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NEWS LETTER No.160 2020.6 

              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 

○ 美里農改：酒造好適米新品種「吟のいろは」の苗が順調に生育しています  

○ 気仙沼農改：だて正夢現地栽培技術普及展示ほの田植えが行われました  

○ 栗原農改：水稲優良品種決定現地調査（栗原）の田植えを行いました  

○ 登米農改：登米地域での自動飛行ドローンによる防除作業始まる 

○ 大河原農改：台風被害からの再起に向けて 丸森町で令和２年産の田植え開始 

○ 石巻農改：スマート農業の取組～小麦の可変施肥が行われました～  

○ 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  

○ 亘理農改：みょうがたけ現地巡回を行いました！ 

○ 大崎農改：スマートな種子生産をめざして，実証事業に取り組みます 

○ 仙台農改：Web サービスを活用したリモート栽培検討会 

○ 石巻農改：ＪＡいしのまきぶどう栽培講習会 

○ 美里農改：湛水直播栽培グループの現地検討会が開催されました 

○ 栗原農改：栗駒山麓の深山牧野で放牧が始まりました 

 

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

○ 栗原農改：くりはらの食材でステイ・ホーム（おうちで過ごそう）を応援！  

 

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 

○ 気仙沼農改：りんごの花が満開です 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米各野菜部会の現地巡回指導 

○ 亘理農改：亘理地域にてりんごの花が満開です 

○ 大崎農改：ＪＡ古川そらまめ部会現地巡回指導会が開催されました  

○ 大河原農改：新型コロナウイルス感染症によるポットカーネーション販売減少支援対策  

○ 栗原農改：若手職員による地域応援企画始動！！ 

○ 栗原農改：栗っこズッキーニがテレビで紹介されました 

                                                   

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 

○ 仙台農改：新型コロナウイルス対応で営農を支援しています 

○ 美里農改：新規就農者のサポート訪問が行われました 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 登米農改：高収益作物，加工用ばれいしょ植付け作業の見学と情報交換  
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農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 大河原農改：令和元年東日本台風被災水田における営農継続に向けた取組支援  

○ 亘理農改：家族経営協定を締結しました 

○ 大河原農改：丸森町の台風被災水田でヘアリーベッチのは種作業が行われました 

 

東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

○ 気仙沼農改：南三陸町復旧農地の田んぼアート２０２０ 
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

