
 

 

 

平成２９年度 

 

岩手県普及活動年報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年６月 
 

 

 

 

 

岩手県中央農業改良普及センター 

県域普及グループ 
 

 



 

 

 

 



は じ め に 

 

 

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

からご支援並びにご協力をいただいており、心から感謝申し上げます。 

県では「いわて県民計画第３期アクションプラン」の実現を目指し、地域農業の核とな

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

の高付加価値化などを推進しています。加えて、東日本大震災津波及び台風第 10 号で被災

した地域農業の営農再開を支援してきたほか、県オリジナル水稲新品種「銀河のしずく」

「金色の風」を中心とした県産農産物全体のブランド化推進、さらには収益性の高い農業

経営を可能とする先進的な ICT や環境制御技術等の導入、東京オリンピック・パラリンピ

ックへの食材供給に向けた GAP 手法の導入などに取組んできました。 

農業改良普及センターでも平成 27～30 年度に渡る「普及指導計画」を策定し、農業者と

直接顔を合わせながら、地域農業及び産地の振興に向けた中長期的な課題解決を進めてお

り、認定農業者や女性農業者の活躍、水稲新品種の作付拡大、園芸・畜産の新技術普及と

生産性向上などに成果を挙げてきました。 

また、国は平成 27 年３月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画に基づき、農業の

成長産業化を促進する産業政策と多面的機能の維持・発揮を促進する地域政策を車の両輪

として、着実な施策推進を図っているところです。 

昨今の取り巻く時勢を背景として、意欲ある農業者や集落が希望を持って農業に取り組

み、地域農業・農村の維持発展を実現していくためには、普及組織が持つスペシャリスト

機能、コーディネート機能、総合的な企画運営能力を発揮した現場密着の支援が重要と考

えております。本書は、各農業改良普及センターが平成 29 年度に取組んだ普及指導活動の

うち、主な活動成果を集約し、広く紹介することを目的に取りまとめたものであり、各地

での農業・農村の発展に向けた活動の参考にしていただければ幸いです。 

関係各位には、今後とも一層のご支援とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

                     平成 30 年６月 13 日 

中央農業改良普及センター 

所長 下村 功 
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  Ⅰ 気象経過と農作物の生育概況 
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１ 平成 29年１月から 12月までの気象概況 

(1) 年間の気象概況 

 

 

 

 

 

 

 

１月、３月は、低気圧や冬型の気圧配置等の影響で曇りや雪または雨の日が多かったが、月降水

量は少なく経過した。 

２月は、全般に高温で経過し、特に、中旬の平均気温は平年と比較してかなり高かった。 

４月から５月にかけては、平均気温は高めに推移し、特に、５月の月平均気温は平年と比較して

かなり高かった。 

６月は、上旬は曇りや雨の日が多かったが、中旬以降は高気圧に覆われて晴れた日が多く、日照

時間が多かった。 

７月は、全般に高温で経過した。寒気や低気圧、梅雨前線の影響により大雨となった日があった。 

８月は、オホーツク海や千島近海の高気圧から湿った東寄りの風の影響により、全県的に低温・

寡照で経過した。また、気圧の谷や寒冷前線等の影響により大雨となった日があった。 

９月は、晴れた日が多く、日照時間が多かったが、前線を伴う低気圧や台風の影響により大雨と

なった日があった。また、17～18日は台風第 18号の影響で沿岸を中心に大雨となった。 

10月は、雨の日が多く、降水量が多かった。特に、22～23日は台風第 21号の影響で暴風・大雨

となった。 

11月下旬から 12月にかけては、平均気温が低めに推移した。 

 

  (2) 旬別の気象概況 ※岩手県の天候のまとめ（盛岡地方気象台作成）より抜粋 

   〈１月〉：降雪量が少ない 

    上旬：後半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や冬型の気圧配置等の影響で曇り

や雪または雨の日が多かった。 

    中旬：後半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や冬型の気圧配置等の影響で曇り

や雪の日が多かった 

    下旬：後半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線及び冬型の気圧配置の影響

で曇りや雪または雨の日が多かった。 

   〈２月〉：月平均気温が高い 

    上旬：低気圧や冬型の気圧配置の影響で曇りや雪の日が多かった。 

    中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や冬型の気圧配置等の影響で内陸を中心

に曇りや雪または雨の日が多かった。 

    下旬：低気圧や前線及び冬型の気圧配置の影響で曇りや雪または雨の日もあったが、高気圧に

覆われて晴れた日が多かった。 

 

【天候の特徴】 

・ １月、３月：少雪・少雨 

・ ２月、４月、５月、７月：高温 

・ ８月：低温、寡照 

・ 10月：多雨、寡照 

・ 11月：少雨 

・ 12月：低温 
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   〈３月〉：降水量が少ない 

    上旬：前半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や冬型の気圧配置等の影響で曇り

や雪または雨の日が多かった。 

    中旬：低気圧や冬型の気圧配置等の影響で曇りや雪または雨の日もあったが、高気圧に覆われ

て晴れた日が多かった。 

    下旬：冬型の気圧配置や気圧の谷等の影響により、曇りや雨または雪の日が多かった。 

〈４月〉：沿岸の平均気温が高い 

    上旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線等の影響で曇りや雨または雪の日

が多かった。 

    中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や西高東低の気圧配置等の影響で内陸を

中心に曇りや雨または雪の日が多かった。 

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

〈５月〉：高温、日照時間が多い 

    上旬：高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

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

た。 

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

かった。 

〈６月〉：日照時間が多い 

    上旬：低気圧や前線等の影響で曇りや雨の日が多かった。 

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

った。 

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

〈７月〉：高温、日照時間が多い、17日及び 22日から 23日の大雨 

    上旬：前半は梅雨前線の影響で曇りや雨となり、後半は高気圧に覆われて晴れた日が続いた。 

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

かった。17日は、寒気の影響で沿岸北部を中心に大雨となった。 

    下旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、梅雨前線や気圧の谷等の影響で曇りや雨の日が

多かった。22日から 23日は、梅雨前線や低気圧の影響で内陸を中心に大雨となった。 

〈８月〉：低温、寡照、22日～23日及び 24日～25日の大雨 

    上旬：前半は晴れた日もあったが、台風第 5号や湿った東よりの風の影響で沿岸を中心に曇り

や雨の日が多かった。 

    中旬：低気圧や気圧の谷及びオホーツク海や千島近海の高気圧からの湿った東よりの風の影

響で曇りや雨の日が続いた。 

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

た。22 日から 23 日は、気圧の谷や暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で内陸を中心に大

雨となった。また、24 日から 25 日は、寒冷前線や暖かく湿った空気が流れ込んだ内陸や

沿岸北部を中心に大雨となった。 
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〈９月〉：日照時間が多い、12日及び 17日～18日の大雨 

   上旬：前線や気圧の谷及び低気圧の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日

が多かった。 

   中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風や低気圧等の影響で曇りや雨の日もあった。

12日は前線を伴う低気圧の影響で内陸や沿岸南部で大雨となった。また、17日から 18日は、

台風第 18号の影響で沿岸を中心に大雨となるなど、県内は大荒れとなった。 

   下旬：低気圧や前線及び気圧の谷の影響で曇りや雨の日もあったが、高気圧に覆われて晴れた日

が多かった。 

〈10月〉：降水量が多い、寡照、台風第 21号 

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

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

った。 

   下旬：中頃は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や低気圧及び台風等の影響で曇りや雨

の日が多かった。 

〈11月〉：降水量が少ない 

   上旬：気圧の谷や寒冷前線の影響で曇りの日があったが、高気圧に覆われて晴れた日が多かった。 

   中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、低気圧や前線及び冬型の気圧配置等の影響で曇り

や雨または雪の日が多かった。 

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

雨または雪の日が多かった。 

〈12月〉：月平均気温が低い 

   上旬：冬型の気圧配置や低気圧の影響で、内陸は曇りや雨または雪の日が多く、沿岸は曇りや雨

または雪の日もあったが、晴れた日が多かった。 

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

雪または雨の日もあったが、晴れた日が多かった。 

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

雪または雨の日もあったが、晴れた日が多かった。 

4



(3) 主な気象データ 

ア 盛岡における気温、降水量、日照時間 

2017年の気象経過[旬別：盛岡地方気象台] 

 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

気

温

℃

-6

-4

-2

0

2

4

6

8平
均
気
温
平
年
偏
差

℃

0

20

40

60

80

100

120

140

160

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

降
水
量

㎜/半旬

平年 本年

0

10

20

30

40

50

60

70

日
照
時
間

平年

本年

時間/半旬

本年

平年 最高気温

平均気温

最低気温

5



イ 終霜 

気象官署 月 日 平 年 昨 年 

盛岡 ４月 24日 ５月３日 ４月 25日 

 

ウ 梅雨入り、梅雨明け（東北北部） 

 
月 日 

平 年 
（平年差） 

昨 年 
（昨年差） 

梅雨入り ７月１日頃 
６月 14日頃 
（18日遅い） 

６月 13日頃 
（19日遅い） 

梅雨明け 特定しない 
７月 28日頃 

（－） 
７月 29日頃 

（－） 

 

エ 気象官署（盛岡、宮古、大船渡）における記録更新（第５位まで） 

(ｱ) 月平均気温 

気象官署 月 記録（℃） 備 考 

盛岡 ５ 16.2 高い方から２位 

大船渡 ５ 15.7 高い方から２位 

盛岡 ７ 24.3 高い方から４位 

大船渡 ７ 23.6 高い方から３位 

(ｲ) 月間日照時間 

気象官署 月 記録（時間） 備 考 

盛岡 ３ 127.0 少ない方から３位 

宮古 ８ 74.4 少ない方から３位 

大船渡 ８ 57.5 少ない方から１位 

盛岡 ９ 173.3 多い方から３位 

宮古 ９ 188.1 多い方から３位 

大船渡 ９ 171.5 多い方から３位 

盛岡 10 92.4 少ない方から３位 

宮古 10 105.0 少ない方から５位 

大船渡 10 97.1 少ない方から２位 

(ｳ) 月降水量 

気象官署 月  記録（㎜） 備 考 

大船渡 ３ 35.0 少ない方から５位 

盛岡 ７ 344.0 多い方から４位 

宮古 11 2.5 少ない方から１位 

(ｴ) 降雪の深さの月合計（降雪量） 

気象官署 月 記録（㎝） 備 考 

宮古 11 １ 多い方から４位 

(ｵ) 降雪の深さの日合計（降雪量） 

気象官署 月 日 記録（㎝） 備 考 

宮古 11月 21日 １ 多い方から５位 
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２ 農作物の生育概況 

