
 

肉用子牛の死廃状況実態把握と飼養管理の改善による死廃事故減少の取組 

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

体質の強い肉用牛経営体の育成 

■ ねらい 

  当地域では、毎年子牛市場 1回分の上場頭数（約 300 頭）に匹敵する子牛の死廃事故が発生し

ている。子牛価格が高騰している近年において、子牛の死廃事故は繁殖農家の所得低下に直結す

る問題であることとから、改善指導により死廃事故の低減、繁殖農家の所得向上、ひいては市場

上場頭数確保による産地の活性化を目指す。 

■ 活動対象 

  JAいわて平泉和牛生産部会 

■ 活動経過 

（１） 子牛の死廃事故の実態把握と飼養管理の聞取調査（H29） 

    管内の概ね21頭以上を飼養している農家のうち25戸に聞取調査を行い、子牛の死廃事故の

発生や飼養管理の状況について調査を行った。また、管内全体の事故発生データ（NOSAIより

提供）と合わせて分析を行い、管内で特に重点

的に取り組むべき農家と事故原因を整理した。 

（２） 腸炎防止を目的とした牛舎消毒の実施 

    聞取調査で特に腸炎による死廃事故が多発し

  ていた農家を重点指導農家と定め、牛舎消毒を

  実施した。実施の際は実地と座学の2部構成の

  研修会方式とし、青年部にも参加を呼びかけ、

  若手農家が消毒方法を学ぶ場とした（写真）。 

（３） 胎児死予防を目的とした分娩管理技術向上研

   修会の開催 

    最も多い死廃事故は「胎児死」であり、事故

 全体の３割以上を占めていることから、その対策として、農家が分娩管理について学ぶ研修

 会を企画開催（JAと共催）し、農家の改善意欲・技術力の向上を図った。講師には地域経営

 推進費を活用して、分娩管理に精通している獣医師を招き、農家が獣医師から直接学ぶこと

 ができる場とした。 

（４） 農家へのフィードバック  

    上記（１）の調査結果や（２）の実証例  

を、子牛の飼養管理のポイントと合わせて  

和牛生産部会の支部研修等で周知した。研 

修会の際には、管理のポイントをまとめた 

リーフレット（図）を作成して配布した。 

（研修会 10回、延べ 383名が参加） 

 

 

                                             

                                          

写真  家保の指導のもと消毒を行う農家 

写真 管理のポイントをまとめたリーフレット 
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■ 活動成果 

（１） 農家における子牛死廃事故発生状況と飼養管理の現状把握 

    調査によって、特に死廃事故が多い農家と疾病が明らかになった。当地域では胎児死が最

多であるが、県全体と比較すると、新生児死、腸炎、肺炎による死廃事故の発生率が高く、

重点的に対策すべき疾病であることが明らかになった（H28年の発生率はそれぞれ11.8％、 

13.8％、9.9％。県全体では、5.4％、9.9％、7.5％）。 

    また、飼養管理と死廃事故発生の関係を分析したところ、母牛と子牛の牛体が汚れている

農場ほど、事故率が高い傾向にあった。 

（２） 牛舎消毒による腸炎が原因の死廃事故の減少 

    牛舎消毒を実施した農家からは、「いつも発生していた下痢が起こらなくなった」という

感想があり、効果を実感しているようであった。また、研修会に参加した農家からは「自分

の農場でもやってみたい」という声があり、取組の波及が期待できる結果となった。 

（３） 和牛生産部会研修会での意識啓発 

    死廃事故の聞取調査結果と子牛の飼養管理のポイントを合わせて、各支部の研修会で周知

することで、子牛の死廃事故の低減に向けて農家の関心や理解を促した。 

        参加農家からは「こんなに子牛が死んでいるとは思わなかった」といった驚きの声もあ

り、事故無く子牛を育てる重要性と飼養管理のポイントを再認識させることが出来た｡ 

また、分娩管理技術向上研修会をJAと共催し、部会の総会に合わせて開催することで、よ

り多くの農家に分娩事故の防止について周知することができた。 

（４） 地域全体の子牛の死廃事故率の変化（事故率＝死廃頭数/共済引受頭数） 

    H28年度：4.11％（304頭）⇒H29年度3.52％（259頭）⇒H30年度：年度途中のため未確定 

（2月末時点で293頭） 

（５） 残された課題及び今後の対応 

  ・ 重点指導農家については、牛舎消毒が有効であったことが確認できたが、その後の事故

発生状況も含め、継続的なフォローアップが必要。 

  ・ 地域全体の死廃事故発生頭数は、H29年は減少したものの、H30年は増加した。原因を考

察し、効果的な対策を検討するとともに、継続的な指導が必要。 

    本年度の活動を踏まえ、関係機関・団体と更に連携し、地域の子牛死廃事故の低減に向

けた活動をより活発なものにしていきたい。                                        

 肉用子牛の死廃事故は子牛生産する上で最重要課題であり、当 JA和牛生

産部会でも生産率向上へ向けた重点取組事項としております。 

各関係機関協力のもと、重点指導農家への指導、飼養管理研修会の開催、

リーフレットの作成・配布に取り組みました。即結果を導き出したい処で

すが、時間をかけて農家指導に当たっていきたいと思っておりますし、農

家の所得拡大に向けて取り組んで参ります。最後に日頃よりご指導ご協力

を賜っております関係機関の皆様に感謝を申し上げ、今後も変わらぬご指     

導をお願い申し上げます。 

所属職名：いわて平泉農協畜産部畜産課 瀧澤光輝 

■ 協働した機関 

  いわて平泉農業協同組合、NOSAI岩手、県南家畜保健衛生所、一関農林振興センター 

■ 一関農業改良普及センター 

  畜産振興チーム（チームリーダー：木村和博、チーム員：小川音々、永田早紀、神山沙季） 

執筆者：神山沙季 
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畑わさび産地の活性化支援 

【宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター】 

 

■ 課題名 

  畑わさび等地域特産物の生産振興 

 

■ ねらい 

  岩泉町は生産量全国１位の畑わさび産地であるが、高齢化等により生産者数、出荷量とも平

成14年ピーク時の６割程度に減少している。生産構造に着目すると大規模生産者が産地を牽引

しており、産地の活性化を図るためには、将来にわたり産地の担い手として期待できる大規模

な若手生産者を育成するとともに、産地全体の単収向上を図っていくことが必要と考え、産地

の活性化に向けた仕組みづくりに取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  岩泉町わさび生産者連絡協議会（61名（新規参入の若手生産者５名を含む）） 

 

