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NEWS LETTER No.158 2020.4 

              紹介内容(3/1～3/31)                  

 

先進的農業に取り組む経営体の支援 
 先進的技術に取り組む経営体の育成・支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

○ 栗原農改：「くりはらスプレーマム研究会」通常総会が開催されました  

○ 亘理農改：促成きゅうりの現地検討会を行いました！ 

○ 美里農改：ブルーベリーせん定講習会が開催されました  

○ 気仙沼農改：令和元年度気仙沼・南三陸地域農業経営セミナーを開催しました  

○ 美里農改：令和２年産小麦の現地検討会が開催されました  

○ 仙台農改：ＪＡ仙台米穀担当者会議が開催されました 

○ 石巻農改：麦現地検討会が開催されました 

○ 大河原農改：りんご若手農業者研修会を開催しました 

○ 石巻農改：「タフブロック」実演会が開催されました 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体の支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

○ 仙台農改：大麦・小麦現地検討会が開催されました。  

○ 登米農改：ＪＡみやぎ登米なかだ野菜部会土壌改良講習会の開催 

○ 仙台農改：いちじく剪定講習会が開催されました 

○ 大崎農改：優良種子生産にむけ，基本技術の励行を！採種組合で栽培管理講習会が開催されました 

○ 登米農改： 登米地域での水稲育苗講習会の開催 

○ 栗原農改：一迫水稲採種組合の講習会が開催されました  

○ 気仙沼農改：未来につながる持続可能な農業推進コンクールでサンフレッシュ小泉農園が東北農政    

局長賞を受賞しました 

○ 登米農改：みなみかた FRAISE 倶楽部 先進技術を学ぶ！ 

                                                      

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
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・・・・・・・・・・・・・・・６ 

○ 気仙沼農改：ＪＡ新みやぎ南三陸農業青色申告会パソコン簿記実務研修会が開催されました  

○ 仙台農改：若手女性農業者のための研修会を開催しました 

○ 仙台農改：女性農業者の起業活動を支援する相談会を開催しました  

○ 石巻農改：石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会通常総会が開催されました  

○ 栗原農改：集落営農法人の第４回通常総会が開催されました 

○ 気仙沼農改：令和２年気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協議会通常総会が開催されました  

○ 気仙沼農改：令和元年度清流「蔵の華」廿一会総会が開催されました  

 

 地域農業の構造改革に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 仙台農改：「令和元年度黒川地域担い手育成支援研修会」を開催しました  
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農村地域の振興に向けた取組に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

○ 気仙沼農改：地域食材（魚を使った季節料理）料理講習会を開催しました 

○ 気仙沼農改：浅層暗渠実演会開催 

○ 気仙沼農改：令和２年度新童子下集落営農協定の総会が開催されました  

○ 気仙沼農改：セミナー「トウキ栽培の可能性とトウキの薬効」開催  

○ 気仙沼農改：気仙沼市本吉で，直売所の集客アップに向けた勉強会が行われました  

○ 大河原農改：ぶどう栽培研修会を開催しました 

○ 気仙沼農改：『にいつき軽トラ市』品揃え・集客・販売力向上を目指して  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

栗原農業改良普及センター 

令和２年３月２日 

「くりはらスプレーマム研究会」通常総会が

開催されました 

２月 28 日（金），くりはらスプレーマム研究会通

常総会が栗原合同庁舎で，会員９名が出席し開催さ

れました。  

くりはらスプレーマム研究会は，スプレーぎく栽

培の新しい技術情報の収集や相互交流等を通じて

農業経営の安定と地域農業の振興に資することを

目的として平成８年に設立され 24 年目を迎えまし

た。会員は，栗原市だけでなく登米市や大崎市，涌

谷町のスプレーぎく生産者で構成されています。  

総会では，令和元年度事業報告や収支決算報告，

令和２年度の事業計画や収支予算等について協議

され，異議なく承認されました。このほか，役員改

選が行われ，全会一致で役員の大幅な若返りが図ら

れました。また，総会終了後，株式会社ジャパンア

グリバイオの担当者から新たに発表されたスプレ

ーぎく新品種や有望品種の紹介があり，会員の方々

は次作の作付計画の参考とするためメモを取るこ

とで，熱心に話を聞いていました。  

 
 

