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先進的農業に取り組む経営体の支援 
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○ 美里農改：青ねぎ現地検討会並びに出荷説明会が開催されました 

○ 仙台農改：経営継承勉強会を開催しました 

○ 登米農改：登米地域でドローンのオペレーター講習会開催 

○ 亘理農改：先進地視察で「水稲乾田直播栽培」のさらなるレベルアップ  

○ 気仙沼農改：ＪＡ新みやぎ南三陸地域花卉生産協議会できくの現地検討会を行いました  

○ 大崎農改：だて正夢・金のいぶきの現地検討会を実施しました 

○ 気仙沼農改：ＪＡ新みやぎ南三陸水稲あぜ道相談会が開催されました  

○ 大崎農改：岩出山凍り豆腐加工生産者情報交換会・大豆現地検討会を開催しました  

○ 美里農改：飼料用トウモロコシが順調に生育しています！ 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米トルコギキョウ出荷査定会の開催 

○ 登米農改：令和２年度登米地域だて正夢栽培塾開催 

○ 登米農改：農業法人の社員研修会開催 
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○ 栗原農改：栗っこズッキーニはいかがですか？」くりはらマルシェに参加しました  

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米花卉部会菊現地検討会の開催 

○ 亘理農改：「水稲直播栽培勉強会」を開催し，追肥について検討しました  

○ 栗原農改：多収穫米生産部会主催の多収穫米栽培現地検討会が開催されました 

 

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 亘理農改：いちごの土壌分析を実施しました 

○ 石巻農改：飾って応援！花の販売会を開催しました 

○ 石巻農改：今年も石巻市河北上品山牧場で放牧が始まりました！ 

○ 大崎農改：水稲採種予備審査を実施しています 

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米ねぎ部会現地検討会の開催 

○ 仙台農改：黒川地域の果物ＰＲリーフレットを作成しました 

○ 栗原農改：栗原市内の水稲種子生産ほ場の現地巡回を行いました 

○ 大河原農改：ＪＡみやぎ仙南丸森花卉部会現地検討会～復旧に取組む小ぎく栽培～  

○ 大河原農改：ＪＡみやぎ仙南角田いちご部会総会・研修会～復旧に取組むいちご栽培～ 

○ 大崎農改：ＪＡ古川いちご部会いちご親株現地巡回が開催されました  
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○ 仙台農改：ＪＡ仙台利府梨部会の現地検討会が開催されました 

○ 美里農改：ＪＡ新みやぎみどりの地区本部ほうれんそう部会現地研修会が開催されました 
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○ 亘理農改：ＪＡみやぎ亘理いちご部会出荷反省会開催 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nosin/gennba1.html
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu


 

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  

○ 大崎農改：経営継続補助金支援相談会が開催されました 
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○ 美里農改：夢を形に，就農希望者の営農計画作成を支援しています 

○ 大崎農改：みやぎ農業未来塾「環境制御勉強会」を行いました 

○ 美里農改：農業大学校１年生による普及センター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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 
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○ 栗原農改：パティシエが花山ルビィふさすぐりの収穫を応援！ 

○ 登米農改：登米地域園芸特産振興推進会議の開催 

○ 仙台農改：仙台市大倉ふるさとセンターで野菜栽培講習会を開催しました 

○ 栗原農改：花山ルビィふさすぐり地域連携研修会 
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東日本大震災からの復興に関する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

○ 気仙沼農改：津波被災地，南三陸町廻館地区の営農計画等を検討 
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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７月１日 

青ねぎ現地検討会並びに出荷説明会が開催

されました 

６月 26 日（木），ＪＡ新みやぎみどりの地区本部

管内で青ねぎ現地検討会と出荷説明会が開催され

ました。６月 19 日から管内では収穫が始まってお

り，当日は定植時期が早かった鹿島台地域の青ねぎ

ほ場３か所を巡回した後，青ねぎ集出荷施設で，青

ねぎの荷受基準について確認を行いました。全農担

当者から，現在の販売情勢について情報提供があり ,

青ねぎの需要に応えるためにも，青ねぎ生産へ引き

続き尽力しようという生産者側の気持ちの高まり

が感じられました。  

生育状況としては，少雨による乾燥で生育スピー

ドが平年よりやや遅い傾向にありますが，生育ムラ

も少なく順調に生育していました。今年はさび病の

発生が多い傾向にあるため，現地検討会では，病害

虫の発生や生育状況を確認し，改めて防除の徹底を

行う必要があることを生産者同士で確認しました。

普及センターから，散布ムラが発病リスクを高める

ことから，草丈に応じた散布水量を設定して，防除

を行うよう呼びかけました。  

普及センターでは，調査ほを設けて生育状況をし

ながら，病害虫防除を含めた栽培管理の徹底に向け

た支援を，関係機関と連携して行っていきます。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年７月６日 

経営継承勉強会を開催しました 

 普及センターでは，大郷町で水稲と大豆を約

100ha 栽培し，３年後に経営継承を計画している

｢みどりあーと山崎（株）｣を対象に，（公財）みやぎ

産業振興機構の事業を活用した経営継承勉強会を

開催しています。  

 この勉強会ではクジライコンサルティング代表

の鯨井文太郎氏を講師に５回の開催を予定してお

り，６月 22 日に同社の役員５人，社員３人の全員

が参加して，第１回目の勉強会を開催しました。  

 はじめに，講師から勉強会の全体像と趣旨が説明

され，参加者各自が水稲や大豆の生産工程毎に工夫

していることやこだわっていること，他社より優れ

ていること等について付箋に書き出して模造紙に

貼り付け，それを可能にしている理由や秘訣につい

て話し合いがなされました。  

 話し合いの中で，役員から，会社設立までの経緯

や苦労話等も出され，「今まで話したことがなかっ

た設立当初のことも聞いてもらった。社員には何を

引き継ぐべきかを感じ取ってもらいたい」，｢役員･

社員それぞれの考えを聞けて良かった」，｢普段は当

たり前に思っていたことが，他の人から見ると『優

れていること』になると気づかされた｣という感想

や，若手社員からは「どういう想いで会社を作り，

今までやってきたかがわかった」,「会社を継承する

ことの重要性がわかり，有意義な勉強会になった」

との感想が聞かれました。  

第１回から第３回までは企業の健康診断ツール

である「ローカルベンチマーク」を活用した演習に

より，会社の特長を深掘りすることで経営状況・経

営の課題の見える化を行い，第４回から経営継承計

画に着手する予定です。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月６日 

登米地域でドローンのオペレーター講習会

開催 

登米地域では，平成 30 年度からドローンによる

病害虫防除等に取り組んでおり，６月 25 日に米山

町でドローンのオペレーター講習が開催されまし

た。  

講習には，ドローンによる病害虫防除等を予定し

ている生産者や農業法人の従業員等が 12 人参加し，

実技と座学を通して，飛行マニュアル，測量のポイ

ント，関連法令等を学びました。  

当日は，実技から始まり，機体の名称やセッティ

ング方法等を学び，専用のタブレットを実際に操作

して自動飛行を体験しました。緊急時の対応や飛行

するほ場の測量，タブレットでの登録方法も体験し

ました。  

座学では，新型機種の改善点や通信環境，飛行・

測量の可能な範囲，操作方法，測量方法，関係法令，

禁止行為，昨年７月から義務化された「飛行計画の

登録」等を学びました。講習の最後には，習熟度を

確認するため「40 問筆記テスト」が行われ，それぞ

れ習得状況を確認しました。  

昨年度は 30 人のオペレーターが誕生し，今年度

は継続講習者を含め，昨年度を上回る講習参加者が

見込まれています。登米地域の自動飛行ドローンに

よる病害虫・雑草防除は，昨年度が延べで  569ha，

今年度も既に延べ 45ha と，講習を契機に本格的な

防除作業等が始まることから，普及センターでは，
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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。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月 10 日 