美里農業改良普及センター 

令和２年５月 14 日 

酒造好適米新品種「吟のいろは」の苗が順調

に生育しています 

「吟のいろは」は，古川農業試験場が育成した酒

造好適米品種で，令和２年２月に品種登録出願公表

となりました。  

松山町酒米研究会では，令和元年産から７ha（生

産者８名）の試験栽培に取り組んでおり，令和元年

は県酒造組合に加盟する 21 の蔵元が試験醸造を行

いました。  

「吟のいろは」の日本酒は数量が限られているこ

ともあり，予約販売のみで完売している蔵もあると

いうことで，反響の大きさがうかがえます。  

令和元年産の試験栽培では，生産者によって品質

に差が見られるといった課題が見つかりました。  

「吟のいろは」は，新品種であるため，早期に現

場にあった栽培管理技術を確立する必要がありま

す。  

普及センターでは，令和２年度からプロジェクト

課題として取り上げ，きめ細かい支援を行っていく

予定で，その第一歩として，４月末に育苗巡回指導

を行いました。  

松山町酒米研究会では，令和２年産も同規模の作

付を行う予定で，４月４日から 17 日までに播種を

行い，育苗管理を行っています。  

苗は順調に生育しており，５月中旬の田植に向け

て生産者は意欲を高めています。  

普及センターでは，展示ほを設置して様々な調査

を行い，栽培管理技術確立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２年５月 18 日 

だて正夢現地栽培技術普及展示ほの田植え

が行われました 

 本格的な田植えシーズンを迎えている中，令和２

年５月 13 日，気仙沼市本吉町のだて正夢現地栽培

技術普及展示ほにおいて，田植えが行われました。

「だて正夢」は平成 30 年に本格デビューした宮城

県の新しい水稲品種で，冷めてもおいしく，もちも

ちとした食感が特徴のお米ですが，茎数が増えにく

いため，収量の確保が課題となっています。  

普及センターでは平成 29 年から，現地への普及

拡大を図るため，現地栽培技術普及展示ほを設置し

ています。植付けする株の幅を狭めたり，追肥を実

施することにより，気仙沼・南三陸地域においても

収量が確保できるよう，検討を行っています。展示

ほは毎年全量１等米で，年々収量が向上しており，

今後の普及が期待されます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年５月 19 日 

水稲優良品種決定現地調査（栗原）の田植え

を行いました 

令和２年５月 15 日（金）に栗原市高清水地区に

おいて「令和２年度水稲優良品種決定現地調査」の

田植えを担当農家，栗原農業改良普及センター職員

で行いました。  

本調査は，主要農作物（稲，大麦，小麦及び大豆）

の優良な品種を決定すること目的に，今年４月１日

に施行された「主要農作物種子条例」に基づき実施

されるもので，水稲の現地調査は，県内９箇所（８

普及センター）で行われ，北部平坦地帯の１箇所を

栗原農業改良普及センターが担当しています。  

本年度は，「東北 228 号」など５種類の系統・品

種の田植えを行い，将来新品種候補となる可能性を

秘めた苗を丁寧に植えていきました。  

普及センターでは，今後，出穂期・耐倒伏性など

の栽培特性に関する調査を行う予定であり，現場で

要望される水稲品種のニーズ把握にも努めてまい

ります。  
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登米農業改良普及センター 

令和２年５月 19 日 

登米地域での自動飛行ドローンによる防除

作業始まる 

 登米地域では，平成 30 年度から自動飛行ドロー

ンによる病害虫防除の実証を行っており，今年度は，

新たに小麦の赤かび病防除と水稲の雑草防除の実

証に取り組んでいます。  

有限会社かわつらグリーンサービスでは，５月 13

日から 15 日まで自動飛行ドローンによる小麦（あ

おばの恋，夏黄金）の赤かび病を対象とした殺菌剤

散布（シルバキュアフロアブル 16 倍液 0.8 ㍑／10

ａ：13ha）が行われ，また，５月 15 日には自動飛

行ドローンによる水稲の除草剤散布（ベッカク豆つ

ぶ 250 250ｇ／10ａ：６ha）が行われました。  

 液剤による殺虫・殺菌剤散布は，水稲，大豆に続

き，麦類でも実証され，また，今回初めて粒剤（豆

つぶ剤）が水稲除草剤の実証に供試されるなど，今

後も利用拡大による省力化等が期待されます。  

登米地域の令和元年度の自動飛行ドローンによ

る病害虫防除は，水稲が延べで 410ha，大豆が延べ

で 159ha の実績となっており，普及センターでは，

今後もドローン等を活用したスマート農業の普及

拡大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２年５月 19 日 

台風被害からの再起に向けて  丸森町で令

和２年産の田植え開始 

令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた

丸森町において，田植え作業が本格化しています。 

丸森町小斎地区の大内喜博氏は，水稲を大規模に

作付けしている中心的な担い手です。  

令和元年東日本台風により，田植え機やコンバイ

ン等全ての農作業機械や施設に加えて，収穫したば

かりの米が浸水し，甚大な被害を受けました。また，

収穫前の水田にも稲わら等が大量に流入し，収穫を

断念せざるを得なかった水田も多くありました。  

営農再開に向けて，多くの困難がありましたが，

普及センターでは各種支援策を提案してきました。

大内氏は国の補助事業等を活用し，農業機械や施設

を再整備するとともに，水田の整備や育苗の準備を

すすめ，ようやく昨年と同程度の面積の水稲を作付

けできる目処が立ちました。  

大内氏は，「大変な被害で，ここまで来るのに例年

の倍以上のやるべきことがあったが，今年は我慢の

年と思って前向きに頑張っていきたい。」と話して

います。田植え作業は今月末まで続く予定で，今年

もおいしいお米の収穫が期待されます。  

 
 