■ 活動経過 

（１） 若手生産者（新規参入者）の規模拡大支援 

    畑わさび栽培に新規参入した若手生産者５名を重点支援対象者とし、産地を牽引する大

規模経営体へ育成するステップとして、収穫面積50ａを５名全員が達成することを目標に

活動。作業効率向上に向けた作業計画作成支援や、作業道等の圃場条件改善を指導し、各

自のＰＤＣＡ実践を支援。 

（２） 新規生産者の確保 

    直近の実績を踏まえ、平成27年から30年の４年間で新規就農者７名の確保を目標に活動。 

  ア 圃場見学会等の開催 

   町、生産者連絡協議会、森林組合、農協、農林Ｃ、林務出張所、普及Ｃが連携し、圃場

見学会を開催。平成30年度はより広い対象への周知を目的に、春作業体験会も開催。 

 イ 圃場情報のリスト化 

   平成29年に、新規就農希望者等の相談対応に活用するため、協議会員等が持つ遊休化し

た圃場の情報をリストにし、共有を開始。平成30年度には新規就農相談に活用。 

（３） 産地全体の単収向上 

    産地の販売額を落とさないための単収目標を設定。生産額の７割程度を占める収穫面積

30a以上の生産者の単収を指標とし、1,998kg/10aの単収を2,100kg/10aに伸ばすことを目標

に活動。 

  ア 目揃会での集合指導 

 地域全体で問題となっている害虫のナトビハムシ対策を中心に、効果的な農薬の使用方

法等について栽培マニュアルを用いて集合指導。 

 イ 戸別営農相談 

町、農協、普及Ｃが協働で各生産者を訪問し、ＰＤＣＡの実践を支援することで基本技

術の実施と単収目標を意識付け。 
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■ 活動成果 

（１） 若手生産者の規模拡大 

   若手生産者５名に対して規模拡大の進捗度や作業の習熟度に応じた支援を行い、平成30

年度の収穫50a達成者は平成26年度の１名から３名に増加した。また、重点支援対象者５名

の収穫面積が拡大し、平成30年の収穫面積は５名で計351a（H26比242％）となり産地面積

の２割を占めるようになった。 

   今後は、50aを達成した生産者の更なる規模拡大支援が課題。 

（２） 新規生産者の確保 

生産者連絡協議会の会員自らが圃場の提供や講師を担い、圃場見学会及び春作業体験会

を開催した。さらに、平成29年度から会員からの情報提供や林業分野との連携により、遊

休化した圃場のリストをマップ化して就農相談時に活用し、スムーズな就農に繋げるよう

取り組んだ。その結果、新規生産者が毎年確保され、平成30年度までの４年間では目標の

７名には届かなかったものの、新規生産者５名を確保した。 

今後も新規生産者を継続的に確保し、早期経営安定化を支援していくことが課題。また、

圃場マップの更なる充実を図っていくことが課題。 

（３） 産地全体の単収向上 

生産者ごとに作付計画と栽培上の改善点を付した個票を作成し、関係機関が協働で個別

指導（戸別営農相談）を毎年行ったことにより、害虫防除等基本技術の徹底が図られ、産

地全体の単収が向上。目標としていた収穫面積30a以上の生産者の平均単収2,100kg/10aの

水準を４年間通じて概ね維持した。 

（４） 農業と林業分野が連携した支援体制が確立 

一連の取組において、見学会・体験会開催時の森林組合総代への周知や、圃場マップ作

成時の現地確認、調査手法への助言等、林業分野との連携・協働を進めた。このような手

法や成果の共有化により、産地の活性化に向けた仕組みづくりが促進された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当産地では生産者の高齢化が進んでおり、新たな担い手の掘り起しや、育

成を進めていかなければならないと感じています。今後も普及センターをは

じめとする関係機関と連携しながら、日本一の生産量を維持していくことが

できるように、頑張って行きたいと思います。 

所属職名：新岩手農業協同組合宮古営農経済センター岩泉地区担当課  氏名：林将希 

■ 協働した機関 

  岩泉町わさび生産者連絡協議会、岩泉町、新岩手農業協同組合、岩泉農業振興公社、 

岩泉町森林組合、宮古農林振興センター、岩泉林務出張所 

■ 宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター 

  地域農業振興チーム（チームリーダー：菅野史拓、チーム員：加藤清吾、熊谷親一）   

  執筆者：熊谷親一 

（写真左）春作業体験会 

（写真右）圃場マップの現地確認 
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定期巡回による繁殖成績改善に向けた支援 

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  個別畜産経営体の安定的経営確立支援（和牛繁殖経営体の育成支援） 

 

■ ねらい 

  繁殖成績の指標となる平均分娩間隔は、平成26年当時で412日と、県平均419日よりは短いも

のの、岩手県家畜改良増殖計画（平成23年３月）で掲げる目標である380日から大きく延長して

おり、繁殖管理技術の改善が課題となっていた。また、戸数の減少による生産基盤の縮小に加

え、小規模農家が多数を占めている状況から、将来的に地域を牽引する若手中核農家の育成が

望まれ、若手後継者の管理技術向上と、それによる分娩間隔の短縮を図った。 

 

■ 活動対象 

  黒毛和種繁殖農家 ３戸 

 

■ 活動経過 

（１） 支援対象者の選定 

    関係機関との協議により、将来的に地域を牽引する経営体になることが期待される30代

の若手後継者３名を選定。 

（２） 分娩間隔短縮に向けた定期巡回の実施 

  ア 繁殖台帳の整備及び繁殖管理支援（Ｈ27～Ｈ30） 

    活動に先立ち、繁殖雌牛ごとの生年月日や血統等の基本情報と、分娩や授精等の繁殖状

況を記録できる繁殖台帳を整備し、情報共有のための見える化を図った。台帳整備後は、

個別巡回時に直近の繁殖状況を聞き取るとともに、授精が遅延している牛の状況確認や、

妊娠鑑定の徹底のほか、分娩前後の配合飼料増給の実施を促した。 

  イ 発情発見支援装置の導入（Ｈ28～Ｈ29） 

    初回授精日数が長期化していたことから、発情観察を支援するため、地域経営推進費を

活用し、発情発見支援装置（商品名：牛歩Lite（株式会社コムテック）（図１））のデモ

展開を実施。発情の見逃し防止や発情開始時間の把握に役立てられるとして、デモを実施

した２戸両方での導入につながっている。 

  ウ ボディコンディションスコア（ＢＣＳ）モニタリングを活用した栄養管理指導（Ｈ30） 

    発情発見支援装置により発情発見が効率化されても、受胎に至らない牛の存在が課題と

なったことから、ＢＣＳモニタリングによる栄養管理指導を行った。あわせて、粗飼料の

成分分析も活用しながら、特に分娩前後の飼料給与内容の見直しを行った。 

■ 活動成果 

（１） 繁殖成績の向上 

    Ｈ28年の台風10号災害により、繁殖成績はＨ28を境に悪化していたが、Ｈ30には初回授

精日数が34.2日短縮した（表１）。 

（２） 繁殖雌牛栄養状態の改善 

    ＢＣＳモニタリング実施農家では、特に分娩前後の増飼量を調整することにより、開始

当初認められた過肥牛が解消され、適正な栄養状態の維持が図られている（図２）。 
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図１ 発情による歩数の増加を検知（牛歩Lite） 

 

表１ 繁殖成績の推移（支援対象３戸平均） 

 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 

分娩間隔（日） 415 387 393.1 416 431 

初回授精日数（日） ― 79.2 129.9 131.6 97.4 

 

 

 

図２ ＢＣＳモニタリングの変化（左：Ｈ30.6 右：Ｈ31.1） 

 

 

 

 

 

 

繁殖管理について、ＩＣＴ機器の導入を通じて効率化や発情見逃し防止に

繋げられた。 

また、牛舎の石灰消毒を支援してもらい、消毒手法が身につき、その後は

単独でも牛舎消毒を行えるようになった。 

所属職名：宮古下閉伊和牛改良組合北部支部   氏名：佐藤志寿（支援対象者） 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ新いわて宮古営農経済センター、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 

  畜産振興支援チーム（チームリーダー：伊藤孝浩、チーム員：髙木泰昌、荒谷祐介）   

  執筆者：髙木泰昌 

 

 

過肥 

削痩 

適正 

範囲 

過肥牛が解消 

90



 

ブランド果物による所得向上に向けた取組 

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  果樹のブランド化推進と生産力向上支援 

 

■ ねらい 

   二戸地域は、昼夜の寒暖差があり降水量が少ない等の果樹栽培に適した気象条件であるこ

とから、りんご、おうとう、ブルーベリー等の多様な果樹の産地を形成している。しかし、

高品質な果物を生産してきたものの、二戸地域の果物の単価は低迷が続いていた。 

そこで、農家の所得向上のために、ブランドりんご「冬恋」を中心としたブランド果物の

生産拡大と品質向上、知名度向上に取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  岩手冬恋研究会 会員101名、二戸地方観光農業推進協議会 

 

■ 活動経過 

（１） 「はるか(冬恋)」の生産拡大(H27～30) 

  ア 改植事業を活用した「はるか」への改植誘導 

 高単価で販売可能であることを指導会等で示し、「はるか」への改植を促した。 

  イ 指導会等による栽培技術向上支援 

 小玉になりやすい、果実表面が荒れやすい等の品種特性があったことから、早期に適正

な着果量とすることや適期の袋掛け作業等の技術指導を行った(年３回、合計12回)。 

（２） 「はるか(冬恋)」の安定生産(H29～30) 

  ア 選果データ(糖度、蜜入り)と地理情報システムを活用した冬恋率向上支援 

 栽培面積が増加するにつれ、年次変動があることや生産者、園地の栽培条件等の違いに

よって冬恋率(「はるか」のうち糖度、蜜入り等の選果基準を満たし「冬恋」として販売さ

れる割合)に差があることが分かった。そこで、冬恋率を高くする条件を明らかにするため

に、選果データや園地の樹体条件調査、地理情報を組み合わせて解析を行った。 

（３） ＰＲ活動による知名度向上(H27～30) 

