
 

繁殖巡回と飼養管理定期巡回 

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  肉用牛経営体の育成 

 

■ ねらい 

  管内の繁殖牛の平均分娩間隔はJA江刺で408日、JA岩手ふるさと416日と県目標の380日より１

カ月程度長く、子牛生産率の向上が課題となっている。そこで分娩間隔の短縮を目的として、

関係機関連携による巡回支援を行い、子牛生産率の向上に資する。 

 

■ 活動対象 

  肉用牛繁殖農家 

 

■ 活動経過 

（１） 対象経営体の選定 

    以下の条件の農家の中から関係機関と協議し、７戸を選出した。 

・ 分娩間隔が地域平均より長く、飼養頭数が10頭以上、または若い後継者のいる農家 

・ 必要に応じて早期妊娠鑑定や、治療に取組む農家 

（２） 役割分担 

    ・ 農協：対象農家の選定、技術指導 

    ・ NOSAI：妊娠鑑定、治療、繁殖に関する技術指導 

    ・ 振興局：事業導入や施策への反映 

    ・ 普及センター：飼養管理技術支援、繁殖データ整理等資料作成 

（３） 繁殖巡回の実施 

    飼養牛の血統などの基本情報や繁殖状況について聞き取って、繁殖台帳を作成、農場の

繁殖状況を可視化した（図）。月１回の巡回時に繁殖状況の聞き取りを行い、繁殖台帳の

更新を実施した。繁殖台帳を基に授精が遅延している牛に授精を行うよう促し、発情が見

つけられないなどの問題がある牛にはNOSAIの獣医師が診療・治療を実施した。また、過去

の分娩間隔や授精回数から早期胚死滅が予想される牛には、授精後30日程度で早期妊娠鑑

定を行い、流産予防の処置を行った（写真）。 

    分娩前後の栄養充足の不具合が考えられる農家については、飼料給与内容を聞き取りと

自給飼料分析を実施、飼料給与の見直しを提案した。 

 

■ 活動成果 

（１） 繁殖成績の向上 

   繁殖台帳を用いて、牛群の繁殖状況を可視化することで、授精対象牛や妊娠鑑定対象牛

が明確になり、適期授精や妊娠鑑定を確実に行うことに対する意識が向上した。問題のあ

る牛に治療を行うようになり、長期未受胎牛が減少した。結果、巡回開始前と比較して初

回授精日数が平均７日短縮、平均空胎日数が10日短縮した（表）。 
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表 繁殖成績の推移 

 

 

初回授精日数（日） 平均空胎日数（日） 

５月 10月 ２月 ５月 10月 ２月 

巡回農家（7戸） 

平均 
82.9 76.0 75.3 133 132 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 繁殖台帳と主な点検項目 

 写真 繁殖巡回の様子 

 

 

 

 

これまでも繁殖の状況は管理していましたが、今年から繁殖台帳を用いて

繁殖の状況を数字で確認することで、改めて授精の時期である牛や妊娠鑑定

を行うべき牛を把握することができて良かったです。 

飼料分析や飼料給与について提案をしてもらい、勉強になりました。 

所属職名：胆江地域肉用牛青年担い手協議会会員   氏名：及川貴士 

 

■ 協働した機関 

  JA 岩手ふるさと、JA 江刺、岩手県農業共済組合胆江地域センター、県南広域振興局農政部 

 

■ 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：茂呂勇悦、チーム員：舘山保奈美、新井勇児）   

  執筆者：舘山保奈美 

 

 

 

顔写真 
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中山間地域における GCPを用いた畦畔管理の軽労化検討 

【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 

  一関地方産米では、斑点米カメムシ類による着色粒(斑点米)が主な落等要因になっている。

このため、薬剤散布による化学的防除や畦畔除草による耕種的防除が行われており、平成27年

度から中山間地域の大東町遅沢地区にモデル圃場を設置し、斑点米被害の低減に向けた防除活

動を支援してきた。 

  中山間地域での防除活動は重労働となりやすいことから、畦畔法面管理の軽労化を目指し、

グラウンドカバープランツ(以下、GCPという。)による畦畔管理を支援する。 

 

■ 活動対象 

  一関市大東町中川 遅沢農業振興会 

 

■ 活動経過 

（１） 同地区での防除活動を普及指導計画に位置付け、振興会が行う斑点米カメムシ類のすく

い取り調査、斑点米調査及び適期防除に関する指導を実施した (平成27年～)。 

（２） 高齢化が進む同地区では傾斜の大きい水田畦畔法面での除草作業は危険があり、作業負

担も大きいため、畦畔管理の省力化・軽労化が課題となっていた。その解決策として、GCP

に着目し、GCPに関する現地研修会を実施した結果、GCP導入に向けた機運が高まった。平

成28～29年に振興会と(公社)岩手県農産物改良種苗センターと連携のうえ、２ヶ所にGCPを

定植し、導入効果を検証した。 

 

■ 活動成果 

（１） 斑点米カメムシ類の防除効果 

８調査圃場で平成27年からすくい取り調査及び斑点米調査を実施したことにより、斑点

米カメムシ類の生態や効果的な防除方法について、会員の認識が深まった。これにより、

斑点米カメムシ類に対して２回防除を行う圃場が増え、畦畔雑草の管理徹底につながり、

水田及び水田畦畔における斑点米カメムシ類の個体数は減少した。さらに、いずれの調査

圃場も斑点米混入率が低下する傾向となった(図１)。 

（２） 畦畔管理の軽労化に向けたGCPの活用 

 平成29年にはGCPのピンチ苗による育苗にも取り組んだ。育苗から定植に要する労

働時間、費用(物財費及び労働費)及び労働強度調査を実施した(表１)。定植初年度に

要する労働時間及び費用は、慣行の肩掛け式刈払機を用いた除草作業を大きく上回っ

たが、労働強度は慣行の除草作業を下回った。また、定植２年目以降、GCP定植法面

は簡易な維持管理及び数年に１度の刈り込み作業のみ実施すれば良いことから、費用

及び労働時間でも慣行の除草作業を下回った。 
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図１ 斑点米混入率の年次変化（破線：１等許容基準） 

 

表１ 維持管理(２～10年目)における100㎡当たり労働時間及び費用 

 

※ GCP区では毎年維持管理作業を行い、さらに定植３年目から隔年で刈込作業を実施する仮定。 

 

（３） 対象の動き 

 GCPを定植した２名の振興会員は作業軽労化を実感しており、うち１名は定植面積

を拡大する意向を固めた。平成30年には、新たに１名がGCPを定植する予定である。 

 遅沢地域では、これまで以上に活発な地域活動が継続されることになり、斑点米カ

メムシ類対策に関する学習をきっかけとし、病害虫や獣害等の課題を地域ぐるみで検

討する機運が醸成された。 

 

 

 

 

 

 高齢化した遅沢では、コスト軽減と省力化が大きな課題となっています。

カメムシの効果的な防除方法で３年間、畦畔GCPで２年間、普及センターの

お世話を頂き、研修段階から発展してきた取組になっています。カメムシ防

除の根本は畦畔の草刈りにあると分かり、地域を挙げて実践され被害は激減

しました。GCPは２年目から畦畔草刈りが不要となり、会として拡大したい

と考えています。GCPは畦畔のイネ科雑草を締め出し、カメムシ発生を抑え

る効果にも気付きました。本取組は地域活性化の力となっており、獣害対策

にも活動を広げる予定です。世情にめげずに頑張っていきます。 

所属職名：遅沢農業振興会 事務局 氏名：中澤秀男 

 

■ 協働した機関 

  遅沢農業振興会、(公社)岩手県農産物改良種苗センター 

 

■ 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：大友英嗣、佐藤拓也）   

  執筆者：佐藤拓也 
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斑
点
米
混
入
率

（
％
）
 

H27 H28 H29

労働時間 費用 労働時間 費用 労働時間 費用 労働時間 費用 労働時間 費用

分 円 分 円 分 円 分 円 分 円

GCP
(育苗含み)

1,011 71,491 30 368 60 734 302 3,676 392 4,779

GCP
(苗購入)

389 82,670 30 368 60 734 … 302 3,676 392 4,779

慣行
(年4回草刈)

121 2,873 121 2,873 121 2,873 846 20,112 1,088 25,858

慣行
(年3回草刈)

91 2,155 91 2,155 91 2,155 635 15,084 816 19,394

区

2年目 3年目 合計(2～8年目) 合計(2～10年)1年目
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なす果実の小陥没症の発生要因と対策の検討 

【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 

一関地方のなすは作付面積15ha、生産者100名を超える東北でも有数の産地である。 

近年、なすの果実表面に１～２ミリ程度の小さなくぼみ（以下、小陥没症）が発生し、秋

の出荷量低下の原因として課題となっている。 

そこで、関係機関と連携し、その発生要因と対策について検討を行なった。 

 

■ 活動対象 

いわて平泉農業協同組合なす生産部会 

 

