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              紹介内容(10/1～10/31)                  

 

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 亘 理普及：亘理地域の生産者による「シャインマスカット販売会」初開催！  

〇 亘 理普及：「にこにこベリー」栽培研修会が開催されました！  

〇 亘 理普及：「亘理地域果樹共同防除担当者研修会」を開催しました  

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

〇 栗 原普及：抑制きゅうり現地検討会が開催されました 

〇 登 米普及：食品表示に関する研修会を開催しました 

〇 大河原農改：蔵王産なしを香港へ輸出 

〇 気仙沼普及：南三陸春告げやさいの播種機械実証展示会が開催されました  

〇 大 崎普及：水稲種子生産物審査を行っています 

〇 登 米普及：JA みやぎ登米米山支部タマネギ部会栽培講習会の開催  

〇 大河原普及：「食味日本一」のササニシキ復活に向けて「畦かえる新米試食会」開催  

〇 大河原普及：ブロッコリー産地の再生と復興 

〇 亘 理普及：亘理地域「仙台いちご」の出荷が始まりました 

〇 栗 原普及：スナックえんどう栽培講習会が開催されました 

〇 登 米普及：ＪＡみやぎ登米米山イチゴ部会現地検討会・農薬講習会の開催  

〇 登 米普及：JA みやぎ登米寒じめ野菜部会現地検討会の開催  

〇 大河原農改：醸造ぶどう現地検討会を開催しました 

〇 大河原農改：丸森ころ柿くらぶの先進地視察研修が開催されました  

〇 栗 原農改：きゅうりの第 2 回相互視察研修会を開催しました 

 

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 仙 台農改：農業法人への｢御用聞き訪問｣を展開中です 

〇 大河原農改：りんご若手生産者視察研修会（みやぎ農業未来塾）を開催しました  

〇 石 巻農改：地域の高校生に、地元普及センターのお仕事紹介をしました  

〇 大河原普及：令和元年度東日本台風の被害を乗り越えて 

〇 石 巻農改：新規就農者確保定着に向けた意見交換会を開催しました  

〇 登 米農改：みやぎ農業未来塾経営向上研修会を開催しました  

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

〇 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しました  

〇 大 崎農改：小瀬菜大根利用拡大セミナーを開催しました 

〇 美 里農改：女性グループで「手洗い研修会」を開催しました  

〇 石 巻農改：石巻市稲井集落で集落ぐるみの鳥獣害被害対策勉強会を開催しました  
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その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

 

〇 気仙沼農改：宮城県農林産物品評会の水稲部門で気仙沼市の(株)小峯興業が農林水産大臣賞を 

受賞しました！ 

〇 大河原農改：お花を庁舎に飾って消費拡大をＰＲ 

〇 仙 台農改：宮城県産花きの展示及び管内花きの応援販売を実施しました  

〇 登 米農改：宮城県登米合同庁舎に県産花きの展示・魅力発信！  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

 

亘理地域の生産者による「シャインマスカット販売

会」初開催！  

亘理農業改良普及センター 

令和２年 10 月７日 

 亘理農業改良普及センターでは，今年度から，シャ

インマスカット栽培技術の品質向上と省力化を目

的に，プロジェクト活動に取組んでいます。 

 令和２年 10 月３日，山元町内にある直売所「やま

もと夢いちごの郷」を会場にして，亘理地域（亘理

町，山元町）のシャインマスカット生産者４名によ

る，初めての合同販売会を実施し，産地の PR をしま

した。 

 シャインマスカットを初めて販売する生産者もお

り，今回のイベント開催に合わせて包装やショップ

カード等の準備に取り組んできました。当日は，新

鮮なシャインマスカットを求めに，たくさんのお客

様が直売所に訪れました。 

  

「にこにこベリー」栽培研修会が開催されました！ 

亘理農業改良普及センター 

令和２年 10 月８日  

 亘理農業改良普及センターでは，県育成いちご新

品種「にこにこベリー」の収量向上と安定生産と作

付面積の拡大に向けてプロジェクト活動に取り組

んでいます。 

 令和２年 10 月６日に，JA みやぎ亘理のいちご選

果場にて，令和２年度「にこにこベリー」栽培研修

会が開催され，亘理町・山元町のいちご生産者 16 名

が参加しました。 

 普及センターからは，育苗期から今までの気象経

過と定植後の状況について情報提供を行いました。

また，農業・園芸総合研究所の研究員から，「にこに

こベリーの栽培管理について」と「いちごのハダニ

対策について」の講演を行いました。生産者は熱心

に講演を聞いて，今作の栽培に活かそうとしている

様子でした。  

  

  

 
 
 
 

 
「亘理地域果樹共同防除担当者研修会」を開催しま

した 

亘理農業改良普及センター 

令和２年 10 月 30 日 

 亘理管内は，県内有数のりんご生産地です。亘理名

取果樹振興協議会（事務局：亘理農業改良普及セン

ター）は，10 月 28 日に各地区のりんご共同防除担

当者や関係機関を参集し，「亘理地域果樹共同防除

担当者研修会」を開催しました。 

 研修会では，県農業・園芸総合研究所園芸環境部 

大場淳司主任研究員を講師に迎え，「りんごの主要

病害と近年の対策の現状」というテーマで講話をい

ただきました。 

 その後，今回の講話の内容や管内の病害虫発生状

況を踏まえながら，次年度の防除暦の案について，

各地区の担当者と検討を行いました。 

 

