
 

 

 

 

◆ 普及指導活動の成果 

 

Ⅰ 「意欲と能力のある経営体の育成」に対する支援  

 

Ⅱ 「収益力の高い産地の形成」に対する支援 

   

 Ⅲ 「農産物の高付加価値化」及び 

       「農山漁村の活性化」に対する支援 

 

Ⅳ その他 
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経営体のニーズに応じた経営改善支援と経営継承支援の取組 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

地域農業の核となる経営力の高い経営体の育成(県重点プロジェクト) 

 (１) 各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

(２) 次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

 

■ ねらい 

  県では平成31年度に農業改良普及センター組織を再編し、大規模経営体等の経営発展に向け

た個別経営改善支援活動を開始した。このため、各地域における個別経営改善支援活動の効率

的・効果的な推進に向けて、支援手法の検証及び効果的な取組等の共有化、支援担当者の経営

改善支援に要する能力向上を取組のねらいとした。 

また、経営体の持続的発展といった視点から円滑な経営継承が必要となるが、経営継承は単

なる相続ではなく、①経営のノウハウや人脈といった無形の資産の継承が重要であること、②

個々の経営体の実情に合わせた相応の準備期間と計画的な取組が必要であること、③親世代と

後継者世代の両方に対する働きかけが必要であることから、支援担当者の基礎的知識の習得、

支援手法の蓄積、経営体への周知活動を取組のねらいとした。 

 

■ 活動対象 

(１) 各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

ア 各農業改良普及センター支援担当者 

イ 各農業改良普及センターが支援対象とする大規模経営体等 

(２) 次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

ア 各農業改良普及センター支援担当者 

イ 各農業改良普及センターが支援対象とする経営継承の意向がある経営体 

ウ 各地域の認定農業者、新規就農者等（周知活動） 

 

■ 活動経過 

(１) 各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

ア 個別経営改善支援活動手法の検証及び共有化 

各農業改良普及センターとの意見交換等を通じて、効果的な支援事例等を共有したほ

か、支援担当者に対するＯＪＴを兼ねて、農業革新支援担当が各地域で開催された経営

計画作成や財務分析研修、法人化相談等の講師として対応した。 

このほか、各経営体への外部専門家の派遣実績をまとめた事例集を作成した。 

イ 個別経営改善支援活動担当者の支援能力向上 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、従来の集合研修に代えて、経営計画の作

成、農業複式簿記・財務分析等をテーマとしたｅラーニング研修を実施した。 

また、いわて農業経営相談センターと連携し、法人化に関する研修会を実施した。 

(２) 次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

ア 経営継承計画の作成支援による経営継承モデル経営体の育成 

(ア) 経営体への周知活動 

（社）岩手県畜産協会や地方協議会等が、経営継承に関する農業者向けの研修会

を開催し、農業革新支援担当が「経営継承に関する基本的な考え方と進め方」につい

て講義を行った。 
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(イ) 経営継承実践モデル経営体の選定 

経営継承に関する支援を希望する経営体の動向を農業改良普及センターと情報共

有し､経営継承計画の作成等に取り組むモデル経営体を選定した(Ｒ２：新規１件)｡ 

(ウ) 支援体制の整備に向けた検討 

経営継承に関する農業者及び支援者双方の意識醸成や、第三者継承等の支援に向

けた農地・後継者情報の収集及びマッチングの仕組みづくり等について、県内の支援

機関・団体や農業者団体が一体的に取り組むための体制整備について検討した。 

イ 支援担当者の支援能力向上 

（社）岩手県畜産協会が、畜産コンサルタント(普及員含む)向けの研修会を開催し、

農業革新支援担当が「経営継承に関する基本的な考え方と進め方」及び「農家支援のポ

イント」について講義を行った。 

また、個別経営改善支援活動を担当する普及員を対象に、ＪＡ全農いわて職員を講師

とした経営継承支援手法に関する研修会を開催した。 

このほか、ＪＡいわてグループ農業担い手サポートセンターが開催した経営継承に関

する研修会に普及員の参加を誘導した。 

 

■ 活動成果 

(１) 各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善支援活動の推進 

28経営体が税理士や社会保険労務士等の外部専門家を活用し、法人化や経営継承に伴う

税制上の留意事項、就業規則や労働・社会保険、経営診断と経営の方向性等の助言を受け

ており、経営改善の取組を進めるにあたり高い評価を得ている。 

支援担当者向けの研修会は総じて好評であり、各地域において経営計画作成等の研修会

が開催されるなどの研修効果が表れている。 

(２) 次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援 

啓発リーフレットの配布や研修会の開催等を通じ、農業者及び普及員等の支援者双方か

ら、経営継承に向けた計画的な取組の必要性について理解が得られつつあり、各地域にお

いて研修会が開催されるといった動きが見られる。 

また、法人化を機に経営継承をしたい事例など、外部専門家を活用しながら経営継承に

向けた準備等を開始している事例が見られる。令和２年度は、このうち１経営体を新たに

モデル経営体として選定し、令和３年度から経営継承計画の作成等の支援を開始すること

としている。 

 

【経営継承に対する活動対象の反応】 

後継者として研修会に参加した。将来の経営継承について考えさせられる時間となった。こ

れから、よく考えていきたい。（農業者） 

経営継承の支援を行っていくにあたり、経営継承の必要性を農業者に気付いてもらうための

支援方法や、実際の継承に必要なフローについて事例をもっと知りたい。（農業普及員） 

（研修会参加者のアンケートから抜粋） 

 

■ 協働した機関 

各農業改良普及センター、いわて農業経営相談センター、 

ＪＡいわてグループ農業担い手サポートセンター、ＪＡ全農いわて 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  経営・担い手担当(課員：三保野元紀、澁谷まどか、藤田智美)  

執筆者：三保野元紀、藤田智美 

20



米・大豆の低コスト化や園芸作物導入等による持続的な集落型農業法人の育成 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

持続的経営が展開できる集落型農業法人の育成(県重点プロジェクト) 

 

■ ねらい 

米消費量の長期的減少が見込まれ、米を主要な経営作目とする集落型農業法人を取り巻く環

境は年々厳しさを増している。また、組合員の高齢化や担い手不足などの環境変化に対して、

各法人は、組織運営体制の見直しや強化など的確な対応が求められている。 

こうしたなか、持続的な経営安定を図るため、各法人においては、土地利用型作物（米・麦

・大豆）の生産コスト低減や園芸品目導入等による収益性向上、組織運営体制の強化を図る必

要があり、各農業改良普及センターにおいても集落型農業法人への支援体制の強化が求められ

ている。 

このため、県重点プロジェクトとして、令和４年度を目標年度に各農業改良普及センター等

と連携し、持続的に経営を展開できるモデル経営体を育成するとともに、支援活動を通じた支

援事例の積み上げと事例集の作成等により、普及センターにおける「育成・支援手法の確立」

を図ることをねらいとして活動を展開している。 

 

■ 活動対象 

各地域の代表的な集落型農業法人 ７法人 

 

 

 

 

 

 

■ 活動経過 

(１) 個別支援活動の実施（モデル経営体の育成） 

各普及センターが主体となり、関係機関・団体等と連携して各法人の取組を支援した。 

項目 取組内容（法人名は匿名） 

米・麦・大豆の 

低コスト化 

① 業務用多収水稲品種の単収向上に向けた肥培管理、密播育苗等の

低コスト化技術指導（Ａ法人） 

② 大豆の単収向上に向けた作業計画立案支援（Ｂ法人） 

③ 水稲の適期作業実施に向けた作業改善支援（Ｃ法人） 

園芸品目の導入 

① たまねぎの育苗管理、土壌改良、雑草対策等、総合的な栽培指導 

（Ｄ・Ｅ・Ｆ法人） 

② ばれいしょの単収向上に向けた株間比較試験（Ｇ法人） 

組織運営体制 

強化や担い手 

育成等 

① 中期経営計画の作成支援（Ｅ法人） 

② 経営分析支援（Ｇ法人） 

③ カイゼン活動の実践、GLOBALG.A.P.認証の取得支援（Ｃ法人） 

 

農事組合法人 水分農産（盛岡）    農事組合法人 二子中央営農組合（中部） 

農事組合法人 いさわ南部（奥州）   農事組合法人 米夢（奥州） 

農事組合法人 おくたま農産（一関）  農事組合法人 サンファーム小友（大船渡） 

農事組合法人 金田一営農組合（二戸） 
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(２) 実績検討会の開催 

効果的な支援活動を行うため、各普及センターの担当者を参集した実績検討会(3/17)を

開催し、各法人の支援活動状況や支援手法等について情報を共有した。 

 

■ 活動成果 

(１) 個別支援活動（モデル経営体の育成） 

項目 成果（法人名は匿名） 

米・麦・大豆の 

低コスト化 

① 水稲の単収及び60kgあたりの生産コスト目標を達成（Ａ法人） 

② 好条件圃場を優先した大豆作業体系の実践により、前年度を上回

る単収を確保（Ｂ法人） 

③ 水稲の適期移植により、前年度を上回る単収を確保（Ｃ法人） 

園芸品目の導入 

① ７月の日照不足が生育に影響し、たまねぎの単収目標は未達。一

方で作業担当者の技術が向上し栽培管理に手ごたえ（Ｄ法人） 

収穫時の単収は概ね目標を達成。乾燥・調製時のロスが発生した

が対応策について検討済み（Ｅ・Ｆ法人） 

② 天候不順による作業の遅れ等により、ばれいしょの単収目標は未

達。労力配分の最適化が課題と認識（Ｇ法人） 

組織運営体制 

強化や担い手 

育成等 

① 中小企業診断士から助言を得ながら、機械・施設整備や人材育成

等を盛り込んだ中期経営計画を作成（Ｅ法人） 

② 経営分析により経営上の「強み」「弱み」を把握（Ｇ法人） 

③ GLOBALG.A.P.認証取得の取組を切っ掛けに、組織体制や施設管理

上の問題点を把握（Ｃ法人） 

 

(２) 担当者会議 

令和２年度の支援実績と解決すべき課題を整理するとともに、令和３年度の支援内容と

スケジュールについて検討した。また、今後の効果的な支援活動に向け、各普及センター

が作成した指導資料や参考様式等について情報交換を行った。 

 

 

 

 

 

現状では、集落型農業法人の経営を持続するにあたり交付金の占める割合

が大きい。経営の持続に向け、経営者と一体となって収量向上やコスト削減

のための課題の掘り下げを行い、解決に向けた取組を進めてほしい。 

所属職名：農事組合法人 金田一営農組合 代表理事組合長   氏名：五日市亮一 

 

■ 協働した機関 

農業改良普及センター（盛岡、中部、奥州、一関、大船渡、二戸）、ＪＡ、市町村、 

広域振興局、岩手県農業研究センター、いわて農業経営相談センター、ＪＡ全農いわて、 

農研機構東北農業研究センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  経営・担い手担当(課員：三保野元紀、澁谷まどか、藤田智美) 執筆者：三保野元紀 
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りんご改植計画作成事例の提供 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

■ 課題名 

持続的に果樹産地を牽引する担い手の育成（県重点プロジェクト） 

 

■ ねらい 

  高齢化や後継者不足により、りんごの栽培面積が減少するとともに新改植も低迷している。

一方、２ha以上の経営体数は増加しており、栽培面積におけるシェアが拡大し、本県果樹の生

産の中心的経営体となっている。このため、規模拡大や収益性向上を目指す経営体に対して、

改植の妨げとなる課題を抽出し、その経営体に応じた改植計画の作成を支援する必要がある。 

  そこで、現地で行われている改植に係る指導活動をとりまとめ、改植計画作成事例を提供し

た。 

 

■ 活動対象 

  農業普及員、重点指導農家 

 

■ 活動経過 

(１) 改植計画作成事例の提供に必要な事例収集（４～２月） 

ア 二戸農業改良普及センターにおける事例調査 

イ 一関農業改良普及センターにおける事例調査 

ウ 奥州農業改良普及センターにおける事例調査 

(２) 改植計画作成事例のとりまとめ（１～２月） 

   ア 改植計画作成事例概要版による意見収集 

(ア) スペシャリスト養成研修（普及員研修） 

(イ) 改植計画作成事例の提供に係る打合せ 

 

■ 活動成果 

(１) 改植計画作成事例の提供に必要な事例収集 

ア 二戸農業改良普及センターにおける事例 

(ア) 重点指導農家の現状把握の方法 

・栽培圃場における品種、樹齢、面積については岩手県農業共済組合の樹園地マッ 

プを利用。 

・収穫量については、タブレット端末を活用し、表計算アプリにより圃場別品種別 

の収穫コンテナ数を重点指導農家が入力。 

・経営収支については、青色申告書のデータを活用。 

(イ) 現状分析 

   ・栽培面積や収穫量などのデータを活用し、圃場別・品種別の反収等を解析。 

   ・経営収支は損益分岐点分析を実施し、次期作の経営目標の設定に活用。 

   ・減収要因等は、現地で確認。 

(ウ) 改植計画（案）の作成と提案 

・分析結果を基に担当者の考える改植計画（案）を作成するとともに、技術的な課 

題について重点指導農家に提示。 

(エ) 改植計画の作成と提示 

   ・担当者の考える改植計画（案）を基に、重点指導農家と協議し、改植計画（案） 

をブラッシュアップ。 
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   ・改植計画作成支援シートを活用し、改植計画（案）によって改植した後の品種構 

成や収量のシミュレーション結果を提示。 

イ 一関農業改良普及センターにおける事例調査 

    (ア) 重点指導農家の現状把握 

      ・栽培圃場における品種、樹齢、面積については岩手県農業共済組合の樹園地マッ 

プを利用。 

      ・収穫量については、農家聞き取りにより、品種別収穫量を入手。 

(イ) 現状分析 

      ・栽培面積や収穫量などのデータを活用し、品種構成、品種別の反収等を解析。 

   ウ 奥州農業改良普及センターにおける事例 

(ア) 現状把握と分析 

      ・栽培圃場における品種、樹齢、面積については岩手県農業共済組合の樹園地マッ 

プを利用。 

      ・改植計画作成支援シートの一部改良による作業労力のシミュレーションを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）改植計画作成事例の提供 

   ア 改植計画作成事例概要版による意見収集 

    ・意見を収集し、改植計画作成事例を提供。 

 

■ 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 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  園芸担当（中野 俊成、小野 浩司、小原 善一、千田 裕）   

  執筆者：小野 浩司                      

図１ 地理情報システムによる見える化 図２ 改植計画作成支援シートによる

改植後の収穫量シミュレーション 
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専門家派遣を活用した法人化の支援 

 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

経営拡大を志向する経営体の支援 

 

■ ねらい 

  認定農業者、法人等地域農業のけん引役となる経営体や、その候補者となるリーディング経 

営体候補者の経営発展によりその取り組み手法が地域に波及する。 

 

■ 活動対象 

  Ｋ株式会社 

 

■ 活動経過 

(１) 相談内容 

Ｋ株式会社の経営者である佐々木氏は、両親の代から肉用鶏を飼養し、飼養頭数年間57万

羽である。経営を引き継ぐにあたり、親の高齢化や雇用確保の難しさもあり、時間の余裕が

得られていない。 

経営分析を受けての現在の経営の課題を明確化と、法人化も含めた将来の経営計画の策定

の支援要請を受けた。 

 

(２) 課題の把握 

ア 経営者と面談を行い、以下の課題を把握した。 

(ア) 農場が２か所に分かれており、距離も離れているため、作業効率が悪く人手も必

要で事業主は休日も取得できない。 

(イ) 収支は堅調だが、規模拡大して雇用を増やすか、縮小して時間的余裕を生み出す

か検討したい。 

(ウ) 雇用労働力には、若い方を雇い育てることも考えているが雇用のノウハウがない。 

 