(1) 水稲（作況指数は「98」、うるち米１等米比率は93.0％） 

稲の移植後、５月下旬は良好な気象条件で経過し、活着は良好であった。６月に入ると低温になり、初

期の分げつ発生が遅れた。６月の水稲の生育は平年よりも４～５日遅れ、草丈が平年よりやや短く、茎数・

葉数も平年より少なかった。７月に入ると気温は平年を大きく上回り、水稲の生育は大きく進み、７月 10

日一斉生育調査では、草丈・幼数は平年並みに回復し、茎数は平年よりやや多くなった。 

平成29年の梅雨は速報値と確定値が異なり、梅雨入りの確定値は７月１日頃（平年より 18日遅い）、梅

雨明けは特定しなかった。水稲の生育ステージは、幼穂形成期、減数分裂期、出穂盛期（50％終了）までは

平年並みであった。しかし、その後、低温寡照で長期間経過したことから、出穂揃期が平年より遅れ、初期

登熟も極めて緩慢であった。登熟の進み具合を見る目安として、例年９月１日前後に調査する沈下籾数歩合

をみると、県全体で平年より 12.1ポイント低く、遅れていることがわかった。また障害型不稔発生は少な

く、暫定値であるが10％を下回ることがわかった。 

８月は低温寡照で経過したが、９月は気温が平年並みに回復し、日照時間が多かったことから、緩慢で

あった登熟が進み、平年より遅れたが、成熟期を迎えることができた。 

本年の作柄としては、７月に生育が回復したことから穂数は平年をやや上回り、一穂籾数は平年並みで

あったことから、㎡当たり籾数は平年をやや上回ったこと、登熟歩合は平年を6.6ポイント下回ったが、不

稔歩合は平年並みであり、玄米千粒重も平年並であったことなどから、収量は平年をやや下回った（水稲生

育診断圃平年比98％）。農水省の発表する作況指数は、本県全体では「98」の“やや不良”，10aあたり収量

522kg/10a（1.85mmふるい）であった。地域ごとに見ると、北部は「94」の“不良”であり、地域ごとの差

がみられた。 

７月の降水量をみると、前半は少なかったが、後半は多くなり、葉いもちの発生量は県全体で「少」で

あった。８月上旬にほとんど降雨がなかったため、穂いもちの発生は少なかったが、８月下旬には降水量が

増え、低温で経過したことにより水稲の出穂が長引いたことから、穂いもちの発生時期は遅く、発生量は平

年並みとなった。地域別にみると、北上、東磐井地域の穂いもち発生圃場は平年並より多く、一部地域で穂

いもち病が減収要因となった。また７月第４半旬以降、９月までたびたび大雨に見舞われ、北上川周辺の地

域で浸水や冠水などによる被害が発生した。 

うるち米の１等米比率は 93.0％(平成 30年 1月 31日現在)、全国第７位であり、もち米の１等米比率は

88.1％(平成30年1月31日現在)、全国第２位（全国第１位は北海道 93.4％）であった。主な落等理由は、

「充実不足」が28.7％（総検査数量に占める割合 2.0％）、「形質（その他）」が 22.7％（同 1.6％）、「整粒

不足」が20.6％（同1.4％）であった。また品種別の１等米比率は、「ひとめぼれ」92.7％、「あきたこまち」

94.8％、「いわてっこ」90.7％、「銀河のしずく」94.3％、「金色の風」98.2％であった（うるち米、平成30

年1月31日現在、東北農政局）。その他、平成26年度から検査対象となった飼料用もみは 3,274トン、飼

料用玄米は17,332トンとなっている。 

  ア 播種期・育苗期（播種盛期は平年並の４月 16日、苗質は平年並み） 

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

であった。４月の月平均気温は平年より高かったが、第５半旬以降は平年並みであった。育苗期の病害発

生は全般に少なく、苗の草丈は平年並みであり、充実度（風乾重/草丈）は平年をやや下回った。 

イ 移植期～活着期（移植盛期は平年並みの５月17日、活着は概ね良好） 

５月は第３半旬に低温となったほかはおおむね高く、特に第４半旬以降は平年を大きく上回って経過し

た。第３半旬に降水量が多かったが、圃場の準備作業はほぼ順調に行われた。県全体の移植盛期は５月 17

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

期は気温が高く、良好な気象条件で経過し、活着は概ね良好であった。 

ウ 分げつ期（生育は平年より４～５日遅れた） 

気温は６月第１半旬に平年を大きく下回ったが、その後は平年並～上回って経過した。東北北部が６月

21日頃に梅雨入り（平年より８日遅い）した（※）が、６月第４半旬以降は気温・日照時間とも平年を上

回って経過した。各農業改良普及センターが実施した一斉生育調査では、６月 15日は草丈が平年よりやや

短く、茎数・葉数も平年より少なかった。６月 23日調査でも同様の傾向が続いた。生育は平年より４～５

日程度遅れていた。葉色の目安であるSPAD値は平年を下回り、葉色は淡かった。 

※文章中の表記は、梅雨入りの速報値。確定値は「7月1日頃」であり、平年より18日遅かった。 
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エ 本田生育期の土壌と稲体栄養（地上部乾物重 劣る・窒素吸収量 劣る） 

低温寡照による生育停滞と土壌の異常還元による吸収抑制のためと見られるが、土壌中アンモニア態窒

素は稲体吸収量低下分以上に平年より多く残存していること、７月は高温経過が予想されており、停滞し

た生育の回復が進むと見込まれるが、圃場間生育差は引き続き大きいものと予想されること、８月にも高

温が予想されており、出穂後の高温障害対策として窒素栄養を維持する必要がある一方、良食味確保のた

め玄米タンパク質含量を高めないよう、籾数に見合った追肥量に調整する必要があることから、本年度の

追肥の基本方針は場合分けをする必要があった。 

幼穂形成期に葉色が低下した場合に、茎数に合わせて窒素成分で１～1.5kg/10a を施用すること、幼穂

形成期に葉色が濃く追肥を見送った場合は、減数分裂期に追肥することとし、茎数や葉色に合わせて窒素

成分で１～1.5kg/10a を施用する、という追肥指導を行った。金色の風は減数分裂期追肥が基本であるた

め、減数分裂期に追肥することとし、茎数や葉色に合わせて窒素成分で１～1.5kg/10a を施用する、とい

う追肥指導を行った。 

オ 幼穂形成期～出穂期（出穂盛期は平年並の８月６日、出穂揃いは平年より２日遅れ） 

７月に入ると気温は平年を大きく上回り、水稲の生育は大きく進み、７月 10日一斉生育調査では、草丈・

幼数は平年並みに回復し、茎数は平年よりやや多くなった。 

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

であった。減数分裂期は平年並であり、県全体は７月 24 日（平年差－1日）であった。地帯別に見ると、

東部、北部でやや早まった。 

また、７月17日および22～23日には大雨被害が発生し、浸冠水対策などの農作物技術情報（号外）が

発行され、北上川周辺の地域で被害が見られた。 

８月2日に東北北部で梅雨明け（平年より５日遅い）し（※）、県全体の出穂盛期は８月６日と、平年並

みであった。しかし、８月に入ると平年を大きく下回る低温と日照不足になり、水稲の出穂が長期化し、

県全体の出穂盛揃期（90％終了）は平年より２日遅れた。地域によっては平年より７日遅れたところもあ

った。盛岡地方気象台から８月 10日に「日照不足と低温に関する岩手県気象情報第１号」が発行され、そ

の後も早期警戒情報などの情報が出された。 

※文章中の表記は、梅雨入りの速報値。確定値は「特定しない」であった。 

カ 登熟期～成熟期（沈下籾数歩合は平年より 12.1ポイント低い） 

本年は出穂が平年並であったが、登熟期間は低温寡照で経過し、８月30日に各普及センターで行った一

斉調査では、全県平均で沈下籾数歩合が 76.7％（平年88.8％）と低かった。 

８月第５半旬に相次いで大雨に見舞われ、７月に続き大雨被害が発生し、浸冠水対策などの農作物技術

情報（号外）が発行され、北上川周辺の地域で被害が見られた。９月に入ると気温は平年並みであったが、

日照時間が多くなり、緩慢であった登熟が進み、平年より遅れたが、成熟期を迎えることができた。水稲

生育診断圃における成熟期は、平年より８日遅い９月25日であった。 

また、９月も中旬に大雨に見舞われ、一部地域で被害が発生した。 

キ 刈取期（刈取盛期は平年より７日遅い10月10日） 

県内水稲の刈取盛期は 10月10日と平年より遅かった（平年差＋７日）。降雨に加え出穂開花の遅れや登

熟のばらつきなどにより、刈取終期はさらに遅れ、平年よりも 11日遅くなった。 

ク 収量および収量構成要素（作況指数 98） 

県全体で見ると、収量は平年をやや下回り（平年比 98％）、屑米重は平年より多かった。穂数は平年を

やや上回り、一穂籾数は平年並みであったことから、㎡当たり籾数は平年をやや上回った。登熟歩合は平

年を6.6ポイント下回ったが、不稔歩合は平年並みであり、玄米千粒重も平年並であった。粒厚分布は、

2.0mm以上の粒厚の厚いランクが平年を下回り、2.0mm～1.9mmの粒厚の玄米が平年より多くなり、やや小

粒方向にシフトした。 

地域別でみると、北部で傾向が異なり、収量は平年を大きく下回り（平年比 85％）、㎡当たり籾数は平

年を下回り（平年比 95％）、登熟歩合は平年を 11.9ポイント下回った。 

ケ 品質（１等米比率93.0％と全国第７位。落等原因トップは充実不足） 

品質では、うるち米の１等米比率が 93.0％(平成30年1月31日現在)、全国第７位であり、もち米の１

等米比率は88.1％(平成30年1月31日現在)、全国第２位（全国第１位は北海道93.4％）であった。 

２等以下に格付けされた主な理由は、「充実不足」が28.7％（総検査数量に占める割合 2.0％）、「形質（そ

の他）」が22.7％（同1.6％）、「整粒不足」が20.6％（同1.4％）であった。また、品種別の１等米比率は、
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「ひとめぼれ」92.7％、「あきたこまち」94.8％、「いわてっこ」90.7％、「銀河のしずく」94.3％、「金色

の風」98.2％であった。（うるち米、平成30年1月31日現在、東北農政局） 

その他、平成26年度から検査対象となった飼料用もみは 3,274トン、飼料用玄米は 17,332トンとなっ

ている。なお、検査結果はまだ公表されていない。 

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

７月の降水量をみると、前半は少なかったが、後半は多くなり、県北部を除く全域で感染好適条件が現

れた。生育が遅延した圃場では葉色が濃く葉いもちの罹りやすい期間が長かったが、葉いもちの発生量は

県全体で「少」であった。 

８月上旬にほとんど降雨がなかったため、穂いもちの発生は県全体では少なかったが、８月下旬には降

水量が増え、低温で経過したことにより水稲の出穂が長引いたことから、穂いもちの発生時期は遅く、発

生量は平年並みとなった。地域別にみると、北上、東磐井地域の発生圃場は平年並より多く、一部圃場で

は減収要因となった。 

紋枯病の発生は、７月上旬に平均気温 22℃（稲体への進入可能温度）を超える日が出現したことから、

早期感染が助長され、７月下旬にかけて広く発生が見られた。８月は低温で経過したため垂直進展は緩慢

であった。収穫期の発生圃場率は、過去 10年間で最も高かった一昨年並に高く、発生程度も止葉まで枯れ

上がる圃場が散見されるなど、平年より高かった。地域別では県北部と沿岸部の発生程度が高かった。 

斑点米カメムシ類は、越冬世代の発生時期は早まり、第一世代で平年並み、第二世代は平年より遅くな

った。発生圃場率は７月下旬に平年よりやや高くなったが、８月下旬で平年並となり、９月中旬はやや低

くなった。斑点米カメムシの種類は主にアカスジカスミカメであり、アカヒゲホソミドリカスミカメの発

生は少なかった。 

割れ籾率が平年より少なく、８月の低温寡照に経過したことからカメムシ類の活動が抑えられ、薬剤散

布、畦畔管理が例年並に徹底されたことなどから、斑点米の発生は平年より少なくなった。 

 

