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◆ 普及指導活動の成果 

 

Ⅰ 「意欲と能力のある経営体の育成」に対する支援  

 

Ⅱ 「収益力の高い産地の形成」に対する支援 

   

 Ⅲ 「農産物の高付加価値化」及び 

       「農山漁村の活性化」に対する支援 

 

Ⅳ その他 
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経営体のニーズに応じた経営改善支援と経営継承支援の取組 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

地域農業の核となる経営力の高い経営体の育成 

（１）各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

（２）次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

 

■ ねらい 

県では農業改良普及センターの組織を見直し、平成 31 年度から大船渡及び宮古を除く各

農業改良普及センターに個別支援・指導を専門的に行う経営指導課を新たに設置し、大規

模経営体等の経営発展に向けた個別経営改善支援活動を開始した。このため、各地域にお

いて個別経営改善支援活動を効率的・効果的に進められるよう、支援手法の検証及び効果

的な取組等の共有化、支援担当者の経営改善支援に要する能力向上を取組のねらいとした。 

また、経営体の持続的発展といった視点から円滑な経営継承が必要となるが、経営継承

は単なる相続ではなく、①経営のノウハウや人脈といった無形の資産の継承が重要である

こと、②個々の経営体の実情に合わせた相応の準備期間と計画的な取組が必要であること、

③親世代と後継者世代の両方に対する働きかけが必要であることから、支援担当者の基礎

的知識の習得、支援手法蓄積、経営体への周知活動を取組のねらいとした。 

 

■ 活動対象 

（１）各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

ア 各農業改良普及センター支援担当者 

イ 各農業改良普及センターが支援対象とする大規模経営体等 

（２）次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

  ア 各農業改良普及センター支援担当者 

イ 各農業改良普及センターが支援対象とする経営継承の意向がある経営体 

ウ 各地域の認定農業者、岩手県農業農村指導士、農村青年クラブ員等（周知活動） 

 

■ 活動経過 

（１）各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

  ア 個別経営改善支援活動手法の検証及び共有化 

・各農業改良普及センターとの現地意見交換等を通じて、取組状況等の整理や業務推

進に向けた意見交換等を行った。 

・支援担当者に対するＯＪＴを兼ねて、実践形式によるパソコン簿記記帳及び財務分

析研修会の講師として対応した。 

・各経営体への外部専門家の派遣実績をもとに事例集を作成した。 

イ 個別経営改善支援活動担当者の支援能力向上 

・経営計画の作成、農業複式簿記・財務分析、労務管理等に関する研修会を開催した。 
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・いわて農業経営相談センターやＪＡ岩手県信連と連携し、相談対応手法や経営分析

手法等に関する研修会を企画した。 

（２）次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

ア 経営継承計画の作成支援による経営継承モデ 

 ル経営体の育成 

・各農業改良普及センターを通じて、経営継承 

 の啓発リーフレットを作成し、農村青年クラ 

ブ総会、認定農業者の研修会等において配布 

し周知した。（図１） 

イ 支援担当者の支援能力向上 

・新規就農支援担当者を対象に、経営継承支援 

に関する研修会を開催した。 

 

■ 活動成果 

（１）各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

各農業改良普及センターが独自に行った効果的な取組等を共有するとともに、経営改 

善支援の考え方や流れ等を随時整理しながら提示したことにより、業務推進に向けた意 

識が徐々に統一されてきた。 

42 経営体が税理士や社会保険労務士等の外部専門家を活用し、法人化や経営継承に伴 

う税制上の留意事項、就業規則や労働・社会保険、経営診断と経営の方向性等の助言を 

受けており、経営改善の取組を進めるにあたり高い評価を得ている。 

支援担当者向けの研修会は総じて好評であり、現地において大規模経営体等を対象と 

して財務諸表分析や複式簿記記帳支援を行うなどの研修効果が表れている。 

（２）次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

啓発リーフレットの配布や研修会の開催等を通じて、経営継承に向けた計画的な取組 

の必要性について理解が得られつつあり、外部専門家を活用しながら経営継承に向けた 

準備等を開始している事例が見られた。 

 

【普及指導活動外部評価検討会から】 

経営改善支援では教科書的・マニュアル的な指導には限界があり、対象経営体の課題の

背景を理解し、多様な支援ニーズに対応できる普及指導員の育成が求められる。そのた

め、革新支援専門員として、経営改善支援を担当する普及指導員の能力向上や業務推進に

向けた環境整備を活動内容に位置づけている点はとても評価できる。 

（外部評価委員：秋田県立大学 上田賢悦 准教授） 

■協働した機関 

各農業改良普及センター、いわて農業経営相談センター、ＪＡ岩手県信連 

 

■農業普及技術課農業革新支援担当 

経営改善担当(三保野元紀、大友英嗣、村田就治)、経営担い手担当(葛巻美知子、成田恵美) 

執筆者：三保野元紀 

図１ 経営継承の啓発リーフレット 
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米・麦・大豆の低コスト化や園芸作物導入等による収益拡大モデル経営の育成         

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  持続的経営が展開できる集落型農業法人の育成 

 

■ ねらい 

  米消費量の長期的減少が見込まれ、米を主要な経営作目とする集落型農業法人を取り巻く環

境は年々厳しさを増している。また、組合員の高齢化や担い手不足などの環境変化に対して、

各法人は、組織運営体制の見直しや強化など的確な対応が求められている。 

こうしたなか、持続的な経営安定を図るため、各法人においては、土地利用型作物（米・麦

・大豆）の生産コスト低減や園芸品目導入等による収益性向上、組織運営体制の強化を図る必

要があり、各農業改良普及センターにおいても集落型農業法人への支援体制の強化が求められ

ている。 

  このため、県重点プロジェクトとして、令和４年度を目標年度に各農業改良普及センターや

農業研究センター等と連携し収益拡大していくことができるモデル経営体を育成するとともに

、支援活動を通じた①支援事例の積み上げと②事例集の作成により、普及センターにおける「

育成・支援手法の確立」を図ることをねらいとして活動を展開している。 

 

■ 活動対象 

法人名 普及センター 

(農)水分農産 盛岡 

(農)二子中央営農組合 中部 

(農)いさわ南部 奥州 

(農)おくたま農産 一関 

(農)サンファーム小友 大船渡 

(農)金田一営農組合 二戸 

 

■ 活動経過 

（１）個別支援活動(モデル経営体の育成) 

   各普及センターが主体となり関係機関と連携して各法人において次の支援活動を実施した。 

項目 取組と支援内容 

米・麦・

大豆の低

コスト化 

・業務用多収水稲品種「ゆみあずさ」「つきあかり」や飼料用品種「たわわっ

こ」の導入に係る肥培管理指導及び生育調査 

(業務用多収品種：(農)A、飼料用品種：(農)B) 

・水稲直播栽培、酒米、大豆の単収向上に向けた肥培管理指導 

(水稲直播：(農)B、酒米：(農)C) 

・水稲のスマート農業技術導入に向けた収量コンバイン実証やドローンによる

生育調査((農)C) 

園芸品目

の導入 

・たまねぎの単収向上に向けた土づくり、育苗管理等に関する指導や栽培マニ

ュアル作成((農)D、(農)E) 

・ばれいしょの単収向上に向けた植付深度と収量の関係性把握（試験）((農)F) 
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組織運営

体制強化

や担い手

育成等 

・中期計画の作成に向けた経営分析((農)E) 

・担い手確保に向けた現地見学会や社会保険労務士と連携した雇用環境整備（

就業規則見直し）の支援((農)E) 

・トヨタ式カイゼン活動の定着支援(小集団活動の取組支援)((農)C) 

・営農管理支援システムの導入や定着支援((農)B、(農)C、(農)E) 

（２）担当者会議 

   担当者会議（7/8、11/21、3/2）を開催し、各法人の支援活動状況や全県的な集落型農業法 

人の経営課題等を情報共有した。また、集落型農業法人の支援手法の確立に向けた意見交換 

を実施した。 

 

■ 活動成果 

（１）個別支援活動(モデル経営体の育成) 

項目 成果 

米・麦・

大豆の低

コスト化 

・「ゆみあずさ」単収660kg/10aで法人の目標単収630kgを達成。肥料代の増加

を考慮しても収益が改善((農)A) 

・水管理技術が向上し直播栽培の単収増加(「つぶゆたか」520kg/10a)((農)B) 

・作業スケジュール見直し等により水稲単収前年比14%、大豆単収前年比57%増

加。また、収量コンバインの結果に基づく次年度の施肥設計見直し((農)C) 

園芸品目

の導入 

・肥培管理の改善等によりたまねぎの単収増加 

                 （3.0t/10a：(農)D、2.4t/10a：(農)E） 

・圃場での収穫ロスでばれいしょの製品ベース単収1.5t/10aと伸び悩み((農)F) 

組織運営

体制強化

や担い手

育成等 

・品目別損益計算や損益分岐点分析等による経営課題の把握（(農)E） 

・担い手(新規雇用)の確保2名と就業規則見直し（(農)E） 

・営農管理支援システムやトヨタ式カイゼン活動の定着 

 (アグリノート：(農)E、豊作計画及びカイゼン活動：(農)C、Z-GIS：(農)B) 

（２）育成・支援手法の確立 

   令和４年度の事例集の作成に向けて、担当者会議等で個別支援活動の成果を整理共有 

した。また、集落型農業法人の効果的な支援活動に向け支援様式や集落型農業法人を取 

り巻く問題点の整理を行った。 

 

 

 

 

限界利益に着目した品目別損益分析等の経営分析手法を理解することがで

きた。また、経営課題の把握や中期計画の検討を通じて経営改善に向けた従

業員間の意識が整いつつある。（サンファーム小友 金澤係長） 

取組した経営分析は、法人から課題を整理するうえで大変効果的であった

と評価をいただいたところ。次年度は整理した課題に基づく中期計画の作成

に力点をおき、専門家とも連携してモデル経営体の育成を図りたい。 

（大船渡普及 藤井上席） 

所属職名： (農)サンファーム小友 係長         氏名：金澤はるみ 

     大船渡農業改良普及センター 上席農業普及員  氏名：藤井伸行 

■ 協働した機関 

  農業改良普及センター(盛岡、中部、奥州、一関、大船渡、二戸)、岩手県農業研究センター 

農業経営研究室、東北農業研究センター※１、県南広域振興局※２ 

  ※１ (農)水分農産の協働機関 ※２ (農)いさわ南部の協働機関 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  経営改善担当（課員：三保野元紀、大友英嗣、村田就治） 執筆者：村田就治   
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研究グループ活動を通したりんご後継者への技術習得支援 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  持続的な果樹産地の育成 

 

■ ねらい 

  盛岡地域では、生産者の高齢化や後継者不足により、りんごの栽培面積が減少しており、今 

後も更に減少することが予想される。 

そのような中、滝沢市のりんご栽培では、１戸あたりの栽培面積が比較的大きく、後継者が 

確保されている。また、後継者によるグループ活動も古くから盛んに行われてきた。 

しかし、滝沢市では近年も新しいりんご後継者が増えているが、技術が未熟な者も見られて 

いる。 

そこで、後継者が相互に意見交換しながら技術習得を図ることを目的に、滝沢市のりんご後

継者に対し、研究グループの設立と活動を支援した。 

 

■ 活動対象 

グループ名：ダニ剤さらば 

構成員：滝沢市のりんご後継者４名 

 

