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	 Ⅱ－１－⑴

働き方創造！	
大規模法人経営体の未来を創る

	 課題名	 	 土地利用型作物を主体とした大規模モデル経営体の育成
	 対　象	 	 農事組合法人	玉浦南部生産組合，農事組合法人	林ライス

１　背景・ねらい
東日本大震災後，管内沿岸地域で農地の復旧を契機に設立された土地利用型大規模法人である両法人は

80ha を超える営農面積を有しており，営農体制の整備を進める必要があった。特に生産活動の情報を効率
的に管理し，活用する生産管理システムの運用体制の整備や大面積での水稲・野菜生産の生産性の向上，ま
た構成員の高齢化に対応した人材の確保・育成が喫緊の課題であった。
普及センターではこうした課題に対応し，地域の大規模モデル経営体を育成すべく，両法人に支援活動を

行ってきた。

２　活動内容
◎データに基づく経営管理体制の推進
効率的な経営改善を図るため，ＩＣＴ技術等を利用した生産管理システムを導入し，日々の営農活動か
ら得られたデータの蓄積を進めてきた。既存管理ファイルから生産管理システムへのデータ移行や導入シ
ステムの環境整備，入力作業の定型化，具体的活用等を支援し，法人経営の改善や取組方向の見直しなど
への活用を図った。
また，両法人ともＧＡＰ取組の意向があり，具体的な進め方について支援を行ってきた。

◎スケールメリットを生かした生産性の向上
［水稲部門］
（農）玉浦南部生産組合には，密苗移植栽培や湛水直播栽培への取組を誘導し，技術の導入・定着を図った。
（農）林ライスには，乾田直播栽培と水口施用による肥料・除草剤散布等の実証ほを設置し，技術支援
を行い，慣行栽培並みの単収確保と取組拡大を目指した。
［園芸部門］
法人経営を安定させるため，複合部門として取り組んでいる園芸部門の生産性向上を図るため，両法人
に対して園芸品目の土壌分析・肥培管理，病害虫防除等に関する技術支援を行うとともに，特に（農）玉
浦南部生産組合には新品目導入に向けた支援を行った。
◎持続的な経営に向けた人材の確保育成
平成 29年度に経営コンサルにより示された将来の経営シミュレーション等を基に，後継者の確保育成
に関する話し合いや法人内での検討を重ねてきた。また，確実な人材の確保と定着を図るため，雇用環境
の整備や求人活動に向けた支援を行った。

３　活動の成果とポイント
◎データに基づく経営管理体制の推進
（農）玉浦南部生産組合では，表計算ソフトを利用した管理ファイルから生産管理システムへのデータ
移行が実施され，品目毎コスト分析等データ活用の方向性が確認出来た。（農）林ライスでは，システム
環境の整備を支援し，作業履歴等を業務の振り返りに生かせるようになった。また，品目別コスト比較や
作業別の時間集計など経営改善の検討にデータが使えることを提示したことで，システム活用への法人の
理解が深まった。
両法人とも生産管理システムから得られる帳票をＧＡＰへ利用したいと考えており，特に（農）林ライ
スは法人副代表がＪＧＡＰ初級指導員の資格を取得するなど，法人としてＧＡＰに本格的に取り組む姿勢



39� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：片岡信幸，高橋富士男，大鷲高志，伊藤博祐，佐藤紘子
■執　 筆 　者：片岡信幸
■協  力  機  関：岩沼市，農業・園芸総合研究所，古川農業試験場，
　　　　　　　　公益社団法人みやぎ農業振興公社，公益財団法人みやぎ産業振興機構

亘理農業改良普及センター

を見せている。
◎スケールメリットを生かした生産性の向上
［水稲部門］
（農）玉浦南部生産組合では，平成 30年度より導入した密苗移植栽培が慣行栽培と比べて遜色ない単収
を確保し，今後更に面積あたりの苗箱数の削減を図りながら，取組面積を増やす予定である。また，作期
分散や作業の省力化を図るべく，休止していた湛水直播栽培を平成 31年度から再開することになった。
（農）林ライスでは，乾田直播栽培が移植栽培の単収を上回り，水口施用による追肥と除草剤散布技術
を組み合わせて，今後取組面積を拡大し，更なる作業の効率化を図る意向である。
［園芸部門］
（農）玉浦南部生産組合では，土壌分析に基づく施肥管理や病害虫防除に対する技術指導等の結果，きゅ
うりの年間出荷量が基準年比 145％となった。また，農業・園芸総合研究所が開発した簡易養液栽培の導
入を誘導した結果，水稲育苗ハウスで簡易養液栽培槽を利用したミニトマト栽培が事業計画に盛り込まれ，
平成 31年度から取り組むこととなった。
（農）林ライスでは土壌分析に基づく肥培管理や病害虫防除等に関する技術指導・情報提供の結果，キャ
ベツ出荷量が基準年比で 140% となった。また，水稲育苗ハウスでほうれんそう等葉菜類を生産したが，
他作物との作業競合で，収穫・出荷作業が後手に廻り，今後法人内で取組継続の可否についての検討が必
要である。
◎持続的な経営に向けた人材の確保育成
（農）玉浦南部生産組合では，社員全員のスキルアップのため，各人にきゅうりハウス１棟の栽培管理
を任せ，また法人内での役割分担等を明確化するなど，基本方針に基づく人材の育成を進めている。彼ら
に続く人材を確保するため，農大などへの求人活動を進めてきたが，既存の求人方法での人材確保に限界
を感じている。法人経営の継続や雇用情勢の変化に対応した人材育成の方針を新たに作成され，中長期計
画に盛り込まれた。
（農）林ライスでは，昨年度行った経営シミュレーションにより将来見通しに関する情報が共有され，
人材確保の検討が行われた。本年度，農大へ求人を行ったが，人材を確保出来なかったため，来年度以降
も求人活動を継続して行う予定である。
両法人とも雇用環境が整備されてきており，今後は人材確保の手法について新たなアプローチが必要と
なってきている。

生産管理システムや
ＧＡＰについて指導（林ライス）

　

水稲乾田直播の現地検討会

　

農園研が開発した簡易養液栽培の
指導（玉浦南部）

４　対象者の意見
普及センターの指導助言で，少しずつ生産管理システムの活用が進んできた。ＧＡＰへの取り組みにより
今後の経営にプラスとなることを期待している。水稲の低コスト省力化技術の習得は着実に前進している。
将来に向けては，構成員の高齢化に対応した人材の確保・育成が必要で，今年度は雇用環境の整備にある程
度取り組めたと感じている。今後も継続的な支援をお願いしたい。

岩沼市　農事組合法人林ライス　代表理事



明日へのアグリロード40

	 Ⅱ－１－⑵

水田農業の大規模経営体の育成
	 課題名	 	 省力化技術導入による大規模土地利用型経営体の生産性向上
	 対　象	 	 みどりあーと山崎株式会社　５人

１　背景・ねらい
みどりあーと山崎株式会社は，大郷町山崎地域の担い手組織で，経営規模は水稲 34ha ＋大豆 50ha である。

農地中間管理事業の活用により急速に進む農地集積に対応するため水稲湛水直播技術を導入したが，雑草と
倒伏により単収は 360kg であった（Ｈ 29）。大豆は５年周期のブロックローテーション方式で，毎年変化
する土壌に対応した詳細な肥培管理まで対応できず，平年の単収は 170kg 程度にとどまっている。
一方，設立時に経営理念は掲げたが，経営ビジョンや経営計画が整備されないまま，平成 29年度に社員

２名を採用している。平成 31年度までにさらに地域内から２名採用し，経営継承を目指していることから，
経営ビジョンや経営計画の策定が必要である。

２　活動内容
◎直播雑草防除技術の定着支援
毎年農地集積が進む中で，水稲部門の活路を湛水直播栽培技術導入による省力化を経営に定着させるた
め，除草剤体系の展示ほを設け，除草剤の使用タイミングと散布効果を継続的に調査し，現地研修会を実
施し理解を深めた。また，生育調査を定期的に実施し，倒伏を軽減するために水管理や追肥の指導を行う
とともに、刈取適期の判断基準を確認した。また，本年の反省点を踏まえた「みどりあーと直播栽培暦」
を作成した。
◎土壌診断に基づく施肥体系の定着支援
５年周期でのブロックローテーションの大豆栽培について，稲作跡大豆初年目と大豆２年目の土壌分析
を行ない，土壌診断に基づいた施肥改善の誘導を行った。また，ミヤギシロメの蔓化を軽減し収量を向上
させるため，栽植密度や播種量等の異なる調査ほを設け，調査方法を指導し，自らの調査の実施とその調
査結果に基づく作業計画作成方法を指導した。
◎経営ビジョンの作成支援
法人設立時に作成した経営理念（社是）の明文化を誘導するとともに、経営理念に基づいた経営ビジョ
ン及び行動規範，経営計画の作成を支援した。また，雇用を確保するための就業規則等の労働環境の整備
を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎直播雑草防除技術の定着支援
複数の水稲直播用除草剤の使用体系の展示ほを設けたことで，除草剤の種類と除草効果が把握できるよ
うになった。昨年の課題であった除草剤の使用時期と水管理のタイミングにもうまく対応でき雑草の発生
は極めて少なかった。しかし，代かきから播種までの日数がやや長く土壌が少し硬くなったことや，代か
き時に稲わらが表面に残り播種作業に支障が生じ部分的に播種むらが発生したことなどが課題として残っ
た。また，代かきの均平作業の中でやや高い部分には生育後半にヒエの発生が多かったことなどが反省点
となった。倒伏軽減対策では，生育調査結果に応じた水管理や追肥，適期刈取時期の判断支援を行うこと
で適正な生育量を確保し，部分的にややなびいたものの倒伏はほとんどみられなかった。
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■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：長田幸浩，薄木茂樹，大河原香織，飯沼千史，髙橋真樹子，小田中大輔
■執　 筆 　者：長田幸浩
■協  力  機  関：JAあさひな，大郷町 ,　宮城県農地中間管理機構

仙台農業改良普及センター

収量は「ひとめぼれ」坪刈りで 432kg/10a と計画を上回る結果となったが，播種むらの影響により全刈
収量は計画目標とした 390kg/10a 程度にとどまった。法人では，さらに安定した収量を確保するために，
本年の直播で課題になった部分を整理し，自分たちの作業体系として「みどりあーと直播栽培暦」を作成し，
来年以降に活用する。
◎土壌診断に基づく施肥体系の定着支援
大豆栽培では，ブロックローテーションとして水稲作付３年の後に大豆２年を栽培する５年周期栽培体
系を実施している中で，水稲跡大豆初年目と大豆２年目地区の土壌分析を実施したところ，１年目ほ場は
リン酸不足，２年目ほ場は石灰不足が明らかになったことで，本年度は水稲跡初年目大豆の一部について
リン酸成分の増肥を行った。その土壌改善したほ場においてミヤギシロメの栽植密度及び播種量を変えた
調査区を設置し，法人が定期的に生育調査を実施することで生育経過が把握できるようになった。また，
生育調査を実施したことで雑草の発生量や病害虫の確認方法を学び，防除時期，薬剤の選択等の知識の向
上につながった。
大豆の栽培面積は 51ha で，平年の単収 170kg，前年単収 140kg に対して，本年の全刈単収は
190kg/10a（坪刈単収 210kg）で，目標としている 200kg/10a まであと一歩に迫った。
◎経営ビジョンの作成支援
法人設立時の経営理念（社是）が明文化され，従業員も含めて法人が目指している方向の共有が図られ
た。また，現役員が交代時期を明らかにしたことで，それまでに達成すべき経営計画や目標が数値化され，
法人の目標がより鮮明になった。さらに，社是と経営計画をつなぐ経営ビジョンや行動規範も具体的に明
示されたことで，各個人の目標や役割分担等の作成の動きも出てきた。
新たな従業員の確保に向けて，就業規則を定めるなど労働環境の整備が促進された。

直播刈取適期判断支援

　

大豆の生育調査支援

　

経営ビジョン作成支援

４　対象者の意見
農地中間管理事業で集積面積が毎年大幅に増加しているが，それに対応できる機械設備や労働力の対応に
苦慮していた。直播技術も手が届くところまできており，単収が安定さえすれば経営技術として定着する目
途がついてきた。大豆も蔓化と単収の停滞に悩まされてきたが，突破口が見えてきたような気がする。強固
な経営ビジョンを作成できたので、経営継承するまでの５年間の間に経営を盤石にしておきたい。今後もご
支援をお願いしたい。

みどりあーと山崎株式会社　代表取締役
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１　背景・ねらい
大崎管内における新規就農者数は年間 10人程度で推移しており，地域への新規就農者の定着に向けた支

援が必要とされていた。新規就農者はそれぞれで経営品目や栽培技術の熟練度が異なっているため，基本技
術から各部門ごとの専門技術まで，経営品目や栽培技術に応じた支援が必要であった。また，新規就農者が
営農状況や栽培技術に関する情報などについて，身近に相談できる状況になかったため，相互に情報交換で
きるような関係を構築していくことが求められていた。そこで，新規就農者の経営力向上と相互交流の促進
を支援した。

２　活動内容
◎栽培技術・経営管理向上に向けた個別支援
主体性を持ってＰＤＣＡサイクルにより技術・経営の課題を解決できるよう支援した。始めに，対象者
の経営目標を「アクションプラン」という形で具体化し，達成のための具体的な計画立案を支援した。次に，
対象者が計画に沿った栽培管理を実践できるように，毎月１回以上の現地巡回による栽培管理指導や情報
提供を行い，栽培管理状況の聞取りを通じて改善点の気付きを促し，一緒にその内容を記録した。そして，
作付後に記録した内容を振返り，改善点を反映した「アクションプラン」を次作に向けて作成するという
サイクルを２ヵ年繰り返した。また，「新規就農者向けの経営管理チェックシート」を用い，習熟度の確
認を行った。
◎経営力向上及び相互交流の促進に向けた支援
基本技術の習得を図るため，視察や座学による研修会を開催した。視察では，管内農業士，青年農業者，
県内沿岸部の先進経営体，県外新規就農モデル事例を中心に視察した。座学研修では，県農業・園芸総合
研究所及び古川農業試験場の研究員を講師に土壌学の基礎をテーマとして開催した。さらに，経営管理能
力向上を目的に管内先進的アグリビジネス経営体の役員による経営マインド，株式会社日本政策金融公庫
による経営計画作成の講義・演習，民間ソフトウェア開発会社によるＰＣ農業簿記管理ソフトウェアの講
義・演習，普及支援協力員制度を活用した中小企業診断士による損益分岐点分析の講義・演習をテーマと
して開催した。
相互交流の場を提供し，繋がりを目的として，農村女性を対象としたクラウドファンディングや家族経
営協定をテーマとした研修会を共同開催した。研修会の開催にあたっては，青年農業者同士が自身の経営
管理について意見交換を実施する座談会や民間資材販売会社による資材情報提供，ランチミーティングも
設定することで，幅広い情報提供や交流を促した。