 

 

 

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年５月 21 日 

スマート農業の取組～小麦の可変施肥が行

われました～ 

５月 11 日にスマート農業の実証事業（スマート

農業技術の開発・実証プロジェクト）の一環として，

リモートセンシングに基づく小麦の可変施肥技術

の実証が，東松島市の（有）アグリードなるせのほ

場にて行われました。  

同じほ場内でも，地力のムラによって，作物の生

育のムラが発生します。まず，カメラを搭載したド

ローンでほ場上空から作物を撮影し，撮影データを

基に生育診断し，ほ場内における作物の生育のばら

つきを，色分けしマップ画像として可視化します。

このリモートセンシングを行ったのち，穂揃期とい

う小麦の品質向上に重要な時期に，ラジコンヘリコ

プター（ラジヘリ）で可変施肥を行いました。ラジ

ヘリはリモートセンシングで作成したマップ画像

データに基づいて，肥料の吐出量を調節しながら飛

行し，生育量に合わせた施肥を行います。生育のム

ラを可視化し，生育量に合わせた施肥を行うことで，

収量と品質の一層の向上を図ります。  

注目を集めるスマート農業は，農業経営の低コス

ト化，省力化技術として効果が期待されます。今後

実証を通じて，スマート農機導入の効果や課題を把

握しスマート農業を推進していきます。（図は生育

のばらつきを可視化した画像で，生育量に合わせて

施肥を行います（青：生育量小 赤：生育量大））  
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亘理農業改良普及センター 

