
１　地域農業を支える経営意欲の高い担い手の確保・育成に
　　向けた支援に取り組んだ事例
２　地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援に
　　取り組んだ事例
３　農村地域の振興に向けた取組に対する支援に
　　取り組んだ事例

７事例

３事例

６事例

４　東日本大震災からの復興に関する支援に
　　取り組んだ事例 ４事例

Ⅱ　地域農業の振興に向けた
　　総合的な支援
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Ⅱ－１－（1）

次代へ法人経営のタスキをつなぐ
課題名 次代につなぐ大規模法人の生産体制整備による経営の安定化

対　象 農事組合法人 玉浦中部ファーム

１

２

背景・ねらい

活動内容

主要構成員の高齢化が進む（農）玉浦中部ファームでは，数年後から定年で構成員が順次，退任していくこ
とから，令和２年度以降に社員を数名採用することにしており，社員の処遇等を明らかにする就業規則や雇
用条件を記した雇用契約書等の作成が急務であった。また，農作業の進捗や履歴確認，次代へのデータ引き
継ぎのために，法人では農業生産管理システムを導入していたが，本格稼働に向けた運用環境の整備やシス
テムの有効活用が課題となっていた。

法人経営の柱である大豆生産では，増収と倒伏防止を目的として取組んでいた「摘芯技術」の確立と強害雑
草であるシロザの除草対策が課題となっており，大豆の収量向上に向けた技術的指導を求められていた。

◎システム活用による営農の効率化支援
農業生産管理システムを円滑に運用するための第一の関門は，システム運用のための環境設定やデータ

入力の体制整備で，法人がこれらに精力的に取組む一方で，必要なパラメータの入力や誤入力のチェック
等を支援した。

第二の関門は，日々のデータ入力の継続で，構成員全員がパソコンやスマートフォンからデータ入力で
きるしくみを構築するため，データ入力を模した紙様式の作成を支援し，ICTに不慣れな高齢構成員に利
用してもらい，慣れた段階でパソコン等での入力作業に移行してもらうよう提案した。

◎法人を支える人材の確保・育成体制の整備支援
法人は，過去にも就業規則の作成に取組んでいたが，頓挫していることから，その整備に向けて社会保

険労務士の指導を受けて整備を行った。また，中小企業診断士を交えて向こう５年間の歩みを検討し，採
用計画を含めた法人の将来展望を具体的に書き表した中長期経営計画や資金繰り表の作成を支援した。

◎生産性向上に向けた取組支援
普及センターでは前年の土壌分析等の結果から，これまで法人が使用していた大豆専用肥料ではリン酸

とカリが不足することに着目し，これら成分の割合が若干多い大豆肥料の利用を指導した。また，「摘芯技
術」は実施適期の判断などの指導を行なった。防除に苦慮していたシロザ対策として，新規除草剤を試験
的に散布し，防除効果の測定等を行なった。

３ 活動の成果とポイント

◎システム活用による営農の効率化支援
年度初めにはシステムの運用環境の設定を終え，稼働させることができたので，これまで紙を出力して

確認していた作付ほ場図や作業の進捗状況をパソコン上で随時確認できるようになった。また，過去の作
業履歴等のデータをシステムから簡単に取り出せるようになった。一方，提案していた構成員全員による
データの入力作業は，法人の代表らに受入れられたものの，最終的には代表と副代表がデータ入力を担う
ことで，円滑にデータ入力が行われるようになり，システムの運用体制が整った。活動のポイントはシス
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亘理農業改良普及センター亘理農業改良普及センター

４ 対象者の意見

農業生産管理システムのスムーズな運用や社員の確保対策，大豆の収量向上など色々な角度からご指導い
ただきました。普及センターから度々出された宿題に「面倒だ」との思いも多々ありましたが，支援のおかげ
で後手に廻りがちな作業をこなせ，一歩一歩前進している実感があります。大豆の収量向上も目覚ましく，
次の作でも本年以上の結果を出したいと思います。人材の確保・定着が当面最大の課題となりますので，今
後ともご指導をよろしくお願いします。

岩沼市・農事組合法人玉浦中部ファーム　代表理事

■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，山田有子，横田悦子，髙橋亮輔
■執 筆 者：片岡信幸
■協 力 機 関：岩沼市，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

大豆生産に関する打ち合せ 大豆の収穫終盤に複数台で作業 社労士に就業規則を見てもらう

テムの環境設定やデータ入力等，作業のボトルネックとなりそうなものの解消に取り組んだことである。
今後は，法人が農作業の振り返りにも活かせるよう，システムを活用して，農作業時間の縮減目標等の

設定に利用できるよう支援していく。
◎法人を支える人材の確保・育成体制の整備支援

就業規則や雇用契約書を整える過程で給与体系や社会保険料などのシミュレーション等を行い，社員を
受入れる体制を整えることができた。また，中長期計画の作成により，法人の近未来の姿を描き，必要な
労働力や資金等を準備する心備えを法人にさせることができた。そして，この中長期計画と資金繰り表を
毎年度の総会の都度確認し，見直すことになった。活動のポイントは，完璧を求めず，着手できることを
示しながら法人とともに各種の整備に取り組んだことである。

今後は，採用予定の社員の育成を支援する一方で，求人活動に必要な会社案内や具体的な求人体制の整
備を支援していく。

◎生産性向上に向けた取組支援
本年度は曇雨天続きで大豆播種作業等が計画通りに進まず，また台風19号で一部の大豆圃場が冠水し，

収穫皆無になるなどの被害があり，大豆生産が難しい年であった。また，摘芯の実施時期の判断も難しく
その効果を十分に検証できないなどの課題を残したが，肥培管理の改善や摘芯による倒伏の防止，害虫防
除の徹底等に取り組み，大豆の収量は前年対比120％と向上した。新規除草剤は，降雨の影響を避けて散
布した結果，高い除草効果が認められ，法人は来年度の散布面積を拡大することにしている。活動のポイ
ントは，法人の大豆生産の変遷を詳細に聞き取り，また意見交換を十分に行ったことで法人の信頼を得て
生産管理の支援に取り組んだことにある。

今後は，得られた成果を踏まえ，生産方法の検証を繰り返し，大豆収量の向上を支援していく。
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Ⅱ－１－（2）

新規就農者の経営安定に向けて
課題名 次世代の担い手となる新規就農者の売上確保

対　象 農業次世代人材投資事業（経営開始型）対象者12名

１

２

背景・ねらい

活動内容

管内の新規就農者は雇用就農及び新規参入者が増えていることから，震災以前に比べ増加傾向にある。中
でも新規参入者は，雇用就農に比べると就農直後から農業経営を実施するためリスクが高く安定した所得を
確保しにくい状況にある。

農業次世代人材投資事業（経営開始型）により，認定新規就農者は，経営が安定するまで一定額の交付金を
受けられる一方，中間評価の結果によっては交付金が打ち切られる場合もある。受給者の多くは，土作りや
栽培管理などの技術課題と，経営管理が不十分であるなどの課題があり，両面からの支援を必要としている。

そのため，作目が異なっても新規就農者には共通に抱える課題があることから，対象者間の交流を深めな
がら，将来の担い手となるための意識づくりを含めて関係機関と連携した経営体の育成支援を行った。

◎栽培管理技術の向上支援
巡回指導による土壌分析をもとにした肥培管理や病害虫防除等の技術支援を行うとともに，篤農家の視

察や，新規就農者間の相互視察会を開催した。また，宮城県農業・園芸総合研究所を会場に，土づくりの
研修会を開催した。

◎経営管理技術の向上支援
巡回指導により，栽培計画作成・経営管理の支援を行うとともに，ビジョン形成やマーケティング，雇

用管理についての集合研修を開催した。
◎関係機関と連携した就農支援

関係機関の支援体制を強化するため，連携会議を開催するとともに，農業次世代人材投資事業（経営開始
型）受給者へのフォローアップ巡回を行った。

３ 活動の成果とポイント

◎栽培管理技術の向上支援
安定生産は経営にとって不可欠なことから，土壌分析に基づいた肥培管理や土壌条件にあった作物や品

種の作付け提案を行った。当初ほうれんそうとトマトの栽培を経営の柱に計画していた新規就農者は，土
壌分析の結果，借りた圃場の土質がほうれんそうに合わなかったことから他の葉菜に変更し，トマトにつ
いても圃場の残肥が多かったことから中玉からミニトマトへの変更を提案したところ，安定した収量を確
保することができた。

集合研修では，受入農家とのつながりだけでなく，新規就農者間でも，課題の対象者が他の新規就農者
に参加を促すなど，ネットワークの広がりが見られた。

◎経営管理技術の向上支援
巡回指導により状況を把握しながら，計画を現状に合わせて変更したり，中には小規模で経営開始したが，

技術に自信を持ち，更なる収益向上を目指して規模拡大のための計画作成を開始する新規就農者も現れた。
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亘理農業改良普及センター亘理農業改良普及センター

４ 対象者の意見

農及指導員との定期的な打合せにより，自身の方向性と経営・対策について具体的な改善方針を立てるこ
とができ，大変助かった。農業技術向上のための情報もいただき感謝している。

名取市・新規就農者

また，ビジョン形成についての集合研修では，「将来像が明確であるほど，今すべきことが明確になるこ
とがわかった。自分の得意分野について改めて考えた。」「もっと詳しく聞きたい。」等の感想が出され，一
層積極的に営農に取り組む契機となった。

◎関係機関と連携した就農支援
新規就農者に関する連携会議では，管内の農業関連の高校と市町，JAの担当者が一堂に会し，就農支援

制度についての情報提供と，各市町の農業次世代人材投資事業のサポート体制と中間評価についての情報
交換を行った。

また，金融機関を交えてのフォローアップ巡回は，新規就農者の経営改善に係る計画が，資金の借入れ
へスムーズにつながるなど，経営改善・規模拡大に向けて支援することができ，大変有効であった。

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：安達裕美，高橋富士男，片岡信幸，高橋亮輔
■執 筆 者：安達裕美
■協 力 機 関：管内市町，JA，農業委員会，みやぎ農業振興公社

巡回指導の様子 研修会の様子

フォローアップ巡回の様子
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Ⅱ－１－（3）

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

２

背景・ねらい

活動内容

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，令和元年度の経営規模は水稲43ha＋大豆
54ha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平成29年度に水稲直播技術
を導入したが，雑草と倒伏により単収は360kgであった。このため栽培技術の向上が課題であった。

大豆は５年周期のブロックローテーション方式で取り組まれている。単収（170kg/10a）が伸び悩んでおり，
毎年変化する土壌に対応した肥培管理まで対応できないことが一つの要因と考えられた。

さらに，概ね５年後の経営継承に向けて経営を安定させるため，経営計画が達成できるよう支援が必要で
あった。

◎湛水直播技術の定着支援
栽培暦や作業チェックリストを活用し，作業の流れや内容の確認を行った。また除草剤試験ほを活用し

て除草剤の使用時期や水管理の指導，除草効果の確認，検討を行った。
また，生育経過を把握するため，自ら生育調査を実施するよう誘導し，調査方法を指導しながら今後の

栽培管理についての検討を重ねて栽培技術の習得を支援した。さらに，先進地視察を開催し，先進農家と
の意見交換を行うことで実践的な技術の習得を目指した。収穫後には，収量調査の検討，作の振り返りを
行って課題を整理し，作業チェックリストの見直しを行った。

◎土壌診断に基づく施肥体系の定着支援
大豆栽培については，稲作跡大豆初年目と大豆２年目の土壌分析を行ない，土づくりや施肥について検討

した。また，法人では，資材や栽培管理による効果を確認するための生育調査ほを設置したことから，調査
方法の習得を支援しながら，中耕培土や病害虫防除などの栽培管理について指導した。８月には多収の実績
を持つ農家を視察し，情報交換を行った。収量調査の結果を検討するとともに，作の振り返りを行った。

◎経営計画の実践支援
経営計画には，水稲及び大豆の収益目標を掲げていることから，業務用米を含む水稲全般及び大豆の収

量向上に向けても栽培支援を行った。また，経営継承については，継承全時期が概ね決まっているものの
栽培技術の継承以外では具体的な動きが無かったことから，経営継承に向けて計画作成を働きかけ，専門
家を派遣して相談会を開催した。

