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              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  

〇 美 里普及：令和２年産「だて正夢」地域栽培塾が開催されました   

〇 美 里普及：令和２年産「金のいぶき」地域栽培塾が開催されました  

〇 大河原普及：令和２年産「だて正夢」地域栽培塾が開催されました  

〇 気仙沼普及：お盆用きく類の出荷が最盛期を迎えています 

〇 登 米普及：登米地域で自動飛行ドローンによるカメムシ共同防除始まる  

〇 大 崎農改：ＪＡ古川大豆現地検討会が開催されました 

〇 気仙沼普及：中山間地の水田防除にドローンを利用 

〇 気仙沼普及：１度着たらやめられない！～空調服の普及に向けて～  

〇 気仙沼普及：果樹生産部会で現地研修会を実施しました 

 

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 

〇 栗 原農改：栗原市果樹連絡協議会で相互視察検討会を実施しました  

〇 仙 台農改：JA 新みやぎあさひな地区いちじく栽培講習会が開催されました  

〇 仙 台農改：利府町の梨産地の将来展望を考える意見交換会が開催されました  

〇 気仙沼農改：清流「蔵の華」廿一会現地検討会が開催されました 

〇 仙 台農改：醸造用ぶどう栽培セミナーが開催されました 

〇 大 崎農改：コロナウイルスと天候不良にも負けずなすの生産振興を図ります！  

〇 大河原普及：日本なしの出荷が始まりました 

〇 大 崎農改：ＪＡ加美よつば玉葱部会で栽培講習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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

〇 気仙沼農改：集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業フォローアップ研修を開催しました 

                                                   

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・・・・・・・・・・・・・・・６ 

〇 亘 理農改：亘理名取地区４Ｈクラブの交流会を開催しました  

〇 大 崎農改：大崎４Ｈクラブが勧誘活動を行いました 

〇 登 米農改：登米市４Ｈクラブの先進地視察研修会の開催！ 

〇 仙 台農改：みやぎ農業未来塾「就農準備塾」を開催しました  

〇 登 米農改：「新規就農者向け簿記研修会」の開催！ 

 

 

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

〇 石 巻農改：人・農地プランの実質化の取り組みに係る話し合いが開催されました  
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農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

〇 大 崎農改：大崎圏域グリーン・ツーリズム，農泊等に係る情報交換会が開催されました  

 

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

〇 気仙沼農改：南三陸町普及農地の田んぼアート２０２０ 第２報 

  

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

〇 石 巻農改：令和２年度第１回石巻地域普及活動検討会を開催しました。  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

美里農業改良普及センター 

令和２年８月３日 

令和２年産「だて正夢」地域栽培塾が開催さ

れました 
本格デビュー３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県内各地で作付されて

います。当品種は，ブランド化推進のため品質基準

を設けているものの，従来品種と比べて品種特性が

大きく異なり，高品質・安定生産が難しいことから，

デビュー当初から栽培技術の普及のための栽培塾

を実施してきています。  

今回は，大崎市鹿島台地区の「だて正夢」現地栽

培技術普及展示ほを会場に，これまでの生育状況と

今後の管理について確認しました。本年の展示ほの

生育は，目標とする生育量をやや上回っており，今

後は追肥の可否を判断しながら，倒伏にも留意した

管理が必要という状況でした。「だて正夢」について

は，品質基準に合致した米に仕上げて出荷すること

が重要であることから，普及センターでは今後も適

期収穫，適切な乾燥調製の実施に向けて継続して支

援していきます。       

 

美里農業改良普及センター 

令和２年８月３日 

令和２年産「金のいぶき」地域栽培塾が開催
されました 
 金のいぶき」については，玄米食専用品種として

「みやぎ米ブランド化戦略」に位置づけられており，

健康志向の需要に向けた品種です。当品種は，従来

品種と比べて収量のバラツキが大きく，安定生産が

難しいことから，デビュー当初から栽培技術の普及

のための栽培塾を実施してきています。  

今回は，涌谷町の「金のいぶき」現地栽培技術普

及展示ほを会場に，これまでの生育状況と今後の管

理について確認しました。本年の展示ほの生育は，

目標とする生育量より茎数が不足しているものの，

例年大きく低下する葉色が濃い状況となっており，

今後は倒伏に留意した追肥の実施やいもち病に対

する警戒が必要という状況でした。  

「金のいぶき」については，生産現場での安定し

た収量確保が，今後の普及拡大に向けて重要である

ことから，普及センターでは今後も継続して支援し

ていきます。  

 

