
 

ズッキーニの産地化支援 

【盛岡農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  野菜産地力の強化 ２新規栽培者等新たな野菜生産者の育成、基本技術の定着支援 

 

■ ねらい 

  盛岡管内の野菜は、露地きゅうりやハウストマト及びミニトマト等果菜類の作付けが多く、

県全体数量の半数近くを占める主産地である。近年、高齢化等により栽培面積は減少傾向にあ

るが、既存品目の産地維持の取り組み強化に加え、各地域で新たな野菜品目の導入を模索して

おり、産地化への支援が必要である。 

そのような中、JAいわて中央では西日本の大手量販店の提案を受け、新品目の導入定着に向

け、平成25年度からズッキーニの試験栽培を開始した。当初はマーケットインの視点で導入さ

れたが、試験栽培の中で、当地で夏秋期の露地栽培が可能であること、他品目に比べ比較的栽

培管理しやすいことなどから産地化が期待できる品目であることが分かった。 

普及センターでは、ズッキーニの生産拡大による産地化を支援するため、JAや町との協働に

より、集落営農組織等への栽培誘導、新規栽培者への技術指導や実証等を行い、技術の定着と

生産者及び産地の育成を図った。 

 

■ 活動対象   

JAいわて中央 野菜生産部会 ズッキーニ専門委員会 

 

■ 活動経過 

（１） 栽培技術の定着支援 

ア 生産者確保の取り組み 

・ 輪作体系の提示、作型表の整理 

     集落営農組織への作付け誘導を図るため、試験栽培を行った（農）東農産の体系をベ

ースに、小麦との輪作体系を提示した。また、農家個々の経営スタイルに合わせた補完

的導入を促すため、直播と移植向けに作型表を整理した。 

   

 

 

 

 

   ・ 栽培者を対象とした技術指導 

     栽培基本技術の習得及び向上のため、JA主催の時期別現地指導会において技術指導を

行った（１月：作付推進指導会、４月：作付前指導会、５月：直播作型開始前指導会、

６月：出荷目揃会兼指導会、８月：生育中後期管理指導会）。 

イ 生産安定化に向けた施肥実証、品種試験 

    水稲や小麦との輪作における栽培の安定化に向け適正施肥が課題であったため、土壌分

析結果に基づく施肥実証を平成30年度に実施した。過去の土壌分析結果から、小麦や水稲

の作付圃場ではｐHが低く、石灰やリン酸が特に不足していたことから、ズッキーニ作付け

前に土壌改良資材を施用し、作付け前後の土壌養分把握と生育調査を行った。 

    品種比較試験については、JAが主体的に取り組み、慣行品種「グリーンボート２号」に

ズッキーニ現地指導会（５月） 

 
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

● 〇

播 定 収
種 植 穫

● 〇

播 定 収
種 植 穫

11月

小麦→ズッキーニ
→小麦

小麦→ズッキーニ
→水稲

作型
5月 6月 7月 8月 9月 10月

収穫 小麦 → 秋作業小麦

収穫 水稲準備小麦

図：小麦・水稲と組み合わせた作型事例 

作型表 ○：播種　◎：播種（ハウス）　△：定植　■：収穫

月旬

作型 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

露地移植作型 ◎ △ ■ ■ ■ ■

（１～２作型/圃場/年） ◎ △ ■ ■ ■ ■ ■ 1,500㎏/10a

露地直播作型 〇 ■ ■ ■ ■ 700株/10a

（１作型/圃場/年） 〇 ■ ■ ■ ■ ■

10月 11月 目標反収・

栽植本数

5月 6月 7月 8月 9月

水稲や小麦との輪作体系 作型及び目標単収の提示 
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対して数品種の栽培比較試験を行い、品種特性を把握した。 

（２） 生産者の育成 

ア 部会活動活性化支援 

平成30年度、いわて中央野菜生産部会にズッキーニ専門委員会が設立され、部会活動活

性化のため役員らによる現地圃場巡回（７月、８月）を実施し、役員の圃場管理状況や品

種比較等試験の状況を見ながら、技術に関する情報交換と役員間の交流促進を図った。 

また、JA主催の生産者交流会（12月）において、生産者らとともに、栽培結果の振り返

りと次年度対策の検討、栽培技術の課題共有や情報交換を行った。 

  イ 大規模栽培モデルの波及 

  矢巾地域では、露地野菜などの園芸品目を導入する11の集落営農組織で協議会（矢巾地

域集落営農園芸協議会）を構成し、各野菜の栽培技術や組織活動についての情報交換や交

流活動を行っている。 

構成組織の一つである（農）東農産は、先駆的にズッキーニ栽培に取り組んでいること

から、普及センターではモデル経営体として位置づけ、輪作体系や機械導入による省力技

術等を紹介し、大規模栽培技術の導入推進を図ってきた。今年度は現地圃場相互巡回（９

月）と管外先進地研修（12月）を行っており、年々活動は充実してきている。 

 

■ 活動成果 

（１） 栽培技術の定着支援 

  ア 生産者確保の取り組み 

    輪作体系や作型表の提示と時期毎の基本管理技術の紹介により、新規栽培希望者や拡大

志向生産者にとって品目導入の参考となった他、栽培者の技術習得と向上につながった。 

  イ 生産安定化に向けた施肥実証、品種比較試験 

    施肥実証については、作付け前後の土壌養分の差は明らかで、収穫開始前までは試験区

の方が生育良好であった。ただし収穫盛期となる９月以降は、台風による樹勢低下や茎葉

及び果実の擦れ等の影響で生育及び収量とも差が無く、結果として施肥の効果を確認でき

なかった。品種比較試験については、各品種の特性が把握でき、有望な品種はあったもの

の、既存品種を上回るほどではなく、施肥実証、品種比較とも継続して行う必要がある。 

（２） 生産者の育成 

生産者交流会や役員圃場巡回、協議会相互巡回など多くの活動を通じて、技術研鑽が図

られるとともに生産者同士の交流も促進され、栽培者の増加や規模拡大につながった。 

 

平成25年度の試験栽培開始から５年を経過し、年々栽培者が増え、今年

度は30haを超える東北最大の産地になりました。また今年度JAいわて中央

野菜生産部会に新たに部会として設立され、販売額１億円以上を目標に関

係機関と協力し取り組んでいます。 

栽培管理技術の向上や実需者及び地元消費者との交流を継続し、今後も

産地一体となって安定的な生産・出荷を行いたいと思います。 

所属職名：JAいわて中央野菜生産部会 ズッキーニ専門委員会 会長 氏名：川村良道 

■ 協働した機関 

  JA いわて中央、矢巾町、矢巾地域集落営農園芸協議会 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  野菜振興チーム（チームリーダー：及川美佳、チーム員：川原周祐、目時梨佳、今井裕之） 

  執筆者：及川美佳 
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園地継承による担い手への園地集積支援        

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  果樹産地力の強化 

 

■ ねらい 

  当地域では、生産者の高齢化、後継者不足などの問題から、栽培面積が過去５年間で約20％

減少しており、今後更に減少することが予想される。  

  当地域が果樹産地として規模を維持、発展させるための方策として、栽培を中止せざるを得

ない園地を、規模拡大希望の担い手等へ継承する取組が考えられる。 

  そこで、地域の果樹振興に携わる産地協議会と協働し、園地継承による担い手への園地集積

を図る。 

 