３ 活動の成果とポイント

◎湛水直播技術の定着支援
栽培管理を行う中で作業チェックリストが活用され，先進地視察ではノウハウなど具体的な助言が得ら

れたほか，生育調査を自ら実施することによって生育経過を把握することができ，全体的な栽培技術の向
上に繋がった。また除草剤試験ほを活用して指導した結果，除草剤の使用時期や除草効果が把握できるよ
うになり，「除草については理解できた」という感想が聞かれた。収穫後には，作業チェックリストを活用
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仙台農業改良普及センター仙台農業改良普及センター

４ 対象者の意見

農地中間管理事業で集積面積が今後も増加する見込みであり，稲作では春作業の労働力や育苗ハウスが限
界になることが見込まれる。このため，直播技術に期待しており，目標収量の確保に向けて今後とも支援を
お願いしたい。

みどりあーと山崎株式会社　代表取締役

して作の振返りを行って来年度の課題を明確にし，併せて作業チェックリストを令和２年産用に見直した。
収量は，種子予措の不備や出芽むらの発生により全刈りで402kg/10aと目標420kg/10aを下回ったが，

400kg台となったことから手応えを感じている。
◎土壌診断に基づく施肥体系の定着支援

土壌診断により，リン酸分の不足傾向や土壌の酸度矯正の必要性が示され，苦土石灰の散布やリン酸分
が多い基肥が選択されるなど土壌診断に基づく土づくりや施肥が実施された。また，生育調査を定期的に
実施した結果，最後には自分たちだけで調査を実施し，生育経過を把握することできようになった。さら
に中耕培土や病害虫防除などの基本技術や実施時期なども学び，栽培技術の向上に繋がった。先進地視察
や収量調査結果は，作の振り返りの際の検討材料となり，来年度も収量向上に向けて取り組むことを決定
した。

収量はミヤギシロメ177kg/10a，タチナガハ201kg/10aとなり，平年単収170kgを上回った。（令和元年
東日本台風による未収穫大豆すき込み分は除外）

◎経営計画の実践支援
経営計画の実践について，業務用米の収量や収益性及び大豆の収量向上に向けた取組を通じて栽培支援

を行った結果，概ね経営計画を達成できる見込みとなった。
経営継承計画の作成を働きかけた結果，必要性が理解され，専門家による相談会を開催した。相談会で

は「見えない資産を見える化すると後継者は安心する」，「円滑な経営継承には社内のコミュニケーションが
重要」といった助言などをいただき，経営継承に対する理解が深まるとともに，今後，会社内の認識を共
有するための話し合いを重ねていくこととなった。

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：早坂裕子，伊藤　修，長田幸浩，佐藤浩子，小田中大輔
■執 筆 者：早坂裕子
■協 力 機 関：JA新みやぎあさひな地区本部，大郷町

直播栽培　播種指導 大豆の先進地視察
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Ⅱ－１－（4）

経営安定化を目指した省力化技術の導入で
土地利用型転作作物の作業競合回避

課題名 地域農業の維持・発展に向けて法人化した集落営農組織の経営安定化

対　象 農事組合法人タカギ農産

１

２

背景・ねらい

活動内容

対象の農事組合法人タカギ農産は，集落営農組織を母体として平成29年９月１日に設立された農事組合法
人である。農地中間管理事業の活用によって農地集積を図っており，現在の経営面積は約23haである。経営
内容は，主食用水稲８ha，大豆14ha，にんじん１ha等。土地利用型法人としては経営面積が小さいが，収益
性の高い転作作物を主体とした経営を行っており，法人経営となってからは土地利用型の転作作物として，
新たににんじんの作付を開始している。法人設立時に策定した事業計画（５か年計画）達成を目標に着実な法
人経営を展開しており，大豆とにんじんの作業競合を回避した新たな転作体系を確立することで収益性の向
上を図ることが課題となっている。

◎省力化技術等の導入による作業競合の回避に向けた支援
⑴大豆生産では，狭畦栽培技術等の省力化技術を取り入れ，新たな転作作物として導入したにんじんの安

定的生産について実証検討を行った。
⑵大豆とにんじんの作業競合を回避した新たな転作体系の作業性や収益性について検討した。
⑶転作作物として導入しているにんじんについては，天候の影響で収穫量や価格が不安定になるため，契

約販売を視野に販路の検討を行った。

３ 活動の成果とポイント

◎省力化技術等の導入による作業競合の回避に向けた支援
　⑴大豆狭畦栽培により中耕培土を省略

300Ａ技術（国が策定300kg/10a，Ａ級目標）について，本県では除草・倒伏・湿害回避を目的に活用して
いる。

農事組合法人タカギ農産は営農組合時にはミヤギシロメを全面積で作付けしていたが，にんじんの収穫・
播種時期と大豆の中耕培土等の中間管理作業が競合するため，中間管理作業等を考慮し，機械適応性の高
いタチナガハに変更（H30年試験栽培）し，作業競合を回避できた。

中耕培土作業では，2.5時間/ １ha（ミヤギシロメ：80aのみ実施）を要しており,10haでは約25時間，通
常２回実施することから10日間は必要で,この間に降雨があった場合，さらに作業は遅滞するため，今回
大豆で最も作業時間を要する中耕培土を省略したことで，収入の高いにんじんの作業を優先することがで
き，収入が向上した。

　⑵茎葉処理剤による省力化技術への取組支援
　　（アタックショット乳剤とイネ科対象茎葉処理剤の混用）

大豆栽培における生育期茎葉処理剤では，大豆バサグラン液剤とイネ科対象茎葉処理剤の組合せで処理
され，現地では両剤の混用により省力化がはかられてきたが，効果が劣る雑草が残草し手取り除草を余儀
なくされてきた。
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４ 対象者の意見

大豆の作業とにんじん等の作業競合が回避できた。しかし，今後，にんじん等土地利用型園芸作物を産地
化していく上では，販路拡大（安定供給）とそれに対応した組織改革を検討したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農事組合法人タカギ農産　代表理事

そのため，アタックショット乳剤の単剤処理と薬害程度が同程度のワンサイドＰ乳剤との混用処理につ
いて実証試験を実施したところ，1回の処理で効果が得られ，薬害程度も単剤処理と同程度あることが明
らかになった。防除にかかる作業時間が大幅に改善し，労力をにんじんに仕向けられることが可能となり，
作業時間の軽減と人件費の改善につながった。

　⑶業務用にんじん（転作）の強化
業務用にんじんの販路は，農事組合法人タカギ農産からJA新みやぎ，株式会社舞台ファームに出荷する

契約出荷とした。なお，規格外品は袋詰めし，JA新みやぎの直売所「元気くん市場」で販売した。
安定出荷するために収穫できる時に収穫し，保冷庫で保存しながら週３回の集荷時に計２t出荷した。な

お，本年は豊作となったことから近隣法人（中埣ファーム育み：50a）も株式会社舞台ファーム向けに出荷し，
両社で3.6t/週を出荷した。

令和元年東日本台風の被害により，農事組合法人タカギ農産では，にんじんが収穫皆無となったことを
きっかけとして，近隣法人と協議を行い，安定出荷に向けた体制の構築を目指すことになった。

■普及センター：美里農業改良普及センター
■課題チーム員：鹿野　弘，平　智文，伊藤　愛
■執 筆 者：平　智文
■協 力 機 関：美里町，JA新みやぎみどりの地区本部

図－２　茎葉処理剤（除草剤）混用によるにんじん収穫作業への労力分散

図－１　大豆中耕培土を省略した耕種概要と作業競合を回避したにんじんの収穫作業
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Ⅱ－１－（5）

新規就農者の営農定着支援
課題名 新規就農者の基本技術向上と就農モデル経営体の確立

対　象 認定新規就農者　４経営体（５人）

１ 背景・ねらい

全国的に就農支援制度が拡充された平成24年度以降，新規就農者が増加し，栗原市内においても年間10
～ 20人程度が就農している。平成26年度から平成29年度までの４年間で67人が新規就農しているが，自営
就農者は33人で，法人等での雇用就農者が34人である。自営就農者の中には，生産に関する基本技術や経営
管理に関する知識が十分ではなく，計画どおりの生産や所得の確保に苦慮している事例も見られ，特に自立
経営が成り立つまでの課題が多い。

こうした状況を踏まえ，今後の新規自営就農者のモデルとなる優良経営体の育成を目的に，　経営開始から３年
以内の新規就農者４経営体（５名）を対象に，生産技術の更なる向上やそれに伴う高品質な農産物生産，経営管理
等について支援を行い新規就農者の営農定着を図る。近い将来，あとに続く新規就農者から「あの人のようになり
たい」と目標にされる農業経営者の育成を目指し，この活動を通して新規就農者の成長を支援する。

２ 活動内容

◎PDCAサイクルマネジメント実践
農産物の生産性や品質向上を効率的に図りながら営農を継続的に改善するためには，PDCAサイクル（事

業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ）の理解と実践が必要であ
る。そこで，このマネージメント手法に対する認識度の確認を行うとともに，営農活動への導入について
支援を行った。

◎資質向上支援（みやぎ農業未来塾の開催）
新規就農者等に対して栗原市が実施する支援施策の周知や，経営戦略を持つことの重要性について意識

啓発した。事例としては水稲育苗ハウスを活用したブドウ栽培に取り組む経営体の視察訪問や，営農基礎
研修会により経営理念・技術習得を支援した。

◎経営管理能力向上支援
指導対象者とともに出荷や販売実績を確認し日々の経営管理の重要性を意識させた。また，普及セン

ター主催の簿記講座等への参加を誘導し，経営管理能力の向上を支援した。
◎主要な生産技術向上支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指導対象者が生産する作物・家畜等について，現地指導を通じた基本技術の確認や栽培指導等を実施した。
◎先進的農業者による営農指導支援

普及指導員からの支援のみならず，指導農業士の方々をはじめとした地域の先進的農業者等の協力によ
り，生産や販売について実践的な指導支援を行った。

３ 活動の成果とポイント

指導対象４経営体は，農業次世代人材投資資金活用に際して栗原市から「認定新規就農者」認定を受けてい
る。その際，各自毎年度の所得目標を掲げているが，経営体によってはそれを達成できていない事例が見られ
た。普及活動においては，各経営体の生産・販売実績を精査し，今後の所得目標達成に向けた支援を実施した。
◎生産や経営管理に係る技術・知識の向上

活動の中ではPDCAサイクルに基づき，作付け前の計画検討から中間管理も含めた，生産～販売までを
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４ 対象者の意見

栽培技術の改善指導で問題点を明らかにできることから的確なサポート・助言は大変助かる。
指導により，経営改善が図られているので、継続した支援を希望します。

　重点指導対象者

一工程として捉え，その必要性の理解と実行をとおして生産性向上と経営管理能力向上を支援した。その
結果，生産場面における「PDCAサイクルマネジメント」については理解を得られたが，継続的な実践につ
いては今後も支援が必要である。なお，先進的な農業者等からの現地指導も併用した支援対象畜産経営体
では，飼養管理や飼養環境改善に大きな成果が見られた。対象者の主な改善点は下記のとおり。

トマト栽培者は，栽培管理方法や品種ごとの特性，作業ごとに要する時間等を理解，把握し，労力の適
正配分に向った。また，病害虫に対する予防防除やハウス内環境について，管理方法を改善中であり，従
来より病害の発生を低減しつつある。

露地ほうれんそう栽培者は，適期播種できたが，目標収量には至らず。ほ場の排水不良が原因であるこ
とに気付き，気付きを次作に活かして排水改良を進めている。

繁殖牛飼養者は，飼養管理や飼養環境改善に大きな成果が見られ，地区の育種組合の代表として県共進
会に選抜されるまで技術が向上した。

◎自らの判断で経営改善に向けた取組を行い，経営が早期に安定
新規就農者等に対する栗原市が実施する支援施策や，経営戦略を持つことの重要性について意識啓発の

ための先進経営体訪問で，経営理念を学んだ。また，出荷や販売実績を確認するとともに，普及センター
主催の農業簿記講座等への参加誘導し，経営管理能力向上を支援した。先進的農業者による営農指導支援
体制の構築により，より実践的な営農技術の習得や，「困った時に相談できる」体制支援を実施した。