先進地視察で「水稲乾田直播栽培」のさらな

るレベルアップ 

 亘理農業改良普及センターでは，昨年度から「直

播栽培勉強会」を立ち上げ，定期的に情報交換を行

っており，その活動の一環として，令和２年７月８

日に石巻地域の乾田直播ほ場を視察しました。  

 石巻地域は，県内一の乾田直播面積を誇ることか

ら昨年も視察しており，今回は「（農）たてファーム・

和」と「（農）朝日の郷」の２法人と情報交換を行い

ました。  

 既に乾田直播に取り組んでいる参加者とは，細か

な水管理や播種作業の工夫など，耕作者同士ならで

はの意見交換がされた他，これから乾田直播に取り

組もうと考えている参加者にとっては，乾田直播栽

培の技術的な不安が少しでも解消された良い機会

となったようです。  

 普及センターでは，今後も，直播栽培等の技術向

上に向けた勉強会を開催していきます。  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年７月 14 日 

ＪＡ新みやぎ南三陸地域花卉生産協議会で

きくの現地検討会を行いました 

７月からの本格出荷に向けて，ＪＡ新みやぎ南三

陸地域花卉生産協議会の現地検討会が６月 25 日に

開催され，会員のほ場を巡回しながら輪ぎくとスプ

レーぎくの生育状況を確認しました。約４か月ぶり

の協議会活動となり，生育状況をはじめ会員の作付

状況や市場動向について様々な情報交換をしたほ

か，６月 15 日未明に発生した降雹による露地ぎく

への被害状況も確認しました。  

普及センターからは，品質向上に向けての病害虫

防除について講習を行いました。特に，近年被害が

散見されているべと病の発生について注意喚起し，

予防防除の徹底と発生後の対応について呼びかけ

ました。  

新たな販路として，ＪＡ直営の新直売所「元気く

ん市場仙台南店」への出荷についても検討が行われ，

参加者らは「コロナ渦においても工夫しながら生産

を継続していく取組を探っていきたい」と意欲が高

まる有意義な現地検討会となりました。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 16 日 

だて正夢・金のいぶきの現地検討会を実施し

ました 

大崎普及センター管内では，令和２年産だて正夢

が 174ha，金のいぶきが 43ha 作付けされています。

７月７日にＪＡ加美よつばで，８日にＪＡ新みやぎ

いわでやま地区本部で「だて正夢・金のいぶき現地

検討会」がそれぞれ開催され，大崎普及センター職

員が講師として出席しました。  

多くのほ場でまもなく幼穂形成期を迎えること

から，生育状況を見ながらの追肥など，適切な管理

の徹底をお願いしました。参加者からは，「品種ごと

に特徴が異なり栽培は難しいが，管理をしっかり行

い，収量・品質ともにいいものを収穫したい」との

意気込みが聞かれました。普及センターでは引き続

き新品種の安定生産に向けた指導を行ってまいり

ます。  
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気仙沼農業改良普及センター 

令和２年７月 20 日 

ＪＡ新みやぎ南三陸水稲あぜ道相談会が開

催されました 

令和２年７月 14 日から７月 16 日にかけて，志津

川，本吉，気仙沼の３地区において，ＪＡ新みやぎ

南三陸水稲あぜ道相談会が開催されました。  

相談会では，追肥や病害虫防除等の今後の栽培管

理について，普及センターや農薬メーカーの担当者

が説明を行いました。昨年は玄米の品質低下による

落等がみられたことから，実際にほ場の葉色を確認

しながら，追肥の実施について詳しく説明しました。 

出席した生産者は，「追肥の目安や病害虫のこと

がよくわかり勉強になった。今年もよいお米がとれ

るようにがんばりたい」と話していました。  

 
 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 21 日 

岩出山凍り豆腐加工生産者情報交換会・大豆

現地検討会を開催しました 

令和２年７月 15 日に岩出山凍り豆腐について大

豆生産者とその加工生産者の意見交換を目的とし

て「岩出山凍り豆腐加工生産者情報交換会・大豆現

地検討会」を開催しました。  

大崎市岩出山で作られる岩出山凍り豆腐は，岩出

山地域の大豆「ミヤギシロメ」を 100％使用してお

り，平成 30 年にＧＩ（地理的表示）に登録されてい

ます。現在，岩出山凍り豆腐の加工生産者は現在５

軒のみであり，その中の加工生産者からは，使用す

る大豆のバラつきの改善やタンパク質の含有量の

向上について要望が挙げられました。情報交換の後，

大豆ほ場を見学し今後の栽培管理について確認を

行い，普及センターからは品質の均一化のために，

今後の雑草防除等の管理や緑肥の有効性について

情報提供を行いました。大豆生産者からは「良品質

な大豆を安定生産できるように今後とも適切な栽

培管理を行っていきたい」などの意欲的な意見が出

されました。  

今後とも普及センターでは岩出山地域の大豆の

収量・品質向上のために技術支援をしていきます。 

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年７月 22 日 

飼料用トウモロコシが順調に生育していま

す！ 

県では，飼料作物の生産技術の向上と県奨励品種

の普及拡大を図ることを目的として，県内各地に展

示ほを設置しています。管内では，涌谷町の酪農家

に協力していただき，飼料用トウモロコシの２品種

（パイオニア 118 日，スノーデント 115）の展示ほ

を設置しています。  

令和２年７月 10 日（金）には，播種後 40 日を目

処に行う生育調査を行いました（播種：６月１日）。

今年は天候に恵まれ，草丈が約 100cm から 140cm

と，順調に生育しています。  

普及センターでは，引き続き生育調査を実施して

栽培の支援を行っていきます。  
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登米農業改良普及センター 