亘理農業改良普及センター 

令和２年３月３日 

促成きゅうりの現地検討会を行いました！ 

 令和２年２月 25 日にＪＡ名取岩沼ハウスきゅう

り部会の促成栽培の現地検討会が行われました。現

地検討会には，部会員のほかＪＡ名取岩沼の担当者，

種苗会社，普及センター等が参加し ,生産者５名のほ

場を巡回して，生育状況等や今後の管理について検

討を行いました。  

 普及センターからは，アザミウマ類やうどんこ病

等の病害虫について，農薬散布や天敵利用，適切な

温湿度管理による病害発生抑制を呼びかけました。 

 普及センターでは引き続き，巡回等を通してきゅ

うりの栽培技術支援を行っていきます。  

 
 

 

美里農業改良普及センター 

令和２年３月４日 

ブルーベリーせん定講習会が開催されまし

た 

大崎市田尻地区では，十数年前からブルーベリー

が栽培されています。現在，数名の生産者又は生産

者グループが，地域の農産物直売所や市場に出荷し

ています。また，製造委託により，濃縮ジュースや

アイスクリームなどのブルーベリー加工品の販売

も行っています。  

安定生産を目的として，毎年冬季にせん定講習会

を行っています。今冬は令和２年２月 28 日（金）

に，現地ほ場に 10 名の生産者が集まり，せん定講

習会が開催されました。講習会前半は，普及センタ

ー職員がせん定のポイントを説明しながらせん定

を行いました。その後，説明されたポイントを振り

返りながら，参加者全員でせん定を行いました。せ

ん定を行う中で，参加者から樹勢に応じたせん定方

法について多くの質問が出され，活発な講習会とな

りました。  

美里農業改良普及センターでは，今後もブルーベ

リーの安定生産のために継続して支援していきま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月５日 

令和元年度気仙沼・南三陸地域農業経営セミ

ナーを開催しました 

 令和２年２月 26 日，宮城県気仙沼合同庁舎大会

議室を会場に，令和元年度気仙沼・南三陸地域農業

経営セミナーを開催しました。今回は「スマート農

業技術を活用した水田農業の省力化」をテーマとし，

スマート農業技術を活用した省力化，経営改善に活
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かすための講義や機械展示を交えた研修会となり

ました。  

 はじめに，古川農業試験場から水田農業における

スマート農業技術や機械の活用事例について情報

提供をいただき，その後，住友商事東北株式会社様

から，「中山間地域におけるスマート農業技術の活

用について」として，登米市や秋田県湯沢市でのド

ローンの活用事例，水位管理システム等についてご

講義いただきました。また，株式会社ケーエス様か

ら気仙沼管内のドローンの活用事例，リモートセン

シング技術を用いた生育診断等について事例紹介

いただきました。  

 研修会の最後に，両社のドローンや水位管理シス

テム等の機械を展示し，説明をいただきました。  

 出席者からは，「経営面積が年々増えてきており，

スマート農業技術の活用も考えたい」との声が聞か

れました。  

 
 