３　活動の成果とポイント
◎栽培技術・経営管理向上に向けた個別支援
アクションプランの具体化支援により，それまで対象者が漠然と意識していた経営の問題点が見える化
され，目標を明確にして経営改善に取り組むようになった。また，課題解決のための管理工程を計画でき
るようになったため，自身の課題を意識して定期防除や作業省力化に取り組むことができるようになった。

新規就農者の経営力向上支援
	 課題名	 	 青年農業者の安定した営農に向けた経営力の向上
	 対　象	 	 園芸品目を生産する青年農業者５人（４戸）	
	 	 	（農業次世代人材投資資金（経営開始型）活用者及び大崎４Ｈクラブ員）
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43� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

大崎農業改良普及センター

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：増田秀平，宍戸夕紀子，佐藤敏昭，猪苗代翔太
■執　 筆 　者：増田秀平
■協  力  機  関：各市町，各ＪＡ，各農業委員会

毎月，対象者の営農状況の良かった点，改善点を一緒に記録したことにより，自身で主体的にデータを蓄
積するようになり，記録を元に作成した次年度計画では，自主的に改善事項を設定できるようになり，自
身の経営を発展させていく意欲も高まった。チェックシートによる習熟度確認では対象者４人中３人で栽
培技術・経営管理能力の向上が確認できた。
◎経営力向上及び相互交流の促進に向けた支援
管内の青年農業者を対象に関係機関と連携して２年間で合計 13回の研修会を開催し，延べ 89人が参
加した。参加者は視察研修をきっかけに栽培技術を高めるだけではなく，マーケティングやブランド化を
意識するようになった。また，対象者の２戸はパソコンを活用した農業簿記研修会参加をきっかけに，農
業簿記ソフトウェアを使用した申告に取り組むようになるなど，基礎的な経営力向上の変化が見られた。
青年農業者の経営視察や自身の経営についての意見交換会，ランチミーティングでは参加者同士の経営
目標や日ごろの営農で抱えている悩みを話し合える関係が構築でき，その後のつながりもできた。

アクションプランの話合い

　

露地ぎくの巡回指導

　

施設しゅんぎくの巡回指導

パソコン農業簿記研修会

　

視察研修会

　

経営者マインド養成研修会

４　対象者の意見
今回の取組みで自分の経営状況を整理できた。得られた結果を元に目標を立てて経営改善に取組んでいき
たい。
支援により収穫量，品質ともに向上したので，今後は販売方法の改善にも取組み，経営規模を拡大してい
きたい。

大崎市　新規就農者
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１　背景・ねらい
栗原地域では園芸振興の一環として新たな野菜品目の産地化が検討され，ズッキーニを最重点品目に選定

し，平成 27年度にＪＡ栗っこ，栗原市，普及センターによるズッキーニ生産拡大プロジェクトを立ち上げた。
平成 28年１月にはＪＡ栗っこズッキーニ部会が設立されたが，産地体制を整えるため部会活動の充実が

急務であった。また，関係機関による生産拡大活動により作付面積は増加したものの栽培技術が確立されて
おらず，新規生産者の栽培・出荷調製技術の向上も課題であった。
そこで，本課題では，部会活動強化と栽培技術向上に向けた支援に加え，栗原産ズッキーニの認知度向上

と消費拡大に向けた取組を行い，ズッキーニ産地の育成を図った。

２　活動内容
◎関係機関の連携による部会活動強化
ズッキーニ生産拡大プロジェクトの定例会を開催し，ＪＡ，市の担当と生産振興や産地活動について検
討した。
作付面積の拡大に伴い出荷規格に合わないズッキーニの出荷が増加したため，ＪＡ，部会役員と対策を
検討し，出荷査定会，現地検討会等で規格選別の遵守を指導した。
ズッキーニの販売状況を確認するため，仙台市場への視察研修を実施した。
新規作付の増加に向け，ズッキーニの作付前に作付勧誘チラシを全戸配布した。

◎栽培技術の向上と平準化
栽培技術の向上を図るため，ＪＡ，種苗業者と連携して栽培講習会，現地検討会を開催するとともに，
視察研修，個別巡回，集荷場での指導，くりはらズッキーニ通信の作成配布を行った。
ズッキーニの作型ごとの出荷量，販売単価を聞き取り調査し，販売に有利な作型を提示した。また，生
産者への生産状況調査により，不整形果等の発生により減収していることを把握し，対策として人工授粉
またはトマトトーン処理の励行，適切な肥培管理の実施，ハウスでの栽培を推進した。
農業・園芸総合研究所と連携し，展示ほ設置による追肥省力化の検討，品種の比較検討，トンネル栽培
の検討を行った。
◎産地ＰＲ活動推進
ズッキーニレシピ，産地紹介チラシ等を作成し，市場，量販店に配布して栗原産ズッキーニのＰＲを行った。
栗原市と仙台市の飲食店で料理フェア「くりはらズッキーニウィーク」を開催し，チラシ配布，テレビ，
ラジオ，県政だより，ＨＰ等でフェアと産地のＰＲを行った。
仙台市，栗原市でズッキーニの展示即売や料理講習会を開催し，食べ方の周知を行いながら認知度向上
と消費拡大を図った。
栗原市学校給食センターへズッキーニ使用を働きかけ，小中学校給食でのズッキーニ料理提供が始まった。

３　活動の成果とポイント
◎関係機関の連携による部会活動強化
規格選別の指導により市場からのクレームはほぼ無くなり，市場の評価は高まった。
仙台市場への視察研修では，ズッキーニ取扱状況や他産地の出荷品を確認するとともに，栗原産ズッキー

ズッキーニによる園芸振興を目指して
	 課題名	 	 ズッキーニの安定生産と産地の育成
	 対　象	 	 ＪＡ栗っこズッキーニ部会役員８人及び展示ほ担当農家４人	
	 	 	（ＪＡ栗っこズッキーニ部会70人）
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45� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

栗原農業改良普及センター

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：降幡泰永，鈴木　宏，菅原克哉，佐藤英典，稲垣ゆほ，内藤秀哉
■執　 筆 　者：降幡泰永
■協  力  機  関：ＪＡ栗っこ，栗原市，農業・園芸総合研究所

ニへの高い評価を聞くことができた。
平成 28年１月に設立されたズッキーニ部会では，栽培講習会，現地検討会等の生産振興活動が定着す
るとともに，産地ＰＲ活動にも生産者が参加している。仙台市場のズッキーニ販売量は増加傾向にあり，
その中で栗原産の販売量が最も多く，ズッキーニは栗原地域の園芸振興の中で主要な品目に位置付けられ
るようになった。
平成 30年に作付勧誘チラシを配布したところ２名が新規に生産を開始した。

◎栽培技術の向上と平準化
ズッキーニの春まき栽培では出荷時期が早いほど販売単価が高くなるため，平成 28年度以降，早期出
荷を働きかけたところ，平成 30年度にはハウス栽培による収穫開始が５月から４月上旬に早まった。５
月までの出荷量の割合は，平成 27年度の１％から平成 30年度には 12％に増加した。
追肥の省力化を検討するため，被覆肥料による全量基肥施肥を行う展示ほを設置したところ，慣行区と
収量に大きな差は見られなかった。展示ほの結果を部会に周知したところ，被覆肥料を使って省力化を図
る生産者も見られている。
栗原地域では多くのズッキーニ品種が栽培されていたため，管内の主要品種４品種について展示ほで生
育や収量を調査した。調査結果から収量の高い２品種を地域に適した品種に選定し，平成 30年度の作付
では選定した２品種がほとんどを占めるようになった。
平成 30年度にはズッキーニの露地春まき栽培で早期出荷による高価格販売を目的に，トンネル栽培展
示ほを設置した。トンネル栽培により収穫開始が 20日程度早まり販売単価が高い時期に出荷できること，
収穫期間が延長することを確認し，展示ほの結果を部会に周知した。
10a 当たり部会員平均出荷量は，平成 27年度の 1,354kg から平成 30年度の 1,458kg に増加し，ズッ
キーニ販売額は，平成 27年度の 2,918 万円から平成 30年度の 3,883 万円に増加した。
◎産地ＰＲ活動推進
料理フェア「くりはらズッキーニ」開催後もズッキーニ料理を継続して提供する飲食店が見られた。飲
食店へのアンケート調査では，ズッキーニの使用量をもっと増やしたいとの声も聞かれた。
栗原市内の展示即売会で，来場者に対し栗原産ズッキーニの認知度調査を３年間行ったところ，認知度
は 45％から 69％に高まった。
学校給食センターでは地元食材の使用意向もあり，小中学校給食でのズッキーニの使用が定着した。
また，テレビ局からの産地取材申込や実需者から栗原産ズッキーニを求める声もあり，これまでの産地
ＰＲ活動により栗原産ズッキーニの認知度は向上している。

現地検討会

　　　

展示即売会

４　対象者の意見
栽培技術や産地ＰＲ活動を支援いただき大変助かっている。産地ＰＲ活動に取り組んでもらい，消費拡大
により価格維持できたと思う。今後も産地の拡大に向け支援をお願いしたい。

ＪＡ栗っこズッキーニ部会長
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１　背景・ねらい
水稲・大豆等の土地利用型法人は地域の重要な担い手であり，規模や経営年数は様々である。創立が早い

法人では創業メンバーが 60代半ばを迎え，円滑な経営承継に向けた後継者の確保・育成と雇用に向けた社
内環境整備が急務である。
また，周年雇用と安定収入を目的として取り入れた園芸品目と従来からの土地利用型作物との作業競合の

解消と，土地利用型作物（特に水稲）の省力化や低コスト等技術の導入による効率的生産が，法人経営の安
定に向けた大きなカギとなっている。
そのため，２つの法人を対象に経営承継に向けた中長期計画策定等の支援を行う。

２　活動内容
◎中長期的経営方針の作成支援
【かわつらグリーンサービス】
中小企業診断士・社会保険労務士の指導を受け，中長期経営方針の策定，就業規則の見直しを行った。
農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業（以下ハンズオン事業）を活用し，事業継承計画の策定
に向けて，役員並びに社員で討議，検討した。
【ＳＫ美野里農産】
経営の現況を再点検し，中長期的な土地利用計画の重要性を確認した。また，社会保険労務士の指導に
より，労務環境をチェックした。
◎生産性，収益性の向上支援
【かわつらグリーンサービス】
役員，社員による作業工程管理の先進事例研修や，次期役員候補社員をアグリビジネス実践講座に派遣
するなど，社員等の段取り力や経営力向上を支援した。
また，土地利用型作物・園芸品目の生産安定化に向けて，各品目ごとの労働時間や収益性を検討した。
さらに，作業チェックシート（大豆，小麦，露地・施設野菜）を作成し，計画的な作業実施を支援した。
【ＳＫ美野里農産】
経営の柱のひとつである大豆作の作柄が不安定なため，定期巡回により改善ポイントを指導した。
また，水稲乾田直播面積の拡大にあわせて，作業の効率化を支援した。
さらに，地域の担い手として開田等の受託が増加しており , 未整備の狭小開田活用対策として新規栽培
品目導入を支援した。

３　活動の成果とポイント
◎中長期的経営方針の作成支援
【かわつらグリーンサービス】
就業規則の見直しや経営理念・経営ビジョンの再考，組織体制図・職務権限表を作成するなど中長期経
営計画を整備した。また，社員自らが担当分門における事業計画を提案するなど資質向上が図られた。

土地利用型法人の明日を目指して
	 課題名	 	 円滑な次世代継承を目指した法人経営の安定化
	 対　象	 	 有限会社かわつらグリーンサービス，農事組合法人ＳＫ美野里農産
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47� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

登米農業改良普及センター

■普及センター：登米農業改良普及センター
■課題チーム員：小山　淳，齋藤康彦，植松克彦，八木千恵，小笠原聡美
■執　 筆 　者：小山　淳
■協  力  機  関：ＪＡみやぎ登米，登米市，登米市農業委員会，宮城県農地中間管理機構

さらに事業承継計画が策定され，平成 31年 12 月末を目標に若手社員３人に対して事業承継を進めて
いくこととなった。
【ＳＫ美野里農産】
経営方針を点検することにより，中長期的な土地利用計画の重要性を確認し，輪作体系や年間作業計画
を踏まえた土地利用計画を作成した。また，社会保険労務士による労務管理コンサルを受け，労働条件（労
働時間 , 休暇 , 労災・雇用保険等）をチェックし，労務管理の重要性を確認した。今後は就業規則を整備し，
若者が働きたくなる職場環境づくりに取り組むこととなった。
◎生産性，収益性の向上支援
【かわつらグリーンサービス】
若手社員が自ら栽培・作業計画を立案し，主体的に生産に関わることができた。しかし，作業チェック
シートは十分に活用されず，課題が残った。
【ＳＫ美野里農産】
土壌伝染性病害の発生が収量低下の要因であることを明らかにし，大豆作と水稲作（移植，直播）を組
み合わせた作付計画を作成した。また，未整備の狭小開田活用対策として次年度から，わらびを栽培する
ため，苗づくりに取り組んでいる。

かわつらグリーンサービスでの
事業承継計画の策定指導会

　　　

ＳＫ美野里農産での
乾田直播栽培の除草剤散布

４　対象者の意見
経営承継に向け，若手社員が前向きになってきたのは感じるが，経営とはどのようなことか，作物を栽培
するにはどのような視点が必要かなど，学んでほしいこと，気づいてほしいことがたくさんあるので引き続
き支援をお願いしたい。

