
プロジェクト課題No1

令和４年２月18日（火）

大崎農業改良普及センター



課題計画

令和2年度～令和3年度（2カ年）

JA古川なす部会施設なす生産者3名（部会員40名）

（株）てくてくファーム

○永田悦祈 佐藤聖一 千葉正典 菊池光洋



県産なす販売金額1億6,400万円のうち

大崎市はその66％を占める（R2年度）

(1億770万円)

課題の背景

・施設なす栽培面積3.4ha

・天敵利用，エコファーマー取得

・なすの販売額1億円達成が目標

・平成25年設立

・施設なす栽培面積0.5ha

・なすが法人の基幹品目



課題の背景

つや無し果 裂果 日焼け果（高知農業ネット）

青枯れ病被害

青枯れ病とは
細菌が原因の土壌病害。感染初期は
日中に葉が青いまましおれるような
症状が続くが，ひどくなると株ごと
枯れる。細菌は土壌に存在し，すべ
てを殺菌することは非常に難しい。



課題の目標

・体系的な土壌病害対策が実施され，収量と品質が向上する

・環境の見える化により栽培管理のPDCAサイクルが定着し，

客観的な栽培管理ができるようになる。

・対象者の平均収量

7.7t/10a（Ｒ1）→8.1t/10a(R2)→ 8.5t/10a（Ｒ3）

（実績6.6t/10a）

1.土壌病害対策の実践支援

2.環境データを踏まえた栽培管理の改善支援



慣行台木「トルバム」と，新台木品種「トナシム」
を用いて発病株率を比較

→発病株率はトナシムが低い

R3では，抵抗性台木「トナシム」と管理用ハサミ消
毒を組み合わせた発病抑制対策を実施

1.土壌病害対策の実践支援



1.土壌病害対策の実践支援

水で希釈

ハサミ消毒



1.土壌病害対策の実践支援

初期 中期 末期



なお，当初計画していた糖蜜土壌還元消毒は，発病率が低く抑
えられたことから生産者の意向により実施しない事となった。

1.土壌病害対策の実践支援

R1 R2 R3
トルバム台木 トルバム台木・トナシム台木 トナシム台木・ハサミ消毒

発病株率(%) 33 45 11
収量(kg/10a) 7.7 5.5 8.5
秀品率（特およびA）(%) 16.4 13.7 27

病害対策（年度別）

t



①環境条件の見える化

②栽培管理変更

③環境・生育変化の確認

④栽培管理改善実施

2.環境データを踏まえた栽培管理の改善支援

プロファインダー（株）誠和。



対象ほ場② 栽培管理変更 潅水方法の改善

2.環境データを踏まえた栽培管理の改善支援

根張りの観察

日照データ



〇遮熱資材の効果検討（遮熱剤）

2.環境データを踏まえた栽培管理の改善支援

慣行よりも5.6℃温度が下がった！

参考）（税込）15kg（13.5ℓ） 35,200円

対象ほ場③ 遮熱資材の効果検討（遮熱剤）



成果のまとめ

〇定性目標

・体系的な土壌病害対策が実施され，収量と品質が向上する

対象ほ場①｢トナシム｣苗＋管理用ハサミ消毒

→発病率が減少したことで，収量が増加し，秀品率が上昇した

部会内で情報共有



成果のまとめ

〇定性目標

・環境の見える化により栽培管理のPDCAサイクルが定着し，

客観的な栽培管理ができるようになる。

環境測定，潅水方法改善，遮熱資材による高温抑制

環境測定の重要性への理解



成果のまとめ

〇定量目標

・対象者４人の平均収量

7.7t/10a（Ｒ1）→    目標 8.1t/10a (R2) →   目標 8.5t/10a(Ｒ3)

（実績6.6t/10a） （実績7.7t/10a）

（参考）

プロジェクト課題対象者 内訳

①青枯対策ほ 8.5t/10a ( R2: 5.5t/10a )

②環境制御実証ほ１ 8.8t/10a ( R2: 8.3t/10a )

③環境制御実証ほ２ 7.2t/10a ( R2: 7.3t/10a )

④遮熱資材実証ほ 3.9t/10a ( R2: 3.7t/10a )