美里農業改良普及センター 

令和２年３月 12 日 

令和２年産小麦の現地検討会が開催されま

した 

２月 26 日（水）に大崎市鹿島台地域で小麦の現

地検討会が開催されました。悪天候にもかかわらず，

生産者約 20 名が参加しました。はじめに，ＪＡ新

みやぎみどりの地区本部鹿島台営農センターの会

議室で，普及センターより今後の肥培管理等につい

て講義を行い，その後，２班に分かれて各生産者の

ほ場を巡回し，小麦の生育状況を確認しました。  

鹿島台地域は，昨年 10 月の台風 19 号により甚大

な被害を受けました。大豆の収穫後に小麦を播種す

る予定でしたが，大豆のほ場が冠水した影響で，小

麦の播種が例年より大幅に遅れ，最も遅かった所で

は 12 月中旬の播種となりました。小麦の生育不良

が心配されましたが，暖冬に助けられて予想より茎

数が多く確保され，全般的に生育は良好でした。    

普及センターでは，今後も小麦の安定生産のため

に継続して支援していきます。  

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月 12 日 

ＪＡ仙台米穀担当者会議が開催されました 

令和２年３月４日，令和２年産の高品質・良食味

米の安定生産に向けた営農指導力を強化するため，

ＪＡ仙台主催による米穀担当者会議が開催されま

した。  

宮城県の令和元年産米は，籾数過剰下での高温登

熟等により乳白粒等が発生し，１等米比率（うるち

玄米）が 64.8％と過去 10 年で最も低くなりました。

このため，研修では，普及センターから品質低下の

要因についてデータを用いて解説するとともに，気

象変動への対策として，基本技術の励行や晩期栽培

等による作期分散の重要性を説明しました。  

また，みやぎ米全体のブランド強化を牽引する

「だて正夢」については，今年度も一等米比率 98％

と好成績であり，土づくりや生育に応じた追肥等，

品質向上の取組が成果を出した一例として，栽培管

理のポイントを説明しました。  

まもなく本格的に開始する令和２年度稲作を前

に，関係機関・団体が一体となって高品質米づくり

に取り組んでいくことを確認した会議となりまし

た。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年３月 16 日 

麦現地検討会が開催されました 

令和２年３月９日に，石巻市河北地区にてＪＡい

しのまき主催の麦現地検討会が開催されました。15

名程度の生産者が参加し，ほ場を巡回しながら茎の

中にある幼穂の長さを計測しました。計測した長さ

から，追肥の適切な時期を予測し，追肥時期の検討

を行いました。この時期の追肥は，穂数の増加効果

があり収量向上につながるため，生産者は熱心に麦

の生育状況を確認していました。  

本年は，台風 19 号の影響によって播種が遅れた

ほ場が多く，平年よりも生育量は少ない傾向にある

ため，麦の生育状況を確認し，適期追肥に努めるよ

うに呼びかけました。普及センターでは今後も高収

量・高品質の麦生産を支援していきます。  
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大河原農業改良普及センター 

令和２年３月 23 日 

りんご若手農業者研修会を開催しました 

管内では，４戸の若手後継者がりんご栽培に取り

組んでいますが，近隣にりんご農家が少なく，他の

園地を見学したり，情報交換する機会が少ない状況

です。そこで，技術の向上と情報交換を目的として，

令和２年３月 11 日に山元町，亘理町のりんご園及

び亘理農業改良普及センターで研修会を開催しま

した。当日は，大河原及び亘理農業改良普及センタ

ー管内のりんご栽培若手農業者 11 人が参加しまし

た。  

まず，最初に山元町及び亘理町のりんご園２か所

を見ながら，経営や栽培管理について説明いただき

ました。その後，亘理農業改良普及センターに移動

し，当普及センター職員がりんご園の土壌分析結果

に基づく栽培管理について講義を行いました。  

今回の研修会は，自分の園地の管理を見直す良い

機会となりました。さらに，「ほかの参加者の園地も

見てみたい」，「若手だけでせん定講習会を開催して

みたい」等の積極的な意見が出るなど，市町を越え

た活発な情報交換を行うことができました。  

 
 

 
 

石巻農業改良普及センター 

令和２年３月 31 日 

「タフブロック」実演会が開催されました 

令和２年３月 26 日に，JA いしのまき河北営農セ

ンター主催の「タフブロック」実演会が開催され，

河北・北上地区の生産者約 10 名が参加しました。

「タフブロック」とは水稲種子消毒用の微生物農薬

で，種籾表面に有効成分の菌を定着させ育苗期期間

中にこの菌が増殖することで，病原菌の増殖や侵入

を防ぎます。今回の実演会では，催芽時の使用方法

が実演され，催芽機の水槽の水の中に「タフブロッ

ク」を溶かしたあと，籾全体に有効成分が行き渡る

ように，種籾が入った網袋を揺すりながら水槽に入

れることや，網袋を取り出す際は，有効成分が流れ

落ちないようゆっくり取り出すことなどの注意点

が説明されました。普及センターからは，種籾の準

備や健苗育成の大切なポイントと，法人の設備や機

械に合わせた「タフブロック」の使用手順について

助言しました。生産者からは，種籾の脱水（水切り）

や水で種籾の温度を下げて芽の伸びすぎを抑える

芽止めの方法などについて質問があるなど活発に

意見交換が行われ，有意義な実演会となりました。

普及センターでは今後も，水稲の安定生産に向けた

支援を続けて参ります。  

 
 

 

