト

に取り組み，互いに発表したりアドバイスし合う

ことを目標に活動することにしました。  
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 協議終了後は来賓の大河原農業改良普及セン

ター阿部所長を囲んで農業経営に対する考えや

今後の抱負について意見交換する場面もあり盛

り上がった雰囲気で閉会しました。来年度も頑張

るぞー！  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 11 日 

平成 31 年度気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協

議会通常総会が開催されました 

平成 31 年３月９日（土）に平成 31 年度気仙沼

地区４Ｈクラブ連絡協議会通常総会が気仙沼市

内で開催されました。 

これから１年間の活動計画が話し合われ，管内

の若手農業者との交流活動に積極的に取り組ん

でいくことや，クラブ員が互いの経営の課題を相

談し合い経営改善につなげていく取組について，

有意義な話し合いが行われました。 

総会終了後，クラブ員交流会が行われ，自分の

経営の中で課題にぶつかったことや，それを改善

したことなど，新規就農者や若手農業者による情

報交換が行われました。 

クラブ員のつながりがさらに深まる大変貴重

な機会となりました。 

 

 

亘理農業改良普及センター 

平成 31 年３月 18 日 

平成 30 年度亘理名取地区農村青少年クラ

ブ連絡協議会通常総会が開催されました 

 平成 31 年３月 12 日に亘理農業改良普及センタ

ー会議室を会場に平成 30 年度亘理名取地区農村

青少年クラブ連絡協議会通常総会が開催されま

した。  

 総会では，平成 30 年度の事業として農大生と

の交流会や北海道への先進地視察，道路清掃など

の地域貢献活動の実績と収支決算が報告されま

した。また，平成 31 年度の事業計画（案）と収

支予算（案）及び役員の改選も行われ，全て承認

されました。  

 新たな執行部のもと 平成 31 年度においても

クラブ員同士で相互に連携して，農業技術や経営

知識の習得を図るとともに，他地区の農業者等と

の交流活動も活発に行うような各種事業を展開

していきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

平成 31 年３月 26 日 

登米市４Ｈクラブ「平成 31 年度通常総会」

開催 

 平成 31 年３月 22 日（金），迫町・割烹「本田」

で登米市４Ｈクラブの「平成 31 年度通常総会」

が開催されました。    

 平成 30 年度事業報告並びに収支決算等，平成

31 年度事業計画並びに収支予算案，役員改選な

ど原案どおり承認されました。    

新役員には，会長：阿部善光（南方町），副会

長：尾張真也（津山町），大平智哉（南方町），事

務局長：庄司力（南方町），事務局次長：相澤恵

理（米山町），県派遣理事：小出大貴（東和町），

監事：菅原達徳（迫町），佐々木徳太朗（南方町）

が選出されました。  

  新会長の阿部善光さんは，県連会長との二足の

ワラジを履くこととなり，新時代へのチャレンジ

を決意していました。また，役員を歴任した門脇

優（迫町）氏が顧問に推戴され，「オイ，聞いて

ないぞ！」とのお返事のもと，就任を快諾してい

ます。さらに，７期に渡り会長を務めた菅原達徳

氏には，感謝状の贈呈を行いました。  
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美里農業改良普及センター 

平成 31 年３月 26 日 

ＪＡみどりの青ねぎ栽培講習会が開催さ

れました！ 

 平成 31 年３月１日（金）に JA みどりの本店

で，「青ねぎ栽培講習会」が開催されました。JA

みどりの管内では土地利用型作物の作付面積が

拡大しており，特に加工・業務用野菜向けが増え

ています。なかでも青ねぎの需要が増えていると

いうことも有り，JA みどりのでは力を入れて青

ねぎ栽培に取り組んでいます。昨年は夏場，暑さ

や乾燥によって収量が減少したということもあ

りましたが，青ねぎを栽培した生産者全員が無事

３作刈り取りを行うことができ ,栽培技術が定着

しつつあることが伺えました。今回は昨年の振り

返りと ,次作に向けた改善のための課題整理を目

的として，（株）水沢種苗店 常務取締役の本田  

和彦氏から「青ねぎの栽培管理について」講義い

ただき，当普及センターからは「病害虫の発生状

況」及び青ねぎ栽培に関する情報提供を行いまし

た。  

普及センターでは JA みどりのと連携し ,青ねぎ

の栽培技術の向上と安定生産に向けて継続して

支援していきます。 

 

 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年３月 11 日 

やくらい土産センター花卉部会で「きく栽

培講習会」が開催されました 

（農）やくらい土産センターさんちゃん会では，

平成 30 年４月から新たに花卉部会が設立され，

お盆・お彼岸向け露地ぎくの生産拡大に向けて取

り組んでいます。平成 30 年は講習会や現地検討

会など合計９回の部会活動を実施し，栽培技術の

向上を図ってきました。 

 平成 31 年２月 27 日には，平成 31 年産に向け

て第１回目となる栽培講習会が開催され，普及セ

ンターより３月からの親株管理のポイントやそ

の後の育苗管理・定植準備について留意点を説明

しみんなで確認しました。また，部会員から，き

く以外の品目として現在生産者の少ないトルコ

ギキョウの生産を増やしたいという要望があり，

トルコギキョウの栽培管理についても講習を行

いました。その結果，お盆出荷に向けて新たに４

名が栽培に挑戦することとなりました。 

 普及センターでは，需要期に高品質の切り花を

安定して出荷していけるよう，引き続き支援をし

てまいります。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年３月 15 日 

清流「蔵の華」廿一会平成 30 年度総会・

栽培講習会が開催されました 

平成 31 年３月６日に気仙沼市の上廿一会館に

おいて，清流「蔵の華」廿一会の総会が開催され

ました。清流「蔵の華」廿一会では酒米品種「蔵

の華」の生産に取り組んでおり，気仙沼市内の２

つの蔵元に生産した「蔵の華」全量を出荷してい

ます。 

総会に先立ち，普及センターから平成 30 年産

の水稲の作柄及び平成 31 年産の育苗管理等につ

いて講習を行いました。平成 30 年は，天候不良

により収量の確保に苦労しましたが，品質は非常

に良好で，１等米となった生産者もいました。 

出席した気仙沼市内の蔵元から，「気仙沼産『蔵

の華』栽培の取組みは 16 年続いている。気仙沼

産だけでは原料が足りないため，さらなる拡大を

期待したい」と話していました。会員からは，「期

待に応えられるよう，今後も栽培技術を磨き，生

産をがんばりたい」との声が聞かれました。 

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 18 日 

仙南地区生活研究グループ連絡協議会の

総会及び研修会が開催されました 

平成 31 年３月 12 日に大河原合同庁舎において，

仙南地区生活研究グループ連絡協議会の平成 31

年度総会及び研修会が開催され，会員と関係者あ

わせて約 40 名が参加しました。 

 総会では６議案が原案のとおり承認され，平成

31 年度も農村文化の継承と創造，食育の推進等を

実践することとなりました。 

 その後，仙南保健福祉事務所成人・高齢班職員
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を講師として「介護保険のはなし」をテーマにし

て講演会が行われました。会員は熱心に聴き入り，

関心の高さが窺えました。 

 普及センターでは，今後とも地域の食育と農村

文化の継承に取り組む生活研究グループの活動

を支援してまいります。 

 
 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年３月 28 日 

村田町小泉地区に農作物有害鳥獣減容化

処理施設が完成しました 

管内各地でイノシシによる水稲や畑作物等へ

の被害が年々深刻化し，大きな問題となっていま

す。村田町の捕獲頭数は，平成 20 年度はわずか

５頭でしたが，平成 31 年１月末では 329 頭と，

60 倍以上に激増しました。この一方で，イノシシ

の埋却処理や解体処理に係る作業負担の増大も

新たな問題となっており，何らかの負担軽減策が

求められていました。 

そこで町では，国庫補助事業を活用し，捕獲し

たイノシシを丸ごと機械に投入して発酵処理す

る施設を設置し，平成 31 年３月 22 日に竣工式が

行われました。 

この装置は，撹拌する機械の中で好気性菌によ

ってイノシシを発酵分解するという県内初の方

式で，年間 420 頭の処理能力があります。この施

設の稼働によって，捕獲者の作業負担が軽減され，

イノシシ対策に大きく貢献するものと期待され

ています。普及センターは，町や関係機関と連携

しながら，今後も効果的なイノシシ対策を支援し

ていきます。  

 

 

 

 

東日本大震災からの復興に関する支援  

亘理農業改良普及センター 

平成 31 年３月 13 日 

「亘理・山元地域における沿岸砂質水田の

水稲栽培研修会」を開催しました 

平成 31 年３月８日（金）に亘理山元いちご選

果場研修室を会場に亘理・山元沿岸部の農業者を

対象に水稲栽培研修会を開催しました。 

同地域は津波で水田表土が失われたため，砂質

水田が広がり，圃場整備後も多くの課題がありま

す。 

今回の研修会では，昨年同地域の水田を調査し

た山形大学農学部の藤井弘志教授より今後の営

農の留意点について講演が行われました。 

講演では，①当該地域では，稲の生育後半に葉

色が落ちるなど地力がなく，一発肥料に頼り追肥

がおろそかになるなど，肥培管理にも問題がある，

②移植時の田面が締まる「いつき現象」による移

植精度の低下と活着不良による欠株の発生，初期

生育の不良が顕著である，③通常の水田と比較し

て砂質水田では基本栽培技術を徹底しないと収

量がより一層下がるリスクが高い，などが説明さ

れました。 

また，今後の栽培の留意点として，①地力向上

（堆肥・緑肥，稲わら腐熟，スラグ等のケイ酸資

材）の取組みと一発肥料＋α（穂肥の体系化），

②代掻きから移植までの期間の見直し（いつき現

象回避），③ケイ酸資材を使った根張りの良い健

苗の育成，④台風や強風による稲の傷みを緩和す

る水管理対策など，地域の立地条件に合わせた対

策が説明されました。 

講演に続き，普及センターから砂質水田におけ

る栽培上のポイントとして，①緩効性肥料「てま

いらず」等を利用した肥培管理の事例，②いつき

現象回避のための代掻後即移植する体系の提案，

③畦畔の水漏れ対策・茎葉処理剤を加えた雑草対

策の方法等，情報提供しました。 

最後の意見交換では，出席者から，「ケイ酸資

材の重要性がわかった」，「健苗育成については震

災後はあまり意識してこなかったので今作から

改めたい」，「深耕や鶏糞を使った稲わら腐熟で土

作りに取組んでいる」などの感想や今年の作付け

に向けた意気込みが語られるなど，参加した農業

者にとって自らの栽培を見直す良いきっかけに

なったようです。 

 



                                                        

                                                   

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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞ 〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊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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みやぎの農業普及現場 NO.148 2019.5 

このニュースレターは，ホームページ(カラー版)でご覧になれます。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html 

このニュースレターに掲載している情報を一足早く紹介するブログもあります。https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu 

県内９か所の農業改良普及センターからの新鮮な現地情報をお届けいたします 

NEWS LETTER No.148 2019.５ 

          紹介内容（4/1～4/30）                                 

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 

○ 大崎農改：３つの和牛改良推進組合が合同で保留牛育成研修会を開催しました  

○ 登米農改：播種機の高速・高精度・汎用化が進む「水稲乾田直播栽培」  

○ 大崎農改：ＪＡ古川主催の枝豆栽培講習会が開催されました 

○ 石巻農改：麦現地検討会(追肥・防除時期)が開催されました 

 

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

○ 亘理農改：就労支援施設でのいちご栽培講習会を開催しました 

○ 大河原農改：第２回みやぎ園芸振興大賞(宮城県知事賞)を受賞しました 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○ 気仙沼農改：放牧事業の安全を願い牛魂祭開催 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○ 登米農改：農業法人の新入社員が“社会人の心得”を学びました 

○ 大崎農改：新たな高収益作物栽培への取組 

 

地域農業の構造改革に向けた取組支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

○ 大河原農改：みやぎ仙南果樹産地協議会が設立しました 

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
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http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html


1 

先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年４月８日 

３つの和牛改良推進組合が合同で保留牛

育成研修会を開催しました 

平成 31 年３月 27 日にみやぎ総合家畜市場にお

いて，大崎，仙南及びいしのまき和牛改良推進組

合が合同保留牛育成研修会を開催しました。 

本研修会は，黒毛和種繁殖雌牛を保留，更新す

る際に重要な血統，体型や育成方法について研究

することを目的とし，各組合からそれぞれ３頭が

供試牛として出品されました。生産者や関係者あ

わせて約 90 名が出席し，全農みやぎ畜産部職員

の説明を受けながらポイントを学びました。供試

牛の１頭として大崎和牛改良推進組合の小山組

合長が出品した「ゆりり」号は，その４代祖の島

根県産雌牛（曾祖母の母）を約 30 年前に導入し，

代々，交配と自家保留に取り組んできた牛でした。 

出席者は，それぞれの地域で種雄牛や特色ある

雌系統を造成するとともに，和牛育種組合への昇

格を目指して和牛改良に取り組んでいます。 

 
 
 

登米農業改良普及センター 

平成 31 年４月 17 日 

播種機の高速・高精度・汎用化が進む「水

稲乾田直播栽培」 

 平成 31 年３月 11 日に「登米市水稲直播栽培成

果報告会」を中田農村環境改善センターにおいて，

登米市，ＪＡみやぎ登米等と開催しました。当日

は，水稲の乾田直播栽培に取り組む生産者と関係

機関等，約 40 人が参加しました。  

 はじめに，「高速高精度汎用播種機を用いた水

稲の乾田直播栽培」をテーマに，東北農業研究セ

ンターの松波主任研究員から，乾直水稲，麦類，

大豆など幅広い作物に対応した高速（１時間当た

り８km 程度）で，播種精度が高い汎用播種機等

について，コスト低減や規模拡大など現地事例も

含め紹介されました。  

 引き続き，普及センターから平成 29，30 年度

に取り組んだ「ひとめぼれ」，「ササニシキ」，「萌

えみのり」の乾田直播による実証結果について報

告しました。環境保全米基準（化学農薬８成分以

内）での栽培は可能で，また，「萌えみのり」は

移植並みの収量 550kg／10ａを実証しました。  

 

 登米市の水稲直播栽培面積は 408ha と県内の

13％を占めており，うち乾田直播は 192ha と近

年急増しています。普及センターでは，今後も省

力・低コスト技術として期待される直播栽培を支

援してまいります。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年４月 18 日 

ＪＡ古川主催の枝豆栽培講習会が開催さ

れました 

平成 31 年４月 16 日に JA 古川本店で枝豆栽培

講習会が開催されました。大崎市は県内有数の水

稲，大豆の産地として知られていますが，JA 古

川では園芸品目の生産も推進しています。その中

でも，水田フル活用作物として取り組みやすい品

目である枝豆を選定し，生産拡大に努めています。   

講習会では，種苗メーカーの担当者から，品種

特性に応じた播種時期の厳守，暗きょ等の排水対

策，肥培管理，中耕培土のタイミング等について，

普及センターからは，主要な病害虫の生態・防除

薬剤と摘芯による倒伏防止・作業性改善効果につ

いて説明しました。生産者からは，播種時期や摘

芯について熱心に質問があり，枝豆栽培に取り組

む意欲が非常に高まっていました。  

枝豆は早生～晩生品種を栽培し，７月から 10

月まで連続して出荷する予定です。  

普及センターでは，今後も関係機関と連携を図

りながら，枝豆の安定供給と産地化のため引き続

き支援してまいります。  
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石巻農業改良普及センター 

平成 31 年４月 23 日 

麦現地検討会（追肥・防除時期）が開催さ

れました 

平成 31 年４月４日～17 日にかけて，石巻管内

の各地域でＪＡいしのまき主催の麦現地検討会

（追肥・防除時期）が開催されました。約 15 名

ずつの生産者が参加し，ほ場を巡回しながら茎の

中にある幼穂の長さを計測しました。計測した長

さから，追肥や病害防除の適切な時期を予測し，

追肥や防除の日程の検討を行いました。今頃の時

期は穂の伸長が進む重要な時期であり，この時期

を逃さずに追肥や防除を行うことが，高収量や高

品質の麦の生産につながります。  

平成 28 年 10 月に宮城県の奨励品種に採用され

た「ホワイトファイバー」は「もち性大麦」の品

種で，水溶性食物繊維を多く含み，血中コレステ

ロールの正常化作用，食後血糖値上昇抑制作用，

満腹感の持続作用といった効果が期待される食

品として，注目されています。宮城県としても今

後生産拡大をすすめていく予定で，古川農業試験

場から講師を招き，栽培指導を行いました。参加

した生産者からは，生育の特徴，巡回したほ場の

具体的な追肥時期などについて多くの質問が出

されるなど大変充実した検討会になりました。  

 
 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成

支援  

亘理農業改良普及センター 

平成 31 年４月 25 日 

就労支援施設でのいちご栽培講習会を開

催しました 

 平成 31 年 4 月 15 日（月）に名取市のいちご農

園「ラ・フレーズ」で従業員を対象にいちご栽培

講習会を開催しました。  

 ラ・フレーズは，「就労継続支援 A 型事業所」

の認定を受けており，障がい者と雇用契約を結び，

自立を支援しています。農業分野と福祉分野の連

携が行われており，新たな農業の形として注目さ

れています。  

 普及センターからは，病害虫の発生を抑えるた

めには 3 つの要因 (主因・素因・誘因 )を重ねない

ようにいちご栽培の環境を管理すること，いちご

の主要病害虫のひとつであるハダニの発生を抑

えるためにはハウス内を乾燥させないこと，この

２点を資料を使って解説しました。その後，実際

にいちごハウスに入って，今後必要な管理方法を

説明しました。  

 出席者からは，「アザミウマの被害を受けた果

実の見分け方」や「農薬の散布頻度」など，栽培

の細かいところについて質問が途切れず，いちご

栽培に対する意欲や関心の高さがうかがわれま

した。  

 普及センターでは，今後も高品質いちごの栽培

に向けた技術支援を行っていきます。  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年４月 26 日 

第２回みやぎ園芸振興大賞（宮城県知事賞）

を受賞しました 

 平成 31 年４月 22 日，平成 31 年度宮城県園芸

振興大会が開催され，その中で｢みやぎ園芸振興

大賞表彰｣等の表彰式が行われました。大賞には

３団体が選出され，当普及センター管内からは，

有限会社杜のいちご（七ヶ宿町）とみやぎ仙南農

業協同組合蔵王地区なし部会（蔵王町）が受賞さ

れました。  

 （有）杜のいちごは，平成 12 年から夏秋いち

ごに着目し，２ha で年間 63ｔを生産，化学合成

農薬の低減やヒートポンプの導入による燃料コ

ストの削減に取組み，平成 30 年にはグローバル

GAP 認証を取得しました。今後は，冬季もユー

ザーニーズに応えられるような栽培体系を構築

し，杜のいちごグループの更なる発展を目指した

いと語っています。  

 みやぎ仙南農業協同組合蔵王地区なし部会は，

栽培面積 70ha で幸水，豊水等を生産し，主に仙

台や京浜市場へ出荷しています。県内で唯一，日

本なしの選果場が稼働しており，平成 29 年にベ

トナムへ輸出を行い，続いて，平成 30 年には香

港へ輸出しました。今後も香港への輸出を計画し

ており輸出の取組は，農家所得の向上や生産拡大

につながることが期待されています。  
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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  

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年４月 26 日 

放牧事業の安全を願い牛魂祭開催 

気仙沼市営放牧場で，４月 19 日に本年度放牧

事業の開始と併せて「牛魂祭」が行われました。

モーランドは昭和 44 年の開牧以来，草地除染の

取組時期を除き気仙沼・本吉地域の酪農，畜産振

興の拠点施設として，放牧事業を実施してきまし

た。     

今回，牧草の生育が良好なことから，３月より

受け入れを開始。当日は，既に入牧して越冬した

33 頭と合わせ 65 頭で本年度の放牧事業を開始し

ました。    

放牧牛の衛生検査終了後には，放牧委託農家，

関係者により「牛魂祭」が開催され，放牧事業の

安全と畜産振興を祈願しました。    

管理主体である農事組合法人モーランドでは，

広い放牧場で運動することで，足腰の丈夫な乳牛

になり，農家の期待に応えられるよりよい牛を農

家に返せるよう大事に管理しています。  

 

 

 

 

 

 

 

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  

登米農業改良普及センター 

平成 31 年４月 17 日 

農業法人の新入社員が“社会人の心得”を

学びました 

東部地方振興事務所登米地域事務所地方振興

部では，管内企業に就職した新入社員を対象に，

社会人としての心得等を学ぶ機会を提供し，地域

の発展に資する企業及び人材育成を支援してい

ます。  

今年度の研修は，平成 31 年４月９日（火）に

登米合同庁舎を会場に，14 社から 31 人が参加し

て行われ，このうち，登米農業改良普及センター

からの働きかけにより，農業法人２社から新卒者

２人が参加しました。  

朝から夕方までの１日がかりの研修会では，ベ

テラン講師の助言のもと，少人数グループの討議

方式で進められ，社会人の心構え，ルール，スキ

ルを中心に学び合いました。  

昨今，担い手不足による農業法人の経営承継が

課題になる中，この研修で学び，感じたことの実

践を通じ，将来の法人経営や地域農業を牽引する

存在になってほしいと願います。  

普及センターでは，研修会等を通じ，法人経営

が抱える課題解消に向けた支援を継続してまい

ります。  

 
 

 

大崎農業改良普及センター 

平成 31 年４月 18 日 

新たな高収益作物栽培への取組 

加美町の東鹿原（ひがしかのはら）地区は薬莱

山の南東部の中山間地帯に位置し，稲作を中心と

した農業が行われています。 

現在，平成 19 年に設立された東鹿原集落営農

組合（以下，組合）を中心とした営農が行われて

いますが，今後の地域営農の活性化のためには，

高収益が見込める作物に新規に取り組むことが

必要になります。組合では平成 29 年から関係機

関を交え新規導入作物の検討を行っており，平成

30 年度には春作のたまねぎ，秋作のだいこんとい

った加工用野菜の栽培に取り組み品質，収量とも

に地域の基準以上の成績を収めることができま

した。   

平成 31 年度も春作には昨年同様たまねぎを栽

培することになり，平成 31 年４月９日にＪＡ職

員の指導の下，５名の組合員がＪＡからリースさ
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れた定植機を用いて昨年の倍の面積となる約 10

ａのほ場に定植を行いました。昨年は購入苗での

栽培でしたが，今年は自ら播種・育苗した苗を用

いています。   

普及センターでは，今回定植された春たまねぎ

が無事に７月の収穫を迎えられるよう技術的な

支援を行うとともに，今後も中山間地帯の特色を

活かした東鹿原地域の活性化に向けた支援を行

っていきます。 

 
 

 

