
 

水稲新品種「銀河のしずく」栽培研究会活動の支援 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  良食味米産地の確立と戦略作物の生産性向上 

 

■ ねらい 

  平成28年度より岩手県オリジナル新品種「銀河のしずく」の一般作付が開始されることを踏

まえ、良食味米産地としての評価を得て、速やかに普及拡大させるため、栽培実証ほ等の調査

結果を基に、安定生産のための栽培技術を確立する。 

 

■ 活動対象 

  花巻地域銀河のしずく栽培研究会、北上地域銀河のしずく栽培研究会 

 

■ 活動経過 

（１） 地域における「銀河のしずく」産地計画策定と栽培研究会の設立支援 

  ア 花巻農業協同組合が作成する産地計画の作成を支援した。 

  イ 地域ごとの「銀河のしずく」栽培研究会の設立を支援した。 

 

（２） 「銀河のしずく」モデル展示圃の設置運営 

  ア 花巻市および北上市の７か所に展示圃を設置し、各地域の生育状況を花巻農業協同組合

と連携して確認するとともに、収量や品質等について調査した。 

  イ 生育・収量調査に基づき、生産者に対する技術資料を作成した。花北地域における栽培

マニュアルを作成し、生産者に配布した。 

 

（３） 「銀河のしずく」栽培研究会を通じた栽培技術の周知 

  ア 各地域栽培研究会の指導会・研修会を開催し、品種の特長、栽培のポイント、栽培上の

留意点について情報共有を行った。（３月：育苗管理 ５月：本田管理 ６月：中干し

７月：追肥 ９月：適期収穫） 

  イ 実績検討会を開催し、課題の整理と次年度に向けた対策の検討を行った。 

 

（４） 「銀河のしずく」PRによる知名度向上 

  ア 県南広域振興局農政部花巻農林振興センターと連携のもと、花巻市長、北上市長による

「銀河のしずく」の田植えや稲刈りに参加し、生産者および消費者へのPR活動を行った。 

また、イトーヨーカドー花巻店やカワトク等において、新米の試食提供を行い、地元消

費者へのPR活動を行った。 

イ 花巻農業協同組合と協力して、岩手県銀河のしずく栽培研究会等主催「第１回銀河のし

ずく頂上コンテスト」に食味評価や栽培管理技術に優れたものを出品した。 

  ウ 県産米戦略室と連携し、研究会での研修会の様子等をFacebook等で定期的に発信した。 
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写真１ 収穫前圃場研修会（9/15）      写真２ 頂上コンテスト（12/22） 

■ 活動成果 

（１） 「銀河のしずく」栽培研究会の設立と作付面積拡大 

ア 花巻・北上地域が良食味米産地としての一定の評価を得るため、花巻農業協同組合に産

地計画の作成を働きかけ、また、「銀河のしずく」ブランド化推進の活動母体となる「栽

培研究会」の設立を支援し、産地としての一体的な推進が図られた。 

イ 花巻市および北上市における平成29年度一般作付は、90経営体で279haとなり、面積が４

倍以上に拡大した。（平成28年産一般作付 23経営体、57ha） 

（２） 栽培技術の徹底による高品質良食味米生産技術の定着 

ア 水稲生育期間の要所で指導会を行い、展示圃を巡回して生産者間の意見交換を図りなが

ら、細やかな栽培管理指導を実施した。その結果、「農産物検査結果が１等米であること、

かつ玄米タンパク質含有率7.3％以下(玄米水分0％)であること」という出荷基準を２か年

連続で全量クリアした。今後は、一層の面積拡大が見込まれることから、栽培管理指導の

徹底が課題となっている。 

イ 「銀河のしずく」は、「ひとめぼれ」より分けつの発生が少ないことから「㎡当り栽植

本数の確保」等を重点的に指導し、「ひとめぼれ」を上回る収量を確保することができた。

今後も品種の特長を把握し、特性に応じた技術指導を継続していく。 

（３） 「銀河のしずく」PRによる生産者や消費者への知名度向上 

ア 各市長によるPR活動、量販店による試食提供、頂上コンテスト入賞などにより、生産者

および消費者に広く認知された。花巻市の鎌田淳氏が第１位、北上市の田村庄平氏が第３

位に選ばれ、広くマスコミに取り上げられるとともに、研究会活動に弾みがついた。 

 

 

 

 

平成30年産も引き続き、県オリジナル品種「銀河のしずく」のブランド化

のために、栽培技術の検討や情報共有に努め、栽培者全員が高品質良食味米

生産に取り組んでいきます。 

「銀河のしずく」は、１粒１粒しっかりとした食感があり、白くてつやや

かな外観で冷めても美味しい品種。この美味しい「銀河のしずく」を消費者

に届けることができるように、年々生産面積を増やすとともに、「銀河のし

ずく」のPR活動にも協力していきたいです。 

所属職名：花巻地域「銀河のしずく」栽培研究会会長   氏名：髙橋春雄 

■ 協働した機関 

  花巻農業協同組合、花巻市、北上市、岩手県農業研究センター、県庁県産米戦略室、県南広

域振興局農政部花巻農林振興センター、中央農業改良普及センター県域普及グループ 

■ 中央農業改良普及センター地域普及グループ 

  作物チーム（チームリーダー：臼井智彦、チーム員：斎藤真理子、佐々木俊祐）   

  執筆者：斎藤真理子 

 

 

顔写真 
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遠野地域におけるピーマン生産振興 

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  遠野の園芸産地基盤の育成・強化 

 

■ ねらい 

  遠野地域の野菜生産は、多品目で柱となる品目が少ない状況にある。その中でピーマンは、

遠野地域における野菜出荷額のトップ品目であり、遠野市や花巻農協は重点品目に位置づけて

いる。一方、近年は高齢化の影響から生産者や栽培面積の減少、平均単収の低迷など多くの課

題を抱えており、産地として維持・拡大が難しくなっている。このため産地拡大実践プランの

策定とこの確実な実行を誘導する。 

 

■ 活動対象 

  JAいわて花巻遠野地域野菜生産部会ピーマン専門部 

 

■ 活動経過 

（１） 園芸産地拡大実践プランの策定 

    産地診断にかかるアンケートを全生産者を対象に行った。その後、地区役員９名及び関

係機関５名で今後の方向性を検討した（H26）。 

    検討結果から次年度以降の具体策を協議し、①部会活性化・意欲向上、②新規栽培者の

確保・育成、③単収向上、④市場評価向上の４つの方針を柱として「花巻農業協同組合遠

野地域野菜生産部会ピーマン専門部産地拡大実践プラン」を策定した（H27）。 

（２） 実践プランの実行支援（H28～29） 

    関係機関で役割分担を行い、普及センターは農協と連携しながら「新規栽培者の確保・

育成」「単収向上」に取り組んだ。 

ア 部会活動の活性化 

    春以外は不定期だった役員会の開催について、次年度の活動内容や解決すべき課題を検

討する場として、秋冬期にも開催するよう誘導した。 

  イ 新規栽培者の確保・育成 

   (ｱ) 新規栽培希望者への圃場見学会、説明会 

     新規栽培者の確保のため、農協組合員へ通知し、夏に圃場見学会、冬に説明会を実施

した。 

   (ｲ) 新規栽培者への集合指導、巡回指導 

     新規栽培者を対象として、未経験者ならではの疑問に対応する集合指導を実施した。 

早期に技術を習得できるよう栽培２年目までを対象とした重点栽培指導を行った。 

  ウ 単収向上 

   (ｱ) 個別目標の設定及び栽培管理チェックシートによる自己点検 

     個々の生産者が収量や販売額など目標設定を行い、栽培管理チェックシートの活用に

より個別課題を把握してもらうとともに、全体の集計結果も示して、基本管理の確認と

改善への気づきを促した。 

  (ｲ) トンネル栽培の導入推進 

    作期拡大による単収向上のための実証を行い、トンネル栽培により定植時期の前進化
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と、露地作型より約３割の単収向上効果があることを示した（H27）。 

    特に、新規栽培者に対し遠野市と農協のトンネル資材への補助を活用して、初めから

トンネル栽培とすることなどを指導した。また、既存生産者に対してもトンネル栽培へ

転換するよう現地指導会等の機会を通じて促した（H28～29）。 

 

