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県育成りんどうの実需者アンケート調査とＰＲ用パンフレット作成 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  盆・彼岸需要期を中心とした出荷量の拡大と仏花以外の用途拡大による新たな需要の創出 

 

■ ねらい 

近年、農業研究センターから需要期向けりんどうの新品種が多数育成され、出荷量が拡大し 

つつある。一方、これまで市場等実需者から本県りんどうに対する意見を聞く機会が少なかっ 

たことから、今後の品種開発等の参考とするために本調査を実施した。併せて、新品種の開花 

期などの品種特性を紹介するためにパンフレットを作成した。 

 

■ 活動対象 

市場等実需者 

 

■ 活動経過 

（１）アンケートの配布及び回収方法・パンフレットの配布方法の検討（５月） 

ＪＡ全農いわてと協議し、花き市場で開催しているイベント等を活用して実施することと 

した。 

（２）アンケート様式・パンフレットの作成（６～７月） 

原案を農業革新支援担当が作成し、ＪＡ全農いわて、農産園芸課及び農業研究センター花 

き研究室から意見を集約して完成させた。パンフレットに使用する品種の写真は、花き研究 

室より提供してもらった。 

（３）アンケートの配布と回収（７～11月） 

配布と回収をＪＡ全農いわてに依頼した。調査対象は、本県の主要取引花き市場４社に関 

係する、市場、仲卸、加工業者、小売店とし、計20回答を得た（内訳は表１）。 

表１ 業種別回答数 

  市 場 仲 卸 加工業者 小売店 計 

Ａ社(関東地区) ２ ２    － １ ５ 

Ｂ社(中部地区)   －   － ４ １ ５ 

Ｃ社(関西地区)   － ２ １ ２ ５ 

Ｄ社(関西地区)   － ２ ２ １ ５ 

      計 ２ ６ ７ ５ 20 

（４）パンフレットの配布（７月、９月） 

ＪＡ全農いわてが東京と大阪で開催した「岩手県産花き展示フェア」において、約200枚を 

配布した。 

（５）アンケートの取りまとめと結果説明（12～１月） 

調査結果を取りまとめて関係機関に配布したほか、「新技術普及活動検討会」において普 

及センター等へ説明した。 

 

■ 活動成果 

（１）アンケート結果 

今回設定した調査項目は、品種開発上の目標や重視する品種特性から、農産園芸課、農業 
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図２ パンフレット 図１ アンケート様式(抜粋) 

研究センターの意見を踏まえて絞り込んだものである。よって、いずれの項目も回答の大半 

が「重要」であることを想定していたが、本調査により、一部の特性においては必ずしも実 

需者側との認識と一致しないことがわかった。 

一例をあげると、品種開発や生産者が注意する花穂部の咲き揃いの設問「下部から頂部ま 

で咲きそろうこと」については、全体の40％がやや不要と回答し、さらに小売店では80％が 

やや不要と回答している。 

（２）パンフレットの配布 

最近の新品種が一覧となってわかりやすいとの声があったほか、２普及センターで生産者 

を対象とした指導資料として活用された。 

（３）今後の課題 

現状、有望系統を新品種として公表する判断のための評価は、実需者の意見が反映されて 

いない。とくに、青色以外の花色やスプレー咲きなどの新奇性の高い品種では、実需側の意 

見が重要と考えられることから、新たな評価の仕組みづくりを検討する必要がある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ全農いわて、農産園芸課、農業研究センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  園芸担当（中野俊成、石川勝規、小原善一、高橋拓也）   

  執筆者：中野俊成 

性別

年齢

ご職業等

【花について】

(青紫花品種について)花色が濃いこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

(青紫花品種について)切花１本ごとの
花色のばらつきがないこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

パステルカラーやバイカラー等新奇
性の高い花色であること

　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

花弁が開くこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

花が大きいこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

花弁にりんどう特有の小斑点が目立
たないこと(図１参照) 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

１花段当たりの花の数が多いこと
(図2参照) 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

花段と花段の間が詰まりすぎず、花
段が明確にわかること(図2参照) 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

下部から頂部まで咲きそろうこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

葉が小さいこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

葉が上向きに着いていること 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

茎の色が緑色であること
(褐色ではなく) 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

茎が太く丈夫なこと 　□　　　　  □　　　  　 □　　    　 □　　　　  □ 

【葉と茎について】

重   要 　 やや重要　  やや不要　  不   要　 わからない

Q１．あなたが切花用りんどう品種を評価する場合、どの項目を重要視しますか。
　　　(該当するところにを入れてください)

岩手県のりんどうに関するアンケート

岩手県では、りんどうの品種開発に取り組んでおり、これまでに約30品種を育成しています。
皆様のご意見を今後の開発の参考とさせていただきたいので、アンケートにご協力をお願いします。

  □ 男性　   □ 女性

  □ １０代　□ ２０代　□ ３０代　□ ４０代　□ ５０代　□ ６０歳以上

  □ 市場　□ 仲卸　□ 小売店　□ 加工(花束等)　□ その他関係者　　　□一般来場者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔       　　        〕

岩手県農林水産部農業普及技術課

花
段
（
図
は
５

図２ 花段の

イメージ図

※パステル：青色・紫色と白色の中間色(藤色や桜色など)
※バイカラー：「青色＋白色」や「桃色＋白色」の２色咲(覆色) 図１ 花弁小斑点の

イメージ図

小
斑
点
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「紅いわて」の高品質安定生産技術の体系化及び樹勢衰弱要因の解明 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  持続的に果樹産地を牽引する担い手の育成（県重点プロ） 

高収益な有望新品種の特性把握と栽培技術確立 

 

■ ねらい 

  「紅いわて」は、その着色の良さと良食味から、流通業者や消費者から高い評価を得ている

が、サビ果の発生や樹勢の衰弱が、普及拡大上の課題となっている。そこで、これら課題解決

に向け、サビ果発生要因の解明及び軽減対策並びに樹勢衰弱要因の解明を図るために、その判

断基準となる樹相診断技術の開発について、調査研究専門部会で実施した。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、実証農家等 

 

■ 活動経過 

【重点プロ】「紅いわて」の安定生産技術の確立 

（１）サビ果発生危険時期の検討 

ア 調査内容：サビ果発生要因と発生危険時期を解明するため、落花 10～30 日の間被袋処理 

を行い、無処理とサビ発生程度を比較する。 

イ 調査圃場：一関市花泉町、花巻市東和町谷内 

ウ 調査区の構成 

被袋区・・・落花 10 日後の薬剤散布後に中心果へ被袋（写真１）し、落花 30 日頃に除袋 

無袋区・・・農家慣行 

エ 処理日：一関市・・・被袋日 5/23、除袋日 7/3、被袋期間 41 日 

花巻市・・・被袋日 5/28、除袋日 7/4、被袋期間 37 日 

オ 調査時期と方法：除袋日（一関 7/3、東和 7/4）及び収穫期（一関 9/17、東和 9/27）に、 

樹上でサビ果の発生程度を調査 

（２）サビ果発生要因の解明 

ア 調査内容：サビ果発生要因を解明するため、県内５カ所調査ほ場で各種要因の調査を行い、 

樹別の相関分析を実施する。 

イ 調査圃場：奥州市江刺、北上市成田、一関市花泉町、花巻市東和町谷内、二戸市金田一 

ウ 調査時期と方法： 

着果調整時（奥州市 6/28、一関市 7/3、北上市 7/5、花巻市 7/4、二戸市 7/8） 

・・・着果数、頂芽数、幹周、果実径、サビ発生程度等 

樹相診断（着果調整時と同時調査）・・・ターミナルシュート長、葉数、停止率、葉色等 

収穫前（奥州市 9/20、一関市 9/17、北上市 9/12、花巻市 9/27、二戸市 9/25） 

・・・果実径、着色程度、サビ発生程度等 

（３）樹相診断基準（暫定）の適合性検討 

ア 調査内容：前年策定した樹相診断基準（暫定）について、実用性があるかどうか、その 

適合性を検討する。 

イ 調査圃場・調査時期と方法は（２）と同様 
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■ 活動成果 

（１）サビ果発生危険時期の検討 

ア 除袋後のサビ発生調査結果から、被袋区でサビ果発生程度､ 

発生割合が低く、果面も綺麗であり、またこの時期の被袋 

被袋有無で収穫期のサビ発生にも明確な差があり、落花 10 

～30 日の環境要因がサビ発生に関与することを確認。(写真) 

イ 軽減対策として被袋は有効だが、一般的に普及できる技術 

 では無く、今後、摘果方法等栽培管理面や果面保護剤の効果 

的利用法開発なので、サビ果発生軽減技術の開発を目指す。 

 

（２）サビ果発生要因の解明 

ア ７月のサビ発生割合と相関のある特徴的な項目として、葉色・葉身長と負の相関があり 

樹勢との関係が示唆され、また、夏季縦径とも負の相関があり初期の縦肥大との関係が示 

唆。 

イ 前年の調査結果でも、夏季のサビ発生と葉色・縦径との相関が確認されている。また、 

夏季の縦径は樹相診断時の新梢長・葉色等樹勢を示す指標と正の相関が認められており、 

これらから、樹勢や初期の縦肥大はサビ果発生の重要な要因であることを確認。 

 

（３）樹相診断基準（暫定）の適合性検討 

ア 頂端新梢長と収穫時推定１果重の関係から、両者に高い相関が確認され、また目標１果 

重を 300～350ｇとした場合、頂端新梢長はおおよそ 20ｃｍ以上であることも確認。この値 

は、暫定樹相診断基準で示している 20ｃｍ前後と一致し、本基準の適合性が確認。 

イ 達観の樹勢評価と頂端新梢長との関係から、適樹勢と判定した場合の頂端新梢長はおお 

よそ 20ｃｍ程度であり、達観の樹勢評価でも暫定基準と一致し、適合性を確認。 

ウ 以上から、前年作成した樹相診断基準（暫定）値は本年調査結果とも良く適合し利用可 

能と考えられたが、今年度の知見を加味して閾値を修正し、樹相診断基準を改良したうえ

で、今後、樹勢衰弱症状の実態把握に活用予定（表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター、農業研究センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  園芸担当（中野俊成、石川勝規、小原善一、高橋拓也）   

  執筆者：石川勝規 

目標１果重 調査時期 調査項目 基準値

頂端新梢長 20ｃｍ以上

300～350ｇ 6月下～７月上 頂端葉枚数 12枚以上

葉身長 7.5～8ｃｍ

（葉色（SPAD値）） （40以上）

※1　頂端新梢長（葉枚数）は、樹冠外周で目通りの高さの３年生以上の枝の頂端新梢の長さ（葉枚数）を測定。

※2　葉色・葉身長は、頂端新梢の中位葉を測定。

※3　いずれも1樹あたり5本以上測定する。

表 「紅いわて」の樹相診断基準（令和元年度改良） 

↑有袋    ↑無袋 

［写真］除袋後の果実の状況 
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飼料生産コントラクターによる自動操舵実証        

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

高度な生産技術を活用した生産性向上の支援（酪農・肉牛） 

 

■ ねらい 

畜産農家における労力不足等を背景に、コントラクターに対する委託需要は年々増加しており、その一方 

ではコントラクター自体もオペレーターの確保や育成について苦慮する場面も増えている。 

また、繁忙期は一部の熟練オペレーターに作業負担が集中する問題もあり、熟練者の運転操作技術を易化 

し誰でもできるようにする技術が望まれている。そこで、県内のコントラクターでは導入事例のない自動操 

舵技術に着目し、これらの課題解決に向けた知見を得るために実証調査を行った。 

 

■ 活動対象 

広域コントラクター（岩手県農業公社） 

 

■ 活動経過 

飼料生産作業において比較的難度が高い、下表①から③の３作業における熟練者とオペレーターは非熟練 

者オペレーターの自動操舵の有、無による作業能率や制度等を比較検討した。 

（１）対象実証作業 

（２）調査項目 

 ア 作業能率 

 自動操舵補助装置の作業軌跡データにより算出 

 イ 作業精度 

 ①の作業については播種条のズレ量をとうもろこし出芽後の踏査により調査、②の作業については自  

動操舵補助装置に記録された作業軌跡データから重複散布、散布漏れ面積を算出、③の作業には自走式  

ハーベスタに伴走するワゴンが満了になるまでの走行距離を人力によりハンディＧＰＳを用いて調査し 

評価した。 

 ウ 軽労化効果等 

 作業に従事したオペレータに聞き取り調査を行い、自動操舵補助装置を使用しない場合との比較で、 

作業精度、簡便性、疲労度を各５段階で評価した。 

（３）供試機材等 

実証作業種類 実施日 場所 

① とうもろこし播種作業実証 5月27日 金ケ崎町和光地内飼料畑（面積5.4ha） 

② 牧草施肥作業実証 7月20日 雫石町南畑地内採草地（面積4.2ha） 

③ とうもろこし収穫作業実証 11月8-9日 金ケ崎町和光地内飼料畑(面積5.4ha)  

                実証作業種類 

機械・装置名 

①  

とうもろこし播種 

②  

牧草施肥 

③  

とうもろこし収穫 

NT社自動操舵補助装置(VRS位置補正装置付)一式 ○ ○ ○ 

NH社トラクター(126PS) ○ ○  

G社真空式コーンプランタ(6条) ○   

V社ブロードキャスタ・スパウト式(600L)  ○  

NH社自走式ハーベスタ（467ps・ﾛｰｸﾛｯﾌﾟｱﾀｯﾁ 6条）   ○ 
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■ 活動成果 