(2) 畑作物 

ア 小麦 

【29年産小麦（28年播種）】 

(ｱ) 播種～初期生育 

10 月の始めは高気圧に覆われ、晴れの日が多かった。このため、播種作業は、概ね平年並の時期に

実施された。出芽および出芽後の生育も平年並～良好で、播種時期が早かった圃場では生育過剰となっ

た。10月下旬から11月上旬にかけて気温が低くなり、生育は緩慢となった。 

(ｲ) 越冬後の生育 

根雪期間は農業研究センター圃場（北上市）の観察では 1/9～3/13 までの 64 日間であり、過去 10

年の平均日よりも18日短かった。融雪が早かった圃場では、積極的に融雪期追肥を実施し、生育も順

調であった。 

(ｳ) 茎立～出穂・開花 

茎立は平年並であった。４月～５月にかけて気温も高くなったため、出穂は早まるかと思われたが平

年並となり、薬剤防除は適期に行われたが、開花期に降雨が多く、赤かび病の感染が懸念された。 

(ｴ) 生育・登熟状況 

６月上旬からの低温や降雨により、登熟は緩慢となった。成熟期は平年並で、稈長や穂長もほぼ平年

並となった。穂数はやや多く、子実水分はなかなか低下しなかった。 

(ｵ) 刈取り状況 

収穫作業は昨年よりもスタートが５日程度遅くなり、６月 29日頃から始まった。茎が細く、青みが

残るところを中心に倒伏が見られており、収穫量は平成 28年産よりもやや少なくなった。収穫作業は

概ね晴天に恵まれ、順調であった。 

(ｶ) 成熟期調査結果（生育診断圃を中心とした） 

・出穂：ナンブコムギ平年並・ゆきちから３日程度早い。 

・成熟：ナンブコムギ・ゆきちからとも平年並。 

・稈長：ナンブコムギ・ゆきちからとも平年並。 

・穂長：ナンブコムギ・ゆきちからとも平年並～やや短い。 

・穂数：ナンブコムギ・ゆきちからとも１～２割程度多。 
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(ｷ) 収穫量及び検査結果 

農林水産省発表による県平均収量は 10ａ当たり平均収量対比 115 の 203kg/10a となった（28 年産

214kg/10a・対比122、27年産178kg/10a・対比100）。 

29年産の麦類の検査結果（29年12月末現在）は、検査数量が 7,834t（28年産8,144トン・27年産

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

(ｸ) 病害の発生（病害虫防除所調査結果より） 

・雪腐病：平年よりも発生圃場率が低くなったが、県北地域での発生圃場率は高かった。 

・縞萎縮病、萎縮病：発生圃場率、発生程度とも平年より高かった。 

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

病穂率40％以上）の圃場は確認されなかった。品種別では、ゆきちからの発生割合が高かった。 

   【30年産麦（29年播種）】 

降雨等により稲刈が遅れた影響で播種が遅れた圃場が多くなった。播種は県南部等を中心に９月下旬頃

より始まり、連作圃場では平年並の時期に行われた。播種後も土壌が湿潤な状態が続き湿害傾向が見られ

た。28年から 29年にかけての根雪期間は、県北でやや短く、県中南部で平年並～やや長くなった。融雪

後に低温が続き凍上害が心配されたが、影響はなかった。また、県南部で大雨による冠水被害が発生した

が、滞水時間が短く、大きな被害とはならなかった。 

 

イ 大豆 

(ｱ) 播種～出芽期 

６月上旬にまとまった雨が降り、地面がぬかるみ、作業に入れなかった圃場が多かった。また、低温、

日照不足により発芽はやや遅れ、生育も緩慢となった。湿害圃場が散見された。 

(ｲ) 子葉展開期～本葉展開期 

６月中旬以降、徐々に天候が回復し、７月上旬～中旬にかけて気温、日照とも平年を大きく上回る天

候となったため、やや遅れていた生育は平年並となった。７月 22～23日かけて大雨となり冠水や浸水

した圃場が見られた。 

(ｳ) 開花期 

７月下旬から、低温、寡照傾向が強くなり、開花期はナンブシロメが平年並、他の品種はやや遅くな

った。黒根腐病、茎疫病の発生に加え、シュウリュウでのベと病の発生も見られた。葉色が濃い圃場で

ウコンノメイガの食害が散見された。 

(ｴ) 莢伸長期～莢肥大期 

開花以降、低温寡照傾向が続き、生育は緩慢となった。日照不足により開花以降、草丈が伸び、８月

下旬の大雨等で倒伏する圃場も目立った。登熟は緩慢で、大雨や台風通過後、茎葉の擦過傷からの病原

菌侵入により葉焼病・斑点細菌病などの発生が見られた。 

(ｵ) 黄変期～成熟期 

葉焼病や斑点細菌病等の早期落葉症状を呈する病害に罹病した圃場では黄化が早いが、登熟が緩慢だ

ったため、全般に黄化状況も平年と比べてやや遅くなったところが多くなった。 

(ｶ) 諸障害の発生状況 

・出芽不良・湿害：出芽不良及び初期の湿害は、６月中旬～７月上旬を中心に発生。圃場が乾かず、排

水対策の徹底を呼びかけた。 

・べと病：昨年に引き続き、シュウリュウを中心に発生。 

・茎疫病：大雨が頻発することから排水不良あるいは連作圃場で散見。 

・黒根腐病：連作圃場が多くなっており、急激な乾湿による発生が広く全県で発生が見られる。 

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

く発生が見られた。葉の黄化が早くなった。 

・ダイズシストセンチュウ：昨年シストセンチュウが確認され、密度が高まっている圃場では、抵抗性

の強い品種を作付けしていても、茎葉の黄化が見られる。大豆連作圃場(特に

畑地)では潜在的に発生していると推測された。 

・大雨・台風による浸冠水・土砂流入：内陸部を中心に大きな被害が生じる。複数回浸水、冠水した圃

場もあった。茎疫病や黒根腐病の他、莢への泥の付着による登熟

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

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

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

スギナ等畦畔からの侵入も増加している。 

・莢先熟（青立ち株）：莢だけが先に水分が低下し、茎水分がなかなか低下しない状況が散見された。莢

先熟は、株の生育は良好だが、一株あたりの莢数が少ない場合や、子実の生育が不

良な場合に発生しやすい。（バランスの悪い生育） 

(ｷ) 収量及び品質  

平成30年４月10日現在の10aあたり収量は、県全体で 116kg/10a、平均収量対比は 92となった（28

年産 147kg/10a、27年産 153kg/10a）。 

平成30年３月末日現在の 29年産岩手県産普通大豆の一等比率は 24.6%であった（28年産47.0%、27

年産53.8％）。 

 

(3) 野菜 

ア きゅうり 

露地普通作型では、定植から生育初期にかけての低温・日照不足により生育が遅れたが、６月中旬から

７月中旬にかけて高温となったことから一気に生育が進み出荷量も増加した。しかし、７月下旬以降は再

び気温低下・日照不足となったことから、８月中の出荷量は伸びなかった。また、９月の好天により一部

では生育の回復が見られたものの、９月中旬の台風等の影響で収穫終了となる圃場が多かった。 

病害虫では、定植後の低温と降雨の影響で早期から黒星病と斑点細菌病が多く見られた。また、７月下

旬以降、炭疽病が急増し、早期枯れ上がりの要因にもなった。キュウリホモプシス根腐病については、土

壌消毒等の対策技術の実践は進んだものの発生圃場面積は昨年よりも増加した。 

また、前年に多く発生して問題となったフケ果については、高温となった７月上～中旬に多く発生した

ものの、気温が低下した７月下旬以降はほとんど見られなかった。 

イ トマト 

雨よけ作型の定植後は概ね順調な生育となったが、５月下旬から６月上旬の日照不足により生育が遅れ

た。また、６月中旬から７月中旬に高温となったことで一時的に出荷量が増加したものの、７月下旬以降

の気温低下・日照不足により再び生育・着色が遅れ、例年出荷ピークとなる８月上旬の出荷量は少なかっ

た。その後も出荷量は伸びず、９月に生育がやや回復したものの気温低下により収穫終了となった。 

病害虫では、低温・曇天の影響により灰色かび病や葉かび病の発生が多かった。また、８月以降はうど

んこ病やコナジラミ類の発生も多くなった。土壌病害では、かいよう病の発生が広く見られた。 

生理障害果では、収穫初期は低温によるチャック果・窓あき果、８月下旬以降は日照不足によるに小玉

果が多く発生した。 

  ウ ピーマン 

４月から５月にかけて平均気温が高く、施設作型では生育が促進された。５月下旬から６月上旬にかけ

て降水量が多く、露地作型では圃場準備や定植作業が遅延した。６月中旬から７月中旬にかけて再び高温

乾燥状態となり、施設作型では尻腐果が発生した。７月下旬からは一転して曇雨天と気温低下の継続によ

り生育や果実肥大が停滞し、８月から赤果や老化によるひび割れ果が多発した。９月に天候は回復し生育

も回復のきざしを見せたものの出荷量は回復しなかった。 

病害虫は、６月以降灰色かび病やアブラムシ、アザミウマ類の発生が増加し、タバコガは７月以降継続

的に発生が確認された。多湿となった８月には白絹病の発生が確認される地域が多かった。 

エ ほうれんそう 

雨よけほうれんそうは、融雪遅れや強風による作業の遅れ、低温等の影響で、春先は生育や出荷開始時

期が遅れる傾向にあり、また、一部地域で４～５月に強風による施設等の被害が発生した。その後、概ね

順調に生育したが、7 月に高温が続くと生育抑制や枯死等の高温障害が発生するようになり、また、内陸

部では下旬の大雨の影響による浸水の影響も見られた。７月下旬以降、低温・日照不足のため軟弱徒長気

味の生育となり、特に日照の少ない日が続いた沿岸部で影響が大きかった。一部で８月下旬の大雨の影響

を受けたが、９月以降は概ね順調な生育となった。 

病害虫は萎凋病が７月以降発生し、アブラムシ類は６～10月、アザミウマ類は５～７月を中心に発生し

た。ケナガコナダニ類は４月から継続して発生した。 
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オ ねぎ 