令和２年７月 22 日 

ＪＡみやぎ登米トルコギキョウ出荷査定会

の開催 

６月 23 日に登米市迫町の大瀬集出荷場でＪＡみ

やぎ登米花き部会トルコギキョウ専門部の出荷査

定会が開催されました。  

出荷査定会では，市場関係者から販売状況につい

て，普及センターから今後の栽培管理について，Ｊ

Ａ担当者から出荷規格の確認を行い，最後に部会長

が出荷調製方法の実演を行いました。  

トルコギキョウの共選出荷は６月 16 日から始ま

り，８月のお盆に出荷のピークを迎え，地元の仙台

や石巻市場，京浜市場などに出荷されています。  

普及センターでは引き続き良品生産に向けた活

動支援を行って参ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月 22 日 

令和２年度登米地域だて正夢栽培塾開催 

令和２年７月８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。普及センターから，だて正夢の生育状況や

今後の管理として適切な追肥と適期刈取などにつ

いて説明しました。その後，登米市迫町の，だて正

夢普及展示ほ場に移動して，草丈，茎数，葉色を測

定し，倒伏判断指標を用いた追肥診断を行いました。 

だて正夢は「もっちり感」と「甘み」のある良食

味米です。登米地域のだて正夢作付面積は約 120 ヘ

クタールで，105 名が栽培しており，県内の作付面

積約 850 ヘクタールの 14％を占める主要産地とな

っています。  

梅雨入り後，日照不足や豪雨，低温が続いていま

すが，普及センターでは，良食味，高品質米生産の

ため今後も支援をしてまいります。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

農業法人の社員研修会開催 

７月 14 日，登米市中田町の（株）石ノ森農場は，

きゅうりの抑制栽培の規模拡大により雇用者が増

えるため，新たな社内体制づくりに向け社員研修会

を開催しました。  

講師には，栗原市一迫の (有 )耕佑の伊藤専務を招

き，農業生産工程管理（GAP）による労働安全等へ

の社員意識の変化や，ワークショップによる働きや

すい環境づくりなどについてお話を頂きました。ま

た実際にワークショップが行い，仕事に対する意識

や満足感，お互いに話しやすい空気づくり，会社に

意見が集まる仕組みづくりの大切さを学びました。 

普及センターでは，今後も法人の社内体制づくり

や人材育成に向けた支援をしてきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年７月 28 日 

長ねぎの生産振興を図ります 

令和２年７月 21 日いしのまき農協長葱部会の現

地検討会が開催されました。石巻，矢本，河北，桃

生などから生産者およそ 20 名が参加し矢本の赤井

地区と立沼地区のほ場３ヶ所を巡回し生育状況や

病害虫の発生状況等を確認しました。  

 ねぎは３月から４月に定植されましたが，定植時

は畑の乾燥で活着に影響があったということでし

た。しかし６月 25 日ころからは曇天・長雨が続い

ており，排水不良による生育の遅れや培土作業が出

来ない状況が続いています。病害虫関係では，さび

病，ベト病，黒斑病やアザミウマ類の発生が見られ

ました。３月定植のねぎは７月下旬から８月にかけ

て出荷する予定でしたが，概ね半月程度の生育遅れ

が見られます。  

 そのような中で耕盤を毎年のように破砕してい

るほ場では，非常に排水が良く土寄せなども遅れな

く実施されており，病害虫の発生も極めて少ない良

い生育状況となっていました。  

 平年であれば７月 25 日頃梅雨明けを迎えるとこ

ろですが，７月 27 日現在で梅雨明けしていません。

しかしながら何とか雨の合間を狙って防除や降雨

でも薬剤効果が落ちにくい資材などを活用つつ，適

切に管理を行うよう助言しました。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 28 日 

「栗っこズッキーニはいかがですか？」くり

はらマルシェに参加しました 

令和２年７月７日（火），県庁１階ロビーで開催さ

れた「くりはらマルシェ」にＪＡ新みやぎ栗っこズ

ッキーニ部会が出展し，ズッキーニの展示販売を行

いました。  

 当日販売を行った生産者とＪＡ職員は，おすすめ

の調理法のほか栽培方法などを紹介しながらズッ

キーニのＰＲを行いました。販売時には浅漬けやス

ライスサラダなどズッキーニではあまりなじみの

ない「生」での食べ方を提案し，ズッキーニの魅力

を伝えることができました。  

今回の販売会では「去年ここで買ったズッキーニ

がおいしかったから，また買いに来ました」という

お客様も多く，生産者にとっても励みとなったよう

です。  

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。  

 
 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月 28 日 

ＪＡみやぎ登米花卉部会菊現地検討会の開

催 

 ７月 21 日にＪＡみやぎ登米花卉部会の菊現地検

討会が開催され，部会員や市場関係者等 10 名が参

加しました。  

始めに，南方町と中田町の３か所のお盆出荷用ス

プレーギクの施設を回り，生育状況を確認しました。

５月 31 日から６月 15 日まで消灯・シェードの作型

は，着色蕾から８月 10 日頃開花予定で，日照不足

の影響や病害虫の発生もなく，生育・品質とも順調

でした。  

普及センターからは，熱中症対策，アザミウマ類

や白さび病等への注意を促しました。市場関係者か

らは菊類の流通動向について，５月母の日以降のコ

ロナ禍で輪菊は単価が低迷，スプレーギクは単価回

復，お盆はお墓参りで８月３，５，７，10 日が需要

期との情報提供がありました。  

ＪＡみやぎ登米花卉部会のスプレーギクは出荷

数量約 130 万本，販売額約 8,500 万円と県内一の産

地を誇り，最も重要なお盆出荷を迎え，部会員や関

係者とも良品共選出荷に向け意識を高めていまし

た。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

「水稲直播栽培勉強会」を開催し，追肥につ

いて検討しました 

亘理農業改良普及センターでは，令和元年度から，

乾田直播栽培を志向する経営体の技術力向上を目

的に「直播栽培勉強会」を立ち上げ，参加者同士の

情報交換や技術的課題の対策などの検討を行って

います。  

令和２年７月 21 日，山元町及び名取市の乾田直

播ほ場で，今年度第２回目となる勉強会を開催しま

した。今回は，幼穂形成期及び減数分裂期の追肥を

テーマに，参加者全員で葉色などの生育調査結果を

確認し，施用のタイミングと散布量について検討を

行いました。  

普及センターでは，乾田直播栽培技術の高位平準

化に向けて，今後も勉強会を開催していきます。  
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栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 31 日 

多収穫米生産部会主催の多収穫米栽培現地

検討会が開催されました 

７月 14 日にＪＡ新みやぎ栗っこ多収穫米生産部

会主催の多収穫米栽培現地検討会が開催され，９名

が参加しました。  

ＪＡ新みやぎ栗っこ地区本部では「10ａ当たり所

得増」を合言葉に多収品種「萌えみのり」の作付を

推進しており，令和２年度は約 1,000ha の栽培が行

われています。多収穫米生産部会は，「萌えみのり」

作付拡大の旗振り役として収量 600kg 以上の確保

を目標に活動を行っており，これまで栽培暦や専用

肥料の開発に取り組んできたほか，新たな多収品種

の試験栽培も行っています。  

当日はあいにくの雨でしたが，「萌えみのり」２か

所と「つきあかり」及び「ゆみあずさ」各１か所の

ほ場を巡回し，生育状況を熱心に検討しました。そ

の後に会議室に移動して総合検討が行われました。

普及センターからは低温による障害不稔と葉いも

ちの発生に注意を呼びかけるとともに，「萌えみの

り」の収量向上に向けてリモートセンシングに基づ

く生育量の把握による施肥改善について話題提供

を行い，取組への協力を呼びかけました。  

 
 

 

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  

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月１日 

いちごの土壌分析を実施しました 

令和２年６月 24 日にＪＡみやぎ亘理いちご部会

員が，普及センターの指導により土壌分析を実施し

ました。今回の分析は土耕で栽培する予定のいちご

ハウスの土壌が対象で，ＪＡみやぎ亘理いちご部会

員青年部員２名と同ＪＡ職員２名の計４名が参加

しました。当管内は東日本大震災後，いちごの高設

栽培が増加しましたが，依然として土耕栽培の面積

も大きく，土壌分析が重要であるため，ＪＡみやぎ

亘理いちご部会員自らが土壌分析を行っています。 

青年部員は普段触れることのない他の部会員の

土壌に触れて，部会員によって土質が異なることや，

土質が異なるといちごの生育にどのような影響が

あるか等について，意見交換を交えながら作業して

いました。今回の分析結果をもとに，次期作に向け

た土作りや施肥設計を作成します。  

亘理農業改良普及センターでは，今後も土壌分析

等に基づく栽培指導により，当管内の野菜農家を支

援していきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年７月２日 

飾って応援！花の販売会を開催しました 

新型コロナウイルス感染拡大によるイベント自

粛や花き店休業などの影響を受け，県内産花きの消

費が落ち込んでいることから，生産者を応援するべ

く，東部地方振興事務所では，合同庁舎内の職員向

けに販売会を開催し，地元産花きの買い支え運動を

実施しています。  

４月から６月にかけては，「気分が沈みがちな今

こそ，家庭や職場で花を飾って生活に彩りを加えて

みませんか？」と書いたチラシを作成し，石巻合同

庁舎内や近隣の大崎や栗原合同庁舎内の職員向け

に花の販売会を開催しました。第１回目は５月 26 日

に石巻市桃生産の切り花「ガーベラ」，  第２回目は

６月 19 日に石巻市広渕産の鉢花「アジサイ」を販

売したところ，  購入者からは，「管内で花が生産さ

れていることを初めて知った」，「とてもキレイで，

持ち帰るのが楽しみ」との声が聞かれました。   

当普及センターでは，今後も花きの生産振興と販

売促進について，支援していきます。  
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石巻農業改良普及センター 

