
 

米低コスト生産経営体の育成 

【奥州農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  大課題：銘柄米産地の維持 

  中課題：米低コスト生産経営体の育成 

■ ねらい 

  需要の減少と過剰在庫により米価は下落傾向にある。一方、米の生産コストは60キロあたり

１万円を超えており、生産コストの低減は喫緊の課題である。そのため大規模経営の低コスト

生産モデル構築に向けた生産コスト低減技術を実証する。 

■ 活動対象 

  奥州市水沢区 Ａ農事組合法人 

■ 活動経過 

（１） Ｈ27までの取組実績と成果 

    胆江地方農林業振興協議会にて稲作生産コスト低減方策に検討し、Ｈ27年度からＡ法人

や農機具メーカー等の協力のもと、直播等のコスト低減技術を実証した。その結果、栽植

密度を60株/坪から50株の疎植、大豆後水稲の基肥量の40％減肥、直播栽培1ｈａの導入な

どにより、物財費についてはＨ28年度で目標を達成した。 

（２） Ｈ29年度の実証内容 

    さらなる低コスト化をキーワードとして以下の実証に取り組んだ。 

ア 作期拡大・春作業ピークの分散→湛水直播栽培 

新緩効性肥料(鉄コー直播633）と慣行の一発鉄コくんを基肥窒素成分5.4kgで比較。 

イ 育苗・田植え作業の省力・省資材化→疎植栽培 

栽植密度37株/坪と慣行50株/坪を３移植期 (5/7、5/17、5/20)で比較。 

ウ 畦畔除草作業の省力化→畦畔用除草剤使用による畦畔除草 

３月にカソロン粒剤を散布した後、６月上旬にザクサ液剤とダイロンゾルを混用散布す

る除草体系と機械草刈３回の比較。 

（３） 検討会等の開催 

  ア 実証ほの試験内容について確認する場を持った。あわせて、もう１つの経営の柱である

大豆の栽培管理について説明した。 

  イ 実証ほの生育・収量・品質等実績を報告する場を持った。あわせて、法人の栽培実績を

確認し、次年度の取り組み計画を検討した（１月：写真1）。 

  ウ 管内の鉄コーティング直播栽培現地研修会（６月）において、湛水直播栽培実証の内容

について説明するとともに、大規模経営体や直播栽培者を対象とした胆江地域水稲生産コス

ト低減研修会（１月：写真2）において実証結果を紹介した。 

■ 活動成果 

（１） 実証結果 

  ア 直播633の収量はやや優ったものの、一発鉄コより品質・食味成分でやや劣る結果であっ

た。但し、一発鉄コより肥効が長いことから、通常年では直播栽培の欠点である後半の肥

切に対してより効果的な肥料と評価された。直播は倒伏したため前年よりは下回ったもの

の全刈収量で520ｋｇ／10ａ、法人平均収量438ｋｇの118％を達成した。 

  イ 37株植えは倒伏しない場合、収量・品質・食味成分から見て、50株植えと同等との結果で

あった。但し、移植時期が遅い場合、収量は確保されるものの、登熟が遅れるため品質・

食味成分が劣る結果となり、50株植えの方が適していると判断された。 

35



 

10ａ当り育苗箱数は37株植えの場合は13箱程度となり、50株植えより５箱程度の削減が

可能となり、育苗時を含め資材費や労務費の低減が期待できる。 

  ウ カソロン粒剤は２年性広葉雑草とハルガヤ・牧草等イネ科雑草に効果が小さく、融雪後

処理による除草効果は劣ると判断された。ザクサ液剤とダイロンゾルの混用処理65日後、

再生雑草は機械刈が必要となる程度の生育量となり、この処理後の草刈は省略できないこ

とから、この３剤の体系処理による畦畔雑草管理は難しいと判断された。 

 

（２） 対象の意識変化 

  ア 実証ほの設置は３年目となったが、37株の疎植については、法人からの要請により設置

したもので、コスト低減への関心が高まってきている。 

  イ 湛水直播は本年のような不順天候下においても収量・品質で概ね満足できる結果が得ら

れ、直播も取り組める技術として評価している。次年度の作付面積増加への対応として直

播栽培の面積拡大に取り組む意向である。 

  ウ Ｈ30年度からの新たな米政策への対応として、さらなるコスト低減を図るため、初期病

害虫の隔年防除や直播用種子処理いもち防除など新たなコスト低減技術に取り組む意向で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  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：泉川澄男） 

  執筆者：泉川澄男 

 

 担い手不足と高齢化によって、今後も当法人の作付面積は拡大の方向にあ

ります。そのような状況の中で、育苗に係る労力を確保することは難しくな

っており、規模拡大には直播栽培が不可欠な技術だと感じています。 

今年は天候不順で刈取りに苦労し、期待した結果は得られませんでした

が、来年は規模を拡大し2.6haの面積で取組むこととしました。 

当法人が直播栽培技術を完全に習得するため、普及センターの皆様には引

き続き支援をお願いします。 

所属職名：Ａ農事組合法人 氏名：代表理事組合長 

左：写真１ 米低コスト生産実証実績検討会（組合長ほか役員・オペレータ等と実績検討） 

右：写真２ 胆江地域水稲生産コスト低減研修会（講師・事例発表者との質疑） 

36



 

考えと行動が変われば雇用労働力は増える？        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  経営発展を可能にする環境整備 

 

■ ねらい 

  近年、園芸経営において労働力の不足が問題となっている。 

管内のＪＡでは、パート労働者の募集広告を新聞折込チラシで行っているが就労希望者が少

ない状況である。この理由について、①農業の現場について就労希望者の理解が少ないのでは

ないか、②農業が重労働、低賃金、労働時間が不安定であるから希望者が少ないのではないか

との農家の思い込み、などが考えられることから、農業の労働力確保に向けた支援を行った。 

 

■ 活動対象 

  園芸農家、農業で就労を希望する奥州市及び金ケ崎町の住民 

 

■ 活動経過 

（１） 農業サポート現地見学会の開催（平成27～29年度） 

  ア 目的 

    就労希望者に生産現場を見てもらい農業生産について理解を持ってもらうとともに、就

労に向けた説明を行う。 

イ 年度別開催回数 平成27年度、平成28年度、平成29年度：各２回 

   ・ 内訳及び開催の実績                      単位：人、％ 

年度 実施日 見学現場(品目) 参加人数 就労者数 就労者数/参加人数×100 

27 
7/8 トマト、きゅうり 35 14 40 

9/2 りんご 32 10 31 

28 
5/18 りんご、きゅうり 29 11 38 

7/14 小ぎく、ピーマン 34 7 21 

29 
5/19 りんご、きゅうり 19 14 74 

7/14 小ぎく、ピーマン 12 8 67 

   ・ ３か年間の取組の結果、参加人数は減少しているが就労に至る率は上昇している。 

  ウ 現地見学会参加者の農業に対する関心について 

平成29年度の現地見学会参加者に、見学会に 

   参加した理由を尋ねたところ、「所得を得たい」

   との回答よりも、「農作業に興味がある」からと

   の回答が上回った。（図１） 

 

 

 

 

 

図１ 現地見学会参加の理由 
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図２ 農業での就労にかかる満足度 

（２） 就労者の意識アンケートの実施（平成28年度） 

  ア 目的 

    農業で就労している者を対象者に農業の就労にかかる意識をアンケートで調査した。 

  イ 回答者 

    管内の園芸経営体で就労している者 

（回答13名） 

  ウ 調査結果 

    農業での就労について、「普通」であるとの回

   答が多かった。 

    農業での就労について、その満足度は低くな 

   く、就労者にとって普通のことであることが分 

   かった。（図２） 

    なお、「不満」であることの理由は、「使用

   者からの作業指示があいまいなことがある」と

   の回答が多かった。 

 

■ 活動成果 

（１） 農業サポート現地見学会の開催で不安を感じていた就労希望者の現場理解が進み、雇用

の促進につながった。この取組みが有効であることが、関係機関・団体に認識され、ＪＡ

のグリーンヘルパー制度の活性化にもつながっている。 

（２） 農業で就労を希望する人は、賃金よりも農作業に興味がある人が多いと推察された。既

就労者の意識で農業での就労に悪いイメージをもつ人は少ないことが分かった。 

（３） なお、既就労者で不満がある回答の理由から考えると、使用者から労働者への指示など

コミュニュケーションの改善を図る取組で、満足度は向上するものと考えられた。 

（４） このことから、この取組みと並行し、平成27年度から、農家に対し労務管理の知識習得

を支援する研修会を開催している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家からのニーズに応えられていないなかで、普及セン

ターや関係機関と協働し、就労希望者の堀起こしを行うこ

とはとても大事と考えています。 

長期間雇用が就労先決定の要素でもあるため、雇用でき

る農家は限定されるほか、就労成立には、農家の受け入れ

態勢が整わないと難しいとも感じいます。 

所属職名：岩手ふるさと農協園芸課 阿部賢一(左)・岩手江刺農協園芸課 阿部長祥(右) 

 

■ 協働した機関 

  胆江地方農林業振興協議会 

 

■ 奥州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、松浦綾子、織笠千夏）   

  園芸経営チーム（中野俊成、細川史絵、河田道子、岩渕瑛子、遊佐公哉） 

  執筆者：佐藤 敬                      

 

 

顔写真 
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関係機関・団体で連携し経営計画策定・見直を支援        

【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 

  農業経営体の経営計画作成や既存計画の見直し作業を支援する。 

 

■ 活動対象 

認定農業者、胆江地方での新規就農を希望する者、農業次世代人材投資事業（旧青年就

農給付金）等の交付対象者及び申請予定者 

 