定植は順調に進んだが、５月に乾燥の影響を受け、若干の生育遅れや葉先枯れ等が発生した。その後は、

概ね順調に生育が進んだが、７月に高温乾燥で生育が停滞気味になる圃場や、下旬の大雨による浸水等の

影響を受けた圃場もあった。また、８月には降雨が続いて全般的に土寄せ等の管理が遅れる傾向にあり、

その後の作業も遅れ気味に経過する地域が多かった。９月中旬と 10月には台風の影響で、倒伏や葉折れの

発生、曲がりによる品質の低下等が見られた。 

病害では、小菌核病、葉枯病、黒斑病、べと病、さび病、軟腐病等の発生が見られた。特に、葉枯病の

黄色斑紋病斑が８月下旬以降例年より多く発生する傾向にあった。虫害ではアザミウマ類、ネギコガ、ネ

ギハモグリバエ等の発生が見られた。 

カ キャベツ 

高冷地キャベツの定植は平年並みの４月中旬から始まったが、全般に圃場準備が遅れ気味で、一週間程

度定植が遅れる傾向にあった。定植後は、概ね順調に生育していたが、６月の低温の影響で、出荷開始は

やや遅くなった。その後、概ね順調に生育・出荷が続いていたが、８月の低温、日照不足により生育が大

幅に遅れ、９月の出荷量が一時大幅に減少。出荷量は徐々に回復したが、10月は揃いが悪い傾向にあった。 

病害は、べと病、株腐病、軟腐病、根こぶ病、根朽病の発生が見られた。虫害は、コナガ、アオムシ、

タマナギンウワバ等の被害が見られた。 

キ レタス 

平場の春レタスはほぼ平年並みの３月中旬から定植開始となり、概ね順調に生育し、平年並みの出荷開

始となったが、乾燥により小玉傾向になった地域もある。 

高冷地レタスの定植は、平年並の４月中旬から開始され、作業も順調に進んだ。生育は概ね平年並みで、

出荷開始時期も平年並みの５月下旬からとなった。その後の曇天で生育が遅れたものもあったが、６月下

旬以降は回復した。７月には高温のため日焼けの発生も見られ、８月以降は低温・日照不足等の影響で生

育が停滞気味になり、出荷量は平年並みであったが、収穫適期より前倒しで収穫が行われるようになった。

収穫終了時期はほぼ平年並みであったが、８月の天候不順で定植が遅れた圃場では収穫に至らないものも

あった。 

病害は、６月以降、すそ枯れ病やべと病、菌核病、軟腐病、斑点細菌病等が発生した。虫害は、アブラ

ムシ類、オオタバコガ、ウリアムシモドキ等の発生が見られた。 

 

(4) 花き 

ア りんどう 

(ｱ) 生育期 

萌芽期及び展葉期はほぼ平年並みであった。５月までは高温傾向で推移したため、平年並み～平年を

やや上回る生育であったが、６月に入って低温が続き生育がやや緩慢となった。草丈及び節数は、６月

まで少雨傾向であったため、平年を若干下回った。 

(ｲ) 開花期 

８月盆需要期用品種は、７月に入って極端な高温が続いたため、花蕾の発達が停滞した。さらに、７

月下旬のまとまった降雨もこれを助長したため、開花期は平年並み～平年より数日程度遅れた。 

９月彼岸需要期用品種は、８月の涼温によって順調に生育し、ほぼ平年並みの開花期となった。 

(ｳ) 病害虫 

病害については、葉枯病、花腐菌核病がやや多発傾向であったほか、黒斑病が一部地域で多発した。 

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

は少発傾向で、全般に発生が少なかった。 

(ｴ) その他 

県央以南の産地で、早生種を中心に花弁の高温障害(花色の退色、花蕾の奇形)が発生した。 

イ 小ぎく 

(ｱ) 育苗・定植期 

冬春期は比較的温暖で推移したため、採穂用親株の生育は良好で、育苗も順調に行われた。８月咲、

９月咲品種ともに概ね計画どおりに定植が行われた。 

(ｲ) 生育期・開花期 

定植後、６月までは比較的適温条件であったため生育は順調に進んだ。しかし、７月に入り極端な高
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温で推移したため、８月咲品種の花蕾が発達せず、７月下旬の多雨・寡照条件も影響して、平年よりも

１週間程度開花が遅れた。 

９月咲品種は、８月の涼温によって順調に生育が進み、平年並みから平年よりも数日程度早い開花期

となった。 

(ｳ) 病害虫 

病害については、べと病が親株や育苗時から多発し、本圃でも定植直後から発生する例がみられた。

同じく白さび病も親株や育苗時から多発する地域が多く、苗からの病気持ち込みによる本圃での発生も

多く、収穫に影響を及ぼす例もみられた。 

害虫については、主要害虫であるアブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類ともに局地的な発生はみら

れたものの、全般的に平年並みから少発傾向であった。 

 

(5) 果樹 

ア りんご 

(ｱ) 花芽の状況 

平成29年産りんごの花芽の状況は、花芽率を県平均で見ると「つがる」「ジョナゴールド」「ふじ」

ともほぼ平年並であった。ただし一部地域の「ふじ」では平年以下となっており、地域的なバラツキも

見られた。 

弱小花芽率は、県平均で比較すると「つがる」「ジョナゴールド」「ふじ」ともほぼ平年並であった。

一方、園地により弱小花芽率が高い地点も多く、花芽率同様、バラツキが大きい傾向にあった。 

平成28年は、８月に３つの台風が接近したことにより降水量が多かったため、花芽率の低下が懸念

されたが、花芽形成が盛んとなる６～８月の日照時間は、７月が平年並、８月が平年より多かったこと

などにより、花芽率は概ね平年並になったと考えられた。一方、花芽率が低い園地では、過去数年の土

壌乾燥により樹勢が低下していることに加えて、今年８月の降雨による排水不良等によりさらに樹勢が

衰弱し、花芽が十分に形成されなかったものと推察された。 

(ｲ) 発芽期から展葉期の状況 

３月の気温がほぼ平年並であったため、発芽もほぼ平年並で、記録的に早かった前年と比較すると７

日程度遅かった。展葉期は平年並からやや早めで、前年より５日程度遅い。なお展葉は、県中北部で平

年より早まった傾向があり、これは発芽以降の高温で、県中北部ほど生育が促進されたためと推察され

た。 

(ｳ) 開花期および結実の状況 

開花始めは平年並からやや早めとなり、前年より４日程遅い。開花始め前後の５月上旬が高温となり、

例年よりも品種間・地域間の差が少ない状況。満開期は平年より２日程度早まり、前年より数日の遅れ

となった。 

開花期間中、総じて気温は高かったものの風が強くまとまった降雨もあり、特にも７・８日の強風、

10 日以降の降雨時に開花を迎えた地域や品種では結実への影響も確認され、花数結実率や中心花結実

率が平年を10％以上下回る地域もあった。 

(ｴ) 果実肥大の状況 

開花期がほぼ平年並であり、その後も生育期間を通じて適度な降雨があったことから、収穫期の果実

はほぼ平年並の大きさとなった。 

(ｵ) 収穫期と果実品質の状況 

早生品種の「つがる」の果実品質は概ね平年並であったものの、地域による熟度のバラツキが大きい

傾向にあり、特にも沿岸部で硬度・デンプン指数の低下が早い傾向にあった。このことは、地域による

８月の低温日照不足の程度によるものと推察された。 

中生品種の「ジョナゴールド」の果実品質も概ね平年並だったが、８～９月のまとまった降雨の影響

からか、着色や地色上がりが遅れる傾向にあった。 

晩生種の「ふじ」の果実品質は、硬度・デンプン指数・蜜入り指数はほぼ平年並で、糖度は平年より

やや低めの傾向にあった。また地域による糖度のバラツキが大きい傾向にあり、その要因は判然としな

いものの、８月・１０月の日照不足や落葉が早い影響等も考えられる。着色は、９～１０月の気温が平

年並からやや低かったため、全般的に良好。ただし、地域やほ場によってツル割れが目立つ傾向もあっ

た。 
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(ｶ) 気象災害の発生状況 

９月 18 日には台風 18 号の強風で、県中部を中心に地域に落果・倒木等の甚大な被害が発生し、10

月 22～23日には台風 21号で、30日には温帯低気圧の影響で落果被害が発生し、また 11月 11日には

前線の通過によって落果被害が発生するなど、気象災害が非常に多い年となった。 

(ｷ) 病害虫の発生状況 

病害では、全県的に褐斑病の発生が多く、これは一次感染期の好適な条件が例年（５月第５～６半旬）

よりも早い５月第３半旬に出現し、本病を対象とした落花期防除前に感染が成立したため、広域的な発

生の要因になったと考えられた。その他の病害では、実害は無いものの、例年ほぼ発生が見られないモ

ニリア病、黒星病の発生が確認された。 

虫害では、リンゴハダニの発生が多く、これは前年の越冬量が多かったことと、散布した殺ダニ剤の

種類による効果差と推察された。その他の害虫ではシンクイムシ類の発生が例年よりやや多く、夏季の

降雨日が多く防除間隔が空いたためと考えられた。 

(ｸ) 作柄評価について 

生産量は、全農岩手県本部の取扱実績（平成 30年１月末時点）から、数量で前年対比96％となった。 

これは、出荷果実が全般的に小玉傾向であったことと、４回に及ぶ台風等の強風の影響で落果被害が

発生したことなどが、数量減の大きな要因と考えられた。 

販売単価は前年比 96％となり、これは小玉傾向と早生の出荷リレーが上手くいかなかったことなど

が要因と推察されるが、昨年全国的に不作の傾向から高値で推移したことを考慮すると、概ね平年並の

単価であったと言える。 

イ ぶどう 

(ｱ) 発芽期から展葉期の状況 

４月中下旬が平年並の気温で経過したことから、発芽期は５月４日とほぼ平年並で、前年より７日遅

くなった。５月上旬の気温が高めで経過したため、発芽以降の生育が早まり、展葉期で５月８日と平年

より２日早く、前年より１日遅い生態となった。 

(ｲ) 開花期から結実期の状況 

５月の気温が高めで推移したため生育も促進され、開花始が６月 12日、満開期が15日と平年より２

日早まった。ただし、開花期間中が低温・曇天で推移し、開花が揃わずに長びくとともに、一部品種で

は花ふるいも見られ、結実率は平年よりやや低くなった。 

(ｳ) 新梢伸長期の状況 

５月15日時点の新梢生育は、この時期気温が高かった昨年より遅れているものの、概ね平年並の新

梢生育でのスタートとなった。それ以降も適当な降雨があったことから収穫期までほぼ平年並の新梢生

育となった。 

房長は平年よりやや短めとなったが、果粒肥大はほぼ平年並となった。 

(ｴ) 収穫期の状況 

着色始期は、８月に入って気温が低下したことから平年より４日、着色終期も６日早くなったが、摘

房が遅れた園地、着房数が多い園地を中心に着色が進まなかったため、収穫期はほぼ平年並みとなった。 

      収穫期の「キャンベルアーリー」の果実品質は、平年と比較して房長やや小さいものの、果径は平年 

並で、糖度は平年より高くなった。また７～９月に降水量が多かったため、大粒種を中心に裂果の発生

が見られた。 

(ｵ) 病害虫の発生状況 

８月以降の曇天、降雨等により、醸造用品種でべと病等の病害の発生が多かった。害虫の発生は全般

的に少なかったが、昨年「キャンベル」等で発生が確認されたカイガラムシについては、「カツラマル

カイガラムシ」と特定された。 

(ｶ) 作柄評価について 

生産量は、全農岩手県本部の取扱実績（平成 30年３月末時点）から、前年比 83.5％の出荷数量とな

った。これは開花期が低温、曇天傾向で経過したことから結実数の減少や、８月以降の曇天多雨の影響

で収穫期の遅延や裂果の発生などによる出荷ロスが原因と考えられた。 

販売単価については前年比110％であり、概ね好調な単価が維持された。 
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(6) 飼料作物 