(３) 専門家を活用し経営分析と法人化を検討 

ア 活用した専門家（個別相談） 

・中小企業診断士 １回（R1.11.1） ・税理士 １回（R2.8.4） 

・社会保険労務士 ４回（R2.12.2、R2.12.12、R3.1.22、R3.2.18） 

 

イ 専門家からのアドバイス等 

経営、畜産担当が複数で対応し、専門家派遣のフォローアップ、堆肥処理や補助金な

どの情報も提供し、要望に沿った支援を実施した。（以下、専門家による支援を列挙） 

 

(ア) 中小企業診断士 

財務状態から、外部雇用しても固定費はそれほど負担にならず雇用は十分可能で

ある。今後の経営方針を検討することは有効で、雇用による地域貢献、経営主の生活

向上が期待できると指摘した。 

法人化は、後継者確保の他に従業員の雇用の安定や税制面でメリットが出る可能 

性が高いことを助言した。 

(イ) 税理士 
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記帳はいままでどおり使い慣れたソフトを継続して使用することを助言。 

法人化を想定した一般的な考え方として、①資産の扱いや経理、②出資の考え方、

③決算期の決め方、④法人化のタイミング、⑤法人化に向けた手続きや⑥時期の考慮

すべき点を説明した。 

法人化のメリット、デメリットが説明された。メリットとしては信用が高まり、

融資などから円滑な資金繰りが期待されること。雇用者が確保しやすいこと。デメリ

ットとしては、税金のかかり方が変わり経理などの負担や社会保障負担が生じること

の説明があった。会社のお金と個人のお金が明確になることの意識付けも行われた。 

 

（ウ）社会保険労務士 

①社会保険・年金制度への加入とその手続き方法、②経営実態に合った労働時間の

決め方についての説明を行った。 

管理体制整備の必要性を説き、職能資格等級や人事考課制度の概要と雇用者の賃金

の考え方を説明した。 

この派遣を継続することにより、就業規則を整備することになり、会社の骨格を形

作る取組を進めている。 

 

■ 活動成果 

(１) 経営分析を経ての法人化 

経営分析により、これまでの経営の成果を客観的に把握できたことで経営転換の機会と 

なった。計画的に農場を一時縮小。その間に、知識を深めるなど準備を進め、１年ほどで 

法人化がなされた。 

今後は、経営規模を元に戻しながら、新たな雇用に向けて、管理体制の整備や就業規則 

整備に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

経営分析により自社の経営に自信を深めることができ、メリットやデメリ

ットを把握したうえで法人化できた。今後はより良い労働環境の整備を進

め、雇用で地域に貢献できるようになりたい。 

所属職名：Ｋ株式会社   氏名：佐々木 智幸 

 

■ 協働した機関 

  いわて農業経営相談センター 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：尾形茂、佐々木貴） 

   

  執筆者：尾形 茂 

 
 

 

26



地域協働による就農希望者及び認定新規就農者への支援 

 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

次世代の担い手の育成 

 

■ ねらい 

  関係機関・団体等との地域協働により、就農希望者の就農前の技術習得のため、各種農業研

修の実践支援を行うとともに、新規就農者の早期経営安定に向け、営農開始後のフォローアッ

プを行うことにより、地域農業を支える次世代の担い手の育成を図る。 

 

■ 活動対象 

  就農希望者及び認定新規就農者、管内先進農業者、関係機関・団体等 

 

■ 活動経過 

(１) 就農希望者への相談対応及び各種農業研修等への誘導 

ア 新・農業人フェアinいわて（８月、１月） 

盛岡地方農業農村振興協議会（盛岡農業改良普及センター 

構成員）及び各市町との連携により、新・農業人フェアinい 

わてに年２回出展、就農相談活動を実施した。 

表１ 新・農業人フェアinいわての相談対応実績 

開催日 来場者数(人) うち相談者数(人) 

R3.1.9 64 21 

R2.8.22 50 10 

イ 個別就農相談対応（随時） 

各市町新規就農支援担当者等との協働により、対面での就農相談個別対応を実施。 

また、就農前の農業研修受講の重要性について説明し、受講を促進した。 

表２ 就農相談対応実績 

年度 
相談者数

(人) 

うち農業研修受講者数（人） 

（準備型・就職氷河期資金交付者(R3 予定含)） 

R2 48 ４（R3 度予定:準備型 2・就職氷河期 2） 

R1 33 １（R2 度：就職氷河期交付開始） 

H30 48 ４（H30 度：準備型交付開始） 

 

(２) 認定新規就農者の早期経営発展に向けたフォローアップ     

 ア 青年等就農計画作成支援（随時） 

市町、農協等の関係機関・団体等と連携し、達成可能な計画作成に向け、対面による

青年等就農計画作成支援を数回重ね、青年等就農計画認定申請支援を実施した。 

イ 新規就農サポートチームによる就農状況確認（年２回/人） 

市町、農協、農業委員会等の関係者で構成するサポートチームにより、認定新規就農

者（経営開始型交付者）の就農状況確認を実施した。 

令和２年度は37人（うち新規交付者７人）、令和元年度は38人（うち新規交付者２

人）について、全対象者のほ場を巡回し、経営状況の把握及び諸課題への相談対応、

課題解決策の助言・指導などを行った。 

図１ 新・農業人フェア in いわての様子 
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ウ 地域の先進農業者との協働による早期経営安定支援（年５～８回/人） 

認定新規就農者の経営が早期に安定し、地域の担い手として持続的に発展できるよ

う地域の先進農業者を師匠としてマッチングし、栽培技術及び経営管理技術の指導・

助言する体制を整備した。 

                     

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

■ 活動成果 

(１) 就農希望者の各種農業研修受講による円滑な就農の実現 

平成30年度から２年間の農業研修終了者４人のうち１人は令和２年４月に就農、３人は

令和３年２月に就農した。 

４人とも農業研修期間中から関係機関と連携し、農地取得や施設・機械導入準備及び青

年等就農計画作成を支援し、青年等就農計画認定済み。関係機関との協働により就農希望

者の円滑な就農が実現した。 

(２) 認定新規就農者へのフォローアップよる経営主としての意識が向上 

  新規就農サポートチーム及び地域の先進農業者からの栽培技術面や経営面での改善策の

助言等の支援に取り組んだ結果、認定新規就農者が青年等就農計画の目標を達成した。 

また、次年度の適期管理に向け、労働力の確保・新品目導入など新たな課題について積

極的に検討する姿勢を持つなど、経営主としての意識向上がみられた。今後も、関係機関

や先進農業者等との地域協働により、経営安定に向けた支援を継続する。 

 

 ＪＡ部会や地域の仲間との交流でいろいろと情報共有をしています。ま

た、農業改良普及センターの野菜担当をはじめ、新規就農サポートチームの

支援を受けて営農計画目標達成を目指しています。 

周辺地域からの水稲作付け依頼が年々増加しているので、今後の経営拡大

の方針を検討しながら、取り組む必要があると考えています。 

将来的には、面積拡大し、地域の人を雇用して、安定した農業経営を目指

し、地域農業を担える人材になりたいです。 

所属職名：矢巾町認定新規就農者 氏名：細川雄也・英恵 

 

■ 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、岩手中央農業協同組合 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：千葉美由喜）   

  執筆者：千葉美由喜               

図２ サポートチームによる就農

状況確認の様子 

 

図３ 地域の先進農業者による栽

培技術助言の様子 
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小ぎく産地の担い手育成支援 

 

【一関農業改良普及センター】 

■ 課題名 

  消費者・実需者ニーズを踏まえた戦略的な産地形成への支援 

 

■ ねらい 

  一関地方は県内一の夏秋小ぎく産地として、平成 19 年には５億円を超える販売額を達成し

たものの、平成 22 年度以降、既存生産者の高齢化に伴い販売額、生産者数、栽培面積共に減

少に転じた。 

産地の勢いが年々弱まっていくことに危機感を感じたＪＡいわて平泉花き部会は、普及セ 

 ンターと協力し、産地診断と部会員全員にアンケート調査をし、現状を把握した。 

その結果､「確保した新規生産者を早期育成」すること、「早期育成した新規生産者から、地 

域を支える中核生産者を養成」することが最優先課題であると確認され、普及センターはこ 

の課題解決支援を普及活動目標に設定した。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて平泉花き部会 

 

■ 活動経過 

(１) 新規生産者の早期育成支援 

ア 支援対象の選定 

ＪＡいわて平泉が実施する新規栽培者確保事業(園芸だよ！全員集合)等をきっかけ 

    に就農し、栽培開始から３年以内の意欲的な生産者を育成対象とした。対象者は年間 

７～８名とし、ＪＡ花き担当者と相談のうえ、毎年見直しを行った。 

   イ 個別経営目標の達成支援 

     ＪＡと連携して個別巡回を行い、病害虫防除や育苗等、ポイントとなる栽培管理技 

    術について課題別に指導を行った他、新規生産者共通の単収目標を２万本に設定した。 

   ウ 初心者セミナーの開催 

     花き部会、ＪＡと連携して対象者向けの基礎技術習得セミナーを重要な栽培管理の 

    時期に合わせて年７回開催した。セミナーでは作業実演を積極的に取り入れることに 

より理解の促進につなげた。また、講師を地域のベテラン生産者に依頼し、対象者の 

技術習得を支援した。 

   エ 個別実績検討、フォローアップ 

     対象者自身が栽培の振返りを行う場として、個別実績検討会を開催した。 

検討会は対象者、ＪＡ及び普及センターによる三者面談形式で開催し、出荷実績や 

    目標の達成状況を確認した。また、次年度に向け、改善点や取組項目を検討した。 

 

 (２) 地域を支える中核生産者の養成支援 

   ア 個別経営目標の達成支援 

新規生産者の中から、より意欲の高い伸びしろのある生産者を見極め、ＪＡと相談 

    のうえリストアップ。関係機関と連携し、対象者に対して、更なる意欲喚起や技術向 

上へとつながる高度技術を重点的に指導した。 

   イ 経営確立支援 

     年度末に対象者との面談を行い、経営確立に向けた取組の成果と課題を明らかにし､ 

次年度の取組を検討した。 
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■ 活動成果 

(１) 新規生産者の早期育成支援 

・初心者セミナーは、新規生産者の技術習得だけではなく、ベテラン生産者などとの交 

流促進に繋がり、モチベーションが向上したとの評価を得た。 

・新規生産者共通の単収目標は、８経営体中５経営体が達成した。 

・他の生産者との比較・競争が、機械導入による規模拡大の動機に繋がっている。 

・初心者セミナーの年間スケジュールが花き部会の年間活動予定に組み込まれ、部会全 

体で新規生産者を育成する体制が定着しつつある。 

 

(２) 地域を支える中核生産者の養成支援 

   ・より意欲の高い生産者の中から、「規模拡大し、もっと儲けたい」「高品質な花を出荷 

し、市場から高評価を得たい」と考える中核生産者が複数養成され、地域を支える柱 

に成長した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規生産者の育成支援は、対象者の技術の早期習得ために重要と考えま

す。特に、初心者セミナーは部会の活動として定着しつつあり、今後も要

望を踏まえながら、開催できればいいと思います。 

 中核生産者の養成支援では、生産者の経営確立支援に加え、今後の産地

の担い手としてリーダーシップが発揮されるように、関係機関と協力して

支援していきたいと思います。 

所属職名：ＪＡいわて平泉営農部園芸課   氏名：佐々木 伸 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて平泉花き部会、一関地方農林業振興協議会 

 

■ 一関農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：中里 崇、及川 愛貴）   

  執筆者：及川 愛貴                  

 

 

初心者セミナー(簡易定植機の実演) 中核生産者(右)がセミナー講師を 

担うまでに成長 
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「営農相談」を核とした新規就農者等の確保・育成活動 

 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

中核的担い手の確保育成 

 

■ ねらい 

陸前高田市では、平成26年に総合営農指導センターが完成し、震災で全壊した営農指導の 

 拠点施設が復旧した。この施設はＪＡおおふなとが運営し、産地づくりや担い手育成の先導的 

 な拠点施設として活用されている。 

当初は、産地づくり活動が中心であったが、平成29年度から、陸前高田市及びＪＡおおふ 

 なと、普及センターの３者協働により、新規就農者等の確保・育成を柱とした次代の担い手育 

 成活動に取組んだ。 

 

■ 活動対象 

  就農希望者、認定新規就農者、認定農業者等 

 

■ 活動経過 

(１) 「営農相談会」の開催 

ア 毎週水曜日を営農相談日と定 

め、就農希望者への就農相談、 

認定新規就農者等への営農相談 

を実施した。 

   イ 平成30年度以降は、相談対象 

者を陸前高田市から大船渡市、 

住田町を含む、３市町に拡大し 

た。 

(２) 個別指導の実施 

ア 営農相談については事前予約 

制とし、予約があれば10時～ 

12時に市、ＪＡ、普及の３者 

で対応するが、予約がない場合 

は、課題を抱える新規就農者や      写真 就農希望者への就農相談 

認定農業者への個別巡回指導を 

実施した。 

(３) 普及Ｃの対応 

ア 普及センターでは営農相談の窓口担当職員を定め、必要に応じて作目担当職員と連携 

しながら、新規就農者の確保・育成や個別指導に対応した。 

  

■ 活動成果 

(１) 活動実績 

ア 活動を開始して４年目となるが、本年度の相談者数は例年より多かった。 

イ 過去３年の営農相談者は年当たり20名弱、３年間の新規就農者は４名にとどまってい

るが、本年度は営農相談者39名（うち就農相談28名）と急増し、新規就農者５名と参入

企業１社の就農が確定した。 
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  ウ 本年度の新規就農者５名は、いずれも認定新規就農者として認定され、年度内就農者 

   が２名、次年度就農確定者は３名となっている。なお、新規就農者の作目は、果樹２名 

   、野菜３名である。 

 

 表 営農相談会の実施期間、回数、者数 

項  目 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

実施期間(月/日) 5/24～3/2 4/11～1/23 4/17～3/25 6/3～3/10 

回数（回） 27回 22回 16回 31回 

営農相談者数(延べ) 17名 18名 14名 39名 

訪問経営体数(延べ) 56経営体 53経営体 36経営体 21経営体 

新規就農者数※ ０ ２ ２ ６ 

    ※新規就農者数：営農相談により就農したか就農を確定した人数 

 

(２) 普及活動のポイント 

ア 新規就農相談において、就農計画の策定から農地の手配、就農資金の借入など、時間 

をかけて幅広く対応したことが、相談者の就農開始時の不安を解消することにつながっ 

たと思われる。 

イ 本年度の成果が得られた背景には、市・ＪＡ・普及の３者が連携した活動が定着し、 

地域農業者等からの信頼感が向上したことにあるものと考える。 

 (３) 残された課題と対応策 

   ア ５名の新規就農者の経営が早期に確立できるよう、生産技術や経営管理などのフォロ 

ーを充実する必要がある。 

イ 新規就農者等に対する支援事業は、各市町単位に実施されている現状にあり、今後、 

気仙地域として、各市町が連携による新規就農者確保・育成支援システムの構築を進め 

たい。 

ウ 当地域ではＮＰＯ法人も新規就農者育成に関わっており、これらの組織との連携の可 

 能性を探る必要がある。 

 

 

これまで４年間、営農相談を開催してきたが、本年度は例年より多くの相

談者が訪れ、新規就農者も６経営体が見込まれることになりました。この相

談会は、市、ＪＡ、普及Ｃの３者の協働により開催されてきましたが、本来

の目標を達成できる段階に至ったと考えています。 

今後も、関係機関との連携を密にして成果を上げていきたいと思います。 

所属職名：陸前高田市地域振興部農林課 主任技師   氏名：及川麻美 

 