■ 活動経過 

（１） 平成29年度胆江地方農業経営発展セミナー（経営計画策定講座）の開催 

  ア 期日 平成29年12月６、13、20、27日 

  イ 場所 奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 

  ウ 実施内容 

   (ｱ) 経営計画作成の考え方にかかる専門家の講演 

     ～財務諸表の重要性と経営の在り方について～ 

     講師：土岐経営支援事務所 中小企業診断士 土岐徹朗氏 

   (ｲ) 受講者の経営計画作成及び既存計画の見直作業の支援 

方法 

・受講者のニーズに基づき作成・見直する計画や出来上がりの程度の目標を決定 

     ・受講者に対し関係機関の参加者（複数）で支援 

     ・農業次世代人材投資事業（旧青年就農給付金）交付申請予定者は完成を目指す 

（２） 活動の結果 

  ア 受講者数と受講目標 

９名（経営改善計画の見直し：３名、青年等就農計画策定：６名） 

 市町 経営作目 受講目標（※） 

１ 奥州市水沢区 野菜（ピーマン） 青年等就農計画策定 

２ 奥州市江刺区 野菜（トマト） 青年等就農計画策定 

３ 〃 野菜（きゅうり） 経営改善計画見直し 

４ 〃 和牛繁殖 青年等就農計画策定 

５ 〃 果樹（りんご） 〃 

６ 〃 〃 〃 

７ 奥州市前沢区 野菜（きゅうり） 経営改善計画見直し 

８ 奥州市胆沢区 野菜（ピーマン） 青年等就農計画策定 

９ 金ケ崎町 酪農 経営改善計画見直し 

   ※ 受講目標は事務局でまとめたもの 

  イ 支援を行った関係機関・団体 

  奥州市（担い手・農業経営指導マネージャー等）、ＪＡ岩手ふるさと（担い手・園芸・

畜産担当）、奥州農業改良普及センター（担い手育成チーム・園芸経営チーム・畜産経営

チーム）の職員 計18名 
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（３） 受講者及び支援側の受講アンケートについて(回答8名) 

ア 受講者の受講目標にかかる達成度を確認したところ、達成又はある程度達成できたとの

回答が多かった。(達成３名、ある程度達成４名、未達成１名) 

(ｱ) 講座の受講は今後の経営に役立つかについて尋ねたところ、役立つとの回答が多かっ

た。（６名） 

   (ｲ) 受講に係る感想を尋ねると、次のコメントがあった。 

・関係機関・団体の担当者が揃っていて分からないことはすぐ解決できた。 

・計画作成をしたことがなかったので、今までにない視点で取り組めた。 

・自分の経営目標に向けてなにが足りないかを確認できた。 

・5 年後、10 年後の経営について数値化することで整理できた。 

    ・収支を具体的に計算するのが難しかった。 など 

  イ 支援を行った関係機関・団体の出席者から講座実施に係る評価をもらった（回答11名） 

   (ｱ) 講座の開催方法は支援方法として有効であると思うか尋ねると、有効であったとの回

答が多かった。(８名) 

(ｲ) 支援者の受講目標は達成できたかについて尋ねると、ある程度できたが多かった。 

（８名） 

(ｳ) 今回の経験は、今後の業務推進に役立つかについて尋ねると、ある程度役立つが多 

かった。（９名）。 

 

■ 活動成果 

（１） 今回の講座は、経営計画を策定・見直しを希望する農業経営体を対象に、受講者が何を

求めているかを明確化したうえで、担い手育成、技術指導、行政の担当者でチームを作り

支援を行った。その結果、受講者の満足度が高いものとなった。 

（２） しかしながら、受講者が掲げた目標への到達度は高くはなかった。講座における作業時

間が少なかったことや、受講者及び支援側職員とも、計画作成という作業に慣れていない

ため、実際の取組が難しかったものと推察された。 

（３） また、支援側からの意見では、講座の持ち方について様々な意見が出たので、来年度以

降の取組において参考としていきたい。 

ア 作目の専門知識や経営指導の経験が少ないため担い手担当の単独での支援は難しい。 

イ 講座は新規就農者と認定農業者向けに分けて実施した方が良い。 

ウ 受講者のモチベーションが上がってから、中小企業診断士の講演を行った方が良い。 

 

■ 協働した機関 

  胆江地方農林業振興協議会 

 

■ 奥州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、松浦綾子、織笠千夏）   

  園芸経営チーム（細川史絵、河田道子、遊佐公哉）、畜産経営チーム（茂呂勇悦、舘山保奈

美、新井勇児） 

  執筆者：佐藤 敬                     
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胆江地域デイリーサポートチームによる次世代酪農経営者の育成支援        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  酪農経営体の育成 

 

■ ねらい 

  平成26年度から４戸の酪農場を対象とした繁殖巡回に取り組み、全体として繁殖成績が向上

するなど一定の成果が得られた。しかし、個別に見ると繁殖成績の改善程度の差は大きく、こ

の要因は飼養管理の違いにあると考えられた。 

  そこで、繁殖成績の向上が小さい対象農家に対し、重点的に飼養管理の見直しを実施するこ

とで、繁殖成績の底上げを図ることとした。 

 

■ 活動対象 

  管内の次世代酪農経営者 

 

■ 活動経過 

（１） 課題 

Ａ農場では、予定分娩間隔が460日と遅延していた。この要因は、ルーメンアシドーシス

による受胎遅延と考えられた。特に、TMR（混合飼料）に含まれる牧草の切断長が長く、牛

が選び食いにより濃厚飼料を多量に摂取し、その結果ルーメンpHの低下による軽度のルー

メンアシドーシスを介し、卵巣機能が低下していると推察された。また、牧草の切断長が

長いことで採食量が制限され、栄養が充足せず、繁殖に要するエネルギーが不足している

ことも想定された。 

（２） 原因の調査 

ア TMR粒度 

(ｱ) 調査方法 

ペンステートパーティクルセパレータ（ふるい機、図１）。 

   (ｲ) 調査結果 

    ａ ＴＭＲの19mm以上の粒度が基準値を上回ることを確認（上段基準値２～８％、調査

結果26％）。 

    ｂ 上段に長い牧草が多量に残るため、牧草の切断長が長いことを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ ＴＭＲ粒度調査の実施 

41



 

（３） 対策 

  ア 牧草を細断してＴＭＲ粒度を改善するために牧草収穫作業の外部委託化（図２）を誘導 

   (ｱ) 収穫牧草の切断長：従来体系で約120ｃｍ、収穫委託で５ｃｍ未満。 

(ｲ) 実施事項：収穫委託先進地事例調査、費用対効果試算、作業工程及び人員配置の計画

作成支援、当日の立会調査、収穫物の品質調査、収穫物を活用した飼料設計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） TMRの粒度の改善 

    パーティクルセパレータの上段割合が改善（26％→14％）。 

（２） 繁殖成績の改善 

  ア 妊娠鑑定「+」率（妊娠鑑定「+」頭数÷妊娠鑑定実施頭数）の改善 

    平成28年33％→平成29年61％。 

  イ 予定分娩間隔の改善 

    平成28年460日→平成29年444日。 

（３） TMR作成時間の短縮による作業性の向上 

    TMRミキサー撹拌時間60分→15分。 

 

 

 

 

牧草の収穫を委託したことで、収穫作業を省力化できました。牧草が刻ん

だ状態で収穫されるので、TMRミキサーで刻む必要がなく、撹拌時間が短く

なり、燃料代がかなり減りました。収穫された牧草は品質と嗜好性が良いた

め、採食量が増えました。受胎もし易くなり、今後の繁殖にも期待できま

す。来年度も継続したいと思います。 

所属職名：ＪＡ岩手ふるさと酪農部会青年部   氏名：木村拓也 

 

■ 協働した機関 

  NOSAI 胆江、ＪＡ、奥州農業改良普及センター 

 

■ 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：新井勇児、舘山保奈美）   

  執筆者：新井勇児                     

図２ 牧草の収穫作業委託 
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部会が主体となった活動体制の構築        

【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 

  部会が主体となって産地の課題を解決する体制を構築して生産性向上を図る。 

 

■ 活動対象 

  JAいわて平泉花き部会 

 