■ 活動対象 

  新いわて果樹振興協議会（盛岡市玉山、八幡平市、滝沢市、雫石町、岩手町、葛巻町）管内

の果樹生産者 

 

■ 活動経過 

（１） 果樹生産・園地継承に係るアンケート調査の実施（平成28年度） 

  ア アンケート調査実施に向けた担当者会議、打ち合わせ 

   ・ 生産の現状と課題を整理するためにアンケート調査を実施することを提案した。産地

協議会担当者会議における検討や事務局（ＪＡ）との個別打ち合わせにより、調査の目

的や内容などを確認した。 

   ・ アンケートの内容は園地継承の取組を進めるために必要な項目（後継者の有無、５年

後の栽培計画など）とし、園地継承に関する支援希望の有無も確認することとした。 

・ 対象者は、振興品目（りんご、やまぶどう、ブルーベリー）の中で、園地継承が特に

必要と考えられるりんご生産者（93名）とした。 

  イ アンケート調査の実施 

・ アンケート用紙の配布及び回収は、協議会担当者会議メンバーで分担し、各地域の共

同防除組織代表者等を通じて実施した。 

・ アンケート結果の集計、分析は、普及センターが実施した。 

（２） アンケート調査結果に基づく対策の実施（平成29年度） 

ア アンケート調査結果（表１） 

・ ５年後の栽培計画は、現状維持が８割、拡大・縮小及び中止が各１割の回答割合。 

・ まとまった園地（概ね50ａ以上）の面積を縮小、中止を考えている生産者は３名。 

・ 規模拡大希望者のうち、園地を購入または借りることを希望する生産者は１名のみ。

ほか５名は、品目転換等によるもの。 

・ 滝沢市では、後継者がいる割合が非常に高い（45％）。 

  イ 調査結果に基づく対策の実施 

・ 園地継承に関する支援希望の問いに対し、無回答の生産者も多かった。そこで、協議

会担当者会議メンバーで分担し、規模を拡大または縮小、中止を希望すると回答した全

員に対し、支援希望の有無を電話等により再度直接確認した。その結果、支援を希望す
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る生産者は皆無であった。 

・ 後継者が多く、発展が期待される滝沢市において、研究グループ活動の実施誘導を行

った。その結果、殺ダニ剤を使わずに減農薬を図り、コスト低減方法を模索すること目

的とした研究グループが設立された（グループ名：ダニ剤さらば、構成員５名）。 

 

表１ アンケート結果（５年後の栽培計画）     （単位：人） 

市町 対象者 回答数 現状維持 拡大 縮小 中止 

滝沢市 60 35 28 3 1 3 

八幡平市 17 15 9 1 2 3 

岩手町 16 13 10 2 1 0 

計 93 63 47 6 4 6 

 

（３） 取組結果の検証と計画の見直し（平成30年度） 

  ア 取組結果の検証（園地継承の取組が進展しなかった要因の分析） 

・ 目的を「園地継承」、対象を「個人」に絞ったところ、支援を希望する生産者は現れ

なかった。そもそも、規模拡大に際し、当初から園地を譲り受けることを想定している

生産者が少なかったことが考えられる。 

・ 共同防除組織等に対してアンケート結果の周知が不十分であった。組織や地域として

の危機感を醸成する活動が不足していたと考えられる。 

  イ 取組計画の見直し 

   ・ 取組内容の検証結果を産地協議会担当者会議で提示し、今後の取組方法について再検

討した。その結果、目的を「地域としての果実の供給力維持と次世代への円滑な継承」

とし、手段を園地継承に限定せず、園地の受け手や出し手が必要とする支援を行う方向

で合意した。 

 

■ 活動成果 

（１） アンケートの結果から、産地の現状、今後の生産動向を把握することができた。また、

活動内容の検証により、新たな取組方向が合意された。 

（２） 後継者が多い滝沢市において、新たな研究グループが設立された。自主的な活動が展開

され、課題解決への意欲が高まっている。 

 

 

 

 

 

園地のマッチングが成立した事例はなかったが、意向調査により産地の現

状や今後の動向等を把握することができました。 

来年度は産地計画の見直し作業を実施することとしており、担い手リスト

の整備をはじめとした現状把握をさらに進め、産地の維持、発展につなげる

対策を講じていきたいと考えています。 

所属職名：新いわて果樹振興協議会(新岩手農業協同組合)事務局   氏名：小田正勝 

 

■ 協働した機関 

  新いわて果樹振興協議会 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  果樹振興チーム（チームリーダー：及川耳呂、チーム員：秦広和）   

  執筆者：及川耳呂 
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カーネーションにおけるハダニ類・アザミウマ類の防除実証        

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  花き産地力の強化 

 

■ ねらい 

  盛岡管内のカーネーションは、盛岡市、矢巾町を中心に栽培されているが、ハダニ類・アザ

ミウマ類の被害が問題となっている。これまでに、ハダニ類の防除は薬剤散布が主体であった

が、栽培期間が長く、使用回数に制限のある殺ダニ剤だけでは防除しきれず、薬剤散布と併せ

た天敵の導入が検討されてきた。 

そこで、今年度は両害虫への薬剤散布、天敵放飼によるハダニ類の防除、光反射資材による

アザミウマ類の防除を組み合わせた、カーネーションに対する総合的な害虫防除実証を行うこ

ととした。加えて栽培管理アンケートを実施し、実証結果とともに生産者に周知することで、

ハダニ類、アザミウマ類防除への意識醸成を図るとともに、実証した防除技術の普及を目指し

た。 

 

■ 活動対象 

  JAいわて中央花卉生産部会カーネーション専門委員会 

 

■ 活動経過 

（１） 実証ほの設置 

ア 実証概要 

 天敵放飼（３回：スパイカルプラス）、光反射資材（デュポンタイベック400ＷＰ）、薬

剤散布（天敵に影響の少ない薬剤を選択）を組み合わせたハダニ類、アザミウマ類に対

する防除実証 

  イ 実証期間及び場所  平成30年５月～10月（盛岡市、矢巾町） 

  ウ 調査項目      発生消長調査、被害率調査、コスト調査、販売額試算 

  エ 見学会開催     巡回指導会（５月）にて実証ほを見学、経過を周知 

（２） 栽培管理アンケートの実施（５月） 

（３） 実証及びアンケート結果の伝達 

ア 品種検討会（10 月）、販売反省会（２月）にて、

実証及びアンケート結果を生産者に伝達した。 

 イ 防除技術の標準化を図るために、実証結果をまと

めたカーネーションにおける天敵放飼時の指導資

料を作成した。 

 

■ 活動成果 

（１） 防除技術の実証 

  ア 天敵放飼、光反射資材、薬剤散布を組み合わせることで、ハダニ類とアザミウマ類の同

時防除が可能であることが明らかとなった（図１）。天敵の導入により、10aあたりの防

除にかかる作業負担が35時間削減し、防除費用も対照区の93.6％とほぼ同等であった。

販売額については、天敵導入により10aあたり約60万円の増額が見込まれる。 

写真１ 巡回指導会（５月） 
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（２） 栽培管理アンケートの結果 