安全安心な農畜産物の生産に取り組む  

経営体への支援 

抑制きゅうり現地検討会が開催されました 

栗原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 2 日 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/ba5f5a490a8ccf3e0ff28005544a3d8e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/ba5f5a490a8ccf3e0ff28005544a3d8e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/ba5f5a490a8ccf3e0ff28005544a3d8e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/51898e7969870b671cad8bee7caa7010
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/51898e7969870b671cad8bee7caa7010
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6b91c4a8c7b9826a9b3fccf80a9980fd
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6b91c4a8c7b9826a9b3fccf80a9980fd
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6b91c4a8c7b9826a9b3fccf80a9980fd
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6d474a3f3992ec85f3371a3355b27948
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 令和２年９月８日(火)，"ＪＡ新みやぎ栗っこ"き

ゅうり部会による現地検討会が開催され，生産者 25

名，種苗メーカー，普及センターの担当者が参加し

ました。 

 はじめに，栗原市志波姫地区のほ場にて，生育状

況の確認を行いました。種苗メーカーからはハウス

抑制栽培のポイントとして，今後の気温経過を参考

に，気温の急激な変化に注意しながら追肥やかん水

を行うよう説明がありました。普及センターからは，

土壌伝染性病害であるホモプシス根腐病について，

特徴や防除方法について説明を行いました。参加者

からは，蒸気消毒の処理時間や効果について質問が

あった他，積極的な意見交換が行われました。 

  

食品表示に関する研修会を開催しました 

登米農業改良普及センター 

令和２年 10 月２日 

10 月１日，登米合同庁舎において，農産物直売所

や農産加工事業者等を対象に食品表示に関する研

修会を開催しました。登米保健所の食品薬事班と成

人・高齢班の職員２人を講師に，適切な食品表示に

ついて講義をいただきました。 

 平成 27 年４月に食品表示法が施行され，令和２

年３月まで経過措置がありましたが，４月から完全

義務化となりました。講義では，食品表示法におけ

る基本ルールや，登米地域における相談内容を踏ま

えた栄養成分表示の注意点，表示値算出の方法など

についてお話いただきました。今回の研修を受け，

消費者にも事業者にも分かりやすい表示ルールの

取組が広まることが期待されます。 

 

蔵王産なしを香港へ輸出 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月６日 

 蔵王町は県内一のなし産地で，ＪＡみやぎ仙南蔵

王梨選果場において光センサーによって，より高品

質な蔵王ブランドとして厳選したもの出荷してい

ます。 

 ９月 14 日，生産者や関係者が見守る中，香港に輸

出する第 1 便の「宮城蔵王梨」「豊水」約 500kg を積

んだトラックがＪＡみやぎ仙南蔵王梨選果場を出

発しました。 

 香港輸出は今年で３年目を迎えますが，10 月上旬

まで「豊水」，「新高」の２品種計 2.5ｔの輸出が予

定されています。 

 今年は８月から９月にかけて天候にも恵まれ，甘

みののったおししい梨に仕上がっており，香港のお

客様の期待に十分応えることができるものと思わ

れます 

 

南三陸春告げやさいの播種機械実証展示会が開催

されました 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年 10 月８日  

 県・市町・ＪＡ等で構成する気仙沼・本吉地域農

林業振興推進協議会では，春告げやさいの振興をプ

ロジェクト活動に位置づけており，農業改良普及セ

ンターでは，管内３か所に実証ほを設置し，作業性

やコストなどについて調査，検証をしていく予定で

す。 

 令和２年９月 28 日，春告げやさいの播種機械実

証展示会が開催されました。管内の栽培指向者と関

係者 15 人が参集し，今年から本格導入される播種

機について，実際に操作を体験して学びました。 

 春告げやさいは冬季１月から出荷期となり，初秋

のこの時期が播種適期となります。今回実演した播

種機械は，全農みやぎからリースされるもので，管

内生産者が順番に使っていくことを確認しました。

これまでの手押しの播種機の数倍の効率が見込ま

れており，春告げやさいの一層の振興が期待されま

す。 

 

 

 

 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/4a84ba11068bab091e9735f76ab7b616
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/3931041416226414917adcd090dcadfa
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/3931041416226414917adcd090dcadfa
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/106df8f0f7def2e1e21824057362e62a
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水稲種子生産物審査を行っています 

大崎農業改良普及センター 

令和２年 10 月８日 

大崎普及センター管内には４つの水稲種子生産

組織があり，県内で必要な水稲種子の約６割を生産

しています。各採種組織では，９月下旬から採種ほ

場の収穫作業及び調製作業が順調に行われていま

す。 

  普及センターでは，収穫や調製の状況について巡

回指導するとともに，製品の種籾に対し厳密な生産

物審査を行います。異品種種子等の混入有無の調査

や発芽試験を行い，基準を満たしたものが「合格」

と判定され，翌年の種子として流通します。10 月は

生産物審査のピークを迎えており，発芽試験のシャ

ーレが恒温器いっぱいに並べられています。 

 高品質種子が安定して水稲生産者に届けられる

よう，普及センターでは引き続き支援してきます。 

 