令和２年７月２日 

今年も石巻市河北上品山牧場で放牧が始ま

りました！ 

令和２年６月 26 日，石巻市河北上品山牧場で牛

の放牧が始まりました。例年上品山牧場への入牧は

５月中旬頃ですが，今年は約１ヶ月遅れの入牧とな

りました。  

入牧に先立ち，牧草の放射性物質検査を行ってお

り，採取牧草の検査ですべて不検出となりました。

震災後，東京電力福島第一原子力発電所事故による

影響により放牧を中止し，平成 25 年６月に再開し

て今年で８年目になりますが，今年も継続して安全

性を確認しています。  

放牧当日は石巻市内から黒毛和種の雌牛 34 頭が

トラックで運び込まれました。あいにくの空模様で

したが，牛たちは採血や体重測定などを行った後，

広々とした放牧場に放たれ，気持ちよさそうに駆け

回っていました。  

放牧された牛たちは，牧場でゆっくりと牧草を食

べながら，10 月 30 日の退牧まで過ごします。  

 
 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月３日 

水稲採種予備審査を実施しています 

大崎農業改良普及センター管内には４つの水稲

採種組合があり，宮城県の水稲種子の約６割を生産

しています。普及センターでは，採種ほ場の栽培管

理状況と，種子伝染性病害であるばか苗病の発生状

況を確認するため，６月下旬から７月中旬にかけて

予備審査を実施しています。  

予備審査では，異株の有無，雑草の発生程度，ば

か苗病の有無などについて，普及センター職員，採

種組合員及びＪＡ職員が１ほ場ずつ確認して回り

ました。ほとんどの採種ほ場は適切な管理が行われ

ており，今後も異株抜きなどの徹底した管理をお願

いしました。  

今後は出穂期（８月上旬）及び糊熟期（９月上旬）

にほ場審査を行います。優良種子が水稲生産者に届

けられるよう，引き続き採種組合，ＪＡと普及セン

ターが一丸となって取り組みます。  

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月６日 

ＪＡみやぎ登米ねぎ部会現地検討会の開催 

令和２年６月 23 日に登米市中田町で，ＪＡみや

ぎ登米ねぎ部会現地検討会が開催され，部会員等 30

名が参加しました。  

初めに現地ほ場の生産者から生育の状況と管理

のポイントについて説明があり，順調な生育の状況

を確認しました。普及センターからは梅雨時期の排

水対策や病害虫防除を指導しました。新規栽培者か

ら多くの質問が出され，ベテラン農家が助言するな

ど活発な情報交換が行われました。ＪＡみやぎ登米

ねぎ部会は平成 29 年に設立され，機械化体系の導

入や加工業務用需要により作付けが約 10ha 増えて

おり，普及センターでは安定生産に向けた取り組み

を支援してまいります。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年７月９日 

黒川地域の果物ＰＲリーフレットを作成し

ました 

黒川地域の果物を消費者に知って食べてもらう

ために，ＰＲリーフレットを作成しました。  

富谷市，大和町，大郷町，大衡村からなる黒川地

域では，リンゴとブルーベリーを古くから栽培して

います。近年では，ブドウやイチジクの栽培が新た

に始まっており，今後，生産量の増加が見込まれて

います。  

各生産部会では，消費者の多様な嗜好に合わせた

新品種を積極的に導入するなど，生産努力がなされ

てきましたが，消費者へのＰＲ活動が不足していま

した。そこで，黒川地域で生産されている果物の魅

力を伝え，新たな顧客の確保に繋げていくため，リ

ーフレットの作成をしました。  

リーフレットは，ＪＡ新みやぎの「元気くん市場
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仙台南店」のオープンイベントで活用されたほか，

「おおさとリンゴ祭り」や「ＪＡ新みやぎあさひな

祭り」などの果物販売イベントで活用されます。  

 

 

 

 

 

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年７月９日 

栗原市内の水稲種子生産ほ場の現地巡回を

行いました 

令和２年６月 24 日及び７月２日に栗原市内の２

つの水稲採種組合（一迫水稲採種組合，金成末野水

稲採種組合）を対象とした種子生産ほ場の現地巡回

を行いました。  

県主要農作物種子条例において，種子生産者は

「ほ場審査」及び「生産物審査」を受けなければな

らないことになっており，普及センターではこれら

の審査に先立ち，種子生産ほ場１筆ごとに，種子生

産の内容を示す旗の設置状況，生育状況，異株，雑

草，病害虫の発生の有無などを種子生産者及び関係

者で確認しました。  

管内の令和２年度の水稲種子生産は，ひとめぼれ，

ササニシキ，つや姫など６品種，計 148ha が作付け

されており，普及センターでは，今後も「ほ場審査」

等を通じて，優良種子の安定供給が図られるよう支

援していきます。  

 

 

大河原農業改良普及センター 

令和２年月 13 日 

ＪＡみやぎ仙南丸森花卉部会現地検討会～

復旧に取組む小ぎく栽培～ 

ＪＡみやぎ仙南丸森花卉部会は，部会員 29 名で

小ぎく栽培を中心に販売金額を伸ばしており，宮城

県の小ぎく産出額に占める割合は約３割で県内第

２位となっています。しかし，昨年の東日本台風で

は，大量の土砂や濁水が流入し自宅やほ場に甚大な

被害がありました。生産者の努力と各関係機関の協

力により，復旧が進み，多くの部会員が今年も栽培

を行っています。  

ＪＡみやぎ仙南丸森花卉部会は６月 24 日（水）

に例年開催している現地検討会を実施しました。例

年とは違い，新型コロナウイルス感染症対策として，

部会長，副部会と各関係機関の担当者が部会員のほ

場を巡回する形で実施し，生育状況や病害虫の発生

状況を確認しました。  

５月から６月中旬まで高温少雨傾向で経過した

ため，地域によっては，草丈が短かったり，花芽分

化が早い生産者が見られましたが，お盆用の出荷ま

でには，草丈の確保はできる見込みです。  

新型コロナウイルス感染症により，花業界は販売

量の減少や価格の下落など大きな打撃を受けてい

ます。お盆用の出荷まで残り１か月余り，台風の被

害を乗越えた生産者は良花の生産のため管理や防

除に尽力していますが，努力の成果が報われること

を切に願います。  

 

大河原農業改良普及センター 

令和２年７月 14 日 

ＪＡみやぎ仙南角田いちご部会総会・研修会 

～復旧に取組むいちご栽培～ 

ＪＡみやぎ仙南角田いちご部会（角田市 ,丸森町  

部会員 12 名）は６月 10 日で令和２年産いちごの出

荷を終了し，７月７日に部会の総会と次作に向けた

研修会を開催しました。令和２年産いちご栽培では，

昨年秋の東日本台風によりハウスの倒壊，冠水・浸

水 ,うねの崩落など甚大な被害がありましたが，生産

者の頑張りと関係機関の支援・協力により全戸が復

旧し栽培を継続しました。出荷開始が大幅に遅れる

など影響はありましたが，例年よりも出荷を延長す

るなど最後まで努力を重ね，その結果，出荷量

64,426kg（前年対比 82%），販売金額 66,768 千円

（前年対比 77％）まで挽回することができました。 

総会では，今後の販売拡大に向け部会活動を活発

化していく事業計画が承認されました。引き続き行

った研修会では，普及センターより冠水や浸水によ

り悪化した土壌状態に対する改善対策や経営安定

に向けて収量向上を目指す技術対策について講習

を行いました。  

部会員各戸では既に，次作に向けた育苗とほ場の

準備作業が進んでいます。前作からの努力が実り，

次は減収を取り戻す以上の成果が上がることを期

待します。  
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大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 14 日 