指導対象者の青年等就農計画について対象者とともに適時検討し，栗原市と連携のもと，必要に応じて
計画変更等について支援した。これらの支援により日々の経営管理の重要性を認識するとともに自ら積極
的な技術習得を心がけるようになった。具体例を示すと，野菜栽培者では，積極的に実需者と交流しなが
ら販路拡大し，市場の出荷ピークとずらすように努め，高単価販売を実現した。生産を通して中心となる
品種を決め，需要のある品目への取組を検討し安定生産に向けた改善点を指導し，把握できたと判断して
いる。また，病気の発生しにくい作型や暖房の使用をなるべく避ける作型を検討するまでに達した。

繁殖牛経営では，発情兆候確認や人工授精技術の指導と併せ，ICTを活用し，子牛の損耗を防止すると
ともに繁殖成績の向上に取り組んでいる。また，目先の価格に惑わされずに経営安定のため自家保留を優
先し，増頭に努めている。

以上のように生産技術の向上や経営管理技術の習得を支援したところ，４経営体の農業収入は，全経営
体で毎年収入は増加し，就農計画当該年の目標の収入目標達成率は，平成30年度決算で62％～ 125％と
なった。しかし，所得目標達成率は良好なところでも75％にとどまっており，今後も継続的に計画達成を
目標に支援する。

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：佐藤秀俊，鹿野裕志，植松克彦，小野寺伸也，三上雄史，降幡泰永，小野愛実，稲垣ゆほ
■執 筆 者：佐藤秀俊
■協 力 機 関：栗原市，JA新みやぎ栗っこ地区本部

トマト栽培技術指導 繁殖牛技術指導
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Ⅱ－１－（6）

土地利用型法人の明日を目指して
課題名 法人経営の円滑な次世代承継

対　象 有限会社かわつらグリーンサービス

１ 背景・ねらい

有限会社かわつらグリーンサービスは，昭和60年に水稲及び転作受託組織としてスタートし，平成８年１
月に法人化している。現在の経営規模は，水稲，大豆，麦など約70haと施設及び露地園芸などの幅広い品目
を役員５人と従業員６人で経営している。

平成30年には，経営承継に向けた組織体制，役割分担の見直しなどの中期経営計画の検討を行っており，
その中で役員候補者３人に平成31年12月に経営移譲し，現役員は第一線を退くこととした。

役員候補者は今まで従業員として農場業務にのみ携わっていたため，経営管理や組織運営能力の早期習得
と，中期経営計画の実践による円滑な経営承継を支援する必要がある。また，世代交代に伴う技術の承継な
ど，収量・品質の向上への支援が必要である。

２ 活動内容

◎組織管理能力の向上支援
経理，営業，生産部門の資質向上を図るため，役員候補者３人をみやぎ産業振興機構主催のトップリーダー

養成講座に派遣するとともに，外部専門家（経営コンサルタント）による分掌事務指導会の開催を支援した。
また，令和元年度に雇用した新入社員については人材育成に向けて，農の雇用事業を活用した研修計画

策定とその実施について支援した。
◎月次作業等調整会議開催支援

役員候補者３人で作業計画の立案・調整が行えるようにするため，月次作業調整会議を開催（７回）し，
作業別作業実績・計画表を用いた実績検討と次月作業調整を支援した。また，きめ細やかな作業調整を行
うため，週間作業計画・作業割当表による週末ミーティングの実践について支援した。

◎土地利用調整，省力技術等社員の基本技術習得支援
水稲直播栽培の課題である除草対策について，実証ほを設置して適期散布を指導した。また，大豆栽培

についてはポイントとなる時期にこまめに巡回し，適期管理を指導した。さらに，乾田直播，大豆栽培に
ついては，漏水や排水不良などほ場条件に起因する生育不良があったことから，次年度へ向けて適地適作
を目指した土地利用計画の策定を支援した。園芸部門では，夏期の施設野菜の労働生産性を高めるため，
空調服による暑熱対策を試行した。

３ 活動の成果とポイント

◎組織管理能力の向上支援
養成講座や経営コンサルタントの指導を通じて，役員候補者の経営承継への意欲が高まった。さらに，

承継後の役割に応じた資質向上が図られ，役員候補者自らが担当業務の洗い出しを行うなど承継を意識し，
業務に主体的に取り組むようになった。その結果，役員体制や株の譲渡について，新旧役員の合意が図ら
れ，令和２年３月から若手社員３人を社長，専務，常務に，前相談役を会長に据えた新体制をスタートさ
せることができた。
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４ 対象者の意見

会社で長く働いてきたが，経理や作業調整の経験はない我々３人にとって，経営承継を打診された際には
不安でいっぱいだった。リーダー養成講座や経営コンサルタントによる指導を経て，徐々に自信がついてき
たが，何よりもわからないことや不安なことを普及指導員に相談できたことが心の支えになった。自分達に
とっては事業承継ができて終わりではなく，ここからが始まり。３人で力を合わせて創業者が築いてきた経
営を維持・発展させていくので，これまで同様に相談にのってほしい。

登米市・有限会社かわつらグリーンサービス　新役員

◎月次作業等調整会議開催支援
年度当初から役員候補者３人で月次作業調整会議や週末ミーティングを行い，作業計画を立案し，作業

調整を実践する下地ができた。また，８月と12月に栽培実績に関する検討会を開催し，病害虫防除や施肥
管理など，改善事項を共有化することができた。

一方，栽培品目が10品目と多いことから，作業調整が十分行えなった時期もあり，調整方法については
更なる検討が必要である。

◎土地利用調整，省力技術等社員の基本技術の習得支援
水稲直播，大豆，小麦などの土地利用型作物については，栽培管理のポイントは理解したものの，天候

に応じた臨機応変な作業を実施することができず，雑草や病害が多く発生したため，今後は作物の生育に
合わせたきめ細やかな作業調整が求められる。

盛夏期におけるハウス内での暑熱対策は労務改善の大きな課題であったが，空調服を導入することで軽
減できる目処が立った。

■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，佐藤泰征，鈴木　剛，今野愛祐美
■執 筆 者：小山　淳
■協 力 機 関：JAみやぎ登米，登米市・農業委員会，宮城県農地中間管理機構

役員候補者３人による計画策定会議

施設の暑熱対策へ向けた空調服の試着

ホワイトボードを使った水稲作業の調整

視察者に応対する新・旧代表者
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Ⅱ－１－（7）

ねぎといちご販売拡大による経営安定化支援
課題名 ねぎといちごの販売拡大による経営の安定

対　象 シーサイドファーム波路上株式会社

１

２

背景・ねらい

活動内容

シーサイドファーム波路上株式会社は，気仙沼市階上地区の園芸品目の担い手として平成28年７月に設立
され，農地中間管理事業により集積された農地と被災地域農業復興総合支援事業で整備された施設・機械を
活用し，ねぎといちごの生産を行っている。

平成30年にはねぎの作付けが約10haとなり，いちごの栽培棟も稼働したが，急激な規模拡大と新規部門の
開始により，作業量に見合った労働力の調整ができず，作業の遅れや作業効率の悪さが見られるようになった。

そこで，労働力の適正な配分により導入された施設・機械が効率よく利用され，法人の運営管理が円滑に
行われることをねらいとして，プロジェクト活動を展開した。

◎事業計画書作成，財務・労務管理の適正化支援
農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業による民間等専門家支援を活用し，作業計画と今後の収

支予想の作成に関する支援を行った。また，役員に対して，経営改善の必要性について指導した。
◎生産技術支援

いちご部門では，毎週の生育調査・巡回指導のほか，いちご部門社員と普及センター，JA等関係機関職
員が情報交換を行う定例会を開催し，環境モニタリングデータや生育調査データを活用した栽培管理の支
援を行った。また，作業リーダーとなるいちご部門社員に対しては，各種研修会への参加誘導を行った。

ねぎ部門では，適期作業が行われるよう定期的な巡回指導を行い，作業効率向上に向けた適正な人員配
置，計画に基づいた適期作業実施について指導した。

３ 活動の成果とポイント

◎事業計画書作成，財務・労務管理の適正化支援
民間専門家と連携し,ねぎ，いちご各部門の作業予定・収支予想を作成し，役員に対して，収支予想をも

とに経営改善を働きかけた。経営改善に対する意識が向上しつつあり，役員自らが月別の作業計画を作成
するようになった。

◎生産技術支援
いちご部門では，毎週の生育調査の実施，社員と関係機関職員が定期的に情報を交換する定例会の開催

により，きめ細やかな栽培管理の指導を行った結果，栽培管理技術の向上，いちご収量の向上が図られた。
なお，いちごの収量向上に伴い出荷数量も増加していることから，さらなる作業効率の改善が必要である。
ねぎ部門では，肥培管理や雑草防除等の栽培管理指導を行った。定期的な巡回指導により，ねぎ部門担

当者の作業効率の向上，計画的な作業実施に対する意識が向上しつつあるが，さらなる改善が必要である。
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気仙沼農業改良普及センター気仙沼農業改良普及センター

４ 対象者の意見

ねぎ，いちごの栽培管理の支援に感謝している。今後も収量向上・安定生産にむけた指導を引き続きよろ
しくお願いしたい。

シーサイドファーム波路上株式会社　代表取締役

■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：佐藤直紀，福原弘芳，大村雄一，千葉正典
■執 筆 者：佐藤直紀
■協 力 機 関：気仙沼市，JA南三陸

ハンズオン支援

いちご定植指導 いちご栽培指導

いちご部門定例会

ねぎ栽培指導 ねぎ栽培試験
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Ⅱ－２－（1）

中山間地域における農業の持続を目指して
課題名 中山間地域農業を支える地域営農体制の構築

対　象 倉内・大針農村地域活性化委員会地域営農部会６人

１ 背景・ねらい

仙台市西部の倉内・大針地区は仙台市の中心部に隣接するものの，農業の担い手不足及び耕作放棄地の増
加並びに鳥獣被害の増加など，持続的な地域農業の維持に当たり課題が山積している。

当地区では，これらの課題に対応するため，平成29年７月に「倉内・大針農村地域活性化委員会」（会員20
名）（以下：地域活性化委員会）を設立し，基盤整備事業導入及び体験交流等による地域活性化を進めている。
平成30年度には，「土地利用型園芸作物（ねぎ，たまねぎ）」及び「体験交流に向けた作物栽培」を試験的に取
り組んでいる。また，平成30年11月に地域活性化委員会の中に「農地マネージメント部会」「農村環境部会」

「地域営農部会」を設け，地域活性化に向けた取組体制を強化している。
当地区では，令和４年度から始まる工事前に持続的に集落営農を担う組織と導入作物を決定し，工事終了

後スムーズに営農を開始したいと考えている。

２ 活動内容

◎導入予定品目の栽培技術支援　　
地域活性化委員会地域営農部会では，基盤整備後の導入品目として「長ねぎ」「たまねぎ」「ジャンボにん

にく」を想定している。それぞれの品目に対して，栽培技術支援等を実施した。
「長ねぎ」栽培については，定植前に角田市ねぎ部会員，（農）井土生産組合の先進地研修を実施した。収

穫時には再度（農）井土生産組合を訪れ，収穫調製作業の視察を行なった。また，約11aほ場における試験
栽培を支援するとともに栽培結果をもとに，将来の労働力の確保及び販売方法を検討した。
「たまねぎ」栽培については，昨年度定植したたまねぎの機械によるの収穫作業及び出荷調製作業を支援

した。また，秋の定植に向けた育苗及び機械定植支援を行なった。
「ジャンボにんにく」栽培については，地元でジャンボにんにくの栽培加工を行なっている法人経営者を

講師に栽培研修会を実施するとともに定植作業支援を行なった。
◎集落営農組織づくり支援 

集落営農組織づくりに向けて，地域活性化委員会が開く毎月１回の定例会議で，今後の地域の営農を支
える中心経営体として法人組織の必要性や関連する中間管理事業等の基礎知識の研修を行うとともに，地
域内の合意形成の重要性を指導した。令和元年12月から１月にかけて地域農業者の法人化に関する意向を
確認するためのアンケートを実施した。