対象者の意見および評価

・作業ハサミの消毒等を組み合わせ，トナシム台木で発病を十
分に抑えられることが分かったので，部会内で取り組みを進め
ていく。（JA部会長）

・環境条件や灌水方法で生育量が変化することを実感した。今
後は適切なタイミングでの管理を意識し，さらなる増収を図り
たい。（てくてくファーム）

・遮熱材の散布によってなすの秀品率が向上した。また，ハウ
ス内の気温が下がったことで作業がしやすくなった。（JA部
会員）



今後の活動について

○重点活動としての継続的な支援

・耐病性台木と管理用ハサミ消毒を組み合わせた病害対策の取組拡大

→部会への病害対策マニュアルの提供等により，ハサミ消毒方法の

定着を図る

・新品種と新たな栽培方法を組み合わせた省力栽培技術の導入支援

→試験ほを設置し，現地検討や講習会の場で情報提供を行う

・ハウス内環境見える化とそれを基にした栽培管理の実践支援

→環境測定機器の導入の促進，環境データを基にした栽培管理指導



令和４年２月８日（火）

大崎農業改良普及センター

プロジェクト課題No.2

「園芸振興」関連課題

「水田フル活用」に向けた
土地利用型経営体によるえだまめの産地育成



課題計画

令和３年度～令和４年度

○農事組合法人大地・西荒井（構成員7人）

└早生品種（神風香）60a，中早生品種（湯あがり娘）60a

○斎下生産組合（組合員７人）

└晩生品種（秘伝）99a

（波及効果として，ＪＡ古川えだまめ生産者９経営体）

◎松田智哉 佐藤一良

佐藤泰久 後藤佳彦



課題の背景

ＪＡ古川のえだまめの課題

課題１：各作型の栽培技術の確立
・早生品種が決まっていない。
・早生～中早生品種の収量が少ない。
・雑草の繁茂による収穫遅れによる品質低下。

課題２：経営指標の作成
・古川地域のえだまめ生産に合った経営指標がない。

課題３：販売力の強化
・生産者の収益増加のため，販売力の強化・有利販売
に向けた取組みが必要。



課題の目標

・各作型の基本的な栽培技術を習得する。

・経営指標を作成することで，新規作付の推進や既存経営体

の適切な品種選定が可能となる。

・対象者の出荷量合計をＲ３：５％増，Ｒ４：１０％増

6.7t（Ｒ2）→7.0t（Ｒ3）→7.3t（Ｒ4）

①古川えだまめ栽培技術確立支援（新規早生品種の調査，葉面散布による

増収技術の定着，雑草防除体系の確立）

②古川地域における経営指標の作成

③古川えだまめ販売力強化に向けた活動



・播種日：5月14日 （湯あがり娘 5月15日 ）

・開花期：6月21日頃 （湯あがり娘 6月28日頃）

・収穫日：7月26日～ （湯あがり娘 8月5日～ ）

⇒収穫時期の分散が可能

神風香の収穫時の生育

①新規早生品種の調査

主茎長(cm) 29.0

主茎節数 8.0

分枝数 3.9

最下着莢節位高(cm) 5.2

収穫ロス高(cm) 8.1



地表面から８cmより下の莢は機械収穫できなかった。
⇒１株当たり約１５gの収穫ロス（約２０％のロス）

⇒JAの目標収量280kg/10aを達成

⇒令和２年産の早生品種(げんき娘)は

246kg/10aだったので，収量は良い。

⇒ただし，莢色等で市場評価が良くなかった。

①新規早生品種の調査



○中早生品種 ”湯あがり娘“ （葉面散布日：7月6日，16日）

結果 可販莢数が33％，可販莢重が13％増加！

ＪＡの目標収量300kg/10aの場合，39kg/10aの増収

経費等の諸々を差し引いても， 約3,000円/10aの所得増

②葉面散布による増収技術の定着



○晩生品種 ”秘伝“ （葉面散布日：8月23日）

結果 可販莢数はほぼ同等，可販莢重が6.6％増加！

ＪＡの目標収量400kg/10aの場合，26kg/10aの増収

経費等の諸々を差し引いても， 約７,000円/10aの所得増

②葉面散布による増収技術の定着