地域農業の構造改革に向けた取組支援  

大河原農業改良普及センター 

平成 31 年４月 18 日 

みやぎ仙南果樹産地協議会が設立しまし

た 

平成 31 年４月 12 日(金)，ＪＡみやぎ仙南本店

で｢みやぎ仙南果樹産地協議会｣の設立総会が開

催されました。 

始めに事務局から設立趣意書の説明があり，そ

の後の役員選出で，会長には，ＪＡみやぎ仙南蔵

王地区なし部会長の斎藤氏，副会長には，ＪＡみ

やぎ仙南白石地区果樹部会長の菊地氏，監事にＪ

Ａみやぎ仙南蔵王地区梅部会長の我妻氏がそれ

ぞれ選任されました。 

果樹産地協議会は，果樹産地の担い手が行う優

良品目や品種への改植，小規模園地整備など果樹

経営の基盤を強化する取組に対し，国が支援する

事業の受け皿となる組織で，県内では初めて設立

されました。 

斎藤新会長からは，近年，仙南地域も高齢化等

により園地の荒廃が目立っているが，事業を活用

して環境整備を行うことで後継者が就農したく

なるような果樹経営に繋げていきたい，と抱負の

言葉がありました。 

普及センターでは，今後も産地計画の作成や事

業導入に向けた支援を行っていきます。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

平成 31 年４月 15 日 

平成 31 年度新童子下集落営農協定総会が

開催され，新たな担い手が歓迎されました 

平成 31 年４月９日（火）に平成 31 年度新童子

集落営農協定の総会が南三陸町「童子下・四季の

里」で開催されました。南三陸町の新童子下集落

営農協定では，平成 11 年度から日本型直接支払

制度を活用して農地や環境の保全に取り組んで

おり今年度で 20 年目を迎えます。総会では，平

成 30 年度の事業実績とこれから１年間の活動計

画が話し合われたほか，今年度から，同集落で営

農を開始する２人の新規就農者が紹介され，集落

の新たな担い手として歓迎されました。 

  新規就農者２人はそれぞれ露地野菜や果樹を

栽培していくこととしており，「集落の皆さんや

関係機関の方々に助言をいただきながら，この集

落で頑張っていきたい。ご指導をよろしくお願い

します。」と挨拶がありました。 

 普及センターでは，新規就農者の経営の早期安

定化を支援するとともに，今年度から同集落を対

象としたプロジェクト課題「中山間地における農

地の維持管理労力の軽減」を展開し，集落の維

持・発展に向けた取組を支援してまいります。 

 
 



                                                        

                                                   

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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞ 〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊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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このニュースレターに掲載している情報を一足早く紹介するブログもあります。https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu 

県内９か所の農業改良普及センターからの新鮮な現地情報をお届けいたします 

NEWS LETTER No.149 2019.6 

          紹介内容（5/1～5/31）                                 

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 

○ 大崎農改：大崎市営鳴子放牧場で令和元年開牧式が行われました 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米花卉部会ストック専門部実績検討会開催  

○ 大崎農改：夏そばの播種が行われました！ 

○ 仙台農改：「ＪＡあさひなぶどう部会」通常総会及び栽培講習会が開催されました  

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米にんにく部会現地検討会の開催 

○ 栗原農改：放牧はじまりました～深山牧野～ 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

○ 大崎農改：優良種子の生産に向けて，まずは育苗管理から！ 

○ 大河原農改：宮城県米づくり推進大河原地方本部技術指導部会が開催されました 

○ 大崎農改：今作３回目のＪＡ古川そらまめ部会現地巡回指導会が開催されました  

○ 登米農改：そらまめ部会講習会・現地検討会の開催 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○ 亘理農改：普及センターに農業大学校の学生がやってきました！ 

○ 気仙沼農改：気仙沼地区みやぎ農業未来塾「地域農業研究講座」を開催しました  

○ 栗原農改：みやぎ農業未来塾（就農準備講座）を開催しました 

○ 登米農改：登米市出身の農業大学校新入生へ就農支援会議を開催 

○ 石巻農改：農業大学校新入生が普及センターを訪問しました 

○ 気仙沼農改：清流「蔵の華」廿一会 育苗講習会が開催されました 

○ 大崎農改：「令和」初回の子牛市場が開催されました 

○ 登米農改：新たな登米農業マイスター制度がスタート！ 

○ 気仙沼農改：農業技能実習評価試験に向けて 

○ 登米農改：佐沼中学校職場体験で普及指導員の仕事を学びました 

 

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

○ 気仙沼農改：今年も「にいつき軽トラ市」が始動します 

○ 栗原農改：「栗原農業士会」通常総会及び研修会が開催されました  

○ 大河原農改：角田市の農産物直売所（賑わいの交流拠点施設）「道の駅かくだ」が開業しました  

○ 栗原農改：「花山ルビィふさすぐり援農ボランティア」参加者募集のお知らせ  

○ 気仙沼農改：地域特産品を目指し，薬用作物「トウキ」の栽培開始  

○ 石巻農改：石巻地域生活研究グループ連絡協議会が販売研修会を開催しました  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

大崎農業改良普及センター 

令和元年５月 13 日 

大崎市営鳴子放牧場で令和元年開牧式が

行われました 

令和元年５月８日に大崎市鳴子温泉鬼首にあ

る大崎市営鳴子放牧場で黒毛和種雌牛の放牧が

始まりました。当放牧場は，東日本大震災等の影

響により一時利用を中断し，平成 27 年に放牧を

再開してから５シーズン目となりました。  

 当日は 80 頭あまりが放牧され，牛たちは早速

青々とした牧草を食んでいました。放牧は，生産

者の飼養管理の負担を軽減するとともに，牛の足

腰を強くし，繁殖機能を改善する効果が期待でき

ます。本年 11 月中旬の閉牧まで，100 頭あまりが

放牧される予定です。 

 普及センターでは，放牧地の土壌分析を継続的

に実施して施肥設計を行うなど，草地の維持や施

肥管理について助言していきます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 13 日 

ＪＡみやぎ登米花卉部会ストック専門部

実績検討会開催 

 平成 31 年４月９日，迫町でＪＡみやぎ登米花

卉部会ストック専門部実績検討会が開催されま

した。  

平成 30 年度事業報告では，４月実績検討会，

８月八重鑑別講習会，11 月出荷査定会，１月北海

道視察研修会等を実施し，併せて会計収支決算書

が承認されました。また，平成 31 年度事業計画

案では，例年どおり事業を行い，出荷経費削減の

ため出荷先や出荷箱の見直し等を検討すること

で承認されました。  

 次に，平成 30 年度販売実績では，秋冬期の天

候不順の影響により前年より約１割低かったこ

とが報告されました。仙台と石巻の市場関係者か

ら，昨年は山形産の入荷が多く単価が下がったこ

と，東北は年末年始と３月彼岸の仏花需要が根強

いこと，出荷規格を守り品質向上を図ること，他

の洋花との競合を避けること，地元産地への期待

など助言をいただきました。  

 平成 31 年度販売計画について，品種選定は白

色５割，ピンク３割，黄色・青色２割で，スタン

ダードはアイアンシリーズ，スプレーはカルテッ

トシリーズを基本に，北海道・仙台・石巻等の市

場へ共選による安定出荷を図ることになりまし

た。  

 登米農業改良普及センターでは，ＪＡみやぎ登

米やストック専門部員と連携し，県内一のストッ

ク産地の発展に向け支援して参ります。  

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年５月 16 日 

夏そばの播種が行われました！ 

大崎市鳴子温泉地区の農業法人である（株）ス

マイルフィールドでは，５月始めから夏そばの播

種作業が行われています。同地区では地域振興作

物としてそばの作付けがされていますが，排水不

良のほ場が多く，安定生産に向けた技術支援が求

められています。  

 今年度はほ場の排水対策として，古川農業試験

場で技術開発された「高速畝立て播種機」の実証

試験を行うこととしており，５月 13 日に実証ほ

の播種を行いました。今回の実証試験では播種法

の違いによるそばの生育や収量を比較する予定

です。法人の代表者は，作業速度の速さや播種深

などの精度の高さに驚き，今後の生育に期待して

いました。  

 普及センターでは引き続き，実証ほにおけるそ

ばの生育調査を行うとともに，地域の振興作物と

してそばの安定生産に向けた取組を支援してい

きます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年５月 17 日 

「ＪＡあさひなぶどう部会」通常総会及び

栽培講習会が開催されました 

平成 31 年４月 24 日にＪＡあさひな営農総合セ

ンター（大和町）において，ＪＡあさひなぶどう

部会通常総会並びに栽培講習会が開催されまし

た。  

 当部会は平成 28 年４月に設立され，現在，26

名が種無しブドウの栽培に取り組んでいます。部

会設立から４年目となり，「シャインマスカット」

を中心に本格的な収穫が始まることから，商品性

の高い房作りのための講習会や視察研修会が計

画されるなど，部会活動の益々の盛り上がりが期

待されました。  

 総会終了後には講習会が開催され，普及センタ

ーが講師となり，若木時の花穂整形や植物調節剤

の使い方について説明をしました。  
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 普及センターでは，ＪＡあさひなと連携して技

術指導を行い，部会全体の出荷量増加に向けて支

援していきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 21 日 

ＪＡみやぎ登米にんにく部会現地検討会

の開催 

 ４月 23 日に，ＪＡみやぎ登米にんにく部会の

現地検討会が開催され，部会員等約 20 人が参加

しました。  

 現地検討会では，会員ほ場３か所を巡回し，植

付時期の違いや施肥の違いなどを比較しながら，

生育状況について活発な意見交換がなされまし

た。普及センターからは，気象の経過及び今後の

気温の上昇とともに注意が必要な病害虫防除に

ついて説明をしました。部会員からは，土づくり

についての質問が多く出され，土壌分析の結果を

生かした土づくりについて学びたいとの意見も

ありました。  

 普及センターでは，さらなる品質向上と収量確

保に向けて，土づくり講習会の開催など，部会活

動の支援を行っていきます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年５月 23 日 

放牧はじまりました～深山牧野～ 

 令和元年５月 21 日，栗原市営深山牧野（栗原

市栗駒文字地区）で開牧式が開催されました。初

夏の嵐の中，関係者一同，益々の畜産の発展と 11

月までとなる放牧期間中の安全を祈念しました。

牧野では，開牧式前後で約 60 頭の黒毛和種の入

牧が予定され，今年度の放牧予定頭数は延べ 100

頭程度と計画されています。  

  深山牧野は栗原市の北西部に位置し，昭和 45

年に開牧した歴史ある牧野で，県内でも有数の公

共牧場で地域畜産の核となっています。毎年，約

100 頭が放牧され，広大な飼料基盤を活用するの

みならず，繁殖機能回復や栗原市内繁殖牛飼養農

家の生産コスト低減等に大きな役割を果たして

います。  

  現在，飼養管理者の高齢化や担い手の不足や経

済情勢等，非常に厳しい状況にありますが，この

ような施設を積極的に活用しながら，経営が発展

することが期待されます。  

 
 

 

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  

大崎農業改良普及センター 

令和元年５月 16 日 

優良種子の生産に向けて，まずは育苗管理

から！ 

大崎農業改良普及センター管内では，４つの組

織が水稲種子生産に取り組んでおり，県内の種子

生産の約６割を担っています。  

普及センターでは，４月下旬に５日間かけて，

管内全体で合計 126 名の種子生産農家の育苗ハ

ウスを全戸巡回し，管理状況や生育状況を確認し

ました。各採種組織とも，育苗ハウス内の見取り

図や品種名が掲示され，管理が徹底されており，

苗の生育も良好に経過していました。  

５月に入り各組織では田植えが順調に行われ

ています。引き続き普及センターでは，異品種混

入や病虫害の防止に向け，採種組合の自主ＧＡＰ

等に基づいて優良種子の生産に向けた管理体制

の向上を支援していきます。  
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大河原農業改良普及センター 

令和元年５月 24 日 

宮城県米づくり推進大河原地方本部技術

指導部会が開催されました 

去る令和元年５月 10 日，大河原合同庁舎にお

いて「宮城県米づくり推進大河原地方本部技術指

導部会」が開催されました。  

 本会議は「高品質・良食味米の安定生産」，「省

力・低コスト稲作の推進」，「こだわりをもった多

様な米づくり」等の仙南地域の米づくり推進目標

の達成に向けて，関係機関・団体が一体となって

米づくりを推進するために開催したものです。  

 会議では，今年度に作成した「平成 31 年度仙

南地域米づくり推進方針」や県全体で取り組んで

いる「みやぎ米のブランド化推進」について確認

しました。  

 また，本県産米ブランド化の柱である「だて正

夢」の作付が，管内で「13ha」から「111ha」と

大幅に増加し，新規に取り組む生産者も多くなっ

たことから，「みやぎ米づくり推進大河原地方本

部」の主催による「だて正夢」栽培塾を開催する

など，関係機関が一体となった対応により，高品

質・安定生産に向けた支援を行うことを確認しま

した。  

大崎農業改良普及センター 

令和元年５月 27 日 

今作３回目のＪＡ古川そらまめ部会現地

巡回指導会が開催されました 

令和元年５月 17 日に，今作３回目のＪＡ古川

そらまめ部会現地巡回指導会が開催され，管内の

そらまめ生産者 17 名のほ場を巡回しました。    

今年は暖冬でそらまめに好適な気象条件であ

ったことや，生産者が適正な栽培管理を行ってき

たかいもあり，そらまめの生育は順調に進んでい

ました。   

普及センターからは，今後も気温が高く推移す

ると予想されることから，アブラムシとさび病に

注意し，発生初期に薬剤散布するよう指導しまし

た。    

JA 古川管内は秋まき栽培が主流で，そらまめ

の出荷は早ければ５月末から始まる見込みです。

今作は 12 月から５月にかけて，計３回指導会に

対応し，そらまめの栽培管理について指導してき

ました。本指導会をきっかけに，高品質なそらま

めが出荷されることが期待されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 27 日 

そらまめ部会講習会・現地検討会の開催 

４月 22 日，ＪＡみやぎ登米そらまめ部会の講

習会が米山町で開催されました。  

講習会では，主な病害虫と対策について講習し，

今後の栽培管理や現在の生育状況等の情報共有

が行われました。また，農薬のローテーションで

農薬ＲＡＣコードが大変参考になるとの声があ

りました。  

また，５月９日には東和町で現地検討会が開催

され，普及センターからは乾燥対策や追肥，病害

対策について説明し，生産者ほ場で生育状況や今

後の管理を確認しました。今作は３月が比較的温

暖に経過し，４月には降雪もありましたが，そら

まめの生育は良好でした。今後も収量確保に向け

た支援を引き続き行っていきます。  

 

 

 

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  

亘理農業改良普及センター 

令和元年５月９日 

普及センターに農業大学校の学生がやっ

てきました！ 

この春，農業大学校に入学した管内出身の学生

６名が平成 31 年４月 26 日（金），亘理農業改良

普及センターを来所し，情報交換を行いました。 

普及センターからは管内の農業の状況や普及

センターの役割を説明し，学生からは卒業後の進

路希望について話し，就農までの準備について，

ディスカッションをしました。  

これまで農業との関わりがなかったり，農家の

出身であっても普及センターのことを知らなか

ったという学生たちは，はじめは緊張していまし

たが，次第に打ち解け，疑問に思っていることな

ど次々と質問が出され，有意義な意見交換となり

ました。農業に対する熱い想いを聞けたことで，

今後の成長が楽しみになりました。  

普及センターでは今後も，地域の担い手の確

保・育成に努めていきます。  
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年５月９日 

気仙沼地区みやぎ農業未来塾「地域農業研

究講座」を開催しました 

４月 26 日，当管内出身の宮城県農業大学校新

入生を対象に，みやぎ農業未来塾「地域農業研究

講座」を開催しました。この講座は，気仙沼地域

の農業や普及センターの仕事について理解を深

めることを目的として開催したもので，普及セン

ター職員から気仙沼地域で展開されている特色

ある農業の概要や歴史，普及センターの仕事紹介

を学び，その後管内の農業者を現地視察しました。 

現地視察では，気仙沼市でいちごを生産する若

手農業者や今年度から南三陸町で野菜と果樹の

栽培に取り組んでいる新規就農者を訪問したほ

か，自家生産の鶏卵を使用したプリンやクレープ

作りをしている加工の現場を視察しました。いず

れも，農業大学校出身の先輩やその親御さんで，

同地域出身の農業大学校卒業生らが地元で活躍

している姿を視察し，学生時代の過ごし方や就農

のきっかけ，これまでの苦労や今後の展望につい

てお話を伺いました。 

新入生は先輩方とざっくばらんに意見交換し，

気仙沼地域の農業についてより身近に学ぶこと

ができた様子で，今後につながる良い交流の機会

となりました。 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年５月９日 

みやぎ農業未来塾（就農準備講座）を開催

しました 

平成 31 年４月 26 日，宮城県農業大学校の１年

生２名の出身地域普及センター訪問に併せて，み

やぎ農業未来塾（就農準備講座）を開催しました。 

  はじめに農業改良普及センター職員から，栗原

地域の農業の概要や普及センターの仕事，新規就

農者支援の概要について学びました。質疑応答で

は新規就農者の確保の現状や普及指導員の仕事

等，今後の学校生活や将来の就農・就職に役立て

る質問が出されました。 

  次に現地視察として，米や水耕野菜の生産販売

をしている（有）耕佑を訪問しました。黒澤代表

取締役から経営の概要，経営の考え方について説

明を受けました。学生たちは，緊張した面持ちな

がら集中して話を聞き，これからの学習や将来の

進路の参考にしたようです。 

普及センターでは，今後も農業大学校と連携し

て，次世代の担い手を支援していきます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 14 日 

登米市出身の農業大学校新入生へ就農支

援会議を開催 

平成 31 年４月 26 日（金），登米合同庁舎で，

今年度宮城県農業大学校に入学した登米市内出

身の学生６名に対し就農支援会議を開催しまし

た。 

 普及センターからは本県農業の歩みや管内の

農業概況等について，登米市からは各種就農支援

事業について，ＪＡみやぎ登米からはＰＲ動画に

よる登米市農業の生産状況等について紹介しま

した。また，登米市４Ｈクラブからはクラブ活動

のＰＲと卒業後の仲間づくりのためクラブへの

勧誘を行いました。 

学生らは，スマート農業やＧＡＰの取組状況，

女性農業者組織の活動等に質問があり，登米市農

業への理解と将来の農業を担う人材として意識

を高めたようでした。 
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石巻農業改良普及センター 

令和元年５月 15 日 

農業大学校新入生が普及センターを訪問

しました 

 今年度宮城県農業大学校に入校した新入生の

うち，石巻農業改良普及センター管内出身の４名

の学生が，平成 31 年４月 26 日，普及センターを

訪問しました。  

普及センターを訪れたのは，水田経営学部の２

名と園芸学部の２名です。はじめに普及センター

から，センターの業務概要や管内の農業の特徴に

ついて説明を受けたあと，東松島市で施設園芸

（イチゴ）を営む生産者の視察を行いました。  

視察先は農業大学校を卒業した先輩で歳が近

いこともあり，はじめは緊張していた学生も「今

栽培している品種を選んだ理由は何ですか」「培

地の材質とそれを使うメリットは何ですか」など

農業経営の本質や生産者の考えに迫る質問をし

て，有意義な意見交換が行われました。  

視察後，学生たちからは「普及センターの業務が

わかった」「春から初夏が旬のイチゴを 12 月から

出荷していることを知って勉強になった」「実家

は水田経営だがイチゴにも興味が出た」などの感

想が出され，良い気づきの場となりました。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年５月 15 日 

清流「蔵の華」廿一会 育苗講習会が開催

されました 

令和元年５月９日に，清流「蔵の華」廿一会の

育苗講習会が開催されました。清流「蔵の華」廿

一会では，気仙沼市新月地区において酒米品種

「蔵の華」の生産に取り組んでおり，気仙沼市内

の２つの蔵元に生産した「蔵の華」全量を出荷し

ています。 

 育苗講習会では，会員全員の育苗ハウスを巡回

し，苗の生育状況を確認しました。苗の生育は順

調であり，５月 11 日～20 日頃に田植えが行われ

る予定です。 

 出席した会員からは，「蔵元の期待も大きいの

で，今年もたくさんとれるよう，管理をしっかり

していきたい」との声が聞かれました。 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年５月 17 日 

「令和」初回の子牛市場が開催されました 

令和元年５月 14 日にみやぎ総合家畜市場（美

里町）で「令和」初回の子牛市場が開催されまし

た。 

 子牛市場は，毎月中旬に３日間の日程で開催さ

れていますが，今月はあわせて 1,360 頭が上場さ

れました。このうち，大崎農業改良普及センター

管内からは，上場番号１番目の色麻町産去勢子牛

をはじめとして，繁殖農家，農業法人，宮城県岩

出山牧場及び宮城県加美農業高等学校，あわせて

251頭が出荷されました。これは，県全体の約 18％

を占めています。 

 普及センターでは，プロジェクト課題「新規就

農した和牛繁殖農家の飼養管理技術向上及び経

営安定化」，調査研究「黒毛和種の子牛市場出荷

成績向上に向けた取り組み」，並びに，大崎市の

繁殖農家組織「若牛会」を対象とする産子検査な

ど普及指導活動に取り組んでいきます。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 27 日 

新たな登米農業マイスター制度がスター

ト！ 

令和元年５月 14 日（火）に，登米市や農業委

員会，ＪＡみやぎ登米の担当者を集め「令和元年

度みやぎ食と農の県民条例推進圏域重点プロジ

ェクト会議」を開催しました。会議では，管内の

新規就農者への支援に関する２点について協議

をしました。 

 １点目は，新規就農者に対してベテラン農業者
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がマンツーマンで指導を行う登米農業マイスタ

ー制度について，４人を対象とした支援計画を承

認しました。 

 ２点目は，新規就農定例相談会や就農計画作成

相談会，登米地域の就農支援体制について，また

各関係機関の新規就農者への支援策について，連

携して取り組むことを確認しました。 

 このように，登米地域では各関係機関が連携し

て活動を行っています。新規就農関係で相談を希

望される場合は，普及センター等関係機関へご連

絡ください。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年５月 29 日 

農業技能実習評価試験に向けて 

去る５月 14 日に当管内でシイタケ栽培を行う

（株）椎彩杜で実習中のベトナム人技能実習生３

人（技能実習 1 号）が，技能実習２号に移行する

ために必要な「農業技能実習評価試験（学科・実

技）」の受験に向けて，階上いちご第２復興生産

組合の生産者を視察し，いちご栽培の実際を学び

ました。試験では，施設園芸に関する用語や作業

手順，資材の種類等について日本語で出題される

ため，実物を見ながら，座学では理解することが

難しかった点等について，イメージを膨らませて

回答ができるように学んでいました。 

 また，（株）椎彩杜の担当者と視察先のいちご

生産者はいずれも気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協

議会員であり，互いに連携しながら本視察を行う

ことができ，クラブ員同士の交流が深まる機会に

もなりました。 

 
 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年５月 30 日 

佐沼中学校職場体験で普及指導員の仕事

を学びました 

登米市立佐沼中学校では生徒のキャリア発達

の支援と自身の将来を考えさせるため，職場体験

学習を例年行っています。今年も２学年３名の生

徒が５月 15 日から 17 日までの３日間，登米合庁

内の土木事務所，保健所，地方振興事務所の仕事

を体験しました。 

農業振興部では業務概要を説明した後，（株）

石ノ森農場へ行き，普及指導員が農業法人のきゅ

うり栽培について，生産技術や経営改善指導する

活動を観て，普及センターの業務内容を理解して

もらいました。また，きゅうり収穫作業をとおし

て，職業として農業の魅力を伝えました。 

今回の職場体験学習が将来，農業や普及指導員

を目指す契機となることを期待しています。 

 
 