ア アンケート調査により、病害虫防除が栽培上最も大きな課題であると示され、その中で

もハダニ類、アザミウマ類に特に苦慮しているという結果が得られた（図２）。加えて、

薬剤散布回数が少なく、防除適期に薬剤散布ができていないことが示された。 

（３） 実証及びアンケート結果の伝達 

  ア 販売反省会で実証ほの結果を生産者に周知し、実証した防除技術の有効性が認識された。 

また、実証結果とともにアンケート結果も周知することで、薬剤散布方法の見直しに加

え、新たな防除手段導入の必要性が認識され、天敵導入への関心がより高まった。 

イ 次年度は、今年度実証した 2 戸に加えて、新たに 1 戸でハダニ類の天敵製剤を導入する

見込みとなっている。 

（４） 今後の方向性 

ア 次年度天敵放飼予定の３戸に対しては、技術の早期定着を図るため、作成した指導資料

を基に個別指導を行う。 

イ 今回の活動により、天敵導入への関心は高まりつつあるが、栽培規模と購入ロットの相

違や、成功事例が少ないことなどから、導入を躊躇する生産者も多い。今後は導入農家増

加に向けて、実証農家の事例紹介を継続していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＡいわて中央は県内唯一のカーネーション産地であり、県内外市場に出

荷していますが、ハダニ類、アザミウマ類の被害による品質低下や出荷量減

少に苦慮しているところです。今後も天敵の導入推進による品質向上に努

め、生産者、普及センター、農協一丸となって、生産振興に励みたいです。 

 

 

所属職名：ＪＡいわて中央指導統括課    氏名：清水祥昭 

 

■ 協働した機関 

  岩手中央農業協同組合 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  花き振興チーム（チームリーダー：鹿糠美雪、チーム員：小野寺真由）   

  執筆者：小野寺真由                   

 

 

顔写真 

図１ ハダニ類発生消長（矢巾） 図２ 栽培管理アンケート結果（抜粋） 
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繁殖巡回による生産性向上支援 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  繁殖巡回による生産性向上支援 

 

■ ねらい 

  和牛繁殖経営において、母牛の分娩間隔が年間の子牛生産率に及ぼす影響は極めて大きい。 

JAいわて中央管内では、平均分娩間隔が422日（平成29年10月時点）と県の目標値380日を超

えており、発情発見率や受胎率の向上及び長期不受胎牛への対策等による分娩間隔の短縮が必

要となっている。 

そこで、繁殖成績に課題を抱える重点対象農家に対し定期的な巡回指導を行い、農家の個別

の課題を解決することにより繁殖成績の向上を図る。 

 

■ 活動対象 

  JAいわて中央管内の重点対象農家４戸（H29年度からの継続２戸、新規２戸） 

 

■ 活動経過 

（１） 重点対象農家の選定 

    規模拡大志向農家や担い手、繁殖成績の改善を希望する農家の中から、関係機関・団体

で協議し重点対象農家を選定。 

（２） 主な取組内容 

  ア 規模拡大志向の繁殖経営体等を対象とした巡回指導 

イ 共済獣医師による繁殖検診 

ウ 代謝プロファイルテスト結果に基づく飼料給与メニューの改善提案 

エ 中間実績検討会等による対象農家間の情報共有 

（３） 巡回経過及び取組内容の一例（新規対象農家） 

巡回 

月日 
支援機関・団体 取組内容 

4/27 農協、普及 ・経営状況及び飼養管理状況の聞き取り、飼料給与量の測定 

6/28 農協、共済、普及 

・繁殖管理台帳の整備 

・共済獣医師による繁殖検診 

（長期不受胎牛への治療方針の提示） 

7/30 農協、家保、普及 
・繁殖管理台帳の整備、栄養度の判定 

・粗飼料分析及び代謝プロファイルテスト（採血） 

10/11 
農協、共済、 

家保、普及 

・繁殖管理台帳の整備、共済獣医師による繁殖検診 

・粗飼料分析結果及び代謝プロファイルテスト結果に基づく飼料

給与メニューの提示（タンパク不足、エネルギー過剰の解消） 

12/11 農協、共済、普及 
・繁殖管理台帳の整備、共済獣医師による繁殖検診 

・子牛飼養環境の改善提案（ヒーターの設置） 

1/30 農協、共済、普及 
・繁殖管理台帳の整備、共済獣医師による繁殖検診、 

栄養度の判定 

３月 農協、共済、普及 ・実績検討会（予定） 
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■ 活動成果 

（１） 取組による効果 

対象 

農家 

区

分 

繁殖雌牛 

飼養頭数 

（頭） 

平均分娩間隔（日） 栄養度 

目標 
H29.4 

時点 

H30.4 

時点 

巡回後予測 

分娩間隔 
巡回前 巡回後 

紫波町 

A 農家 

継

続 
16 416 451 

429  

22 日短縮 

424 

５日短縮 

H30.2 時点 

平均 6.1 

H31.1 時点 

平均 5.7 

矢巾町 

B 農家 

継

続 
20 365  396 

384  

12 日短縮 

400  

16 日延長 

H29 年度の取組により 

全ての牛で過肥を解消済み 

盛岡市 

C 農家 

新

規 
17 380  － 400  

377 

23 日短縮 

H30.7 時点 

平均 6.8 

H31.2 時点 

平均 6.0 

矢巾町 

D 農家 

新

規 
11 403  － － 345  

H30.7 時点 

平均 6.5 

H31.1 時点 

平均 6.3 

 

（２） 関係機関・団体の連携による巡回で、飼養管理と家畜疾病の側面から支援したことによ

って繁殖成績等の向上につながり、分娩間隔の短縮や過肥の改善に一定効果が見られた。

併せて長期不受胎牛の受胎が進んだが、今後再発することのないよう、繁殖巡回の継続に

より分娩前後の適正な飼養管理を支援する必要がある。 

（３） 平成31年度は、平成30年度新規対象農家を継続して巡回するとともに、新たに規模拡大

志向農家等２戸を加え、飼養管理の改善及び繁殖成績の向上を支援する。 

また、地域全体の分娩間隔の短縮のため、部会研修会等機会を活用して取組を周知し、

効果の波及を図っていく。 

 

 

 

 

 

JAいわて中央管内の分娩間隔は、県平均と比較しても長い状況にあり、農

家の所得向上のため早急な対策が必要。定期的な巡回指導のなかで給与量の

適正化や獣医師による検診・治療を行ったことで、農家個々の課題が解決さ

れ、受胎率の向上・分娩間隔の短縮ができた。地域全体として県の目標値に

近づけるよう、今後も飼養管理等の改善を支援していきたい。 

所属職名：JAいわて中央営農販売部畜産課   氏名：内藤創 

 

■ 協働した機関 

  JA いわて中央、岩手県農業共済組合、中央家畜保健衛生所 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  畜産振興チーム（チームリーダー：鈴木強史、チーム員：大﨑翔） 