○今年度から新たな除草剤の組み合わせを検討

①播種後：クリアターン乳剤

②中耕・培土：０～2回

③除草剤散布

①播種後：フルミオWDG＋フィールドスターP乳剤

②中耕・培土：０～２回

③ポルトフロアブル1回散布（晩生）

③新たな雑草防除体系の検討

昨年までの除草体系

今年度の防除実績



○結果

・土壌処理剤により，えだまめ生育初期の雑草を抑制できた。

・中耕・培土と除草剤散布も組み合わせることで，収穫まで雑草抑制できた。

⇒雑草抑制により除草にかかる作業時間の削減

⇒収穫作業の効率化・適期収穫

③新たな雑草防除体系の検討

無処理区 除草剤散布区

（早生品種の播種後約1ヶ月の状況） （秘伝の播種後約3ヶ月の畝間）



④古川地域に即した経営指標の作成

金額

粗収益 販売金額 234,516

種苗費 26,547

肥料費 9,686

農薬薬剤費 5,676

光熱動力費 4,544

租税公課 5,775

農機具費 21,426

出荷販売経費 117,202

経営費合計 190,856

43,660

18.6%

経営費

農業所得

所得率

えだまめ
金額

水稲（主食用米） 92,237

副産物収入 2,634

計 94,871

種苗費 3,549

肥料費 8,395

農業薬剤費 8,362

光熱動力費 3,367

その他の諸材料費 1,521

土地改良及び水利費 3,579

賃貸料及び料金 12,750

租税公課及び諸負担 886

建物及び施設費 2,830

自動車費 792

農機具費 18,090

生産管理費 555

労働費（外部雇用） 6,210

経営費合計 70,886

23,985

25%

経営費

農業所得

所得率

水稲（法人経営体）

粗収益

えだまめは対象者平均（作付規模：早生60a，中早生60a，晩生99a）



２）えだまめ栽培にかかる作業時間

④古川地域に即した経営指標の作成

えだまめ
10aあたり

作業時間

ほ場準備・播種準備 1.28

播種 1.03

中耕培土 0.14

摘心 0.87

追肥 0.23

除草剤散布・草取り 1.10

病害虫防除 0.34

収穫・出荷 12.12

後片付け（規格外処分，秋耕起） 0.80

合計 17.9

1時間あたり労働報酬 2,439

水稲

（法人経営体）

10aあたり

作業時間

育苗 1.28

本田耕起

及び本田整地
2.09

田植え 1.79

除草 0.74

管理 3.33

刈り取り脱穀 1.78

その他の直接労働 2.49

その他の間接労働 0.51

合計 14.0

1時間あたり労働報酬 1,712



○需要にあったえだまめ生産の推進

目的

古川えだまめの評価及び要望等を調査し，栽培指導に活かすこ
とで需要にあったえだまめ生産を推進し，販売力を向上させる。

結果

現地での市場担当者との情報交換はコロナ禍の影響で中止と
なったが，市場の情報はＪＡを通じて生産者に伝達された。

⑤販売力強化に向けた活動



令和３年度の成果

①“神風香”の生育調査を行い，生産者が収量と品質の両立が

重要であることを再認識した。

②生産者が葉面散布による増収を実感した。

③雑草抑制により，除草作業の削減と適期収穫に繋がった。

④経営指標を作成し，JAと共有する。

⇒作付希望者への推進資料として活用していく。

・対象者の出荷量合計をＲ３：５％増，Ｒ４：１０％増
6.7t（Ｒ2）→7.0t（Ｒ3）→7.3t（Ｒ4）

9.5t（R3実績）



対象者・関係機関からの意見及び評価

葉面散布の増収効果を実感できた。また，葉面散布により収穫
時期をずらせるのではないかと感じた。

(法人えだまめ担当者)

新たな除草剤の組み合わせにより雑草の発生を抑制できた。
それにより手取り除草にかかる作業時間の減少に繋がった。

(生産組合代表)