■ 活動経過 

（１） これまでの経過（平成20、26年度） 

平成20年度は小陥没症が管内全域で発生し、出荷を一時停止するなど問題となった。 

調査の結果により、低温障害の症状と似ていることから、低温による生理障害と推察

された。平成26年度は小陥没症についてアンケート調査や聞き取り調査を行った結果、

様々な要因が関係していることや果実の濡れとの関係が推測された。 

（２） 関係機関と連携した調査・検討（平成27～29年度） 

    これまでの経過から、発生の状況や程度などが分かっていなかったことから、発生時

の現地調査を中央農業改良普及センター県域普及グループ、農業研究センター、病害虫

防除所等と連携し、調査研究として実施することとした。 

  ア 発生状況の把握 

    部会に協力を要請し、発生が見られた場合、生産者から普及センターやＪＡの担当者

へ連絡をもらうこととし、関係者で発生状況を現地調査した。 

  イ 発生要因の検討 

    現地調査結果から、考えられる要因について、関係機関で役割分担し、検証を行なっ

た。 

  ウ 対策等の検討 

    発生要因や現地事例から対策について検討し、その効果について確認を行なった。 

  エ 関係機関による実績と計画の検討 

    年度毎に取り組んだ内容について検討し、次年度の計画について協議を行なった。 

  オ 他産地等の情報収集 

    県技術対策部会やその他関係者等からの情報収集も行なった。 

 

 

 

 

 

 

 

     小陥没症    小陥没症で廃棄されたなす      現地調査 
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■ 活動成果 

（１） 小陥没症の発生状況は８月下旬から９月下旬に降雨を伴う気温低下とともに発生し、

被害の程度は多発時に収穫量の約70%が廃棄されていた。発生要因は、生産者の聞き取り

や発生圃場と未発生圃場の違いから、「葉の斑点」が関係していることが分かった。そ

の斑点から細菌と糸状菌が検出され、病原性について確認を行なった結果、細菌には病

原性は確認されなかったが、糸状菌は褐色斑点病と一致した。 

その他の発生要因として、生理障害や根・土壌環境の違い、栽培管理の違い、低温障

害、薬害、傷等を検証したが、それらによる可能性は見出されなかった。 

（２） 以上から、原因はなすの葉に発生する褐色斑点病と推察され、対策はこれに効果のあ

る薬剤で栽培初期から防除することで小陥没症の発生を抑制できることが分かり、研究

成果としてまとめられた。 

（３） 原因と対策を部会員に提示した結果、これまで原因不明で諦めていた小陥没症が、克

服できるものであることが分かり、対策への意欲が見られるようになった。今後は、示

された対策の実施と検証、さらなる対策の検討が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原因と対策を示した研究成果            対策のイメージ 

 

 

小陥没症は、これまで原因が分からず、一度発生すると大量に

廃棄しなければならず、産地として困っていました。 

今回、関係機関のご尽力により、原因の解明と対策を提示して

いただいたことは、これまで９月になると小陥没症で出荷できな

かった生産者にとって、１０月まで出荷できる希望が見出されま

した。 

あらためて、原因の解明と対策を提示いただいた関係者のみな

さまに感謝申し上げます。 

所属職名：いわて平泉農業協同組合営農部園芸課  氏名：岩渕政博 

 

■ 協働した機関 

いわて平泉農業協同組合なす生産部会、いわて平泉農業協同組合、中央農業改良普及センタ

ー県域普及グループ、農業研究センター、病害虫防除所、全農いわて 

 

■ 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：中村久美子、チーム員：細川健、福田拓斗、柴田愛里） 

執筆者：細川健 

104



 

生乳の体細胞数低減に向けた取組 

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  体質の強い酪農経営体の育成 

■ ねらい 

  当管内は体細胞数が原因の出荷規制件数が多く､農協でも課題認識を持っていた｡このことは、

乳価に直結する課題でもあることから、改善指導により、体細胞数の低減及び農家所得向上を

図る｡ 

■ 活動対象 

管内全酪農家 124 戸 

■ 活動経過 

（１） 月例担当者会議での課題提起 

出荷規制及び乳価低下の原因となる生乳の体細胞数の低減対策について関係者で意識統一

し、取組方法や目標を協議するとともに、県と農協による協働活動とした。 

 【取組目標】 

・ 体細胞数による出荷規制件数でH26年比30%減。 

  ・ 取組の進捗状況を毎月関係者で検討し、情報共有を図る。 

（２） 出荷規制の原因調査と対策指導 

    生乳検査結果に基づき、体細胞数が急激に上昇した農家等に対し搾乳手技等の調査、また

必要に応じて乳房炎原因菌特定のための乳汁検査を誘導し、改善指導を行った。 

（３） 搾乳手技の聞取調査による現状把握 

    搾乳手技チェックシートを作成し、管内全戸を対象として聞取調査を行い、農家の回答内

容に基づき、改善方法等をその場で助言した。 

    農協で行っている全戸巡回指導業務（ミルキングシステム診断、生乳生産管理チェッ

クシート巡回等）に合わせて実施したことで、農協担当者は負担感なく取り組めた。 

【目標に対する取組実績】 

・ 体細胞数による出荷規制件数でH26年比23%減(平成30年１月末現在)。 

（４） 体細胞数低減に向けた研修会の開催  

    上記（３）の調査結果を取りまとめ、優良農家の成績と対比させるなど分析を加えて、酪

農生産部会研修で伝達した。 

■ 活動成果 

（１） 農家における搾乳手技の現状把握 

  ア チェックシート採点点数 

  60点満点中、全戸平均40点（H26年度35点）。 

イ 実施率が低い項目（H26年度→H29年度） 

搾乳手袋装着39%→50%、清拭タオル１頭１布交換53%→50%、 

カウトレーナ利用11%→15%。 

    ウ 平均体細胞数10万個/ml未満（６戸）における共通点（H29年度） 

    前搾り乳汁処理を適切に処理100%、牛床の乾燥83%、牛体後駆に汚れなし67%、蹄管理が

良好83%。 

 （２） 酪農生産部会研修会での意識啓発 

    搾乳手技の調査結果について12月に開催された部会研修会で伝達するとともに、優良農家

に共通する取組等と対比しながら説明し、関心や理解を促した。 
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参加農家の反応は良好であり、基本的な搾乳手技励行の重要性を再認識させることが出来

た｡併せて、指導者側も農家が強く関心を示すテーマであることを改めて確認できた。 

（３） 乳房炎原因菌特定のための乳汁検査実施の推進 

    乳汁検査を希望する農家のために、農協の担当者や普及員の通常巡回時にもサンプル採材

資材の常時携行や、検査機関への依頼及び検体発送体制のルーチン化等を月例担当者会議で

提案し、今年度にはＪＡで常時検査できる体制を構築した。 

（４） 継続的な取組による乳質改善効果 

  ア 黄色ブドウ球菌検出農家割合の低下で H27：45.2％→H29：28.6％。 

イ 管内から H29 年度岩手県乳質改善大賞１戸(４年連続)､優秀農家 10 戸が受賞（H28 年度は

大賞１戸､優秀農家４戸）。 

ウ 体細胞数 20 万/ml 以下件数割合で H26 年 52.6％→H29 年 71.8％。 

（５） 残された課題及び今後の対応 

    近年、春から夏にかけて気温の急激な上昇に伴い、体細胞数も上昇し規制件数が増

加する傾向がある。 

    また、体細胞数による出荷規制件数の2/3が10頭以下の小規模経営体となっている。本

年度の活動を踏まえ、関係機関・団体と次年度以降の活動方向を次のように検討して

いるところ。 

  ア 乳房炎予防対策（牛床管理、肢蹄管理）を重点的に指導 

  イ 夏前の時期での農家への体細胞数低減に係る啓発活動 

  ウ 全戸巡回による搾乳手技の調査・指導は意識啓発面で有効であり、継続が必要 

  エ 小規模経営体では、現在の乳価における手取乳代を試算すると、 

「廃棄してプラス乳価」＜「治療(廃棄)せずマイナス乳価」となることが判明したことか

ら、特定の階層（21～25頭規模）を重点的に指導 

 

 今後も農家の改善意欲を維持するため、情報等をタイミングよく発信してい

きたいです。 

また、来年度へ向けては、高体細胞数牛の搾乳順を最終にするための牛の並

び替え、乾乳期治療、手袋装着、乳頭洗浄、牛床の乾燥などを徹底するよう指

導し、乳質改善を図りことで手取り乳価をアップ・酪農家の所得向上に繋がる

取組としていきます。 

所属職名：いわて平泉農協畜産部畜産事業課 氏名：皆川孝之 

 

■ 協働した機関 

  いわて平泉農業協同組合、一関農林振興センター、全農岩手県本部 

■ 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、神山沙季、永田早紀） 

執筆者：木村和博 
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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（12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た結果、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

し圃場がなく、一連の活動は全て現地圃場で行い、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28～29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 

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 

  ア ５月から７月の発病が激減 

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、秋季防除や落葉処分が徹底された。 

このため、平成 29 年５月から７月の発病は激減し、７月下旬の発病果率は前年に比べて

90％減少した。 

イ 防除対策に手応え 

８月の長雨により、収穫直前に果実で本病の発生が増加したが、７月まで少発生であっ

たことや、調査圃場において「幸水」の販売額が前年より 20％増加したことから、部会員

は防除に手応えを感じるに至った。また、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実感された。 

今後は、収穫直前まで防除タイミングに注意することが必要である。 

   