JA みやぎ登米米山支部タマネギ部会栽培講習会の

開催 

登米農業改良普及センター 

令和２年 10 月 14 日  

 令和２年 10 月 13 日，JA みやぎ登米米山支部タマ

ネギ部会は栽培講習会を開催し，部会員等 15 人が

出席しました。 

 部会では，加工業務用タマネギの栽培を行ってお

り，来年６月の収穫に向け，10 月下旬から定植が始

まります。講習会では，普及センターから，定植時

の注意点や定植後の病害虫や雑草の防除，追肥の方

法などを説明しました。その後育苗ハウスで，定植

前の苗の葉色や揃いを確認し，部会員はタマネギ移

植機の利用や収量品質の向上に向け，生産意欲を高

めていました。 

    

「食味日本一」のササニシキ復活に向けて「畦かえ

る新米試食会」開催 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 19 日  

 白石市では平成元年に食味日本一となった「白石

市産ササニシキ」の復活を目指して，平成 28 年度か

ら「食味日本一の『しろいし米』復活プロジェクト」

（以下「ササプロ」）（代表 村上 贇氏）に取り組

んでいます。 

地域で稲刈り作業のピークを迎えた 9 月 30 日（水）

に白石市小原温泉「ホテルいづみや」を会場に「令

和２年宮城白石産ササニシキ畦かえる新米試食会」

が開催されました。 

今年の水稲生育は，７月の低温・日照不足や８月の

登熟期間の高温等，栽培する上で厳しい気象条件も

ありましたが，ササプロメンバーのきめ細かな栽培

管理により高品質の「ササニシキ」が収穫されてい

ます。 

 試食会には市内の飲食店，旅館や取引先，関係者，

一般招待者等約 25 名が参加し，炊きたての「ササニ

シキ」が振る舞われました。参加者からは「風味が

豊かで，大変おいしい」「おかわり」との声が多数聞

かれました。 

 会場では，本年度のササプロメンバーによる生育

調査などの活動を映像で紹介するとともに，「ササ

ニシキ」を利用したおにぎり，甘酒，日本酒や和菓

子などの加工品づくりを通じた「ササニシキ」のフ

ァンづくりについても発表されました。 

 「畦かえるササニシキ」の新米については白石市

の「おもしろいし市場」で販売されているほか，サ

サ プ ロ の ホ ー ム ペ ー ジ （ https://aze-

kaeru.com/reservation/）からも注文できます。 

 おいしい「ササニシキ」を是非御賞味ください。 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/a654f3789f8c5a02c3eea8c5af1cc2bb
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/a654f3789f8c5a02c3eea8c5af1cc2bb
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/2c68de76aecb4d47d7d80c005133a3d7
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/2c68de76aecb4d47d7d80c005133a3d7
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/2c68de76aecb4d47d7d80c005133a3d7
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/cfe3d9f4b09072862528cff5ff3777ab
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ブロッコリー産地の再生と復興 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 20 日 

宮城県仙南地域の角田市，丸森町を中心として露

地での高収益作物の１つとしてブロッコリーの生

産が盛んです。 

 しかしながら，令和元年東日本台風が襲来した際

には，収穫を目前にしたブロッコリーが浸冠水する

など壊滅的な被害を受けました。 

 普及センターではブロッコリー産地の再生に向

けて，地元農協や生産者部会と連携して栽培講習会

や現地検討会等を開催したほか，土壌分析に基づく

土づくり指導を重ねた，概ね昨年並みの面積でブロ

ッコリー栽培が再開されるに至りました。 

 10 月中旬には秋作ブロッコリーの収穫は最盛期

を迎え，量販店や直売所向けに 11 月中下旬まで出

荷が続く見込みです。生産者の皆さんは，昨年の被

害を克服して産地の再生をアピールしたいとの思

いで連日の農作業に励んでいます。 

  

亘理地域「仙台いちご」の出荷が始まりました 

亘理農業改良普及センター 

令和２年 10 月 20 日  

 秋本番を迎え今年も 10 月 19 日，JA みやぎ亘理の

「仙台いちご」が初出荷されました。 

 出荷した生産者は，山元町の菊地さん，品種は「と

ちおとめ」でした。当日は初荷を祝う JA みやぎ亘理

組合長，部会長，全農みやぎの担当する職員等の関

係者 10 名ほどが集まって，赤く色づいたいちごが

お披露目されたあと，仙台市場に向けて出荷されま

した。生産者は「今年は夏が暑く，毎日のかん水や

受粉の管理が難しかった。」とこれまでの苦労を思

い振り返っていました。また，コロナ禍の中で，い

ちごの管理に集中したことで，美味しいいちごにな

りました。 

 初出荷されたいちごは 24 パック，今後の期待を

込めて最も高い規格で 1 パック 10,000 円の高値で

取引されました。これから 11 月にかけて「にこにこ

ベリー」，「もういっこ」も順次出荷される予定です。 

   

 

 

 

 

 