また，地域活性化委員会による先進的な集落営農を実践している山形県河北町農事組合法人ファーム吉
田への視察研修を支援した。

３ 活動の成果とポイント

◎導入予定品目の栽培技術支援　　
令和元年度は，長ねぎ栽培先進地及び経営体の視察等を通じ，将来の営農イメージを明らかにするとと

もに試験栽培の結果をもとに，将来の労働力の確保及び販売方法を検討した結果，基盤整備後の作付け品
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仙台農業改良普及センター仙台農業改良普及センター

４ 対象者の意見

倉内・大針地区では，基盤整備の工事が始まる前に，将来を見据えた体制を整備したいと考えているので，
その実現に向けて，今後も導入品目の決定や集落営農の法人化に一緒に取り組んでいただきたい。

仙台市　倉内・大針農村地域活性化委員会地域営農部会

目の１品目として「長ねぎ」栽培を決定した。
他の導入作物を次年度以降も検討するため，たまねぎ及びジャンボにんにくの栽培を継続している。令

和２年度は収穫作業後に栽培結果をもとに，基盤整備後の作付け品目として検討することとしている。
◎集落営農組織づくり支援 

定例会議での集落営農組織設立に係る基礎知識の研修及び集落アンケート結果をもとに，令和２年度末
までに農事組合法人を設立することになった。また，農地を法人に貸付けしたい農家には，令和３年12月
までに農地中間管理機構と契約するよう誘導し，機構集積協力金の受給を目指す等の今後の活動工程が明
らかになった。

令和２年度は集落営農の法人化に向け，具体的な活動を展開する予定である。

■普及センター：仙台農業改良普及センター
■課題チーム員：菊地敬子，鷲尾英樹，長田幸浩，大河原香織，小林真言
■執 筆 者：菊地敬子
■協 力 機 関：仙台市農業振興課，JA仙台西部営農センター，仙台市大倉川土地改良区

長ねぎの定植作業 たまねぎの定植作業 ジャンボにんにく栽培研修会

集落営農先進地研修 長ねぎ栽培先進地視察
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Ⅱ－２－（2）

活力ある中山間集落の実現に向けて
課題名 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

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，令和２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リゾート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・ツーリズム等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
法人の運営や経理，後継者の確保育成などの情報収集を目的に農地中間管理事業のモデル地区にも指定

されている山形県長井市の類似の条件下にある農事組合法人の視察を行った。
また，農業経営者総合サポート事業を活用し，中小企業診断士や税理士，司法書士による相談会を実施

するとともに定款や事業計画の作成支援を行った。
◎高収益作物の栽培定着

高収益作物として昨年に引き続きたまねぎの試験栽培を実施し，土壌診断や播種育苗，病害虫防除，作
柄検討など技術支援を行った。令和２年度の作付けについても検討を行い，春作には同様にたまねぎを栽
培することとし，育苗指導を行っている。

一方，令和元年東日本台風の影響で取水堰が被害を受け，令和２年産の水稲の作付けが不可能となり，
経営面積の大部分を大豆に変更せざるを得なくなったため，大豆栽培に関する基礎的な講習会を開催した。

◎中山間地域の資源を活かした集落の活性化
当地区が至近に大型リゾート施設がある風光明媚な純農村地帯であるという地の利を活かして，都市部

消費者との交流を促進することにより集落の活性化を図るため，「都市と農村との意見交換交流会」を開催
した。

◎集落ぐるみで実践する鳥獣害対策　
令和元年度にイノシシ対策として新たに6,505ｍの電気柵を設置し，総延長は約10㎞となった。電気柵は

設置後の管理が効果に大きく影響するため，加美町と生産者，普及センター合同で除草状況や電線の設置
高，電圧などの確認を行い，不具合がある箇所については管理者に改善を促した。

また，農家以外の世帯を含む集落内の全92戸に対策資料を配付し，集落ぐるみの対策をとるよう意識啓
発を行った。この他，山形県米沢市への先進地視察研修を行った。

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
先進地視察における情報収集の他，各種相談会で検討した結果をもとに法人設立に向けた準備を進めた。

令和２年２月４日に登記が行われ，農事組合法人アグリ神明（しんめい）が設立された。「神明」の名は地区
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大崎農業改良普及センター大崎農業改良普及センター

４ 対象者の意見

令和２年２月４日に新規法人を設立した。今後の運営や営農計画について引き続き支援を願う。また，台
風の影響で新たに大豆を作付けすることとなったので，その技術指導についても支援をお願いする。

加美町　農事組合法人アグリ神明　代表理事組合長

■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，吉村正久，佐藤敏昭，高橋ひろみ
■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

司法書士による相談会 たまねぎの定植 都市と農村の意見交換交流会（収穫体験）

先進地視察研修 たまねぎの調査 電気柵の点検

内の神明神社に由来する。
◎高収益作物の栽培定着

昨年，今年の２か年とも近隣産地の品質・収量を上回る成果が得られた。栽培技術が年々向上しており，２
か年にわたり良好な成績が得られたことでたまねぎ栽培に対する自信が得られ，さらに栽培意欲が高まってい
る。昨年は６ａ，今年は12ａの栽培面積であったが，令和２年度は約20ａに作付けを行う予定である。

普及センターでは，この試験栽培に合わせ品種比較の調査を実施しているが，この２年間で栽培を行っ
た３品種「オーロラ」，「ネオアース」，「もみじ３号」はいずれも東鹿原のような中山間地域での４月上旬定植，
７月中旬収穫の作型に適する品種であるとの結論を得ている。令和２年度は播種時期や育苗期間の管理方
法等について調査を実施する。

◎中山間地域の資源を活かした集落の活性化
平成29年に「東鹿原の将来を考える会」，平成30年には「東鹿原の魅力再発見」と毎年ワークショップを

開催し都市部との交流に向けた準備を進めてきた。交流会実践の年と位置づけた今年度はみやぎ生協の関
係者を招き，「都市と農村との意見交換交流会」を開催した。都市部の消費者が生産者に対しどのような考
えを持っているのか，また，農村部に何を期待しているのかなど具体的な意見を聞くことができた。

当地区では，これまでこのような交流を行った経験は無かったが，対応の感覚をつかむことができた。
今後の交流促進が期待される。

◎集落ぐるみで実践する鳥獣害対策
電気柵を設置したほ場での被害はほとんど無く，高い効果が認められた。除草など設置後の管理が適切

になされた結果であるが，未設置ほ場での被害が増加しているため，今後の設置場所の選定等検討が必要
となっている。
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Ⅱ－２－（3）

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）

１

２

背景・ねらい

活動内容

沼田・八木地区農地整備事業（H28 ～ R3，受益面積59ha）では，令和３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（以下，営農組合）は，平成19年設立の集落ぐるみ型営農組織（組合員数46人，経営面積70ha
（うち整備地区内約25ha））であり，枝番管理により運営されてきた。営農組合設立後，法人設立に向けた研
修会等を開催・参加してきたが，具体的な検討には踏み込めないまま，平成28年度末に農用地利用改善組合
の定める特定農用地利用規程が失効した。現在は，栗原市の新たな認定（平成29年３月）により，令和３年度
末までの法人化を目標とする任意組合として継続している。

平成30年２月の営農組合総会で，法人設立準備委員会（以下，準備委員会）の設置が議決されたため，普及セ
ンターでは，準備委員会が行う法人形態や役割等の具体的検討を支援することとした。また，これまでの営農組
合の転作経験は，農地整備に関する事前転作でイネ科牧草を作付（収穫は畜産農家）したのみであったことから，
普及センターでは，併せて今後の法人経営に必要な収益性のある品目導入に向けた検討を支援することとした。

◎将来ビジョンの策定
営農組合の法人化に先だち，八木地区の営農に関する将来像を明確化するため，平成30年７月に将来ビ

ジョン検討会開催を支援した。その際，集落の女性の参加に特に力を入れるよう誘導し，法人設立後の営
農への意見反映や協力意識づくりに努めた。

◎法人設立に向けた取組
平成30年度は，定期的な検討機会を設けるために準備委員会の月例開催を誘導し，効率的な準備委員会運営

の助言，法人設立時期を仮設定した準備委員会の検討スケジュールの作成を支援した。その後は，営農組合の
実績評価，地区の経営資源調査，将来ビジョン検討会の開催と意見集約，農業経営相談所からの専門家派遣，
先進地視察研修，法人像の具体化・説明のための事業目論見書の作成等，概ねスケジュールに沿って支援した。

令和元年度は，準備委員会が事業目論見書の作り込み，農事組合法人設立に関する集落説明会の開催及
び法人参加の意向確認を進めることを支援した。また，要請に応じて農地中間管理事業の勉強会を開催し，
法人設立発起人会設置後は，定款作成・農地の現況確認・具体的課題解決のための専門家派遣・農事組合
法人創立に関する説明会と同意書徴収・創立総会の開催等を支援した。

◎新規営農品目の導入
平成30年度は新規営農品目の検討・選定を支援し，令和元年度に転作大豆の試作と飼料稲による転作作

付に取り組むこととなった。
令和元年度，農地整備事業１年目の事後転作としての飼料用稲は，６月田植え，収量確保が必要との条

件に対応した技術組立により栽培管理の実践を支援した。法人化後の基幹転作作物候補の大豆は，前作が
牧草，ほ場は暗きょ未整備条件であったが，雑草及び排水対策に重点を置きつつ，基本技術に従った栽培
管理の実践を支援した。
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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，ワークショップ形式で１回開催した。参加

者をテーマ別４班（農地・農作業・ひと・もの）に分けて意見を出し合い，班毎にとりまとめ，代表者が発
表することで検討内容を参加者で共有した。

準備委員会は，ワークショップで出された意見を再整理して将来ビジョン原案にとりまとめ，準備委員
会だよりに掲載して集落内に周知した。また，事業目論見書における法人化の目的や理念等にも，ワーク
ショップの意見が反映されている。

◎法人設立に向けた取組
準備委員会の検討スケジュールで，法人設立を平成31年８月に仮設定したことで検討作業の進捗目安が

でき，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
に応じて合間にも準備委員のみで開催）され，概ね着実に検討が進んだ。ただし，田植え・稲刈りの農繁
期と，H31営農組合総会開催時期は，準備委員会を定例開催できなかったため，検討スケジュールからの
遅れが生じ，創立総会開催は令和２年１月となり，２月４日に法人設立登記が電子申請により行われた。

平成30年度前半には，営農組合の10年間の実績評価や地区の経営資源調査，将来ビジョン原案等の基礎
的情報整理を支援し，準備委員の共有基盤として有効であった。同年度後半には，専門家派遣や先進地視
察研修により，法人像の共有化が図られ，事業目論見書の作成に有効であった。これらの活動について，
不定期刊行紙『準備委員会だより』が作成・配付されたことにより，集落内への情報共有が進んだ。

令和元年度は，農事組合法人設立に関する集落説明会を実施して発起人会に移行し，説明会では発起人
会の事業目論見書により具体的な説明を誘導した。発起人会移行後は，定款の仕上げや事業年度確定等の
ため専門家を派遣して懸案処理を支援したほか，法人設立間近になり，創立説明会や同意徴収，創立総会
開催等のイベントや業務が錯綜する時期には適宜，代表者との個別打合せ頻度を増やすことにより，円滑
な法人設立を支援することができた。

◎新規営農品目の導入
平成30年度は，加工用ばれいしょ栽培研修会等への参加や農事組合法人下高城ふぁあむの栽培事例を視

察ることで，営農品目を選定する際の考え方について理解が進んだ。
飼料用稲は，技術組立により支援した結果，地力ムラによる収量減はあったものの，倒伏もなく，概ね

満足できる営農結果であった。大豆は，基本技術徹底により支援した結果，雑草害や湿害の影響の少ない
良好な営農結果であった。

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かった。法人設立後も課題が残るので引き続き支
援をお願いしたい。

栗原市若柳・八木営農組合　組合長

■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，金野勇悟
■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新みやぎ栗っこ営農部（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）

ワークショップ 成熟期の大豆 法人創立総会
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（農）ふるせきファーム設立に向けて
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（ほ場整備予定地区）33戸