葉面散布の実施を検討していきたい。雑草防除体系は非常に効
果を実感できた。また，経営指標についても新規作付希望者の
確保に活用していきたい。

（JA担当者）



次年度の活動に向けて

○栽培技術の確立支援

・調査を継続して行い，技術の確立を図る。

・適期収穫を目的とした播種時期の分散による収穫時期への

影響を調査する。

○古川地域のえだまめ経営指標の作成

・令和3年度に作成した経営指標をもとに作付推進を図る。

・データを蓄積し，経営指標の見直しを行う。

○古川えだまめの販売力向上支援

・令和3年度にコロナ禍で中止となった販売促進活動を実施。



プロジェクト課題№３

直売所と連携した中山間地域
でのぶどうの生産・販売

対象：管内シャインマスカット導入者18人
ＪＡ加美よつば組合員 ５人
あ・ら・伊達な道の駅出荷組合員 13人

計画期間：令和３年度～令和４年度（２か年）
チーム員：○大森，長谷部，石黒，津田

「園芸振興」「持続可能な農業・農村構築」関連課題



課 題 の 背 景

 管内のぶどうは４ha程で，主に水稲育苗ハウスを活用

 ＪＡ加美よつば：果樹の生産振興を図っており，講習
会等へ参加者は多いが，直売所等への出荷者は少ない。

 地域として，ぶどうは生産に取組みやすく，直売所等
でも，売上増加に繋がり品目として期待されている。

 あら伊達な道の駅：人気の品種「シャインマスカッ
ト」は購入需要は高いが，出荷組合員の生産・出荷が
少ないため，直売所として生産支援活動を始めている。

 対象者のシャインマスカット導入年数は，５年以上か
ら初めて導入する人までと幅がある。



◎ 対象者(計18人)の概況(区分）

＊シャインマスカットの栽培状況（Ｒ３年春期）

１ ＪＡ加美よつば組合員 ５人

ａ 直売所等へ出荷し，拡大も予定１人

ｂ 樹冠面積ほぼ確保済で未出荷(着果あり) ２人

ｃ 樹齢４年程度で 生育不良１人,着果開始１人

２ あ･ら･伊達な道の駅出荷組合員 13人

対象者13人全員が，新規植付けあり

ｄ 樹齢４年以上で，着果開始 ２人

ｅ 樹齢２～３年の樹も植え付けている ５人

ｆ 初めて(Ｒ３年春期～)栽培に取組む ６人



1 設 定 し た 目 標

◎定性的目標

・ＪＡと栽培者が協同して栽培管理と販売を

行い，直売所への出荷経営体が増加する。

・新たな栽培者が増加し，栽培者の組織化が

行われるとともに，販売するぶどうの品質

が向上する。

◎定量的数値目標

・直売所へのシャインマスカット出荷者数(18人中)

Ｒ２→Ｒ３→Ｒ４ １→４→８人



２ 活 動 事 項 と 結 果

① 既栽培者の状況把握と技術支援
ＪＡ加美よつばの対象者５名に対して，ＪＡと当所が連携して

整枝，無種子化，房づくり，品質保持について技術支援を行った。

対象ｂ１ Ｒ３年４月

対象ｃ Ｒ３年５月

対象ｂ２ Ｒ３年９月



① 既栽培者の状況把握と技術支援

結果：２人が初出荷（計３人が販売実施）

対象ｃ Ｒ３年10月の状況

着色袋(緑)の試用

販売概要 約18万円

（150房(600g)＊@¥1,200）

対象ｂ2 県農林産物品評会

販売への誘導（直売）

販売概要 約３万円

（40房(500g)＊@¥800）



２ 活 動 事 項 と 結 果

② 新規栽培誘導と技術支援

道の駅出荷組合員に対しては，令和３年春期から初め
てのぶどう栽培を始めた６人に合わせた，栽培の初歩技
術（植付，枝の伸ばし方）や既栽培者への房づくりの方
法など，生育に合わせて研修会や個別巡回等を行った。