    

部会員による情報共有       所得回復ならずも前年より販売額が増加し防除効果を実感 

 

 

 ナシ黒星病について、他県の情報や自分たちの経験を頼りに防除してきま

したが、多発する年がありました。一度発生すると抑え切れず苦労します。 

 調査が開始されてから、部会のみんなが、防除のタイミングや落葉処分の

方法に注意を払うようになりました。手ごわい病気なので、引き続き普及セ

ンターの協力を得て対策を講じます。共に課題解決へ挑むため、永年性作物

の果樹を担当する普及員は、５年、６年、７年と在席して欲しいです。 

所属職名：いわて平泉農業協同組合果樹部会梨専門部長 氏名：高橋睦郎 

■ 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：及川耳呂、チーム員：薄衣麻里子） 

  執筆者：薄衣麻里子                   
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水稲糯新品種「めんこもち（旧ふ系 234号）」の普及に向けて 

【二戸農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  地域特性を生かした米・畑作物の生産性向上支援 

■ ねらい 

  九戸村では、平成元年に「カグヤモチ」が準奨励品種への編入以来、県北の生産団地の指定

を受けモチ米を生産してきた。「カグヤモチ」には穂発芽性「易」という欠点があり、収穫時

期が秋の長雨の時期と重なるので、生産者は穂発芽を心配しながらの収穫作業を強いられてき

た。特に平成16年には穂発芽が多発し作業性と品質の面で課題が生じた。 

  一方、岩手県農業研究センター県北農業研究所では穂発芽性「難」の「ふ系234号」を新品種

候補として検討していたことから、生産部会および関係機関が連携して品種採用後の速やかな

普及を目指した。 

■ 活動対象 

  JA新いわて北部地域稲作部会九戸支部 (以下、稲作部会) 

■ 活動経過 

（１） 奨励品種決定現地試験において「ふ系糯234号」の品種特性を評価（平成25年～28年） 

    平成25年～26年は九戸村１圃場で収量性や品質を評価したが、地域性も評価する方向と

なり、主たる普及対象の九戸村内に平成27年は４地点、平成28年に２地点、現地試験圃場

を設置して各地点の収量性・品質を評価した（いずれも10ａ程度の実規模面積で評価）。 

（２） 生育の特徴把握と紹介 

新品種候補の段階から立毛検討会の開催や、水稲指導会、総会で品種特性について情報

提供を行った。 

ア 現地検討会  

(ｱ) 平成27年８月には奨励品種決定現地試験担当農家、稲作部会役員、JA、県北農業研究所

とで、各現地試験圃場を巡回し生育の様子や特徴を 

確認した。 

(ｲ) 平成27・28年は奨励品種決定現地試験圃場を指導 

会会場として活用し、試験結果を稲作部会総会で 

紹介した。 

イ 準奨励品種採用後の平成29年には展示圃を３地点に 

設置し、品種特性を紹介した。 

ウ 平成29年９月には、県北農業研究所を会場に、管内 

関係機関の担当者（市町村､JA､共済）へ品種特性を紹 

介した。 

（３） 種子生産 

    ア 平成27年12月に、稲作部会役員、JA、県北農業研究所、普及センターが集まり、種子生産

について意見交換を行った。 

イ 準奨励品種採用が決まり、平成29年3月に種子生産について打ち合わせを行った。事前の

圃場準備状況や初めて種子生産を行うことから、平成29年は一般栽培として部会が使用する

種子量を確保することになった。 

ウ 種子生産圃場については、うるち品種との交雑を避けるための隔離圃場を確保できなかっ

たので、圃場条件や栽培条件で出穂時期を早める方法を指導した（前作モチ作付圃場､成苗､

減肥、移植時期を周辺より早く）。その他は、採種圃の栽培管理に準じて指導した。 

写真：30 年の普及に向けて関係

機関担当者へ品種特性を

紹介 
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■ 活動成果 

（１） 奨励品種決定現地試験において「ふ系糯234号」の品種特性を評価 

ア 平成27年の結果は、品質は「カグヤモチ」と同等であったが、収量が低くなった（坪刈

収量で「カグヤモチ」の82～94％、全刈収量で90～100％）。４月に担当農家含め関係者で

打ち合わせを行ったが、試験の際にミスが重なったことが低収の要因であった。 

イ  平成28年には地点を絞り個別に打ち合わせを行って現地試験に臨み、収量、品質とも

に「カグヤモチ」と同等以上の結果が得られた（坪刈収量は108～115％、全刈収量でも510

～650㎏/10ａ）。 

ウ  平成29年２月に「ふ系糯234号」が岩手県の準奨励品種に採用され、６月に種苗登録とな

り品種名「めんこもち」に決定した。 

（２） 品種採用に向けた稲作部会の取組み 

ア 稲作部会では現地試験当初から関心が高く、取引先に加工適正調査を依頼するなど、品

種採用に向けて協力的であった。また、平成27年の現地試験で思うような結果が得られな

かった際にも品種採用を強く要望し、種子生産にも協力的であった。 

イ 平成29年は九戸村畜産祭りや北部地域の農協収穫祭において、九戸村もちつき隊が「め

んこもち」で餅をつき来場者にふるまうなど、ＰＲ活動が行われた。 

（３） 種子生産 

  ア 平成29年は６月や８月が低温日照不足の気象条件 

であったが、種子生産量2.9ｔ（予定数量の121％） 

を確保することができた。また、担当農家やJAに 

おいて種子生産の流れが理解された。 

イ 平成30年から、全面的に「カグヤモチ」から 

「めんこもち」に品種を切り替えて一般栽培が行 

われる目途がついた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（九戸支部長 大崎鉄蔵氏） 

 水稲糯新品種の「めんこもち」は糯加工会社からの加工適正

評価も良く、期待しています。初めて種子生産も地元で行い、

30年産は一般作付けするところまでこぎつけました。 

新品種の特性を十分に理解して、九戸の「めんこ(い）も

ち」に育てていきます。 

初めての種子生産は緊張しましたが、30年産播種用の種子量

を生産供給することができました。今後も「めんこもち」の優

良種子確保に努めます。 

所属職名：新岩手農協北部地域稲作部会九戸支部支部長  氏名：大崎鉄蔵 

           同支部      モチ専門部長  氏名：平中由一（種子生産者）      

 

■ 協働した機関 

JA 新いわて北部地域営農経済センター九戸地区担当課、（公社）岩手県農産物改良種苗セン

ター、農産園芸課、農業研究センター県北農業研究所 

■ 二戸農業改良普及センター 

  集落・作物経営体育成チーム（チームリーダー：伊藤美穂、チーム員：木村 薫、吉田優里）   

  執筆者：伊藤美穂 

                    

 

 

顔写真 

 

抜株作業の様子 
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経営補完品目の導入と拡大に向けた取組 

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域農業の核となる野菜の生産性向上支援 

 

■ ねらい 

二戸地域は畑地を利用した野菜生産が盛んで、地域の気象・土地条件に応じた多様な品目が

栽培されており、果菜類ではきゅうり、トマト、ピーマン、葉菜類ではレタス、ねぎ、ほうれ

んそうなどを中心に産地化が図られている。そのような中、地域農業の生産振興や個々の農業

経営を補完する品目（以下、「経営補完品目」）についても導入が進んでおり、年々作付面積

が拡大している。しかし、生産者間の単収格差が課題となっているほか、年次により出荷量が

不安定であり出荷期間の拡大や安定生産に向けた支援が必要である。 

当普及センターでは経営補完品目である促成アスパラガス、春まきたまねぎの生産拡大、増

収に向けた取組を行った。 

 

■ 活動対象 

  JA新いわて奥中山促成アスパラガス生産部会、春まきたまねぎ生産者 

 

■ 活動経過 

（１） 促成アスパラガス 

    促成アスパラガスは、早どり作型を中心に養成株のボリューム不足による低単収が課題

であったため、下記の取組を実施し、課題解決に努めた。 

ア 定期巡回、生育調査により生育及び病害虫発生状況を確認し、防除情報をFAXで生産者に

タイムリーに発送することで生産者がすばやく防除が出来るように支援した。また、収量

を確保する上で重要である掘り取り時期については、低温遭遇時間をアメダスから算出し

て生産者へ情報提供を行った（防除情報２回、掘り取り情報５回）。 

  イ 微生物資材を用いた実証（１戸） 

    圃場での養成株のボリューム確保に向け、根張り向上が期待される微生物資材を用い、

根張りや収量の向上に向けた実証試験を実施した。 

  ウ 株腐病・立枯病への対応 

    今年度、管内で早どり品種を中心に原因不明の株落ち現象が確認されたことから、岩手

県農業研究センターと連携し、発生状況の確認・原因の調査を実施した。その結果、株腐

病・立枯病によるものと特定できたため、生産者へ対応策を提示した。 

（２） 春まきたまねぎ 

    春まきたまねぎは栽培者や面積の増加が見られるものの、定植遅れや生育初期が低温の

地域での肥大不足により、球重が確保できない等の理由から生産者間の単収格差がある。

また、作付面積拡大に向けては、作型分化が有効だと考えられるため、以下の取組を実施

し、課題解決に努めた。 

  ア 作型分化に適した品種の検討や収量の把握（11戸、５回） 

    慣行品種と収穫時期が異なる品種について生育・収量性を調査すると共に、調査結果を

参考にしながら単収向上のポイントを捉えることに努めた。 
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  イ マルチ剥ぎ取り時期把握実証（１戸、調査研究の一環として実施） 

