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は じ め に 

 

 

本県の農業改良普及事業に際しましては、農業者、関係機関・団体を始め、多くの方々

からご支援並びにご協力をいただき、心から感謝申し上げます。 

普及組織では、これまでの「いわて県民計画第３期アクションプラン」「普及指導計画」

等の目標達成に向けて、農業者と直接顔を合わせた活動を展開し、地域農業の核となる経

営体の確保育成や、消費者から信頼される生産性・市場性の高い産地づくり、農産物の高

付加価値化などで成果を挙げてきました。農業者が意欲を持って営農活動に取組み、地域

農業・農村の維持発展を実現していくには、普及組織の持つスペシャリスト能力、コーデ

ィネート能力、総合的な企画運営能力からの後押しが欠かせず、本書では、こうした普及

指導活動のうち、平成 30 年度の主要成果をまとめておりますので、参考にしていただけれ

ば幸いです。 

令和元年度からは、普及組織が本県農業の技術革新や経営改善等を一層先導する組織体

制としており、普及組織が一丸となって、新たな「いわて県民計画」と普及指導計画「県

重点プロジェクト・地域課題計画」の推進にあたって参りますので、引き続きのご支援と

ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

                      令和元年６月 18 日 

農業普及技術課 

総括課長 菊池政洋 
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１ 平成 30年１月から 12 月までの気象概況 

(1) 年間の気象概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３月は、晴れた日が多く、日照時間が平年と比較して多かった。 

２月は、全般に低温で経過し、特に、下旬の平均気温は内陸及び沿岸北部で平年と比較してかなり低

かった。 

３月から７月にかけては、平均気温は高めに推移し、特に、３月の月平均気温は平年と比較してかな

り高かった。 

５月は、18 日から 19 日に低気圧や東北地方を北上した前線の影響で広い範囲で大雨となり、月降水

量はかなり多かった。 

７月は、県南部を中心に降水量が少なかった。 

８月は、台風や低気圧及び前線等の影響で曇りや雨の日が多く、特に 15日から 16日は県内の広い範

囲で大雨となり、月降水量は沿岸部を中心に多かった。 

９～10月は台風の影響で大雨・強風となり、家屋等への被害が発生した。 

10～11月は高温、多照で経過した。 

 

 

２ 旬別の気象概況 ※岩手県の天候のまとめ（盛岡地方気象台作成）より抜粋 

〈１月〉：日照時間が多い、降雪量が少ない 

上旬：冬型の気圧配置と低気圧等の影響で、内陸は曇りや雪または雨の日が多く、沿岸は曇り、雨ま

たは雪の日もあったが、晴れた日が多かった。 

中旬：後半に低気圧と前線の影響で、曇りや雪または雨の日が続くことがあったが、冬型の気圧配置、

高気圧に覆われた影響で、沿岸を中心に晴れた日が多かった。 

下旬：冬型の気圧配置と低気圧等の影響で、内陸は曇りや雪の日が多く、沿岸は曇り、雪または雨の

日もあったが、晴れた日が多かった。 

〈２月〉：平均気温が低い、日照時間が多い 

上旬：冬型の気圧配置と低気圧の影響で、内陸は曇りや雪または雨の日が多く、沿岸は曇り、雪また

は雨の日もあったが、晴れた日が多かった。 

中旬：冬型の気圧配置と低気圧等の影響で、内陸は曇りや雪の日が多く、沿岸は曇り、雪または雨の

日もあったが、晴れた日が多かった。 

下旬：冬型の気圧配置と低気圧等の影響で曇りや雪の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多

かった。 

 

【天候の特徴】 

・ １～３月：多照 

・ ２月：低温 

・ ３～７月：高温 

・ ５月、８月：多雨 

・ ７月：少雨 

・ ９～10月：台風第 21号、第 24号、第 25号 

・ 10～11月：高温 

・ 10～12月：多照 

2



 

 

〈３月〉：平均気温が高い、降水量が多い、日照時間が多い 

上旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧と前線及び冬型の気圧配置の影響で曇りや雨ま

たは雪の日が多かった。１日～２日は、急速に発達した低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で大

荒れとなった。また、８日～９日は、発達した低気圧や前線の影響で大雨となった。 

中旬：低気圧と気圧の谷等の影響で曇りや雨または雪の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が

多かった。 

下旬：低気圧と前線等の影響で曇りや雨または雪の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多か

った。 

〈４月〉：平均気温が高い、日照時間が少ない 

上旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧と気圧の谷等の影響で曇りや雨または雪の日が

多かった。 

中旬：天気は周期的に変化し、低気圧や気圧の谷等の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆わ

れて晴れた日が多かった。 

 下旬：低気圧や気圧の谷の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

〈５月〉：平均気温が高い、降水量が多い 

 上旬：低気圧と前線及び気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多かった。 

中旬：天気は周期的に変化し、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線の影響で曇りや

雨の日もあった。18 日から 19 日は、低気圧や東北地方を北上した前線の影響で広い範囲で大雨

となった。 

 下旬：低気圧等の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

〈６月〉：高温、県の南部で降水量が少ない 

 上旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日が多く、後半は低気圧等の影響で曇りや雨の日が多かった。 

 中旬：低気圧や梅雨前線等の影響で曇りや雨の日が多かった。 

 下旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線等の影響で曇りや雨の日が多かった。30日は、

暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で県の南部を中心に大雨となった。 

〈７月〉：平均気温が高い、県の南部を中心に降水量が少ない 

 上旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。 

 中旬：前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多かった。 

 下旬：気圧の谷等の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

〈８月〉：降水量が多い 

上旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第 13 号や前線等の影響で曇りや雨の日もあり、

５日から６日は前線や低気圧の影響で大雨となった所があった。 

中旬：高気圧に覆われて晴れた日が多かったが曇りや雨の日もあり、15 日から 16 日は低気圧、前線

の影響で県内の広い範囲で大雨となった。 

 下旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線等の影響で曇りや雨の日が多かった。 

〈９月〉：台風第 21 号、内陸の降水量が多い、沿岸の日照時間が少ない 

 上旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第 21号や前線の影響で曇りや雨の日が多かった。 

 中旬：気圧の谷の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった 

下旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風第 24 号や前線等の影響で曇りや雨の日が多かっ

た。 
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〈10月〉：台風第 24号、第 25 号、気温が高い、日照時間が多い 

上旬：高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、台風と低気圧及び前線等の影響で曇りや雨の日もあ

り、１日は台風第 24号による大雨や強風、７日は台風第 25号による暴風で家屋への被害等が発

生した。 

 中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧と気圧の谷等の影響で曇りや雨の日が多かった。 

下旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日が多く、後半は低気圧と前線等の影響で曇りや雨の日が多か

った。 

〈11月〉：気温が高い、降水量が少ない、日照時間が多い 

上旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日が多く、後半は低気圧と前線の影響で曇りや雨の日が多かっ

た。 

 中旬：低気圧と前線の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

下旬：低気圧と前線及び冬型の気圧配置の影響で曇りや雨及び雪の日もあったが、高気圧に覆われて

晴れた日が多かった。 

〈12月〉：日照時間が多い 

上旬：中旬以降、冬型の気圧配置となることが多く、特に下旬は冬型の気圧配置が強まり山沿いや県

の南部では雪の日が多い所もあったが、全般的には高気圧に覆われることも多かったため、沿岸

を中心に晴れた日が多かった。 

中旬：低気圧と冬型の気圧配置の影響により曇りや雪または雨の日もあったが、冬型の気圧配置が強

まることはなく高気圧に覆われたこともあり、晴れた日が多かった。旬平均気温は平年並。旬降

水量は内陸で多いから平年並、沿岸で平年並。旬間日照時間は県の北部で多いから平年並、県の

南部でかなり多いから多い。 

下旬：前半に高気圧に覆われたこと、後半は冬型の気圧配置が続いたことから、沿岸を中心に晴れた

日が多かったが、山沿いや県の南部では雪の日が多い所もあった。 
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(3) 主な気象データ 

ア 盛岡における気温、降水量、日照時間 

2018年の気象経過[旬別：盛岡地方気象台] 
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イ 終霜 

気象官署 月 日 平 年 昨 年 

盛岡 ４月 17日 ５月３日 ４月 24日 

 

ウ 梅雨入り、梅雨明け（東北北部） 

 
月 日 

平 年 
（平年差） 

昨 年 
（昨年差） 

梅雨入り ６月 11日頃 
６月 14日頃 
（３日早い） 

７月１日頃 
（18日遅い） 

梅雨明け ７月 19日頃 
７月 28日頃 
（９日早い） 

特定しない 
（－） 

 

エ 気象官署（盛岡、宮古、大船渡）における記録更新（第５位まで） 

(ｱ) 月平均気温 

気象官署 月 記録（℃） 備 考 

盛岡 ３ 4.0 高い方から４位 

宮古 ３ 5.9 高い方から１位 

大船渡 ３ 6.8 高い方から１位 

大船渡 ４ 11.4 高い方から１位 

大船渡 ５ 15.4 高い方から４位 

盛岡 ７ 24.7 高い方から３位 

大船渡 ７ 23.6 高い方から３位 

盛岡 10 13.6 高い方から５位 

宮古 10 14.5 高い方から４位 

(ｲ) 月間日照時間 

気象官署 月 記録（時間） 備 考 

盛岡 12 134.6 多い方から４位 

(ｳ) 月降水量 

気象官署 月  記録（㎜） 備 考 

宮古 ３ 237.5 多い方から３位 

大船渡 ３ 252.0 多い方から１位 

盛岡 ５ 186.0 多い方から４位 

盛岡 11 38.5 少ない方から４位 

(ｴ) 降雪の深さの月合計（降雪量） 

気象官署 月 記録（㎝） 備 考 

盛岡 ２ 92 多い方から５位 

  (ｵ) 降雪の深さの日合計（降雪量） 

気象官署 月 日 記録（㎝） 備 考 

盛岡 ２月 14日 34 多い方から２位 
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２ 農作物の生育概況 

