
 

認定農業者等の経営改善支援 

【久慈農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  認定農業者等の経営改善支援 

 

■ ねらい 

  久慈地域の認定農業者「経営改善計画」の最終年度における目標達成割合は県平均に比べて

低いことから、認定農業者の実効性のある計画作成及び実行を支援する。 

 

■ 活動対象 

  久慈地域の認定農業者及び重点経営支援対象者５名 

 

■ 活動経過 

（１） 認定農業者の経営改善計画作成支援 

  ア 市町村担当者会議による情報共有（４月） 

  イ 「経営改善計画」、「単年度計画」作成に係る市

町村への支援（５～３月） 

 H27：「単年度計画」の原案を作成し、関係機関

で検討し様式を決定 

H28～：「経営改善計画」更新・新規認定者は、

「単年度計画」を作成 

  ウ 「経営改善計画」、「単年度計画」の個別作成指

導（５～３月） 

  エ 認定農業者研修会の開催（２月） 

（２） 重点経営支援対象者の経営改善支援 

    重点経営支援対象者５名の単年度計画実践に係る   

支援を、作目担当と連携して実施した。 

  ア 単年度計画の確認（４～５月） 

  イ 単年度計画実践に係る個別指導（４～12月） 

   ・ Ａ氏（ほうれんそう） 

     目標：販売額向上  

取組内容：夏期の単収向上、年間回転数の向上、経営管理能力の向上 

支援内容：高温対策への助言、病害虫防除指導、青色申告の実施に係る情報提供 

   ・ Ｂ氏（ねぎ） 

     目標：単収、販売額向上 

     取組内容：適期病害虫防除、効率的な働き方の検討、労働力の確保 

     支援内容：病害虫防除指導 

   ・ Ｃ氏（きゅうり） 

     目標：単収、販売額、Ａ品率向上 

     取組内容：適正な栽植本数で栽培、適期栽培管理、適期病害虫防除、労務管理の改善 

     支援内容：栽培管理支援（特に、病害虫防除）、生産実績の提示、助言 

   ・ Ｄ氏（ほうれんそう、りんどう等多品目） 

     目標：販売額向上 
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     取組内容：単年度計画の作成 

     支援内容：りんどう等生産指導、単年度計画の作成及び実践支援 

   ・ Ｅ氏（水稲、りんご、スプレーギク、菌床しいたけ） 

     目標：菌床しいたけ種苗費削減に向けたブロック製造部門の設立 

取組内容：ブロック製造部門の設立に係る計画作成 

     支援内容：ブロック製造部門の設立に向けた支援 

  ウ 実績検討（12～３月） 

▲重点経営支援対象者への支援の様子 

 

■ 活動成果 

（１） 認定農業者の経営改善計画作成支援 

  ・ 平成28年度以降に認定された認定農業者は「単年度計画」作成の取組が定着 

・ 平成28～30年度で、認定農業者全体の６割が「単年度計画」作成 

・ 「単年度計画」作成・実践により、「経営改善計画」の着実な目標達成を促進 

（２） 重点経営支援対象者の経営改善支援 

  ・ 支援対象の課題が明確化し、課題解決への意欲が向上するなど、着実に経営改善及

び経営発展が図られた 

  ・ 平成30年度の目標達成率は60％（５名中３名） 

・ 平成27～30年度では、延べ33名（実数17名）を支援し、目標達成率は82％ 

・ 単年度課題・目標達成に至らなかった要因としては、計画策定後に生じた労力不足、 

異常気象、病害虫の多発、経営発展意欲の低下等 

 

  平成28年からきゅうり生産を開始し、今年は32.5ａ作付けしている。普及

センターからは、病害虫防除や生産実績への助言の面で支援を受け、平成30

年は、過去最高の収量、販売額となった。 

地域内雇用や、福祉施設とも連携し労力を確保している。平成31年は遊休

ハウスの移設により規模拡大し、さらなる収益性向上を目指したい。 

重点経営支援対象者 

 

■ 協働した機関 

  市町村､振興局農政部､ＪＡ新いわて久慈営農経済センター､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 

  担い手育成チーム（一沢あゆみ）、産地育成チーム（宮川英幸、佐藤恵梨子）、 

農村活性化チーム（土田泰輔、山本明日香） 

  執筆者：一沢あゆみ 
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※1 来場者数は４会場の合計人数。 

   複数年来場している者もあり。 

※2 H30 は既新規就農者２名を含む。 

※3 H29 と H30 の（ ）内はそれぞれ H31

就農予定者の人数。 

 

二戸地方就農相談会の様子 

就農相談活動を通じた新規就農者の確保に向けた取り組み 

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者の確保・育成に向けた取り組み 

 

■ ねらい 

  当地域では、新規就農者を毎年20名確保することを目標としており、ここ数年は目標を達成

していた。一方、新規就農者の定着率は、平成25時点では80.2％（現普及計画策定時、平成25

新規就農定着状況調査）と、県平均を下回っていた。 

二戸地域の農業を維持していくためには、今後も新規就農者の継続的な確保、定着率の向上

が重要であることから、関係機関と連携して就農相談活動や就農に向けたフォローアップを実

施した。 

 

■ 活動対象 

  二戸地方への就農希望者 

 

■ 活動経過 

（１） 二戸地方就農相談会の開催（H27～30） 

ア 関係機関と開催方法を協議し、開催時期・場所を決定

した。 

イ 開催を周知するためにポスター・チラシを作成し、平

成H30はコミュニティ放送も活用して周知を図った。 

ウ 各市町村に４会場で就農相談会を開催した。 

（２） 二戸地方版就農ガイドブックの作成（H30） 

ア 地域の推進品目を掲載するなど、二戸地方に即したわ

   かりやすい内容を心がけて原稿を作成した。 

イ 原稿内容に関して、関係機関から要望等意見を聴取し、ガイドブックを完成させた。 

（３） 就農に向けたフォローアップ（随時） 

ア 認定新規就農者希望者に対し、関係機関と連携して、青年等就農計画の作成に向け

た指導・助言を行った。 

イ 研修希望者に対して、新規就農研修農場での長期研修や短期研修、農業大学校で開

催される研修を案内した。 

ウ 平成30は試行的に二戸地方農林水産振興協議会（以下、農振協）主催の「新規就農

者技術向上研修会（新規就農者向け）」に就農希望者を参集範囲に含めて開催した。 

 

■ 活動成果 

（１） 二戸地方就農相談会の開催 

毎年10名前後が就農相談会へ来場し、うち２～６名がその後就農（予定を含む）した。 

   表１ 就農相談会来場者数と就農者数 

 H27 H28 H29 H30 

来場者数※１ 11 7 9 10 

うち就農者数 2 2 4（+2） 2（+2） 
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就農ガイドブックを就農相談

会で配布 

（２） 二戸地方版就農ガイドブックの活用 

個別相談で活用するほか、「二戸地方就農相談会」

 や「新・農業人フェア（盛岡市）」でも配布した。 

（３） 対象者の変化 

  ア 事例１（親元就農者、H29相談会来場、H30就農） 

    農振協主催の研修会を始め、多くの研修会を受講

し、情報収集につとめていた。経営の立ち位置を模

索していたが、研修会で学びと情報収集を行う中で、

農業者以外も含むいろいろな人とのつながりが生ま

れ、方向性を見出しつつある。 

  イ 事例２（独立自営就農者、H29相談会来場、H30就農） 

    関係機関で組織するサポートチームで青年等就農計画の作成支援を行ったことによ

り、実行性の高い経営計画が完成した。また、経営能力向上に向け、農振協主催の研

修会を積極的に受講し、就農１年目の平成30年は計画を概ね達成できた。 

  ウ 事例３（独立自営就農者、H29相談、H31就農予定） 

    H30就農開始に向けて青年等就農計画の作成を開始したが、技術面や資金面への不

安解消のため準備期間を１年追加するようにとの助言（普及、市町村）に従い、就農

開始を延期した。平成30年は技術習得に向け各種研修会を受講すると共に、平成31年

就農開始に向けて、平成30年12月から青年等就農計画の作成を再開した。 

表２ 二戸地方の新規就農者確保数 

 H27 H28 H29 H30 

実績 23 22 21 17 

内訳）就農相談会来場歴有り 

就農前研修有り 

   経営開始型受給有り 

 1 

 4 

17 

1 

2 

8 

1 

3 

8 

4 

2 

3 

    ※1 内訳には、複数項目に重複してカウントした者あり。 

※2 就農前研修は、トレーニング農場での長期研修のみをカウントしている。 

※3 H30 は H31.3.6 現在の把握人数を記載。 

 