  ア 「来てもらう」 

 収穫体験の実施(合計11回、のべ参加人数315名)。 

  イ 「買ってもらう」 

大消費地での試食販売会の実施(合計９回)。 

  ウ 「知ってもらう」 

・ ＰＲ動画の作成(消費者、市場関係者用計６本)。 

・ マスメディアを利用したＰＲ 

 

■ 活動成果 

（１） 「はるか(冬恋)」の生産拡大 

「はるか」の選果数量は、平成26～30年の４年間にかけて約３倍に増加した(H26:42.0ト

ン、H30:118.2トン)。生産者へのアンケート調査によると、「はるか」導入の理由として

『高単価で販売できる』『今後も高単価で販売できそう』との回答が多かった。高単価で
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販売可能であることに加え、改植事業の活用といった具体的な手法を示したことが短期間

での生産拡大につながった。 

（２） 「はるか(冬恋)」の安定生産 

  解析の結果、樹齢が進むにつれ冬恋率が下がることや、蜜入りは慣行栽培より良好な日

照条件が必要であることが明らかになった。得られた結果を関係機関で共有し、ショート

サイクルでの改植やジョイント栽培等の新技術の導入検討を行った。 

（３） ＰＲ活動による知名度向上 

 「はるか(冬恋)」を含めブランド果物の産地としての二戸地域の知名度が向上したこと

により、地域の観光農園の入場者数は増加した。また、収穫体験客を対象としたアンケー

ト調査によると、平成26～28年度の３年間で「冬恋」を知っている人の割合は約30％増加

した(H26:29.4％、H28:61.8％)。さらに、地域のりんごの平均単価も向上した。産地の知

名度向上により、ブランド果物だけでなく、その他のりんごの販売単価についても上昇傾

向にある。  

  今後は、東北の大消費地である仙台でのＰＲを強化し、新たなブランド果物の育成等を

含めたブランド戦略を展開していく。 

 

                           

 

 

ブランド果物のＰＲ活動を通して、ブランドや産地の知名度向上だけでな

く、二戸地域全体、特に若い世代の生産意欲の向上につながったと感じてい

る。生産部会でも、改植が進んだことにより取り扱い品種の整理が行われる

など、産地としての体制強化が進んだ。 

今後は、ブランドりんご「冬恋」での取り組みを足がかりとして、他のブ

ランド果物のＰＲ活動にも関係機関と協力して取り組みたいと考えている。 

所属職名：二戸地方観光農業推進協議会 会長   氏名：中里久雄 

■ 協働した機関 

各市町村、JA 全農いわて、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、二戸地方観光農業推進協議会 

 

■ 二戸農業改良普及センター 

園芸経営体育成チーム（チームリーダー：小野浩司、チーム員：赤坂志保、村上珠利、安久

津留奈、赤坂尚生、戸田沢ひかる）   

執筆者：戸田沢ひかる                     

写真２ 試食販売会(東京) 写真１ 冬恋収穫体験 
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現場で課題を発見・解決！和牛繁殖農家巡回指導 

【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 

  大家畜経営の安定化支援（二戸農業改良普及センター） 

 

■ ねらい 

  繁殖成績及び子牛育成技術の向上のための技術支援を行い、和牛（黒毛和種）繁殖農家の生

産性向上を図った。 

 

■ 活動対象 

  二戸管内の和牛繁殖農家のうち、重点対象農家13戸 

  ＪＡ新いわて北部営農センター管内の子牛市場価格向上指導対象農家35戸 

 

■ 活動経過 

（１） 巡回指導の頻度及び戸数 

    重点対象農家の巡回指導の頻度は四半期毎に1回、1回あたり対象農家4～5戸の定期巡回

指導を実施した。 

    また、子牛市場価格向上指導対象農家の巡回指導の頻度は四半期毎に1回、1回あたり対

象農家10～15戸の定期巡回指導を実施した。 

（２） 対象農家の課題発見 

  ア 重点対象農家13戸の課題 

    以下の内容から、分娩間隔の延長を招き、生産性が低下していた。 

   ・ 繁殖雌牛の飼料給与不足：妊娠末期から授乳期において、飼料給与量不足がみられ、

発情回帰や授精・受胎の遅れの原因になっていた。 

   ・ 人工授精の遅れ：発情徴候が弱い牛がいたり、発情の見逃し、周期を把握していない

等、牛の個体観察が不十分な事例があった。 

   ・ 妊娠鑑定の遅れ：未受胎のまま人工授精していない期間が延びていた事例があった。 

  イ 子牛市場価格向上指導対象35戸の課題 

    以下の内容から、子牛の発育不良を招き、子牛販売価格が低かった。 

   ・ 疾病罹患による損耗や発育不良：下痢、血便、皮膚病等のため発育が停滞していた。 

   ・ 飼料や水の給与時期の遅れと給与量不足：特に哺乳期の飼料給与量が不足していた。 

   ・ 牛体の汚れ：牛舎環境が悪く、牛体が濡れた状態のため体温が奪われ、発育遅延や免

疫の低下を招いていた。 

（３） 指導内容 

  ア 繁殖成績向上指導対象13戸への指導 

    共通事項として、記帳と、ホワイトボード等による現状の「見える化」を指導。 

   ・ 繁殖雌牛の飼料給与改善（２戸） 

妊娠末期から授乳期の配合飼料給与量を、慣行の約2倍とする実証試験を実施後、取り

組みを継続してきた。 

   ・ 発情徴候が弱いことへの対応（７戸） 

    早期に獣医師の診断を受け、必要な治療を受けるよう指導した。 

   ・ 早期妊娠鑑定の実施（７戸） 
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    人工授精後60日以降の鑑定実施に加え早期（40日前後）にも実施するよう指導した。 

  イ 子牛市場価格向上指導対象35戸への指導 

   ・ 疾病予防と早期治療 

     疾病予防のため、石灰乳塗布による牛舎消毒技術を実証した。 

寄生虫の早期駆除、皮膚病の早期治療と予防方法を指導した。 

   ・ 飼料や飲水の早期給与と給与量増 

   ・ 牛床の清掃と乾燥状態の維持を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 繁殖成績向上指導対象の分娩間隔短縮 

    平成27年度以来指導してきた農家6戸では、3日から10日の分娩間隔短縮に成功した。 

    今年度新規対象農家を含め、指導継続を予定している。 

 

（２） 北部営農センター管内の子牛市場販売価格 

    同一市場平均比101％を目標としていたが、103％を達成した。 

一方で、なお初期発育の遅延から低体重で上場される子牛もみられるため、哺育期から

の育成管理技術指導を継続する必要がある。 

 

 毎月、巡回指導に参加しています。 

対象を絞って定期的に巡回すること、関係機関が一緒に現地に入ることに

よって、効果的な指導が出来ています。 

特に、繁殖状況をホワイトボード等に「見える化」する習慣をつけていた

だくと、人工授精や診療にも大変役立ちます。 

所属：新岩手農業協同組合北部営農経済センター畜産酪農課 氏名：岩城惣 

 

■ 協働した機関 

  新岩手農業協同組合、二戸市、軽米町、九戸村 

県北広域振興局農政部二戸農林振興センター、県北家畜保健衛生所 

 

■ 中央農業改良普及センター軽米普及サブセンター畜産チーム 

  畜産チーム（チームリーダー：山口直己、チーム員：西田清、小松真弓） 

  執筆者：西田清 

繁殖状況の「見える化」 乾いた床にきれいな子牛 
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起業者の経営向上支援        

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  地域資源を活かした農村活性化 

 

■ ねらい 

  農業経営の多角化の一分野として、６次産業化等、農村起業を志向する農業者がいる一方、

情報不足、知識不足などにより起業に至らない場合が多い。既存起業者においても、経営拡大

を図りたいと考えていても、商品の品質向上、新種品開発、販路開拓等経営発展に課題を抱え

ている起業者も多い。 

  そこで、起業者等の課題を明らかにし、対象に合わせた個別支援を行うことで、経営改善を

図ることを目的とする。 

 