■ 活動経過 

（１）研究グループ設立に向けた支援（平成29年度） 

普及センターが把握している滝沢市のりんご後継者に対し、普及センターが打合せの場を 

設けた。 

集まった後継者に対し、地元の先進農家により検討が進められている「土着天敵を活用し 

たハダニ類防除」を研究テーマに、グループ設立を提案した。提案した研究テーマは後継者 

が関心を持っていた内容であったため、打合せの出席者からの賛同を得、研究グループ活動 

を進めることになった。 

（２）活動支援 

ア 平成30年度 

カブリダニ類の保護に関する研究成果等を提示し、調査内容を構成員と検討した。検討 

の結果、カブリダニ類を保護できる下草管理方法に着目することになった。さらに具体的 

な調査内容や方法を助言した結果、下草管理方法が異なる構成員の園地４ヵ所でカブリダ 

ニ類の発生を調査することで、カブリダニ類が定着しやすい下草の条件を検討することと 

した。 

情報を共有するため、調査は全員で全ての園地を巡回する形式とした。調査の際、樹上 

のカブリダニ類の他、園地の管理状況も確認した。 

調査は自主的な活動を重んじ、構成員のみで実施したが、実績検討には普及センターも 

参加し、調査結果の分析方法を助言した。 

調査の結果、７月上旬に草刈りをしなかった園地（４ヵ所中３ヵ所）では、７月中のカ 

ブリダニ類の頭数がハダニ類の頭数を上回った。このことから、カブリダニ類が定着する 

条件として、草刈りの時期が重要であることが示唆された。 
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イ 令和元年度 

平成 30 年度の調査結果から、カブリダニ類が定着しやすい条件として、草刈りの時期が 

重要と示唆されたが、草刈りの高さの影響については未検討であった。そのため、下草の 

高さの違いでカブリダニ類の発生量が異なるか、実証圃を設置して調査を行うこととした。 

調査の結果、６月下旬～８月下旬に草刈りを行い、下草の高さを15cm以上とした区では､ 

２週間ごとに短めに草刈りをした区と比べて、ハダニ類の発生頭数は半分程度であり、８ 

月下旬のカブリダニ類の発生頭数が多かった。このことから、下草の高さがハダニ類とカ 

ブリダニ類の発生に影響することが示唆された。 

 

■ 活動成果 

（１）構成員の関心が高い内容を研究テーマとしたため、主体的な活動が展開された。 

（２）全員での園地巡回を通じ、経験が少ない後継者は、ベテラン後継者の栽培管理を定期的に 

確認することができた。また、ベテラン後継者は、経験が少ない後継者への指導を通じて、 

自身の改善点の発見につながった。 

（３）活動２年目となる令和元年度には、自発的に視察研修や実証圃の設置が行われるなど、活 

動意欲が向上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カブリダニ類発生調査の様子（平成 30 年度）   岩手県農業研究センターへの視察研修の様子 

（令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、地域でもカブリダニ類の存在は確認されてきましたが、今回

の活動を通じて、各園地における実際の発生動向を確認することができま

した。 

今後も調査を継続し、防除コスト低減のための技術を検討していきたい

と考えています。 

所属職名：ダニ剤さらば代表 氏名：井上真吾 

 

■ 協働した機関 

  農林水産部農業普及技術課革新支援担当、岩手県農業研究センター病理昆虫研究室 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  産地育成課（果樹担当）（課員：及川耳呂、泰広和） 執筆者：秦広和                    
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若手女性農業者の育成 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  次世代の担い手の育成 

 

■ ねらい 

  将来、地域の核となる若手女性農業者を掘り起こし、経営や技術等の学びの場の提供や交

流による相互研鑽により、農業及び地域の担い手としての能力向上を支援する。 

 

■ 活動対象 

  若手女性農業者とそのパートナー 

 

■ 活動経過 

（１）若手女性農業者の掘り起こし 

  ア 関係機関と連携した、重点支援対象者リストの整備(Ｈ29.9～) 

普及センターで把握する管内の若手女性農業者の名簿と、関係機関が把握する情報を照合

して選定した20～40代の重点支援対象候補者に対して、市町・JA担当者と普及職員が一緒に

なり個別に面談し、経営概要、家族概況、研修ニーズ等の聞き取りを実施。 

  イ 重点支援対象者リストの共有 

多方面から支援できるよう、個別面談結果を反映させた重点支援対象者リストを市町・JA

と共有。 

（２）若手女性農業者を対象とした研修会・講座の開催 

  ア 「盛岡地域農業女子ジャンプアップ講座」の開催 

若手女性農業者を対象に、農業技術基礎の習得並びに経営管理力向上をねらいとし、全４

回開催。夫または家族との受講や、託児サービスが利用可能な講座を設定。講座開催後に毎

回「盛岡地域農業女子 ジャンプアップ！通信」を発行し、参加者だけでなく参加できなかっ

た対象者にも送付して情報を提供。 

  （ア）第１回：ほ場見学・現地研修(9/2) 

（イ）第２回：農業機械取り扱いセミナー(9/19) 

（ウ）第３回：農業の働き方改革ワークショップ(11/21) 

（エ）第４回：経営力向上の取組事例紹介・意見交換(2/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ジャンプアップ講座で真剣に話を聞く参加者 ジャンプアップ！通信(第 4 号) 
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イ 「盛岡地域若手女性農業者交流会」の開催 

盛岡広域の若手女性農業者を対象に、交流促進をねらいとし、八幡平農業改良普及センタ

ーと合同で開催(1/21)。 

 

■ 活動成果 

（１）若手女性農業者の掘り起こし 

ア 個別面談により農業と家庭内での役割、育児の有無、課題・悩み、支援希望等、支援対象

候補者の状況が詳細に確認でき、その後の支援の参考となった。関係機関と連携したリスト

整備は、(Ｈ29年度末)27名→(Ｈ30年度末)29名→(Ｒ1年度末)37名と充実。 

イ 雫石町、矢巾町では町独自で若手女性農業者交流会等を開催しており、リストが活用され

ている。 

ウ 関係機関と情報共有しながら、今後も、新たな支援対象候補者や動きの見えない重点支援

対象者への個別面談を継続して行うことが必要。 

（２）若手女性農業者を対象とした研修会・講座の開催 

  ア 多様なテーマを盛り込んだジャンプアップ講座の開催を重点支援対象者以外にも案内した

ことにより、新たな若手女性農業者の掘り起こしにつながった。 

イ ジャンプアップ講座の参加者アンケートの結果、他の農家の経営環境や農業機械操作のポ

イントを知る機会となり農業者としての意識が向上した、同年代の参加者同士で夢を語った

り日頃の悩みを共有し合うことで、リフレッシュと励みにつながったとの意見があり、研修

満足度は86～100％と好評だった。 

また、集合研修に初参加の方の中には、学び・交流の場を探していた方が多かったこと、

一方で、講座や交流会に不参加の人の中には、出産、子どもの体調不良、家族との調整等、

対象となる若手女性ならではの様々な理由があって参加できない人もあったことから、この

ような若手女性農業者向けの研修・交流の機会があることを、今後も、広く案内していくこ

とが必要。 

 

 

 

 

 

昨年度に引き続き、ジャンプアップ講座に参加しました。同年代の農業者

と知り合いになり、日頃の農作業の中で他の人のことをふと思い出すことが

あると、皆も頑張っているんだと自分の励みにもつながっています。 

第４回講座には夫と参加し別々のグループで情報交換したのですが、『今

年の目標宣言』では二人で同じことが発表できたので、絆を感じ、目標に向

かって頑張っていこうと強く思いました。 

所属職名：花き生産者(雫石町)   氏名：細川睦 

 

■ 協働した機関 

  管内市町、JA 新いわて、JA いわて中央 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：千葉美由喜、藤原千穂、髙橋晋、田村恵里佳、上野美咲） 

  執筆者：藤原千穂                     注：２ページの体裁とする。 
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農業経営の発展に向けたオーダーメード型支援 

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  企業的経営体の育成 

 

■ ねらい 

  農業就業人口の減少や高齢化の進行、認定農業者数も漸減している一方で、販売額3,000万円

以上の経営体数は増加傾向にある。 

  地域の農業が将来にわたり維持・発展していくためには、こうしたトレンドを踏まえ、一定

規模以上の経営体が生産の太宗を担う構造を確立していくとともに、生産基盤の次世代への継

承や、雇用の受け皿としての機能も有する「企業的な経営感覚を有する農業者」を育成してい

くことが重要である。 

また、地域農業を支える経営形態の一つとして、集落型営農の取組を進めてきたところであ

るが、任意団体の集落営農組織が依然として多いことから、法人化の促進を含め、経営発展に

向けた支援が必要である。 

 

■ 活動対象 

  リーディング経営体（候補者含む）、経営発展・経営改善に意欲的な認定農業者、集落営農

組織（任意組織、法人） 

(注)リーディング経営体とは、年間販売額３千万円以上または年間農業所得１千万円以上を確保する経営体 

 

■ 活動経過 

（１）リーディング経営体など「支援経営体」の明確化と経営発展支援 

  ア 支援対象（支援経営体候補）の洗い出し 

これまでの普及活動や農業経営改善計画の内容、経営講座等の受講状況、経営の意向に

関するアンケート調査結果等を参考に、支援対象となり得る経営体として、119経営体をリ

ストアップした。 

  イ 令和元年度において支援を行う経営体の選定 

    アの119経営体のうち、支援の優先度が高いと判断される35経営体について電話・訪問に

より意向を確認。経営改善の意向を示した27経営体を「支援経営体」として位置づけた。 

  ウ 相談カルテの作成 

    支援の継続性を確保するため、支援経営体から経営課題や対応方向等を聞き取り、相談

カルテとして整備 

エ 専門家派遣による個別支援の実施 

経営体個々の課題を解決するため税理士等の専門家と連携した支援を実施した。 

(ア) 経営移譲と法人化に関するグループ学習会(8/9、３経営体) 

(イ) 農業経営研修会(法人経営における労務管理)(11/20、10経営体、うち集落３組織) 

(ウ) 農業経営研修会(知っておくべき改正消費税)(12/24、23経営体、うち集落１組織) 

(エ) 税理士等による個別相談(延べ17経営体) 

(オ) 先進事例視察研修の実施支援(1/24、１経営体) 
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（２）集落営農組織の法人化促進・経営発展支援 

  ア 未法人の組織に対する相談活動 

２組織を重点支援対象に選定するとともに、法人化に向けた手順や法人化後の組織運営 

のあり方等について助言 

イ 営農組織の設立支援 

ほ場整備事業実施予定地区における営農ビジョン作成・営農組織設立に向けた留意事項 

等について助言 

  ウ 農業経営研修会への参加誘導（上記（１）のとおり） 

  エ 法人化後の集落営農組織に対する生産管理指導（病害虫防除、作業改善等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１）法人化の判断や、経営継承に向けた準備、経営者が実施すべき労務管理等、経営体それぞ

れの課題解決に向けて具体の道筋をつけることができた。 

   なお、経営継承については、農業者の関心が高まっていると考えられる。 

（２）集落営農組織について、法人化の意思決定はされたものの、法人設立後の運営体制等につ 

いて詳細が詰められていないなど、継続した支援が必要である。 

また、高齢化等を背景に、営農組織の法人化を断念したいとの声も出てきており、人・農 

地プランの実質化の動きと併せ、地域の話し合い活動等を支援していく必要がある。 

 

 

 

 

 

稲作中心の家族経営で、今後さらに規模拡大を進める計画であり、乾燥調

製受託も増えていることから、雇用を確保する上でも法人化するべきかどう

か悩んでいた。 

税理士等専門家のアドバイスにより、一般論ではなく、自身の経営実態を

踏まえた法人化のメリット・デメリット、具体的な手続き方法等について理

解することができ、法人化を決断した。法人運営にあたっては、不安なこと

もあるが頑張っていきたい。 

氏名：立柳慎光 

 