 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年５月７日 

今年も「にいつき軽トラ市」が始動します 

去る４月 25 日，にいつき「軽トラ市」通常総

会が開催され，令和元年度の開催スケジュールが

決定しました。軽トラ市では，気仙沼の風土が育

んだ旬の食べ物に出会え，その食べ物を，自然を

相手に栽培・採取してきた農家の方々の暮らしや

営みを感じることができます。 

 にいつき「軽トラ市」は，気仙沼市下八瀬を通

る国道 284号沿線の新月パーキング敷地内で５月

第２，第４土曜日，６月からは毎週土曜日，午前

９時から 12 時まで開催されます。 

 営業日には，国道沿線に「軽トラ市」と書かれ

たのぼりがたちますので，是非，ご来場のうえ，

季節毎の旬の農林産物と，農家の方々との会話を

お楽しみください。 

 普及センターでは，地産地消や農村振興の取組

を引き続き応援してまいります。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年５月８日 

「栗原農業士会」通常総会及び研修会が開

催されました 

平成 31 年４月 19 日（金）に宮城県栗原合同庁

舎で，栗原農業士会（白鳥正文会長，会員数 21

人）の平成 31 年度通常総会及び研修会が開催さ

れました。 

 総会では，平成 30 年度事業報告並びに収支決

算，平成 31 年度事業計画並びに収支予算案等が

協議され，議案はすべて承認されました。本年度

は役員改選もあり，新たに大場照彦氏が栗原農業

士会会長に就任しました。 

 本年度事業計画では，宮城県農業士技術交換交

流会が当番地区となる予定であることから，例年

よりも宮城県農業士会と連携・協力し，積極的な

事業参加が必要となることを確認しました。また，

栗原農業士会の開催する経営状況相互視察研修

会や県農業大学校学生の先進農業体験学習に対

する受入れ協力についても確認しました。 

 研修会では，栗原農業改良普及センターから

「平成 31 年度普及指導計画」の概要について，

栗原市農林振興部から「栗原市における大学等と

連携した農業戦略」に関する事業運営状況や計画

について，それぞれ説明を受け，県の普及事業や

市の農業政策に関する理解を深めました。 

 研修会終了後には，栗原市や栗っこ農業協同組

合，栗原農業改良普及センターの職員も参加して

歓送迎会（退任２人，新規認定予定２人）が開催

され，次代の農業を担う人材の育成や地域農業の

振興等について活発な情報交換が行われました。 

 
 

 

 

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年５月 14 日 

角田市の農産物直売所（賑わいの交流拠点

施設）「道の駅かくだ」が開業しました 

角田市の枝野地区で設立準備が進められてい

た賑わいの交流拠点施設「道の駅かくだ」が４月

19 日に開業しました。 

  この施設は情報発信の拠点や休憩所などの道

の駅機能を持つとともに，地域振興を目的とした

農産物直売所やフードコートが設けられていま

す。 

直売所の開業に当たっては，ここで販売する地

元の農産物を確保するため組織された出荷者協

議会を通して，普及センターが生産者らへの栽培

指導を行ってきました。 

開業当日以来，大勢の来場者で賑っております

が，事前の準備が効を奏し，十分な販売物が店頭

に並んでおり順調に営業しております。 

今後は，来場者の期待に応え売上を維持してい

くためには特徴のある品揃えが欠かせない，とい

う見通しを踏まえて，色とりどりのミニトマトや

多彩な品種のばれいしょなどの「珍しい野菜」や，

地元では生産しているものの入手が難しかった

果実や切り花などの生産と出荷が予定されてい

ます。 

普及センターは直売所の運営会社である「株式

会社まちづくり角田」と協力して各種の支援を続

けるとともに，直売所により地域の農業者が所得

を上げるための取組を進めていきます。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年５月 14 日 

「花山ルビィふさすぐり援農ボランティ

ア」参加者募集のお知らせ 

栗原市花山地域で昭和 50 年代から栽培されて

いる小果樹「ふさすぐり」の収穫援農ボランティ

アを募集します。 

 「花山ルビィふさすぐり」は、花山地域で育っ

た「ふさすぐり」の果実を赤く小さな宝石に見立

てて名付けました。 

 援農ボランティアは栗原市花山集合・解散で，

６月 29 日（土曜日）と７月６日（土曜日）の計

２回募集します。 

 なお，６月 22 日（土曜日）に「花山ルビィふ

さすぐり援農バスツアー」を開催予定です。 

 詳細・参加申込みは「栗原農業改良普及センタ

ーホームページ」の「イベント情報」を御覧くだ

さい。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年５月 22 日 

地域特産品を目指し，薬用作物「トウキ」

の栽培開始 

南三陸町入谷地区では，中山間地域に適した特

産品の定着を目指し，漢方薬として用いられる薬

用作物「トウキ」の栽培が今年も開始されました。

通常「トウキ」は育苗に１年，本畑で１年の計２

年を要する作物です。 

 入谷地区では，除草労力の軽減と土壌水分の安

定を目的に黒マルチを利用し，千葉大学の協力に

よりセルトレイで育苗された苗を移植すること

で，１年で慣行とほぼ同等の収量を得られる栽培

体系で栽培しています。 

 栽培者である「株式会社南三陸農工房」では，

11 月の収穫に向け適切な栽培管理を行いながら

当地区での適性等の検討を進めていくこととし

ています。                                                                                                                                                      

 普及センターでは，今後も地域の特産品づくり

を支援していきます。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年５月 27 日 

石巻地域生活研究グループ連絡協議会が

販売研修会を開催しました 

石巻地域生活研究グループ連絡協議会では，加

工技術の研鑽や情報交換，食育活動を目的として

意欲的な活動を行っており，今回はその一つとし

て東部地方振興事務所１階ロビーで販売研修会

を行いました。 

 当日は５名が研修会に参加し，自慢の野菜や牡

蠣のソースを販売しました。 

 昨年度，協議会の一員であるはまなす会（長面

浦の牡蠣の養殖業者のおかみさんのグループ）で

は，県および関連機関の支援により商品開発を行

い，会の有志により「牡蠣のソース バーニャカ

ウダ風」を３月 14 日から販売を始めました。今

回は，「牡蠣のソース バーニャカウダ風」につ

いて，ソースを引き立てる野菜や料理のレシピな

どを説明し，試食を交えながら販売を行いました。 

 みやぎ水産の日による海産物の販売会に合わ

せた販売研修会は盛況に終わり，参加者の間で次

回に向けて野菜の作付けやＰＲ方法について意

見を交換し合う有意義な販売研修会となりまし

た。 

 協議会では，今後も 12 月まで，みやぎ水産の

日に合わせて毎月一回，第三水曜日に販売研修会

を行います。 

 普及センターでは，女性農業者の起業や交流，

食育活動について支援しており，今後も女性農業

者向け研修会の開催等を行います。 

 



                                                        

                                                   

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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊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
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みやぎの農業普及現場 NO.150 2019.7 

このニュースレターは，ホームページ(カラー版)でご覧になれます。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html 

このニュースレターに掲載している情報を一足早く紹介するブログもあります。https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu 

県内９か所の農業改良普及センターからの新鮮な現地情報をお届けいたします 

NEWS LETTER No.150 2019.7 

          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 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台トルコギキョウ現地検討会が開催されました 

○ 大崎農改：飼料用トウモロコシの生育調査を行いました 

○ 亘理農改：名取・山元で「水稲直播栽培勉強会」を開催しました 

○ 亘理農改：環境制御に関する研修会が開催されました 

○ 亘理農改：亘理地域にて「りんごの摘果講習会」が開催されました 

○ 美里農改：「金のいぶき」の安定生産のための健苗づくり 

○ 大崎農改：ＪＡ加美よつば管内 44 頭の和牛成牛審査を実施 

○ 登米農改：加工用馬鈴薯防除講習会及び現地検討会の開催 

○ 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 

○ 登米農改：きゅうり栽培コンサルティング技術高度化セミナーの開催 

○ 大河原農改：ピュアホワイト栽培講習会を開催しました 

○ 仙台農改：ＪＡあさひな大豆栽培講習会が開催されました 

○ 仙台農改：ＪＡあさひなキャベツ・ニンジン栽培講習会が開催されました 

○ 仙台農改：ＪＡあさひなほうれんそう部会研修会が開催されました 

○ 農業振興課：「スマート農業先進県みやぎ」目指して！自動運転コンバイン・ロボットトラクタの 

実演会を開催 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

○ 亘理農改：チェックしてクリーンな手で農産加工に取り組みます 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 石巻農改：大豆栽培講習会が開催されました 

○ 大河原農改：宮城県ころ柿出荷共同組合通常総会が開催されました  

○ 大崎農改：ハウスなす現地検討会が開催されました 

○ 亘理農改：きゅうりの栽培講習会を行いました 

○ 栗原農改：今が旬！「栗っこズッキーニ」 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 気仙沼農改：今年も国道 45 号線気仙沼バイパス「花のみち 45」が彩られます！ 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 大崎農改：大崎４Ｈクラブが小学生親子に野菜の栽培方法を教えました   

○ 美里農改：地元の小学生が「金のいぶき」の田植え体験 

○ 石巻農改：令和元年度石巻農業士会通常総会・歓迎会が開催されました  

○ 仙台農改：仙台農業士会総会が開催されました 

○ 亘理農改：いちご栽培の勘どころをつかめ！～みやぎ農業未来塾（１回目）～ 
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 大河原農改：川崎古関で集落営農法人設立にむけた第１回目の勉強会を開催 

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 石巻農改：石巻地域生活研究グループ連絡協議会で豆腐づくり講習会を開催しました  

○ 登米農改：とうもろこしの定植を手伝って！～津山沢田地区の援農ボランティア活動～  

○ 栗原農改：「花山ルビィふさすぐり援農バスツアー」を開催しました！  

 

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

○ 気仙沼農改：都内中学生の現地取材「東北の復興と農業」 

○ 気仙沼農改：南三陸町復興農地の田んぼアート 2019 

○ 亘理農改：「株式会社やまもとファームみらい野」では玉ねぎの収穫が目前です！  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

仙台農業改良普及センター 

令和元年６月３日 

ＪＡ仙台トルコギキョウ現地検討会が開

催されました 

令和元年５月 28 日にＪＡ仙台トルコギキョウ

生産組合の現地検討会が開催されました。組合員

10 名が参加し，うち７名のほ場を巡回しました。 

 参加者は，は種や定植時期を聞き取り，８月及

び９月出荷のトルコギキョウの生育状況を確認

しました。 

 ２月中旬には種を行った８月出荷の作型では，

育苗期間中が例年に比べ気温が高く経過したこ

ともあり順調に生育し，４月の中～下旬に生育の

揃った苗が定植されました。 

 指導機関からは，最近の気象で高温・乾燥が続

き，アブラムシやアザミウマの発生が増えている

ため，薬剤防除を行うようアドバイスしました。   

 
 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年６月４日 

飼料用トウモロコシの生育調査を行いま

した 

 令和元年５月 31 日に大崎農業改良普及センタ

ーが加美町に設置した自給飼料実証展示ほにお

いて，初期生育調査を行いました。  

 普及センターでは，輸入飼料の価格高騰などの

対策として国産飼料に立脚した畜産を推進する

ため，飼料作物の生産利用技術向上と優良品種の

普及を目指しています。  

 大崎管内では，加美町の酪農家と協力して飼料

用トウモロコシの実証展示ほを設置し，２品種

（スノーデント 115 及びパイオニア 118 日）を栽

培しています。平成 31 年４月 22 日に播種してか

ら 39 日目を迎えましたが，草丈はいずれも 50cm

ほどに成長していました。収穫期を迎える８月ま

で，引き続き生育調査や収量調査に取り組んでい

きます。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年６月６日 

名取・山元で「水稲直播栽培勉強会」を開

催しました 

亘理管内では近年，土地利用型の大規模経営体

を中心に水稲直播栽培の取組が増え，Ｈ30 年の

取組面積は約 240ha となり，６割が乾田直播，４

割が湛水直播でした。しかし，直播栽培では収量

が安定しない等の課題があるため，普及センター

では直播栽培技術の向上に向けて，今年度から

「直播栽培勉強会」（以下「勉強会」）を立ち上げ

ました。  

勉強会は，名取市の株式会社美田園ファームと，

山元町の個人生産者の直播ほ場の２か所におい

て，月１回程度開催しており，直播栽培の管理を

中心に情報交換を行っています。  

令和元年５月 23 日には山元ほ場で，29 日には

名取ほ場で実施しました。勉強会では，播種前の

ほ場準備や，雑草防除のタイミング，また苗立ち

状況を確認しながら，今後の入水タイミング等に

ついて情報交換及び検討を行いました。  

29 日は勉強会に引き続いて，近くの農業法人

のほ場を会場に，古川農業試験場主催による「高

密度播種・プラウ耕グレンドリル乾田直播現地検

討会」が開催され，さらに積極的な情報交換が行

われました。  

普及センターでは，勉強会を今後も定期的に開

催し，直播栽培等の技術向上に向けた支援を行っ

ていきます。  
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亘理農業改良普及センター 

令和元年６月７日 

環境制御に関する研修会が開催されまし

た 

 ５月 23 日に県園芸振興室主催でいちごの環境

制御に関する研修会が亘理町，山元町のモデル生

産者ほ場で開催され，40 名ほどの参加がありま

した。研修会の講師は国内唯一のコンサル会社で

ある株式会社デルフィージャパンから講師を招

き，ほ場内でモデル生産者との一問一答形式の指

導が行われました。参加した他の生産者は，その

指導に関するやりとりを聞いて学ぶ研修となり

ました。  

 研修会では基本的な培養液等の管理や ,この時

期のハウス天窓やカーテンの開閉に関する考え

方を学びました。これまで施設の設備について効

果的な使用方法の研修会がなかったこともあり，

参加者は興味深く聞き入っていました。  

 今後も１か月に１度，同様の形式で研修会が開

催される予定になっており ,管内でのいちごの増

産に向けて新たな技術導入等が期待されます。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年６月７日 

亘理地域にて「りんごの摘果講習会」が開

催されました 

 亘理管内は県内有数のりんご生産地で，この時

期，各りんご園では，摘果作業が精力的に進めら

れています。  

 この作業に先立ち，管内２地域で摘果講習会が

開催されました。令和元年５月 23 日にＪＡみや

ぎ亘理逢隈支所果樹部主催，５月 30 日には長岡

団地りんご組合主催で実施され，それぞれ 15 名，

13 名の生産者の出席がありました。  

 今年はりんごの開花期間に強風や降雨があり

ましたが，結実は概ね良好で，りんごの生育は順

調に進んでいます。  

 講習会では，普及センターから，摘果の目的や

開花後 30 日以内を目標に実施する予備摘果の重

要性，その後に実施する仕上げ摘果のポイント等

を指導しました。    

 亘理農業改良普及センターでは，今後も定期的

な巡回指導や各地域で開催される現地研修会等

で技術指導を行い，当地域の高品質なりんごの安

定生産を支援していきます。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和元年６月 10 日 

「金のいぶき」の安定生産のための健苗づ

くり 

 平成 31 年４月 24 日（水）涌谷町において，Ｊ

Ａみどりの水稲担当者及び令和元年産「金のいぶ

き」作付け予定者，普及センター水稲担当者によ

る「金のいぶき」の育苗指導が行われました。今

年度は，涌谷町内に約 11ha の金のいぶきの作付

けが予定されており，それぞれの育苗ハウスを巡

回しました。一部のハウスで，出芽不揃いや高温

障害等が見られましたが，全体的には順調に生育

していました。参加した生産者は，「金のいぶき

の栽培の特徴も分かってきたので失敗が減った。」

「今年は昨年より，収量・品質ともに好成績を得

られるよう頑張りたい」とのことでした。普及セ

ンターでは，「金のいぶき」の収量アップと高品

質生産に向けて支援していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年６月 11 日 

ＪＡ加美よつば管内 44 頭の和牛成牛審査

を実施 

令和元年６月４日に加美町の旧大崎西部家畜

市場を会場として，和牛の成牛審査が行われまし

た。  

  成牛審査は，これから初産を迎える若い雌牛を

対象として，血統確認，体型審査などを行うもの

で，生産者 34 名の 44 頭が受審しました。これら

雌牛の生産地内訳は，自家産が 19 頭，県内産が

14 頭，鹿児島県産が８頭，その他道県産が 3 頭

となっていました。生産者には，今回の審査結果

に基づいて公益社団法人全国和牛登録協会より

雌牛の「登録証明書」が発行されます。  
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  審査開始前には，大崎農業改良普及センターよ

り広報誌「普及センターだより Osaki」を配布し

て活用いただくよう説明するとともに，農作業事

故防止等を呼びかけました。今後も，生産者が集

まる機会を捉えて，生産技術向上のための情報等

を提供していきます。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和元年６月 14 日 

加工用馬鈴薯防除講習会及び現地検討会

の開催 

登米管内の加工用馬鈴薯の栽培は昨年 15.3ha，

今年度は 24ha と作付けが拡大しています。ＪＡ

みやぎ登米では，加工用馬鈴薯の安定生産を図る

ため５月 21 日に防除講習会を開催し，カルビー

ポテト株式会社の指導員から，馬鈴薯の病害虫の

特徴や効果的な防除方法について講義があり，普

及センターからは，品種比較試験の結果を紹介し

ました。  

 次に，５月 30 日の現地検討会では，生産者の

ほ場８か所を巡回し，生育状況や追肥・土寄せ等

の管理状況を確認しました。いずれのほ場も順調

な生育でしたが，今後は病害虫の発生しやすい時

期に入るため適切な病害虫防除の実施について

注意喚起されました。検討会には，登米市や栗原

市の生産者等 20 人が参加し，収量・品質向上に

向け生産意欲の高さが感じられました。今後も，

普及センターでは，良質な馬鈴薯生産に向け支援

していきます。  

 
 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年６月 19 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 

 令和元年６月６日に栗原市金成小堤のシャイ

ンマスカット栽培ほ場において，第１回目のシャ

インマスカット栽培技術研修会を開催し，14 名

の生産者の参加がありました。  

 今回の研修は，栗原地域で新たな園芸品目とし

て栽培が行われている，ぶどうのシャインマスカ

ットについて，生産者の技術向上と新たな栽培者

の掘り起こしを図るために実施したものです。  

 当日は，施設栽培を行っている株式会社アグリ

東北の田中代表取締役を講師に，会社の栽培ほ場

において実際の作業を実演する方法で行いまし

た。具体的には，①種なしと果実肥大のためのジ

ベレリン処理の方法とそのための房作りについ

て，②短梢栽培における新梢管理としての摘心方

法についての２つの項目を行いました。  

 参加者からは，自分が行ってきた栽培管理と比

べながら効率的な作業方法や主枝の配置などに

ついて質疑応答がありました。  

 なお，この研修会は，生育状況に応じて必要な

技術を習得するため，冬期の整枝せん定まで，今

後７月，８月，12 月の３回実施していきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年６月 19 日 

きゅうり栽培コンサルティング技術高度

化セミナーの開催 

 ６月４日，ＪＡみやぎ登米胡瓜部会員のほ場２

か所（中田町・米山町）を会場に，きゅうり栽培

コンサルティング技術高度化セミナーが開催さ

れました。  

本セミナーでは，（株）デルフィージャパンの

斉藤章氏を講師に，きゅうりの環境制御技術等に

ついて光合成能力の最大化，生産力を向上させる

ための日射，温度，ＣＯ２濃度，かん水，肥料等

の総合的な管理技術の指導を受けました。県内の

普及指導員やＪＡの営農指導員及び生産者等約

30 名が参加し，管内からも部会員等８名が参加

しました。  

現地では，この時期の日射量はきゅうりには多

すぎることや，日射量に対してかん水不足になっ

ていることについて説明され，その対策としてハ

ウス内の保温カーテンを用いた遮光方法や適正
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なかん水量等を学びました。その後は普及指導員

及び営農指導員を対象に質疑応答により環境制

御技術等の理解を深めました。  

本セミナーは毎月１回開催され，普及センター

では今後も環境制御技術等の実践を支援してま

いります。  

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年６月 27 日 

ピュアホワイト栽培講習会を開催しまし

た 

 令和元年６月 10 日（月），白石市直売所おもし

ろいし市場の出荷者を対象に，ピュアホワイト栽

培講習会を開催しました。  

ピュアホワイトは甘みが強く，白い果皮が軟ら

かくて食味が良いとうもろこしで，白石市内の生

産者約 50 名が栽培し，７月下旬からおもしろい

し市場に出荷されます。一部でトンネル栽培等も

導入されたことにより，出荷時期も９月中旬頃ま

で拡大する見込みです。  

講習会では，ピュアホワイトの作型，生育の特

徴，栽培管理，病害虫防除について講義しました。

参加した生産者からは，一般のとうもろこしより

栽培は難しいが，手間をかけて良質のピュアホワ

イトを生産したいという意欲が強く感じられま

した。  

この機会に，おもしろいし市場まで足を伸ばし

ていただき，白石産ピュアホワイトを是非，御賞

味ください。  

普及センターでは引き続き，高品質なピュアホ

ワイトが出荷されるよう現地検討会を開催する

など，栽培技術の支援を行っていきます。  

 
 

 

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

ＪＡあさひな大豆栽培講習会が開催され

ました 

 令和元年産大豆の播種作業を間近に控える中，

高収量・高品質の大豆生産を目指し，令和元年５

月 27 日にＪＡあさひな営農センターにおいて大

豆栽培講習会が開催され，生産組織及び法人等 20

人が出席しました。  

  講習会では，ＪＡから昨年産大豆の作柄や農産

物検査の結果を説明し，続いて普及センターから

大豆栽培のポイントとなる排水対策等８項目に

ついて説明しました。また，管内ではアレチウリ

等の難防除雑草が問題化していることから，除草

剤メーカーから新規登録薬剤の使用方法につい

て説明を受けました。特に除草剤については生産

者の関心が高く，詳細な使用方法について説明を

求めるなど質問が出されていました。  

  播種作業は６月上旬から本格化することから，

今後は現地巡回等により栽培支援を行っていき

ます。  

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

ＪＡあさひなキャベツ・ニンジン栽培講習

会が開催されました 

 令和元年６月 19 日に，ＪＡあさひな営農セン

ターにおいてキャベツとにんじんの栽培講習会

が行われ，産直部会員を中心に約 20 名が参加し

ました。  

  普及センターからは，夏まきキャベツでは高温

期の育苗と排水対策について，夏まきにんじんで

は発芽を揃える事の重要性や追肥のタイミング

について説明を行いました。ＪＡあさひなからは，

用途に合わせた品種の選び方や資材の使い方，定

植機の貸し出し等についての説明がありました。 

  キャベツとにんじんは，ＪＡあさひなの園芸振

興作物として位置づけられおり，普及センターで

は生産者のやる気と収量の向上を目指して今後

も支援していきます。  

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

ＪＡあさひなほうれんそう部会研修会が

開催されました 

 令和元年６月 25 日に，ＪＡあさひな営農セン

ターにおいてほうれんそう部会研修会が開催さ

れ，部会員を中心に約 20 名が参加しました。  

普及センターからは，「太陽熱土壌還元消毒」

について，消毒のポイントや具体的な方法等につ

いて説明を行いました。黒川地域はほうれんそう

の指定産地ですが，連作障害等で夏場の生産が難

しくなっています。太陽熱土壌還元消毒に取り組

むことで安定した出荷ができるよう，今年度は部

会でも還元消毒に必要な資材の助成を行うこと

となりました。  
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農業振興課 

令和元年６月 28 日 

「スマート農業先進県みやぎ」目指して！

自動運転コンバイン・ロボットトラクタの 

実演会を開催 

県では，農業者，農業機械メーカー，試験研究

機関，関係団体等とコンソーシアムを組み，「ス

マート農業技術の開発・実証プロジェクト (農林

水産省)」に応募し，採択されました。 

本実証事業では，生産から出荷までの一貫体系

にスマート農業技術を導入し，生産性や経営面で

の検証，評価を行います。また，スマート農業技

術について，農業者や関係機関の皆様の理解を深

める活動を展開していきます。 

その取組の一つとして，令和元年６月 28 日

(金)に実証農場の(有)アグリードなるせ（東松島

市野蒜）の小麦栽培ほ場を会場に「大規模水田作

のスマート農業機械現地実演会」を開催しました。 

今回は，「食味・収量測定機能付き自動走行コ

ンバイン」による麦の収穫作業と，「アグリロボ

トラクタ」による無人での耕起作業，「高速汎用

播種機」による大豆播種作業の３作業を実演しま

した。特に，「自動走行コンバイン」と「ロボッ

トトラクタ」の実演を同時に行うのは全国でも初

めての取組です。 

当日は，小雨が降る天気の中，農業者や関係機

関の担当者など約 200 名が参加し，関心の高さが

伺えました。 

コンバインに同乗していたのは，作業経験３日

目の従業員でしたが，自動運転機能により，ベテ

ラン社員が行う作業と同様のスピードで作業が

行われていました。また，収穫した小麦について

は，収量と水分，タンパク含量が自動で測定され，

ほ場管理システムに５メートルメッシュで記録

され，その状況もモニターで映し出され，ほ場内

の生育ムラが確認でき，次年度の作付けの参考に

していくことができます。 

ロボットトラクタはＧＰＳの位置情報を取得

し，無人で耕起作業が行われ，枕地での旋回作業

の際には参加者から「おぉ！」と感嘆の声が上が

っていました。 

県では，今後も「マルチローター（ドローン）」

による農薬等の散布作業や，水田水管理の遠隔操

作装置，ラジコン除草機などの実演会を開催し，

スマート農業技術について，広く普及を進めてい

くとともに，実証事業による成果を活用して，県

内すべての大規模土地利用型農業法人へ導入・活

用されるように進めていきます。  

 
 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成

支援  

亘理農業改良普及センター 

令和元年６月 24 日 

チェックしてクリーンな手で農産加工に

取り組みます 

 令和元年６月 18 日，第１回キャリアアップ講

座を亘理町の JA みやぎ亘理本所会議室で開催し，

農産加工品の製造販売を行っている女性起業者

等 22 名が参加しました。  

今回は二の講義が行われ，一つ目は「手洗いに

よる食中毒予防について」と題し，塩釜保健所岩

沼支所で感染症予防を担当している職員を講師

に，食中毒予防のポイントを学びました。手洗い

の実習も行い，蛍光クリームを使った洗い残しの

チェックには，参加者から「こんなふうになって

いるのか」といった声があがり，手洗い後のアル

コール消毒についても，講師が示すやり方をマス

ターしようと真剣に取り組んでいました。  

二つ目の講義は食品の「栄養成分表示」につい

て，塩釜保健所の管理栄養士の資格を持つ職員か

ら概要の説明を受けました。表示義務の猶予期間

が今年度で終わるということもあって，今年 8 月

に予定している個別の相談や演習についても，是

非受けたいという意欲を示す参加者が多く，関心

の高さが伺われました。  

普及センターでは，今後も農産加工に取り組む

女性農業者を支援していきます。  

 
 