■ 活動成果 

（１） 新規栽培者の確保・育成 

  ア 新規栽培者への集合指導、巡回指導 

新規栽培者４名の単収平均は5.9t/10aと部会平均単収（4.8t/10a(H29)）を上回り、今後

の担い手として活躍していくと期待される。 

  イ 新規栽培希望者への圃場見学会、説明会 

    圃場見学会は２回実施し延べ10名、説明会へは６名の参加があり（H29）、次年度３名の

新規栽培者が見込まれる。 

（２） 単収向上 

  ア 部会活動の活性化 

    役員会の開催が冬期にも行われ、次年度の活動を検討する場として定期開催とすること

となった。また、さらなる活性化のため部会活動先進地事例研修を検討するなど自主的な

取り組みになりつつある。 

  イ 個別目標の設定及び栽培管理チェックシートによる

自己点検 

   各自設定の目標に対する達成状況や管理状況の個別

課題が明らかになり、改善意欲が高まっている。ま

た、全体傾向として改善すべき課題が明らかになっ

た。 

 ウ トンネル作型の導入誘導 

新規栽培者や規模拡大などの栽培面積増加分が全

てトンネル栽培となり、トンネル栽培の面積比率が

53%から63%（H29）へ向上した。 

 

 

 

 

 

 

遠野地域のピーマンは主要な品目と位置づけられていますが、現在、新規

の栽培者が加入するものの栽培面積の増加は停滞気味です。今後とも農協や

普及センターと協力しながら、部会の活性化と生産者の技術向上を図り、産

地の拡大を目指していきたいです。 

所属職名：JAいわて花巻遠野地域野菜生産部会ピーマン専門部長 氏名：菊池由雄 

 

■ 協働した機関 

  JA いわて花巻、遠野市 

 

■ 中央農業改良普及センター遠野普及サブセンター 

  園芸チーム（チームリーダー：梅澤 学、チーム員：高橋大輔、石川菜津美）   

  執筆者：高橋大輔 

 

 

顔写真 

ピーマンのトンネル被覆状況 
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西わらびの生産拡大支援        

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  高付加価値化を目指した農産物の生産支援 

 

■ ねらい 

  西和賀の特産である「西わらび」について、早期成園化と除草労力の軽減が可能なポット苗

の生産技術体系を確立し、作付けを推進する。 

  また、収穫直前の虫害による規格外品の発生が減収の要因となっていることから、わらび加

害害虫の耕種的防除対策を検討し、被害軽減につなげる。 

 

■ 活動対象 

  西和賀わらび生産販売ネットワーク会員、育苗担当農家 

 

■ 活動経過 

（１） 西わらびの栽培面積の拡大支援 

  ア ポット苗栽培による早期成園化実証 

   (ｱ) 実証圃の設置・栽培管理指導（４～６月） 

  イ ポット苗供給体制の整備 

(ｱ) ポット苗普及展示圃の設置（６～10月） 

(ｲ) 苗配布時の定植指導（６月） 

(ｳ) 「西和賀わらびネットワークだより」による取組紹介（年３回） 

（２） わらび加害害虫の耕種的防除対策の検討 

  ア わらび加害害虫調査の実施（６～９月） 

  イ わらびの肥培管理にかかるアンケート調査（10月） 

   

■ 活動成果 

（１） 西わらびの栽培面積の拡大支援 

  ア 実証圃を設置し、ポット育苗に適した条件について比較検証を行った（比較条件：根茎

の芽の形状、鉢サイズ、培土、肥料）。ポット育苗については、根茎の形状が成苗率に最

も強く影響し、追肥を実施することと、比較的大きな鉢を用いることが苗の生育量確保に

つながることを確認した。 

  イ 育苗担当農家に対し、上記実証経過を伝えたほか、かん水作業の省力化技術等も指導し

た結果、成苗率が向上した（H27・28年：60%→H29年：75%）。 

    また、定植指導会の実施などを通じ作付けを推進した結果、西和賀町内で新たにポット

苗が128ａ定植された（５組織、19戸）。 

   

（２） わらび加害害虫の耕種的防除対策の検討 

  ア 春先の焼き払いにより、わらびの収穫期における加害害虫の発生が軽減される傾向

にあることを確認した。 

  イ わらび生産者を対象にしたアンケート調査の結果、約４割の生産者が春先又は晩秋

に焼き払いを実施していることが分かった（回答数119戸：うち春先27戸､晩秋15戸）。 
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 ポット苗の育苗管理を担当して３年目ですが、成苗率も高まり安定した苗

の供給体制が整ってきたと思います。 

 当社では観光わらび園のほか、わらびの根茎を原料とするわらび粉やわら

び餅の製造販売にも取り組んでいます。西和賀が「わらびの里」として一層

盛り上がるよう、普及センターには引き続き支援をお願いしたいです。 

所属職名：やまに農産株式会社代表取締役社長（ポット育苗担当農家）氏名：髙橋医久子 

 

■ 協働した機関 

  西和賀町、株式会社西和賀産業公社 

 

■ 中央農業改良普及センター西和賀普及サブセンター 

  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：齋藤理恵 

 

 

 

 

写真１ わらびポット苗の育苗管理 写真２ 定植指導会の様子 
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牛舎内における吸血昆虫対策のモデル実証        

【中央農業改良普及センター地域普及グループ】 

 

■ 課題名 

  畜産経営の基盤強化 

 

■ ねらい 

  牛白血病は発症すると経済的損失が大きいため、県内の公共牧場では分離放牧が実施され、

陽転牛の抑制に効果をあげている。一方、牛白血病を媒介する吸血昆虫が発生する夏季におい

て、牛舎内での対策はあまり行われていなかった。 

そこで、夏季に牛舎への吸血昆虫、特にアブの侵入を防除する防虫ネットの設置方法を検討

し、飼養環境の改善を図ることを目的とした。 

 

■ 活動対象 

  北上市、西和賀町の和牛繁殖農家5戸 

 

■ 活動経過 

（１） 実証農家選定とネット設置方法の検討 

    農協と協議を行い、公共牧野を利用せず、夏季に牛舎内飼養している農家を選定した（H

28年度：西和賀町２戸、H29年度：北上市３戸）。実証農家の意見を聞き、牛舎出入口の管

理をしやすいネット設置方法を検討した。 

（２） 牛白血病抗体検査 

    牛白血病の陽性牛、陰性牛を確認するため５月に採血し、抗体検査を行った。また、11 

月に陽転牛の有無を確認するために、陰性牛の採血、抗体検査を行った。なお、採血は獣

医師の協力のもと、実施した。 

（３） 防虫ネットの設置と牛の配置の指導 

    防虫ネットは、アブの侵入を防止することと牛舎の通気性を確保することを考慮し、3.6

mm目合を選定した。吸血昆虫が牛舎に侵入しないように固定窓や出入口などの開閉部分に

ついて、通常の飼養管理作業に支障がなく、簡単に開け閉めをできるように工夫した。針

金をレールにし、横にスライドさせて開閉できる「カーテン式」、ダンポールとバインダ

ーひもを結束バンドでネットに取り付け、ひもを引っぱって上げる「ブラインド式」、既

存の巻き上げカーテンに巻き込む「カーテン巻き込み式」、直管パイプに巻き付ける「立

てかけ式」、陽性牛と陰性牛の間にネットを垂らし間を仕切る「ネット仕切り」とした。 

また、牛舎内の牛の配置は、各牛舎の構造により、陽性牛と陰性牛の間に距離を取れる

場合は、３m以上離す等の分離飼養を指導した。 

 

■ 活動成果 

（１） 陽転牛の発生防止（表１） 

    実証農家３戸（A、B、C）では、新たな陽転を防ぐことができた。要因として、ネットを

設置したことにより、吸血昆虫の侵入防止に対する農家の意識が高まり、出入口の開閉管

理をしっかり行ったこと、出入口は「カーテン式」「ブラインド式」により、人の出入り

や作業機械侵入等の通常作業を妨げずに対策を実施できたこと、また、分離飼養を行える

場合は、陽性牛と陰性牛の間に距離をとり続けたことが考えられた。 
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（２） 課題（表１） 

    実証農家２戸（D、E）では陽転牛が発生した。 

これは、「立てかけ式」で設置したため、出

 入口の管理が甘くなり、開放する時間が長くな

 ったこと、分娩房等で陽性牛と陰性牛が隣り合

 ったことが要因であると考えられた。 

出入口のネットは、設置の時に短時間で簡易

 に行えたとしても、その後の管理で開放し続け

 ないようにしっかりと開閉することが必要であ

 る。また、分娩房等で陽性牛と陰性牛が隣り合

う場合は３m以上離す、もしくは「ネット仕切り」

を入れることを徹底する必要がある。 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近、牛白血病は部会などでも話題となっており、対策の必要性を感