大河原農業改良普及センター 

令和２年８月７日 

令和２年産「だて正夢」地域栽培塾が開催さ
れました 

県では多様化する消費者の嗜好に対応するため

に”もちもち”した食感の「だて正夢」をブランド

米として育成し，”米どころ宮城”の復権を目指して

おり，今年は県内で約 840ha，うち大河原管内では

約 189ha が作付けされています。 

「だて正夢」の生育状況は，現在，幼穂形成期とな

っており，間もなく整粒歩合の向上など高品質に仕

上げるために重要な「追肥」の時期を迎えることか

ら，去る 7 月 14 日に，高品質・収量安定化に向けた

「だて正夢」地域栽培塾を角田市と蔵王町の 2 会場

で開催しました。 

地域栽培塾では，7 月 10 日の生育調査結果に基づ

き現在の生育状況について説明した他，葉色や幼穂

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，低温・日照不足・長雨が続いており，障害

型不稔や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。 

当日は生憎の雨模様でしたが，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合わせた管理

方法等について質問していました。 

秋には，仙南のおいしい「だて正夢」を消費者の

皆様に届けられるよう，研鑽を重ねていきます。 
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気仙沼農業改良普及センター 

令和２年８月７日 

お盆用きく類の出荷が最盛期を迎えていま
す 

南三陸町ではきく類の栽培が盛んに行われ県内

の主要産地となっています。８月上旬現在，お盆用

のきく類が出荷の最盛期を迎え，仙台市場をはじめ，

東京・大阪・北海道など各地の市場に出荷が行われ

ています。  

今年は梅雨の曇天が長く続き，８月の日照時間が

平年の半分になるなど，天候不順による生育への大

きな影響が心配されましたが，梅雨の晴れ間を狙っ

ての病害虫防除の徹底や気象条件等に左右されず

に需要期に開花を合わせるための露地電照技術の

導入などの生産努力により，開花・品質とも概ね順

調に生育が進み，7 月下旬から出荷が開始されまし

た。８月に入り市場出荷の最盛期を迎えており，８

月 10 日以降は農産物直売所向けの花束加工・出荷

が本格的に行われ，管内各所で販売されます。  

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年８月 12 日 

登米地域で自動飛行ドローンによるカメム
シ共同防除始まる 
 登米地域では，平成 30 年度からスマート農業と

して，自動飛行ドローンによる病害虫防除の現地実

証に取り組んでいます。 

 ＪＡみやぎ登米の斑点米カメムシ類の共同防除

は，これまでの無人ヘリコプター防除を基本に，持

続可能な防除体制の構築の観点から散布エリアの

一部にドローンを導入しました。今年度は，８月１

日から中田町や豊里町，米山町等において約 380ha

実施される見込みです。 

 ８月 10～11 日には，ＪＡみやぎ登米水稲種子採

種組合において，優良種子生産のためカメムシと穂

いもちの同時防除を約 66ha 実施しました。 

 水稲や大豆，麦類の病害虫防除や生育診断等への

利用拡大が見込まれており，普及センターでは，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。  

 

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年８月 12 日 

ＪＡ古川大豆現地検討会が開催されました 

令和２年７月３０日，ＪＡ古川管内大豆ほ場で大

豆の現地検討会が開催されました。  

今年度の大豆の生育は，播種後の降水不足よる出芽

の不揃いや７月以降の多雨により，管理作業がなか

なかできなかったため，生育がやや不良となってい

ます。  

普及センターからは湿害対策として排水の徹底

と追肥の実施を呼びかけ，今後の管理として中耕培

土や除草剤の散布，病害虫防除のポイントについて

説明しました。  

出席者からは，中耕培土はいつまで実施可能か，

除草剤の散布等について質問が出されました。  

普及センターでは，引き続き良質な大豆生産に向け

て，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８月 21 日 

中山間地の水田防除にドローンを利用 

近年，農業分野での普及が進むドローンですが，

気仙沼普及センター管内においても徐々に利用が

始まっています。 

気仙沼市本吉町の認定農業者は，今年からドロー

ンによる水稲の斑点米カメムシ防除に取り組みま

した。これまでは耕作する約 10 ヘクタールの水田
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を地上防除で行っていましたが，猛暑の中での作業