■ 活動対象 

  既存起業者、個別支援対象者（３経営体） 

 

■ 活動経過 

（１） 起業者の意向把握 

    農村女性等による起業活動実態調査として、アンケート調査による意向把握を行った。

また、起業志向者については、事業の具体化に向けて、６次産業化研修等への参加誘導を

行った。これらの対象者の中から次期支援対象者を選定した。   

 

（２） 起業者の課題解決に向けた個別支援 

    支援対象者として選定した３件について、起業経営チェックシートを用いて課題を把握

し、ＰＤＣＡシート等の様式を用いた計画作成を誘導を行った。その後、課題解決に向け

た活動状況について、進捗状況の把握、課題解決への助言を個々に実施した。主な内容は

下記のとおり。 

     Ａ（志向者）：起業化支援、活動計画作成、幸せ創る女性農林漁業者育成事業活用提

案・申請及び実施支援（新規品目研修、新商品開発研修、新商品試作・

食品衛生検査、ワークショップ開催やパッケージ等製作のための技術研

修、地域資源を活用したアイテム開発、市場調査、ギフトボックス商品

設計、試作品アンケート調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新商品開発研修（地元洋菓子店での技術研修）        自家農産物を活用した新商品試作 
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     Ｂ（志向者）：個別開設支援（事業情報、厨房設備情報提供） 

     Ｃ（起業者）：新商品開発支援（衛生管理・賞味期限設定方法、事業及び研修情報提

供） 

 

■ 活動成果 

（１） 個別支援対象の変化 

課題解決に向けた個別支援の対象者として選定した３件について、１件は起業化し、１

件が新商品開発を行った。個々の状況については、下記のとおり。 

  Ａ（志向者）：イベント販売で知り合った女性農業者で新たなグループ（iwatebako)を結成

し、幸せ創る農林漁業者育成事業を活用しギフト商品開発を目指して研究活

動開始。事業を活用することで、加工品原料とするラズベリーの栽培方法や

商品化に関する事例研修、日持ちのする焼き菓子製造技術研修、レンタル工

房での焼き菓子の試作に取組むことが出来た。今後、衛生検査による消費期

限設定根拠の確認を行い、本格的な商品開発に活かす予定。 

  Ｂ（志向者）：昨年度、女性農業者支援事業を活用し起業化計画を作成。施設は工房利用者

の支援で準備を進めていたが、経営規模を増やした（きくらげ）こともあり、

設備を含めた資金確保の準備が遅れ、工房開設までには至らなかった。 

  Ｃ（起業者）：新商品として自家農産物を活用したジャム、ドレッシングを試作。ジャムは

施設要件を確認し、衛生検査も行なって瓶詰めで販売できる体制が整った。ド

レッシングは試作段階でレシピが確定できず、販売には至らなかった。 

 

（２） 今後の課題・改善方法 

起業者の課題は、対象ごとに異なることから今後も個別支援による支援が必要である。

起業志向者については、６次産業化に関する研修会へ参加誘導しているが、具体的な経営

管理や商品づくりに関する知識が不足している場合が多いので、研修会や相談会の開催に

より実践に向けた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

今回は、仲間と一緒に女性支援事業を活用し、商品開発に向けて様々なこ

とを学ぶことが出来ました。普及センターには、情報収集、資料作成、事業

のスケジュール管理まで、細々とご支援いただきました。特に、情報提供に

ついては、県内だけに限らず、食産業関連イベントや６次産業化など沢山の

情報をいただき、多くのことを学ぶことが出来ました。今後は、具体的な商

品づくりやワークショップの開催などに活かして行きたいと考えています。 

所属職名：ｉｗａｔｅｂａｋｏ代表  氏名：藤根果奈子 

 

■ 協働した機関 

  花巻市、北上市、遠野市、花巻農林振興センター、岩手県６次産業化支援センター 

 

■ 中央農業改良普及センター 

担い手チーム（チームリーダー：藤原敏、チーム員：内藤善美、澁谷まどか、木村陽子、 

古川勉）   

  執筆者：澁谷まどか 

 

 

顔写真 
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遠野地域食の匠連絡会の活動について 

【中央農業改良普及センター遠野普及サブセンター】 

■ 課題名 

  地域資源を活かした農村活性化 

 

■ ねらい 

  遠野地域において受け継がれてきた伝統料理を、遠野の歴史や魅力と共に発信し伝承するた

め、遠野地域の岩手県食の匠が連携した活動を行う。 

高校生など若い世代等を対象に伝承会を開催し、郷土料理の知識や作り方を伝承する活動を

実践する。また、定期的な会議による情報交換を行うとともに、研修や交流会により食の匠個

々の技術研鑽を図ることを目的とする。 

 

■ 活動対象 

  遠野地域食の匠連絡会 

 

■ 活動経過 

（１） 伝承活動の支援、開催 

  ア 地元高校生等を対象にした伝承活動 

遠野緑峰高校２年生を対象に伝承会を開催し、岩手県食の匠制度の紹介と「遠野きりせ

んしょ」「まいたけくるみおこわ」の伝承活動を行った（11/30）(対象：食農研究班２年

生５名)。 

  イ 首都圏における伝承活動 

いわて銀河プラザ（銀座）において、第79回いわて学講座講師として「ひなまんじゅ 

う」「遠野きりせんしょ」の講習会を行い、岩手の食文化について伝える活動を行った 

（1/24）（講座2回 参加者 各10名）。 

（２） 食の匠の研修、研鑚活動 

  ア 連絡会・相互交流会の開催 

連絡会を開催し、各食の匠の個人活動について情報共有した(6/26、11/22、3/5）｡また､

会員同士の交流と相互の技術研鑽を図るため、自分たちの料理を互いに持ち寄り相互交流

会を行った（7/19、3/5）。 

  イ 研修会の開催 

県内の起業した食の匠の活動を学ぶために、紫波のカフェ「７０３ＮＫ」を訪問し研修

を行った(9/3)。 

  ウ 遠野地域食の匠連絡会会員の現状把握 

連絡会に出席できなかった食の匠のご自宅を会長と共に全戸巡回し、活動状況や課題等

の実態、会の活動についての意見の把握に努めた(8/6)。 

  エ 食の匠の新規認定者の確保に向けた取り組み 

    新たな食の匠の認定に向けて候補者を選定した。また、候補者に料理を作って頂き、認

定に向けて整理すべき課題等について役員で検討を行った(1/28)。 

    

■ 活動成果 

（１） 伝承活動の支援、開催 

  ア 高校生に対する伝承活動はH28年度より取り組んでいる。今年度参加した高校生からは、

いわて学講座（1/24）〔いわて銀河プラザ（銀座）〕 
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「とてもわかりやすく、美味しく作ることができた」「家で作って家族に食べさせたい」

などの感想があげられた。また、遠野市の伝統料理や食の匠の活動に対する理解が深まっ

た。 

  イ 首都圏の活動では岩手県出身者以外の方も多数参加し、遠野の魅力を十分に伝えること

ができた。 

  ウ 食の匠の活動が広く知られ、遠野市内NPOや保育園、小学校、中学校、老人福祉施設等か

ら食の匠への依頼を受け、伝承会の講師対応を行った（延べ25回）。 

（２） 食の匠の研修、研鑚活動 

  ア 連絡会では、会の活動の振り返りと視察研修を含めた今後の活動の検討が行われた。連

絡会と相互交流会の実施により、個々の活動の情報共有と相互の技術研鑽が図られた。 

  イ 研修では、視察先の経営者と取り組みの内容や、漬物の漬け方等や多岐にわたる意見交

換が行われ、自分たちの活動の参考や技術習得を図ろうとする意欲が高まった。 

  ウ 全戸巡回により会員個々の現状把握ができた。また、会の活動の情報共有が図られた。 

  エ 食の匠の新たな認定に向けて、会の役員が候補者にアドバイスするなど候補者を支援す

る取り組みが行われるようになった。 

  オ 今年度、情報共有を複数回行う中で、次年度は対象を広げて伝承会を開催する案が出さ

れるなど、限られた範囲でもできることはチャレンジしようと前向きな意見が増えた。 

〔活動状況〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「遠野きりせんしょ」を中心に、お団子やおふかしなど遠野の郷土料理を