じていました。牛舎へのネット設置は以前から考えていましたが、管理

作業を妨げるのではと思い躊躇していました。今回「カーテン式」にし

たところ、出入口部分の開閉を簡易に行うことができ、アブの侵入もか

なり防ぐことができて満足しています。 

副次的な効果として、吸血昆虫が牛舎内に入らなかったことにより、

牛へのストレス軽減に繋がっていると感じています。 

所属職名：北上市の実証農家   氏名：高橋一男 

■ 協働した機関 

  JA いわて花巻、西和賀町、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 

  畜産チーム（チームリーダー：畠山公子、チーム員：佐々木正俊、細川遥果）   

  執筆者：佐々木正俊 

農場 

陰性頭数 
陽転 

頭数 

陽転率 

(%) 5 月 11 月 

Ａ 9 9 0 0 

Ｂ 13 13 0 0 

Ｃ 4 4 0 0 

Ｄ 13 11 2 15.4 

Ｅ 4 3 1 25.0 

 図２ ブラインド式 図１ カーテン式 

カーテン式設置法 

表１ 対策前後の抗体検査結果 
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「銀河のしずく」の密播苗移植栽培技術等による省力･低コスト技術の実証 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  米・麦・大豆等の収量品質向上支援 

 

■ ねらい 

  管内では、より省力的な密播苗移植栽培を試行的に導入する生産者が増えてきたものの、当地におけ

る栽培技術は未確立である。一方、極良食味米新品種を普及するうえで、食味関連成分の基準を確保す

る必要があり、その栽培基準を遵守しつつ、より省力的な水稲の栽培技術確立を目指す。 

 

■ 活動対象 

  実証担当法人（株式会社 みのり片子沢：雫石町） 

  各ＪＡ銀河のしずく栽培研究会（ＪＡいわて中央、ＪＡ新いわて） 

 

■ 活動経過 

（１） 密播苗移植栽培やＩＣＴ技術導入による省力・低コスト実証圃を設置（全国農業システム化研究

会事業：４～11月） 

  ア 生育、収量及び作業精度･時間等調査の実施 

4/15：密播作業精度･時間、5/15：密播苗移植精度・時間、5～9月6回：生育状況、8/10：ドロー

ンによる防除作業精度･時間、9/27：刈取作業時間等、10/24：収量・品質調査 

 

（２）実演会開催（実証内容の早期普及を図るため） 

  ア 密播苗（Ｋ社）の直進キープ機能田植機（5/15、50人）、 

  イ ドローンによる病害虫防除実演（8/10、50人） 

 

（３）最終成績検討会での発表（2/20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 自動操舵による田植作業状況(5/15) 写真２ ドローンによる病害虫薬剤防除(8/10) 
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■ 活動成果 

（１） 実証区（密播）は慣行対比約167％相当の１箱当たり250gを播種した。慣行苗及び密播苗とも、

均一に生育し、病害等の障害の発生は確認されなかった。 

（２） 直進キープ機能付き田植機は、GPS（衛星利用測位システム）を利用することにより直進時の自

動操舵が可能となり、移植作業者の負担感の大幅な軽減が実証された。 

（３） 密播苗は、欠株も無く、良好な植付状況であった。また、密播苗移植は、慣行苗移植に比べ、苗

補給回数が約１/2に減少し、省力化が図られた。 

（４） 実証区の穂いもち及び斑点米カメムシ類防除（８月、２回実施）は、ドローンを用いて実施し、

薬剤付着状況を調査した結果、稲体の下部まで十分に薬液が付着していることを確認した。その後

の圃場調査で穂いもち及びカメムシの発生は見られず、防除効果に問題が無いことが確認された。 

（５） 実証区の収量は、慣行区を19㎏/10a、約3.5％上回った。また品質は、実証区が「１中」、慣行

区が「１下」であり、両区とも良質であった。 

（６） 玄米タンパク質含有率は、全区でほぼ同等となった。また、全製品ロットが平成29年産「銀河の

しずく」出荷基準（農産物検査等級：1等、玄米タンパク質含有率：7.3％以下（玄米水分０％換算

））をクリアした。 

（７） 実証区の作業時間は、移植および本田防除作業の作業時間短縮により慣行区に比べ1.44時間/10a

（約13％）削減となり、省力効果が確認された。 

（８） 慣行比で生産費が約1％程度削減されるとともに、単収向上による売上高増加（慣行比で約3.5％

の増）により、事業利益が慣行比で約14％増加することが見込まれる。 

 

 

 

 

今回実証した各技術は、経費や労働時間の削減にかなり役立つと感じました。密

播苗移植栽培は、慣行栽培と比べても苗質や植付状況が同等からそれ以上と感じて

おり、次年度から全て密播苗に切り替える予定です。直進キープ機能田植機は、オ

ペレーターが初心者でも全く問題なく植え付けが出来ることから、今後、弊社にと

って必須の技術になるものと考えています。 

削減された労働時間を他品目（トマトを予定）の導入に充てていきたい考えで

す。 

所属職名：株式会社 みのり片子沢代表取締役  氏名：根澤將次 

 

■ 協働した機関 

中央農業改良普及センター（県域）、岩手県農業研究センター、新岩手農業協同組合、岩手中央農業

協同組合、盛岡広域振興局農政部 
 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  作物振興チーム（チームリーダー：山本 研、チーム員：林尻雄大） 

  経営体育成チーム（チームリーダー：小田中浩哉、チーム員：築地邦晃） 

執筆者：山本 研 

 

 

顔写真 
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ミニトマト簡易隔離床栽培の生産性向上支援 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  野菜産地力の強化 

２ 新規栽培者等新たな野菜生産者の育成、基本栽培技術の定着支援 

 

■ ねらい 

  水稲育苗ハウスの有効活用を目的にJA全農によって開発された簡易隔離床栽培システム（以

下うぃずOne）は、集落営農組織を中心に導入が進んでおり、当管内の導入件数は全県の約６割

を占めている。導入経営体は、うぃずOne導入を契機に初めてトマト栽培に取り組む経営体が多

く、栽培管理等に苦慮するケースが多く見られている。 

高齢化により産地が縮小傾向にあるなか、新規に園芸導入する経営体は産地力維持の観点か

らも重要であることから、１経営体をモデル経営体と位置づけ、栽培技術の習得と生産性向上を

目的とした支援を行った。 

 

■ 活動対象 

  （農）ユニティファーム七区 

 