に危険を感じ，市内の業者にドローンでの防除作業

をお願いしたそうです。朝５時から始まった作業は，

農業者がドローンの移動と薬剤の補充などを手伝

いながら，午前中で終了しました。 

ドローンは軽量小型で小回りが利き，機体の移動

も容易なため，無人ヘリでの作業が困難な狭隘なほ

場でも利用が可能です。全域が中山間地域の当管内

での普及の可能性を感じました。 

 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年８月 28 日 

１度着たらやめられない！～空調服の普及
に向けて～ 

残暑厳しいこの夏ですが，管内のきく生産現場で

は，暑熱軽減対策として空調服（ファン付き作業着）

の導入が進んでいます。  

当管内で栽培が盛んな輪ぎくでは，７月から９月に

かけて炎天下での摘蕾作業を行わなければならず

作業者の身体的負担が課題となっていたため，普及

センターでは栽培講習会等で試着体験を行うなど

空調服の普及に努めてきました。  

その結果，個人での購入のほか全従業員に配布し

た農業法人など，空調服を導入する生産者が増えて

きており，実際に使用している生産者からは「１度

着たらやめられない！」「もうこれがないと作業で

きない！」と効果を実感する声が上がっています。 

 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年８月 31 日 

果樹生産部会で現地研修会を実施しました 

令和２年８月 19 日にＪＡ新みやぎ南三陸地区の

果樹生産部会で現地研修会が開催され，部会員 11 人

と事務局であるＪＡ新みやぎ南三陸地区本部から

２名の計 13 人が出席しました。 

現地研修会では，部会員が生産しているりんご，

もも及びぶどうの園地を視察して，現在の栽培状況

を確認するとともに，今後の栽培管理について指導

しました。また，地域での新たな取組である，南三

陸ワイナリー株式会社で栽培しているワイン用ぶ

どうを視察しました。 

当日は，晴天で熱い日差しの下での検討会でした

が，当所から持参した空調服を試着していただき，

「涼しい。」とか「特にフードからの頭への風が良

い。」などの意見がありました。 

 

 
 

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  

栗原農業改良普及センター 

令和２年８月５日 

栗原市果樹連絡協議会で相互視察検討会を
実施しました 

７月 28 日に栗原市果樹連絡協議会の相互視察検

討会が開催され，16 名の会員が参加しました。 

会員同士の意見交換や栽培技術の向上を図るため，

金成末野の会員のりんご園地を視察しました。併せ

て，宮城県農業・園芸総合研究所花き果樹部果樹チ

ームの大沼総括研究員を講師に，樹の生育に合わせ

た今後の管理方法等について助言をいただきまし

た。 

また，園地視察後は，末野集会所へ移動し，今年

の生育状況や病害虫の発生状況等について，参加者

全員での情報交換を行いました。 

参加者は，検討会を通して，さび果や春期のカメム

シ類の多発，鳥害対策についてなど活発に意見を交

わし，栽培管理技術の向上や地域の現状把握に役立

てていました。普及センターでは，今後も協議会の

運営支援を通じて生産者同士の連携強化や技術向

上等を支援していきます。  
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仙台農業改良普及センター 

令和２年８月５日 

JA 新みやぎあさひな地区いちじく栽培講習
会が開催されました 

 

ＪＡ新みやぎあさひな地区いちじく栽培講習会

が，大和町の生産者ほ場で７月 30 日に開催されま

した。普及センター職員が講師として今後の管理に

ついて指導しました。 

あさひな地区の生産者は苗木を植えつけたばか

りの方も多く，今後数年間は樹づくりのための管理

が最も重要です。普及センターでは新たな生産者に

対して，コンパクトな樹形を維持でき，整枝剪定が

簡単で収穫などの作業性が良い「一文字仕立て」を

推奨しており，その大事な作業ポイントについて実

演を交えながら説明しました。あわせて，着果管理

として新梢の摘心方法についても，そのねらいや効

果を指導しました。これらにより，養分分配や受光

態勢などを考えた管理ができ，品質の良い果実生産

と収穫量の増加が期待されます。 

ＪＡ新みやぎあさひな地区のいちじくは 9 月から

出荷が始まる見込ですが，普及センターでは引き続

き指導を行なっていく計画です。 

 