    通常無マルチで栽培する春まきたまねぎについて、生育初期の促進をねらいにマルチを

用い、栽培途中で剥ぎ取ることで腐敗を回避しつつ球肥大を確保するためのマルチ剥ぎ取

り実証試験を行った。実証では収量性、腐敗率のほか、作業性や費用対効果の側面から剥

ぎ取り適期を判断した。 

なお（１）（２）の実証結果や成果は指導会や実績検討会で対象へ周知した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 促成アスパラガスはH29目標作付面積800aに対して実績824aと目標達成した。販売数量は

昨年の151%（H30年１月末現在）となった。これは、防除情報や掘り取り時期情報の発送に

より、適期での防除や掘り取りが実施されたためと考えられ、次年度以降も継続して取り

組む。また、今年度発生した株腐病・立枯病については、県農業研究センターと連携しな

がら、引き続き発生状況を確認し、必要な対策を行う。           

（２） 春まきたまねぎはH29目標作付面積300aに対して実績361aと年々作付面積が増えており、

今年度も目標達成した。生育・収量調査の結果から、単収確保には排水性や土壌の化学性

改善、除草等が有効であると考えられた。また、調査研究として実施したマルチ剥ぎ取り

実証では、マルチ剥ぎ取りの適期が明らかになったため、低温地域の生産者から「マルチ

栽培に取組みたい」という意欲的な声が寄せられている。今後も管内でさらなる面積の拡

大が期待されることから、低温地域に対しマルチ栽培の情報を周知する。一方、大規模栽

培に対応するための機械化体系についても現地調査を行い、二戸管内に適した体系につい

て検討する。 

 

 

 

 

管内でも春まきたまねぎの栽培者が増加している中、今回、マルチ剥ぎ取

り実証を実施させていただきました。例年、私の圃場は他の地域より定植時

期の気温が低いこともあり、球の肥大が物足りないと感じていました。しか

し、マルチをすることで初期生育が確保でき、大玉生産につながったと感じ

ています。この技術は、春が寒い場所での定植になってしまう生産者にとっ

て、大変有効な技術だと感じています。是非、他の生産者の圃場でもこの成

果を広め、実施を促し、事例を集めてほしいと思います。 

所属職名：春まきたまねぎ生産者（調査研究実証協力者）   氏名：藤本茂吉 

 

■ 協働した機関 

  JA 新いわて奥中山営農経済センター、二戸市、岩手県農業研究センター、県北農業研究所、

中央農業改良普及センター軽米サブセンター、㈱パイオニアエコサイエンス 

■ 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：佐藤有香、村上珠利、 

安久津留奈、赤坂尚生、戸田沢ひかる、槻木智美）     

執筆者：安久津留奈 
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りんどうの安定生産に向けた取組み        

【二戸農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  花きの需要に対応できる生産力向上支援 

 

■ ねらい 

  管内の花きはりんどうが中心であり、二戸地域の花き出荷量の約８割を占めると共に、県の

りんどう出荷量の16％を占める主力産地となっている。一方、新盆、盆、秋彼岸といった需要

期に十分量出荷できておらず、市場からは需要期に合わせた出荷が求められている。 

  これを踏まえ、普及センターでは①需要期の開花が見込める新品種の導入、②開花を需要期

に合わせる栽培技術の検討に取り組んだ。   

 

■ 活動対象 

  ＪＡ新いわて北部地域花き生産部会、ＪＡ新いわて奥中山花き生産部会 

 

■ 活動経過 

（１） 新品種の導入推進 

  ア 新品種の栽培実証 

(ｱ) 実証圃の設置と調査 

H25年度以降に公表された以下の県育成品種について、開花期が需要期に合うか否かの

確認を主な目的に実証圃を設置し、２年間及び３年間調査した。      

 

 

 

 

 

   (ｲ) 実証内容と結果の周知  

実証内容を生産者に周知すると共に、管外の実証結果も踏まえた新品種の特性を整理

し、品種導入の参考とするために以下の活動を行った。 

・ 実証圃を会場とした栽培指導会の開催、ＪＡ集荷場での切花展示（H27～29） 

・ 普及指導員調査研究活動として、県内各普及センターでの実証結果を検討し普及

員と研究員で結果共有（H27～29） 

・苗注文時に先立つ指導会及び実績検討会等に

て、品種特性等を報告（H27～29） 

 

  イ 現地研修会の開催 

    新品種の特性について理解を深めることを目的

に、現地研修会を開催した。 

(ｱ) ｢いわてEB-１号｣研修会（H27年７月、県北

農業研究所、生産者33名参加） 

(ｲ) ｢いわてLB-５・６号」研修会（H29年９月、

県農業研究センター、生産者24名参加） 

品種名 期待する収穫期 設置年と箇所数 調査年 

いわてEB-１号、いわてEB-２号 盆需要期 
Ｈ26年 ４ヶ所 H27～H29 

いわてLB-３号、いわてLB-４号 彼岸需要期 

いわてLB-５号、いわてLB-６号 彼岸需要期 Ｈ27年 １ヶ所 H28～H29 

写真１ いわて LB-５号、６号検討会 
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（２） ｢いわて夢あおい｣開花前進技術の検討 

  ア 被覆資材による前進化の検討（H27～28） 

    H27年度は３月下旬～約１ヶ月間りんどうに被覆することで、収穫期が２～３日程度前進

することを確認した。これを踏まえH28年度は前年12月上旬～翌４月下旬まで被覆を行った

ところ、収穫期が４～５日程度前進することを確認した。但し、前進効果に対し資材コス

トが高いことが課題として残った。 

  イ ジベレリン処理による前進化の検討（H28～29） 

    H28年度農業研究センター研究成果において、収穫直後の地際部にジベレリン溶液を散布

することで、翌年の収穫期が５～７日程度前進することが示された。これを受け普及セン

ターでは以下の活動に取り組んだ。 

   (ｱ) ジベレリン処理実証圃の設置と調査 

H28年の収穫直後に処理し、H29年に収穫

期を調査した。その結果、収穫時期は無処

理の株に比べて概ね10日程度前進すること

を確認した。 

   (ｲ) ジベレリン処理技術検討会を開催 

県北地域での当技術の有効性を検証して

いた県北農業研究所と連携し、処理による

効果と処理方法を伝達した（H29年6月、農

業研究センター、生産者25名参加）。 

 

■ 活動成果 

（１） 県新品種のうち収穫期が彼岸需要期に合致した｢いわてLB-３号｣と｢いわてLB-４号｣は、H

27年の苗供給開始以降、順調に導入が進んだ。その結果、彼岸向け品種全体のうち当該品種

の占める割合は、H29年で採花面積の約３割、出荷量の約４割に至っている。また、H30年か

ら苗供給が開始する｢いわてLB-５号｣は９戸が導入予定であり、彼岸需要期を中心に優良品

種の導入が更に進む見込みである。 

（２） ｢いわて夢あおい｣のジベレリン処理実証では、10日程度の前進効果が確認できた。今後

は当技術の導入により収益向上が見込める生産者へ技術の普及を図る。 

 

 

 

 

県新品種の実証圃担当農家として、品種特性の把握に協力してきました。

いつ収穫できる品種なのかは、実際に産地で栽培しないと分からないため、

導入推進にあたり栽培実証はとても重要だと思います。自分も実証結果から

良いと判断した品種を導入し、また他の部会員にも導入を勧めており、今後

も産地の維持発展のために、協力していきたいと考えています。 

所属職名：ＪＡ新いわて奥中山花卉生産部会一戸支部長   氏名：坂戸明夫 

■ 協働した機関 

  ＪＡ新いわて北部営農経済センター及び奥中山営農経済センター、二戸市、軽米町、九戸村、

一戸町、二戸農林振興センター、岩手県農業研究センター、同県北農業研究所、中央農業改良

普及センター県域グループ 

 

■ 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：佐藤有香、安久津留奈、 

赤坂尚生、戸田沢ひかる）   

  執筆者：佐藤有香 

写真２ ジベレリン処理技術検討会 
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久慈地域おける新たな耕畜連携の取組～籾米サイレージの取組定着・拡大～        

【久慈農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  水田農業を担う農業法人の育成 

 