 (1) 水稲（作況指数は「101」、うるち米 一等米比率は 98.0％） 

ア 播種期・育苗期（播種盛期は平年並の４月16日、苗質は平年並み） 

播種作業は概ね平年並の４月９日に始まり、県全体の播種盛期（50％終了）も平年並（４月16日）であ

った。 

育苗期間の平均気温は５月第２半旬に平年を大きく下回ったが、おおむね平年を上回った。育苗期の病

害発生は全般に少なく、苗の草丈及び葉齢は平年並、100個体乾物重は平年をやや下回った。 

 イ 移植期～活着期（移植盛期は平年並みの５月17日、活着は概ね良好） 

５月は第２半旬に低温となったほかは概ね高く、特に第５半旬以降は平年を大きく上回って経過した。

第４半旬に降水量が多かったが、圃場の準備作業はほぼ順調に行われた。県全体の移植盛期は５月17日と

平年並み、移植終期（90％終了）も５月23日と平年並であり、適期内に田植え作業が終わった。 

移植期は気温が高く、良好な気象条件で経過し、活着は概ね良好であった。 

ウ 分げつ期（葉数は平年並み、生育量は小さい） 

５月第４半旬～６月第２半旬の気温・日照時間は平年を上回ったが、東北北部が６月11日頃（平年より

３日早い）に梅雨入りしたこともあり、６月第３半旬～第４半旬には気温・日照時間とも平年を大きく下

回った。６月第５半旬以降は気温・日照時間とも平年を上回って経過した。 

各農業改良普及センターが実施した一斉生育調査では、６月14日調査によると草丈は平年並（平年差

+0.5cm）、茎数は平年よりやや多く（平年比108％）、葉数は平年並（平年差-0.1葉）であった。しかし、６

月25日調査によると草丈は平年よりやや短く（平年差-2.9cm）、茎数で平年よりやや少なかった（平年比94

％）。葉数は平年並（平年差-0.2葉）、葉色の目安であるSPAD値は平年並であった（平年差-1.2ポイント）。

生育の進み具合の目安となる葉数は平年並みであったが、６月第３半旬～第４半旬の低温・日照不足によ

り生育量は平年より小さかった。 

エ 本田生育期の土壌と稲体栄養（窒素吸収量で劣る、土壌中アンモニア態窒素は概ね平年並） 

６月25日時点では、稲体窒素吸収量は北上川上流・下流でやや少なく、東部と北部で少なかった。圃場間の

生育差は大きかったが、土壌中アンモニア態窒素は概ね平年並であり、乾土効果窒素発現量も平年並みと見込

まれた。６月第６半旬から７月第１半旬にかけては、高温・多照のため、水稲生育は促進しており、７月は高温経

過が予想されていたため、残存窒素は消尽されると見込まれた。８月の気温予想は平年並み～高い見込みであ

り、出穂後の高温障害対策として窒素栄養を維持する必要がある一方、良食味確保のため玄米タンパク質含量

を高めないよう、籾数に見合った追肥量に調整する必要があった。 

本年度の追肥の基本方針は、幼穂形成期に茎数及び葉色に合わせて窒素成分で１～２kg/10aを施用するこ

ととした。金色の風は減数分裂期追肥が基本であるため、減数分裂期に追肥することとし、茎数や葉色に合わせ

て窒素成分で１～1.5kg/10aを施用する、という追肥指導を行った。 

オ 幼穂形成期～出穂期（出穂盛期は平年よりやや早い８月３日） 

    ６月第６半旬から７月第１半旬の平均気温は平年を大きく上回り、７月10日一斉生育調査によると草丈

は平年よりやや長くなり（平年差+2.3cm）、葉数は平年並み（平年差-0.1葉）であった。茎数は平年より少

なく（平年比93％）、６月中旬の低温により分げつ発生が少なかったと考えられた。 

幼穂形成期は平年並であり、県全体は７月12日（平年差＋１日）であった。地帯別に見てもほぼ平年並

であった。減数分裂期は平年並であり、県全体は７月23日（平年差－1日）であった。地帯別に見ると、東

部でやや早まった。 

東北北部の梅雨明けは７月20日ころであったが（平年より８日早い）、その後８月第１半旬までは気温が

高く、その影響で県全体の出穂盛期は平年よりやや早かった（出穂盛期８月３日：平年差－３日）。８月第

２半旬になると気温は平年を大きく下回る低温・日照不足になった。８月は高温予想の異常天候早期警戒

情報が発令され、高温の時期もあったが、低温の時期も交互にあり、北部や東部の出穂時期は８月中旬ま

で長引き、登熟の進み具合も地域により差が生じた。 

カ 登熟期～成熟期（沈下籾数歩合は平年並み） 

本年の出穂は平年よりやや早かったが、８月は高温と低温の時期を繰り返した。その結果、登熟の進み

具合を見るために各普及センターで行った一斉調査（８月30～31日）によると、沈下籾数歩合87.1％（平

年差＋1.3ポイント）と平年並みであった。地帯別でみると、北上川流域及び東部は平年並～やや進んでい

るが、北部では低温の影響が大きく、平年よりやや遅れていた。 

８月下旬から10月上旬にかけて４度の台風が襲来したが、大きな被害は見られず、水稲生育診断圃にお
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ける成熟期は、平年より３日早い９月17日であった。しかし、登熟の進みが遅かった北部では、平年より

３日遅い９月25日であった。 

キ 刈取期（刈取盛期は平年より３日遅い10月７日） 

県内水稲の刈取盛期は10月７日と平年より遅かった（平年差＋３日）。出穂期は平年よりやや早く、成熟

期も平年よりやや早かったが、台風第24号、台風第25号が立て続けに接近し、圃場がぬかるみ、刈取作業

が遅れたためと考えられる。登熟の遅れた北部の刈取盛期は10月12日ころとなり、平年より遅くなった（

平年差＋６日）。 

ク 収量および収量構成要素（作況指数101、生育診断圃結果は収量平年比97％） 

平成30年度試験研究成果によると、穂数は平年より少なく、㎡当たり籾数は平年を下回ったが、玄米千

粒重、登熟歩合は平年を上回り、作況指数は県全体で「101」（H30.12月10日現在）の平年並みだった。 

一方、水稲生育診断圃の結果によると以下のとおりであった。 

収量は平年よりやや少なく（平年比97％）、屑米重は平年並みであった。穂数は平年より少なく、一穂籾

数は平年並みであったことから、㎡当たり籾数は平年より少なかった。登熟歩合、不稔歩合及び玄米千粒

重は平年並であった。粒厚分布は、2.1mm以上の粒厚の厚いランクが平年を上回り、2.1mm～2.0mmの粒厚の

玄米が平年より少なくなった。地域別でみると、北部の不稔歩合が高く（平年比＋3.0ポイント）、収量低

下が大きかった（平年比79％）。 

ケ 品質（一等米比率98.0％と全国第１位、落等原因トップは着色米） 

品質では、うるち米の一等米比率が98.0％(平成31年1月31日現在)、全国第１位であり、もち米の一等米

比率は89.1％(平成31年1月31日現在)、全国第１位であった。 

２等以下に格付けされた主な理由は、「着色米（カメムシ類）」が27.4％（総検査数量に占める割合0.5

％）、「充実度」が17.5％（同0.3％）、「形質（その他）」が14.7％（同0.3％）であった。また、品種別の一

等米比率は、「ひとめぼれ」97.9％、「あきたこまち」98.9％、「いわてっこ」98.1％、「銀河のしずく」99.5

％、「金色の風」99.3％であった（うるち米、平成31年1月31日現在、東北農政局）。 

その他、平成26年度から検査対象となった飼料用もみ2,443トン、飼料用玄米15,906トンが検査され、全

量合格であった。 

コ 病害虫の発生（葉いもち 少･穂いもち 少、紋枯病 並、斑点米カメムシ類 並（斑点米 やや少）） 

BLASTAMによる感染好適条件は、県全体では６月27日から出現し、７日間以上の間隔を置いた繰り返しは

３回であった。７月中下旬は高温かつ少雨であったため、葉いもちの上位進展には不適であった。葉いも

ちの発生量は県全体で少であった。 

８月上旬の上位３葉における葉いもち発生が平年より少なく、出穂期は降雨が少なかったため、穂いも

ちの発生は県全体では少なかった。８月下旬から９月上旬に降雨が連続したため、葉いもち発生圃場を中

心に穂いもちが散見されたが、穂いもちの発生量は県全体で少であった。 

紋枯病の発生は、６月下旬から平均気温22℃（稲体への進入可能温度）を超える日が連続したことから、

早期感染には適していたが、７月は降雨が少なく水平進展には不適であった。８月は降雨日数が多く、垂

直進展が助長されたが、紋枯病の発生量は県全体で「並」であった。 

斑点米カメムシ類は、越冬世代の発生時期は早まり、第一世代、第二世代とも平年よりやや早かった。

割れ籾率が平年よりかなり少なく、出穂開花時期とカメムシ類の発生時期がややずれたこと、薬剤散布や

畦畔管理が例年並に徹底されたことなどから、カメムシ類の発生は並であったが、斑点米の発生はやや少

であった。 

 

(2) 畑作物 

ア 小麦 

【30年産小麦（29年播種）】 

(ｱ) 播種～初期生育 

連作ほ場では適期に播種作業が行われたが、稲刈り作業が遅れたため、水稲あとに作付けされた小麦

は、圃場条件も悪く播種作業が遅れた。出芽は適期に播種された圃場で良好だったが、10月下旬も雨

が多く、播種が遅れたほ場では湿害が目立った。その後天候は回復したが、11月中旬からは低温とな

り、生育は緩慢となった。越冬前の生育は10月上旬までに播種された圃場と、10月下旬以降に播種さ

れた圃場で大きな差となり、生育差が縮まることなく根雪となった。 
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(ｲ) 越冬後の生育 