 
 

 

 

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年８月６日 

利府町の梨産地の将来展望を考える意見交
換会が開催されました 

令和２年７月 28 日に，JA 仙台利府梨部会のベテ

ラン農家，若手農家，関係機関が集まり，梨産地の

活性化に向けた意見交換会が開催されました。 

当部会では，生産者の高齢化により，近年，生産者

数と栽培面積が急激に減少しており，産地の維持に

不安が出てきています。そこで，普及センターでは 

令和元年度に，利府町と JA 仙台と連携して，全部

会員を対象に，経営の現状と今後の産地の展望につ

いて聞き取り調査を実施しました。  

意見交換会では，普及センターから聞取調査の結果

とそこから見えた産地の課題４点についての報告，

課題解決に向けた提案を行いました。参加した農家

からは，提案に対して様々な意見が出され，その結

果，将来の後継者の育成と法人化を検討するための

勉強会を部会として取り組むことになりました。  

普及センターでは，今後も関係機関と連携して梨

産地の活性化に向けた支援をしていきます。  

 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年８月７日 

清流「蔵の華」廿一会現地検討会が開催され
ました 
 令和２年８月５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。  

 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。多くのほ場では出穂期を

迎え，生育は順調に進んでいます。当所からは，斑

点米カメムシ類防除や出穂期以降の水管理等につ

いて指導しました。  

 出席した会員からは，「今年は１等米を目指して，

管理をしっかりしていきたい」との声が聞かれまし

た。  
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仙台農業改良普及センター 

令和２年８月 20 日 

醸造用ぶどう栽培セミナーが開催されまし
た 

県内のワイナリーや新規醸造用ぶどう栽培者な

どを対象とした「醸造用ぶどう栽培セミナー」が，

令和 2 年 8 月 6 日に開催され，仙台農業改良普及セ

ンターが講師として出席しました。  

～セミナーの内容～  

①醸造用ぶどうの栽培管理について（講師：山梨大

学ワイン科学研究センターの佐藤充克氏）  

②病害虫防除の基礎について（講師：仙台農業改良

普及センター）  

③宮城県農業・園芸総合研究所の醸造用ぶどう試験

ほ場の見学（講師：農業・園芸総合研究所果樹チー

ム）  

本セミナーは，震災後，県内で初めてワイナリー

を立ち上げた（株）仙台秋保醸造所の毛利代表が主

催し，各地に広まってきた醸造用ぶどう生産やワイ

ンづくりの担い手達の栽培技術向上を目的に開催

したものです。参加者からは自園地の課題や病害虫

の発生状況と対策，試験研究の状況などについて，

活発に質問や意見が出されたほか，参加者同士で熱

心に語り合う姿も見られ，栽培技術向上や仲間づく

りに向けて有意義な機会となったようです。セミナ

ーは年間 10 回程度計画されており，次回は，9 月に

醸造に関する内容で開催される予定です。  

 

 