（１）作業能率 

   今回の実証調査では自動操舵の有無では大きな違いはみられなかった(図表省略)。 

（２）作業精度 

いずれの作業でも非熟練オペレーターであっても熟練並みの作業精度を十分確保できた（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）軽労化効果 

とうもろこし播種作業、牧草施肥作業において、精度が高く、軽労化に繋がると高い評価を得た一方で、

とうもろこし収穫作業では、大きく圃場を外側から周回して作業する特性から、圃場の両対岸部でガイダ

ンスの指示ルートと実際の条との間に誤差が大きくなりやすく、また傾斜面では機体の横すべりによる条

ズレも出やすいこと等により、手動でガイダンスを補正する手間が散発したことなどから、低評価となっ

た。   

  条のズレが生じない対策は今後もさらに検討すべき課題として残った。 

 

（４）対象の動き等 

とうもろこし収穫作業では課題が残ったが、作業精度や軽労化、非熟練者でも難易度が高い作業も実現

の簡易化を確認したことから、広域コントラクターでは自動操舵補助装置を導入に向けて検討を始めた。 

自動操舵補助装置はまだ高価ではあるが、熟練オペレーターが万が一欠ける事態となってもコントラク

ター機能が停止することなく維持されることが期待された。 

県内主要コントラクター５組織に訪問して行った聞きとりでは、オペレーターの確保や育成に各組織と

も課題があり、程度の違いはあれど自動操舵技術に関心を寄せていることが分かった。 

本実証結果や今後の広域コントラクター活動等で得られる知見等を、県内コントラクターに発信し、導

入検討に向けた関心を喚起したい。 

 

■ 協働した機関 

  いわてコントラクター等利用推進協議会（ＪＡ全農いわて、公益社団法人岩手県農業公社、農林水産部畜

産課、農業研究センター畜産研究所） 

 

■ 農業普及技術課 農業革新支援担当 

  畜産担当（多田和幸、平久保友美）  執筆者：多田和幸                      

非熟練者・

慣行 
非熟練者・ 

自動操舵 

写真 とうもろこし播種跡の比較 
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スマート農業の推進 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ ねらい 

 本県に適合したスマート農業の導入を進めるため、平成30年４月から農業革新支援担当にスマー

ト農業の専門担当を配置し、さらに平成31年４月から、各作目にスマート農業担当を置くことで、

普及活動におけるスマート農業への取り組みを総合的に支援する体制とした。 

 ここでは、農業革新支援担当におけるスマート農業推進について包括的に取りまとめる。 

 

■ 活動対象 

農業関係団体職員、農業研究センター研究員、農業普及員 

 

■ 活動経過 

（１）各分野におけるスマート農業推進への取組 

 県重点プロジェクト及び一般課題において、次のような取組を行っている。 

中課題 小課題 担当 

【重】オリジナル品種を核とした県産米

全体の評価向上に向けた取組みの推進 

(1) 担い手農家へのICT技術等の導入支援及び定着支援 水田利用・生

産環境 

【重】環境制御と管理改善によるトップ

モデル経営体の収益向上 

(1) 環境制御技術導入経営体の早期自立運用 

(2) 環境制御技術導入志向経営体に帯する事前指導 

(3) 環境制御技術支援担当者のスキルアップ 

園芸 

【重】水田転換畑等を活用した土地利用

型野菜トップモデル産地の育成 

(1) 野菜品目導入を検討している経営体に対する事前指導 園芸 

【重】持続的に果樹産地を牽引する担い

手の育成 

(1) りんごにおける高収益な有望新品種への一体的な改植や

早期成園化技術導入による経営モデル構築 

園芸 

【重】高度な生産技術を活用した生産性

向上の支援（酪農・肉牛） 

(1) 乳用牛、肉用牛繁殖経営の生産性向上 

(2) 広域コントラクターの機能強化等による飼料増産 

畜産 

【重】県北地域の野菜大規模経営体の収

益性向上支援 

(1) スマート農業等新技術導入検討、体系確立支援 

(2) スマート農業技術等新技術の波及、導入支援 

県北園芸振興 

情報通信技術（ICT）を活用した普及指導

活動の高度化 

(1) 普及指導活動におけるICT活用の支援 

(2) 農業におけるICT活用の検討 

情報 

 

（２）いわてスマート農業推進研究会 

スマート農業研究は、岩手県におけるスマート農業推進に賛同する個人や企業等による任意

参加の研究会として平成29年８月に設立された。平成31年４月から農業革新支援担当が事務局

機能の一部を担っている。 

（３）いわてスマート農業推進シンポジウム 

岩手県及びいわてスマート農業推進研究会が共催し、平成29年度から開催しており、令和元

年度は農業革新支援担当が企画及び分科会運営を担い、１月28日に開催した。 

（４）農業ＩｏＴ活用勉強会 

安価で入手しやすくなったセンサーやワンボードコンピューターを活用して、インターネッ

ト経由で水稲育苗や園芸のハウスをモニタリングする装置を生産者が自作・活用している事例

が増えており、今後の取組推進するため現地視察（６月３日）を実施した。農業高校や農業大

学校、研究員も交え約40名が参加した。 

（５）農業分野におけるリモートセンシング実務者研修 

地球観測衛星やドローン空撮により得られる広域の画像から、農作物の生育程度などの情報

が得られるが、普及活動での実務利用に向けて、具体的なデータ入手・加工方法を学ぶ研修会



66 

を２月25日に開催した。本研修は、全国の普及員向け研修のプロトタイプとなる予定である。 

 

■ 活動成果 

本年度に県内で開催されたスマート農業関連研修会等のうち、県主催のもの 

月日 研修会等名 研修においてスマート農業に関する講義名等 参加人数 
うち普及

指導員等 

5/22 スマート農業技術実演会 直進キープ田植機による田植作業軽労化実演 25人 4人 

6/3 IoT活用勉強会 
自作温度センサーによる育苗施設遠隔監視、自作環境モニ

タリング機器によるハウストマト遠隔監視 
38人 14人 

6/11 第1回環境制御技術セミナー 施設きゅうりにおける隔離床栽培と環境制御の取組 36人 13人 

6/11 スぺシャリスト研修「野菜」 養液栽培の知見習得 7人 7人 

6/21 「ミニトマト多収化モデル」現地研修 
・実証圃の技術内容について 

・環境管理に活かせる生育調査について 
50人 10人 

6/21 スぺシャリスト研修「野菜」 環境制御技術の知見習得 6人 6人 

6/25 県農業農村指導士協会畜産部会研修 つなぎ飼いの搾乳スマート牛舎について 13人 6人 

7/23 胆江地方集落営農塾（スマ農編） ラジコン（リモコン）草刈機の実演展示 70人 3人 

7/24､25 除草ロボットによる畦畔除草実演会 ラジコン（リモコン）草刈機の実演展示 150人 5人 

7/25 専門技術基本研修「畜産」 ドローンでの草地リモセンによる植生診断、圃場計測 2人 2人 

7/30 スぺシャリスト研修「野菜」 環境制御技術の知見習得 6人 6人 

7/30 
樹園地におけるロボット草刈機による

省力化技術の実証 現地検討会 
樹園地におけるロボット草刈機による省力化技術 30人 4人 

8/23 スペシャリスト研修「作物」 水稲ICT技術、畑作ICT技術の知見習得 8人 8人 

8/23､24 いわてスマート農業祭トリニティ ・各種スマート農業関連機器、技術の展示実演 25,000人 30人 

8/27､28 いわてスマート共同放牧場現地研修会 スマート技術を活用した牧場の省力管理、精密管理 35人 14人 

8/29 胆江地方ドローン実用化研修会 ドローンの営農活用、リモートセンシング、実演 40人 2人 

9/2 スぺシャリスト研修「野菜」 環境制御技術の知見習得 6人 6人 

9/2 
アンドファーム農業実証コンソーシア

ム現地検討会・中間検討会 

・リモートセンシング生育モニタリング技術 

・畝立て、施肥作業の高精度化技術 など 
55人 13人 

9/17 
全国農業システム化研究会現地実証

に係る実演会 

食味・収量センサー付きメッシュマップコンバインの概要・

特徴、収穫作業の実演・取得 
30人 7人 

9/18 
中山間地域の土地利用型野菜輪作体

系におけるスマート農業現地検討会 

・キャベツ畦内施肥の生育状況 

・精密施肥、自動操舵による耕起作業、ドローン防除等 
70人 15人 

9/26 スぺシャリスト研修「野菜」 養液栽培の知見習得 7人 7人 

10/1 スマート農業技術実演会 収量食味コンバインによる食味・収量ムラ把握実演 15人 1人 

10/1 技術対策部会きゅうり現地研修会 きゅうりの環境制御技術について 26人 6人 

11/7 牛舎設計支援技術者の育成研修会 乳牛の群管理に活用出来るICT機器 27人 19人 

12/4､5 県FS・FB酪農研究会県外視察研修会 ロボット搾乳経営の実際 20人 5人 

12/10 スぺシャリスト研修「野菜」 環境制御技術の知見習得 6人 6人 

12/20 普及職員スマート農業研修 ドローン防除、水田センシング、NDVI測定などの事例紹介 10人 10人 

12/26 遠野U-40研修会 畜産におけるICT活用 26人 1人 

1/24 施設園芸高度化セミナー 

・県内における野菜の施設栽培高度化の取組 

・環境制御装置を導入したモデル拠点経営体の取組 

・環境制御技術活用で高単収を実現する先進経営体の取組 

120人 20人 

1/28 いわてスマート農業推進シンポジウム 

・加速化実証中間実績紹介、北上市での取組事例紹介 

・分科会（営農管理支援システム、水田管理、環境制御・

DIYスマート農業、畜産 

・各種スマート農業関連機器、技術の展示実演 

306人 30人 

1/31 いわて飼料増産研修会 
公共牧場で活用出来るスマート技術、コントラクターにお

けるスマート技術活用 
86人 9人 

合計 26,326人 289人 

 

■ 協働した機関 

農業研究センター、農業大学校、農業高校、（一財）リモート・センシングセンター等 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  スマート農業推進 

（分野間調整：横田紀雄、農業経営：村田就治、土地利用型：寺田道一、花き：中野俊成、 

 野菜：小原善一、吉田泰、環境制御：高橋拓也、果樹：石川勝規、畜産：平久保友美） 

  執筆者：横田紀雄 
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農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組拡大 

【農業普及技術課革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成 

 

■ ねらい 

  オリンピック・パラリンピックへの食材供給等を契機とし、ＧＡＰ取組への理解が全国的に

進んでいるなか、ＧＡＰ認証の取得が実需・加工出荷先から取引要件として要求される事例も

見られ、取り巻く環境の変化が起こっている。 

本県でもＧＡＰの取組機運が高まり、ＧＡＰ認証の取得農場や岩手県版ＧＡＰ確認登録農場

が増えていることから、取組機運の高まりを一過性のものとせず、ＧＡＰの取組や認証取得を

契機とした産地力向上を図るには、「ＧＡＰをする」「ＧＡＰを取る」ことを指導できる人材

の育成が欠かせない。また、産地の核となるリーダーとして、認証や確認登録を受けた先駆的

農業者を支援・育成し、産地全体のＧＡＰ取組の拡大・定着が急務である。 

こうしたことから、指導者となる普及職員やＪＡ営農指導員等を基軸として、ＧＡＰ取組を

全県的に進めるとともに、その効果やメリットが容易に理解できる経営改善効果の評価手法を

確立させることにより、産地活性化につなげることをねらいとした。 

 

■ 活動対象 

  各ＪＡ生産部会や農業生産法人の農業者組織、農業者個人、普及職員、ＪＡ営農指導員等 

 

■ 活動経過 

（１）ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成 

ア 認証取得を志向する産地、農業者に対する指導強化 

・農業生産法人ＡのＪＧＡＰ認証取得に向け、事前指導や認証審査前指導を実施し、八幡 

平普及センターがフォローアップ指導を展開した。 

・ＪＡ新いわてのＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．団体認証の取得に向け、関係機関とＧＡＰ支 

援チームを編成し、宮古、二戸普及センターや現地ＪＡ営農経済センターとの指導体制 

を構築し、現地指導や内部検査の実施と是正、外部審査対策指導を行った（図１）。 

・農業大学校（ＡＳＩＡＧＡＰ）や農業生産法人Ｇ（ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．）などＧ 

ＡＰ認証を志向する農業者等への指導を行った。 

イ 指導機関の指導力強化 

・普及職員やＪＡ営農指導者の新規担当者を対象とし、ＧＡＰの考え方や認証ＧＡＰ、 

県版ＧＡＰ確認登録制度の理解を深めるため担当者研修を開催した。 

・現地指導とＯＪＴ研修を兼ね、ＧＡＰ認証の内部監査研修を開催した。また、２普及 

センターを対象に、県版ＧＡＰ現地調査方法のＯＪＴ研修を実施した（図２）。 

（２）ＧＡＰ取り組みを通じた経営改善効果の評価手法の確立 

・今後の事例調査内容を精査し、経営改善効果の評価手法について検討した。 

 

■ 活動成果 

（１）ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成 

今年度、新規にＧＡＰ認証を取得した農場及び県版ＧＡＰ確認登録農場は累計77農場で 



68 

 