根雪期間は農研センター圃場の観察では 12/12～3/14 までの 93 日間であり、過去 10 年の平均日よ

りも14日長かった。３月に入り、気温も高めに経過したことから融雪がすすみ、現地では条件の整っ

たところから積極的に融雪期追肥が実施された。生育は順調であったが、一部、越冬前から生育量が小

さいほ場では、遅れを取り戻すことができないままであった。 

(ｳ) 茎立～出穂・開花 

茎立は平年並となった。４月上旬に一時低温となったが、５月にかけて気温が高く推移したため、生

育は平年並～やや早まった。出穂は昨年と同様に平年並となった。薬剤防除は概ね適期に行われていた

が、県南部での水害による赤かび病の感染が懸念された。 

(ｴ) 生育・登熟状況 

出穂後は天候に恵まれ、登熟は順調であったが、６月中旬の強い低温により、一時緩慢となった。成

熟期は平年並となり、稈長や穂長、穂数もほぼ平年並となった。 

(ｵ) 刈取り状況 

子実水分がなかなか低下しなかったことから、本格的な収穫作業は昨年と同様に6月29日頃から始

まった。７月第２半旬頃から雨模様となり、県中南部で収穫が遅れた圃場の一部で穂発芽が散見された。 

(ｶ) 成熟期調査結果（生育診断圃を中心とした） 

・出穂 ナンブコムギ２日程度・ゆきちから３日程度早い。 

・成熟 ナンブコムギ・ゆきちからとも平年並。 

・稈長 ナンブコムギやや短い・ゆきちからはやや長い。 

・穂長 ナンブコムギ・ゆきちからともやや短い。 

・穂数 ナンブコムギ・ゆきちからとも１～２割程度多。 

(ｷ) 収穫量及び検査結果 

農林水産省発表による県平均収量は 10ａ当たり平均収量対比 91 の 167kg/10a となった（29 年産

203kg/10a・堆肥115、28年産214kg/10a・対比122、27年産178kg/10a・対比100）。 

30年産の麦類の検査結果（30年12月末現在）は、検査数量が 5,871t（29年産7,834t・28年産8,144t・

27年産7,080t）、一等比率が 77.5%（29年産89.4%、28年産91.6%、27年産95.5％、）となった。 

(ｸ) 病害の発生（病害虫防除所調査結果より） 

・雪腐病：発生圃場率は平年よりも高く、地域別では県北部で高くなった。 

・縞萎縮病、萎縮病：発生圃場率は平年並となった。２年以上の連作圃場で発生程度が高かった。 

・赤かび病：６月中旬の巡回調査では、発生圃場率は平年より高かった。但し、発生程度中以上（発病

穂率40％以上）の圃場は確認されなかった。 地域別では、県南部で発生圃場率、平均発病穂率とも

に高かった。 

【31年産麦（30年播種）】 

播種は連作圃場を中心に９月下旬頃より始まり、播種作業は天候に恵まれ順調であった。また、播種が遅

れた圃場も11月が高温で少雨傾向だったため、越冬前に生育量を確保することができた。 

初雪は遅く、降雪量は少なく経過し、根雪期間は県北部、県中南部ともに０日であった。 

３月下旬～４月初めに低温となり、降雪となったが、影響はなかった。 

イ 大豆 

(ｱ) 播種～出芽期 

播種は天候に恵まれ、圃場条件も良好で、適期内に終了。圃場が乾いていたため、一部出芽が遅れた

圃場が見られたが、他の圃場は出芽揃いも良く、順調であった。 

(ｲ) 子葉展開期～本葉展開期 

６月中旬に低温となり、一時生育が緩慢となったが、６月下旬からは気温が上がり、好天が続いたた

め、回復した。圃場の干ばつ傾向が徐々に強まっていき、まとまった降雨は27日のみとなった。７月

に入ってからも気温は高く、降水量は少なかったため、干ばつ傾向はさらに強まった。中耕培土作業は

適期に実施されていた。 

(ｳ) 開花期 

開花期は、全体的には平年並～やや早くなったが、干ばつ傾向の強い圃場は、開花期が遅れた。開花

後も高温で日照時間も多かったことから、初期の登熟は順調であった。 

(ｴ) 莢伸長期～莢肥大期 
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8 月 16 日に大雨となったが、その後は日照も多く、気温も平年並で生育は順調であった。干ばつの

ため、平年と比べて主茎長が、やや短くなっており、特にシュウリュウでその傾向が強かった。９月下

旬に台風第24号や前線の影響により曇りや雨の日が多くなり、降水量はかなり多くなった。登熟スピ

ードは緩慢になり、茎疫病や倒伏圃場が散見されるようになった。 

(ｵ) 黄変期～成熟期、収穫期 

気温は平年に比べて高くなり、台風の影響も受けたが、降水量は平年並となった。黄化状況は平年と

比べて遅く、台風や強風の影響を受けて、上位葉の葉先枯れの症状が全面に見られた地域もあった。 

干ばつの影響か、落葉が遅く、青立ち株や莢先熟（莢と茎のバランスが悪く、子実水分が低下してい

るが、茎が青々として水分下がっていない状態）が目立ち、収穫作業は遅れた。昨年よりも莢数が多く、

子実は小粒傾向で、未熟粒も多い。 

(ｶ) 諸障害の発生状況 

・紫斑病：平年よりも少発生。種子消毒の徹底、薬剤散布の実施により発生は少なかった。 

・べと病：昨年に引き続き、シュウリュウを中心に発生。 

・茎疫病：大雨による冠水圃場を中心に発生が見られた。台風後にも散見。 

・黒根腐病：連作圃場で多く見られる病害であるが、今年の発生は少なかった。 

・葉焼病・斑点細菌病：台風や突風等による強風により茎葉に生じた傷害から感染したと推測される。

上位葉が葉先から枯死し、圃場全面に症状が広がる。県南部を中心に広く発生。 

・ダイズシストセンチュウ：密度が高まっている圃場では、抵抗性の強い品種を作付けしていても、茎

葉の黄化、わい化が見られる。大豆連作圃場(特に畑地)では潜在的に発生し

ていると推測される。 

・雑草害：播種時の土壌処理剤はほとんどの圃場で適期に実施されている。帰化アサガオ類、アレチウ

リといった難防除雑草と、バサグランの効果が劣るヒユ類、シロザ、エノキグサの発生が目立

った。生育後半のタデ類の発生も目立つ。また、連作圃場が増えていることから、ツユクサや

スギナ等畦畔からの侵入も増加している。 

・吸汁性カメムシ類：発生量は多かった。寄生種はホソヘリカメムシ、ブチヒゲカメムシ、アオクサカ

メムシであった。子実調査では発生圃場率は平年よりも高くなった。青立ちの一因

となった。 

(ｷ) 収量及び品質 

平成31年２月25日現在の10aあたり収量は、県全体で 136kg/10a、平均収量対比は 92となった（29

年産116kg/10a 、28年産 147kg/10a、27年産153kg/10a）。 

平成31年３月末日現在の 30年産岩手県産普通大豆の一等比率は 59.5%であった（29年産24.6%、28

年産47.0%、27年産53.8％）。 

 

(3) 野菜 

ア きゅうり 

露地普通作型では、６月中旬の低温により生育が遅れたが、６月末以降の気温の上昇にともない生育は

概ね回復した。その後、７月下旬に収穫のピークを迎えたものの、成り疲れや高温・乾燥の影響などによ

り草勢はやや弱く推移し、収穫量は伸びなかった。また、９月は台風 21号により擦れ果が発生し、その後

の気温低下もあり栽培が終了となった。 

病害虫では、定植後の低温の影響で黒星病と斑点細菌病がやや多く見られた。また、７月下旬以降、炭

疽病が増加し、早期枯れ上がりの要因にもなった。キュウリホモプシス根腐病については、土壌消毒等の

対策技術の実践が進んだこともあり、全体的に被害程度は小さかった。 

また、一昨年に多く発生して問題となったフケ果については、産地で当日荷受け・当日出荷など対策を

徹底したこともあり、近年ほどの集中発生はなかった。 

イ トマト 

雨よけ作型の定植後は概ね順調な生育となった。一時的な低温による着色の遅れなどもあったが、気温

の上昇にともなって収穫量も回復した。しかし、８月に入ると日焼け果や裂果の発生及び７月の高温時の

落花の影響などもあり収穫量は少なくなった。その後、９月に生育がやや回復したものの気温低下により

収穫終了となった。 

病害虫では、灰色かび病とかいよう病の発生が多かった。また、苗持ち込みにより黄化葉巻病の発生が県
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内で初めて確認された。 

ウ ピーマン 

施設作型の定植後は概ね順調な生育となった。露地作型では６月中旬の低温により生育が遅れたが、６

月末以降の気温の上昇にともない生育は概ね回復した。７～８月も生育は概ね順調だったが、成り疲れや

高温・乾燥の影響により草勢が低下した圃場も見られた。９月に入ると気温の低下にともない果実肥大は

緩慢になり、赤果や老化によるひび割れ果も発生し、収穫終了となった。 

病害虫は、６月以降アブラムシ類やアザミウマ類の発生が増加し、タバコガは７月以降継続的に発生が

確認された。一部で土壌病害の青枯病の発生も確認された。 

また、近年に問題となっている尻腐れ果の発生は、施設内の高温、露地での乾燥などにより今年も多く

発生した。 

エ ほうれんそう 

４月から５月は断続的な低温による生育停滞があり、１作目の出荷がやや遅れた。６月３半旬も低温に

なり一時的な生育停滞がみられたが、全体的には順調な生育となった。６月下旬から８月下旬までは高温

経過となり、高温による生育停滞や萎凋病の被害が例年より多く、さらに様々な虫害の発生があり、出荷

数量は低迷した。一部地域では８月中旬に大雨による冠水被害があった。８月下旬以降は気温も低下し生

育も回復したものの、日照時間の少ない時期が多く、軟弱徒長気味の生育となった。 

病害虫は、例年問題になるケナガコナダニは軽微な被害であったが、高温の時期が長く萎凋病の被害は

多かった。７月から８月にはアザミウマ、ヨトウムシ、アブラムシ、ウリハムシモドキなどの被害があっ

た。 

オ ねぎ 

   降雨によるほ場準備の遅れなどで定植作業の遅れがあったものの、早い作型で３月下旬から定植が始ま 

り、定植後の生育は順調であった。５月は降雨が少なく生育が緩慢で、５月４半旬に大雨があったが大き

な被害はなかった。６月は降雨不足の時期があったことで葉先枯れが散見され、さらに７月以降も高温・

乾燥となったため葉先枯れが目立ち、生育の停滞や肥大不足となった。８月下旬より気温が低下し降水量

も多くなったことから生育は回復し、台風等の被害も少なく良好な生育となった。 

   病害虫は６月にネギハモグリバエ、ネギコガの発生があったが被害は少なかった。７月には白絹病の発

生が多かった。８月は黒斑病、葉枯病の発生が見られ、ネギアザミウマ、ネギハモグリバエの被害も増加

した。害虫は９月以降減少したが、黒斑病、葉枯病（黄色斑紋症状）の発生は 10月まで継続した。 

カ キャベツ 

高冷地キャベツの定植開始は平年並みの４月中旬となった。５月３半旬に大雨でうねが流された圃場も

あったが、５月下旬までは好天に恵まれ生育は良好であった。６月上旬に降雨が少なく、６月４半旬の低

温で生育が遅れ、出荷開始は例年通りであったが数量は少なめのスタートであった。７月上旬からは高温･

乾燥が続いたことで、生育停滞による不揃い・小玉傾向となり、定植直後の下葉の葉焼けが目立った。８

月下旬以降気温の低下とともに順調な生育となった。 

病害虫は根朽病の発生が６月に見られ、７月下旬に軟腐病の発生が多かった。８月下旬から９月上旬に

株腐病の発生があった。タマナギンウワバは栽培期間を通し発生し、コナガは８月上旬に増加したものの

被害は少なかった。 

キ レタス 

平場の春レタスは圃場準備が遅れ３月下旬から定植開始、順調に生育したことで出荷開始は平年並みと

なった。 

高冷地レタスの定植は、平年並の４月中旬から開始され、作業も順調に進んだ。５月４半旬に大雨があ

ったものの被害は少なく、生育は概ね平年並みで、出荷開始時期も平年並みの５月下旬からとなった。６

月３半旬に低温があり生育が停滞し、６月下旬から高温経過となり腐れなどの発生で品質が低下した。７

月中旬から８月上旬は高温･乾燥が続き、小玉や結球不良などがみられた。８月下旬から気温が低下し生育

回復するも、降雨が多く品質が低下した。 

病害は５月下旬から６月いっぱいまで菌核病が多かったこと、７月から８月は腐敗病、軟腐病、すそ枯

病が継続して発生した。虫害は少なかった。 
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(4) 花き 