 
スナックえんどう栽培講習会が開催されました 

栗原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 21 日   

 令和２年 10 月 16 日ＪＡ新みやぎ栗っこ瀬峰支店

でスナックえんどう栽培講習会が開催され，生産者

15 名，種苗会社，普及センターの担当者が参加しま

した。 

 種苗会社からは秋まき栽培のポイントとして，株

元まで光が十分に入る，風通しの良い環境作りが重

要であり，整枝の方法やかん水のタイミングに注意

するよう説明がありました。普及センターからは，

スナックえんどうに発生する病害虫の特徴と防除

のポイントとともに，薬剤抵抗性発達を防ぐために

ＲＡＣコード（薬剤に含まれる有効成分の作用機構

ごとに分類されたコード番号）を活用した農薬のロ

ーテーション散布について説明しました。 

 参加者からは，農薬を選択する際にＲＡＣコード

を確認するよう気をつけたいとの声もあり，農薬使

用に対する意識を高めることができました。 

  

ＪＡみやぎ登米米山イチゴ部会現地検討会・農薬講

習会の開催 

登米農業改良普及センター 

令和２年 10 月 21 日 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/a29c6463275d44003976adab2bbb54a3
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/a29c6463275d44003976adab2bbb54a3
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/ddd3db2671d77eb8de11350d996cfd9e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/ddd3db2671d77eb8de11350d996cfd9e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f42a2cdfa9b35b9e1ecd24b4a3844b32
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f42a2cdfa9b35b9e1ecd24b4a3844b32
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f70aba7b81c82be2945a4f81552db7a8
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f70aba7b81c82be2945a4f81552db7a8
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f70aba7b81c82be2945a4f81552db7a8
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 令和２年 10 月 20 日，ＪＡみやぎ登米米山イチゴ

部会現地検討会・農薬講習会が開催され，部会員等

14 人が出席しました。 

 ほ場巡回では，「もういっこ」と「にこにこベリー」

の夜冷短日処理を行った株の出蕾・開花が始まって

おり，年内の収穫に向けて順調に生育していました。

講習会では，講師の宮城県農業・園芸総合研究所か

ら，第一次腋果房分化後の管理や病害虫防除の注意

点について，普及センターから，ハウス内の温度む

ら対策について説明しました。また，メーカーから，

新たな農薬や天敵等の適切な使用方法について紹

介がありました。部会員は，令和３年産の安全・安

心ないちご生産に向け，生産意欲を高めている様子

でした。 

 
JA みやぎ登米寒じめ野菜部会現地検討会の開催 

登米農業改良普及センター 

令和２年 10 月 30 日 

 令和２年 10 月 27 日，JA みやぎ登米寒じめ野菜部

会現地検討会が開催され，部会員等 30 人が出席し，

豊里町の３カ所のほ場を巡りながら生育状況や病

害虫発生状況，今後の管理等を検討しました。 

 当部会は平成 29 年に設立され，ちぢみほうれん

そうとちぢみゆきなを生産しています。９月に播種

したほうれんそうとゆきなは，冬季の寒気にあてる

ことで，葉が縮み肉厚の濃い緑色になり糖度が上が

ります。また，（有）三菜寿では，目の疲労回復等に

良いとされるルテイン含量を高めた機能性表示ほ

うれんそうを生産しています。 

 昨年は台風１９号の被害を受けましたが，今年は

葉の展開が順調に進み，今後の寒さを待ち受けるの

にちょうど良い生育が確認できました。生産者は，

出荷方法の確認や，より品質を向上させる管理につ

いて，活発に意見交換を行っていました。 

 ちぢみほうれんそうとちぢみゆきなは，これから

出荷の本番を迎えます。甘くて栄養価が高い登米地

域のちぢみ野菜を，是ご賞味ください。 

農村地域の振興に向けた取組支援  
 

醸造ぶどう現地検討会を開催しました 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月６日   

 管内の醸造用ぶどう栽培は，平成 26 年から川崎

町で始まり，令和元年に村田町，令和 2 年に蔵王町，

七ヶ宿町で栽培が始められています。しかし，果樹

栽培初心者が多いことから，栽培技術の習得が喫緊

の課題です。そこで，9 月 10 日に，村田町，蔵王町，

七ヶ宿町の各ほ場で，現地検討会を開催しました。 

 当日は，農業・園芸総合研究所花き・果樹部の職

員を講師に，栽培者 10 人と町担当者が参加し，各栽

培者のほ場を相互に視察し，情報交換を行いました。 

 栽培者の中に県外のワイナリーで栽培経験のあ

る者もおり，適切な栽培管理の有無が生育に大きな

差が出ることを実感していました。 

   

丸森ころ柿くらぶの先進地視察研修が開催されま

した 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 12 日  

 丸森ころ柿くらぶは，宮城県の令和 2 年度園芸産

地戦略加速化プロジェクト事業を活用し，干し柿の

ブランド化に取組んでいます。 

 令和 2 年 10 月 5 日（月）には，栽培管理や加工

方法を改善し，ブランド柿の生産を拡大するため，

福島県国見町の柿農家を視察しました。 

 園主から病害虫防除，摘果，施肥，せん定，除草

など栽培の要点や収穫時期，皮むき，硫黄くん蒸な

ど干し柿加工に至るまで説明いただき，熱心な意見

交換が行われました。 

 今回の視察研修では，これまでの栽培管理や加工

を見直す良い機会となり，干し柿のブランド化を進

める上で，大いに参考になった研修となりました。

今後は，現地検討会，ブランド化研修会の開催に加

え，仙台市での販売促進活動などを行う予定です。

2 月には「丸森ころ柿」としてブランド化を目指す

干し柿が発売されますので，是非御賞味ください。 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f117714b319b5f2444ea2e7967e0b92a
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/f117714b319b5f2444ea2e7967e0b92a
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/c/ff9ed48eaf804b264bdc06c2accfa1a4
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/866475a9d905de8ce00ac8d013e3fcb3
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/866475a9d905de8ce00ac8d013e3fcb3
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/b977ac0dabe4870dcfd8bbdf6a22a256
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/b977ac0dabe4870dcfd8bbdf6a22a256
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/b977ac0dabe4870dcfd8bbdf6a22a256