■ ねらい 

  久慈市と野田村に跨がる宇部川地区は、平成24年から津波被災農地15haを含む受益農地80ha

での基盤整備事業が実施され、平成26年に当該地区の担い手として「農事組合法人宇部川ファ

ーム」が設立し、平成27年から営農が開始された（H27：主食用米７ha、飼料用米９ha、WCS用

イネ５ha、計21ha）。 

将来に渡って地域農業の担い手として期待される当該法人を中心に、県内有数の日本短角種

等の生産を誇る優位性を活かし、耕畜連携による省力・低コスト生産による体質の強い水田農

業を確立していく（H28から当法人に46haの農地を集積）。 

（籾米サイレージに着目した背景） 

   規模拡大（H27：21ha→H28：46ha）を図るにあたり、当初、直播栽培（H27：５ha→H28 

：22ha）で取組可能であり、乾燥調製施設が不要で、安定的に供給先が確保できる WCS 用

イネの作付拡大を計画。当該法人の収支計画・資金計画等に基づき検討した結果、専用機

械の導入コストが嵩むことから、現施設での耕畜連携の取組を可能とし、全国的に取組が

進む籾米サイレージの導入を検討。 

 

■ 活動対象 

  農事組合法人宇部川ファーム（構成員６名） 

 

■ 活動経過（H27～29） 

（１） 支援体制の構築 

ア 普及センター、農政部畜産担当：供給先の確保、技術指導 

イ 市､農政部､ＪＡ：交付金､地域経営推進費､販売代金の事務 

（２） 取組に向けた情報収集（先進地視察研修） 

 秋田県由利本荘市（H27）、青森県上北郡（H27）、 

山形県真室川町（H28）、東北農研等実証の取組（H28、29） 

（３） 供給先とのマッチング支援 

 耕種農家・畜産農家・関係機関による検討、供給先への 

説明 

（４） 籾米サイレージ生産技術指導 

ア 農機具メーカー、農政部畜産担当と連携した調製作業指導 

イ 短角牛への給与評価、品質分析 

（５） 販売に向けた支援 

ア 利用農家への聞き取り巡回 

イ 耕種農家、畜産農家、関係機関（ＪＡ、市、県）による 

販売に係る会議の開催 

（６） 久慈管内における籾米サイレージ取組の周知 

 認定農業者研修会や当法人実績検討会等での事例紹介 

サイレージ調製作業 

短角牛への給与評価 
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■ 活動成果 

（１） ＪＡ新いわてくじ短角牛肥育部会への供給ラインが確立し、籾米サイレージの取組が定着 

 

 

 

 

 

ア 平成 28 年度実績 

・ H29 年からの販売を見据え、サンプルを無償提供し、肥育部会員９名が試験的に利用

（作付面積 16ha、85t）。 

・ トウモロコシサイレージと比較して成分および発酵品質が良好。 

・ 保管中のカビ発生が課題であったが、牛の嗜好性が良く利用者からの評価は高かった。 

  イ 平成 29 年度実績 

・ 飼料として販売開始（単価 20 円/kg）。利用者も１名増加（10 名）。 

・ 肥育部会員のニーズを把握し 17ha 作付（前年比＋１ha）。８月以降の天候不順により

生産量は 73t（計画 88t）に止まったものの、カビ発生の課題解決に向けて栽培管理や調

製作業の改善を図った。現在、カビの発生はみられていない。 

ウ 耕種側、畜産側の経営改善 

   ・ 耕種側 ➠ 規模拡大が図られた（直播栽培で取組可能、乾燥調製施設が不要）。 

（当法人の経営面積 H27 21ha→H28 46ha） 

➠ 交付金による安定した収入確保ができた。 

（水田活用の直接支払交付金等 100,000 円/10a） 

   ・畜産側  ➠ 配合飼料の３～４割を籾米サイレージに代替した場合（給与期間 12～24

ヵ月齢）、１頭あたりの飼料代を約２割削減可能（▲47,606 円/頭）。 

（３） 今後の取組 

    籾米サイレージ保管中のカビ発生の懸念により、現在は供給時期が冬～春に限られてい

る。肥育部会からは、通年供給を要望されていることから、保管体制や調製技術の改善に

より通年供給体制を構築し、取組の拡大を図る（取組面積：現在 17ha → 目標 40ha（約

220t））。さらには、他の耕種農家との連携や短角以外の品種に対しても取組を波及する。 

 

 

 

 

 

 昨年度から籾米サイレージに取り組んでおり、今年度で２年目。昨年度は

なかなか供給先が決まらず苦労しましたが、関係機関の支援もあり無事に山

形町の短角牛生産者に供給することができました。今年度からは飼料として

販売を開始しており、徐々に取組が定着してきています。今後は、品質の確

保を図りながら、取組を拡大していきたいです。 

所属職名：農事組合法人宇部川ファーム代表理事   氏名：鹿糠沢津嘉（写真中央） 

 

■ 協働した機関 

  県北広域振興局農政部、久慈市、ＪＡ新いわて久慈営農経済センター 

 

■ 久慈農業改良普及センター 

  普及課長：伊藤勝浩、担い手育成チーム（チームリーダー：冨永朋之、チーム員：小岩央幸） 

  執筆者：小岩央幸 

 H27 H28（無償） H29（販売） 

取組面積 ０ha 16ha 17ha 

利用者数 ０名 ９名 10 名 

供給量 ０t 85t 73t（計画 88t） 

 

 

顔写真 
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地元製麺会社の需要に対応したソバの安定生産 

【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(ソバの安定生産化) 

■ ねらい 

  釜石・大槌地域では、平成19年度から地元製麺業者の実需に対応した組織的なソバ栽培が行

われている。製麺業者では、将来的に地元産ソバ粉100%のソバを作りたい意向があり、それに

はまとまった栽培面積が必要であった。そのため、200ha程度が耕作放棄地となっている和山牧

場の耕作放棄地の解消を兼ね、平成21年からソバの里組合による大規模栽培(約11ha)が行われ

ている。 

平成 26 年までは県平均を上回る単収であったものの、平成 27 年以降は台風による倒伏被害

に加えて、特にシカによる食害により単収が急激に低下した。シカによるソバの食害を防ぎ、

生産収量を確保するため、シカの生態に応じた恒久電気柵の適正な活用とその効果を検証した。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動対象 

  ソバの里組合 

 

■ 活動経過 

（１） 恒久電気柵の設置 

    H28年度は収穫後に鳥獣被害防止総合対策事業(国庫)を活用し恒久電気柵を2筆に設置し

た(№１、２)。H29年度は作付け前に関係機関(中央農業改良普及センター、JAいわて花巻)

の協力の下、２筆に設置した(№３、実証圃)。 

(２)  恒久電気柵効果確認 

ア センサーカメラによるシカの侵入方法・経路の観察 

   実証圃にセンサーカメラを設置し、獣の行動を観察した。映像から最下段のワイヤー(地

上部 40 ㎝)の下を潜って侵入する様子が確認された。対応策として、早急に地上部 20 ㎝に

ワイヤーを追加施工(6/27)した結果、侵入が確認されなくなった。 

 

 

 

 

 

写真２ 最下段を潜って侵入する獣の様子 写真３ 追加施工後の支柱 

 

写真１ シカによる食害の様子 

図 和山高原ソバの単収の推移(kg/10a) 
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処理 圃場名 播種日
面積
(a)

総収量
(kg)

単収
(kg/10a)

№1 7/13 101.4 761 75
№2 7/14 239.8 2878 120
№3 7/20 176.6 1060 60
№7 8/1 109.6 0 0

実証圃 7/12 135.0 1134 84
№4 8/2 118.2 0 0
№5 8/3 63.5 0 0

№6 8/3 37.4 0 0

№8 7/11 138.7 1304 94

恒久
電気柵

簡易
電気柵

収量 kg/10a

圃場全体 63

収穫不可(灰色
部)の圃場を除
いた場合

89

イ 足跡調査、食害調査 

シカの圃場侵入の程度を定量的に示すため、圃場の電気柵外周の内側(２ｍ)の範囲に

ある足跡数及び電気柵外周から目視で確認できる食害箇所数を調査した。結果から、恒

久電気柵圃場は簡易柵圃場と比較して足跡数が少なかったことから、侵入防止効果が高い

ことが確認できた。また、恒久電気柵においては、ワイヤーを５段施工することで、獣の

侵入を完全に防止できることが確認できた。 

表１ 足跡調査、食害調査結果 

  

 

 

 

 

ウ 収量調査 

    播種の遅延により収穫不可の圃場もあ 

ったが、和山高原そば圃場全体の収量は 

63kg/10aと県平均単収(60kg/10a)を上回 

った。収穫できた圃場の平均単収は87kg/ 

10aと県平均単収の約1.5倍となる。 

  

 

 

■ 活動成果 

今年は新たに簡易柵(ポリワイヤー)より強度の強い恒久電気柵(フェンシングワイヤー)を設置

したことで、獣害を最小限に抑え、県の平均単収まで上げることができた。 

  恒久電気柵圃場は、簡易電気柵圃場よりも圃場内に見られる足跡数や食害箇所数が少なかっ

たことから侵入防止効果が高いことが確認できた。また、平成 29 年度は普及センターの指導に

より生産者が柵下の除草回数を増やし徹底的に行い、漏電を防止し電圧を高く維持したこと

(4.0kV 以上)や、センサーカメラの映像から獣の侵入方法を確認し、ワイヤーを追加施工したこ

とで電気柵の侵入防止効果を最大限発揮させることができた。なお、釜石大槌猟友会による定

期的なシカ有害捕獲による、圃場周辺のシカの密度の低減も収量向上の要因として考えられた。 

 