ア りんどう 

(ｱ) 生育期 

萌芽期及び展葉期は平年並み～平年よりやや早まった。その後、気温は平年よりも高く生育適温の範

囲で推移し、適度な降雨もあったため、平年並み～平年をやや上回る生育であった。６月下旬から７月

にかけて生育適温を上回る高温が続いたため、生育がやや緩慢となった。８月に入ると一転して気温は

平年を下回り、再び生育適温で推移したため、生育はほぼ平年並みまで回復した。草丈及び節数は、ほ

ぼ平年並みであった。 

(ｲ) 開花期 

８月盆需要期用品種は、６月下旬から７月にかけての高温により花蕾の発達が抑制され、平年よりも

数日程度開花が遅れた。 

９月彼岸需要期用品種は、８月の涼温によって生育が回復し、概ね平年並みの開花期となった。 

(ｳ) 病害虫 

病害については、花腐菌核病がやや多発傾向だったほか、近年全県的に発生が少なかった褐斑病が一

部地域で多発した。 

害虫については、主要害虫であるリンドウホソハマキ、アザミウマ類、ハダニ類ともに平年並みまた

は少発傾向で、全般に発生が少なかった。 

(ｴ) その他 

県南産地を中心に、早生種で花弁の高温障害(花色の退色、花蕾の奇形)が発生した。 

イ 小ぎく 

(ｱ) 育苗・定植期 

１月下旬から２月にかけて低温で推移したため、８月咲品種を中心に採穂用親株の生育が遅れ、挿し

穂の不足や挿し芽時期の遅れがみられた。この影響により、８月咲品種の定植時期は平年よりも遅れた

ところが多かった。９月咲品種は育苗、定植とも順調で、平年並の定植時期となった。 

(ｲ) 生育期・開花期 

定植期以降、適温・適湿条件で推移したため、８月咲、９月咲品種ともに初期生育は順調であった。

６月下旬から７月にかけての高温と、６月中旬及び７月中旬から８月上旬にかけての少雨により、８月

咲品種は平年よりも数日程度開花が遅れ、草丈は平年より短めであった。 

９月咲品種は、地域の気象推移や品種によって開花期にばらつきがみられたが、概ね需要期に合った

開花期となった。８月以降の涼温と降雨により、草丈は平年並みであった。 

(ｳ) 病害虫 

病害については、べと病が一部地域で親株や育苗時から多発し、本圃でも定植直後から発生する例が

みられた。 

害虫については、アブラムシ類、アザミウマ類ともに局地的な発生はみられたものの、地域全体で出

荷に影響するような被害はみられなかった。ハダニ類も同様の傾向であったが、常発圃場で防除に苦慮

する例がみられた。 

 

(5) 果樹 

ア りんご 

(ｱ) 花芽の状況 

平成30年産りんごの花芽の状況は、花芽率を県平均で平年と比較すると、「つがる」は高く、「ジョ

ナゴールド」は低め、「ふじ」はほぼ平年並となっており、品種によってその傾向に違いがあった。ま

た「ジョナゴールド」「ふじ」では平年よりかなり低い地域もあり、品種や地域によるバラツキが例年

以上に大きい傾向が伺われた。なお弱小花芽率は、県平均で平年と比較すると、いずれの品種もほぼ平

年並となっている。 

平成30年産花芽の形成期に当たる平成29年夏季の気象経過は、７月は気温がかなり高かったものの、

日照時間・降水量もかなり多く、８月は日照時間も少なかったものの、気温は低く降水量はほぼ平年並

であり、花芽形成を大きく阻害するような条件ではなかったことから、「つがる」「ふじ」では平年並程

度の花芽率が確保できたと推察される。 

一方、品種や地域によって花芽率が低い要因について、花芽率の年次推移をみると今年は裏年にあた
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るためその影響もあると思われるが、近年土壌の過乾過湿が激しく樹勢が衰弱していることや、秋に着

色が遅れて収穫期も遅れ気味になり樹体への負担が大きくなっていることも要因として推察された。 

(ｲ) 発芽期から展葉期の状況 

３月の記録的な高温の影響でりんごの生育も促進され、主要品種である「ふじ」の発芽日は県平均で

３月30日と平年より８日早まり、平成以降では 14・27年にほぼ並んで記録的に早い発芽となった。 

「ふじ」の展葉日は県平均で４月 10日と平年より８日早く、昨年より７日早かった。なお内陸・沿

岸南部と内陸中北部・沿岸北部では生育差がつき、４月第２～３半旬の低温とその時点の生育ステージ

による影響と推察されるが、遅れた地域でも平年より４日以上は進んでいた。 

(ｳ) 開花期の状況 

「ふじ」の開花始期は県平均で４月 29日と平年より７日早く昨年より６日早かった。開花前の４月中

下旬が高温で経過したため、品種間・地域間の差が少なく開花した状況。 

「ふじ」の満開期は県平均で５月３日と平年より８日早く昨年より６日早かった。開花期間中、５月

２日までは比較的天候は落ち着いていたが３～５日頃に気温が下がりまとまった降雨もあったことから、

その時点の開花ステージによっては結実への影響も懸念された。 

また今年の特徴として、隔年結果と推察される開花数が少ない圃場や品種が散見されたことと、満開

期以降曇天と断続的な降雨で経過したため、腋芽花を含めた開花期間が長い傾向にあった。 

(ｴ) 結実の状況 

結実状況を県平均でみると、いずれの品種もほぼ平年並で昨年よりは高くなっている。ただし地域・

品種によって結実率がバラツク傾向にあり、５月３～４日の降雨とその時点の開花ステージの違いによ

って、結実に及ぼした影響が大きいと推察。 

なお、「ふじ」の県平均の花芽率は 70％と平年並であり、今年の花そう結実率の県平均は 97％なので、

概ね平年並の作柄は確保できたと考えられた。 

(ｵ) 果実生育の状況 

開花期が平年より早かったことから果実の初期生育は良好だったが、高温の影響からか夏期の生育は

やや停滞し、早生種の「つがる」・中生種の「ジョナゴールド」とも収穫期の果実肥大は、県平均でほ

ぼ平年・前年並の大きさで収穫期となった。 

晩生種の「ふじ」については、11月１日時点の県平均で平年比 102％、前年比102％と、総じて平年・

前年よりやや大きめで収穫期となった。しかしながら、園地によって大きさがバラツク傾向にあり、こ

れは開花期の天候の影響や花芽の充実不足の影響も考えられた。 

(ｶ) 収穫期の果実品質の状況 

早生種の「つがる」は、開花が早かった割に熟期の進みは遅れ、概ね平年並の暦日で収穫期を迎えた。

果実品質は、平年より硬度は同程度、糖度は高く、デンプン指数の低下は収穫直前で一気に消失する傾

向にあった。なお、８月下旬以降の高温曇天で着色は遅れ気味であった。 

中生種の「ジョナゴールド」も、開花が早かった割に熟期の進みは遅れ、概ね平年並の暦日で収穫期

を迎えた。果実品質は、硬度・糖度・デンプン指数ともほぼ平年並だったが、９月下旬以降高温で経過

したため着色は遅れ気味であった。 

晩生種の「ふじ」の果実品質は、平年より硬度は低く、糖度はやや高く、デンプン指数はやや低く、

蜜入り指数はほぼ平年並で収穫期を迎え、総合的にみて成熟は暦日で平年よりやや進み、特に硬度の低

下が早い傾向にあった。着色は、９月が「ふじ」の着色に適当な気温となって着色始めがスムーズにい

ったことや、10～11月は平均気温が高かったものの最低気温は平年並程度まで下がったことなどから、

例年並み以上の着色は確保された。 

(ｷ) 気象災害の発生状況 

６月８日に県南部の一部で降雹被害が発生し、りんごへの打撲被害が確認された。また９月４～５日

には台風第 21号の強風で県内陸部を中心に落果被害が発生し、10月１日には台風第 24号が襲来、10

月７日には台風第25号から変わった温帯低気圧の影響で、沿岸北部を中心に甚大な落果や倒木被害が

発生した地域も確認されるなど、今年度は気象災害が非常に多い年となった。 

(ｸ) 病害虫の発生状況 

病害では、褐斑病が秋季に県内広く発生し、落葉した園地も散見され、黒星病も園地によっては例年

にないほど発生が目立った。この黒星病発生の要因として、近年菌密度が高まってきたことや、春先、

感染に好適な条件が発生したが、その感染と防除タイミングが合わなかったこと、そして５月 17～19
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日の記録的な大雨で２次感染の拡大を許したことなどが推察された。 

虫害では、当初被害が懸念されたカメムシ類はそれほど多くなかったが、８月の降雨の影響からか例

年よりもシンクイムシ類の被害果が目立つ傾向にあった。なおハダニ類は８月以降県内広く発生が見ら

れ、ナミハダニだけでなくリンゴハダニの発生が多い園地もあった。 

(ｹ) 作柄評価について 

生産量は、全農岩手県本部の取扱実績（平成 31 年３月末時点）から、数量で前年対比 120％となっ

た。これは、出荷果実が全般的に大玉傾向であったため、出荷箱数が増加したことによると考えられた。 

販売単価は前年比 95％となったが、これは中生種までは比較的順調に販売されたものの、晩生種が

贈答需要の伸び悩みや大玉果の販売不振などから単価が伸び悩み、年間トータルでは前年をやや下回っ

た。 

イ ぶどう 

(ｱ) 発芽期から展葉期の状況 

３月以降の高温と適度な降雨で生育が促進され、定点観測地点（紫波町）の「キャンベルアーリー」

で、発芽期は４月28日と平年より５日早く前年より６日早かった。発芽以降、４月末～５月始の気温

も高めで経過したため生育が早まり、展葉期で５月３日と平年より７日早く前年より６日早い観測とな

った。 

(ｲ) 開花期から結実期の状況 

５月も気温が高めで推移したため生育が促進され、開花始が６月６日、満開期が８日と、平年より９

日程度早まった。しかし、６月中旬の低温の影響で生育は停滞し、落花期では平年より４日早い程度と

なった。 

また、この低温で品種によっては開花が揃わずに長引くとともに、一部品種では花ふるいも見られ、

定点観測地点の「キャンベルアーリー」の結実率も平年をやや下回った。 

(ｳ) 新梢伸長期の状況 

５月の高温の影響で新梢の初期生育は良好だったが、その後６月中旬の低温や７月の高温少降水量の

影響からか新梢生育はやや停滞し、収穫期時点ではほぼ平年並の新梢生育となった。 

なお、房長は平年よりやや短めで、果粒肥大はほぼ平年並で収穫期を迎えた。 

(ｴ) 収穫期の状況 

７月までの高温の影響で糖度は平年よりかなり高く、また８月上旬には気温が低くなったことから、

「キャンベルアーリー」の着色は平年と比較して、始期は８月３日と４日程度早まり、終期も８月 29

日と10日以上早まるなど、総じて熟度の進みは平年より早まっていた。 

しかしながら、地域や品種によっては８月中下旬の高温曇天の影響で着色が進まず、結果として果実

の熟度に比し収穫は遅れ気味となった場合もあり、またこれら状況下で８月下から９月上旬にかけてま

とまった降雨があったことから、地域や品種によっては裂果の発生も見られた。 

(ｵ) 病害虫の発生状況 

病害では、８月中旬以降の曇天、降雨等の影響で、醸造用品種を中心に晩腐病やべと病等の発生が多

かった。なお虫害では目立った発生・被害は確認されなかった。 

(ｶ) 作柄評価について 

生産量は、全農岩手県本部の取扱実績（平成 31年３月末時点）から、前年比 86％の出荷数量となっ

た。これは９月以降の曇天多雨の影響で収穫期の遅延や裂果の発生などによる出荷ロスが原因と考えら

れた。 

販売単価については前年比111％であり、概ね好調な単価が維持された。 

 