  執筆者：大﨑翔 

採血の様子 繁殖検診の様子 
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キャベツの安定生産技術確立支援       

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  キャベツ・ピーマンの産地力強化 

 

■ ねらい 

  岩手町を中心に生産されているキャベツ「いわて春みどり」は作付面積421haと東北一の産地

であるが、平均単収は4.0t/10a前後で停滞している。JA新いわて東部地域春みどり専門部会で

は、単収目標を5.0t/10aに設定し単収向上に取り組んでおり、この目標達成のため部会活動の

支援を行う。 

 

■ 活動対象 

  JA新いわて東部地域春みどり専門部会 

 

■ 活動経過 

（１） 優良品種の選定 

    既存品種では生育不揃いや低温期(秋期)の生育停滞等の課題があるため、農協部会内の

品種検討委員会で試験品種の試作を行い、優良品種の選定を支援した。 

玉揃いが良好で、低温伸張性良い W4218 を優良品種として導入する方向で検討中（H32 以

降導入）。 

（２） 栽培体系の検討 

   部会の平均単収を向上させるため、農協担当者と協議し、単収の低い農家を「単収改善

農家」として選定。単収改善農家を農協とともに定期的に巡回し、課題の洗い出しにより、

防除方法、施肥指導など具体的な改善すべき点を提案し、再訪問時に対応内容を確認する

など重点指導を実施した。 

（３） 病害虫防除技術の確立 

発生予察圃の調査結果を活用し、FAX 情報発信によるタイムリーな防除情報の提供を年

間 17～28 回実施。 

H30 は SNS（ライン）による情報発信体制を構築し、試用開始。次年度にはよりタイム

リーな防除情報の発信を目指し、本格的な運用を実施する予定である。 

 

（４） 獣害対策実施支援 

外さく※１の恒久電気さく※２が、防除等生育途中の機械作業の邪魔にならないこと、毎年

の設置撤収が楽になることからキャベツ大規模栽培に向くことを実証。普及推進により、

設置面積が拡大（H26：8ha→H30：78.6ha）。 

※１：圃場周りの通路の外側に電気さくを張ることで、トラクタ旋回等の邪魔にならない。 

※２：硬い番線による電気さく。導入の際の労力大きいが、毎年の設置撤収が楽になる。 

 

■ 活動成果 

それぞれの対策は進んだが、繁忙期に対策を実施しきれていないなど単収向上に結び付ける

ことができなかった。 

（１） 今後導入が期待される品種「W4218」が H32 からの作付けに向けて選定された。 

    W4218 の特性：玉揃いが良い、低温伸張性あり、作業性良好 

（２） 単収改善農家５戸の低単収要因が明らかになり、生産者自ら具体的な解決に向けて取り
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組んでいる。 

 （３） 発生予察圃の活用やタイムリーな情報伝達により、ジアミド系殺虫剤（薬剤耐性コナ

ガ発現している）に頼らない防除が定着した。 

 （４） 食害発生ほ場すべてで電気さくが導入され、シカによる被害は無くなっている。（８戸

78.64ha に導入） 

 

   表 キャベツの生産動向 

  H27 H28 H29 H30 

生産者数(名) 91  85  84  80  

出荷量(千箱) 1,665  1,662  1,687  1,542  

面積(ha) 420  420  421  421  

単収(kg/10a) 3,913  3,957  4,007  3,677  

 

今後の対応方向として、これまでの個別指導や、優良品種の選定を継続するとともに、農業

研究センターなどと連携した生育斉一性向上技術の確立に取組む。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キャベツの品種については、秋どり作型に新たな品種を入れる目途が立っ

た。ほかの作型についても新たな品種を検討し、「いわて春みどり」で使え

る品種を増やしていきたい。現地での生育状況を確認しながらの助言が非常

に役立つので、現地指導を中心に取り組んでほしい。SNSによる情報発信な

ど、若い生産者に向けた取り組みも重要と感じます。部会の目標である平均

単収5.0t/10aを達成できるよう、取り組んでいきます。 

所属職名：JA新いわて東部地域春みどり専門部会 部会長  氏名：福島昭彦 

■ 協働した機関 

  JA 新いわて東部営農経済センター、岩手町 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  高原野菜チーム（チームリーダー：小原善一、チーム員：千田裕）   

  執筆者：小原善一 

 

写真１ 品種検討委員会によるほ場での品種評価 写真２ 農協との単収改善農家へのほ場巡回 
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ほうれんそうセンターの作業効率向上        

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  ほうれんそうの産地力強化 

 

■ ねらい 

  若手ほうれんそう生産者の規模拡大に向けた作業の省力化を重点的に支援するため、カイゼ

ン活動により、ほうれんそうの調製・出荷作業を担う「ほうれんそうセンター（以下、調製セ

ンター）」の作業効率向上を図る。 

 

■ 活動対象 

  JA新いわて八幡平ほうれんそうセンター 

 

■ 活動経過 

（１） 「整流化」の視点による作業動線のカイゼン活動 

  生産工程を淀みない流れにする「整流化」の視点により、包装機が止まることなく稼

働することを到達目標とし、カイゼンコーディネーターとともに作業員や機械の配置、

作業分担、項目毎の作業時間などを検討した。 

     検討の結果、ターンテーブルを撤去し、T字型のレイアウトに変更するとともに、分担

毎の作業量の平準化を図り、H29年度の稼働期間後半には試験的に、H30年度には全稼働

期間を通して運用し、実証した(図１、２)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 星取表（作業習熟評価表）の作成支援 

    作業員毎の習熟度や得意・不得意を把握し、作業分

 担の偏りや作業員毎の仕事量のアンバランスを解消す

 ることを目的に、星取表の作成を支援した(図３)。 

 

 

 

（３） 伝票記入処理におけるPCの活用 

    電卓計算や手書きの伝票記入により、計算ミスが発生し、日々の作業終了時の確認で残

業が生じていた。このことから、PCによる事務処理への変更を図った(図４)。簡易に伝票

入力が行えるよう、伝票入力ファイルを作成した。また、PCに不慣れな作業員の誤入力を

避けるため、PCの不必要なキーを覆い隠し、主にマウスとテンキーのみで行えるようにし

た(図５)。 

図１．カイゼン前の配置 図２．カイゼン後の配置 

図３．作業員の星取表 
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■ 活動成果 

（１） 調製・出荷作業の効率化 

    作業動線のカイゼンにより、ほうれんそうを手に持つ回数が減り、品傷みも減少した。 

また、H30年度における総作業時間はH28年度の86％に短縮し、かつ調製センターの取扱

量がカイゼン前のH28年度の112％に増加し、作業の効率化が認められた(表１)。 

表１．ほうれんそうセンターの受託実績 

年度 
取扱量 

(t) 

センター利用割合 

(％) 

総作業時間※ 

(時間) 

作業時間 

(分/箱) 

H28(カイゼン前) 34.7 5.1 9,580 69.0 

H29 33.7 5.7 8,874 67.7 

H30 39.0 7.5 8,230 54.0 

H30/H28比 112％ ― 86％ 78％(22％減) 