安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む

経営体の支援  

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月３日 

大麦・小麦現地検討会が開催されました 

令和２年２月 20 日にＪＡ新みやぎあさひな地区

本部「大麦・小麦現地検討会」が大和町で開催され

ました。  

台風 19 号の被災によりほ場の浸水や稲わら除去

作業を行ったため，播種作業が大幅に遅れ，生育量

が不足しているほ場が多く見られました。  

このため，現地検討では，普及センター職員が土

壌の状態や幼穂長を確認して生育回復に向けた今

後の対策となる麦踏みや追肥時期の指導を行い，こ

れらの作業適期に確実に実施していくことが生育

量確保の上で非常に重要であるという認識を持っ

ていただきました。今後の麦類の栽培管理の改善に

役立てられることと思われます。  

普及センターでは，現地巡回と情報提供を通じて，

麦作における適期作業の励行を支援して参ります。 
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登米農業改良普及センター 

令和２年３月４日 

ＪＡみやぎ登米なかだ野菜部会土壌改良講

習会の開催 

令和２年２月 18 日（火）食農伝承館で，ＪＡみや

ぎ登米なかだ野菜部会土壌改良講習会が開催され，

部会員等 16 人が参加しました。  

講習会では，土壌の物理性や化学性等について説

明し，施肥量の計算方法や土壌採取の方法の確認を

行った後，農薬や新しい肥料の紹介を行いました。

土壌の状態を把握し，生育障害が現れる前に，成分

の集積や偏りを防ぐことを確認しました。部会員は

それぞれ異なる野菜を栽培しており，特に施設栽培

では，塩類集積や硫酸根が残りｐＨが低くて困って

いるなどの意見がありました。  

今回の講習会によって，自身の土壌を見直すきっ

かけになり，土壌分析を行ってから施肥設計を行う

生産者が増えてほしいと思います。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月９日 

いちじく剪定講習会が開催されました 

ＪＡ新みやぎあさひな地区いちじく剪定講習会

が，富谷市の生産者ほ場で３月５日に開催されまし

た。普及センター職員が講師として，生産者および

生産予定者 22 名に剪定方法を指導しました。  

講習会では，JA 新みやぎあさひなの推進品種で

ある「バナーネ」および「ビオレ・ソリエス｣につい

て，それぞれの生育特性に応じた剪定方法や作業性

を考えた骨格枝づくりについて，実演しながら説明

しました。併せて，春先の管理として，枝の誘引処

理と乾燥防止対策について説明しました。  

生産者からは，今作の課題解決に向けた質問があ

り，その対策について学ぶ機会となったほか，生産

予定者にとっては自園地の品種選定のための知見

を得る機会となりました。  

 
 

大崎農業改良普及センター 

令和２年３月 11 日 

優良種子生産にむけ，基本技術の励行を！採

種組合で栽培管理講習会が開催されました 

春作業の開始に先立ち，大崎普及センター管内の

各水稲採種組織では栽培管理講習会が開催されて

います。普及センターからも講師として出席し，「優

良種子生産にあたってのポイント」と題した講習を

行いました。  

講習では，品種の取り違えを防止するための取組

や漏生イネ対策，前年の審査結果を踏まえた栽培管

理等について説明しました。また，土づくりの実践

や育苗スケジュールの見直しなど，気象変動にも強

い種子生産を呼びかけました。組合員からは，「基本

に立ち返り，ひとつひとつ確認して種子生産にあた

りたい」との声があり，意気込みが感じられました。 

講習会終了後，各組合では原種の配付も行われ，

いよいよ育苗準備が始まります。引き続き採種組

合・普及センター・関係機関が一丸となって，優良

種子生産に取り組んでいきます。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和２年３月 12 日 

登米地域での水稲育苗講習会の開催 

令和２年３月 10 日にＪＡなかだ支店で令和２年

産米の安定生産に向け，ＪＡみやぎ登米東部エリア

稲作講習会が開催され，稲作部会員 40 名が参加し

ました。  

普及センターからは，令和元年産米の高温障害に

よる品質低下の反省を踏まえ，気象変動に対応した

稲作について，育苗期間の低温回避と晩期栽培等を

考慮した播種時期の見直しや育苗管理の注意点等

を説明しました。  
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また，ＪＡみやぎ登米では，共同購入資材に採用

し た 農 薬 に つ い て 説 明 し ， 化 学 窒 素 成 分 を

3.5kg/10a 以内かつ，化学農薬使用成分を 8 成分以

内とする環境保全米を水稲面積の約 8 割で取組むこ

とを呼びかけました。環境保全米は，使用できる農

薬が限られているため，農薬の特徴を理解し適期防

除が重要となります。  

参加者からは，「基本に立ち返り，ひとつひとつ確

認できて良かった」との声が聞かれ，春作業に向け

ての意気込みが感じられました。  

普及センターでは，今後も関係機関と連携して水

稲の品質向上や安定生産に向けた取組を支援して

いきます。  

 
 