◎ＪＡグループGAP推進支援チーム
　（ＪＡ全中、ＪＡ全農）

〇ＪＡいわてグループGAP支援チーム
　（県庁・ＪＡ岩手県中央会・ＪＡ全農いわて）

ＪＡ本所
（営農企画課）

宮古営農経済Ｃ
（担当職員）

宮古農業改良普及Ｃ
（普及員１名）

G.GAP取組み農場（4戸）
（田野畑・岩泉地区）

（指導） （指導）

G.GAP取組み農場（5戸）
（宮古地区）

G.GAP取組み農場
（4戸）

（指導）

二戸農業改良普及Ｃ
（普及員２名）

奥中山営農経済Ｃ
（主担当職員）

宮古営経Ｃ岩泉担当課
（主担当職員）

宮古普及Ｃ岩泉サブ
（普及員１名）

あった（認証ＧＡＰ16農場、県版ＧＡＰ61農場）。 

構成農場数が多い団体が新規認証・登録や、昨年度に県版ＧＡＰに登録した団体が構成 

農場を増やすなど、新規農場数が大幅に増加し、ＧＡＰ取組の広がりが見られた。 

これまで、ＧＡＰ認証農場がなかった宮古、二戸普及センター管内においてＧＡＰ認 

証の取得や県版ＧＡＰの登録を受けた新規農場が誕生し、県内全域で地域のモデルとな 

るＧＡＰ取組農場が確保された。 

（２）ＧＡＰ取組を通じた経営改善効果の評価手法の確立 

ＧＡＰ取組による経営改善効果の評価法を検討するなか、これまでの指導事例等から販売 

額や収益性のような定量的効果だけではなく、農場の環境改善効果(従業員の自主性向上等) 

のような定性的効果についても評価・解析する手法が必要なことを確認した。 

経営改善効果は複数年にわたる実践期間が必要なため、Ｒ２年度にかけて評価法をま 

とめ、認証や登録後１年以上経過した事例を対象として調査・解析を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図１ ＧＡＰ支援チーム指導体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 現地ＯＪＴ研修 

 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター、ＪＡ全中、ＪＡ全農、ＪＡ岩手県中央会、ＪＡ全農いわて 

 

■ 農業普及技術課農業改革支援担当 

  経営改善担当（三保野元紀、大友英嗣、村田就治） 

  執筆者：大友英嗣 

GGAP取組農場 
（4戸） 

GGAP取組農場(4戸） 
(田野畑・岩泉地区) 

GGAP取組農場(5戸） 
(宮古地区) 
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規模拡大農家における牛舎整備後のフォローアップ 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  規模拡大農家における牛舎整備後のフォローアップ 

 

■ ねらい 

  酪農経営における規模拡大は、牛舎整備を伴うことが一般的であり、投資額が大きくなること

から、事前に資金・増頭計画を十分に検討したうえで実施することが望ましい。 

  一方、牛舎整備後の安定的な生乳生産量の確保のためには、飼料給与体系の変更及びほ場管理

作業の増加等に対応する必要があるが、過重労働や不十分な個体管理に起因する事故の発生等に

より、計画通りの頭数・生乳生産量を確保できないことが懸念される。 

  そこで、牛舎整備後も定期的な乳牛モニタリングやほ場管理作業支援を行い、規模拡大農家の

フォローアップによる生乳生産量の確保及び経営の安定化を図る。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡ新いわて東部営農経済センター管内の重点対象農家２戸 

 

■ 活動経過 

（１）農家選定・合意形成 

   牛舎整備した規模拡大農家へのフォローアップについて関係機関・団体と協議 

（２）主な取組内容 

ア 定期的な乳牛モニタリング、飼料作物の栽培指導 

イ 牛舎内作業のカイゼンによる軽労化と作業時間の短縮 

（３）巡回経過及び取組内容 

  ア 定期的な乳牛モニタリング、飼料作物の栽培指導 

月日 支援機関・団体 取組内容 

4/11 

5/16 

7/ 3 

8/ 7 

10/ 9 

11/18 

12/16 

1/20 

2/25 

3/24 

農協、普及 

・乳牛の状態（BCS や各種スコア等）をモニタリングするとともに、

繁殖管理台帳を整備し、飼料給与量、敷料の量や種類、効果的な

換気の考え方及び寒冷対策等について助言を実施 

・新規作付けや堆肥投入量を変更した飼料用とうもろこし畑におい

て、収穫前の硝酸態窒素含有量の調査結果に基づき、収穫時期に

ついて助言を実施 

・飼料用とうもろこし及び牧草の成分分析を実施 

  イ 牛舎内作業のカイゼンによる軽労化と作業時間の短縮 

月日 支援機関・団体 取組内容 

8/ 5 

9/18 
普及 

・カイゼンの準備として、牛舎作業をビデオで撮影し、対象農家とと

もに作業体系のチェックを実施 
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8/29 

10/ 3 

10/29 

カイゼン講師、

振興局、普及 

・カイゼン講師から作業体系の軽労化、ＩＴ技術を取り入れた飼養管

理等の助言があり、万歩計による移動歩数の確認と作業動線の検討

を行ったほか、スマートフォンで入力管理できる牛群管理プログラ

ム（繁殖や治療データのとりまとめ等）の導入を支援 

・牛舎作業のビデオをもとに検討し、搾乳作業の手順を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１）取組による効果 

対象

農家 

牛舎

移行

時期 

飼養

頭数 

搾乳牛１頭 

平均乳量 

搾乳 

日数 

各種スコアの変化 分娩 

間隔 

（予定） 
前膝 飛節 首筋 ﾊｲｼﾞｰﾝ 

A 農家 H31.4 
13 33.8 ㎏/日 198 日 2.5 2.4 3.0 2.3 361 日 

37 29.0 ㎏/日  217 日 2.6 2.7 2.7 1.3 399 日 

B 農家 H30.4 
65 26.1 ㎏/日 211 日 3.0 2.6 3.1 2.9 444 日 

65 30.6 ㎏/日 181 日 2.6 2.4 2.8 1.8 444 日  

  ※ 上段がH31.4時点、下段がR2.2時点のデータ。各種スコアは5段階評価で低い方が高評価。 

（２）関係機関・団体による巡回で、各種モニタリングスコアの改善に一定の効果が見られた。併

せて廃用事故も少なく抑えられ、安定的な生乳生産量の確保にも繋がった。 

（３）令和２年度は、継続して巡回するとともに、新たに過年度に規模拡大した農家等２戸を加え、

飼養管理の改善及び繁殖成績の向上を支援する。 

また、規模拡大のモデル事例として、部会研修会等の機会を活用して取組を周知し、地域全 

体へ効果の波及を図っていく。 

 

 

 

 

 酪農経営における規模拡大にあたっては、牛舎整備だけでなく、頭数増に

よる過重労働にならないよう、飼料給与や搾乳体系の見直しを進める必要が

ある。定期モニタリングでは、乳牛の状態を確認しつつ、飼料給与量の調整

や作業体系の課題を整理することで、生乳生産量の安定的な増加に資するこ

とができた。若手後継者を中心に規模拡大の意欲は高く、今後も多くの取り

組みが想定されることから丁寧なフォローアップを行っていきたい。 

所属職名：ＪＡ新いわて東部営農経済センター畜産酪農課 氏名：西舘純也 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ新いわて東部営農経済センター、盛岡市玉山総合事務所、盛岡広域振興局農政部 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：佐々木貴、大﨑翔）   

  執筆者：佐々木貴                     

収穫適期の判定 カイゼン指導の様子 
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西和賀町における銀河のしずく栽培適地実証圃の取組        

【中部農業改良普及センター西和賀普及サブセンター】 

 

■ 課題名 

  競争力の高い米産地の育成 

 

■ ねらい 

平成28年度から一般栽培が始まった県オリジナル品種「銀河のしずく」は、耐倒伏性、耐病

性、良食味、多収等の優れた形質を持つため、西和賀町での栽培を生産者から強く要望されて

きたが、西和賀町は標高が高いことから、適地外となり、一般栽培が行えなかった。 

そこで、「銀河のしずく」の栽培適地拡大を目的に、実際の作付けから得られた生育データ

を基に栽培の可否を検討するため、平成28年度から西和賀町内に栽培適地実証圃を設置した。 

 

■ 活動対象 

  花巻農協西和賀地域水稲生産部会、西和賀地域銀河のしずく栽培研究会、花巻農業協同組合

西和賀地域営農センター 

 

■ 活動経過 

（１）銀河のしずく栽培適地実証圃の設置 

   平成28年度から表１のとおり、銀河のしずく栽培適地実証圃を設置し、生育調査を実施し

た。なお、既存品種との比較検討ができるよう、周辺に同一生産者の管理で栽培されるあき

たこまちがある場合は併せて調査を行った。 

   調査結果は銀河のしずくの栽培適地を決定する県庁県産米戦略室へ提出するとともに、西

和賀地域水稲生産部会で共有した。 

 

  表１ 銀河のしずく栽培適地実証圃設置地点 

H28（３ヶ所） H29（４ヶ所） H30（３ヶ所） R1（２ヶ所） 

沢内鍵飯、白木野 

沢内前郷 

沢内鍵飯、白木野 

沢内前郷、沢内太田 

沢内鍵飯、白木野 

沢内太田 

沢内鍵飯、白木野 

 

（２）実証圃担当生産者への個別指導 

   実証圃の設置にあたっては、銀河のしずくの栽培特性に沿った管理が必要になるため、実

証圃担当生産者を個別に巡回し、栽培特性や各時期の生育データを基にした管理の注意点等

について、随時、個別に指導を行った。 

 

■ 活動成果 

（１）銀河のしずく栽培適地実証圃の設置 

  ア 令和元年度の銀河のしずくの生育は、あきたこまちに比べ、出穂期が３～５日程度遅れ

るものの、県で設定している銀河のしずくの生育指標を全て達成しており、西和賀町での

銀河のしずく栽培に問題となる点は無かった（表２）。 

  イ 令和元年10月４日に開催された「銀河のしずくの作付経営体募集に係る説明会」（主催

：県産米戦略室）において、これまでの栽培適地実証圃等の調査結果を踏まえた栽培適地

の精査結果が示され、西和賀町の中南部地域が条件付きで栽培適地となった（表３）。 
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表３　西和賀地域における銀河のしずく栽培条件

条件 中苗または成苗で移植すること。

上記条件で栽培可能な地区 太田、鍵飯以南の地区（ただし下前は除く）

  ウ 栽培適地拡大により、令和２年度は、西和賀町内で約15ha（生産者６名）の作付けが予

定されている。本格的な作付け拡大に向け、西和賀地域銀河のしずく栽培研究会の活動を

支援し、高品質で良食味な銀河のしずくの安定多収を目指していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）実証担当生産者への個別指導 

   移植後や登熟期の好天に恵まれた事に加え、追肥等の管理が適切に実施され、令和元年度

の坪刈り収量は過去最高を記録するなど、銀河のしずくの栽培特性への理解が進んだ。 

 

 

 

 

 

 平成28年度から４年間、銀河のしずく栽培適地実証圃を担当した。普及セ

ンター等の指導を受けながら実証に取り組み、結果、栽培適地の拡大に貢献

できたことに大きな喜びを感じている。 

 来年度から始まる一般栽培でも「銀河のしずく」のブランド力を低下させ

ないよう、一層気を引き締めて生産に取り組んでいきたい。 

所属職名：銀河のしずく栽培適地実証圃担当生産者   氏名：有馬富博  

 

■ 協働した機関 

  花巻農業協同組合西和賀地域営農センター 

 

■ 中部農業改良普及センター西和賀普及サブセンター 

農業農村活性化チーム（チーム員：早川博史、宍戸貴洋、藤田章宏、鎌田和樹） 

  執筆者：宍戸貴洋  

写真 銀河のしずく栽培適地実証圃（左：沢内鍵飯、右：白木野） 

表2　R1銀河のしずく栽培適地実証圃調査結果

銀河のしずく 5/13 8/  2 9/14 30.8 458 91% 23.8 692 6.7 一等
（比較）あきたこまち 5/17 7/30 9/11 36.9 543 90% 21.4 699 7.4 一等
銀河のしずく 5/26 8/  9 9/23 30.0 443 94% 22.6 638 7.0 一等
（比較）あきたこまち 5/26 8/  3 9/13 31.4 474 92% 22.2 611 7.2 一等

25～
30
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430

90%
以上

22.5～
23.0

540～
600

7.3
以下

一等（参考）「銀河のしずく」生育指標
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遠野ピーマン１億円産地に向けた取組 

【中部農業改良普及センター遠野普及サブセンター】 

 

 

■ 課題名 

  園芸産地の生産構造の強化 ①野菜産地の生産構造の強化 ２ピーマンの生産拡大 

 

■ ねらい 

  遠野地域における新たな園芸生産の核としてピーマンを位置づけ、県内有数の産地となるべく

販売額１億円達成を目標に、継続した生産拡大を推進する。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて花巻遠野地域野菜生産部会ピーマン専門部 

 