6 

 

 

きゅうりの第 2 回相互視察研修会を開催しました 

栗原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 26 日 

 令和 2 年 10 月 13 日(火)に，SPDCA（継続的改善

手法）に取り組むきゅうり生産者 5 戸（栗原市志波

姫・若柳地区）を対象に，今年度 2 回目の相互視察

研修会を開催し，各々のハウスを巡回しながら栽培

上のポイントを学びました。 

 まず現地で生産者から作付計画と栽培管理の概

要について説明を受けた後，きゅうりの生育状況を

見ながら整枝・摘葉のタイミングや追肥のやり方に

ついて意見交換を行いました。また，普及センター

からは，今後発生が心配される病害対策について情

報提供を行いました。 

 相互視察を通じ，自らの管理方法を見直す機会と

なり，気づきを得たことで，栽培技術のレベルアッ

プが期待されます。 

 

 

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  

 
農業法人への｢御用聞き訪問｣を展開中です 

仙台農業改良普及センター 

令和２年 10 月５日 

 昨年度，仙台農業改良普及センターでは，管内 42

の農業法人に対して，当センター職員と行政事務を

担当する班を含め，仙台地方振興事務所農業振興部

の全職員で，｢農業法人調査｣を実施しました。 

 この調査では，各農業法人が抱える課題や普及セ

ンターに要望したい支援内容等が明らかになった

ことから，本年６月から全普及指導員が２人１組で

『御用聞き訪問』を実施しています。『御用聞き訪問』

に際しては，昨年の｢農業法人調査｣時に預かった３

期分の決算書について簡易分析を行い，その結果に

ついて提示することとしていたため，当普及センタ

ー内では，事前に｢農業法人への『御用聞き訪問』に

向けた経営分析勉強会｣を開催し，経営分析の数字

が示す意味やどの分析項目に注意すべきか等につ

いて共通理解した上で『御用聞き訪問』に臨んでい

ます。 

 『御用聞き訪問』では，栽培技術や経営管理の他，

新型コロナウィルス対策や補助事業導入等，新たな

相談も寄せられることが多く，実施後は，記録票に

概要をまとめた上で，普及センター内で情報共有す

るとともに，相談内容に応じて専門の普及指導員に

引き継ぎ，技術指導や資料の提供，先進事例の紹介

等の対応をしています。 

 普及センターでは，今後も農業法人の要望に応じ

て足を運び，経営発展に向けた支援を続けていく予

定です。 

 

 
りんご若手生産者視察研修会（みやぎ農業未来塾）

を開催しました 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月７日 

 大河原農業改良普及センター管内のりんご栽培

面積は約 48ha（平成 30 年）で，生産者の高齢化に

より減少している中，白石市，大河原町，丸森町の

果樹園 4 戸の若手生産者が技術交換を図りながらり

んご栽培に取り組んでいます。 

 令和 2 年 9 月 15 日火曜日には，若手生産者の先

進的な技術の習得と情報交換を目的にして，福島県

内への視察研修会を開催しました。視察先の福島県

農業総合センター果樹研究所では，りんごの早期成

園化ができる樹形や省力栽培技術などについて，ま

た，伊達市の果樹複合経営農家では高品質の果実を

生産するための樹形や栽培管理，収益性の高い品目，

雇用の様態などについて説明を受け，参加者は，自

園の技術と比べながら積極的に質問していました。 

 今回の視察研修会では参加者が，りんご栽培の先

進技術について知識を得ることができ，自園の栽培

技術を見直す良い機会となり，各経営体での技術向

上が期待されます。 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/eb082fa2e381a01a1e7bb4be08050fb8
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/eb082fa2e381a01a1e7bb4be08050fb8
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/fa32f4531182699de2e5332d371a064a
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/264c3a9b24a6371af2e24efda2427e2d
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/264c3a9b24a6371af2e24efda2427e2d
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/264c3a9b24a6371af2e24efda2427e2d
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地域の高校生に、地元普及センターのお仕事紹介を