栗原農業改良普及センター 

令和２年３月 17 日 

一迫水稲採種組合の講習会が開催されまし

た 

一迫水稲採種組合は３月 13 日に農協の会議室を

会場に，令和２年度採種面積配分と水稲種子籾栽培

講習会を開催しました。最初にＪＡ担当者から品種

別採種面積，異品種混入対策，育苗時期について説

明がありました。次に普及センターからパワーポイ

ント資料をプロジェクターで投影し，種子栽培の基

本事項及びつや姫の採種面積拡大を踏まえた漏生

対策や稲こうじ病防除を徹底するよう説明しまし

た。  

 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 18 日 

未来につながる持続可能な農業推進コンク

ールでサンフレッシュ小泉農園が東北農政

局長賞を受賞しました 

気仙沼市本吉町でトマトを生産する株式会社サ

ンフレッシュ小泉農園（今野圭市社長）が，令和元

年度東北ブロック未来につながる農業推進コンク

ールＧＡＰ部門で東北農政局長賞を受賞しました。 

本コンクールは，農林水産省が持続可能な農業の

確立を目指して意欲的に経営や技術の改善等に取

り組んでいる農業者等を表彰するもので，「ＧＡＰ

部門」と「有機農業・環境保全型農業部門」の２部

門が設けられています。  

サンフレッシュ小泉農園は，平成 27 年の生産開

始から生産工程における衛生管理や作業改善を効

果的に進め，平成 30 年にはグローバルＧＡＰ認証

を取得しています。  

３月 17 日に当農園で行われた表彰伝達では，東

北農政局の真壁生産部長から今野社長に賞状が贈

られ，今野社長は「このような賞をいただけたのは

従業員が継続して努力してきた成果。これからの経

営の励みにしたい。」と語っていました。  

 
 

登米農業改良普及センター 

令和２年３月 19 日 

みなみかたＦＲＡＩＳＥ倶楽部 先進技術を

学ぶ！ 

令和２年３月２日に，登米市南方町でみなみかた

FRAISE 倶楽部のいちご栽培講習会が開催されまし

た。当倶楽部は 15 年ほど前に発足した組織で，前

身は南方いちご部会になります。現在の会員は３名

で作付面積も 55ａと僅かですが，土耕のおいしい

「とちおとめ」づくりにこだわっています。  

 近年，いちご産地に積極的に取り入れられている

環境制御技術，高濃度炭酸ガスくん蒸処理，ＵＶ -Ｂ

ランプについて学習したいとの要望を受け研修会

を開催しました。  

 まず，環境制御については，会長のほ場にモニタ

ーを数日間設置して得たデータを見ながら，ＣＯ２

の施用が必要な時間帯や濃度等について，自分で行

っているやり方と比較する「気づき」の学習を行い，

併せて，ハウス内環境を数値で把握することの大切

さを説明しました。続いて，最も問題となっている

ダニ対策について，高濃度炭酸ガスくん蒸処理を行

うことで，定植時のダニ類の寄生を皆無できること

から，劇的に改善する可能性があることを説明しま

した。最後に，ＵＶ -Ｂ照射によるうどんこ病対策に

ついては，ＵＶ -Ｂ照射は殺菌するのではなく，照射

された植物体自身の抵抗力を誘導するもので，結果

として病気の発生が少なくなるため，防除回数が少

なくなるメリットを説明しました。  
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 特にＣＯ２の施用について，データで示されたこ

とで，これまでのやり方との間違いに気づき，「早速

改善する」との発言もあり，開催効果がいち早く現

れた研修となりました。  

 

 

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  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 11 日 

ＪＡ新みやぎ南三陸農業青色申告会パソコ

ン簿記実務研修会が開催されました 

ＪＡ新みやぎ南三陸農業青色申告会のパソコン

簿記実務研修会が，令和元年 12 月から令和２年２

月にかけて計５回開催されました。  

研修会では，ＪＡ及び普及センターの担当者がパ

ソコン簿記の実務について指導しました。会員が自

分のパソコンを持ち込み，仕訳や決算処理の方法な

どについて確認しながら，１年間の経営内容を確認

しました。  

参加した会員は「自分の経営状況が把握できるの

で，今後も簿記記帳を続けていきたい」と話してい

ました。  

 
 