■ 活動経過 

（１） 目標設定と共有 

  ア PDCAシートの作成・見直し（H28年１月、H29年１月、H30年１月） 

    法人代表、構成員、ミニトマト栽培を担当している女性作業者７名、JA担当者と作成。 

毎年１月に実績検討会を開催し、出荷実績、取組結果の検討、作業者からの意見や普及

センターからの提案を踏まえて見直しを行っている。 

  イ 目標・取組事項の共有等 

    当法人では、ミニトマト部門の経営的な独立を目指す上で、女性作業者の主体性を高め

るという課題があった。そこで、単年度目標およびPDCAシートの作業場への掲示、出荷実

績の情報共有を行っていただくとともに、普及センター訪問時には、生育状況や取組の途

中経過について、作業者全員から聞き取りを行うことで個々の意識醸成を図った。 

（２） 栽培基本技術の習得支援 

    女性作業者の栽培管理技術の習得のため、JA生産部会主催の指導会（２回/年）への誘導

を図ると共に、栽培開始時に、当法人において基本的な生理生態、かん水装置の操作法に

ついての指導会を開催（H28年６月）。巡回時には、生育状況、発生している病害虫を皆で

確認することで草勢や病害虫診断技術の習得に努めた（１回/１～２週）。 

（３） 作業性向上支援 

    当法人の単位面積当たりの労働時間は、生産技術体系（2005年版ミニトマト）比134％と

多く、雇用労賃が経費の大半を占めていた。そこで、労働生産性の向上を目指し、単収向

上と併せて作業性の改善を図った。H28年度に導入したネット誘引は、誘引遅れの際に作業

性の悪化や、へた取れ・傷果が発生するという課題があったため、H29年度は横紐へ斜め誘

引するハウスを設置し、作業者全員で作業性を比較した。また、果実サイズが大きくなる

とパック当りの調製時間が増える傾向が見られたことから、LM規格中心の品種の試作を行

い、評価を行った。 
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■ 活動成果 

（１） 栽培技術の向上 

    H28年度は、草勢診断が必要となる給液管理を普及センターが担い、作業者は管理に専念

することで早期に栽培技術の習得や目標単収の達成ができた。また訪問時には作業者と共

に生育状況を確認することで草勢診断のスキルが向上し、H29年度は、法人において給液設

定、防除の判断等が行われ、栽培管理の自立が図られていた。 

実績検討会では、作業者からの提案で、斜め誘引の全棟導入、白マルチ通路展張と品種

比較の実証継続、排液回収方法の改善を行う予定で、PDCAサイクルも定着してきている。 

（２） 販売額及び生産性の向上 

   H29年度の単収はH27年比193％と大きく増加した。また、管理作業が熟練したことや、品

種、誘引方法の変更により、課題だった労働生産性も904円/時間と、生産技術体系を上回

る結果となった。なお、H29年は、ミニトマト部門の販売額がH27年比47%と大幅に増え、当

法人における位置づけが大きくなった。 

（３） 他経営体への普及 

    当法人のミニトマト栽培の状況を受け、同町内１法人が、新たにうぃずOneによるミニト

マト栽培に取組む他、JAや普及センターの情報提供により、隣市において新規に２経営体

がうぃずOneを導入しミニトマト栽培に取組む予定となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トマト栽培の経験者がいない中での取り組みでしたが、普及センターの指

導もあり、目標単収・販売額が達成できるくらい栽培管理ができるようにな

りました。ミニトマトが経営の柱になっていくよう取り組みを進めたいと考

えています。そのために、他の栽培品目と併せてGAPやカイゼンの考え方も

導入していきたいので今後とも支援をお願いします。 

所属職名：（農）ユニティファーム七区 代表理事 氏名：髙畑武巳 

 

■ 協働した機関 

  JA 新いわて南部、JA 全農いわて 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

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

  執筆者：目時梨佳 

 

 

顔写真 

ミニトマト実績検討会（H29 年１月） ※労働生産性：粗収益から経費（機械・農具費を除 

く）を減じ、作業時間を除して算出 
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写真１：視察研修（９月） 

トルコギキョウ生産拡大の取り組み        

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  花き産地力の強化 

 

■ ねらい 

  管内の花き生産は、高齢化に伴う生産規模縮小、単収低下、産出荷量減少の状況にある。そ

んな中、ＪＡいわて中央管内のトルコギキョウに関しては、毎年新規生産者が増え続け、栽培

面積、生産額も増加している。また、花き部会内でトルコギキョウ専門委員会を立ち上げる等

、指導会、視察研修、目揃会など活発な部会活動が行われている。 

  一方、急激な生産者の増加により、品種数の増大や新旧生産者の栽培方法の相違による品質

の不均一などが課題となっている。これらの課題解決とさらなる出荷数の増加を目指し、①生

産者の技術統一、②新規栽培者の技術向上、③主力品種の集約、④栽培面積の増加に取り組ん

でおり、今年度は、主力品種への集約の取組みを強化し、地域に合わない品種を減らすことで

切花品質の向上を図ることとした。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて中央花き生産部会トルコギキョウ専門委員会 

 

■ 活動経過 

部会、農協、普及センターで協議して、平成 29 

年度部会活動計画を策定し、以下の活動を行った。 

（１） 視察研修 

ＪＡと連携し、山形県鶴岡市のトルコギキョ

   ウほ場２カ所（タキイ種苗品種展示会用ほ場、

   開花期の生産者ほ場）で視察研修を実施し、新

   品種の情報を収集した（９月）。 

（２） 品種検討会、販売反省会 

種苗メーカー４社を招いた品種検討会（10 

   月)、市場２社を招いた販売反省会（１月）を 

   ＪＡと協働で開催。種苗メーカーからは管内に適した新品種の特性を、市場担当者から 

   は市場で求められる品種についての情報提供を行った。 

（３） 品種の選定 

管内作型における品種特性を評価するために、生産者ほ場にて普及センターが品種調査

を行った（４～11月）。調査結果及び部会役員等の意見を普及センターが取りまとめ、花

色ごとに有望品種を選定し、H30年度主力品種として品種検討会（10月）で生産者に提示し

た。 

 

■ 活動成果 

（１） 活動成果 

ア 品種検討会では、管内に適した新品種の特性や管理上の注意点を学び、次年度の品種選

定に向けて理解を深めた。販売反省会では、市場担当者との意見交換を通して市場が求め
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る品種や色味を把握できた。 

イ 普及センターが実施した品種調査及び    

生産者とＪＡへの聞き取りにより、H29 年  

度は 22 品種を H30 年度主力品種として整 

理し、品種検討会で提示した。次年度の 

種苗注文に反映され、徐々に品種集約さ 

れる見込み（品種数は H28：173→H29：  

166 と微減）。品種検討会は出席率が高 

く、生産者の関心の高さがうかがえた。 

ウ 品種別の出荷本数割合を見ると（図）、 

今年度の紫系品種においては、昨年度品種討会で推奨した３品種の割合が増加し、主力品

種への誘導が図られている。出荷本数が少なかった品種が減り、品種数も集約されつつあ

る。 

（２） 今後の方向性 

ア  依然品種数が多いので、今回選定した主力品種への誘導を行う。 

イ トルコギキョウは、各メーカーから毎年 20 品種ほど新品種が販売されるので、新品種の

特性調査を継続し、有望品種の情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡいわて中央管内でトルコギキョウは毎年販売額が伸びている品目で、仲間

を増やしながら生産拡大しているところです。当管内は品種数が多いことが特徴

ですが、地域に合わない品種も多く苦慮しているところです。主力品種の集約を

しながら、今後も品質向上に努め、普及センター、生産者、農協一丸となって、

生産振興に励みたいです。 

所属職名：ＪＡいわて中央指導統括課 氏名：藤原正信 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ岩手中央 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  花き振興チーム（チームリーダー：鹿糠美雪、チーム員：小野寺真由） 

  執筆者：小野寺真由 

 

 

 

写真２：品種検討会（10 月） 

図：品種別の出荷本数割合の変化 

（紫系品種(％)） 

・H29 は H28 推奨品種の出荷本数が増 

加。３品種で全体の 49％を占める 

・品種数が減少 

（H28：13 品種→H29：10 品種） 

 

 

H28 

 

H29 

 

：推奨品種（H28 品種検討会提示） 

：一般品種 

品種別出荷本数割合（％） 

0       20      40       60      80     100(%) 
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公共牧場の実態調査による現状把握と利用拡大に向けた長期計画検討 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  公共牧場の機能向上支援 

 

■ ねらい 

  管内の公共牧場では、草地の経年劣化や管理者の労力不足による裸地化等の植生の悪化に伴

う牧草収量・品質低下が見られ、利用農家の期待（繁殖成績、販売牧草の品質等）に応えきれ

ていない状況にある。 

そこで、放牧牛の繁殖成績向上と、販売牧草の収量増加・品質向上のため、草地更新や施肥

管理等による草地改善、牧野管理の改善に向けた改善計画を策定するための実態把握調査を行

った。 

 

■ 活動対象 

  盛岡市玉山地域の公共牧場３牧野（高木牧野、山谷川目牧野、姫神実験牧野） 

 

■ 活動経過 

（１） 盛岡市玉山総合事務所（牧野管理者）との課題集約等に係る事前検討会（5/17） 

  ア 現状及び課題の把握 

イ 実態把握調査における調査項目の設定 

（２） 実態把握調査（高木牧野：5/31、山谷川目牧野・姫神実験牧野：6/13～14） 

 調査項目 判明したこと 

ア 
GPS測量による 

面積の把握 
・実利用面積は管理者が把握していた面積の82％ 

イ 植生調査 
・ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰｸﾞﾗｽ等の優占 

・裸地化や雑草の侵入が進行 

ウ 
収量調査 

（採草地） 

・県平均と比較して生草収量79％ 

・適期に収穫できておらず、遅れがち 

エ 
牧草成分分析 

（放牧地） 

・ミネラルバランスの悪い牧草が存在 

・春先の牧草生育が放牧牛の採食速度を上回り、 

食べきれていない場所が存在 

オ 土壌成分分析 
・全体的に土壌中のリンが不足 

・土壌の酸性化が進行 

カ 土壌硬度調査 ・牧草の根の伸長を妨げる硬盤層が存在 

  