■ 活動経過 

（１）推進体制の確立 

ア Ｈ26年に産地診断を行い、その結果に基づきＨ27年に新規栽培者の確保、単収の向上、経 

営体の育成を柱とする産地拡大実践プランを作成した。 

イ ＪＡ、市、農林振興センター及び普及センターの園芸担当者で、園芸推進のためのサポー 

トチーム（チーム園芸遠野）を編成し、ピーマン専門部の活動を支援する実践プランの推進 

体制を確立した。市は園芸導入に係る補助事業の拡充、ＪＡは技術指導及び出荷指導、普及 

センターは農林振興センターとともに技術指導及びサポートチーム活動をコーディネートし 

た。 

ウ 月１回の定期的にチーム会議を開催し、情報共有と連携した活動を行った。 

（２）面積・出荷量の確保 

ア 新規栽培者の確保 

６月、８月に現地圃場を見学する栽培説明会、11月に 

次年度作付けに向けた園芸相談会を実施した。 

イ 単収向上及び生産拡大のための技術指導 

（ア）栽培経験の浅い新規栽培者の技術習得のため、指導 

会や個別巡回を徹底した。 

（イ）単収向上を図るため、市の事業を活用してトンネル 

作型の導入を推進した。 

（ウ）栽培管理チェックシートを活用し、栽培管理上の課 

題認識と課題解決の意識付けを図った。 

（３）産地を牽引するモデルとなる集落営農組織・若手経営体 

の育成 

ア 集落営農組織への指導及び栽培導入 

ピーマンを栽培する集落営農組織には重点指導し、 

   未導入の組織にはピーマン栽培の導入を働きかけた。 

イ 若手経営体への重点指導 

ＰＤＣＡシートを活用して目標と課題を設定し、 

   年３回、進捗管理と見直しを行った。 

現地圃場での栽培説明会 

次年度作付に向けた園芸相談会 
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■ 活動成果 

（１）産地診断から展開する普及活動 

産地診断により産地の構造を明確化し、産地実践プランの実現に向けて関係機関と連携した 
取組を実践する普及活動の展開によって、産地力の強化を図ることができた。 

（２）新規栽培者の確保と生産拡大 

新規栽培者が確保され、ピーマンの栽培者が増加した。栽培者数は75名(Ｈ26)から1.2倍の 

90名(Ｒ1)となった。栽培面積は454a(Ｈ26)から1.5倍の687a(Ｒ1)となった。新規栽培者数は  

 Ｒ１年度までに29名確保され、次年度は12名と法人１組織が栽培開始を予定している。 

（３）単収向上とピーマン栽培を導入させやすい環境づくり 

ア 新規栽培者を対象とした指導会や個別巡回を徹底したことで、栽培技術が定着し、新規栽 

培者の収量及び単収を向上させることができた。 

イ 新規栽培者を中心にトンネル作型導入を推進した結果、単収が向上した。導入率は35%(Ｈ 

 26)から49%(Ｒ１)に増加した。単収は4,361kg/10a(Ｈ26)から5,019kg/10a(Ｒ1)に増加した。 

ウ 新規栽培者のうち１名は単収13,463kg/10aを達成し、高単収者として専門部で表彰された。 

エ ピーマン販売額は、7,053万円(Ｈ26)から1.8倍の12,778万円(Ｒ１)に増加し、販売額１億 

 円を達成した。 

オ ピーマン栽培による所得向上が認知され、新 

規栽培・他品目導入を検討している生産者へ 

ピーマン栽培の導入を促進できた。 

（４）モデル集落営農組織の育成 

ア 栽培規模が拡大し収量が増加したが、他作業 

との競合により、令和元年度は作業が遅れたこ 

とが課題となった。 

イ 安定した雇用を確保するため、Ｒ２年度は県 

のトップモデル事業を活用したハウス栽培を導 

入予定。 

（５）モデル若手経営体の育成 

毎年規模を10aずつ拡大し個人で30aを栽培した。Ｒ１年度はピーマン販売1,000万円を達成 

  し、ピーマン専門部で最高販売額賞を受賞した。 

 

 

 

 

 

ＰＤＣＡシートを活用して４年経ったが、具体的な目標設定や取組の評価・

見直しができることから非常に気に入っている。今年度は、全力で生産拡大

に取組んできたことで最高販売額賞を受賞することができた。地域の担い手

として期待されていることから、今後も精力的に取り組んでいきたい。担い

手候補となるような若手へのサポートが継続・充実していくことを期待する。 

所属職名：ＪＡいわて花巻遠野地域野菜生産部会ピーマン専門部  氏名：多田貴博 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて花巻 遠野地域営農センター園芸販売課、遠野市産業部畜産園芸課、遠野農林振興 

センター農業振興課 

 

■ 中部農業改良普及センター遠野普及サブセンター 

  園芸チーム（チーム員：星伸枝、遠藤和歌子、中村太紀） 

  執筆者：中村太紀 

ＰＤＣＡシートを活用した若手経営体の育成 
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取り組む目的と方法が解ればＧＡＰは難しくない 
【中部農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  産地をけん引する企業的経営体の育成－企業的経営体の育成（農業生産工程の普及・定着） 

 

■ ねらい 

当普及センター管内には認証ＧＡＰを取得した経営体が２つあるが、ＪＡ生産部会で取り組 

んでいるＧＡＰチェックシートは､部会員にとっては目的や方法について理解が進んでいない面 

がある｡ 

平成29年度から始まった岩手県版ＧＡＰの確認制度の取組を通じ、ＧＡＰに対する基礎理解

の醸成を図るとともに、今後を担う経営体の経営改善に結びつける。 

 

■ 活動対象 

  岩手県立花巻農業高等学校、確認制度申請経営体、確認制度登録経営体 

 

■ 活動経過 

（１）岩手県版ＧＡＰの現地確認に係る概要説明（R1.9.5 現地指導1回目） 

  ア 申請に係る準備指導 

花巻農業高等学校の木田農場長から、米で岩手県版ＧＡＰの現地確認を受けたいとの連

絡を受け、作物担当の普及員が申請に必要な書類を持参し、申請の流れについて説明を行

った。 

  イ 付帯施設等の整理等に係る指導 

申請に係る概要説明と併せ、付帯施設の整理状況等を確認し、申請までに改善すべき点

について提案を行った。 

（２）岩手県版ＧＡＰの現地確認に係る指導（R1.11.20 現地指導2回目） 

  ア 書類等の整備状況確認 

  （ア）チェックシートの内容確認 

木田農場長がチェックした項目に沿って取組状況を聞き取りながら、必要な帳簿や書 

類の整理状況を確認した。必要な書類はチューブファイルに目次とインデックスを付け 

て探しやすいよう工夫しており、不足している資料の把握も容易であった。 

  （イ）チェックシートの修正と不足書類等の入手方法 

     申請書に添付するチェックシートの記載方法について説明し、一部不足していた資料

の入手方法を紹介し、現地確認の日程調整を行った。 

  イ 付帯施設等の改善状況確認 

  （ア）燃料等の保管 

軽油はスタンド式（地下タンク）であり特に問題無かったものの、ガソリンや潤滑油 

は鍵の掛かる倉庫に保管されているが、置き方については改善の余地があった。 

  （イ）農薬の保管 

農薬保管庫に鍵を掛けて保管しているものの、開封済みのものが溢れないような工夫 

をする余地があった。 

  （ウ）農機具等の保管 

資材置場と肥料置場が明確に区分けされていなかったため、作業動線を考慮した置き 

場所の見直しを提案した。 
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■ 活動成果 

（１）岩手県版ＧＡＰ現地確認（R1.11.28） 

  ア 書類関係の確認 

    事前の確認時点で不足していた資料等についても整理されており、既存の記録様式を活 

用しながら整備が必要な書類もしっかり整理されていた。 

  イ 付帯施設等の確認 

    事前確認の際に、燃料類の整理方法や、地震等に備えた育苗箱の落下防止措置等を提案

した件についても本審査までにはしっかり対応できており、リクス軽減に向けて取り組む

考え方が理解されている。 

 

軽油のスタンドは鍵を掛けて管理 

 

育苗箱も落下防止措置を実施 

 

（２）岩手県版ＧＡＰ現地確認登録 

昨年度現地確認を受けた5経営体への更新を支援するとともに、管内では初となる教育機関

及び１個人経営体が新規に登録され、管内の登録件数は７件に増加した。 

（３）認証ＧＡＰ取得を意識する経営体の出現 

認証ＧＡＰ取得に興味を持つ若手経営体と管内の認証ＧＡＰ取得経営体との情報交換を行

うことで、取組の経緯や取組状況を共有し、取組のポイントや考え方の理解が深まった。 

 

 

本校で県版ＧＡＰに取り組んだのは、昨年度、盛岡農業高等学校で県

版ＧＡＰの確認を受けたのがきっかけでした。 

これまでも、学生の安全を考慮した取組は行ってまいりましたが、県

版ＧＡＰの確認を受けてみて、自分たちも気にはなっていましたが、ど

う改善すれば良いかを考える良い機会となりました。 

従前は、必要なものがどこにあるのかわからず、探すところから始め

なくてはならないことも少なくありませんでした。 

そのため、物品を二重に購入したり、必要なものを探すための無駄な

時間を費やしたりしましたが、ＧＡＰの取組を行った結果、それがなく

なり、円滑に作業や実習ができるようになりました。 

所属職名：岩手県立花巻農業高等学校 農場長   氏名：木田深 

■ 協働した機関 

  農業普及技術課（革新支援担当） 

■ 中部農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：外舘光一、高橋司、臼井智彦）、産地育成課（課員：戸田沢ひかる） 

  執筆者：外舘光一 
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セミダイレクト方式による牧草サイレージの発酵品質の向上        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  良質粗飼料生産と畜産外部支援組織の機能強化 

 

■ ねらい 

胆江地域では酪農経営の大規模化に伴い牧草収穫作業の外部委託が定着している。一方、作

業受託組織である広域コントラクターでは、牧草の予乾を行わないダイレクトカット方式によ

る収穫が行われているため、高水分によりサイレージ発酵品質の低下が生じ、乳牛の生産性へ

の影響が課題となっている。そこで、コントラクター及び利用農家との連携の下、圃場放置に

よる予乾を取入れたセミダイレクト方式の実証に取り組み、サイレージ発酵品質の改善を試み

た。 

 

■ 活動対象 

  金ケ崎町内のコントラクター委託農家(３戸、23.8ha)、広域コントラクター(県農業公社) 

 

■ 活動経過 

（１）従来（ダイレクトカット）方式の課題抽出・共有 

従来の牧草サイレージの発酵品質等分析データを基にコントラクター委託農家の意見を収 

集、課題抽出・共有し、改善策としてセミダイレクト方式の実施を提案。また同時に改善後 

の目標数値を設定（水分含量70%、サイレージpH4.5以下、V-Score80点以上） 

（２）セミダイレクト実証計画の作成および調査 

  ア 作業計画および調査スケジュールの作成 

予乾に要する圃場放置時間及び作業体系等を明らかにす 

るため、委託農家の協力の下、実証試験圃場(５ha)をを設 

置。作業スケジュール、調査項目（放置による水分含量の 

推移、発酵品質、各作業機の能率等）を作成。 

  イ 実証調査およびデータ解析 

実証においては、得られた試験結果を速やかにコントラ 

クター及び委託農家に伝達し、その後の圃場作業に適宜反 

映。 

（３）調査結果の検討と委託農家意見の収集 

水分含量や発酵品質等、得られた調査結果を委託農家と検 

討し、意見を収集。来年度以降の取り組みを検討、継続意向 

を確認。 

（４）コントラクターへの結果伝達と今後の方針の検討 

農家の意向及びセミダイレクト方式における作業工程案を 

作成し、次年度以降の作業計画への継続を提案。 

   

■ 活動成果 

（１）セミダイレクト方式によるサイレージ発酵品質の改善 

ア 放置（予乾）時間は約18時間で目標水分に達した。 

セミダイレクトカット作業状況 

委託農家の意見収集 

農業公社（コントラクター）との

成績検討・今後の取組み打合せ 
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イ セミダイレクト方式により良好な発酵品質を得ること 

ができた（pH4.04～4.35、V-Score87.6～96.8）。 

ウ 各作業機の能率より、セミダイレクト方式による作業工程案を作成した(図)。また、工 

程案により実施した場合、管内の全牧草収穫預託面積（44.5ha）の収穫適期内作業が可能 

であると試算した。 

（２）委託農家の意見 

「水分が適正で品質が良い」、「採食量が上がった」等、いずれの農家も好意的な意見で､ 

来年も継続したいとの意向であった。 

（３）コントラクターとの協議、今後の方針 

品質については委託農家の意見も好評であり、作業工程案により次年度以降も継続して取 

り組むこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）残された課題と対応策 

単収の違いや天候の影響を加味したより効率的なセミダイレクト作業体系構築に向けた検 

討を行う。 

 

 

■ 協働した機関 

  岩手県農業公社（広域コントラクター）、農業普及技術課農業革新支援担当 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：工藤大和、舘山保奈美、増田隆晴）   

  執筆者：増田隆晴                    

  セミダイレクトカットで収穫した牧草サイレージは、前年度のモノとは別

物で、水分含量、発酵品質が良く牛の食い込みも違う。乳量や乳成分の成績

も良くなった。今後もぜひこの収穫方式を取り入れていきたいと思う。 

 

 

所属職名：金ケ崎町酪農家（作業委託農家）   氏名：太田千幸 

 
 

【解説】午前中にモーアコンディショナにより刈り倒した圃場①については、同日の午後

（放置時間約４時間前後）にハーベスタ、コンビラップによる収穫調製を行い、同日午後

に刈り倒した圃場②については翌日午前（放置時間約 20 時間）に収穫調製を行う 

(図) セミダイレクト作業工程案（１マス約１ha） 
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小ぎく新規生産者の早期育成支援        

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  消費者・実需者ニーズを踏まえた戦略的な産地形成への支援（花き） 

 

■ ねらい 

一関地域の小ぎくは栽培面積約38ha、出荷数量約7,400千本であり、県内第１位の産地を形成 

している。しかし、近年は生産者の高齢化等により、栽培面積、出荷数量ともに減少しており､ 

対策が求められている。そこで、産地の次代を担う新規生産者の早期技術習得と経営目標達成 

のため、生産者組織（ＪＡいわて平泉花き部会）や関係機関の協力の下、支援に取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  小ぎく新規生産者（小ぎく栽培年数が概ね３年以内の生産者、組織等）10経営体 