（有）かわつらグリーンサービス　役員
大豆の著しい作柄低下に危機感を持っている。どこに原因があるのか，どう対策をとれば良いのか，作業
体系の見直しも含めて，今後とも指導をお願いしたい。　

（農）ＳＫ美野里農産　役員
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１　背景・ねらい
石巻地域は，トマト，きゅうり，いちごなどの果菜類や葉菜類等施設園芸のトップランナーとして宮城県

の野菜園芸を牽引してきた。未曾有の被害をもたらした東日本大震災以降は，被災地域農業復興総合支援事
業等の復興事業を積極的に取り入れたことで，生産の単位も個人経営から新規設立の法人へと移行が進み，
大規模園芸施設による生産が行われるようになった。
対象となる４経営体には，①高度化された大規模施設の適切な管理運営，②農業生産工程管理（ＧＡＰ）

の推進によるリスク管理とムダ改善，③経営改善による生産性の向上など，喫緊の課題を有しており，これ
らの共通した課題の解決に向け活動を展開した。

２　活動内容
◎生産技術の高度化に向けた支援
複合環境制御の取組については，法人自らが生育調査を実施し，環境データと合わせてデータ蓄積がで
きるよう指導し，県園芸振興室と連携した生産者間のトマトネットワークへの参加誘導し，適切な環境制
御が出来るよう支援した。また，複合環境制御の理解をより深めるため，大阪府立大学名誉教授の池田先
生と静岡県菊川市の三倉直己氏を招いてセミナーを開催し参加誘導を図った。
総合的病害虫管理（ＩＰＭ）の取組では，天敵の利用や防除暦作成による病害虫防除の他，現地での防
除方法を含めた病害虫防除研修会を開催した。
また，栽培終了後には，複合環境制御と総合的な病害虫管理も含めた栽培実績検討会（振り返り）を実
施し，環境と生育データなどから，課題の抽出と改善方法，来期の目標収量を設定するなど，生産技術の
高度化に向けた支援を行った。
しかしながら，栽培管理の遅れなどから，減収や病害虫発生を招いている対象もあることから，ＪＡ宮
城中央会，ＪＡいしのまきと協力し隔週で巡回指導を実施した。
◎農業生産工程管理（ＧＡＰ）の理解促進と啓発
すでに，グローバルＧＡＰを取得した（株）イグナルファームと（株）スマイルファームに対しては，
研修会の情報提供を行った。
また，ＧＡＰ取得に前向きな法人に対しては，スケジューリングや認証取得に向けた事業導入の他，民
間コンサルタントと連携した体制整備を図った。
さらに，ＧＡＰの実践に向けた理解促進を図ることを目的に研修会を開催した。

◎経営状況の把握と経営改善に向けた支援
経営課題について聞き取りを行うとともに，３カ年の決算書を基に財務分析を実施し，関係機関と経営
状況を共有した。また，経営改善を図るため，ＪＡいしのまき等の関係機関と連携し，品目毎の収支や労
務管理などの改善や課題解決に向けた支援を行った。

３　活動の成果とポイント
◎生産技術の高度化に向けた支援
対象に対しては，生育状況に合わせた環境制御が必要であることの理解を深めた上で，自ら生育調査に

先進的園芸経営体の	
課題解決に向けた支援

	 課題名	 	 先進的園芸経営体の育成
	 対　象	 	 株式会社イグナルファーム，株式会社アグリ・パレット，	
	 	 	 株式会社スマイルファーム石巻，株式会社デ・リーフデ北上

	 Ⅱ－１－⑹



49� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

石巻農業改良普及センター

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤　篤，宍戸　修，志賀紗智，鈴木俊矢，佐々木宏行
■執　 筆 　者：佐藤　篤
■協  力  機  関：石巻市，ＪＡいしのまき

取り組み，データの蓄積が行えるようになってきており，トマトネットワークに参加している他社データ
と自社データを比較することにより，生育状況が客観視できるようになっている。また，環境制御のセミ
ナー等への参加により，関心や理解が深まり積極的に環境制御装置の設定を調整する社員も見られるよう
になった。
また，防除暦作成や定期的な病害虫の発生予察，パートさんから病害虫発生情報などにより，天敵など
を含めた防除剤選定と散布実施は概ね定着しており自ら観察し考える様子が見られた。更に，研修会では
現地実演・指導を実施し，｢感水紙｣ を用いた薬剤の付着量の「見える化」を実施するなど，防除に関す
る認識の改善が図られた。
栽培実績検討会では，課題の明確化や改善事例を通して，次作へのより高い収量目標を目指す対象も出
てくるなど，意識向上に繋がった。
一方で，作業遅れや病害虫発生を招いている対象においては，関係機関と連携し定期的な巡回指導を実
施したことで改善が見られているが，今後も継続した支援が必要である。
◎生産工程管理（ＧＡＰ）の理解促進と啓発
ＧＡＰ取得に前向きな法人については，国際水準ＧＡＰ取得に向け，農場におけるリスク評価や，評価
に基づく改善のルール作りの他，帳票類の作成・整理など，民間コンサルタントの指導に基づく体制作り
の取組を支援した。法人社員においては，徐々にではあるが，改善項目を明確にしながら，具体な方法を
検討し，実践に結びつけてきており，整理整頓や表示整備の他，農機具などの危険防止の再認識が見られ，
ＧＡＰを通して，「気づき」に繋がっている様子が見られた。
一方で，ＧＡＰ認証取得の意向が見えない対象に対しては，継続的な情報提供の他，研修会への誘導を
図った。
すでに取得している対象法人においては，国際水準ＧＡＰの更新が順調に行われた。

◎経営状況の把握と経営改善に向けた支援
３カ年の財務諸表の確認により対象の経営状況を明らかにし，関係機関と状況を共有した。また，対象
法人の中には，品目毎の売上高や経費の把握が不十分であったことや，雇用管理面にも課題を抱えている
ことから，改善策の検討を行い，経理方法の改善を誘導した。
また，１対象に対しては，四半期毎の経営状況の把握を行い，栽培面と経営面の両輪で法人の運営状況
を確認するとともに，課題に関する意見交換を行うなど，改善に向けた支援を行った。

栽培実績検討会（振り返り）

　

適合基準の確認

　

改善の一歩は現状の把握から

４　対象者の意見
複合環境制御や生育調査などを通して，より高い収量を目指しています。また，農業生産工程管理（ＧＡＰ）�
を通じた社員教育や農場のルール化を模索していますので，今後とも御支援をよろしくお願いします。

石巻市・株式会社デ・リーフデ北上　代表取締役社長・鈴木嘉悦郎
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１　背景・ねらい
石巻市北村西地区の大沢，朝日，大番所の各集落では，農地整備事業を契機として平成 18年に農用地利

用改善組合と集落営農組織（特定農業団体）が設立された。地区の担い手に位置付けられている集落営農組
織等は，法人化が事業要件となっていることから，関係機関と共に法人化に向けた支援を行い，平成 28年
４月から６月にかけて３法人が設立された。
集落営農組織を母体とした農業法人は，地域農業の担い手として，稲作や農地の受け手となることが期待

されていたが，対象法人では転作を主体としており，法人経営の安定向上のためには，水稲作を含めた土地
利用型経営体への誘導や収益性の高い品目の導入など検討していく必要があった。

２　活動内容
◎農業構造，地域資源調査の実施支援
法人経営における経営の拡大や農機具等の投資計画等を検討するため，３法人構成員の年齢構成の推移

（2019 ～ 2038 年の 20年間）や機械施設等整備状況の把握，個別水稲経営の受委託状況や今後の営農の
意向等について聞き取りや調査を行った。
◎法人の中長期計画の作成支援
法人化後の経営の安定化や発展のため，３法人代表と関係機関等で打合せを定期的に行い，その後，３
法人毎にワークショップを開催し法人の現状把握，課題の抽出，目標を発言してもらい共有化を目指した。
◎法人経営の安定化支援
経営感覚向上や経営発展のためスマート農業等の研修会，アグリビジネス相談会等へ参加誘導を図った
ほか，事業継承や労務管理等にテーマを絞り法人経営研修会を開催するなど，法人構成員相互の情報共有
と共通認識のもと，経営の安定化に向けた支援を行った。
また，麦大豆等の栽培技術情報の情報提供や育苗跡地でのほうれんそう，ちぢみゆきな等の栽培支援を
行った。

３　活動の成果とポイント
◎農業構造，地域資源調査の実施支援
法人構成員の平均年齢や年齢構成の推移等を示し，労力面での検討時期の意識づけを行った。特にパラ
ダイスファーム大番所は世代交代が進んでおらず法人側でも課題と認識しており，また，大地大沢や朝日
の郷では，構成員の中には自己の経営移譲と合わせ法人内での世代交代の動きが徐々に見られ始めている。
各法人構成員における水稲の生産状況は，大地大沢や朝日の郷では，理事らが個別担い手や水稲生産組
合代表として地区内の稲作を担っているが，パラダイスファーム大番所では自己完結で稲作経営に取り組
んでおり共同作業という意識がないと感じていた。そのためワークショップでの話合いにより，営農の意
向を付加した主要機械の所有状況と更新の意向を再把握し，法人経営を持続するため継続的に話合いを行
う方向に意識が変わった。
また，大地大沢では収穫から稲わら収集等の共同作業に関心が示され，機械更新や世代交代の時期を機

ワークショップにより，	
これからの法人経営を考える

	 課題名	 	 経営の発展段階に応じた農業法人の育成
	 対　象	 	 農事組合法人大地大沢，農事組合法人朝日の郷，	
	 	 	 農事組合法人パラダイスファーム大番所
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51� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

石巻農業改良普及センター

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：鈴木　剛，田中正義，佐藤元道，小山かがみ
■執　 筆 　者：鈴木　剛
■協  力  機  関：石巻市，ＪＡいしのまき，北部地方振興事務所農業農村整備部

会と捉え，機械の所有状況と更新の意向把握を行った。
◎法人の中長期計画の作成支援
ワークショップによる３法人に共通事項として，法人経営に水稲を含めた土地利用型経営体への移行や
収益性の高い品目等の導入は，これまで個別や水稲生産組合として稲作経営を行ってきたため，今直ぐに
法人で稲作を取り入れることは難しいが，法人が地域の担い手として中間管理事業を通じた集約には，地
域の担い手として対応していく方向で共通認識が図られた。
法人毎の計画では，大地大沢は地区内生産組合が所有するミニライスセンターの機械更新の見送りと個
別担い手農家のカントリーエレベーターの利用検討を受け，収穫から稲わら収集等の共同作業と後継者へ
の世代交代や育成の時期を機会として捉え，計画を検討・実践しようという気運が高まった。
朝日の郷では，くん炭の販売額向上を目指すためアグリビジネス相談会へ誘導し，くん炭使用者や地域
を絞った販路開拓や販売促進資料の作成，家庭向け消臭剤利用等のアドバイスを受け，今後の取組を検討
している。
パラダイスファーム大番所では，法人経営は現状維持の方向であるが，転作や水稲の担い手組織として
の存続は必要との意識が確認できた。
◎法人経営の安定化支援
３法人とも大豆の販売益が主な収入構成であり，政策に影響されることから将来の経営に不安要素と
なっているため，経営感覚向上を目的とした研修会を開催した。収入時期が限られる中で資産取得に向け
た上手な資金繰り方法，また，自己の農業経営において経営移譲がみられる中で法人内部での事業継承と
労務管理や社会保険など，新たな構成員や後継者が働きやすい法人経営を目指し研修会を開催した。
園芸品目を導入している法人には，育苗跡ほうれんそう栽培にちぢみゆきな栽培を誘導し，栽培技術支
援や情報提供等を行った。

ワークショップの様子

　

ワークショップでの意見（中）とこれからのイメージ（右）

営体への移行や収益性の高い品目等の導入は，これまで個別や水稲生産組合として稲作経

営を行ってきたため，今直ぐに法人で稲作を取り入れることは難しいが，法人が地域の担
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ワークショップの様子      ワークショップでの意見（中）とこれからのイメージ（右） 

 

 

４ 対象者の意見 

 ワークショップにより，普段の話合いではなかなかでないでない本音が理事から発言され意

見が聞けた。その内容を地域資源調査や意向調査とあわせ，中長期ビジョンと将来の法人の方

向性の確認や共通認識が図られた。今後，転作の法人から水稲を取り入れた地域農業の法人と

して，これからは実績づくりに取り組んでいきたい。 

石巻市 農事組合法人大地大沢 代表理事 

 

■普及センター：石巻農業改良普及センター 

■課題チーム員：鈴木 剛，田中正義，佐藤元道，小山かがみ 

■執 筆 者：鈴木 剛 

■協力機関：石巻市，ＪＡいしのまき，北部地方振興事務所農業農村整備部 

 

 