■ 協働した機関 

  陸前高田市、ＪＡおおふなと 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

  地域指導課（課員：佐藤弘）   

  産地育成課（課員：阿部洋、昆悦朗） 

  執筆者：佐藤弘            
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発起人会設立総会、発起人会座談会 

露地ピーマン不織布トンネル、清流気仙川 

付加価値を備える新たな農業生産法人の設立へ 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  付加価値を備える新たな農業生産法人の設立へ 

 

■ ねらい 

  基盤整備事業実施地区の任意営農組織は農地集積や地域営農を支える存在への期待が寄せら

れ、円滑でスピーディーな法人化が必要である。法人化した後も持続的営農が可能な経営体質

となる必要があり、その準備では収益性の見出せる作目導入や効率的営農体制等を青写真に落

とし込まなければならない。このため活動対象とする任意営農組織の法人化を重点支援し、付

加価値を備える新たな農業生産法人の立上げへとあたっていく。 

 

■ 活動対象 

  金成地区営農組合（陸前高田市）、経営体育成基盤整備事業実施地区（R1～6年度） 

法人化後の見込規模：主食用米24ha、露地ピーマン等野菜類１ha、水田受託作業 

 

■ 活動経過 

(１) 法人化発起人会の立上と検討開始  

     対象組織は従前区画の３倍以上に整備 

  される大区画圃場で令和５年以降営農す 

  る予定である。今年度上半期までは基盤 

  整備推進委員会の工事促進活動等を主と 

  してきたが、同時進行で法人化の準備を 

  具体化するため令和２年７月22日に法人 

  化発起人会を有志11名で立上げた。先進 

  地視察研修や毎月の定例座談会で事業目 

  論見書を検討するなど、構成員90名の牽 

  引役となっている。 

これまでの検討状況としては、地域ブ

 ランド「たかたのゆめ」や特別栽培米の

 高値販売、水稲以上に収益が期待できる

 露地ピーマン、ネギ、アスパラガス等の

 野菜品目作付け、専門部及び責任者選定 

  などの方向性が見えてきた。実際に露地 

  ピーマンは14 a圃場で栽培しており、地 

  域の基準単収を十分上回る出荷実績にあ 

  る。 

今後は主軸の主食用米に係る入作調整 

  や地代設定、出資・収支計画の作成など 

  重要案件を具体的に検討していかなけれ 

  ばならず、発起人会の役割と責任は一層 

  大きくなっている。 
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川の駅よこた、販促パンフと掲載料理例 

(２) 収益が期待できる露地ピーマンの安定栽培 

     ５名の共同作業で露地ピーマン京ひか 

 りを栽培し、ＪＡ出荷を中心としながら 

 地元産直「川の駅よこた」でも販売して 

 いる。圃場は鮎釣りで有名な清流気仙川 

 を水源に持ち、排水性の良い転作田で液 

 肥点滴潅水システムを導入している。今 

 年度からは秋期出荷増加と黒変果抑制を 

 ねらった不織布トンネル栽培や、地元消 

 費者向けに「金成ピーマン」のネーミン 

 グで販促パンフレット及びポップを産直 

 に設置した。 

     一方、適切な栽培管理は実現できているものの集出荷に係る労力不足で現状以上の作業

が難しくなっており、目前に販売できるピーマンがあっても換金できない状況である。こ

のような次年度の課題解決に向けては、除草シート設置による栽培管理省力化や集出荷の

割増に対応できる雇用確保、作業工程見直しなどの労務改善実証を検討している。 

 

■ 活動成果 

(１) 事業目論見書原案等に係る組合員説明会及び個別調整 

    基盤整備事業の詳細設計や相続登記等の手続きは間もなく完了し、もうすぐ圃場の面工

事が始まる段階となっている。中核的担い手となる法人化への地域的関心は高まっており

発起人会では事業目論見書原案等に係る組合員説明会を令和３年度上半期に行うことで合

意している。加えて、水田入作に係る個別調整を本格的に行うこととしており、法人化へ

の具体的対応が始まった。 

(２) 露地ピーマン単収で地域トップの実績 

    令和２年度単収はＪＡ部会基準10.1t/10aと地域トップの実績、ＪＡおおふなとピーマン

部会最優秀賞の受賞に至った。産直の販促パンフレットはシーズンオフ10日前に設置した

ところ、来客者が概ね持ち帰るなど一定効果も確認された。販売促進に係る継続的工夫、

今後の省力化及び労務改善実証によって一層の単収向上と規模拡大が見込まれ、付加価値

の高い新たな農業生産法人の設立へ着実に歩み出している。 

 

 法人化の準備では組合員をまとめ、丁寧な合意形成に努めていかなければ

ならない。普及センターのバックアップで法人化発起人会の立上げに至り、

毎月の座談会では具体的検討が進んでいる。 

安定経営が可能な農業生産法人を無事に立上げ、地域の中核的担い手とし

て活躍できるよう準備していきたい。 

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、大船渡農林振興センター、関係機関 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

地域指導課（佐藤賢、皆川歌織）、産地育成課（佐々木満、菅原聡、照井直人） 

  執筆者：地域指導課（佐藤賢）                     
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電気柵直下に除草剤散布、約 30 分/100m の作業 １回散布で２か月程度の抑草効果 

省力化と地域資源循環による中山間農業生産法人の経営発展 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  省力化と地域資源活用による中山間農業生産法人の経営発展 

 

■ ねらい 

  基幹的農業従事者の高齢化と減少が全国的に進んでおり、気仙地域の中山間地域は一層顕著

な傾向にある。個人の担い手不足を埋める集落営農組織への期待は高まるが、組合員の高齢化

やオペレータ不足、そして米価下落の影響等により現状以上の活躍は難しい。この状況打破に

向けては営農作業を全般的に省力化するとともに、安価な地域資源の有効活用で収益性向上を

実現していく必要があり、対象法人の支援を通じた手法確立にあたる。 

 

■ 活動対象 

  （農）月山（住田町） 

経営規模：主食用米5.6ha、飼料用米6ha、水田受託作業3.8ha 

 

■ 活動経過 

(１) 電気柵管理作業の省力化に向けた実証活動 

対象法人は野生鳥獣の多く生息するエリアに圃場を持ち、電気柵の設置及び管理が欠か

せない。電気柵直下の通電ワイヤーに繁茂雑草が接触すると漏電を起こし、対策の草刈作

業に年４回も費やすことから、この作業軽減策として混用除草剤散布実証（非選択性茎葉

散布剤「ザクサ液剤」と土壌処理剤「ダイロンゾル」）を６月から始めた。また、全般的

な作業軽減をねらった簡易アシストウェア装着実証（ダーウィン・ダイヤ工業(株)製品、

ＪＡ全農いわて貸与）に取り組み、試行錯誤で調査した結果、資材運搬や水稲刈取作業等

で一定効果が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 簡易アシストウェアの調査項目と結果 

優 良 可 優 良 可 優 良 可 優 良 可
(簡単) (普通) (困難) (軽い) (普通) (重い) (自在) (普通) (支障) (非常) (普通) (不明)

椎茸燃料用材木
運搬（@50cm、
5kg程度）
【男性・66歳】

7月14日 60 ㇾ ㇾ ㇾ ㇾ

下半身の固定部分
が上にずり上が
る。腰の圧迫感を
少し感じる（腰痛
持ち）

水稲刈取、乾燥
調製
【男性・70歳】

10月 60 ㇾ ㇾ ㇾ ㇾ

軽減度
改良要望など

作業
内容

作業
日時

作業
時間

着脱性 重量感 運動性
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地域資源の豚ふん堆肥 3 千円/2t、ペレット 今年はライムソワー散布で 3 時間/30a 

(２) 飼料用米の単収向上につなげる実証活動 

     経営の柱として飼料用米専用品種「つぶゆたか」を栽培しているが単収実績で品種本来

のポテンシャルを引き出せておらず、販売額確保が難しかった。経営発展へと単的にアプ

ローチできる課題であり、解決策として圃場の地力改善が最優先と判断されたことから、

ブロイラーや養豚業の盛んな住田町の強みを活かし、11月下旬に地元養豚業者の豚ふん堆

肥2t/30aを散布した。この結果、翌春に基肥を慣行量組み合せるだけで単収向上が期待で

きる土壌窒素成分量を確保したほか、省力的かつ効率的な作業方法の確認に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 活動成果 

(１) 混用除草剤散布で慣行作業比△20ポイントの省力化 

    電気柵直下の草刈作業を混用除草剤散布に代替することで、経費慣行並み、作業量△20

ポイントの省力効果を確認している。今後の導入継続が見込まれるほか、これ以外の水田

管理作業でも省力可能な内容を積極的に抽出することとなった。 

(２) 豚ふん堆肥の全圃場散布へ向けた計画検討 

    対象法人は堆肥散布機械を省力的かつ効率的なブロードキャスターに切り替え、次年度

に飼料用米圃場の半分、その翌年度に全圃場への豚ふん堆肥散布ビジョンを描いており、

その計画検討が始まった。 

また、令和３年２月にはいわて農業経営相談センターの重点指導対象にも決定し、今後

の機械導入に必要な補助金活用などで関係機関の力強いバックアップを受けることとなり

目指すビジョンの達成は近づきつつある。 

 

 

法人オペレータ等の高齢化が進んでおり、営農作業に必要な労力確保も難

しくなっている。普及センターの指導を受けながら、飼料用米の単収向上及

び経営改善に取組み、地域農業を守っていきたい。 

所属職名：（農）月山 代表理事 氏名：佐々木智嘉 

 

■ 協働した機関 

  住田町、大船渡農林振興センター、関係機関 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

地域指導課（佐藤賢）、産地育成課（昆悦朗、菅原聡、佐々木俊祐） 

  執筆者：地域指導課（佐藤賢）               
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出荷基準シート、一貫作業体系の実証用コンテナ 

春たまねぎ圃場、乾燥ハウス、温湿度通信ツール 

沿岸最大集落営農組織の自立経営に向けた普及活動 

【大船渡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

  沿岸最大集落営農組織の自立経営に向けた普及活動 

 

■ ねらい 

  気仙地域を支える担い手の高齢化と減少が進むなか、集落営農組織に対する期待は一層高ま

ってきている。こうした集落営農組織の安定と自立経営を実現していくには、米価下落や補助

事業制度等の影響が少ない高収益作目の導入定着や、着実な経営発展を後押しする中期経営計

画の策定が欠かせない。まずは活動対象とする沿岸最大集落営農組織の自立経営に向けた課題

解決を進め、その実績や手法等を他組織へ普及していく。 

 

■ 活動対象 

  （農）サンファーム小友（陸前高田市） 

  経営規模：主食用米55ha、飼料用米11ha、大豆19ha、春まきたまねぎ1.4ha、にんにく0.5ha 

 

■ 活動経過 

(１) 高収益作目の安定栽培及び販売額確保に向けた取組 

補助金に頼らない高収益作目として春 

    まきたまねぎを採用し、１ha超の大規模  

     作付けで２年経過している。普及センタ  

     ーでは管理担当者との定例ミーティング  

     や生育調査等の基本的支援を積み重ね、  

     雑草防除等の栽培管理は順調に進み、収  

     穫時の単収で県平均を大きく上回ってき  

     ている。 

一方で、定植に係る圃場利用率が低か 

      ったこと、夏季高温時のハウス乾燥調製  

      等でロスが生じたことから出荷時の単収  

      は落込み目標の販売額に至らなかった。  

      今冬のうちには新たな課題解決に必要な  

      検討を進め、定植本数の見直し、乾燥用  

      ハウスの環境制御につなげる温湿度セン  

      サー設置とクラウド通信遠隔監視システ  

      ムを構築中である。アクションとセット  

      で省力化も図っていくため手作り出荷基  

      準シートの活用や、花き生産者とのマッ  

      チングで無償譲渡されたコンテナによる  

      収穫乾燥一貫作業体系の実証準備にあた  

      っている。また、水稲に次ぐ収益が期待  

      できる大豆については 生育調査に基づく適期作業情報を随時つなぎ、除草作業や病害虫  

      防除に反映されている。 
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中小企業診断士コンサル、営農支援ツール活用 

(２) 中小企業診断士コンサルを組込んだ中期経営計画の作成 

     目指す姿を明確にし、経営陣と社員のモ

 チベーションも高める中期経営計画の策 

 定に向けて、普及センターと農業革新支 

 援専門員が２か月に１回ペースで訪問し 

 経営ビジョン、経営目標、外部内部環境 

 分析（ＳＷＯＴ分析）、収支計画等の検 

 討を行った。年度末には県事業を使った 

 中小企業診断士コンサルを２回組込み、 

 マイナス業績部門への対応、付加価値の 

 把握、差別化販売戦略等を含めた構成で 

 仕上げにあたっている。 

また、県農業研究センター農業経営研究室と連携した営農支援ツール導入や、社会保険

労務士コンサルによる就業規則の見直しにより、社員の業務量に応じた作業管理、福利厚

生等の整備を進めている。 

 

■ 活動成果 

(１) 春まきたまねぎの生育及び収穫時単収確保等 

    定植から収穫までの生育状況で県内他組織を上回り、収穫時単収は約４t/10a確保、管理

担当者は収穫までの栽培管理に自信を付けつつある。夏季高温時のハウス内乾燥調製等ロ

スへの具体的対策も詰めており、次年度の出荷時単収と販売額確保に向けたモチベーショ

ンは高まっている。加えて、大豆のカメムシ被害は前年比△７ポイントと低下しており、

品質確保への効果が見られている。 

(２) 中期経営計画の完成と社員雇用等への展開 

    年度末には法人設立後初めての中期経営計画が完成し、社員と共有しながら次年度の着

実な経営発展に取組み、その実績に基づく改善検討を社内一体で進める体制が整いつつあ

る。さらに福利厚生等の整備が進んだ実績もあり、翌春には新卒の社員を雇用する見通し

となっている。 

普及センターでは一連の先進事例等を「集落営農法人経営発展モデル事例」として取り

まとめ、気仙地域の他組織等へ普及すべく研修及び情報提供等を行っている。 

 

 
手探りながら春まきたまねぎの大規模作付けに取組んで２年経過したが、

普及センターの支援もあって収穫時までの管理には手応えを感じている。令

和３年度は新たに見出された課題をしっかりと克服し、販売額の向上をねら

っていくので継続的支援をお願いする。 

所属職名：（農）サンファーム小友 営農部 氏名：佐藤一輝 

 

■ 協働した機関 

  農業普及技術課農業革新支援担当、農業研究センター、土岐経営支援事務所 

 

■ 大船渡農業改良普及センター 

地域指導課（佐藤賢）、産地育成課（菅原聡、柄澤真梨歩） 

  執筆者：地域指導課（佐藤賢）                     
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関係機関・団体の連携強化による新規就農支援の取組 

 

【久慈農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

地域と協働した新規就農者の確保・育成 

 

■ ねらい 

久慈地域では、これまで新規就農支援の取組として、地域の農業関係機関・団体（以下、関

係機関等）で構成する久慈地方農業農村活性化推進協議会（以下、協議会）が、「久慈地方新

規就農者確保・育成アクションプラン」に基づき、定期的な「就農相談会」や「新規就農者と

農業農村指導士等の交流会」を開催するほか、関係機関等がそれぞれの所管業務に応じて個別

に支援を行ってきた。 

関係機関等の個別支援の場面では、対象者毎の支援の方向性が技術指導と経営指導の担当者

の間で十分共有されていなかったり、事業の活用に当たって事業担当者が対象者の就農計画を

十分把握していなかったりするなど、関係機関等での情報共有不足が散発的な支援を招きがち

であった。 

このことから、新規就農者の円滑な経営発展に向けて、支援の実効性を高めるため、関係機

関等の連携を強化して、適時適切な支援を促進する具体的なツールとそれを活用した支援の流

れを構築することを目指した。 

 