■ 活動経過 

（１） 背景 

平成26年３月、ＪＡいわて南とＪＡいわい東の花き部会が合併し、部会員250人を超える

大きな部会となった。両部会は、以前から将来の統合を見据え、研修会や全戸巡回などに

より技術交換・生産者交流を図ってきた。また、合併後の平成26年度には産地診断を実施

して課題を共有し、解決に取組んできた。 

しかし、合併で運営委員会が１本化したものの、部会の運営方法は旧ＪＡ毎に異なって

おり、合併後も同様であった。そのため、自分たちの部会として取り組む意識や体制が十

分ではなかった。 

（２） 運営委員会の現状 

   運営委員会の構成は、３役の他、主要品目の専門部役員と支部代表運営委員による19名

となっている。ＪＡ担当や関係機関も含めると20数名の会議となる。会議開催時には、人

数が多く複数品目が一緒のため、品目ごとの話合いがしにくいことや、時間制約で話合い

を深められないこと、あらかじめ決まったことしか議題にできないなどの状況が続いてい

た。 

（３） 小菊専門部としての意向 

小菊専門部長は、指導会の開催時期や方法を検討したい、専門部員にどう伝え牽引して

いくか、どうしたら専門部としての取組ができるかなど、他の専門部役員やＪＡとも相談

していた。 

また、普及センターと意見交換した中では、運営委員会ではなかなか具体的な話合いに

ならないので、より小さな単位での話し合いが良い、主な品目ごとに「専門部」があるの

で、その役員で集まって具体的な話をしていく、普及センターとも密につながりを持ちな

がら取組を進めていく、などの方向性にお互い賛同し、専門部長は、部会長や、他の専門

部役員、JA担当者に働きかけた。 

（４） 関係機関との調整 

    年に数回開催している花き担当者打ち合わせにおいても、指導会等の部会行事や各種事

業を有効に活用しながら取組を進めるには、部会と関係機関が連携する必要があることを

共通認識とした。ＪＡは専門部と連携し、品目ごとに協議する場が必要で、まずは小菊専

門部会議を開催する方向で具体的に話を進めていった。 

会議開催の日程調整と、それぞれの作業や業務で忙しい中、役員や担当者が出席できる

かが課題であった。 
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（５） 小菊専門部会議の初開催 

   定植等の作業が一段落した６月に部会長に同席いただき、専門部役員、ＪＡ担当者、農

林振興センター、普及センターが参集し、初めての小菊専門部会議を開催した。 

   総会で決まった今年度の取組事項の内容確認から、指導会等のスケジュール確認、指導

会の運営方法などについて検討した。また、技術の詳細など、小菊に限定してじっくり話

合うことができ、満足できる会議となったことから、今後も開催することとした。 

（６） 他専門部への波及 

   りんどう専門部役員から専門部会議の開催に係る相談があったことから、11月にはりん

どう専門部会議を開催し、品質向上等について協議した。 

■ 活動成果 

（１） 各専門部の取組を検討する体制が形作られた。 

  ア 小菊専門部会議４回、りんどう専門部会議２回開催。 

イ 専門部会議での検討、取組事項 

   (ｱ) 品種検討、データ収集、作付拡大予定品種の特性把握、情報提供・交換 

   (ｲ) 新規栽培者の巡回 

   (ｳ) 指導会の適期開催、回数増、方法改善 

   (ｴ) 実績検討会におけるグループ討議のテーマ検討 

   (ｵ) チェックシートの普及、部会協働の検討及び実施 

   (ｶ) 生産者のつながり・絆を深める「おらほの小菊だより」の発行増 

（２） 平成30年の花き部会総会で専門部の取組が承認され、各事項についても実施していく。 

（３） 普及センターからの実証ほ等の提案、実施状況等の情報提供、関係機関の協議事項も、

品目ごとに相談・提案ができた。どんな支援が必要なのか、意見を聞く事もできた。 

（４） 今後は、会議開催時間の確保、日程調整、資料準備時間の確保が課題となるが、関

係機関と密に連携を取りながら、課題の共有と解決に向けた検討を行い、各専門部さ

らには部会全体の活動に活かしていきたい。 

 

 

 

 

 小菊専門部では、少しでも生産者のためになる事業を提案・実行するよう

に努力していきます。 

小菊盆需要期の供給責任産地として、「手をかけて定植した苗は必ず販売

するぞ！」の気持ちを忘れずに、専門部・部会が関係機関と協力してがんば

ります。（「おらほの小菊だより」より） 

所属職名：JAいわて平泉花き部会 小菊専門部長 氏名：藤野寿美 

 

■ 協働した機関 

  JA いわて平泉花き部会、JA いわて平泉、一関市、一関地方農林業振興協議会、一関農林振興

センター 

■ 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：志田たつ子                   

 
顔写真 
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集落営農組織の園芸導入支援 

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  集落営農組織の園芸導入支援 

■ ねらい 

  経営の多角化に取組んでいる集落営農組織では、特に園芸部門の収益確保が進んでいないこと

が多い。 

そのため、部門管理の徹底と園芸導入により、継続的に経営発展し収益を確保できるモデルを

確立することで、集落営農組織における園芸導入の推進を図る。 

■ 活動対象 

  農事組合法人こがねファーム 

■ 活動経過 

（１） スイートコーン出荷量増加・製品率向上※ 

※製品率は植付本数に対する出荷本数の割合（％） 

ア 計画的な園芸部会運営支援 

(ｱ) 目標や課題、取組内容を明確にした。 

(ｲ) 園芸部会の取組計画の作成を支援した。また、 

     取組計画の実践では、野菜振興チームと連携し技 

術面、経営面の両面から支援した。 

      【実施時期】４月、８月、12月 

      【実施内容】 

       ・ 園芸部会の課題整理、目標値と対策（取組）事項の検討を支援した。平成29年

度の取組事項は表１のとおり。（計画検討）（４月） 

       ・ スイートコーンの実績と対策の取組状況を検討支援。（中間検討）（８月） 

       ・ 実績確認と次年度へ向けた課題及び対策を検討支援。（実績検討）（12月) 

表１ 平成29年の取組事項 

目標 課題 対策 取組 

収量向上 

(26千本→29千本、

製品率80％) 

病害虫防除 ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ、 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ防除 

適期防除３回 

歩留まり率向上 移殖栽培 一部を除き実施 

省力化 出荷調整簡便化 贈答用とＪＡ出荷

の作業分離 

指定日以降に贈答発注を受

け付け、作業競合を緩和 

収益向上 収穫の前進化 計画的な定植・生

育管理 

計画的に定植・生育管理し

単価の高い７月中に販売 

イ 課題に対応した生産管理支援 

巡回により生育状況等を把握し適期作業や病害虫防除を支援（５～７月、５回）。 

 

（２） 冬キャベツ等の生産技術定着 

    スイートコーンの後作として、冬キャベツに取り組んでおり、作付計画の策定（８月）、

生産状況の検討（12月）などの取組や適期作業など、安定的な生産技術の定着に向けた支援

を実施（８～12月、２回）。 

 

 

写真１ 実績検討会のようす 
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■ 活動成果 

（１） スイートコーン出荷量増加・製品率向上 

    スイートコーンの生産状況は表２のとおり、出荷本数は27千本、製品率は75％となり、前

年に比べ本数、製品率とも向上した。 

また、５月10日まで８日おきに播種するなど計画的な定植により、単価の高い７月中に出

荷し、販売額も増加した。これらは、部内での共有や、部長のリーダーシップの発揮、適期

防除など生産管理技術の習得が進んだ結果であり、こがねファームとしても手ごたえを感じ

ている。 

来年度は転作田１枚（24ａ）分の栽培面積を拡大することを検討している。規模拡大によ

る労力不足が懸念されることから、収穫調整作業のさらなる省力化を検討中。 

 

表２ 出荷本数 

年度 H26 H27 H28 H29 

栽培面積 100a 100a 100a 100a 

数量

（箱） 

本数 

（本） 
数量 本数 数量 本数 数量 本数 数量 本数 

出荷本数 1,792 20,139 2,152 26,439 2,074 26,030 2,129 27,341 

植付本数   36,000   36,000   36,000   36,360 

製品率   56   73   72   75 

 

（２） 冬キャベツ等の生産技術定着 

冬キャベツの生産状況は24ａで7,400本定植し、12月中旬から260ケースを出荷した。育苗

中の虫害発生や定植時期の遅れによる生育阻害がみられたことから、来年度は、適期作業の

徹底などにより、生産技術の定着に引き続き取り組むこととしている。 

 

 

 

 

 

水稲から園芸野菜への転換としてスイートコーンに取り組んで10年になり

ます。湿田と畑地化されていない中での栽培は、苦労の連続だったように思

います。霜を心配しながらの定植、梅雨時の排水、夏の暑さのなかの防除、

雑草対策等、心配と失敗を重ねながらも、支えていただいたのは、「美味し

かったよ」の一言。 

これを励みに、そして、普及センターさんの支援を力に、今年も多くの皆

さんにスイートコーンの風味とふるさとの香りをお届けできればと思ってい

ます 

所属職名：農事組合法人こがねファーム組合長   氏名：千田幹雄 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて平泉農業協同組合、一関農村整備センター 

■ 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、柴田愛里、福田拓斗）   

  担い手農村活性化チーム（チームリーダー：村田就治、東海林豊、氏橋明子） 

  執筆者：東海林豊 
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陸前高田市横田町金成地区におけるほ場整備事業の導入を目指した 

集落営農の組織化支援        

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  地域営農システムの構築による経営安定化 

 

■ ねらい 

  陸前高田市金成地区では88戸の農地所有者がおり、１戸当たりの経営耕地面積は約34ａと零

細で、区画も５～10ａと小さく農道も狭く、大型機械が入れない状況である。また、担い手の

高齢化と後継者不足も相まって、農地の有効活用が危ぶまれている。 

  こうした状況の中で、金成地区では、ほ場整備事業を導入し作業効率を向上させ、集落ぐる

み型の集落営農に取り組むことを目指し、平成27年６月28日に金成土地基盤整備準備委員会を

設立した。当普及センターでは、関係機関・団体と連携し、担い手となる集落営農組合の設立

を支援した。 

 

■ 活動対象 

（１） 金成土地基盤整備準備委員会（以下「準備委員会」という。）（H27.6～H29.5） 

（２） 金成地区基盤整備推進委員会（以下「推進委員会」という。）及び金成地区基盤整備推

進委員会営農部会（以下「営農部会」という。）（H29.6～） 

 

■ 活動経過 

集落営農組織設立に係る準備委員会、推進委員会及び営農部会の開催回数と、当普及センタ

ーの主な支援内容は、以下のとおり。 

① 平成27年度        ② 平成28年度        ③ 平成29年度 

主な内容 
回

数 

 
主な内容 

回

数 

 
主な支援内容 

回

数 

集落ﾋﾞｼﾞｮﾝの概要等 １ KJ法による現状分析等 １ 行動計画の作成等 ２ 

KJ法による現状分析等 １ ｱﾝｹｰﾄ調査の進め方等 ５ 組織の体制等 ２ 

SWOT分析による現状 

分析等 

１ ｱﾝｹｰﾄ調査の分析等 ６ 損益分配方法等 ２ 

組織の体制 １ 機械利用計画等 ４ 

集落ﾋﾞｼﾞｮﾝ案の作成等 １ 小 計 イ 13 営農・経営計画等 ３ 

集落ﾋﾞｼﾞｮﾝ等説明会 

開催等 

１  役員の選定等 １ 

集落説明会開催等 ５ 

組織の取組等 ２ 同意状況の確認等 １ 

組織の理念等 ２ 経理の一元化等 ２ 

組織の体制等 ２ 分配金等の試算等 １ 

農地の利用状況等 １ 設立総会の開催等 ５ 

行動計画の作成等 １ 小 計 ウ 28 

小 計 ア 13  

   合計エ（ア＋イ＋ウ） 54回（内訳 準備委員会27回、推進委員会10回、営農部会18回） 
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■ 活動成果 

（１） 金成地区営農組合が組合員数 89 名、経営面積 26.6ha により、H30 年２月 25 日に設立。 

（２） 計画初年次（H30）は主食用米、露地ピーマン及び作業受託に取組む予定。 

（３） 金成地区営農組合の目指す姿は、下図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金成地区においては、農業者の高齢化や後継者不足等、農業を取り巻く