 

 

 

就農相談会に行くまでは普及センターの存在を知らなかったのですが、就

農相談会へ出向いたことで、普及センターをはじめ、どういった機関がある

のか、どこへ相談すれば良いのか、といったことを知ることができました。

就農への入り口として、行って良かったと思っています。また、研修会に行

くことで、悩みの共有ができ、色々な人とのつながりもできました。技術を

学ぶ以上に、人とのつながりができたことが良かったです。 

所属職名：新規就農者（H29就農相談会来場）   氏名：苅谷恭子 

 

■ 協働した機関 

  各市町村、各市町村農業委員会、新岩手農業協同組合、県北広域振興局農政部二戸農林振興

センター、（公）岩手県農業公社 

 

■ 二戸農業改良普及センター 

  チーム名：担い手・農村起業育成チーム 

（チームリーダー：昆野善孝、チーム員：内田愛美、藤田智美） 

  執筆者 ：藤田智美 
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基盤整備事業実施中の集落営農組織の育成・発展支援 

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

集落営農組織等の育成・発展支援 

 

■ ねらい 

川又地区営農組合は、基盤整備事業の実施を契機として農用地利用集積、農作業の効率化を

目標に、将来的に法人化を目指す組織として平成23年３月に設立されたが、共同生産品目を模

索中であるなど、事業実施体制の確立が喫緊の課題であった。 

このため、後述の活動経過に記載の５点（(１)～(５)）について支援活動を行った。 

 

■ 活動対象 

  川又地区営農組合（役員17名、組合員64名） 

 

■ 活動経過 

（１） 事後転作作物のソバの生産指導及び生産体制整備支援（H27～H30） 

ア 肥料・農薬等、資材の共同購入体制整備に係る指導を実施した（H27）。 

事後転作ソバの種子・肥料の共同購入、ソバの一元出荷が実施された（H27～H30）。 

イ 事後転作ソバの栽培指導を実施した（H27～H30）。 

・ 毎年3ha程度の作付実績となった。 

・ 排水対策を行ったが、湿田のため毎年強い湿害が生じ、単収は毎年2～10kg/10a程度と

低迷した。 

・ 低収のためソバは事後転作以外での栽培は行わないことを決定した（H29～）。 

（２） 基幹品目の選定及び生産指導 

ア 平成29年度に飼料用米を選定していたが、平成30年4月に稲ＷＣＳ栽培（5.5ha）に変更

し、4月に栽培指導会を開催した。 

稲ロール（収穫物）は290ロール生産し、全量畜産経営体に供給された。 

（３） 高収益作物の選定支援（H28～H30） 

ア 高収益作物（野菜等）の選定支援（その１）（H28～H29） 

葉たばこを主要品目とする農家が多く、葉たばこ作業の繁忙期と労働力が競合しない品

目の選定検討を支援したものの、決定に至らなかった。 

イ 高収益作物（野菜等）の選定支援（その２）（H30） 

・ 葉たばこ作業の繁忙期と労働力が競合しない品目として、「促成アスパラガス」と「グ

リーンアスパラガス」の２品目を提案した（H30.7）。 

・ 先進地調査（２か所）の実施を支援した（H30.9）。 

ウ 春まきたまねぎの試作栽培実施に向けた支援（H30） 

・ 役員会の協議を経て、高収益作物として「春まきたまねぎ」が選定され、栽培技術等の

情報提供を実施した（H30.12月～）。 

・ 先行事例調査の実施を支援した。 

→ 鳥海地区営農組合（一戸町）の担当者を訪問し、各種聞取調査を実施（H31.2）。 

・ 平成31年度から試作（10a）に取り組むこととし、生産体制が決定された。 
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（４） 事業品目の経理の一元化（H28～H30） 

ア 会計担当者の確保について提案した（H29.５）。 

会計事務担当者が定まっていなかったことから、人材確保を提案し、年度末（H30.３）

までに担当者（市役所OB）が決定した。 

イ 一元経理の仕組み検討支援（H30.４～H31.１） 

・ 30年産の栽培（稲ＷＣＳ・転作ソバ）と精算方法を提案した（～H30.７）。 

・ 一元経理が試行された（H30.10～H31.１）。 

・ 損益取りまとめに係る具体的な手法（様式・計算方法等）を提示・支援した。 

・ 平成30年産損益が確定した（H31.１）。 

（５） 法人設立に向けた知識習得（H28、H30） 

ア 法人化支援研修会の受講を支援した（H28：３回）。 

イ 法人化に係る勉強会の開催を支援した（H30：６回）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 1～3】 法人化支援研修会（H29.３.９） 

 

■ 活動成果 

（１） 事業品目の決定 

農地集積品目の一つとして稲WCSを、高収益作物として春まきたまねぎ（10a）栽培に平

成31年度から取組むことが決定した。 

（２） 経理の一元化 

稲ＷＣＳ･転作ソバの一元経理のルール化が図られ、平成30年産損益が確定した。 

 

 

 

 

 

基盤整備事業の面工事も残り面積が２割強となり、また、組合設立以降の

懸案であった高収益作物選定についても、春まきたまねぎ栽培への取組が決

定したところ。今後、組合員一丸となり、農作業の効率化や法人化を目指

し、農地利用集積と集約化を進めるとともに、春まきたまねぎ栽培を軌道に

載せるべく、栽培技術の習得に努めたい。 

所属職名：川又地区営農組合 組合長  氏名：三角説男 

 

■ 協働した機関 

  新岩手農業協同組合、二戸市、県北広域振興局農政部二戸農林振興センター 

 

■ 二戸農業改良普及センター 

  集落営農推進チーム（チームリーダー：佐藤正一、チーム員：山本研、他 9 名） 

  執筆者：山本研 

中央普及県域Ｇ 松浦主査による講義 グループワーク １班 各班発表 ２班 
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水稲新品種「銀河のしずく」の早期普及を目指して 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  オリジナル水稲新品種の普及拡大【Ｐ】 