対象ｄ Ｒ３年１月の状況

対象ｆ Ｒ３年４月の状況

あら伊達集合研修 Ｒ３年６月



② 新規栽培誘導と技術支援

結果：対象者13人の生育は概ね順調

組織化等，販売に向けた対応も検討

対象ｆ Ｒ３年10月の状況

植付後～初期：生育を心配

その後：生育順調

視察研修会 Ｒ３年12月

農園研(ｼｬｲﾝﾏｽｶｯﾄせん定)と

フルーツパーク仙台あらはま



③ 販売に向けた問題把握
・初めての販売へ向けて，現物に対するアンケートを実施→情報提供

・食味は高評価！
・来年の価格設定の参考に

人
数

金額

0
2
4
6
8

個数 / 500g 購入希望額

5

14%

4

39%

3

43%

2

4%
1

0%

甘さ

500gの房の購入希望価格

職員による対象者のシャインマ
スカット試食を実施→食味の評
価，購入希望価格等のアンケー
トを行った。



◎ ＪＡ加美よつばと連携した活動
・令和３年から，ＪＡがやくらいのハウスでぶどうの栽培（管理）

を開始したのに併せ，果樹栽培講習会で対象者(ＪＡ組合員５人)

を含む地域のぶどう生産者へ，広く技術指導した。

・対象者への指導時に，周辺の栽培者へも呼びかけを行った。

Ｒ３年５月の研修会

Ｒ３年12月の研修会

対象者のハウスで，ご近所さんも



３ 設定した目標に対する結果
◎定性的目標

①ＪＡと栽培者の連携と出荷経営体の増加

・ＪＡと当所が連携して整枝，無種子化，房づくり，

品質保持について技術支援を行い，２人が初出荷を

行い，計３人の出荷となった。

②（道の駅）新たな栽培者の増加と組織化，品質向上

・出荷組合員の内６人が新規に取り組みを始めた

・既存の栽培者を含めた13名を１つのグループとして

技術指導（研修会）を行った。商品化に向けて無種

子化，房づくりを実施した１名が初出荷出来た。

◎定量的目標 目標出荷者４人に対し実績４人



４ 関係者からの意見及び評価

対象者

販売についてはあまり考えていなかったが，勧誘
を受けて少量の販売は行った。アンケートの結果等
を受けて，今年はより多くの販売を目指したい。

ＪＡ担当者

ＪＡでは園芸振興策の一つとして果樹(ぶどう)の
導入を推進しており，栽培研修会等も開催している。
ぶどう栽培への関心は高く，研修会への参加者も多
いので，この取り組みによって直売所等への出荷が
増えることも期待している。

ＪＡ加美よつば



３ 関係者からの意見及び評価

出荷組合員

苗の生育初期は枝の伸びなどに不安があったが，
その後は巡回指導等もあり順調に生育して安心した。

これからは早期収穫が出来ることに大きな期待を持って
いる。まだ解らないことが多いので，現地での指導を引き
続きお願いしたい。

道の駅 担当者

道の駅として良い商材であるぶどう（シャインマ
スカット）の生産支援に当社としても取り組んでい
るので，これからも一緒に振興をはかりたい。

あ・ら・伊達な道の駅



４ 次年度の取組計画

① 既栽培者の販売に向けた技術支援
対象者：８人 （ａｂｃ ｄｅ）

・集合研修会，巡回指導会及び状況確認を実施し，
販売（商品化）に向けた房づくり等を指導する。

② 新規栽培者等への技術支援
対象者：10人 （ｅｆ）

・生育状況を確認しながら，集合研修会や巡回指
導会により，県の栽培マニュアルに沿って適時
適作業が行われるように指導する。

③ 販売に向けた課題解決検討
対象者：18人 （全員）

・生産者組織による栽培と販売への取組誘導
・ＪＡとの連携による，販売(商品化)の拡大



プロジェクト課題No.４

「下真山地区における農地整備事業を
契機とした地域農業の発展」

大崎農業改良普及センター
◎石川亜矢子 佐藤昌幸 漆山喜信 門脇正好



１．課題の計画について
○計画期間

令和３年度～令和４年度

○対象者

大崎市岩出山下真山地区担い手候補者１３経営体
（法人経営体１法人，個別経営体１２人）

下真山地区

黄金田二部地区

黄金田一部地区

小坪地区



２．課題の背景① モデル事例

・中山間地域の振興
・担い手の世代交代
・収益性を確保した経営体の育成

・農地整備事業を活用した効率的な営農の推進
・若手担い手を中心とした経営体づくり。
・園芸振興による収益性の確保

・モデル事例として中山間地域をはじめ,他地域で
も波及が見込める!