大崎農業改良普及センター 

令和２年８月 20 日 

コロナウイルスと天候不良にも負けずなす
の生産振興を図ります！ 

令和 2 年 8 月 7 日に JA 古川なす部会の現地巡回

指導会が開催され，生産者 6 名のほ場を巡回し，生

育状況を確認しました。  

部会では，なすの販売額 1 億円を目標に生産振興に

努めており，毎年 6 月に生産者の技術研鑽を図るた

め現地検討会を開催していますが，今年はコロナ禍

の影響で中止となりました。しかし，生産者から情

報交換する機会が必要との要望が多く挙がったた

め，参加者を最小限に抑えた上で現地巡回指導会が

開催されました。  

生育状況として，今年は梅雨が長く続き，日照時

間が平年の半分以下となったことで花落ちが発生

し，着果数が減少していました。そこで今後の栽培

管理として，生育途中の花芽への日当たりを改善す

るため葉かきを行うこと，着果促進を図るため葉面

散布を行うことを指導しました。  

現地巡回終了後，今後の部会内での情報提供の方法

について関係機関と協議し，情報誌を発行する等の

案が挙がり，普及センタ－も協力していくことにし

ました。  

コロナ禍や天候不良など厳しい状況が続きます

が，｢古川なす｣の生産振興に向けて普及センターも

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２年８月 25 日 

日本なしの出荷が始まりました 

角田市，蔵王町は，県内でも“日本なし”の生産

が盛んな地区で，今年も 8 月下旬から幸水の出荷が

始まりました。  

角田市の“日本なし”は，8 月 19 日からみやぎ生

協を中心に出荷されています。  

県内一の産地である蔵王町の“日本なし”は，8 月

26 日から共同選果場で光センサーを活用した選果

が行われ，仙台，東京，大阪方面へ出荷されます。

また，昨年に引き続き，香港へも輸出される予定で

す。  

今年は，4 月の凍霜害，7 月の長雨・日照不足の影

響で生産量や糖度の低下が心配されましたが，8 月

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/72/c6/cb82d1000b3bfc1125d4c0c121666bb5.jpg
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に入って天候も回復して，生産者の努力により例年

どおりおいしい“日本なし”が出荷できる見込みで

す。これから，農産物直売所には，みずみずしい味

わいの“日本なし”が売り場に並びます。  

日本なしの出荷は，幸水から始まり，豊水，あき

づき，新高の順に 10 月いっぱいまで続く予定です

ので，この機会を逃さず，是非宮城の“日本なし”

を召し上がってください。  

 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年８月 27 日 

ＪＡ加美よつば玉葱部会で栽培講習会が開
催されました 

令和２年８月１８日（火）にＪＡ加美よつば中新

田支店において玉葱部会栽培講習会が開催されま

した。講習会には３０人の生産者が参加し，渡辺採

種場と普及センター職員からたまねぎの栽培管理

方法や病害虫防除方法について説明しました。  

 令和２年産たまねぎについては，５～６月が高

温少雨であったこともあり，土壌病害である乾腐病

が例年になく多く発生しました。普及センターでは，

乾腐病の被害の様子，病原菌の特徴について説明す

るとともに，対策として，定植前に苗を殺菌剤で消

毒すること，汚染土壌をほ場に入れないこと，多発

ほ場では連作を避けること，窒素肥料の多用を避け

ることを指導しました。講義後には質疑応答が活発

になされ，生産者の営農意欲の高まりがうかがえま

した。  

本講習会を通して，たまねぎの栽培技術，病害防

除技術を身につけることにより，品質の良いたまね

ぎの生産が可能となるとともに，生産量の増加が期

待されます。  

 

 

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２年８月 31 日 

集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業フォ
ローアップ研修を開催しました 

当普及センターでは，昨年度から気仙沼市八瀬地

区を対象として「集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル

事業」を活用し，効果的な鳥獣害対策について検討

しています。  

令和２年８月 25 日に（一社）サスティナビリテ

ィセンターの相澤氏を講師に迎え，昨年度に作成し

た点検マップや課題リスト等を使用しながら研修

を行いました。第１部では，地域住民と現地ほ場を

巡回しながら電気柵の設置状況を確認し，漏電箇所

や電線の末端処理法など現場で問題点を共有・解決

することができました。第２部では，「昨年の復習と

今後懸念される被害と対策」と題して相澤氏に講演

していただきました。参加者からは，「ハクビシンに

よるトウモロコシ被害対策について知りたい」，「簡

易柵以外の柵について教えて欲しい」など多くの質

問が寄せられ，活発な議論をすることができました。 

 

 

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  

亘理農業改良普及センター 

令和２年８月 11 日 

亘理名取地区４Ｈクラブの交流会を開催し
ました 

令和２年８月３日，福島県相馬郡新地町において，

亘理名取地区４Ｈクラブの交流会を開催しました。 

例年，４Ｈクラブの活動は，先進地視察や農大生と

の交流会などを開催しておりましたが，新型コロナ

ウイルス感染拡大を考慮し，今年度は，ソーシャル

ディスタンスを保ちながら，クラブ員間の情報交換

を主とした交流会を実施しました。  

普及センターからは，新型コロナウイルス感染症

に対する支援策を紹介し，クラブ員同士，４Ｈクラ

ブの現状について活発な情報交換があった他，将来

の農業経営について，真剣に議論する姿が見られま

した。  
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今年度の４Ｈクラブの活動は，新型コロナウイル

ス感染症の影響から，規模を縮小した活動となりま

すが，普及センターでは今後も関係機関と連携しな

がら，若手農業者を支援し，地域農業の発展に取り  

組んでいきます。  

 