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月 17 日 

若手女性農業者のための研修会を開催しま

した 

  令和２年３月３日に，次代を担う若手女性農業者

のスキルアップを目的に，仙台市太白区の秋保ワイ

ナリーカフェにて『次世代女性リーダー育成研修会』

を開催し，管内若手女性農業者 10 名が参加しまし

た。  

 研修会では，株式会社仙台秋保醸造所  代表取締

役の毛利親房氏から『地域資源を活かした外部交流

について』と題した講話をいただきました。  

 毛利氏は東北有数の温泉地である仙台市太白区

秋保で 2014 年からワイン用のブドウ栽培に取組み，

合わせて 2015 年からワインの醸造を行っています。

さらに，地域の交流人口拡大を目指し，ワインを活

用した地元企業とのコラボ商品の開発やツーリズ

ム等の企画も行っています。参加者たちは熱心にメ

モを取りながらその手法を学んでいました。  

 その後の情報交換会では，お互いの経営や生活に

ついて，活発に意見交換が行われ，また，毛利氏か

らアドバイスをいただく場面もあり，若手女性農業

者同士の交流にもつながった意義のある研修会と

なりました。  

 

 

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月 17 日 

女性農業者の起業活動を支援する相談会を

開催しました 

 令和２年３月 11 日に，管内の女性農業者の起業

活動の活発化と持続的な事業展開を図る一助とす

るため，仙台市太白区柳生の農家レストラン『柳生

旬彩ひだまり』を会場に，『女性起業者フォローアッ

プ相談会』を開催しました。  

 相談会には，管内女性起業者５名が参加し，もう

そろそろ引退・・といいつつ，皆さん元気いっぱい！，

自ら作った農産加工品を実際に持ち寄るなど活発

な会となりました。  

 相談会では，株式会社東北農都総合研究所  代表

取締役の片岡修一氏に事例紹介やアドバイスをい

ただきました。参加者たちは後継者育成等の問題を

抱えており，継いでもらうためにはある程度の儲け

が必要だと考えていたようですが，片岡氏から「今

の若い人の興味は『儲け』ではなく，農村や農家の

『暮らしや文化』だ」と聞き，新たな視点をもった

ようです。また，事業開始から年数が経過し，経営

のマンネリ化に不安を抱えていることについては，

「若い人とふれあい，意見を取り入れることで，新

たな経営の方向性を見つけることができ，自分たち

も元気になる！」と事例を交えながらわかりやすく

説明していただきました。  
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 普及センターでは今後も女性農業者の起業活動

を支援していきます。  

 

 

石巻農業改良普及センター 

令和２年３月 17 日 

石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会通常総会が

開催されました 

令和２年３月 13 日、石巻地区４H クラブ連絡協

議会が令和２年度総会を開催しました。  

総会では，令和元年度の事業と決算の報告，令和

２年度の事業計画と予算案など４本の議案が審議

され，すべて承認されました。  

新型コロナウィルスによる影響で会合やイベン

トが次々と中止や延期になる中，この総会は予定通

りの日時で開催されましたが，審議は速やかに行い，

短時間で閉会しました。  

令和２年度も，石巻地区４Ｈクラブ連絡協議会は，

石巻合庁における直売活動「青空市」や県内外への

視察研修を行い，自身の栽培技術や経営内容の向上

に努める計画となっており，普及センターでは引き

続き活動を支援してまいります。  

 

 

栗原農業改良普及センター 

令和２年３月 18 日 

集落営農法人の第４回通常総会が開催され

ました 

令和２年３月 15 日（日），農事組合法人ファーム

南栗原（松田久義代表理事組合長；組合員 20 名）の

第４回通常総会が開催されました。  

農事組合法人ファーム南栗原は，平成 18 年 12 月

設立の集落営農組織「南沢営農組合」を母体とし，

平成 28 年６月 10 日に登記した栗原市一迫南沢地区

の集落営農法人です。南沢地区の稲作と転作を担う

ため，産地パワーアップ事業（国庫）を活用して，

農業機械やライスセンターの整備を進め，令和元年

産水稲の生産体制を整備されました。  

令和２年度は主食用と飼料用の水稲あわせて

40ha を生産する計画です。農事組合法人ファーム

南栗原は，普及センターほか関係機関や集落営農組

織の求めに応じ，視察受け入れや講師依頼を受け，

集落営農法人の設立運営経験を惜しみなく情報提

供してくれます。  

同地区で，水耕栽培の葉物野菜生産をしている

（有）耕佑からは「土地利用型農業のファーム南栗

原と，施設野菜の耕佑，ともに手を携えて地域活性

化に向けて進んで参りたい」との祝辞（エール）が

寄せられておりました。  

 