 

 

 

 

 

 

 
土壌硬度調査 植生調査・収量調査 
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（３） 調査結果に基づく草地管理改善案の提示（7/21、8/7） 

  ア 採草地における適期収穫の実施 

  イ 放牧地や放牧採草兼用地の採草利用（１～３番草） 

  ウ 施肥設計や草地更新計画の提示 

  エ 早期開牧と放牧地への施肥時期変更により春先の牧草生育を抑制 

（４） 牧野看視人等に対する取組説明及び次年度採草計画等検討支援（11/27） 

    改善案の中から次年度に実施可能な取組を選択、具体的な採草計画等を検討。 

   （盛岡市４名、牧野看視人４名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

（１） 盛岡市玉山総合事務所は、公共牧場の抱える課題について牧野看視人及び普及センター

と共有し、牧草の品質向上及び収量増加に向けた草地更新費用等を新たに予算措置した。 

（２） 普及センターは、牧野管理者である盛岡市玉山総合事務所と合意形成のうえ、一体とな

って実態把握調査や牧野管理改善検討を実施したことから、課題共有が円滑に進んだ。 

（３） 管内の他の公共牧場についても同様の課題を抱えているため、次年度も別の公共牧場に

ついて実態把握調査及び牧野管理改善検討を実施することとなった。 

また、牧野管理者（市町の担当者等）を対象とした意見交換会や草地管理技術等に係る

研修会を開催し、課題と対応策の共有や生産性向上技術の習得により、盛岡地域全体の公

共牧場の生産性向上を目指す。 

 

 

 

 

 

盛岡市玉山地域の市営牧場での懸案である「生産牧草の収量・質・成分バ

ランスの低下」「牧野における繁殖成績の低下」等の解決に向けた第一歩。

専門的な見地から現状把握したことにより，採草業務のスケジュールや草地

の更新計画を作成することができました。公営牧場の健全経営の実現に向

け、一歩一歩前へ進んで行きたいです。 

所属職名：盛岡市玉山総合事務所産業振興課・主査   氏名：大和田 誠 

 

■ 協働した機関 

  盛岡市玉山総合事務所、巻堀牧野農業協同組合（高木牧野指定管理者） 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  畜産振興チーム（チームリーダー：平久保友美、チーム員：大﨑 翔） 

  執筆者：大﨑 翔 

計画検討会 高木牧野 
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水稲優良種子生産へ向けた部会活動支援        

【八幡平農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  水稲優良種子の安定生産 

 

■ ねらい 

  岩手町川口では、長年、水稲種子生産部会（以下「部会」）により、水稲早生品種（平成29

年度は「かけはし」「いわてっこ」「岩手122号」）の種子生産を担ってきた。しかし、生産者

の高齢化や減少（種子生産からのリタイア）により、現地巡回やほ場審査における部会員の立

会が少なくなってきているなど部会活動が停滞してきており、数年前までは、度々ばか苗の発

生や倒伏などで、ほ場審査不合格となるほ場も出る状況であった。 

このため、法令に基づくほ場審査等のほか、種子生産技術指導を継続するとともに、部会員

が意欲的に優良種子生産に取り組んでいくよう部会活動を支援していく。 

 

■ 活動対象 

  岩手町水稲種子生産部会（H29は43名） 

 （H29採種ほ指定面積41.2ha（かけはし3.3ha、いわてっこ29.9ha、岩手122号8.0ha）） 

    

■ 活動経過 

（１） 種子生産管理の徹底 

  ア 「採種ほ稲作技術情報」の提供 

管理の要点について資料を作成し、部会事務局（JA東部営農経済センター）を通じて全

部会員に配布（５回） 

①３月（育苗管理） ②５月（移植～本田初期管理） ③６月（本田中期管理） 

 ④７月（本田出穂前管理） ⑤８月（収穫・乾燥調製） 

イ 優良種子生産に向けた部会活動支援 

(ｱ) 部会員（個人育苗者）及び採種ほ場周辺田生産者の育苗状況巡回（５月） 

  ・ ＪＡ担当者とともに個人育苗のハウスを巡回（H29は19人の育苗ハウスを巡回）。 

  ・ 各生産者に立会してもらい耕種概要を聞き取りながら苗の状況を確認・管理指導。 

(ｲ) ばか苗等発生確認一斉巡回（６月と７月の２回） 

  ・ ほ場審査前に、普及センターほかＪＡ、種苗センターの担当者、部会員により班編

成し（概ね6班、部会員20名程度参加）区域分担して、全ほ場を２回巡回。 

    ・ 巡回者全員で、ほ場ごとに、ばか苗等罹病株のほか雑草や異形株、漏生苗の発生を

チェックし抜取りを徹底。 

(ｳ) 穂いもち・カメムシの一斉防除時期の決定（部会役員会（７月）） 

(ｴ) 刈取り適期の判定（部会役員会（８月）） 

(ｵ) 当年度の生育経過・種子生産管理の反省と次年度の管理の留意点について講習（部会

指導会（12月）） 

   (ｶ) 次年度の採種ほ設置計画について協議（部会役員会（３月）） 

(ｷ) 次年度の防除体系等について講習（部会総会（３月）） 

（２） 法令に基づく適正な審査の実施 

    ほ場審査（出穂期と糊熟期の２回）及び生産物審査（発芽試験） 
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ばか苗一斉巡回①(鎌を手に相互のほ場を巡回) ばか苗一斉巡回②（発見した異形株を観察） 

 

■ 活動成果 

（１） 優良種子生産に向けた部会員の意識が向上 

  ・ 「ばか苗等発生確認一斉巡回」や「ほ場審査」の際には、部会員当人のほか家族が立会

するなどにより、部会活動が停滞していた数年前に比べ参加者が増加。 

  ・ 現地巡回では、お互いの採種ほ管理状況を確認しながら、ベテランから新規生産者（部

会員の子弟等）に対して、肥培管理等をアドバイスするなど相互の技術研鑽が進展。 

（２） 優良種子の生産 

ア 近年のほ場審査の実績 

年 H24 H25 H26 ～ H29 

合格率（％） 99.5 97.2 100 

不合格理由 ばか苗・倒伏 ばか苗・倒伏 なし 

イ 近年の生産種子の契約数量確保の実績（％） 

年 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

かけはし 89  100  100  100  100  100  

いわてっこ 100  94 100 100 100 100 

飼料用米※ 131 107  77 100 100 86 

※ 飼料用米は、H28までは「つぶみのり」、H29からは「岩手122号」 

 

  平成29年は、天候不順で種子の品質低下が懸念されましたが、何とか生産

物審査は全量合格となりました。 

当部会の生産者も年々高齢化しており、種子生産は大変になっています。 

しかし、優良種子確保が農業生産のスタートですので、種子生産を担うこ

との責任と自負を持ち、今後も種子産地の維持・強化に努めていきます。 

所属職名：岩手町水稲種子生産部会 部会長  氏名：滝本 忠 

 

■ 協働した機関 

  JA 新いわて東部営農経済センター、（公社）岩手県農産物改良種苗センター、 

  久慈農業改良普及センター（H29 ほ場審査協力） 

■ 八幡平農業改良普及センター（H29 担当者） 

  農産環境チーム（チームリーダー：池野圭祐、チーム員：塚澤龍太郎）   

  主要農作物種子審査員（菊池浩之、桑原政之、岩淵道洋、小原善一、千田 裕） 

  執筆者：池野圭祐 
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銘柄米生産活動の活性化 

～「金色の風」栽培研究会の活動支援～ 

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  新技術導入による米産地の維持 

 

■ ねらい 

  平成29年度は新品種「金色の風」が市場デビューし、一般作付けが始まることから高位安定

生産に係る技術情報の共有化を図るため「金色の風」栽培研究会が設立された。そこで、栽培

研究会の活動を支援し、「金色の風」の高品質・良食味米の生産につなげる。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡ岩手ふるさと「金色の風」栽培研究会、ＪＡ江刺「金色の風」栽培研究会 

 