しました 

石巻農業改良普及センター 

令和２年 10 月 14 日 

 令和２年９月 30 日，石巻市立桜坂高等学校の２

年生の生徒５名が県石巻合同庁舎を訪れ，宮城県東

部地方振興事務所の職員と交流しながら県の仕事

について学びました。 

 この取組は，桜坂高校の生徒が地域の事業所を訪

問して産業について知るほか，社員などと交流して

仕事のやりがい，楽しさ，厳しさ，課題解決力の必

要性を学ぶため，「さくらプロジェクト」の名称で開

催されています。 

 東部地方振興事務所も毎年所内各部の職員がさ

くらプロジェクトの訪問に対応しており，今回，普

及センターの職員も農業振興部の一員として参加

しました。 

 はじめに各部から業務紹介を行い，普及センター

からは，石巻地域の農業の特徴や担い手の確保，来

年から始まる「第 3 期みやぎ食と農の県民条例基本

計画」に反映された SDGs の考え方について説明し

ました。 

 その後，「学生のうちにやっておいた方がいいこ

と」「大切にしている価値観」など生徒の質問に対し

て，職員１人ひとりから「スマホの時代だけどパソ

コンも使えるようになっておいてください」「生産

者が主役で私たちは裏方」など，メッセージを送り

ました。生徒達は真剣なまなざしで職員を見たりメ

モを取ったりと，実りある交流となりました。 

  

 
 

 

 

 

 

令和元年度東日本台風の被害を乗り越えて 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 16 日 

 丸森町の稲作農家，大内喜博さんは，令和元年東

日本台風（令和元年 10 月 12 日）で甚大な被害を受

けましたが，今年は，昨年並みの約 50ha まで作付け

を回復し，喜びの収穫を迎えています。 

 大内さんは被災直後から，自宅の片付け，浸冠水

した保管米や農業機械・施設の処分，水田に流入し

た稲わらの処理などの膨大な作業に取り組んでき

ました。その状況を地域や仲間の応援によって乗り

越え，令和 2 年の米づくりに向けて機械の再整備等

を進めてきました。 

 今年の春作業も多忙を極めました。種まきや田植

えなど通常の春作業に加えて，台風で浸水した水田

の通水確認や泥で汚れた苗箱の洗浄などに時間を

とられ，田植えが終了したのは 6 月中旬でした。 

 このような努力を支えたのが，地域の方々からの

励ましや期待です。収穫作業で忙しいこの秋におい

ても，小学校の学習田への先生役として子供たちに

農業の楽しさを伝える活動を再開し，これからの米

づくりでは規模の拡大よりも一つ一つの田んぼを

大事にしていきたい，とお話しされています 

 この一年，生産基盤の復旧，営農再開という並々

ならぬ努力をされた大内喜博さん。父親の喜一郎さ

んは，息子さんの活躍に 120 点をつけたいとお話し

されていました。喜博さんにとって，今年の収穫は

特別に嬉しい収穫となったようです。 

 

新規就農者確保定着に向けた意見交換会を開催し

ました 

石巻農業改良普及センター 

令和２年 10 月 28 日 

令和２年１０月２２日，石巻合同庁舎にて「新規

就農者確保定着に向けた意見交換会」を開催しまし

た。参加したのは，就農希望者からの相談を受ける

機会のある管内の市役所，農業委員会，石巻市農業

担い手センター，東松島市新規就農者技術習得管理

施設，いしのまき農協，東部地方振興事務所及び石

巻普及センターの各担当者です。 

 意見交換に先立って，普及センターが主導して編

集した「石巻地域新規就農ガイド」を紹介しました。

このガイドでは，就農に向けての各ステップで活用

できる支援施策をまとめているほか，農業研修向け

のシェアハウスがあることなど，石巻地域の特徴を

PR しています。参加者に対して，就農相談などの機

会で活用していただくよう呼びかけました。 

 その後，最近の就農相談の事例や，就農相談を受

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/5d4f97cfdd78bab20eaea3b5146541f9
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/5d4f97cfdd78bab20eaea3b5146541f9
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/5d4f97cfdd78bab20eaea3b5146541f9
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/54e9e88cba9f0f9cc25d1139c4fd0b71
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/54e9e88cba9f0f9cc25d1139c4fd0b71
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/201bf0fb7558d1815e5edfeeb542a7ed
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/201bf0fb7558d1815e5edfeeb542a7ed
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/201bf0fb7558d1815e5edfeeb542a7ed
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けていての困り事などを参加者で共有しました。 

 後継者ではない人が就農するためのハードルを

越えるには熱意と度重なる相談が必要で，相談を受

ける側も時間をかけた支援が求められること，支援

機関同士の情報共有が遅れたり漏れたりしがちな

事例での情報共有のあり方等について認識の共有

を行うことができ，支援機関がさらに連携を強めて

いくためのきっかけとなりました。 

 この意見交換会は来年２月にも開催し，実際に就

農した方の事例から，支援のあり方を考える場とす

る予定です。 

 また，今回作成した「石巻地域新規就農ガイド」

は，石巻農業改良普及センターの下記ページに pdf

データで掲載していますので，ご活用ください。 

 

 

みやぎ農業未来塾経営向上研修会を開催しました 

登米農業改良普及センター 

令和 2 年 10 月 1 日 

令和２年９月 23 日（水）に，登米市の農業士の先

進的な経営を視察し，宮城県農業大学校先進農業体

験学習中の一年生５名を対象に「みやぎ農業未来塾

経営向上研修会」を，登米市農業士会，登米市４Ｈ

クラブと連携のもと開催しました。 

米山町の青年農業士 櫻井利光氏（(株)櫻井農場）

のキャベツ等露地野菜による周年雇用大規模生産

の取組について，豊里町の青年農業士 佐藤瑛彦氏

の水稲＋大規模肥育牛や加工用ばれいしょ等の新

たな取組について研修し，登米市からは新規就農者

の各種支援事業について情報提供がありました。ま

た，迫町の元指導農業士 伊藤秀雄氏から（有）伊

豆沼農産の事業展開や，農大生に対して目標達成す

るためのポイント等についてお話を頂きました。 

金のたまご達（農大生）との意見交換では，農大生

の卒業後の進路や将来の夢など話してもらい，また，

先輩農業者である４Ｈクラブ員からは，自身の経営

状況やこれからの計画について話してもらいまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

 