令和２年５月 25 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，令和２年５月 21 日にＪＡみ

やぎ亘理逢隈支所果樹部主催で実施され，22 名の生

産者の出席がありました。  

 今年はりんごの出芽時期が早かったものの，その

後，低温等が続き，開花始めは昨年とほぼ同時期に

なりました。開花期間は天候にも恵まれ，生育は順

調に進み，結実は概ね良好で，りんごの生育も順調

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。また，講習会会場では，新

型コロナ感染症対策として，参加者のマスク着用を

厳守し，過密を控え，講師はマイクを利用して説明

を行いました。  

 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。  

 
 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年５月 25 日 

みょうがたけ現地巡回を行いました！ 

令和２年５月 19 日に，ＪＡ名取岩沼のみょうが

たけを出荷する組合員４名で現地巡回を行いまし

た。各生産者の種株増殖ほ場を巡回しながら，生育

状況等を確認しました。総合検討では，種株が出芽

しないことが話題になり，暖冬や降水量が少ないこ

となどの気象状況を絡めて，対策を検討しました。 

 名取市のみょうがたけは国内有数の産地となっ

ています。種株養成から収穫するまで１年半ほどか

かるみょうがたけは５月 24 日に初出荷を迎え，６

月頃に出荷最盛期となります。  

 普及センターでは，今後も巡回等を通して，みょ

うがたけ栽培を支援していきます。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年５月 25 日 

スマートな種子生産をめざして，実証事業に

取り組みます 

令和２年度より，農事組合法人いかずちを実証農

場として，新たな「スマート農業実証プロジェクト」

がスタートしました。（農）いかずちは水稲種子生産

を担う集落営農法人で，中山間地域におけるスマー

ト農業技術を活用した精密，省力な種子生産をめざ

して，２年間の実証を行います。  

  種子生産では，異物の混入を防ぐために，徹底し

た漏生株や雑草の除去（異株抜き）が必要であり，

大きな労力となっております。この実証事業では，

直進アシスト田植機による正確な田植えと，自動操

舵付き水田除草機による異株抜きを組み合わせる

ことによって，異株抜きにかかる労働時間を削減す

ることを目標の一つとしています。  

 直進アシスト田植機による田植え作業は５月中

旬から始まり，５月 21 日にはコンソーシアムメン

バーを参集した実演会が行われました。実際に作業

したオペレーターからは，「直進作業が一番気を遣

うので，疲労軽減につながった。また，株間や条間

の間隔が正確なので，使用する苗箱の数が減ったよ

うだ」との話でした。６月には自動操舵付き水田除

草機による除草作業を行い，作業精度について実証

を行う予定です。  

 実証事業では他にも，経営管理システムによる採

種ほ場管理の効率化や水田遠隔水管理制御装置に

よる水管理作業の効率化，散布用ドローンによる病

害虫防除なども計画しています。中山間地域の種子

生産におけるスマート農業の実用化に向け，きめ細
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やかな支援を行っていきます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年５月 27 日 

Ｗｅｂサービスを活用したリモート栽培検

討会 

普及センターでは，新型コロナウイルス感染症に

よる緊急事態宣言を受け，現地での活動を自粛して

いました。この間，栽培技術指導の新しい形として，

タブレットを使用し，Ｗｅｂ上で栽培検討会を開催

しました。  

 今回は，環境制御システムを導入している経営体

を対象に，ハウス内の環境データや生育調査データ，

植物体の写真を共有画面で確認しながら，県庁園芸

振興室担当者，普及指導員から栽培管理に関する助

言を行いました。Ｗｅｂ上では，音声が聞き取りづ

らい等の機器の課題やハウス内の環境（温度，湿度

など）を肌で感じられない等の課題はありましたが，

緊急事態宣言下でもリアルタイムで技術支援を行

う事ができました。  

 普及センターでは，今後も状況に応じてＷｅｂを

活用し，効率的かつ効果的な栽培技術支援を行って

いきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年５月 28 日 

ＪＡいしのまきぶどう栽培講習会 

ＪＡいしのまきでは直売所などの販売品目拡大

のため以前から果樹の新植を進めており，新たに果

樹の栽培を始める生産者も増えてきています。なか

でも皮ごと食べられる食味に優れたぶどう「シャイ

ンマスカット」の栽培面積は水稲育苗ハウスへの作

付けなどにより年々増えており，直売所に出荷する

生産者も多くなっています。ＪＡと普及センターで

はこのような生産者の栽培技術向上のため，毎年季

節ごとに基礎的な栽培技術に関する講習会を開催

しています。例年 30 名ほどの参加がありますが，

今回の講習会は一度に参加する人数が 10 名以下と

なるよう５月 22 日，26 日，28 日の３回に分けて開

催しました。  

 ５月下旬はまもなくぶどうの花が咲く時期とな

りますが，今回の講習会ではこの時期の重要な作業

である無核化（いわゆる種なしぶどうにする作業）

について普及センター職員から説明を行いました。 

  ９月中旬以降，管内の直売所では生産者の皆さん

が丹精込めて育てた「シャインマスカット」をはじ

め石巻圏域産のぶどうが販売されますので，是非お

買い求めいただき御賞味くださいますようお願い

します。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年５月 29 日 

湛水直播栽培グループの現地検討会が開催

されました 

５月 26 日に，美里町小牛田地区の生産者を中心

とする湛水直播栽培グループの主催で，現地検討会

が開催されました。  

 生産者４人と農協営農指導員，農薬メーカー担当

者等総勢 12 人が参加しました。  

 今年は，５月中旬の低温の影響で例年より出芽期

間が長くなりましたが，４人のほ場は概ね出芽が揃

っており，順調な生育が見られました。  

 今回の現地検討会のテーマは，初中期一発除草剤

の処理時期を検討するもので，それぞれのほ場につ

いて，イネの生育や雑草の発生状況，水管理等につ

いて確認を行いました。  

 生産者は積み重ねた経験を元に，関係機関からは

それぞれが持つ知見を総動員し，一筆ごとに熱心に

意見交換を行いながら検討を行いました。総合討議

でも熱い議論が飛び交い，有意義な検討会となりま

した。今後も生育のポイントごとに現地検討会が開

催される予定です。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年５月 29 日 

栗駒山麓の深山牧野で放牧が始まりました 

令和２年５月 26 日，栗原市営深山牧野（栗原市

栗駒文字地区）で放牧が開始されました。この日は，

60 頭の黒毛和種が入牧しました。  

  深山牧野は栗駒山を望む眺望のすばらしい牧場

です。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あり ,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。  