■ 協働した機関 

  岩手農業経営相談所、管内市町及び農業協同組合 

 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  経営指導課（課長：伊藤一成、課員：千葉賢一、藤澤真澄）   

  経営指導課(岩手駐在)（課長：高橋昭喜、課員：茂呂勇悦、千田裕、高橋修、細野ちはる） 

  執筆者：伊藤一成   

専門家による個別経営相談 集落営農組織への生産管理指導 



29 

 

若手りんご生産者グループ「ＴＨＥ ＲＩＮＧＯ ＳＴＡＲ」の取組        

【中部農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  園芸産地の生産構造の強化 ③果樹産地の生産構造の強化 

 

■ ねらい 

産地の維持に向けた次期担い手組織の育成に資するため、若手りんご生産者グループ 

「ＴＨＥ ＲＩＮＧＯ ＳＴＡＲ」の活動を支援する。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて花巻 若手りんご生産者グループ(グループ員 20名) 

 

■ 活動経過 

（１）技術向上 

  ア 新たな品目の導入検討 

温暖化に対応した８月下旬～９月にかけての収益確保に向けた新しい経営品目として、 

もも栽培の検討・試験導入を継続して進めている。栽培・剪定技術を学ぶため、ＪＡ平泉 

のもも栽培指導会へ参加(6/21、７名)したほか、青森県南部町のもも先進農家を視察した( 

7/11、10名)。 

  イ いわて純情りんごコンテストへの出品 

平成26年から継続して出品している「いわて純情りんごコンテスト」へ、グループ内で 

役割分担を行い、戦略的に上位入賞を目指して出品した(第１部10/17、第２部11/20)。 

  ウ りんご剪定交流会 

剪定技術のレベルアップを目的に、グループ員の圃場で、グループ員が講師となり剪定 

交流会を開催した(1/17、14名)。 

   

（２）花巻産りんごのＰＲ活動 

  ア 保育園児による「紅いわて」収穫体験 

保育園児への食育やりんごの消費拡大を目的に、花巻市東和町の小山田保育園の園児を 

対象に「紅いわて」の収穫体験を実施した(9/25、16名)。 

  イ 小学生を対象としたりんご出前授業・青空授業 

小学生が地域のりんごに興味を持つことをねらいとし、地元の小学校で給食に地元産り 

んごが提供されるタイミングに合わせ、花巻市宮野目小学校３年生を対象に出前授業を受 

け持った。 

また、小学生が五感で理解を深められるように、りんご園地での栽培管理や収穫作業を 

体験してもらう青空授業も実施した(9/18、10/18、53名)。 

 

■ 活動成果 

（１）技術向上 

  ア 先進地視察では、ももの仕立て法の一つである「大藤流仕立て」について学び、現地生

産者との情報交換を通して着実にもも栽培技術への理解を深めた。 
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  イ 「いわて純情りんごコンテスト」において、総合の部で最優秀賞を受賞する快挙を成し 

遂げた。グループ員の自信となっただけでなく、部会全体の良品生産への意欲向上へつな 

がった。 

ウ りんご剪定交流会では、グループ員が講師となることで普段の剪定作業での疑問につい 

て気軽に質問することができ、主に経験の浅いグループ員とって有意義な時間となった。 

特に、４～５人の小グループに分かれて一本の樹を剪定する作業では、話し合いながら剪 

定を行うためそれぞれの方法や考え方を学ぶ機会となっている。 

     

（２）花巻産りんごのＰＲ活動 

ア 幼児・児童に対する食育活動や授業では、子供たちや先生方から好評であり、グループ 

員の活動の励みになっている。 

イ 「紅いわて」の収穫体験や青空授業は、新聞やテレビ等のメディアにも取り上げられ、 

若手りんご生産者グループの活動や花巻産りんごの知名度向上に結び付いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は、ついに念願だった純情りんごコンテスト総合の部で最優秀賞を受

賞することができ、グループの活動に弾みがつきました。収穫体験や出前授

業では、子供たちのはじける笑顔から元気をもらっています。 

 来年は、純情りんごコンテストでの連覇を目標に作戦を立てて取り組むほ

か、ももの共同園地巡回や研修会など、グループ員が興味を持っていること

や経営に役立つ知識や技術の習得を目指して活動していきたいと考えていま

す。 

所属職名：若手りんご生産者グループ 会長   氏名：小原忍 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて花巻 

 

■ 中部農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：高橋司）   

  産地育成課（課員：戸田沢ひかる） 

  執筆者：戸田沢ひかる 

写真１：コンテスト出品物選定の様子 写真２：青空授業 
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花巻市ワンストップ就農相談窓口による新規就農者支援        

【中部農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者の育成・確保 

 

■ ねらい 

  新規就農希望者への支援内容は多岐にわたり、関係機関・団体が個々に相談対応する従来の

方法では、相談者の負担が大きい等の課題がでていた。そのため平成30年度に各種相談機能を

集約して「花巻市ワンストップ就農相談窓口」を設置した。設置から２年目となる今年度は相

談対応を充実させ、相談者を効率的・効果的に就農に結び付けることを目的とする。 

 

■ 活動対象 

  新規就農希望者 

 

■ 活動経過 

（１）花巻市ワンストップ就農相談窓口（平成30年６月設置） 

  ア 構成機関・団体（令和２年３月現在の組織名称） 

花巻市農林部農政課、花巻市農業委員会事務局、花巻農業協同組合花巻地域営農グルー

プ、県南広域振興局農政部花巻農林振興センター、中部農業改良普及センター 

  イ 相談日 

（ア）原則として毎月第２水曜日９時 30 分～12 時、相談は予約制 

（イ）相談窓口対応が終了した後に、新規就農者に関する情報交換会をワンストップ相談窓

口構成員で検討、情報共有及び今後の支援内容等について協議 

（２）今年度の活動 

ア ワンストップ就農相談窓口の相談活動 

（ア）相談窓口の周知と相談申込 

   花巻市ホームページ及び花巻市広報で周知、相談申込先は普及センター 

（イ）相談の進め方 

・１回目はワンストップ就農相談窓口が対応し、   

就農に向けて課題を洗い出し解決方向を助言 

・２回目以降は、課題毎に相談者と関係機関・団   

体で相談実施 

・課題の内容や進捗状況に応じては、再びワンス 

トップ就農相談窓口で対応 

（ウ）ワンストップ就農相談窓口の相談者数 

・1 年間の相談者数は 15 人（相談者のうち、 

 農家後継者 10 人、非農家５人） 

    （月別の相談者数） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

０ ４ １ ２ ０ １ ０ １ ０ １ ３ ２ 

イ ワンストップ就農相談窓口定期相談会日以外の相談 

他産業勤務や遠隔地居住等の都合により、相談希望者が定期相談日に相談ができない場合 

には、市と普及センターが中心となり対応（年間相談者数は 11 人） 
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■ 活動成果 

（１）相談体制 

   新規就農希望者にとって相談先が不明確であることや、関係機関・団体毎に相談を行う負

担が解決された。 

（２）就農希望者の発展段階に応じた指導 

   新規就農者希望者の習得している栽培技術等の発展段階に応じて、必要な見学や研修、就

農準備について、主に普及センターが提案して関係機関・団体の連携し、ワンストップ就農

相談窓口の中で方向付けを行った。そのうえで２回目以降の相談等に進むことにより、各相

談者の就農に向けた発展段階は高まった。 

ア 個別の事例（２回目以降の相談等） 

Ａ氏：市と普及センターと青年等就農計画を、JAと栽培資材等を、各々打合せ 

    Ｂ氏：普及センターとＪＡが農業法人の見学を設定、他産業勤務の休日に体験研修 

    Ｃ氏：ＪＡの紹介により農業法人で研修、普及センターは受入経営体支援 

イ ワンストップ就農相談窓口での相談者15人の１回目相談後の状況 

・２回目以降の課題毎の相談に進んだ８人 

・１回目の相談だけで必要な情報を得た５人（補助金や融資、研修の情報） 

    ・１回目の相談で就農には進まないことに決定２人 

（３）新規就農者の定着支援 

   花巻市ワンストップ就農相談窓口の活動は、新規就農者確保のための相談等や計画作成指 

導だけではなく、定着のための活動、特に農業次世代人材投資資金経営開始型の対象者の現 

地指導を構成機関・団体の連携で行い、新規就農者の経営改善を図っている。 

（４）今後の課題と改善策 

   「花巻市新規就農者確保・育成アクションプラン（令和２～４年度）」に、花巻市ワンス 

トップ就農相談窓口が位置づけられた。今後、花巻市ワンストップ就農相談窓口として、関 

係機関・団体の役割分担詳細や推進方法についてのマニュアルを定め、新規就農者確保・育 

成を推進する。 

 

 

 

 

 

 ワンストップ就農相談窓口を開設する前は、新規就農に関する相談に対応

しながら、問い合わせが多種多様であるため、行政だけでの対応では限界が

あると感じていました。 

 普及センターの主導により、ワンストップ就農相談窓口を開設したことに

より、相談者の利便性の向上が図られているのも感じています。 

 今後は、相談に来た方が、慎重に判断したうえで就農していただき、引き

続き関係機関による指導や助言を行い、新規就農者の育成・確保に努めてい

きたいと考えています。 

所属職名：花巻市農林部農政課 農政係長      氏名：伊藤聡美知 

 

■ 協働した機関 

  花巻市農林部農政課、花巻市農業委員会事務局、花巻農業協同組合花巻地域営農グループ、

県南広域振興局農政部花巻農林振興センター 

 

■ 中部農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：櫻田弘光、藤原敏） 

  執筆者：櫻田弘光                      
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胆江地方ニューファーマー育成プログラムの展開        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  次世代経営体の確保・育成 

 

■ ねらい 

胆江地方は県内有数の果菜産地であるが、高齢化と後継者不足により面積・栽培者数が減少

している。そこで、平成26年度に師匠制度を特徴とする、胆江地方ニューファーマー育成プロ

グラム（以下、育成プログラムという）を創設し、関係機関で連携して新規就農者の確保育成

に取り組み、新規就農者の早期の経営確立と果菜産地の再興をめざした。 

 

■ 活動対象 

  胆江地方の就農希望者、新規就農者 

 

■ 活動経過 

（１）育成プログラムによる取組み 

ア 就農希望者の確保 

胆江地方の主要品目について、農業現地見学会や月１回の 

「就農相談の日」の開設、農業体験研修を通じて就農希望者 

を広く募集。 

イ 就農準備の支援 

  管内の先進農家を受入経営体とし、実践的な研修を実施。 

並行して、就農に必要な農地・施設等の取得や就農計画作成 

を市町、ＪＡ、専門部と連携して支援。 

   ウ 就農後の支援 

     ＪＡ、専門部と協議し、就農地の近隣の先進農家を師匠に 

選定。師匠との信頼関係の元、指導事項の共有、定期的（週 

１回）な個別巡回等を通じて１年目で農業で生活ができる技 

術を習得できるよう支援。 

（２）ＪＡ江刺トマト専門部を対象とした新たな取組み 

   ア 産地の課題の明確化 

     平成28年に専門部と連携して産地分析を実施。専門部は 

新規就農者の育成を活動の重点に位置付け。 

   イ 新規就農者向け指導会の開催 

平成27年から普及センター主催で新規就農者向け指導会を 

月１回開催。平成29年度に師匠が主導する勉強会に発展。 

ウ 若手グループによる技術革新に向けた研究活動 

平成31年から専門部役員（師匠含む）と新規就農者を中心 

に、環境計測装置（アルスプラウト）を導入。環境計測や生 

育調査等の各圃場データを共有し、師匠の技術を可視化して 

習得できるよう支援。 

   