ア 牧草 

(ｱ) １番草 

５月は平均気温が高めに推移したが、生育は平年並であった。収量はやや不良からやや良と地域によ

りバラつきが大きかった。５月下旬以降の天候不順により収穫が遅れた地域もあった。 

(ｲ) ２番草 

平均気温は６月で平年より低め、７月で高めに推移した。収量は概ね平年並からやや良であった。８

月に入ってからの天候不順により２番草収穫が遅れた地域があった。 

(ｳ) ３番草 

収量は概ねやや不良であったが、一関は良好であった。とくに２番草収穫が遅れた地域では３番草の

収穫遅延による減収や収穫断念が認められた。 

イ 飼料用とうもろこし 

(ｱ) 播種～生育・出穂期 

消雪は早かったが、４月に入ってからの天候不順により圃場準備作業が遅れた。それに伴い播種作業

も遅れた地域が多かった。その後も天候不順により生育も遅れ気味で推移したが、７月前半の高温によ

り生育の遅れは大幅に回復した。 

(ｲ) 収穫期 

８月に低温で経過したことから登熟は遅く、収穫開始時期もやや遅かった。 

９月18日に本県に接近した台風 18号により、沿岸北部地域、八幡平市、花巻市、奥州金ケ崎地域を

中心に倒伏、折損被害が発生した。生育調査圃における県内の収量はやや不良～平年並となった（岩泉

地域は調査不能）。 

(ｳ) 気象災害の発生状況 

台風18号等の影響により倒伏や折損など県央部を除く地域では甚大な被害があり(再掲)、作業遅延

や収穫不能による減収が発生した。 
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Ⅱ 普及指導活動の成果 

 

１ 「意欲と能力をもった経営体の育成」に対する支援  

 

２ 「消費地から信頼される産地の形成」に対する支援 

   

 ３ 「６次産業化等をめざした高付加価値化の推進」に対する支援 

 

４ 「環境と共生する産地づくりの推進」に対する支援 

 

 ５ 「農村・地域の振興」に対する支援 

 

 ６ 「東日本大震災津波からの復旧・復興」に対する支援 
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新たな経営改善支援ツールの開発と活用               

                     【中央農業改良普及センター県域普及グループ】 

 

■ 課題名 

企業的経営体育成に向けた支援手法の確立と改善 

 

■ ねらい 

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

支援マニュアル」などの作成・発行を通じて、企業的経営体育成に向けた支援手法の体系化や

共有化を行ってきた。 

企業的経営体の育成にあっては、企業的経営を志向する経営体が自らの経営理念や経営目標

を定めたうえで、実践すべき取り組みを経営計画として明文化することが重要である。 

経営計画には、収支計画や資金計画などの数値計画が含まれるが、中長期的な数値計画を策

定するうえで、比較的簡易に計画策定ができるツールが求められていた。 

このことから、平成 28 年に「中長期経営計画策定支援ファイル ver.2.0」（以下、「中長期

ファイル」という。）を開発するとともに、その活用を図り、企業的経営体の育成を図ること

をねらいとした。 

 

■ 活動対象 

（１） いわてアグリフロンティアスクール受講生 

（２） 集落営農組織を対象とした研修等の受講組織のリーダー・役員等 

（３） リーディング経営体育成事業活用者 

（４） 市町村、ＪＡ等の法人化支援担当者、普及員 

 

■ 活動経過 

（１） いわてアグリフロンティアスクールでの活用 

岩手大学・ＪＡいわてグループ・岩手県で運営した平成 29 年度「いわてアグリフロンテ

ィアスクール」に県内 50 名が受講した。受講者はスクールの受講を通じて、経営力やビジ

ネス感覚を養い、自らの経営の革新を実現するための「戦略計画」を策定することとなっ

ている。 

県域グループでは、「農業経営戦略演習」「経営改善計画演習」などの講義において、

SWOT 分析などの経営戦略策定手法、中長期ファイルの活用方法についての演習を行ない、

受講生が円滑に戦略計画を策定できるよう支援を行った。 

（２） 各普及センターで実施した集落営農組織等を対象とした研修等での活用 

これまで、県域普及グループが実施してきた集落営農組織等を対象とした研修は、現

在、各地の普及センター等の主催で実施できる体制が確立されており、平成 29 年度は４

地域（盛岡、一関、中央地域（遠野）、大船渡）で集落営農組織を対象とする研修が実

施され、延べ 100 名を越える集落営農組織のリーダーと役員等が参加した。 

このうち、県域普及グループが支援対応した「平成 29 年度盛岡地方集落営農経営力講

座」では、集落営農組織の法人化後の経営計画(経営試算)の作成演習において、支援フ

ァイルでの経営試算演習を行ない、経営計画作成手法の習得を支援した。  
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（３） リーディング経営体育成事業活用者に対する支援 

いわてリーディング経営体育成支援事業では、事業活用者は経営発展計画を策定する

こととなっており、各普及センターでは中長期ファイル活用し、事業活用希望者の経営

発展計画の策定支援を行った。 

（４） 市町村、ＪＡの法人化支援担当者、普及員への周知と活用支援 

岩手県農業再生協議会が主催した法人化支援担当者会議において、市町、ＪＡなどの

法人化支援担当者に対し、中長期ファイルの開発と活用方法について周知するととも

に、各普及センターの担い手担当普及員に対しては、普及員研修、担当者会議を通じて

周知を図った。また、県域グループでは、各普及センター等での活用により寄せられた

意見、要望を踏まえ、より使いやすい支援ツールとなるよう中長期ファイルの修正を適

宜実施した。 

 

■ 活動成果 

（１） いわてアグリフロンティアスクールにおいては、農業経営及び６次産業化コースの受講

者 21 名が、農業・食ビジネス戦略計画を策定し、アグリ管理士の認定を受けた。 

受講生からは、中長期ファイルについて、今後も自身の経営の計画策定に活用していき

たいとの声が寄せられている。 

（２） 研修を受講した集落営農組織の役員、リーダーにおいては、法人化に向けた行動計画や

法人化後の経営発展に向けた経営計画の策定手法についての理解が得られ、地域での法人

化に向けた取り組みが加速している。  

 

 

 

 

 

(アグリフロンティアスクール受講生アンケート

結果から抜粋) 

・ 自分の目標について、何度も読み直すこと

により、問題解決に取り組む意志が強くな

り、私自身の考え方も大きく変わりました。 

・ 現在の農業を取り巻く環境について学び、

自分の中でどの方向に向かいたいかを考える

ことができました。 

・ 経営の大切さを身にしみて勉強することが

でき、今後に活かしたいと思います。 

平成 29 年度いわてアグリフロンティアスクールの様子 

■ 協働した機関  

岩手大学、ＪＡ県中央会、農業振興課、各農業改良普及センター（一関、盛岡） 

■ 中央農業改良普及センター県域普及グループ 経営・担い手チーム 

（チームリーダー：千葉 守、チーム員：葛巻美知子、本城淳子、松浦貞彦） 

 執筆者：千葉 守 
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産地拡大実践プランの策定および実践支援 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  生産性の高い野菜産地基盤の強化 

 

■ ねらい 

  高齢化等により野菜生産量が減少するなか、主要品目では産地自らが目標を定め課題解決す

る「産地拡大実践プラン」の策定により、産地課題の共有をはかり解決に向けた取り組みを行

うことが求められている。プランの策定誘導および策定されたプランの実践を支援し、各品目

の生産体制が強化されることをねらいとする。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて花巻野菜生産部会各品目専門委員会(花巻地域)、生産部会(北上地域) 

 

■ 活動経過 

（１） 関係機関との情報共有(４～５月) 

各品目専門委員会の事務局を勤めるＪＡと推進方向を確認した。 

（２） 策定意向部会のプラン策定誘導（５～12月） 

  ア 専門委員会役員会で策定意向と取り組みスケジュールを確認した。 

イ 生産者代表、関係機関職員によるワークショップで課題整理と改善方策についてのアイ

   デア出しを行い、それをもとに役員会で原案を作成、実績検討会での検討を経て策定する

   よう誘導を行った。  

（３） 既策定各部会のプラン実践と技術課題解決支援(４～３月) 

  ア 年度当初の専門委員会役員会で計画確認し、品目ごとに重点と位置づけられた課題の解

   決支援を行った。 

イ トマト専門委員会は単収向上を課題としていることから、基本技術の実践確認と地域 

に適した品種の選定について検討するため全戸巡回を実施した。 

  ウ ピーマン専門委員会、きゅうり専門委員会では、ＪＡが技術の高い生産者を指導者とし 

   て委嘱した「農の匠」を講師として整枝剪定作業の指導を行うよう誘導した。 

  エ 各専門部会の病害虫発生時防除管理情報等の発信を支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 きゅうり「農の匠」による 

剪定、摘葉指導 

防除情報の発行 
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■ 活動成果 

（１） プラン策定部会数の増加 

平成29年度には新たに２専門部会（北上地域アスパラガス専門部会、北上地域ピーマン

専門部会）で新たにプランが策定され、管内のプラン策定部会数は7専門部会となった。 

北上地域アスパラガス専門部会プランでは、増反運動により栽培を開始した若齢株圃場

への指導強化や生産者交流を活発化すること、新規栽培者の技術早期習得のためマニュア

ルを作成すること、土壌診断を実施し施肥設計を検討すること等が盛り込まれた。 

ワークショップで提案された生産者代表の意見が反映されており、自らの計画として主

体的に取り組もうという意識が感じられるものとなった。 

（２） 既策定各部会のプラン実践支援 

ア 栽培管理技術の向上 

品目ごとに技術課題解決に向けた取り組みが行われ、効果が上がっている。 

ねぎでは土壌病害対策の薬剤施用の徹底により被害が抑えられ、きゅうりでは生産阻害 

   要因の１つである「ホモプシス根腐病」対策として土壌ｐHの適正化や土壌消毒が実施され 

生産量の確保が図られた。 

    トマト実績検討会では全戸巡回で把握された品種特性について、種苗メーカー担当者も 

招いて検討を行い、次年度作付け品種の方向性が整理された。 

随時発行された病害虫防除情報により各種病害虫の被害拡大防止が図られた。 

イ 指導体制の強化  

  各品目専門部会とも新規栽培者の確保、育成が課題としてあげられているが、専門部会 

プラン実践の中で「農の匠」が活用されるようになってきており、指導体制の強化が図ら 

れつつある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北上地域のアスパラガス生産は約50年の歴史があり、県内一の生産量とな