ＪＡ古川いちご部会いちご親株現地巡回が

開催されました 

令和２年７月７日にＪＡ古川いちご部会いちご

親株現地巡回が開催され，ＪＡ古川園芸課職員とと

もに管内のいちご生産者７名のほ場を巡回し，生育

状況の確認・指導を行いました。  

現地巡回では，各ほ場のいちご親株の管理状況，

ランナーの発生状況を確認し，親株やハウスの管理

についてアドバイスをしました。令和２年産では炭

疽病の発生により減収する生産者もあったことか

ら，育苗期が防除のポイントとなる炭疽病の特徴に

ついて説明し，今後の対策と管理について指導を行

いました。  

さらに，令和２年産の振り返りを行うことにより，

各生産者の課題を再確認し，次作への対策を検討し

ました。  

また，生産者の中には既に採苗，仮植を行ってい

る方も見られました。昨年 10 月の台風の影響で親

株の配布本数が減りましたが，ほとんどの生産者は

定植本数を確保できる見込みです。  

本現地巡回を通して技術力が向上することによ

り，令和３年産いちごの生産量がさらに増加するこ

とが期待されます。  

 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月 17 日 

ハナトピア産直市の会野菜栽培の勉強会が

開催されました 

令和２年７月８日に亘理普及センター職員が講

師となり，「ハナトピア産直市の会 (岩沼市 )」の野菜

栽培勉強会が開催されました。ハナトピア産直市の

会は，毎週土・日曜日にハッピー旬の市で農産物の

直売を行っています。  

勉強会は，事前に生産者から質問を集め，その質

問に対して回答をするという形式で行いました。質

問内容は，ズッキーニの着果・着色不良やブロッコ

リーにおけるコナガ防除，きゅうりの曲り果対策，

ばれいしょのオケラ対策等様々であり，普及センタ

ーから原因や対処方法を紹介しました。また，勉強

会中にも多くの質問が出され，出席した生産者同士

で活発な意見交換が行われました。  

亘理農業改良普及センターでは，今後も勉強会等

を通じて，野菜栽培技術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２年７月 20 日 

伝説の馬鈴薯「丸大印の大谷いも」が復活し

ます！ 

皆さんは宮城県気仙沼市の大谷地区が戦後，馬鈴

薯の産地だったことを知っていましたか？大谷地

区の馬鈴薯は味も良く，大谷の頭文字をとった「丸

大（まるだい）印の馬鈴薯」として東京市場等に出

荷し，昭和 25 年には香港に輸出したこともあるそ

うです。しかし，その後，出荷量も生産者も減少し

てしまいました。  

道の駅「大谷海岸」と本吉農林水産物直売組合で

は，このブランド馬鈴薯を復活させようと「伝説の

馬鈴薯復活プロジェクト」として動き出し，令和元

年から直売組合の約 20 人が栽培に取り組んでいま

す。その栽培方法は，海に面した大谷地区の特徴を

活かして，昔から海藻類を原料としたたい肥を施用

してきました。普及センターでは，生育調査や栽培

講習会・販売会議の開催等支援してきました。  

そうして新しくブランド名を「丸大印の大谷いも」

と名付けた馬鈴薯が，今年ようやく初収穫できまし

た。先日，７月６日に行われた販売会議では，道の

駅「大谷海岸」において，７月 23 日，24 日のそれ

ぞれ９時から販売することにしました。当日は，写

真の袋詰めだけでなく，トルネードポテトやコロッ

ケの加工品も販売されます。皆さんも，道の駅「大
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谷海岸」にお越し頂き，復活した伝説の馬鈴薯の味

を御賞味ください。  

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年７月 22 日 

ＪＡ仙台利府梨部会の現地検討会が開催さ

れました 

令和２年７月 17 日に，利府町にある部会員の園

地を会場として，ＪＡ仙台利府梨部会の現地検討会

が開催され，部会員や新たに就農を予定している方，

地域おこし協力隊の方たち計約 40 名が参加しまし

た。  

はじめに園主の引地さんから，自園地の生育状況

や栽培技術に関すること，管理する上で力を入れて

いることなどについて説明があり，長年の経験から

培われてきた技術や知見が共有される有意義な会

となりました。  

当普及センターから，梨の重要病害である黒星病

が，６月下旬以降，感染に好適な気象状況となって

いることから，感染拡大防止のための管理ポイント

について指導しました。また，今年度は国内各地で

果樹カメムシ類の発生量が多くなっており，注意喚

起するとともに，発生を確認したときは早期防除す

るよう指導しました。  

新型コロナウイルス感染症の影響で，これまで部

会員が集まる場をもつことが控えられていました

が，今回は久しぶりの現地検討会となり，参加者の

間で自園地の状況や今年の梨づくりの課題などに

ついて，活発に情報交換や話し合いが行われました。 

赤間部会長からは，「コロナに負けず，今年もみん

なで美味しい梨づくりのため，がんばろう！」と部

会員に対して掛け声がありました。当普及センター

は，今後も産地の盛り上がりの一助となるよう梨部

会の活動を支援していきます。  

 

 

 

美里農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

ＪＡ新みやぎみどりの地区本部ほうれんそ

う部会現地研修会が開催されました 

７月７日（火）にほうれんそう部会の現地検討会

が開催されました。  

管内のほうれんそうは野菜指定産地にもなって

おり，多くの部会員が栽培を行っています。  

部会では塩類集積やアザミウマ類，ホウレンソウ

ケナガコナダニの被害などが課題となっており，今

回の研修会で，普及センターから除塩対策や病害虫

防除対策について説明しました。  

アザミウマ類の対策では，実証試験として，事前

に青色粘着テープや粘着板をほ場周辺に設置して

おり，当日は，設置の状況を見学し，対策の重要性

を感じてもらいました。  

また，生産者からは，防除ローテーションの重要

性や除塩の方法等について多くの質問があったほ

か，生産者同士の意見交換が活発に行われるなど有

意義な研修会となりました。  

普及センターでは，引き続きほうれんそう部会の

栽培技術等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２年７月 27 日 

栗っこズッキーニのキャラクター名前募集

を開始しました！ 

令和２年７月 16 日，「栗っこズッキーニ」を多く

の皆様に知っていただくためのＰＲをかねたキャ

ラクター名前募集チラシを，栗原市内に全戸配布し

ました。  

ズッキーニ生産拡大プロジェクト「Z－１」（ＪＡ

新みやぎ栗っこ地区本部，栗原市，宮城県栗原農業

改良普及センター）では，栗原市をズッキーニの一

大産地にするため，作付面積拡大と消費拡大を図る

取組を展開しています。今回は，プロジェクトの取

組の中で，これまで使用してきたキャラクターを皆

様に知っていただき，その名前を考えてもらうこと

で，栗っこズッキーニをより身近に感じていただく

チラシを作成しました。  

名前の募集は８月 14 日までで，選考の後，９月

上旬頃に発表する予定です。キャラクターに素敵な

名前が決まるとともに，栗っこズッキーニの認知度

が高まるよう引き続き支援していきます。  
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仙台農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

ＪＡ新みやぎあさひな地区ぶどう部会の栽

培講習会が開催されました 

令和２年７月 15 日に，大郷町のぶどうハウスを

会場として，ＪＡ新みやぎあさひな地区ぶどう部会

の栽培講習会が開催され，部会員 18 名が参加しま

した。  

当普及センターから，部会内で栽培の多い「シャ

インマスカット」を例に，仕上げ摘粒と袋かけ作業

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，設立と同時に「シ

ャインマスカット」が導入されています。樹は順調

に成長しており，年々，生産量が増えてきています。

講習会では，販売先に合わせた房づくりをテーマに，

房のボリュームを調整する方法や収穫期間を延長

する果実袋の使い方について説明しました。  

参加者の間では，自園地の状況や管理技術に対す

る情報交換等もなされ，よりぶどう栽培に関する理

解が深まった様子でした。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

JＡみやぎ亘理いちご部会出荷反省会開催 

令和２年産ＪＡいちご部会の出荷が６月 25 日に

終了したことから，去る７月 20 日，ＪＡみやぎ亘

理いちご部会は役員と出荷先の地元市場を招き，出

荷反省会を開催しました。会議はコロナ対策として，

日中の開催，地元の会場を利用し，東京，札幌市場

の担当者はリモート参加となりました。  

令和２年産は ,育苗期の７月に長い曇天が続き，一

転して８月は晴天と高温，その後も定植時期の９月

中旬まで高温となったことから，株の充実不足が作

の後半まで影響した作柄となりました。年内の出荷

は例年通りに始まり，年明けからは中休み時期があ

りましたが，２月下旬以降は潤沢な出荷となりまし

た。３月に入るとコロナウイルスによる緊急事態宣

言が出され，買い控え等の影響が心配されましたが，

市場の販売協力と家庭消費が順調だったこともあ

り ,最終の出荷量は 2,299ｔ（前年比 96%），29.2 憶

円（前年比 97%）の販売金額となりました。  

いちご部会では ,令和３年産に向け，本格デビュー

した新品種「にこにこベリー」を含め，「とちおとめ」

「もういっこ」の栽培に更なる安定生産に取り組ん

でいくことで決意を新たにしました。  

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

経営継続補助金支援相談会が開催されまし

た 

令和２年７月 16 日に大崎合同庁舎３階オープン

ラボを会場に，大崎・美里・栗原農業改良普及セン

ター管内の農業経営者（３法人，１個人）を対象と

した経営継続補助金支援相談会が開催され，支援機

関である宮城県農業経営相談所（事務局：宮城県担

い手育成総合支援協議会）とともに，申請書類の作

成支援を行いました。  

申請者は新型コロナウイルス感染症による影響

を少しでも軽減することを目的に，感染拡大防止対

策を行いながら，販路の回復・開拓，生産・販売方

式の確立・転換などの経営継続に向けた取組を行っ

ております。  

この事業の１次受付締切りは７月 29 日とされて

おり，多くの農業者が支援機関であるＪＡの計画策

定支援を受けて応募しております。既に２次募集の

応募が農林水産省から発表されていることから今

後も継続して農業者の支援に努めてまいります。  

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

ＪＡ古川春菊部会で秋冬春菊栽培講習会が

開催されました 

令和２年７月 22 日（水）にＪＡ古川狐塚野菜集

荷場において秋冬春菊栽培講習会が開催されまし

た。講習会には約 30 名の生産者が参加し，今年の

秋冬に収穫を行う春菊の栽培管理方法や病害虫防

除方法の確認を行いました。  

普及センターからは，例年発生が多い病害虫や被
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害が大きく注意の必要な病害虫の特徴や対策方法，