法人経営発展のためのワークショップ（（農）大地大沢）

現 状

H28.6に法人化

○良かった点

・団結力の向上，相談相手の増加
→新しい技術の獲得（異なる方法への気づき）

・（圃場整備による）作業の効率化

・労働に対しての対価を得られる

・人が集まり，作業が楽になった（体負担減）

▲悪かった点（課題，問題点）

・経費，税金等の経費が多い
→税理士費用，法人税，社会保険等の増加

・大豆価格の低下，交付金の減少

・農業経営基盤強化準備金，利益準備金への積立

・法人経営への気持ちの入れ替えが困難
→各人で稲作等を進めてきた「生活基盤」の
切り替えと不安

→家族で何かあったときにどうするかという心配

・交付金に頼らない経営体
→構成員の潤いにつながれば

・規模拡大（余力があること，地域の基盤受け入れ）

・通年で稼ぐ複合経営体
→ほうれん草，ちぢみ菜，ブロッコリー（冬の作物）
→（事例紹介として） ネギ，たまねぎ（土地利用型園芸）

・家族で何かあったときどうする？，という準備

・外部からの雇用が1，2名必要
→集落営農ではできない外部雇用による人材確保

・若い世代へのバトンタッチ

・法人経営に先がみえない。

今後の検討項目（意見や感想から）

 法人役員が，稲作の担い手
 自ら刈り取り乾燥調製から，CE利用に移行
 個人受託の限界と法人への集約見込み

⇒農地の集約に伴う，個人受託や法人での対応
 稲わら収集と販売（野菜栽培よりは稲わら収集）

⇒稲刈りとわら集めを効率良く取り組めば，新たな
事業になるのでは

 後継者へのバトンタッチの仕方
⇒機械更新時期がタイミング？

 若い人達に嫌われない土台づくり（魅力ある法人）

ワークショップの振り返り（11/14）

9

（農）大地大沢のこれから（地域の稲作2～3年先のイメージ）

現在 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

法
人
の
取
組

稲WCS
飼料用米

地
域
の
動
き

水稲収穫，稲わら収集
等の共同作業化
（若手後継者の活用）

個別担い手農家のCE利用（予定）

法人への農地集積（見込み）

個人受託の限界感増大

大沢地区の水田面積 117ha
水稲作付け面積 74ha（H30年産）
うち法人役員の耕作面積 68ha

〃 耕作割合 90％

【イメージ】
経営の継続に向けたソフトランディング

• 農地の集約化に併せた水稲収穫作業
等の共同化

• 事業継承に向けた後継者の役割，責任
の醸成

◎農業経営改善計画 更新年（2020年）

法人経営発展のためのワークショップ（（農）大地大沢）

10

４　対象者の意見
ワークショップにより，普段の話合いではなかなかでない本音が理事から発言され意見が聞けた。その内
容を地域資源調査や意向調査とあわせ，中長期ビジョンと将来の法人の方向性の確認や共通認識が図られた。
今後，転作の法人から水稲を取り入れた地域農業の法人として，これからは実績づくりに取り組んでいきた
い。

石巻市　農事組合法人大地大沢　代表理事
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１　背景・ねらい
気仙沼市では，ほ場整備事業に合わせて被災地域農業復興総合支援事業を活用し，水稲・大豆・ねぎ・い

ちご栽培の関連施設の導入を進めている。
しかし，復旧農地での生産は不安定であり，また，新たに大面積のねぎ・いちご栽培に取り組んでいるシー

サイドファーム波路上（株）は，生産技術や経営管理が不十分な状況にある。
そこで，導入される施設・機械が円滑に利用調整され，シーサイドファーム波路上（株）の運営管理や

新たな担い手の定着が適正に行われ，地域の営農協力を進めながら震災復興に資することを目的としてプロ
ジェクト課題を展開した。

２　活動内容
◎生産技術，財務・労務管理，販売管理等の支援
生産技術面では，定期的な巡回による露地ねぎの適期作業指導及び今年から開始した施設いちごの基本
技術について指導を行った。
財務・労務管理面では，第２期決算処理の支援，第３期記帳指導及び今後の経営展開に向け，ＧＡＰに
ついての情報提供を行った。
販売管理面では，ＪＡ出荷を含め，幅広い販売チャンネルの確保に向けたリスクマネジメントに関する
助言指導を行った。
現場作業のリーダーとなる雇用就農者については，定期的な巡回の中で，必要な技術向上を図るための
指導や未来塾への参加誘導を行い，同世代の仲間づくりを支援するとともに，各種技術研修会への参加誘
導を行った。
◎地域連携による営農の展開支援
地区の水田農業の担い手である階上生産組合に対して，水稲・転作大豆の巡回指導を行った。
また，シーサイドファーム波路上（株）の決算処理と併せ，波路上機械施設管理組合の事務局運営支援
を行った。

３　活動の成果とポイント
◎生産技術，財務・労務管理，販売管理等の支援
生産技術については，定期的な巡回指導を実施した。ねぎの作付けは，計画の８ha を超える 10ha の作
付けとなったが，天候不順により適期作業ができず，生育にバラツキが生じたことから，収穫は年内に終
了せず，翌春まで継続されることになった。しかし，第３期上期の売上高は，1,400 万円（12月末現在）
であり，当初計画以上の売り上げとなった。
いちご（6,000㎡）については，育苗技術が不十分で出荷開始が 12月上旬となった。現在 60箱／日を
出荷している。
財務・労務管理面においては，ねぎが販売開始となった第２期の決算処理支援により経営内容と改善点
の明確化を図った。また，記帳支援を行ったことで，月次毎の経営状態把握に向けた棚卸等の必要性が理
解され，実施されるようになった。今後の経営展開に向け，ＧＡＰの情報提供を行い必要性についての理
解が深まった。

新規設立法人の経営安定化支援
	 課題名	 	 気仙沼階上地域の新たな農業の展開
	 対　象	 	 シーサイドファーム波路上株式会社	
	 	 	（階上生産組合，波路上機械施設管理組合）

	 Ⅱ－１－⑻



53� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

気仙沼農業改良普及センター

■普及センター：気仙沼農業改良普及センター
■課題チーム員：千葉正典，佐藤直紀，佐藤康裕，亀井克芳
■執　 筆 　者：千葉正典
■協  力  機  関：気仙沼市，ＪＡ南三陸

販売については，市場出荷に加え農場直売も開始し，今後は直売所の設置も視野に入れた販売方法を検
討することとなった。
雇用就農者と地域内の若手生産者との間で仲間づくりが促進され，各種技術研修会への参加により一定
の技術向上が図られた。
第３期から，当初目標とした経営規模となったものの，作業量に見合った労力が確保できず慢性的な労
力不足となっている。また，現場のリーダーとなり得る人材の育成が課題となったため，第４期に向け，
生産計画の作成とそれに基づき必要労力を含めた作付け検討表を作成・提示し，適切な人員配置と人材育
成を行うための作業計画作成を支援した。併せて，早期の経営安定を図るため，施設の有効活用，栽培管
理技術の向上と作業の効率化や直売所等の設置・運営，販路拡大に向けＧＡＰの取組について支援した。
◎地域連携による営農の展開支援
復旧後初の作付けとなる水稲は，土壌分析による施肥設計，坪 37株の疎植栽培など，省力低コストの
技術支援を行ったことで，坪刈り収量は 490kg/10a と平成 30年産作物統計調査の 478kg/10a を超える
収量となった。
転作大豆は，畝立て栽培や穀類乾燥調製施設の活用により，適期作業と品質向上が図られた。
波路上機械施設管理組合の事務局であるシーサイドファーム波路上（株）の人員不足により，組織運営が
課題として残ったため，シーサイドファーム波路上（株）の運営管理と併せて，気仙沼市と連携し支援する。

ねぎの培土作業

　　

いちごの育苗指導

いちごの調製指導

　　

ねぎ・いちごの直売の様子

４　対象者の意見
決算処理支援や月毎の棚卸など不慣れな経営面に対しての指導に感謝している。今後もいちご・ねぎの生
産安定に向けた継続的な技術指導に加え，シーサイドファーム波路上（株）の運営管理，社員の技術向上に
ついても引き続き支援いただきたい。

気仙沼市　シーサイドファーム波路上（株）　代表取締役
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１　背景・ねらい
丸森町では，中山間地域農業の維持を図るため，集落営農の担い手組織育成に取り組んでいる。現在，４

つの集落営農法人が設立され，そのうち３法人が大内地区に集中している。
３法人は同一地区で営農しているものの，経営内容はそれぞれで，新規品目の導入，コスト削減や人材の

育成など様々な計画や課題を抱えている。
３法人ともこれらの課題を各々の内部資源だけで解決・達成することが難しい状況にあり，地区内の他の

法人と連携した取組が必要であると考えている。しかし，これまでこのような取組を話し合う場等もなかっ
たことから，連携の足がかりをつくり，法人間の連携により各法人の経営発展を目指す。

２　活動内容
◎連携に向けた法人間協議の支援
集落営農法人支援にあたり，関係機関による連携した働きかけが必要であることから，情報の共有と役
割の確認について打合せを実施した。
各法人の現状と今後の活動を把握するため，昨年度の事業実績及び今年度の事業計画の調査を各法人に
対して実施した。
３法人による法人連携検討会を開催し共通の課題について連携による解決方法を検討した。

◎各法人の経営管理支援
事業実績及び今年度の事業計画の調査を各法人に対して実施した。また、各法人の課題である組織体制
や労務管理を整えるきっかけづくりとして，専門家による労務管理について研修会を開催した。研修会の
開催以外には，法人経営に関連する補助事業や勉強会などの情報提供を行い，経営の充実及び管理技術の
向上を促した。
◎各法人の土地利用型作物栽培支援
各法人で収入確保のため取り組んでいるツルムラサキ・ホウレンソウ・小ネギ・ネギ・ブロッコリーの
栽培指導を実施した。また , 次年度に向けた新たな栽培品目の検討を実施した。

３　活動の成果とポイント
◎連携に向けた法人間協議の支援
関係機関による打合せを実施したことにより，対象における課題の共有化と今後の取組について共有が
図ることができ，法人連携検討会開催に向けた準備を連携して実施することができた。
各法人に対して連携の必要性についてこれまでの調査結果を基に説明し，理解が得られたことから法人
連携検討会を開催した。法人連携検討会では，法人間連携の目的の理解と，各法人の情報共有（経営規模，
栽培品目，利用機械等）が図られた。また，各法人から人材，農地，機械等様々な課題があげられたが，
共通の課題として「土づくり」があげられ今後，連携することでコスト減が見込まれることから，堆肥散
布のための機械（マニアスプレッダ等）の共同利用を次年度に実施する方向となった。

集落営農の法人間連携をすすめよう！
	 課題名	 	 集落営農法人の連携による経営発展
	 対　象	 	 丸森町　大内地区集落営農法人　３法人（農事組合法人羽山の里佐野，	
	 	 	 農事組合法人伊手ファーム，農事組合法人西向ファームさく里）

	 Ⅱ－２－⑴



55� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

大河原農業改良普及センター

■普及センター：大河原農業改良普及センター
■課題チーム員：大場圭介，高田智子，高橋 忠信，川勝志保里
■執　 筆 　者：大場圭介
■協  力  機  関：丸森町，ＪＡみやぎ仙南

◎各法人の経営管理支援
各法人の現状と今後の活動を把握するため，昨年度の事業実績及び今年度の事業計画の調査を各法人に
対して実施し，調査結果は，一覧表にして，連携検討会における資料として提供し，法人同士の理解を深
めるための情報共有や作物栽培指導，経営指導に活用を図った。
各法人の課題である人材の確保と育成 , 労務管理について研修会を実施したところ , 参加者から「人材
確保の難しさを知った。」,「雇用や労務管理の決まり事や基準 , コストについて知ることができた」,「町
内で実際に雇用を行っている法人の事例を聞くことができ参考になった」など感想があげられた。人材確
保や育成の必要性を実感できたことで次年度の人材確保の取組につなげることができた。
◎各法人の土地利用型作物栽培支援
各法人を戸別に巡回し栽培指導を実施したことにより，栽培技術の習得ができ，生育も概ね順調であっ
た。一方で，労働力不足から一部作付計画の変更や作業の遅れが見られたため，連携検討会において，作
付品目の検討や労働力確保が課題として確認できたので，その対策について検討することができた。

関係機関による打合せ

　　

法人連携検討会の様子

労務管理研修会

　　

栽培巡回指導

４　対象者の意見
連携が定着し安定した経営ができるまで時間がかかることが想像されるため継続した支援を期待する。今
後も，町など関係機関と協力しつつ，経営に役立つ指導をお願いしたい。

丸森町・大内地区集落営農法人　３法人・役員
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１　背景・ねらい
加美町西部薬莱山の南東の麓に位置する東鹿原集落は総世帯数 92戸，農家戸数 64戸の中山間地帯に位

置する集落である。地域の営農は平成 19年３月に設立された東鹿原集落営農組合（組合員数 49人）が担っ
ているが，組合員の平均年齢は 64歳と高齢化が進んでおり，地域の農地の荒廃を防ぎ後代へ継承していく
ため，組合員の一部に法人化に向けた動きが出てきている。当該地区では平成 27年度にほ場整備事業が採
択され，平成 32年度の完了に向け現在工事が進められているが，これまでは水稲の作付けがほとんどで，
収益性の高い園芸作物の経済栽培は行われていない。また，至近に郡内で最も集客力のある観光施設や大型
の直売所があることから，高収益作物の生産，販売やグリーン・ツーリズムなどによる都市部との交流の拡
大により集落の活性化が期待できる。一方で，近年イノシシを中心とした鳥獣害の発生が問題となっており，
安定した営農を維持していくためには鳥獣害対策が喫緊の課題となっている。

２　活動内容
◎地域営農体制の構築と担い手育成
集落に適した営農体系のあり方を検討するため，関係機関を交えた話し合いや専門家による研修会，類
似の立地条件に設立された先行法人への視察研修を実施した。
また，農業農村整備部や農業会議主催の研修会への参加誘導を行った。

◎高収益作物の栽培定着
ＪＡ加美よつばと普及センター共催で高収益作物導入に向けた研修会を開催し，新規に栽培する作物の
検討を行った。ＪＡでは加工用野菜の栽培を推奨していることや中山間の立地条件を活かした作物の導入
が有利販売に結びつくと考えられることから，約６ａのほ場において春作にはたまねぎ，秋作にはだいこ
んの試験栽培を行うこととした。
春作，秋作ともＪＡと連携のもと土壌診断，播種育苗，病害虫防除，作柄検討など技術的な支援を行った。

◎中山間地域の資源を活かした集落の活性化
グリーン・ツーリズム等都市部との交流を図るためには，まず自集落の資源の整理を行う必要があるこ
とから，専門家による研修会「東鹿原の魅力再発見」を開催し，集落資源の再確認を行った。
◎集落ぐるみで実践する鳥獣害対策　
当地区では平成 29年以降，町の補助により電気柵やメッシュ柵を設置しており，平成 30年度設置分
と併せ電気柵 8,651 ｍ，ワイヤーメッシュ柵 880 ｍが設置され，総延長は 9,531 ｍとなっている。
柵の設置及び設置後の管理について，加美町と共に指導・点検を行った。電線の設置高の調整や雑草に
よる漏電などの改善を促すとともに，定期的に被害状況の確認を行った。
また，鳥獣による被害を防ぐためには，非農家を含む集落ぐるみの取組が必要となることから，注意喚
起資料を作成し行政区長を通じて非農家を含む集落全戸に配布した。