っています。JAの野菜販売においても春商材の主役となるイメージ商品とし

て重要な役割を果たしています。 

一方、生産者の高齢化や病害による株の脆弱化が進み生産量は減少してい

て、対策を強化することが急務となっています。 

プラン策定により課題と取り組み項目を整理しましたので、今後は確実な

実施に向けて支援をお願いします。  

所属職名：花巻農業協同組合北上地域営農センター園芸販売課指導販売係 氏名：中村善希 

■ 協働した機関 

  JAいわて花巻営農推進部園芸販売課、花巻・北上地域野菜部会各品目専門委員会、専門部会

■ 中央農業改良普及センター地域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：鈴木 哲、チーム員(野菜)：鴨志田千恵、土田典子） 

  執筆者：鴨志田千恵 

プランの策定や実践

は、関係機関も支援

（農協、市、振興

局、普及など） 

実 践 

改善 

（計画見直し） 

次年度の計画 今年度の 

実践結果検証 

 

産地・部会が主体的に取組 

実践プラン 

産地の目指す姿 

部会活性化＆発展

できる産地へ！ 
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切花りんどう経営体の課題解決支援 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  小ぎく・りんどうを中心とした花き産地基盤の強化 

 

■ ねらい 

  生産者の高齢化などを要因とする産地規模の縮小が進む中、将来の産地の中核を担う切花り

んどう経営体の育成が求められている。関係機関と連携した課題解決支援を行うことで、産地

の担い手となる経営体を育成し、産地基盤の強化を目指す。 

 

■ 活動対象 

  花巻地域花き生産部会、産地の担い手となるりんどう経営体 

 

■ 活動経過 

（１） 切花りんどう経営体の課題解決支援 

・ 個別指導による課題解決支援（４～10月） 

対象経営体に対し、施肥管理や病害虫防除などの技術支援を行った。栽培終了後には

面談によって課題を共有し、それをもとに次年度の単収向上対策及び目標単収の検討を

行った。 

   ・ 若手りんどう生産者を対象とした実証圃見学会及び研修会の開催（７月、２月） 

     管内の若手生産者を対象とした実証圃の見学会と研修会を開催した。７月は新品種比

較実証圃を会場に県育成の新品種を見学した。２月はりんどうの施肥管理について研修

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・ 栽培管理講習会（11月、２月、３月） 

     通常の栽培管理に加え、春先の労力軽減と極早生・早生品種の切花品質改善を目指し、

積雪前施肥及び融雪前施肥などの施肥方法について情報提供を行った。 

 

 

 

新品種比較実証圃見学会 若手生産者研修会 
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   ・ 施肥改善実証圃調査（11～３月） 

     積雪前及び融雪前の施肥効果を確認するための実証圃を設置し、肥料の溶出について

調査を行った。次年度まで調査を継続し、調査結果をもとに施肥改善の支援を行う予定。 

 

（２） 県育成新品種の導入支援 

   ・ 新品種比較実証圃調査（４～９月） 

     新品種比較実証圃を設置し、各品種の生育状況や開花期の調査を行った。 

 

   ・ 部会への情報提供（11～12月） 

11月の栽培講習会や 12月の実績検討会で調査結果について情報提供を行った。 

 

■ 活動成果 

（１） 切花りんどう経営体の安定生産課題解決支援 

前年度多発して減収要因となったハダニ類やリンドウホソハマキなどの害虫の被害が減

少した。一方で、８月の低温多雨によって病害の発生が増加したことから、次年度に向け

て防除対策の見直しを行った。 

     研修会によって若手生産者間の交流が図られたほか、新品種導入や施肥時期の早期化

などの技術改善につながった。 

 

（２） 県育成新品種の導入支援 

    開花期などの現地適応性を把握することができた。 

新品種導入を志向していた経営体では実証圃の結果を 

もとに品種選定が行われ、平成29年度は需要期開花の新 

品種が約10a導入された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資材高騰による生産コストの増大、需要や価格の低迷による販売価格の低

下が経営を圧迫しており、花き産地の維持・発展を図るため、生産性の向上

による単位収量の向上、生産ロスの低下や省力化等による低コスト化などの

各種取り組みなどが必要となっています。 

当部会は組織体制を見直して品目別専門部を設置し、地区主体の活動から

品目別活動を中心に事業を展開するが、小規模生産者が多いことには変わり

ません。 

今後も栽培現場の情報をＪＡと普及センターで情報を共有しながら、生産

者に寄り添った臨機応変な指導をいただきたいです。 

所属職名：花巻農業協同組合農推進部園芸販売課調査役 氏名：佐々木隆史 

■ 協働した機関 

  花巻農業協同組合 営農推進部 園芸販売課、花巻地域花き生産部会 

■ 中央農業改良普及センター地域普及グループ 

  園芸チーム（チームリーダー：鈴木 哲、チーム員(花き)：阿部 陽、細越翔太） 

  執筆者：細越翔太 

需要期開花した新品種 
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新規就農者の確保・育成 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  地域農業の担い手育成 

３ 次代を担う新規就農・若手農業者の育成支援 

 

■ ねらい 

 ・ 経験不足により収量等が不安定な新規就農者を対象に重点的な技術指導や助言を行い、青

年等就農計画等で設定した目標所得の達成を目指す。 

・ 管内の農業青年が集う場を設定し、農業経営等にかかる情報交換を積極的に行うことで、

相互のつながりを深めるとともに、経営者としての資質向上や地域農業を担う意欲の醸成

を図る。 

 ・ 就農志向者が技術習得のための研修先となる新規就農者受入経営体の追加登録を進め、円

滑に営農を開始できる環境を整える。 

 

■ 活動対象 

  新規就農者、青年農業者、新規就農者受入経営体等 

 

■ 活動経過 

（１） 経営目標達成に向けた巡回指導（４～３月） 

技術担当と連携しながら、定期的な栽培状況の確認や状況に対応した助言等を行った。 

（２） 新規就農者情報交換会の実施（２月21日） 

ア 最新の農業情勢として、ソフトバンク・テクノロジー株式会社から農業資材比較購入サ

ービス｢AGMIRU（アグミル）｣、東北農政局岩手県拠点から｢GAP｣｢収入保険｣等について、情報

提供を行った。また、ＪＡいわて花巻青年部、各地域の４Ｈクラブからは活動状況について、

情報提供を行った。 

  イ 課題抽出用チェックシートを活用して自分の弱みを抽出し、弱み解消のための意見交換をワ

ークショップ形式で実施した。 

（３） 研修受入体制の整備（９～10月） 

    登録から一定の期間が経過している経営体があることから、整備に向けた第一段階とし

てアンケート形式により受入の可否等の現状について整理を行った。 

 

■ 活動成果 

（１） 経営目標達成に向けた巡回指導 

  ア 前年度からの課題に意欲的に取り組み、改善が図られた事例が複数あったほか、今年度

から経営を開始した対象者が計画を上回る収量の確保に至った等の成果が得られた。しか

し、未解決の課題や気象変動への対応等、改善の余地が残されていることから、今後も継

続的に支援を行っていく。(花巻・北上) 

  イ 新規就農者と目標を共有し、個別課題に対する巡回指導を月２～３回実施した結果、支

援した４名全員が前年の販売額を上回り、うち３名が目標を達成することができた。次年

度も経営目標の達成に向け支援を継続していく。（遠野） 

  ウ 施設いちご栽培に取り組む新規生産者へ省力的な新品種を提案し、その導入によって作
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業労力の軽減が進んだ。また、品種比較実証圃での作業時間の記帳を通じて、必要な作業

労力への認識・理解が深まった。今後の栽培管理の効率化が期待される。（西和賀） 

   

（２） 新規就農者情報交換会の実施 

  ｢AGMIRU(アグミル)｣に対しては、質問も多く関心の高さがうかがわれ、今後の有効活用が

期待された。グループワークでは、先輩農家や東北農政局岩手県拠点からのアドバイスも含

め、活発な意見交換が行われた。 

交換会終了後に実施したアンケート調査による参加農家の評価は概ね良好で、特に意見交

換の評価が高かった。今後、内容を精査し次年度の実施に反映させる。 

 

（３） 研修受入体制の整備 

    アンケート調査の結果、管内で受入経営体として登録されている48経営体中、13経

営体が家庭事情等で受入が困難であることが分かった。次年度は、関係機関・団体と

再構築のための方向性を協議し、登録拡大に向けた経営体の掘り起こしや働きかけを

行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度は非常に厳しい気象条件の中で、生理障害の発生等により減収とな

った品目・作型もありましたが、最終的には概ね所得目標を達成することが

できました。新たな課題も出てきていますが、一つ一つ確実に解決して経営

を発展させていきたいので、普及センターには一層の支援を期待します。 

所属職名：    氏名：千葉康弘 

 

■ 協働した機関 

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

 

■ 中央農業改良普及センター 地域普及グループ 

 ・本センター担い手チーム 

チームリーダー：内藤善美、チーム員：澁谷まどか、木村陽子、古川 勉 

 ・遠野サブセンター園芸チーム 

チームリーダー：梅澤 学、チーム員：高橋大輔、石川奈津美 

・西和賀サブセンター農業農村活性化チーム 

チームリーダー：石川輪子、チーム員：齋藤理恵、藤澤由美子、藤田章宏   

執筆者：内藤善美、梅澤学、藤田章宏 

 
 

 

写真１ 新規就農者巡回指導の様子 写真２ 情報交換会の様子 
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民間の“改善”手法の導入による農業経営体の経営改善に向けた普及活動 

【盛岡農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  集落営農組織の経営高度化支援 －多角化や新技術の導入・定着支援－ 

  花き産地力の強化 －花き産地を牽引する生産者の育成－ 

■ ねらい 

  農業経営体の労働生産性や収益力の向上を図るため、民間のものづくり産業で取り組まれる

“改善”手法の農業生産現場への導入及び活動の実践を支援する。 

■ 活動対象 

  管内の農業法人等３経営体（※本活動年報では２経営体の取組について記述） 

■ 活動経過 

（１） 自動車製造企業と連携した現地指導：(農)水分農産(紫波町) 

  ア 現地確認(5/10) 

栽培・出荷作業の手順や状況の確認、取組の方向性の検討 

 

 

 

 

 

 

  イ キックオフミーティング(5/24) 

活動の進め方の説明、組合長による活動宣言、担当者の決意表明 

 

 

 

 

 

 

  ウ 現地指導(5/26、6/22、7/19、8/2、8/23、9/5) 

現場確認や従業員からの聞き取りによる課題の把握と改善活動の実践、病害虫防除、施

肥改善指導 

 

 

 

 

 

  エ 活動報告会(9/20)：活動成果の報告と参加者による意見交換 

（２） (公財)いわて産業振興センターと連携した現地指導：(有)猿子園芸(雫石町) 

  ア 現地指導(6/30、9/22、11/8) 

    改善の考え方の講義、ゆりの収穫・調製作業手順の確認と取組のポイントの提案 
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■ 活動成果 