 

 

 

 



6 

安全安心な農畜産物の生産に取り組む経営

体の支援  

石巻農業改良普及センター 

令和元年６月 13 日 

大豆栽培講習会が開催されました 

令和元年５月 29 日，ＪＡいしのまき主催の大

豆栽培講習会が開催され，約 50 名の生産者が参

加しました。当普及センターからは平成 30 年産

大豆の振り返りや令和元年産に向けた栽培管理

のポイントについて説明を行いました。全農みや

ぎからは大豆情勢について，農薬メーカーからは

茎葉処理除草剤について情報提供がありました。

宮城県の大豆奨励品種であるミヤギシロメは，本

品種を原料に製造された商品が全国豆腐連合会

主催の「全国豆腐品評会」の上位にランクインす

るなど，実需者からの評価も高い品種です。生産

者からは品種ごとの播種適期や加工適性に関す

る質問があり，ニーズに応じた生産を意識してい

ることが窺えました。これから大豆の播種作業が

始まります。今回の講習会を活かして適期作業に

取り組んでいけるよう，普及センターでも引き続

き支援していきます。  

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和元年６月 14 日 

宮城県ころ柿出荷協同組合通常総会が開

催されました 

去る令和元年５月 27 白石市の宮城県ころ柿出

荷協同組合において「宮城県ころ柿出荷協同組合

第 67 回通常総会」が開催されました。   

この組合は，昭和 28 年の設立以来，長年にわ

たり，本県を代表する特産品であるころ柿や樽柿

などの生産に取り組んでいます。  

特に平成 30 年産は，組合員の努力により豊作

となり，品質の高いころ柿や樽柿が出荷されまし

た。  

来賓の白石市長からは，市の農業祭で組合が取

り組んだころ柿作り体験が大好評であったので，

引き続き本年もお願いしたいと祝辞で述べられ

ました。また，丸森町からは，耕野小学校が作成

した「ころ柿のヒミツ新聞」があぐりキッズ農業

体験活動壁新聞コンクールで最優秀賞に選ばれ

たことが報告されました。  

総会後には，食品表示法の改正に伴う，生産者

の住所氏名，栄養成分を記載する新しいラベルの

説明がありました。  

普及センターでは，病害虫防除，肥培管理及び

せん定など栽培技術情報を提供し，安全安心な品

質の高い柿の原料生産を支援していきます。  

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年６月 21 日 

ハウスなす現地検討会が開催されました 

令和元年６月 12 日に大崎市古川の生産者のほ

場でハウスなす現地検討会が開催され，生産者，

種苗メーカーの担当者を含めて 35 名が参加しま

した。大崎農業改良普及センター管内の JA 古川

は県内一のなす産地として知られており，天敵を

利用した環境にやさしい栽培に取り組んでいま

す。    

はじめにハウス内のなすの生育状況を確認し，

その後に検討会が行われました。まず，種苗メー

カーの担当者からかん水や追肥等の今後の管理

について説明をうけ，次に普及センターから，天

敵に影響の少ない薬剤を抜粋した農薬の一覧表

を配布し，今年一覧表に追加した薬剤の特徴を説

明しました。その他にも昨年度問題になったアザ

ミウマ類の防除について説明しました。    

生産者の方は熱心に話を聞いており，栽培管理

や病害虫防除の話以外にも，参加者同士が情報交

換する機会となり非常に有意義な検討会となり

ました。普及センターでは今後もハウスなすの安

定生産のため継続して支援してまいります。  

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年６月 24 日 

きゅうりの栽培講習会を行いました！ 

令和元年６月４日に抑制きゅうりの栽培講習

会，11 日に促成きゅうりの出荷反省会が行われま

した。４日の講習会では名取市，岩沼市の生産者
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約 15 名，11 日は岩沼市の生産者６名が参加しま

した。  

４日の講習会では埼玉原種育成会の方が講師

を務め，抑制栽培用の品種の特性や栽培管理につ

いて詳しい説明がありました。普及センターから，

土壌消毒や肥料施肥，農薬について説明を行いま

した。  

11 日の反省会では，普及センターが講師となり，

農薬の RAC コードやローテーション散布などに

ついて講義を行いました。  

両日とも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。普及

センターでは引き続き栽培技術支援を行ってい

きます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

今が旬！「栗っこズッキーニ」 

 令和元年６月 23 日（日）に、仙台市泉区イオ

ン仙台中山店において、「栗っこズッキーニ」の

試食販売会が開催されました。    

これは，カゴメ株式会社が考案した，トマトソー

スと栗っこズッキーニを使用した「夏野菜ラタト

ュイユ」レシピの紹介と試食を行い，栗っこズッ

キーニを広く知っていただくため開催されたも

のです。    

 野菜販売コーナーで，夏野菜ラタトュイユの試

食が行われ，栗原市のマスコットキャラクター

「ねじり ほんにょ」も登場し，お客様とふれあ

いながら栗っこズッキーニと 7 月 3 日から始まる

「くりはらズッキーニウィーク」の PR を行いま

した。  

  「くりはらズッキーニウィーク」の詳細は，栗

原農業改良普及センターのホームページをご覧

ください。  

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体

の支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年６月７日 

今年も国道 45 号線気仙沼バイパス「花の

みち 45」が彩られます！  

 「花のみち 45」は，「海と緑の美しいまちづく

り」「みどり豊かなゆとりと潤いあるまちづくり」

を推進するために気仙沼市が平成 7 年から開始し

たもので，市内各地区の緑化推進協議会や中学

校・高等学校，地域のボランティア団体の協力を

得て，国道 45 号線気仙沼バイパス沿いを花で彩

る取組です。  

 去る６月３日（月）には，６月９日（日）に予

定されている一斉植栽に向けて，関係団体の代表

者らが出席し，花壇管理講習会が開催されました。

普及センターでは講師として出席し，植栽する花

苗について品目別の特徴や管理のポイント等に

ついて説明したほか，実際に花壇へ定植作業を行

いながら，植栽時のポイントについて確認しまし

た。出席者は，熱心に耳を傾けながら，改めて今

年も美しく沿道を彩りたいという思いを強くし

ていた様子でした。  

 今年も夏から秋にかけて，「花のみち 45」では

多数の花が咲き誇ります。気仙沼にお越しの際に

は，沿道に咲くサルビアやマリーゴルド，ジニア

等で彩られる美しい景観をお楽しみください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

大崎農業改良普及センター 

令和元年６月５日 

大崎４Ｈクラブが小学生親子に野菜の栽

培方法を教えました 

令和元年６月２日に大崎生涯学習センター（パ

レット大崎）主催の「親子でいっしょに農業体験

＆家庭菜園講座～いろいろな枝豆＆いろいろな

ねぎを育てよう」が大崎市西荒の畑で開催され，

親子約 60 名が参加しました。  

このイベントは大崎地域の小学生親子 20 組を

対象に，農業体験を通して食育に対する一層の理

解を深め，身近な自然環境についても自ら進んで

課題を見つけ，学び，考える力を養うことを目的

に開催される全３回の体験型学習です。  
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 大崎４Ｈクラブ（大崎管内の若手農業者組織）

は，このイベントを７年間継続して支援しており，

栽培指導を担っています。今年は大崎地域の振興

作物である「枝豆」と「ねぎ」を栽培しました。 

 当日はクラブ員が作成した資料を元に，品種の

特徴や，種まきや，定植を分かりやすく説明しま

した。参加した方々からは「黒マルチは何のため

にかけているの」，「いつ頃収穫できるの」，「収穫

するのが楽しみ！」という質問や感想があり，体

験を通じて農業に興味を持ったようです。  

 
 

 

美里農業改良普及センター 

令和元年６月 10 日 

地元の小学生が「金のいぶき」の田植え体

験 

令和元年５月７日（火）涌谷町内の水田６ａで，

涌谷町立箟岳白山小学校の５年生 13 人がブラン

ド米「金のいぶき」の田植え体験をしました。参

加した生徒は，生産者から植え方を教わりながら

「金のいぶき」の苗を手で植えました。 

涌谷町では，「金のいぶき」をブランド米とし

て認知度向上に取り組んでおり，地元の方々に知

ってもらいたいとの思いから，今回の田植え体験

が実施されました。今後，稲の生育状況の観察や

秋には収穫作業を体験する予定です。普及センタ

ーでは，今後も「金のいぶき」の知名度向上とブ

ランド米定着に向けて支援していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和元年６月 14 日 

令和元年度石巻農業士会通常総会・歓迎会

が開催されました 

令和元年６月６日に石巻市駅前の「大もりや」

において，石巻農業士会の令和元年度通常総会並

びに歓送迎会が開催されました。当日は農業士会

会員に加え，農業士会顧問や平成 30 年で退会さ

れた農業士，普及センター職員計 31 名が出席し

ました。 

令和元年度の事業計画では，石巻農業士会員相

互の連携を強化していくとともに，農政を取り巻

く状況が激変する中，早期の情報収集等を図るた

めに，交流会や現地視察交流会等の実施が決定さ

れました。併せて，今年は役員改選の時期にあた

り，新会長として齋藤 英彦氏が選出された他，

副会長等新役員が選出されました。石巻農業士会

は令和元年度の事業を，齋藤会長の新体制のもと

で進めていくこととなりました。 

歓送迎会では，平成 30 年度末をもって御退任

された元青年農業士の星名 大地氏，星 和幸氏に

これまでの農業士活動をねぎらい農業士会より

花束と記念品が贈られました。また，新たに指導

農業士として佐藤 雄則氏，髙瀬 卓弥氏，青年農

業士として今野 茂昭氏，三浦 勇介氏，吉田 卓

矢氏の５名が農業士に認定され新たに会員に加

わりました。 

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年６月 26 日 

仙台農業士会総会が開催されました 

令和元年６月 14 日に管内の農業士９名が出席

し，令和元年度仙台農業士会通常総会が開催され

ました。当日は令和元年度事業について活発な意

見交換が行われるとともに，役員改選が行われ，

松元裕子会長のほか，８名の方が新役員に選出さ

れました。 

総会終了後には，宮城県庁 18 階のレストラン

ぴぁにて昼食会が開催され，会員の親睦を深めま

した。 
※『農業士』とは次次代の農業を担う人材の育成及

び地域農業の振興に貢献している農業者を県が認

定する制度です。管内の農業士の方々には農業大学

校の研修生の受け入れを始め，当所の普及事業に協

力いただいています。 
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亘理農業改良普及センター 

令和元年６月 27 日 

いちご栽培の勘どころをつかめ！ 

 ～みやぎ農業未来塾（１回目）～ 

 令和元年６月 25 日（火），管内でいちごを栽培

する新規就農者を対象に，亘理町内のいちご育苗

ハウスを会場にして研修会を開催しました。この

研修会は技術の習得と新規就農者同士の横のつ

ながりを作ることを目的としたものです。 

会場では「ナイアガラ育苗」「ポット受け育苗」

「天敵を使った害虫防除」を視察し，育苗だけで

なくいちご栽培の全般について，温度や水の管理，

病害虫の防除まで幅広く意見交換が行われまし

た。 

また，会場にはＪＡ青年部のメンバーが立ち寄

り，いちご栽培における勘どころを伝授する様子

も見られました。省力化のために活着済みの苗を

購入している参加者からは，「コスト低減のため

に苗を作ることも考えてみたい」との意見があり

ました。 

次回は本圃での天敵を使った害虫防除を中心

に研修会を計画しています。 

 
 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する

支援  

大河原農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

川崎町古関で集落営農法人設立にむけた

第１回目の勉強会を開催 

令和元年６月 19 日，川崎町の古関集落で，集

落営農法人の設立にむけた勉強会を開催しまし

た。古関集落では現在，農地整備事業実施の計画

があり，整備後の担い手として法人を設立するこ

とにしています。参加した７名はほ場整備事業推

進協議会の役員であり，法人設立の発起人候補の

方々です。 

古関集落では，新規法人の形態として農事組合

法人を選択しています。今回は，給与制と従事分

量配当制の違い，労働保険について資料を使って

勉強し，構成員全員が経営者として法人運営に携

わるための基礎知識を習得しました。 

中山間地域では後継者確保が難しい状況です

が，後継者の受け皿として法人を設立したいとい

う熱意に答え，当普及センターは勉強会開催を継

続していきます。 

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

石巻農業改良普及センター 

令和元年６月 13 日 

石巻地域生活研究グループ連絡協議会で

豆腐づくり講習会を開催しました 

令和元年６月６日に石巻地域生活研究グルー

プ連絡協議会が ,くらしの講座として ,豆腐づく

りの講習会を開催し,16 名の会員が参加しました。

参加者は,率先して作業に取り組み協力しながら

豆腐づくりを行いました。昼食では,手作りの豆

腐だけでなく,会員が持ち寄った筍ご飯やワカメ

サラダ ,デザートが振る舞われ ,参加者はそれぞ

れの料理を味わいながら交流を深めていました。

参加者からは,『自分の手で作ったものはより美

味しい』といった声に加え,『豆腐は買えば安い

けど手作りとなると手順が複雑で意外と大変だ』

という声が聞かれ,美味しく食事を頂くと同時に

食のありがたみを感じる実りのある講習会にな

ったようでした。 
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登米農業改良普及センター 

令和元年６月 20 日 

とうもろこしの定植を手伝って！～津山

町沢田地区の援農ボランティア活動～ 

 津山町沢田地区は，登米市南東部に位置する中

山間地域で、兼業農家が多く，土日を中心とした

休日に，地域内で連携して農作業に取り組んでい

ます。 

眼下に広がる段々畑に，特産のとうもろこし

「味来」を定植する，援農ボランティアを募集し，

都市との交流による中山間地域の活性化に向け

た取り組みを行いました。 

仙台等からの一般の人 13 人，地元の人 15 人，

関係者８人が参加し，トラクターなどの農作業機

械を使った畑の準備からスタートし，施肥畝たて

同時マルチ管理機作業，とうもろこし苗の植え付

けなどを行いました。また，さつまいもの苗の定

植や鳥獣害対策のネット張りも行いました。 

当日は，天候に恵まれ，暑い中の作業となりまし

たが，みなさん休憩時間もそこそこに，地元参加

者の指導を受けながら，午後まで熱心に作業に取

り組みました。 

 今後は，とうもろこしやさつまいもの収穫など

２回程度の交流活動を予定しており、新たな参加

者の募集や援農ボランティア活動の内容充実を

支援していきます。 

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和元年６月 28 日 

「花山ルビィふさすぐり援農バスツアー」

を開催しました！ 

 令和元年６月 22 日（土）に，普及センタープ

ロジェクト課題「中山間地域における小果樹類の

生産性向上及び新商品開発」の一環として「花山

ルビィふさすぐり援農バスツアー」を開催しまし

た。「花山ルビィふさすぐり」とは，花山で育っ

たふさすぐりの果実を赤く可愛らしい宝石に見

立てて名付けました。 

 このツアーでは仙台駅発着のバスを走らせ，栗

原市花山地区で，仙台市等在住の 10～60 代一般

男性・女性 24 人に小果樹ふさすぐりの収穫を応

援していただきました。 

 花山地区では 30 年以上前からふさすぐりが栽

培されてきましたが，高齢化等により収穫労力の

不足が課題になっています。このツアーは，都市

住民の方々にふさすぐりの収穫を応援してもら

うと同時に，ふさすぐりや花山地域を知ってもら

うために開催しました。 

 午前中はあいにくの雨でほ場に入ることはで

きませんでしたが，屋内で，事前に採取した実付

きの枝からの収穫とパック詰め作業を手伝って

いただきました。収穫したふさすぐりは合計約

12kg で，200ｇパック詰めで約 60 個になりました。 

 午後は仙台市内の有名洋菓子店ルイ・ドゥ・レ

トワールのオーナーパティシエを講師に，ふさす

ぐりを使ったケーキ作り教室を行いました。参加

者は，自ら収穫したふさすぐりや栗原産の果物等

を使って思い思いにトッピングしたフルーツタ

ルトを作り，試食の場では美味しそうにほおばっ

ていました。 

 参加者からは「雨のためほ場で収穫作業ができ

なかったのが残念」という声が多く，地域を応援

したいという思いで参加した方が多く見受けら

れました。ツアー全体を通して，「ふさすぐりを

知ることができた」，「また参加したい」という感

想を持たれた方が多く，ふさすぐりの認知度アッ

プと同時に大変好評をいただきました。 

 普及センターでは，今後も中山間地域の活性化

を目指して地域の特産物をテーマにした様々な

取組を検討していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災からの復興に関する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年６月５日 

都内中学生の現地取材「東北の復興と農業」 

令和元年５月 22 日，東京都の筑波大学付属駒

場中学校３年生 19 人が，気仙沼農業改良普及セ

ンターを校外学習の取材のために訪問しました。

学年の生徒 123人が５人程度のグループに分かれ，

東北の震災復興に関連して農業や水産業，交通な

どについて調査しているとのことでした。 

当センターへの取材では，農業被害や復興状況

のほか，「気仙沼いちご」や「南三陸米」の地域

ブランドについてなど熱心な質問がありました。 
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管内の農業法人や米穀店なども取材し，宮城米

の新品種「だて正夢」や農産物の輸出などを考察

に入れて「東北地域研究」として学校に帰って発

表にまとめたいとのことでした。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年６月５日 

南三陸町復興農地の田んぼアート 2019 

令和元年５月 26 日（日），東日本大震災で被災

した南三陸町志津川の廻館地区で，３年目となる

田んぼアートの田植えが行われました。 今年の

デザインは，志津川高校の生徒によるもので，南

三陸町のシンボルである「モアイ像」の絵柄が採

用され，約 50 アールの田んぼに紫や赤など５色

の稲の苗が植えられました。 

当日は地区営農組合員や関係機関のほか，ボラ

ンティアとして志津川高校生や小学生，復興支援

で関係が続く県内企業，アメリカ軍関係者など幅

広い協力があり，約 70 人によるにぎやかな田植

えとなりました。 

田んぼアートの稲の葉は，６月末頃から色づき

見頃となります。志津川高校の校門前から見渡せ

る田んぼにどんな「モアイ像」が登場するか，今

から楽しみです。 

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年６月 13 日 

「株式会社やまもとファームみらい野」で

は玉ねぎの収穫が目前です！ 

株式会社やまもとファームみらい野（平成 27

年７月設立）は，「ＪＡみやぎ亘理」の出資によ

る農協出資型の法人で，地元被災農家の就業の場

の確保と被災農地を有効に活用した露地野菜生

産における大規模な拠点整備を目的に設立され

ました。当法人では，東日本大震災後，山元東部

地区に整備された大区画畑地を活用し，加工業務

向けの根菜類（長ネギ，玉ねぎ，甘藷等）を中心

に機械化一貫体系による効率的な経営を目指し

ています。 

 昨年秋に 19ha 定植された玉ねぎ圃場では，現

在，根きり作業が行われており，収穫を目前に控

えた玉ねぎが圃場いっぱいに並んでいます。玉ね

ぎの作付けは３作目で，今年度は天候に恵まれた

ことや，法人の技術力が年々向上していること，

土壌改良の効果等が現れ，収量は昨年の実績を大

幅に上回る見込みとなっています。 

 収穫は来週から始まり，収穫と出荷作業は約１

ヶ月間続きます。 

 普及センターでは，当法人を今年度の普及セン

タープロジェクト課題対象に位置づけて，定期的

な巡回指導を行っており，大規模露地園芸経営の

定着に向けて支援していきます。 

 
 

 



                                                        

                                                   

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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊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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このニュースレターは，ホームページ(カラー版)でご覧になれます。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html 

このニュースレターに掲載している情報を一足早く紹介するブログもあります。https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu 

県内９か所の農業改良普及センターからの新鮮な現地情報をお届けいたします 

NEWS LETTER No.151 2019.8 

          紹介内容（7/1～7/31）                                 

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 

○ 登米農改：水稲多収品種「つきあかり」の栽培講習会が開催されました  

○ 大崎農改：第 54 回宮城県ブラックアンドホワイトショウが開催されました  

○ 大崎農改：大崎管内３カ所で「だて正夢」「金のいぶき」現地検討会を開催  

○ 大河原農改：新しい技術で，いちごの産出額アップ！！ 

○ 石巻農改：アスパラガスの導入・定着に向けた栽培管理勉強会を開催しました 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台で多収品種「ゆみあずさ」の現地検討会が開催されました  

○ 大崎農改：大崎市鳴子温泉地域でそば排水対策現地検討会を開催 

○ 美里農改：高校生も参加，「ＪＡみどりの畜産共進会（繁殖牛の部）」が開催されました 

○ 亘理農改：「水稲直播栽培」先進地視察を開催しました 

○ 登米農改：登米地域「だて正夢」栽培塾を開催しました 

○ 大河原農改：令和元年産「だて正夢」現地検討会が開催されました 

○ 石巻農改：民間専門家による農業法人の経営安定化支援が始まりました  

○ 亘理農改：平成 31 年産いちご出荷反省会が開催されました 

○ 大崎農改：大崎米『ささ結』栽培現地検討会でＧＡＰを説明 

○ 栗原農改：令和元年度「だて正夢」栗原地域栽培塾開催 

○ 亘理農改：亘理地域「だて正夢」地域栽培塾を開催しました 

○ 気仙沼農改：８月の本格出荷に先立ち，輪ぎくの出荷目揃え会を開催しました 

○ 大河原農改：省力・スマート農業セミナーを開催しました 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 石巻農改：加工に取り組む女性農業者向けに第１回食品表示研修会を開催しました  