３　活動の成果とポイント
◎地域営農体制の構築と担い手育成
県担い手育成総合支援協議会の専門家派遣事業により委嘱専門家による勉強会を開催し，いわゆるオペ
レーター型とぐるみ型双方の特徴について検討を行うとともに，丸森町にある同様な立地条件にある中山

活力ある中山間集落の実現に向けて
	 課題名	 	 中山間集落の活性化を支える地域営農体制の構築
	 対　象	 	 東鹿原集落営農組合　49戸

	 Ⅱ－２－⑵



57� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

大崎農業改良普及センター

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：小林雅文，大友一博，佐藤敏昭，小野寺康子，千葉和義
■執　 筆 　者：小林雅文
■協  力  機  関： 加美町，加美町担い手支援センター，JA加美よつば，加美郡西部土地改良区，
　　　　　　　　加美町グリーン・ツーリズム推進会議，北部地方振興事務所農業農村整備部

間地帯の法人経営を視察し，法人の運営や経営について情報収集を行った。これらの検討結果を踏まえ，
営農組合員のうち中心的な５名によりオペレーター型の法人を立ち上げる方向で進んでいる。
◎高収益作物の栽培定着
春作のたまねぎについては，管内農業法人からの購入苗を４月４日に定植し７月 21日に収穫を行った。
初の取組となる共同での野菜栽培であったが，地域の標準的な収量が収穫され，品質も上々であった。
秋作のだいこんについては，８月 14日に播種，11月 15 日に収穫を行った。栽培期間中カブラハバチ
やキスジノミハムシの発生が見られたが，適切な防除が実施され加工用としては十分な品質となった。収
量も標準の約２倍となる 10ａ当たり 10ｔとなった。
２作とも良好な結果が得られたことから，今後の野菜作への意欲が高まり，平成 31年春作のたまねぎ
については育苗も自ら行っている。次年度は試験栽培の面積をこれまでの約２倍の 12ａに拡大する計画
である。
◎中山間地域の資源を活かした集落の活性化
ワークショップの内容をもとに都市部との交流の準備として , まず受入側がすべきことや集落資源の再
整理を行い，今後に向け計画を進めている。
◎集落ぐるみで実践する鳥獣害対策
水田への侵入や畦畔の掘り起こし等の被害状況調査を随時行ったが，柵内部への侵入や作物への被害は
認められなかった。

春たまねぎの定植

　

秋作の検討

　

ワークショップ

先進地視察研修

　

電気柵点検

　

育苗状況確認

４　対象者の意見
平成 31年度末に法人を立ち上げる計画となっているので，その準備等支援をお願いするとともに，軌道
に乗ってきた高収益作物栽培についても引き続き支援をお願いしたい。

加美町　東鹿原集落営農組合長
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１　背景・ねらい	
美里町では，平成 19年度に開始された品目横断的経営安定対策に加入するため 34組織の集落営農組織

が設立された。しかし，任意組織である営農組織は経営基盤が脆弱であり，また，経営所得安定対策や農地
中間管理事業等の国の制度・事業を活用するためにも法人化が必要であることから美里町では町単独の「集
落営農組織の法人経営加速化支援（実践型）事業」により営農組織の法人化を推進している。
中田営農生産組合は，組合員 30 名で平成 18 年に設立され，主食用米 51ha，大豆 21ha 等を事業とし，

平成 30年度の法人化を目指してきたが「地域の同意を得ていない」「法人化する具体的な手順を把握して
いない」等の意見があり，法人化が前進していなかった。和多田沼営農生産組合は，組合員 66名で平成 18
年に設立され，主食用米 97ha，飼料用米 3ha，小麦大豆２毛作等 38.5ha，飼料作物 18ha 等を事業とし，
平成 29年度に町単独事業を活用して，同 10月に発起人会が設立され法人化を進めてきたが，法人化に向
け取組むべき内容の整理が十分にできていない状況となっていた。

２　活動内容
◎農事組合法人の設立に向けた支援
　和多田沼営農生産組合
今年度は，２回の専門家派遣を含めて 16回の発起人会を開催を誘導し，その都度，美里町が作成した「美
里メソッド※」を活用しながら，事業内容や経営方法，収支計画，役割分担等を整理しながら法人化を支
援した。※美里町が作成した法人化の手引き・方法
　中田営農生産組合
代表者等に働きかけ，法人化に向けた手順の整理等を行うため，発起人会の設立を誘導した。その後発
起人会の定期的な開催を誘導し，事業内容や経営方法，収支計画，役割分担等々を美里メソッドを活用し
て支援した。その結果を踏まえ，組合員の賛同を得るための資料作成（事業内容，法人と組合員の関係等）
や組合員への説明会開催等について支援した。

３　活動の成果とポイント
◎農事組合法人の設立に向けた支援
　効率的・効果的な話し合い「美里メソッド」の活用
法人化支援の活動を行ってきた結果，中田
営農生産組合は，９月３日に 18 名で「農事
組合法人中田アグリ」を設立し，和多田沼営
農生産組合は，９月５日に 20 名で「農事組
合法人和多田沼」を設立することができた。
法人化の支援にあたっては，「美里メソッ
ド」を活用し，法人化の準備に向けた進捗状
況を視覚化することによって，法人化に向け
た発起人のモチベーションの維持と効率的な
話し合いを実施することができた。

地域のモデル経営体に集落営農組織の法人化！
	 課題名	 	 地域農業の維持・発展に向けた集落営農組織の法人化
	 対　象	 	 和多田沼営農生産組合（美里町），中田営農生産組合（美里町）

	 Ⅱ－２－⑶

タスク管理表（話し合い検討表）



59� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

美里農業改良普及センター

■普及センター：美里農業改良普及センター
■課題チーム員：横田善尚，平　智文，伊藤　愛
■執　 筆 　者：平　智文
■協  力  機  関：美里町，JAみどりの

　町，ＪＡ等との連携
町，ＪＡと美里メソッドにより進捗状況を定期的に確認しながら支援を行った。また，担い手協の専門
家派遣を活用し，営農組織から移譲する機械の税務相談等についてアドバイスを頂いたことでスムーズに
進められた。
　合意形成のための説明会資料作成
話し合いの結果を整理し，営農組合員向けの法人化説明資料を作成することにより，法人への参画，農
地の集積（利用権設定）の誘導ができた。中田営農生産組合の集積率は約 55％であったが，法人に参画
しない組合員との土地利用調整も図られ，法人化後もブロックローテーションによる転作が可能となった。
和多田沼生産組合においても同様に法人に参画しない組合員との土地利用調整が図られている。

営農組織の組合員向け説明会資料の内容の培土作業

（農）中田アグリ 設立総会

　　

（農）和多田沼 設立総会

　【波及効果】
美里町内の営農組織７組織から法人化に向けての勉強会開催の要望があり , うち１組織は発起人会が発
足され平成 31年６月の法人化を目標に検討会を重ねている。また，近隣の涌谷町においても３組織から
勉強会の要望がある。うち１組織は発起人会発足へと発展し , その運営についての支援が要望されている
ことから，関係機関とともに支援を進めている。

４　対象者の意見
組合員の合意を得て９月３日に法人設立することができ，大変満足しています。また，転作関係の補助
事業活用においてもアドバイス頂き感謝しています。　

（農）中田アグリ　代表理事



明日へのアグリロード60

１　背景・ねらい
川崎町古関地区では農家の高齢化・リタイヤによる耕作放棄地が増加傾向にある。
地区内には川崎町の特産物のそばを生産する「みちのくそば生産組合」が所在し，地区内をはじめ町内全

域のそば生産を担っているが，排水不良や受粉率の低下等により収量は安定していない。また，地区では，
ほ場整備事業導入に向けた地域営農ビジョン策定のため，平成 30年度から地域内での話し合いや意向調査
等が始まる予定であり，地域農業を維持するための検討が必要な状況にある。

２　活動内容
◎そば栽培の安定化支援
「そば」の安定生産に向けて，低収要因の一つに挙げられている「受粉率の低下（訪花昆虫の減少等）」
について，物理的人工授粉の取組を支援し，収量の向上と安定生産を図った。物理的人工授粉の手段とし
て，ブームスプレーヤを活用した授粉用具の改良・試作を行い，夏そば，秋そばそれぞれに実証区を設け
て走行試験を実施した。
◎地域営農システム構築支援
町と連携して，地区住民全戸に対する，営農意向調査・アンケート調査を実施した。集計結果について
関係者間で検討を行い，対象地区構成員の営農に関する意向について共有化を図った。アンケート実施以
降，定期的な勉強会を開催し，法人化に向けた意識の向上と組織イメージの共有化を図った。

３　活動の成果とポイント
◎そば栽培の安定化支援
物理的人工受粉作業試験（ブームスプレーヤを活用した授粉用具の試作・改良・走行試験）につい
て，夏そばの試験で試作した用具は，授粉具が水分を含んで重くなりアームに負荷がかかる事が判明し
たため，秋そばでは生産者と一緒に改良を行い，アームへの負荷を軽減する材質を用いた改良版を作成
し，走行試験を行った。この結果，試験区での収量増加が図られ，試験区の調整後収量（一等）は，夏
そば 38.5kg/10a，秋そば 39kg/10a と目標の 40kg/10a に近づける事が出来た。うち増収分は，夏そば
10kg/10a，秋そば 7kg/10a と計算された。増収要因を検討した結果，人工授粉作業により作業を行った
開花盛期の花がほぼ同時に受粉が行われ，収穫適期が揃ったものと考えられた。これらの取り組みにより
組合員のそば安定生産に関する意識がより向上した。対象者の評価も上々であり，次年度は最適な作業タ
イミング，排水対策について検討することとなった。
◎地域営農システム構築支援
町と連携し，地区住民全戸に対し「営農意向調査（アンケート調査）」を実施した。集計計結果をもと
に関係者間で検討する場を設け，地区の営農に関する意向の共有化を図った。
調査結果等をもとに，地区の代表者で構成される「ほ場整備事業推進協議会役員会」において集落営農
システムに関する検討と勉強会を重ねた結果，集落営農組合（農業生産法人）を設立していく事で意見が
集約された。なお，組合設立に当たっては，「ぐるみ型」「オペレータ型」等の組織イメージ，各役員が希

法人化に向けて「見える化」で	
組織イメージの共有を

	 課題名	 	 そば生産を核とした集落営農システムの構築
	 対　象	 	 川崎町古関地区（圃場整備予定地区）	　33戸

	 Ⅱ－３－⑴



61� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

大河原農業改良普及センター

■普及センター：大河原農業改良普及センター
■課題チーム員：稲生栄子，渋谷智行，加藤秀逸，丹野さやか
■執　 筆 　者：稲生栄子
■協  力  機  関：川崎町

望する組織体系等を模式図として視覚化しながら示し，また，将来の営農計画等についても具体的な品目・
収支等を示して検討を行った。これにより協議会役員（11名）の法人化についてのイメージが統一され，
話し合いをまとめることが出来た。
なお，今後も法人化に向けた自主的な勉強会の開催を支援していく。

夏そばでの走行試験

　

受粉用具の製作風景

　

秋そばでの走行試験

生き物調査

　　

会議開催風景

４　対象者の意見
ミツバチを導入したほ場も含め，明らかに人工授粉作業を行った圃場の収量が高かった。次年度もまた改

良を加えてぜひ実施したい。　
みちのくそば生産組合　組合員

組織図，経営シミュレーション等，視覚化でイメージが共有されたのはよかった。今後，法人化に向けた
勉強をしていかなければならないので引き続き支援をお願いしたい。

古関地区ほ場整備事業推進協議会　会員



明日へのアグリロード62

１　背景・ねらい
仙台西部地域は水稲，大豆，野菜・果樹の園芸等，多様な農業が展開されている。その一方で，鳥獣被害

も深刻であり，生産者の生産意欲が削がれる要因の一つとなっている。このような状況でありながら，ワイ
ヤーメッシュ等の防護柵や電気柵の設置など集落ぐるみの対策や維持管理が行なわれており，集落で営農を
継続するための取組が進められている。
根白石地区では，ＪＡ仙台管内の西部地域における園芸振興の一環として，水田活用を目的とした仙台西

部水田園芸部会の設立や地区女性部によるカラーミニトマトの栽培など，園芸作物栽培が盛り上がりを見せ
ようとしている。
そこで，根白石地区の園芸振興に向けて園芸栽培に取り組む生産者に対して鳥獣被害対策も合わせて支援

した。

２　活動内容
◎カラーミニトマトの生産拡大と栽培技術の向上支援
対象者はプロジェクト活動開始前年度もカラーミニトマト栽培に取り組んだが，土壌病害の発生により
収穫が本格的に始まる前に枯れてしまい，収穫がほぼ皆無であった。そこで，作付け前の土壌を採取し，
土壌分析に基づく施肥設計の考え方と酸度の矯正を指導するとともに接ぎ木苗の導入を検討した。カラー
ミニトマトの栽培には，収穫までできるだけ労力をかけずに管理できるソバージュ栽培法を導入した。栽
培期間中は随時，対象者に対し個別巡回指導を行った。定植前の６月上旬に，定植方法とその後の肥培管
理，病害虫管理を含めた栽培講習会を開催した。また，収穫期を迎える８月直前には，先進地視察として
山元町の生産組織の視察研修会を開催した。栽培終了後の 12月には，栽培の反省を兼ねた実績検討会を
開催した。
◎生産者が実践できる鳥獣対策への取り組み支援
栽培技術等の巡回指導時にあわせて，鳥獣の出没状況や対応の状況など，現状でおこなっている鳥獣対
策の現状について聞き取り調査を実施した。また，７月上旬には西部中山間地域を対象に開催されたイノ
シシ対策用の電気柵設置研修会への参加を誘導した。１月中旬にはワイヤーメッシュ柵等の鳥獣被害対策
について，蔵王町内での取組を視察する研修会への参加を誘導した。