■ 活動経過 

（１） ＪＡ栽培研究会及び県栽培研究連絡会の活動支援 

  ア ６月、７月、９月、12月の研修会を通じて、栽培のポイント等の栽培技術の情報共有を

図るとともに、平成29年産の生産実績について検討をした。 

  イ 「金色の風」デビューイベントとして、「金色の風」種播き式（4/8）、知事田植え 

（5/8）、知事稲刈り式（9/28）、「金色の風」奉納式の開催を支援した。 

（２） 「金色の風」栽培適地実証ほ設置 

  ア ＪＡと協力し栽培適地実証ほをＪＡ岩手ふるさと６か所、ＪＡ江刺３か所に設置し、実

証ほ巡回（7/6）を行うとともに、生育状況を確認し栽培管理指導活用をした。 

（３） 「金色の風」シンポジウム及びワークショップの開催 

 ア 「金色の風」シンポジウム（パナソニック(株)アプライアンス社、加古さおり氏より講

演ほか）を7/19に県庁県産米戦略室、県南広域振興局農政部とともに開催した。 

  イ 「金色の風」ワークショップ（(株)佐々木米穀店、佐々木尚人氏より話題提供ほか）を 

8/28に県南広域振興局農政部とともに開催した。 

 

■ 活動成果 

（１） 「金色の風」の栽培状況 

  ア 平成29年産栽培実績及び平成30年産計画 

   平成 29 年産（実績） 平成 30 年産（計画） 

作付面積（ha） 生産者数(戸) 作付面（ha） 生産者数(戸) 

ＪＡ岩手ふるさと 52 58 128 163 

ＪＡ江刺 19 11 30 21 

個別 １ ２ ４ ４ 

計 72 71 162 187 

 イ 平成29年産の栽培の特徴 

   (ｱ) 平成29年産の単収は450～500kg/10aが最も多く、全体の約30％を占める。平均単収

は454kg/10aとなった（図１）。出穂期・成熟期がひとめぼれに比べ１～３日遅れた。

玄米品質では青未熟米がやや多かったが、食味関連成分分析値も良好であった。 
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図１ 胆江地方における平成29年産「金色の風」の単収 

(ｲ) 単収540kg/10a以上の事例では、栽植密度は60株/坪以上で作付している。土壌改良

資材として「ケイカル」を秋又は春に施用し、中干し作業をしっかり行った結果、倒

伏程度は1.0～1.3にとどまっている（表１）。 

表１ 単収540kg/10a以上の事例 

事例 
単収 

（kg/10a） 

栽植密度 

（株/坪） 

倒伏程度 

（0 なし～5 全面倒伏） 

ケイカル 

の有無 

中干し 

の有無 

① 563 61.1 1.0 有 有 

② 558 60.0 1.0 有 有 

③ 541 79.2 1.2 有 有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回「金色の風」栽培研究会（12月） 「金色の風」ワークショップ(8/28) 

 

平成29年は8月の長雨・日照不足の天候不順の中でも、生産者の努力によ

り高品質・良食味の「金色の風」を消費者に届けることができ、おいしいと

の高評価も頂いています。 

平成30年は作付面積も約２倍に拡大することから、「金色の風」サポート

チーム（関係機関により設立）の支援を受け、消費者に届けていきます。 

所属職名： ＪＡ岩手ふるさと「金色の風」栽培研究会会長 氏名：鈴木哲也 

 

■ 協働した機関 

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

  県庁県産米戦略室、農産園芸課、中央農業改良普及センター県域普及グループ 

■ 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：和野重美 
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大豆新品種「シュウリュウ」の普及の取組み 

【奥州農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  大豆生産の拡大 

 

■ ねらい 

  大豆新品種「シュウリュウ」普及により管内の単収向上を図る。 

 

■ 活動対象 

  （農）永栄第５生産組合、（農）奥州中沢、（農）古城ライスフィールド、 

（農）土谷グリーンファーム 

 

■ 活動経過 

（１） 大豆栽培講習会を通じた栽培技術の周知 

    各ＪＡ主催の「大豆栽培講習会」等を通じて、品種の特性、栽培のポイント、栽培上の

留意点についての栽培技術の情報共有を図った。 

（２） 大豆「シュウリュウ」栽培暦の配布 

 （公社）岩手県農産物改良種苗センターが作成した「シュウリュウ栽培暦」をシュウリュ

ウ作付生産組織等に配布し、栽培技術の周知を図った。 

（３） シュウリュウ展示圃の設置 

    奥州市及び金ケ崎町の５か所に展示圃を設置し、各地域の生育状況と収量・品質等につ

いてそれぞれ観察・調査し、結果を次年度の栽培管理にフィードバックできるよう生産者

へ情報提供した。 

 

■ 活動成果 

（１） シュウリュウによる単収向上 

  ア シュウリュウ展示圃調査結果 

   (ｱ) 成熟期調査結果 

 

 

品種名 

 

 

主茎長 

（㎝） 

 

主茎 

節数 

(節/株) 

 

 

分枝数 

(本/株) 

1株当たり着莢数  

最下 

着莢高 

（㎝） 

 

倒伏 

程度 

(0～5) 

計 

(個/株) 

稔実 

莢数 

(個/株) 

不稔 

莢数 

(個/株) 

シュウリュウ 76.0 15.5 4.3 56.3 50.7 5.6 14.1 2.6 

リュウホウ 65.5 14.0 4.6 66.9 65.2 1.7 8.6 0.5 

・主茎長、主茎節数ともにシュウリュウがリュウホウより大きく、倒伏程度が高くなった。 

  (ｲ) 坪刈収量調査結果 

 

品種名 

 

子実重 

(kg/10a) 

 

対比 

(％) 

 

百粒重 

（ｇ） 

 

対比 

(％) 

粒度分布割合 

7.3～7.9mm 

(％) 

7.9～8.5mm 

(％) 

8.5mm以上 

(％) 

シュウリュウ 246.9 105 37.4 103 6.0 29.4 64.6 

リュウホウ 234.2 100 36.3 100 11.8 60.3 27.9 

 ・シュウリュウの8.5mm以上の粒度分布割合がリュウホウより多く、子実重が多くなった。 
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イ シュウリュウの普及拡大 

項 目 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

作付面積（ha） 0.0 0.5 9 67 263 384 

（参考）県全体 

作付面積（ha） 

 

0.0 

 

1.4 

 

30 

 

226 

 

500 

 

601 

経営体数 0 1 2 21 32 48 

単収（kg/10a）  363 200 235 240 247 

  注：単収はシュウリュウ展示圃等生産組織の坪刈収量の平均。 

 

（２）シュウリュウ作付面積の拡大 

  ア 奥州市及び金ケ崎町における平成29年産「シュウリュウ」は、作付けが拡大し48経

営体、384haとなり、県全体の約６割を占めるに至った。 

イ 一般作付けが始まった平成27年産と比較すると、作付面積は573％の伸びとなり、

作付け経営体数も229％の伸びとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シュウリュウ展示圃８月の生育状況      色彩選別機を利用した調製作業 

 

 

シュウリュウは極大粒の割合が多く、単収向上が期待できる品種ですが、

H29年産は播種後の降雨や夏季の長雨・低温により単収・品質が思わしくあ

りませんでした。しかし、大豆色彩選別機の導入により１・２等の上位等級

比率51％と、他の生産地より高い割合を確保できました。 

シュウリュウは、ダイズシストセンチュウに対する抵抗性が弱い品種であ

ることから、H29に引き続きブロックローテーションによる大豆作付けを行

っていく予定です。 

所属職名： 農事組合法人 永栄第５生産組合   氏名：朝倉 栄 

 

■ 協働した機関 

  岩手江刺農業協同組合、岩手ふるさと農業協同組合、県庁農産園芸課、中央農業改良普及セ

ンター県域普及グループ 

 

■ 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：和野重美 
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トマト・ピーマンにおける青枯病防除対策の検討        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  野菜生産力の強化 

 

■ ねらい 

  管内のトマト・ピーマンでは土壌病害である青枯病による早期枯上がりが単収を落とす要因

の１つとなっている。 

青枯病対策は耐病性台木の利用あるいはクロルピクリンによる土壌消毒が一般的な対策とな

っているが、トマトでは同対策を実施しても発病を抑えられない圃場が見られ、ピーマンでは

冬作の作付け等により土壌消毒のタイミングがない圃場もある。これまで還元土壌消毒等によ

る技術対策の実証検討を行ってきたものの、有効な技術対策が見つからない状況であったこと

から、新たな対策の検討が必要であった。 

そこで、トマトでは平成27年度に農研機構の成果として出された「転炉スラグによる土壌

pH矯正手法を核としたトマト青枯病の被害軽減対策」の現地圃場での実用可能性の検討、ピ

ーマンでは高接ぎ木苗の効果についての検討を行った。 

 