 

 

 

  ここ数年は鹿の食害による不良が続きましたが、今年は恒久電気柵を設置

し、草刈り作業を徹底したことで、何とか目標収量を確保できました。基本

１人の農業であり手数が少ないため、早めに作業を終わらせられず、家族に

心配をかけることもありますが、１人で汗水流して、最後の収穫期に沢山採

れた時にやりがいを感じます。念願のソバ屋を始めることができたので、安

定的に和山高原産のソバを提供できるように今後も努めていきたいです。 

所属：ソバの里組合事務局、「そば処 川㐂家」店長 氏名：川端 学 

■ 協働した機関 

中央農業改良普及センター県域グループ、JA いわて花巻、釜石市、大槌町、沿岸広域振興局

農林部、釜石大槌猟友会 

 

■ 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、渡邉紀之、多田周平） 

 執筆者：数藤慶亮 

表２ 収量調査結果(坪刈り収量) 

6/20 7/19 7/31 8/16 9/1 7/31 8/16 9/1
№3(ワイヤー4段) 89 209 192 278 356 0 0 5

実証圃(ワイヤー5段) 108 0 4 0 0 0 0 0
平均 99 105 98 139 178

№4(ワイヤー5段) 1,312 624 - 715 161 0 0 0
№8(ワイヤー4段) 279 250 1,569 384 371 0 4 10

平均 796 437 1,569 550 266

食害箇所数

恒久
電気柵

簡易
電気柵

処理 圃場名
足跡数(個)
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起業者の活動支援        

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  食の匠、産直組合などの活動支援 (1)食の匠、起業者の活動支援 

 

■ ねらい 

  経営多角化の一分野として、地元の農産物等の地域資源を活用した６次産業化に取り組む「

農村起業活動」が展開されており、所得の向上や雇用の創出など地域活性化に貢献している。 

宮古地方では、小規模零細の経営体が多く、発展的な事業展開となっていないため、個々の

経営体について経営の高度化を推進することが課題となっている。 

そこで、主体的に事業計画を進行管理し、継続的な発展を目指す経営体の育成に向けて、起

業経営チェックシートやＰＤＣＡシートといった支援ツールを活用し、起業者の主体的な活動

を支援する。 

 

■ 活動対象 

  重点支援対象３経営体 

 

■ 活動経過 

  発展的な事業展開を望む経営体に対し、起業チェッ

クシートやＰＤＣＡシート等を活用した現状分析に基

づく経営改善に取組んだ。 

（１） 現状分析と課題の抽出 

    対象と面談を行いながら、起業経営チェックシ

  ートをもとに、現状の聞き取りを行った。面談後

  には、現状分析に基づく課題の抽出を誘導した。

   チェックシートへの記載を通じて現状分析を行

  い、課題の抽出を誘導した。 

（２） 単年度計画の策定及び実践支援 

    現状分析で明らかになった課題を解決するた

  め、対象への目標設定を促した。その目標を達成するための当年の取組み内容を対象者と

  ともに検討し、ＰＤＣＡシートに落とし込み、単年度計画とした。 

定期的に巡回し、取り組み状況や結果を聞き取るとともに、支援対象者に助言等を行う

など実践の支援を行った。 

（３） 振り返り支援 

    取り組みの実践後、対象者とともに再度チェックシートを活用し現状分析を行い、対象

者がどのように変化したのか確認を行った。前回取り組まなかった事柄や明らかになった

課題を整理し、課題解決に向け、次に取り組むべき内容を検討した。 

 

■ 活動成果 

（１） 対象者への意識付け 

    起業チェックシートを活用した分析では、起業者に必要な事項について整理され、対象

者の弱みや強みなどの現状が、レーダーチャートで可視化された。対象者によって現状は

図１支援の流れ 
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異なるが、弱みは、経営管理能力が不足していること、消費者のニーズ把握が不十分であ

ることや強みは地場産品を利用した地域ブランドの活用が行われていることなどであり、

可視化により対象者に現状を理解させることができた。 

 

（２） 取り組みの実践の成果 

それぞれの対象が課題に対応した実践に取組むための支援を行った（表１）。 

対象者Ａには、経営管理能力の向上のためパソコンを活用した原価計算とそれに基づく

適正な価格設定の支援を行ったところ、販売額向上の目標を達成することができた。 

対象者Ｂには、販売実績の分析に基づく商品設計の支援を行った。目標販売額には届か

なかったが、商品設計の改善を行うことができた。 

対象者Ｃには、客単価向上に向けＰＲ改善を支援した結果、客単価向上に結びついた。 

 表１ 対象者の課題と実践内容 

対象 課題 実践内容 結果 

対象Ａ 
原価計算が行われ

ていない 

パソコンを活用した原価計算の実施 

適正な価格設定 

適正な価格設定に

よる利益の確保 

対象Ｂ 
ニーズの把握が不

十分 

販売実績の分析 

分析に基づく商品設計 

販売量向上 

対象Ｃ 
客単価が低い メニュー表の改善 

おすすめメニュー等による商品の単価アップ 

客単価向上 

 

（３） 成果の要因 

  ア 起業チェックシートの活用により、現状や改善状況を視覚的に把握することができた。 

  イ 定期的な巡回により対象者の実践状況の確認と助言等により、目標達成への意欲が高ま

った。また、計画的な実践に向けて対象者の意欲が向上した。 

  ウ 起業チェックシートやＰＤＣＡシートを活用したことで、対象者が客観的に自身の変化

を判断することができた。 

 

（４） 今後について 

    支援ツール等を活用し、対象とのコミュニケーションを図りながら、対象自身の気づき

を促し、目標を達成できるように引き続き支援を行っていく。 

 

 

 

 

 

今回の取組みを通して、客観的に「強み、弱み」を知ることで、何から取

組み始めれば良いかがわかり、具体的な目標を設定することができました。 

事業に取り組み始めた頃は、目の前の事だけで精一杯でしたが、定期的に

振り返りを行うことで、長期的な視点で考える大切さに気づくことができま

した。今後は長期計画の策定を行っていきたいと思います。 

所属職名：はなや蕎麦たろう代表   氏名：小林智恵子 

 

■ 協働した機関 

  中央農業改良普及センター県域グループ 

■ 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：早川博史、チーム員：久保田真衣）  

  耕畜連携チーム（チーム員：小崎洋平）  

  執筆者：小原幸                     
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飲食店における郷土料理の提供 

【久慈農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  食文化を活かした地域活性化  

 

■ ねらい 

  久慈地方では、食文化の伝承を図るため、普及センターと久慈地域の食の匠で組織する「や

ませの郷食の技研究会（以下、「研究会」という）」が連携し、毎年高校生への郷土料理伝承

会や、小学生などの若い世代を中心とした伝承会等を行っている。 

また、伝承する郷土料理の多様化や食文化の保存をねらいとして、郷土料理のレシピを収集

し、「伝えたい久慈の味（全56品）」として取りまとめ発行している。 

  普及センターでは、さらに多くの消費者に郷土料理を周知するため、従来の取組に加え、新

たにこのレシピ集を活用し、郷土料理の飲食店での提供に取り組むこととした。 

 

■ 活動対象 

  やませの郷食の技研究会（久慈地域の食の匠19名・６組織で構成） 

 

■ 活動経過 

（１） 郷土料理を提供する飲食店の選定（４～６月） 

       当初、久慈地域の一般飲食店で郷土料理を提供することで考えていたが、専門家より飲

食店での郷土料理の提供は経営的に難しいことから、まずは理解醸成に時間をかけるべき

とのアドバイスを受け、食の匠が関係する飲食店を候補として取り組むこととした。 

    上記を受け、研究会の定例会議を開催（4/20）し、食の匠が関係している飲食店での提

供の可否について協議した結果、洋野町及び野田村の２店舗で実施の意向を示した。 

 

（２） 提供方法の検討（６～８月） 

    店舗の代表者や食の匠と、提供するメニュー、実施時期（期間や曜日）等について協議

し、表１のとおり決定した。 

  表１ 郷土料理の提供内容 

店舗名 実施時期 料理名 料理の内容 

はまなす亭本店 

（洋野町） 

10/14～12/24 

土日限定 

種市食の匠認定料理 

（無くなり次第終了） 

昆布巻き、ほや飯、鯨汁、

にこもり等 

レストランぱあぷる 

（野田村） 

９/２～12/24 

土日限定 

ぱあぷる御膳 

（１日10食） 

古代米、けいらん、昆布の

煮物等 

   

（３） 開催の周知（８月） 

    久慈地方農業農村活性化推進協議会（県、市町村、ＪＡで構成）と連携し、ＰＲ用チラ

シ1,000枚とのぼり４枚を作成した。チラシは久慈地方を中心に21か所の観光施設等に配布

し、郷土料理提供のＰＲを行った。さらに、洋野町及び野田村の広報誌へ掲載するととも

に、店内におけるＰＲ資材の掲示などを行った。 
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（４） 郷土料理の提供（９～12月） 