■ 活動対象 

就農志向者、新規就農者（及び協議会） 

 

■ 活動経過 

(１) 関係機関等による支援の方向性の共有の取組 

令和元年度は、支援対象者が抱える課題や取組経過等の情報共有に係る手法の検討（９

～12月）、情報共有体制の構築に向けた関係機関等との合意形成（１～３月）を進めた｡ 

(２) 支援シートを活用した取組 

令和２年度から、関係機関等とともに、支援対象者の選定（４月）、対象者毎の経営概

要等の支援シートへの記載（４～５月）、対象者への支援経過の記録（随時）、支援実績

の取りまとめ及び共有（奇数月）、個別課題の解決に向けた支援方向の検討（年３回）を

実施している。 

 

■ 活動成果 

(１) 関係機関等による支援の方向性の共有の取組 

令和元年度末（３月）には、関係機関等で合意された取組を恒久的な体制とするべく、

「久慈地域就農志向者及び新規就農者支援実施要領」（以下、要領）を制定した。この要

領の中で定めた情報共有のツールとして「支援シート」を作成し、支援対象者を選定し取

組を進めることとした。 

(２) 支援シートを活用した取組 

支援シートによる情報共有は、支援対象者に対して、以下のように関係機関等の多角的 

な視点による濃密な支援の実施につながった。 

ア 就農志向者の就農計画等の作成における支援の事例 

各担当が、過去に対応した際に聞き取った経営希望品目、機械・施設整備に係る事業 

の活用要望、就農条件等の意向や、これまでの支援内容、今後取り組むべきことを支援 
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シートで確認しながら、就農計画の作成を支援した。 

イ 新規就農者への巡回指導の事例 

関係機関等が記載した支援シートから生産管理状況を把握することにより、栽培管理 

に当たって重要な時期を外すことなく、普及センターによる効果的な個別巡回指導を実 

施した。 

支援シートによるタイムリーな情報共有は、他の関係機関等の支援状況も踏まえた効 

果的・効率的な支援を行うことができるようになるとともに、支援方向の明確化と意識 

の統一にも役立った。 

支援対象者の機械・施設等の導入意向をあらかじめ共有することにより、補助事業等 

の紹介や円滑な事業の申請につながり、適切に生産基盤を整備することができた。 

支援シートは、過年度の経営課題や経営計画及び実績が記載されているため、関係機 

関等においても後任の担当への引継ぎにも活用でき、切れ目のない支援の提供に繋がる 

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援対象者の情報を支援シートで定期的に共有することで、支援対象者の

現状やそれに対する関係機関等の具体的な動きがわかるため、とくにコロナ

禍にあって、農家を訪問する機会の少ない行政職員としては非常に役立って

いる。 

また、支援シートの様式は、支援対象者の就農開始時からの内容がまとめ

られていることから、後任の担当者への引継ぎにも役立つと考えている。 

支援シートの取組が、今後の支援に有用であると思われるので、継続をお

願いしたい。 

所属職名：洋野町農林課 課長補佐   氏名：奥寺和博 

 

■ 協働した機関 

久慈市、洋野町、野田村、普代村、新岩手農業協同組合久慈営農経済センター、 

県北広域振興局農政部 

 

■ 久慈農業改良普及センター 

地域指導課（課員：輪達公重、山本明日香、藤尾あゆみ、菊地雄大） 

執筆者：菊地雄大 

写真：関係機関等との新規就農者の

巡回指導 

表：支援シートの様式（一部抜粋） 
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小麦枯熟れ障害の発生条件の整理        

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  麦・大豆の高品質安定栽培支援 

 

■ ねらい 

昨年度、小麦の枯熟れ障害を取り上げ、発生状況を確認したところ、枯熟れ症状が認められ

る圃場の小麦は、根の伸長が劣り、子実重、千粒重が低下したが、タンパク質含有率には差が

認められなかったこと、が確認された。 

また、枯れあがりが見られる部分の土壌硬度は固く、断面調査からも根域の広がりが小さい

ことが確認されたが、土壌の化学性については、症状の有無による差は認められないことが明

らかになった。 

今年度は、昨年度と同じ圃場を引き続き対象に選定し、小麦収穫後の管理方法の違いによる

影響を調査した。 

 

■ 活動対象 

  日詰営農組合（紫波町） 

 農事組合法人アグリせいなん（花巻市） 

  盛岡農業改良普及センター 

  中部農業改良普及センター 

 

■ 活動経過 

(１) 発生状況の確認 

ア 盛岡農業改良普及センター、中部農業改良普及センターとの連携 

両普及センターと情報を共有するため、発生圃場を相互巡回し、それぞれの圃場の作物

体の様子を確認した。 

   イ 検土杖による土壌の確認と土壌硬度の測定、小麦の根の観察 

検土杖で土壌の確認を行い、土壌硬度を測定した。さらに、枯熟れ症状の有無別に小麦

の根の観察を行った。 

(２) 収量調査、品質調査の実施 

枯熟れ症状の有無別に成熟調査、坪刈りを実施した。収量調査、品質調査、等級検査を 

実施し、子実のタンパク質含有率を分析した。 

※ 花巻市 ゆきちから圃場 

昨年と同様に収穫後麦稈を焼却処分。乾いた状態で耕起作業を実施した。 

※ 紫波町 銀河のちから圃場 

小麦収穫後に緑肥用大豆を栽培。すき込み後、播種前にてんろ石灰を 100kg/10a 投入 

した。 

 

■ 活動成果 

(１) 発生状況の確認 

    ア  花巻市のゆきちからの圃場では枯熟れ症状が見られず、紫波の銀河のちからの圃場も

大きく生育が改善していた。紫波の銀河のちからの作物体の根を比べると、昨年と同様

に根量や太さに明らかな違いが見られ（写真１）、稈長、穂長にも影響が見られたが、
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生育不良株は昨年に比べて圧倒的に少なく、裸地部分も見られなかった。 

イ 紫波町銀河のちから圃場の土壌硬度は、作物体の症状の有無に関係なく、最大値が

1.5Ｍpa 付近となり、昨年よりも改善されている。しかし、そのような状態でも作物体

に差が表れるのは、深さ５～20cm の土壌硬度に差があるためと考えられる（図１）。 

(２) 収量調査、品質調査の実施 

収量調査・品質調査の結果では、昨年同様、症状が出ているところでは子実重、千粒重 

が低下していたが、タンパク質含有率には差が見られなかった（表１）。 

(３) 発生条件の整理 

令和２年と令和元年の越冬後の気象を比べると、令和元年は出穂・開花時期となる５月

に入ってから高温多照となっており、令和２年は登熟期間の６月に入ってから高温となっ

た。山口県では、枯熟れ障害の症状と気象条件の関係について、出穂期頃までは日照が多

いと枯熟れ症状の発生が多く、登熟期間に日照が多いと発生が少ないと整理している。 

紫波町の圃場では、昨年度小麦の収穫後に大豆緑肥を栽培し、てんろ石灰を施用するな 

ど、土壌改良に取り組んでおり、このことが連作圃場の土壌物理性の改善に寄与し、枯熟 

れ症状が軽減したと考えられたが、花巻市の圃場では、小麦収穫後の管理が例年通りであ 

ったことから、昨年は出穂期前後の５月に高温多照であったものが、今年は６月の登熟期 

に高温多照条件となったことから、枯熟れ症状が軽減されたと考えられた。 

 

 

 

（篩目：2.2mm、水分12.5%換算） 

■ 協働した機関 

  盛岡農業改良普及センター、中部農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  水田利用・生産環境担当（渡邊麻由子、寺田道一、葉上恒寿） 

  執筆者：渡邊麻由子               

区名 症状の有無 子実重

kg/10a 

千粒重ｇ 容積重ｇ/L タンパク質

含有率％ 

花巻 ゆきちから    有 327 35.9 824 11.7 

花巻 ゆきちから    無 400 37.3 827 11.3 

紫波 銀河のちから   有 263 32.4 831 15.1 

紫波 銀河のちから   無 375 33.3 833 16.2 

図１ 銀河のちから土壌硬度調査 

（青 症状無 赤 症状有） 
写真１ 紫波町銀河のちから根の様子 

表１ 収量調査、品質調査結果 
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りんどう品種育成に実需者等の意見を反映させる取組について 

～りんどう有望系統現地評価会の開催～ 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

  盆・彼岸需要期を中心とした出荷量の拡大と仏花以外の用途拡大による新たな需要の創出 

                                (県重点プロジェクト) 

■ ねらい 

  これまで、県のりんどう品種育成において、品種候補となる有望系統の段階で、実際に販売

する側の市場等実需者の意見を聞く場面がなかった。新品種の普及拡大を図るためには、品種

育成に実需者等の意見を反映させる仕組みが必要と考え、りんどう有望系統現地評価会を開催

した。 

 

■ 活動対象 

  市場等実需者、ＪＡ全農いわて(以下、全農)・ＪＡ等関係団体、県関係機関 

 

■ 活動経過 

 (１) 評価会の内容の検討（５月） 

農業研究センター花き研究室(以下、花き研究室)と、評価を得る系統及び開催日程等に 

ついて検討した。今年度は、評価系統の開花期に応じて２回開催することとした。 

(２) 実需者の参集方法の検討（６～７月） 

県庁農産園芸課及び全農と参集する実需者の範囲と参集方法について検討した。当初、 

全農と連携して首都圏の花き市場を参集する計画であったが、新型コロナウイルス感染症

の影響により、急遽県内の花き市場及び県花卉商業組合の参集に変更した。両者の参加誘

導は、全農、農産園芸課の協力のもと行った。 

(３) 現地評価会の開催（第１回：８月25日、第２回：10月23日） 

   第１回は中生種のスタンダードタイプの青花系統、第２回は八重咲系統を主体に、それ 

ぞれ参加者から評価を得た。 

(４) 評価結果の説明（10月23日、12月16日） 

花き研究室で調査結果を取りまとめ、第１回の結果については第２回の評価会（10月 

23日)で、第２回の結果については花き関係者が集まる別会議（12月16日）でそれぞれ 

説明した。 

 

■ 活動成果 

(１) 参加状況 

第１回、第２回とも、県内花き市場と県花卉商業組合から各１名の参加を得た。同様に 

全農・ＪＡからも各８名の参加を得た。 

 

    表１ 参加者の内訳                          (単位：人) 

  市 場 小売店 全農・ＪＡ 県関係 その他 計 

第１回 1 1 8 13 1 24 

第２回 1 1 8 18 5 33 

計 2 2 16 31 6 57 
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図１ 花き研究室圃場での現地評価 

(第１回評価会) 

 

図３ 第１回評価結果の説明 

(第２回評価会) 

 

図２ 八重咲系統の評価 

(第２回評価会) 

(２) 評価結果 

育成側(花き研究室)または現場(生産者、普及員等)と実需者側で、評価に相違のある項 

目がみられた。例えば、育成者や生産者は「花が下部から頂部まで咲き揃うこと」を重視 

するが、実需者はそれほど重視していないことがうかがえた。また、実需者から日持ち性 

の高い品種育成を要望されるなど様々な意見が出され、花き研究室では評価会で得られた 

結果や意見を今後に活かすよう検討することとした。 

(３) 対象の変化 

  ア 実需者、ＪＡ等 

     参加者から、これまで育成途中の系統を直接目にする機会がなかったため、県の品種 

育成の状況がわかり参加してよかったとの感想が聞かれた。他にも「初めて八重咲を見 

た」「青以外に様々な花色の系統が育成途中にあることを知り驚いた」などの感想や、 

「切り花向け八重咲品種に従来の草丈は不要。今回展示された系統で十分有望なので品 

種化してはどうか」との提言もあった。 

イ 花き研究室 

本評価会に対して企画段階から賛同が得られ、多大な協力のもと開催に至った。会の 

なかで、品種育成の過程で様々な人から意見を聞き反映させることは重要との発言があ 

り、品種育成の過程における新たな評価の仕組みづくりに理解が得られた。 

(４) 今後の課題 

ア 評価会の定例化 

有望系統を毎年度評価できるよう、評価会の定例化について関係機関と協議する。併 

せて、実効性の高い評価会とするため、役割分担について検討する。 

イ より多くの実需者の参加誘導 

今年度は、新型コロナの影響により限られた人数の参加となったが、社会情勢が回復 

し次第、全農と連携して首都圏の主要取引市場からの参加誘導を図り、より多くの実需 

者の意見を集約する。 

ウ 需要期向け系統の評価 

需要期向け系統の評価を得ようとする際、繁忙期に花き関係者の参集は難しい。その 

ため、実物評価の代替策について検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡ全農いわて、農産園芸課、農業研究センター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  園芸担当（中野 俊成、小野 浩司、小原 善一、千田 裕）   

  執筆者：中野 俊成 
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担い手農家への ICT 技術等の導入支援および定着支援 

～ 水田センサ活用の検討 ～ 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

■ 課題名 

オリジナル品種を核とした県産米全体の評価向上に向けた取組の推進(県重点プロジェクト) 

 

■ ねらい 

  良質米の安定生産において、生育時期に応じた適切な水管理は極めて重要であるが、他の作

業に比べて水管理の省力化は遅れており、依然、年間労働時間のおよそ３割を占めるともいわ

れる。特に大規模稲作経営では、ほ場が遠隔地に及ぶことも多く、移動時間も含めた水管理の

省力化が課題となっている。このことについて、近年スマートフォンなどの情報通信端末から

遠隔地の水田の水位等を確認できる「水田センサ」の開発・市販化が進み、１機当たり２万円

前後で導入できる安価な機種も登場している。そこで、安価に導入できる水田センサを現場で

試験的に運用し、活用の可能性を検討する。 

  

■ 活動対象   

  水稲生育診断ほの担当農家ほか 

 

■ 活動経過 

(１) 水田センサ「水田farmo」（(株)ぶらんこ⇒現社名（株）farmo） 

水位・水温の測定が可能。データは屋外又は屋内に設置した中継機からクラウドを経由 

し、遠隔地からタブレットPCやスマートフォンで閲覧できる（写真１～３）。 

中継機は屋外タイプ(ソーラー)で半径4km、屋内タイプ(100V)で同２kmの範囲にある水田 

センサと通信可能。あらかじめ設定した水位を超えた/下回った場合にメール等で通知する 

機能も実装されている。 

センサは 1 台 21,000 円。通信費は無料（機体価格に含む）。中継機はメーカーから 

無料貸出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 中継機     写真２ センサ本体           写真3 水位表示 

 

(２) 設置 

・ 計12台を普及センター及びサブセンター11所属に１～２台ずつ割り当て、生育診断

ほ等に設置した。 

  ・ 設置作業は５月25～29日に実施。メーカーの協力のもと、各普及C担当がそれぞれ立会

い組み立てから設置、操作まで実践した（写真４～６）。 
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写真４ 組立て      写真５ 中継機の設定     写真６ センサ設置 

 

(３) 運用 

・ アカウントは作物担当及び、ほ場を管理する農家全員と共有し、12台分の水位・水 

 温データを関係者全員で閲覧できる状態で運用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 現地での検討風景（Ｒ３．５）    写真８水位データのログ         

 

■ 活動成果 

・ 各所属において、現地で展示運用しながら、現地検討会や普及センター広報などで紹介。 

水管理の負担軽減への期待から、地域の農家やＪＡが試行的に導入するなどの反響があった 

なお、本取組をきっかけとした新規導入は推定15～20台となっている。 

・ また、試験運用中に現場から出てきた意見やアイディアをメーカーにフィードバックした 

結果、ログデータのダウンロード機能が実装されたほか（写真７）、追加モジュール（積算 

気温センサ等）の実証を依頼されるなど、本取組みをきっかけに地域と開発サイドとの連携 

体制も構築されつつある。 

・ ログデータを使った栽培管理の振り返りも可能であり、今後、調査研究用のツールとして 

も有効であると考えられる。 

 