環境は厳しさを増していますが、金成地区営農組合の組合員が一致団結

し、この営農組合が地域の担い手となることでほ場整備事業の導入を検討

しながら、農業の生産性向上や農地の保全等を図り、次代につないでいく

地域農業の確立を目指していきたいと考えております。 

所属職名：金成地区営農組合組合長  氏名：佐賀徳治 

 

■ 協働した機関 

  陸前高田市、陸前高田市農業委員会、大船渡市農業協同組合、沿岸広域振興局農林部大船渡

農林振興センター、大船渡農林振興センター農村整備室 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

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

  執筆者：藤井伸行 

 
 

顔写真 

〇 農業機械の大型化や農作業時間の縮減などを行い、生産コストの低減や高収益作物を導入 

することで更なる所得向上を目指します。 

〇 女性や高齢者等構成員の能力、体力に応じた役割分担により地区全体の所得向上を図り 

ます。 

高齢農家 

オペレーター 

兼業農家 

小規模農家 

能力等に 

応じた 

役割分担 

オペレーターへ基幹作業を集約 

協力 

ほ場整備事業 

農作業の軽減 大型機械導入 水管理作業軽減 

農道整備 大区画化 用排水路整備 

金成地区営農組合 
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関係機関との連携による野菜法人経営体の育成 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  野菜法人経営体の育成支援 

 

■ ねらい 

㈱JA おおふなとアグリサービスは、東日本大震災の復興交付金を活用して建設された園芸

施設団地の管理委託を陸前高田市から受け、平成 27 年２月からトマト（114a）、いちご

（39a）の生産・販売を行っている。 

本施設では、県内に導入事例のない「アイメック※１」による高糖度トマト栽培システムが

採用されており、本システムを現地の気象条件・作型に適応させるための技術支援が必要と

されている。また、イチゴの生産方式は、岩手県が開発した「閉鎖型高設栽培システム（二

層ハンモック型底面給液システム）※２」が採用されており、本システムによる安定生産の実

現に向けた技術的な支援が求められている。 

そこで、陸前高田市が大規模園芸施設の円滑な運営のために設置した「大規模園芸施設運

営協議会ワーキンググループ※３」活動を通じ、トマト・イチゴの安定生産の実現を支援し、

JA おおふなとアグリサービスの収支計画の早期達成を支援した。 

 

 

 

 

 

■ 活動対象 

  （株）JAおおふなとアグリサービス 

 

■ 活動経過 

（１） 高品質トマト及び促成イチゴの安定生産 

ア 人材育成 

(ｱ) 管理担当者を対象とした各種生育調査方法    

及び環境制御技術の指導（週１回） 

(ｲ) 全職員を対象とした栽培管理技術勉強会の  

開催（２回） 

イ 栽培管理技術の改善 

(ｱ) 生育調査結果及び環境モニタリングデータ    

に基づく栽培管理方法の指導（週１回） 

(ｲ) トマトの高温対策（生産環境（温度・飽 

差）の改善、クロマルハナバチとホルモン剤 

の併用、品種構成の改善等） 

(ｳ) イチゴの奇形果対策の実施（クロマルハナバチからミツバチへの変更） 

(ｴ) トマト・イチゴの病害虫防除対策の実施（育苗場所の改善、天敵製剤の導入、粘着ト

ラップによる発生予察、病害虫の発生状況に応じた防除指導等） 

ウ 関係機関連携 

(ｱ) 大規模園芸施設運営協議会ワーキンググループ経営・技術チーム会議の開催（随時） 

(ｲ) 岩手県農業研究センターとの連携による経営・技術指導及び試験研究要望 

※1 アイメック®（フィルム農法）は、食の安全性、水不足や土壌汚染等の深刻な問題に対処するために開発されたハイ
ドロゲル膜を用いた世界初の技術。（メビオール株式会社 HP より） 

※2 2 層ハンモック構造による高設架台で、栽培槽は下層の貯水槽と上層の培地保持層から構成される。底面吸水により

培地へ水分を供給し、給水管理はボールタップを用いた水位調節により行われ、排液を系外に出さずに栽培できる。 
※3 園芸団地育成を支援するために設立された組織。構成員は JA おおふなとアグリサービス、陸前高田市、大船渡市農

業協同組合、農業研究センター（農業経営研究室、南部園芸研究室）、大船渡農林振興センター、大船渡農業改良普

及センター 

イチゴ栽培管理勉強会の様子 

（人材育成の一環として開催） 
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（２） 収支状況の把握と改善方策の検討（JA おおふなとアグリサービス） 

ア 大規模園芸施設運営協議会ワーキンググループ会議の開催（月１回） 

イ 生育状況及び作業の進捗状況に応じた労務管理改善指導（週１回） 

 

■ 活動成果 

（１） 高品質トマト及び促成イチゴの安定生産 

ア 人材育成 

(ｱ) 管理担当者が各種調査を行えるようになるとともに、環境制御技術が向上した。 

(ｲ) 全職員の栽培管理や病害虫防除に対する知識と技術が向上し、作業効率が向上したほ

か、病害虫を早期発見できるようになった。 

イ 栽培管理技術の改善 

(ｱ) 生育調査結果及び環境モニタリングデータに基づく栽培管理技術が向上し、収量向上

が図られた。（トマト：前年対比 110.3％、イチゴ：前年対比 175％） 

(ｲ) トマトの高温対策として、温度・飽差の管理とクロマルハナバチの管理方法を改善し

た結果、夏期の落花が減少した。 

(ｳ) イチゴの奇形果対策として、温度・飽差・炭酸ガス濃度の管理を導入し、クロマルハ

ナバチからミツバチへ切り替えた結果、奇形果の発生が減少した。 

(ｴ) 防除対策の強化により、昨年度問題となったトマトのうどんこ病・疫病、イチゴのう

どんこ病・ハダニ類・アザミウマ類による被害が大幅に軽減された。 

ウ 関係機関連携 

(ｱ) 大規模園芸施設運営協議会ワーキンググループ会議で検討されたトマトベッドの均平

化及びハウス周辺の排水対策工事が陸前高田市によって実施され、ベッドの凹凸に起因

する枯死株（湿害）が減少し、大雨による浸水被害も解消された。 

(ｲ) 試験研究課題として要望した「イチゴの閉鎖型高設栽培システムにおける追肥方法」

の現地試験が開始されるとともに、新たに要望した「作業日誌等の分析による労務管理

課題の明確化」も試験研究課題に採用された。 

（２） 収支状況の把握と改善方策の検討 

  ア 大規模園芸施設運営協議会ワーキンググループ会議の際に収支状況の共有が図られ、単

価向上に向けた販売方法（販路、パッケージ等）の改善等、随時、検討が行われた。 

  イ 定期的な生育状況及び作業の進捗状況に応じた労務管理指導により、作業の遅れが改善

し、人件費も削減された。（トマト：前年対比 88.8％、イチゴ：前年対比 93.9％） 

 

■ 協働した機関 

  陸前高田市大規模園芸施設運営協議会ワーキンググループ 

 

■ 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:後藤純子  チーム員:新藤雅文、皆川歌織、小田島 裕） 

  執筆者：小田島 裕 

 平成29年度は、過去２年間の反省を踏まえて、各課題の改善に取り

組んできました。特に、週１回開催された普及センターとの打合せで

確認した栽培管理作業を確実に実施するよう努め、作業工程に応じた

労力配分、労務管理が適切に行えるようになりました。この結果、今

年度はイチゴ、トマトも順調に生育しています。 

今後は、さらに栽培経験を積み重ね、沿岸部での施設利用型農業振

興にも貢献したいと思っています。 

所属職名：（株）JAおおふなとアグリサービス管理部長  氏名：柏崎明彦 
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ブロッコリーを取り入れ野菜農家の育成        

【宮古農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  宮古地域の野菜生産振興 

 

■ ねらい 

  高齢化により野菜販売農家数は減少傾向であるが、毎年数名の新規就農者や後継者がおり、

所得向上にも意欲的な姿勢であることから、周年的に収益を上げるための夏秋期以外の販売品

目を定着させる必要があった。 

当地域では、夏秋期前の品目として春ブロッコリーの有望性が認識されつつあり、既に栽培

されている田野畑村に比べて、宮古市・山田町は温暖で早い時期からの出荷が可能であると考

えられた。 

そのため、地域の核となる農家育成に向け、夏秋品目に加え春ブロッコリーの拡大に向けた

支援を行うこととした。 

 

■ 活動対象 

  野菜販売農家（新規就農者含む）61戸 

 

■ 活動経過 

（１） 農家育成に向けた取組み 

  ア 戸別営農相談の実施（12月） 

    地域協議会農産園芸部会事業として関係機関同席のもとで実施し、新規就農者について

は、担い手チームも同席して活動を行った。戸別営農相談では、当年の課題や農家自らが

改善しようとする事柄等の検討を行い、普及センター、農協等でアドバイスを行い翌年の

生産目標と販売目標及び栽培計画を作成した。 

  イ 対象の重点化と共有（４月～、３ヶ月に１回程度） 

    地域協議会農産園芸部会に園芸振興アクションチームを設置し、地域の核として育成す

べき農家を選定し、対象の課題や支援状況の共有を図り、スムーズな育成に向けて関係機

関と連携して活動を行った。 

（２） 栽培技術の確立・普及に向けた取組み 

  ア 春ブロッコリーの作型前進化に向けた実証圃の設置（４～６月） 

    早い時期の市場ニーズが高いこと、戸別規模拡大のため収穫期間を前進化する必要があ

ったことから、マルチ被覆やべたがけ資材を用いた実証圃を設置し、前進化に向けた技術

の確立を図った。 

  イ 春ブロッコリーの栽培講習・実演会（平成29年4月、平成30年2月） 

    平成29年4月25日に現地講習会を開催し、実証圃の概要説明やメーカーによるべたがけ資

材の効果説明、半自動移植機の実演会を行い栽培技術等の普及を図った。 

    平成30年2月5日に講習会を行い、実証成果の説明、栽培技術の普及を図った。 

  ウ 個別巡回による夏秋品目の技術習得 

    後継者や新規就農者は、夏秋品目（きゅうり等の果菜類）の栽培技術について未熟な部

分が多いため、個別巡回により摘葉、整枝、防除等の濃密な指導を実施した。 
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■ 活動成果 