伝承しています。伝承会は「楽しく作る」を心がけて、作り方のコツなどを

伝えています。一緒にお団子を作っていると、仲良くなり、「イヨちゃん」

と呼んでくれる小学生もいます。今後も遠野の美味しいお菓子や料理を遠野

の魅力と共に伝えていきたいと思っています。 

所属職名：遠野地域食の匠連絡会 会長 氏名：菊池イヨ子 

 

■ 協働した機関 

  遠野地域食の匠連絡会、遠野市 

 

■ 中央農業改良普及センター遠野普及サブセンター 

  執筆者：遠藤和歌子 

高校生への伝承会（11/30）〔遠野緑峰高校〕 NPO の依頼による郷土料理交流会（2/18）〔遠野市〕 

食の匠 相互交流（7/19）〔一ノ倉京子氏自宅〕 カフェでの研修会（9/3）〔紫波町〕 
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北限のゆず研究会の活動支援とゆず集荷量の安定 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  実需者ニーズに対応した特産物生産と地域活性化 

（北限のゆず研究会の活動支援、集荷量の安定、栽培技術の習得、ゆず園の整備） 

 

■ ねらい 

  平成25年に設立された「北限のゆず研究会」の自立的活動の支援と実需者の要望に応えられ

れるゆずの産地化を支援する。 

 

■ 活動対象 

  北限のゆず研究会 

（構成員：川の駅産地直売組合よこた、農事組合法人採れたてランド高田松原、農事組合 

法人陸前高田ふれあい市場、社会福祉法人燦々会あすなろホーム、広田半島営農組合） 

 

■ 活動経過 

（１） 研究会の自立的活動への誘導（H27～30） 

  ア 研究会会議の開催支援、会議への参画 

・ 将来ビジョン、年間活動計画、役割分担の提案と 

 協議。 

・ 会員自身が担う業務・企画の拡大支援 

（ゆず狩り開催、ホームページの更新）。 

イ 実行力の高い人材の研究会への参画支援 

    活動を支援できる人材と研究会のマッチング。 

（２） ブランド化及び６次産業化の活動支援(H27～30) 

  ア 情報発信の支援 

   ・ ゆずの木マップの作成。 

・ 研究会活動の広報誌「ゆずっこ便り」の発行。 

   ・ 「北限のゆずを楽しむ会」の開催。 

・ 「三陸ものマルシェ」等物産展への参加。 

  イ 先進地研修の開催 

   ・ 宮城県柴田町、埼玉県越生町への研修企画等。 

  ウ 円滑な原料供給体制の整備支援 

   ・ 需給に関する情報収集、供給体制の提案等。 

（３） 栽培技術の習得、ゆず園の整備（H27～H28） 

  ア 栽培講習会の開催 

   ・ 苗木定植研修会、園地巡視会、剪定実習の実施。 

   ・ 既存樹の低樹高化研修会の開催。 

イ ゆずモデル園の育成技術支援、リーダー養成 

   ・ 大苗養成実証、植栽、モデル園の設置。 

（４） 安定生産の支援（H29～H30） 

  ア 幼木の栽培管理研修会の開催、栽培者の個別巡回等 

 

図１ 北限のゆずっこ便り 

 

図２ 北限のゆずを楽しむ会2019 
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   ・ 栽培管理指導（生育期の栽培管理、病害虫防除、施肥、越冬対策、剪定等）。 

  

■ 活動成果 

（１） 「北限のゆず研究会」の自立的活動 

ア 研究会は、会員などがそれぞれの役割に応じて活動する場面が多くなり、自立した組織

形態に移行されつつある。 

イ 実行力の高い人材が研究会サポーターとして参画し、活動体制が充実した。 

（２） ゆずの集荷量拡大 

  ア ゆず狩りボランティアの定着 

既存樹からの収穫作業を支援する「ゆず狩りボランティア」は、当初地域外からの

参加が多かったが、年々地元の参加が増え、地域に定着しつつある。 

  イ 栽培ゆず園からの収穫 

ゆず苗は、これまで約1,200本植栽された。初年度に植栽された樹は、平成30年度

に初収穫を迎えた。栽培ゆず園からの収穫は、年々増加する見込みである。 

（３）今後の課題 

  ア ゆず栽培技術の習得と生産量確保支援。 

  イ 研究会の自立に向けた支援の継続。 

 表１ ゆず狩りボランティアの 

参加状況（H30） 

 

 気仙 

管内 
県内 県外 合計 

 

 78名 37名 14名 129名  

 

 表２ ゆずの果実集荷量（ｔ）  

 年度 H27 H28 H29 H30  

 目標 2.5 3.0 3.5 4.0  

 実績 9.5 2.7 4.3 4.5  

 

 

 

 

 

 北限のゆず研究会は、「北限のゆず」のブランド化を目指した取組を通じ

て、みんなに笑顔と希望をもたらすことを目的としています。この目的を達

成するために、ゆずの生産量及び集荷量の増加に係る活動並びにゆず商品の

開発を、岩手県等関係機関の方々の御協力をいただきながら進めることがで

きました。今後とも御教示の程、よろしくお願いします。 

所属職名：北限のゆず研究会 会長 西條一恵（社会福祉法人燦々会 あすなろホーム） 

 

■ 協働した機関 

  北限のゆず研究会サポーター（陸前高田市、農業研究センター、大船渡地域振興センター、

大船渡農林振興センター、一般社団法人ＳＡＶＥＴＡＫＡＴＡ 他） 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

  農村活性化・担い手チーム（チームリーダー：多田典穂、チーム員：藤井信行、皆川歌織、

阿部洋） 

  執筆者：阿部洋 

 

図３ 栽培ゆず園の初結実(H30) 

 

 

顔写真 
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第１回 実習の様子 

起業活動実践者の所得向上支援        

【二戸農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  所得向上に向けた６次産業化支援 

 

■ ねらい 

  二戸地方の農村起業者の多くは、起業時の経営計画作成の重要性や事業拡大に対する意識が

不足していることに加え、価格設定が低いなど必ずしも所得向上につながっていないなどの課

題があった。このため、所得向上をねらいに農村起業者の商品力向上支援、重点支援起業者へ

の経営改善に取組んだ。 

 

■ 活動対象 

  二戸地方の農村起業者（主に女性。産直等への加工品出荷者など。） 

 

■ 活動経過 

（１） 二戸地方農村起業講座の開催（H27～30） 

     平成27年度から農村起業者のスキルアップと商品開発   

を目的に二戸地方農村起業講座を開催した。平成27年度    

は個別相談会と調理実習、平成28年度は事例研修と調理 

実習を実施した。平成29～30年度は確実に新商品開発に 

結びつけるため、１回目に「調理実習＋座学」、２回目 

に「試作品持参＋求評」の２回構成として実施した。 

講座のテーマは地元農産物を利用し、かつ農村起業者 

のニーズがあるものとし、平成29年度は「プロの和菓子 

職人から商品づくりと技術を学ぶ」、平成30年度は「豆、いも類を用いた惣菜、弁当」と 

した。併せて受講者の起業活動の目的や取組内容、課題を共有し、事例を学ぶ時間を設け 

た。また、講師のアドバイスや参加者の感想などを整理し、後日受講者に渡して取組状況 

を確認するなど、適切なフォローアップに努めた。 

（２） 専門家を活用した新商品開発支援（H29） 

産直支援の中で「晴高どんどん市場」が目玉商品「五穀かりんとう」に継ぐ商品開発を

計画していたことから、６次産業化トータルアドバイス事業の取組誘導を行った。「晴高

どんどん市場」加工部は６次産業化プランナーの指導により試作を重ね、新商品開発を行

った。 

（３） 重点支援起業者への経営改善支援（H30） 

    新規起業者で所得拡大意向のある太陽工房Ｓ氏（一戸町）を重点支援起業者に選定し、

経営改善支援を行った。起業経営チェックシートによる課題抽出、課題解決に向けた年間

計画の作成支援、取組状況の確認とアドバイスを行った。 

 