環境計測装置の導入 

師匠による月１回の

勉強会 

就農計画作成支援 
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■ 活動成果 

（１）成果 

ア 新規就農者の確保 

  育成プログラムにより平成27年から継続的に新規就農者を確保。 

イ 早期技術習得と産地維持 

ＪＡ江刺トマト専門部の新規就農者は、全員が初年度に専門部平均以上の単収を達成｡ 

新規就農者の出荷割合の増加（R１：数量23％、金額24％）による産地維持が図られつつ 

ある。 

ウ 専門部活動の活性化 

  環境計測の取組みが専門部の活動として始動。また、プログラム１期生が令和２年の 

専門部役員として２名選出されるなど、専門部の中心的役割を担うまでに成長。 

（２）普及活動のポイント 

ア 関係機関の役割分担を明確にし、支援の方向性をコーディネート 

     ⇒様々な意見を聞きながら支援の道筋を付けていく調整力を発揮できたこと 

イ 所内での情報共有、連携 

⇒個別の課題に迅速に対応できるスペシャリスト機能を発揮できたこと 

ウ 産地のキーパーソンとなる受入経営体、師匠と連携した支援 

     ⇒普段の普及活動の積み重ねによる信頼関係を構築したこと 

（３）残された課題と対応策 

   ア 受入経営体、師匠が固定化しており負担が大きくなってきたことから、師匠後継者を 

育成し、持続可能な育成体制を構築する。 

イ トマトでの成功事例を他部会にも波及し、胆江地方の果菜産地再興に繋げる。 

ウ 環境計測で得られた成果を活かし、夏秋作型での環境制御モデルを確立することで、 

さらなる技術力の向上を目指す。 

 

 

■ 協働した機関 

  胆江地方農林業振興協議会担い手育成支援班、JA 江刺トマト専門部 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：千葉守、岩渕瑛子）   

  産地育成課（課員：佐々木裕二、松橋伊織） 

経営指導課（課員：佐藤美和子） 

  執筆者：岩渕瑛子                   

 

 

 

 

 

 

 

 私はトマト栽培を始めて６年目になります。ほぼ素人状態での就農でした

が、JA江刺トマト専門部と普及センターによる師匠制度の取組みにより、栽

培しながら専属の師匠からノウハウを学ぶことができ、就農１年目から高反

収を達成し、現在も安定した経営を続けられていると思います。 

今後も品質・生産性・反収向上を目指し、これからの『トマト産地江刺』

を支える人材になれるよう努力し続けたいと思います。 

所属職名：JA江刺トマト専門部新規就農者（育成プログラム１期生） 氏名：𠮷𠮷田雄次郎 
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企業的経営を目指す経営体の経営改善活動の支援 

【奥州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 

 

■ ねらい 

  奥州地域の農業経営体数は減少傾向にあり高齢化も進んでいる。このような中で、所得額 

1,000万円以上の農家数は増加傾向にあり、農業生産において少数の大規模層が地域農業を支え 

ていく構造となることが予想されている。そこで、意欲と能力のある経営体を育成するため個 

別の経営課題に即した経営改善に係る支援を行う。 

 

■ 活動対象 

  管内の支援経営体（個人、営農組織）35戸（組織） 

 

■ 活動経過 

 （１）支援の経過 

ア 支援経営体候補の選定 

支援経営体を特定させるため、支援経営体候補リストの作成に着手した。候補リスト 

は、今後持続的な発展が期待される経営体、経営改善に意欲ある個人経営体、地域の核 

となりそうな集落営農組織などでこれらから約100戸を選定した。 

イ 支援経営体候補への支援希望の意向確認およびカルテの作成 

支援経営体候補として選定した中から、今年度意向確認を予定した35経営体すべてが 

経営改善に取り組む意向を確認した。これを受けて相談カルテの作成に着手し、21の経 

営体を重点指導農業者に位置付けた。残る支援経営体についても必要に応じて重点指導 

農業者に位置付けていくこととしている。 

ウ 相談・支援要請分野の把握 

カルテ作成の過程で、支援経営体では生産技術や雇用・労務に関する支援、重点指導 

農業者では法人化や税務・財務、施設整備等に関する支援の要請が多いことを把握した｡ 

エ 支援経営体の経営上の課題の把握 

雇用・労働力に関するものでは、高齢化に伴う労力不足への懸念や経営規模拡大に伴 

う雇用の確保、資金調達・工面に関するものでは運転資金、機械導入費用の工面があげ 

られ、課題を特定したうえでオーダーメイドで個別に支援を実施することとした 

オ 課題解決のための関係機関との連携、役割 

支援にあたり、関係機関と連携をとりながら進めることとし、ＪＡでは法人化支援・ 

資金調達支援、市町では行政手続き支援・事業活用提案、普及センターでは技術支援な 

ど各機関が強い分野を中心的に担うことで効果的な支援に努めた。 

 

（２）支援の実例 

  ア 肉牛一貫、水稲経営体の実例 

   ・目標：事業承継ならびに法人化 

   ・支援内容と結果：税理士、社労士を活用しながら法人化後の事業の方向性や経営課題を 

検討。ＪＡが中心となり法人化の事務手続き支援を実施した結果、法人登記に至った。 
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   ・今後の課題：法人化後の労力確保、牛舎整備、運転資金の確保 

  イ 施設きゅうり経営体の実例 

   ・目標：単収向上、経営の安定化 

   ・支援内容と結果：環境制御技術導入（事業活用）および栽培技術支援（農研セ連携）。

県版ＧＡＰ取得支援、加工品開発・販売支援 

   ・今後の課題：労力の確保と雇用管理、単収向上による収益の向上 

  ウ 施設ピーマン経営体の実例 

   ・目標：法人化による経営規模拡大 

   ・支援内容と結果：普及センター、ＪＡ等による栽培技術支援、雇用確保のための農福連

携への取組支援、ハウス導入事業支援 

   ・今後の課題：雇用管理の適正化、労力の確保、法人化 

   

■ 活動成果 

 ・生産者自らが自己課題および今後の経営の方向性を明確化できた。 

 ・税理士等の専門家の活用による適切な事業承継が図られた。 

 ・集落営農組織の法人化が図られた。 

 ・経営安定化のための方策案が検討された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 1 本人を交えたチーム員による支援    写真 2 専門家による個別相談会 

 

■ 協働した機関 

  奥州市、金ケ崎町、ＪＡ岩手ふるさと、ＪＡ江刺、県南広域振興局農政部、いわて農業経営 

  相談センター 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：佐藤成利、和野重美、川守田真紀、増田隆晴、佐藤美和子、舘山保奈美、

工藤大和）   

  地域指導課（課員：千葉守） 

  執筆者：佐藤成利                     
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新規就農者の確保・育成に対する支援 

～ 認定農業者への誘導支援 ～  
【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  新規就農者の確保・育成に対する支援 
 

■ ねらい 

  一関地方において、地域の内外からの意欲と能力 

を持った青年層の新規就農者を確保し、早期に経営 

確立し、認定農業者へ誘導するため、関係機関・団 

体が一体となって支援する。 
 

■ 活動対象 

  新規就農希望者、新規就農者、認定新規就農者等 
 

■ 活動経過 

  新規就農ワンストップ相談窓口の開設をはじめとする一関地方新規就農トータルサポートシ

ステムの実施により、新規就農者の確保・育成に取り組んだ。 

（１）新規就農者の確保 

  ア 新規就農ワンストップ相談窓口の年12回毎月定例開催 

  イ 一関地方新規就農支援事業研修受講への誘導 

  ウ 園芸品目現地見学会へ１名誘導、グリーンヘルパー登録へ１名誘導 

（２）青年等就農計画の策定と実践支援 

  ア 一関市農業経営指導員と連携した支援 

  イ 一関地方新規就農希望者研修受講者３名に対し、青年等就農計画の策定を支援 

  ウ 経営継承した1経営体、今後経営継承を予定している1経営体を対象に、経営主、後継者、 

家族の事例調査 

（３）新規就農者の早期経営確立支援 

  ア 市町、JA等と連携し新規就農者45戸の全戸巡回により経営概況などを聞き取り確認 

  イ 担い手育成基金事業地域経営資源継承支援事業の活用支援５名 

  ウ 各品目担当、ＪＡ等の協力により栽培技術習得支援（巡回指導） 

（４）認定農業者への誘導支援 

  ア 農業経営の夢実現応援セミナー開催し、経営管理能力の向上を支援 

    夏期:労務管理、雇用管理(全２回７名)、冬期:経営理念を掲げた５か年計画作成 

                                     (全５回９名) 

  イ 過年度夢実現応援セミナー受講者のフォローアップでは、５か年経営計画をもとに単年 

   度経営計画の策定と実践支援や補助事業等の実施を支援 
 
■ 活動成果 

（１）新規就農者の確保 

  ア 「新規就農相談はワンストップで」が地域に定着し、新規就農ワンストップ相談窓口を 

   ４～3月まで定期12回臨時1回開催。相談者は延べ37名、実数29名（３月末時点、昨年同期 

   延べ41名、実数30名） 

  イ 相談内容は、新規就農、Ｕ・Ｉターン就農のほか、経営継承や定年帰農、学生の農業法 

人への就職活動等多様。 

  ウ 相談窓口以降も、市町、JA等と連携して就農準備に関する指導支援を実施。 

写真１ 新規就農者全戸巡回 
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  エ 今後は新規就農希望者を相談窓口へ誘導するため、ＰＲ活動を改善するとともに、県内 

外の新規就農促進企画への参加と支援を行う必要がある。 

（２）青年等就農計画の策定と実践支援 

  ア 一関地方新規就農希望者研修受講者３名のうち２名が独立就農、１名が雇用就農した。 

   ２名は令和２年度からの営農開始に向けて施設等の準備をしている。 

  イ 一関市農業経営指導員等と連携し、青年等就農計画の策定と実践支援をさらに強化して 

行う必要がある。 

（３）新規就農者の早期経営確立支援 

  ア 市町、ＪＡ等と連携し、新規就農者全戸を巡回する体制が構築できており、経営確立に

向けた指導を実施している。 

  イ 関係機関等の協力を得ながら、情報共有、連携のうえ、継続して指導支援を行う必要が 

ある。 

（４）認定農業者への誘導支援 

  ア 認定新規就農者で青年等就農計画最終年度(認定農業者移行対象者)７名のうち、５名が 

   農業経営改善計画の認定を受けた。 

  イ 夢実現応援セミナー過年度受講生のフォローアップを通じて、認定新規就農者2名が農業 

経営改善計画を策定し、認定を受けた。 

  ウ 青年等就農計画の中期～終期を迎える者を重点に、市町、ＪＡ等と連携しながら、今後 

   は認定農業者への誘導を図る必要がある。 

  エ 夢実現応援セミナー過年度受講者のフォローアップは、青年等就農計画の中期～終期を 

迎える者を重点に対応していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ワンストップ相談窓口では制度や状況説明で留まるのではなく、具体的な

内容を提案することで相談者が再考し、今後の進め方を決定またはイメージ

できるよう努めています。関係機関･団体の担当者は指導・経営・補助事業

の各立場から中長期的な提案・アドバイスをし、経営確立までフォローする

ことで信頼関係を築くことを心掛けています。 

いわて平泉農業協同組合営農部 藤野秀一営農部長 

 