■ ねらい 

 〔平成26年当時〕米価下落により米の収益性が大幅に低下しており、ブランド米による産地間

競争が激化しており、需要に対応した売れる県産米の生産拡大が必要であった。県オリジ

ナル水稲品種「銀河のしずく」「金色の風」が育成され、ブランド化による県産米全体の

評価向上が期待される中、新品種を速やかに普及定着させることを目的とした。 

 〔平成30年現在〕米価は４年連続で持ち直し、平成26年が底という状況を脱しつつある。しか

し平成30年から生産調整が廃止され、需要に対応した売れる県産米の安定供給が是非に必

要となってきている。県産米全体の評価向上が期待される中、「銀河のしずく」「金色の

風」を普及定着させることが急務となっている。 

■ 活動対象 

  岩手県「銀河のしずく」栽培研究会、４つの地域研究会を支援する農業改良普及センター（

八幡平・盛岡・中央（地域）・大船渡）及び適地実証圃を有する県内普及センター 

■ 活動経過 

（１） 新品種における良食味・高品質米栽培技術の確立 

ア 安定栽培適地の把握と作付誘導【対象：普及員ほか】 

    平成28年度から一般栽培がスタートし、栽培適地にはモデル展示圃、栽培適地外には栽

培適地実証圃を設置し、生育調査を通じて地域適応性や品種の生育特性把握に努めた。 

イ 良食味・高品質米の安定栽培技術指導【対象：研究会】 

    平成28年５月に栽培適地である４JA管内に４つの地域栽培研究会が設立され、県全体の

栽培指導や情報共有のために同５月、岩手県「銀河のしずく」栽培研究会が設立された。

県域普及グループは事務局として参画した。 

県研究会活動として、『「銀河のしずく」栽培マニュアル』に基づき、栽培研究会を年

間４回（６、７、９、１月）程度開催、栽培指導を行った。マニュアルは毎年改訂した。 

ウ 研究会活動を通じた安定栽培技術向上【対象：普及員及び研究会】 

マニュアルに示した品質目標（一等米確保（整粒歩合80％以上が目標）、玄米タンパク

質含有率7.3％以下（玄米水分0％換算））を達成するために、栽培指導を行った。平成29

年からは肥効調節型肥料について普及指導員調査研究活動を実施した。 

（２） 新品種のＰＲ等による知名度の向上 

  ・ 県産米戦略室との連携のもと、達増知事による「銀河のしずく」の田植（H27、28）、稲

刈り（H27、28）に参加し、生産者及び消費者へのＰＲ活動を行った。 

  ・ 平成29年度からは「銀河のしずく頂上コンテスト」を開催し、当年度のもっともおいし

い「銀河のしずく」を選定するイベント開催を支援した。 

■ 活動成果 

（１） 新品種における良食味・高品質米栽培技術の確立 

ア モデル展示圃および栽培適地実証圃設置：３年間で延べ180か所以上設置し、各地域研究

会事務局（JA職員、地域普及センター）らが調査を実施した。県域普及グループはその調

査結果を集約し、研究会にて情報共有した。地域研究会では、地域に密着したタイムリー

な栽培指導を実施した。 
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第１回岩手県「銀河のしずく」栽培研究会 

（H28.６.１ 農研センター会議室） 

「銀河のしずく」「特Ａ」評価の見出しなど 

（H31.２.28 ほか、イメージ） 

イ 栽培マニュアルの改訂：農業研究センター研究成果（全５成果）およびモデル展示圃

等データをもとに年１回改訂した。平成29年から試験してきた肥効調節型肥料も技術の

メニューとして加えられた。 

ウ 品質目標の達成：マニュアルに示した品質目標をもとに「農産物検査結果が一等米で

あること、かつ玄米タンパク質含有率7.3％以下（玄米水分0％換算）であること」とい

う出荷基準が設定され、おおむね90％以上がクリアした。 

エ H30作付面積：岩手県産米のブランド力向上につなげるため、着実にじっくりと増や

していく方針に転換したが、H28作付面積146haであったものが、H30作付面積は約10倍

に相当する1403haに増加した。 

（２） 新品種のＰＲ等による知名度の向上 

  ア 知事によるＰＲ活動、各種コンテスト（※）での入賞などにより、生産者および消費者

に広く認知されつつある。 

※ 米のヒット甲子園（主催：日経トレンディ）：2016大賞、2018まで最終９品種に連続ノミネート 

※ おにぎり食味会（主催：（一社）おにぎり協会）：第１回 ２位、第２回 ３位 連続入賞 

イ (一社)日本穀物検定協会が実施している食味ランキングにて、平成27年及び28年に参考

品種として２年連続「特Ａ」と評価され、平成30年は県オリジナル水稲品種として初めて、

食味ランキング「特Ａ」と評価された。 

ウ 品質目標が達成されたことにより、栽培した各年度の流通量を当初設定どおりに確保で

きたことにより知名度の向上につながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「銀河のしずく」は平成27年のデビュー以来、栽培マニュアルを元に普

及員の指導の下、各地域で順調な栽培を行ってきました。今回、岩手県オ

リジナル品種として、初の「特Ａ」評価をいただき、生産農家の大きな励

みになりました。「銀河のしずく」は岩手の気候に合ったすばらしいお米

だと思います。“白くてつややか、かろやかな食感”この「銀河のしず

く」が全国に羽ばたくよう、さらに頑張っていきます。 

所属職名：岩手県銀河のしずく栽培研究会会長  氏名：細川勝浩（モデル展示圃担当農家） 

■ 協働した機関 

  岩手県「銀河のしずく」栽培研究会、地域農業改良普及センター、県産米戦略室 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

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

執筆者：中西商量 
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岩手県におけるウイルス病の発生実態の把握に係る取組 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

野菜産地基盤の強化 

 

■ ねらい 

近年、春期から高温で経過することでウイルス病を媒介する害虫（アブラムシ類、アザミウ

マ類）の発生が早期から確認され、多発する傾向である。そこで、県内で発生している主要果

菜等のウイルス病の病徴や発生状況を把握し、迅速に現地診断できる体制の整備を目的に、普

及指導員調査研究により平成28年度から３年間に渡り取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

主要果菜類等生産者、ＪＡ営農指導員、普及員 

 

■ 活動経過 

（１） 平成29年度までの取組実績と成果 

携帯性に優れるとともに、簡便かつ迅速にウイルス病の感染の有無を確かめることがで

きる植物病原検査キット「イムノストリップ」を用いることで、現地におけるウイルス病

の発生実態について以下のとおり知見を得た。 

・ CMVは、品目を問わず、定植後間もない5月下旬以降から広く発生が見られること。 

・ きゅうりでZYMV、トマトおよびピーマンでTSWV、トマトでTMVが見られたが、発生事例は

多くないこと。 

・ 育苗中にウイルスに感染した苗がもとになり本圃で発生が拡大したと推察される事例が

あること。 

また、部位別の症状を比較して判断できるように部位別、ウイルス種別にマトリクス形

式に整理しデータベース（試行版）を作成した。 

一方で、特にきゅうりでは診断事例が少なく、データベースを作成するために必要な写

真を確保することができず、課題が残った。 

（２） 平成30年度の取組内容 

ア イムノストリップ操作研修（５月） 

ウイルス病の診断に用いるため、植物病原検査キット Agdia イムノストリップの操作研

修会を調査研究の構成員向けに開催した。 

イ 各地域におけるウイルス病発生状況調査（5～10月） 

きゅうり、トマト・ミニトマト、ピーマン、その他品目を対象に、CMV、ZYMV（きゅうり

のみ）、TSWV のキットを用いて、現地で発生しているウイルス病の診断を実施し、事例を

収集。特に、きゅうりとトマト・ミニトマトについては、重点的に事例を集めた。また、

診断時には、病徴写真を併せて撮影し、圃場での発生状況も記録。３種のキットで判断で

きない場合は、防除所に診断依頼し確定させた。 

ウ 診断事例の整理（11～２月） 

調査研究で実施した診断について、特徴的なものを品目別、ウイルス種別、部位別に写

真や状況等を整理した。 
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■ 活動成果 

（１） 各地域におけるウイルス病診断実績 

今年度の診断件数はきゅうりで 14 件（CMV６件、ZYMV１件、CMV と ZYMV の重複感染６

件）、トマト・ミニトマトで７件（CMV４件、TSWV１件、その他２件）、ピーマンで７件

（CMV４件、TSWV１件、その他２件）であった。また、メロンで２件、ズッキーニとかぼち

ゃ、スプレーギクでそれぞれ１件ずつ CMV の発生を確認した。 

過年度の診断実績と合わせて、ウイルス発生（診断）の時期別推移について取りまとめ

た。きゅうりの ZYMV では８月以降の発生が多いこと、トマトやピーマンでは定植直後から

ウイルス病が発生し、育苗段階での感染が疑われる事例もあることなどが確認された。 

（２） ウイルス病のデータベース作成 

調査研究で実施した診断について、特徴的なものを品目（きゅうり、トマト、ピーマン

等）別、ウイルス種（CMV、TSWV、ZYMV等）別、部位（頂部、葉、果実等）別に写真や状況

等を整理した。 

同じウイルス種でも作物の生育ステージや発生時期等によって症状が異なる場合もある

ため外観だけで確定することは難しいものの、大まかな判断を現地で行うことが可能とな

った。 

（３） 今後の活動予定 

調査研究により把握したウイルス病の病徴や発生状況等を、現地における迅速な診断と

対策の実施に繋げることで生産者の所得向上と強い産地の形成を実現するため、国庫事業

等も活用しながら体制の整備等に引き続き取り組んでいく予定である。 

 CMV ZYMV CMV＋ZYMV 

頂部 

 
モザイク 

 