(6) 飼料作物 

ア 牧草 

(ｱ) １番草 

生育はやや早い～平年並であった。収量はやや良～不良と地域によりバラつきが大きかった。５月下

旬以降の天候不順により収穫が遅れた地域もあった。 

(ｲ) ２番草 

収穫時期に晴天が続き収穫作業は順調に進んだ。収量はやや良～やや不良と地域によりバラつきがあ

った。県南地域では、降水量が少なかったため、生育が悪く収量がやや不良となった。 
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(3) ３番草 

生育期間中の天候に恵まれ、収量は、全県的には概ねやや良好～平年並であったが、県南の一部地域

では、２番草以降の生育不良のため、収量が平年よりやや不良であった。 

イ 飼料用とうもろこし 

(ｱ) 播種～生育・出穂期 

消雪は早かったが、４月に入ってからの天候不順により圃場準備作業が遅れた。播種は５月中旬ごろ

から開始されたが、天候不順により播種作業が遅れた地域があり終期は６月下旬となった。６月中旬の

低温、７月の降水量不足のため、県北から県央で初期の生育が遅れた。その後、天候が回復したため、

出穂期はやや早い～平年並みであった。 

(ｲ) 収穫期 

収穫は９月上旬より開始されたが、天候不順のため、収穫作業はやや遅れ気味であった。収量はやや

良好～やや不良と地域によりバラつきが大きかった。台風による倒伏・折損の外に、虫害、獣害がみら

れた。 

(ｳ) 気象災害の発生状況 

台風21号、24号の影響により倒伏・折損の被害がみられた。また、台風により作業遅延が認められ

たが、その後の天候の回復で作業は順調に進んだ。 
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Ⅱ 普及指導活動の成果 

 

１ 「意欲と能力をもった経営体の育成」に対する支援  

 

２ 「消費地から信頼される産地の形成」に対する支援 

   

 ３ 「６次産業化等をめざした高付加価値化の推進」に対する支援 

 

４ 「環境と共生する産地づくりの推進」に対する支援 

 

 ５ 「農村・地域の振興」に対する支援 

 

 ６ 「東日本大震災津波からの復旧・復興」に対する支援 
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企業的経営を志向する経営体の経営改善支援 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

企業的経営体育成に向けた支援手法の確立と改善 

 

■ ねらい 

県域普及グループでは、｢農業経営改善指導の手引き｣「集落営農組織における法人設立

支援マニュアル」の発行、「中長期経営計画策定支援シート」（以下、「計画策定支援シ

ート」）の作成などを通じて、企業的経営体の育成にむけた支援手法の体系化、共有化を

図ってきた。 

企業的経営体の育成においては、経営改善の取り組みにあたり、経営理念や経営目標を

明確にした経営計画作成を支援するとともに、計画実現にむけた計画進捗管理の支援が求

められる。 

このことから、体系化してきた企業的経営体の育成手法を活用し、各農業改良普及セン

ター及び関係機関と連携し、県内各地域で企業的経営体の育成を図ることをねらいとした。 

 

■ 活動対象 

（１） いわてアグリフロンティアスクール受講者 

（２） 法人化を計画する集落営農組織を対象とした研修の受講組織（リーダー・役員等） 

（３） 県内各地で開催された経営改善に意欲ある農業者を対象とした研修の受講者 

 

■活動経過 

（１） いわてアグリフロンティアスクールでの支援 

岩手大学・ＪＡいわてグループ・岩手県で運営している平成 30 年度「いわてアグリ

フロンティアスクール」には県内各地から 40 名が受講した。このうち農業経営コース、

６次産業化コースの受講者は、その経営目標の実現にむけて「食・アグリビジネス戦

略計画」を策定することとなっている。 

県域普及グループでは、「農業経営戦略演習」「経営改善計画演習」などの講義及

び補講において、ＳＷＯＴ分析などの経営戦略作成手法、計画策定支援シートを活用

した収支計画作成についての講義や演習を行ない、受講者が円滑に戦略計画を策定で

きるよう支援を実施した。 

（２） 法人化を計画する集落営農組織を対象とした研修での支援 

集落営農組織を対象とした法人化支援に関する研修は、現在、県内各地の農業改良

普及センター等の主催で実施できる体制が確立されている。 

このうち、県域普及グループでは、盛岡・八幡平地域で開催された「盛岡地方集落

営農経営力向上講座」、一関地域で開催された「一関地方集落営農推進研修会」の運

営支援を実施した。 

いずれの研修会においても、集落営農組織の法人化後の経営計画(収支計画)の作成
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演習を行ない、経営計画作成手法の習得を支援した。 

（３） 県内各地で開催された経営改善に意欲のある農業者を対象とした研修での支援 

現在、県内各地の農業改良普及センターでは、経営改善に意欲ある農業者を対象と

して、経営理念や経営目的を明確にした経営計画作成を支援することにより、経営発

展にむけた取り組みを促すための研修会、セミナーなどを開催している。 

県域普及グループでは一関、宮古、二戸で開催した研修会、セミナーの運営支援を

実施し、経営改善にむけた取り組みの基礎となる家族経営協定の締結推進（一関、二

戸）や、今後の地域農業を担うと期待される若手農業者等を対象として経営計画作成

手法の習得（宮古、二戸）を支援した。 

 

■ 活動成果 

（１） いわてアグリフロンティアスクールでは、農業経営コース及び６次産業化コースの

受講者 23 名が農業・食ビジネス戦略計画を策定し、アグリ管理士の認定を受けた。 

（２） 法人化研修を受講した集落営農組織のリーダー、役員は、経営発展にむけた経営計

画や法人化にむけた行動計画の作成手法について理解が進み、集落営農組織の法人化

の取り組みの一助となっている。  

（３） 県内各地で開催された経営改善に意欲のある農業者を対象とした研修会等の受講者

は、受講者が目指す農業経営の姿を明らかにするとともに、経営発展・経営改善にむ

けた経営計画を作成することができた。 

 

  

（左）いわてアグリフロンティアスクール    （右）一関地方集落営農推進研修会 

■ 協働した機関 

岩手大学、ＪＡいわてグループ、農業振興課、各農業改良普及センター（盛岡、一関、

宮古、二戸） 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ  

経営・担い手チーム 

（チームリーダー：千葉守、チーム員：葛巻美知子、成田恵美、三保野元紀） 

執筆者：千葉守 
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いわて農業経営相談センター・現地支援チームによる経営改善支援 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

■ 課題名 

  地域農業の担い手育成 

 

■ ねらい 

管内の個別経営体や法人、集落営農組織等では、現在の経営状況の把握、規模拡大、雇用の確

保、法人化など、今後の経営安定に向けた経営改善の必要性を感じている。 

平成30年度から、各市町やＪＡ等関係機関と一体的に現地相談・支援を行う「いわて農業経営

相談センター・現地支援チーム」を設置して、経営診断、専門家派遣によるアドバイス、単収向

上に向けた栽培指導など、各経営体の課題に応じた指導を行い経営の改善を図る。 

 

■ 活動対象 

当普及センター普及計画の「重点支援対象経営体(181戸)」のうち、重点指導農業者に選定し

た経営体  

 

■ 活動経過 

（１） いわて農業経営相談センター(以降、いわて農経センターと略記)の現地支援チームの設置 

ア 設置に向けた関係機関との協議(４～５月、４地区) 

    農業経営改善に向けた地域の相談窓口として活動する現地支援チームの設置と運営にか

かる協議を、各市町およびＪＡ担当者等と行った。 

（２） 重点指導農業者候補の選定（６～11 月、４地区） 

  ア 普及センター及び関係機関から支援対象となる重点指導農業者候補（認定農業者・法人・

集落組織等）をリストアップし、現地支援チームから支援の必要性(意向)の確認を行った。 

  イ 支援要請があった重点指導農業者候補から、経営状況や課題についての概略を聞き取って

相談者カードを作成し、いわて農経センター・戦略会議に提出して重点指導農業者の選定を

諮った。 

（３） 重点指導農業者への具体的支援(法人化・組織化・専門家派遣等、４地区)（７～３月） 

  ア 選定された重点指導農業者に対し、改めて経営状況や所有する機械・設備、希望する具体

的な支援内容等を聞き取り詳細な相談カルテを作成した。 

イ 月１回開催の現地支援チーム会議で、相談カルテをもとに具体的な支援活動を決定した。 

  ウ 就業規則の策定、税務対策、経営診断など専門家による指導・支援が必要な経営体に対し 

ては、中小企業診断士、社会保険労務士等の派遣支援を行った(花北地区)。 

 

■ 活動成果 

（１） いわて農経センター・現地支援チームを、地域ごとに設置した 

花巻・北上６月４日、遠野５月16日、西和賀６月１日 

（２） 重点指導農業者の選定数 

重点指導農業者：花巻８戸、北上５戸、遠野２戸、西和賀１戸 

※重点指導農業者候補(相談者カードのみ作成)は別途 花巻４、北上６ 

（３） 重点指導農業者への具体的支援 

  ア 花巻市（法人化・経営改善） 

    現地支援チームに対する経営相談・支援要請件数は、①集落営農組織の法人化３組

織、②経営改善10組織。 ①法人化の支援については現地支援チームとして法人化勉強
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会を開催した。その中で、法人化のメリット・デメリットを説明して法人化への機運