農薬などについて情報提供を行いました。また近年

では農薬を散布しても殺菌・殺虫効果が低い抵抗性

病害虫が問題になっており，同じ種類の農薬を連続

で散布すると抵抗性病害虫が発生しやすくなるた

め，ＩＲＡＣコードやＦＲＡＣコードを活用し，作

用機作の異なった農薬をローテーションで散布す

るように指導しました。  

本講習会を通して，病害虫の適切な防除技術を身

につけることにより，品質の良い春菊の生産が可能

となるとともに，生産量が増加することが期待され

ます。  

 
 

大河原農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

新型コロナウイルス感染症の影響を克服す

るために「経営継続補助金」説明会開催 

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するた

めに，農業者が経営継続に向けた取組に対して支援

する農林水産省の「経営継続補助金」の申請受付が

開始されました。  

本事業は，感染拡大防止対策を行いつつ，販路の

回復・開拓，生産・販売方法の確立・転換などに取

り組むために，農業者が機械装置等の導入や感染防

止対策を実施する経費に対して補助されるもので

す。管内農業者に広く事業を周知するために，令和

２年７月 10 日に説明会を開催し，管内農業者，関

係機関 25 名が参加しました。また，説明会と同日，

本事業の支援機関である宮城県農業経営相談所と

協力し，すでに応募を決めた農業者 11 人に対して，

個別の計画書作成支援を行いました。  

本事業は，一次募集が７月 29 日に締め切られる

ものの，９月に二次募集が行われる予定となってい

るため，今後も活用を希望する農業者への支援を継

続していきます。  

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

令和２年度石巻地方米づくり推進本部会議

を開催しました 

ＪＡいしのまき，管内土地改良区，石巻市，東松

島市，ＮＯＳＡＩ宮城石巻支所，石巻地方振興事務

所農業振興部の水稲関係担当者により，７月 16 日

に「令和２年度石巻地方米づくり推進本部会議」を

開催しました。  

前半は，現地ほ場を巡回し，本県のブランド米「だ

て正夢」の栽培ほ場で，生育状況を確認しながら，

今後の肥培管理について情報交換を行いました。続

いて，水稲乾田直播栽培ほ場で，移植栽培水稲との

生育ステージの違いを確認し，特に入水や落水時期

の違いについて情報交換を行いました。乾田直播栽

培は，麦類や大豆で使用する農業機械を汎用利用で

きるメリットがあること，担い手に水稲栽培管理作

業が集約される中で，水稲育苗作業が省力化される

ことなどから，管内でも取組面積が増えています。 

後半は，会議室に移動し，今年度の管内の水稲の

生育状況の確認を行いました。「東北南部の日照不

足と長雨に関する東北地方気象情報第１号」が７月

13 日に仙台管区気象台から発表されていたことと，

幼穂が低温に最も弱い時期である減数分裂期に近

づいていたことから，低温が予想される場合は，現

地の水田で深水管理ができるよう，準備態勢を整え

るための話し合いを行いました。  

今後も，普及センターでは，水稲の生育状況を把

握しながら，気象予報に即した栽培管理方法につい

て情報を提供いたします。  

 

 

環境と調和した農業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２年７月６日 

水稲農薬・化学肥料不使用栽培の機械除草現

地検討会を開催しました 

石巻地方では，みやぎの環境にやさしい農産物表

示・認証制度で米の認証区分①（農薬・化学肥料不

使用栽培農産物）に８農家１法人が取組んでおり，

栽培面積は 33ha になっています。  

一般に，農薬を使用しないで米を生産する場合に

は機械による除草が行われていますが，技術の習得

が難しいことから，雑草が残ってしまい低収量にな

っている例が見られます。  

このため，機械除草技術の向上を目指した「水稲

農薬・化学肥料不使用栽培の機械除草現地検討会」

を宮城県東部地方振興事務所が６月 23 日に石巻市

北上町で開催しました。  

検討会では，技術レベルが高い米工房大内産業の

実際の機械除草作業を見学し，代表の大内弘氏から

の説明の後に質疑応答が行われました。  

参加した 14 名の生産者からは，機械の走行が思

ったより速いとの感想や，作業能力などの質問が数

多く出されるなど，関心の高さがうかがえ，今後の

技術レベルの向上が期待されます。   
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栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 14 日 

志波姫有機米栽培協議会の環境保全米現地

検討会が開催されました 

７月７日にＪＡ新みやぎ志波姫有機米栽培協議

会主催の環境保全米現地検討会が開催され，会員 40

名が参加しました。最初に，現地ほ場において農協

担当者から耕種概要と生育調査結果の説明を受け，

参加者全員で生育状況を検討しました。次に会議室

に移動して開催された講習会では，普及センターか

らは生育情報と今後の管理の要点について説明を

行いました。農協からは追肥を行う場合に化学肥料

由来窒素成分量の上限を超えないよう注意を呼び

かけました。  

当協議会は環境保全米に取り組む地区内生産者で

組織され，現在の会員は 150 名です。友好姉妹都市

東京都あきる野市と 20 年以上交流を続けており，

あきる野市民を稲刈り体験に招いたり，あきる野市

産業祭イベントに参加しています。また，あきる野

市をエリアに含むＪＡあきがわと環境保全米の取

引を行っています。  

 

 

 

 

 

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  

仙台農業改良普及センター 

令和２年７月６日 

就農計画発表会を開催しました 

普及センターでは，新たに農業経営に取り組もう

とする人に対して，市町村の就農認定に向けた就農

計画の作成を支援しています。おおむね就農計画が

作成された段階で，就農計画発表会を開催し，自ら

の計画内容について説明してもらい，就農者の意欲

と計画の妥当性を確認しています。  

６月３日に，仙台市の就農認定を受ける予定の新

規就農者２名が，普及センターにおいて，仙台市担

当者及び普及センター職員の出席のもと，自身の就

農計画を発表し，改善点について助言を受けました。  

 発表会後は，指摘事項を参考に，よりよい計画

になるように普及センターの助言を受けながら各

自修正を行っています。  

普及センターでは，意欲の高い農業の担い手を確

保し，育成するため，今後も就農相談や就農計画作

成支援，就農後の経営相談を実施していきます。  

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年７月 20 日 

アスパラガス栽培管理勉強会を開催しまし

た 

令和２年普及活動計画のプロジェクト課題「地域

活性化に向けた高収益作物（アスパラガス）の導入・

定着」の一環として，アスパラガス栽培管理勉強会

を開催しました。  

令和２年６月４日は「土寄せ・支柱立て編」，７月

１日は「病害虫対策編」を開催し，講師および関係

機関を含めて，６月４日および７月１日共に 38 名

ずつが参加しました。  

今回の勉強会は，明治大学とパイオニアエコサイ

エンス（株）が共同開発した「採りっきり栽培」に

取り組む生産者を主な対象としたもので，パイオニ

アエコサイエンス（株）の松永邦則氏を講師に栽培

管理や病害虫防除等について学びました。  

６月４日の土寄せ・支柱立て編では，講師から土

寄せと支柱立ての方法について講義いただき，その

後，参加者が実際に土寄せと支柱立てを行いました。 

７月１日の病害虫対策編では，講師よりアザミウ

マ類や茎枯れ病等の病害虫対策について説明があ

り，普及センターから農薬の使用やＲＡＣコードに
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ついて情報提供を行い，質疑応答が交わされました。 