    モザイク 

  
モザイク、奇形      モザイク、奇形 

葉 

  
モザイク         葉脈間の黄化 

 

    モザイク 

  
モザイク、奇形       モザイク、奇形 

果実 

 
モザイク 

 

 
モザイク、奇形 

  

 

■ 協働した機関 

中央農業改良普及センター地域普及グループ、遠野普及サブセンター、盛岡農業改良普及セ

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、二戸農業改良普及センター、

病害虫防除所、農業研究センター病理昆虫研究室、岩手県植物防疫協会 

 

■ 中央農業改良普及センター 

  園芸チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：石川勝規、山田修） 

  執筆者：高橋拓也 

ウイルス病データベース例（きゅうり） 
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キャベツの安定生産に向けた技術改善の取り組み        

【中央農業改良普及センター軽米普及サブセンター】 

 

■ 課題名 

  葉菜類の産地力強化 

 

■ ねらい 

  県内のキャベツ栽培は、全体の生産者は減少傾向であるが作付面積は維持されており、出荷

量・単収についても横ばいで推移している状況にある。そのため、出荷量・単収の向上に向け

た安定生産技術や所得向上のための低コスト化の技術について改善・新たな技術の導入等が必

要である。 

主産地である岩手町では、大規模経営体を中心として面積拡大がされているが、平均単収は４

t/10a程度で推移しており、現在、生産部会の単収目標５t/10aを目指して、技術の改善等につ

いて取り組んでいるところである。 

  そこで、八幡平農業改良普及センターと連携して、キャベツの単収改善に向けた技術的な要

因の解析及び所得向上に向けた低コスト技術について検討を行った。 

 

■ 活動対象 

  キャベツ生産者、JA営農指導員、普及員 

 

■ 活動経過 

（１） 栽培技術および土壌の調査・整理（H28～30） 

  ア チェックシートを活用した技術等の聞取り調査（H28） 

作成したチェックシートを用いて、地域普及センターと協力して大規模経営体を中心に聞

き取り調査を行った。得られた調査結果について、高単収経営体と低単収経営体それぞれに

ついて要因の解析を行った。 

  イ 圃場の物理性の調査（H30） 

    要因解析の結果に基づき、低単収の要因として考えられた土壌物理性について、地域普

及センターと協力して土壌硬度と土質に関する調査を行った。 

（２） 低コスト技術の確立（H29～30） 

    肥料コスト低減を図るため、低コストである低リン酸の試作Ｌ型肥料について地域普及

センターが主体となり施肥実証を行った。施肥実証圃は補給型施肥基準を満たした圃場を

対象として実施した。 

 

■ 活動成果 

（１） チェックシートによる聞き取り調査について解析した結果、高単収生産者では圃場の排

水性が良い傾向にあり、サブソイラ等による耕盤破砕の実施状況が高かった。 

（２） 低単収要因として考えられた圃場の排水性に関して、特に影響が大きいと思われた耕盤

破砕実施の有無による影響について明らかにするため、土壌硬度及び下層土の土質につい

て調査を実施した。 

調査の結果、低単収圃場においてやや土壌硬度が高く、耕盤形成割合も高い傾向も見ら

れたものの、耕盤の形成と単収の間に明確な傾向等は把握できなかった。大規模経営体で

は、離れた複数の圃場で栽培している場合や大面積の圃場も多く、各経営体の減収要因を
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適切に把握するためには、調査方法等についてさらに検討をしていく必要があると考えら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 試作Ｌ型肥料については、H29は慣行肥料をやや上回る生育・収量が得られ、H30は可給

態リン酸が補給型施肥基準を下回っている圃場での実証となったため、慣行肥料と比較し

て生育がやや遅れる傾向となった。しかし、生育の遅れは数日程度であり、実証を担当し

た生産者からは大きな問題はないとの評価を得た。肥料コストは、試作L型肥料を利用する

ことで、慣行比で約60%程度に削減が図られた。 

慣行と同程度の生育・収量が期待でき、肥料コストの削減が見込まれることから、現地

では補給型施肥基準を満たしている圃場において、導入を進めていく方向である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 肥料コスト比較（H30 データ:10a あたり窒素施用量約 20 ㎏/10a として） 

肥料名 単価 10a あたり施用量 10a あたり肥料ｺｽﾄ 

試作 L 型肥料 2,216 円/20kg 100kg 11,080 円 

慣行肥料 2,519 円/20kg 140kg 17,633 円 

差額 △6,553 円 

■ 協働した機関 

  八幡平農業改良普及センター 

 

■ 中央農業改良普及センター 軽米普及サブセンター 

  野菜チーム（チームリーダー：小原貴子、チーム員：松浦拓也） 

執筆者：松浦拓也                     

低コスト施肥実証の状況 

低単収圃場の土壌硬度状況(深さ:0-60cm) 
耕盤破砕の実施の状況 

 

回
答

数
(件

) 

0

1

2

3

4

5

実施 未実施

低単収生産者 高単収生産者
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いわてオリジナルりんご品種「紅いわて」の品種特性把握 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

■ 課題名 

  競争力のある果樹産地の育成 

 

■ ねらい 

本県オリジナルりんご品種「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、軟化玉やサビ果が発生するなど、更なる普及拡大上課題となっ

ている。そこでこれら課題解決に向け、調査研究専門部会活動において、適正着果基準や適正

樹相の把握やサビ果軽減対策の実証を実施した。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、実証農家等 

 

■ 活動経過 

（１） 「紅いわて」の生態、適正着果基準及び適正樹相の把握 

ア 実証計画打合せ（４月）： 

調査研究専門部会として取り組むこととし、各普及センターと役割分担や調査手法等に

ついて打合せを実施。 

イ 調査ほ場：園芸産地づくり実証事業による展示圃（過年度からの調査樹）で調査実施。 

ウ 調査内容（６～９月）： 

・ 仕上げ摘果終了時（６月下旬）：１樹当着果数、頂芽数、幹周、果実横径（５果/樹） 

・ 樹相診断（６月下旬）：ターミナルシュート長、葉数、停止率、葉色等 

・ 収穫前（９月上中旬）：果実横径（５果/樹）、着色程度等 

（２） サビ果軽減対策の実証 

ア 実証計画打合せ（４月）：（１）と同様。 

イ 調査圃場：一関市花泉町、花巻市東和町浮田 

ウ 調査時期と方法：落花期10日後と20日後の定期散布に、果面保護剤サンバリア（高分子

カルシウム剤）を加用し、収穫前に樹上でサビ果の発生程度を調査する。 

（３） 収穫適期の把握 

ア 実証計画打合せ（４月）：（１）と同様。 

イ 調査圃場：園芸産地づくり実証事業による展示圃のほか、各普及センターで継続的に調

査を実施しているほ場。 

ウ 調査時期：９/１、11、21の計３回程度。 

エ 調査項目：果重、硬度、糖度、表面色、ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ指数、蜜入り。 

オ 調査方法：圃場単位で任意の果実（３～５果程度）をサンプリングし果実品質を調査。 

 

■ 活動成果 

（１） 「紅いわて」の生態、適正着果基準及び適正樹相の把握 

ア 適正着果量の把握では、着果負担の果実生育（横径等）への明確な関係は確認されない

ものの、収穫時の着色指数で高い関係性が確認され、安定した着色を維持するためには、

夏季で４頂芽１果以上の摘果強度が必要と考えられた。また「紅いわて」を適正着果へ誘

導する手法として、側枝の直径と頂芽数の関係を利用した着果基準のモデルの可能性は示
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唆された。 