■ 協働した機関 

  (株)ぶらんこ（現社名（株）farmo）、各農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課 農業革新支援担当 

  水田利用・生産環境チーム(チームリーダー：渡邊麻由子 チーム員：寺田道一・葉上恒寿） 

執筆者：寺田道一                    
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環境制御技術の高度活用と普及推進に向けた取組 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ 課題名 

環境制御と管理改善によるトップモデル経営体の収益向上(県重点プロジェクト) 

 

■ ねらい 

  本県の施設野菜作付面積は高齢化等に伴い減少しており、安定的な野菜の生産供給を確保す

るためには、生産性の向上が必要である。このため、いわて型野菜トップモデル産地創造事業

等の活用により、大幅な単収向上が可能な環境制御技術を導入したトップモデルモデル経営体

を育成に取り組んでいるが、環境制御技術の運用には、環境値、生育量、生産工程を改善する

高度なスキルが必要であるため、技術習得による経営体の早期自立を促すことが重要である。 

また、環境制御技術の導入を志向する経営体に対しては、環境制御技術への理解を図りなが

ら、各種補助事業等を活用し、当該技術の普及を推進する必要がある。 

  以上のことから、当該技術導入経営体の高度活用に向けた早期自立支援や導入志向経営体へ

の環境制御機器の導入支援を実施した。 

 

■ 活動対象 

  環境制御技術導入（予定）経営体 

 

■ 活動経過 

(１) 環境制御技術導入経営体の早期自立支援 

普及センターが実施する環境制御技術モデル経営体の支援に対し助言を行った。特に、 

複合環境制御技術を導入した次世代型施設園芸モデル拠点（４経営体）に対しては、定例

ミーティングを実施し、環境値や生育量の解析支援や施設環境等の改善に向けた助言を行

い、経営体の自立支援を行なった。 

(２) 環境制御技術導入志向経営体に対する支援 

ア 環境制御技術セミナー等の開催 

経営体や営農指導員の理解促進に向け、地域普及センター等と連携し、環境制御技術 
セミナーやオンラインセミナーの集合視聴会等を開催した。 

イ 環境測定機器の導入支援 

本県では様々な環境測定装置や環境制御装置が導入されており、今後、普及センター

においてデータ解析等の指導業務の負担増加が懸念される。このことから、活用手法や

データ解析手法等の共通化を図ることを目的に、基軸となるシステム（おんどとり、ア

ルスプラウト、YoshiMax-i 改良ファームウェア）の研修会を開催した。 

ウ 環境制御機器の製品化 

農業研究センターが開発した「夏秋作向け簡易ミストシステム」の生産現場への普及 
を図るため、県内農業資材メーカーと連携し、製品化に向けた検討会を開催した。 

 

■ 活動成果 

(１) 環境制御技術納入経営体の早期自立支援 

次世代型施設園芸モデル拠点（４経営体）に対し、定例ミーティング等で環境値や生育 

量の解析支援や施設環境等の改善に向けた助言・指導を行った結果、３経営体が目標単収 

を達成した。また、当モデル拠点の経営評価や課題（環境制御手法のスキル向上、排水対 

策、土壌病害等）を整理し、対策の実施を支援した（表１）。  
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当モデル拠点で導入している複合制御装置「YoshiMax-i」については農業研究センタ

ーが夏秋作型向けに改良したファームウェアにアップデートを実施した。 

 

(２) 環境制御技術導入志向経営体に対する支援 

ア 環境制御技術セミナー等の開催 

普及センター等と連携し、環境制御技術セミナーやオンラインセミナーの集合視聴会 
等を開催した結果、環境制御技術に対する経営体や営農指導員の理解促進や普及員の指 
導能力向上が図られた。 

イ 環境測定機器の導入支援 

環境測定装置「アルスプラウト」についてはデータ駆動型農業の実践体制づくり支援 
事業を活用し、７経営体に導入され、他の経営体においても次年度に向けた導入の動き 
が見られる。 

ウ 環境制御機器の製品化 

農業研究センターが開発した「夏秋作向け簡易ミストシステム」の速やかな生産現場 

への普及を図るため、県内農業資材メーカーと検討を行い、当システムの製品化が図ら 

れた。 

 

表１.複合環境制御技術を導入している次世代型施設園芸モデル拠点（４経営体）への支援状況 
 A法人 

（ミニトマト） 
B法人 

（ミニトマト） 
C法人 

（きゅうり） 
D法人 
（トマト） 

実績 

 

R1実績 8.2t 
R2目標 11.8t 
R2実績 15.3t 

目標達成 

 

R1実績 6.0t 
R2目標 7.7t 
R2実績 8.7t 

目標達成 

 

R1実績 15.0t 
R2目標 12.0t 
R2実績 19.7t 

目標達成 

 

R1実績 12.0t 
R2目標 16.0t 
R2実績 13.6t 

 

課題 

初期が強く、着果負担大 
灰色かび病の発生 
誘引作業等が遅延 

青枯病の発生 
落花対策 
草勢低下 
ミスト用水確保 
CO2の効率的施用 
労働時間の増加 

高温期の炭酸ガス施用 
高湿度による病害発生 
整枝作業の遅れ 
ネコブセンチュウ発生 

排水不良 
物理性改善 
土壌病害の発生 
生育初期の強草勢 
高温による草勢低下 
 

次年度に
向けた 
対応策 

減肥摘果による草勢維、
過繁茂を押さえ予防防除 
作業の可視化と作業分散 

栽培槽の土壌消毒 
草勢と生育速度適正化 
3月定植による草勢維持 
井戸掘削による用水確保 
CO2の群落内定量施用 
作業工程管理の見直し 

CO2の群落内定量施用 
除湿制御による予防 
従業員による整枝実施 
夏期の薬剤処理の実施 

暗渠の設置 
もみ殻、堆肥の施用 
耐病性台木の導入 
適正な温度管理 
ミスト活用 
CO2の群落内定量施用 

 

■ 協働した機関 

岩手県野菜トップモデル産地創造推進協議会（全農いわて、農業普及技術課、農産園芸課、

農業研究センター、病害虫防除所、市町村、モデル経営体）、各農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課 農業革新支援担当 

農業研究センター駐在（担当課長：荻内謙吾、課員：小原善一、千田 裕） 

県北農業研究所駐在（担当課長：桑原政之、課員：松浦拓也、吉田泰） 

執筆者：千田 裕 
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営農管理支援システム等を活用した土地利用型野菜のほ場管理手法 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

■ 課題名 

  水田転換畑等を利用した土地利用型野菜トップモデル産地の育成（県重点プロジェクト） 

 

■ ねらい 

水田転換畑で大規模に園芸を導入する経営体は、管理ほ場の数が多く、ほ場の情報を効率的に管理

する手法を求めている。 

近年、営農管理支援システムを導入し、ほ場管理をする経営体がみられている。こうした経営体の

支援を図るため、普及活動においても営農管理支援システム等を活用した効率的な普及手法が求めら

れていることから、このシステムを使用したほ場情報の管理方法について検討する必要がある。 

 

■ 活動対象 

  水田転換畑に野菜を作付けする経営体 

 

■ 活動経過 

(１) 活動計画の検討 

① 普及センター及び関係機関・団体と打ち合わせを実施し、営農管理支援システムの効果的な 

活用を検討した（５月～６月）。 

② 対象経営体 

・たまねぎを大規模に作付けする経営体の（農）Ｍ、（農）Ｒ 

・にんじんを作付けするＴ氏 

   ③ 検討内容 

・（農）Ｒについては営農管理システム（製品名：アグリノート）を導入したばかりであり、 

営農管理システムを使った圃場の見える化の特徴と効果を整理することとした。 

・（農）ＭとＴ氏は営農管理システムを利用しておらず、フリーソフトＱＧＩＳ（地理情報シ 

ステム）を活用した圃場の見える化に取り組むこととした。 

(２) 現地での活用 

ア (農)Ｍでの取組 

・ＧＩＳ利用の意向確認のため、聞き取り調査を実施。圃場履歴を簡単に低コストで把握した 

いという意向を確認。以前は他社のＧＩＳを使用したこともあったが現在は使用していない。 

・ＱＧＩＳを活用することとし、圃場情報を取り込み。 

・作付け品目（令和２年作、令和元年作、平成 30年作）等の情報を入力したものを提示（図 

1）。作付け品目の履歴だけでなく、播種、収穫などの栽培管理履歴や、農薬散布履歴など、 

ＧＩＳの利用が有効と想定される場面について紹介。 

    ・（農）Ｍからは、ほ場の見える化により、作付けや作業計画等が作成しやすくなり、活用効果

が高いとの評価を受けた。今後、活用してみたいとのこと。 

イ Ｔ氏での取組 

・Ｒ２年から新規に３haのにんじんを水田(借地)で作付けしており、数か所に分散したほ場を 

管理するため、ＱＧＩＳを活用することとした。 

・ＱＧＩＳで作付け場所を地図化し、ほ場毎の情報を共有・把握しながら、栽培管理指導時に 

はＱＧＩＳを確認しながら情報提供を行った。 
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ウ (農)Ｒでの取組 

・労務管理や生産工程管理のほか、地理情報システムの機能に着目し営農管理支援システム 

「アグリノート」を活用した。 

・その結果、いつ、何の作業を、どのほ場で実施できるかといった作業進捗管理が容易となっ 

た。 

・また、たまねぎ収穫時のほ場毎の作業実施結果の集計や次年度作業改善計画の提案にも活用 

できたほか、防除履歴をとりまとめや次年度の防除対策の提案につなげることができた。 

 

■ 活動成果 

(１) ほ場の見える化により、作業実績等の情報共有がスムーズになり、タイムリーな栽培指導が可

能となったことから、生産者からの評価も高い。システムの活用は、普及センター等が指導する

うえで効果的な活動であることがわかった。 

(２) 営農管理システム（アグリノート等）は、ほ場毎に作業記録をはじめとした、様々な情報を統

合することが可能であり、生産者が地図情報を活用して経営改善や作業改善に取り組む際に効果

的である。生産者と普及センター等の情報共有が可能となれば、生産工程管理や労務管理等の改

善に向けた様々な支援に活用できることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

  盛岡農業改良普及センター、中部農業改良普及センター、遠野サブセンター 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  園芸担当（中野 俊成、小野 浩司、小原 善一、千田 裕）   

  執筆者：小原 善一 

図２ 地図情報で進捗管理が可能 図 1 （農）Ｍで活用したＧＩＳ情報 
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県北地域の野菜産地におけるスマート農業技術導入に向けた取組 

 

【農業普及技術課農業革新支援担当県北農業研究所駐在】 

 

■ 課題名 

県北地域の野菜大規模経営体の収益性向上支援 

 

■ ねらい 

  岩手県の県北地域を中心とする中山間地域の気象条件や土地条件に適応したスマート農業技

術を確立し、その普及拡大を図ることを目的として、今年度から北いわてスマート農業プラッ

トフォーム創造事業が始まった。それに伴い、県北農業研究所をキーステーションとした実証

研究が行われることとなり、その情報交換の場として「北いわてスマート農業サロン」を立ち

上げた。また、令和元年度から岩手町において取り組まれているスマート農業技術導入実証事

業の取り組みと併せて、スマート農業技術導入に向けた動きが加速してきている。 

  以上から、スマート農業技術の普及に向けた活動及びスマート農業技術導入実証に係る支援

等について取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  スマート農業等新技術導入志向農業者、野菜生産者、ＪＡ営農指導員、普及指導員 

 

■ 活動経過 

(１) スマート農業等新技術導入検討、体系確立支援 

ア スマート農業実証事業実施に係る技術確立支援 

   八幡平農業改良普及センター管内において実施されているスマート農業実証について、

昨年度に引き続き、マルチローター・自動操舵による防除作業の負担軽減等とアシスト

スーツによる収穫・出荷作業の軽労化について実証を行った。 

 

イ 普及センターにおけるスマート農業の運用に向けた助言、活用検討への支援 

     奥中山地域のレタス栽培におけるＧＩＳ導入に向けた支援及び二戸地域で独自に実証

している環境モニタリング・環境制御の取組について普及センターに助言・指導を実施

した。県農業研究センター生産システム研究室で開発中の炭酸ガス施用機について、二

戸市きゅうり現地圃場における評価試験に協力した。また、環境制御に対する生産者の

理解促進を目的に二戸農業改良普及センターと協力し、事例調査及び制御機器の運用支

援を実施した。 

 

(２) スマート農業技術等新技術の波及、導入支援 

   ア 研修会の開催 

露地野菜生産者等を対象としたスマート農業実証体系研修会や関係機関・団体の担当

者向け研修会を開催した。 

 

イ 北いわてプラットフォーム創造事業に係る活動支援 

     ８月にキックオフシンポジウムの開催を支援し、「北いわてスマート農業サロン」を

立ち上げた。また、10月に現地研修会、２月に意見交換会を自動操舵技術及び環境制御

技術の分科会ごとに開催した。 
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■ 活動成果 

(１) スマート農業等新技術導入検討、体系確立支援 

ア スマート農業実証事業実施に係る技術確立支援 

実証を担当した技術のうち、薬剤のブームスプレイヤー散布における自動操舵技術は

作付圃場のほぼ全てに適用でき、作業員の精神的な負担軽減を確認できた。 

これにより、当該技術を体系技術へ組み込むこととなった。マルチローター、アシス

トスーツについては、有効性が判然とせず、現状では体系技術に組み込むことは難しい

と判断された。 

 

イ 普及センターにおけるスマート農業の運用に向けた助言、活用検討への支援 

   きゅうりの炭酸ガス施用機の現地試験を通じて、実証した生産者は、生育及び収量の

向上を実感、モニタリングの重要性及び炭酸ガスの施用効果を評価しており、さらに、

ハウス側窓の自動化なども検討されている。また、普及センターによる研究会の開催に

より、他の若手生産者も取組意欲が高まっている。 

 

(２) スマート農業技術等新技術の波及、導入支援 

   ア 研修会の開催 

     各研修会におけるスマート農業現地実証の取組状況の紹介や共有により、研修会の参

加者からは実証技術に関して理解が深まったとの評価が得られた。 

 

イ 北いわてプラットフォーム創造事業に係る活動支援 

「北いわてスマート農業サロン」には、自動操舵分科会に５経営体、環境制御分科会 

に４経営体が参加した。サロンでの活発な意見交換がきっかけとなり、サロンのメンバ

ーの圃場で、メーカー主催の実演会が実施されるなど、現地でのスマート農業技術導入

検討に向けた動きも見られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 協働した機関 

岩手県農業研究センター、八幡平農業改良普及センター、久慈農業改良普及センター、 

二戸農業改良普及センター 

 

■ 農業普及技術課 農業革新支援担当 

県北農業研究所駐在（担当課長：桑原政之、課員：松浦拓也、吉田泰） 

執筆者：松浦拓也                     

図 1 北いわてスマート農業現地研修会の様子 図 2 北いわてスマート農業意見交換会の様子 
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スマート農業の推進 
 

【農業普及技術課農業革新支援担当】 

 

■ ねらい 

本県に適合したスマート農業の導入を進めるため、平成30年４月から農業革新支援担当にス 

マート農業の専門担当を配置し、さらに平成31年４月から、各作目にスマート農業担当を置く 

ことで、普及活動におけるスマート農業への取り組みを総合的に支援する体制とした。 

ここでは、農業革新支援担当におけるスマート農業推進について包括的に取りまとめる。 

 

■ 活動対象 

農業関係団体職員、農業研究センター研究員、普及職員 

 