○ 大河原農改：（農）下名生ファームがパドロン生産の先進地視察を行いました  

○ 栗原農改：くりはら物産市で栗原産ズッキーニをＰＲしました 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 大河原農改：直売所向け野菜講習会を開催しました 

○ 登米農改：水稲直播栽培の現地検討会開催 

○ 栗原農改：「栗っこズッキーニ」がテレビで紹介されました 

○ 石巻農改：令和元年度石巻地域肉用牛共進会が開催されました！ 

○ 美里農改：2019 大崎市鹿島台デリシャストマトまつりが開催されました  

○ 美里農改：（有）グリーンウェーブ南郷で社内研修会を開催しました！  

○ 登米農改：第 13 回登米市畜産共進会が開催されました 

○ 大河原農改：柿栽培講習会が開催されました 

○ 石巻農改：低温・日照不足に伴う石巻地方米づくり推進本部会議を開催しました 

○ 登米農改：「低温と日照不足に関する対策会議を開催 

○ 仙台農改：ＪＡ新みやぎあさひなぶどう部会ぶどう栽培講習会が開催されました 

○ 仙台農改：ＪＡ新みやぎあさひな営農本部りんご部会現地検討会が開催されました 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

○ 気仙沼農改：小学生が「田んぼの生き物観察会」で地元の豊かな生態系を学びました  

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
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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・・・・・・・・・・・・・・・11 

○ 亘理農改：「人材育成に貢献！」～亘理名取地区農業士会総会を開催！

○ 気仙沼農改：清流「蔵の華」廿一会の栽培現地検討会が開催されました

○ 大崎農改：大崎４Ｈクラブが視察研修を実施しました

○ 登米農改：女性農業者グループ員研修会を開催しました

○ 栗原農改：牛のコンテスト「栗原市畜産共進会」開催！

○ 大崎農改：新規導入高収益作物の検討会を開催しました

○ 気仙沼農改：気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協議会に優秀旗がやってきました！

○ 登米農改：令和元年度宮城県農村青年のつどいが登米市で開催されました

○ 石巻農改：石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会が県外視察研修を開催しました

○ 美里農改：美里地区生活研究クラブで技術向上講座を開催しました！

○ 仙台農改：第１回仙台農業士会研修会が開催されました

○ 仙台農改：第１回農業ふれあい研修会を開催しました

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

○ 仙台農改：基盤整備事業導入に向けた「たまねぎ」の収穫作業体験

農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

○ 栗原農改：「花山ルビィふさすぐり援農ボランティアを開催しました！

○ 大崎農改：「地元産花きを活用した寄せ植え研修会」を開催しました

○ 栗原農改：「令和元年度栗原市農業女性のつどい」が開催されました！

東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

○ 気仙沼農改：復旧農地のそらまめが収穫時期を迎えています

○ 仙台農改：「井土ねぎ」の地産地消教育・食材ＰＲ活動を行いました

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

登米農業改良普及センター 

令和元年７月２日 

水稲多収品種「つきあかり」の栽培講習会

が開催されました 

令和元年６月 28日にＪＡみやぎ登米主催の「つ

きあかり栽培講習会」が，中田農村環境改善セン

ターで開催され，生産者と関係機関など約 70 人

が参加しました。 

はじめに，「つきあかりの生育状況と今後の管

理について」と題して，農研機構中央農業研究セ

ンター北陸研究拠点の石丸上級研究員が，品種の

特性や生育量の目安，生育診断，収穫適期等につ

いて話されました。 

引き続き「つきあかり」の栽培ほ場で現地検討

会を実施し，石丸上級研究員から実証展示ほ毎に

にコメントをいただきました。 

参加した生産者からは，中干しや出荷調製時の

篩い目，色彩選別機の効果，草丈や葉色に応じた

追肥など積極的な質疑がありました。 

水稲新品種「つきあかり」は，早生良食味の多

収米で，ＪＡみやぎ登米が輸出や業務用向けに今

年から本格作付けを推進し，作付面積が 112ha と

大きく伸びています。普及センターでは，今後も

多彩な米づくりを支援してまいります。  

 
 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月２日 

第 54 回宮城県ブラックアンドホワイトシ

ョウが開催されました 

 令和元年６月 22 日に美里町のみやぎ総合家畜

市場で宮城県ホルスタイン改良同志会主催の第

54 回宮城県ブラックアンドホワイトショウが開

催されました。全 10 部に 58 頭が出品されました

が，うち大崎農業改良普及センター管内からは酪

農家４戸と加美農業高等学校が 14 頭を出品しま

した。  

 審査の結果，大崎市 八巻誠さんの「エイトロ

ールＭＣセルリアン」が未経産グランドチャンピ

オン，色麻町（株）ＭＨファームの「ＭＨフアー

ムドアマンパープルＥＴ」が未経産リザーブグラ

ンドチャンピオン，また，大崎市 濱田賢志さん

の「ビーチフイールドメリデイアンシンギングブ

ルツク」が経産リザーブグランドチャンピオンを

獲得しました。また，県内の３地区対抗では，中

央地区は仙南地区に次ぐ成績でした。  

 令和２年 10 月 31 日から 11 月２日には，「第

15 回全日本ホルスタイン共進会」が宮崎県都城

市を会場に開催される予定で，６月 19 日には「開

催まであと 500 日」となりました。今回の出品者

の皆さんは，同大会での上位入賞を目指して牛群

の改良に取り組んでいます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月２日 

大崎管内３カ所で「だて正夢」「金のいぶ

き」現地検討会を開催 

令和元年６月 27 日に大崎市岩出山でＪＡいわ

でやま主催「令和元年度『だて正夢』『金のいぶ

き』現地検討会」が行われました。  

検討会には生産者や関係機関など 20 名が参加

し，大崎農業改良普及センターより「ひとめぼれ」

と比較した品種特性や追肥の重要性について説

明しました。昨年も現地検討会を行ったほ場の生

産者からは，「検討会での指導に従って追肥を行

ったところ，期待以上の収量だった。」との意見

がありました。  

大崎農業改良普及センター管内は，「だて正夢」

では県内作付面積の約 20％，「金のいぶき」は同

じく約 15％を占めており，さらなる生産拡大と

品質向上が期待されています。  

７月 11 日にはＪＡ加美よつば，７月 17 日には

ＪＡ古川の生産者を対象とした検討会を引き続

き開催することにより，生産技術の向上を図りま

す。  
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大河原農業改良普及センター 

令和元年７月４日 

新しい生産技術で，いちごの産出額アッ

プ！！ 

 当普及センターでは，ＪＡみやぎ仙南蔵王地区

いちご部会（会員 13 名）を対象に，プロジェク

ト課題として販売額 1 億円（令和３年産）を目標

に｢新しい生産技術の導入によるいちごの産出額

向上｣に取組んでいます。  

 蔵王地区のいちご栽培は，従来からのパイプハ

ウスによる土耕栽培が中心で高齢化が進んでい

るため，高額な施設整備への投資は難しい状況で

す。そのため，家庭用ファンヒーターを活用して

ハウス内二酸化炭素濃度を調整し，光合成を促進

させたり，白マルチによる採光改善で生産量向上

を目指しました。  

 令和元年６月 18 日に蔵王地区いちご部会総会

が開催され，ＪＡみやぎ仙南から平成 31 年産い

ちご出荷販売実績について報告があり，収量は対

前年比 124％，販売額は同 128%と県全体の実績

（収量 100％，販売額 105％）を大きく上回る結

果となりました。  

 今後は，省力化・軽労化技術の導入についても

支援を行っていきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月４日 

アスパラガスの導入・定着へ向けた栽培管

理勉強会を開催しました 

 令和元年６月 11 日にアスパラガス生産者のほ

場を会場に，アスパラガス栽培管理勉強会を開催

しました。当日はアスパラガス生産者７名，いし

のまき農業協同組合，普及センター計 11 名の参

加がありました。  

 この勉強会は，みやぎ食と農の県民条例推進圏

域重点プロジェクトとして石巻圏域において取

り組む「高収益品目（アスパラガス）の導入・定

着による東部地域農業の活性化」の事業として実

施しました。  

 本プロジェクトで植付したアスパラガスは，従

来の作型と比較して低コスト・省力化が期待でき，

定植翌年に収穫できる「アスパラガス採りっきり

栽培」という新しい作型です。この「採りっきり

栽培」は明治大学とパイオニアエコサイエンス株

式会社で共同開発された栽培方法であり，勉強会

では「採りっきり栽培」の共同開発者であるパイ

オニアエコサイエンス株式会社の松永さんより

アスパラガスの生育状況や今後の管理（病害虫，

ネット設置等）について説明があり，さらに，普

及センターからは病害虫防除について説明を行

いました。  

 参加者の中には，はじめてアスパラガスを栽培

する方もおり，多くの質問も出され充実した勉強

会となりました。  

普及センターでは，定期的に勉強会を開催し，

アスパラガスの導入・定着に向けた活動に取り組

んでいきます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月９日 

ＪＡ仙台で多収品種「ゆみあずさ」の現地

検討会が開催されました 

 令和元年６月 25 日にＪＡ仙台主催の「ゆみあ

ずさ」現地検討会が開催されました。「ゆみあず

さ」は，５年ほど前から県内で作付けされている

多収品種で，中食・外食の需要拡大に応じて作付

が拡大しています。ＪＡ仙台管内は県内で最も

「ゆみあずさ」が作付けされている地域で，約

100ha 作付されています。今年度は，ＪＡ仙台の

営農指導員によって生育調査が実施されており

ます。  

現地検討会には，六郷・七郷地区の生産者を中

心に約 30 名が参加しました。普及センターから

ＪＡ仙台が実施した「ゆみあずさ」の生育調査結

果について説明し，全農みやぎの指導員からは

「ゆみあずさ」の栽培管理について説明されまし

た。参加者からは，基肥窒素量や追肥についての

質問が多くあがり，多収品種における肥培管理へ

の関心の高さがうかがえました。    

目標の反収 720kg を達成するためには，基肥と

追肥の総窒素量で 10kg 程度施用することや，一

発型肥料を使用していても必要に応じて適正な

追肥を実施することが推奨されました。    

普及センターでは，「ゆみあずさ」における目

標収量確保に向け追肥判断を支援していきます。 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月９日 

大崎市鳴子温泉地域でそば排水対策現地

検討会を開催 

令和元年７月５日に大崎市鳴子温泉地域で大

崎農業改良普及センターの主催により「そば排水

対策現地検討会」を開催しました。   

検討会には生産者や関係機関など 11 名が参加
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し，古川農業試験場滝澤総括研究員より高速畝立

播種機について説明いただいた後，当所より現地

実証試験の概要を紹介しました。    

実証試験ほのほ場主である（株）スマイルフィ

ールドの中鉢代表取締役から「そばは初期の湿害

による出芽不良が低収要因。畝立てによる湿害軽

減技術は有用で，秋作では実施面積を増やしたい」

と好評をいただきました。   

当所では収量調査や秋作での実証を継続し，今

後も鳴子温泉地域のそば生産振興を支援してい

きます。  

 

 

美里農業改良普及センター 

令和元年７月 11 日 

高校生も参加，「ＪＡみどりの畜産共進会

（繁殖牛の部）」が開催されました 

６月 24 日（月）に，みやぎ総合家畜市場（美

里町北浦）において，みどりの農業協同組合とし

て開催するのは最後となる「ＪＡみどりの畜産共

進会（繁殖牛の部）」が開催されました。（出品頭

数 35 頭）  

管内畜産農家の生産意欲の高揚や飼養管理技

術の向上を図り，畜産を元気にしていこうと開催

されているものです。  

青年，女性やベテラン農業者のほか，小牛田農

林高等学校の学生も参加し，それぞれが育てた牛

を目の前にして切磋琢磨する研鑽の場になって

います。  

上位入賞牛は，９月に行われる宮城県総合畜産

共進会に出品される予定で，皆が楽しみにしてい

ます。  

 
 

 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年７月 18 日 

「水稲直播栽培」先進地視察を開催しまし

た 

 亘理農業改良普及センター管内では，今年度か

ら「直播栽培勉強会」（以下「勉強会」）を立ち上

げ，定期的に栽培管理に関する情報交換を行って

います。  

令和元年７月４日，「勉強会」の活動の一環と

して，石巻市・東松島市で直播栽培先進地視察を

行いました。石巻地域では， 660ha（H30）で直

播栽培面積に取り組まれ，その９割を乾田直播栽

培が占めており，年々取組が増加しています。  

視察では，石巻市・東松島市の２法人を訪問し，

栽培管理状況や現地ほ場での生育状況を確認し

ながら，ほ場準備や種子予措，鎮圧作業のコツや

除草剤散布のタイミング等，栽培管理の様々なポ

イントについて伺うことができました。参加者か

らは具体的な質問が多く出され，活発な意見交換

をすることができ，今後の管理の参考になる有意

義な視察となりました。  

普及センターでは，今後も「勉強会」を定期的

に開催し，直播栽培等の技術向上に向けた支援を

行っていきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年７月 18 日 

登米地域「だて正夢」栽培塾を開催 

 令和元年７月９日に宮城県米づくり推進登米

地方本部主催の「登米地域だて正夢栽培塾」を開

催しました。県登米合同庁舎で普及センターから

「だて正夢の生育状況と今後の栽培管理につい

て」，減数分裂期追肥や低温時の水管理の重要性

を説明しました。  

 次に，登米市迫町のだて正夢普及展示ほに移動

し，幼穂の確認と草丈，茎数，葉色から倒伏診断

指標を用いた追肥判断を行いました。  

   だて正夢は，もちもち感と甘みがある良食味米

で，平成 28 年に県の水稲奨励品種に採用され，

本年度が本格デビュー２年目となります。  

   登米地域のだて正夢作付面積は約 100ha で，

100 名の生産者が栽培しています。新規の生産者

が増えたことから，品種特性や栽培のポイントな

ど，良食味・高品質米生産に向けた支援を継続し

てまいります。  
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大河原農業改良普及センター 

令和元年７月 18 日 

令和元年産「だて正夢」現地検討会が開催

されました 

 みやぎ米ブランド戦略の取組として推進して

いる「だて正夢」については，今年産は県内で約

600ha，うち大河原管内では約 125ha 作付けされ

ています。  

  現在の生育状況は，幼穂形成期から減数分裂

期となっており，整粒歩合の向上など高品質に仕

上げるために必要な「追肥」を実施する時期に入

っていることから，去る７月 16 日に，高品質・

収量安定化に向けた地域栽培塾として「だて正夢」

現地検討会を角田市と蔵王町の 2 会場で開催しま

した。  

  ｢だて正夢」の作付地は県内の山間高冷を除く

地域となっており，管内では南部平坦，西部丘陵

で作付が行われています。  

現地検討では資料に基づく指導の他，草丈や葉

色，幼穂長を確認し追肥可否の判断や出穂期の予

想を行いました。また，今年は低温・日照不足の

傾向が続いており，いもち病の発生も懸念される

ことから，低温対策や病害虫防除の徹底について

も説明しました。  

当日は若干霧雨もありましたが，参加者は熱心

に受講し，積極的に自分のほ場の生育状況に基づ

き質問していました。  

  秋には消費者の皆様に仙南のおいしい「だて正

夢」をお届けします。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月 22 日 

民間専門家による農業法人の経営安定化

支援が始まりました 

 県では，県内の農業法人が抱える経営課題等に，

民間専門家と経営者が協働して早期解決を図り，

「儲かる農業経営体」を育成することを目的に

「農業法人経営安定化ハンズオン支援業務（以下

「ハンズオン支援」）」を実施しており，毎年モデ

ル法人を選定して重点的に支援しています。  

 今年度のモデル法人の１つである東松島市矢

本の株式会社めぐいーとでは，事前の専門家から

のヒアリングに基づき，この事業で解決に取り組

む課題として「品目別会計の導入」「社内情報共

有のための会議体の設置」「自社ブランド米・加

工品の販売促進」の３つを設定しました。  

 ７月３日には専門家訪問による本格的な指導

が開始し，品目別会計の実践に向けて，過去の決

算期における費用や収益の品目への振り分けを

行いました。この日は同社の役員のみならずトマ

ト部門の若手社員も同席し，社を挙げて経営改善

と社員の育成に取り組んでいます。普及センター

からは，若手社員に対して感想や現場で感じてい

る課題などについて発言を促し，専門家が今後ス

ムーズに指導するにあたっての参考情報として

いただきました。  

 普及センターでは引き続き，ハンズオン支援な

ど外部専門家と協働し，農業者の支援を行ってま

いります。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和元年７月 22 日 

平成 31 年産いちご出荷反省会が開催され

ました 

 令和元年７月４日ＪＡみやぎ亘理いちご部会

員と関係機関を含め 98 名の参加による出荷反省

会が仙台市秋保で開催され，平成 31 年産いちご

の生産，販売並びに次年度対策についての検討を

行いました。  

平成 31 年産の販売金額は 30 億円を超え，震災

前の販売金額対比 90％まで回復することができ

ました。ハウス内をいちごの生産に最適な環境に

することや，天敵を利用したＩＰＭ防除技術に取

り組んだ結果，昨年より更に単収が伸びています。

加えて関係機関の販売努力もあり，高単価で推移

したことも本年の結果に貢献していることを確

認しました。  

また，次年産に向けて農業・園芸総合研究所か

ら，収量性の高い新品種「にこにこベリー」の栽

培技術紹介と，普及センターから中休み対策，Ｉ

ＰＭ防除等の提案が行われ，令和２年産に向けて

関係者一丸となり，生産から販売まで取り組むこ

とを誓う反省会となりました。  
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大崎農業改良普及センター 

令和元年７月 25 日 

大崎の米『ささ結』栽培現地検討会でＧＡ

Ｐを説明 

 令和元年７月 17 日に大崎市古川地域富永地区

で生産者や関係機関など約 50 名が参加し，大崎

の米『ささ結』ブランドコンソーシアム主催のさ

さ結栽培現地検討会が行われ，大崎農業改良普及

センターより「水稲の生育状況」と「ＧＡＰ」の

経営改善への効果等について説明しました。  

  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５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や首都

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，今年作から『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，今年度過去最高の 130ha

となり，全てが『ささ結』となるように，今後も，

様々な研修会等でＧＡＰの取り組みを推進し，食

品の安全，環境保全，経営改善等の実現を図りま

す。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年７月 26 日 

令和元年度「だて正夢」栗原地域栽培塾開

催 

 令和元年７月 11 日，ＪＡ新みやぎ築館支店大

会議室と現地ほ場を会場に「令和元年度『だて正

夢』栗原地域栽培塾」（主催：宮城県米づくり栗

原地方推進本部）を開催しました。     

これは，みやぎ米ブランド化戦略で掲げる水稲

新品種「だて正夢」の高品質・安定生産を目的に，

今後の肥培管理の要点について普及指導員が講

師となり指導・講習を行ったものです。     

当日は，栗原市内の登録生産者を中心に約 20

名が参加し，まだまだ未知数な部分の多い新品種

であることから，参加者一同は，よりよい「だて

正夢」が生産・出荷できるよう，今後の管理に万

全を尽くすべく，気を引き締めていました。  

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和元年７月 26 日 

亘理地域「だて正夢」地域栽培塾を開催し

ました 

 水稲新品種の「だて正夢」は，もちもち感と甘

みがあり，冷めても美味しく頂ける良食味米で，

H30 年度本格デビューしました。今年度，亘理農

業改良普及センター管内で約 45ha 作付けされて

います。  

 令和元年７月 18 日に，亘理地域において「だ

て正夢地域栽培塾」を開催しました。  

 初めは座学で「だて正夢」の生育状況と，高品

質に仕上げるために必要な「追肥」や低温時の水

管理の重要性，病害虫防除の徹底について説明し

ました。  

 このあと「だて正夢」栽培ほ場に会場を移し，

幼穂の長さや草丈，茎数，葉色をみて，追肥がで

きるかどうか判断する手法について説明しまし

た。天候不順が続く中でもあり，参加者は熱心に

受講し，積極的に質問していました。  

 普及センターでは，今後も「だて正夢」の品種

特性や栽培のポイント等の情報を発信し，良食

味・高品質米生産に向けた支援を行ってまいりま

す。  
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気仙沼農業改良普及センター 

令和元年７月 30 日 

８月の本格出荷に先立ち，輪ぎくの出荷目

揃え会を開催しました 

 ＪＡ新みやぎの南三陸花卉生産協議会では，８

月のお盆向け出荷を前に，（株）仙花の担当者を

講師に迎え，輪ぎくの出荷目揃え会を７月 22 日

（月）に開催しました。  

目揃え会では，会員 14 人が参加し，輪ぎくの

適正な出荷切り前について確認したほか，出荷規

格の選別基準について再確認し，高品質な南三陸

産の輪ぎくを消費者へ届けられるよう意識統一

を図りました。また，普及センターからは採花ま

での病害虫防除のポイントについて説明し，防除

徹底を呼びかけました。  

目揃え会終了後，会員のほ場を巡回して生育状

況を確認しました。今年は，施設栽培・露地栽培

ともに高温による生育・開花遅延等の影響もなく

順調に蕾が発達している様子で，今後の出荷に期

待が持たれました。  

また，最近のトピックスとして露地電照を導入

した小ぎく栽培ほ場を視察し，露地電照の効果を

確認するとともに確実に需要期に開花を合わせ

る栽培をすることの重要性について再確認しま

した。新たな技術の導入にも意欲的な様子が伺え，

有意義な現地巡回となりました。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年７月 30 日 

省力・スマート農業セミナーを開催しまし

た 

 ７月 11 日に大河原農業改良普及センター主催

「省力・スマート農業セミナー」を開催しました。

このセミナーでは，比較的安価に手に入る最先端

技術をテーマとして，秋田県が開発した軽量のア

シストスーツ，農業技術革新工学研究センターが

開発した高機動畦畔草刈機について研修と実演

を行いました。  

参加者はアシストスーツを装着して肥料袋を

持ち上げたり，リモコンで草刈機を操縦する体験

を通して未来の農業の姿を実感しているようで

した。また，宮城県におけるスマート農業の推進

方向や「スマート農業先進県みやぎ」プロジェク

トの説明もあり，近未来の農業の姿を考える機会

となりました。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成

支援  

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月８日 

加工に取り組む女性農業者向けに第１回

食品表示研修会を開催しました 

 来年４月１日に完全施行を迎える食品表示法

に対応するため，管内の直売所に農産物加工品を

出荷している女性農業者等を対象に，７月１日に

第１回食品表示研修会を開催しました。  

 当日は，農業者や関係機関の担当者など 32 名

が研修会に参加し，石巻保健所職員を講師に，食

品加工における基本的な衛生管理や一括表示，栄

養成分表示や虚偽誇大広告について学びました。

普及センター及びＪＡいしのまきからは，今後，

必要になると見込まれる具体的な作業内容やス

ケジュールについて確認を行いました。   

 研修会は盛況に終わり，参加者からは，「栄養

成分表示の省略について整理できた」，「次回の研

修会にもぜひ参加したい」との声が寄せられるな

ど，有意義な研修会となりました。  

 今後は，８月８日に第２回食品表示研修会の開
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催を予定しており，一括表示の作成実習を行いま