  和牛の経営は，新型コロナウイルス感染症による

経済情勢の悪化 ,飼養管理者の高齢化や担い手の不

足等，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。  

 
 

 

競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・支

援  

栗原農業改良普及センター 

令和２年５月 11 日 

くりはらの食材でステイ・ホーム（おうちで

過ごそう）を応援！ 

新型コロナウイルス感染症の外出制限等の影響

により，外食や給食等への食材販売が落ち込み，農

業生産への影響も大きくなっています。  

  栗原管内の農業者が中心となり，地域の農産物や

伝統文化を伝える活動を展開する「くりはらファー

マーズプロジェクト」（代表：伊藤秀太氏）では，ピ

ンチをチャンスに！！と消費が落ち込んでいる栗

原地域の食材をセットにして市内外へ届ける取組

みを行っています。   

  家庭で過ごす時間が増えている家族向けに，家庭

で楽しく，おいしく，くりはらを満喫できる「おて

がる！フライパンでＢＢＱ（バーベキュー）セット」

の販売を始めました。  

  漢方三元豚，ケール ,サンチュ ,サラダ菜，パプリカ，

しいたけ，さくらしんこ餅などの食材セットで，や

みつき森もりサラダのレシピや餅花の作り方など

も入っています。栗原地域の「食」と，農業者の思

いが詰まったセットになっています。新聞等で掲載

されたこともあり，注文数は増えています。  

  新型コロナウイルス感染症の影響により，管内の

多くの農業者が営農活動への不安を抱えています。

普及センターでは，相談窓口を開設して相談に応じ

たり，支援策等について農業者へタイムリーに情報

提供を行ったりしています。併せて，この苦境を乗

り切ろうとアイディアを出し合い新たな取組みを

行う農業者を今後も支援していきます。  

 
 

 

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  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年５月 14 日 

りんごの花が満開です 

気仙沼管内では，ＪＡ果樹部会員 18 人がりんご

を生産しています。５月上旬にりんごの花が満開と

なりました。開花が始まると，農家の皆さんは受粉

（花に花粉をつける作業）を行いますが，ハチをほ

場に飛ばしたり，手で花ひとつひとつに受粉を行い

ます。  

９月上旬になるとりんごの早生品種の収穫が始

まります。当管内で生産されるりんごは，気仙沼市

内のＪＡ直売所「菜果好（なかよし）」や農家の皆さ

んの庭先の販売所で購入することができますので，

是非皆さんも気仙沼・南三陸産りんごを味わってみ

てください。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和２年５月 13 日 

ＪＡみやぎ登米各野菜部会の現地巡回指導 

例年，ＪＡみやぎ登米の各野菜部会では，栽培が

本格化する春から現地検討会等を開催してきまし

たが，新型コロナウイルス感染防止のため，活動自

粛を余儀なくされています。  
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ＪＡみやぎ登米では，野菜の安定生産を維持する

ため，営農指導員，普及指導員，部会役員等の最小

限の人員で３密を避けながら現地巡回を行い，生育

状況の確認や栽培指導を実施しています。  

昨年の台風 19 号や暖冬の影響が心配された「そ

らまめ」，「たまねぎ」，「にんにく」などの越冬する

野菜やハウスの「なす」や加工用の「ばれいしょ」

などの春植えの野菜等は，生産者の丁寧な管理によ

り例年並みの生育でした。５月に入り，緊急事態宣

言が続く中，野菜の需要と価格は安定しており，今

後の収穫が期待されます。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年５月 14 日 

亘理地域にてりんごの花が満開です 

亘理管内は県内有数のりんご生産地です。各りん

ご園では，ゴールデンウィークの開花中に人工授粉

作業が精力的に行われました。  

今年はりんごの出芽時期が早かったものの，その

後，低温等が続き，開花始めは昨年とほぼ同時期に

なりました。開花期間は天候にも恵まれ，生育は順

調に進んでいます。  

亘理農業改良普及センターでは，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。  

 
 