２．課題の背景② 農地整備事業

・導入予定事業は農業競争力強化農地整備事業

・農地８５％を担い手に
集積（集約）

・３経営体程度の担い手
（経営体）の絞り込み

・高収益作物の導入



３．課題の目標

新たな地域営農体制が構築される

担い手の明確化，法人化，高収益作物への取組

・担い手への集積と集約化へ集落の話し合いが進み，
営農ビジョン実現の見通しが立つ

・高収益作物が選定され栽培技術習得がはかられる

○定性的目標

○定量的目標

令和２年度
１経営体

令和３年度
２経営体

令和４年度
３経営体

法人設立数



４．活動内容（農地集積，担い手の明確化）

４月住民説明会 ６月推進委員役員会

・関係機関と連携し事業の要件等を説明
・各地区ごとに農地集積や担い手の明確化について
話合いが進む



８月 意見交換会

・若手担い手候補と推進委員が意見交換する場づくり
・任意組合のライスセンターを法人化する方針が決定

４．活動内容（農地集積，担い手の明確化）

１０月 任意組合の
法人化への相談会



９月 勉強会

・若手担い手との意見交換のための巡回を強化
・地区ごとに推薦された若手担い手候補へ事業内容や
事業における担い手の定義等への理解が進み，将来
像を考える契機にもなった。

４．活動内容（農地集積，担い手の明確化）

８月 若手担い手の
意見交換を強化



１２月 担い手部会準備会

・担い手部会の発足にあたり，理念の共有と部会
長，副部会長を中心に将来に渡り団結していく意
識が醸成された。１２月１６日に担い手部会発足。

４．活動内容（農地集積，担い手の明確化）



４．活動内容（経営体の法人化）

4月 法人化研修会
・農業経営における法人化のメリット等を研修。
他地区に先行して小坪地区で法人化の検討が始まる

・担い手候補の将来像づくり，合意形成，法人化の要点
について経営相談所と連携して支援し，具体的な課題
整理に繋がる。

11月経営相談所と連携



４．活動内容（地区計画づくり）

１月 推進員四役と担い手部会役員との
意見交換

・各地区座談会の希望が地区計画に盛り込まれる
ように情報交換では論点整理のサポート

・｢将来に渡り営農の中心となる若手担い手の意見
を第一にしたい｣と地域が一丸となっている



４．活動内容（高収益作物）

高収益作物カボチャの技術支援と販路拡大
・品種比較やキュアリングの試験を実施
・９月から百貨店藤崎へカボチャ出荷開始、冬期の
ハクサイの出荷も実現。

・バリューチェーン・マーケットインの意識醸成



５．今年度の成果

○担い手の明確化⇒４経営体が中心となる合意形成

⇒担い手部会が積極的に活動

○法人化⇒１経営体が法人化

※他３経営体が法人化の準備

○高収益作物への取組

⇒カボチャ・ハクサイは百貨店に継続出荷契約

⇒さらに園芸団地化する構想も検討中

●定量的目標 実績１法人/目標２法人

●定性的目標 新たな地域営農体制が構築される



６．意見及び評価

担い手の絞り込み等に積極的に地域に入って活動して頂

き，おかげ様で担い手部会が設立され若手担い手が積極的

に計画に参加するようになった。高収益作物の作付の目処

も立ちつつある。引き続き若手担い手の営農計画・法人化

支援を中心にご支援をお願いしたい。（推進委員会長）

○対象者

○関係機関

担い手の絞り込みや座談会の開催の提案や経営相談所と

連携した研修会の開催等スピード感を持ちつつ適時適確に

地域をけん引頂き大変感謝している。引き続きご支援をお

願いしたい。(大崎市役所)



７．来年度の活動計画について

・担い手：将来を見据えた地区営農計画の策定支援

・法人化：経営相談所と連携し専門家派遣による支援

・高収益作物：カボチャ・ハクサイ等の技術販売支援

・鳥獣害対策：集落ぐるみの対策に向けた巡回指導

⇒農地整備事業を契機として下真山地区の新しい営
農体系を作っていくもの。将来に渡って地域の農地
を守りながら，継続的に収益性を確保する経営体づ
くりに地域の方々と手を携え，関係機関と連携しな
がら引き続き取り組みます！