                           ※全作業員の雇用時間より算出 

（２） 作業員の目標設定の見える化と仕事量の平準化 

    星取表が作業員の技術習得に向けた指標として活用され、作業能力が向上した。また、作

業シフトやローテーションにも星取表を活用することで、作業員の仕事量の平準化が図られ

た。 

 

（３） 事務処理時間の短縮化 

伝票記入を電卓計算や手書きからPC入力に変更したことにより、計算ミスや誤入

力が無くなり、確認作業も含めて事務処理時間が大幅に短縮した。 

 

  以前からほうれんそうセンターに調製作業を委託していましたが、今回の

カイゼン活動により作業が目に見えて速くなったのが分かりました。作業効

率化に伴い、次年度の委託料が下がるため、委託者としてはありがたく感じ

ます。 

今後、調製センターの運営維持のため、更なる作業の効率化とともに、生

産者の利用拡大や作業員の確保に取り組んでいってもらえればと思います。 

所属職名：JA新いわて八幡平野菜部会 部会長   氏名：工藤勝弘 

■ 協働した機関 

  JA 新いわて八幡平営農経済センター、盛岡広域振興局農政部、いわて産業振興センター（手

代木コーディネーター） 

 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  園芸振興チーム（チームリーダー：千葉賢一、チーム員：深澤明子、太田美晴、菊地雄大） 

  普及課長：桑原政之  執筆者：菊地雄大 

図４．手書きによる伝票記入 図５．PC による伝票記入 
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胆江地方における「金色の風」生産体制の強化 

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新技術導入による米産地の維持 

 

■ ねらい 

  「金色の風」は“極良食味”という優れた特性がある一方、稈長が伸びやすくて倒伏しやす

い。また、収量性がやや低いことから、優れた品種特性を維持しつつ、収量性を確保するた

めにも、「金色の風」の生産体制強化に向けた普及活動に取組んだ。 

 

■ 活動対象 

「金色の風」生産者（181 経営体（採種ほ部会含む））JA 江刺「金色の風」栽培研究会、

JA 岩手ふるさと「金色の風」栽培研究会 

 

■ 活動経過 

（１） 胆江地方「金色の風」サポートチームの設置（H30.3.7）と栽培技術指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 栽培マニュアルに基づいた栽培管理の徹底指導 

・ 栽培実証ほの設置（４箇所） 

・ 栽培技術向上に向けた栽培研究会、現地研修会の開催 

イ 会報誌「金色の風たより」の発行（H30.４.13～、12回発行済み）と「金色の風」全生産

者への栽培管理・収量・食味等のアンケートの実施 

（２） 県版GAP（農業生産工程管理）の取組指導 

ア GAP推進研修会・現地研修会の実施 

  イ 確認登録に向けた内部監査研修会・現地確認の実施 

（３） ブランド米の品質確保にかかる県産米戦略室・県南広域振興局との連携・協力 

ア 地元イベントや知事トップセールス等による販売促進活動 

イ 首都圏小売店を招へいした意見交換会及び生産者等による首都圏販売者等との意見交換 

 

■ 活動成果 

（１） 胆江地方「金色の風」サポートチームの設置と栽培技術指導 

ア  玄米外観品質は、一等米比率99.9％（Ｈ29：94.2％）と良好であった。食味は出荷基

準であるタンパク質含有率はすべてクリアし、食味評価値（ケット㈱製AN-820）はH29か

ら2.0ポイント向上した（図1）。 

・研究会員の栽培技術向上サポート 

・チーム内の情報共有 

県南広域振興局 

・地経費によるブランド化推進 

奥州市、金ケ崎町 

・作付申請窓口 

・研修会開催支援 

奥州普及センター 

・技術情報発信 

・チーム活動総括 

JA 岩手ふるさと、JA 江刺 

・栽培研究会との連絡調整 

・各種展示ほ等の調査 
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また、マニュアルを厳守した生産者のうち20戸を抽出し、ひとめぼれとの単収差を聞

取りした結果、平均で-1kg/10aと、ひとめぼれ比で約10％低収とされている差を適正な

管理により圧縮できることが示された。 

イ 「金色の風たより」により栽培管理の徹底を呼びかけた。また、アンケート結果から、

県の収量指標である520kg/10a以上確保できた29経営体の事例では、①目標分げつを確

保できたこと、②減数分裂期の追肥を実施したことが収量の確保につながっていること

が判明した(図2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 県版GAP（農業生産工程管理）の取組指導 

岩手ふるさと米GAP研究会（147名）が

県版GAPの確認登録を受け（H30.12.17）、

今後の生産性の向上やリスク回避につな

がることが見込まれる。 

（３） ブランド米品質確保にかかる県産米戦略室・

県南広域振興局との連携 

ア 試食者やお米マイスター※等から「甘くて美

味しい」と高評価を得た。 

イ 首都圏を中心とした米穀店から、強い引き合いがあることを確認し、

生産者の生産意識やGAP取得への意識が向上した。 

ウ 良食味性から全国の五つ星マイスターに推薦され、「米のヒット甲

子園」（主催：日経トレンディ）の最終審査会に２年連続選抜された。 

 

 

 

 

 

 「金色の風」は２年目の年で、厳しい気象条件の中、品質・収量について

は何とか成果が出せましたが、肥料設計や栽植密度など、試行錯誤した点が

多く、まだ生産者が満足できる収量には至っていません。 

 H30年に苦労した点を土台にし、課題解決できるよう、サポートチームと

協力しながらより良い金色の風を栽培していきます。 

所属職名：いわて直播栽培米研究会奥州支部 副会長   氏名：森岡誠 

 

■ 協働した機関 

  岩手ふるさと農業協同組合、岩手江刺農業協同組合、岩手県農業研究センター、 

県産米戦略室、県南広域振興局農政部 

■ 奥州農業改良普及センター 

  水田農業経営チーム（チームリーダー：和野重美 チーム員：鈴木涼介）   

  執筆者：鈴木涼介 

 

 

 

図２ 栽培マニュアル遵守者の収量性 図１  食味評価値比較 
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不良 ←食味評価値→ 良
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N＝148 
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N＝38 

写真 岩手県版 GAP 確認登録証交付式
(H30.12.25) 

※ お米マイスター 

米に関する専門知識が

あることを証明する資

格で、三つ星、五つ星

の評価がある。 
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施設栽培ピーマンにおけるミナミキイロアザミウマの発生実態把握 

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  野菜産地の強化 

 

■ ねらい 

  2018年の夏に、奥州市の施設栽培ピーマン圃場において、果実に傷や奇形を生じる症状（図

１-２）が発生した。症状は気温の上昇とともに増加・激化し、商品価値の著しい低下により出

荷不能となった果実が大量に廃棄される事例が複数圃場で確認された。普及センターは当該症

状の原因特定と管内における被害実態の把握を目的とした普及指導活動を展開した。 

 

■ 活動対象 

  JA江刺園芸部会ピーマン専門部 

  JA岩手ふるさと園芸部会ピーマン専門部 

 