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年５月 14 日 

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２年５月 12 日に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，生育状況を確認しました。なお指

導会は十分な距離の確保やマスクの着用を実施し

た上で開催されました。  

越冬後，４月は降霜が数回ありその後の生育が心

配されましたが，生産者が適正な管理を行ってきた

こともあり影響は少なく，着莢と莢の肥大は進み生

育は順調でした。  

普及センターからは，今後の管理としてアブラム

シとさび病に注意し，発生初期に薬剤散布すること，

品質向上のためリン酸液肥等を葉面散布するよう

指導しました。  

ＪＡ古川管内は 10 月上旬に播種・育苗する秋ま

き栽培が主流で，普及センターでは 12 月から５月

にかけて，計３回の現地巡回指導会に講師として対

応し，越冬前後の管理や病害虫防除等について指導

してきました。本指導会を契機として，高品質なそ

らまめが出荷されることが期待されます。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年５月 29 日 

新型コロナウイルス感染症によるポットカ

ーネーション販売減少支援対策 

新型コロナウイルス感染症の流行により，政府か

ら発表された緊急事態宣言を受け，イベントの中止，

花き販売店の営業自粛や外出自粛による販売減な

ど，花き業界に大きな影響が出ています。  

柴田鉢花研究会では「母の日」に向けて丹精込め

てポットカーネーションを生産していましたが，イ

ベントの中止や注文の減少などにより，例年より需

要が少なく，在庫を多く抱えてしまいました。そこ

で，ＪＡみやぎ仙南と協力・調整をして，５月 15 日

（金）に宮城県園芸振興室・ＪＡ全農みやぎと大河

原農業改良普及センターの共催で関係機関職員向

けのポットカーネーションの斡旋を行いました。当

日は，色とりどりのカーネーションが販売され，購

入していただいた方にも大変好評でした。  

今後も花き業界への新型コロナウイルスの影響

が懸念されますので，高品質な花の安定生産に向け

て引続き支援していきたいと思います。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年５月 29 日 

若手職員による地域応援企画始動！！ 

新型コロナウイルス感染症の影響により栗原管

内の農産物等の需要が落ち込んでいることから，宮

城県栗原合同庁舎の若手職員がプロジェクトチー

ム「チーム 2020」を立ち上げ地域応援企画をスター

トさせました。第一弾として，栗原管内の農業者等

グループ「くりはらファーマーズプロジェクト」が

プロデュースする野菜と肉のセット「おてがる！フ

ライパンでＢＢＱセット」や，栗原産の鉢花「ベル

フラワー」を合同庁舎内の職員に斡旋しました。今

回の企画は，魅力あふれる栗原産の農産物を職員が

積極的に消費することで，「おうち時間」を楽しみな

がら地域を応援しようとする取り組みです。栗原農

業改良普及センター職員も協力して生産者との連

絡調整等を行いました。各農産物は５月 22 日に合

同庁舎へ搬入され，チーム 2020 メンバーが声を掛

け合って各フロアへ配達しました。  

チーム 2020 では，ワークショップ形式で今後の

地域応援企画を検討しており，農産物の斡旋と同時

にＳＮＳ活用を呼びかけてＰＲに繋げる案や，毎月

各フロアに花を飾る日を設ける等，様々なアイデア

が生まれています。チームには栗原農業改良普及セ

ンターの若手職員も加わっており，管内農産物の状

況等を情報提供して，地域応援に繋がる取組を検討

していきます。  

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年５月 29 日 

栗っこズッキーニがテレビで紹介されまし

た 

令和２年５月 21 日，栗原市若柳の阿部氏（ＪＡ

新みやぎ栗っこズッキーニ部会副部会長）ハウスに

おいて，テレビ生中継で栗っこズッキーニの紹介が

行われました。  

今回は，ミヤギテレビＯＨ！バンデスの「コロナ

に負けるな！ミヤギ応援中継」企画で，栗原市のズ

ッキーニの生産量は県内１位であることが紹介さ

れ，新型コロナウイルスの影響で業務用の需要が減

少しているものの，出荷の始まったズッキーニの栽

培の様子が伝えられました。また後半は，「農家直伝

お弁当にも合うズッキーニ料理」として，阿部氏の

奥様から，普段家で食べているズッキーニ料理を 10

品紹介していただきました。  

栗っこズッキーニは，これから７月のピークに向

け出荷量が増加し，仙台市場を中心に京浜市場など

各地に出荷されます。  

 

 

 

 

 

 

 

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  

仙台農業改良普及センター 

令和２年５月 22 日 

新型コロナウイルス対応で営農を支援して

います 

普及センターでは，新型コロナウイルス感染症拡

大により経営に影響が出ている生産者の支援を行

うため，支援策を記載した資料の配付やホームペー

ジを活用して情報提供を行っています。  

生産物が出荷できずに収入が大幅に減少したた

め，購入資材費の支払いが厳しくなってきているな

どの窮状を訴える農業者へ緊急対応策として，持続

化給付金の情報を提供し，申請会場の紹介や必要書

類の確認について支援を行っています。支援を受け

た農業者は申請手続きを始めています。  
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なお，普及センターでは持続化給付金のほか制度