■ 活動経過 

(１) 各分野におけるスマート農業推進への取組 

  県重点プロジェクト及び一般課題において、次の取組を行っている。 

中課題 小課題 担当 

【重】オリジナル品種を核とした県産米

全体の評価向上に向けた取組みの推進 

(3) 担い手農家へのICT技術等の導入支援及び定着支援 水田利用・生

産環境 

【重】環境制御と管理改善によるトップ

モデル経営体の収益向上 

(1) 環境制御技術導入経営体の早期自立運用 

(2) 環境制御技術導入志向経営体に帯する事前指導 

(3) 環境制御技術支援担当者のスキルアップ 

園芸 

【重】水田転換畑等を活用した土地利用

型野菜トップモデル産地の育成 

(1) 野菜品目導入を検討している経営体に対する事前指導 園芸 

【重】持続的に果樹産地を牽引する担い

手の育成 

(1) りんごにおける高収益な有望新品種への一体的な改植や

早期成園化技術導入による経営モデル構築 

園芸 

【重】高度な生産技術を活用した生産性

向上の支援（酪農・肉牛） 

(1) 乳用牛、肉用牛繁殖経営の生産性向上 

(2) 広域コントラクターの機能強化等による飼料増産 

畜産 

【重】県北地域の野菜大規模経営体の収

益性向上支援 

(1) スマート農業等新技術導入検討、体系確立支援 

(2) スマート農業技術等新技術の波及、導入支援 

県北園芸振興 

情報通信技術（ICT）を活用した普及指導

活動の高度化 

(1) 普及指導活動におけるICT活用の支援 

(2) 農業におけるICT活用の検討 

情報 

 【重】は県重点プロジェクト 

 

(２) いわてスマート農業推進研究会 

例年、スマート農業に関する製品やサービスを一堂に紹介する「いわてスマート農業祭」 

は、コロナ禍により中止し、代わりに県北地域向けの「北いわてスマート農業サロン キック

オフシンポジウム」（８月26日二戸市）、県央・県南地域向けの「いわてスマート農業展【県

央・県南】」（９月５日北上市）を開催した。また、県内各地のスマート農業への取組みに

ついてオンラインでの情報発信を強化するため、「いわてスマート農業推進研究会Facebook

ページ」に加えて「いわてスマート農業推進研究会YouTubeチャンネル」を開設した。 

 

(３) 岩手県スマート農業事例集 

県内で導入されているスマート農業技術や機械・サービスについて、特徴や期待される導 

入効果、実証に基づく評価を「岩手県スマート農業事例集」として取りまとめた。また、導 

入事例の記載を増やしたVer.２を３月25日に発行し、「いわてアグリベンチャーネット」 

で公開した。 
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■ 活動成果 

本年度に県内で開催されたスマート農業関連研修会等のうち、県主催のものを整理した。 

開催 

月日 
研修会等名 研修においてスマート農業に関した講義名等 

参加 

人数 

うち 

普及職

員 

5/8 
花北遠野地域スマート農業推進会議「農業用

ドローン実演会」 
りんご園地における授粉作業 26 人 2 人 

5/21 花北遠野地域「ロボット田植機実演会」 可変施肥ロボット田植機、データ連動施肥、自動移植作業 85 人 5 人 

6/30 花北遠野地域「園芸施設複合環境制御技術」 ミニトマトの多収化に向けた環境制御 46 人 8 人 

6/30 
スペシャリスト養成研修（野菜）のうち環境制

御技術（県普及員研修） 
施設野菜における環境制御技術研修（光環境） 3 人 3 人 

7/1 
花北遠野地域「露地野菜スマート農業実演

会」 

直進キープトラクタ、自動操舵ブームスプレーヤ、パワーア

シストスーツ、露地野菜マルチング、薬剤散布、収穫作業 
80 人 15 人 

7/14 花北遠野地域「水稲葉色センシング研修会」 ドローン搭載カメラ、稲の葉色のリモートセンシング 60 人 7 人 

7/20 花北遠野地域「除草ロボット実演会」 除草ロボット、りんご園地の除草作業 35 人 7 人 

7/31 
花北遠野地域「いわて花巻スマート農業体験

試乗会」 

自動操舵・データ連動農機、農業用ドローン、水管理シス

テム、除草機等の展示・実演・試乗 
330 人 14 人 

8/4 
中山間地域の土地利用型野菜輪作体系にお

けるスマート農業現地検討会 

実証中のスマート農業技術（自動操舵、ドローン、営農管

理システム） 
10 人 2 人 

8/5 
スペシャリスト養成研修（野菜）のうち環境制

御技術（県普及員研修） 
施設野菜における環境制御技術研修（飽差環境） 3 人 3 人 

8/5 環境制御技術セミナー トマトにおける複合環境制御技術 47 人 17 人 

8/19 花北遠野地域「アシストスーツ研修会」 パワーアシストスーツ、横手市における現地事例研修 5 人 1 人 

8/26 
北いわてスマート農業サロンキックオフシンポ

ジウム 

講演：スマート農業のすすめ 

事例発表：自動操舵トラクタによる省力化について 
60 人 10 人 

8/28 環境制御技術セミナー きゅうりにおける複合環境制御技術 48 人 19 人 

9/4 環境制御装置「アルスプラウト」作成研修会 アルスプラウト内気象ノードの作成 15 人 5 人 

9/5 いわてスマート農業展【県央・県南】 
ミニセミナー、スマート農機展示、スマート農業実証プロ

ジェクト導入機器実演 
700 人 20 人 

9/9 環境制御装置「アルスプラウト」作成研修会 アルスプラウト内気象ノードの作成 10 人 3 人 

9/15 
花北遠野地域「急傾斜放牧地における施肥作

業の省力化実証」 

無人ヘリ、農業用ドローン、公共牧場における肥料の空中

散布 
13 人 6 人 

9/25 
スペシャリスト養成研修（野菜）のうち環境制

御技術（県普及員研修） 
施設野菜における環境制御技術研修（養液管理） 3 人 3 人 

9/28 
花北遠野地域「北上 食味・収量センター付き

自動運転コンバイン実演会」 

食味・収量センサー付き自動運転コンバイン 

食味・収量データの取得及びマッピング 
28 人 5 人 

9/29 
スペシャリスト養成研修（野菜）のうち土地利

用野菜（県普及員研修） 

実証中のスマート農業技術（自動操舵、ドローン、営農管

理システム） 
2 人 2 人 

9/30 環境制御装置「アルスプラウト」作成研修会 アルスプラウト内気象ノードの作成 6 人 2 人 

10/29 
北いわてスマート農業

サロン 現地研修会 

自動操舵分科会 自動操舵技術の説明、実演 51 人 11 人 

環境制御分科会 環境制御技術取組事例の現地研修 40 人 10 人 

11/10 
スペシャリスト養成研修（野菜）のうち環境制

御技術（県普及員研修） 
施設野菜における環境制御技術研修（炭酸ガス施用） 3 人 3 人 

12/1～2 
農業関係者向け AI 作成勉強会 

（山形大学からのリモート研修） 

座学「AI の基礎」「AI を活用した物体検出について」 

実習「物体検出 AI の作成」 
3 人 2 人 

2/1 
北いわてスマート農業

サロン 意見交換会 

自動操舵分科会 自動操舵技術の説明、研究内容に係る意見交換 32 人 3 人 

環境制御分科会 環境制御技術の説明、研究内容に係る意見交換 34 人 4 人 

2/18 
花北遠野地域「いわて県南スマート農業技術

研修会」 
スマート農業技術の基調講演、現地事例報告 34 人 9 人 

3/11 花北遠野地域「現地事例インターネット公開」 2/18 研修会の配布資料、講演動画、情報提供 - - 

2/25～

3/25 

令和 2 年度 普及員スマート農業研修「選択

制」（e ラーニング） 

岩手県のスマート農業推進状況、社会実装に向けた現状

と課題、県内自治体・団体、生産者の取組み例について 
13 人 13 人 

合計 1,825 人 214 人 

 

■ 協働した機関 

各普及センター、農業研究センター、農業大学校、各振興局、スマート農業技術実証経営体等 

 

■ 農業普及技術課農業革新支援担当 

  スマート農業推進担当（分野間調整：横田紀雄、農業経営：三保野元紀、土地利用型：寺田道

一、花き：中野俊成、野菜：小原善一、吉田泰、環境制御：千田裕、 

果樹：小野浩司、畜産：平久保友美） 

  執筆者：横田紀雄 
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農業生産工程管理（ＧＡＰ）の取組拡大 

 

【農業普及技術課革新支援担当】 

 

■ 課題名 

ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成（県重点プロジェクト） 

 

■ ねらい 

  オリンピック・パラリンピックの食材調達基準化やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の認知

向上を契機として、消費者や生産者のＧＡＰ取組への理解が深まりつつある。また、ＨＡＣＣ

Ｐの取組義務化に伴い、小売りや加工業者等が安全な農作物を求める動きが活発化しており、

これまで以上に生産現場を取り巻く環境が変化している。 

本県でもＧＡＰの取組機運が高まり、認証ＧＡＰや県版ＧＡＰ確認登録を取得した農場や団

体が増えていることから、取組を一過性のものとせず、ＧＡＰ取組や認証等の取得を契機とし

た産地力の向上を図るには、「やるＧＡＰ」「とるＧＡＰ」を指導できる人材の育成が欠かせ

ない。また、産地のリーダーとして、認証や確認登録を受けた先駆的な農業者を支援・育成し

ていくことによる、産地全体のＧＡＰ取組の拡大・定着が急務である。 

こうしたことから、指導者となる普及職員やＪＡ営農指導員等が主軸となり、ＧＡＰ取組を

全県的に進めるとともに、その効果やメリットが容易に理解できる経営改善効果の評価手法を

確立させることにより、産地の活性化や農場の経営改善につなげることをねらいとした。 

 

■ 活動対象 

  各ＪＡ生産部会や農業法人の農業者組織、農業者個人、農業系教育機関、普及職員、 

ＪＡ営農指導員等 

 

■ 活動経過 

(１)  ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成 

ア 認証取得を志向する産地、農業者に対する指導強化 

農業法人Ｉ及びＫのＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．認証取得に向け、事前指導を実施し、

それぞれ大船渡、二戸普及センターがフォローアップ指導を展開した。 

ＪＡいわて平泉のＡＳＩＡＧＡＰ団体認証、ＪＡ新いわてＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．

団体認証の維持更新にあたり、現地普及センターや現地ＪＡ営農経済センター、関係機

関で構成した支援チーム活動を通じ、現地指導や内部検査の実施と是正確認、外部審査

対策指導を行った。 

農業大学校（ＡＳＩＡＧＡＰ）や水沢農業高校（ＪＧＡＰ穀物）、盛岡農業高校（Ｊ

ＧＡＰ青果物）などＧＡＰ認証を志向する農業教育機関に対し、現地普及センターと共

同で認証対策指導を行った。 

イ 指導機関の指導力強化 

普及職員やＪＡ営農指導者の新規担当員を対象とし、ＧＡＰ概論や認証ＧＡＰ、県版

ＧＡＰ確認登録制度について理解を深めるため、担当者研修を開催した。 

現地指導とＯＪＴを兼ね、ＧＡＰ認証の内部監査研修を開催した。外部審査ＯＪＴ研

修については、新型コロナウィルス感染対策を考慮し、現地普及センター職員のみを対

象として実施した。 

新型コロナウィルス感染対策の観点から、研修機会の確保が難しかったため、指導者 

や先導的農家を対象とし、県内３会場をｗｅｂ会議システムで繋いだサテライト方式に
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よるＧＡＰ優良事例研修を開催した。 

(２) ＧＡＰ取り組みを通じた経営改善効果の評価手法の確立 

今後の事例調査の項目内容を精査し、経営改善効果の評価手法について検討した。 

 

■ 活動成果 

(１)  ＧＡＰ認証を取得したモデル産地・経営体の育成 

ア 認証取得を志向する産地、農業者に対する指導強化 

新規にＧＡＰ認証を取得した農場及び県版ＧＡＰ確認登録農場は累計109農場となった

（今年度の新規農場は認証ＧＡＰ６農場、県版ＧＡＰ26農場）。 

ＪＡいわて平泉の団体認証の取組では、県内で初めて第三者認証ＧＡＰの構成農場を

増加した事例となったほか、ＪＡ新いわての団体認証事例では実需者の求めに応じて、

新たな品質管理認証を取得し、販路拡大と有利販売の実践に取り組んでいる。 

認証ＧＡＰ取得農場が主導的な役割を果たすことで、新たに県版ＧＡＰの団体確認録

を受ける事例が見られるなど、ＧＡＰ取組がより一層広がりつつある。 

本年は農業教育機関における認証ＧＡＰ取得が進んだ。なかでも、盛岡農業高校は、

県版ＧＡＰから認証ＧＡＰにステップアップした初めての事例となった。 

イ 指導機関の指導力強化 

     優良ＧＡＰ研修会は県内広い地域から参加があり、ＪＡグループや生産者の参加も多

く、ＧＡＰ取組への意欲の高まりが感じられた。 

(２) ＧＡＰ取り組みを通じた経営改善効果の評価手法の確立 

ＧＡＰ取組による経営改善効果の評価法を検討するなか、これまでの指導事例から販売

額や収益性のような定量的効果だけではなく、農場の環境改善効果のような定性的効果を

評価・解析する手法を確立するため、事例収集を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 優良事例研修            図２ 水沢農業高校ＪＧＡＰ審査 

（上：盛岡会場、下：陸前高田会場） 

 

■ 協働した機関 

  各農業改良普及センター、ＪＡ全中、ＪＡ全農、ＪＡ岩手県中央会、ＪＡ全農いわて 

 

■ 農業普及技術課農業改革支援担当 

  三保野元紀、大友英嗣 

  執筆者：大友英嗣 
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協働体制の構築によるきゅうりのフケ果発生低減に向けた取組 

 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

野菜産地を担う経営体の育成と産地の持続的発展 主要４野菜の生産安定化による産地活性

化支援 

 

■ ねらい 

  岩手県では近年、夏期高温期を中心にきゅうり出荷後の流通段階で果実先端部が肥大する 

「フケ果」が多発しており、市場クレームに直結する大きな問題となっていた。県内最大のきゅ

うり産地を形成しているＪＡいわて中央キュウリ専門委員会においても効果的な解決策を見出

せない状況が続いていた。 

一方、普及センターでは部会活動支援の切り口を模索しており、産地の共通課題である「フ

ケ果」対策の取組みを通じて、協働体制を構築するとともに、流通改善を図ることとした。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて中央 野菜生産部会 キュウリ専門委員会 

 

■ 活動経過 

(１) 関係機関による協働体制の構築 

ア キュウリ専門委員会の役員会への参画 

  これまで役員会に普及センターは呼ばれていなかったが、役員会への参画が部会活動

支援の切り口と考え、ＪＡ担当者、専門委員長、役員等に対するアプローチを地道に続

けた結果、令和元年度より普及センター担当者も役員会に出席することとなった。 

イ 関係機関のコーディネート 

  役員会への参画をきっかけに、産地内の共通課題であったフケ果対策に取り組む機運

の高まりを感じ取ることができた。普及センターは農業研究センター及び農業革新支援

担当と密に連絡を取り合うとともに、キュウリ専門委員会、ＪＡいわて中央、全農いわ

てを巻き込み、関係機関の協働により課題解決に取り組む体制を構築した。 

 

（２） 岩手県農業研究センターの現地実証試験への協力 

 平成30年度の研究成果で鮮度シートを特殊なフィルムに変更 

することでフケ果の発生低減が可能であることが示唆され、令和 

元年度に現地実証試験を実施することになった。これに対し、専 

門委員会、ＪＡいわて中央、全農いわてが全面的に試験協力する 

ことを決め、管内の特定地域の生産者が『ＦＨフィルム』を使用 

し、各種データを収集した。その結果、『ＦＨフィルム』のフケ果発生低減に対する有効

性が明確となった。なお、令和２年度についても現地実証試験に引き続き協力した。 

 