３　活動の成果とポイント
◎カラーミニトマトの生産拡大と栽培技術の向上支援
土壌酸度の矯正と接ぎ木苗を導入したことにより，前年度に発生した病気は見られず，今作では収穫を
最後まで行うことができた。
ソバージュ栽培は通常のミニトマトの栽培管理と異なるので，栽培講習会と定期的な巡回指導を農協職
員と連携しながら行い，基本技術を徹底して指導した結果，対象者は定植から収穫前の管理を的確に判断
して進めることができた。また，収穫前に先進地視察研修会を開催したことにより，収穫のタイミングや
注意点を先進生産者と情報交換することができ，対象者自身の収穫作業の参考となった。収穫時期の追肥
のタイミングや病害虫防除に関しては適宜，巡回指導時に栽培技術情報を提供したことで適切な時期に管
理を進めることができていた。

中山間地域の園芸栽培活性化を目指して
	 課題名	 	 多様な担い手による園芸を軸とした中山間地域農業の実現
	 対　象	 	 仙台西部根白石地区生産者４人

	 Ⅱ－３－⑵



63� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

仙台農業改良普及センター

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：鈴木智貴，泉澤弘子，佐藤郁子，佐藤秀俊，漆山裕子，服部信次
■執　 筆 　者：鈴木智貴
■協  力  機  関：ＪＡ仙台，仙台市

カラーミニトマトの特徴は多様な果皮色であるが，夏場の高温により果皮の色味が十分出ないものもあ
り，品質面で出荷量を落とす結果となった。それでも，今年度の実収量は対象者平均で 320kg/a となり，
目標収量を上回る結果を得ることができた。
一方で，日々のかん水等の水管理については頻度や量が分かりにくい部分があり，指導が行き届かなかっ
たことが反省点である。
２月には平成 31年作に向けた栽培講習会を農協とともに開催し，今年度カラーミニトマトを栽培した
生産者の実績を踏まえた栽培計画を立てた。今回の実績をうけて，新たに栽培に取り組もうとする生産者
が増える見込みであり，地区への広がりも見せている。
◎生産者が実践できる鳥獣対策への取り組み支援
対象者の保有農地及び自宅周辺は主にイノシシが出没し，クマも度々出没して農作物に被害を及ぼして
いる。巡回指導時には鳥獣被害の状況や現状対策を聞き取りながら適切なアドバイスをすることでより効
果的な対策を習得できた。
仙台西部中山間地を対象とした普及センター主催のイノシシ対策用の電気柵の設置研修会において，イ
ノシシの生態に基づいた電気柵の設置の仕方や注意すべき点を学んでもらうことができた。
先進地視察では，蔵王町役場職員から説明をもらい，ワイヤーメッシュ柵の設置状況や鳥獣被害対策に
ついて学び，柵設置後のメンテナンスや集落としての管理の仕方など，鳥獣被害対策を集落で取り組む姿
勢が重要であることに改めて気付くことができた。
また，今年度栽培をおこなったカラーミニトマトについては，周辺でイノシシが頻繁に出没していたに
も関わらず，被害を受けなかったと対象者が話しており，鳥獣被害を受けにくい可能性があるので，今後
の中山間地域における鳥獣被害対策を進めるうえでも期待される。

栽培講習会の様子

　

カラーミニトマトの視察

　

巡回指導の様子

実績検討会の様子

　

鳥獣被害対策の視察

　

電気柵設置研修会

４　対象者の意見
カラーミニトマトの栽培では病気の発生もなく，収穫まで無事に終えることができました。鳥獣被害につ
いても個別の対策から集落での対策についても勉強になりました。来年もご指導よろしくお願いします。

仙台市・カラーミニトマト生産者



明日へのアグリロード64

１　背景・ねらい
大崎市岩出山地域では，担い手の高齢化や減少等の中山間地域に共通する課題がある中，地域の農業者や

法人が協力して園芸振興に取り組む機運が高まっており，平成 29年度から集客力の大きい直売所向けの「花
き類」及び豊富な湧き水を活用した「せり」の生産拡大に向けた新たな取組が始まった。しかし，新規に取
り組む経験の浅い生産者が多いため，早期の生産安定に向けて基本的な栽培技術の習得や地域に適した栽培
方法の検討，消費者ニーズに対応した計画的な生産・出荷体系の確立等が課題となっている。そこで，「あ・ら・
伊達な道の駅花卉部会」及び「岩出山地域のせり生産者」を対象としてプロジェクトを展開し，平成 30年
度は「露地ぎく」及び「せり」の栽培技術習得と出荷販売力の向上に向けた支援を行った。

２　活動内容
◎基本的栽培技術の習得に向けた支援
管理作業時期別の栽培講習会の開催や個別巡回を実施し，技術習得を支援した。花卉部会に対し，盆・
秋彼岸向け露地ぎくのほ場管理（病害虫防除・摘心・整枝・摘蕾等）技術及び親株・育苗管理技術習得に
向けた支援を行った。また，せり生産者に対しては，親株確保・養成技術，種せりの蒸し込み（発酵・切
り返し・かん水）技術，定植と管理（播種・水管理・病害虫防除）技術の習得に向けた支援を行った。
◎岩出山地域に適した品種・栽培方法の検討
花卉部会員のほ場にて，盆出荷用 25系統，秋彼岸出荷用 21系統のパテントのないきく類の品種比較
試験を実施し，岩出山地域での需要期に開花が合う品種を検討した。また，せり生産ほ場にて，県育成中
の新系統の試作や２種類の親株管理方式の比較試験を実施し，岩出山地域での営農体系に適した栽培方法
を検討した。
◎出荷・販売力の向上に向けた支援
出荷目揃え会及び出荷反省会を開催し，商品品質の向上や目標の明確化を図り生産者と共有した。また，
花き類の消費者ニーズを把握するため，道の駅において消費者アンケート調査を２回実施したほか，部会
員らの商品開発技術の向上及び集客に向けたイベント開催手法の習得を目指して「岩出山産花きを活かし
たハンギングバスケット作りワークショップ」を開催した。さらに，せりの収穫・出荷調製作業の効率化
を図るため，作業環境や効率について，課題の洗い出し，共有化を行った。

３　活動の成果とポイント
◎基本的栽培技術の習得に向けた支援
時期別・管理作業別の技術習得支援により，露地ぎく及びせりの年間管理作業体系について理解が深ま
り，栽培技術の向上が見られた。きく類の販売額は前年の約 1.5 倍となるとともに，８月に道の駅で実施
した購入者 55名に対するアンケート調査において 98％から満足との回答が得られた。
また，せり栽培では良質な種せり確保に向けた取組により，必要な量の種せりを確保・定植することが
でき，販売額は前年の約 3.7 倍となった。

地域の強みを活かした中山間地域の	
園芸振興

	 課題名	 	 地域資源を活用した中山間地域での園芸品目の生産拡大
	 対　象	 	 あ・ら・伊達な道の駅花卉部会（25戸）
	 	 	 大崎市岩出山地域せり生産者（１戸，１法人）
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大崎農業改良普及センター

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：水戸裕也，小野寺康子，石川志保，猪苗代翔太，門間陽一，渡邊雅弘
■執　 筆 　者：水戸裕也
■協  力  機  関：ＪＡいわでやま，株式会社池月道の駅，大崎市，株式会社石巻青果

◎岩出山地域に適した品種・栽培方法の検討
開花期調査結果から需要期に開花が合うと考えられた盆出荷用16系統，秋彼岸出荷用16系統を選定し，
次年度も継続して比較試験を実施することとした。
また，せりにおいても親株管理方法の比較試験により，営農体系に適した管理方法を選定し，次年度か
ら実践することとした。それぞれの比較試験の実施により，生産者らは生育や開花早晩，ランナー発生数
等の違いを認識し，需要に合った計画出荷に向けた品種や栽培方法選定の重要性について理解を深めた。
◎出荷・販売力の向上に向けた支援
出荷目揃え会を実施したことにより，商品の品質向上が見られたほか，反省会により次年度に向けた目
標の明確化と共有が図られた。花卉部会を対象とした目揃え会では，今年度行った消費者アンケートの結
果や盆・秋彼岸期間の日別販売実績の分析結果をふまえた採花の重要性や花束作成のポイント及び出荷す
べきタイミング等について改めて確認し，需要を意識した出荷に対する認識が高まった。
また，ワークショップを開催したことにより，これまでには店頭に並んでいなかったハンギングバスケッ
トや寄せ植えの販売がみられるようになった。さらに，部会員自ら加工品のワークショップを企画・開催
するなど，岩出山産花きを活かした新たな商品開発や集客イベント開催に向けた意欲の高まりが見られた。
一方，せりの収穫・出荷調製作業の効率化に向けて，ヒトとモノの動線・作業時間を確認したほか，作
業負担の軽減を図るため，作業負担評価ソフトを用いて現状の作業姿勢について評価し，軽労化に向けた
改善方向を検討した。

露地ぎく栽培講習会

　

盆・秋彼岸出荷反省会

　

せり出荷目揃え会

４　対象者の意見
わかりやすくまとめたテキストや指導のおかげで，立派なきくを作ることができ，経営の中に新たに「き
く作り・販売」が加わりました。
また，自分たちが栽培した花を活用できるハンギングバスケット教室であったり，多様できめ細かい指導
をしていただき，新しい知識を得ると同時にチャレンジする気持ちを与えていただきました。技術としてしっ
かり身につくまで，引き続き指導をお願いしたい。

大崎市　あ・ら・伊達な道の駅花卉部会



明日へのアグリロード66

１　背景・ねらい
沼田・八木地区農地整備事業（H28～ 33，受益面積 59ha）では，平成 33年度の事業完了に向けて担い

手に約７割を集積する目標である。そのうち八木地区では，基盤整備関連経営体育成等促進計画において，
八木営農組合を母体とした担い手法人を設立し，農地約 22ha を集積することとしている。
八木営農組合（構成員数 46人，経営面積 50ha（うち整備地区内 22.8ha））は，平成 19年設立の集落ぐ

るみ型組織であり，枝番管理により運営されている。これまでも法人設立に向けた研修会等には参加してき
ているが，具体的な集落の将来像については未検討となっていた。
農用地利用改善組合の定める特定農用地利用規程が平成 28年度末で失効したが，栗原市の新たな認定（平

成 29年 3月）により，八木営農組合は平成 33年度中の法人化を目標とする任意組合として継続している。
八木営農組合では法人設立準備委員会（以下，準備委員会）を設立し，集落での法人の位置づけや法人形

態等の具体的内容を検討中である。
八木営農組合は，組合組織としての転作の取組経験がほとんどなく，農地整備に関する事前転作でもイネ

科牧草を作付（収穫は畜産農家）しているだけであり，今後，法人経営を行う上では，より収益性の高い品
目を導入する必要がある。

２　活動内容
◎将来ビジョンの策定
集落営農組合からの法人設立に向けて，八木地区の営農に関する将来像を明確化するため，将来ビジョ
ン検討会の開催を支援すると共に，設立後の営農に関する意見や協力を得やすくするため，集落の女性の
参加について特に力を入れるよう誘導した。
◎法人設立に向けた検討
定期的な検討機会を設けることを提案して月例の準備委員会開催を誘導した。準備委員会の効率的な運
営に資するため会議次第様式を提供し，併せて，法人設立時期を仮設定し，それに向けた準備委員会等検
討スケジュールを作成するよう支援した。
準備委員会では検討スケジュールに従い，平成 19年からの八木営農組合の実績評価や八木地区の経営
資源調査，活動状況を周知するための準備委員会だより作成，八木地区の営農に関する将来ビジョン検討
会の開催と意見のとりまとめ，農業経営相談所重点対象の申請と専門家派遣，先進地視察研修，法人像具
体化のための事業目論見書の作成を行っており，それらの実施について支援を行った。
◎新規営農品目の導入
平成 31年度からの新規営農品目導入を目指し，水田転作に関する営農品目の情報提供や研修会等への
参加誘導，先進事例視察研修先の選定支援等を行った。

３　活動の成果とポイント
◎将来ビジョンの策定
将来ビジョン検討会は集落の女性８人を含む 22人が参加してワークショップ形式で開催することがで
きた。参加者は，農地・農作業・ひと・もの，のテーマごとに４班に分かれて意見を出し合い，示された
意見は各班毎にとりまとめ，代表者から発表することで，参加者で共有できた。その後に開催された準備

集落営農組織の法人化に向けた	
将来像の検討

	 課題名	 	 農地整備を契機とした集落営農モデルの再構築
	 対　象	 	 八木営農組合役員11人（管内集落営農組合36経営体）
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栗原農業改良普及センター

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：三上雄史，鹿野裕志，寺島英樹，早坂浩志，宮本武彰
■執　 筆 　者：三上雄史
■協  力  機  関： 栗原市（栗原市農業経営・生産対策推進会議等での情報共有・連携），
　　　　　　　　ＪＡ栗っこ（集落営農組織連絡協議会等），
　　　　　　　　農業農村整備部・迫川上流土地改良区（農地集積戦略会議等）

委員会で各班の意見を整理して将来ビジョン原案としてとりまとめ，準備委員会だよりで集落内に周知し
た。さらに，事業目論見書案における法人化の目的や理念等にも活用することができた。
◎法人設立に向けた検討
始めに法人設立を平成 31年８月に仮設定した検討スケジュールを作成したことで検討作業の進捗に目
安が生まれ，土地改良区や農業農村整備部，普及センター等の関係機関の支援する準備委員会が月例で開
催（必要に応じてその合間にも準備委員のみでも開催）された。
年度前半では現状の把握に関する作業を行い，八木営農組合の実績評価として平成 19年からの経営収
支をとりまとめると共に，組合員単位の耕地面積や農業施設・機械の所有状況，農業従事者の有無等の八
木集落における経営資源の調査・とりまとめを行い，その後の法人像の具体化のための基礎資料を得るこ
とができた。
年度後半では法人像の具体化に関する作業を行い，始めに将来ビジョンの検討により法人の方向性を定
め，さらに，農業経営相談所の専門家（税理士）派遣により法人設立に関する税務を中心とした疑問点の
解消，先進事例としての農事組合法人下高城ふぁあむへの視察研修により農業法人の経営実態の理解が進
んでおり，目標とする法人像が固まりつつある。さらに，これらの活動について準備委員会だよりに記載
し，集落内への情報共有を図っている。
さらに，これまでの検討結果を元に，年度末に向けて事業目論見書案の作成を進めている。