を醸成した。また、優良事例研修として近年法人化した奥州市の農事組合法人への視

察をコーディネートし、当日の進行も支援した。これらの取組により、花巻市の１集

落営農組織が法人化した(３月)。 

イ 遠野市（組織化） 

宮守町の１農家組合が組織化への意向を示し、普及センターは支援の要請を受けたこ

とから、その具体や意向を聞取りした。その後、関係機関と協力し発起人会の設立や組

織設立に向けた課題の確認およびその解決に向けた協議に参加した。また、事例研修の

開催を支援し、組織運営についての理解醸成を図った。この後、地域での説明会を経て

１月に設立総会を開催し、営農組合として運営が開始された。 

 ウ 西和賀町（経営改善） 

   重点指導農業者とした１法人に対して聞き取りを行い、経営課題を明らかにした。こ

れを受け、資金調達方法にかかる提案や単収向上にかかる栽培技術指導、加工品製造工

程の改良にかかる協力機関の仲介などを支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 優良事例視察の様子(花巻市１組織)   写真2 経営課題の協議状況(遠野市) 

 

 

 

 

 

当社では、最近他企業から社員が入り、これを機会に社員やパートの就

業規則を作ることにしました。当社としては初めての取組であり、賃金や

労働時間、休暇などどのようにして作成するか、全くの手探りの状況でし

た。そんな中、普及センターから「いわて農業経営相談センター」の取組

を聞き、専門家の派遣による指導が受けられるとの説明がありました。こ

のため、重点指導農業者となり社会保険労務士からの指導を受けました。

先生の助言はとてもわかりやすくかつ丁寧で、多くの疑問が解決されまし

た。今後は、今回の指導をもとに当社の就業規則を作成していきます。 

所属職名：有限会社(農業生産法人)アグリスト   氏名：高橋章郎 

■ 協働した機関 

  花巻市、北上市、遠野市、西和賀町、ＪＡいわて花巻、花巻・遠野農林振興センター   

■ 中央農業改良普及センター 地域普及グループ 

  本センター 担い手チーム 

（チームリーダー：藤原敏、チーム員：渋谷まどか、木村陽子、古川勉）   

  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：農業農村活性化チーム 

  （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：藤原敏、昆悦朗、藤田章宏 
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西和賀花卉生産組合の活動活性化と労力不足解消に向けた体制づくり        

【中央農業改良普及センター西和賀普及サブセンター】 

 

■ 課題名 

  主要品目の生産強化と戦略作物の生産向上（１）りんどう産地の体質強化 

 

■ ねらい 

西和賀りんどう生産は、高齢化による生産者数および作付面積の減少、労力不足による管理

作業の遅れや採り遅れによる収量減から、産地力が低下傾向となっている。そこで生産者によ

る産地活性化を図るための体制を構築し、産地力の向上を図った。 

 

■ 活動対象 

  西和賀花卉生産組合、りんどう技術アドバイザー、西和賀農業振興センター、ＪＡいわて花 

巻西和賀営農センター 

 

■ 活動経過 

（１） 西和賀花卉生産組合の活動活性化支援 

  ア 出荷調整技術実証 

    面積の減少とともに近年の気象変動の影響による前進開花や高温抑制により、需要期に 

安定した出荷が行えず、産地力の低下の要因となっている。 

そこで、需要期に安定した出荷を行うため、貯蔵することで出荷調整することが可能か

検討した。 

  イ 再興を考える意見交換会 

    H27年に実施した産地診断の結果に基づき、西和賀花卉生産組合の青年支部を中心とした

メンバーで意見交換を行い、産地を維持するために取り組むべき内容について意見を出し

合った。 

（２） 地域の中心となる経営体の育成 

    りんどうを導入している集落営農組織や規模拡大を志向している農家への巡回指導を主

として、栽培管理技術指導および改植を含めた作付け誘導を行った。 

（３） 労力不足解消に向けた体制の確立支援 

    町内では高齢化により人材が不足しており、農業求人募集サイトを活用し、町外からり

んどうの盆・彼岸需要期の雇用を確保し、雇用導入モデルの構築を図った。 

 

■ 活動成果 

（１） 西和賀花卉生産組合の活動活性化支援 

  ア 出荷調整技術実証 

   ７月下旬の非需要期に採花したりんどうに鮮度保持剤で前処理を行い、出荷ダンボール

に入れた状態（乾式）で農協の予冷庫(雪室)で貯蔵をした結果、10 日程度の貯蔵は可能と

考えられた。 

 今後、市場側や花束加工業者等と連携を図りながら、需要期の安定出荷を実施できるよ

う体制の確立を図っていく。 

  イ 再興を考える意見交換会 

    意見交換会では、産地ＰＲのための情報発信が必要という意見があり、今年度は６月に

開催されたＦＡＪ切花夏秋期商談会に参加し、販売強化に繋げた。 
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    また、共同選花場を設置することで、出荷量の確保が図れないかという意見あった。設

置する場合の課題が出されるなかで、小規模ではあるが他の生産者の物を受け入れても良い

という経営体も現れてきたことから、今後、具体的な体制づくりを行う予定。 

 担い手不足の部分については、地域おこし協力隊の応募条件にりんどう栽培を設定でき

ないかという意見が出され、西和賀町担当者に働きかけた結果、りんどうを含む農業での募

集が行われた。 

（２） 地域の中心となる経営体の育成 

定期的な巡回による指導を行った結果、栽培管理は適宜実施され、ハダニ等の病害虫の

発生は無く、栽培管理技術の定着が図られた。改植も定期的に実施され、盆・彼岸需要期の

出荷量確保のための品種の配置となった。 

（３） 労力不足解消に向けた体制の確立支援 

    町外からの雇用導入モデルの構築を図るため、宿泊場所の確保が可能で雇用導入希望の

経営体に農業求人サイトへの掲載を働きかけた。 

求人サイト『農家のおしごとナビ』へ掲載した結果、５名の応募があり、７月下旬～９月

下旬の間に４名の雇用を行い、前年度より11％増の出荷量が確保できた。収穫後の花穂の折

り取り等の作業も順調に行われ、雇用導入経営体は次年度も求人サイトを活用する予定。 

 (株)仙花での品質調査            貯蔵試験について研修を実施   

 

 

 

 

 

 近年の気象変動による需要期出荷数量の変動は、相対販売等にも影響し、

単価安の原因になっています。産地を維持していくためには安定出荷が必要

であり、産地・市場・小売業者と連携した出荷が重要です。そのためには貯

蔵による出荷調整は必要な技術だと思います。 

 高齢化で人が減っている地域ですが、関係機関と協力して生産・販売体制

の強化を進めていきたいと考えています。 

所属職名：西和賀花卉生産組合 組合長   氏名：髙橋文昭 

 

■ 協働した機関 

  西和賀農業振興センター、花巻農業協同組合西和賀地域営農センター 

 

■ 中央農業改良普及センター 

農業農村活性化チーム：石川輪子、早川博史、藤澤由美子、藤田章宏 

  執筆者：石川輪子  

 

 

顔写真 
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青年組織の活性化とリーダー育成 

【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～青年組織の活性化とリーダー育成支援～ 

 

■ ねらい 

   若手農業者育成に係る重要な組織である４Ｈクラブの活動活性化を図り、将来地域の農業

を担うリーダーとして活躍する担い手育成につなげる。 

 

■ 活動対象 

  管内市町単位クラブ４組織 

  盛岡広域ヤングファーマーズ・CREEIGHT（地方連絡協議会） 

 

■ 活動経過 

（１） 盛岡広域ヤングファーマーズ・CREEIGHT活動支援 

  ア 運営に係る支援 

・ 役員会開催支援（４月～３月） 

   引継ぎ体制の見直しに係る助言を行った。次年度の計画策定の際には次年度役員候補

者にも役員会に参加してもらい、その意見も踏まえた計画策定を促した。 

・ 企画段階での助言・指導（４月～３月） 

   行事開催時にスムーズな運営ができるよう、行事ごとに構成クラブ内で担当クラブを

決めることや、行事内の細かい分担決めについて助言を行った。クラブ員のニーズを把

握したいという役員提案があったため、アンケート作成と取りまとめを支援した。 

  イ 行事の開催支援 

・ 行事開催準備（６月～２月） 

   県外視察研修会の開催についてはコーディネート役を担い、役員の意見を尊重した活

動内容となるよう行事開催支援を行った。 

  ウ 関係機関との連携 

・ 担当者連絡会議の開催（５月18日） 

   盛岡広域振興局管内８市町の担当者と八幡平農業改良普及センターを参集し、各市町

クラブの活動状況や支援状況を共有、他市町同士の連携について事例紹介等を行った。 

・ 若手農業者リストアップ・参加誘導依頼（５月～２月） 

   クラブへの加入者増加と、クラブがない矢巾町の若手農業者の参加誘導を促すため、 

各市町担当者に協力を依頼した。 

 

■ 活動成果 

（１） 盛岡広域ヤングファーマーズ・CREEIGHT活動支援 

  ア 運営に係る支援 

    引継ぎ体制等の見直しにより、役員が意欲的に行事を企画する姿が見られるようになっ

ただけでなく、役員会への出席率も４割から６割に向上し、活動計画に係る引継ぎがスム

ーズになった。 

    アンケート調査支援により、クラブ員のニーズ把握につながった。平成31年度の計
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画策定の参考とする予定。 

  イ 行事の開催支援 

    毎年行われている若手農業者交流会やクラブ員の相互ほ場巡回に加え、より多くの

クラブ員に参加してもらうため、新たな試みとして昨年度から県外視察研修会の開催

支援を行ってきた。地方連に普段は参加しないクラブ員が参加したり、交流会も年々

参加人数が増加してきており、活発な情報交換が見られている。 

  ウ 関係機関との連携 

    今まで関係機関同士の情報共有の場がなかったため、「担当者連絡会議の開催によ

り、活動への支援について参考になった」「他市町との連携も考えてみたい」という

声が聞かれ、関係機関の連携強化につながった。 

    また、地方連行事への参加誘導について協力を依頼したことにより、今年度の交流

会には全市町から新規参加者があり、また、クラブがない矢巾町からも農業者と担当

者の参加が見られ、交流が促進された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４Ｈクラブはお互いに切磋琢磨しながら、自分ももっと頑張らなくてはと

思わせてくれる場です。今年初めて会長を務め、最初は不安でしたが、周り

の役員、普及員さんからのサポートを受けながら、計画通り活動することが

できました。今年も濃密な活動をすることができましたが、来年度はより多

くのクラブ員に参加してもらえるような行事を企画していきたいと思いま

す。 

所属職名：盛岡広域ヤングファーマーズ・CREEIGHT会長   氏名：熊谷健太郎 

 

 

■ 協働した機関 

  盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、八幡平農業改良普

及センター 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  就農・起業支援チーム（チームリーダー：櫻田弘光、チーム員：藤原千穂、小笠原南美）   

  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） 

  執筆者：小笠原南美 

                      

 

 

顔写真 
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新規就農者の経営安定支援        

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者の確保並びに経営の確立 

 