■ 活動経過 

（１） 果実に傷や奇形を生じる症状が多発した圃場における被害様相の現地確認に加えて、発

生時期や農薬使用実績等について生産者からの聞き取り調査を併せて実施した。 

（２） 生産者からの聞き取りや現地調査の結果、当該症状がこれまで本県での発生報告がない

ミナミキイロアザミウマによるものである可能性が浮上したため、現地圃場におけるアザ

ミウマ類のサンプリングと実体顕微鏡による検鏡を行った。 

（３） 現地圃場から採集したアザミウマの中にミナミキイロアザミウマと思われる個体が多数

確認され、上記症状が本種による被害である可能性が濃厚となったことから、速やかに病

害虫防除所へ報告した。 

（４） 管内での発生実態を把握するため、JA江刺管内のハウス作型ピーマン圃場の全戸調査をJ

A担当者とともに実施した。また、JA岩手ふるさと管内においても類似症状の発生が報告さ

れたことから、随時アザミウマ類のサンプリング調査を実施した。 

 

  

図１-２ ミナミキイロアザミウマによる被害果（出荷不能） 
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■ 活動成果 

（１） 加害種の同定 

    病害虫防除所による現地調査の結果、本県未発生であったミナミキイロアザミウマであ

ることが確認され、平成30年度病害虫発生予察情報特殊報第２号が発行された。 

（２） 発生状況の確認と周知 

    発生実態調査の結果、本種の発生に地域的な偏りはなくJA江刺管内全域で発生している

ことが確認された。これらの結果を受けて、本種の発生について部会等に周知したことで

生産者の危機意識が高まった。 

（３） 次年度へ向けた防除対策の検討 

    ミナミキイロアザミウマの発生を踏まえて、次年度へ向けた防除対策について専門部と

ともに検討した。その結果、地域防除暦に新規殺虫剤を採用するとともに、生物農薬（ス

ワルスキー）の導入についても再考することした。また、各生産者が天敵製剤の導入を今

一度検討する機会を設けるため、天敵製剤についての講習会を企画・実施した。 

（４） 生産者の危機意識が高まったことで、次年度以降ミナミキイロアザミウマが発生した場

合でも、事前に提示した対策に沿った適切な防除が実施されることによって、被害の大幅

な抑制が期待される。 

 

   

図３ H30特殊報第２号          図４ 現地巡回の様子               図５ ミナミキイロアザミウマ成虫 

 

 

平成30年度は、３月から５月にかけて全体的に平均気温が高めに推移した

ことでハウス作型ピーマンの活着や初期生育は概ね順調に進んだ反面、アブ

ラムシ類やアザミウマ類が早期から発生しました。また、夏季高温年であっ

たことから、特にアザミウマ類が多発し防除に苦慮したシーズンでした。 

次年度も関係機関と協力しながら部会の活性化と生産者の技術向上を図

り、産地の維持・拡大に取り組んでいきたいです。 

所属職名：岩手江刺農業協同組合営農推進部園芸課  氏名：遠藤憲宏 

 

■ 協働した機関 

  岩手県病害虫防除所、江刺農業協同組合、岩手ふるさと農業協同組合 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  園芸経営チーム 

（チームリーダー：佐藤成利、チーム員：河田道子、細川史絵、松橋伊織、遊佐公哉）   

  執筆者：松橋伊織                      
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公共牧場の牧養力維持の取り組み支援        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  肉用牛外部支援体制の強化 

 

■ ねらい 

  公共牧場は、預託農家の「自給飼料確保」「管理労力の軽減」「施設投資の抑制」など、規

模拡大と経営の安定に大きく貢献しているが、除染作業の完了から５年が経過し、採草・放牧

地ともに牧草生産性の低下が見られるなど草地更新の必要が生じている。一方、放牧地は前植

生枯殺による通常の完全更新法では放牧再開までに休牧期間が生じるため、施工直後から翌年

までの放牧利用に影響が生じる。 

そこで、草地更新に際し、①各圃場の利用形態別（放牧地・採草地）に工法を選択すること

で放牧地において休牧期間が生じない技術の導入支援を行った。また、②施工後の牧草の萌芽

状況等の省力的調査において、ドローン空撮による施工状況の確認を併せて実施した。 

 

■ 活動対象 

  奥州市胆沢牧野、岩手ふるさと農業協同組合 

 

■ 活動経過 

（１） 施工場所 奥州市胆沢牧野（運営 岩手ふるさと農業協同組合） 

（２） 施工条件および必要資材等の技術説明・打ち合わせ 2018.6.28 

（３） 播種および肥培条件 2018.9～10 

  ア 草種(品種)および播種量 

オーチャードグラス(バッカス) 2.5kg/10a 

フェストロリウム(東北1号)   0.5kg/10a 

イ 肥培管理（成分量） 

    放牧地  N-P-K=0-14-0kg/10a 

    採草地  〃 =7-14-7kg/10a 

（４） 圃場利用形態別の工法の選択（詳細表のとおり） 

  ア 採草地 前植生枯殺による表層攪拌法（ツースハロー、図１） 

  イ 放牧地 前植生を活かした穿孔法による追播（エアベータ、図2） 

（５）UAV(ドローン)空撮による施工状況の確認 2018.10.17 

  ア 使用機種 DJI社製 SPARK(岩手大学農学部より借用) 

  イ 調査内容等 採草地(7ha)の牧草萌芽期、高度 150m 

■ 活動成果 

（１） 放牧地においては、転牧と施工時期とのタイミングを計ることで、放牧期間中に休牧期

間を生じることなく施工ができた。 

（２） UAV(ドローン)空撮により、採草地での施工良否等確認が短時間かつ省力的にできた(約

10分/７ha)。また、利用者(作業員)の農業ICT機器利用の利便性に対する意識向上の一助とな

った（図３）。 

（３）施工後収量等の植生評価については来年度以降に継続して実施予定である。 
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 除染後の草地利用再開より数年が経過し、現在までに当牧野も放牧受託

頭数は上限に達しています。また、牧草ロールの需要も年々増加する傾向

にあることから、今後もこれら草地更新技術に継続して取り組むことで、

引き続き草地の生産性を確保し、放牧の推進および良質な牧草ロールの提

供を図ることで畜産農家の収益性向上と、頭数減少に歯止めをかける役割

を担っていきます。 

所属職名：岩手ふるさと農業協同組合営農経済課 奥州市胆沢牧野 場長 氏名：佐々木政行 

 

■ 協働した機関 

  奥州市胆沢牧野、岩手ふるさと農業協同組合、奥州市 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  畜産経営チーム（チームリーダー：増田隆晴、チーム員：舘山保奈美、工藤大和）   

  執筆者：増田隆晴 

表　工種および施工時期

放牧地 採草地

面積(ha) 16 7

工法
エアベータによる
穿孔法追播

ツースハローによる
表層攪拌法
(前植生枯殺)

除草剤散布 なし H30.9.4
播種・施肥 H30.10.3、5、8 H30.9.20

図２ 穿孔式播種機(エアベータ) 図１表層攪拌式追播機（ツースハロー） 

図３ UAV による空撮画像（採草地(約７ha)、牧草萌芽期 2018.10.17） 
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いわて平泉施設野菜環境制御研究会の活動支援 

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  生産部会との協働による果菜産地の強化 

 