（１） 野菜複合経営による野菜農家の育成 

  ア 野菜販売額500万円以上農家の育成 

    夏秋品目の栽培管理に影響が少ない春ブロッコリーを取り入れたことにより、各農家の

販売額が向上し、収益向上につながった。その結果、野菜販売額500万円以上農家が新たに

２戸育成された。 

    販売額500万円以下の農家についても、前年より販売額が向上し、次期候補として育成さ

れつつある。 

（２） ブロッコリーの生産拡大 

  ア 栽培面積・戸数 

    新規就農者・後継者等を中心に新たに導入が進むと共に、戸別の栽培面積の拡大が図ら

れた。平成28年：160a(6戸)→平成29年：425a(10戸)→平成30年見込み：677a(11戸)。 

  イ 出荷時期の前進化 

    べたがけ資材被覆による栽培、早期出荷の価格的な有利性の理解が進み5月の出荷量が増

加した。平成28年：576kg→平成29年：2,488kg。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 戸別営農相談         写真２ 作型前進化に向けた実証圃 

  宮古市・山田町でもブロッコリーの作付け拡大が進み、全域で作付けされ

る品目となりました。宮古営農経済センターでも重点品目と位置づけられ、

今後も作付け拡大が進む見込みです。 

 当地域の野菜振興、野菜農家の育成のためにも引き続き連携した取組みを

行っていきたいと思います。 

 

所属職名：新岩手農業協同組合宮古営農経済センター調査役兼TAC  氏名：平坂博喜 

 

■ 協働した機関 

  新岩手農業協同組合宮古営農経済センター、宮古市、山田町、宮古農林振興センター 

 

■ 宮古農業改良普及センター 

  園芸振興支援チーム（チームリーダー：佐々木 満、チーム員：吉田昌史、安部宏美）   

  地域農業振興チーム（菅野史拓、熊谷親一、加藤清吾） 

  担い手・農村活性化チーム（早川博史、久保田真衣、小原 幸） 

  執筆者：佐々木 満 

 

 

顔写真 
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意欲ある農業者の経営力向上支援 

【二戸農業改良普及センター】 

 課題名 

認定農業者等の経営改善支援 

 

 ねらい 

当管内には平成 29 年３月現在 785 人（二戸市 295 人、軽米町 176 人、九戸村 106 人、一

戸町 208 人）の認定農業者がおり、市町村基本構想の目標農業所得を達成できるよう効率

的な支援が求められている。このため、認定農業者等の中から重点支援対象者を選定し、

技術指導と経営管理指導を併せた総合的な支援を行うことで、改善モデルを作出し認定農

業者全体への波及を目指した。 

 活動対象 

認定農業者、地域農業マスタープランの中心経営体、認定新規就農者等 

 

 活動経過 

（１） 認定農業者等の経営能力向上をねらいとした農業経営発展セミナーの開催 

  ア 経営改善実証農家の視察、先進農家の事例研修（H27、H28 年度） 

イ 新たな農業経営指標を活用した経営分析研修（H28、H29 年度） 

  ウ 戦略マネジメントゲーム研修（H29 年度）   

（２） 経営改善実践農家の計画達成に向けた個別支援の実施 

  ア 重点支援対象の選定 

   (ｱ) 重点支援対象として 16 経営体（H27 年度は 12 経営体、H28 年度は 16 経営体）を選

定した（５月）。 

   (ｲ) リーディング経営体候補者も重点支援対象に位置付けた（H28 年度から）。 

   (ｳ) 普及員 1 人 1 人が、重点支援対象 1 経営体を担当している（H28 年度から）。 

  イ 単年度経営計画の策定支援 

   (ｱ) 重点支援対象と面談して話し合いながら、経営理念、経営ビジョン、経営目標、経

営戦略を一緒に策定した（～７月）。 

(ｲ) 重点支援対象と話し合いながら、H29 年度の目標販売額や目標所得を設定し、行動

計画も含めた「単年度経営計画」を作成した（～７月）。 

   (ｳ) 目標販売額や目標所得達成に向けた支援を行った（～３月）。 

     【実施例】 

・ 実証圃設置による生育状況把握、栽培指導の実施。 

      ・ 乳牛のボディコンディション・チェック（毎月）の実施。 

      ・ 牛舎増築、機械導入に向けた補助事業の情報提供等。 

ウ 農業経営改善達成支援事業（地域経営推進費）等の活用を提案した。 

エ 農業経営発展セミナーへの参加を誘導した。 

 

 活動成果 

（１） 認定農業者等の経営能力向上 

  ア 「新たな農業経営指標」を活用した経営分析研修 

受講者は、２ヵ年分の経営データを基に経営を振り返り、販売額が低いこと、経費低

減が必要であることに気付くなど、経営改善の必要性を再認識した。 

イ 戦略マネジメントゲーム 
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受講者の関心は高く、再度受講したいとの意見が多く聞かれた。 

【受講者の感想】 

・ 経営感覚と実際の経営状況が異なることを知った。 

・ 自分の想定と違う時の決断が遅い。戦略や経営計画を立てる参考にしたい。 

・ 販売価格の設定で、かけ引きが難しく利益を上げることが大変だった。   

（２） 重点支援対象 16 経営体のうち、目標達成３、目標８割程の達成が７経営体である。 

ア 経営体 M（酪農）  販売額目標 5,000 万円 ⇒ 販売額実績 5,000 万円 

イ 経営体 K（野菜）  農業所得目標 600 万円 ⇒ 農業所得実績 700 万円 

ウ 経営体 O（和牛繁殖）販売額目標 3,500 万円 ⇒ 販売額実績 4,000 万円 

（３）残された課題 

  ア 認定新規就農者（就農４～５年目）や農業青年が経営者能力を高め、円滑な経営継承

を図られるよう支援が必要である。 

イ 女性農業者の農業経営参画に向け、経営者能力を身につけるよう支援が必要である。 

  ウ 重点支援対象への所内横断的支援と、関係機関・団体との連携が重要である。 

 

 

 

 

   青年等就農計画は作りましたが、経営理念や経営ビジョンなど考えて

なくて、経営理念や経営ビジョンと言われてもピンと来なかった。普及

員の方と一緒に経営理念やビジョンを考えることで、頭の中がスッキリ

しました。経営分析研修では、自分が思っていたよりも経費がかかって

いることに気付きました。飼養管理では、軽米サブセンターの方から指

導を受け、空胎日数も短くなってきています。 

所属職名：カシオペア４Ｈクラブ   氏名：田澤太朋 

 

 協働した機関 

二戸市、軽米町、九戸村、一戸町、JA 新いわて、二戸農林振興センター、中央農業改良普

及センター・軽米普及サブセンター 

 

 二戸農業改良普及センター 

担い手・農村起業育成チーム、作物・集落経営体育成チーム、園芸経営体育成チーム 

執筆者：昆野善孝 

農大生と地域との懇談会にて、重点支援対

象の経営改善の取り組みを研修  

マネジメントゲーム研修を重点支援対象、

認定新規就農者、女性農業者も受講  
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水稲新品種「金色の風」の早期普及を目指して 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  オリジナル水稲新品種の普及拡大 

■ ねらい 

  米価下落により米の収益性が大幅に低下している。また、ブランド米による産地間競争が激化

しており、需要に対応した売れる県産米の生産拡大がさらに必要となっている。 

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

体の評価向上が期待される中、新品種を速やかに普及定着させる。 

■ 活動対象 

  岩手県「金色の風」栽培研究会、農業改良普及センター（奥州・一関） 

■ 活動経過 

（１） 新品種における良食味・高品質米栽培技術の確立 

ア 安定栽培適地の把握と作付誘導【対象：展示圃農家】 

    本年度から一般栽培がスタートし、作付目標面積100haに対して109haの作付であった。栽

培適地にはモデル展示圃14ヵ所、栽培適地外には栽培適地実証圃１ヵ所を設置し、生育調査

を通じて地域適応性や品種の生育特性把握に努めた。 

イ 良食味・高品質米の安定栽培技術指導【対象：研究会】 

    平成29年２月に栽培適地である３JA管内に３つの地域栽培研究会が設立され、県全体の栽

培指導や情報共有のために同３月、岩手県「金色の風」栽培研究会が設立された（事務局と

して県域普及グループ参画）。 

県研究会活動として、平成28年度作成の『「金色の風」高品質・良食味米栽培マニュアル』

に基づき、栽培研究会を計４回（６、７、９、12月）開催し、栽培指導を行った。 

ウ 研究会活動を通じた安定栽培技術向上【対象：研究会】 

マニュアルに示した品質目標（整粒歩合80％以上、玄米タンパク質含有率7.5％以下（玄

米水分0％換算））を達成するために、研究会活動を通して活動した。 

（２） 新品種のＰＲ等による知名度の向上 

  ア 県産米戦略室との連携のもと、達増知事による「金色の風」の田植（5/8、約70名参加）、

稲刈り式（9/28、約50名参加）に参加し、生産者及び消費者へのＰＲ活動を行った。 

■ 活動成果 

（１） 新品種における良食味・高品質米栽培技術の確立 

ア モデル展示圃および栽培適地実証圃設置：４市町15ヵ所に設置し、各地域研究会事務局（JA

職員）らが調査を実施した。その調査結果を栽培研究会で共有し、タイムリーな栽培指導が

実施された。 

イ 栽培マニュアルの改訂：農業研究センター試験研究成果は示されなかったが、モデル圃

場等のデータをもとに改訂した。改訂のポイントとしては、品質維持、収量低減を防ぐた

めの倒伏対策があげられ、栽植密度や水管理に関する部分を改訂した。 

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

ること、かつ玄米タンパク質含有率7.5％以下（玄米水分0％換算）であること」という出

荷基準を設定した。平成29年産米一等米比率は98.2％であり、ほぼすべてが出荷基準をク

リアした。 

エ H29作付面積およびH30作付予定面積：H29作付面積は109haであり、目標（100ha）を達成
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できた。H30作付予定面積はH29の倍以上の224haに拡大することになった。 