 

■ 活動経過 

（１）意向確認と対象者の決定 

   対象者候補となる経営体と個別に面談し、意向確認と今年度の目標確認を行った。その後 

生産者組織（ＪＡいわて平泉花き部会）、ＪＡと対象者リストを共有するとともに、支援内 

容や研修会の開催時期について検討を行い、年間スケジュールを作成した。 

（２）経営目標の達成支援 

対象者ごとに個別巡回を行い、病害虫防除や育苗等、ポイントとなる管理技術について指

導を行った。併せて、年度当初に決定した年間スケジュールに基づき、新規生産者向け研修

会（花き栽培初心者セミナー）を全７回開催した。研修会は重要な栽培管理時期に合わせて

開催し、内容は作業実演を積極的に取り入れ、基本的な管理作業の理解につなげた。また、

講師を地域のベテラン生産者に依頼し、生産者組織（ＪＡいわて平泉花き部会）、ＪＡと連

携して対象者の技術習得を支援した。 

本取組は、部会としても新規生産者の早期育成支援が重要であるという認識のもと、平成 

30年度から部会との共催で取り組んでいる。 

 

 表１ 令和元年度花き栽培初心者セミナー開催実績 

 日程 内容  日程 内容 

第１回 ３月下旬 育苗管理 
特別編 10 月下旬 

花き栽培の省力化技術

について(視察研修) 第２回 ６月上旬 定植後の管理 

第３回 ７月下旬 収穫・調製技術 第５回 12 月上旬 親株の台刈り 

第４回 10 月下旬 親株の伏せ込み 第６回 ２月中旬 親株の摘心 

 

（３）個別実績検討、フォローアップ 

対象者の出荷実績を取りまとめ、個別実績検討会を開催した。今年度は、対象者、ＪＡ及 

  び当センターによる三者面談形式で開催し、出荷実績や目標達成状況を確認した。 
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■ 活動成果 

（１）支援の結果、10経営体中３経営体が目標（20,000本/10a）を達成できた。目標達成に至ら 

なかった対象者については、個別実績検討会により課題を明らかにし、改善点を次年度の計

画に反映させた。 

（２）研修会について、対象者からは、技術習得だけではなく、他の生産者との交流促進に繋が

っているとの評価を得ている。他者との比較・競争が、規模拡大や機械導入の動機に繋がっ

ている状況もうかがえる。 

また、当センターで計画した研修会以外にも研修の要望が挙げられるなど、自ら技術習得

を図ろうとする動きが見られている。 

（３）対象者リストや年間スケジュールを部会、ＪＡと共有したことが意識の変化につながり、

新規生産者を育成支援する仕組みが定着しつつある。新たな動きとして、セミナーの年間ス

ケジュールが次年度の花き部会年間活動予定に組み込まれることとなり、来年度も対象者の

意見を反映させながら取組を継続させていくこととしている。 

 

  

ベテラン生産者による技術指導 三者面談形式による個別実績検討会 

 

 

 

 

 

 

 新規生産者の育成支援は、今後の産地を維持していくために重要な取組で

あると考えています。特に、平成30年から取組んでいる初心者セミナーは、

部会からも定評を得ております。今後も要望を踏まえながら、工夫を凝らし

たセミナーが開催できれば良いと思います。 

 今後も部会や普及センターと連携して新規生産者の育成を支援していきま

す。 

所属職名： ＪＡいわて平泉営農部園芸課  氏名：佐々木伸 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて平泉花き部会、一関地方農林業振興協議会 

 

■ 一関農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：鈴木翔、及川愛貴）   

  執筆者：及川愛貴                    

 

 

 



81 

 

沿岸地域におけるピーマン生産振興        

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  野菜産地の維持拡大 

 

■ ねらい 

生産者が中心となった部会活動の定着を図るとともに、単収向上に向けた作期拡大技術の導 

入や新規栽培者の確保・育成の取組を推進する。併せて、指導対象の重点化により、産地全体 

の出荷量増加を目指す。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて花巻遠野地域野菜生産部会ピーマン専門部 

  ＪＡおおふなとピーマン生産部会 

 

■ 活動経過 

（１）産地拡大実践プランに基づく部会活動支援 

   ＪＡいわて花巻ではH30年度に、ＪＡおおふなとではＲ元年度に、４年間の目標や取組項目

を盛り込んだ産地拡大実践プランの改訂が実施され、その目標達成に向け支援した。 

  ア 小型トンネル作型実証展示圃の設置 

    沿岸地域の春季温暖な気象条件を活かし、低コストで導入可能な作期拡大技術として、

小型トンネル作型の導入を推進するため、実証展示圃を設置し、技術の確立を図った。 

  イ 新規栽培者の確保及び指導体制の構築 

    各部会の主催で、新規栽培者の確保に向け『新規栽培者募集相談会』を開催した。 

また、ＪＡおおふなとでは、ピーマン栽培の定着と早期技術習得に向け、部会役員によ

   る新規栽培者向け指導会を開催した。 

  ウ 現地指導会の開催 

    生産者個々の栽培技術向上を図るため、ＪＡ担当者と協働して指導の内容や時期等を協

議し、年間計画を作成し、現地指導会を開催した。 

（２）重点指導農家への単収向上支援 

  ア 対象者の選定及び個別目標策定支援 

    作付面積10a以上の農家７戸を重点指導農家として選定し、個別目標の策定を支援した。 

  イ 個別巡回指導 

    定期的な個別巡回指導（月１回以上）を実施し、作業の進捗確認や防除、追肥等の栽培

管理について指導を行った。 

  ウ 実績検討と次年度目標の確認 

    作付終了後には、出荷実績を基に今年の栽培管理等を振り返り、次年度の目標、改善点

などを、聞き取り等により確認した。 

 

■ 活動成果 

（１）活動の成果 

ア 小型トンネル作型導入による作期拡大 

小型トンネル作型は、露地作型と比較して収穫開始が２週間程度早まり、収量も２～６ 
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割増加することが確認された。ＪＡいわて花巻で 

は、遠野地域で普及している大型トンネルの導入   

も進められており、当地域における作期拡大技術 

としてトンネル作型が確立された。（トンネル※1 

作型導入面積 Ｈ28：29.1a→Ｒ1：43.8a ※1 大 

型トンネル、小型トンネルを含む） 

イ 新規栽培者の確保及び指導体制の構築 

相談会の開催等の取組を通じ、両部会とも新規

栽培者が確保された（新規栽培者数※2Ｒ１：５名 

※2 両地域合算）。 

ＪＡおおふなとでは、部会役員による新規栽培

者への丁寧な技術指導が行われ、栽培期間中も新

規栽培者が相談できる関係が構築された。その結果、新規栽培者の単収は県栽培技術指針

の目標単収を上回った（Ｒ1新規栽培者平均単収 5,908kg/10a）。 

  ウ 基本技術の徹底による出荷量向上 

    計画に沿って指導会を開催し、天候・病害虫発生情報に合わせた作業・防除対策等の情

報を提供できたことにより、適期作業と基本技術が徹底され、部会全体の出荷量が向上し

た（ＪＡいわて花巻 Ｈ30：84,887kg→Ｒ1：85,572kg、ＪＡおおふなと Ｈ30：64,793kg→

Ｒ1：67,489kg）。 

  エ 重点指導農家への単収向上支援 

個別の課題解決に向けた普及指導活動を重点的に実施したことにより、対象者の単収が 

向上した（平均単収 Ｈ27～30：5,892kg/10a→Ｒ１：6,960kg/10a）。 

（２）残された課題 

新規栽培者が毎年参入する一方で、高齢化により規模縮小や作付けを中止する農家もいる 

ため、作付面積、栽培者数は横ばいである。ピーマン産地を維持していくために、新規栽培 

者の確保対策を継続するとともに、単収向上に向け、作期拡大技術等の導入推進を継続して 

支援する必要がある。 

   また、規模拡大に意欲的な生産者も複数名いることから、計画的な規模拡大を支援し、産 

地のモデル経営体として育成する必要がある。 

 

 

ＪＡおおふなとのピーマン生産部会は、少人数ながらきゅうりに次ぐ出荷

量を誇っています。今年度は、67,489 ㎏の出荷があり、平成 22 年度の部会設

立以来、最高実績となりました。また、部会設立からこれまで市場からのク

レームがなく、品質面においても高い評価を得ています。 

部会活動では、新規栽培者募集相談会を初開催するなど、産地の拡大に向

けた活動を行っています。今後も、産地の課題を一つひとつ解決していきな

がら、産地の拡大を図っていきたいです。 

所属職名：ＪＡおおふなとピーマン生産部会 部会長 氏名：細谷知成 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて花巻、ＪＡおおふなと、大船渡地方農業振興協議会、釜石・大槌農業振興協議会 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：菅原聡、菅野遥奈）   

  執筆者：菅野遥奈                     

部会役員から新規栽培者への技術指

導（ＪＡおおふなと） 
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ＧＡＰ団体認証取得によるブロッコリー産地の育成        

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域特性を生かした農畜産物の産地力向上【ＧＡＰ】 

 

■ ねらい 

宮古地域は県内一のブロッコリー産地であり、若手が生産量の大半を占めている。面積が拡 

大しているブロッコリーの更なる収量、品質レベルの高い産地化を図るためには、産地を牽引 

する若手生産者の育成が必要と考え、「経営の効率化・安定化」のツールとなる認証ＧＡＰ導 

入に着眼し、グローバルＧＡＰ団体認証の取得に取り組むことにした。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡ野菜生産部会ブロッコリー専門部（23経営体）有志 ９経営体 

 

■ 活動経過 

（１）ＧＡＰの理解を深める啓発活動 

  ア 園芸推進座談会での周知（平成29､30年12月 管内各会場） 

    既存のパンフレットを園芸資材申込書に折り込み園芸農家に広く周知し、座談会におい

て主要なポイントを説明し理解を促した。 

  イ 主要な品目を対象とした県版ＧＡＰチェックシートによる自己点検の実施 

（平成29､30年12～３月 ブロッコリー、ピーマン、きゅうり、だいこん、畑わさび） 

チェックシート活用により各農場の自己点検を実施。また品目毎の集計結果と比較を行

うことで各自の達成度合を示した。 

（２）認証ＧＡＰ取得に向けた支援（平成31年４～11月 ブロッコリー専門部） 

  ア 組織設立支援 

    認証ＧＡＰについての説明会を実施し、取り組み意向を確認した。取り組み意向を示し

た若手９名に対し組織の設立支援を行った。 

  イ ＧＡＰの実践支援 

  （ア）構成農場の現状点検の実施。 

  （イ）グローバルＧＡＰの要求項目に基づくリスク評価検討の実施。 

  （ウ）リスク評価に基づく農場点検の実施。 

生産者自らの気付きを促すため生産者グループ全員で各農場の巡回を行った。 

  （エ）内部検査による農場点検と是正指導の実施。 

     有資格者による内部検査や指導を受けながら、各農場の状況に応じた是正対策につい

て助言指導を実施した。 

  （オ）関係書類の整備支援 

     各農場で整備が必要な圃場図、農薬リスト等の必要書類の作成支援や、現地事務局が

作成整備する台帳等の助言指導を行った。 

  （カ）ＳＮＳによる連携指導 

ＪＡ全農、ＪＡ全農いわて、県庁からなるＧＡＰ支援チームと連携し、ＳＮＳによる情

報共有を行い、有資格者からの適切な助言の下に支援を実施した。 
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■ 活動成果 

（１）若手生産者主体のグループ化 

グローバルＧＡＰの団体認証を目指す若手生産者９名（平均年齢 37 歳）で、産地面積の７

割（20ha）を占める生産者グループが設立された。 

農場点検時に気付いたリスクの解消と関係機関の技術指導（排水対策、病害虫防除等）等

によりグループ員の単収が向上（Ｈ30比４％アップ）し、産地の販売額の増加（3,290千円）

に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営の効率化に向けた意識の変化 

ＧＡＰの実践を通じ、資材等の適正量の発注等のコスト意識、作業動線の確保による作業

効率化などの改善意識が高まった。 

今後は収集した生産データにより生産性向上、経費削減のポイントを分析して各生産者へ

還元することによりＧＡＰ導入効果の見える化を図る必要がある。 

（３）グローバルＧＡＰ団体認証の取得（令和元年 11 月 23 日） 

全国３例目となるグローバルＧＡＰ団体認証（ブロッコリー）を取得した。 

現状では出荷は東北地方市場のみであるが、グローバルＧＡＰの取組を契機に、京浜市場

への試験出荷を始めるなど販売先の多様化に向けた取組が開始された。今後は加工・業務仕

向け等、価格変動に強い産地づくりをすすめる必要がある。 

 

 

 

 

 日頃から作業記録は行っていたが、整理整頓など不十分な部分もあった。

ＧＡＰの要求項目に基づくリスク評価や農場点検による指摘事項の改善など

大変なところもあったが、作業の見直しが図られ、肥料などのコスト削減に

もつながった。 

関係機関の協力に深く感謝すると共に、今後とも自信を持ってブロッコリ

ーの生産拡大に取り組んでいきたい。 

所属職名：宮古ブロッコリー生産グループ 代表   氏名：中村真文（田野畑村） 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ全農、ＪＡ全中、ＪＡ岩手県中央会、ＪＡ全農いわて、農業普及技術課農業革新支援担当 

 