イ 適正樹相の把握では、適玉生産が可能な新梢長を 20ｃｍ前後と考えられ、その葉枚数は

10～12 枚程度となることから、これを指標として樹相診断することにより、適正樹相の把

握が可能になると考えられた（下表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） サビ果軽減対策の実証 

ア サビ発生の要因では、直接的には落花 10～30 日頃の濡れ時間の影響などと考えられるが、

それらに加えて樹勢が弱い場合は、縦肥大の不良などでサビ果発生を助長している可能性

が示唆された。 

（３） 収穫適期の把握 

ア 収穫適期把握では、満開起算日数を基準として回帰式から得られた果実品質の予測法を

参考に、食味、着色程度、果実の大きさや、1-MCP 処理の有無

等を総合的に勘案し、収穫適期を把握することが有効と考え

られた。 

イ 各普及センターが実施した果実品質調査結果から、今年の   

収穫適期は県南部で満開起算日数 130 日前後であったが、県 

北部や県南高標高地ではデンプンの消失が遅れ満開起算日数 

140 日前後となった。いずれの場合も概ね収穫の目安と合致し 

たが、開花期の早晩と収穫期前の気温等環境要因で、同一地 

域でも地帯によって収穫適期が前後することから、高品質果 

実生産のために収穫適期把握には、地域に応じて継時的な調 

査が重要と考えられた。 

（４） 栽培マニュアルの改訂 

 平成 27 年８月に作成された「紅いわて」裁判マニュアルを、  

今回得られた調査研究の成果や試験研究成果など新たな知見を 

加えて改訂を実施した（図）。 

（５） 残された課題 

 今年度策定した樹相診断技術や適正着果モデルの適合性の検討やサビ果発生要因の解明

と軽減技術の検討が必要であり、また県北部を中心に樹勢衰弱が顕在化しているため、要

因解明・回復対策等と合わせ、重点プロジェクトや調査研究専門部会として検討したい。 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：石川勝規、山田修、高橋拓也）   

  執筆者：石川勝規 

図 改訂したマニュアル 

目標１果重 調査時期 調査項目 基準値

頂端新梢長 20ｃｍ前後

300～350ｇ 6月下～７月上 （頂端葉枚数） (10～12枚)

（葉色（SPAD値）） （40以上）

（葉身長） （7.5ｃｍ前後）

※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（暫定） 
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小ぎくの白さび病防除を目的とした温湯処理技術の実証と普及        

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  花き産地力の強化 

 

■ ねらい 

  近年、小ぎく栽培において、採穂用親株の段階から白さび病が発生し、穂木から本畑へ感染

が拡大、生育初期より防除に苦慮する事例がみられる。また、現場からは薬剤防除で安定した

効果が得られないケースがあるとの声も聞かれる。そこで、農薬以外の防除方法として温湯処

理技術に着目し、技術実証及び普及に取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、ＪＡ営農指導員等 

 

■ 活動経過 

（１） 実証計画打合せ（４月） 

ＪＡ全農いわてとの協議により、園芸産地改革ネットワーク事業の実証圃のひとつとし

て小ぎくの温湯処理技術に取り組むこととした。県内で先進的に取り組んでいるＪＡ岩手

ふるさとの実証試験の支援に加えて、ＪＡ営農指導員等への技術理解を目的とした研修会

の開催を計画に盛り込むこととした。 

（２） 実証状況の確認（随時） 

   ＪＡ岩手ふるさと担当者との情報共有や現地視察（５月）により、進捗状況並びに実証

結果を確認した。 

（３） 現地研修会開催（６月） 

   普及センター、ＪＡ担当者に具体的な処理方法を見てもらうため、現地研修会を開催し

た（図１、２）。 

（４） 検討会開催（10月） 

    県が主催する園芸産地改革戦略会議技術対策部会とＪＡ全農いわてが主催する園芸産地

改革ネットワーク合同で検討会を開催し、ＪＡ岩手ふるさと担当者を講師としてこれまで

の実証圃の取組や先進地視察（奈良県）の状況等について説明してもらった（図３）。 

（５） 温湯処理マニュアルの作成、配付 

    ＪＡ岩手ふるさと、奥州農業改良普及センターと連携し、２年間の実証結果をもとに暫

定版のマニュアルを作成した。マニュアルはファイルで各普及センターに配付したほか、

ＪＡ全農いわての協力により小ぎく産地を有するＪＡに配付した（図４）。 

 

■ 活動成果 

（１） 技術の検討・実証 

   他県における取組事例を参考に技術を検討し、白さび病の防除効果を実証、確認した。

併せて、高温障害対策技術を検討し、高い軽減効果を確認した。 

（２） 技術の理解並びに普及 

   これまで、本技術は本県において取組事例がほとんどなかったことから、農業普及員及

びＪＡ営農指導員に対して現地研修会や検討会を開催し技術理解を図った。また、マニュ
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図２ 温湯処理体験(同左) 

図３ 検討会 

図４ マニュアル 

図１ 現地研修会 

アルを作成、配付し、指導資料として活用できるようにしたほか、生産農家がマニュアル

を見てすぐに実施できるよう、作成の際は意識してわかりやすい表現とした。 

（３） 残された課題 

  ア 技術的な課題 

    温湯処理条件による防除効果及び高温障害発生程度は概ね把握しつつあるものの、品種

によって異なることがわかってきており、主要品種についてはさらに詳しい検討が必要で

ある。 

  イ 普及上の課題 

    苗を温湯に漬けることに抵抗のある指導者や生産者がいることから、現地研修会の開催

や現地実証圃の設置によって技術の有効性や安全性を間近に伝える必要がある。 

また、現状では水稲種子温湯消毒機を流用して処理する例が多いが、マニュアルではこ

れを用いず身近な材料で処理する方法や、消毒機を市販品よりも安価に自作する方法を紹

介しており、普及センターやＪＡと連携し、マニュアルを参考にそれぞれの地域や農家に

合った取り組みやすい方法を検討することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ岩手ふるさと、ＪＡ全農いわて、奥州農業改良普及センター 

 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：石川勝規、山田修、高橋拓也）   

  執筆者：中野俊成 
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日中の天候 最低気温 最高気温

（℃） （℃）
7月2日 晴 19.7 32.6 1.1 ～ 4.6
7月3日 晴 19.4 31.6 0.9 ～ 3.8

日中の平均風速

（m/s)

広域コントラクターによる高品質粗飼料生産・供給モデル実証        

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  良質粗飼料確保による酪農生産性の向上 

 

■ ねらい 

  粗飼料の生産、需給ギャップを解消する方策として、広域コントラクターが遊休農地等を活用し自らが粗

飼料生産を担い、需要農家に粗飼料供給する機能が今後より求められる。 

  そこで適期が短い牧草収穫にあたり、広域コントラクターが作業の効率化を図るためにスワーサー機能付

きのモアコンディショナにより、反転、集草を省略したダイレクトカット等の収穫作業体系を実証する。 

  また、ＴＭＲを給餌する酪農経営体等に向けて自走式ハーベスタで収穫した細断グラスサイレージ利用に

よる生産性、経済性等を示し、需要の拡大に資する。 

 

■ 活動対象 

  広域コントラクター（岩手県農業公社） 

 

■ 活動経過 

（１） 集草を伴わない牧草収穫・調製実証(７月２～３日) 

  ・ 雫石町南畑地内の採草地において、①スワーサー機能付きモアコンディショナによる牧草刈り倒し②

半日放置・予乾により、自走式ハーベスタでピックアップ、細断→ダンプで搬送→細断型コンビラップ

にてセミダイレクトタイプのグラスサイレージを調製した。 

  ・ 圃場ごと、作業機械ごとに人力で作業時間を計測して作業能率等を算出し、平成29年度の慣行体系(

予乾サイレージ調製体系)と比較した。     

（２） 実証調製したサイレージの飼料成分、発酵品質調査(8月) 