す。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和元年７月８日 

（農）下名生ファームがパドロン生産の先

進地視察を行いました 

柴田町の農事組合法人下名生ファームは，土地

利用型＋農産加工に取り組む法人です。    

 本年度より，新たな品目としてスペイン原産の

パドロン（スペインのししとう）の試験栽培 200

本に，５人の構成員が取り組んでいます。  

 初めて栽培に取組むにあたり，追肥や防除など

の栽培方法，収穫するタイミングなど分からない

点が多いため，パドロン生産の先進地である岩手

県遠野市の農家民宿「大森家」に視察を行いまし

た。  

 当日は下名生ファームの役員・従業員併せて 15

人，柴田町役場担当者及び普及センター担当者が

参加し，播種時期，栽培方法，収穫時期及び加工

や調理方法について貴重な情報を得ることがで

きました。  

 視察で得られた情報を生かしながら，パドロン

を栽培・収穫し，その一部を農産加工品に活用す

る予定です。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年７月 16 日 

くりはら物産市で栗原産ズッキーニをＰ

Ｒしました 

令和元年７月９日（火），県庁１階ロビーで開催

された「くりはら物産市」にＪＡ新みやぎ栗っこ

ズッキーニ部会が出展し，ズッキーニの展示即売

を行いました。  

ズッキーニの販売と併せ，食べ方や産地の紹介

を行いながら栗原産ズッキーニをＰＲしました。

購入者からは，色つやのある外観が好評で，準備

したズッキーニを完売しました。  

また，当日はズッキーニ生産者，ＪＡ職員と宮

城県農政部長を訪問して販売額１億円を目指す

栗原市のズッキーニ生産拡大への地域の取組に

ついて紹介し，激励をいただきました。  

普及センターでは，ズッキーニ産地の拡大に向

け，生産者や関係機関と連携するとともに，産地

ＰＲによる消費拡大を図っていきます。  

 
 

 

安全安心な農畜産物の生産に取り組む経営

体の支援  

大河原農業改良普及センター 

令和元年７月１日 

直売所向け野菜講習会を開催しました。 

去る令和元年６月 20 日，丸森町大内地区の農

産物直売所「いきいき交流センター大内」で直売

所向け野菜講習会が開催されました。  

普及センターでは，大内地区の３つの集落営農

法人，農産物直売所，町と連携した普及活動を行

っており，農産物直売所では現在，少量多品目の

野菜生産やババロアなどのスイーツづくりとい

った魅力的な店舗づくりに努めています。  

 研修会では普及センターから，売り場が華やか

になるようなカラフルな野菜，直売向きの珍しい

野菜などの紹介，少量多品目生産のための栽培方

法や売り方の工夫など，生産者が取組みやすい野

菜の生産や品揃えなどについて講習を行いまし

た。  

 講習会では，野菜生産に向けた機運が盛り上が

り，それを受けて集落営農法人が，新たな野菜の

生産を始めることとなりました。  

普及センターでは，今後とも，秋の収穫に向け

て品質の良い野菜生産を支援していきます。  
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登米農業改良普及センター 

令和元年７月１日 

水稲直播栽培の現地検討会開催 

６月 24 日，ＪＡみやぎ登米なかだ転作集団部

会の現地検討会が開催され，生産者と関係機関合

わせ 25 名が参加しました。毎年，麦・大豆等の

生産技術向上を目的に開催していますが，本年度

は，水稲直播栽培をテーマに開催されました。  

登米市の水稲直播面積は約 400ha で，うち約５

割が乾田直播となっており，生産組織等の規模拡

大に伴い，省力・低コストのため年々増加してい

ます。  

現地検討会では，５か所のほ場を巡回しながら

栽培管理や生育状況を確認しました。10 年以上

の栽培経験のあるベテラン生産者からは，苗立ち

を確保するための鎮圧作業の重要性や除草剤散

布のタイミング等について経験談を交えながら

貴重な話があり，参加者間の活発な意見交換がな

されました。  

普及センターでは，今後も水稲直播の安定生産

に向け支援してまいります。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和元年７月３日 

「栗っこズッキーニ」がテレビで紹介され

ました 

令和元年７月１日（月）に，栗原市築館の JA

栗っこズッキーニ部会佐藤部会長宅から，生中継

で「栗っこズッキーニ」の紹介が行われました。 

ミヤギテレビ「OH!バンデス」の中で，栗原市

が県内で一番のズッキーニ産地であることや，旬

を迎えた「栗っこズッキーニ」を使ったお料理の

紹介が行われたものです。  

佐藤部会長のズッキーニ畑での収穫作業や，部

会員が考案した「ズッキーニ肉巻きカツ」カゴメ

株式会社が考案したトマトソースを使った「夏野

菜ラタトゥイユ」など，これからの時期にお薦め

のお料理が紹介されました。また，普及センター

からは，７月３日（水）から始まる「くりはらズ

ッキーニウィーク」も紹介し，視聴者の方々にイ

ベントのお知らせを行いました。  

「栗っこズッキーニ」はこれから出荷のピーク

を迎え，仙台市場を中心に京浜市場など各地に出

荷されます。  

 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月９日 

令和元年度石巻地域肉用牛共進会が開催

されました！ 

石巻管内の市，ＪＡ，畜産関係団体で構成する

石巻地域畜産振興協議会主催による｢令和元年度

石巻地域肉用牛共進会｣が，７月２日に美里町の

｢みやぎ総合家畜市場｣で開催されました。  

東日本大震災後は石巻管内での開催場所の確

保が難しいため，昨年に続き管外での開催となり

ましたが，会場が遠距離にもかかわらず３部門 16

頭の肉用繁殖牛が出品され，約 100 名の方々に来

場いただきました。  

出品された繁殖牛は，発育良好で，体も大きい

ものが多く，昨年よりも出品頭数が少なくなった

にもかかわらず，ハイレベルな審査となりました。

これはひとえに，石巻地域の生産者の方々が関係

機関と連携し，日頃積み上げてきた改良・飼養管

理の成果であると思います。   

本共進会で最も優れた繁殖雌牛に贈呈される

名誉賞には東松島市の村上孝允氏が出品された

「ゆみ」号が選ばれました。発育や体の大きさ，

肢蹄や背の強さ，品位等に優れた繁殖雌牛で，今

後地域の和牛改良に貢献していくことが期待さ

れます。  

本共進会の上位入賞牛は，石巻地域の代表とし

て｢宮城県総合畜産共進会｣（９月 13 日・14 日）

への出品を予定しており，上位入賞を目指して飼

養者の一層の研鑽が期待されます。  
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次期開催の平成 34 年｢全国和牛能力共進会鹿

児島大会｣への出品に向けた石巻地区のウシづく

り，ヒトづくりが着々と進められています。今後

の活躍にご注目ください！  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和元年７月 10 日 

今が旬！2019 大崎市鹿島台デリシャスト

マトまつりが開催されました 

 ６月２日（日）に大崎市鹿島台でデリシャスト

マトまつりが開催されました。  

 デリシャストマトは鹿島台地区で栽培されて

おり，通常のトマトより糖度が高く，栽培管理に

高い技術が必要です。当日は，デリシャストマト

部会員の方々が栽培したデリシャストマトや加

工品の販売，農家もぎ取り体験などが催されまし

た。普及センターではトマト栽培教室を担当し，

来場者の方へトマト栽培のコツなどを講義しま

した。聴講した方からは，かん水や施肥の方法，

病害虫防除等の質問が挙がり，トマト栽培への意

欲が感じられました。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和元年７月 11 日 

 (有)グリーンウェーブ南郷で社内研修会

を開催しました！ 

 （有）グリーンウェーブ南郷は，平成 31 年２

月８日にミズナで第三者認証ＪＧＡＰを取得し

ました。ＧＡＰ取得をきっかけに，生産工程や社

内環境等の点検と評価を繰り返し行い，経営改善

を図っています。  

  普及センターではＧＡＰ取得後の運用管理や

ランクアップに向けた取組を支援しています。令

和元年６月 20 日（木）には，特定社会保険労務

士を講師に迎えて「働きやすい職場づくり～職場

のコミュニケーション」と題した社内研修会を開

催しました。研修会では，普段の自分の言動を自

己点検するとともに，職場で良い人間関係となる

言葉づかいや相手の気持ちを尊重した声がけの

ポイントを学びました。従業員からは「あいさつ

や声がけの大切さに改めて気づかされた」「専門

家から学ぶ機会は貴重なので，今後もこのような

機会をつくって欲しい」などの意見がありました。 

 普及センターでは，今後も法人の課題解決や経

営改善に向けた取組を継続支援していきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年７月 19 日 

第 13 回登米市畜産共進会が開催されまし

た！ 

 令和元年７月 11 日に第 13 回登米市畜産共進会

が，ＪＡみやぎ登米南方農畜産物集出荷場で開催

されました。登米市は肉用牛の生産が盛んな地域

で，これまで宮城県総合畜産共進会において，多

くの優れた牛が上位入賞を果たしており，この共

進会も宮城県総合畜産共進会に向けた重要な前

哨戦となります。  

今回の共進会では，肉用牛若雌１区から父系群

までの５区に延べ 61 頭が出品され，日頃の改良

と飼養管理の成果を競い合いました。出品牛は，

発育・体積に加え，均称にも優れており，甲乙つ

け難く，生産農家の日頃の努力が伺えました。  

今回入賞した出品牛は，今後も日々の管理や集

合調教指導会を通して仕上げられ，９月 13，14

日に開催される宮城県総合家畜共進会に臨むこ

とになります  
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大河原農業改良普及センター 

令和元年７月 19 日 

柿栽培講習会が開催されました 

 令和元年７月８日（月），丸森町耕野の柿園地

において，宮城県ころ柿出荷協同組合の柿栽培講

習会が開催され，当日は理事長ほか 14 人の生産

者が参加しました。  

ころ柿組合は，白石市，角田市，蔵王町及び丸

森町の農家が，地域で栽培された渋柿（蜂屋柿）

を干し柿（ころ柿）や渋抜き柿（たる柿）に加工

して協同で出荷，その原料となる柿の品質向上と

安定生産に取り組んでいます。  

今回の講習会では，普及センター担当者が，病

害虫防除，摘果，新梢管理について，指導を行っ

た他，２か所の園地で現地検討を行い，炭そ病の

新梢病斑やカキノヘタムシガによる落果が確認

された際には，病害虫防除を徹底するよう助言を

行いました。  

柿が順調に生育すれば，11 月に収穫加工され，

干し柿は 12 月から３月頃まで，渋抜き柿は 12 月

に市場出荷されるほか，直販やゆうパックでも販

売されますので，ぜひ御賞味ください。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月 23 日 

低温・日照不足に伴う石巻地方米づくり推

進本部会議を開催しました 

 「日照不足と低温に関する宮城県気象情報第１

号」が７月８日に仙台管区気象台から発表され，

今後２週間程度，低温・日照不足の状態が続くと

の見込みが示されました。  

 石巻管内の水稲は今後，最も低温に弱い減数分

裂期を迎えることから，低温・日照不足時におけ

る栽培管理の留意点や今後の対応等について関

係機関で意識統一を図るため，７月 12 日に，石

巻市，東松島市，ＪＡいしのまき，農業共済組合，

菅内各土地改良区，石巻農業改良普及センターを

構成員とする石巻地方米づくり推進本部会議を

緊急に開催しました。  

 会議では，普及センターから低温少照で経過し

ている気象や水稲の生育状況を説明し，低温時の

深水管理の徹底や，生産者に対する広報活動の実

施，深水管理を可能とする用水の確保など，各構

成団体の連携と実施内容の確認を行いました。  

 普及センターでは，引き続き生育状況や気象経

過に応じた適正な栽培管理など，関係機関と連携

して支援を行ってまいります。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年７月 23 日 

「低温と日照不足に関する対策会議」を開

催 

 ６月下旬以降の低温と日照不足に対する農作

物の技術対策を検討するため，令和元年７月 17

日に低温と日照不足に関する対策会議（主催：宮

城県米づくり推進登米地方本部，登米市農作物異

常気象連絡会議）が登米合同庁舎で開催され，登

米市やＪＡ，土地改良区などの関係機関約 40 人

が出席しました。  

 はじめに，気象の経過と今後の見通し，水稲の

生育状況，いもち病等の発生状況，農業用水の確

保状況，過去の冷害年等の事例などについて，宮

城県米づくり推進登米地方本部から説明しまし

た。  

 水稲が最も低温に弱い減数分裂期を迎えてお

り，いもち病等の病害防除や低温時の深水管理，

大豆や野菜，花き等の明きょ等による排水対策な

ど関係機関と連携して指導することとし，引き続

き，登米市の防災無線や登米コミュニティエフエ

ムでの広報を行うなど，今後も農作物の安定生産

を支援してまいります。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 26 日 

ＪＡ新みやぎあさひなぶどう部会  ぶど

う栽培講習会が開催されました 

 令和元年 7 月 11 日に，大和町内のぶどうハウ

スを会場として，ＪＡ新みやぎあさひなぶどう部

会の栽培講習会が開催され，部会員 17 名が参加

しました。  

 当普及センターから，部会内で栽培の多い「藤

稔」と「シャインマスカット」を例に，摘粒と袋
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かけ作業について実演を交えて指導しました。本

部会は平成 28 年に設立され，今年度はさらに着

果量が増えてきたことから，講習会では効率的に

高品質なぶどうをつくるための果房管理のポイ

ントを中心に説明しました。  

 参加者の間では自園地の状況や管理技術に対

する意見等情報交換があり，より理解が深まった

様子でした。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 30 日 

ＪＡ新みやぎあさひな営農本部りんご部

会現地検討会が開催されました 

 ＪＡ新みやぎあさひな営農本部りんご部会（以

下，りんご部会とする）は，黒川郡３町村と富谷

市あわせて約６ha の栽培面積があります。りん

ご部会では，普及センター職員を講師に年３回の

講習会を計画しており，今年１回目の講習会が７

月９日に開催され，７名の参加がありました。   

当日はりんご部会員３名のほ場を巡回しながら ,

各々の栽培管理状況や病害虫の発生状況の確認

を行いました。また，普及センターから，りんご

部会と共同で実施している，ハダニ類のＩＰＭ体

系の実証試験の進捗状況について報告し ,参加者

にＩＰＭ技術の理解を深めてもらいました。   

これまでのところ，結実量と果実肥大は良好とな

っていますが，梅雨に入り ,低温・低日照の天候が

続いていることから，適正な着果管理と枝つりや

支柱入れを早めに行い ,樹の内部まで日が通るよ

うな環境を整えるよう指導をしました。    

次回は，「ふじ」の品質向上のため，着色管理

に関する指導を行う予定です。  

 
 

 

 

 

 

環境と調和した農業生産に取り組む経営体

の支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年７月１日 

小学生が「田んぼの生き物観察会」で地元

の豊かな生態系を学びました  

 令和元年６月 26 日に，南三陸町入谷地区にお

いて「田んぼの生き物観察会」が開催されました。

この観察会は，入谷地区の新童子下集落協定と南

三陸米地産地消推進協議会が共催し，地元の田ん

ぼの多様な生き物や稲作について知ってもらお

うと南三陸町立入谷小学校の３年生を対象に毎

年開催されているもので，今年で 13 回目を迎え

ました。今年は児童８人が参加し，「ナマズのが

っこう」事務局長の三塚牧夫氏，「むかい＊いき

もの研究所」の向井康夫氏を講師に，かご網での

ドジョウ採集や虫取り網を使った水生昆虫の採

集を行い，採集した昆虫の特徴や見分け方につい

て学びました。入谷地区の田んぼには，アメリカ

ザリガニやウシガエルがいないため，アカハライ

モリやクロゲンゴロウなどの希少な生き物もた

くさん見つけることができ，児童らは目を輝かせ

ながら熱心に観察していました。豊かな生態系を

目の当たりにし，「たくさんの生き物が見られて

とても楽しかった」「この生き物たちは入谷のシ

ンボル。大切にしていきたい。」などの声が聞か

れ，有意義な体験ができたようでした。観察会終

了後には，ＪＡ南三陸産のひとめぼれ「南三陸米」

を使用したおにぎりをみんなで試食し，地元のお

米についての理解も深めました等で彩られる美

しい景観をお楽しみください。  

 
 

 

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  

亘理農業改良普及センター 

令和元年７月１日 

「人材育成に貢献！」～亘理名取地区農業

士会総会を開催！ 

令和元年６月 21 日，亘理名取地区農業士会総

会が会員 12 名参加のもと開催されました。  

平成 30 年度事業報告では２年ぶりに農業士会

単独の研修会を開催した旨の報告があり，新年度

事業では農業士の現場訪問や園芸振興に関する

意見交換など，様々なアイデアから今後企画を調
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整していくことになりました。  

あわせて，役員改選があり，前会長から新会長

へバトンが渡されました。刷新された執行部体制

で農業士会に新しい風の吹くことが期待されま

す。  

また，平成 30 年度末をもって退任された青年

農業士の長年の功労を称え，地区農業士会から記

念品を贈呈しました。本人は退任の挨拶で，「力

足らずで」と謙遜していましたが，農業大学校の

学生を多数回受け入れるなど，後継者育成に大き

く貢献されました。  

時の移り変わりとともに，農業士の顔ぶれも入

れ替わりますが，地域農業の発展と後継者の育成

を図るため，農業士のみなさんのたゆみない活動

は続きます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年７月１日 

清流「蔵の華」廿一会の栽培現地検討会が

開催されました 

令和元年６月 25 日に，清流「蔵の華」廿一会

の現地検討会が開催されました。清流「蔵の華」

廿一会では，気仙沼市新月地区において酒米品種

「蔵の華」の生産に取り組んでおり，気仙沼市内

の２つの蔵元に全量出荷しています。  この日

の現地検討会では，会員全員のほ場を巡回し，稲

の生育状況を確認しました。稲の生育は順調であ

り，多くのほ場ではまもなく中干しの時期を迎え

ます。   

出席した会員からは，「今年も品質の良い酒米

がたくさんとれるよう，管理をしっかりしていき

たい」との声が聞かれました。 

 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月２日 

大崎４Ｈクラブが視察研修を実施しまし

た 

令和元年６月 27 日に大崎４Ｈクラブが自主事

業の一環として視察研修を実施し，クラブ員７名

が参加しました。 

始めに，宮城県農業・園芸総合研究所で環境制

御技術や緩効性肥料試験を視察した後，仙台市秋

保のくまっこ農園で有機農業による多品目栽培

の技術理論や販売戦略について学習しました。 

クラブ員は簡易な環境制御技術が身近になっ

ている現状やドローンによる生育モニタリング

技術に興味津々でした。また，くまっこ農園の渡

辺重貴氏による農業へかける熱意や多品目野菜

を無防除で栽培する技術理論，会費制による販売

方法の話は大きな刺激になりました。渡辺氏から

はいつでも遊びに来ていいとの言葉もいただき，

新しいつながりもできた研修会となりました。 

 
 

登米農業改良普及センター 

令和元年７月３日 

女性農業者グループ員研修会を開催しま

した 

６月 21 日（金）に，登米地区農村生活研究グ

ループ連絡協議会及びアグリレディーズネット

とめ主催の女性農業者グループ員研修会が開催

され，両グループから 22名の参加がありました。 

今回の研修会は，グループ員である登米市豊里

の土井まきのさんを訪問し，家族経営協定を締結

に至るまでの経過や締結後の状況，また，稲作か

らの露地野菜に切り替えた経過などについてお

話を頂いたほか，現地圃場の視察も行いました。

参加者からは家族経営協定の内容についての質

問や締結者同士の意見交換などもあり興味深く

聞きいっていました。 

また，午後からは，石巻市桃生でガーベラを生

産している西條由美恵さんを講師に迎え，フラワ

ーアレンジの製作体験を行いました。西條さんか

らは小中学生や親子体験教室等の花育教室での

様々なエピソードを伺いながら，皆思い思いの感

性で独自の作品を製作していました。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年７月 10 日 

牛のコンテスト「栗原市畜産共進会」開

催！ 

 令和元年７月６日（土）に，栗原市農業振興協

議会主催により栗原市下宮野のＪＡ新みやぎ栗

っこ畜産センターにおいて「第 14 回栗原市畜産

共進会」が開催されました。同共進会は出品され

る肉用牛と乳用牛が，理想体型にどれだけ近いか

や資質・品位の良さを競うもので，市内から畜産

農家が手塩にかけて育てている肉用牛 35 頭，乳

用牛 21 頭の計 56 頭が出品され，上位入賞牛が９

月にみやぎ総合家畜市場で開催される宮城県総

合畜産共進会に出場します。  

 また，共進会には肉用牛の部に農業次世代人材

投資事業（事業主体・栗原市）で新規就農の支援

を受けている若手畜産農家４人が出品し，１人が

見事，優秀賞２席に入賞を果たしました。残る３

人も，来年こそはと牛飼いへの覚悟を新たにする

など若手の息吹を感じさせる共進会となりまし

た。   

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月 16 日 

新規導入高収益作物の検討会を開催しま

した 

加美町の東鹿原（ひがしかのはら）地区は薬莱

山の南東部の中山間地帯に位置し，稲作を中心と

した農業が行われています。現在，平成 19 年に

設立された東鹿原集落営農組合を中心とした営

農が行われていますが，今後の地域営農の活性化

のためには高収益が見込める作物の栽培が必要

と考えられるため，組合員とＪＡ，土地改良区，

普及センターなどの関係機関で新たに共同で取

り組む高収益作物の栽培について話し合いを重

ね，昨年度は春たまねぎと秋作にだいこんの試験

栽培を行い，地域の標準以上の収量，品質となり

ました。 

今年度も春作には春たまねぎの試験栽培を行

うこととし，４月９日に定植を行っています。  

定植 80 日後の６月 28 日に春たまねぎの中間検討

と今後の秋作に向けての導入品目の検討を行い

ました。   

はじめに春たまねぎのほ場において現在の生

育状況や病害虫の発生状況，今後の管理について

普及センター職員から説明を行い，葉の倒伏程度

や球の肥大状況から概ね 10 日後頃から梅雨の晴

れ間を見て収穫を開始することを確認しました。  

続いて地区の集会所に場所を移し，たまねぎの後

作について検討を行いました。普及センター職員

を講師に数品目の野菜について検討を行い，今年

度も昨年成績の良かっただいこんを栽培する方

向で準備を進めることとなりました。   

普及センターでは，今後も高収益作物の栽培技

術向上と中山間地帯の特色を活かした地域の活

性化に向けた支援を行っていきます。 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年７月 16 日 

気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協議会に優勝

旗がやってきました！ 

 令和元年７月６日から７日にかけて，登米市の

長沼ボート場クラブハウス及び長沼フートピア

公園において，令和元年度宮城県農村青年のつど

い（第 65 回宮城県農村青年技術交換大会）が開

催され，県内各地区の４Ｈクラブ員や宮城県農業

大学校の学生，海外留学生らが参加し，相互交流

しました。 

 気仙沼地区からは，会員５人が参加し，気仙沼

市出身の農業大学校生１人とともに農業技術競

技やレクリエーションに励みました。その結果，

農業技術競技の地区総合の部において見事「宮城

県農政部長賞（最優秀賞）」を獲得することがで

き，深紅の優勝旗を気仙沼地区に持ち帰ることが

できました。歴史ある大会での今回の受賞は，４

Ｈクラブ員同士の団結を深め，農業者としての自

信を高める機会となりました。また，農業大学校

生も先輩農業者と行動をともにしながら，将来に

ついて熱心に意見交換する場面もみられ，互いに

良好な関係を築くことができた様子でした。  

 今後も普及センターでは，地域農業を担う青年

農業者の確保・育成を支援していきます。 
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登米農業改良普及センター 