■ 宮古農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：吉田昌史） 

  地域指導課（課員：砂子田慎一郎） 

  岩泉普及サブセンター産地育成チーム（チーム員：菅野史拓） 

  執筆者：佐々木満 

 

グループ員の単収は４％向上 産地の販売額は、3,290 千円増 
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無線トラクタを活用した公共牧場の生産性向上支援 

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域特性を生かした農畜産物の産地力向上【畜産】(外部支援組織の機能強化) 

 

■ ねらい 

  岩泉町の駒ヶ沢牧野((農)大川肉牛生産組合)は、日本短角種を中心として放牧利用されてい

るが、造成後からかん木等(ノイバラ)が侵入し、その後の放牧利用面積が縮小しており、①利

用面積に対応した草地管理が困難なこと、及び急傾斜地が多く通常の乗用トラクタによる機械

作業が困難である条件下で、②ノイバラが繁茂することによる牧養力の低下が課題となってい

た。 

このことから、適正な草地管理計画の作成及び急傾斜地の草地更新を目的に、「いわてスマ

ート共同放牧場実践支援事業」(県単事業)を活用して、ＧＰＳ測量による電子地図の作成と無

線トラクタによる草地更新作業の実証を行った。 

 

■ 活動対象 

  農事組合法人大川肉牛生産組合 

 

■ 活動経過 

（１）フォレストクラッシャーを活用したノイバラの除去支援(Ｈ30) 

ノイバラの繁茂が顕著であった駒ヶ沢牧野（全面積86.5ha）の一部（4.6ha）において、公 

益社団法人岩手県農業公社が所有するフォレストクラッシャー（最大30㎝までの木を粉砕で 

きる機械）を活用し、ノイバラの細断による駆除を実証した。 

その結果、ノイバラの地上部及び地下茎の一部を駆除できた。 

しかし、フォレストクラッシャーは乗用トラクタに装着するため、15°～30°の急傾斜地 

では、作業が困難という課題が認められた。 

  

(２) 無線トラクタを活用した公共牧場の生産性向上支援(Ｒ1) 

Ｈ30年度に把握した課題に対応するとともに、正確な放牧利用面積や傾斜等の把握による､ 

適正な草地管理計画の作成のため、駒ヶ沢牧野の急傾斜が多い牧区にて、「いわてスマート 

共同放牧場実践支援事業」を活用し、GPS測量による電子地図の作成と、無線トラクタによる 

草地更新作業の実証を行った。 

  ア GPS測量による電子地図の作成 

etrex LEGEND HCx(GARMIN 社)を使用して実証牧区の面積・傾斜等を測定し、国土地理院 

の標高データ（10m メッシュ標高）と合せて、地理情報システム（ＧＩＳ）で傾斜区分図を 

作成した。 

その結果、実証牧区の放牧利用面積は 5.0ha と判明し、うち乗用トラクタによる作業が 

困難となる 15°以上の急傾斜地は、2.5ha であることが推定された。 

    イ 無線トラクタを活用した草地更新作業の実施 

バックホーに装着したグラップルでノイバラを伐根後、乗用トラクタでは作業困難な 

15°～30°の急傾斜草地の草地更新作業を、低重心のクローラ式無線トラクタに専用の作 

業機を装着して油圧動力で作業を実施した。 
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表１ 実測面積(5.0ha)における傾斜地別の割合および推定面積 

傾   斜 10mメッシュ割合(％) 推定面積(ha) 作  業  機 

0°～ 5° 0    0.00 
乗用トラクタによる作

業が可能(2.54ha) 
5°～10° 6 0.31 

10°～15° 45 2.23 

15°～20° 40 2.00 
無線トラクタによる作

業(2.46ha) 
20°～25° 8 0.42 

25°～30° 1 0.04 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

図１ 10m メッシュ電子地図        図２ 無線トラクタによる肥料施用 

■ 活動成果 

（１）適正な草地管理の実施 

   ＧＰＳ測量により正確な実証牧区の放牧利用面積、傾斜等が“見える化”された電子地図

の作成が可能となった。引き続き、ＧＰＳ測量による電子地図の作成を全牧区で進め、それ

に基づく草地管理計画の作成により、適正な草地管理の実施を支援する。 

（２）急傾斜地における草地更新 

乗用トラクタで作業が困難な15°～30°の急傾斜地において、無線トラクタによる草地更

新作業の実証を行った結果、作業時間は22.4時間/haで、国立研究開発法人農研機構で実施さ

れた試験の作業時間範囲内であり、操縦が容易で、利用可能であることを確認した。 

（３）放牧地の維持管理の省力化、放牧作業の省力化 

ノイバラの除去と除去後の草地化により、次年度以降の施肥作業の効率化、放牧看視作業 

や集牧時の省力化が期待される。 

 

ノイバラだけだった場所が草地に戻ったことで、見晴らしが良くなり牛を

見つけやすくなったと、看視人からも好評で、思い切って取り組んで良かっ

た。今回、実証を行った場所以外にも、ノイバラが繁茂し、草地更新を実施

したい場所が多くあるため、関係機関の協力を得ながら、今後も牧野の生産

性向上に取組みたい。 

所属職名：農事組合法人大川肉牛生産組合 組合長理事 氏名：佐藤安美 

 

■ 協働した機関 

  岩泉町、(一社)岩泉農業振興公社、宮古農林振興センター 

 

■ 宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター 

  産地育成チーム（チーム員：菅野史拓、伊藤孝浩、山本麻由）   

 執筆者：山本麻由                   
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ほうれんそうの生産性向上技術の確立と普及 

【久慈農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  ほうれんそう産地力の強化 

 

■ ねらい 

ＪＡ新いわて久慈地域野菜部会及び久慈地方農業農村活性化推進協議会では、久慈地方のほ 

うれんそうの生産性向上を目指し、「久慈地方ほうれんそう産地拡大実践プラン」を平成30年 

度に策定した。そのプランに基づき、同野菜部会では、関係機関・団体等と連携して取組を推 

進することとしており、当普及センターでは、主に生産性向上技術の確立及び普及を図った。 

 

■ 活動対象 

 ＪＡ新いわて久慈地域野菜部会 

 

■ 活動経過 

（１）安定生産技術の確立 

  ア 夏期安定生産技術 

  （ア）屋根ビニルを被覆する遮光幕のかけ外し作業を省力化するため、平成 30 年度にハウス 

内部に設置する遮光幕開閉装置の導入に取り組み、作業の省力化について検証したが、 

本年度は、別の遮光幕開閉装置（商品名：ビニスライダー）を設置し、昇温抑制効果を 

検証した。 

  （イ）久慈地域野菜部会では、これまで地域に適した品種を選定するために、品種比較試験

を行ってきた。本年度は、高温により収量が低下する夏期に、耐暑性に優れ、萎凋病に

強い品種の探索を目的とした試験圃の設置・調査を支援した。久慈地域野菜部会主催で

開催された「品種検討会」では、試験結果を検討した。 

  イ 省力化技術 

  （ア）秤量皿にほうれんそうを乗せると設定値に準ずる組合せを算出し点灯する計量機械 

（商品名：テーブルコンビ）を活用した作業体系を実証し、省力効果及び製品ロス削減

効果を検証した。 

  （イ）昨年度発売された新型調製機について、導入後の聞き取り調査を行ったところ、株の

詰まり、根切り位置が不安定等の不具合が生じていることがわかった。そこで、生産者

と機械メーカーの意見交換の機会を設けた。 

（２）安定生産技術の普及 

   ほうれんそうの生産性向上及び省力化に関する理解を深めるため、久慈地方農業農村活性

化推進協議会主催による「園芸産地づくり推進セミナー」を１月に開催した。このセミナー

において、（１）のア及びイに示した実証結果等を報告・協議した。 

 

■ 活動成果 

（１）安定生産技術の確立 

ア 夏期安定生産技術 

（ア）遮光幕開閉装置をハウス内部に設置することで、内部の気温上昇が懸念されたが、屋 

根ビニルを被覆する場合と比べて、気温差は認められず、収量に違いは見られなかった。 
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（イ）品種比較試験では、供試した品種に萎凋病や抽苔が発生したため、いずれも収量が慣

行品種を下回り、結果として夏期に有望な品種の選定にはつながらなかった。品種検討

会では、産地全体の夏期の収量の伸び悩みに対し、時期に適した品種の作付けを徹底で

きていないのではないかとの意見が出され、産地の問題を生産者自身が解決しようとす

る前向きな姿勢が見られた。次年度は、夏期に適した品種の探索を継続して行うととも

に、品種切替時期の前に栽培指導を行い、時期に適した品種の作付けをするよう呼び掛

けていく。 

イ 省力化技術 

（ア）計量機械について、大規模生産者をモデルとした実証結果から、作業効率が３～４％

向上、製品ロス率が５％（10g/袋）削減されることが認められた。実証農家は、計量精

度の高さや疲れにくさを高く評価しており、実証後も使用を継続するほどであった。 

（イ）新型調製機の不具合を機械メーカーに直接伝える機会を設定したことにより、機械 

メーカーが迅速に対応して部品交換をすることになり、問題改善につながった。 

（２）安定生産技術の普及 

令和２年１月に開催したセミナーでは、今年度の実証結果について経営試算と評価を示し、

参加した生産者50人に対し情報提供できた。次年度は、これまで実証してきた個々の省力化

機械の結果をもとに一貫体系を提示し、そのメリットを示すことにより、経営の規模拡大を

支援していく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年は気候が変化しており、季節による気温の変動や、病害虫の発生時

期も変化し、これまでのほうれんそう栽培の仕方では対応できない場面が

多くなっています。夏場を中心に気候の変動に対応できる品種を取り入れ

ていけるよう、準備をしていかなければならないと考えております。品種

の選定は農家所得に大きくかかわる部分ですので、農家や関係機関としっ

かり協力しながら取り組んでいきたいです。 

所属職名：JA新いわて久慈営農経済センター職員   氏名：小野寺潤  

■ 協働した機関 

  ＪＡ新いわて久慈地域野菜部会、久慈地方農業農村活性化推進協議会（ＪＡ新いわて久慈営 

農経済センター、各市町村、振興局農政部及び普及センター等で構成） 

■ 久慈農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：宮川英幸、佐藤恵梨子、及川優介）、経営指導課（課員：輪達公重）   

  執筆者：及川優介    

▲ 計量機械を活用した作業体系実証の様子 

（テーブルコンビは中央下） 

▲ 新型調製機を囲んでメーカー開発担当者

と意見交換を行う生産者 
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       生産管理精度の向上による畜産経営の安定化 

【久慈農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  酪農及び和牛繁殖経営体の生産性向上 

 

■ ねらい 

久慈地域では、酪農及び肉用牛の生産量や販売額は増加しているものの、飼料・資材価格の 

高騰に加え、労働力の不足や担い手の高齢化が進んでいる。 

  今後の持続可能な産地の確立に向け、既存技術の改善で生産管理精度を高めながら、ＩＣＴ

等の新たな生産技術を効果的に導入・運用し、省力化や効率化を進めることにより、生産性の

向上や経営の安定化を図るもの。 

 

■ 活動対象 

  久慈地域の畜産経営体（酪農９戸、和牛繁殖７戸） 

 

■ 活動経過 

（１）酪農家の生産管理精度向上支援 

  ア 生産性向上と安定 

    乳牛モニタリング（のべ12回）、牛群検定成績 

   及び飼料給与量の確認等を通じ、課題整理や改善 

   提案等を実施。 

  イ 哺育期管理技術向上 

    哺乳ロボットの運用に関する改善策の提案等を 

   含めて、子牛モニタリング（のべ26回）等に基づ 

   き、飼養管理状況の把握や改善提案等を実施。     哺乳ロボット運用支援の様子 

 

（２）和牛繁殖農家の飼養管理技術向上支援 

  ア 飼養管理技術の向上 

    繁殖雌牛モニタリング（のべ23回）や「モット 

   ー君通信簿」を通じた改善提案や、分娩看視機器 

   の導入支援を実施。 

  イ 哺育期管理技術向上 

    適正な哺乳や飼料給与、冬期間の保温対策を含 

   む飼養環境の改善など、子牛モニタリング（のべ 

   24回）に基づき、改善提案等を実施。 

                             繁殖雌牛モニタリングの様子 

 

■ 活動成果 

（１）酪農家の生産管理精度向上支援 

   経産牛１頭当たりの年間乳量は、目標の101％（現状比）に対し、実績は100％となった。

現状の飼養管理状況を牛群検定成績から数値で把握した上で、乳牛モニタリングにより実際

の飼養管理（飼料給与）状況と乳牛のコンディションを確認し、さらに飼料供給元のＴＭＲ 
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センターの粗飼料原料を精査することで乳量増加を目指したが、暑熱期の飼料品質の低下が

あったことや、ヒートストレスによる乳牛の体調不良などが続発し、現状の乳量は上回った

ものの目標達成には至らなかった。 

   また、子牛の生後１週間程度での死亡割合は、目標の17％に対し、実績も17％となった。

哺育牛に対する適切な分娩から出生までの管理方法を提示するとともに、哺乳ロボット導入

経営体１戸に対して運用に関するアドバイスを随時行い、現状の19％から17％へ改善し目標

を達成した。 

   暑熱期に生産性を低下させるヒートストレス及び暑熱期の飼料品質の低下に対する対策と

して、今年度調製した飼料用とうもろこしサイレージの一部を、次年度の夏季給与用として

ロール調製している。加えて、暑熱期の受胎成績悪化による空胎日数の長期化と、泌乳後期

以降の過肥による分娩前後の体調不良が懸念されるため、今後も飼養管理精度の向上に向け

たモニタリングの実施と改善策の提案を継続して行っていく。 

 