オ 食味評価「Ａ」評価：(一社)日本穀物検定協会が実施する米の食味ランキングに出品した

が、食味評価は「Ａ」（参考品種）であった。昨年の「特Ａ相当」※並の評価にはならなかっ

た。 

※ 食味ランキングの評価対象ではなく、農研センターの育成品種を食味ランキングと同

様に評価した結果である。 

（２） 新品種のＰＲ等による知名度の向上 

  ア 知事によるＰＲ活動、各種コンテストでの入賞（2017米のヒット甲子園の最終選考９銘柄

に選出（主催：日経トレンディ））などにより、生産者および消費者に広く認知された。 

  イ 品質目標が達成されたことにより、初年度の流通量を確保できたことが知名度の向上につ

ながった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特Ａを取れず、生産者としては大変残念。８月の日

照不足など天候不順で栽培が大変な年でしたが、関係

機関と連携し、栽培方法などをもう一度確認しながら、

今年も一生懸命作っていきます。 

所属職名：岩手県「金色の風」栽培研究会会長  氏名：鈴木哲也（モデル展示圃担当農家） 

画像：左から千葉永役員、高橋貞信副会長、鈴木哲也会長、小野正一副会長 

 

■ 協働した機関 

  岩手県「金色の風」栽培研究会、農業改良普及センター（奥州・一関） 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

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

執筆者：中西商量 

「金色の風」知事稲刈り式 

（H29.9.27 JA いわて平泉農業倉庫） 

第４回岩手県「金色の風」栽培研究会 

（H29.12.19 JA 岩手ふるさと本所 会議室） 

56



 

麦・大豆現地研修会の開催による技術伝達 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】  

■ 課題名 

  水田大豆・麦産地の技術力の向上 

 

■ ねらい 

  近年、国産麦、国産大豆の需要が高まっているが、県産麦・大豆の品質や単収は、全国及び

東北と比べて低迷しており、安定的な品質と収穫量の確保が実需者から望まれている。 

  これに対応して、県では毎年、麦、大豆の栽培技術研修会を開催しており、テーマに即した

新技術の伝達や国内情勢、実需者からの要望等の情報提供を行っている。今年度は雑草対策に

焦点をあてた研修会とし、基本技術の確認とともに、新しい除草剤や防除方法の紹介、優良事

例の発表等を通して、次年度以降の安定した品質・収穫量の確保を目指した。 

 

■ 活動対象 

  大豆・麦生産者、ＪＡ、関係機関、各地域農業改良普及センター 

 

■ 活動経過 

（１） 平成29年度岩手県麦栽培研修会の開催に向けての準備、関係機関との調整 

ア 県農産園芸課と県内麦作の問題点を整理し、研修会で取り上げる内容について検討を行

った。例年現地研修も行っているが、雑草対策に焦点を絞った検討会とするため、室内研

修を中心とする内容とした。 

イ 雑草対策については県内外での取組状況の紹介を行ってもらうため、県域普及グループ

から農薬メーカーに情報提供の依頼を行い、発表内容について具体的な打合せを行った。 

ウ 雑草対策をはじめ、高品質・高単収栽培を実践している生産者から具体的な事例を生産

者の視点から発表してもらうため、対象生産組合に対して、地域普及センターを通して調

整を行った。 

エ 新しい品種に対する要望も高いことから、農業研究センターの品種比較圃場の視察を依

頼し、打合せを行った。 

（２） 平成29年度岩手県大豆栽培研修会の開催にむけての準備、関係機関との調整 

ア 麦栽培研修会と同様に、県農産園芸課と県内の大豆作の問題点を整理し、研修会で取り

上げる内容について検討を行った。実施時期を当初９月とし、現地研修も考えていたが、

天候不順や水害、台風被害が大きかったため、実施時期を収穫の終わった12月とした。 

イ 大豆作についても栽培上の課題は雑草対策であることから、国の研究機関や各地での取

組状況の紹介、新剤の情報提供を東北農業研究センターにお願いし、日程調整を行った。 

ウ 今年の大豆作の生育概況をまとめ、天候不順な状況でも安定した発芽、初期生育が確保

できる湿害回避技術の紹介を中心とした発表を県域普及グループから行った。 

 

■ 活動成果 

（１） 平成29年度岩手県麦栽培研修会   

開催日：平成29年6月7日、場所：岩手県農業研究センター大会議室他、参加者：124名 

ア 緑肥活用事例（一関普及センター） 

小麦の連作による地力低下や、雑草繁茂を懸念し、平成14年に様々な緑肥の試験栽培を

実施。緑肥大豆の効果が高く、取り組みやすい。現在も取り組みは続いているが、増収、
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土壌表面の排水性、雑草抑制等に効果が見られている。 

イ 「小麦収穫後の圃場管理について」（農薬メーカー） 

小麦収穫後、すぐに耕起せず、雑草が繁茂してから非選択性除草剤を散布し、土壌処理

剤との体系処理を行うことで、雑草の発生を抑えることが可能。土壌処理剤を散布する際

に雑草が発生していないことがポイント。 

ウ 「イタリアンライグラス対策について」（農薬メーカー） 

愛知県の事例より、小麦播種後、土壌処理剤をすぐに散布し、小麦が２葉期になった頃

にイタリアンライグラスに効果の高い土壌処理剤を再び散布することで、難防除雑草であ

るイタリアンライグラスを激減させることが可能であった。 

エ 優良事例発表 

平成28年度全国麦作共励会 全国農業協同組合連合会会長賞 （農）イーハ東部銀河 

平成28年度優良経営体表彰 農林水産省経営局長賞 （農）遊新 

 

（２） 平成29年度岩手県大豆栽培研修会 

開催日：平成29年12月14日、場所：岩手県農業研究センター大会議室、参加者：180名 

ア アレチウリ、帰化アサガオ等の生態と防除体系（東北農業研究センター） 

大豆作での雑草対策は、大豆を生育させて雑草抑制を図ることが基本。条間と同じ高さ

に大豆が生育するまで農薬や、中耕での防除が必要。アレチウリには大豆の播種～２、３

葉期までに土壌処理剤と茎葉処理剤による防除を実施し、５葉期以降に畦間・株間処理を

行う体系処理の効果が高い。アサガオ類は２葉期の大豆バサグラン液剤の散布は必須であ

るが、狭畦栽培や畦間・株間処理が可能かどうかで防除法は異なる。 

イ 新規除草剤の紹介（東北農業研究センター） 

広葉雑草に効果の高い新規除草剤がH30に登録となった。大豆への薬害が大きい除草剤で

あるが大豆バサグラン液剤で防除できなかったシロザ、ヒユ類等に効果が高い。 

ウ 湿害回避播種技術普及面積 平成28年度42.0%  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  農研機構東北農業研究センター、（公社）岩手県農産物改良種苗センター、全農岩手県本部、 

農産園芸課、農業普及技術課、農業研究センター、各農業改良普及センター 

■ 中央農業改良普及センター（県域普及グループ） 

  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：渡邊麻由子 

写真１ 麦類の新品種を視察 

 

写真２ 意見交換が活発な大豆栽培研修会 
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青枯病に対する転炉スラグ処理等の効果検証の支援 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  野菜産地基盤の強化 

 

■ ねらい 

  ナス科野菜の青枯病対策については、本県果菜類産地の重要課題であり早期に解決が必要で

あるが、これまで現地で取り組んだ還元土壌消毒等による対策技術については安定的な運用が

できていない状況である。 

最近、新たな技術として農研機構から転炉スラグを用いた青枯病対策技術について報告され

たが、現地圃場での本技術の実施に際して懸念される生理的影響の検討が必要であったことか

ら、県域普及グループの普及指導計画に組み込みのうえ、現地実証の支援に取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  ナス科野菜生産者、全農いわて職員、ＪＡ営農指導員、普及員 

 

■ 活動経過 

（１） 実証圃の設置（４月） 

・ 奥州農業改良普及センターと現地実証の計画検討。 

・ 青枯病対策技術として、トマトでの転炉スラグ処理技術に加えて、ピーマンでの高接苗

利用技術について実証することとした。 

（２） 土壌菌密度の調査（トマト３回、ピーマン２回） 

・ ナス科青枯病対策技術の実証圃の効果確認手法として、農業研究センター病理昆虫研究

室と連携し土壌中の細菌密度の計測に係る支援を実施。 

・ 土壌サンプリングは栽培開始時（トマト：4/12、ピーマン：5/9）、 

栽培中（トマト：8/22）、栽培終了時（トマト、ピーマン：10/6）に行い、細菌密度の計

測を依頼。 

（３） 実証圃における発病状況の調査（６～９月） 

奥州農業改良普及センターが主体となって、定期的に実証圃における発病（萎れ）状況

を調査。 

 

■ 活動成果 

（１） 技術実証により、本年度の栽培においていずれの品目でも青枯病の発病は抑制された。 

（２） トマトで懸念されていた転炉スラグ施用の高 pH に起因する生理障害等は確認されなかっ

た。 

（３） 農研センターでは本実証の結果も活用し「転炉スラグを用いた土壌 pH 改良と耐病性台木

の併用によるトマト青枯病の被害軽減（指導区分）」として研究成果を提案。 

（４） トマト実証経営体では次年度以降、転炉スラグ処理技術の導入拡大を計画。県内他産地

においても導入が期待される。ピーマン高接苗は JA での取り扱いが始まっている。 

（５） 今後の対応としては、本年度の気象経過（夏期低温）による少発生の背景も考慮し、平

成 30 年度も技術導入経営体での青枯病の追跡調査を継続。 

（６） 全農いわての園芸産地改革ネットワークトマト部会の取組としても、平成 30 年度に転炉
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スラグ処理の実証圃を設置予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当管内はトマトやピーマンなどナス科野菜の県内主力産地であるが、長年