今後も月に一回程度，継続的に勉強会を開催する

予定です。  

 また，このプロジェクトでは，勉強会を開催する

ごとに，内容の一部を YouTube へ投稿し，勉強会へ

出席できなかった生産者や勉強会の内容を振り返

りたい生産者に活用していただけるように，より分

かりやすい情報発信に取り組んでます。  

６月４日の勉強会の様子については，下記のＱＲ

コードおよび普及センターホームページの技術情

報の欄よりご覧いただけます。  

 YouTube 動画「アスパラガス栽培管理勉強会 (土

寄せ・支柱立て編 )」  

 普及センターでは，今後もアスパラガス栽培につ

いて，引き続き支援を行っていきます。  

  
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 20 日 

大崎４Ｈクラブ員員内研修会を行いました 

 大崎４Ｈクラブでは，令和２年７月 14 日（火）に

会員のほ場を視察するクラブ員員内研修会を行い

ました。  

 当日は雨だったため，加美町の農家民宿「花袋・

天王」において新規会員の岸田紗希氏から，県外か

ら加美町に移住し就農した経緯やカモを使った有

機米生産の取組及び苦労していること等の説明を

してもらい，参加したクラブ員と意見交換を行った

のち，岸田氏のほ場を視察しました。  

 参加したクラブ員からは，大変勉強になった，他

のクラブ員のほ場も是非，視察したいとの声があり，

今後もこの活動を続けていくこととしました。  

 また，研修会の前には，定例会を行い，今後のク

ラブ活動について，熱心に議論しました。  

 

 
 

 

 

亘理農業改良普及センター 

令和２年７月 20 日 

効率の良い作業と現金収入の確保に向けて 

～みやぎ農業未来塾（１回目）～ 

 令和２年７月 16 日（木），管内でいちごを栽培す

る新規就農者を対象に，亘理町内と名取市内のいち

ごハウスを会場に，みやぎ農業未来塾を開催しまし

た。この未来塾は，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。  

亘理町のほ場では，省力的な育苗と今年度の不順な

天候下における工夫について，名取市のほ場では，

いちごの収穫がない時期の現金収入確保の方法と

して，メロンとズッキーニの栽培を行う農場を視察

しました。会場では活発な質疑応答が交わされ，幅

広く意見交換が行われました。  

参加者からは，余所の経営の様々な取り組みを学べ，

参考になったと好評でした。  

 普及センターは，これからも新規就農者を支援し

て参ります。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

集落営農法人設立に向けて税理士による勉

強会を開催 

令和２年７月 16 日に栗原市若柳の「福岡老人憩

いの家」において，福岡営農組合の法人設立準備委

員会を対象に税理士を講師とした勉強会が開催さ

れました。栗原市若柳の福岡営農組合（組合員 55 名）

は水稲 39.3ha，大豆 22ha を栽培しており，令和２

年６月９日に法人設立準備委員会（15 名）を立ち上

げました。       

本勉強会には準備委員 10 名が参加し，宮城県担

い手育成総合支援協議会（みやぎ農業振興公社内）

により派遣された税理士の森岡丈晴氏を講師とし，

事前に送付した質問票に講師が回答する形で進め

られました。内容を絞ることで多くの疑問点を解決

できただけでなく，今後話し合うべき課題が明確に

なるなど，有意義な勉強会となりました。    

今後，普及センターでは明らかになった課題を準

備委員会で検討するとともに，専門家の指導をいた

だきながら，今年度末の法人化を目指して支援して

いきます。  
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美里農業改良普及センター 

令和２年７月 29 日 

夢を形に，就農希望者の営農計画作成を支援

しています 

 普及センターでは，農業を仕事にしたいという就

農希望者に対し，新規就農に関する制度の説明や営

農計画策定支援，生産技術指導等を行っています。 

就農のタイプは，農業法人に就職する「雇用就農」

の他，農地や営農機械を自分で所有し営農する「独

立自営就農」や農業を営む両親（親族）を手伝う「親

元就農」に分けられており，管内では，ここ数年雇

用就農者の割合が増える反面，独立自営を目指す若

者も現れてきています。  

当所では，独立自営就農を希望する若者に対し，

「どの品目を栽培するのか」「経費はどのくらいか

かるか」「収入はどれくらい見込めるか」「人手は十

分なのか」「営農にあたっていくら資金が必要か」

等々の相談に応じることにより，営農計画の実現に

向けた支援を行っています。時には厳しいアドバイ

スを行うこともありますが，就農希望者の抱える課

題を見える化し，一つ一つ解決への糸口を探ること

により，計画の具体化をすすめています。  

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。  

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月 30 日 

みやぎ農業未来塾「環境制御勉強会」を行い

ました 

大崎農業改良普及センターでは，大崎管内の就農

５年目の就農者や大崎４Ｈクラブ員を対象に，令和

２年７月 21 日（火）にみやぎ農業未来塾「環境制御

勉強会」を行いました。  

この勉強会は，大崎４Ｈクラブ員から要望の多か

った環境制御技術を題材としたもので，昨年は宮城

県農業・園芸総合研究所の環境制御試験ハウスや株

式会社ベジランド佐藤を視察しました。  

今回は，株式会社誠和の仙台営業所長を講師として，

環境制御の基礎について学びました。  

参加者の反応は好評で，「とても勉強になった」，

「植物の営みは光合成であることに，改めて気づか

された」等の意見が聞かれ，環境制御技術に対する

関心が深まる機会となりました。９月には２回目の

勉強会も計画しています。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年７月 31 日 

農業大学校１年生による普及センター訪問

が行われました 

宮城県農業大学校では１学年次に先進農家での

体験学習を行います。先進農家体験学習に先立ち，

当普及センターを８名の学生が訪問しました。  

 普及センターから，美里地域の農業の特徴につい

て説明を行い，続いて，普及センターの業務や新規

就農者に対する支援体制について解説しました。  

説明後の質疑応答では，学生から「普及指導員と

して苦労する点はどこか」や「普及員になるために

はどのような研修が必要か」，「県外から地元で就農

する場合，どこに相談すればよいか」といった質問

が出されました。  

先進農家体験学習は９～10 月に 22 日間行われ，

学生は農業者のもとで農業技術や経営を学習する

予定です。  

 
 

 

 

 



16 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支

援  

大崎農業改良普及センター 

令和２年７月７日 

加美農業高等学校との連携協議を開催しま

した 

 令和２年６月 26 日に宮城県加美農業高等学校を

当普及センター地域農業班員が訪問し教頭先生，農

業部を担当する農場長，副農場長と農業後継者の確

保，育成について情報交換を行いました。  

 宮城県加美農業高等学校は，創立 120 年を迎える

伝統ある高校で，全国に数ある農業高校の中で，昭

和 39 年に，文部省より第１号農業自営者養成高等

学校（パイロットスクール）指定の内示を受け，昭

和 40 年に発足。東京ドーム 17 個分の広大なキャン

パスは，全国第２位の広さを誇っており，自然に恵

まれ，コンピューターや自動制御技術，バイオ技術

など，最先端技術を積極的に取り入れた教育が行わ

れています。  

 情報交換では，農家出身の生徒が少なくなってき

ていることによる変化や，進路指導の際に就職先と

して農業法人を一般企業と比較した場合，どうして

も賃金，休日，社会保険，労働環境等，劣っている

と感じてしまうことなど教育現場での課題があげ

られました。また，農業インターンシップの実施協

力の要請もありました。  

 農業高校との連携は今後も継続して行うことと

しており，新規就農者確保にむけ地位の農業者との

交流活動などを通じて農業の魅力を伝え，興味を持

ってくれる生徒を増やせるよう支援に努めてまい

ります。  

 
 

 