■ 協働した機関 

  一関地方農林業振興協議会 

（一関市、平泉町、いわて平泉農業協同組合、一関農林振興センター） 

■ 一関農業改良普及センター 

  地域指導課（課長：菊池浩之 課員：照井儀明、菊地淑子、東海林豊、皆上和弘、小原幸）  

  経営指導課（課員：佐藤敬） 

  執筆者：菊池浩之 

 

 

顔写真 

(JA いわて平泉) 

写真２ 夢実現応援セミナーワークショップ 写真３ 夢実現応援セミナー発表 
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若手酪農家グループ「Ｉ.Ｗ.Ｇ.Ｐ」支援        

【一関農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  企業的経営を志向する経営体の取組を支援 

 

■ ねらい 

  一関地域では、酪農従事者の高齢化や減少が進んでいる。その一方で、意欲的な若手酪農家

も存在する。今後、一関地域の酪農業が維持・発展していくためには、このような地域を牽引

する若手酪農家が、同じ技術レベルで、安定した経営を行えるよう、技術面と仲間づくりを支

援する必要がある。そこで平成21年に、そうした若手酪農家から成る「Ｉ.Ｗ.Ｇ.Ｐ（Iwai  

 Well-farm Guidance Project）」の組織化を支援し、過去11年に亘り、乳質・乳成分の向上を

目的に、ＪＡと一体となって勉強会や視察研修を実施してきた。 

今年度からは、技術的な勉強会の開催に加え、経営面にもスポットを当てた勉強会を開催す

ることで、各自の経営能力向上を図った。 

 

■ 活動対象 

  Ｉ.Ｗ.Ｇ.Ｐメンバー ７名 

（年齢：20～40代、平均飼養頭数23頭） 

 

■ 活動経過 

（１）月１回の勉強会の開催（Ｈ21年～、６回/年以上） 

   酪農に関する基礎的な内容を学ぶため、採草作業が落ち着 

く冬場をメインに月に１度の勉強会を開催。講師は、全農い 

わて獣医師、ＪＡいわて平泉獣医師・職員、メーカー、普及 

員等。テーマはメンバーの持ち寄り制とし、自分達が学びた 

い内容を学べる場としている。基本的には、乳房炎対策や草 

地管理など、技術的内容の勉強会を開催しているが、今年度 

からは、「体細胞数と分娩間隔の個別目標設定」「新たな消 

費税制度の概要」や「決算書の見方」など、経営面にスポッ 

トを当てた勉強会の開催を支援した。 

 

（２）視察研修の開催（Ｈ21年～、毎年３月頃、１回以上） 

自身の酪農経営の改善に活かすため、県内外の優良酪農家 

を視察研修している。県内で乳質改善大賞を連年受賞してい 

る酪農家や、管内の優良酪農家を視察し、飼養管理のポイン 

トや工夫、経営戦略等を学んだ。また、メンバーの中で最も 

若いメンバーの牛舎を研修会会場とした、バーンミーティン 

グ形式での研修会も開催している。 

 

（３）新規会員の勧誘（Ｈ21 年～、随時） 

   メンバー・関係機関により、地域内のＵターンやＪターン 

で親元就農した若手酪農家等に対し、随時勧誘を行っている。 写真３：県内での視察研修② 

写真１：勉強会の様子 

写真２：県内での視察研修① 
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■ 活動成果 

（１）地域酪農をけん引する若手酪農家の育成に繋がった 

乳質改善大賞の受賞、若手酪農家の集いでの事例発表、 

一関地方農林業振興大会での担い手部門賞の受賞など、メ 

ンバーの活躍が随所で見られており、管内はもとより、県 

全体でも評価されている。 

（２）若手酪農家の仲間づくりに繋がった 

メンバー・関係機関で積極的な誘導を行った結果、新規 

会員が１名増えた。現在、新たに２名を誘導しており、う 

ち１名が勉強会に参加し始めている。また、視察研修の場 

に、夫婦揃って参加することもあり、視察研修先の奥さん 

と女性ならではの話をする様子が見られた。 

（３）経営管理能力の重要さを再認識する場となった 

今年度から新たに、経営にスポットを当てた勉強会を 

実施したところ、「申告が終わると、いつもそのままに 

なっていたので、こういった勉強会の場で自分の経営を 

見つめ直せることは凄く良い。」といった言葉や、「こ 

ういう勉強会もありだね。」といった声があり、自身の 

経営を更にステップアップさせるための良い機会となった。 

（４）残された課題・今後の対応方向 

昨年と比較し、メンバーは１名増となったが、今後も活発な活動を展開していくためには、 

継続した新規加入者の誘導が求められる。また、メンバー毎に、技術レベルに差があること 

から、成績優良なメンバーを講師とした勉強会の開催も提案していきたい。   

今年度、新たに経営面にスポットを当てた勉強会を実施したところ、メンバーから大変好 

評であった。Ｉ.Ｗ.Ｇ.Ｐメンバーは、今後の一関地域を牽引していく企業的経営体候補で 

もあることから、来年度も経営能力向上や課題解決に繋がる勉強会の開催を支援していきた 

い。 

 

 

 

 

 

管内の酪農家の減少が進む中、地域の酪農を牽引していく存在のメンバ

ー。日常の飼養管理、乳質改善、自給飼料、経営面など、メンバー自らが常

に自分たちの課題を意識している。一人では解決できない課題も、このグル

ープ活動を通してメンバーと共有することにより解決へ結びついていくこと

も多い。このようなグループ活動を地域・関係機関が一体となり支援し、メ

ンバーと共にそれぞれが想い描く「より良い農場」を目指して、一緒に歩ん

でいきたい。 

所属職名：いわて平泉農業協同組合 畜産部 畜産課  氏名：皆川孝之 

 

■ 協働した機関 

  いわて平泉農業協同組合、県南広域振興局一関農林振興センター 

■ 一関農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：小川音々、飯村太一、永田早紀）   

  執筆者：永田早紀                    

写真５：事例発表するメンバー 

写真４：乳質改善大賞表彰式 
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集落営農法人の収益確保に向けた伴走支援 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  意欲と能力をもった経営体の育成 

 

■ ねらい 

  平成26年５月に設立された農事組合法人サンファーム小友（以下「活動対象」という）は、

地力向上や難防除雑草防除等に取り組み、主食用米、飼料用米や大豆等の単収向上による収益

改善に取り組んでいる。さらに、組織体制の強化を図り経営改善を図るため、新たな収益源の

確保（土地利用型作物の安定生産）、経営管理能力の向上、若い担い手の確保及び労務管理体

制の整備を支援することとした。 

 

■ 活動対象 

  農事組合法人サンファーム小友 

 

■ 活動経過 

（１）新たな収益源の確保（土地利用型作物の安定生産） 

ア 新たな収益源の確保を図るため、土地利用型作物の基幹品目（ニンニク）と作業の平準 

化が図られる春まきタマネギに注視、当地域に適する春まきタマネギ品種の選定や収益性 

の把握を把握するため、実証ほを設置した（H30）。 

イ 春まきタマネギに取り組んでいる集落営農法人の優良事例等を学ぶ研修会を開催し、安 

定生産の技術の定着を支援した（R１）。 

（２）経営管理能力の向上 

ア 活動対象の経営計画作成を支援するため、経営理念や経営戦略等を作成する手法を習得 

する研修会を開催した（H30 ４回）。 

イ 経営計画を進めるに当たり、拠り所となる中期経営計画の作成が必要であり、部門別変 

動益計算や損益計画の作成等を支援した（R１）。 

（３）若い担い手の確保 

  ア ホームページ等を活用し、情報発信等により先進的に担い手の確保・育成に取り組んで 

いる集落営農法人の取組等について学ぶ研修会を開催した（H30）。 

イ 地域の担い手として期待される地元高校生に対し、活動対象の取組や魅力を伝達する現 

地ほ場見学会を開催した（R１）。 

（４）労務管理体制の整備 

 若い担い手が働きやすい職場環境の改善を図るため、活動対象へ社会保険労務士を派遣 

  し、労務管理体制の整備等を支援した（R１）。 

 

■ 活動成果 

（１）新たな収益源の確保 

活動対象は春まきタマネギの栽培に本格的に取り組み、R１年の単収は、前年までのタマネ 

ギの単収と比較し２～３倍増加、タマネギの売上高は初めて目標を達成することができた｡ 

（２）経営管理能力の向上 

研修会の開催により、活動対象は経営計画が組織の経営活動を推進する意思決定情報の役 
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割を果たすことを認識、経営改善に向けた取組が加速化されることとなった。 

（３）若い担い手の確保 

ア 活動対象自ら経営理念や雇用条件等を掲載したホームページを作成、ホームページを閲 

覧した 20 代の若い担い手２名が法人に雇用就農することとなった。 

イ ほ場見学会には地元高校生 48 名が参加、活動対象に対しての知名度の向上が図られた。 

（４）労務管理体制の整備 

ア 活動対象は社会保険労務士の個別派遣により、労働や社会保険に関する基礎知識を習得 

することができた。 

イ また、活動対象は社会保険労務士のアドバイスを受け、業務日報や業務指示・報告書等の 

重要性を改めて認識、労務管理に係る必要帳簿の整備を進めていくこととなった。 

（５）残された課題 

  ア 新たな収益源の確保（土地利用型作物の安定生産） 

   ・春まきタマネギの安定生産技術の定着 

   ・春まきタマネギの育苗、定植や収穫調製作業の省力化 

  イ 経営管理能力の向上 

   ・中期計画（５か年計画）の作成及び実践 

  ウ 労務管理体制の整備 

・就業規則等労務管理の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

当法人は沿岸地域の農事組合法人であるが、高齢化や担い手不足について

も例外ではない。その中で、貴所と連携し現地ほ場見学会を開催できたこと

は、将来の担い手として期待される県立大船渡東高等学校生に、農業の魅力

を伝えることができ、大変有意義であった。 

 今後、若い担い手が農業に挑戦したいと思うよう、主食用米や大豆等の安

定生産等に引き続き取り組み、着実に収益の確保を図りたい。 

所属職名：農事組合法人サンファーム小友 代表理事組合長   氏名：佐藤悦男 

 

■ 協働した機関 

  陸前高田市、大船渡農業協同組合、大船渡農林振興センター 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

  地域指導課（課長：伊藤美穂、課員：藤井伸行） 

産地育成課（課長：稲田聖児、課員：菅原聡） 

  執筆者：藤井伸行                   

 
 

 

社会保険労務士による個別支援 

 
 

活動対象が作成したホームページ 



43 

 

関係機関と連携した新規就農者確保の取組        

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者の確保 

 

■ ねらい 

  関係機関と役割分担を明確にし、連携した就農相談活動や就農前研修の体制整備を行うこと

により、新規就農者の確保を図る。 

 

■ 活動対象 

  就農希望者 

 