の連作により青枯病が発生し、単収向上の阻害要因となっています。 

 これまで色々な対策技術を導入したものの成果が得られなかった実証圃で

転炉スラグの効果を確認できたことから、次年度も追跡調査を継続しながら

産地課題の解決を図り、農家収益の増大に向けて協力して取り組んで行きた

いです。 

所属職名：奥州農業改良普及センター主査農業普及員   氏名：細川史絵 

 

 

■ 協働した機関 

  奥州農業改良普及センター、農業研究センター病理昆虫研究室、ＪＡ江刺、 

ＪＡ岩手ふるさと、全農いわて 

 

■ 中央農業改良普及センター 

  園芸チーム（チームリーダー：佐藤成利、チーム員：石川勝規、山田 修、高橋拓也） 

  執筆者：高橋拓也 

 

図１ トマト圃場への転炉スラグ施用 

畦内の深さ 10cm を対象にｐＨ7.5 に矯正。 

10 アールあたり２トン散布（緩衝能曲線 

を作成し推計）。 

図２ 栽培終盤のトマト圃場の状況 

（枯死株５％。近年で最高の成績。） 
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りんどう有望系統の現地適応性実証        

 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  新品種導入によるりんどう産地の再生 

 

■ ねらい 

   りんどう既存品種の代替として新系統が育成されているが、各系統の現地での適応性につ

いてはまだ知見がない。現地への速やかな導入を図るため、これらの系統について、生育状

況、病害虫・生理障等の発生状況、既存品種との特徴的相違等について調査し、有望系統の

普及性について検討する。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、ＪＡ営農指導員等 

 

■ 活動経過 

（１） 実証計画打合せ（５月） 

平成27年度から平成28年度にかけて新系統実証導入を行った９地域普及センターで、開

花時期や特性等を把握するための調査様式や今後の計画等について検討。あわせて平成29

年度から実証開始予定の３系統について実証確認を行った。 

（２） 実証農家の栽培条件および耕種概要の把握（５月） 

（３） 各系統ごとの生育調査（５～10月） 

    採花盛期、茎径、立茎数、草丈、花段数等。 

（４） 病害虫、生理障害等の発生状況調査、現地適応性評価（５～10月） 

    病害虫発生時期、種類、程度等および特有の特性等。 

（５） 実績検討会（11月） 

 

■ 活動成果 

（１） 概ね各系統とも形質の揃いは良好であり、これまでの品種と比較して評価は高かった。

しかし、系統によっては、頂花の咲き方に開花幅が見られたり、側枝が目立ったり、クラ

ウン部分が露出しやすい系統もあり、導入にあったては検討が必要と思われるものもあっ

た。 

（２） 開花期では、定植２年目の系統において地域、栽培場所によっては本来予定されていた

開花時期と異なるものもあり、年次変動の幅を考慮する必要があるものと思われる。 

（３） 病害虫面では、発症程度は低いものの系統によっては葉枯病、下葉の黄化・枯れ等が散

見されるものもあり、防除上注意が必要と思われるものも確認できた。 

（４） 今回の調査では、定植２年株も対象としているため、２年株ではまだ株が充実しておら

ず、また株によって生育格差等があることから本来の特性を発現できなかったものと思わ

れ、次年度以降、株が充実した時点で生育特性や開花時期等について継続して検討してい

く必要がある。一方、３年株については株がある程度充実し、ほぼ本来の特性を把握でき

たものと思われる。 

（５） これまでの調査結果をもとに、開花特性や開花時期等を十分に考慮し、現地に最適な品
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種を提案していくこととしている。 

図１ 系統毎の実証地点における採花盛期      図２ 系統毎の実証地点における立茎数等 

          

図３ 現地実証の様子 

 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター、農業研究センター野菜花き研究室 

 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：佐藤成利、チーム員：石川勝規、山田 修、高橋拓也）   

  執筆者：佐藤成利 
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醸造用ぶどうの安定生技術実証 

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  競争力のある果樹産地の育成 

 

■ ねらい 

  現在、県内では10社のワイナリーが営業しているが、平成29年度より県では「いわてワイン

ヒルズ推進事業」を実施し、新たにワイナリーの開設が具体化するなど、県内各地でワイナリ

ーを核としての地域振興の動きが活発化してきている。 

そのなかで導入を推進している醸造用ぶどうの垣根仕立て栽培では、その収量構成要素など

栽培指導上不明な点もあり、またワイン原料として高糖度の果実品質も求められていることな

どから、これらに係る安定生産技術を検討することで、指導上有用な知見を得ることを目的に

本課題を実施した。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、醸造用ぶどう生産者、ワイナリー等 

 

■ 活動経過 

（１） 醸造用ぶどうの収量構成要素の把握（４～10月） 

ア 実証計画打合せ（４～５月） 

中央普及センターと盛岡普及センターの複数チームに調査研究として本課題を実施する

こととし、調査手法・対象園地等についてはワイナリーとも打合せを実施。 

イ 調査ほ場及び品種 

花巻市大迫町の垣根マンズレインカット仕立て３戸と、紫波町の垣根ギヨー仕立て３戸

で実施。調査品種は、両仕立の共通品種として「リースリング・リオン」「メルロー」 

「ツバイゲルト・レーベ」を選択して調査。 

ウ 調査内容（７～10月） 

新梢伸長停止期の７月31日・８月30日に、結果母枝間隔、新梢本数、新梢長、１新梢当

たりの葉数、１新梢当たり着房数、葉面積等を調査し、収穫直前の９月15日、10月５日に

果実品質調査を実施した。 

（２） 高糖度の原料供給を目指した最適収量構成要素の検討 

ア 実証計画打合せ（５月） 

中央普及センターと盛岡普及センターの複数チームに調査研究として本課題を実施する

こととし、調査手法・対象園地等についてはワイナリーとも打合せを実施。 

イ 調査ほ場及び品種 

紫波町の平棚仕立て１戸で実施。調査品種は「マスカット・ベリーＡ」を調査。 

ウ 調査内容（７～10月） 

新梢伸長停止期の７月31日に、新梢本数、新梢長、１新梢当たりの葉数、１新梢当たり

着房数、葉面積等を調査し、収穫直前の９月20日に果実品質調査を実施した。 

（３） 実証結果の共有（３月） 

ア 得られた成果は、中央普及センター県域グループで作成した醸造用ぶどう栽培マニュア

ルに反映し、成果の共有を実施。 
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■ 活動成果 

（１） 醸造用ぶどうの収量構成要素の把握 

ア 垣根仕立ての収量構成要素としては、①単位面積当たり新梢本数、②１新梢当たり着房

数、③１房重、が重要であることが示唆され、透光性と果実品質を考慮しながらこれらの

バランスをとることが重要と考えられた。 

イ 垣根仕立てでは結果母枝を列状に配枝しそこから発生した新梢に結実させるため、収量

を確保するには結果母枝の構造を把握することが重要である。その結果母枝構造を調査し

たところ（表１）、１樹当たり新梢本数と結果母枝芽数は、結果母枝本数が異なるためマ

ンズで多いが、１芽当たり発生新梢本数ではギヨーが多かった。品種ごとの収量性をしめ

す結果母枝の芽間隔では、「ツバイゲルト・レーベ」＞「メルロー」＞「リースリング・

リオン」の順で短かった。 

ウ これら調査結果から結果母枝１ｍ当たりの芽数がおおよそ把握され、垣根ギヨー仕立て

における簡易な収量シュミレーションが可能となった。その構成要素として、①列間、②

結果母枝上の芽数（芽間隔）、③結果母枝上の新梢本数、④摘房強度、⑤１房重、が上げ

られ、これらを組合せることで多様な条件下における収量予測の可能性が示唆された。 

表１　垣根仕立て醸造用品種の結果母枝構造調査結果

仕立 １樹当 １樹当 １芽当 結果母枝の 結果母枝 結果母枝

品　　種 新梢本数 結果母枝芽数 発生新梢数 芽間隔 １m当新梢数 １m当芽数
方法 （本/樹） （個/樹） （新梢/芽） （ｃｍ） （本/ｍ） （個/ｍ）

ギヨー 11.0 16.5 0.67 10.9 6.1 9.2

マンズ 30.0 54.0 0.57 8.7 6.5 11.5

ギヨー 13.5 19.0 0.73 10.6 6.8 9.4

マンズ 30.5 52.5 0.58 12.3 4.7 8.1

ギヨー 12.0 14.5 0.83 12.3 6.8 8.2

マンズ 29.0 40.5 0.71 14.2 5.1 7.1

※結果母枝の芽数・間隔は、不発芽、芽かきをした芽など、発生する可能性のある芽全てを含む

ツバイゲルト
・レーベ

メルロー

リースリング
リオン

 

（２） 高糖度の原料供給を目指した最適収量構成要素の検討（表２） 

ア 一坪当たりの着房数が同じな場合、葉数が多いほど糖度が高く酸抜けも早くなるなど、

果実品質向上の可能性が示唆された。その際の基準収量は経済性や他県事例も考慮すると

2.4ｔ/10a 程度が適当と考えられ、葉数は日当たりや果実品質を考慮すると LAI２～2.5 が

適当と思われる。ただし一房重が大きくなると、その分糖度上昇を妨げる可能性があるた

め、１房当たり 70 粒程度に制限する必要があると考えられた。 

表２　マスカットベリーAの高品質果実生産のための収量構成要素(暫定版）

目標糖度
（Brix％）

果房重
　（ｇ）

１坪当
着房数

（房/3.3㎡）

10a当
着房数
（房/10a）

10a当
収量

（kg/10a）

１坪当
新梢数

（本/3.3㎡）

LAI
（㎡/㎡）

１新梢当
着房数

（房/新梢）

19以上
400～
450

20 6000 2500以下 30～40 2～2.5

0.5～0.7
（2新梢に1房

または3新梢

に2房）

※１葉の葉面積は200c㎡、１新梢当たりの葉数は10枚と仮定  
■ 協働した機関 

  盛岡農業改良普及センター、中央農業改良普及センター地域普及普グループ 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：佐藤成利、チーム員：石川勝規、山田 修、高橋拓也） 