■ ねらい 

  農業従事者数の減少、高齢化が進む中、地域農業の維持発展を図っていくため、新規就農者

 を確保するとともに、就農後の早期経営安定に向け、関係機関・団体等と連携した個別のフォ

 ローアップ活動、研修会の開催などにより栽培技術・経営管理能力の向上を支援し、次世代の

 担い手を育成する。 

 

■ 活動対象 

  新規就農者 

 

■ 活動経過 

（１） 関係機関・団体等と連携した現状把握と助言・指導 

    ア フォローアップ巡回の実施（対象18経営体） 

     市やJA、土地改良区、農業農村指導士等（以下「支援機関」という）と連携し、新規就

   農者※１を巡回訪問しながら、経営課題の把握と改善方策などの助言・指導を実施した。 

   （平成30年８月～９月） 

   ※1 農業次世代人材投資事業（経営開始型）の交付対象者 

  イ 個別面談の実施（４経営体） 

    支援機関による新規就農者※２との面談を行い、今年度の経営実績等について聞き取ると

   ともに、今後の取組方向について助言した。（平成31年２月～３月） 

   ※２ 上記※１のうち経営開始から２年目までの者 

 

（２） 経営管理能力の向上支援 

    「企業的農業経営の実践」をテーマとした研修会を開催し、家業と企業の違いや理念を持

った経営の重要性などについて学ぶとともに、新規就農者の交流を図った。(平成31年２月

１日) 

      

（３） 地域リーダーとの交流 

    八幡平市農業農村指導士の会と連携し、地域や自らの課題、将来像をテーマとした意見

   交換・交流会を開催した。（平成31年１月17日） 

 

■ 活動成果 

（１） りんどうの計画的な圃場更新や牛舎の環境改善など、個別課題の解決に向けた助言・指

導を行った結果、新規就農者の生産量増加や経営改善意識の向上が図られた。 

（２） 経営管理能力の向上に係る研修会では、参加者から、「家業からの脱却や従業員が働きや

   すい環境作りを進めたい」といった声があがるなど、経営者として意識醸成につながった。 

（３） 地域リーダーとの意見交換により相互の交流が深まるとともに、地域の課題、各自が抱

える悩みや今後進むべき方向が共有されたほか、新規就農者の地域農業を支える一員とし
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ての意識が高まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ フォローアップ巡回（りんどう圃場） 写真２ フォローアップ巡回（酪農牛舎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真３ 経営管理能力向上研修会       写真４ 地域リーダーとの意見交換・交流会 

 

 

 

 

 

 今年度は、暑熱対策として換気扇の掃除による牛舎の環境改善を実施し、

乳量の増加につながった。 

 今後は、受胎率の向上による分娩間隔の短縮や乳房炎対策の徹底などに取

り組み、乳量・乳質の安定化を図っていきたい。 

氏名：柳澤洋平・昌子 

 

■ 協働した機関 

  八幡平市農業農村指導士の会、八幡平市、八幡平市農業委員会、JA 新岩手八幡平営農経済セ

ンター、松川土地改良区、安代土地改良区 

 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  担い手経営チーム（チームリーダー：長﨑優子、チーム員：門間剛、藤澤真澄）   

  普及課長：伊藤一成 

  執筆者：門間剛                      
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人間関係円滑化ツールの活用で経営継承をスムーズに 

【奥州農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  個別経営体の経営確立 

 

■ ねらい 

岩手県奥州市・金ケ崎町(胆江地域)は、県内有数のりんご産地で、販売を目的とする農家は

297戸(平成27年農林業センサス)、産地面積は312ha(同センサス)であるが、生産者の高齢化や

後継者不足により適期管理や生産規模の維持が難しい状況にある。一方、地域の新規就農者の

うち、４割が親元就農であるものの、就農後の後継者が置かれた立場を観察すると、作業員的

な位置づけで経過し、経営者になるための具体的な準備が進んでいない場合や、親子間で経営

方針に係る食い違いがあるなど、経営継承する上で多くの課題がある。 

奥州市水沢のりんご農家Ｓ家では、父が娘に対して近々経営を移譲することを宣言したが、

親子間で経営継承のための具体的な取組が行われていなかった。そこで、Ｓ家をモデルケース

として、家族経営における円滑な経営継承に必要な支援手法について検討した。 

 

■ 活動対象 

  胆江地域の家族経営のモデルケースとなる果樹農家１戸 

 

■ 活動経過 

（１） 支援体制の構築とチームによる実態把握 

   円滑な経営継承のためには後継者の栽培技術の向上と、Ｓ家の経営方針を家族で共有す

ることが必要であると考えられたため、普及センター内の作目担当と担い手担当で支援チ

ームを結成し、栽培管理と経営管理の両面から支援する体制を構築した。チームで支援対

象であるＳ家に入り、定期的な聞き取り調査を行い、その内容と家族の心情変化をもとに

活動内容をチーム内で検討した（以下表１のとおり）。その結果、Ｓ家の問題は、親子間

で経営方針に相違があるが、冷静な話し合いが出来ず、親子双方がお互いの考えを理解で

きていないことにあった。 

（２） 支援ツールを用いた経営継承に向けた働きかけ 

聞き取り調査により、親子間に経営方針の食い違いがあり、話し合いを躊躇しているこ

とが明らかとなったことから、家族経営協定をツールとし、第三者である普及の支援チー

ムが話し合いに入ることで、親子が冷静に経営について考えられるようにするための支援

を開始した。一方、栽培技術に対しては親子ともに関心があることから、話し合いのきっ

かけを栽培技術に設定し、娘が父に聞いていく流れでＳ家のりんご栽培管理暦を作成する

ことを提案した。 

管理暦の作成を通じ、親子間の関係が良好になったことから、家族経営協定の締結支援

を行い、具体的な経営継承の進め方を明らかにした。 
  

写真１ 栽培管理暦の作成をするＳ家       写真２ 現地圃場の確認 
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表１ Ｓ家に対する月別の支援内容 

７月 後継者(娘)、父、母のそれぞれの考え方の整理、Ｓ家の販売の強みの確認 

８月 年間の栽培管理、経営管理の確認 

９月 栽培管理のポイントの整理（→父の栽培管理のポイントを娘に伝承するため） 

10月 栽培管理のポイントの整理、家族経営協定に向けたポイントの整理 

11月 ふじ収穫のため打合せなし 

12月 家族経営協定締結内容の検討 栽培管理のポイントの整理 

１月        〃 栽培管理（剪定）の確認 

２月 平成30年度売り上げ実績検討、家族経営協定締結 

 

■ 活動成果 

（１） Ｓ家の経営継承に係る具体的な取組の始動 

    親子の間で食い違っていた経営規模の考え方について、協定締結に係る話し合いの中で

お互いの考えを理解した結果、後継者が納得し、Ｓ家の経営方針として明文化した。栽培

管理暦と家族経営協定書の作成の中で、Ｓ家の経営の方向性が明確になったほか、後継者

(娘)が経営者になるために不足している点を明らかにし、後継者育成のポイントを家族が

把握した。このことで、家族全員が明確な目的を持ち、後継者育成のための取組を進めら

れるようになった。   

（２） 経営継承における有効な支援手法の考察 

    家族経営協定の締結までの取組自体が経営継承に繋がるものであり、そこに普及センタ

ーが助言者として入ることで、家族は冷静かつ安心して経営継承の取組を進めることがで

きた。また、まずは対象者の関心が高い栽培管理の面からアプローチを行ったことは、家

族内及び家族と普及センターの関係が好転し、対象者への指導において有効な手法だった。 

また、家族経営において、親子間の経営の考え方に相違が生じている場合、後継者が経

営継承するにあたり、継承後の安定的な家族生活を考えた上で、従来からの経営方針の変

更が良いのかどうかを慎重に意思決定する必要がある。 

 

 

 

 取組を通じて、家族経営協定が締結できて良かったです。普及センタ

ーに支援に入ってもらったことで話し合いがしやすく、また、いかに話

すことが大切であるか分かったので、この先も様々なことで話し合いが

しやすくなると思います。 

 家族の絆がより一層強くなったと思うので、この先も頑張っていきた

いです。 

支援対象農家 氏名：Ｓ家後継者(娘) 

 

■ 協働した機関 

  奥州市農業委員会事務局 

 

■ 農業改良普及センター 

  担い手育成チーム（チームリーダー：佐藤敬、チーム員：山口恵子、織笠千夏）   

  園芸経営チーム（河田道子、遊佐公哉） 

  執筆者：織笠千夏                      
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１年目

就農相談受付
【各関係機関】

ワンストップ相談窓口
【一体的な受入】

①募集 ・ホームページ

・関係機関広報誌等

①就農希望者の個別面談

②現地圃場見学会等

③各種支援事業等の検討

２年目

実践研修
【就農準備支援】

①生産者、法人、部会等が研修受入

②研修 ・栽培、飼育等の実習

③農地確保、施設整備等準備

④支援事業等導入の準備３年目

就 農

【技術指導、経営相談】

①認定新規就農者認定

②支援事業等実施

③関係機関・団体と連携した新規就

農者全戸巡回指導

現在のトータルサポートシステムによる就農支援体制

４年目以降

経営確立支援
【就農計画の単年度目標

の達成支援】

①支援事業等実施

②関係機関・団体と連携した新規

就農者全戸巡回指導

③できるだけ早期に認定農業者認

定

一関地方トータルサポートシステムによる新規就農者の確保と支援 

【一関農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者等の確保と早期経営確立 

 

■ ねらい 

  一関地方において、地域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

に経営確立できるよう、関係機関・団体が一体となって支援する。 

 

■ 活動対象 

  一関市または平泉町で、地方の主要品目に取り組む新規就農希望者 

 

■ 活動経過 

（１） 新規就農トータルサポートシステムの構築 

平成24年に農業改良普及センターの提案により、一関地方農林業振興協議会を構成する

関係機関・団体（市町・ＪＡ・農林振興センター・普及センター）で新規就農支援に関す

る連携のあり方を検討し、平成25年度に関係機関・団体が一体となった新規就農希望者の

就農支援体制として新規就農トータルサポート

システムを構築した。 

（２） 新規就農トータルサポートシステムの充実 

システムの充実を図るため、新規就農希望者

   の相談に関係機関・団体が一元的に対応

   する「新規就農ワンストップ相談窓口」

   を平成27年10月から毎月第２水曜日に定

   例開催することとした。ワンストップ 

   対応によって、自営就農、法人等への雇

   用就農、グリーンヘルパーなど、就農希

   望者がそれぞれ最も適すると思われる就

   農形態に向けて一元的なアドバイスを行

   っている。 

さらに、新規就農者の円滑な就農と早

   期経営確立を図るため、技術力と経営管

   理能力向上を目的とした各種セミナーに

   参加誘導した。 

また、ワンストップ相談を定例開催す

   ることによって、関係機関・団体間の情

   報共有や連携活動を深める場にもなって

   おり、新規就農者に対する各種の補助事

   業や助成施策等、具体的な支援の実施に繋がっている。 

ワンストップ相談窓口の相談者は年々に増加しており、「就農相談はワンストップで」

が地域に着実に定着している。 

 