  ・ 発酵終了後、ベールの現地保管場所にて任意の成形ベールからグラスサイレージをサンプリングし、

発酵品質を含め飼料成分分析に供した。 

（３） 利用モデル農家での給与実証(中止) 

  ・ 収穫した一番草を酪農家に供給して給与効果等を確認することとしていたが、良質サイレージを確保

出来なかったことから、関係者協議うえ断念することとした。 

 

■ 活動成果 

（１） 集草を伴わない牧草収穫・調製実証 

ア 収穫調製条件             表1 作業当日の気象条件 

・ 牧草の生育ステージは、オーチャー 

ドグラス開花期であり刈遅れであった。 

・ 調製当日の気象条件は表 1のとおり、  

梱包前の材料草水分は 71.4%であった。         

※気温、風は気象庁の雫石のアメダス値による 

 イ 作業時間の調査結果 

・ 前年と異なる圃場であるが、作業体系全体としての平均作業効率は 0.74hr/ha であり、前年度の慣行

体系の1.29hr/haから４割ほど向上した。 

・ 作業負担面積は前年度の53.30haから81.88haへと1.5倍に拡大した。 

・ 本年度は圃場からの牧草運搬にティッピングワゴンでなく４ＷＤダンプトラック２台を供したことに
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適期作業
期間

適期中の
作業可能
日数

(時/ha) (ha/時) (ha) (　～　) （日） (ha）
刈取 モアコンディショナ・315cm 0.70 1.43 7.00 103.30
集草 ﾍｲﾚｰｷ(650cm) 1.55 0.65 3.60 53.30
吹上 自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀ･467ps 0.87 1.15 5.60 5月15日 83.10
圃場運搬 ﾌｧｰﾑﾜｺﾞﾝ(2500)・6㎥ 1.13 0.88 6.20 91.40
圃場運搬 ﾌｧｰﾑﾜｺﾞﾝ(2500)・6㎥ 1.13 0.88 6.20    ～ 15 91.40
梱包 細断型ｺﾝﾋﾞﾗｯﾊﾟ･φ115 1.45 0.69 4.80 71.30
材料投入 ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ 1.45 0.69 4.80 6月5日 71.30
ロール移動 ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ･ｸﾞﾗﾌﾞ付 1.45 0.69 4.80 71.30

作業可能日数

使用機械
圃場作業
量

１日の
作業負
担面積

作業負担
面積

作業能率

適期作業
期間

適期中の
作業可能
日数

(時/ha) (ha/時) (ha) (　～　) （日） (ha）

刈取 モアコンディショナ・315cm 0.88 1.13 5.55 81.88
吹上 自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀ･467ps 0.72 1.39 6.81 5月15日 100.45
圃場運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ3t級･10㎥ 0.75 1.33 9.33 137.76
圃場運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ3t級･10㎥ 0.54 1.85 12.96    ～ 15 191.33
梱包 細断型ｺﾝﾋﾞﾗｯﾊﾟ･φ115 0.79 1.27 8.86 130.78
材料投入 投入バックホー8t級・0.3㎥ 0.79 1.27 8.86 6月5日 130.78
ロール移動 ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ･ｸﾞﾗﾌﾞ付 0.79 1.27 8.86 130.78

使用機械

圃場作業
量

作業負担
面積

１日の
作業負
担面積

作業可能日数

作業能率

より作業能率が大幅に向上しており、牧草運搬以後の材料投入、梱包等の作業能率向上にも大きく寄与

したものと考えられた。 

表２ 機能強化体系(ダイレクトカットグラスサイレージ調製)の作業性(平成30年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 慣行体系によるグラスサイレージ調製の作業性(平成29年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 実証調製したサイレージの飼料成分、発酵品質調査 

・ 刈遅れの影響が大きく、乾物中のTDN含量は51～56%と高水分牧草サイレージとしては低値であった。

一方、発酵品質はとくにその影響は小さく、非常に良好であった。 

 

（３） 利用モデル農家での給与実証 

・ 給与実証用に良質なグラスサイレージを確保できなかったことを反省材料とし、今後広域コントラク

ターが実販売することを見越したときに必要が生じる、グラスサイレージの品質判定基準(案)を検討し

た。 

・ 岩手県等の試験研究成果である「グラスサイレージの簡易評価表」を参考、改変し、品質判定基準(

案)を作成し、今後広域コントラクターがグラスサイレージを実用販売する際の品質基準策定の参考に

供した。 

 

 

 

 

 

 作業受託面積は年々増加の一途をたどっており、また公社への粗飼料供給希望者も

増えており、作業機の増台等により広域コントラクターの機能強化も併せて進めてい

るところですが、なかなか追いつかない状況です。 

一方では、オペレータの確保、育成も課題です。今後は作業機の増台だけではな

く、スマート技術の導入等も検討し、これら諸課題に対処していきたいと考えます。

引き続きご支援をよろしくお願いします。 

所属職名：公益社団法人岩手県農業公社 基盤整備部 技師 氏名：新田和 

■ 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、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） 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  畜産チーム（チームリーダー：多田和幸、チーム員：平久保友美）   

  執筆者：多田和幸                     

 

52



 

春まきたまねぎの安定生産体系確立に向けて 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  水田フル活用と戦略作物の生産性向上 

 

■ ねらい 

花北地域では、平成24年頃から集落営農組織等を中心に、水田転作でのたまねぎ栽培に取組

んできたものの、「秋まき作型」は排水不良や越冬株率の低下などにより単収が低かった。 

平成27年に研究成果としてまとめられた「春まき作型」を導入しながら、業務用たまねぎの

栽培体系を確立し、水田転換畑での土地生産性を向上させる。 

 

■ 活動対象 

（農）リアル、（有）アグリスト 

 

■ 活動経過 

（１） 新作型（春まき作型）の安定生産実証（H28-30） 

４月中旬定植で７月下旬～８月収穫作型の実証を行った（農業研究センター） 

（２） 規模拡大に向けた支援（H29-30） 

ア 大規模機械化体系導入 

・ 大規模栽培に必要な、収穫機・乾燥機・調製機等の主要機械の導入計画作成を支援 

・ リーディング経営体の認定と合わせ、具体的な規模拡大の計画策定を支援 

イ 自家育苗による良質苗生産 

・ 生産コストに占める割合が大きい種苗費を抑えるため、自家育苗への切替えを支援 

（３） 栽培・収穫・調製作業の効率化に向けた指導（H29-30） 

ア 育苗管理に係る温度管理・潅水方法の指導（２-３月） 

イ 土壌診断結果に基づく施肥体系の見直し誘導（10-12月） 

ウ 効果的な病害虫防除に向けた防除体系の見直し（５-７月） 

エ 収穫に係る作業手順の見直し提案（７-８月） 

 

  

土地利用型野菜導入研修会（8/7） ディガーで偶数畝に集約し、ピッカーの効率向上 
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■ 活動成果 

（１） 新作型（春まき作型）の安定生産実証 

ア 春まき作型での栽培が可能であることを確認し、現地見学会等で実証内容を紹介した。 

イ 春まき作型の取組戸数・面積は、H28年度１戸3.0haであったが、H30年度は３戸15.8haま

で増加し、次年度も１戸が新規栽培を開始、既存生産者の面積拡大を含め約５ha増の見込

み。 

（２）規模拡大に向けた支援 

ア 大規模機械化体系導入 

産地パワーアップ事業等を活用し、収穫機・乾燥機・調製機等の主要機械を導入した。 

イ 自家育苗による良質苗生産 

育苗ハウス内外の排水対策改善や潅水量・タイミングについての理解が進んだ。 

（３） 栽培・収穫・調製作業の効率化に向けた指導 

ア クラウドサービスを利用した育苗ハウスの温度を随時確認できる仕組みを紹介し、温度

管理に対する意識が改善された。 

イ 土壌分析の結果に基づいた圃場毎の施肥設計が必要であることが理解され、従来の一律

施肥からの見直しが行われた。 

ウ 収穫後の腐敗球（乾腐病）発生事例を受け、その発生軽減に向けた防除体系見直しが行

われた。 

エ ディガーを用いた畝の集約、運搬に係る機械やトラックの配置見直し等を行い、徐々に

動作の無駄を減らした効率的な作業体系が出来つつある。 

 