■ 活動経過 

  「新規就農者の確保」は、宮古地方農業振興協議会担い手部会を主体に取り組んでいる。令

和元年６月に「宮古地方新規就農者確保・育成アクションプラン(令和元年～４年度)」を策定

し、以下の活動について関係機関・団体で共通認識を持ち実施している。 

（１）就農相談会の開催・参加 

  ア ワンストップ就農相談会の開催（５～３月、毎月第３水曜日、予約制） 

関係機関が一同に会する相談会を設定し、各市町村広報の他、岩手県農業公社ＨＰ、い

わて農林水産振興協議会Facebookを活用し周知を図った。 

  イ 新農業人フェアinいわてへの参加 

岩手県農業公社主催の相談会に宮古地方農業振興協議会としてブース出展し、市町村担

当者及び普及センター職員が対応した。また、第２回目は宮古地方農村青年クラブ連絡協

議会会長にもブース対応して頂いた。 

（２）ニューファーマーサポート会議の実施 

就農希望者、新規就農者及び研修受入経営体に対する支援方針の検討や情報共有を図るた

め、宮古地方農業振興協議会担い手部会を主体に、市町村担当者、農業委員会、ＪＡ、農林

振興センターを参集した会議を実施した。 

（３）圃場見学会の実施 

就農希望者が営農のイメージを具体化することにより､ 

就農を円滑に進めることが出来ることを目的に開催。圃 

場見学、就農事例紹介を実施した。 

（４）研修受入経営体のリスト整備 

管内の新規就農研修受入経営体及びニューファーマー 

サポート会議で出された新規就農研修受入経営体候補を 

対象に、今後の研修受入の意向調査を実施した。 

（５）新規雇用就農者調査の実施 

管内の認定農業者になっている法人を対象に、過去５ 

年(平成26年～平成30年)に雇用し、現在も勤続している 

方の有無を調査した。 

 

 

圃場見学会の様子 
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（６）普及事業パートナーを活用した新規就農者及び就農候補者情報の収集 

普及センターの取組として、普及事業パートナー(144名)に周辺の新規就農者及び就農希望 

者・候補者の情報提供を依頼した。 

 

■ 活動成果 

（１）就農相談者数の増加 

   平成29年度は４人、平成30年度は11人であったが、令和元年度は16人と増加した。 

   圃場見学会へ農業に関心のある方の参加があり、相談者数が増加したものと思われた。 

（２）新規就農者確保数の目標達成 

   宮古地域の新規就農者確保の単年度目標13人に対し、今年度は26人と目標を大きく上回っ

て達成することができた。 

   通常の就農相談活動の他、普及事業パートナーからの情報提供により新規就農(Ｕターン)

１人、雇用就農１人、認定農業者となっている法人等の雇用調査により19人確保できたこと

による。 

   また、普及事業パートナーから就農候補者１人について情報提供頂いている。 

（３）研修受入経営体リストの整備 

宮古管内の県登録している17経営体のうち､９経営体から「受入不可」との回答を得たが､ 

ニューファーマーサポート会議で挙げられた研修受入経営体候補のうち８経営体から「受入 

可能」であることを確認できた。 

しかし、受入経営体がない品目もあるため、ＪＡ生産部会等で研修受入ができるように市 

  町村やＪＡと連携し整備をしていく。 

 

 

新規就農者の確保・育成には、専門的な知識と地域性の理解が必要だと感じ

ています。就農相談では、就農希望者の意欲を引き出し、金銭的なリスク等を

伝えられるような相談を心がけ、サポート会議を通して新規就農者の情報交換

や具体的なサポートの内容について、関係機関と連絡を取り合ったりすること

ができています。今後も、関係機関内の連携を図り、新規就農者の確保・育成

に向けて宮古広域で取り組みを継続していきたいと考えています。 

所属職名：山田町 農林課 係長 氏名：小成勝也 

 

■ 協働した機関 

  宮古地方農業振興協議会担い手部会、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、各市町村農業委

員会、新岩手農業協同組合、宮古農林振興センター 

 

■ 宮古農業改良普及センター 

  地域指導課 （課長：藤沢巧、課員：小田中浩哉、久保田真衣）   

  岩泉普及サブセンター (加藤清吾) 

  執筆者：久保田真衣 
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個別経営体の育成による果樹複合経営モデルの構築        

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  ブランド果物産地の強化と果樹複合経営モデルの構築 

 

■ ねらい 

二戸地域では、りんご、おうとう、ブルーベリーなどの果物のブランド化が進み、品質の高

い果樹産地が形成されている。今後は、産地の維持発展に向けた取組を強化する必要がある。 

さらに、当地域では、果樹複合の経営体が多いことから、計画的な改植を含めた経営の安定

化支援が必要である。 

そこで、果樹複合経営体の育成を通して、地域に果樹複合経営モデルを提示することを目的

に取組んだ。 

 

■ 活動対象 

  果樹複合経営体（重点支援農家）４戸 

 

■ 活動経過 

（１）単年度計画（目標）の作成 

   重点支援農家４戸を選定し、単年度計画を作成し、品目別の栽培技術指導により単年度計 

画の実践を支援した。 

また、収支や園地別、品種別の収穫量などのデータを収集し、経営分析を実施した。 

（２）改植計画の作成 

経営分析結果等を提示し、５～10年後までの改植計画の作成をした。さらに、作成された 

改植計画をもとに改植シミュレーション（５年後、10年後の品種構成や想定される収穫量） 

を示した。 

（３）地理情報システム（ＧＩＳ）等を活用した普及手法の検討 

重点支援農家との情報共有や経営分析の結果提示の見える化を図るため、以下の内容に取 

り組んだ。 

  ア ＧＩＳを利用した果樹園地図の作成 

ＮＯＳＡＩ岩手では、品種、樹齢、植栽本数が記載された「ＧＰＳを活用した植栽図」 

を果樹農家に配布している。この「植栽図」データや美土里情報システムの農地図データ 

を使用し、フリーソフトウェア「ＱＧＩＳ」により園地図（図１）を作成し、重点支援農 

家との情報共有ツールの１つとした。 

イ タブレット端末の活用 

広域振興事業で貸与されているタブレット端末を活用し、美土里Ｅｇｇ（土地改良事業 

   団タブレット用アプリ）により園地情報（画像）を収集し、上記で作成した園地図や経 

   営分析結果、改植シミュレーション結果（図２）を提示した。 

 

■ 活動成果 

（１）単年度計画（目標）の作成 

重点支援農家４戸の単年度計画（目標）の達成率60％を目標に、巡回による技術指導、経 

営改善について意見交換により、作成された計画（目標）の達成率は72.2％であった。 
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表１　単年度目標と達成状況（A園）
項目 達成状況

総売上額 〇
改植の実践 〇
新規品目の安定生産 ×
新技術の導入 〇
新規導入品目の検討 〇   

（２）経営計画の作成 

作目・品種構成を検討し、改植計画を作成することを目標に、改植シミュレーションの基 

本フォームをタブレット端末用いて、説明したことにより、改植計画の必要性が理解され、 

４戸すべての重点支援農家がりんごの改植計画を作成した。 

（３）対象の変化 

技術・経営両面にわたる支援により、データ収集の重要性を認識し、経営改善に向け 

て、積極的にデータの収集に取組、経営の発展に向け意欲が向上したことにより、２戸 

の重点支援農家がリーディング経営体になることを最終目標に設定した。 

（４）残された課題 

育成期間の収益を考慮した単年経営計画の作成と実践を支援するとともに、作成した 

改植計画を実践へと誘導する必要がある。 

  

図１ ＧＩＳを活用した園地図       図２ タブレット端末の活用 

                       （経営分析結果の提示例） 

 

 

 

 

 

園地別や品種別の収量や単収を提示してもらい、園地の状況を見直すこと

ができ、長期的な改植計画を作成することができた。 

計画を着実に実践しながら、リーディング経営体になることを目標に努力

します。 

所属職名：権七園（代表）   氏名：中里敬 

 

■ 協働した機関 

  各市町村、新岩手農業協同組合、二戸農林振興センター、岩手県農業共済組合 

 

■ 二戸農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：昆野善孝、小野浩司、赤坂志保）   

  産地育成課（課員：佐藤優） 

  執筆者：小野浩司                     

 

 

 

 

重点支援農家４戸の達成状況を確

認し、達成率を算出。表１は１戸

分の達成状況を示したもので、達

成率は 80％。 
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携帯型ＮＤＶＩ測定機を用いた水稲の追肥診断の可能性検討        

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  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 

  「担い手農家へのＩＣＴ技術等の導入支援及び定着支援」 

 

■ ねらい 

現在、水稲の追肥指導の基礎となる栄養診断指標については、窒素吸収量や簡易栄養診断値

（草丈・茎数・葉色の積）があるが、前者は化学分析の設備を要し、また後者は多数個体の生

育調査が必要となることから、多数の圃場を対象とすることは難しい。このため、現場での追

肥指導は依然、「経験と勘」に頼らざるを得ない部分も多い。 

このことについて、近年、栄養診断指標として、正規化植生指数（ＮＤＶＩ）が注目されて

おり無人航空機や人工衛星による取得したＮＤＶＩデータから、広範囲に追肥の要否を判断す

る方法が検討されているが、現状では経費面や迅速性の点で実利用が難しい側面もある。 

そこで、より簡易な追肥指導の可能性を探るため、安価な携帯型ＮＤＶＩ測定機(10万円弱)

 による診断手法を検討する。 

 

■ 活動対象 

各農業改良普及センター、ＪＡ、生産者 

   

■ 活動経過 

（１）測定条件の検討（7/3） 

現地で実際に使う前に測定条件を統一するため、農業研究センター内の「ひとめぼれ」 

圃場において、測定値が安定しやすい機体の向きと測定高をあらかじめ検討した。 

（２）幼穂形成期のＮＤＶＩ値測定（7/上旬～中旬）と解析 

ア 各普及センター担当者等が、それぞれの管内の生育診断圃やモデル圃場を対象に、幼穂 

 形成期の生育調査日に合わせてＮＤＶＩ値を測定 

イ 実施場所や測定条件については、事前に各普及センターと打合せを行ったほか、現場で 

 操作方法レクチャーなどのサポートを実施 

  ウ 取得したＮＤＶＩデータと簡易栄養診断値（草丈×㎡茎数×SPAD-502 測定値）、精玄米 

   重､倒伏程度との関係について、回帰分析（農業研究センター提供のデータも活用） 

 

■ 活動成果 

（１）測定条件の検討 

機体向きと測定高を変えて４反復測定し、測定値の標準偏差が最小となる条件を検討し

た。機体の向きは、調査条に対して①並行、②直交の２条件で測定したところ（図１）、前

者の測定値が安定していた。（図２）測定高については、稲の草冠から上 20～80cm 高の範囲

で 10cm 間隔で測定したところ、20～30cm でやや高い値であったが、40～80cm ではほぼ一定

となった。一方、標準偏差は 20～30cm 及び 70～80cm 付近でやや大きく、60cm 高さが最も安

定していた。（図２） 

このため、測定条件は、機体の向きは「調査条に対して並行」、測定高は「草冠から上

60cm 高」で統一することとした。 
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（２）幼穂形成期のＮＤＶＩ値測定（７/上旬～中旬）と解析（図３～５参考） 

幼穂形成期のＮＤＶＩ値と簡易栄養診断値（草丈×茎数×SPAD）との関係は、単回帰式で

近似され、決定係数は「ひとめぼれ」「金色の風」0.8 前後、「いわてっこ」0.5 前後であっ

た。 

精玄米重の関係については、追肥の影響を排除できないものの、正相関の傾向が認められ、

「ひとめぼれ」「金色の風」については倒伏リスクの推定に活用できる可能性も示唆された。  

 

 

 

 

 

 

方法① 機体の向きが調査条と並行      方法② 機体の向きが調査条と直交 

 図１ 測定条件の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 機体の向き・測定高とＮＤＶＩの関係   図３ 幼穂形成期のＮＤＶＩと簡易栄養診断値 

1）エラーバーは標準偏差。品種「ひとめぼれ」             1) 簡易栄養診断値…草丈×茎数×葉色 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図４ 幼穂形成期のＮＤＶＩと精玄米重     図５ 幼穂形成期のＮＤＶＩと倒伏程度 
 