津波被災地，南三陸町廻館地区の営農計画等を検討

しました  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年 10 月 27 日  

東日本大震災で被災した南三陸町廻館地域では，

ほ場整備後の農地利用について検討を行っていま

す。令和２年 10 月 22 日にほ場整備事業合同委員会

が開催され，作付体系図等を検討しました。前回の

合同委員会で検討した農地利用計画を元に，各ほ場

における令和４年度までの具体的な作付体系図を

作成しました。 

 今年で復興 10 年目を迎え，本格的な営農活動が

スムーズに行えるよう，当普及センターでは今後も

支援していきます。 

 

 

小瀬菜大根利用拡大セミナーを開催しました 

大崎農業改良普及センター 

令和２年 10 月 20 日  

令和２年 10 月 14 日に加美町のやくらいウォータ

ーパークにおいて，加美町，ＪＡ加美よつば，北部

地方振興事務所の共催で小瀬菜大根利用拡大セミ

ナーを開催しました。 

 小瀬菜大根は全国で唯一，葉だけを食べる大根で，

加美町小瀬地区で古くから生産されてきた伝統野

菜です。 

 セミナーでは，「小瀬菜大根の利用拡大に向けた

新たな調理・加工法」をテーマに，フードコーディ

ネーターのカワシマヨウコ先生を講師に招き，地域

の飲食店，農産加工者，農産物直売所，農業高校，

青果店，関係機関から約 40 人が参加しました。 

 カワシマ先生からは，小瀬菜大根の新たな調理法，

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/8604e25fabf22361e57855a22368dc96
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/926665864d0ca8bab8b0c12c3084b62a
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/fc3c0ac82cfb1ef1d8e1f5044ede1b18
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/fc3c0ac82cfb1ef1d8e1f5044ede1b18
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従来の収穫期より若い小瀬菜大根の調理法に加え

て，これまで未利用であった根の調理法について提

案いただきながら，これらを試食しました。また，

小瀬菜大根の特徴や地域での活用等についてもお

話しいただきました。 

 参加者からは，「これまで漬物としての利用がほ

とんどで火を通した料理は新鮮」，「今日のセミナー

を参考に新メニューを考案してみたい」といった声

が聞かれ，セミナー後，参加者に小瀬菜大根を１株

ずつ提供しました。当セミナーの開催を契機に，今

後，地域において新たなメニューの考案と活用が期

待されます。 

 
女性グループで「手洗い研修会」を開催しました 

美里農業改良普及センター 

令和２年 10 月 22 日 

 小牛田地域精進料理の会は，毎月１回，地域に受

け継がれてきた精進料理の伝承として，調理実習を

中心に活動を行っています。今年度は新型コロナウ

イルスの影響でこれまで活動を休止していました

が，10 月より感染予防を行いながら再開しました。 

 １０月２０日に行われた第１回目の定例会では，

正しい手洗い方法を学ぶための「手洗い研修会」を

行いました。普及センター職員から，「手洗いによる

食中毒の防止について」講義を行った後に，手洗い

の実習を行いました。 

 実習は，手洗いチェッカー」を使用し，手洗い前

に汚れに見立てた専用ローションをまんべんなく

付けた後，いつもの方法で手洗いを行いました。手

を特殊ライトを使用した手洗いチェッカーの下に

かざすと，爪や手のしわのところが青く光り，洗い

残りがあることが分かりました。 

 会員からは「丁寧に洗っているつもりでも洗い残

しがあることが分かった。」「人によって洗いにくい

場所がある事を知った。」などと感想が出され，より

一層，衛生管理に気をつけて調理をすることを申し

合わせました。 

石巻市稲井集落で集落ぐるみの鳥獣害被害対策勉

強会を開催しました 

石巻農業改良普及センター 

令和２年 10 月 30 日  

 令和２年 10 月 25 日，石巻市稲井地区で，合同会

社東北野生動物保護管理センターの研究員を講師

にして，今年度２回目のニホンジカ被害対策勉強会

を開催しました。 

 参加したのは，稲井地区６集落の行政区長等 28 名

です。 

 稲井地区は管内でも組織的なニホンジカ対策を

継続的に行っており，今回の研修会の目的は，集落

周辺のニホンジカの分布状況や被害対策を確認し，

今後どのような対策を講じていくか集落内で共有

することでした。 

 当日は，現地で大型囲い罠の設置状況を検討した

後，集落センターに移動し，事前に農業振興部と東

北野生動物保護管理センターで設置していた定点

カメラの動画によるニホンジカの出没頭数と，ニホ

ンジカが防鹿柵を飛び越えたりくぐり抜ける状況

を確認し，防鹿柵設置方法の改善を検討しました。

最後に，集落毎に被害箇所，捕獲地点及び防鹿柵の

設置箇所を白地図に落とし込みました。 

 今後，１１月に開催予定の３回目を開催し，今回

作成した集落マップを基に，集落毎の対策について

理解を深め，次年度以降の対策の明確化，共有化を

進めていきます。 

  ニホンジカの分布や被害が年々拡大している中，

稲井地区では地域住民の意識が高く，組織的な対策

が着々と進められています。今後，稲井地区の取組

が他地域に波及するように推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/afa08a3dd0a27923f9e9f052aba32c3d
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/afa08a3dd0a27923f9e9f052aba32c3d
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/11d91bf7b3274ca325e2027919e45a15
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その他 