（３） 研究成果の迅速な社会実装推進 

『ＦＨフィルム』の有効性が明確化されたことから、普及セン 

ターの提案により、令和元年11月に農業研究センターの担当者 

を招き、フケ果発生低減をテーマとした研修会を役員会の中で開 

催した。この際、ＪＡの提案で、市場関係者も招くこととし、当 

産地のきゅうりに対する評価や県外他産地との比較、フケ果発生 

＜ＦＨフィルム風呂敷包み＞ 
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低減の取組みに対する期待などについて話していただいた。この後、各地域の生産者が集

まる研修会において丁寧な説明と協議を重ね、県内他産地に先駆け、令和２年度よりＡ品

質コンテナの鮮度シートを『ＦＨフィルム』に全面切替することを決定した。 

 

■ 活動成果 

(１) 関係機関による協働体制の構築 

役員会への参画により、普及センターと産地の核である専門委員会役員との距離が縮ま

り、普及センターから新たな取組み提案がしやすい環境が整った。普及センターはフケ果

対策が産地の共通課題であることを見極め、課題解決のため、専門委員会、ＪＡ、全農、

研究センター、農業革新支援担当等関係機関を巻き込むコーディネート役を担った。こう

した地道な活動が協働体制の構築につながり、取組み推進をより円滑なものにしている。 

 

（２） 岩手県農業研究センターの現地実証試験への協力 

    令和元年、令和２年と管内の生産者はじめ、ＪＡ、全農とともに２年間の試験協力を実

施した。特に令和２年の実証試験は生産者選定や連絡調整等が必要なことが多かったため

、多くの場面で普及センターが研究センターと現地の橋渡し役を担った。産地一丸となっ

てひとつのことに取り組んだことで、部会（専門委員会）の結束強化にもつながった。 

 

（３） 研究成果の迅速な社会実装推進 

    産地が現地実証試験に協力していたこともあり、研究成果に対する関心は高く、また、

生産者、ＪＡいわて中央担当者ともにフケ果クレームを解消したいという強い意思を持っ

ていたこともあり、県内他産地に先駆けて『ＦＨフィルム』への全面切替に至った。これ

は、研究成果の迅速な社会実装と流通改善を実現したものであり、令和２年度、ＪＡいわ

て中央はフケ果クレームゼロを達成し、市場評価が高まった。 

 

   ＜市場からのフケ果クレーム件数（件）＞ 

 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

ＪＡいわて中央 １１ １６ ２７ ０ 

全県 ３０ ３４ ６８ １３ 

データ提供：全農いわて、ＪＡいわて中央 

 

 

 

 

 

フケ果は発生要因や効果的な対策が分からず、産地を悩ます大きな課題で

した。当委員会では関係機関と連携して農業研究センターの現地試験に積極

的に協力してきましたが、明確な研究成果が示されたことから、ＦＨフィル

ムへの全面切替に踏み切りました。早速、フケ果クレームゼロを達成できた

ことについて関係機関の支援に感謝するとともに、岩手県産きゅうりの市場

評価がより一層向上するよう取組みを継続していきたいと思います。 

所属職名：ＪＡいわて中央 野菜生産部会 キュウリ専門委員会 委員長  氏名：長沼直文 

 

■ 協働した機関 

  ＪＡいわて中央、全農いわて、岩手県農業研究センター、農業普及技術課農業革新支援担当 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：高橋拓也、川原周祐） 

  執筆者：川原周祐 

 

 

顔写真 
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りんどう県育成品種による需要期の安定生産に向けた取組 

 

【盛岡農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

りんどうにおける改植・新品種導入による需要期の安定生産支援 

 

■ ねらい 

  現地に適応した品種選定を行い、りんどうの需要期の安定生産を図る。 

 

■ 活動対象 

  新岩手農協南部花き生産部会、岩手中央農協花き生産部会 

 

■ 活動経過 

(１) 品種展示圃を活用した情報提供 

ア 品種展示圃の設置 

県育成新品種・有望系統現地適応性実証(４～９月、雫石町、矢巾町) 

平成30年～令和元年に定植した３系統、３圃場について調査を実施した。 

表１ 令和２年度調査系統一覧 

系統番号 定植年 花色 特性 

１５－７２ 平成３０年 青 ８月旧盆需要期向け 

１８－１１ 令和１年 青 ７月新盆需要期向け 

１８－１２ 令和１年 青 ７月新盆需要期向け 

調査結果については生産部会に周知するとともに、普及指導員調査研究として調査

結果を県革新支援担当に報告した。 

 

イ 現地見学会開催 (６～７月 雫石町、矢巾町で各１回) 

極早生種の有望系統を対象に、草姿、花色、開花期

などについて、生産者、ＪＡから求評した。 

展示圃は既存品種「いわて夢あおい」と並べて設置

されていることから、形質や開花期など、より具体的

な評価を得ることが出来た。 

展示品種については、既存品種に比べ需要期に合い

やすい、花色が濃いと好評を得た。 

 

写真１ 現地見学会の様子(雫石町)  

     

ウ 栽培品種台帳の整備支援(５～12月) 

各生産部会から定植年別品種面積を集約・整理し、新品種導入や改植相談等の基礎デ

ータとして活用した。 

 

(２) 重点指導対象者の改植計画作成・履行支援     

  ア 改植計画作成支援(10～12月) 

     対象者：２経営体 雫石町 Ｈ氏（令和元年～）、矢巾町 Ｋ氏（令和２年～） 
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    定植年別品種面積と単位収量及び、単位収量の年次推移予測を品種別に示し、採花

面積の確保に向け、相談しながら改植計画を作成支援した。また苗注文や定植等の作

業進捗を確認した。 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

写真２ 改植相談の様子(雫石町)     図１ 単位収量の年次推移予測(例)  

 

■ 活動成果 

(１) 品種展示圃を活用した情報提供 

・需要期開花が見込める系統があり、展示圃農地３系統(雫石 ７月新盆18-11,18-12、 

８月旧盆15-72)が、需要期向けとして有望であったことから、導入品種候補とした。   

・過年次に展示を行った県育成「ＥＢ-３号」(令和３年供給開始)について、当該品種の適 

期開花地域である雫石町においては令和３年度の定植予定面積約40aが確保された。 

・対象２組織の令和２年度の８月出荷量は525千本となり、平成30年度に比べて、 

11%増加した。 

 

(２) 重点指導対象者の改植計画作成・履行支援 

採花面積の確保に向けて改植計画が作成され、計画通り履行された。また適期管理に向 

けた労力確保が新たな課題として抽出されたことから、経営内の労力競合の時期や内容な 

どの整理支援を行った。 

 

雫石地区のりんどう生産者は栽培経験の長い生産者が半分以上を占め、旧

来の品種に依存傾向である事から、有望系統展示圃の設置を活用し、若手生

産者中心に品種構成を新品種で再構成し、収量拡大を図りながら、既存生産

者も新品種に移行するよう誘導している。 

このことにより、栽培面積は減少しているが出荷数量、販売金額は増加傾

向なので、今後も関係機関、県、農業改良普及センター、全農の協力を得な

がら生産振興に励みたい。 

所属職名：新岩手農業協同組合南部営農経済センター 氏名：水本あゆみ 

 

■ 協働した機関 

  新岩手農協南部花き生産部会、岩手中央農協花き生産部会 

新岩手農業協同組合、岩手中央農業協同組合 

 

■ 盛岡農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：阿部 陽）   

 

  執筆者：阿部 陽               
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ＪＡ生産部会との連携による「日本一」のりんどう産地維持に向けた取組 

【八幡平農業改良普及センター】 

■ 課題名 

園芸の産地力向上（りんどう） 

 

■ ねらい 

  新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会（八幡平市）の主力品目である切花りんどうは日本

一の「安代りんどう」ブランドとして販売額13億円（単価42円/本、約3,000万本）を目標額に

設定しているが、ここ数年の実績は11億円前後で横ばいの状態である。また、販売額１千万円

以上の大規模生産者は年々減少しており（H27：44戸→H30：37戸）、高齢化などによる労働力

の低下から、規模拡大は難しい状況にある。 

  そのため、令和元年度より次の普及課題を設定した。具体的には、①病害虫防除および施肥

管理の徹底、②高単価となる盆・彼岸需要期に対応した品種の作付推進および産地の労力低下

に対応した調製作業の省力化技術の導入、③新規生産者の安定生産技術の習得、の３課題であ

る。また、これら課題の到達目標として、①販売額1,000万円以上の農家数を現状（H30）37戸

から40戸への増加、②２～５年目の新規栽培者の平均単収を現状（H30）24.2千本/10aから30.0

千本/10aへの増加、と設定し普及活動に取り組んだ。 

 

■ 活動対象 

  新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会員 

 

■ 活動経過 

(１) りんどう安定生産技術の構築 

ア 病害虫防除指導 

防除情報（右画像）の発信（19 回）、生産部会と関係 

機関との合同会議で技術情報を共有し各地へ周知した（10   

回）。また、座談会等で病害虫防除講習会を併催し、各病 

害に対応した防除体系の周知や指導を行い、生育状況や天 

候等に応じた防除判断能力の向上を図った。 

イ 施肥管理指導 

新植時の土壌改良方法や基肥体系についての 

実証圃を、生産部会（りんどう専門部）と連携 

して３ヶ所に設置した。生育調査に加え、専門 

部員らと巡回して（写真）その効果を共有し 

た。なお、座談会では施肥管理指導会を併催 

し、実証結果に基づく基本的施肥体系や実証圃 

の生育状況を情報提供した。 

(２) 需要期等における生産・出荷拡大支援 

ア 盆・彼岸対応品種の作付推進 

市場からの注文が増加する需要期に収穫・出荷を集中させるため、その品種構成につ 

いて座談会を通じて提案し、各機関が連携して新植時の管理等を指導した。 

イ 選別・調製作業の省力化推進 

画像解析等を活用した自動選花機開発に向け、生産部会と機械メーカーとの協議を支 

援した。 

(３) 新規生産者の安定生産技術の習得 

ア 新規生産希望者（１名）への作付前指導 
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圃場設計や土壌改良指導、確実に収益を確保するための適正面積等を提案した。 

イ ２～５年目新規栽培者への安定生産技術指導 

前年の生産実績を踏まえ、病害虫防除や繁忙期における調製作業の省力化を指導する 

とともに、スケジュール更新の意識醸成を図った。 

 

■ 活動成果 

(１) 到達目標に対する実績 

ア りんどう販売額 1,000 万円以上の農家数の維持    実績 45 戸（達成） 

イ 新規生産者の安定生産    実績 29.6（千本/10a）（概ね達成） 

(２) 地域や対象の変化、残された課題 

   ア りんどう安定生産技術の構築 

産地全体で病害虫の発生消長や防除方針が共有され、概ね適期防除が実施されたが、 

一部の病害に対する情報共有が後手となった事例もあり、より迅速・確実な情報共有や 

特別散布指導の重要性が認識された。また、実証圃の設置や適正管理指導会の開催によ 

り定植時の土づくり徹底への機運が高まっているが、広域な当産地では気象や土壌条件 

によって施肥反応が異なるため、施肥管理方法については条件に応じた指導が必要であ

る。 

  イ 需要期等における生産・出荷拡大支援 

今年は盆需要期に出荷を集中させることができ、市場との信頼も確保したため、単価 

が上昇して産地全体の販売額は過去最高（12 億６千万円）となった。今後も需要期の出 

荷集中を継続できる品種構成の周知・浸透が産地全体の課題である。また、作業負担の

軽減の一助となる自動選別機の開発も急務であり、次年度は民間企業と連携しての試作

機の実証試験が予定されている。 

  ウ 新規生産者の安定生産技術の習得 

今年度は対象者９名中７名が前年の単収を上回ったが、いずれも前年における課題を 

把握し、その解決に取り組んだ結果である。この結果から、りんどう専門部では新規栽 

培者への指導実施の重要性を再認識し、今後の指導強化の継続について意識統一が図ら 

れた。一方、課題解決に繋がらなかった生産者については、３年度以降は部会との連携 

による指導強化が必要である。 

また、新規生産者の中には面積の拡大志向が強い対象者もいるが、５年サイクルで作 

付を繰り返すりんどう栽培では、長期的視野に基づいた計画作成が重要であるため、十 

分な理解に向けた指導が必要である。 

 

 

 

 

 

 りんどう専門部と、普及センターを含む各機関（ＪＡ、八幡平市など）と

の情報共有や連携が確実となるよう体制づくりが進められてきました。これ

により、産地全体で病害虫防除が徹底されたことから、令和２年の切花りん

どう販売額が過去最高となりました。今後もこれに慢心せず、より一層尽力

していきたいと思います。 

所属職名：新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会りんどう専門部長  氏名：種市新一 

 

■ 協働した機関 

  新岩手農業協同組合八幡平花卉生産部会、新岩手農業協同組合八幡平営農経済センター、 

一般社団法人安代リンドウ開発、八幡平市花き研究開発センター 

■ 八幡平農業改良普及センター 

  産地育成課（課員：佐藤喬、石川聡子） 

  執筆者：石川聡子 
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水田農業におけるスマート農業技術の実証と普及 
 

【中部農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

スマート農業技術の普及・定着 

■ ねらい 

花北地方では、担い手への農地の集積・集約化が進んでいる。その一方で、各経営体は、集

積された農地において限られた農業機械、労力で営農していけるよう、最適な作業体系を構築

し、収量・品質の安定化を図って行く必要がある。 

このため、営農体系の一層の効率化が求められており、スマート農業技術の導入による規模

拡大への対応や今後の農業を担う人材の育成等を支援する。 

■ 活動対象 

  農業法人、大規模経営体 

■ 活動経過 

(１) 実証経営体等と連携した技術の実証と実演会の開催 

ア 概要 水田作におけるスマート農業技術の効果実証と普及に向けた実演展示を実施 

イ 実証調査及び展示を行った技術 

スマート農業技術 性能 調査面積 機種名 備 考 

可変施肥ロボット田植機 ８条植え 30a 
クボタ社 

NW8SA-PF 

RTK-GPS、移植同時

施肥 

ラジコン除草機 
最大傾斜 

40°まで 
2.4a 

クボタ社 

ARC-500 
法面角度 27～37° 

食味・収量メッシュマップ機能

付き自動運転コンバイン 
６条刈り 60a 

クボタ社 

DR6130A 

食味関連成分値と収

量計測、自動運転 

ドローンによるリモートセンシ

ングと無人ヘリによる可変追肥 
 490a(７筆) 