資金等の内容についても情報提供を行っています。 

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年５月 25 日 

新規就農者のサポート訪問が行われました 

農業次世代人材投資資金の交付を受けている新

規就農者に対して，「経営・技術」，「営農資金」，「農

地」の各課題に対応できるよう，関係機関でサポー

トチームを構成し，相談，指導等を行っています。 

 ４月 15 日に，サポートチームで大崎市内の新規

就農者４名を訪問し，昨年度の出荷実績の確認や今

年度の生産計画について聞き取りを行いました。  

 訪問した中には，昨年は露地 30ａに長ねぎを作付

け，全量販売を行い，労力的にもっと作付できると

いう手応えが得られたことから，今年度は 50ａに作

付けを拡大する予定にしている新規就農者がいま

した。作付け予定ほ場や２月には種したねぎの苗の

育苗状況を確認した後，畑の準備等の助言を行いま

した。  

 また，今年新規にトマト生産を開始する新規就農

者では，ハウスで育苗中の苗を前に，育苗管理等の

助言を行いました。  

 今後も新規就農者の農業経営の早期安定を目指

して，関係機関と連携を図りながら支援していきま

す。  

 
 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支

援  

登米農業改良普及センター 

令和２年５月１日 

高収益作物，加工用ばれいしょ植付け作業の

見学と情報交換 

 令和２年４月６日登米市豊里町，９日中田町にお

いて，加工用ばれいしょの植付け作業が始まりまし

た。ＪＡみやぎ登米では，12ha の作付けを目指して

います。  

 登米市南方町沼崎地区と東和町内ノ目地区では，

水田のほ場再整備による大区画化が検討されてお

り，高収益作物として，加工用ばれいしょの植付け

作業を生産者と見学しました。  

 加工用ばれいしょの品種や種いもは種機，栽培管

理など，実践している法人と情報交換しました。  

 ほ場整備の座談会で議論されてきた加工用ばれ

いしょについて，実際の作業の流れを見て，実践者

から栽培上の課題やポイント等の情報を得たこと

で，地元での話し合いの進展が期待されます。  

 今後とも，ネギ等の高収益作物の見学会を設け，

地域営農計画策定の一助としていきます。  

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

大河原農業改良普及センター 

令和２年５月１日 

令和元年東日本台風被災水田における営農

継続に向けた取組支援 

 丸森町では，令和元年東日本台風により水田へ多

量の土砂が流入したため，今春の水稲作付けが不可

能となっている農地もあり，農家所得の減少が懸念

されています。  

 このため，被災地域における農家所得の確保に向

けて，丸森町では産地交付金を活用し，「地力増進作

物の栽培」を支援することとしました。  

 しかしながら，被災水田では，ほ場が軟弱で農業

機械が入れないなどの課題があり，農業者がこの取

り組みに不安を抱いていました。そこで，普及セン

ターでは地域ごとに異なる被災状況を確認しなが

ら，品目の選定や播種方法などについて，農業者と

現地で意見交換を行いました。  

 被災水田においては農家の営農意欲が低下する

ことが懸念されています。このため，普及センター

では町とともに，これらの活動を通じて今後の営農

継続に向けて取組を進めていきます。  
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亘理農業改良普及センター 

令和２年５月８日 

家族経営協定を締結しました 

 令和２年５月７日（木），名取市でいちごを栽培す

る「ファンファームなとり」において家族経営協定

締結式が行われました。  

「ファンファームなとり」を経営する佐々木綾子さ