（２）和牛繁殖農家の飼養管理技術向上支援 

繁殖雌牛の平均分娩間隔は、目標の444日に対し、実績は441日となった。長期不受胎牛の 

更新を進めつつ分娩前後の飼養管理を徹底し、分娩後60日以内での授精開始に意識的に取り 

組んだことで、平均分娩間隔は現状の450日から441日へ改善し目標を達成した。 

また、去勢子牛の標準発育確保（久慈管内の年間平均日齢体重に対する活動対象者の年間 

平均日齢体重の割合）は、目標の91％に対し、実績は94％となった。分娩前後の飼養管理の 

徹底に加えて、哺乳及び育成管理を徹底することで、生時体重と生後の増体速度が改善され､ 

現状の88％から94％へ改善し目標を達成した。 

積極的な繁殖管理の意識が醸成されつつある中で、依然として「発情の見逃しが多い」 

「発情兆候が弱い」「初回授精の受胎率が低い」という現状があることから、今後は定期的 

な飼料給与内容の確認や発情発見手法の見直しを行い、より効率的な繁殖管理の徹底を図る｡ 

加えて、哺育期管理については、管理の改善と省力化が図られつつあるものの、適正な管理 

の定着には至っていないことから、冬期間の飼養管理の徹底とあわせ、今後も定期的な巡回 

支援を継続して行っていく。 

 

 

 令和元年12月に補助事業で新しい牛舎を整備し、自動給餌機やパーラー、

牛群管理システムなど、新技術も導入しました。新しい牛舎の稼働に合わせ

て、ボディコンディションスコアや跛行の確認等を定期的に行ったことで、

飼養管理も良い状態で移行できていると思います。規模拡大に伴い、産乳量

も徐々に増加しているので、今後は技術の向上とともに、経営管理について

積極的に取り組んでいきたいと思います。 

所属職名：洋野町 青年農業士（酪農）      氏名：堤内裕子 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ新いわて久慈営農経済センター、県北広域振興局農政部、県北家畜保健衛生所 

 

■ 久慈農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：高畑博志、齋藤浩和） 

  執筆者：高畑博志 
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飼料用米専用新品種「たわわっこ」の収量向上に向けた取組        

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域特性を生かした米の生産性向上 

 

■ ねらい 

  平成30年から、岩手県が育成した飼料用米専用品種「たわわっこ」の栽培が始まった。品種

の特長を最大限に発揮させ、収量を確保するためには、適正な栽植密度を守り、適期・適量の

追肥が必要であり、追肥ができない場合は緩効性肥料を使用する方法が必要である。 

   そこで、農家の所得向上に向け、適切な栽培管理の実施を誘導することで、地域単収の向上

を図った。 

 

■ 活動対象 

  管内飼料用米生産者約450戸 

 

■ 活動経過 

（１）現地試験の実施 

ア 適正栽植密度（Ｈ30～Ｒ１） 

新品種「たわわっこ」の適正栽植密度である「70株/坪」と、二戸地方で一般的な栽植密 

度である「60株/坪」とで、収量等を比較調査した。 

イ 緩効性肥料(Ｈ30～Ｒ１) 

追肥実施が困難な農家を対象として、「基肥（新みのり12号）＋追肥（硫安）」の体系 

と追肥作業を省略できる「緩効性肥料（飼料用米専用一発）」とで、収益性を比較調査し 

た。 

ウ 高密度播種栽培技術(Ｒ１) 

適正栽植密度の厳守に伴い育苗費が増加することから、１箱当たりの播種量を増やす高 

密度播種栽培により、経費節減効果や収量への影響等を実証した。 

（２）実態の把握 

ＪＡと連携して、全作付農家を対象にアンケート調査を２回実施し（Ｈ30.６、Ｒ１.10）

、収量向上に向けた栽培管理の取組状況や取組上の課題などを把握するとともに、速やかに

対策を講じた。 

（３） 栽培指導の強化 

ア 栽培指導会の開催 

ＪＡと連携し、単収向上に必要な「適正栽植密度の厳守」と「適期適量追肥の実施」が

徹底されるよう、各地域で指導会を開催した。 

（ア）適正な栽植密度：坪当たり70株（株間15cm） 

（イ）追肥の時期と量：幼穂形成期(７月上中旬)に、Ｎ成分で３～４kg/10a 

イ 収量向上研修会の開催 

ＪＡと連携して、生産者450戸（350戸出席）を対象に開催し、「調査研究による技術実 

証」の成果を説明するとともに、栽培に関する意見交換を実施し、生産者の不安や悩みの 

払拭に努めた。 
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■ 活動成果 

（１）対象の変化 

ア  適正栽植密度の厳守 ：34％（Ｈ30）→64％（Ｒ１） 

イ  追肥の実施      ：15％（Ｈ30）→20％（Ｒ１） 

ウ  緩効性肥料の導入率 ：８％（Ｈ30）→41％（Ｒ１） 

（２）地域単収の向上 

500kg/10a（Ｈ30）→594kg/10a（Ｒ１）  ※ 目標に対して64kg/10a上回った。 

（３）地域への経済効果 

   ア  飼料用米の直接支払い交付金（数量払い）：79,767千円（Ｈ30）→126,581千円（Ｒ１） 

   イ  交付金上限額(105千円/10a)達成農家の割合 ：6％（Ｈ30）→28％（Ｒ１） 

  ウ 契約数量未達農家の割合                  ：28％（Ｈ30）→3％（Ｒ１） 

（４）活動のポイント 

ア 「適正栽植密度の厳守」と「追肥の実施」の２点に絞った活動 

イ 実態把握の徹底による農家の実情に即した活動（実証・指導） 

「適正栽植密度の厳守」に伴うコスト増への対策（高密度播種栽培の実証）と「追肥が 

出来ない」農家への緩効性肥料の利用を指導 

（５）残された課題 

   ア  収益性の向上 

適正栽植密度の厳守と適期適量追肥または緩効性肥料の活用による、更なる収益向上に

取り組む必要がある。 

イ  主食用米「いわてっこ」での取組 

「いわてっこ」でも収量向上に向けた機運が高まっており、Ｒ１から実証圃を設置して 

   いる。早期に実証試験の成果が普及するよう、栽培指導の強化に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  県北農業研究所、新岩手農業協同組合 

■ 二戸農業改良普及センター 

  地域指導課（課長：菅原浩視 課員：山本研、吉田優里）   

  執筆者：吉田優里                      

 

 

 

 

平成30年度から、従来品種とは特性が異なる新品種「たわわっこ」が導入

され、「栽植密度」と「追肥」を特に意識して栽培に取り組んだ。その結

果、令和元年度の収量は期待以上のものとなった。高密度播種栽培にも取り

組んでいるので、収量向上とコスト低減を組み合わせて、さらなる収入アッ

プにつなげていきたい。 

所属職名：新いわて農業協同組合 奥中山稲作生産部会 役員    氏名： 畑山栄悦 

図１ 現地指導会の様子 図２ 収量向上研修会の様子 
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ＧＡＰの普及・定着支援に向けた取組        

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  革新技術・ＧＡＰの普及による野菜産地力の向上 

 

■ ねらい 

  ＧＡＰが2020東京オリパラの食材調達基準や大手量販店での仕入れ基準に採用される事例が

増え、二戸地域でも取組意欲が高まっている。 

  奥中山のレタス生産においては、契約出荷先からＧＡＰ認証の取得が要望されており、ＧＡ

Ｐの実践及び認証取得に対応できる体制づくりが必要とされている中で、４名のレタス生産者

グループがＧ．ＧＡＰ認証への取組を検討していた。 

  そこで、Ｇ．ＧＡＰ認証に取り組む奥中山の４名の生産者グループを当地域のＧＡＰ取組の

トップランナーと位置づけ、地域課題計画へ選定して、ＧＡＰ認証取得を支援した。 

 

■ 活動対象 

  奥中山レタスＧ．ＧＡＰ認証取組生産者グループ（奥中山Ⓖ.レタス推進チーム） 

 

■ 活動経過 

（１） Ｇ．ＧＡＰ認証取得向けた指導 

ア 現地指導（４～９月、10回） 

    認証基準の適合に向けて、農薬保管方法の見直し、作業場の導線改善、安全確保対策等

の個別指導を実施した。 

 また、個別指導を基に作業マニュアルを作成し、統一的な改善活動の実施を支援した。 

イ 内部検査に係る対応（７～９月、３回） 

    内部検査の実施により、進捗状況の確認及び改善点の洗い出しを行い、改善が必要な項

目について、対策の検討及び改善支援を行った。 

    また、生産者全員が同席した検討会を開催し、生産者がお互いに進捗を確認した。 

ウ Ｇ．ＧＡＰ認証審査に係る対応(10月、２回) 

    Ｇ．ＧＡＰ認証審査に同行し、改善要求項目の確認を行った。また、審査後に提示され

た改善要求に対し、対策の検討及び改善支援を行った。 

エ 認証更新に向けた対応（12～３月） 

  今年度の取組を振り返り、次年度の活動に反映させるため、総括研修会を実施した。 

  また、ＧＡＰの継続した取組に向けて、次年度の取組に向けた検討会を実施した。 

（２） 地域へのＧＡＰの普及に向けた活動（２月） 

    地域へのＧＡＰの普及を図るため、普及事業パートナー等を対象とした研修会を開催し

た。 

 

■ 活動成果 

（１） 活動のポイント 

    認証基準の適合に向けて、現地指導を行い、作業場の環境改善が実施された。また、生

産者が改善の必要性を理解し、主体的に創意工夫して改善の取組が実施された。 

    また、全員が足並みを揃えてＧＡＰ認証に取り組むため、生産者全員が同席した検討会



94 

 

を開催し、生産者がお互いに進捗を確認して励ましながらサポートし、取組を進めること

でモチベーションが維持され、グループ全員で認証に向けた取組が実施された。 

    認証取得後には、今年度の取組に対する振り返りを実施し、ＧＡＰ取組に対する理解を

深め、次年度の継続的な活動に向けた意識が醸成された。 

（２） 対象の変化と残された課題 

  ア 対象の変化 

    ＧＡＰ認証取得後に、一戸町長及び県北広域振興局副局長を表敬訪問し、ＧＡＰ取組の

トップランナーとしての自覚が向上している。 

さらに、新たな出荷先との契約も行われており、ＧＡＰへの取組意識が向上している。 

    二戸管内では、普及パートナー等を対象としたＧＡＰへの研修会に、普及パートナー等 

13名の生産者が参加し、二戸地域では新たに、水稲の農業法人がＧＡＰ認証取得の検討を

開始している。 

  イ 残された課題 

    継続的なＧＡＰへの取組に向けて、取組負担の軽減に向けた支援が必要となる。 

    また、地域へのＧＡＰの普及・拡大に向けて、生産部会等での「ＧＡＰをする」、「Ｇ

ＡＰ認証をとる」組織的な取組への支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

作業場や圃場の危険個所など、普段気がつかない部分に目を向ける良い機

会となった。自分の栽培管理を明確にし、改善点を把握する他、従業員の管

理等、経営的な改善を行うために有効な手段となると感じる。 

 今後、ＧＡＰの取組が地域に波及するよう、普及センター等と協働して取

り組んでいきたい。 

所属職名：奥中山Ⓖ.レタス推進チーム 代表  氏名：中崎知哉 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ全中､ＪＡ全農いわて、ＪＡ県中央会、ＪＡ新岩手、農業普及技術課革新支援担当 

 

■ 二戸農業改良普及センター 

  産地育成課（課長：佐々木洋一、課員：長嶺達也、村上珠利、赤坂尚生）   

  執筆者：赤坂尚生                

 

写真１ ＧＡＰ認証審査 写真２ 認証取得報告（県北振興局副局長） 
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農村ビジネスの振興と農村の活性化 

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域資源を活用した農村ビジネスの振興と農村の活性化 

 

■ ねらい 

（１）農村ビジネスの振興 

管内には18施設産直があり、うち主要５産直(企業的に経営している産直、期間営業除く)

の販売額は、約４億８千万円(H30)で、ほぼ横ばいとなっている。産直からは、食品衛生や食

品表示制度の改正に伴う表示方法のほか、品揃えの充実やクレーム対応、集客等、運営に係

る指導・支援が求められている。また、新たな農家所得の確保に結び付く６次産業化などに

ついても、個々のニーズに応じた支援が必要である。そのため、産直組織に対する研修等に

より運営体制の強化を図るほか、起業実践者のニーズに応じた支援を行うこととした。 

（２）食文化を活かした農村活性化 

管内では食の匠として19人・組が認定されているが、高齢化等により活動の停滞が懸念さ

れている。また、地域住民に認知されながら食の匠に認定されていない料理も存在しており

、料理の掘り起こしや認定へと誘導していくことが必要となっている。そのため、食の匠の

認定支援を行うとともに、郷土食の伝承会を開催することにより、食の匠の活動を活発化す

ることとした。 

 

■ 活動対象 

（１）農村ビジネスの振興：管内産直組織、起業志向者・実践者 

（２）食文化を活かした農村活性化：食の匠、食の匠候補者、消費者等 

 