 
宮城県農林産物品評会の水稲部門で気仙沼市の

(株)小峯興業が農林水産大臣賞を受賞しました！ 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年 10 月 27 日  

 令和２年 10 月 21 日に宮城県農林産物品評会及び

花き品評会が開催され，水稲部門，果実部門，野菜

部門（根菜類，葉茎菜類，果菜類）及び花きにおい

て審査が行われました。 

 気仙沼管内では，農産物及び花きで合計 17 点を

出品しました。審査の結果，水稲部門で(株)小峯興

業が農林水産大臣賞の栄光に輝きました。また，花

きでは遠藤吉司氏が輪ぎくで金賞（東北農政局長賞）

を，(有)気仙沼園芸がシクラメンで銀賞を見事受賞

しました。気仙沼管内では以上の合計３点が入賞を

果たし，生産者の日々の努力が報われた結果となり

ました。 

 

 

お花を庁舎に飾って消費拡大をＰＲ 

大河原農業改良普及センター 

令和２年 10 月 08 日 

 花き業界は，新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため，イベントの中止や花き販売店の営業自粛，

販売減など，大きな影響が出ました。宮城県では，

宮城県花と緑普及促進協議会が実施主体となって

国の補助金「公共施設等における花きの活用拡大支

援事業」を活用して，公共施設に県産花きを展示す

る取組みを行っています。 

 大河原農業改良普及センターでは，10 月６日から

４週連続で玄関ロビーに花きの展示を行います。初

回の 10 月６日～９日は「ガーベラ（石巻産）」８品

種を展示，13 日以降はトルコギキョウなど毎週花の

種類を変更して展示していく予定です。また，家庭

でも気軽に花を飾っていただき，消費拡大につなが

るように，簡単なアレンジも展示しています。 

 今回の展示を是非ご覧になっていただき，県内に

様々な花があることを知っていただき，皆さまのご

家庭でもいろんなお花を飾って癒やしの空間を作

ってみませんか。 

 

宮城県産花きの展示及び管内花きの応援販売を実

施しました 

仙台農業改良普及センター 

令和２年 10 月 16 日 

 新型コロナウィルス感染症拡大の影響により，イ

ベントや冠婚葬祭における花の消費が減り，産地を

はじめとした花き業界全体が大きな影響を受けて

います。そこで宮城県花と緑普及促進協議会では，

農林水産省の「公共施設等における花きの活用拡大

支援事業」を活用し，各地域で花の展示を行い，県

産花きの魅力を発信する取組を行っています。 

宮城県仙台合同庁舎でも１階ホールにおいて，１０

月６日から３０日までの期間に週替わりで４回，宿

根カスミソウ等の県産花きを展示しました。宿根カ

スミソウは大衡村が県内一の産地であり，普及セン

ターでは，ホームページのお知らせ欄で展示の告知

を行うととともに１０月１９日に庁内職員向けの

応援販売会を行いました。 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/c2bdf3ce7869bd34ac4d2a444cc9570b
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/c2bdf3ce7869bd34ac4d2a444cc9570b
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/c2bdf3ce7869bd34ac4d2a444cc9570b
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6fb7a93c08d71c776806451c1dd11150
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/6fb7a93c08d71c776806451c1dd11150
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/7e3981eb80d6c5098f77e31aa376a54e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/7e3981eb80d6c5098f77e31aa376a54e
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/7e3981eb80d6c5098f77e31aa376a54e
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宮城県登米合同庁舎に県産花きの展示・魅力発信！ 

登米農業改良普及センター 

令和２年 10 月 08 日  

 宮城県花と緑普及促進協議会は，新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響による花きの消費や売上が

減少するなど花き業界全体が大きな影響を受けて

いることから，公共施設等に県産花きを展示し，消

費拡大と産地支援を行うこととなりました。登米合

同庁舎１階ロビーにて９月 29 日から登米市産のば

らやトルコギキョウなどの切り花を展示していま

す。10 月 30 日まで週替わりで計４回展示する予定

です。 

 登米市産の花きは，上記のほか，スプレーぎくや

ストック，金魚草,枝物花木などの切り花，シクラメ

ン，アッサムニオイザクラなどの鉢物，パンジー，

ハボタンなどの花壇用苗物などが生産されていま

す。市内の道の駅や農産物直売所などで購入するこ

とができますので，お部屋に切り花や鉢物を飾って

みてはいかがでしょうか。 

 

https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/1bdcb4baa97245a71335e056804b9f36
https://blog.goo.ne.jp/miyagifukyu/e/1bdcb4baa97245a71335e056804b9f36


                                                        

                                                   

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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