 

「春まきたまねぎ」に取組んだ当初は、技術的に未完成な部分が多く不安

な面も有りましたが、法人の経営理念に掲げた「地域農業と農地の維持に貢

献」し、参加して良かったと思える経営を目指すためには、「春まきたまね

ぎ」の導入が有効と判断し、組合員の協力を戴き取組んで来ました。 

結果的には、水稲や麦との作業分散につながり、運転資金にも若干余裕が

生まれるとともに、通年雇用を視野に入れた経営が可能になりました。 

水田との転換が前提のため、排水対策や土壌改良、組織内での労力配分、

機械作業の効率アップ等、まだまだ見直しが必用な部分はありますが、技術

実証に参画することによって得られた関係機関との繋がりを活かし、更なる

栽培技術の向上と経営発展を目指したいと思います。 

所属職名：農事組合法人リアル  代表理事   氏名：新渕伸彦 

 

■ 協働した機関 

花巻農業協同組合、岩手県農業研究センター、全農いわて、東北農業研究センター、中央農

業改良普及センター県域普及グループ 

■ 中央農業改良普及センター地域普及グループ 

作物チーム（チームリーダー：臼井智彦、チーム員：斎藤真理子、佐々木俊祐） 

園芸チーム（チームリーダー：鈴木哲、チーム員：鴨志田千恵、外舘光一、高橋司、 

阿部陽、佐藤翼） 

遠野サブセンター 耕畜連携チーム（チームリーダー：昆悦郎、チーム員：千葉彩） 

西和賀サブセンター農業活性化チーム（チームリーダー：石川輪子、チーム員：早川博史、

藤澤由美子、藤田章宏） 

執筆者：外舘光一 
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りんごジャンプアップ講座の取組み        

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  りんご・ぶどうを中心とした果樹産地基盤の強化 

 

■ ねらい 

  りんご栽培経験年数の浅い生産者等を対象に、りんごの基本的な栽培技術等を研修して自

己の技術向上を図り、経営改善に役立てることを目的とする。 

 

■ 活動対象 

  りんごジャンプアップ講座は、りんご経営を主体とする栽培経験の浅い生産者等を対象に

平成27年度から継続して開催している。今年度は①昨年度の受講者、②りんご従事年数通年5

年未満の生産者、③関係機関から情報提供があった経験年数が浅い生産者に受講案内を送付し

講座生を決定。９名が受講した。 

  

■ 活動経過 

（１） 今年度の講座内容 

  ア 第１回（4/26） 

    りんごの接ぎ木方法（切り接ぎ、割り接ぎ）や接ぎ木テープの使い方など基本から説明

し、講座生はそれぞれ２～３本の苗木作りを実践した。また、衰弱した成木の樹勢回復を

目的とした寄せ接ぎも実践した。 

  

  イ 第２回（6/27） 

    講座生の園地を４ヶ所巡回しながら、苗木の管理、仕上げ摘果、摘芯等を指導した。 

   

  ウ 第３回（7/27） 

    講座生の園地を３ヶ所巡回しながら苗木の管理、仕上げ摘果、樹相診断、ダニの見方等

   を指導した。また、農の匠（ＪＡいわて花巻が認定）である伊藤正孝氏から摘果の指導を

   受けた。 

     

エ 第４回（10/26） 

  講座生の園地で凍害対策としてホワイトンパウダーの塗布や獣害対策である忌避剤の使

い方、粗皮削り等をそれぞれ講座生に実践してもらった。農の匠である伊藤正孝氏の園地

でりんご箱を利用したネズミ罠と適期管理された「ふじ」の有望系統を視察した。 

   

オ 第５回（2/18） 

    第１回目の講座で接ぎ木した苗木のせん定から始め、２年生の幼木や３～４年生の若木

のせん定など基本を中心に実践と説明をした。枝を切ったことで、今年の夏の状況、来年

の冬の状況、２年後や３年後、10年後をイメージしながらせん定するよう指導した。 

    また、講座生それぞれの圃場で、せん定について実践とアドバイスをする圃場巡回を実

施した（2/18、2/19、2/21、2/22、2/25）。  
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（２） アンケートの結果 

    講座終了後に毎回アンケートを記入してもらい、参考になった点や難しかった点、要望

等を把握した。講座の内容に対しては「参考になった」との回答が100％と講座生にとって

有意義な講座となった。 

    

■ 活動成果 

（１） 実践による技術向上 

  ア 初めて接ぎ木のやり方や考え方を教えてもらったという講座生もおり、実技を通すこと

で経験値を向上させることができた。 

 

イ 圃場巡回において講座生の圃場で改善点を示すことにより、栽培管理のポイントについ

て理解が深まった。  

 

ウ 農の匠である伊藤正孝氏の園地を視察することで、早期摘果の重要性や見直し摘果のポ

イントを理解し、また、理想の樹形をイメージすることができた。 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年で２年目の受講になります。今まで難しいと思っていたことが、少し

分かるようになってきました。皆さんの園地を巡回することで、自分の園地

は着果量がまだまだ多いと感じることができ、また、講座では苗木の管理の

仕方や摘果で落とすもの、残すものなど勉強になりました。講座で実践した

ホワイトンパウダーやネズミのワナは実際にやってみたいと思いました。  

 

所属職名：平成30年度りんごジャンプアップ講座生   氏名：菅原徳悟 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて花巻、花巻市農業振興対策本部園芸振興部会、北上地方農林業振興協議会 

■ 中央農業改良普及センター地域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：鈴木哲、チーム員：鴨志田千恵、外舘光一、高橋司、 

阿部 陽、佐藤翼）   

  執筆者：高橋司   

 

 

顔写真 

第５回講座：りんごのせん定 第１回講座：りんごの接ぎ木 
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苦土炭カル資材の表面施用による牧草地の改善 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  畜産経営の基盤強化 

■ ねらい 

  苦土炭カル資材を施用していない圃場では土壌pHが低下し、牧草の収量や栄養成分が低下し

ていることから、苦土炭カルと草地211号をブレンドした肥料を試作し、施肥回数を省力化する

と共に、牧草の収量や栄養成分の改善を図る。 

■ 活動対象 

  花巻市、北上市、西和賀町の畜産農家各2戸の牧草地および遠野市荒川牧野採草地 

■ 活動経過 

（１） 地域協議会との連携 

    協議会事業として位置づけ、肥料費、分析費の予算確保と実証圃農家の選出を行った。

西和賀町については西和賀グループ会議で検討した。 

    花巻市（花巻農対）、北上市（北上農振協）、西和賀町（地経費：県南肉用牛産地生産

振興対策事業） 

（２） 苦土炭カル施用の実証 

ア ブレンド肥料の作成 

    「草地211号」と「苦土炭カル」を同量ブレンドした「草地055号」をくみあい肥料株式

会社に試作を依頼した。 

イ 実証展示圃の設置 

  調査区は、Ａ区「草地055号」を１～３番草に施用する、Ｂ区「苦土炭カル」100kgを早

春に施用し、１～３番草に「草地211号」を施用する、Ｃ区「草地211号」を１～３番草に

施用する、を各10a設置し、１mのコドラード枠で各区３ヶ所を番草ごとに刈取った。調査

項目として、イネ科牧草草丈、草種割合、生収量、乾物率、栄養成分分析、土壌分析を行

った。 

 実証圃は、H29～30年の2ヵ年設置した。 

ウ 生産単価の試算 

肥料費、作業費（花巻市農業委員会の標準作業料金）、収量から試算した。 

（２） 成果の紹介 

ア JA部会等、集合研修での紹介 ４回 

イ JA花巻 北上地域繁殖部会だよりに掲載 １回 

  ウ （一社）遠野市畜産振興公社運営検討会 １回 

■ 活動成果 

（１） 苦土炭カル施用の実証 

  ア 牧草収量とイネ科牧草の混入割合、生産単価 

Ａ区の牧草収量は、１年目に比較して143％（Ｃ区比136％）に増加し、Ｂ区は113％（Ｃ

区比108％）に増加した。牧草割合は、Ａ区はイネ科牧草の割合が70％から91％に、Ｂ区は

77％から82％に向上したが、Ｃ区は83％から77％に低下した。 

ブレンド肥料は、割安にはなっていないが、牧草割合の向上や収量の向上が顕著であ

ったため、ロールラップサイレージの生産単価も31.1円/kgから23.1円/kgに低減した。 
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表１ 試験区と施肥量 