新規就農ワンストップ相談 
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（３） 新規就農トータルサポートシステムのＰＲ活動 

地域の担い手として大いに期待する青年層の新規就農希望者を地域内外から募集するた

め、関係機関・団体の広報誌、地元新聞誌や地元ラジオ局を利用した広報、Facebookなど

のネット媒体を活用したＰＲ活動を展開した。 

 

■ 活動成果 

（１） 新規就農者に対し、新規就農者巡回や農業次世代人材投資事業面談など、「就農相談～

研修～就農～経営確立」までの関係機関・団体による一体的な取組に繋がっている。 

（２） 平成26年度からのトータルサポートシステムによって、平成30年度までの５年間で17名

が一関市新規学卒者等就農促進支援事業での研修を受講し、うち15名が就農した。 

受講した作目は、トマトが７名、小ぎく・和牛繁殖が各２名、なす・ミニトマト・酪農

が各１名となっており、園芸品目での研修・就農が大

宗を占めている。 

（３） 新規就農優良事例（大東町ＧＳ氏） 

H29年度、１年間トータルサポートシステムによる

   研修受講後、H30年度に借用したハウス10aの雨よけト

   マトで就農し、栽培開始初年度の30年度にＪＡいわて

   平泉トマト部会の最高単収である20.2ｔ/10aの成績を

   あげた。 

（４） 新規就農トータルサポートシステム活動によって、 

主な狙いとしてきた40歳代以下の青年層の新規就農希望者だけでなく、中高年齢層の相談

者も増加し、実際の自営就農に向けた動きが見られるようになった。中高年齢層の新規就

農希望者についても、中山間地域における重要な担い手候補として支援する。 

 

 

 

 

 

新規就農トータルサポートシシテムでは、就農相談から就農・生計を立て

られるまで関係機関が長期に支援することと、青年層だけではなく中高年齢

層含めた支援にも取組んでいます。 

 各関係機関･団体のそれぞれの業務、役割をお互いに理解し、チェックする

ことでより効率的で効果の高い支援ができていると思います。 

各担当が就農者の身近な存在となり、気軽に相談できる関係、その場で回

答できないものは臨時のワンストップ面談を開催し、関係機関が一丸となり

課題解決をする体制で臨んでいます。 

いわて平泉農業協同組合：営農部次長兼営農振興課長 氏名：藤野秀一 

 

■ 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 

  担い手・農村活性化チーム 

（チームリーダー：照井儀明、チーム員：東海林豊、皆上和弘、小原幸） 

  執筆者：皆上和弘 
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法人経営体における園芸品目の導入支援 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  マスタープランの担い手組織を中心とした地域の営農体制の構築（うち園芸品目導入支援） 

 

■ ねらい 

  平成 27 年度に大槌町下野地区の農地復旧と併せて行われた基盤整備事業が完了し、（農）大

槌結ゆいがマスタープランの中心経営体として位置づけられた。そのため、（農）大槌結ゆい

を中心とした地域の営農体制を構築し、経営を確立するために、新規に導入した園芸品目にお

いて営農計画の策定と安定生産の実現を支援する。 

 

■ 活動対象 

  農事組合法人 大槌結ゆい 

 

■ 活動経過 

（１） 組織体制及び経営の確立 

ア 土壌断面調査及び排水対策実証 

排水性が悪いことが懸念されたため、株式会社みちのくクボタとの連携による排水対策

実証を実施した。 

イ 新規就農者を新たな担い手として誘導 

ウ 営農計画策定支援 

新たな担い手を確保したため、施設・露地ピーマンを中心とした営農計画の策定を支援

し、法人の園芸品目の販売金額目標である 400 万円の達成に向けた作付け計画を提案した。 

エ 品目毎の個別指導や実証圃による安定生産支援 

年間作業計画の策定を支援し、定期的に現地圃場にて進捗状況の確認及び今後の栽培管

理方法について指導した（原則週一回）。 

オ 先進地視察研修の実施 

規模の大きいピーマン（ハウス、露地、トンネル作型）の栽培管理方法及び雇用労力を

活用した経営体の優良事例や、ほうれんそうの優良な栽培管理事例について研修を実施し

た。 

カ 獣害対策支援 

キャベツなど、鹿による食害が大きな問題となったため、簡易電気柵の設置を指導した。 

キ 検討会の開催による課題解決支援 

四半期ごとに関係機関とともに、進捗状況や目標達成に向けた改善策等について検討を

実施した。 

 

■ 活動成果 

（１）組織体制及び経営の確立 

ア 土壌断面調査及び排水対策（ハーフソイラ）実証（H28） 

実証の結果、当初計画に無かった暗渠工事（ドレーンレイヤー）が実施されることとな

り、大雨による冠水被害が大幅に軽減された。 

イ 新規就農者を新たな担い手として誘導（H29） 

町内の新規就農者が、園芸部門の担い手として法人経営に参画することになった。 
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ウ 営農計画策定支援（H29、30） 

エ 品目毎の個別指導や実証圃による安定生産支援 

栽培管理技術及び労務管理技術が向上し、平成 30 年度には概ね目標販売額を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 先進地視察研修の実施（H29、30） 

各品目における栽培管理・収穫調製等の作業工程が改善したほか、品目の整理や作業分担

の明確化により労力配分が改善されたことにより、概ね、計画通り作業が行われるようにな

った。 

カ 獣害対策支援（H29、30） 

 圃場全面に簡易電気柵が設置され、鹿による被害が軽減された。 

キ 検討会の開催による課題解決支援（H29、30） 

情報共有により、高単価が続くピーマンの作期延長などの状況に応じた作型の変更や、各

種事業の効果的な導入が進んだ。 

（２） 残された課題 

   労力不足によりピーマンの管理作業に遅れが生じたことから、今後も一層の労力確保が

必要である。 

■ 協働した機関 

  大槌町、JA いわて花巻、農村整備室、沿岸広域振興局農林部 

■ 大船渡農業改良普及センター 

  所内プロジェクトチーム 

（リーダー:村上和史  チーム員:多田典穂、数藤慶亮、菅野遥奈、小田島裕） 

  執筆者：小田島裕 

 ピーマン栽培導入に伴い、作業計画の策定から、栽培管理指導な

ど大変お世話になっております。特にも週に一度は圃場に来ていた

だいて、作業の進捗状況の確認から生育状況に応じた適宜適切な技

術指導をいただいた事が、30 年度において目標達成につながった

と感じております。今後は、労働力の確保を図りピーマンの収益向

上を目指すとともに、水田の物理性を改善して、水稲部門の収益性

も向上させて安定した経営を目指します。 

所属職名：農事組合法人 大槌結ゆい 代表理事   氏名：佐々木重吾 

大雨のたびに冠水する圃場… ドレーンレイヤーによる暗渠施工 

H29.11.13 ピーマンの生育状況 H30.11.16 ピーマンの生育状況 
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関係機関と連携した新規就農者確保・育成の取組み        

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  多様な担い手の育成 

 

■ 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、新規就農者支援に取り組むことに

より、新規就農者の確保や経営の早期安定化を図る。 

 

■ 活動対象 

  就農候補者、新規就農者 

 

■ 活動経過 

（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２水曜日、予約制） 

関係機関一同の相談会を設定し、各市町

村広報の他、岩手県農業公社HP、いわて農

業振興協議会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た。第２

回目は、普及センター職員だけでなく、宮古市担当者及び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） 就農候補者・新規就農者に関わる情報共有 

市町村担当者、農業委員会、JA、農林振興センターを参集し、新規就農者や就農候補者

に関する情報共有を図るため、市町村別の打合せを実施した。 

（３） 就農準備支援 

  ア ニューファーマーサポートチーム会議の実施 

    宮古地方農振協担い手部会の中で、新規就農に関する支援チームを「ニューファーマー

サポートチーム」と設定。就農に向けた相談を継続する就農希望者について、課題の整理

と支援の方向性を検討 し、関係機関内の役割分担を明確にした。 

  イ 研修希望者と受入経営体との研修マッチング支援 

    研修希望の就農希望者に対し、研修受入経営体とのマッチング支援を行った。 

（４） 新規就農者の育成 

  ア ニューファーマーサポートチームによる個別巡回 

    農業次世代人材投資事業（経営開始型）活用者に対し、個別巡回を実施した。 

  

 

 

 

 

「新農業人フェア in いわて」にブース出展 
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 イ 仲間づくり支援 

管内の農村青年クラブ、研究グループ（宮古

地方冬野菜研究会、岩泉ICT研究会）の活動を支

援し、研修会の開催や品目選定、新技術の導入

等への助言を行った。 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 就農相談件数の増加 

    平成29年度相談件数は4件であったのに対し、平成30年度は11件と相談件数が増加した。 

（２） 就農候補者リストの整備及び新規就農者情報の共有 

    市町村別打合せの中で、就農が有力な候補者リストを整備し、21名が候補とされた。普

及センターだけでは把握できていなかった新規就農者の情報を得ることができた。 

（３） 就農準備支援 

  ア ニューファーマーサポートチーム会議を実施し、関係機関内の役割分担の明確化、圃場

マップ（畑わさび）の活用により、円滑な就農に結びつけることができた。 

【内訳】 親元就農 １名、品目：畑わさび、就農時期：平成30年11月 

新規参入 １名、品目：畑わさび、就農時期：平成31年4月予定 

  イ 研修希望者と受入経営体との研修マッチング支援により、就農に向けた研修を１名が開

始した（品目：りんご）。また、次年度は野菜で研修予定である。 

（４） 新規就農者の育成 

    関係機関内で役割分担を明確にし、個別巡回指導等を実施したことにより、新規就農者

の栽培技術の向上や適期作業の実施が図られ、過去５年間に就農した者に対する平成30年

度時点の新規就農者定着率は、94.7％と高い。 

    また、農村青年グループや研究グループの活動を通じ、グループ員が相互に相談・

アドバイスし合える関係性が出来ている。 

 

 

 

 

 

新規就農者の確保・育成は、関係機関で方向性を同じくして取組む課題と

認識している。宮古地域の取組みはまだ発展途上であると感じており、就農

希望者・研修希望者の受け皿の体制が整っていない部分もある。多様化する

ニーズを把握し、情報収集をしながら、対象者に沿った情報提供が出来れば

と考えている。今後も関係機関の連携を密にし、新規就農者確保に努めて行

きたい。 

所属職名：宮古市産業振興部農林課 主査 氏名：佐々木優 

 

■ 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 

  担い手・農村活性化チーム 

（チームリーダー：米澤美穂、チーム員：村上太郎、久保田真衣）   

  執筆者：久保田真衣 

研究グループ員の相互ほ場巡回 
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