■ ねらい 

施設野菜の単収向上技術として環境制御技術が全国的に取り組まれている中、一関地域にお

いても興味を持つ生産者が増え、情報共有や研修機会を求める機運が高まってきた。 

そこで、一関地域における環境制御技術について、情報収集や共有、研修の場となる組織の

設立およびその活動を協働機関とともに支援する。 

 

■ 活動対象 

いわて平泉施設野菜環境制御研究会 

 

■ 活動経過 

（１） 平成28年度の取組 

施設野菜生産者を対象に、環境制御研修会を開催し、環境制御技術の理解を深めた。 

（２） 平成29年度の取組 

ア 研究会の設立 

環境制御技術の情報収集・共有、研修の場として、品目を横断した組織「いわて平泉施

設野菜環境制御研究会」の設立をＪＡとともに支援した。 

イ 環境モニタリング調査の実施 

施設内の環境データを測定するために、モニタリング装置を用いた実証圃を研究会員圃

場に設置し、データの収集と圃場巡回研修を行った。 

ウ 環境制御技術の実証 

研究会員を対象に、環境制御機器（二酸化炭素発生装置、ミスト装置）を導入し、その

効果について実証し、巡回研修会で情報を共有した。 

エ 情報の収集 

研究会を対象に、先進事例研修（岩手県農業研究センター、神奈川県農業技術センター、

神奈川県環境制御技術導入農家）を実施し、事例の収集を行った。 

オ 実績と計画の検討 

研究会活動の実績を検討した結果、環境制御に関する知識や情報不足、データや技術の

活用が検証不十分であったことから、次年度、これらの課題を解決する活動を行うことと

した。 

（３） 平成30年度の取組 

ア 研修会の開催 

環境制御に関する知識や情報が不足していたことから、先進地から講師を招き、環境制

御技術の活用事例について学んだ。 

イ 環境モニタリングとその活用 

先進地事例からトマトにおける環境モニタリングデータと生育調査を合わせた活用方法

を学び、１週間ごとに記録しそれを基に栽培管理の変更を行うウィークリーレポートに取

り組んだ。きゅうりでは環境モニタリングと病害の発生の関係、なすでは生育後半のハウ

ス管理と二酸化炭素の関係についてモニタリング調査を行った。 
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ウ 環境制御技術の実証 

いちごでは、二酸化炭素発生装置を用いた環境制御技術の実証を行い、暖房の効率化と

品質向上の効果が確認された。 

エ 情報の収集 

環境制御に関する研修会への参加や先進地研修を研究会とともに積極的に実施し、一関

地域に適合した環境制御技術の情報収集を行った。 

オ 実績と計画の検討 

研究会活動の実績を検討した結果、環境制御に関する知識や情報は増えたが、一関地域

に適合した技術の実証が不十分であることが課題となった。 

 

  

施設野菜の環境制御技術研修会（H30.6.8） 活動検討会・現地研修（H31.2.21） 

 

■ 活動成果 

（１） 新しい技術(環境制御技術)の導入にあたり、興味を持つ生産者を組織化したことにより、

情報の収集や共有、研修や検討を組織で行うことができ、新しい技術の理論や導入上の注

意点などの理解を深めることができた。 

（２） 品目横断的な組織としたため、品目を限定しない研修や現地巡回を行ったことにより、

品目間の交流に繋がった。 

（３） 研究会の活動を通じ、一関地域の作型に合った環境制御技術の組立てや費用対効果の検 

討、生産者それぞれの経営規模や経営計画に合わせた環境制御技術の選定・導入が重要で

あることが分かった。 

 

 

平成29年から環境制御研究会の取組を進めてきました。篤農家は見

ただけで樹の状態が分かりますが、客観的に収量データやハウス環境

データなどを取ることで初めて見えてくるものもあります。環境をコ

ントロールできるハウスで夏の高温対策もできれば、さらに単収を向

上させられると思います。今後も研究会の活動を続け、実証結果など

の実績を地域に積極的にアピールしていきたいと思います。 

所属職名：いわて平泉施設野菜環境制御研究会 会長   氏名：小山智 

■ 協働した機関 

いわて平泉施設野菜環境制御研究会、いわて平泉農業協同組合、全農いわて、農業研究セン

ター、中央農業改良普及センター県域グループ 

■ 一関農業改良普及センター 

野菜振興チーム（チームリーダー：細川健、チーム員：福田拓斗、柴田愛里） 

執筆者：柴田愛里 
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ナシ黒星病の発生実態の把握        

【一関農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  県南の特性を活かした果樹産地の確立 

 

■ ねらい 

一関地域では、ナシ黒星病が平成25年頃から多発している。本県における本病の発生生態や

防除事例の知見は乏しく、これまで他県の事例を参考に防除を実施してきた。 

しかし、その後も被害は治まらず、既知見が地域の実態に適応していないと考えられた。 

そこで、当普及センターでは生産者やＪＡ、県機関と連携し、一関地域における本病の発生

実態を明らかにし、防除対策を再検討のうえ被害を軽減することを目指した。 

 

■ 活動対象 

  いわて平泉農業協同組合果樹部会梨専門部（11名） 

 

■ 活動経過 

（１） これまでの経過（平成25～27年度） 

平成25年頃からナシ黒星病が多発したため、他県の知見を参考に防除するとともに、薬剤

耐性菌の定着を疑って一部の薬剤を変更したが、平成26年及び27年も本病が多発した。 

農業研究センターや病害虫防除所に相談し、一関地域における発生実態を把握したうえで

防除対策を再検討することとなった。しかし、本県には防除試験を実施できる日本なし圃場

がないため、一連の活動は全て現地圃場で行い、当普及センターが主導することとした。 

（２） 発生状況の把握と防除方法の検討（平成28～30年度） 

  ア 発病部位別・時期別の発生状況調査による感染時期の推定 

管内２園地において、本病の主要な感染時期として知られる春季の発生状況を、発病部

位別に調査した。また、秋季の主要な感染部位である腋花芽りん片生組織について、露出

状況を調査した。 

調査は普及センターが行ったが、重要な時期には農業研究センターや病害虫防除所、中

央農業改良普及センター県域普及グループとともに観察した。 

  イ 防除実態の聞き取りによる多発要因の推定 

 農業研究センターとともに、部会員10戸を巡回し、薬剤防除と耕種的防除の実態につい

て過去まで遡り聞き取った。また、集団指導や一般巡回では、防除において部会員が配慮し

ていることや気づいたことを聞き取り、情報共有した。 

  ウ 防除対策の検討及び実践指導 

農業研究センターや病害虫防除所と共にデータを解析し、防除対策を検討した。また、

見直した防除対策は、案の段階で部会員や農協に提示して意見を求めた。新たな防除対策の

実践にあたり、普及センターは発生状況調査を継続しながら、防除効果を確認した。 

 

■ 活動成果 

（１） 調査結果に基づき取組開始後１年で防除を見直し（平成28年度） 

ア 春季の感染時期 

春季の感染時期は開花期から落花期と考えられた。このことは既知見に一致したため、防
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除時期や薬剤は変更せず、降雨を意識しながら防除タイミングに注意することとした。 