    郷土料理の提供は、図１のとおり行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 各店舗で提供した郷土料理 

 

■ 活動成果 

（１） 土日限定で１日当たり 10 食の予定で提供したが、平均食数はレストランぱあぷるで４～

５食、はまなす亭で３～４食と予定の半数程度であった。平日の注文が多かったことから、

今後は郷土料理を常時提供できる体制の整備が必要である。 

（２） 郷土料理を食べた方からは、「普段家では食べられない懐かしい料理を食べることがで

きた。」などの郷土料理を懐かしむ意見がだされたほか、「素晴らしい取組みなので、期

間限定ではなく継続して欲しい。」など企画継続の要望があった。 

（３） 郷土料理を提供した食の匠は、改めて郷土料理を提供することの意義や大切さを感

じており、今後も何らかの形で郷土料理の提供を継続したいと意気込んでいる。 

 

 

 

 郷土料理は店で提供したいと思っても手がかかるのでなかなか出せないも

のでした。今回のように郷土料理を提供する機会を設けていただいたことは

大変うれしく、実際やってみて有意義でした。関係機関にはお礼を申し上げ

たいです。テレビ局や新聞社もこの取組に興味を持ち、メディアを通して発

信したこともあり、反響が大きく、３月まで取組を延長したところです。 

 今後、産直や久慈地域以外で種市の郷土料理を提供していく予定です。素

晴らしい取組なので、県内の他の地域でも是非取り組んで欲しいです。 

所属職名：やませの郷食の技研究会 会長（洋野町はまなす亭代表） 氏名：庭 静子 

 

■ 協働した機関 

  やませの郷食の技研究会、久慈地方農業農村活性化推進協議会 

 

■ 久慈農業改良普及センター 

農村活性化チーム（チームリーダー：土田泰輔、チーム員：山本明日香）   

執筆者：山本明日香               

種市食の匠認定料理 ぱあぷる御膳 
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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 

 前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、関係機関の連携体制を整備して今後の対策推

進に資する。 

 

■ 活動対象 

  大船渡及び宮古農業改良普及センター普及員、岩手県農業研究センター研究員、 

全農いわて職員 

 

■ 活動経過 

（１） 水田土壌の可給態硫黄量実態把握 

ア 県内水田土壌可給態硫黄量の東北大学による測定（４～７月） 

平成27年度・28年度に全県から採取され県域普及グループに集約されていた水田土壌試料

から選んだ64点について可給態硫黄量を測定した。県内の農政関係機関では測定手法が未確

立であるため、東北大学大学院土壌立地学研究室に分析を依頼した。 

イ 大船渡普及センター管内水田土壌可給態硫黄量の岩手県工業技術センターによる測定 

（12月～１月） 

県内関係機関での可給態硫黄量測定を実現するため、大船渡農業改良普及センターが土壌

試料30点を採取し、抽出作業を県域普及グループが行い、測定を岩手県工業技術センターに

依頼した。抽出工程と測定は東北大学の手法に則った。 

ウ 県内水田土壌可給態硫黄量の全農広域土壌分析センター岩手による測定（８～９月） 

県内土壌分析の大半を担っている全農広域土壌分析センター岩手において、今後、水田土

壌可給態硫黄量を測定可能とするため、東北大学にて測定済みの土壌試料を提供し、同セン

ターが有する分析機で同等の測定値が得られる分析条件を調査いただいた。 

また、同センターが、保管する県内水田土壌試料から８点の可給態硫黄量を測定した。 

エ 県内水田土壌可給態硫黄量測定結果の統合解析（２～３月） 

ア～ウにおいて得られた測定値と、前年度測定済みの大船渡普及センター管内23点の測定

値を統合して、地域性や、他の分析項目との関係性について解析を行った。 

（２） 対策技術の現地実証（適正施肥実証圃） 

ア 育苗箱への石膏資材施用実証（大船渡普及センター：大船渡市吉浜、釜石市唐丹） 

イ 本田への硫酸苦土資材施用実証（大船渡普及センター：大船渡市吉浜、釜石市唐丹  

宮古普及センター：宮古市長沢） 

（３） 関係機関の連携体制整備 

ア 岩手県内における水稲硫黄欠乏対策意見交換会を開催（H29年12月26日、全農肥料農薬部

東北資材営業所、参加：全農岩手、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） 

イ 水稲硫黄欠乏に係る意見交換会の開催を支援（H30年２月15～16日、東北大学、参加：東
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北大学、東北農研、九州沖縄農研、秋田・岩手・宮城・山形・広島の県農試、広島県東部農

業技術指導所、中央普及県域G、全農営農・技術センター、東北営農資材事業所、広域土壌

分析センター岩手、岩手県本部、宮城県本部） 

 

■ 活動成果 

（１） 水田土壌の可給態硫黄量実態把握 

ア 県内水田土壌可給態硫黄量 

県内水田土壌125点の可給態硫黄量は、測定点数の14%が欠乏レベル（硫黄として10mg/kg

未満）、39%が欠乏の可能性があるグレーゾーン（10～20mg/kg）となった。欠乏レベルやグ

レーゾーンに該当する土壌は概ね全県的に見られた。 

イ 条件別の可給態硫黄量の比較 

可給態硫黄量は、作付前より後で低下すること、表層と下層では概ね同等か表層で高いこ

と、含硫資材施用によりわずかに増える事例が確認された。 

ウ 可給態硫黄量測定体制の整備 

全農広域土壌分析センター岩手と岩手県工業技術センターで可給態硫黄量を測定できるこ

とが実証された。岩手県工業技術センターによる測定は、県域普及グループによる抽出作業

が前提である。 

（２） 対策技術の現地実証 

ア 石膏の箱処理は初期生育の改善が見られたが、収量差は判然としなかった。 

イ 硫酸苦土資材の本田処理では吉浜と唐丹で収量の改善効果や倒伏程度の向上効果が見られ

た一方、宮古では雑草害等のため処理間差は確認できなかった。 

ウ 実証を行った大船渡市吉浜では、硫酸苦土資材施用の有用性が理解され、担い手農家では

自ら施用を行い始めている。 

（３） 関係機関の連携体制整備 

岩手県内の土壌肥料関係者及び県外の関係機関とも水稲硫黄欠乏に関する情報共有が進め

られ、今後の対策推進に向けて意識統一された。 

主に研究者を対象に、水稲硫黄欠乏対策のメーリングリストが設置され、恒常的な情報交

換が行われるようになった。 

 

 

 

 

 

復旧農地である唐丹は土が痩せていることから、営農を再開してから 

これまでなかなか収量が確保できずにおりました。 

唐丹では土壌中の硫黄含量が不足していたということが分かり、原因が少

しずつ見えてきているので、もうひと踏ん張りだと信じて、次年度も頑張り

たいと思います。 

所属職名：硫黄欠乏対策実証圃生産者（釜石市唐丹） 氏名：鈴木イネさん  

 

■ 協働した機関 

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、大船渡農業改良普及センター、宮古農業改良普及センター 

 

■ 中央農業改良普及センター 

  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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安全・安心なりんご産地の持続的発展支援 

【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 

  当地域はりんごを中心とした果樹栽培が盛んであるとともに、消費地に近いことから、交信

かく乱剤の使用による殺虫剤の散布回数の低減など、「安全・安心」な農産物の生産に積極的

に取組んできている。 

特に、岩手中央農業協同組合のりんご部会では、平成16年から国の特別栽培農産物に係る表

示ガイドラインに基づく特別栽培に取組んでいることから、化学合成農薬の使用回数は慣行の

半分以下に限られる。各年の気象に応じて発生する病害虫を的確に防除するためには、継続し

た病害虫発生の予察に基づく防除が必要となっている。 

そこで、普及センターではりんご部会を中心とした予察活動、栽培指導会等を支援すること

等により、特別栽培の取組が安定して実践できることを目的として活動を行った。 

 

■ 活動対象 

  岩手中央農業協同組合りんご部会（部会員約800名） 

 

■ 活動経過 

  当普及センターが行う生育調査、主要害虫のトラップ調査や、岩手県病害虫防除所による県

内各地の病害虫発生状況のデータ等を基に、部会が主催する予察会議、栽培指導会において防

除技術指導を行うとともに、近年問題となっている病害虫の新たな防除技術の試験を行った。 

（１） りんご生育調査、トラップ調査 

  ア 生育調査（４～12月） 

盛岡市三ツ割、紫波町長岡の定点調査圃において、開花、肥大、及び果実品質などの生

育状況や、病害虫の発生状況について10日おきに調査を実施。 

  イ トラップ調査 

盛岡市内３カ所、紫波町内２カ所の園地において、シンクイムシ類、カメムシなど、主

要害虫計７種について、10日おきに調査を実施。 

（２） 病害虫防除指導 

  ア 予察会議への対応（４～９月、10回） 

各地域の防除組織等の代表者である予察員を対象に、管内、県内の病害虫発生状況を踏

まえ、防除対応について指導した。今年度県内全域で発生が多く、８月下旬に病害虫防除

所から注意報が発令された褐斑病については、発生が多い園地では効果の高い剤を追加散

布するよう指導した。 

  イ 栽培指導会への対応（４～９月、計５回） 

一般生産者を対象に、農協管内計16会場において、栽培基本管理を指導するとともに、

各時期に応じた主要病害中の発生状況と防除技術について指導した。特にも発生が多かっ

た褐斑病、シンクイムシ類のほか、山際の園地において発生が多いモモチョッキリゾウム

シ、放任園周辺で被害が多いモニリア病などを重点的な指導にあたった。 
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  ウ 防除暦作成指導（12～１月） 