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年８月 17 日 

大崎４Ｈクラブが勧誘活動を行いました 

令和２年７月３１日（金），宮城県農業大学校１年

生４名が管内で実施される先進農業体験学習（令和

２年９月１８日から１０月９日）を前に当普及セン

ターを訪れた際に，大崎４Ｈクラブ員がクラブの活

動内容の紹介を通してその魅力をアピールし，クラ

ブへの入会を勧めました。  

参加学生全員が，大崎管内出身であったことに加え，

学生からは在学中でも加入できるのかと質問が出

るなど新規会員の獲得に期待が高まりました。  

体験学習終了日には，大崎４Ｈクラブ員の経営状況

を視察する研修や学生との交流会も計画され，学生

の意向なども聞きながら実施することとなりまし

た。  

普及センターでは，今後も大崎４Ｈクラブの活動

を支援していきます。  

 

 

 

 

 

登米農業改良普及センター 

令和２年８月 18 日 

登米市４Ｈクラブが先進地視察研修会を開
催！ 
 令和２年８月５日 (水 )に登米市豊里町で，登米市

４H クラブ員が先進的な農業経営を学ぶため，先進

地視察研修を開催し，クラブ員７名が参加しました。 

 視察先は，青年農業士の佐藤瑛彦さんのばれいし

ょほ場で，約２ha の契約栽培等の取組みと収穫の様

子を学びました。ばれいしょ栽培は排水対策と土作

りが重要で，耕盤破砕による排水と堆肥施用が必要

だと話し，４H クラブ員は質問をしたり熱心にメモ

をとったりと，先進的な農業経営を学び刺激を受け

ていました。  

 普及センターでは，登米市４H クラブ員のスキル

アップにつながる活動を今後も支援してまいりま

す。  

 

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年８月 20 日 

みやぎ農業未来塾「就農準備塾」を開催しま
した  

仙台普及センターでは，管内で先進農業体験学習

を計画している農業大学校 1 年生１４名を対象に，

７月３１日にみやぎ農業未来塾「就農準備塾」を開

催しました。  

仙台管内の主な農産物や地域の特徴，普及センタ

ーの業務，新規就農者支援の概要について講義を行

い，管内の状況を知ってもらうとともに，卒業後の

就農相談や就農後の営農相談窓口としての普及セ

ンター活用を促しました。参加した学生は，就農等

の農業に関連する職業に就きたいと意欲的で，活発

な質疑応答が行われ，卒業後の活躍が期待されます。 

今後も就農予定者や青年農業者のために「みやぎ

農業未来塾」を開催し，若い農業の担い手の知識習

得を支援していく方針です。  
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登米農業改良普及センター 

令和２年８月 28 日 

「新規就農者向け簿記研修会」の開催！ 

 令和２年 7 月 22 日から 8 月 25 日まで５回に渡

り「新規就農者向け簿記研修会」を開催しました。

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や

決算書の見方について学ぶもので，毎回８～10 人が

参加しました。  

 第１回と第５回は，中小企業診断士の本田茂先生

（HS コンサルティング株式会社）から，決算書の

見方や経営計画の立て方（資金繰り等）について説

明いただきました。  

 第２回～第４回は，普及センターの職員が，簿記

の基礎知識や期中と決算修正の仕訳を説明しまし

た。  

 参加者は，最初は仕訳等の複式簿記の考え方に戸

惑っていましたが，演習の回数を重ねるうちに理解

が深まっていました。また，本田先生からの決算書

の見方や資金繰りについては，事例をとおして学ぶ

ことで講義内容を身近に感じているようでした。  

 普及センターでは，今後，パソコン簿記研修会等

も開催を予定しており，早期に簿記を経営に役立て

てもらえるよう支援していきます。  

 

 
 

 

 