んは，「わが子に食べさせたいと思える，美味しく安

心なイチゴをつくりたい。」と，平成 30 年に就農し

ました。夫の和也さんは名取市内の農業法人に勤務

していましたが，この度，綾子さんと一緒にいちご

栽培に携わるべく，家族経営協定を締結しました。

二人はそれぞれ就農前に農業法人でいちごの栽培

技術を学び，現在「さちのか」を土耕栽培する傍ら，

メロンやズッキーニを栽培し，効率よくパイプハウ

スを使っています。  

  「楽しく，おもしろく！ファンに愛される農園に」

という想いを込めて名付けられた「ファンファーム

なとり」を，これから二人で盛り上げていきます。 

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年５月 21 日 

丸森町の台風被災水田でヘアリーベッチの

は種作業が行われました 

 令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた

丸森町竹谷，五福谷地区において，「丸森中央集団転

作組合」が４月 28 日に設立されました。  

 両地区の農業者 19 名が参加して令和２年５月１

日（金）の晴天のもと，ヘアリーベッチのは種作業

が行われました。被災水田はガレキが散乱するなど

ほ場の状況が厳しいことから，動力散布機での播種

となりましたが，台風の後しばらく人影のなかった

被災農地にエンジンの音が響きました。  

 丸森町竹谷地区の水田には，広域に土砂が流入堆

積しており，復旧工事が待たれている状況です。こ

の日，20ha の水田に播種されたマメ科の緑肥作物

「ヘアリーベッチ」は，共生する根粒菌が空気中の

窒素分を取り込むことによって，養分の少ない農地

でも生育します。しかし，被災水田では根粒菌が少

ない心配があるため，被災地支援として秋田県立大

学から提供いただいた「根粒菌」を粉衣した後，は

種しました。  

 丸森町では平坦部のほか，中山間部でも農地が甚

大な被害を受け，農業者が農作物の栽培に不安を抱

えていたことから，各地区において現地説明を行い，

数種の品目を実証は種するなど，農業者との情報共

有を図ってきました。  

 ６月下旬にはヘアリーベッチの花が咲きます。農

業者の皆さんは，被災水田での営農再開への一歩を

踏み出しています。  

 
 

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２年５月 22 日 

南三陸町復旧農地の田んぼアート２０２０ 

 東日本大震災で被災した南三陸町では，ほ場整備

が完了し，引き渡された農地について，農地中間管

理事業が活用され，水田の集積が図られました。  

 廻館地域では，今年で４年目となる田んぼアート

の田植えが５月 15 日に行われました。今年のデザ

インは，紫や白，赤などの６種類の稲の苗を用いた

五輪の輪です。今年は，新型コロナウイルス感染症

の蔓延防止のため，例年行っているボランティアの

参加を募ることができませんでしたが，営農組合員

が田植機を用いて五輪の輪を描きました。残念なが

らオリンピックは１年延期となりましたが，田んぼ

アートは，７月から見頃を迎え，志津川高校の校門

前から見ることができます。  

 普及センターでは，今後も担い手へ復旧農地の集

積が計画的に進むよう支援していきます。  

 
 



                                                        

                                                   

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 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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