１

３

背景・ねらい

活動の成果とポイント

古関集落は川崎町北西部の中山間地域にあり， 10年前までは共同で直売所を運営し「古関そば祭り」を実施
する等活気のある集落であった。しかし，近年は高齢化や後継者不足により耕作放棄地の増加が目立つよう
になってきていた。この状況を変えるため地区内で話し合いを重ね，農地整備を行い水稲，そば，園芸品目
を栽培する担い手法人を設立することにした。そこで，そば収量の安定化，新規園芸作物試作という技術的
支援に加え，集落営農法人を設立するための基礎的知識の習得と事業計画作成を支援した。

２ 活動内容

◎そば栽培の安定化支援
そばの減収要因で最も重要な排水不良を改善するため，春そば播種前にカットドレインで暗きょを施工

する実証試験を行った。また，昨年に引き続き物理的人工授粉作業試験（ブームスプレーヤを活用した授粉
用具の改良・試作・走行試験）を実施し，実証ほを設置して収量等の調査を行った。また，人工授粉技術
を広く知ってもらうため，県内外の農業者や関係者を参集範囲とした現地検討会を開催した。

◎地域営農システム構築支援
⑴組織運営システム構築支援

法人の構成員候補である古関地区ほ場整備推進協議会の役員11名は，それぞれの営農に関する知識に差
があり，事業計画を議論することが難しい状況にあった。

そこで，毎月，法人化勉強会を開催することを提案したところ，特に不安の大きい資金繰り等について勉
強したいと要望があったことから，視察研修等を含めて８回の勉強会を実施した。これに並行し，川崎町農
林課と協力して集落の現況調査（機械所有状況等）を行い，データを示すことで話し合いの活性化を促した。
⑵園芸品目栽培技術習得支援

将来法人で取り組む品目の候補となった，タマネギ，さつまいも，ブロッコリー等を川崎町の事業を活
用しながら試作し，取り組みの可否を検討する材料とした。

◎そば栽培の安定化支援
播種前の排水不良対策の実演により出芽が良くなったことが実感された。これにより排水対策の必要性が

理解され，農業者自らハーフソイラの導入を決めた。また，継続して実証試験を行っている人工授粉につい
ても，栽培している全面積に対して実施するなど，収量増にむけた取り組みが行われるようになった。しか
し，令和元年は収穫前の大雨が影響し，収量増には結びつかなかった。
◎地域営農システム構築支援

⑴組織運営システム構築支援
今年度は勉強会を１か月に１回の頻度で継続的に開催したことで，役員全員が意見を出し合い議論する

機会が多くなった。勉強会では，普及センターが作成した法人化に向けて合意すべき事項（全項目35項目）



61Ⅱ　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大河原農業改良普及センター

４ 対象者の意見

集落営農法人の運営について，まだわからないことがあり不安に思う部分もあるが，設立に向けて毎月勉
強会を開催したおかげで，話し合いを進めることができた。

　川崎町・古関地区ほ場整備推進協議会会長

に基づき話し合いが進められ，合意項目が年度当初の８項目から，翌年１月には30項目に増加した。法人
の設立に必要な事業計画のほとんどが決定され，特に設立当初に課題となる機械施設の確保や整備につい
ての方針が明確になったことで，役員の不安はかなり解消出来た。また，実際に法人運営をしている先進
事例を学んだことで，将来の集落の姿を描くことができるようになったとの声があった。
⑵園芸品目栽培技術習得支援

作付け候補の園芸品目を各役員が個別に試験栽培に取り組んだ。作付面積は小さかったが，それぞれの
品目で利点と課題を把握することができ，ブロッコリーでは寒さを利用して他の産地より早めに出荷でき
る可能性が確認された。農地整備後はいずれの品目も大面積で栽培することを想定しており，今後は労働
力確保が課題で，人材確保に対する問題意識が高まる契機となった。

■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：千田晶子，渋谷智行，加藤秀逸，丹野さやか
■執 筆 者：千田晶子
■協 力 機 関：川崎町

人工授粉現地検討会

法人化勉強会の一コマ

法人化勉強会視察研修

ブロッコリー収穫
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道の駅が農業者の生産意欲に火を点ける
課題名 道の駅直売施設での販売を契機とした農産物の生産拡大

対　象 道の駅直売施設農産物出荷者協議会　農産部会，花き部会　95人

１

２

背景・ねらい

活動内容

角田市が整備を進めていた地域のにぎわい創出の拠点となる施設が，「道の駅かくだ」として平成31年４
月に開業した。角田市では，道の駅直売施設での販売を契機とした農産物の生産拡大を掲げ，年間の販売額
１億８千万円を予定していた。

出荷予定者の多くは栽培経験が少ないため栽培技術の向上が求められていた。また，出荷予定品目の主体
は野菜であるが，計画達成のためには，新たな品目として花きや果樹の生産に取り組む出荷者の育成も必要
である。さらに，今後この道の駅を特徴づける販売品目を作り出していく必要性について提案したところ，
道の駅事務局や生産者に理解され，具体的な取組がスタートした。

◎安定した農産物の出荷・販売支援
道の駅開業前の平成30年度は角田市役所と協力して，農産物出荷者同士の情報交換や出荷調整等を行う

協議会の部会活動立ち上げを支援した。
協議会会員には生産出荷計画表を作成・提出してもらい，直売所として年間の販売品目や量の把握を行っ

た。これを踏まえて，出荷量が少ないと見込まれる時期に出荷できる品目を選定し，全会員を対象に作付
けを誘導した。特に開業となる４月から来客が多く見込まれる５月にかけては地元野菜の端境期となるた
め，十分な品揃えでこの時期を迎えられるように，栽培可能な品目を提案し，その管理技術について集合
研修と個別の現地巡回を組み合わせて指導を行った。

道の駅開業後の令和元年度は，会員の出荷実績と出荷計画表を整理し，時期ごとに出荷拡大を推進する
品目や，端境期を埋めるための品目や品種構成について集合研修で提案を行い，さらに技術向上のために
個別の現地巡回指導を行った。

昨年10月に襲来した令和元年東日本台風の影響で，収穫間際のブロッコリー，長ねぎなど秋野菜に大き
な被害があり，技術対策や次作の計画作成などを支援した。

◎特徴的な品目の取り組み支援
道の駅を特徴づける品目の一つとして，色鮮やかなカラフルトマト栽培を提案した。角田市はもともと

夏秋トマトの産地であり，その生産者を中心に協議会員５人が取り組んだ。
栽培開始前の講習会で栽培全体の概要とポイントを伝え，栽培開始後は現地巡回により個々の状況に応

じて指導を行った。カラフルトマトは現在主流になっているトマトの品種に比べて病害に弱いという特性
であることから，これに対応した防除を重点的に指導した。また，もう一つの取組として多様な品種のば
れいしょ栽培を提案した。角田市と姉妹都市である北海道栗山町がばれいしょ種芋の産地であることから，
珍しい18品種を入手し15人の会員が分担して栽培した。

これらのばれいしょについては，カラフルトマトと合わせて販売促進イベントを実施することになり，
品質向上や収穫期確認のため道の駅スタッフと一緒に現地巡回を実施した。

特徴的な花き品目として，低温開花性に優れたカンパニュラ栽培を提案。２人が栽培に取組み，育苗か
ら水管理，病害虫防除，収穫時期の判断など栽培技術を指導した。

その他，早出しタマネギ，一年採りアスパラガス，ひまわり，アスター，べにばな，ゆず（果汁用），生
食用いちじく，ぶどうの計11品目の青果物について，新たな取組として作付を希望する協議会員に対する
栽培指導を行った。
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４ 対象者の意見

３ 活動の成果とポイント

◎安定した農産物の出荷・販売支援
開業前からの勧誘により出荷者協議会に95名が加入し，各部会の活動を開始した。
生産出荷計画表に基づいた現地指導や栽培講習会の実施により，当初計画を上回る野菜，花き，果実等

の品目が出荷された。開業まで様子見をしていた会員も，呼びかけに応じて出荷した物が実際に売れるこ
とで徐々に積極的になり，数百万円を売り上げる会員もでてきている。道の駅全体の売上金額は令和２年
12月末までに約1.75億円（うち直売部門約8,400万円）となり，年間の売上目標（1.8億円）の達成が確実と
なっている。

協議会員自らが個々に年間の生産出荷計画表を作成し，提出された計画表を基に出荷調整や販売促進を
企画したことが安定した売上につながっていると理解され，出荷計画作成と計画的な作付けを事務局が調
整するという流れが定着した。また，令和元年東日本台風では角田市内の園芸作物が大きな被害を受けた
が，そのうち出荷可能だった長ねぎなどの品目は「訳あり品」として道の駅で販売することができた。

◎特徴的な品目の生産取り組み支援
カラフルトマトと各種ばれいしょの出荷期間中は，販売コーナーの設置や販促イベントとして「トマト祭

り」「ばれいしょ祭り」を開催し来場者の好評を得た。
カラフルトマトはみやぎ生協への出荷も行っており，次年度は約10aに面積が拡大して地域に定着して

いくことが期待される。
ばれいしょを栽培した会員は１年目の成果を前向きにとらえており，次年度は同じ品種の栽培面積を２

倍に増やして作付する予定である。
道の駅の特徴作りの一環として取り組んだカラフルトマト，多様なばれいしょは，生産拡大する一方で

品質にもこだわる必要があり，今後は「みやぎの環境にやさしい農産物」などの認証栽培にも取り組むこと
が計画されている。

カンパニュラは４月の道の駅オープンから出荷することができ，さらに春先の端境期で，花の少ない時
期だったこともあり，生産者も満足できる売上となった。

その他の新しい青果物についても，まだ量は少ないながら生産拡大への取組み機運が高まっている。

道の駅かくだの農産物直売所は開業からこれまで相応の実績を上げることができたが，今後，各地に直売
所が増えてゆくなかで区別化・差別化をするには，「珍しさ」を前面に出した取り組みが必要だと思う。買い
物客は売れ筋の日常野菜を買ったあとで，なにか変わった野菜や果物がないかと店内を巡る。その期待に応
えるため，新しい作物の発掘や研究をする出荷者の努力を今後とも応援したい。

道の駅直売施設農産物出荷者連絡協議会　事務局

■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：小室博義，今野　誠，須藤邦彦，渡邉真文
■執 筆 者：小室博義
■協 力 機 関：株式会社まちづくり角田，角田市，JAみやぎ仙南

道の駅開業の日（H31.4.19） 農産物直売コーナーの様子 色鮮やかなカラフルトマト
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Ⅱ－３－（3）

集落ぐるみの対策でイノシシ被害低減
課題名 集落ぐるみによる鳥獣被害軽減対策の実践

対　象 向山上地区　34戸

１ 背景・ねらい

蔵王町向山上地区は，水稲を中心にイノシシの被害が拡大し，農作物の被害とともに，営農意欲の減退や
耕作放棄地の増加要因となっており，被害が深刻化していた。

一部の農業者は電気柵の設置など対策を行ってきたが，農業者個々の被害軽減対策だけでは低減効果が小
さいことから，地域が一丸となった面的な取組が必要であった。当集落は集落全体での取組に向けて検討が
開始されており，被害軽減対策への関心が高かったことから，平成30年度集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル
事業のモデル地区に選定し，イノシシ被害防止の取組を支援することにした。さらに，取組成果をイノシシ
による農作物被害が深刻化している他地域へ普及を図ることを目的とした。

２ 活動内容

◎組織体制の整備支援
平成30年度モデル事業の受け皿となる地区協議会設立に向けて，地域農業者に対する説明や役員との打

合せを行った。協議会設立後，地域農業者のイノシシ対策に対する理解を深め，効果的な被害対策手法の
習得を目的に専門家による勉強会を開催した。

令和元年度は，協議会に対して平成30年に設置したワイヤーメッシュ柵の定期的な点検や補修を呼びか
けた。さらに，柵の維持管理作業を継続させるための方法として多面的機能支払交付金の活用を提案し，
制度への理解を深めるための勉強会を７月に開催した。