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２年７月３日 

パティシエが花山ルビィふさすぐりの収穫

を応援！ 

６月 23 日（火）と 28（日）に，栗原市花山地区

のふさすぐり栽培園地で，栗原市及び仙台市の洋菓

子店３店のスタッフ等が収穫作業を行う「スイーツ

de 援農」を実施しました。  

この取組は，「花山ルビィふさすぐり」を使ってい

ただいている実需者の方々に園地まで来てもらい，

収穫時の人手不足解消の手立てとするために行っ

たものです。  

２日間で延べ 24 人が参加し，約 52ｋｇの果実が

収穫されました。収穫した果実はその場で各洋菓子

店が買い取り，洋菓子となって消費者に提供されま

す。参加した洋菓子店スタッフからは，「なかなかで

きない経験だったので，夢中で収穫した」，「初めて

ふさすぐりの生産現場を見ることができた。菓子作

りにも活かしたい」といった感想をいただき，単な

る収穫応援に留まらない，実りある取組となりまし

た。  

 
 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年７月 10 日 

登米地域園芸特産振興推進会議の開催 

 令和２年６月 30 日宮城県登米合同庁舎で，登米

地域の園芸振興を目的に，登米市，ＪＡみやぎ登米

ほか関係機関が集まり，登米地域園芸特産振興推進

会議が開催されました。  

 本推進会議では，平成 28 年度から令和２年度ま

でを活動期間とする「登米圏域産地戦略プラン」に

ついて，野菜や花など 20 の重点振興品目ごとに検

証を行い，地域で抱える課題や課題解決策について

掘り下げました。  

今後，新型コロナウイルス感染症拡大による経済危

機が続く中，現行プランの反省を踏まえ，登米市農

業産出額 365 億円運動やＪＡの営農計画と整合性を

図りながら新しい登米圏域産地戦略プラン（令和３

～７年度）の策定を進めてまいります。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年７月 13 日 

仙台市大倉ふるさとセンターで野菜栽培講

習会を開催しました 

 仙台市大倉ふるさとセンターは仙台市西部の大

倉ダムのほとりにあり，里山体験やキャンプ等がで

きる仙台市の生涯学習施設で，地元のＮＰＯ法人が

運営管理を行っています。センターには，地元農家

の栽培指導を受けながら野菜栽培ができる「大倉ふ

るさと農園」が併設されており，７月４日にその農

園利用者と栽培指導農家の約 30 名を対象に野菜栽

培講習会を開催しました。  

 前半では，はくさい等の秋野菜を対象とした栽培

技術として，高温期における育苗方法や排水対策，

施肥のポイントについて講習を行いました。後半で

は，宮城県の野菜の生産状況として，県内野菜産地

マップ等を活用しながら生産量が全国上位の野菜

や伝統野菜を紹介しました。宮城県が全国１位の生

産量を誇るせりとパプリカの特徴や産地，伝統野菜

の一つである曲がりねぎの栽培方法等について説

明しましたが，初めて聞いたという参加者も多くお

られました。  

 大倉地区ではほ場基盤整備が計画されており，収

益性の高い野菜栽培も導入予定であることから，中

山間地域の特色を生かした農村振興についても支

援していきたいと思います。また，大倉ふるさとセ

ンターでは楽しいイベントが目白押しですのでお

問い合わせください。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 13 日 

花山ルビィふさすぐり地域連携研修会 

 ７月１日（水）に，栗原市花山地区のふさすぐり

栽培園地及び花山石楠花センターにおいて，花山ル

ビィふさすぐり振興に関わる地域連携研修会を実

施しました。  

 現地研修として，栽培園地を視察し，収穫作業を

体験してもらいました。その後，それぞれの機関の

取組みの中で，どのようにふさすぐりを取り入れて

いけるかを話し合いました。  

 花山青少年自然の家 ,栗駒山麓ジオパーク推進協

議会 ,一迫商業高等学校，栗原市観光物産協会，栗原

市等の担当者が参加しました。参加者から，「ふさす

ぐりは，樹高が１ｍ程度と低いので ,子どもたちの農

業体験プログラムとして導入可能である」，「施設敷

地内にふさすぐりを植栽し，来場者に見てもらうと

良い」などの意見が出ました。  

 また，地域の食材 ,商品を「栗駒山麓ジオパーク特

産商品 栗駒山麓のめぐみ」として認定しており，

花山ルビィふさすぐり商品も認定，ＰＲしていきた

いとの提案をいただきました。  

 また，高等学校の活動については，今年度は ,新型

コロナウィルスの影響から，収穫応援ではなく，学

校内でできる活動，例えば，花山ルビィふさすぐり

フェアのポスターデザイン，ＳＮＳを使った広報等

の取組みを考えています。との話がありました。  

 普及センターでは，中山間地域における少量多品

目経営の一品目としてふさすぐりを振興しており，

さらに，関係機関による様々な取組みによって交流

人口の増加，希少性を活かした地産地消等へつなが

るよう引き続き支援していきます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年７月 27 日 

花山ルビィふさすぐりのＰＲグッズデザイ

ンを地元高校生と検討しました！ 

 ７月 16 日と 20 日に，宮城県一迫商業高等学校商

業研究部を訪問し，高校生と一緒に花山ルビィふさ

すぐりのＰＲグッズのデザインを検討しました。Ｐ

Ｒグッズは，今年９月 19 日から 10 月 10 日まで栗

原市及び仙台市内洋菓子店等で開催予定の「花山ル

ビィふさすぐりフェア」での使用を想定しています。 

 ７月 16 日は生徒に栗原市花山地区とふさすぐり

を知ってもらい，デザインのイメージを膨らませる

ため，ふさすぐりの枝や果実，県で作成したミニの

ぼり・ポスター等を展示しながら勉強会を行いまし

た。その後，７月 20 日に，フェアで使用するミニの

ぼりのデザインをテーマに，どのようなコンセプト

にするか，ワークショップ形式でアイデアを出して

もらいました。ワークショップでは，「グラデーショ

ンやレース地を背景に取り入れて華やかなイメー

ジに」，「果実を葉のイラストで縁取って枝を再現す

る」など，様々なアイデアが出されました。今後，

ワークショップの結果をもとに，生徒達にミニのぼ

りやポスターなどの草案を練り上げてもらう予定

です。  

 この活動以外にも，商業研究部員の皆さんと栗原

農業改良普及センターが協力して，市民向けアンケ

ートやＳＮＳを活用した広報も行っていく予定で，

花山ルビィふさすぐりの更なる認知度向上を図っ

ていきます。  
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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７月８日 

津波被災地，南三陸町廻館地区の営農計画等

を検討 

 気仙沼農業改良普及センターでは，東日本大震災

で被災した南三陸町廻館地区を対象にプロジェク

ト課題「集落営農組織の地域営農体制構築による経

営体質強化」を実施しています。  

 当地区は，農地復旧により平成 28 年から営農が

再開され，水稲や野菜などが作付けされています。

復興期間の最終年度である本年度は，一部で補完工

事が行われる予定となりました。  

 ６月 18 日にほ場整備事業合同委員会が開催され，

農地の利用計画を踏まえた補完工事となるよう話

し合いを行い，また将来の作付けビジョンについて

検討し，営農組合内での意識統一を図りました。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年７月 31 日 

奥松島果樹生産組合「いちじくの里」販売促

進会議 

 東松島市の宮戸地区は平成 23 年の震災による津

波で多くの農地が被災しましたが，その後復旧が進

み，現在ではほとんどの農地で営農が再開されてい

ます。  

再生した農地の利用については地元地権者とＪ

Ａ，東松島市，普及センターなどの関係機関で検討

を重ね，東松島市では初となる「もも」や「いちじ

く」等の大規模果樹産地を目指すこととなり，その

担い手として平成 27 年４月に宮戸里浜地区の漁業

者８名からなる「奥松島果樹生産組合いちじくの里」

（以下，組合）が結成されました。  

組合では平成 28 年以降約３ha の農地に「もも」や

「いちじく」などの苗木を定植し栽培管理を行って

きました。定植３年後の令和元年度には生産量が当

初見込みの 1.5 倍となるなど順調に伸びてきている

ことから，今後の販売戦略を話し合うため，令和２

年７月 22 日に令和２年度の総会に合わせ石巻青果

やＪＡ，普及センターなどの関係機関と販売戦略会

議を開催しました。  

講師として出席いただいた石巻青果の職員から

は長雨が心配だが現在ももの市況は良いこと，これ

まで「いちじく」はみやぎ生協に販売しているが評

価は良く，生協における産消直結の取り組みである

「めぐみ野」への参加勧誘があること，地元の大型

量販店から全量引き取りたいとの話があること，ミ

ニのぼりやポスター等を作成すると販売促進効果

があることなどのお話がありました。  

８月上旬には今年度新たに組合で作成した専用

の化粧箱に入った「宮戸のもも」が店頭に並ぶ見込

みとなっています。お店で見かけられた際は是非お

買い求めいただき，御賞味ください。  

 



                                                        

                                                   

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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