令和元年７月 19 日 

令和元年度宮城県農村青年のつどいが登

米市で開催されました 

 令和元年度宮城県農村青年のつどい（主催：宮

城県農村青少年クラブ連絡協議会，宮城県，公益

社団法人みやぎ農業振興公社）が，令和元年７月

６日，７日に登米市迫町の「長沼ボート場クラブ

ハウス」及び「長沼フートピア公園」で開催され

ました。  

このつどいは，今回で 65 回目を数える歴史あ

る行事で，県内の青年農業者の交流の場となって

きました。 

開催場所は県内持ち回りで，今年は登米市 4Ｈ

クラブ員を中心に現地での準備を進めてきまし

た。 

参加者は，県内の４Ｈクラブ員のほか，農業大

学校生，海外研修生など約 70 名の参加があり，

登米市からも 13 名のクラブ員が参加しました。

開会式には小野寺五典衆議院議員や熊谷盛廣登

米市長のご臨席を賜り，激励の言葉をいただきま

した。 

つどいでは，農業に関する知識を競い合う「農

業技術競技」，交流を深める「レクリエーション

（すいか割り）」，「野外青年交流会（BBQ）」，先進

的な農業経営を学ぶ「現地研修」が行われ，長い

夜を挟んでの二日間で青年農業者の相互交流が

深められました。 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年７月 22 日 

石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会が県外視

察研修を開催しました。 

 石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会では，７月９日

（火）～10 日（水）に視察研修会を開催し，岩手

県北上市のＪＡいわて花巻，岩手県花巻市の(株)

ネクスグループ，岩手県一関市の世嬉の一酒造株

式会社などを訪れました。 

 ９日の最初に訪れたＪＡいわて花巻では，同Ｊ

Ａが産地化に取り組んでいるアスパラガスにつ

いて，選果場の稼働状況や栽培技術について説明

を受けました。選果機は 10 通り程度の規格に分

別が可能であるほか，通常生食用に出荷しないよ

うな曲がったアスパラガスも，販路を確保した上

で選果を受け入れている旨取組を紹介いただき

ました。生産者の方の協力で現地ほ場も見学させ

ていただき，参加したクラブ員からは，栽培管理

や収支等について活発に質問が出ていました。 

 次に，本業である通信・ソフトウェアの技術を

活かし，農業ＩＣＴシステムを開発しながらトマ

トの施設栽培を行う (株 )ネクスグループのハウ

スを見学しました。ＩＣＴに基づいた作業マニュ

アルの改善や施肥設計などを行っており，クラブ

員は興味深く見学・質問していました。 

 翌 10 日には，盛岡市にある岩手県アンテナシ

ョップ「らら・いわて盛岡店」や一関市にある「世

嬉の一酒造」を訪問しました。らら・いわてでは

岩手県の地域食材を使った加工食品や六次産業

化商品について学びました。世嬉の一酒造では岩

手県南地域の餅文化について学んだほか，ビール

工場を見学，醸造工程について学びました。 

 今回の視察研修は栽培，加工，食文化など内容

が多岐にわたり，クラブ員の生産技術の向上や販

路拡大など大変有意義な視察研修となりました。 

 
 

美里農業改良普及センター 

令和元年７月 23 日 

美里地区生活研究クラブで技術向上講座

を開催しました！ 

 美里地区生活研究クラブ連絡協議会は，地域の

女性農業者同士のつながりを大切にしながら知

識習得や資質向上に向けて活動を続けています。 

  令和元年６月 26 日（水）には，技術向上講座

として渡辺採種場瀬峰研究農場へ視察を行いま

した。はじめに(株)渡辺採種場の研究員からキャ

ベツやはくさいの品種紹介や，暑い時期の播種や

育苗の注意点について情報提供いただいた後，研

究ほ場に移り実際に栽培されているさまざまな

夏野菜を視察しました。ほ場では，なすの剪定方

法，とうもろこしの鳥獣害対策，トマトの養液栽

培，かぼちゃの日よけ対策等について野菜を間近

にみながら栽培のポイントを教えていただきま

した。 
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  研修会に参加したクラブ員からは，「いつも，

はくさいの品種に迷っていたが，品種の特性を細

かく教えてもらったので，早めに種の準備ができ

そう」，「いろんな夏野菜が見られて勉強になった」

など前向きな意見が聞かれ，意欲の高さが表れて

いました。 

  美里地区生活研究クラブ連絡協議会では，今後

も移動研修会や料理講習会などを予定していま

す。 

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 29 日 

第１回仙台農業士会研修会が開催されま

した 

 管内の農業士は農業大学校等の研修生を受け

入れていますが，一昔前と異なり，農家出身では

ない学生が多くなっています。そこで，学生の学

習環境を把握し，今後受け入れる研修生への指導

の参考とするため，７月１日，宮城県農業高等学

校と宮城県農業大学校への視察研修会を開催し

ました。 

 宮農高では，東日本大震災により被災し，昨年

再建された新しい校舎や最新の加工施設等を見

学し，農家出身でなくとも効率的に楽しく農業の

学習が行える環境であることを実感しました。ま

た，同校出身の農業士もおり，自分たちが学んで

いた頃との違いに驚いていました。 

 農業大学校では，施設を見学した後，校長先生

と農業士とで学生の現状や指導方法について，活

発に意見交換が行われ，今後の学生への指導につ

いて，有意義なものとなりました。 

 
 

 

 

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 30 日 

第１回農業ふれあい研修会を開催しまし

た 

 ７月３日に管内の小学４年生及び教職員 100名

を対象に『曲がりネギ』の栽培を内容とした農業

ふれあい研修会を開催しました。会場となった仙

台市立南吉成小学校では，総合学習の一環として

仙台伝統野菜の一つである『曲がりネギ』の栽培

に取り組んでおり，この機会に地域で継承されて

きた野菜や農業技術等について紹介したもので

す。 

 講師はベテラン女性農業者の相原榮子氏で，育

苗から収穫までの一連の流れを解説してもらい

ました。質問タイムでは予想以上にたくさんの質

問があり，曲がりネギについての理解が深まりま

した。その後，敷地内の畑に行き，講師から教わ

りながら『土寄せ』の作業を行いました。 

 『曲がりネギ』の生育にあわせて，今後２回ほ

ど研修会を行う予定としています。  

 
 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する

支援  

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 30 日 

基盤整備事業導入に向けた「たまねぎ」の

収穫作業実施 

仙台市西部地区の倉内・大針地区農村地域活性

化委員会地域営農部会では，基盤整備事業実施に

向け，令和元年度から普及センターの支援により

土地利用型園芸作物の試験栽培に取り組んでい

ます。  

農業・園芸総合研究所から収穫機を借りて，６

月 27 日に「たまねぎ」の収穫作業を行いました。

収穫した「たまねぎ」は，根白石のＪＡ倉庫に広

げ，24 時間大型扇風機をあて乾燥させ，その後，

根切り葉きり等の調製作業を行い出荷する予定

です。 

基盤整備後のほ場における「たまねぎ」の栽培

では，作業機械の導入に加え，収穫後の乾燥が大

きな課題になることを参加者全員で再認識する

とともに，今後の営農計画に活かすことにしまし

た。 
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農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

栗原農業改良普及センター 

令和元年７月 16 日 

「花山ルビィふさすぐり援農ボランティ

ア」を開催しました！ 

令和元年６月 29 日（土）と７月６日（土）に，

普及センタープロジェクト課題「中山間地域にお

ける小果樹類の生産性向上及び新商品開発」の一

環として「花山ルビィふさすぐり援農ボランティ

ア」を開催しました。「花山ルビィふさすぐり」

とは，花山で育ったふさすぐりの果実を赤く可愛

らしい宝石に見立てて名付けました。花山地区で

は 30 年以上前からふさすぐりが栽培されてきま

したが，高齢化等により収穫労力の不足が課題に

なっています。 

今回，収穫の労力不足を補うためボランティア

を募集したところ，栗原市内外から２日間延 612

人の方に参加協力いただきました。1 回目（６月

29 日）は荒天のためほ場に入ることはできず，屋

内で，事前に採取した実付きの枝からの収穫と生

果出荷用のパック詰め作業を手伝っていただき

ました。２回目（７月６日）はほ場で収穫作業を

行い，果実の洗浄から加工用の袋詰めまでを手伝

っていただきました。２日間で合計約 8．5ｋｇの

ふさすぐりを収穫していただきました。 

作業終了後には，ふさすぐりがどのように利用

されているかや魅力をさらに知っていただくた

め，ボランティアの皆様には，栗原市内の洋菓子

店に作製をお願いした，花山のふさすぐりを使っ

たケーキを贈呈しました。 

ふさすぐりは小さく繊細な果実で収穫は全て

手作業のため，参加者から「作業が大変だという

ことが分かった」との声も聞かれ，消費者の手に

届くまでの生産者の苦労等を実感していただき

ました。 

普及センターでは，今後も中山間地域の活性化

を目指して地域の特産物をテーマにした様々な

取組を検討していきます。 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年７月 24 日 

「地元産花きを活用した寄せ植え研修会」

を開催しました 

 令和元年７月３日に，大崎市池月地区公民館で

「あ・ら・伊達な道の駅花卉部会」を対象に「地

元産花きを活用した寄せ植え研修会」を（株）池

月道の駅との共催で開催しました。   

研修会は，部会員が地元産花きを活用した商品

加工技術の習得を目的として行い，大崎市鹿島台

の遠山千樹園代表遠山忍氏を講師に迎え，春夏花

苗を使った寄せ植えの実演を行いました。参加者

は，実演を見ながら和気あいあいと製作に励み，

参加者全員が作品を完成させることができまし

た。参加した方々からできあがった作品を見て，

「早速，自分で取り組んでみたい」といった意見

がありました。   

その後，今年の秋の出荷に向けて，ハボタン栽

培について，普及センターから説明を行いました。

また，道の駅からは，１１月にハボタンを中心と

した花の展示等を提案し，花卉部会員にハボタン

栽培を呼びかけました。   

普及センターでは今後も，あ・ら・伊達な道の

駅花卉部会の花きの生産安定と消費拡大に向け

た支援を行っていきます。 
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栗原農業改良普及センター 

令和元年７月 25 日 

「令和元年度栗原市農業女性のつどい」が

開催されました！ 

 令和元年７月 19 日（金）に，栗原市生活研究

グループ連絡協議会主催の「令和元年度栗原市農

業女性のつどい」が栗原合同庁舎で開催され，会

員等約 60 人が参加しました。 

「栗原市農業女性のつどい」は，研修会等を通し

て協議会会員の農村生活に関する知識や活動意

欲の向上を図るとともに，会員同士のコミュニケ

ーションを深めるために開催しています。 

今回の研修会のテーマは食育で，雪印メグミル

ク株式会社の食育プログラム「チーズを美味しく

楽しむ会」を通して，地域食に乳製品を取り入れ

た食の広がりを学びました。講話では牛乳・乳製

品の栄養成分や効果的な食べ方，チーズの歴史や

製造・保存方法などを学びました。 

講話に続いて，９種類のチーズをいろいろな食

材と合わせて試食しました。参加者からは，「早

速食卓にチーズを取り入れたい」，「カルシウム等，

牛乳・乳製品の栄養価について勉強になった」と

の感想が聞かれました。 

栗原市生活研究グループ連絡協議会会員の中

には，農産加工・販売や食育に関する活動等を通

して農村地域を盛り上げている方が多くおられ

ます。栗原農業改良普及センターでは，食文化や

伝統を活かした農村地域の一層の活性化に向け

て，今後も同協議会の活動を支援していきます。 

東日本大震災からの復興に関する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年７月 26 日 

復旧農地のそらまめが収穫時期を迎えて

います 

気仙沼市唐桑町の大沢地区では，復旧農地で栽

培されているそらまめが収穫時期を迎えていま

す。  

そらまめを栽培しているのは，同地区の農業の

担い手として昨年５月に設立した「唐桑大沢営農

組合」で，10 月の播種以降，畑の水はけの悪さや

土の固さに何度となく悩ませられましたが，４人

の組合員の努力と関係機関の協力により，とても

品質の良いそらまめができました。  

組合では，この他にもスイートコーンやさつま

いもを作付けており，８月から順次収穫が行われ

る予定です。また，現在建設中のパイプハウスで

は，今年の秋からほうれんそう等の葉物野菜を栽

培することを計画しています。 

仙台農業改良普及センター 

令和元年７月 26 日 

「井土ねぎ」の地産地消教育・食材 PR 活
動を行いました 

令和元年６月 27 日に「井土ねぎ」をテーマ食

材とした地産地消教育・食材ＰＲ活動の一環とし

て，仙台コミュニケーションアート専門学校と連

携して生産現場実習を行いました。実習には，仙

台コミュニケーションアート専門学校調理師科

の学生 16 名と先生２名が出席しました。 

井土ねぎを生産する (農)井土生産組合は，東

日本大震災の津波で壊滅的な被害を受けた井土

地区において，集落内の個別経営農家 15 戸が共

同で再建を目指し設立された農事組合法人です。

現場実習では，組合の鈴木副代表理事から，経営

概要や井土ねぎに関する説明があり，その後，実

習として畝や通路の除草を行いました。 

今回の実習を終えて，学生からは，「生産者か

ら栽培で大変なことをきき，また，実際の作業を

体験して食材に対してありがたさを実感した。井

土ねぎを使った料理レシピの考案時に感じたこ

とを表現し，食べる人に伝えていきたい」という

声をいただきました。 

今後，仙台コミュニケーションアート専門学校

では，今回の実習で得たことを秋に予定する井土

ねぎ料理レシピコンテストのレシピ開発に活用

していく計画です。 



                                                        

                                                   

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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 
 
 
＊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。 
 
 

 

 

 

 

 

みやぎの農業普及現場  NEWS LETTER No.151 

発行日：2019 年 8 月 19 日 

発行：宮城県農政部農業振興課 

編集：宮城県農政部農業振興課普及支援班 

 

TEL：022-211-2837 FAX：022-211-2839 

E-mail：nosin@pref.miyagi.lg.jp 

 

 

 

気仙沼 

mailto:nosin@pref.miyagi.lg.jp
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県内９か所の農業改良普及センターからの新鮮な現地情報をお届けいたします 

９月号 

NEWS LETTER No.152 2019.9 

          紹介内容（8/1～8/31）                                 

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 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台トルコギキョウ生産組合視察研修会が開催されました 

○ 気仙沼農改：階上いちご部会の作柄検討会が開催されました 

○ 栗原農改：ドローンリモートセンシングと無人ヘリによるマップ連動可変施肥を実施しました  

○ 大崎農改：大崎市岩出山地域で大豆栽培現地検討会を開催 

○ 大河原農改：ピュアホワイト(白いトウモロコシ)の販売が本格的に始まりました 

○ 大崎農改：大崎和牛改良推進組合が県共進会代表牛選考会を開催  

○ 石巻農改：乾田直播現地検討会(追肥時期)が開催されました 

○ 石巻農改：大豆の現地検討会の開催 

○ 大河原農改：ＪＡみやぎ仙南角田梨部会の現地検討会が開催されました 

○ 亘理農改：環境測定機器の展示会が開催されました 

○ 気仙沼農改：第１回ＪＡ新みやぎ南三陸地区畜産共進会開催 

○ 登米農改：意見活発！きゅうりの半促成栽培実績検討会開催される  

○ 農業振興課：「スマート農業先進県みやぎ」目指して！  

水田管理作業を「ラク」にするスマート農業技術の実演会を開催  

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

○ 仙台農改：ＪＡ仙台利府梨部会 現地検討会が開催されました 

○ 仙台農改：令和元年度宮城県醸造用ぶどう勉強会を開催しました 

○ 石巻農改：ＪＡいしのまきセリ部会現地検討会が開催されました 

○ 気仙沼農改：大島特産果樹研究会の視察研修が行われました 

○ 大崎農改：色麻町の特産物「えごま」の生育調査が行われました 

○ 仙台農改：ＧＡＰへの理解を向上させるための勉強会を開催しました 

○ 大崎農改：食品表示研修会を開催しました 

○ 亘理農改：「仙台せり振興協議会」設立総会を開催！ 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・７ 

○ 登米農改：アグリレディーズネットとめと東松島市の女性団体との交流 

○ 登米農改：「新規就農者向け簿記研修会」がスタート！ 

○ 仙台農改：「ＪＡ新みやぎ農協あさひな繁殖牛共進会」が開催！   

○ 気仙沼農改：気仙沼地区４Ｈクラブでシイタケ栽培の視察研修を受け入れました  

○ 大崎農改：「和牛担い手研修会」で高校生と若手畜産農家が交流 

 

 農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 気仙沼農改：トウキ栽培・利用検討会開催 

○ 気仙沼農改：気仙沼・本吉地域の園芸特産振興プロジェクト会議 
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援 

仙台農業改良普及センター 

令和元年８月１日 

ＪＡ仙台トルコギキョウ生産組合視察研

修会が開催されました 

令和元年８月 17 日にＪＡ仙台トルコギキョウ

生産組合の視察研修会が開催されました。組合で

は，トルコギキョウの他に，きくの生産に取り組

む会員が多いことから，名取市の前野一明氏のト

ルコギキョウ栽培と丸森町の舩山太氏の小ぎく

栽培を視察しました。   

両氏ともに省力化や品質向上に向けた先進技

術を積極的に導入しており，特に土壌消毒法につ

いては生産組合で取り組んでいる会員がいない

ため，コストや消毒方法について熱心に質問が出

されました。先進技術を視察したことで刺激を受

け，新しい技術に取り組む会員も出てきており，

これからの生産に資する研修会になりました。 

 
 
 
気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月２日 

階上いちご部会の作柄検討会が開催され

ました 

 ＪＡ新みやぎ階上いちご部会（気仙沼市）では，

10 人の部会員がいちご栽培を行っています。平

成 31 年産の作柄を振り返り，次作の栽培に生か

すための検討会が開催されました。  
 普及センターからは，環境データを活用した栽

培管理と，次作に設置するハダニ類の天敵製剤比

較試験ほの概要について説明を行いました。    
環境データを活用した栽培管理については，プロ

ジェクト課題の取組として普及センターが設置

している環境測定機器のデータを分析して，有効

な炭酸ガス施用方法について検討を行いました。

炭酸ガス施用に対する部会員の関心は高く，グラ

フ等で振り返りながら施用方法について考える

良い機会となりました。  
 天敵製剤比較試験ほでは，バンカーシート，パ

ック製剤，ボトル製剤の３種類の製剤について，

防除効果や設置時間，コストの比較を行います。

天敵製剤の有効な活用方法について検討し，部会

員のハダニ類防除に役立てていきます。  

 
 
栗原農業改良普及センター 

令和元年８月２日 

ドローンリモートセンシングと無人ヘリ

によるマップ連動可変施肥を実施しまし

た 

栗原市志波姫地区の農事組合法人ｉファーム

（代表：三浦 章彦氏）の水田において，７月 18
日 (木 )にドローンリモートセンシングを約 10ha
行い，７月 24 日（水）に無人ヘリによる可変施

肥作業を約５ha 実施しました。  
（農）ｉファームは，本年度から普及センター

のスマート農業関連プロジェクトのモデル経営

体に位置付けられています。また，県のスマート

農業実証モデル推進事業の重点対象としても位

置付けられており，今回の取組は県農業革新支援

専門員と連携して実施しました。  
リモートセンシングを用いた高精度な画像解

析はファームアイ株式会社によるもので，マルチ

スペクトルカメラを搭載したドローンでほ場全

体を空撮し，「赤色」と「近赤外」の反射光から

計算された指標（ＮＤＶＩ）から葉色，茎数及び

生育量並びに施肥必要量を数値化・画像化しまし

た。無人ヘリによるマップ連動可変施肥はヤンマ

ーヘリ＆アグリ株式会社によるもので，上記のリ

モートセンシングにより得られた施肥量マップ

をもとに５ｍ幅×１ｍの単位で作業を行いまし

た。  
三浦代表からは，「稲作における穂肥の重要性

は十分に分かっているが，規模拡大が進むと，き

め細かな肥培管理が難しいので，やむをえず一発

施肥体系にしている。今回の取組結果に注目した

い。」とのコメントをいただきました。  
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大崎農業改良普及センター 

令和元年８月６日 

大崎市岩出山地域で大豆栽培現地検討会

を開催 

 令和元年７月 26 日に大崎市岩出山地域で大崎

農業改良普及センター主催の「令和元年産大豆栽

培現地検討会」を開催しました。  
 本検討会は，大豆難防除雑草対策及び土壌改良

資材を用いた土壌改良についての現地検討を行

い，管内大豆生産者の収量・品質向上を図ること

を目的にしています。生産者や関係機関 17 名が

参加し，室内で現地実証試験の概要及び今後の管

理について説明した後，現地実証ほにて検討を行

いました。  
 実証試験に協力していただいている生産者か

らは，「昨年度よりも難防除雑草が抑えられてい

る。また，土壌改良材を指導に従って施用したと

ころは，生育が良好である。」と好評をいただき

ました。  
 当所ではこの実証試験を継続し，今後も岩出山

地域の大豆生産振興を支援していきます。  

 
 
大河原農業改良普及センター 

令和元年８月６日 

ピュアホワイト(白いトウモロコシ )の販

売が本格的に始まりました 

 白石市農産物直売所「おもしろいし市場」では

ピュアホワイトの本格的な販売が 7 月 27 日から

始まりました。  
 ピュアホワイトは甘みが強く，白い果皮が軟ら

かくて食味が良いとうもろこしで，白石市内の生

産者約 50 名が栽培に取り組んでいます。今年は

天候不順の影響で生育が遅れていましたが，例年

と同様に食味品質は良好です。    
 今年の本格的な収穫出荷に先立って，７月 17
日には地元テレビ局の情報番組で取り上げられ

たこともあり，出荷前から直売場に対する問い合

わせが多く寄せられ，消費者の関心も高まってき

ておりました。  
普及センターでは収穫終了まで，高品質なピュ

アホワイトが出荷されるよう現地巡回や生産者

との情報交換を通して栽培支援を行うだけでは

なく，ピュアホワイトの特徴を分かり易く記載し

たポップを作成するなど，生産と販売ＰＲを支援

していきます。  
 

 
 

 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和元年８月８日 

大崎和牛改良推進組合が県共進会代表牛

選考会を開催 

 令和元年７月 26 日に美里町のみやぎ総合家畜

市場において，大崎和牛改良推進組合が県共進会

代表牛選考会を開催しました。大崎和牛改良推進

組合は，みやぎ加美和牛改良組合，玉造和牛改良

組合及び古川和牛改良組合の 3 組合で組織されて

います。  
 選考会には，５つの出品区へ各組合の共進会や

農家巡回調査により選抜された延べ 26 頭（実頭

数 22 頭）が出品され，全農みやぎ畜産部職員が

慎重に審査しました。その結果，延べ 12 頭（実

頭数 11 頭）が代表牛として選ばれました。  
  代表牛は，９月 13～14 日に開催される宮城県

総合畜産共進会肉用牛の部での上位入賞を目指

し，栄養度などに注意しながら飼養管理するとと

もに，２回の調教指導会で出品技術に磨きをかけ

ていきます。  
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石巻農業改良普及センター 

令和元年８月９日 

乾田直播現地検討会 (追肥時期 )が開催さ

れました 

令和元年７月 16 日，ＪＡいしのまき主催の乾

田直播現地検討会（追肥時期）が開催されました。

約 30 名の生産者が参加し，管内の５ほ場を巡回

しました。    
直播栽培は，育苗作業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。石巻管内では，