◎集落ぐるみの被害軽減対策取組支援
平成30年度,侵入防止柵の設置前に，現状把握と効果的な柵設置場所を選定するため，協議会，関係機関と

ともに集落環境点検を行った。集落環境点検では農作物の被害状況，イノシシの侵入経路や隠れ場所，イノシ
シの餌となる未収穫果実や農作物残渣等の確認を行い，得られた情報から集落点検マップを作成した。

集落点検マップを基にワイヤーメッシュによる侵入防止柵の設置場所を決め，設置作業時に専門家によ
る実演を交えた勉強会を開催し，効果的な設置技術の習得を支援した。その後，適切なワイヤーメッシュ
柵設置作業を支援し，3,300ｍの設置が行えた。

平成30年12月に,管内の農業者，関係機関を対象にイノシシ被害対策検討会を開催し，向山上地区の事
例紹介と現地視察を行った。

令和元年度は８月に集落環境点検を実施し，平成30年に柵設置した後の被害状況の変化や柵周辺の管理
状況を関係者全員で確認し，地域の課題を抽出した。点検結果をもとに集落点検マップを作成し，役員会
において平成30年柵設置前の状況と比較し農作物被害が減少したことや，柵周辺で環境整備が必要な箇所
があることを報告した。

３ 活動の成果とポイント

◎組織体制の整備支援
平成30年６月に地区鳥獣被害防止対策協議会が設立され，推進体制が整った。協議会を対象に勉強会を

開催したことで，被害対策を集落ぐるみで実施することの重要性が認識され，イノシシ被害対策への意識
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大河原農業改良普及センター大河原農業改良普及センター

４ 対象者の意見

集落環境点検等をとおして協議会会員相互で問題点を共有することで地域のまとまりが強くなり，鳥獣被
害対策が効果的に実施できている。今後も柵の維持管理や環境整備をしっかり行い，イノシシによる農作物
被害をなくしていきたい。

蔵王町・向山上地区鳥獣被害防止対策協議会長

が高まった。
ワイヤーメッシュ柵設置後，協議会の活動として自主的に柵の維持管理作業が実施されるようになった。

維持管理活動を継続させるための方法として多面的機能支払交付金活用の検討が開始された。令和元年東
日本台風の被災により多面的機能支払交付金の検討が一時，中断され，令和２年度からの活用は間に合わ
なかったが，令和３年度から取り組めるよう継続して検討することになった。

◎集落ぐるみの被害軽減対策取組支援
集落環境点検結果を基に集落点検マップを作成し，目に見える形で示したことで，集落の現状及び課題

が明確になり，情報の共有が図られた。
ワイヤーメッシュ柵設置については，集落環境点検結果を活かし現状に合わせた設置が行えたことと，資材

に強度と耐久性を高めるためスクリューメッシュ柵とＹ型支柱を用いたことで展示効果がより高まった。
ワイヤーメッシュ柵設置後，イノシシによる農作物被害は激減し，地域農業者は柵の設置効果を実感し

た。柵の維持管理と環境整備を合わせて実施することで農作物被害を低減できることが認識され，集落ぐ
るみの取組を継続する意識が高まった。さらに，地区内で水田の復田，野菜，たけのこ生産が再開される
など営農意欲の復活がみられた。

イノシシ被害対策検討会を開催し向山上地区の取組を事例紹介したことで，他地域でも鳥獣被害対策へ
の関心が高まり，村田町菅生地区で集落ぐるみでの侵入防止柵設置の検討が開始された。

■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：高田智子，鈴木秀人，丹野さやか
■執 筆 者：高田智子
■協 力 機 関：蔵王町

第1回勉強会

役員会で集落環境点検結果報告

集落環境点検

イノシシ被害対策検討会
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Ⅱ－３－（4）

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）

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「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
露地ぎくについては，花卉部会員のほ場を月１回全員で巡回し，栽培状況の確認を行いながら栽培技術

等の情報交換を行った。また，花卉部会員のほ場において，盆出荷用11系統，秋彼岸用15系統のパテント
の無いきく類の品種比較試験を実施し，岩出山地域における需要期に適した品種を検討した。

せりについては，親株管理・養成技術習得に向けた支援を行ったほか，採苗数向上のため２種類の親株
管理方法の比較を行い，当地域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
露地ぎくについては，出荷目揃会及び出荷反省会を開催し，商品品質の向上や出荷目標の明確化を図り

生産者と共有した。また，「地元産花きを活用した寄せ植え研修会」を開催し，部会員らの商品開発技術の
向上及びイベント開催に向けた葉ボタンの栽培を誘導した。

せりについては，７月に涌谷町への視察を行ったほか，目揃会で収穫・出荷調製作業の効率化を図るた
め，作業改善の提案を行った。

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
部会員のほ場を全員で巡回し，お互いに情報交換を行うことによって栽培技術について理解を深めるこ

とができた。きく類の販売額は，開花期の高温の影響を受け開花が遅延し，秋彼岸向け出荷の減少があっ
たものの，切り花全体としては増加した。品種比較試験については，盆出荷用は６系統で開花時期が合う
と考えられたが，秋彼岸用については気象条件等により，判定ができなかった。次年度も，継続して品種
比較試験を実施し，年次変化も評価していくこととした。

せりは，水管理，肥培管理，病害虫防除の改善を行うことにより品質が向上した。２種類の親株管理の
方法を比較した結果，収穫後の株を一旦堀りあげし，定植してランナーを養成する方法が病害虫の持ち越
し等が無く，良質な種せりが確保できた。
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大崎農業改良普及センター大崎農業改良普及センター

４ 対象者の意見

イベント開催等に意欲が見られるようになった。技術が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

◎出荷・販売力の向上に向けた支援
出荷目揃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。令和元年11月23日に「あ・ら・伊達な秋の即売会」が開催され，部会員によ
る対面販売のほか，部会員が作成した寄せ植えの展示や花ごよみの配布等，道の駅で売られている花のPR
活動も行われ，次年度以降の開催にも意欲を示していた。また，即売会では，岩出山産せりを使ったせり
汁の振る舞いやチラシの配布等，岩出山産せりのPRも併せて実施した。

せりの出荷調製作業について，①洗浄作業の見直し，②作業動線の見直し，③作業姿勢の改善が図られ
た。①の洗浄作業の見直しについては，視察先で洗浄機が使われていることを参考に，洗浄機を自作し導
入することで，洗浄回数を１回省略することができた。②の作業動線の見直しについては，前年度の調製
作業の動線を「見える化」したところ，無駄な動きが多いことが分かり，今年度は動線を一方向の流れにな
るよう改善した。③の作業姿勢の改善については，農業･園芸総合研究所が開発した作業姿勢の負担度を
評価するソフト（普及に移す技術）を活用しながら，作業姿勢の改善について提案した結果，作業台が低
く前傾姿勢で長時間作業をしていた状況を椅子と机の高さを調整し作業姿勢を改善したことにより，作業
者の負担が軽減された。これらが改善されたことにより，出荷効率が向上しせり販売額は前年比129％と
なった。

■普及センター：大崎農業改良普及センター
■課題チーム員：村主栄一，宍戸夕紀子，若尾　昇，高橋ひろみ，猪苗代翔太
■執 筆 者：村主栄一
■協 力 機 関：JA新みやぎいわでやま地区本部，株式会社池月道の駅，大崎市，株式会社石巻青果

部会員によるほ場巡回 花きの即売会 岩出山産せりのPR

せり目揃い会 調製作業（改善前） 調製作業（改善後）
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Ⅱ－３－（5）

小果樹（ふさすぐり）を活かした
中山間地域農業の活性化

課題名 中山間地域における小果樹の生産性向上及び中山間地域の活性化

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

１

２

背景・ねらい

活動内容

栗原市花山地区は，高齢化が進む典型的な中山間地域で，耕作放棄地の増加，地域コミュニティの存続危
機集落等の増加が懸念されている。昭和50年代に生活改善クラブが「ふさすぐり」の植栽を始め，ジャム加工
等の農産加工も行われてきたが，生産者の高齢化，就労者の減少に伴い，収穫労働力が不足して徐々に栽培
面積も縮小し，生産量も減少していた。

そこで，地域特産品として認知度を高め，生産者の栽培意欲を高めるとともに，新商品の開発，新規需要
の創出，販路拡大を支援し，高付加価値化を図ることで，取組者を拡大し，地域の維持・活性化のきっかけ
となることを目指した。

◎ふさすぐりの収量向上支援
ふさすぐり生育調査結果に基づく栽培管理指導と，せん定，株分け指導等を実施した。

◎ふさすぐりの商品開発，新規用途開発，販路拡大支援
農業体験バスツアーの参加者を対象に「ふさすぐりを使ったケーキづくり体験」を実施し，菓材としての

利用法の可能性等，新規需要創出と消費者の掘り起こしを行った。
◎地域連携によるふさすぐりのPRと花山の知名度向上支援

地域連携によるふさすぐりのPR活動として，仙台圏の消費者を主対象とする農業体験バスツアーを平成
30年から継続実施した。

◎集出荷体制の整備
集荷・決済を担う窓口やボランティア等が継続的に確保できるよう，活動の運営窓口となる組織づくり

に向けた調整活動を実施した。

３ 活動の成果とポイント

◎ふさすぐりの収量向上支援
ふさすぐりの収穫適期は, ６月下旬から７月上旬の２週間程度と，非常に短い。出芽，開花，成熟期等生

育調査により生育状況を把握して収穫適期を判断・指導し，本年度の適期収穫を支援することが出来た。
せん定講習会は，シュートの発生から２～４年枝の生産力の高く，良い枝を残し，古い枝の間引きせん

定を指導したことから，次年度の収量安定が期待される。また，生産株の増殖方法として，簡単に取り組
める株分け栽培を進め，栽培株の増加を支援した。

◎ふさすぐりの商品開発，新規用途開発，販路拡大支援
新商品の作出への助言と新規用途の創出に向けたPR･啓発活動，新規需要創出に向けた販路拡大を目的

として，ふさすぐりソースを商品化した。さらに，このソースを使用したメニュー創作を地域に呼びかけ
た結果，道の駅自然薯の館からソースを練り込んだ ふさすぐりソフトクリームが，７月から９月まで期間
限定商品として販売されている。また，レストラン旬彩（花山）から，ソースを使ったケーキが販売され，
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栗原農業改良普及センター栗原農業改良普及センター

４ 対象者の意見

花山地区のふさすぐりを題材にした活動が進められているのはありがたい。今後とも継続した支援を望み
ます。プロジェクト課題終了後も取組みとして続いて欲しい。

栗原市・ふさすぐり栽培農家

ふさすぐりの新たな用途が拡がりつつある。
農業体験バスツアーで収穫したふさすぐりは，仙台市の洋菓子店と事前販売予約を取り付け，収穫物を

一括全量販売した。バスツアー参加者からは「ふさすぐりを初めて知った。自分も菓材やジャムに使いた
い。」などの声があり，その場でふさすぐりを購入する参加者が複数いるなど，好評価を得た。

８月の盆前３日間に，栗原市，仙台市の洋菓子５店舗の協力を得て「花山ルビィふさすぐりフェア」を開催し，
参加店には，ふさすぐりを使用したケーキを自由に創作・販売いただいた。フェアを契機に参加店に初来店し
た客が多くみられ，同時に固定客にふさすぐりをPRする効果も得られて，win-winのイベントとなった。

フェア協力店には，ケーキの菓材としてふさすぐりを提供したが，フェア後に栗原市内２店舗から菓材
ふさすぐりの追加購入申し込みがある等，販路拡大にも繋がっている。

◎地域連携によるふさすぐりのPRと花山の知名度向上支援
地域連携によるふさすぐりのPR活動として，仙台圏の消費者を対象に，平成30年から農業体験バスツアー

を継続実施している。また，短い収穫適期における作業労力を補完する仕組みづくりと地域へのふさすぐりPR
のため，栗原圏住民を対象とする援農ボランティアを開催し，収穫調整作業等の労力の軽減を支援した。