◎新規営農品目の導入
過去の営農組合の経営収支の実績等により，今後の法人経営において転作品目の選定が重要であること
を把握することができた。これにより，加工用ばれいしょを始めとした研修会等にも積極的に参加し，導
入の可能性等について検討するようになった。また，視察した農事組合法人下高城ふぁあむでは，転作作
物として，加工用米（もち），輸出用米（げんきまる），大豆，ごぼう，えごま，だいこんを栽培していたが，
それらの栽培規模は，ほ場条件やブロックローテーション，連作障害等を考慮し，対応できる労働力に見
合ったものとなっており，営農品目を選定する際の考え方について理解が進んだ。
次年度に向けては八木営農組合での取組となるが，農地整備事業に関する事後転作で飼料用イネを，法
人設立後に向けた基幹転作作物候補の大豆を，それぞれ新規に作付けする計画となっていることから，年
度末に向けてこれらの作業体系の検討や，機械面・労働力面での事前の準備を進めている。さらに，法人
化後の営農品目の候補として加工用ばれいしょを考えており，次年度は栽培事例の視察等による継続検討
を予定している。

ワークショップ

　

先進地視察研修会

　

ばれいしょ導入勉強会

４　対象者の意見
八木営農組合の法人化に向けた継続的な支援はありがたい。次年度も引き続き支援をお願いしたい。

栗原市若柳・八木営農組合 組合長
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１　背景・ねらい
高齢化が進む典型的な中山間地域である栗原市花山地区には，古くから栽培されてきた小果樹「ふさすぐ

り」がある。ふさすぐりは，収穫調製の手間等の課題があるものの，新商品等の開発やブランド化で付加価
値を高めることにより，生産・加工・販売意欲の向上が図られ，遊休未利用農地対策の一つにもなりうる可
能性がある。
そこで，ふさすぐりの生産振興をきっかけとして，中山間地農業が維持・活性化されるモデルの構築を目

指した。

２　活動内容
◎ふさすぐりの収量向上
生育調査や収量調査により生育データを蓄積するとともに，生産の現状を把握するため，栽培者や園地
の調査を行った。せん定講習会開催により収量向上に向けた樹形改善を図ったほか，新規栽培者の掘り起
こしに努めた。
◎ふさすぐりの新商品又は新規用途開発，販路開拓
生産者や加工取組者を対象に，商品開発や地域ブランディングの専門アドバイザーを派遣し，知識や意
欲の向上を図った。
ふさすぐりの需要調査のため，実需者へのサンプル配布・求評を行った。また，実需者の現地招聘等を
行った。
◎地域連携によるふさすぐりのＰＲ活動
生産拡大のネックである収穫時の人手不足解消を図る手立てとして，仙台からの収穫応援バスツアーを
開催した。また，一迫商業高校のデュアルシステム（企業体験学習）と連携し，収穫応援や加工品の試作
等を行った。生産者や関係者のふさすぐり振興に向けた気運を高めるため，中山間地活性化の講演とふさ
すぐり料理の試食会を開催したほか，ふさすぐりのロゴマークを作成した。基本的栄養成分の把握や機能
性・優位性を訴求する裏付け資料として，栄養成分の分析を行った。

３　活動の成果とポイント
◎ふさすぐりの収量向上
花山・一迫地区で新たに９６本を植栽した。生育調査は５，６月に２か所のほ場で５回実施し，６月下
旬には収量や果実品質等を調査した。冬季はせん定講習会を開催し，欠席者へのフォローアップも行った。
収穫開始は植栽から２年目以降となるが，生産量や収量の確保に向けた体制が整いつつあり，次年度新規
に栽培を希望する者も出てきている。
◎ふさすぐりの新商品又は新規用途開発，販路開拓
アドバイザー派遣には生産者や加工取組者，関係者が参加し，加工品開発の知識やブランディング手法
を研修した。また，道の駅「路田里はなやま」でのふさすぐりソフトクリーム開発を支援し，2019 年春
からの販売を予定している。
アドバイザーの助言や実需者へのサンプル配付・求評（栗原市内及び仙台市内の洋菓子店等５か所）結

中山間地農業の持続可能な	
活性化モデル構築を目指して

	 課題名	 	 中山間地域における小果樹の生産性向上及び新商品開発
	 対　象	 	 小果樹類生産者６経営体，ドリームファーム岩下構成員６人
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栗原農業改良普及センター

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：寺島英樹，門脇正好，佐々木圭悦，小野寺伸也，佐藤英典，内藤秀哉
■執　 筆 　者：寺島英樹
■協  力  機  関：栗原市農林振興部農業政策課６次産業・ブランド推進係（補助事業導入等支援），
　　　　　　　　栗原市企画部定住戦略室及び（一社）はなやまネットワーク（移住・定住，都市農村交流支援），
　　　　　　　　農業・園芸総合研究所（栽培指導・販路拡大支援）

果等から，一定の生果需要があることを確認。農業・園芸総合研究所の紹介による東京の果物卸業者や，
仙台市内で店舗展開する洋菓子店オーナーを現地に招聘して栽培状況等を確認してもらい，新たな販路と
して取引が始まった（２社）。生果出荷では，輸入品との価格差もあり，これまでの域内流通価格の 2.5
～５倍の単価での販売が可能となった。また，従来はジャム等への加工を前提として粒穫り・洗浄を行っ
ていたが，房穫り・パック詰めとなったことで労働生産性が大幅に向上した。
◎地域連携によるふさすぐりのＰＲ活動
「花山のふさすぐり収穫応援と加工体験バスツアー」には，主に仙台市内から農業・園芸総合研究所の「農
産物に関する消費者モニター」や農大生等総勢 20名が参加。暑い中，３か所のほ場に分かれて１時間で
１人あたり約 1.3 ｋｇを収穫し，パック詰め作業も行った。作業後は，こんにゃくを手作りしてふさすぐ
りのたれをつけて試食するなどの農産加工を体験。事後アンケートでは，参加者の９割以上が開催内容に
「満足」または「ほぼ満足」と回答した。「楽しかった」「有意義だった」「生産者の苦労がわかった」等の
意見が多く見られ，中山間地農業への理解や花山やふさすぐりの認知度向上が図られた。
一迫商業高校のデュアルシステムとの連携では，「ふさすぐりの知名度を上げ加工品を開発・販売する」
を主題に，収穫応援のほかふさすぐりを使ったスイーツの開発，生産者等を集めた試食会等が行われ，高
校生の活動が地域おこしやふさすぐりのＰＲに貢献した。
ふさすぐりの生産・加工・販売等に関わる方々約 30 人が一堂に会した「花山ふさすぐりフェスタ
2019 ～「花山」と「ふさすぐり」をみんなで語る交流会～」では，フードコーディネーターによる各地
の地域ブランド化の成功事例等の講演と，仙台市内ホテルのレストランの料理長が試作したふさすぐり料
理の試食を行った。出席者によるフリートークでは，花山とふさすぐりのこれまでとこれからについて語っ
てもらった。また，アドバイザーの指導を受けて地域おこし協力隊の方が作成したロゴマークを披露し，
今後ふさすぐり商品に貼付することとした。交流会を通じて，地域の関係者間でふさすぐりが特産物とし
て再認知され，地域おこしに向けた意識の醸成が図られたことは，ふさすぐり振興の取組を継続していく
上での礎となった。
今後は生産拡大と市内外の実需者・都市住民等への産地ＰＲが課題であり，次年度はこれらの方々と連
携し，持続可能な収穫・集荷・販売体制の構築を目指す。

せん定講習会

　　

収穫応援バスツアー

　　

ロゴマーク

４　対象者の意見
生果出荷は加工用に粒を１つ１つ採るより楽。Ｈ 31は収穫量をもっと増やしたいが，冷凍庫が足りなく
なる。将来的には組織がないとできなくなるのではないか。

栗原市花山・ふさすぐり生産者



明日へのアグリロード70

１　背景・ねらい
東日本大震災で被災した農地の整序化によって大規模露地畑が整備され，ねぎ等の露地野菜を中心に作付

が開始されている。整備された畑地は，砂質で地力が低いうえに作土の飛散や排水性が劣るほ場も多く，栽
培を担う法人は安定生産に苦労している。また大規模露地野菜経営を効率的に行うには，生産管理等の課題
を整理するとともに，作付・作業計画の策定が急務である。そこで，①組織内検討を経た次年度の作付計画
の明確化，②生産管理記録の整備，③肥培管理，病害虫防除，土づくり等の技術対策が適切に行われること
を目指して活動に取り組んだ。

２　活動内容
◎効率的な生産改善に向けた条件整備
（株）やまもとファームみらい野に対し，作付状況が一目で把握できるように前年度までに作成したほ
場マップに加えて，今年度に引き渡しを受けたほ場を含めた全体のほ場マップを作成して提供した。また，
毎日の作業内容が口頭指示のみで行われていたため，作業者の配置や作業内容，進捗状況等の情報共有の
方策として，ホワイトボードの活用を提案した。さらに，経営状況（収支）の把握と改善に向けて関係機
関（ＪＡ全農他）との連携の必要性を提案した。
（農）いそはまに対しては，作業進捗状況やほ場の特徴（排水性等）を把握・共有するためにほ場に番
号を割り振り，情報共有を図った。さらに，現在の作業記録方法について聞き取ったうえで作業記録の様
式を提案し，記入項目の検討を行った。
◎栽培技術の改善による生産の安定化
定点調査ほ場（４ほ場）について土壌三相構造と土壌分析を実施するとともに，作付前ほ場についても
土壌分析を実施し，施肥設計について助言を行った。また，収穫後，土づくりを目的に作付予定のないほ
場に対して，ソルゴー等の緑肥栽培を提案した。栽培の際には，施肥設計の助言や生育状況を観察し，対
象者との情報共有に努めた。
また，病害虫の発生状況について定期的にほ場を巡回し，発生している病害虫に合わせた薬剤選択の助
言を行い，品目毎に適期防除の実施を促した。加えて，病害虫発生の特徴や防除対策をまとめた資料を作
成し，病害虫に関する知識の習得を支援した。

３　活動の成果とポイント　
◎効率的な生産改善に向けた条件整備
（株）やまもとファームみらい野では，ほ場マップを活用することで，社内はもとより，関係機関も含
めて品目ごとの作業進捗状況や生育状況等の把握，情報共有に役立つことができた。また，ホワイトボー
ドの活用を提案した結果，その必要性・実施の仕方についての検討が始まった。さらに，ＪＡ全農・中央会，
ＪＡみやぎ亘理による定期的な検討会が始まり，経営状況の月次チェック，改善策の検討が行われるなど
支援体制が整った。
（農）いそはまでは，作業記録記帳様式について検討した結果，記録をつけること（見える資料として

大規模露地野菜の安定生産を目指して
	 課題名	 	 大規模露地野菜経営の定着に向けた生産力の向上
	 対　象	 	 株式会社やまもとファームみらい野、農事組合法人いそはま

	 Ⅱ－４－⑴



71� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

亘理農業改良普及センター

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：相花絵里，齋藤　隆，菅野秀忠，西條悠希，山村孝志
■執　 筆 　者：相花絵里
■協  力  機  関：ＪＡ全農みやぎ，ＪＡみやぎ亘理，農業・園芸総合研究所，山元町

残すこと）の必要性が認識され，作業記録の記帳が開始されるようになった。また，経営や栽培に関する
疑問や先進地視察などの要望を収集し，次年度の活動計画に反映することができた。
◎栽培技術の改善による生産の安定化
土壌分析による施肥設計を支援した結果，全体で前年度より収量の増加が図られた。また，土づくりを
目的としてソルゴー，ヒマワリ，大麦等の緑肥作物が計 17ha 作付けされ，徐々に土壌の物理性が改善さ
れてきており，冬期の防砂対策（作土飛散の防止）につながった。
また，病害虫の発生状況に即した防除対策の実施を促した結果，適期に薬剤散布が行われたことで病害
虫の被害が軽減され，前年度より，各品目とも大幅な品質の向上につながった。

発生状況に即したねぎの薬剤防除作業

　　

土づくりのための緑肥栽培

提案した作業記録様式

　　

たまねぎの育苗の様子

４　対象者の意見
育苗が特に大事と思っているので，今後も技術面で継続した支援をよろしくお願いします。

山元町　株式会社やまもとファームみらい野　代表取締役



明日へのアグリロード72

１　背景・ねらい
津波被災地域に設立された法人は，地域農業の担い手として，震災後の営農再開を優先し，急速な農地集

積により，100ha 規模まで経営面積が拡大している。しかし，法人経営に向けての体制整備が十分とは言え
ず，効率的な土地利用やほ場管理，労務管理に苦慮している。
一方で，地域農業の担い手として持続的な経営を行うには従業員の定着・育成も不可欠であるが，これら

の法人の経営者は生産量確保のため日々の作業に追われており，人材育成の必要性は感じながらも具体的な
対策を実践できていない場合が多い。
そこで，組織体制や経営管理能力等の強化と従業員の人材育成のほか，水稲の省力・低コスト技術の導入

や転作作物における効率的な作業実施などの支援をとおして，法人経営の早期安定化を図る。

２　活動内容		
◎経営管理能力向上支援
農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業（以下，ハンズオン事業）を活用し，経営コンサルタン
トによる継続的な経営改善指導を行った。定期的な社員会議による組織運営を進めながら，社員ヒヤリン
グにより社員側から抽出した情報共有，新人教育等の課題を，役員と共有することで法人全体の課題とし
て位置づけるとともに，課題解決に向けた取組を支援した。（（株）ぱるファーム大曲）
園芸部門の収支改善に向けて，社長と担当社員によるワークショップを開催し，ミニトマト部門の課題
の共有化を支援した。更に土壌病害の回避のため，簡易養液栽培の試験栽培を支援するとともに，ＩＣＴ
対応環境測定センサーをハウス内に設置し，見える化した環境データに基づく技術指導を実施した。（（株）
めぐいーと）
◎雇用就農者の人材育成支援
農業法人の経営安定化に不可欠な雇用就農者の定着・育成を図るため，従業員及び経営者の両面から雇
用就農者の人材育成を支援した。新入社員向け研修会として，基本的な農業技術の知識等を身に付けるこ
とを目的に，「農業法人新入社員向け技術セミナー」を開催した。
また，経営者向け研修会としては，従業員育成に関する理解醸成を促すことを目的に「農業法人経営者・
部門長向けセミナー」を開催した。更に，ハンズオン事業を活用し，「階層別人材育成研修」を開催した。
本研修では対象の幅を初めて中堅層にも拡げるとともに，体験型研修を取り入れた。
◎効率的な土地利用と省力低コスト技術導入の支援
水稲乾田直播については，生育概況等を記載した「直播栽培情報」を発行し，現地指導等を通じて栽培
管理を指導した。転作作物については法人巡回による現地指導を基本に，洲崎・東名地区の復旧初年目の
ほ場に大豆除塩調査ほを設置し，生育経過の把握と指導を行った。また，適期の技術情報を提供するため，
「麦作・大豆情報」の発行や栽培講習会で講演するなど，基本技術の励行を図った。（（農）奥松島グリー
ンファームほか）
ＩＣＴを活用したほ場管理システムについては，各法人に意識調査を実施し，導入意向について確認す
るとともに，「農業法人経営者・部門長向けセミナー」の第２部でほ場管理システムの導入に向けた研修
会を開催した。