■ 活動経過 

（１）農村ビジネスの振興 

ア 産直組織の運営体制・経営力の強化 

    産直の運営体制を強化するため、先進地研修や食品表示に関する集合研修を行った。ま 

た、個々の産直の要望に応じて、産直単位での食品表示の研修等の支援を行った。 

・産直研修会（先進地視察）の開催（11/18、青森県つがる方面、集荷システム） 

・食品表示研修会開催支援（７月～、管内３産直） 

・産直研修会（食品表示）の開催（1/15） 

イ ６次産業化等の実践支援 

６次産業化を行っている２団体について、計画策定及び事業活用、円滑な活動に対する 

支援を行った。また、管内の起業者に対して、研修会への参加を誘導した。 

    ・「安代りんどう工房」、「花っ娘」の計画策定、活動等支援（4 月～） 

・「花っ娘」への六次化プランナー派遣（７月～、計３回） 

・起業者事例研修会、産直研修会（食品表示）への参加誘導（9/17、1/15） 

（２）食文化を活かした農村活性化 

  ア 食の匠の掘り起こし、認定支援 

まだ認定されていない料理（いもすり団子汁、岩手町）について、食の匠推薦候補者への聞き取り

等を行ったが、本人からの申し出により推薦見送った。 
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イ 食文化伝承・発信活動の支援 

   盛岡地方生活研究グループ連絡協議会と共同で、県立盛岡農業高校の生徒に対し、郷土

料理の伝承活動を行った（11/28）ほか、八幡平市の地域住民を対象とした伝承会を開催し

た（3/3）。 

 

■ 活動成果 

（１）農村ビジネスの振興 

  ア 産直組織の運営体制・経営力の強化 

    集荷システムをテーマとした先進地視察では、組合員の高齢化に対する対応や販売額を

増やすためのヒントを得ることができた。 

   また、食品表示の研修会は、自分の使用している表示を見直すきっかけとなったほか、

正しく表示を行うための機運が高まった。 

  イ ６次産業化等の実践支援 

    「花っ娘」では、プランナーからの助言を受けてパンフレットを作成することができた。

また、商品の絞り込みや売り場づくりに向けて、検討し始めた。 

（２）食文化を活かした農村活性化 

  ア 食の匠の掘り起こし、認定支援 

    今回は推薦を見送ったが、地域としては当該料理を残していきたい意向であり、「いも

すり団子汁を食べる日」をつくるなど、地域で料理を見直すきっかけとなった。 

 イ 食文化伝承・発信活動の支援 

   伝承会の開催により、匠の技を次世代に伝えることができたほか、郷土料理だけでなく、 

食の匠の活動に興味を持ってもらえるきっかけとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、販売スペース開設に向けての視察や６次産業化プランナーのア

ドバイスを受け、自分達のコンセプト等を再確認することができた。 

 今後は、地域の方々が老若男女誰でも気軽に集まれるような販売スペース

兼集いの場所を作れるように取り組んでいきたい。 

氏名：花っ娘 会長 宮野亜由美  

 

■ 協働した機関 

  市町公社、各協議会、県央保健所、いわて６次産業化支援センター 

 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  地域指導課（課長：住川隆行、課員：門間剛、八重樫恵子）   

  経営指導課（課長：伊藤一成、課員：千葉賢一、藤澤真澄） 

  執筆者：八重樫恵子 

▲ 花っ娘へのプランナー派遣    ▲ いもすり団子汁      ▲ 盛農への伝承会 
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産地直売所販売額の維持・拡大による農業者の所得向上        

【久慈農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  産地直売所の販売額の維持・拡大 

 

■ ねらい 

  久慈地域の産地直売所（以下「産直」とする。）の販売額は、平成27年度までに８億５千万

円前後まで増加してきたものの、出荷者の高齢化が進行していることもあり、近年は横ばいで

ある。 

産直の販売額の維持・拡大は、出荷者の所得の確保のみならず、地域の活性化にも貢献し得

るものであることから、産直の魅力向上や集客力の向上を進めていく必要がある。 

  平成30年度まで、久慈農業改良普及センターでは、運営改善に取り組む意欲のある管内の６

産直に対して、自ら運営改善に取り組めるよう、運営改善計画書の作成・実践・評価・改善（

ＰＤＣＡサイクル）の取組を支援するとともに、外部アドバイザーによる個別指導等を実施し

てきた。その結果、各産直の主体的な運営改善の取組が定着してきたことから、今後更なる発

展が見込める３産直を対象とし、販売額の維持・発展に向けた支援を実施するものである。 

 

■ 活動対象 

  販売額１億円以上で運営改善に取り組む意欲が高く支援要望のある産直（以下「重点産直」

とする。） 

  ※産直名：道の駅くじ産直まちなか、洋野町大野農産物直売所ゆうきセンター、ＪＡ新いわ

てふれあい産直ショップ花野果 

 

■ 活動経過 

（１）産直運営改善の実施支援 

   重点産直の各産直は、３施設とも販売額の向上に向けた運営改善に取り組んでおり、農業

改良普及センターでは、それぞれの産直に対し随時支援を行った。 

 

（２）消費者ニーズに対応した品揃えの充実 

   重点産直では、消費者からの要望を踏まえ、出荷者に対して新たな品目の生産や購入ニー

ズの高い品目の生産拡大を提案している。販売品目の拡大は、重点産直に限らず、管内の産

直において重要であることから、久慈地域産直連絡協議会と連携し、野菜栽培品目拡大にむ

けた栽培研修会を令和元年６月と令和２年２月に開催した。 

 

（３）出荷者（会員）確保に向けた支援 

  ア 出荷者確保に向けた働きかけ 

    重点産直のうち、出荷者が減少している「道の駅くじ産直まちなか」及び「洋野町大野

農産物直売所ゆうきセンター」に対して、各産直による新規会員の募集等に向けた働きか

けや助言を行った。 

 

イ 新たな集荷システムの構築 

  産直運営者が、出荷者が居住する地域まで野菜などの生鮮品の集荷を行う仕組みを構築

し、産直へ出荷する生産者の増加を促すため、集荷試験を行うとともに、集荷試験により
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明らかになった課題について、その解決方法を提案することとした。なお、新たな仕組み

による取組の開始時期は、令和３年度を目標としている。 

   

■ 活動成果 

（１）産直運営改善の実施支援 

   重点産直に実施した具体的な支援内容は以下のとおり。 

   野菜新品目の栽培技術指導、新規出荷者の獲得に向けた相談対応、集客イベント開催に係

る助言、加工食品の適正な食品表示に係る支援、品揃えの充実に係る助言 

 

（２）消費者ニーズに対応した品揃えの充実 

  ア 秋冬期向け研修会（令和元年６月開催）：冬キャベツ、しゅんぎく、だいこん 

  イ 夏秋期向け研修会（令和２年２月開催）：ブロッコリー、ねぎ、ズッキーニ 

 

（３）出荷者（会員）確保に向けた支援 

  ア 出荷者確保に向けた働きかけ 

各産直単独で新規出荷者の募集等を行うのは難しいことから、久慈地域産直連絡協議会

（会長：まちなか産直会会長）が主体となり、出荷者募集チラシやポスターの作成を行う

こととした。 

  イ 新たな集荷システムの構築 

平成 30 年度に引き続き、農繁期に行う集荷試験を実施する産直を公募したが、応募した

産直はなく、昨年度試験を実施した「道の駅くじ産直まちなか」に対し、集荷試験の実施

に向けた調整を４回行ったが、運営事業者である太陽の野菜畑株式会社では、集荷を行う

人員の確保が困難であることから、集荷試験の実施を断念した。 

    新たな集荷の仕組みは、新規出荷者獲得の可能性が高まることから、令和３年度からの

取組開始を目標として、仕組みの構築に向けた取組を継続することで合意を得ている。 

 

 

 

 

 

 

   

       野菜栽培研修会の様子       集荷の様子（昨年度の集荷試験) 

 

 

 

 

 「道の駅くじ産直まちなか」では、久慈地域の新鮮な農産物を中心に各種

生鮮品を販売しておりますが、近年は販売額が伸び悩んでいます。 

 産直が生産者の元へ出向いて青果物を集荷する新たな取組は、販売商品を

増やす方法の一つだと思います。今年度は試験集荷を行うことができません

でしたが、様々な課題を解決して集荷の取組を進めていければと思います。 

所属職名：太陽の野菜畑株式会社 フードグループ グループ長  氏名：中塚匡志 

■ 協働した機関 

  久慈地域産直連絡協議会、久慈地方農業農村活性化推進協議会 

 

■ 久慈農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：土田泰輔） 

  執筆者：土田泰輔                     

 

 

顔写真 
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写真２ 大規模園芸環境制御技術の現地研修 
調査研究でも広く取組まれた専門分野 

写真１ 若手職員の集合研修 
講義だけでなく演習方式での知見定着 

岩手県農業普及職員の発展段階別育成 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  岩手県農業普及職員の発展段階別育成 
 

■ ねらい 

  農業普及職員が、協同農業普及事業の役割に沿って効果的な普及指導活動を行うため、岩手

県農業普及員育成基本指針（以下、「指針」という。）による発展段階別育成を図る。指導の

中核は農業革新支援専門員となり、農業革新支援専門員の業務内容には県重点プロジェクト及

び地域課題普及指導活動の推進だけでなく、農業普及職員の育成も含まれる。 
 

■ 活動対象 

  地域農業改良普及センターの農業普及職員183名（令和元年４月時点の配置） 
 

■ 活動経過 

（１）指針に基づく体系的取組 

   指針で目指すべき姿及び備えるべき能力を明確にし、普及指導員研修実施計画での集合研 

  修、普及指導員調査研究活動実施要領及びＯＪＴマニュアルでの所属ＯＪＴ、そして当人 

の自己啓発を組合わせた体系的な取組とした。 

 ア 普及指導員研修実施計画での集合研修 

    令和元年度当初に研修メニュー85コース、延べ280 

   名を位置付けた普及指導員研修実施計画を定め、年 

   間を通した研修に取組んだ。研修メニューのうち、 

   農業革新支援専門員が講師となる研修は51コース、 

   延べ174日間に達している。 

 受講者は、経験年数に応じた必須研修だけでな 

く、指針に含まれる発展段階自己確認表でチェック 

のうえ、自らが不足と認識する研修を受講する仕組 

みとしている。 

  イ 普及指導員調査研究活動実施要領及びＯＪＴマニュアルに基づく所属ＯＪＴ、自己啓発 

    普及指導活動とともに、調査研究活動を計画的に 

   実施することで、所属ＯＪＴの強化、自己啓発の意 

   識付けを高めた。令和元年度調査研究は64課題、延 

   べ247名の農業普及職員が取組み、ＯＪＴマニュア 

   ルも活用しながら、資質向上を進めた。 

（２）現地課題に対応できる研修の強化 

若手職員が急増するなか、普及指導員資格の確実な

  取得を進めるとともに、課長へは専門的コーチングス

  キルの定着を進めた。スマート農業やＧＡＰの普及拡

  大、大規模農業経営体への経営指導など、多様化する

  現地課題の解決に向けて、農林水産省主催の令和元年

  度全国研修に延べ40人を派遣したほか、高知県の大規模園芸経営体への職員派遣と、経営分野

  の研修メニュー充実で資質向上を進めた。 
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図１ 農業普及職員研修でのＡ評価割合 
３年連続で８割超過の満足度 

図２ 普及指導員資格試験の合格率 
３年連続で東北１位、全国上位の合格率 

■ 活動成果 

（１）８割超過の研修満足度 

農業革新支援専門員研修終了後に実施したア 

  ンケートにより､受講者の評価と改善点などを

  分析し､その都度、必要なブラッシュアップを

  図った｡ 

   この結果、研修満足度としてのＡ評価は３年

  連続で８割を超えた。 

（２）東北１位の普及指導員資格試験合格率 

若手職員の確実な育成に向けては、農業革新

  支援専門員による対象個人を捉えた丁寧な指導 

  が専門分野及び普及分野で実施された。 

この結果､合格率は平成29年度に92.9%(13/14 

  名)平成30年度に94.1%(16/17名)、令和元年度

  に83.3%(15/18名)と、３年間連続で東北１位、

  全国上位となった。 

（３）優良事例となる本県育成システム 

こうした一連の本県育成システムは、優良 

  事例として全国的に認知され、農林水産研修 

  所つくば館の全国新任農業革新支援専門員研 

  修で平成29年度～令和元年度に講義したほか 

  茨城県や福島県の普及職員研修にも講師対応し 

  ている。指針に基づく集合研修、所属ＯＪＴ、自己啓発が的確に作用し合い、発展段階別 

  の育成が上手くいっている優良事例として、全国的に評価された。 

 

 【全国先進経営体研修受講、令和元年12月10日～20日、高知県農業担い手育

成センター・次世代施設園芸団地（四万十とまと株式会社）へ派遣】 

大規模園芸経営体への派遣研修により、環境制御技術での栽培管理にはモ

ニタリングデータ等を活用し、農業者等と議論ができる体制まで踏込む普及

活動を学んだ。また、新規就農者の支援では、技術指導に留まらず、経営の

土台となる生産工程管理等を組込む視点が重要と認識した。 

所属職名：二戸農業改良普及センター 農業普及員  氏名：赤坂尚生 

 

■ 協働した機関 

  農業研究センター、関係機関 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

普及担当（佐藤賢）、経営担い手担当（葛巻美知子、成田恵美）、経営改善担当（三保野元

紀、大友英嗣、村田就治）、水田利用・生産環境担当（横田紀雄、渡邊麻由子、寺田道一）、

園芸担当（中野俊成、石川勝規、小原善一、高橋拓也）、畜産担当（多田和幸、平久保友美）、

県北園芸振興担当（松浦拓也、吉田泰） 

  執筆者：普及担当（佐藤賢）                     

８割 
超過 

 