農業体験バスツアーには，10代～ 60代の中山間地域及び農業に興味と関心のある方々から，定員の２倍
の応募があった。抽選で当選した25人中，当日欠席１名を除く24人の参加を得て，ふさすぐりと農業への
理解醸成，及び花山の知名度向上のためのPRを行った。参加者からは「雨のためほ場で収穫作業ができな
かったのが残念」という声が多く，バスツアー全体を通して「ふさすぐりを知ることができた」「また参加
したい」という感想が多く寄せられ，ふさすぐりの認知度アップに貢献した。また，消費者と交流するこ
とで，ふさすぐり栽培者自身が生産物に自信と責任を持ち，生産意欲の高まりが見られた。

農業体験ツアー，援農ボランティア参加者らは，軽労ではあるが小粒で，熟色の違う果実の収穫，選別
作業に手間が掛かるなど作業の大変さも知って貰えた。

◎集出荷体制の整備
集荷･決済を担う窓口やボランティア等が継続的に確保できるよう，ボランティア活動の調整役組織，

運営窓口となる組織が出来ないか，引受対象と考えられる組織（一般社団法人はなやまネットワーク）と複
数回の協議を行った。しかし，取組に対して人員が少ないとして取組には至らなかった。

■普及センター：栗原農業改良普及センター
■課題チーム員：内海　章，佐々木圭悦，小野寺伸也，内藤秀哉，亀井克芳
■執 筆 者：亀井克芳
■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（補助事業導入支援），栗原市

企画部定住戦略室（移住･定住支援），一般社団法人はなやまネットワーク（都市農村
交流支援）、農業・園芸総合研究所（栽培指導支援）

援農ボランティア収穫応援 ブランディング，栽培講習会 せん定講習会



70 明日へのアグリーロード

Ⅱ－３－（6）

中山間地域の農業の維持に向けた提案
課題名 中山間地における農地の維持管理労力の軽減

対　象 新童子下集落協定参加者　34人

１ 背景・ねらい

新童子下集落では，日本型直接支払制度を活用しながら農地や環境の保全に取り組んでいるが，農業従
事者の高齢化や鳥獣被害の拡大，雑草対策の問題もあって，農地の維持は年々難しくなっていることから，
ワークショップ等の開催により，雑草管理省力化の意識が高まることをねらいとした。

同地区内の株式会社南三陸農工房では，薬用作物（トウキ）を栽培しており，鳥獣害を受けにくく，ある程
度の収益が見込めることから，地域の特産品として定着することを目的に，生育特性の把握や認知向上に向
けた地域特産品目の定着支援を通じて，特産品としての生産意欲が高まることを目的とした。

２ 活動内容

◎雑草管理の省力化支援
雑草管理の省力化についての意識を高め，省力化に向けた共同活動の実施を目標に，集落座談会におい

て，ラジコン除草機等の省力除草について情報提供を実施，２月の集落打合せでは，実演会も含めた省力
除草の取組についての話合いを支援した。

人・農地プラン検討会で，農地の維持管理について話題提供を行い，集落内での担い手育成等について
話合いを支援した。

◎地域特産品目の定着支援
薬用作物（トウキ）が地域特産品目として認知され，生産意欲が高まることを目的として，プラグ苗で栽

培したトウキの生育特性を把握するための生育調査と，大きめのセル苗を使って安定生産に取り組んでい
る先進地の視察を行った。

また，トウキ栽培利用検討会を開催し，地域内にトウキが導入された経緯や目的について周知するとと
もに，地域特産品目としての認知向上を支援した。

３ 活動の成果とポイント

◎雑草管理の省力化支援
集落座談会で省力除草の事例や実演会についての情報提供を行ったところ，ラジコン除草機等の省力除

草について関心が高まり，２月の総会ではラジコン除草機の実演会も含めた省力除草について話合いが行
われた。

人・農地プラン検討会で，農地の維持管理について話題提供を行い，集落内での担い手育成等について
話し合った結果，担い手育成や農地の集積には，ほ場の条件整備整備が必要であるとの意見が出された。
そこで，ほ場の排水改良のため，古川農業試験場の協力を得て，水田の土壌調査を実施するとともに，ト
ラクタで利用できる浅層暗渠施工器とモミガラ暗渠埋設機（モミサブロー）の実演会を開催した。

◎地域特産品目の定着支援
栽培特性の把握として，生育調査を実施したことにより，現在供給を受けている苗が貧弱で，定植後生

育にバラツキが大きいことがわかった。そこで，育苗方法の検討と定植作業の効率化に向けて，積雪寒冷



71Ⅱ　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気仙沼農業改良普及センター

４ 対象者の意見

ラジコン除草機やほ場の排水改良など，農地の維持管理の省力化が中山間地域での営農継承に必要となる。
また，トウキについては薬用のみならず食材として地域に定着を考えているので引き続き支援をお願いする。

南三陸町（入谷地区）・新童子下集落協定代表

地での苗生産技術の開発に取り組んでいる山形県に視察研修を行い，100%を目指さなければ比較的簡単に
苗生産が行えることが確認できた。

地域内の栽培志向者に対して実施したトウキ栽培利用検討会では，ほ場での生育状況を確認し，導入の
経緯や栽培目的について栽培者から説明を行った。大阪薬科大学の草野名誉教授からトウキを含めた薬用
植物の栽培と利用についての講演をいただいたことにより，食材としての利用が検討された。

■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：佐藤康裕，水戸裕也，佐藤　郁，千葉正典
■執 筆 者：千葉正典
■協 力 機 関：南三陸町，JA南三陸，古川農業試験場

人・農地プラン検討会 試坑調査 施工可否判定弾丸暗渠

栽培利用検討会（ほ場） 視察研修 トウキ（収穫時調査）



72 明日へのアグリーロード

Ⅱ－４－（1）

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

１

３

背景・ねらい

活動の成果とポイント

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，砂質で地力が低い上に作土の飛散や排水性が劣る圃場も多く，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，作業計画の策定が急務であった。

そこで，効率的な生産改善に向けた条件整備，栽培技術の改善による生産の安定化について活動した。

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，作業の効率化・社内での共有化を進めるため，約60箇所あるほ

場のマップを作成し，提供した。また，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
業内容等の情報共有方法について改善を提案した。さらに，ほ場毎の作業計画や実施状況，経営状況（収
支）の把握と改善に向けて関係機関（JA全農他）と連携して支援した。
（農）いそはまに対し，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のマップを作

成し，提供した。さらに，現在の作業記録方法について対象者から聞き取った上で，作業記録の様式を提
案し，記入項目を対象と一緒に検討した。

◎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した。また，作付前ほ場の土壌について，

土壌分析を実施し，施肥設計を助言するとともに，作付け開始ほ場についても定期的に土壌分析を実施し，
経年変化を把握した。また，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アドバイ
スを行い，品目毎に適期防除の実施を促すとともに，育苗管理や肥培管理等の栽培技術向上に向けて，知
識の習得を支援した。

前作の収穫後，土づくりを目的に作付け時期にあわせた緑肥栽培を提案し，ソルゴー等の栽培を開始し
た。栽培の際には，施肥設計の助言や生育状況の観察し情報共有に努めた。

◎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，Ａ０判用紙に印刷したほ場マップを提供した結果，作業の進捗や生

育状況等について関係機関で情報共有できるようになった。また，ほ場管理システム（Z-GIS）を導入し，
作業の進捗状況や病害虫の発生状況等を各担当者がスマートフォンで入力するようになったことにより，
社内でそれらの情報の共有化が可能となり作業の効率化につながった。さらに，経営状況の把握と今後の
改善に向けて関係機関と連携して定期的な検討会を行うことにより，支援環境が整った。
（農）いそはまでは，作業記録の記帳項目と様式の検討を行い，パソコンを活用した作業実績のデータ

ベース化を進めた結果，前年度の作業内容との比較や計画策定に活用できるようになった。



73Ⅱ　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亘理農業改良普及センター

４ 対象者の意見

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

◎栽培技術の改善による生産の安定化
発生している病害虫に合わせた防除対策の実施を促した結果，適期に薬剤散布ができたことで，病害虫

の被害が軽減され，各品目とも年々収量・品質が向上するとともに，各担当者が病害虫の発生状況につい
て把握できるようになった。また，土づくりを目的として，各作物の作期に合わせた緑肥栽培（ソルゴー，
ヒマワリ等）が毎年継続して実施されるようになった。その結果，土壌分析数値では飛躍的な数値の改善
にはつながらなかったものの，土壌の物理性が改善され，タマネギの収量が大幅に改善する等の効果や冬
場の防砂対策（作土飛散の防止）につながった

■普及センター：亘理農業改良普及センター
■課題チーム員：横田悦子，齋藤隆，小野寺康子，西條悠希，浦郷宣秀，山村孝志
■執 筆 者：横田悦子
■協 力 機 関：JA全農みやぎ，JAみやぎ亘理，山元町，農業・園芸総合研究所

ねぎの病害虫定点調査

緑肥（ヒマワリ）栽培の様子

土づくり支援（土壌サンプリング）

ブロッコリーの栽培技術指導



74 明日へのアグリーロード

Ⅱ－４－（2）

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

１ 背景・ねらい

震災後設立された法人は，地域農業の担い手として営農再開が優先され，急速な農地集積により経営面積
は100ha規模となっている。しかしながら，法人経営に向けての経営理念や事業計画等の検討が不十分な場
合が多く，効率的な土地利用やほ場管理，労務管理に苦慮している。

また，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，法人従業員から課

題のヒアリングを行い，それぞれの法人に合った伴走型支援を展開した。具体的には，社内会議の定例化
による情報共有促進，品目別損益の試算に基づく不採算部門の経営改善支援等を行った。（（株）ぱるファー
ム大曲，（株）めぐいーと）

また，個別の経営指導として，中小企業診断士等による経営診断ならびに中長期的な経営計画の策定支
援を行った。（（株）サンエイト，（農）奥松島グリーンファーム）

◎雇用就農者の人材育成支援
役員・管理者向けには人材育成や労務管理に関する研修会，新入社員・若手社員向けには技術セミナー

や接遇・コミュニケーションに関する研修会と，それぞれの階層を対象とした研修会を継続的に開催した。
◎効率的な土地利用と省力低コスト技術導入の支援

乾田直播による水稲栽培，及び麦類・大豆栽培については，定期的な技術情報の発行と現地指導等によ
り，良質な作物生産を支援した。また，住宅跡地を整備したほ場における土づくり対策など技術的支援を
行った。（（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の普及に向け，複数のシステム会社及びそれぞれのシステムによるほ
場管理を実践する農業者を招いてセミナーを開催した。セミナーではほ場管理システムの特徴について理
解を深めたほか，システム会社の展示ブースを設置して直接栽培者と情報交換を行い，システムの導入促
進を図った。

３ 活動の成果とポイント

◎経営管理能力向上支援
中小企業診断士に財務指標や経営方針のチェックを受け，経営方針に基づいた経営を自信を持って展開

している。（（株）サンエイト）
ハンズオン事業による継続的な支援により，定例社員会議の運営を社員自身が行うようになり，次第に

積極的な発言が見られるようになった。農繁期でも欠かさず開催したことから，定例社員会議が情報共有，
意思統一の場として社員全体に認知され，組織運営上重要な情報の流れが整備された。この結果，役員か



75Ⅱ　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石巻農業改良普及センター

４ 対象者の意見

農業法人経営安定化ハンズオン支援事業により，課題の気づきと解決の着手を支援していただき，とても
有効であった。水稲乾田直播の技術向上支援もありがたい。引き続き今後も支援していただきたい。

株式会社めぐいーと　役員

ら社員への業務の委譲も進み始めている。（（株）ぱるファーム大曲）
ワークショップにより課題の洗い出し，簡易養液栽培の試験，ハウス内環境データの見える化等の実践

を通じてミニトマト部門の収益改善に向けた支援を行った。さらに，ハンズオン事業による品目別損益の
試算により具体的な赤字額が算出されたことで，簡易養液栽培の本格導入や作業の記録など，収益向上と
費用低減に向けての独自の取組が始まった。（（株）めぐいーと）

専門家を交えて議論を行ったことで，理事同士が中長期的な展望を共有することができた。これによ
り，来年度更新を予定している経営改善計画策定に向けた経営方針が定められた。（（農組）奥松島グリー
ンファーム）