イ 秋季の感染時期 

腋花芽りん片生組織は８月から 10 月にかけて露出し、この時期は既知見に一致しなかっ

た。よって、秋季防除の時期は腋花芽りん片生組織の露出率が高い時期に変更した。 

ウ その他留意点 

防除実態の聞き取りから多発要因を推定するには至らなかったが、QoI 剤の連用や散布量、

散布ムラについて注意喚起が必要と考えられた。また、落葉処分の徹底を促した。 

（２） 新たな防除対策の効果を確認（平成29～30年度） 

ア 本病の発生が減少 

部会員と普及員が、防除対策にかかる情報や意見、気づきを小まめに共有したため、新

たな防除対策は迅速に普及した。特に、降雨日を意識した薬剤防除や、秋季防除及び落葉

処分が徹底された。 

このため、本病の発生は年々減少した。また、いわて平泉農業協同組合の平成 30 年ナシ

販売数量及び金額は、前年比約 130％となり、取組開始前の水準に回復しつつある。 

イ 防除効果を高めるための自主的な環境改善 

定期的に調査した２園地では、適正な樹勢の維持に向けた施肥管理や、薬液が到達しや

すい樹形への改善など、栽培環境を改善して防除効果の向上に努める動きが見られた。 

実施状況は、部会員全員が参加する巡回で共有され、更なる改善に向けて意見が交わさ

れた。 

ウ 今後の課題の整理 

    薬剤を変更せず防除タイミングを見直した対策が有効だったため、薬剤耐性菌が多発の

主要因ではないことが部会員に実感された。一方、

部会員３名の圃場では、平成30年も本病の発生が多

く、薬剤防除や耕種的防除のタイミングに問題があ

ったため、今後の指導のポイントが明確になった。    

 

 

 

 

発病葉柄率や発病果率が減少           部会員による情報共有 

 

ナシ黒星病の発生により、果実被害があると販売が出来なくなるため農家

の経営に影響が出ていました。調査をした結果等、地域での防除の留意点が

明らかになり、防除対策を行うことにより本年度は発生が少なく、販売数量

が減少することを食い止められました。販売を行ううえで安定した数量を確

保できないと値段が付いてこないので、今後も調査を引き続き行ってもら

い、安心してナシ栽培が出来るように協力してもらいたいです。 

所属職名：いわて平泉農業協同組合営農部園芸課 氏名：吉田成美 

■ 協働した機関 

  いわて平泉農業協同組合果樹部会梨専門部、いわて平泉農業協同組合、岩手県農業研究セン

ター、岩手県病害虫防除所、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 

  果樹振興チーム（チームリーダー：薄衣麻里子、チーム員：柳本麻衣） 

執筆者：薄衣麻里子  
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小ぎく新規栽培者の育成支援        

 

【一関農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  体質の強い花き産地構造の構築 

 

■ ねらい 

一関地域の小菊は栽培面積39ha、出荷数量7,598千本（いずれも平成30年）と県内第1位の産

地を形成しているが、近年は生産者の高齢化等により、生産者数、栽培面積とも減少傾向とな

っている。そこで当所では、次代を担う生産者の早期技術習得と経営目標達成のため、関係機

関や地域のベテラン生産者の協力の下に、新規栽培者の育成支援を行った。 

 

■ 活動対象 

  新規栽培者（小ぎく栽培経験年数が概ね３年以内の生産者）８名 

 

■ 活動経過 

（１） 新規生産者の育成  

  ア 対象者リストアップとJAとの共有 

  小ぎく栽培志向者、集落営農組織等への品目紹介をJAと連携して実施し、新規栽培者の

掘り起こしを行った。また、地域の新規栽培者をリスト化し、情報共有にあたった。 

イ ベテラン生産者と対象者のマッチング 

  活動対象である新規栽培者８名のうち、平成30年度より栽培を開始した１名ついて、地

域のベテラン生産者から直接技術を教わりながら技術を習得できるよう、当所及びJAが新

規・ベテランの両者を引き合わせ、教わるよう促した。なお、他の対象者については、過

年度に同様の支援を実施済みである。 

 

（２） 経営目標の設定・達成支援 

  ア 対象者との目標共有と個別指導 

    対象者と個別に面談して目標の設定を行い、その達成に向けて、個別の状況に応じた栽

培管理指導を実施した。 

  イ 実績検討とフォローアップ 

    個別実績検討シートを作成し、各対象者と面談により単収や時期別の出荷割合等の実績

を確認した。これにより目標達成ができなかった栽培者に対しては、結果を分析して課題

を明らかにし、改善点を共有し、次の計画に反映させ、支援を行った。 

 

（３） 新規栽培者の技術習得支援 

以下の年間スケジュールに基づき、地域のベテラン生産者による作業実演を主とした花

き栽培初心者セミナーを開催し、対象者の技術習得を支援した。 

なお、本取組は当所が主体となって開催していたが、対象者やベテラン生産者の意向を

踏まえ、開催回数を大幅に増やし、年７回の開催とした。 

また、部会としても新規栽培者の早期育成が重要であることから、平成30年度から部会

との共催で取り組むこととした。 
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４月上旬 育苗管理 
10月下旬 

親株の伏せ込みとその後の管

理 ６月上旬 定植後の管理 

７月下旬 収穫・調製技術 12月上旬 親株の台刈り・その後の管理 

９月上旬 収穫後の親株養成 ２月上旬 育苗管理 

 

■ 活動成果 

（１） 新規栽培者の支援体制づくり  

  ・ 新規栽培者リストの共有や掘り起こし等の活動をJAと連携して実施し、取組状況を関係

者で共有したことで、関係機関・部会が一体となって支援する体制が定着してきた。 

 ・ ベテラン生産者と対象者のマッチングを支援したことで、直接ベテラン生産者の教えを

請い、指導を受ける対象者も見られている。 

（２） 新規栽培者の技術習得状況 

  ・ 各管理作業の実施時期に合わせたセミナーを開催したことで、作業内容の理解促進と適

期の作業実施に繋がった。Ｈ30年度は経営目標の達成には至らない対象が多かったが、前

年に比べて技術習得が大きく進み、特に親株管理の状況が良好となり、定植用苗の採穂数

の確保が見込まれている対象者が増加した。 

・ ベテラン生産者との交流が促進されたことから、対象者からは好評を得ている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

ベテラン生産者による技術指導        熱心に意見交換する対象者 

 

 

■ 協働した機関 

  農業振興協議会園芸特産部会、JA いわて平泉花き部会、一関地方農林業振興協議会 

 

■ 一関農業改良普及センター 

  花き振興チーム（チームリーダー：志田たつ子、チーム員：鈴木翔）    

  執筆者：鈴木翔 

 新規栽培者の育成支援は、産地の維持発展に不可欠な活動であると考えてお

ります。特に技術の早期習得に向けては、ベテラン生産者から直接指導を受け

ることが重要であり、花き栽培初心者セミナーは絶好の機会と捉えています。 

 今後とも普及センターや部会と連携・協力を図りながら、新規栽培者の育成

を支援したいと思います。 

所属職名：JAいわて平泉営農部園芸課 氏名：渋谷光 
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