 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する  

支援  

石巻農業改良普及センター 

令和２年８月 21 日 

人・農地プランの実質化の取り組みに係る話
し合いが開催されました 
 令和２年８月１７日に，石巻市桃生地区において，

人・農地プランの実質化の取り組みに係る話し合い

が開催され，11 名の地域の農業者が参加しました。 

 参加者は，はじめに，石巻市および県の担当者か

ら，人・農地プランの概要について説明を受けまし

た。その後，地域の白地図を見ながら，地域の課題

や未来の営農の姿について意見を出し合いました。

白地図の上に，課題への意見はピンクの付箋，将来

の方針についての意見は黄色か水色の付箋に書い

て貼り出しながら話し合うことで，課題や方針と地

域がリンクし，より具体的な検討となりました。  

 現在の課題として，多面的機能の保全管理事業に

係る集落作業の実施が高齢化で難しくなってきて

いることや担い手の高齢化や後継者不足などがあ

げられ，将来の方針については，担い手の法人化の

推進，ほ場の大区画化や排水不良の水田のほ場整備

が必要であるとの要望などが出されました。  

 現在の人・農地プランに今回の話し合いで出た意

見が反映されることで，将来の地域営農の道しるべ

となり，人と農地の問題を解決するためのより実効

性のあるプランになることが期待されます。  

 普及センターでは，今後も人・農地プランの実質

化に向けた話し合いやその実行など，活力ある地域

づくりについて，継続的に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  

大崎農業改良普及センター 

令和２年８月３日 

大崎圏域グリーン・ツーリズム，農泊等に係
る情報交換会が開催されました 
 

令和２年７月３０日に大崎合同庁舎５階会議室

を会場に，大崎圏域のグリーン・ツーリズム，農泊

等の各実践団体や市町関係者を集め情報交換会を

開催しました。  

初めに，県内におけるグリーン・ツーリズム，農



9 

 

泊等の現状や支援策について，県農山漁村なりわい

課より説明を行い，次いで，県内における教育旅行

の現状と支援策を公益社団法人宮城県観光連盟が

説明しました。  

また，一般社団法人みやぎ大崎観光公社，加美町

グリーン・ツーリズム推進会議，田尻グリーン・ツ

ーリズム委員会，美里町交流の森・交流館から，そ

れぞれ取組状況や課題，新型コロナ感染症拡大の影

響などについて報告され，その後，意見交換を行い

ました。  

参加者からは，「泊まる，食べる，体験することの

分担，連携も必要，そのためには中間の調整組織が

必要ではないか」，「大崎耕土世界農業遺産を広くＰ

Ｒするには，交流（人とのふれあい）が大切，新型

コロナの影響もあり，県内モニターツアーを数多く

開催してほしい」等の意見が聞かれました。  

普及センターでは，農業体験部分の役割について，

農業法人や産直施設，青年農業団体などと連携し人

材育成支援に努めてまいります。  

 

 
 

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８月 18 日 

南三陸町普及農地の田んぼアート 2020 
～第２報～ 
 南三陸町廻館地域では，廻館営農組合員が平成２

９年から田んぼアートを作り続けています。今年は

５月１５日に田植えを行い，現在はだんだんと色付

き始め，デザインが形取られてきました。「赤穂波」

や「紫穂波」などの穂が色づく品種も用いているた

め，６色すべてが色付くのは穂揃い期から成熟期の

８月中旬から９月頃となりそうです。今年のデザイ

ン「五輪の輪」の完成が楽しみです。  

 

 

その他  

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年８月 31 日 

令和２年度第１回石巻地域普及活動検討会
を開催しました。 

普及活動の方法や内容など，今後の普及活動の効

率化と効果的な方法を探るため，外部検討委員９名

を招き「令和２年度第１回石巻地域普及活動検討会」

を８月２５日に開催しました。  

 本年度は，石巻農業改良普及センターで行ってい

るプロジェクト課題４課題の内，すべてが新規課題

ということもあり，今後の活動展開に関する検討を

中心に実施しました。  

 今年は委員の方々に，普及センターが新規に取り

組んでいる課題内容をより理解していただくため，

東松島市のアスパラガスのほ場を視察いただき，現

地検討を実施した後，合同庁舎大会議室に会場を移

して総合検討を行いました。  

 委員の方々からは，大規模化した法人の担い手確

保に向けた対策や労務管理に関すること，復興農地

における土づくりに向けた取組の重要性について

御意見をいただきました。  

 また，法人内での作業体系や作業内容の標準化に

向けた普及センターの支援のあり方など，年後半に

向けた普及活動の進め方に関する貴重な御意見を

いただきました。  

 今回の検討会で各委員よりいただきました御意

見等を参考にし，今後の普及活動を計画的かつ効率

的に展開していきたいと思います。  

 

 

 

  



                                                        

                                                   

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 
 
＜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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