■ 活動成果 

（１） 農村起業講座の開催や専門家のマッチング支援による新商品開発 

農村起業講座の受講や、マッチング支援により新たな商品を開発した農村起業者数を表

に、商品名を表の下に示す。 
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表 新たな商品を開発した農村起業者数（人） 

 

 

 

 

【平成27年度】 豆もち（二戸市 Ｔ氏）、野菜入りタルト（一戸町 Ｔ氏） 

【平成28年度】 黒にんにくのはちみつ漬け」（一戸町 Ｎ氏） 

【平成29年度】 たかきびもち（二戸市 Ｍ氏）、かりんとう３種（軽米町 晴高どんどん市場）、すいとんもち 

（一戸町 Ｎ氏） 

【平成30年度】 お豆腐がんも（一戸町 Ｓ氏）、ポテト春巻き（九戸村 Ｋ氏） 

 

（２） 重点支援起業者への経営改善支援 

Ｓ氏はパートや家族に相談した上で「食を通して社会に貢献致します」という経営理念

を作成し、額に入れて工房に掲げた。また、冷凍保存を活用した需要期の商品供給増加計

画を作成し、商品ごとの損益分岐点を明らかにし、適正な価格設定を可能とした。このよ

うな取組みから、起業経営チェックシートの経営力①が46点から73点に向上し、目標販売

額400万円を達成した（前年販売額350万円）。 

理　念 ・経営理念が文書化されているか（重要★★★） 5 10

計　画 ・中期計画・年度計画はあるか（重要★） 2 4

評　価 ・計画の達成度合いを評価し、見直しているか（重要★） 2 2

記　帳 ・記帳（単式簿記、複式簿記）しているか 0 0

分　離 ・家計と分離しているか 2 2

分　析 ・財務諸表による経営分析を行っているか 1 1

規　約 ・規約があるか 0 0

12 19計（26点）

経営力①
(経営管理)
(7項目)
重要★★★
★★

取組前 取組後区分 項　目 内　容

 

例）各項目の記入欄（0～2）×点数（0～5）の合算→12点/26点（満点）≒46点      

（３） 残された課題 

    収益性の向上は事業の継続発展に重要だが、事業の継続には後継者育成、経営理念の伝

達等も必要になる。このため、継続性の高い起業活動の展開には収益性の向上と併せて事

業の継続に向けた取組みが必要である。 

 

  「食を通して社会に貢献致します」と経営理念を掲げて活動しています。

原価計算等も考慮しながら合理的にできるところは合理的に、季節感のある

ものは冷凍して必要とされる時期に提供しながら、お客様に安心、安全な商

品を作り笑顔になってもらえるような起業活動をしたいと思っています。 

 パートさんや普及員の皆様の力を借りながら、今まで以上の取組みをした

いと思っています。今年度は前年度の売上より10％アップを目指していま

す。 

所属職名：太陽工房（一戸町） 氏名：柴田照子 

■ 協働した機関 

  市町村、６次産業化支援センター、県北広域振興局農政部、同二戸農林振興センター 

■ 二戸農業改良普及センター 

  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:藤田智美、内田愛美） 

執筆者：内田愛美 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

目標 ２ ２ ２ ２ 

実績 ２ １ ３ ２ 
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水稲の硫黄欠乏の実態把握 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  低コスト・環境負荷軽減のための適正施肥の推進 

■ 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、原因の一つである水田土壌

可給態硫黄含量の低下実態を広く把握するとともに、硫黄欠乏症および可給態硫黄量の簡易診断

の検討、可給態硫黄量低下原因を模索し、今後の対策推進に資すること。 

■ 活動対象 

大学研究者、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） 水田土壌の可給態硫黄量実態把握 

  前年度の活動で、東北大学大学院土壌立地学研究室、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出来ていた。土壌試料の収集提供を全

農いわて、県域普及グループ、岩手県農業研究センターが行い、約700点の土壌試料の可給

態硫黄を東北大学と全農広域土壌分析センター岩手が測定した。 

（２） 水田土壌可給態硫黄量の簡易分析手法の検討 

ア デジタルパックテストによる可給態硫黄簡易測定の検討 

 県域普及グループが可給態硫黄を自前で測定するため、全農広域土壌分析センター岩手が

確立した比濁法による測定方法を参考に、安価なデジタルパックテストでの測定を試行した。 

イ 銀メッキシートによる硫化水素発生量の見える化 

 新潟県が開発した銀メッキシートは、水田土壌に１週間埋設して黒化程度から硫化水素発

生量を確認出来るツールである。変色程度が可給態硫黄量の目安に使えないか確認した。 

（全農いわて、県域普及グループ、大船渡農業改良普及センター） 

（３） 水稲硫黄欠乏症の発生確認手法の検討 

  可給態硫黄量が少ない水田において、硫酸苦土資材を株元に埋め込んで生育量の変化を対

照と比較することで、硫黄欠乏症の確認手段と出来ないか検討した。（県域普及グループ、

遠野普及サブセンター） 

（４） 対策技術の現地実証 

ア 可給態硫黄量が少ない水田において、硫酸苦土資材の追肥施用を実証（県域普及グループ、

大船渡普及センター） 

イ 石膏混和培土を用いた水稲育苗の検証（岩手県農業研究センター、大船渡普及センター） 

（５） 可給態硫黄量低下原因の予備調査 

ア 水田の硫黄収支試算（県域普及グループ） 

イ 水田用排水の水質分析と土壌層位別可給態硫黄量の測定（県域普及グループ） 

（６） 関係機関の連携及びPR 

ア 水稲硫黄欠乏対策意見交換会を開催（2018.６.11、８.６、12.21 東北大学、全農いわて、

全農土壌分析センター岩手、農業普及技術課、

岩手農研、中央普及県域G、大船渡普及） 

イ 東北農業試験研究推進会議 土壌肥料研究

会で硫黄欠乏について議論（2018.７.４） 

ウ 日本土壌肥料学会2018年度神奈川大会で岩
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手県での可給態硫黄広域分析事例を発表 

（2018.８.31 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） 

エ 雑誌「現代農業」2018年10月号で水稲硫黄欠乏の特集記事に県域普及グループが執筆。 

オ 平成30年度第１回肥料経済研究会にて、水稲における硫黄欠乏の現状と対策が検討され、

菅野准教授から岩手県の広域分析事例も紹介。（農水省、各肥料メーカー等が参加） 

■ 活動成果 

 国内の水田では発生しないとされてきた硫黄欠乏が実際に起こっていて、対策もあることを一

定程度周知出来たが、発症の確定が難しいことを確認した。原因となる土壌中可給態硫黄の低下

が県内で広く見られること、その原因として施肥成分の変化が考えられることを明らかにした。 

（１） 水田土壌の可給態硫黄量実態把握 

  岩手県内水田土壌653点の可給態硫黄量は、東北大学の基準によると２割弱が欠乏レベル

（10mgS/kg未満）、４～５割がグレーゾーン（10～20mgS/kg）で、欠乏リスク圃場は珍しく

ないことが示唆された。定点調査圃39点で1980年代と2010年代の可給態硫黄量を比較すると、

ほとんどの地点で大きく低下し、20mgS/kg以下の圃場数は0点から19点（49%）に増加してい

た。 

（２） 水田土壌可給態硫黄量の簡易分析手法の検討 

  デジタルパックテストによる可給態硫黄測定は測定値の振れが大きく、簡易測定には不適

であった。銀メッキシートは分かりやすいツールであるが、変色程度が硫化水素だけでなく

硫化物存在量に比例している可能性があり、可給態硫黄量の目安に使えるかは判断できなかっ

た。 

（３） 水稲硫黄欠乏症の発生確認手法の検討 

  施用前後での茎数の伸び率やSPAD値で生育量の改善が見られたが、目視では違いが分から

ず実用的な方法ではなかった。同様の手法を試みた広島県では明瞭な差が出ており、本県よ

り施用時期の温度が高く土壌の還元化が進行しているためではないかと思われた。 

（４） 対策技術の現地実証 

ア 可給態硫黄量が少ない水田での硫酸苦土資材の追肥施用効果は、大船渡では無処理比＋６

～17%の増収となったが、花巻と奥州では差が見られなかった。 

イ 石膏混和培土を用いた水稲育苗では、生育量やマット強度で問題なく、釜石では田植え後

の初期生育が優れた。しかし慣行苗より約１kg/箱重くなることが難点であった。 

（５） 可給態硫黄量低下原因の予備調査 

  水田の可給態硫黄量が低下した原因として、水稲用肥料に硫黄が含まれなくなったことや

溶脱が考えられる。地帯や施肥体系で変わるものの、収支はマイナスとなる場合が多そうで

ある。 

■ 協働した機関 

東北大学大学院土壌立地学研究室、JA全農岩手県本部、JA全農広域土壌分析センター岩手、農

業普及技術課、岩手県農業研究センター生産環境研究室、遠野普及サブセンター、大船渡農業改

良普及センター 

■ 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：横田紀雄 
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県版ＧＡＰの導入拡大に向けた普及活動 