■ 協働した機関 

八幡平農業改良普及センター、中部農業改良普及センター、奥州農業改良普及センター 

一関農業改良普及センター、 久慈農業改良普及センター、二戸農業改良普及センター 

    岩手県農業研究センター 
 
■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  水田利用・生産環境担当（横田紀雄、渡邊麻由子、寺田道一）   

 執筆者：寺田道一 
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草冠からの高さ（cm）

方法①機体の向きが調査条と並行

方法②機体の向きが調査条と直交

草高 30.7cm
草丈 34.8cm 茎数 137本/㎡ SPAD 44.0
草丈×茎数×SPAD 0.21×10＾6

品種：金色の風 

品種：金色の風 品種：金色の風 
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小麦枯熟れ障害の発生状況の把握        

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  麦・大豆の高品質安定栽培支援 

 

■ ねらい 

本県における小麦は、水田転換畑での栽培がほとんどとなっているが、排水対策をはじめと

する基本技術を励行することで高単収を維持し、安定した作柄を確保できる経営体が増加して

いる。しかし、近年、生育が良好な圃場を中心に出穂期以降、急激に小麦が枯れあがる症状が

報告されている。 

関東ではすでに「枯熟れ障害」として、研究が進んでいるが、県内では、まだ状況が把握さ

れておらず、原因についても整理されていない。そのため、県内での発生状況を把握し、発生

条件を整理することで、指導へ生かすことを目指す。 

 

■ 活動対象 

  日詰営農組合（紫波町） 

  農事組合法人アグリせいなん（花巻市） 

  盛岡農業改良普及センター 

  中部農業改良普及センター 

 

■ 活動経過 

（１）発生状況の確認 

  ア 盛岡農業改良普及センター、中部農業改良普及センターとの連携 

両普及センターと情報を共有するため、発生圃場を相互巡回し、それぞれの圃場の作物 

体の様子を確認した。 

イ ドローンによる圃場撮影、検土杖による土壌の確認と土壌硬度の測定、小麦の根の観察 

    ドローンを使用して上空から発生圃場の様子を撮影し、画像を見ながら、症状の有無を 

判断した。検土杖で土壌の確認を行い、土壌硬度を測定した。さらに、枯熟れ症状の有無 

別に小麦の根の観察を行った。 

（２）収量調査、品質調査の実施 

枯熟れ症状の有無別に成熟調査、坪刈りを実施した。収量調査、品質調査、等級検査を実 

施し、子実のタンパク質含有率を分析した。 

（３）栽培後の土壌断面調査 

収穫後の花巻の圃場について、枯熟れ症状の有無別に土壌断面調査を実施し、土壌の様子、 

小麦の根の広がりを観察した。 

地表から 0～10cm、10～20cm、20～30cm の深さごとに土壌サンプルを採取し、それぞれ土 

壌分析を実施した。 

 

■ 活動成果 

（１）発生状況の確認 

花巻市のゆきちからと紫波町の銀河のちからの圃場で、登熟後半に作物体が枯れあがる症 

状を確認した。圃場毎に作物体の根を比べると、根量や太さに明らかな違いが見られた。ド 
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ローンでの上空からの撮影(図１)では、花巻市と紫波町の圃場での枯れあがりの発生状況は 

大きく違っていたが、どちらも土壌硬度や根の伸長の様子は似通っていた。 

土壌硬度には症状の有無による差が生じ、枯れあがりの症状がみられる部分の土壌は硬か 

った（図２）。 

（２）収量調査、品質調査の実施 

収量調査・品質調査の結果では、枯熟れの症状が出ているところで著しく子実重が低下し、 

千粒重も低下していたが、タンパク質含有率には差が見られなかった（表１）。 

（３）栽培後の土壌断面調査 

栽培後の土壌断面調査では、症状の有無による根張りの様子が異なることが確認された。 

枯れあがり症状がみられるところの根の伸長は土壌硬度が 1.7～1.8Mpa のところで止まって 

おり、一般に作物の根の伸長に望ましいとされる境界値付近であった。 

土壌の層別の分析結果では、枯れあがり症状の有無による違いも、サンプリングの深さに 

よる違いも、可給態リン酸の一部を除いて、大きな差は見られなかった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                            （篩目：2.2mm、水分 12.5%換算） 

■ 協働した機関 

  盛岡農業改良普及センター、中部農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  水田利用・生産環境担当（横田紀雄、渡邊麻由子、寺田道一） 

  執筆者：渡邊麻由子             

区名 
症状の

有無 

子実重 

kg/10a 

千粒重 

ｇ 

容積重 

ｇ/L 
等級検査 

タンパク質 

含有率％ 

花巻 ゆきちから  有 213 38.8 871 1 等 11.3 

花巻 ゆきちから  無 405 39.7 874 1 等 12.9 

紫波 銀河のちから 有 87 23.5 ― 外（未熟） 11.5 

紫波 銀河のちから 無 576 29.9 846 2 等（未熟） 12.0 

図２ ゆきちから土壌硬度（青症状無 赤症状有） 

図１ ドローンによる撮影（6/12 ゆきちから） 

     色の薄い部分が枯熟れ症状部分 

表１ 収量調査、品質調査 
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水稲の硫黄欠乏に関する実態把握の取組 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  生産安定に向けた土壌・施肥管理 

 

■ ねらい 

 2016年度に岩手県内で発生が確認された水稲の硫黄欠乏について、発症確認手法を検討する。 

 また、水田土壌の可給態硫黄含量の他に発症に関与すると思われる用水の水質についても調査

するとともに、可給態硫黄減少を引き起こす要因についても検討する。 

 

■ 活動対象 

大学研究者、農業関係団体職員、岩手農研研究員、農業普及員 

 

■ 活動経過 

 本取組では、東北大学大学院土壌立地学研究室、ＪＡ全農いわて及び全農広域土壌分析センター

岩手、岩手県農業研究センターとの連携体制ができており、役割分担して活動を行った。普及組

織では調査研究専門部会活動として取り組んだ。 

 一発型肥料は硫黄をほとんど含まず発症リスクが高いことから、調査対象を可給態硫黄濃度が

低く、「銀河のしずく」「金色の風」専用一発肥料を使用する見込みの圃場等とした。 

（１）水稲硫黄欠乏症の発生確認現地調査及び簡易発生確認手法検討 

16地点（うち革新支援４、遠野サブ１、西和賀サブ１、大船渡２）の水田において、６月に 

含硫資材（石膏、硫酸苦土肥料）を枠内施用し、その後の生育・収量を枠外と比較することで、 

硫黄の施用効果を確認した。 

併せて、一部地点では欠乏症の簡易判定手法の本県での適用を確認するため、含硫資材の株 

元施用による生育変化を観察した。なお、同手法では広島県での欠乏症確認が可能とあれてい 

る。 

調査地点のうち10ヶ所で、水田用水を採取し、水中硫酸イオン濃度を測定した。 

（２）水稲硫黄欠乏症の発生確認ポット試験 

８地点（うち５ヶ所は前項現地調査地点と同一）の水田土壌を用いたポット栽培試験を行い、 

６月下旬に含硫資材（石膏）を施用し、その後の生育・乾物重を無施用と比較することで、硫 

黄の施用効果を確認した。なお、本試験は、東北大学大学院、全農広域土壌分析センター岩手、 

岩手農研が実施した。 

（３）水田土壌中可給態硫黄濃度の測定と測定結果の共有 

岩手県内水田土壌1,024試料の可給態硫黄を全農広域土壌分析センター岩手が測定した。 

（４）関係機関の連携及び成果の周知 

ア 水稲硫黄欠乏対策意見交換会を開催（2019.12.18 東北大学、全農肥料研究室、全農土壌

分析センター岩手、ＪＡ全農いわて、ＪＡ全農あきた、農業普及技術課、岩手農研、秋田農

試、くみあい肥料、いなほ化工、三研ソイル、ミネックス） 

イ 日本土壌肥料学会2019年度静岡大会で岩手県と広島県での可給態硫黄の年次変化を発表。

（2019.9.3 東北大学大学院土壌立地学研究室 菅野准教授が代表発表） 

同大会では秋田農試や栃木農試からも硫黄欠乏関連発表がされ、取組が広がりつつある。 
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図：岩手県内水田土壌の可給態硫黄分析結果 

（2018 年度採取土壌 全農広域土壌分析センター岩手分析） 

■ 活動成果 

（１）可給態硫黄が概ね欠乏水準にある水田において、硫黄を含む資材施用による水稲の生育収量 

  の変化から、水稲硫黄欠乏発症を確認することとした。施用資材以外の影響を排除するため、 

  当該水田土壌を用いたポット栽培試験により欠乏症の確認を行いながら、現地水田では主に枠 

  内での資材施用への反応を調査した。その結果、ポット栽培試験と現地試験の双方で欠乏症が 

  確認される例と、ポット栽培試験で欠乏症が起きるが、現地試験では欠乏症が起きない例が確 

  認された。 

   また、水稲の株元に含硫資材を施用する簡易発生確認手法の有用性は確認できなかった。 

（２）現地試験において用水中の硫酸イオン濃度を測定したところ、硫酸イオン濃度が１～２mg/L 

  と低い場合には現地試験で欠乏症が確認され、同じく５mg/L 以上では現地試験で欠乏症が起 

  きないことから、現地水田で水稲硫黄欠乏症が起きるには、可給態硫黄量が欠乏水準にあるこ 

  とと、用水中の硫酸イオン濃度が低いことが重なる必要があると推察された。 

（３）調査地点の用水中硫酸イオン濃度には地域性があり、河川水中硫酸イオン濃度と類似した傾 

  向があるように見受けられた。 

（４）県内水田土壌 1,076 点の分析結果から、 

  可給態硫黄が欠乏水準（10mg-S/kg 未満） 

  にある地点は 17.8%、グレーゾーン（10～ 

  20mg-S/kg）にあるのは 44.8%であり、市町 

  村別には西和賀町、遠野市、花巻市で欠乏 

  水準例が概ね３割以上と多かった。 

（５）同一用水を利用し土壌条件が類似してい 

  ると思われる近接した３水田について、可 

  給態硫黄量と、施肥管理条件と暗渠有無を 

  比較したところ、有機質肥料や堆肥を施用 

  し暗渠のない水田では可給態硫黄が十分あ 

  る一方、被覆尿素一発型肥料を連用し暗渠 

  による強制落水を行っている水田では 30 年 

  間で欠乏水準まで可給態硫黄が減少してい 

  た。今後、適切な可給態硫黄を維持するた 

  めの施肥等管理について、更なる調査が求 

  められる。 

 

■ 協働した機関 

東北大学大学院土壌立地学研究室、ＪＡ全農いわて、ＪＡ全農広域土壌分析センター岩手、岩

手県農業研究センター土壌肥料研究室、遠野普及サブセンター、大船渡農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  水田利用・生産環境チーム（チームリーダー：横田紀雄、チーム員：渡邊麻由子、寺田道一） 

  執筆者：横田紀雄 
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環境制御技術導入経営体での定例ミーティングによる 

環境値と生育量の定期的な評価と改善 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  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 

 

■ ねらい 

環境制御技術を効果的なものにするには、環境条件や作物の生育量に応じて環境制御機器の

運用等を随時見直していくことが必要である。そのため、環境制御導入経営体と地域の普及セ

ンターがミーティングを定期的に実施し、環境や生育データの評価と対策を検討する取組の支

援を行った。 

 

■ 活動対象 

トップモデル事業実証経営体および各地域普及センター 

 

■ 活動経過 

（１）定例ミーティングに用いるウィークリーレポート様式の作成（５月） 

その時々の植物状態を把握するための生育調査項目を決定し、気象経過や環境データ、病 

害虫の発生状況、生育バランスなどを記すレポート様式を作成した（図１）。 

 