（１） 自動車製造企業と連携した現地指導：(農)水分農産(紫波町) 

ア 資材ハウスの整理・整頓 

   ○ 整理・整頓によって、物品をすぐに取り出 

    せるようになり、作業性が向上した。 

   ○ 活動を通して現場に満足感が生まれ、生産 

    性の向上につながった。 

イ 作業現場の困りごと改善 

○ 安全に効率よく収穫物を運搬できるよう 

になり生産性が向上した。 

○ 様々な現場の困り事を解消することによ 

り、従業員の満足度向上につながった。 

    

ウ ホワイトボードによる栽培・作業計画の見える化 

   ○ 各部門の予定を早めに把握することで、人の配置や 

    作業内容を事前に調整できるようになり、農場全体の 

    作業効率が向上した。 

   ○ ハウスの利用効率が向上し、小松菜の栽 

回数が9.3回/区画(前年比1.4回増)となり、 

生産数量は前年比121％となった。 

     

（２） (公財)いわて産業振興センターと連携した現地指導 

(有)猿子園芸(雫石町) 

  ア ゆりの調製作業場のレイアウト改善 

○ 滞留が無くなるように作業動線と配置を 

    見直した結果、調製作業場の省スペース化 

及び作業人員の削減につながった。 

   ○ 空いたスペースに梱包資材を保管できる 

    ようになり、作業効率が向上した。 

 

 

 今回の改善活動を通して大きく学んだことは、意識と考え方という

点と情報の視覚化がいかに重要だったかという点だと思います。 

いかに効率的になっても、その意図が十分に共有されていない場合

は改善前の状態に戻ってしまうこともよくありました。 

今後は１次的な改善ではなく、できることを見つけて行動に起こし

て、継続的な改善を行っていきたいと考えています。 

所属職名：(有)猿子園芸 代表取締役  氏名： 猿子祐太  

■ 協働した機関 

  トヨタ自動車東日本株式会社、公益財団法人いわて産業振興センター 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  経営体育成チーム（チームリーダー：小田中浩哉、チーム員：三保野元紀、築地邦晃）   

執筆者：三保野元紀 

○圃場の状態が 

一目でわかる 

○計画変更への 

対応が容易 

○スペース拡張で 

切り返し可能 

○不要物を廃棄(整理) 

してスッキリ 
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新規就農希望者の研修～農業次世代人材投資事業・準備型の研修の支援～ 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新規就農者の確保・育成 

 

■ ねらい 

  意欲ある就農希望者が、研修を行うことで栽培管理技術や経営力等を習得し、就農後の定着

と着実な経営発展を図ることができる就農に結びつけること。 

 

■ 活動対象 

  準備型の研修生、研修を希望する就農相談者 

 

■ 活動経過 

（１） 就農希望者に対する技術習得支援及び経営計画作成支援 

  ア 農業次世代人材投資事業・準備型の研修 

(ｱ) 受入経営体のマッチング 

準備型での研修を平成29年度から開始を希望する７人と受入経営体のマッチング（平

成28年11月～29年3月）。 

(ｲ) 研修申請の支援 

新規申請者７人を対象に、研修計画申請書類作成の支援（４～６月）。 

(ｳ) 研修状況把握と関係機関と連携した就農準備指導 

・ 準備型研修生 10 人（新規７人、前年度から継続３人）の研修状況把握（４～３月）。 

・ 平成 30 年に自営就農を希望する７人の就農準備指導（４～３月）。 

普及センターは関係機関・団体と連携して、青年等就農計画作成支援のほか、農地

情報伝達や農業委員会との打合せ支援、ＪＡ加入や出荷準備の手続きの情報伝達、補

助事業の打合せ支援、青年等就農資金の打合せ等。 

(ｴ) 青年等就農計画の作成指導 

    ・ 平成30年の自営就農に向けて、平成29年度または30年度に青年等就農計画の市町長

の認定が必要な５人を対象に、市町と連携して計画作成の支援（４～３月）。 

     【平成29年度の農業次世代人材投資事業・準備型の研修生】 

研修生 就農予定地 研修 

開始 

研修 

期間 

経営開

始予定 

就農 

計画 

研修作目 受入経営体 

１ 盛岡市 29年4月 １年 30年  ミニトマト 盛岡市の農家 

２ 盛岡市 29年5月 １年 30年 認定済 ねぎ、ミニトマト 盛岡市の農家 

３ 盛岡市 29年3月 １年 30年  ぶどう 紫波町の法人 

４ 盛岡市 29年4月 ２年 31年  りんご 盛岡市の農家 

５ 雫石町 29年3月 １年 30年 作成中 ねぎ 雫石町の農家 

６ 紫波町 29年4月 １年 30年 作成中 りんご 紫波町の農家 

７ 紫波町 29年4月 ２年 31年  ぶどう 紫波町の農家 

８ 滝沢市 28年4月 ２年 30年 認定済 ミニトマト 盛岡市の農家 

９ 紫波町 28年4月 ２年 30年 認定済 ミニトマト 盛岡市の農家 

10 雇用就農 28年6月 ２年 雇用  トマト 盛岡市の法人 
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■ 活動成果 

（１） 農業次世代人材投資事業・準備型の研修 

ア 受入経営体のマッチング 

研修希望者7人と受入経営体のマッチングは平成29年３月までに完了し、７人がそれぞれ

３月または４月に研修を開始した。マッチングに伴い新たに新規就農者受入経営体として

４経営体が登録となり、準備型研修生の受入を行った。 

イ 研修申請の支援 

申請者７人は、全員が準備型の対象者として決定となった（６月）。 

ウ 研修実施把握と関係機関と連携した就農準備指導 

受入経営体での研修により、栽培技術や経営等の習得が進んだ。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

農地借地、補助事業の活用、青年等就農資金借入れの課題が解決され、平成 30 年に自営

就農を希望する７人全員が就農する見込みとなった。 

 

エ 青年等就農計画の作成指導 

平成29年度または30年度に青年等就農計画の認定が必要な５人

   のうち、市町と連携して計画作成指導を行い、３人は平成29年度

   に認定済み、２人は計画作成が進み平成30年度に申請予定となっ

   ている。 

 

  準備型の研修生を毎年受入れ、昨年４月からは３人がミニトマトの研修を

行いました。研修生の就農に向けて、受入農家として畑での栽培管理技術の

指導のほかに、ＪＡ部会の指導会に参加しての勉強や、独自に市場や種苗会

社などの視察研修を行ってきました。研修生の就農への課題はいろいろあり

ましたが、研修生自身のがんばりと普及センターをはじめ関係者のみなさん

の協力で、３人とも順調に就農していくことと思います。 

所属職名：岩手県農業農村指導士、新規就農者受入経営体   氏名：澤口 聡 

 

■ 協働した機関 

  盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町、各市町農業委員会、新岩手農業協同組合、 

ＪＡ岩手中央、（公社）岩手県農業公社 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  就農・起業支援チーム（櫻田弘光、成田恵美、小笠原南美）   

  執筆者：櫻田弘光                      

受入経営体での

準備型研修 

市町と連携した就農計画作成指導 
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ほうれんそう若手生産者の規模拡大に向けた技術支援        

【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 

  八幡平市におけるほうれんそうの生産量は、年々減少傾向にある。その原因のひとつとして

単収が低く、６月をピークとして夏期に収量が減少していることが挙げられる。また、高齢化

等により、小規模生産者を中心に生産者数が減少している。その一方、新規就農や後継による

若手生産者が育ちつつあり、規模拡大への意欲が高いことから、将来の産地を牽引する担い手

として期待されている。このことから、安定生産技術の確立による単収向上に向け、若手生産

者を中心とした支援を行う。 

 

■ 活動対象 

  JA新いわて八幡平野菜部会ほうれんそう専門部 

 

■ 活動経過 

（１） 単収向上技術の導入支援 

  ア 栽培講習会などによる栽培技術習得支援 

栽培講習会や個別巡回等で病害虫対策や高温期の栽培管理を中心に技術支援を行った。 

  イ 現地実証圃の設置による新技術習得 

４～11月の５作型で品種比較圃を設置して、病害抵抗性や多収性を調査し、情報提供を

行った。 

  ウ 生産者への情報提供 

４～11月におおよそ週１回間隔で気象、病害虫対策、市況などをFAXで情報提供した。ま

た、生産者に個別で出荷実績や順位を記載した出荷成績書を８月、11月、２月の３回提示

した。 

（２） 省力化技術等の導入支援 

  ア 根切り機導入者へのフォローアップ 

根切り機の推進に向けて、管内の根切り機導入生産者における稼働状況や課題の聞き取

り調査を行った。 

  イ ほうれんそうセンターの拡充強化 

ほうれんそうセンターの作業効率向上に向けて、カイゼンコーディネーターの指導によ

る作業動線の改善策を検討した。 

（３） ほうれんそうを柱とした営農体系の導入支援 

部会役員とJA担当者、市と連携し、事業によりハウスを導入した若手生産者を対象とし

て、現地巡回指導を実施した。 

 

■ 活動成果 

（１） 単収向上技術の導入支援 

    新品種の生育特性が理解され、新品種の適期における作付が増加した。 
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（２） 省力化技術等の導入支援 

    ほうれんそうセンターにおいて、既存の施設・機械を活用した作業動線の改善が認めら

れ、作業の効率化が図られた（写真１、２）。具体的な改善効果については、次年度に詳

細な調査を行う。 

  

写真１ 作業動線の改善前          写真２ 作業動線の改善後 

（３） ほうれんそうを柱とした営農体系の導入支援 

    雑草対策や排水対策が実施され、事業導入以降未作付であったハウスでの作付けが行わ

れた。 

 

表 平成 28・29 年の出荷実績 

 
平均出荷量 kg/戸 栽培面積 a 単収 kg/10a 

H29 H28 前年比 H29 H28 H29 H28 前年比 

全生産者 217 戸 2,538 2,915 87 15.3 15.7 1,843 1,896 97 

支援対象 27 戸 6,022 6,308 95 37 38 1,688 1,809 93 

事業導入 14 戸 6,747 6,752 100 40 41 1,555 1,588 98 

 

 

 

 

 

 当地域では、主力品目であるほうれんそうの生産者数、生産量いずれも減

少の一途にあり、産地の維持が難しくなりつつあります。そのため、将来を

担う若手生産者への期待が大きく、彼らへの技術指導や情報提供等は大変役

立つ支援だと考えています。今後、さらなる経営力の強化に向けて、支援、

指導していただき、若手生産者には産地を牽引していく生産者へと成長して

ほしいと願っています。 

所属職名：ＪＡ新いわて八幡平野菜部会ほうれんそう専門部 専門部長  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 

30



 

ICTを活用した経営改善手法の検証・普及 

【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 

生産工程管理システム「食・農クラウドAkisai 農業生産管理SaaS」の活用し、作業実績  

を解析することにより、経営課題の見える化を図る。 

 

■ 活動対象 

  キャベツ大規模野菜経営体 

 