                      【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  多様な担い手の活動支援 

 

■ ねらい 

  岩手県版ＧＡＰの実践と確認申請の指導を通じて、法人等の経営改善、農薬適正使用、農作

業安全などの経営力全般の向上と、併せて他の生産者への波及を図る。また、将来の担い手と

なり得る農業高校の生徒達にＧＡＰ取組の意義を理解させる。 

 

■ 活動対象 

  県版ＧＡＰ(確認)登録を希望する２法人及び１教育機関 

 

■ 活動経過 

（１） ２法人に対する指導 

  ア  株式会社賢治の大地（盛岡市） 

   ・ 取組農産物・品目：野菜・トマト､ミニトマト（H30.7確認登録） 

   ・ 指導経過： 

栽培技術指導（H28～）とＧＡＰ取組の意向確認（H29） 

     県版ＧＡＰの点検シートに基づく改善等の指導（4/17、5/23、6/21） 

  イ  有限会社ファーム菅久（雫石町） 

・ 取組農産物・品目：米・米（H30.9確認登録） 

   ・ 指導経過： 

県版ＧＡＰ取組の相談対応と申請誘導（H29.11～、以前からＧＡＰへの関心あり。) 

     点検シートに基づく改善等の指導（8/6、8/22、8/28） 

（２） 盛岡農業高等学校に対する指導 

ア 取組農産物・品目：果樹・りんご（H30.12確認登録） 

  イ 指導経過： 

    高校側からの取組指導の依頼（7/6）、指導教員との打合せ（7/12） 

授業の一環としてＧＡＰの理解と点検シートに基づく改善指導（8/30、9/26、11/5） 

現地確認調査は、生徒が質問内容について説明をする方式で実施 

    対象は植物科学科の果樹専攻２年生9名（9/26のみ植物科学科２年生全員他・全40名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 授業の中でＧＡＰの解説･指導（H30.9.26） 現地調査時の生徒からの説明(H30.11.20） 
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■ 活動成果 

（１） 指導対象の県版ＧＡＰ(確認)登録 

  ア 株式会社賢治の大地 

   ・ 経営改善全般：県版ＧＡＰ登録を契機に、栽培の標準化や見える化が図られ、収量の

安定化につながった。また、販売先との交渉がスムーズに進むようになった。 

   ・ 個別改善事項：残渣廃棄場所の表示、農薬保管庫設置場所の変更と工夫及び庫内の整

理、喫煙場所の指定と表示、危険箇所の表示、各種掲示ほか 

イ 有限会社ファーム菅久 

・ 経営改善全般：従業員の整理・整頓の意識がより高まった。また、経理簿等の各種帳

簿に見出しを付け整理したことで、役員全員が確認できるようになった。 

・ 個別改善事項：農薬保管・表示の改善、たい肥保管方法改善（覆いの設置）、防油堤

の設置、軽油の保管容器を法令適合のものに交換、廃棄物の整理、帳簿の整理ほか 

ウ 盛岡農業高等学校 

・ 改善等全般：実習室や圃場が整理整頓されたことで、道具や資材の所在も分かり易

くなった。資料やマニュアル作成により作業効率が上がり、ＧＡＰの取組により、生

徒から質問・意見が積極的に出るようになり、意識改革につながった。 

・ 個別改善事項：農薬保管庫の設置場所変更及びトレイ設置、表示版の設置、収穫りん

ご調製作業前の手洗いの励行、包装容器の保管場所の整理、刃物類の管理方法ほか 

（２） 県版ＧＡＰ取組の波及 

ア 地域・対象の変化 

・ 上記２経営体の市町で他の経営体からも県版ＧＡＰ(確認)の希望が出てきた。また、

２経営体のうち１経営体は、次のステップとしてＪＧＡＰ認証取得を計画している。 

・ 盛岡農業高校以外の県内農業高校も、県版ＧＡＰ(確認)の取組を検討している。 

イ 残された課題 

一部個別経営体の取組が進む一方で、管内２ＪＡは、銀河のしずく栽培研究会の確認登

録をそれぞれ進めているが、当初計画どおりには進んでいないことから、普及センターで

は、両ＪＡのＧＡＰ並びに営農担当部署との連携により、会員の意識醸成を図っていく。 

 

 ＧＡＰは次の世代に経

営を継続する上で大切

な要素がいっぱい入っ

ています。今後、首都

圏に向け一層の販売強

化に取り組みます。 

 

ＧＡＰ取組の中で、町

内に広がって存在するほ

場を大きな地図にマーク

し、事務室に掲示したこ

とが、自分自身大いに役

立っています。 

所属職名：(株)賢治の大地代表取締役 

氏  名：畠山武志   

所属職名：(有)ファーム菅久 常務取締役 

氏  名：菅原紋子 

■ 協働した機関 

  中央農業改良普及センター（県域普及グループ)、盛岡農業高等学校 

■ 盛岡農業改良普及センター 

経営体育成チーム（チームリーダー：尾形茂、チーム員：田中英輝、築地邦晃） 

野菜振興チーム（川原周祐、目時梨佳）、果樹振興チーム（及川耳呂、秦広和） 

作物振興チーム（林尻雄大、田村恵里佳）   

執筆者：築地邦晃                     
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JA いわて平泉「金色の風」栽培研究会に対する GAP 取組支援 

【一関農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  実需者ニーズに即した主食用米産地の形成 

 

■ ねらい 

  一関地方の「金色の風」の栽培は、平成29年からJAいわて平泉「金色の風」栽培研究会16名

27.5haで始まった。これまで、モデル実証ほの設置や全会員の圃場巡回など、全国最高水準の

品質と食味の実現に向けて取り組んでいる。 

29年６月に、研究会会長から会員に、安全安心な一関地方産「金色の風」の差別化や新たな

販路確保等に向けてGAPの取組が提案され、栽培研究会としてASIAGAP団体認証の取得及び県版

GAP確認登録を目指す取組を支援した。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて平泉「金色の風」栽培研究会 

 

■ 活動経過 

（１） 普及センター及び関係団体による支援体制の確立 

  ア 普及センターにおける支援体制の強化 

・ ASIAGAP・JGAP指導員資格所有者を増員し、所内GAP支援チームを編成 

・ 中央普及センター県域普及グループ(県域G)に指導支援を要請 

  イ JAいわて平泉及びJAグループGAP支援チームとの連携 

・ JAいわて平泉(JA)で配置された２名のGAP担当職員及びJGAP指導員資格を持つ研究会会

長と取組方針や計画について協議 

・ JAグループGAP支援チームによる事業を活用し、外部講師と、取組農家に対する指導内

容を協議したほか、団体事務局を務めるJAへの指導を分担 

（２） 関係団体と連携を密にしたASIAGAP取組支援 

  ア 集合研修の開催 

平成29年度は、GAPの基礎から実践に向けた内 

容まで集合研修を重ねた。 

30年度は、中央普及センター県域普及グルー 

プと連携し、HACCPの考え方に基づいた、農場内 

の食品安全に係るリスクの評価や救命救急等、 

実習形式で農家に実践してもらう研修内容とし 

た。 

  イ 農場ごとの事情に応じたGAP取組の提案 

    集合研修とあわせて、農家個別の事情に対応した取組を行ってもらうため、JA、外部講

師及び県域Gとともに取組農場全員に対して巡回を繰り返し、農場整理や必要な台帳類の作

成を支援した。 

巡回には農家も参加し、相互に取組状況を確認し合えるようにした。 

平成30年６月には、外部審査を想定した内部監査を実施し、全取組農場に対して是正が

必要な項目を指導した。７月にはJAと分担して再度全農場を巡回し、是正状況を確認した。 

活発に意見交換を行いながら農場のリスク

について検討(H30.7.20) 
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（３） 県版GAP確認登録に向けた取組支援 