■ 活動対象 

  JA江刺野菜部会トマト専門部、ピーマン専門部、JA岩手ふるさと園芸部会ピーマン専門部 

 

■ 活動経過 

（１） 実証圃の設置（４月） 

    中央農業改良普及センター県域普及グループに現地実証圃の運営協力について要請。４

月に現地実証計画を検討した。青枯病技術対策として、トマトで転炉スラグ処理技術、ピ

ーマンで土壌菌密度の高い圃場における高接ぎ木苗技術の実証圃を設置。トマトでは転炉

スラグ投入量を決定するための緩衝能曲線を作成し、1.7t/10aを施用することとした。 

（２） 実証圃における発病状況調査（６～９月） 

    月に１～２回程度の青枯病発病調査に取組み、トマトでは転炉スラグの大量投入による

軟化玉発生が懸念されたことから果実品質調査を実施した。 

（３） 土壌菌密度調査の実施 

ナス科青枯病対策技術実証圃の効果を確認するため、中央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に依頼し、土壌中の細菌密度の計測を実施した。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）に行った。 

（４） 部会との情報共有 

各専門部での役員会や実績検討会、座談会等で経過等について報告し、実証内容につい

て情報共有を行った。 

（５） 若手生産者のプロジェクト活動への位置付け 

トマト転炉スラグ技術について、JA江刺野菜部会青年部のプロジェクト活動に位置付け

た。農研機構東北農業研究センターでの研修、実証圃運営、青年部内のプロジェクト発表

会での部員による中間及び最終結果発表が行われた。 
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■ 活動成果 

（１） トマトの転炉スラグ処理技術、ピーマン高接ぎ木苗技術ともに確認効果を確認できた。 

（２） 途中経過や結果について、各専門部の役員会、座談会、実績検討会等で情報提供し、

情報を共有することができた。トマトの転炉スラグは青年部プロジェクト活動に位置付

けたことで、若手農業者の理解が深まった。転炉スラグ技術実証では次年度に取組み予

定の生産者も見られている。ピーマン高接ぎ木苗実証農家においても継続的にピーマン

高接ぎ木苗に取組む予定である。 

（３） トマトの転炉スラグについて、継続的に転炉スラグを投入する影響を懸念する声が聞

かれた。ピーマンの高接ぎ木苗では供給体制等の課題が残っている。 

（４） 今年度は青枯病が発生しにくい気象経過であったことから、次年度も技術導入経営体で

の青枯病発病抑制効果について継続調査する予定。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当管内のトマト栽培では土壌病害の青枯病が深刻な問題であり、早期枯

れ上がりが単収を落とす要因となっていたため、JA江刺野菜部会青年部で

対策に取組むこととしました。 

 これまでに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圃場に

おいて、転炉スラグによる青枯病抑制効果を実証したところ、期待できる効

果があったことから、次年度も継続調査し、部会と協力しながら産地の課題

解決に取組んでいきたいです。 

所属職名：岩手江刺農協営農推進部園芸課 氏名：阿部長祥 

 

■ 協働した機関 

  JA 江刺、JA 岩手ふるさと、中央農業改良普及センター県域普及グループ、岩手県農業研究セ

ンター病理昆虫研究室 

 

■ 奥州改良普及センター 

  園芸経営チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：河田道子、岩渕瑛子、遊佐公哉）   

  執筆者：細川史絵                    

 

 

 

92



 

 

小ぎくの白さび病防除を目的とした温湯処理技術の実証 

【奥州農業改良普及センター】 

■ 課題名   

花き生産力の強化 

■ ねらい 

  近年、当管内の小ぎく栽培において、育苗段階からの白さび病の発生が増加傾向にある。そ

のため、穂木から本畑へ感染が拡大し、生育初期より防除に苦慮する事例が多くなっている。

さらに現場からは、これまで卓効を示した薬剤を用いても、かつてのような効果が得られない

との声も聞かれる。 

そこで、農薬以外の防除方法として苗の温湯処理に着目し、他県事例を参考にしながら技術

実証に取り組んだ。 

■ 活動対象   

ＪＡ岩手ふるさと園芸部会小菊専門部、ＪＡ江刺野菜部会花卉専門班 

■ 活動経過 

（１） 県事業（未来を担う園芸産地一番星育成事業）の活用 

ＪＡ岩手ふるさとでは、単なる技術実証に留めず、先進地事例研修や安価な温湯消毒

機の製作など幅広い取組を考えていたため、県南広域振興局農政部と協議し、県事業を

活用して実施した。 

（２） 実証の進め方 

温湯処理条件について、他県事例を参考に予備試験を繰り返して設定条件を絞り込ん

だ。また、処理及び調査は、ＪＡと普及センターに加えて振興局農政部にも呼びかけ、

情報共有しながら一体となって進めた。安価な温湯消毒機を製作するため、ＪＡ資材セ

ンターと連携して、必要部材及び部材費について検討した。 

（３） 先進地事例調査 

ＪＡ岩手ふるさと担当者が、先進地事例調査（奈良県）を行った。県農業研究開発セ

ンター担当者に技術の詳細を聞いたほか、全国有数の小ぎく産地（平群町）で実際の実

施状況等について聞き取った。 

（４） 生産者への実証結果の伝達 

     実績検討会を活用し、生産者に実証結果並びに事例調査内容を報告した。 

■ 活動成果 

（１） 温湯処理条件 

     処理時期を秋と春に想定し、白さび病防除効果と高温障害発生程度の両面から、それ

ぞれ最も効果的な処理温度及び浸漬時間を把握することができた。 

（２） 安価な温湯消毒機の製作 

同等性能の市販水稲種子温湯消毒機の価格と比較して約半額の部材費で製作すること

ができた。実際に苗を使って試運転したところ、不具合なく処理することができた。 

（３） 先進地事例調査 

     文献等では得られなかった技術の詳細や新しい知見を得ることができた。これによっ

て、高温障害をさらに軽減できる可能性が出てきた。 

（４） 生産者の反応 

白さび病防除に苦慮している生産者が多く、新しい対策技術に興味を持ち、実際に処

理をしてみたいとの声もあった。一方で、処理温度や浸漬時間を厳密に設定する必要が

ある点、高温障害が発生する可能性のある点等について不安視する意見も聞かれた。 
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（５） 残された課題 

ア 処理技術の精査・検証 

    (ｱ) 高温障害の発生程度は、処理時期や品種によって違いがみられることから、より

詳細な検討を行う。 

(ｲ) 先進地事例調査で聞き取った高温障害対策技術について効果を実証する。 

(ｳ) 「温湯処理＋薬剤防除」の相乗効果について検討する。 

イ 温湯処理マニュアルの作成 

(ｱ) これまでの実証結果をもとに、暫定版のマニュアルを作成して現場への普及を図

る。また、新たに有用な知見が得られた場合は、順次マニュアルを更新する。 

(ｲ) 併せて、温湯消毒機を自作する場合の製作マニュアルを内容に加える。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高橋小菊副専門部長をはじめとする管内小菊生産者、県南広域振興局農

政部、奥州農業改良普及センターに多大なるご協力を賜りながら、当実証

に取り組むことができました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

 温湯処理技術については、白さび病防除効果を確かに確認し、期待ので

きる技術であると感じますが、一方で温湯障害発生リスクを軽減する方法

等、まだ突きつめていくべき課題もある技術だと感じております。今年度

処理を行いながら見えてきた検討事項について、次年度も実証を行いなが

ら課題解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

所属職名：ＪＡ岩手ふるさと営農グループ園芸課（小ぎく担当）   氏名：高松 光 

■ 協働した機関 

  ＪＡ岩手ふるさと園芸部会小菊専門部、ＪＡ岩手ふるさと、県南広域振興局農政部 

■ 奥州農業改良普及センター 

  園芸経営チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：河田道子、細川史絵、岩渕瑛子、

遊佐公哉） 執筆者：中野俊成 

図２ 試作機(上)と試運転 図１ 温湯処理(上)と処理効果調査 
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「紅ロマン」栽培マニュアルの作成と活用        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  りんご経営基盤の強化 

 

■ ねらい 

  「紅ロマン」は、極早生のため小玉になりやすく、収穫適期が短いことから収穫タイミング

の見極めが難しい。生理障害の発生も見られるため、品種特性に合わせた栽培管理が必要であ

る。当管内の「紅ロマン」栽培は平成22年に始まり樹齢がほぼ成木に達したことから、これま

で実施してきた実証圃の成果を取りまとめ、高品質果実生産に向けた参考資料とするため、「

紅ロマン」栽培マニュアルを作成した。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡ江刺りんご部会 

ＪＡ岩手ふるさと園芸部会りんご専門部 

 