■ 活動経過 

（１） モデル経営体へのICT活用支援 

モデル経営体に対して、作業工程管理システム「食・農クラウドAkisai農業生産管理

SaaS」の活用方法について指導するとともに、実績データを解析し、単収、コスト、労働

時間における課題を見える化し、改善方法を提案した。 

（２） ICTを活用した経営改善手法の普及 

検証結果を紹介する研修会を開催し、ICTを活用した経営改善手法の普及推進を図った。 

 

■ 活動成果 

（１） 経営改善点の見える化 

ア 圃場別単収の見える化 

圃場ごとのキャベツの単収を集計し(図１)、単収5000kg未満の低単収圃場の要因を解析

した結果、湿害、根こぶ病の発生により減収していることを把握した。今後、低単収圃場

に単収向上に資する対策を集中的に実施することで、効率的に単収向上を図る予定。 

 

イ 圃場別コスト(農薬費)の見える化 

農薬費が約 24,000 円/10a と県基準(生産技術体系:約 20,000 円/10a)より高いため、圃場ご

との農薬費を集計し、高コストの要因を解析した結果、病害虫が多い７～８月定植作型に農

薬費が高くなる傾向が認められた(図２)。その時期の防除実績を確認すると、発生の可能性が

極めて低い病害虫の防除をしている実態が判明したため、次年度は適正防除の実施により、

コスト低減に取り組む予定である。 

 

  
図１ 圃場別のキャベツ単収(kg/10a)     図２ 圃場別農薬費(円/10a) 

5～6 月定植作型 7～8 月定植作型 
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ウ 作業時間の見える化 

作業別の労働時間を把握した結果、定植作

業、収穫作業の割合が全体の９割を占めるこ

とを把握した(図３)。今後、より詳細に労働

時間を(除草時間など)把握するとともに、労

働時間の多い定植作業、収穫作業において、

作業改善方法を検討し、労働生産性向上を図

る方針である。 

 
図３ 各作業の割合 

 

（２） 農薬の適正使用 

農業生産管理 SaaS は、病害虫防除に使用する農薬の使用内容を事前に登録すると、農

林水産消費安全センターの農薬登録情報を参照し、農薬の使用方法が適正であるかをチェ

ックするため、農薬使用基準の違反を未然に防ぐことが容易となった。 

 

（３） 農業分野におけるカイゼン導入事例研修会 

    モデル経営体の導入事例について管内生産者へ紹介した（表）。今後、先進事調査結果

を踏まえ、ICT を活用した経営改善手法の地域への波及を図る方針である。 

 

表 研修会の概要 

研修会 開催月日 対象 

若手経営者経営改善研修会 ６月12日 JA新いわて東部管内の若手野菜経営者 

生産効率化研修会 １月22日 八幡平、盛岡管内の認定農業者 

若手経営者カイゼン・ICT研修交流会 １月26日 八幡平管内の若手経営者 

 

 

今までは手書きで作業実績を残していましたが、経営課題を把握するとこ

ろまではできていませんでした。 

ICTで作業実績を記録することにより、圃場ごとの単収、生産コストが容

易に解るようになり、経営課題を把握することができるようになりました。 

今後は、圃場別の作業時間の把握も行うこととしており、効率的な作業の

実施についても取り組んでいきたいと考えています。 

所属職名     氏名：小沢真人  

 

■ 協働した機関 

  ㈱富士通、盛岡広域振興局農政部 

 

■ 八幡平農業改良普及センター 岩手町駐在 

  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：千田 裕 
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認定農業者等の経営改善支援 

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  重点支援対象者及びリーディング経営体候補者の経営力強化支援 

■ ねらい 

認定農業者の経営改善計画の達成のため、技術的な支援と併せ、計画と目標、さらには目標

達成のための手段を明らかにした営農がなされるための支援として、認定農業者等の中から普

及センターが経営支援する重点支援対象者を明確にし、経営改善を図ることと、認定農業者や

若手農業者など担い手農家に共通する課題解決をねらいとする。 

■ 活動対象 

  平成29年度重点支援対象者８名、認定農業者・若手農業者等 

■ 活動経過 

（１） 重点支援対象者への重点支援活動（重点支援対象者8名） 

昨年度まで普及員あたり２名の対象者を選定していたが、今年度からは選定基準を見直

し、早期の目標達成が見込まれ、また将来の地域農業をリードすることが期待される経営

体を選定することとした。今年度に入りすぐに支援スタートさせられるように、昨年度中

に対象者選定を進めた。また、生産と経営の両輪で支援する体制を強化するため支援チー

ム体制を作った。 

  ア 対象者選定とチーム体制案の確立（平成28年度中） 

    担い手経営チームと他の所内チームと打ち合わせを行い、対象者８名を選定。市町やJA

等から意見を伺って対象者を決定した。また、新たに技術担当、経営担当、課長からなる

支援チーム体制をとることとした。 

  イ 支援個票作成（平成28年度中に案作成） 

    昨年度まで使用していた個票を見直し、対象者の単年度計画と普及センターの支援計画

が明確にわかるようにした新様式とした。支援チーム員は、対象者と前年中に打ち合わせ

を行い、支援個票を作成した。 

  ウ チーム会議と支援 

    支援においては、随時チーム会議を開催しながら支援を行った。 

  エ 検討会開催、次年度支援対象選定 

    計画検討会（4/27）、中間実績検討会（10/5）、実績検討会（2/1）を実施し、所内で支

援内容を検討しながら進めた。また、次年度の対象者についても３月中に決定した。  

（２） 経営管理能力の向上支援（認定農業者・若手農業者等） 

担い手農家を対象として共通する課題をみつけ、経営継承における税制度、経営計画の

作成、農業経営の法人化をテーマとした集合研修「八幡平地域農業経営研修会」をH28年度

より開催している。今年度は以下の内容を実施した。 

  ア 「平成29年度八幡平地域経営研修会～農業経営の法人化～」 

    期日：平成29年12月11日  

    場所：八幡平市農民研修センター第1研修室 

    内容：農業経営の法人化について 講師：税理士 八木橋美紀氏 

       法人化事例紹介 講師：㈱クレアクロップス 代表 馬場一輝氏 

■ 活動成果 

（１） 重点支援対象者８名に対して、支援チームで支援を実施したところ、１名が目標達成に
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より重点支援対象者の卒業扱いとした。他の対象者も目標に向けた動きがみられたが、今

年度から新たに選定した対象者が多く、次年度も引き続き支援し、より充実させた内容で

達成させるため継続支援する対象者を６名とした。 

今年度の改善目標 結果

A氏
（八幡平市・野菜）

①トマトの単収向上（ 13 14 t/10a以上）
②複式簿記へ向けた取り組み

トマトの栽培管理技術について理解できており、管理作業も概ね
順調であるが、今後、土壌病害対策や新設ハウスの圃場準備に
向けて取り組む必要がある。また、規模拡大に向けての計画を確
認し、H31年から新設ハウスによる栽培を進めれるよう継続支援が
必要。（概ね達成　次年度継続）

B氏
（八幡平市・花）

①新植（更新）計画の再点検と修正策定
②単収４万本を維持
③簿記記帳の理解度向上（経営数値の読み方）

りんどう株勢の急激な変化（凋落）を経験して、単収4万本を維持し
ていく新植（更新）計画について、基本的なルール（収穫3年スケ
ジュール更新）が定まったこと。この経営方針を尊重しつつ、激変
緩和措置を提案していく。（達成　次年度継続）

立柳氏
（八幡平市・水稲）

①水稲低コスト・省力技術の導入検討
②規模拡大に向けた中長期計画作成
③法人化検討のための知識習得

本人は規模拡大に伴う雇用確保を見込んで法人化を検討している
が、営農計画の作成や財務諸表の活用などの点で継続支援が必
要。（未達成　次年度継続）

C氏
（八幡平市・酪農）

①パソコンによる経営管理と青色申告の実施
②夫婦での役割分担と休日の確保（2-3日/月）
③年間分娩頭数 37頭（目標平均分娩間隔 420日）

販売額は目標達成見込みだが、経営移譲後の管理の影響が現れ
てきており（空胎日数 移譲前130日→直近149日）、今後、より重
点的な繁殖管理の指導が必要。 決算書作成は農協の記帳代行
に依頼しているが、自身で記帳できるように理解を深める必要が
ある。 これらから、次年度も重点支援対象として支援継続が必要
である。（概ね達成　次年度継続）

D氏
（岩手町・野菜）

①中長期計画の作成
②経営分析（自分、親）
③小松菜等の安定生産（販売額5,000千円）

栽培技術、複式簿記、経営分析手法を習得し、経営移譲時期につ
いても決断しており、今年度で課題は解決できたと思われるため。
（達成　一般指導）

E氏
（岩手町・野菜）

①単収5,000kg/10a
②貸借対照表、複式簿記（青申６５万控除）と長期計画作
成（拡大シナリオ）
③父親との分担の明確化

今年はソリマチ体験版で入力するのみで、複式簿記習得には至ら
なかった。また、父親と意思疎通が不十分な点を改善する必要が
ある（栽培管理について口を出せないでいる）。栽培技術はおおむ
ね良好である。（未達成　次年度継続）

F氏
（葛巻町・野菜）

①除草作業の省力化による労働生産性向上
②収穫作業の省力化による労働生産性向上
③中長期計画の作成（償還計画含む）

販売単価低迷により販売額は未達成であるが、除草剤の効果的
な活用、在圃性の高い品種の導入により、安定生産技術は向上し
たと考えられる。次年度は、一般指導として支援を継続する。（未
達成　一般指導）

G氏
（葛巻町・酪農）

①出荷乳量の向上240ｔ（＠9,500ｋｇ×25頭）
②乳質改善への取組（20万個/ｍL以上の回数４回以下）
③複式簿記の理解

今年度分娩予定育成牛は５頭（分娩済を含む、再確認）は確保さ
れているが、高齢牛、低乳質牛、盲乳乳頭牛（２本乳や３本乳）な
どの廃用対象（未授精）がおり、計画頭数確保が困難であったた
め。なお、販売額については出荷乳量は増加じているがスモール
価格の低下により伸びは少ないと想定されている。早期に複式簿
記に取り組み経営状況を把握できるよう引き続き支援をする必要
がある。（未達成　次年度継続）

（２） 八幡平地域農業経営研修会は農業者の参加が40名と多く、関心の高さが伺われた。

    次年度は個別で相談できる場を設けて、個別の課題解決につながる支援を行ってい

   く。 

 

 

 

 

直播や密苗の低コスト・省力技術導入について、実証圃での調査や生産費

調査を行いながら検討したことで、密苗については次年度導入することとし

ました。法人化について考えていたので、様々な研修会や個別相談会に誘導

してもらい検討することができました。次年度はさらに具体的に計画を立て

ながら、法人化や雇用導入なども含めた将来の方向性を検討したいです。 

所属職名    氏名：立柳慎光 

 

■ 協働した機関 

  各市町農林関係課、JA 新岩手 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  担い手経営チーム（チームリーダー：長﨑優子、チーム員：藤澤真澄、藤原千穂）   

  執筆者：藤澤真澄                     
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