 

図１ ウィークリーレポート様式と生育バランスシート 

 

（２）環境制御導入経営体と地域の普及センターが行う定例ミーティングの支援（５～12月） 

各地域で週１回の頻度で行われた定例ミーティングの活動について、普及センターの担当 

者と同行し支援を行った（図２）。 

例えば、環境データを確認し、植物のストレスになる（光合成を阻害する）ようなハウス 

内湿度の急激な変化などが生じていないか、環境制御機器が正常に作動しているか、また、 

生育データを確認し、植物の生育状態が適正か、などについて検討した。なお、生育バラン 

スが崩れている場合、環境制御機器の設定や栽培管理方法の変更点などについて検討した。 
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図２ 定例ミーティングの様子 

検討の際は、一方的に対応方法を提示する 

 のではなく、生産者の意見を引き出すなど、 

 将来的な自立運用へつながるように誘導を 

 図った。 

 

（３）取組の振り返り（９～１月） 

   今年度の栽培を振り返り、生じた問題の 

整理や対策の検討を行った。 

例えば、青枯病の対策としては、新しい 

培土への入れ替え、資材の消毒、接ぎ木苗 

への変更、作業手順の見直し、従業員を対 

象とした勉強会の開催などを行った。 

 

■ 活動成果 

（１）環境制御導入経営体における栽培実績 

   環境制御導入経営体が事業で設定した単年度目標（単収）は、３経営体中２経営体で達成 

できた。 

各経営体とも栽培期間中に解決すべき問題（青枯病などの病害や排水不良等）が生じたが､ 

経営体と普及センターが定期的にミーティングを実施し、環境や生育データの評価、季節や､ 

作物生育段階ごとの環境制御機器の設定及び栽培管理方法の見直しなどに取り組んだことで 

収量増加や果実のＬＭ比率の向上などにつながった。 

 

（２）環境制御導入経営体の意識の変化 

   環境制御導入経営体では、環境制御機器を導入する前にも運用に係るセミナー等を受講し 

ていたものの、栽培開始の当初は不安を抱えていた。 

しかし、定例ミーティングを進めるうちに、光合成を促すために必要な対応方法を理解し､ 

徐々に設定の変更等もできるようになった。 

なお、特に生育バランスシートについては、現在の作物の状況が客観的に把握できるため 

栽培管理の参考になると、生産者から高評価だった。 

 

（３）今後の課題 

今年度は環境制御導入初年目ということで目標単収はやや低めに設定していたが、来年度

は単収を今年度以上に向上させることが必要である。 

また、定例ミーティングの取組を継続しつつも、将来的には生産者が環境制御機器を自立

運用できるように、データの蓄積や知識の習得を図ることが必要である。 

 

■ 協働した機関 

農業改良普及センター（盛岡、中部、二戸）､農業研究センター、病害虫防除所、農産園芸課 

 

■ 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：高橋拓也 
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水田転換畑への野菜作付けに係る排水対策の検討 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  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 

 

■ ねらい 

岩手県では、平成30年からの米政策の見直しを踏まえ、水田において所得の確保につながる 

土地利用型野菜等の園芸品目の導入を図り、水田農業の収益性向上を進めることとしている。 

その代表的な品目として春まきたまねぎの導入が進んでいるものの、単収が低く安定生産に至 

っていない。 

このため、水田で野菜を作付けするために最も重要となる排水対策技術について研修会等を 

開催するとともに、調査研究により各地域の対策事例を調査した。 

 

■ 活動対象 

  水田転換畑に野菜を作付けする経営体および各地域普及センター 

 

■ 活動経過 

（１）研修会の開催 

ア 春まきたまねぎ研修会の開催 

    春まきたまねぎの作付面積はＨ28の5.9haから、 

Ｒ１は38.2haと拡大しているが、単収は低いまま 

であり、その要因の一つが排水不良によるものと 

考えられたため、春まきたまねぎの優良事例見学 

と、先行して技術導入されている麦・大豆におけ 

る排水対策技術について研修会を開催した。 

   ・日時：令和元年７月18日（木）13:30～15：30 

・場所：ＪＡいわて花巻石鳥谷東支店会議室、（有）Ａ 春まきたまねぎ圃場 

・内容：① 講義：排水対策技術について（麦・大豆栽培での導入技術） 

② 圃場視察 (有)Ａ春まきたまねぎ圃場 

  

イ 排水対策技術研修会の開催 

排水対策技術には様々な農業機器が開発されて 

いるが、各機器の特性に合わせた活用条件の理解 

が進んでいないことから、機械実演を中心とした 

研修会を開催した。 

   ・日時：令和元年11月13日（水）13：30～15：30 

   ・場所：岩手県農業研究センター 

   ・内容：① 講義：排水対策の方法ならびに各作 

          業機の特徴と選び方 

        ② 作業機械の実演   （株）みちのくクボタ 

         カットドレーン、アップカットロータリー、溝掘り機等 

 

図１ 研修会の様子 

図２ 排水対策技術を確認 
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（２）調査研究による各地域の対策事例調査 

盛岡、中部、奥州、一関、宮古の各普及センター 

野菜担当と各地の排水対策の事例調査を行った。 

   ① 各普及センターによる事例調査 ６月～11月 

   ② 革新支援担当と各普及センターとの現地調査 

   11月 

   ③ 事例とりまとめ 12月～3月 

 

■ 活動成果 

（１）研修会の開催 

  ア 春まきたまねぎ研修会の開催 

水田における春まきたまねぎの排水対策について、春まきたまねぎの管理のポイントと 

   ともに理解を促した。 

  イ 排水対策技術研修会の開催 

13名の参加。排水対策の基本事項を指導するとともに、カットドレーンやアプカットロー 

タリーなどの機器が実際に稼働する様子を展示することで参加者の理解を深めた。その結果、 

奥州市の生産者が実際に排水対策の検証を始めるなど効果的であった。 

（２）調査研究による各地域の対策事例調査 

各普及センターの事例調査に基づき、露地の水田転換畑の事例３、露地果菜１、施設果菜 

３の事例から、県内における排水対策を整理した。 

   ① 紫波町 春まきたまねぎ 

   ② 奥州市 ハウスピーマン 

   ③ 一関市 露地きゅうり 

   ④ 一関市 ハウスピーマン 

   ⑤ 一関市 ハウスなす 

   ⑥ 宮古市 春どりブロッコリー 

   ⑦ 岩泉町 春どりブロッコリー 

（３）今後の課題 

岩手県において、これまで水田転換畑での野菜作付けが広がっているが、排水対策が依然､ 

課題として残っており、明確な解決策が定着していない。 

そのため、それぞれの圃場条件における適切な対策を検討し、対象に応じた対策の導入を 

進めることが必要である。 

 

■ 協働した機関 

農業改良普及センター（盛岡、中部、奥州、一関、宮古）、農業研究センター、農産園芸課 

 

■ 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：小原善一 

 

図３ 排水対策の事例調査 
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露地野菜におけるスマート農業技術導入に向けた取組        

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  県北地域の野菜大規模経営体の収益性向上支援 

 

■ ねらい 

岩手県県北地域は土地利用型野菜の産地であり、近年は大規模経営体が増加してきている。 

これらの土地利用型野菜栽培では、機械化が進んでいるものの、熟練オペレータや収穫作業等 

の労働力の確保が難しくなってきており、経営発展の阻害要因となっている。そこで、これら 

の問題を解決するために、スマート農業技術を組み込んだ生産技術体系の確立による省力かつ 

企業的な経営体の育成が必要となっている。 

この課題解決のために、八幡平農業改良普及センターで令和元年度から取り組むスマート農 

業技術導入実証事業の実施に係る支援を行い、併せて本実証の内容周知と普及職員へのスマー 

ト農業技術の理解促進に向けた取り組みを行った。また、二戸地域におけるＧＩＳ導入支援等 

その他のスマート農業技術の普及に向けた取組を行った｡ 

 

■ 活動対象 

  露地野菜生産者、ＪＡ営農指導員、各普及センター 

 

■ 活動経過 

（１）スマート農業等新技術導入検討、体系確立支援 

八幡平農業改良普及センター管内において実施される、スマート農業技術実証について計 

画検討段階から参加し、助言した。マルチローター・自動操舵による防除作業軽労化関連と 

アシストスーツによる収穫・出荷作業の軽労化については各技術実証についても担当した。 

アシストスーツの実証は、実証経営体の基幹品目であるキャベツ・だいこん・ながいもで実 

施した。 

そのほかに、二戸農業改良普及センターでは奥中山地域のレタス栽培において、ＧＩＳ導 

入が検討されており、その実施を支援した。 

 

（２）スマート農業技術等新技術の波及、導入支援 

露地野菜を中心としたスマート農業等新技術の理解促進のために、県園芸産地改革戦略推進 

  会議技術対策部会において露地野菜生産者等を対象とした現地研修会を開催した。また、普及 

  員を対象とした研修を開催し、知識や技術習得を支援した。 

また、その現地研修会出席者を対象として、スマート農業技術導入に向けた意向を把握す 

るため､技術の導入希望に関するアンケートを実施した。 

 

■ 活動成果 

（１）防除作業の軽労化に関して、トラクター自動操舵によるブーム散布作業は、実証生産者から 

  の評価が良く、技術導入効果が高かった。なお、実証経営体では、今回実証したキャベツ・だい

こん・ながいも以外の品目についても、本格的に実施を進める意向であり、今後、当該技術の普

及が見込まれる。 

マルチローターによる防除作業は、キャベツ・だいこん等の見通しの良い圃場で作付される 

品目では軽労化や作業能率向上の効果が実感されている。しかし、複雑な傾斜の場合や圃場表 
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面が平滑でない場合には、機械操作が難しいとの評価であった。 

アシストスーツによる収穫・出荷作業の軽労化は、各品目で一定の軽労効果が認められた｡し 

かし、圃場での長時間利用にあたり、スーツ装着時の暑さ対策、身体への固定方法(動きやすさ 

への影響)など改善点が明らかとなった。 

 

（２）技術対策部会において実施されたスマート農業技術現地研修会の参加者を対象としたアンケ

ート調査結果から、参加した生産者(岩手町、奥中山地域)は、スマート農業技術の導入によっ

て作業技術の平準化や生育の斉一性、収量向上への期待が高いことが確認された。 

現在の技術導入状況は、岩手町においてスマート農業実証経営体以外に一部で自動操舵が導入 

されている。 

また、普及員を対象としたスマート農業技術に関する研修において、各普及センターにおけ 

るスマート農業技術に関する対応状況を意思交換したところ、現地研修会や相談対応を行って 

いるほか、自動操舵、アシストスーツ等の生産者への技術紹介の場が増えていることがわかっ 

た。 

 

（３）二戸農業改良普及センターの管内では、圃場ごとのデータ整理を主な目的としてＧＩＳの導 

入が検討されており、今年度は土壌診断データの入力が開始されている。ＧＩＳをより効果的 

に活用するため、マルチローターによる病害発生状況確認結果とＧＩＳとの連携を提案した。 

なお、マルチローターによる各種モニタリングについては、今後、レタスの品種調査等への活 

用が検討されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

   八幡平農業改良普及センター、二戸農業改良普及センター、ＪＡ全農いわて 

 

■ 農業普及技術課 農業革新支援担当 

軽米町駐在（担当課長：桑原政之、課員：松浦拓也、吉田泰） 

執筆者：松浦拓也                     

図１ 技術対策部会 現地研修会の様子 図２ アンケート調査結果 