◎雇用就農者の人材育成支援
人材育成や労務管理をテーマにした研修を継続的にしたことで，経営者層に，徐々に従業員定着に必要

な雇用管理手法等が理解された。
階層別人材育成研修では，中堅層を対象に若手職員育成手法についてコーチング研修を実施したほか，

若手社員を対象に接遇・マナーや社内でのコミュニケーションについて実践形式の研修会を実施した。ま
た，全階層を対象とした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，実践的な研修を行った。その結果，職員の育成についてスキルとモチベーションの向上
が図られた。

また，若手社員向け技術セミナーでは「農薬の基礎知識」をテーマとして扱い，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した。さらに，水稲栽培技術について講義や現
地研修などを通して技術向上を図り，法人社員の自発的行動を促した。

このように，各階層への働きかけにより，法人社員の知識のレベルアップが図られた。
◎効率的な土地利用と省力低コスト技術導入の支援

水稲乾田直播では，復旧間もない農地で地力が低かったことや雑草防除の適期作業に課題を残したが，
除草体系を見直したほ場では収量が向上するなど，次年度以降の栽培に手応えを得た。また，水稲移植栽
培は令和元年度は全体の単収が486kg/10a程度，肥料や土壌改良材の試験を行ったほ場では550kg/10aを
超えるなど，技術の向上が図られた。（（農）奥松島グリーンファーム）

大豆は，タンレイで約150kg/10aとまずまずの単収となったが，ミヤギシロメは成熟期を前に台風での
冠水被害を受けたこともあり，収量・品質とも優れなかった。（（農）奥松島グリーンファーム）

ほ場管理システムについては，セミナーにおいてシステム会社と直接情報交換ができたことから，シス
テムの活用方法への理解が促進された。これに伴い，かつて導入したシステムの活用が進んでいなかった

（株）めぐいーとにおいて，再度システムを使った管理の検討を始めるなど，ほ場管理システムの活用が広
がりはじめた。

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：増岡直史，田中正義，小山かがみ，阿部定浩，工藤詩織，木村友祐，浅野真澄
■執 筆 者：増岡直史
■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

ハンズオン事業 経営者向けセミナー 直播水稲現地検討会
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復旧農地を担う大規模法人の課題解決に向けて
課題名 拡大する復旧農地を担う大規模農業法人の経営力強化

対　象 株式会社宮城リスタ大川

１ 背景・ねらい

甚大な津波被害を受けた石巻市大川地区において平成25年５月に（株）宮城リスタ大川が設立され，その後
経営面積が拡大して令和元年には160haとなった。水稲の他，施設きく（83a），大豆（7.3 ha）にも取り組んで
いる。現在の経営課題は水稲収量の向上，規模拡大に対応した省力化，効率的な土地利用検討があげられ，
平成29年から農地管理システムを導入し，作業の効率化に取り組んでいる。

水稲は売上高の77％を占める基幹部門だが，土壌が砂質でやせているために，平成30年産の収量は
423kg/10aであった。特に長面地区（78.5ha）は作土深が浅く，気象条件も厳しいことから収量は低い傾向に
あるが，平成30年産では肥培管理の改善により平成30年度目標の440kg/10aに届かなかったものの収量は増
加傾向である（410kg/10a）。また，新たに営農を再開する農地では塩害等が発生する可能性があり，対応が
必要である。

水稲栽培面積が160haを超えたため，育苗施設の不足や省力化の一環として乾田直播栽培に取り組んでい
るが，収量の安定に向けた技術確立が課題となっている。

一方，経営面でも計画的な作業管理に向けた農地管理システムの活用，水稲の栽培方法と大豆の適切な組
合せや米対応の転作作物導入・拡大等の土地利用の効率化が課題となっている。併せて新しい技術の習得も
含めた社員の技術レベルアップや労働条件の改善も課題となっている。

２ 活動内容

◎長面地区の水稲収量向上支援
長面地区の水田に育苗箱施肥法の試験栽培ほ（２年目），深耕試験ほ（反転プラウ耕とサブソイラー心土破

砕）を設置し，生育調査等を実施し，適時・的確な栽培管理の実施を支援した。
◎水稲乾田直播栽培技術の向上支援

乾田直播栽培実証ほを設置し，出芽状況，生育状況，雑草発生状況等について調査し，定期的な巡回を
行い必要な助言を行った。

◎土地利用計画及び営農計画の作成支援援
ほ場管理システムを活用した作業状況の入力の支援のほか，システムの活用方法について情報提供を

行った。水稲の栽培研修会の開催，管理ほ場の担当制を試行し，社員の技術向上を支援した。このほか，
復旧予定農地における転作作物の試作，長期経営計画の作成支援を行った。

３ 活動の成果とポイント

◎長面地区の水稲収量向上支援
育苗箱施肥法の実証（20ha）では，箱施肥量を昨年比1.5倍（4.5kg/10a）とし，ほ場施肥と併せて6.5kg/10a

とした。生育は全層施肥（慣行）に比べて茎数が多く経過し，単収についても488kg/10aと長面の慣行栽培
の単収（466kg/10a）を22kg/10a程度上回り，増収効果が明らかになった。また，育苗箱施肥法は肥効が長
いため，追肥作業が不要となり，省力化技術としても有望と評価できた。

作土層の改善については，プラウ耕，サブソイラー処理を組み合わせて施工試験を行った結果，特にサ
ブソイラー施工区で深層の土壌物理性の改善効果は見られ，根域拡大及び収量増加につながったと考えら
れるが，物理性改善効果の持続性については短いことが確認されたため，深層の土壌物理性の悪いほ場に
対する継続的な施工を行う必要が確認できた。

昨年問題となった塩害については用水路の改修や適切な湛水管理を助言し，確実に実施されたため被害
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石巻農業改良普及センター石巻農業改良普及センター

４ 対象者の意見

水稲の施肥改善として育苗箱施用法や作土層改善に取り組み，収量は上向きつつある。社員教育について
もほ場分担制と勉強会を通じて，イネの生理生態や生育状況の見方の理解が進んでいる。今後は，土づくり
に取り組みさらなる収量向上を目指したいので，引き続き支援をお願いしたい。

　石巻市・株式会社宮城リスタ大川　代表取締役

は発生しなかった。
上記のことから，長面地区の単収向上に向けては，短期的・即効的な対応としての基肥の増肥に併せて，

堆肥の投入による地力増進や，施肥法の改善，深耕による根域の拡大など，総合的・長期的な改善方策に
ついて目途を立てることが出来た。

◎水稲乾田直播栽培技術の向上支援
乾田直播栽培面積は昨年の10haから増加した13.4haで実施しており，苗立ち，雑草の発生など問題なく

順調に生育した。一方，大豆作付け跡地であったため，乾土効果を想定したものの，地力窒素の発現が想
定より下回ったため，生育量は内陸に比較するとやや少なく推移し，単収についても，移植栽培と比較す
ると針岡地区で74％，釜谷地区で83％と移植栽培を下回る結果となった。これらの結果から，直播栽培実
施ほ場の選定，作付け経歴を勘案した施肥設計，継続的な土づくりなど，総合的な技術対策を行うなど，
直播栽培の改善方向を明らかにするとともに取組のポイントを整理することが出来た。

◎土地利用改善と効率的なほ場管理の支援
農地管理システムの導入・活用により，作業状況の入力，データの集積が進んでいる。また，ほ場・区

画毎の水田の特徴や課題などの情報の入力による情報の集積・共有化を進めており，各ほ場の特徴を踏ま
えたきめ細かい栽培管理に活用に向けた取組が開始された。

社内会議は，本年度から週１回の班長会議，毎日の班ミーティングが開催され，計画的営農に繋がって
いる。この他，農地管理システムを活用した情報共有を行うために，大型モニターの導入を検討している。

本年から区画を割り当てて担当水田の管理を実施しており，時期毎の管理作業の目的や具体的な方法な
どについて関心が高まり，栽培研修会において積極的に質問するなど主体的な取組に繋がっている。この
ため，次年度も同様の取組を継続することとなった。

換地計画がほぼ確定してきたため，大豆・大麦の試験栽培の実施，水利及び土壌条件などの検討を踏ま
えた水稲及び他の品目の作付計画（農地利用計画）の作成，土づくり等の進め方について法人内部での共通
認識が進んでいる。

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，個人面談の実施な
どを行い，給与体系の見直し提案など社内運営改善の支援を行った。また，これらの成果を踏まえ，人材
育成，雇用計画，機械施設の更新などを考慮した長期収支計画を作成・提示した。提示した計画は，法人
内部での検討・情報共有が行われ，今後の人材育成や世代交代を見据えた法人経営の安定に向けた取組の
機運が高まった。

■普及センター：石巻農業改良普及センター
■課題チーム員：阿部定浩，鵜飼真澄，佐藤元道，木村友祐，児玉彩，高橋忠信
■執 筆 者：阿部定浩
■協 力 機 関：石巻市，JAいしのまき，公益社団法人みやぎ農業振興公社，北上川沿岸土地改良区，

農業・園芸総合研究所，古川農業試験場，東部地方振興事務所農業農村整備部

社員研修会 水稲の生育確認 長面地区のほ場管理状況
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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 集落営農組織の地域営農体制構築による経営体質強化

対　象 廻館営農組合14人

１ 背景・ねらい

南三陸町志津川地域では，農地復旧やほ場整備を実施した工区において設立された営農組合が，被災地域
農業復興総合支援事業により整備された農業機械・施設を活用し，水稲や野菜等の作付を再開した。

ほ場整備が終了して引き渡された農地については，農地中間管理事業を活用し，営農組合や担い手へ水田
（7.6ha）の集積が図られた。

畑地（6.5ha）においては，排水不良の湿害により収穫皆無の状況が続いており，計画的な露地野菜の作付け
ができず，十分な活用がなされてなかったが，平成30年度に土壌断面調査結果を踏まえた補完工事による砂
客土及び営農組合による反転耕を実施したことで，野菜の収穫に繋がった。この結果を受け，他の畑におい
ても同様の排水対策を行い，露地野菜の作付拡大を計画している。

２ 活動内容

◎農地利用集積支援
ほ場整備事業合同委員会，人・農地プラン作成・更新の話合いにおいて，農地の利用計画，集積などに

ついて助言した。
◎営農組合のたい肥等施用による水田土壌の土づくり手法構築支援

暗渠施工が実施されたことから，本年のたい肥散布は実施できなかったが，昨年まで施用されたほ場と
施用されないほ場との比較を行ったほか，肥培管理等適期管理を呼びかけた。

◎露地畑の排水改善や土づくり手法構築支援
砂客土が施工された後の効果確認を行ったほか，作付計画や排水対策手法を検討し，巡回による栽培管

理支援を行った。

３ 活動の成果とポイント

◎農地利用集積支援
ほ場整備された農地の営農組合への円滑な賃貸借による集積と効率利用を進めることができた。

◎営農組合のたい肥等施用による水田土壌の土づくり手法構築支援
暗渠工事により，ほ場条件は整ってきている。
今年度の水稲収量は町平均より高く，品質も良好であった。土壌分析の結果から，たい肥の有効性は確

認されており，次年度の堆肥投入でより安定生産が期待できる。
◎露地畑の排水改善や土づくり手法構築支援

客土により，表土の粘土質が改善された結果，野菜栽培面積が拡大し，ほ場の利用が再開されはじめた。
令和元年作付けは秋冬野菜としてキャベツ等を栽培した。初期生育は良かったものの，その後の降雨に

よると思われる湿害の影響で生育不良となり，良品は収穫できなかった。
客土だけでは，ほ場の排水性改善が十分ではない農地が多く，排水対策を更に進める必要がある。
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気仙沼農業改良普及センター気仙沼農業改良普及センター

４ 対象者の意見

復旧された露地畑の土の粘土質が強く，昨年まで収穫できなかった。砂質土を試験的に客土した畑では，
キャベツを収穫することができた。来年以降の収穫，他のほ場の排水改善を期待する。

廻館営農組合　組合長

■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：佐藤康裕，佐藤直紀，都築寛明
■執 筆 者：佐藤康裕
■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

水稲育苗指導

キャベツ生育状況

10cmの砂客土ほ場

畑地の排水不良箇所