  執筆者：石川勝規 
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ほうれんそうの安定生産技術の確立と普及へ向けた取組       

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  葉菜類の産地力強化 

 

■ ねらい 

 ほうれんそう産地では長期安定出荷が求められており、特に課題となっている夏期の高温対

策について各地で取り組んでいるが、県全体としての単収向上には至っておらず、生産者間の

格差もみられている。 

 このため、平成26～28年の3年間にわたり、県内主要産地の普及センターと連携してほうれん

そうの高～低収量農家を対象に聞き取り調査及び栽培土壌の物理性・化学性調査を実施し、比

較分析の結果、高収のポイントとなると思われる技術が示唆された。 

そこで、岩手県園芸産地改革戦略推進会議技術対策部会・園芸産地改革ネットワーク合同の

検討会等において調査結果を共有するとともに検証技術について検討し、各地域で効果を確認

するために実証を行った。 

 

■ 活動対象 

  ほうれんそう生産者、ＪＡ営農指導員、普及員 

 

■ 活動経過 

（１） 栽培技術および土壌の調査・整理（H26～29年） 

  ア チェックシートを活用した技術等の聞取り調査（H26～27年） 

 中央（遠野）、八幡平、二戸、久慈農業改良普及センターがそれぞれ主体となり、各地

域の生産者計36名の聞取り調査を実施。 

  イ 土壌の物理性・化学性調査（H27～28年） 

    高収・低収各３名について、土壌の物理性・化学性の調査を実施。 

  ウ 調査結果の整理・共有（H27～29年） 

    調査結果を整理し、ポイントを関係機関と共有。 

（２） 効果の検証（H28～29年） 

  ア 生育中かん水効果確認（H28年） 

    久慈農業改良普及センター管内１戸で、pFメーター設置による生育中かん水の効果を確

認し、結果共有。 

  イ 全県的な生育中かん水効果確認（H29年７～９月） 

    各普及センター管内で、pFメーター設置による生育中かん水の効果を確認。 

ウ 検証結果の共有（12月） 

地域の検証結果の共有。 

   

■ 活動成果 

（１） 聞取り調査結果を整理したところ、下記のような傾向が認められた。 

ア 高収農家の９割は排水の良い場所で栽培。 

イ 全体の８割が播種前 + 播種後のかん水を実施しているが、低収の３割は生育中かん水を

ほぼしておらず、高収の５割はかん水むらを直すための追加かん水を実施。 
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ウ 遮光は概ね実施されていたが、低収、中収の２割は未実施。中収農家の３割は高温障害

が甚発生。 

（２） 土壌の物理性・化学性調査結果を整理したところ、物理性では明確な傾向が見られなか

ったが、化学性で高収農家はCECとpHが高く、ECで低く、硝酸態窒素が少ない傾向。 

（３） 広域で効果確認可能な技術として、圃場の状況に合わせた生育中かん水の実施が有望と

考えられたため、昨年度、久慈管内で先行してpFメーターを設置したかん水実証圃を設置

し、効果の確認。以前から生育中かん水を実施している生産者だったが、pFメーターを確

認することで従来のかん水方法では量や回数が十分ではなかったことが明らかになった。

生産者は実証区以外にもpFメーターを設置して適切にかん水を行ない、増収効果を実感す

るようになった。 

（４） 久慈の結果をふまえ、今年度は各地域で高温乾燥となる夏期の生育中かん水の効果を確

認することとし、実証圃を設置。 

    実証した生産者からは「水分状態が見えるため、かん水の必要な時期が分かりやすい」

「きちんとかん水しなくてはという意識が生まれた」など生育中かん水の必要性を認識し、

増収効果を実感した地域もあった。しかし、実証時期に低温・日照不足の気象で経過したこ

とから十分な効果を確認できない地域もあったため、30年度も継続確認を行う予定。 

（５） 夏期の安定生産のためには、かん水と併せて遮光や病虫害対策等総合的な対策が必要で

あるため、検討会で優良事例等の情報共有を図り、ＪＡ全農いわての園芸産地改革ネット

ワークの事業でもかん水チューブや遮光資材の助成を実施して導入を推進している。 

また、かん水装置、遮光資材についての現地研修会を開催（H29年５月）し、技術の定着

を図っている。 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  JA 全農いわて、JA 新いわて、JA いわて花巻、農業研究センター、 

中央（遠野）・八幡平・久慈・二戸農業改良普及センター 

 

■ 中央農業改良普及センター軽米普及サブセンター 

  野菜チーム（チームリーダー：小原貴子、チーム員：洞口博昭）   

  執筆者：洞口博昭 

pFメーターを設置した生育中かん水実

証圃（久慈） 

技術対策部会現地研修会（かん水装置、

遮光資材）（八幡平） 
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広域コントラを活用した自給粗飼料の広域流通の実証        

【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  良質粗飼料確保による酪農生産性の向上 

 

■ ねらい 

本県の地域毎の自給飼料生産状況をみると、土地利用上の制約が大きな中山間地域や輸入飼

料に頼らざるを得ない地域がある一方で、地域需要を上回る粗飼料生産が可能な地域、公共牧

場が存在する。 

このような地域間の粗飼料需給ギャップを解消するため、今後は、コントラクタ－等が核と

なり粗飼料の広域流通体制を構築していくことが必要である。 

そこで、これまでの広域コントラクタの取組みを踏まえて、広域流通に係る粗飼料生産や流

通の実規模での実証を通してコストや新たな課題について検証する。 

    

■ 活動対象   

広域コントラクター（岩手県農業公社） 

 

■ 活動経過 

（１） 広域流通用粗飼料の生産実証 

一番草の収穫調製実証は、一関市須川牧野を実証場所として現地と連携して細断・ロー

ルベールサイレージを調製。刈取り、集草作業は須川牧場のスタッフ、作業機が担い、自

走式ハーベスタ等他の収穫作業は広域コントラクタで作業性やコストを把握した。 

（２） 粗飼料の広域流通実証 

実証生産されたグラスサイレージを、運送業者の大型トラックを手配して広域流通実証

を行うとともに、流通先でサイレージの品質調査、給与実証を行った。流通実証は一関市

須川牧野から56.3kmの遠隔地にある室根高原牧野までとした。 

 

■ 活動成果 

（１） 広域流通用粗飼料の生産実証 

収穫調製では、作業効率が劣る機械が制限となり一番草のグラスサイレージ調製作業の

作業負担面積は機械体系１セットで50ha強と判断された。 

牧草の収穫～流通に係る経済性を作業負担面積とした50ha規模で試算をすると、グラス

サイレージの生産費は12.1円であり、さらにコスト低減を図る必要があると考えられた。 

（２） 粗飼料の広域流通実証 

牧草運搬がはじめての運送ドライバーであっても、特段トラブルはなく円滑に実施が可

能であった。12トン積みの平ボディートラックに直径115cmの梱包牧草ベール18個が余裕を

もって積載可能で、本実証による輸送距離では１日２往復程度の運搬が可能であった。 

実証調製したグラスサイレージの品質は問題なく、乳用育成牛による給与実証では現地

産の慣行ロールベールサイレージと同等以上の嗜好性を確認した。 

（３） コントラクタ需要増に対応した今後の方向性 

コントラクタ需要は今後も増加が見込まれており、それに対応していくためには本実証

調査結果より、①広域コントラクタ自体の機能強化、②地域のコントラクタ等との協働等

による能率が低い作業部分についての改善を指摘し、次年度に向けた取組みが始まった。 
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広域流通実証では、水分の多いダイレクトカットベールのみではトラックへの積載量を

調整する必要が生じ、効率運搬の面から調製、運搬方法の最適解検討も必要である。 

 

表 流通用グラスサイレージ調製に係る作業負担面積試算 

作業名 使用機械

圃場作業
量

１日の作
業負担面

積

適期作業
期間

適期中
作業可
能日数

作業負
担面積

(ha/hr) （日） (ha)
刈取 ﾓｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ(315 1.43 7

15

103.3
集草 ﾍｲﾚｰｷ(650 0.65 3.6 5月15日 53.3
吹上 自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀ 1.15 5.6 83.1

圃場運搬
ﾌｧｰﾑﾜｺﾞﾝ(2.5トン・6㎥)

0.88 6.2
   ～

91.4
ﾌｧｰﾑﾜｺﾞﾝ(2.5トン・6㎥)

梱包 コンビラップマシン 0.69 4.8 6月5日 71.3

ｺﾝﾋﾞﾗｯﾌﾟ同伴荷役
ホイルローダ(0.45㎥)

0.69 4.8 71.3
ホイルローダﾞ(0.45㎥)

(ha)
cm)

cm)
・467ps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧草や飼料用とうもろこしの広域コントラクタは全国的にあまり先例が無い

取組みで、試行錯誤しながら今日の姿に受託拡大してきました。 

今後の受託も増えていくと見込まれており、農家の期待が大きい半面、効率

的な作業計画の立案や作業遂行が難しくなってきたと感じています。 

次年度もいわてコントラクター等利用推進協議会と連携し、粗飼料の広域流

通実証を通じてユーザー農家がよりメリットを享受できる様に検証を重ねて参

りますので、関係者皆様のご支援をよろしくお願いします。 

所属職名：（公）岩手県農業公社基盤整備部主査 氏名：國分浩章 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター（一関、奥州、盛岡、中央地域、遠野サブ、軽米サブ）、 

農業研究センター畜産研究所 

 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 

  畜産チーム（チームリーダー：多田和幸、チーム員：須藤知生）   

執筆者：多田和幸 

写真 ダイレクトカット法による牧

草収穫作業状況（須川牧野） 

 

モアコンで刈倒した生草をハー

ベスタで細断･吹上げて収穫 

写真 大型トラックによる広域流通実証状況 

（一関市内の国道 343 号） 

図 大型トラックへのベール積載方法の把握 
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