■ 活動経過 

（１） 作成までの経緯 

  ア 展示圃における品種特性調査 

    「紅ロマン」栽培開始時から展示圃を設置して 

調査を継続し、データの蓄積を行った。その結果、 

極早生で開花から収穫までの期間が短く果実肥大 

の促進が必要であること、収穫適期が短く収穫の 

早晩が品質に影響するため収穫タイミングの見極めも他品種に比べ重要であることが明ら

かとなった。また、様々な生理障害の発生も見られることから、発生軽減対策を実施する

必要性が認められた。 

  イ 栽培マニュアルの作成と更新 

展示圃の成果をもとに平成25年から栽培マニュアルの作成を開始し、１年ごとに成果を

積み上げながら内容の更新を行った。生産者へは平成28年度まで毎年簡易印刷により配付

を行ってきた。 

当管内の「紅ロマン」の樹齢がほぼ成木に達し、展示圃によるデータ集積も進んで一定

の成果を得たことから、これまで実施してきた実証圃の成果を取りまとめ、長期的に使用

できる栽培マニュアルを作成することとした。 

（２） 予算 

    胆江地方農林業振興協議会予算を活用。 

  

■ 活動成果 

（１） 体裁及び内容 

    体裁については、改訂に対応するとともに、追加資料等を一括して綴じられるリングフ

ァイルを利用した加除式とした。また、屋外への持ち出しに配慮し、プラスチック製ファ

イルで紙質も厚めのものとした。 

内容は、品種特性、年間を通した栽培管理方法、生理障害の特徴と発生予防策に加え、

「紅ロマン」展示圃の様子 
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高品質果実生産に向けた収穫適期判定方法、果実肥大促進のポイントなどもまとめた。ま

た、ページ後半には展示圃の詳しいデータを掲載し写真を多く使用することで、管理方法

による生育や品質の違いを確認できるように工夫した。Ａ４版サイズで54ページ180を部作

成した。 

（２） 活用 

当管内の「紅ロマン」栽培生産者へ配付し、２月に栽培マニュアルの内容について説明

を行った。写真が多くて見やすいなど概ね好評であった他、関係資料を一括保管できる点

も評価された。次年度以降、本マニュアルを指導会資料として活用する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 江刺りんごの出荷スタートとなる「紅ロマン」は、極早生としての品質が

トップクラスであり、産地を代表する品種の一つとなっています。市場の評

価も高く高単価を維持していますが、栽培面では主要品種と異なる特性も多

く工夫が必要です。 

 今回作成された栽培マニュアルは、管理のポイントが分かりやすくまとま

っており、指導資料として長期的に利用できるものと期待しています。この

マニュアルを参考に高品質果実生産に向けて取り組んでいきます。 

所属職名：ＪＡ江刺りんご部会 副部会長（栽培班長）   氏名：和川栄一 

 

■ 協働した機関 

  紅果園、ＪＡ江刺園芸課、ＪＡ岩手ふるさと園芸課、胆江地方農林業振興協議会 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  園芸経営チーム（チームリーダー：中野俊成、チーム員：河田道子、細川史絵、岩渕瑛子、

遊佐公哉） 

執筆者：河田道子 

 

 

顔写真 

左：ファイル表紙、右：印刷原稿を綴じたところ 
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公共牧場の牧養力維持の取り組み支援        

【奥州農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  肉用牛外部支援体制の強化 

 

■ ねらい 

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

拡大と経営の安定に大きく貢献しているが、牧草地除染作業の完了から５年近くが経過、放牧

地草量の不足から滞牧日数が短くなるなどの状況が確認されるようになってきた。 

  このことから、放牧地草量が少ない原因を調査、牧養力維持のための取り組みを支援する。 

 

■ 活動対象 

  奥州市胆沢牧野 

 

■ 活動経過 

（１） 植生と土壌調査（５月） 

  ア 植生調査 

１牧区あたり３カ所、１m２枠内のイネ科牧草、マメ科牧草、雑草、裸地の割合を目視で

評価。10牧区を調査。 

  イ 土壌調査 

    アの植生調査に併せ、貫入式土壌硬度計による土壌硬度を計測。また、確認のため10牧

区分の土壌分析を中央県域に依頼。 

（２） 草地管理の打ち合わせ（６月、７月、奥州市と胆沢牧野） 

  （１）の調査結果をもとに、今後の草地管理について打ち合わせ。 

 

■ 活動成果 

（１） 植生と土壌調査の結果 

  ア 牧草が５割強、裸地が３割、雑草が約１割強であり、裸地が多い傾向にあった（表 

１）。また、土壌 PH5.5（中央値）であり、牧草と雑草被度・土壌 PH からは草地更新

（簡易）を今後検討すべき水準（表２）にあった。 

  イ 土壌硬度は土壌深さ５cm で 2.2MPa（中央値）、ほとんどの牧区で草地の指標 1.7MPa 

を上回る状況であった（図２）。 

（２） 草量不足の原因の推察 

    裸地の増加が主な原因であり、これは土壌表層の硬度が高く、牧草根域の活性が阻害さ

れ、イネ科牧草の株化が増加したことによるものと考えられる。 

（３） 追播の実施、次年度以降の草地管理 

  ア 植生改善が急務であることを市、牧野とともに確認。牧野の所有する牧草播種機、

在庫種子と肥料、放牧スケジュ－ルを考え、７月末に利用頻度の比較的高い１牧区８

haの追播を実施。 

  イ 放牧地と併せ採草地も計画的な草地更新が必要であることを市、牧野ともに認識。

市と牧野では、長期的な簡易草地更新（土壌中の礫、放牧期間中の播種、土壌硬度の

改善等を考慮し対応可能な機種での表層追播、土壌改良資材の施用）の計画を作成中。 
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表１ 放牧地の植生割合(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表２ 参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 放牧地の土壌硬度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 草地除染後の放牧再開から４年目となりましたが、常時受託上限頭数で

推移している当牧野は、放牧地の牧養力を維持することが何より大切だと

考えています。今回の調査結果や草地更新の打ち合わせ内容を踏まえ、長

期的な草地更新に取り組み、地域の畜産農家の経営の収益性向上と頭数の

減少に歯止めをかける役割を今後も担って行きます。 

所属職名：岩手ふるさと農業協同組合営農経済課課長補佐兼牧野場長  氏名：千田和明 

 

■ 協働した機関 

  奥州市胆沢牧野、岩手ふるさと農業協同組合、奥州市 

 

■ 奥州農業改良普及センター 

  畜産経営チーム（チームリーダー：茂呂勇悦、チーム員：舘山保奈美、新井勇児）   

  執筆者：茂呂勇悦 

 

イネ科 マメ科 小計
1-2 56.7 0.7 57.4 35.0 7.6 42.6 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ97%,ｹﾝﾀｯｷ3%

2-1 41.7 31.7 73.4 23.0 3.6 26.6 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ93%,ｹﾝﾀｯｷ7%

5-1 36.7 28.3 65.0 13.3 21.7 35.0 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ60%,ｹﾝﾀｯｷ40%

8-3 50.0 0.0 50.0 36.7 13.3 50.0 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ60%,ﾘｰﾄﾞ33%,ｹﾝﾀｯｷ7%

9-2 36.7 20.0 56.7 30.0 13.3 43.3 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ70%,ﾘｰﾄﾞ30%

6-3 48.3 11.7 60.0 30.0 10.0 40.0 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ100%

11-4 13.0 0.0 13.0 51.7 35.3 87.0 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ27%　　雑草（ｼﾊﾞﾑｷﾞ)

7-5 46.7 0.7 47.4 36.0 16.6 52.6 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ90%,ﾁﾓｼ10%

14-3 41.7 20.0 61.7 21.7 16.6 38.3 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ80%,ﾍﾟﾚﾆｱﾙ20%

15-B 40.0 23.3 63.3 21.7 15.0 36.7 ｵ-ﾁｬ-ﾄﾞ22%,ﾘｰﾄﾞ23%、ﾍﾟﾚﾆｱﾙ2%、ｹﾝﾀｯｷ50%、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ3%

中央値 41.7 15.9 58.7 30.0 14.2 41.3

牧草
裸地 雑草 小計 イネ科草種牧区
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