図１ Ａ区の 1 番草 

  イ 土壌分析、牧草栄養成分分析結果 

土壌pHは4.46から4.9へ微増（目標値6.0から6.5）、塩基飽和度は13.5から16.0へ微増（

目標値80％）にとどまった。しかし、牧草の栄養成分は、マグネシウムやカルシウムの吸

収量が増えたことからテタニー比が低下しており、良質な水準になった。 

  ウ まとめ 

土壌pH、塩基飽和度に大きな改善はみられなかったが、Ａ区の牧草収量とイネ科牧草の

混入割合が顕著に好転した。苦土炭カルの表層施用で草地の改善は図れること、春のみ苦

土炭カルを施用するよりブレンド肥料で番草ごとに施用したほうが効果が高いことが示唆

された。 

（２） 成果の紹介 

  ア JA生産部会や支部主催の研修会での指導依頼があり、３会場で紹介した。また、地方協

議会主催の研修会でも実証の成果を紹介した。 

研修会に参加した部会員は、苦土炭カルの表層施肥だけで収量が増えたことや雑草割合

が減ったことにより、苦土炭カルの施用効果について理解が深まっており、施肥改善につ

いての意欲が高まっている。また、草地更新を含めた草地管理についても改善意欲が高ま

っている。 

  イ JA花巻北上繁殖部会で毎月発行している「繁殖部会だより」に掲載し、部会員に成果を

周知した。 

 

 

 

 

 

 ブレンド肥料を利用して２年目の今年は、雑草が少なくなったことと、１番

草から３番草の各番草で収量が増えたことに驚いている。牧草の栄養成分も向

上し、購入乾草を減らすことができた。また、今まで３番草は茶色く枯れたよ

うになってしまうため収穫していなかったが、今年は青々として良い草になっ

ていた。 

施肥の回数も増えないので、ブレンド肥料は便利だと思うので、今後も継続

して施肥し、よい草地を維持していきたい。 

属職名：花巻農業協同組合 北上地域繁殖部会 副部会長   氏名：菊池忠勝 

■ 協働した機関 

  花巻市農業振興対策本部畜産振興部会、北上地方農林業振興協議会農業振興部会 

■ 中央農業改良普及センター 

  畜産チーム（チームリーダー：畠山公子、チーム員：佐々木正俊、細川遥果）   

  遠野サブセンター 耕畜連携チーム（昆悦朗、千葉彩） 

  執筆者：畠山公子 
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大豆新規除草剤の除草効果等の確認・検討        

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  大豆の収量品質向上支援 

 

■ ねらい 

  大豆の広葉雑草対象除草剤として、生育期に全面散布可能な「ベンタゾン液剤（商品名 大

豆バサグラン液剤）」が広く使用されているが、草種により十分な効果が得られない場合があ

り、特定の草種の繁茂による雑草害が課題となっている。 

  このため、ベンタゾン液剤の効果が不十分な草種に対し効果が高いとされる「フルチアセッ

トメチル乳剤（商品名 アタックショット乳剤）」の防除効果及び薬害発生程度等を実規模で

実証し、生産現場での有効性及び普及上の課題を明らかにすることを目的とする。 

  なお、各剤を使用した際、大豆生育初期に一過性の薬害を生じる場合があるが、適切に使用

すれば大豆の収量に大きく影響するものではない。本実証では、除草効果が十分にあり、薬害

発生が収量に影響しないことの確認をねらいとする。 

 

■ 活動対象 

  実証担当法人（農事組合法人室岡営農組合：矢巾町） 

 

■ 活動経過 

（１） 事前準備 

  ア 試験区の設計 

    フルチアセットメチル乳剤とベンタゾン液剤（対照）の２区を設置。 

  イ 生産者への試験実施内容の説明（５/14） 

    大豆播種前に試験実施生産者、除草剤取扱企業と試験区、除草剤散布体系の打ち合わせ

をした。 

（２） 耕種概要 

ア 播種：６月10日（品種：シュウリュウ） 

イ 土壌処理剤：６月11日（ジメテナミドP乳剤） 

ウ 除草剤処理：７月11日（大豆３～４葉期） 

エ 処理時の主な発生草種：タデ科（草高約５cm） 

（３） 実証結果 

      調査内容（調査日：７月19日、除草剤処理日から８日後） 

調査項目 フルチアセットメチル区 ベンタゾン区（対照） 

薬害 茶褐色斑点、縮葉症状 白褐色斑点、縮葉症状 

雑草乾物重 

（g/㎡） 

タデ科 0.5g/㎡ タデ科 枯死 

トウダイグサ科、ナス科、

ヒユ科 枯死 

トウダイグサ科、ナス科、

ヒユ科 計0.8g/㎡ 

除草効果の特徴 
トウダイグサ科、ナス科、

ヒユ科に効果が高い 

タデ科に効果が高い 

フルチアセットメチル区の薬害は、次ページ写真のとおり症状を確認したが、生育進展と

ともに回復し、収量への影響はなかった。 
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フルチアセットメチル乳剤の薬害症状 

（茶褐色斑点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 成果 

  ア 調査の結果、フルチアセットメチル乳剤は、ベンタゾン液剤では十分な効果が得られな

い草種に効果が高いことを確認した。また、薬害が収量に影響しない程度に発生すること

を生産者と共有した。 

   イ 同様の実証を行った他普及センターの結果とともに、県内におけるフルチアセットメチ

ル乳剤の除草効果及び薬害発生の特徴を明らかにした。 

（２） 課題 

ア 薬害の発生及びその程度は気象条件により変化するため、播種時期の相違や年次による

薬害発生程度の差異を情報共有、検討していくことが必要。 

イ 生産者自ら雑草草種を判別し、草種に応じた除草剤を選択できる指導が必要。 

（３） 今後の展望 

新規除草剤フルチアセットメチル乳剤の効果の特徴及び薬害発生状況が明らかになった

ため、本実証結果を大豆生産者へ広く情報提供し、大豆の収量品質向上の一助としく。 

 

 

 

 

 

 

 今回実証した新規除草剤の薬害は、目立つほど発生せず、使用に問題はな

いと感じている。今回の結果を雑草防除に活用していきたい。 

 雑草害を未然に防ぐため、今後水田と１年おきの輪作体系を実施したいと

考えている。引き続き、収量アップのため、試行錯誤をしながら大豆生産を

行っていく。 

所属職名：農事組合法人室岡営農組合（矢巾町） 組合長理事 氏名：村松潔 

 

 

■ 協働した機関 

  生産者、除草剤取扱企業、中央農業改良普及センター県域普及グループ 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  作物振興チーム（チーム長：林尻雄大、チーム員：田村恵里佳）   

  執筆者：田村恵里佳                      

フルチアセットメチル乳剤の薬害症状 

（縮葉症状） 
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