３　活動の成果とポイント
◎経営管理能力向上支援

津波被災地域の営農確立支援
	 課題名	 	 被災沿岸部の大規模経営体における経営の安定化
	 対　象	 	 株式会社ぱるファーム大曲，株式会社めぐいーと，株式会社サンエイト，
	 	 	 農事組合法人奥松島グリーンファーム

	 Ⅱ－４－⑵



73� Ⅱ　地域農業の振興に向けた総合的な支援

石巻農業改良普及センター

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：神﨑正明，田中正義，小山かがみ，工藤詩織，木村友祐
■執　 筆 　者：神﨑正明
■協  力  機  関：東松島市，ＪＡいしのまき，古川農業試験場，農業・園芸総合研究所

前年度末から開始した定例社員会議は法人内での定着が進み，農繁期でも欠かさず開催するなど，情報
共有，情報発信の場として社員全体に認知され，組織運営上最も重要な情報の流れが整備された。社内体
制整備等に取り組む中で，従業員の中にも経営改善に関わろうとする姿勢が見られはじめ , 人材育成にも
好影響を及ぼしている。（（株）ぱるファーム大曲）
ワークショップにより，ミニトマト担当社員の技術力向上が経営改善の喫緊の課題であることが明らか
になるとともに，社内の情報共有や人材育成における課題も表面化するなど，現状の問題点について共通
認識を形成した。また，簡易養液栽培の試験栽培では，土耕栽培の生育と比較しながら，相違点など確認
できた。更に，見える化したハウス内環境データを基に温度管理等について指導した結果，生育バランス
が改善し，病害の抑制効果も見られた。病害虫防除技術の習得についても支援し，集中的に技術レベル向
上を図った。養液栽培や環境制御などの新たな技術導入は，社員のモチベーション創出にも寄与しており，
実績向上が進むことで，社員資質の向上も期待できる。（（株）めぐいーと）
◎雇用就農者の人材育成支援
新入社員向け技術セミナーは「農薬の基礎知識」をテーマに開催し，農薬の説明だけでなく，「農薬登録
情報の確認方法」についてもマニュアル形式で紹介するなど，社員の自発的行動を促す情報についても提
供した。経営者向けセミナーでは「人材育成」を主なテーマに，社会保険労務士から人事評価制度を活用
した人材育成や，雇用環境の整備等について説明があり，従業員の定着化対策に対する意識醸成が図られた。
また，階層別人材育成研修では，今回初めて対象を中堅層まで拡げ，コーチングなどの若手社員の育成
手法等をテーマに，法人全体で若手社員を育成する環境づくりを推進するとともに，全階層のグループワー
クでは法人経営をゲームで疑似体験するアクティブラーニングを取り入れるなど，経営への理解を深めた。
◎効率的な土地利用と省力低コスト技導入の支援
本年は天候の影響で水稲の収量水準がやや低くなる傾向であったが，各法人とも乾田直播技術について
の理解度は向上してきており，今後も乾田直播を拡大する意向を持っている。しかし，一部の法人におい
ては単収が低く，移植水稲等も含めて栽培技術の向上が急務である。また，転作作物では一部大豆で湿害
が発生したが，基本技術の励行が図られ，概ね標準的な作柄が見込まれる。復旧初年目の大豆除塩調査ほ
でも懸念された塩害は発生せず，坪刈り収量は 185㎏ /10a となった。
ほ場管理システムについては，経営者向けセミナーにおいてメリット・デメリットや主要システムの比
較，農業振興課作成の「導入の手引き」等について情報提供し，システム導入による具体的なイメージを
意識させる場を設けた。

社員会議（ハンズオン）

　

階層別研修会

　

ワークショップ

４　対象者の意見	
経営課題の抽出と，課題解決への集中的支援に大変感謝している。また，階層別研修会のグループワーク
では楽しく学ぶとともに，他の法人社員との交流も生まれ，大変有意義であった。経営発展の基礎となる人
材育成について，今後も引き続き支援していただきたい。

（株）めぐいーと　役員



明日へのアグリロード74

１　背景・ねらい
南三陸町では，復興交付金事業（ほ場整備事業）により復旧された農地で営農を再開するため，新たに営

農組合が設立された。
営農組合の組織運営や役割分担，会計処理等に初めて取り組むため，技術習得と定着を目指した。また，

農地中間管理事業を活用した営農組合への農地の利用集積を進めた。
復旧・ほ場整備された水田では，客土の地力が乏しく，水稲の生育・収量が安定しないことから，「客土

農地の土壌改良プログラム」に基づく施肥設計による肥培管理での収量向上と技術習得に取り組んだ。

２　活動内容
◎集落営農組織運営と経理技術の修得支援
廻館営農組合の水稲作付２年目となる営農計画の検討をＪＡや町等と連携して支援した。また，計画に
基づく作付けと栽培管理の取組を支援した。
廻館工区の復旧された畑地では，営農組合が野菜を作付けしたが，湿害により期待通りの収穫ができな
かったことから土壌断面調査を行い，排水改善策試験ほ場を設置する提案を行った。
営農組合の会計処理に当たり，ＪＡ等と連携しながら助成金の処理方法，支払伝票等の整理・決算書作
成及び営農組合の所得の分配方法等の習得について支援した。
◎営農組織の農地利用集積支援
ほ場整備工事や隣接道路・河川工事の完了により，引き渡された農地の利用方策をＪＡや町等と連携し
て支援した。また，農地中間管理事業を活用した営農組合への利用集積のための話し合いを行った。
◎安定した水稲栽培技術修得支援
昨年度の「客土農地の土壌改良プログラム」実証ほで基肥増肥実証ほの収量が多かったことから，今年
度は，他のほ場での基肥を増やす肥培管理について指導した。また，雑草防除に関する除草剤の情報提供
を行った。

３　活動の成果とポイント
◎集落営農組織運営と経理技術の修得支援
廻館営農組合では，営農計画に基づき，水稲は営農組合による共同作業，畑地は野菜と牧草を作付けす
る組合員による個別作業体制が構築された。
畑地で粘土質の強い不透水層が見つかったため，排水改善対策としての砂客土や明渠，プラウによる深
耕を組み合わせた試験ほ場を設置し，対策を講じた結果，ブロッコリーとキャベツが順調に生育して収穫
につながった。
営農組合の会計処理については，収支管理や決算処理の方法が会計担当者等に習得されつつある。

◎営農組織の農地利用集積支援
新たに引き渡された農地の利用方法が検討された。その結果，営農組合に 46.6ha が，農地中間管理事
業を活用して集積された。

津波被災地の地域営農体制構築による
復興を目指して

	 課題名	 	 集落営農組織の経営体質強化による地域営農体制の構築
	 対　象	 	 西戸川地区営農組合11人，在郷営農組合11人，	
	 	 	 廻館営農組合14人

	 Ⅱ－４－⑶
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気仙沼農業改良普及センター

■普及センター：気仙沼農業改良普及センター
■課題チーム員：阿部定浩，亀井克芳，佐藤直紀，佐藤正広
■執　 筆 　者：阿部定浩
■協  力  機  関：南三陸町，ＪＡ南三陸，南三陸地区農業災害復旧・復興事業推進協議会，
　　　　　　　　公益社団法人みやぎ農業振興公社，気仙沼地方振興事務所農業農村整備部

◎安定した水稲栽培技術修得支援
水稲（主食用米）作付ほ場で基肥施用量を増やした結果，営農組合毎の単収は，昨年度と比較し，前年
並みから増収となった。また，除草剤選定への助言を行ったところ，営農組合が自主的に除草剤の比較試
験を実施し，除草効果の確認を行った。

廻館工区畑地土壌断面調査

　　

廻館営農組合排水改善試験ほ場（キャベツ）

西戸川地区営農組合田植え作業

　　

 西戸川地区営農組合稲刈り作業

４　対象者の意見
平成 30年は，低温と日照不足の影響もあったが水稲（主食用米）の収量が安定してきている。病害虫防

除の労働力確保が難しいのでドローンによる防除作業を試みた。水田の雑草防除が課題だ。
西戸川地区営農組合　組合長

ため池の貯水量に限界があり，中干し等落水後の用水確保が難しいので，ほ場の条件に合った栽培方法を
検討したい。今年度は，一部倒伏が見られたので，来年度は水田の地力に合わせた肥培管理を行う。

在郷営農組合　組合員
水稲（主食用米）の収量は，安定してきている。一方で畑地の作土が粘土質が強く排水不良で，野菜が育

たない。試験的に砂質土を客土してブロッコリーとキャベツを収穫することができた。今後，この結果を活
かし，他のほ場でも野菜を収穫したい。

廻館営農組合　組合長
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１　背景・ねらい
管内のねぎ栽培については，平成 24年に加工・業務用ねぎへの取組が始まったのを機に復旧農地での作

付誘導が図られ，平成 28年度では約 10ha の作付面積となった。
しかし，津波被災農地の復旧工事で用いられた客土は，強粘性で有機物に乏しく，ねぎ栽培が開始された

平成 27年度は著しい湿害が発生した。工区では，山砂客土と勾配修正を中心とした補完工事が行われ，平
成 28年作は定植や土寄せ等の作業性が大きく改善されたが，必ずしも排水性が良好とはいえず，持続的な
有機物供給による土づくりが欠かせない。
また，在郷営農組合では，秋冬どりが主であるが，年間作業の平準化及び販売単価の確保を目指し複数の

作型を検討している。
このため，生産組織の実情にあった作型の導入，有機物供給による土壌改良を行い，復旧農地でのねぎ安

定生産を目指す。

２　活動内容
◎組織の実情に合った作型・作業体系の導入と適期作業による収量確保支援
適期作業に向けて，年間の作付計画や作型毎の作業計画を組合と検討するとともに，播種，定植及び収
穫等の各作業時に巡回して，組合に助言指導を行った。
栽培技術及び出荷調製作業の向上に向けて，視察研修会を開催した。

◎作型に合わせた有機物供給方法の導入支援
昨年度，緑肥が有機物供給に有効であることが確認できたことから，組合と緑肥の播種計画の打合せを
行った。春ねぎの作型への導入を想定してエンバクを播種し，生育状況及び分解状況を確認するなど，作
型に合わせた緑肥の利用を推進した。

３　活動の成果とポイント
◎組織の実情に合った作型・作業体系の導入と適期作業による収量確保支援
春どりやハウスねぎでは，適期作業が実施され，春どりでは前年より収穫量が増加し，ハウスねぎでは
目標以上の収量を確保することができた。秋冬ねぎについては，８月以降の天候不順により定植や土寄せ
等の作業が遅れ，また，台風による葉折れ被害が発生して生育量が不足し，収穫が春先に持ち越された。
作業遅れの原因の一つに，手作業による効率の低さがあることから，除草作業においては，手作業では
なく除草剤による体系処理を提案した。一部の作型では，播種板を使った播種作業から全自動播種機への
切り替えがあったが，初めてのポット育苗で生育障害が発生し，育苗管理に課題が残った。
作型については，春どりにおける抽苔対策として，組合が「大苗定植」に関心を持ち，試験栽培を行う
意向を示したことから，定植時期や作付面積等の助言を行った結果，定植に向けた準備が進められた。ま
た，初夏どりにおいては，ＪＡ南三陸が部会に対して「12月定植」を勧めたことから，組合に対して助
言指導を行った。
２月に視察研修を開催し，東松島市の法人では，ねぎほ場や出荷調製作業を見学して栽培管理等につい

復旧農地でのねぎ安定生産を目指して
	 課題名	 	 復旧農地でのねぎ安定生産技術の確立
	 対　象	 	 	在郷営農組合畑作班（大谷営農組合，シーサイドファーム波路上株式会社，

株式会社グリーンファーマーズ・宮城）

	 Ⅱ－４－⑷
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気仙沼農業改良普及センター

■普及センター：気仙沼農業改良普及センター
■課題チーム員：早坂裕子，福原弘芳，阿部定浩，佐藤　郁
■執　 筆 　者：早坂裕子
■協  力  機  関：ＪＡ南三陸，南三陸町，農業・園芸総合研究所

て意見交換したほか，石巻青果花き地方卸売市場では，品質に関する講話をいただき，栽培技術のレベル
アップを図った。
◎作型に合わせた有機物供給方法の導入支援
春どりの作型への緑肥の導入の可能性を検討するため，緑肥作物としてエンバクを選定した。播種は，
降雨のため遅れ４月下旬となった。播種後，組合と生育状況を確認するとともに，すき込み時期を検討し
た。すき込み作業は６月下旬に実施し，随時分解状況を確認した。
今回の作業スケジュールでは，播種遅れにより，定植を開始する７月中旬までに分解が間に合わなかっ
たが，組合では緑肥による土壌改良効果を評価しており，今後も継続して取り組む意向である。

播種指導

　　

視察研修会

作業への助言指導

　　

緑肥の生育状況

　　

緑肥の分解状況

４　対象者の意見
緑肥の取組は，畑に入ると足の感触が違い土壌改良効果が明らかである。また雑草の発生が抑制されるよ

うだ。品質の良いねぎを生産するため，今後も支援の継続をお願いしたい。
在郷営農組合畑作班