ヤンマー社 

P4M、YF390AX 

NDVI 値の測定 

幼穂形成期可変施肥 

収量計測コンバイン ６条刈り 200a(３筆) 
ヤンマー社 

YH6115 

収量計測及び収量マ

ップの作成 

   ウ 2020いわて花巻スマート農業体験試乗会の開催 

(ア) 県南広域振興局と花巻市農業振興対策本部が主催して、農業機器メーカー等10社の

協力のもと、各種スマート農業技術の展示、体験試乗会を開催 

(イ) 開催期日、場所 令和２年７月31日（金） 花巻市轟木 

(２) スマート農業技術開発実証プロジェクトの運営（Ｒ２～Ｒ３） 

ア 概要 中山間地域の大豆を中心とする輪作体系で、ロボット技術、ICTを利用して作業

全般の省力化や、高能率化、作物等の情報に基づく適期作業により収量の増大と収益性

の改善を図ることを目的として技術開発と実証調査及び実演を行った。 

イ 実施主体 北上市中山間地域スマート農業実証コンソーシアム（東北農業研究センター、 

(株)西部開発農産、北上市、メーカー２社及び岩手県農林水産部） 

ウ 技術開発と実証の項目 ①大型ロボットトラクタによる耕起・整地、②施肥、③自動運

転田植機、④傾斜合筆ほ場での播種、⑤遠隔操作草刈機、⑥ドローンによる防除、⑦収

量計測コンバイン、⑧傾斜合筆、⑨営農生産管理システムの改良 

 (３) いわて県南スマート農業研修会 

   ア 概要 県南地域におけるスマート農業技術の導入に関する現状の共有と普及推進を目

的として、県南広域振興局が主催し、研修会を開催 

   イ 開催期日、場所 令和３年２月18日（木） 岩手県農業研究センター 

   ウ 実施内容 東北農業研究センター長坂善禎氏による基調講演をはじめ、県南局管内で

先導的に取組む３法人、１団体からの事例を紹介いただいた。なお、新型コロナ対策

で研修会の参集は限定的とした。 
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■ 活動成果 

(１) 実証経営体等と連携した技術の実証と実演会の開催 

ア 調査したスマート農業技術の作業時間と作業時間の削減率 （h/10a、％） 

スマート農業技術 
慣 行 
（a） 

スマート機 
（b） 

削減時間 
（a-b） 

削減率 
（（a-b）/a） 

可変施肥ロボット田植機 0.64 0.30 0.34 53％ 

ラジコン除草機 2.64 2.15 0.49 19％ 
食味・収量メッシュマップ 
機能付き自動運転コンバイン 0.74 0.45 0.29 39％ 

   イ ドローンによるリモートセンシングと可変追肥による生育のばらつき改善効果 

NDVI 値と収量との相関等を引き続き検証する必要があるが、ほ場内の生育のばらつき

は、生育状況に応じた可変施肥の実施により改善できると推察された。 

  

図１ 生育診断結果及び施肥マップ（ほ場Ａ） 
    ※左：植生指数（NDVI）、右：施肥量 
    施肥前NDVI値ばらつき33.1% 

図２ 無人ヘリによる可変追肥ほ場の 
収量マップ及び空撮画像（ほ場Ａ） 

収量ばらつき12.7% 

ウ 2020いわて花巻スマート農業体験試乗会の開催 

     体験試乗会当日は、市内外の農業者をはじめ、支援機関、関係団体等から330名の参加

があり、各種最新のスマート農業技術を周知、体験する機会とできた。 

(２) スマート農業技術開発実証プロジェクトの運営（Ｒ２～Ｒ３） 

30a のほ場 11 筆を傾斜合筆したほ場の播種作業は、合筆前 30a より作業時間 51％削減、

薬剤散布作業における自動飛行ドローンの導入効果は、無人ヘリ 3.57 分/10a/人に対し、

ドローン 2.06 分/10a/人となり作業時間 42％削減との結果を得るなど実証を進めている。 

作業者数を維持して作業面積を 25%増加、収量５%程度増加とする目標の達成を目指す。 

 (３) いわて県南スマート農業研修会 

    スマート農業技術の現状と課題等について、農業者等へ周知するよう、当日の講演の動画

に、花巻市、遠野市の事例を加えて、いわてアグリベンチャーネットに公開した。 

いわてアグリベンチャーネットトップページ > テーマ別情報 > いわてのスマート農業推

進の取組み >令和２年度いわて県南スマート農業技術研修 

 

スマート農業技術を活用して生育状況や収量の傾向を可視化し把握することに

よって、肥料等資材利用の効率向上や、むだの削減、作業や管理方法を見直しで

きることなど効果を感じています。 

また、収集したデータをもとに、生産から経営の全体像を「見える化」し、継

続的な経営改善の取組に結びつけることができると考えています。 

 新型コロナ対策の中ですが、普及センターには、フットワーク良く、農業経営

のさまざまな課題の解決に向けたレクチャーや議論の機会を作るとともに、その

発信を期待します。 

所属職名：有限会社盛川農場 代表取締役  氏名：盛川周祐 

■ 協働した機関 

  花巻市農林部、北上市農林部、花巻農業協同組合営農部、花巻農林振興センター、 

県南広域振興局農政部、東北農業研究センター及び農業普及技術課 

■ 中部農業改良普及センター 

  経営指導課（課員：外舘光一、照井儀明、畠山隆幸）、産地育成課（課員：斎藤真理子）、

地域指導課（課員：塚澤龍太郎） 執筆者：照井儀明 
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西わらびの生産性向上への取組 

 

【中部農業改良普及センター】 

 

■ 課題名 

西わらび、わらび粉の生産拡大支援 

 

■ ねらい 

わらびを新たに圃場で栽培する際、従来は山林・既存の畑から掘り取った根茎を直接圃場に 

植え付けていた。根茎をポットに植え、育苗した後ほ場に定植する技術が平成２８年から広ま 

ったが、施肥方法は確立されていなかった。また、従来の方法で根茎を植えたほ場において、 

施用する肥料の種類・量・タイミングは農家によって統一されていなかった。このため、わら 

びの生産に適する施肥方法を明らかにするため、施肥試験を実施した。 

西和賀わらび生産販売ネットワーク（生産者・西和賀産業公社・西和賀町・普及センター等 

で構成する組織）は、普及センターの支援のもと平成21年～25年に系統比較試験を行い、茎が 

太く、食味が良い２系統（本屋敷系統、若畑系統）を選抜した。 

平成28年に本屋敷系統のモデルほ場７か所を設置し、平成29年～令和２年に２系統を混ぜた 

系統（混合系統）の苗を西和賀町の農業者に販売していた。しかし農業者から、本屋敷系 

統と混合系統の生育状況等が異なるという声があがったため、収量性調査を実施した。 

 

■ 活動対象 

  西和賀わらび生産販売ネットワーク 

  （生産者・西和賀産業公社・西和賀町） 

 

■ 活動経過 

(１) 施肥試験 

ア 耕種概要 

  ポット苗定植：平成30年6月21日 

  栽植密度：株間50cm・畦間210cm 

  堆肥施用：平成31年4月25日、 

       山の幸堆肥１ｔ/10a         施肥試験圃 

イ 試験区 

区 １年目 ２年目 

1 6/19（定植前）に CDU たまご化成 S555 を 

125kg/10a 施用 

4/29 草地 211 号を 40kg/10a 施用 

7/ 9 草地 211 号を 40kg/10a 施用 

2 8/9（定植約 50 日後）に草地 211 号を

40kg/10a 施用 

4/29 草地 211 号を 40kg/10a 施用 

7/ 9 草地 211 号を 40kg/10a 施用 

3 8/9（定植約 50 日後）に草地 211 号を

20kg/10a 施用 

4/29 草地 211 号を 20kg/10a 施用 

7/ 9 草地 211 号を 20kg/10a 施用 

4 8/9（定植約 50 日後）に尿素を 

15kg/10a 施用 

4/29 尿素を 15kg/10a 施用 

7/ 9 尿素を 15kg/10a 施用 

5 8/9（定植約 50 日後）に尿素を 

7.5kg/10a 施用 

4/29 尿素を 7.5kg/10a 施用 

7/ 9 尿素を 7.5kg/10a 施用 

6 無施肥 無施肥 

 

(２) 本屋敷系統・混合系統の収量性調査 

    平成31年、令和２年に本屋敷系統、混合系統を栽培している農業者に日々の収穫量の記

帳を依頼し、単収の把握を行った。 
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■ 活動成果 

(１) 施肥試験 

    試験区２（定植約 50 日後に草地 211 を 40kg 施用、２年目４月と７月に草地 211 を 40kg 

施用）が最も萌芽数・茎数が多く、草丈が高かった。また、試験区６ (無施肥区)が最も萌 

芽数・茎数が少なく、草丈が低かった。 

   表１ 施肥試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この結果に基づき栽培マニュアルを作成し、指導会等で周知を図った。ポット苗を定植し

たほ場の単収が高かったこと、マニュアルに基づいた施肥が行われたことにより、令和２年

の西和賀産業公社わらび集荷数量は24.8ｔとなり、前年の15.2ｔから飛躍的に向上した。 

 

(２) 本屋敷系統・混合系統の収量性調査 

本屋敷系統が混合系統と比較して収量性に優れることが明らかとなった。 

   表２ 収量調査結果 

 

 

 
 

この結果に基づき西和賀わらび生産販売ネットワークで話し合いを行った結果、令和３

年の苗の生産・販売から、混合系統から本屋敷系統に切り替えることとなった。 

本屋敷系統を維持・保存するため、平成31年に特性調査ほを設置し、特性の把握を行っ 

ている。併せて、令和３年から西和賀わらび生産販売ネットワークが原種ほを設置するこ 

ととなった。 

 

  農業者から、栽培マニュアルに基づき施肥したところ、収量が多くなった

との声を聞いている。西和賀産業公社では、西わらびの集荷量を30ｔとする

ことを目指していたが、これに近づきつつあり嬉しく感じている。 

 令和３年から本屋敷系統の苗が販売されることから、集荷数量がさらに増

えることを期待している。西和賀産業公社では、普及センターからの提案を

受け、本屋敷系統だけを使った商品を「プレミアム西わらび」として販売す

ることとした。これにより西わらびのブランド力がさらに向上することを期

待している。 

所属職名：株式会社西和賀産業公社 生産加工課長  氏名：廣瀬 稔 

 

■ 協働した機関 

  西和賀産業公社、西和賀町 

■ 中部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（チーム員：早川博史、東海林豊、宍戸貴洋、鎌田和樹） 

  執筆者：早川博史                      

区 5 月 20 日 7 月 22 日 

萌芽数 
本／㎡ 

草丈 
cm 

茎数 
本／㎡ 

1 38.1 168.4 42.4 

2 42.1 175.2 42.4 

3 33.8 146.5 39.2 

4 35.0 163.2 39.2 

5 26.9 148.1 37.6 

6 19.8 128.6 29.6 

 平成 31 年 令和２年 

本屋敷系統 356kg/10a 444kg/10a 

混合系統 120kg/10a 318kg/10a 
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遠野トルコギキョウ安定生産への取組 

 

  【中部農業改良普及センター遠野普及サブセンター】 

 

■ 課題名 

市場評価の高いトルコギキョウの安定生産 

 

■ ねらい 

  遠野トルコギキョウは夏場（７月下旬から８月）の高品質の産地として全国でも市場評価が

高い産地である。遠野市花き研究会とＪＡの２ルート市場に出荷していた体制を、平成29年よ

り出荷販売を１本化し、部会機能を統合したが、部会内で技術格差が生じていた。また、栽培

開始から20年以上同じハウスを使用していること等から連作障害が発生し、出荷量の減少がみ

られた。これらより、部会内の技術の平準化と連作障害対策の実施と、遠野トルコギキョウブ

ランドの再強化支援を行う。 

 

■ 活動対象 

  ＪＡいわて花巻遠野野菜部会花き専門部  

 

■ 活動経過 

(１) 技術の平準化 

ア 指導会、巡回の強化 

平成２９年より出荷体制を１本化したが技術格差の解消が課題であった。このため長 

い間未開催の指導会を平成３１年から再開し、相互巡回や役員と関係機関による巡回を 

実施する等技術の平準化を図った。また、遠野でＪＡいわて花巻管内の生産者も対象と 

した広域指導会を開催した。 

イ マニュアルの作成 

普及センターでは高い技術を持つ生産者から栽培技術のポイント等聞き取り、役員や 

関係機関からの提言等を加え、令和２年３月に栽培マニュアルを作成した。令和２年度 

の指導会から栽培マニュアルを活用し、部会内の技術格差の解消に努めている。 

(２) 連作障害対策実証 

   ア 緑肥の導入 

管内で緑肥導入により、土壌改良を行っている生産者の事例を紹介し、新たな緑肥品 

目の導入を行った。また、ライムギに加え、ヘイオーツ、ヘアリーベッジの栽培実証を 

行った。こうした緑肥導入の手順と効果をまとめ、導入支援を行った結果、ソルゴーや 

キガラシの導入が行われた。 

   イ 土壌消毒の実施 

褐色根腐れ病や立枯病など、一部生産者の圃場で土壌病害による生育初期の枯死や出 

荷本数の減少が見られたことから、クロルピクリンによる土壌消毒の推進を行った。土 

壌消毒法の紹介や効果などを上記マニュアルに掲載し、生産者への情報提供を図ると共 

に、メーカーと協力の上、実際の施用方法や施用前準備など、実地作業を伴う研修会を 

開催した。 

   ウ 土壌改良研修会の開催 

令和元年、２年と全農から講師を招き、土壌改良研修会を開催した。研修会では、数 

名の圃場について、耕盤形成の有無や団粒の形成状況、土壌硬度の測定や根の張り具合 

などを、実際に生産者に確認してもらうと共に、土壌物理性や化学性の改善方法につい 

て学んだ。 
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(３) 遠野トルコギキョウブランド再強化支援 

     産地ＰＲを強化するため、ポスター、パンフレット、ロゴマークの作製を行った。 

 

■ 活動成果 

(１) 技術の平準化 

栽培マニュアルに加え、農の匠から栽培ポイントの伝授を受けることに加え、実際の作 

業を見せてもらうことで効果的な指導会を行った。巡回の増加により、生産者同士の情報 

共有が増え、「〇〇さんのハウスでは～」と実例をあげながら指導ができるようになった。 

また、ＪＡの広域指導会開催により、大迫の農の匠や他地域の生産者と交流し、視察で 

得た情報をその後自分の栽培で試す生産者もみられるなど、交流の成果が見られている。 

(２) 連作障害対策実証 

ア 緑肥の導入 

管内で既にライムギを利用していた生産者によるヘイオーツ栽培試験結果では、ライ 

ムギで多発したアブラムシが未発生であることが評価され、翌年からヘイオーツの導入 

が進んだ。また、緑肥に興味を持つ生産者が増加し、１名だった緑肥導入は令和２年は 

５名（部会員の約30％）となった。 

   イ 土壌消毒の実施 

     実地を伴う研修会の効果等により、令和２年度は新たに４名の生産者がクロルピクリ

ンによる土壌消毒を行った。土壌消毒を行った生産者の令和２年の切り花は、品種によ

り程度はあるものの、商品化率が９割以上と高かった。これらの取組により令和３年度

から遠野市で土壌消毒に係る補助事業が実施されることとなった。 

   ウ 土壌改良研修会の開催 

     連作障害対策は、生産者自身も様々な対策に取り組んでいたが、実際圃場を掘ること

で新たに再認識する知見も多く、上記対策への重要性が理解され関心が高まった。 

(３) 遠野トルコギキョウブランド再強化支援 

遠野トルコギキョウに求められる白、ピンクの八重フリンジを主体 

とした花を用いたポスターや、生産者の思いや遠野地域のトルコギキョ 

ウの魅力が詰まったパンフレットを作成した。業者選考や写真撮影、 

インタビューなど生産者が多く関わることで、高品質な遠野トルコ 

ギキョウ生産への意欲がより高まった。 

 

 

 

 

 

遠野地域は全国でも有数な夏場のトルコギキョウ高品質産地です。今後も継

続して供給していけるよう、今後も普及センターと連携を取りながら、技術

指導や巡回強化、生産者に必要な研修会の開催など、関係機関一丸となって

支援していきたいと思います。遠野から皆さんに喜んでもらえるようなトル

コギキョウをお届けできるよう生産者と共に頑張っていきます。 

所属職名：ＪＡいわて花巻 遠野地域営農グループ 営農指導員   氏名：髙橋 譲 

 

■ 協働した機関 

ＪＡいわて花巻 遠野地域営農グループ園芸販売課、遠野市産業部畜産園芸課、 

遠野農林振興センター農業振興課 

 

■ 中部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（星 伸枝、遠藤 和歌子、中村 太紀）   

  執筆者：星 伸枝                     

 

 

68


	Ⅲ②
	様式１－１ (まとめ)

	Ⅲ③
	Sheet1

	Ⅲ④
	Sheet1