  ア 県版GAP取組支援に向けた所内チームの再編成 

ASIAGAP団体認証取得に向けた支援が佳境を迎え 

た７月から、ASIAGAP取組農家以外の金色の風栽培 

農家に、県版GAPの指導を開始した。 

県版GAPでは、指導者役と現地調査役の分担が必 

要となったことから、所内で協議し、GAP支援チー 

ムの再編成を行った。 

  イ ASIAGAP取組事例を活用した県版GAP取組支援 

    県版GAPの取組では、ASIAGAPの取組事例を活用し

た。まず、GAPの基礎や取組の流れに関して、取組農家の抵抗感を和らげるよう、ASIAGAP

と比較しながら説明した。また、農場の整理整頓や各種台帳類の作成に関しても、ASIAGAP

に取り組んだ農場の事例を交えながら指導を行い、農家が取組の具体的なイメージを持て

るように工夫した。30年12月の審査会に向けて、秋の収穫作業の合間を縫いながら、JAと

連携して研修会及び個別巡回を繰り返した。 

 

■ 活動成果 

（１） 認証の取得及び確認登録 

ASIAGAPに取り組んだ農家９名は、「JAいわて平泉ブランド米部会」として、30年10月に

東北で初となる、「ASIAGAPVer.2 穀物」団体認証を取得した。 

また、県版GAPに取り組んだ農家は、８農場で構成される「JAいわて平泉ブランディング

米部会」及び１法人が、それぞれ団体及び個別で「県版GAP確認登録」を実現した。 

（２） GAPに取り組んだことによる効果 

GAPに取り組んだ農家は、安全な農産物の生産に向けて、農場内で抱えるリスクを

検討して低減に努めたことで、農場内が整理され、作業の効率が上がったことを実感

した。また、取組にあたり家族内でGAPに関して話し合ったことで、家族で経営を見

直す機会になったと話す農家もいた。 

また、ASIAGAP認証を取得した「金色の風」の取引を希望した米穀専門店での販売

も始まり、新たな販路の獲得に繋がっている。 

 

 

 

 

取組過程では親子や家族一丸となったことで継承者育成に一役買いまし

た。認証取得後は、お米マイスターのいるお米屋では「ASIAGAP認証を取得

したJAいわて平泉の平泉産のＳさんの金色の風です」と言う様に一口POPに

なると言います。山口県を始め、県内外からの研修依頼も多く、こんなに早

く効果が現れるとは想定外でした。今後は、GAP本来の目的である、データ

を活用した経営改善と仲間の育成に取り組みます。 

所属職名：JAいわて平泉「金色の風」栽培研究会 会長   氏名：小野正一 

 

■ 協働した機関 

  JA いわて平泉、JA 全農、JA 全農いわて、JA 岩手県中央会、農林水産部農業普及技術課、中

央農業改良普及センター県域普及グループ 

■ 一関農業改良普及センター 

  水田営農推進チーム（チームリーダー：佐藤千秋、チーム員：佐藤拓也、菅原真澄）   

  GAP 支援チーム（細川健、木村和博、薄衣麻里子、柴田愛里） 

  執筆者：佐藤拓也 

自らの経営を説明する農家(右)と現地調査に当

たる普及員(左) 
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「たかたのゆめ」ブランド化研究会のＧＡＰ取組支援 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  復旧農地の営農再開促進と水稲の安定生産 

 

■ ねらい 

  陸前高田市では、東日本大震災津波からの復旧・復興の旗印として、2013年からオリジナル

水稲品種である「たかたのゆめ」が作付けされており、平成30年度の作付面積は51haである。 

「たかたのゆめ」の作付けにあたり、「たかたのゆめ」ブランド化研究会（構成員：生産者、

ＪＴ、卸）（以下、ブランド化研究会）を設立し、収量品質向上および販売促進に向けた活動

が行われてきた。近年では、全国的にブランド米が乱立している状況にあり、「たかたのゆめ

」のブランド力強化および東日本大震災津波からの復旧・復興を国内外へＰＲするなどさらな

る販売活動の展開が求められている。 

  そこで、ＰＲの一環として、東京2020オリンピック・パラリンピックに「たかたのゆめ」の

食材提供を目指して、食材提供の入札参加要件を満たす岩手県版農業生産工程管理（以下、Ｇ

ＡＰ）確認登録を支援した。 

 

■ 活動対象 

  「たかたのゆめ」ブランド化研究会（生産者） 

 

■ 活動経過 

（１） 生産者のＧＡＰへの理解醸成およびＧＡＰ取組促進（平成29～30年度） 

  ア 生産者のＧＡＰへの理解醸成を目的とした研修会を開催（平成29年度） 

 イ 生産者のＧＡＰ取組促進を目的とした研修会を開催（平成30年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 岩手県版ＧＡＰ確認登録に向けた支援（平成30年度） 

ア 生産者の合意形成および支援体制の構築 

 「たかたのゆめ」ブランド化研究会に所属する生産者のうち、ＧＡＰの取組みへの意欲

の高い３戸へ、団体での確認登録に向けた組織化を誘導し、「たかたのゆめＧＡＰ部会」

（以下、ＧＡＰ部会）が設立された。また、岩手県版ＧＡＰ確認登録に向けて、普及セン

ターが中心となって、各関係機関で役割分担およびスケジュールの共有を図った。 

イ ＧＡＰ取組み状況の確認および個別指導 

ＧＡＰ部会の３農場について個別巡回を行い、取組状況の確認と改善点の指導を行った。

次の巡回時には、前回の指摘事項を踏まえ改善点を確認することで、ＰＤＣＡサイクルに

即した効果的かつ効率的な改善となるよう支援した。 
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ウ ＧＡＰ現地研修による相互研鑽 

 ＧＡＰ部会の３農場を会場とした現地研修を行い、互いの取組みを確認し情報共有する

ことで、相互研鑽を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 平成30年12月の審査委員会において、ＧＡＰ部会の３農場が岩手県版ＧＡＰを実践して

いると認められ、岩手県版ＧＡＰ確認登録された。 

（２） 身近な生産者によるＧＡＰ取組み事例を実際に見聞きしたので、ブランド化研究会に所

属する生産者は具体的な改善イメージを持つことができた。 

 

【残された課題】 

   今年度は、ＧＡＰの取組みへの意欲の高いブランド化研究会の３農場を対象に、確認登録に

向けた支援を行ったが、今後も経営改善の一助となるよう改善支援を継続していく必要がある。

また、ＧＡＰに取り組む生産者がさらに増えるよう普及推進をしていく必要がある。 

 

【今後の活動方向】 

  ブランド化研究会に対してＧＡＰの普及推進を図っていくとともに、今年度確認登録を受け

た３農場に対しても支援を継続していく。また、次年度は、管内の農事組合法人が経営改善を

図る上で、岩手県版ＧＡＰ確認登録の意欲を示しており、関係機関と連携して支援をしていく。 

 

 

 

 

 

 ＧＡＰをきっかけに、息子と作業小屋の片付けに取り組むことができた。

整理の行き届いた環境での作業は効率的なため、今後も継続して改善に取組

んでいきたい。また、東京2020オリンピック・パラリンピックへの食材提供

のスタートラインに立つことができた。「たかたのゆめ」を通じて、陸前高

田市を盛り上げていくために、ＧＡＰに取り組む仲間を増やしていきたい。 

所属職名：「たかたのゆめ」ブランド化研究会 会長  氏名：佐藤信一 

 

■ 協働した機関 

  大船渡地方農業振興協議会、中央農業改良普及センター県域普及グループ 

 

■ 大船渡農業改良普及センター作物経営体育成チーム 

チームリーダー：根子善照、チーム員：数藤慶亮、多田周平、松岡俊吾 

  執筆者：松岡俊吾 

改 善 
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