直播栽培の中でも乾田直播栽培の比率が高いこ

とが特徴になっています。幼穂形成期（７月中旬

頃）は水稲の生育状況を把握して追肥の必要性や

タイミングなどを見計らう大事な時期です。この

時期の追肥が収量や登熟の良否につながるため，

東北農業研究センターの講師から指導受けなが

ら検討を行いました。参加者からは一発型肥料の

肥効と追肥のタイミング，病害虫防除など多くの

質問が出されるなど大変充実した検討会になり

ました。    
普及センターでは，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。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和元年８月９日 

大豆の現地検討会の開催 

大豆の現地検討会が７月 24 日に矢本地区，29
日に河北地区で開催されました。石巻管内では，

約 2,100ha の大豆が栽培されており，県内でも有

数の産地となっています。  
現地検討会では，各ほ場において大豆の節数や

分枝数を測定し，生育状況の確認をしました。ほ

場巡回後の総合検討会では，普及センターから中

耕培土や追肥，病害虫防除について説明しました。

参加した生産者は，ほ場の状況や大豆の生育状況

に注意を向け，今後の栽培管理の検討を行いまし

た。  
普及センターでは，より大豆の収量を上げるこ

とができるよう，生産者に対し引き続き栽培管理

の支援を行っていきます。  

 
 
大河原農業改良普及センター 

令和元年８月 16 日 

ＪＡみやぎ仙南角田梨部会の現地検討会

が開催されました 

 宮城県内有数のなし産地である角田市では，Ｊ

Ａみやぎ仙南角田地区梨部会の 11 人が約 13ha
のなし園を経営しています。  
 去る８月５日（月），部会の現地検討会が開催

され，普及センター担当者が気象経過，果実肥大

状況，病害虫防除及び今後の管理について情報提

供を行った後，部会員のほ場を巡回しました。   
 検討会では各園主から施肥，摘果，病害虫防除

等栽培概要について報告があり，意見交換が行わ

れました。今年は４月の凍霜害，６月から７月の

低温・日照不足の影響が心配されましたが，生産

者の努力により，例年どおり出荷できることが確

認できました。   
 角田地区梨部会では８月 21 日から幸水を始め，

豊水，あきづき，新高の順に 10 月まで出荷する

予定です。主にみやぎ生協や産地直売で販売され

ますので，ぜひ御賞味ください。     

 
 
亘理農業改良普及センター 

令和元年８月 20 日 

環境測定機器の展示会が開催されました 

 令和元年８月５日 (月 )，ＪＡみやぎ亘理が主催

する｢環境測定機器展示会｣が，ＪＡ全農みやぎと

亘理農業改良普及センターが運営を協力して，Ｊ

Ａみやぎいちご選果場で開催されました。  
 いちごやきゅうりなどの施設栽培で普及が進

む｢環境制御技術｣に欠かせない，温湿度や二酸化

炭素等の測定センサーと，測定したデータを通信

端末等で確認できるシステムを紹介するこの展
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示会には，メーカー５社が出展し，それぞれの特

長をアピールしました。また，県庁の園芸振興室

も施設園芸の支援事業を紹介するコーナーを設

置しました。  
 参加した生産者は 30 名を超え，出展各社の展

示ブースを回りながら機器の説明を聞いたり，積

極的に質問をする姿が見られました。生産者同士

が情報交換する場面も多くあり，より効果的な環

境制御技術の確立に向けた意欲の高まりが感じ

られるものとなりました。  
 普及センターでは，平成 29 年度から始めた｢環

境制御勉強会｣を継続して開催し，生産者が導入

した環境測定機器の活用と，生産物の収量及び品

質の向上を支援していきます。  

 
 
気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月 26 日 

第１回 ＪＡ新みやぎ南三陸地区畜産共進

会開催 

 気仙沼市営放牧場モーランド・本吉を会場に，

８月 22 日に第１回ＪＡ新みやぎ南三陸地区畜産

共進会が開催されました。昨年は，ＪＡ南三陸管

内共進会としてＪＡ南三陸を中心に実行委員会

を組織し，気仙沼，本吉町，南三陸町３和牛改良

組合合同で開催されました。実質２回目になる今

回は，ＪＡ新みやぎ南三陸地区本部を中心に実行

委員会を組織し，気仙沼，本吉町，南三陸の３和

牛改良組合から，24 頭が出品されました。  
  発育・資質・種牛性に富む牛が数多く出品され，

出品者たちの日頃の改良と飼養管理の成果を競

い合う機会となりました。いずれの牛も大変素晴

らしいものでしたが，特に発育や種牛性の優れた

牛が各部門のチャンピオン牛として選出されま

した。     
また上位入賞牛の中から，９月 13，14 日に開

催される宮城県総合家畜共進会へ出品される代

表牛が選定されます。県の共進会でも，気仙沼・

南三陸の代表として上位入賞することが期待さ

れます。  

 
 
登米農業改良普及センター 

令和元年８月 30 日 

意見活発！きゅうりの半促成栽培実績検

討会開催される 

 令和元年８月９日にＪＡみやぎ登米グリーン

ＮＡＣで，夏秋・冬春きゅうりの指定産地である

ＪＡみやぎ登米胡瓜部会の半促成栽培の実績検

討会が開催されました。  
 本検討会の目玉は，県内で初めて取り組んだ環

境制御技術によるハウス内環境の「見える化」と

炭酸ガス施用の効果です。  
 ３名の部会員のほ場に設置された環境モニタ

ーでは，外部環境はほぼ同じなのに施設内の環境

は予想以上に異なっていることが分かりました。  
また，炭酸ガス施用の効果は，無施用区に比べ，

施用区の収穫量は約４ｔ／10a，22％多いことが

確認されました。しかし，生育にばらつきが見ら

れ，これらの改善方法や次期作の抑制栽培に向け

た対応策など，活発な意見が飛び交い，環境制御

技術に寄せる期待の大きさが感じられました。  
 最後に，普及センターから作業環境改善のため

背中に換気扇の付いた「空調服」の試着をお願い

したところ，「予想以上に涼しい」と好評でした。  

 
 
農業振興課 

令和元年８月 30 日 

「スマート農業先進県みやぎ」目指して！ 

水田管理作業を「ラク」にするスマート農

業技術の実演会を開催 

 県では，農業者，農業機械メーカー，試験研究

機関，関係団体等とコンソーシアムを組み，「ス

マート農業技術の開発・実証プロジェクト（農林

水産省）」に取り組んでいます。  
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本実証事業では，生産から出荷までの一貫体系

にスマート農業技術を導入し，生産性や経営面で

の検証，評価を行うほか，スマート農業技術につ

いて，農業者や関係機関の皆様の理解を深める活

動を展開しています。  
  この取組の一つとして，令和元年 8 月 22 日 (木 )
に実証農場の (有 )アグリードなるせ（東松島市野

蒜）のほ場等を会場に「大規模水田作のスマート

農業機械現地実演会（第 2 弾）」を開催しました。

今回は，「水田管理作業のスマート農業技術の活

用」をテーマに，農薬等散布に用いる「マルチロ

ーター（ドローン）」，水田水管理用の「給排水遠

隔制御装置（電動アクチュエーター）」，畦畔等除

草作業用の「ラジコン草刈機」を取り上げ，マル

チローターによる農薬散布作業と「ラジコン草刈

機」の除草作業を実演しました。  
当日は，農業者や関係機関の担当者など約 150

名が参加しました。実演でドローンを操作するの

は１か月前に講習を受けたばかりの従業員でし

たが，ＧＰＳの位置情報に基づき自動で農薬を散

布する機能の活用によりスムーズに散布するこ

とができました。  
  続いて行われたラジコン草刈機の実演では，傾

斜地など危険な場所に人が入ることなく，遠隔操

縦で除草作業を行うラジコン草刈機の動きを多

くの参加者が関心をもって見つめていました。  
  また，会場に展示された「給排水遠隔制御装置」

は水田に行くことなく，家や事務所からスマート

フォンで水管理ができるということで，多くの参

加者の関心を集めていました。  
  今回，紹介したスマート農業の技術は水稲移植

後の基本作業である水管理や雑草管理，防除作業

を省力化できる技術であり，農業者の高齢化や担

い手の減少が進む中，本県の稲作を守っていく上

で重要な技術になると考えています。  
  今後「スマート農業機械現地実演会（第３弾）」

として，「自動走行コンバイン」による稲刈り，「ロ

ボットトラクタ」等よる耕起作業などの実演会を

開催し，スマート農業技術について，広く普及を

進めていくとともに，実証事業による成果を活用

して，県内すべての大規模土地利用型農業法人へ

導入・活用されるように進めていきます。  

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

仙台農業改良普及センター 

令和元年８月５日 

ＪＡ仙台利府梨部会 現地検討会が開催さ

れました 

令和元年７月 18 日に，ＪＡ仙台利府梨部会の

現地検討会が開催され，部会員 33 名が参加しま

した。  
普及センターからは，６月からの低温・低日照

の影響で果実肥大が平年に比べ劣っていること

から，果実肥大量が多くなる８月にかけて適正な

着果管理と枝管理を継続して行なうよう指導し

ました。また，注意が必要な病害虫の防除方法な

どについて説明しました。併せてＪＡ仙台東部営

農センターから，日照不足に伴う農作物の技術対

策について説明がありました。  
普及センターでは，生産者のおいしい梨づくり

のため今後も栽培技術支援を行なっていきます。 

 
 
仙台農業改良普及センター 

令和元年８月 15 日 

令和元年度宮城県醸造用ぶどう勉強会を

開催しました 

令和元年７月 30 日に，宮城県醸造用ぶどう勉

強会を（株）仙台秋保醸造所を会場に開催しまし

た。宮城県醸造用ぶどう勉強会は，県内のワイナ

リーや新規醸造用ぶどう栽培者などを対象とし

て，ワイン造りの担い手の栽培技術向上を目的に，

７月 30 日と８月 20 日の２回開催します。    
今回の勉強会では，山梨大学ワイン科学研究セ

ンター客員教授の佐藤充克氏を講師に，栽培管理

と香り成分の関係というテーマで，講義とほ場見

学を行いました。講義では，ぶどうの香り成分が

多くなる早朝に収穫することや，暗きょの設置と

高畝栽培により水分を減らし，ストレスをかける

ことで香り成分が増加することなど，国内外の栽

培事例や研究成果等が紹介され，参加者は熱心に

聞いていました。    
次回は，健全で品質の良いぶどうを生産するた

めの栽培管理をテーマに勉強会を開催します。  
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石巻農業改良普及センター 

令和元年８月 19 日 

ＪＡいしのまきセリ部会現地検討会が開

催されました 

令和元年８月１日，ＪＡいしのまきセリ部会主

催の現地検討会が開催されました。宮城県は，せ

りの生産量が日本で一番多く，石巻市河北地区は

名取市に次ぐ産地となっています。    
現地検討会には部会員９名が参加し，各ほ場を

巡回しながら栽培管理，病害虫管理について検討

を行いました。７月の低温，曇天によりほ場によ

って軟弱徒長気味の株がみられ，これからの高温

で葉焼けが発生する危険があり，高温対策の要で

ある水管理について参加者達は積極的に意見交

換をしていました。栽培している品種は「飯野川

在来」，「みやぎＶＷＤ－１号」，「島根みどり」で

す。現在の状況は５月下旬頃に地上部を全面刈り

込みを行い，種となるランナーの発生・伸長を促

しているところです。巡回の際，これからの防除

対象となるモトグロヒラタマルハキバガ（シンク

イムシ）やアブラムシ等の食害や寄生が確認され

たため，農薬散布を実施するよう助言しました。

本格的に栽培が始まるので生産者一同いっそう

良質な河北せりの生産を頑張ると意気込んでい

ました。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月 21 日 

大島特産果樹研究会の視察研修が行われ

ました 

気仙沼市の大島では，大島特産果樹研究会が島

の温暖な気候を活かしてブルーベリー，かき，び

わの特産化に取り組んでいますが，過日，岩手県

一関市厳美町において，ブルーベリーの摘み取り

園とレストハウスを運営する農事組合法人本寺

ブルーベリー生産組合（愛菜ファーム）を視察し

ました。  
参加者は，摘み取り園のブルーベリーが，植栽

から 20 年以上経った今でも樹勢が維持されてい

ることに驚き，肥培管理のやり方や剪定方法，カ

ミキリムシの防除や鳥害の回避方法などについ

て熱心に質問していました。また，ブルーベリー

を使ったジャムやソース，ジュースなどの商品開

発の取組についても，研究会にとって今後の活動

の参考になるものでした。  

 
 
大崎農業改良普及センター 

令和元年８月 21 日 

色麻町の特産物「えごま」の生育調査が行

われました 

 令和元年８月６日に，色麻町の特産物である

「えごま」の生育調査が行われました。この調査

は，色麻町えごま栽培推進協議会の事業の一環と

して，生育状況を把握するために，毎年２回ほど

行っています。今年も，色麻町役場職員と普及セ

ンター職員が，町内４カ所に設置した調査ほ場を

巡回し，草丈，節数を測定しました。  
生育状況は，順調に生育しているところもあれ

ば，天候不順による定植遅れ等で生育不良のとこ

ろも見られました。    
色麻町でのえごま栽培は，平成 12 年から始ま

っており，ここ数年は 26ha 以上で作付けされて

います。  
次回は，９月上旬に行う予定です。普及センタ

ーでは今後も，色麻町の特産物である「えごま」

の生産振興に向けて支援を行っていきます。  
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仙台農業改良普及センター 

令和元年８月 26 日 

ＧＡＰへの理解を向上させるための勉強

会を開催しました 

大衡村で大玉・中玉トマトの養液栽培を行って

いる（株）未来彩園においては，平成 30 年にＡ

ＳＩＡＧＡＰ認証を取得していますが，パート社

員も含めた全社員のＧＡＰへの理解向上と意識

改善啓発のため，令和元年８月７日，（株）未来

彩園の社員等を対象に勉強会を開催しました。    
はじめに，常務取締役から前作トマトの収量及

び販売状況と課題，次作の計画について報告した

後，｢みやぎＧＡＰ推進アドバイザー｣で，栗原市

一迫で葉物野菜の養液栽培に取り組まれてい

る ,(有 )耕佑の伊藤専務取締役から｢社員と取り組

む会社作りＧＡＰの次のステップへ｣をテーマに ,
同社におけるＧＬＯＢＡＬＧ .Ａ .Ｐ .への取組と

社員で実施したワークショップの内容について

事例を紹介いただきました。参加者からは社員間

のコミュニケーションの取り方やＧＡＰ認証取

得によるメリット等について質問がありました。   
普及センターでは，（株）未来彩園において，

９月以降，３回にわたって社員参加によるワーク

ショップを実施することでＧＡＰへの理解を深

めていけるよう支援していきます。  

 
 
大崎農業改良普及センター 

令和元年８月 26 日 

食品表示研修会を開催しました 

 令和元年８月 23 日に、管内の農産加工等実践

者や直売所運営者を対象に，大崎保健所より講師

を迎え，「農産加工品における食品表示研修会」

を開催しました。  
 食品表示に関する新たな法律や制度が施行さ

れ，食品表示及び栄養成分表示は令和２年度から

義務化されることや，ＨＡＣＣＡＰの手法を取り

入れた衛生管理のポイント等について学びまし

た。講師からは「自己チェックリスト等を用い，

まずは実践してみることが重要」との話がありま

した。参加者の中には，研修会終了後も個別に相

談を行う方もおり，意識の高まりが感じられまし

た。  
 農産加工品は，直売所等でも人気のある商品と

なっています。普及センターでは引き続き，農産

加工への取組みを支援してまいります。  

 
 
亘理農業改良普及センター 

令和元年８月 27 日 

「仙台せり振興協議会」設立総会を開催！ 

 令和元年８月９日，せりの生産者が 60 名ほど

参加し，「仙台せり振興協議会」設立総会が開催

されました。  
宮城県はせりの生産量が日本一で，このうちの

８割を名取市で生産しています。近年のせり鍋ブ

ームにより需要が拡大していますが，生産が追い

つかない状態です。生産者の高齢化や収穫・出荷

作業が大変なことから，栽培面積が減少している

ためです。  
  このような中，産地一丸となってブランド化を

推進し，若手農業者の確保や生産量の拡大につな

げるため，「仙台せり」を地理的表示保護制度（Ｇ

Ｉ）への登録を目指し，協議会を設立したもので

す。  
  約 400 年の歴史を誇る仙台せりを次世代に残

すべく，第一歩を踏み出しました。  

 
 
 
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  

登米農業改良普及センター 

令和元年８月６日 

アグリレディーズネットとめと東松島市

の女性団体との交流 

令和元年７月 23 日（火）に，東松島市女性団

体連絡協議会の会員 29 名が登米合同庁舎を訪れ，

登米市のアグリレディーズネットとめの会員 11
名と交流しました。アグリレデイーズネットとめ

は平成 21 年に女性農業者が担い手として力を発

揮するため，お互いを高め合うことを目的として

設立し，現在 39 名の会員がいます。一方の「東

松島市女性団体連絡協議会」はＪＡ女性部や婦人
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会など９団体で構成されており，毎年実施してい

る移動研修会の一環として是非とも交流の場を

持ちたいと依頼され，本交流会が実現しました。 
交流会では代表がお互いの活動について紹介

し合った後，参加者全員が９つのグループに分か

れ，「今後の活動の中でやってみたいこと」をテ

ーマに話し合いを行いました。  
各グループとも，お互いの活動の課題や今後の

活動の抱負について，初めて顔を合わせたとは思

えないほど活発な意見交換がなされ，「今度は東

松島市に来て」といった声が聞かれるなど実のあ

る交流会となりました。  

 
 
登米農業改良普及センター 

令和元年８月６日 

「新規就農者向け簿記研修会」がスター

ト！ 

令和元年７月 23 日から「新規就農者向け簿記

研修会」がスタートしました。当研修会は，主に

新規就農者が自らの経営を把握し，改善，発展で

きるよう，最低限必要な簿記の知識について全４

回に渡って学ぶものです。 

当研修会は全４回の予定で 26名の申込があり，

１回目は７月 23 日に開催し，簿記の意義や複式

簿記のイメージ，帳簿や簿記一巡の流れについて，

普及センター職員が講義を行いました。２回目は

７月 30 日に開催し，１回目の復習から，日常の

仕訳について研修しまた。 

参加者は，最初は仕訳等の複式簿記の考え方に

苦労していましたが，回数を重ねるうちに理解が

深まっており，また個別相談の時間を設けたとこ

ろ，熱心に質問するなど，学習への意欲が伺えま

した。３回目は８月７日，４回目は８月 21 日を

予定しており，参加者が少しでも早く簿記を理解

してもらえるよう，普及センターでは支援してい

きます。 

 

仙台農業改良普及センター 

令和元年８月９日 

「ＪＡ新みやぎ農協あさひな繁殖牛共進

会」が開催！ 

８月２日（金）に、みやぎ総合家畜市場（美里

町北浦）において、農協合併後初となる『JA 新み

やぎあさひな繁殖牛共進会』が開催されました。

同共進会は出品される肉用牛が，理想体型にどれ

だけ近いかや資質・品位の良さを競うものです。   

当日は猛暑の中，あさひな管内より畜産農家が

手塩にかけて育てている 37 頭の繁殖雌牛が出品

されました。   

入賞した牛は体型がよく，生産者のきめ細かな

管理が表れていました。また，今回の共進会は若

手生産者の活躍が目立ち，今後の地域の畜産業の

さらなる発展が期待されます。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月 21 日 

気仙沼地区４Ｈクラブでシイタケ栽培の

視察研修を受け入れました 

去る８月７日（水），気仙沼地区４Ｈクラブで

は，菌床シイタケ栽培に関心のある仙台地区の４

Ｈクラブ員らを迎え，南三陸町のシイタケ生産会

社（株）椎彩杜を視察しました。 

視察では，東日本大震災からの復興経過の説明

を受けたほか，菌床ブロック作りから栽培・収

穫・出荷調製までの各工程について施設内を案内

してもらい，作業のポイント等を学びました。ま

た，作業ひとつひとつについて細かくコスト計算

をしながら計画的に経営をしている経営の工夫

についても現場でお話を伺うことができ，農業経

営を営む若いクラブ員らにとって非常に刺激的

で有意義な時間となった様子でした。さらに，今

回の視察は，地域を越えて４Ｈクラブ員同士が情

報交換し，交流を深める良い機会となりました。 

今後も，気仙沼地区４Ｈクラブでは県内外の若

手農業者らとのつながりを大切にし，互いの経営

を高め合えるような活動を継続していきます。 
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大崎農業改良普及センター 

令和元年８月 23 日 

「和牛担い手研修会」で高校生と若手畜産

農家が交流 

 令和元年８月７日に美里町のみやぎ総合家畜

市場において，農業を学ぶ高校生を対象として和

牛担い手研修会が開催されました。本研修会は，

和牛の飼養管理について学んでもらうとともに，

畜産への就農を促すことを目的とし，公益社団法

人全国和牛登録協会宮城県支部，全農みやぎが主

催しました。また，併せて宮城県学校農業クラブ

連盟による「令和元年度家畜審査競技会（肉用牛

の部）」も開催されました。 

研修会と競技会の終了後には，和牛に関わる県

内の若手繁殖農家，肥育農家，さらに，学生募集

のＰＲで参加した宮城県農業大学校畜産学部２

年生が，高校生とともに仙台黒毛和牛のＢＢＱを

しながら総勢 190 名余りで交流を深めました。 

 大崎管内からも 10名の生産者が出席しましたが，

将来，出席した高校生が仲間として活躍してくれ

ることに期待しています。  

 
 

 
農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月７日 

トウキ栽培・利用検討会開催 

令和元年７月 30 日，気仙沼農業改良普及セン

ターでは，南三陸町入谷地区童子下集落において，

中山間地域の特産品目の定着を目的とした「トウ

キ栽培・利用検討会」を開催し，13 人の参加があ

りました。   

講師には，全国的にも薬用植物研究の第一人者

である大阪大学名誉教授の草野源次郎氏を招き

ました。   

会場の入谷地区童子下集落では，平成 24 年か

ら薬用作物「トウキ（当帰）」を栽培する農業者

があり，また昨年から料理等にも利用され始め，

地域内での認知や生産が広がりつつあります。   

検討会では，参加者全員でほ場を見学し，生産

者から導入の経緯や生産概要について説明を受

けました。講師の草野教授からは，トウキの来歴

や効能のほか，漢方以外の利用方法など幅広い内

容の講演をいただきました。参加者からトウキ以

外の薬用作物も含めて，多くの質問が寄せられ関

心の高さが感じられました。   

今後も普及センターでは，地域特産品目の定着

に向けた支援を行ってまいります。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和元年８月 14 日 

気仙沼・本吉地域の園芸特産振興プロジェ

クト会議 

 令和７月 31 日（水），気仙沼農業改良普及セン

ターにて，気仙沼・本吉地域農林振興推進協議会

の園芸特産振興プロジェクト会議を開催し，関係

機関のチーム員 12 人が参集して本年度の取組に

ついて話し合いを行いました。 

  本協議会は，気仙沼管内の県地方振興事務所，

市町，ＪＡ等の関係機関で構成しており，当地区

の課題解決に向けて，園芸振興や耕作放棄地対策

などのテーマを設け，担当者レベルのプロジェク

ト活動を行っています。 

  園芸特産振興プロジェクトでは，当管内のいち

ごやねぎ，春告げやさいなどの生産振興やＰＲ活

動を行っています。本年度は直売会やセミナーの

開催，市町の産業祭り参加などを予定しており，

気仙沼・本吉地域の園芸振興に向けて取り組んで

います。 

 
 

 



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 
＊平成 30 年 3 月 12 日より石巻農業改良普及センターは移転しました。 

＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
＊平成 29 年 10 月 10 日より本吉農業改良普及センターは気仙沼農業改良普及センターに名称変更，移転しました。 

＊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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