今年度の病害虫の発生状況を踏まえ、褐斑病、シンクイムシ類の対策等を反映させた防

除暦を、部会役員、予察員等と協議を重ね作成した。特別栽培の防除暦については、モニ

リア病、黒星病等、春に感染する病気が増加傾向にあることを踏まえ、生育期前半の防除

圧を高めた体系の防除暦に見直しを図った。 

（３）新たな病害虫防除技術の試験・実証 

  ア 天敵製剤「スパイカルプラス」によるハダニ類の防除（７～９月、平成25年より継続） 

多発時には追加散布が必要となるため特に特別栽培で問題となるハダニ類への防除効果

について、盛岡市内２カ所、滝沢市内１カ所の園地において試験を実施した。この結果、

過年度と同様に天敵製剤の効果は判然としなかったものの、下草の草高を高く維持するこ

とにより土着天敵を保護することで、ハダニ類の多発を防ぐことができる可能性が示唆さ

れる結果を得た。 

  イ 交信かく乱剤「ボクトウコン-Ｈ」によるヒメボクトウの防除 

（６～10月、平成27年より継続） 

３年間の試験により高い交信かく乱効果が確認されたことから、次年度に普及を図る。 

 

■ 活動成果 

（１） 特別栽培目標面積の達成 

各種調査に基づく指導の結果、特別栽培に取組んだほぼ全ての生産者が、病害虫の

多発等による追加防除等をすることがなく、特別栽培の認証を受けることができた。

新たな病害虫防除技術の試験・実証については、「ボクトウコン-Ｈ」の高い交信か

く乱効果が確認されるとともに、下草を活用したによるハダニ類防除の可能性が示唆

され、次年度は農業研究センター病理昆虫研究室を主体に、実証試験が継続されるこ

ととなった。 

 

  表１ りんご特別栽培目標面積達成率                （単位：％） 

 H26年（現状） H27年 H28 H29 H30 

目標  100 100 100 100 

実績 100 100 100 100 － 

実施面積 149ha 197ha 253ha 190ha － 

 

 

 

 

 

近年は、従来問題となっていたハダニ類に対する新規薬剤の登録が続

いたこと等もあり、比較的特別栽培が安定して実践されています。 

しかし、毎年発生する病害虫は異なるだけでなく、既存の薬剤の効果

は抵抗性の発達等により低下し、今後、現状の防除技術では対応しきれ

なくなる可能性もあることから、引き続き普及センターと連携し、調

査、予察を基本とした防除に継続して取組みたいと考えております 

所属職名：岩手中央農業協同組合調査役 氏名：藤原卓史 

■ 協働した機関 

  岩手中央農業協同組合りんご部会 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  果樹チーム（チームリーダー：小野寺 理、チーム員：秦 広和） 

  執筆者：小野寺 理 
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農場ＨＡＣＣＰ導入支援        

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  中心的酪農経営体の生産技術の向上 

■ ねらい 

ＭＭＪ（㈱ミルクマーケットジャパン）岩手支部では、中央酪農会議の生乳生産管理チェ

ックシートに準ずるものとしてタブレット端末を活用した生乳生産に係る作業等の記録記帳

に取り組んでいる。中でも、良質生乳生産に対して意識の高い３経営体（法人）を対象に、

ＭＭＪの良質生乳生産モデル農場としての指導もあり、平成28年秋よりＨＡＣＣＰ導入に係

る勉強会等の取り組みを開始している。八幡平農業改良普及センターでは３農場より支援要

請を受け、乳質改善指導の活動一環として支援要請に対応し、ＭＭＪ岩手支部並びに県関係

機関と協働により農場ＨＡＣＣＰ導入モデルの育成に取り組んでいる。 

■ 活動対象 

  ＭＭＪ岩手支部：４戸 

岩手町１戸（140頭）、葛巻町２戸（110頭、20頭）、一戸町１戸（200頭）  

※ 支部酪農家戸数：７戸（岩手町１戸、葛巻町３戸、一戸町３戸） 

■ 活動経過 

（１） 役割分担 

ア ＭＭＪ本社およびリプロ㈱（開業獣医師） 

動機付け、ＨＡＣＣＰへの意識醸成（取組み開始時期のみ）。 

イ ＭＭＪ岩手支部 

ＨＡＣＣＰ勉強会の主催、スケジュール調整。 

ウ 盛岡広域振興局農政部および二戸農林振興センター 

制度に係る助言、指導。 

エ 岩手県中央および県北家畜保健衛生所 

農場ＨＡＣＣＰおよびＪＧＡＰ制度に係る指導。 

飼養衛生管理基準に係る指導、チェックリストによる評価。 

オ 岩手県中央農業改良普及センター軽米サブセンター、八幡平農業改良普及センター 

農場ＨＡＣＣＰ推進農場指定申請に係る書類作成支援。 

（２） 活動経過 

ア 農場ＨＡＣＣＰおよびＪＧＡＰ制度に対する意識醸成 

  「農場ＨＡＣＣＰ」および「ＪＧＡＰ」認証制度について、農場ＨＡＣＣＰ認証農場

における導入効果について講義。 

イ 推進農場指定申請に係る書類作成支援（Ｈ28年 12月～、１～２月に１回開催） 

 農場ＨＡＣＣＰ認証取得について講義。農場ＨＡＣＣＰ推進農場申請に係る関連文

書の作成を支援。 

ウ 社内コミットメントへの助言 

 各経営者が従業員に対し、農場へのＨＡＣＣＰシステム導入に係るコミットメント

（農場ＨＡＣＣＰ導入の目的と衛生管理方針について誓約）に際しての助言と従業員

への補足の説明を実施。 

エ 飼養衛生管理基準に係る指導 

 「飼養衛生管理基準チェックリスト（牛）」に基づき、各農場の飼養衛生管理状況
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を調査および改善ポイントを助言。また、「飼養衛生管理基準チェックリスト

（牛）」による総合評価を実施（申請書添付資料）。 

オ 「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」指定申請書提出指導 

 畑作業と重複しない２月末日（３月指定）を申請時期の目標に定め、各農場ＨＡＣＣＰ

担当者および支援機関一体となり、農場作業の確認並びにフローダイアグラム作成に取り

組み、２月下旬提出を完了。 

  カ 農場ＨＡＣＣＰ推進農場取得への取組み農場が拡大 

 平成29年県立農業大学校を卒業した若手後継者が農場ＨＡＣＣＰの導入効果について興

味を示したことから参加を誘導。 

   ※ 農場ＨＡＣＣＰ認証：農場ＨＡＣＣＰ認証基準全てに適合した農場 

 ※ 農場ＨＡＣＣＰ推進農場：農場ＨＡＣＣＰ認証の前段の取組みとして意欲的に取り組

みを開始している農場で、農場ＨＡＣＣＰ認証基準のうち一定の要件（危害要因分析の

準備及び一般衛生管理水準の確保まで）が満たされた農場 

■ 活動成果 

（１） 平成 30年２月下旬、３農場が「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」指定申請書を（公社）中

央畜産会へ提出。 

（２） １農場でカイゼン活動にも取り組み「作業標準書（≒作業分析シート）」作成に着手。 

（３） 農場ＨＡＣＣＰ推進農場指定後も、認証農場の取得を目指した活動を継続支援。 

（４） １農場のＨＡＣＣＰ担当者はＪＧＡＰ取得についても意欲的。 

（５） 平成 29年途中より、新たに１農場が「農場ＨＡＣＣＰ推進農場」指定に向けて取り

組みに参加 

 

 

 

 

 

 ＨＡＣＣＰへの取り組みは、良質な生乳生産を目指すことはもちろんのこ

と、従業員教育として、従業員の衛生意識の醸成や質の高い作業提供に取り

組んで貰えることを目的に開始しています。日常作業の文書化や従業員の士

気高揚は大変ですが、認証農場を目指して引き続き取り組んでいきます。 

所属職名：有限会社葛巻千葉牧場・代表取締役  氏名：千葉博英 

■ 協働した機関 

ＭＭＪ本社、リプロ㈱、ＭＭＪ岩手支部、盛岡広域振興局農政部、二戸農林振興センター、

岩手県中央家畜保健衛生所、県北家畜保健衛生所、岩手県中央農業改良普及センター軽米サ

ブセンター 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  畜産振興チーム（チームリーダー：堀間久己、チーム員：小岩 茜、篠崎 創）   

  執筆者：堀間久己 

顔写真 
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