 
 

 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 18 日 

令和２年気仙沼地区４Ｈクラブ連絡協議会

通常総会が開催されました 

３月 12 日に令和２年度気仙沼地区４Ｈクラブ連

絡協議会通常総会が気仙沼合同庁舎にて開催され

ました。総会では令和元年度の活動内容を振り返る

とともに，これから１年間の活動計画が協議されま

した。  

令和元年度は，宮城県農村青年のつどいでの最優

秀賞受賞や宮城県農村教育会議「農村青年の主張の

部」での最優秀賞受賞など，クラブ員の活動成果が

高く評価される１年となりました。令和２年度も引

き続き管内の高校生との交流や若手農業者同士の

交流活動に積極的に取り組んでいくことや，クラブ

員同士で協力して販売会に出店しクラブ活動をＰ

Ｒする機会を作っていくなど，クラブを盛り上げる

ための取り組みについて有意義な話し合いが行わ

れました。  
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気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 30 日 

令和元年度清流「蔵の華」廿一会総会が開催

されました 

令和２年３月 25 日に気仙沼市の上廿一会館にお

いて，清流「蔵の華」廿一会の総会が開催されまし

た。清流「蔵の華」廿一会では酒米品種「蔵の華」

の生産に取り組んでおり，気仙沼市内の２つの蔵元

に生産した「蔵の華」全量を出荷しています。  

総会に先立ち，普及センターから令和元年産の水

稲の作柄及び令和２年産の育苗管理等について講

習を行いました。令和元年は，異常気象や高温の影

響など，稲作農家にとっては難しい年となりました

が，会員の皆様の努力により，良質な「蔵の華」が

生産されました。  

出席した気仙沼市内の蔵元は，「今年は「吟のいろ

は」という新品種が登場し，酒米に注目が集まって

います。宮城では品質の高い酒造りが行われており，

気仙沼産「蔵の華」生産のさらなる拡大を期待しま

す」と話していました。会員からは，「異常気象がつ

づいているが，今後も栽培技術を磨き，生産をがん

ばりたい」との声が聞かれました。  

 
 

 

地域農業の構造改革に向けた取組に対する支

援  

仙台農業改良普及センター 

令和２年３月 17 日 

「令和元年度黒川地域担い手育成支援研修

会」を開催しました 

 これからの地域の農業のあり方を検討する一助

とするため，２月 14 日に大和町の遠藤旅館を会場

に「令和元年度黒川地域担い手育成支援研修会」が

開催され，黒川地域の農業法人・集落営農組織等か

ら 72 名の出席がありました。  

 『永続する農業を目指して』と題して，長野県の

株式会社田切農産  代表取締役の紫芝勉氏より御

講演をいただきました。株式会社田切農産は地域の

担い手法人として作業を請け負う他，農産物直売所

を経営するなど，地域農業の維持・発展のために多

方面に活動しています。  

 講演では，法人化する際の地域内の合意形成のポ

イントや，地域内で法人が担う役割等をわかりやす

く説明していただきました。また，集落が抱える農

業者の高齢化や後継不足などの問題に対して，どの

ように対処すべきかなどについて，経験に基づいた

お話いただきました。  

 黒川地域において，10 年後の地域や自らの農業を

深く考える良い機会となった研修会でした。  

 
 

 

農村地域の振興に向けた取組に対する支援  

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月９日 

地域食材（魚を使った季節料理）料理講習会

を開催しました 

 令和２年３月３日，気仙沼市本吉公民館で，地域

食材の「魚」を利用し，家庭料理で親しんでいただ

けるレシピを広めていくことをテーマに，気仙沼地

区生活研究グループ連絡協議会主催による料理研

修会が開催されました。  

 講師の気仙沼市の昆野羊子氏にメニューを考え

ていただき，季節料理の「鱈そぼろ」「ちらし寿司」

等のレシピを作成。調理講習では参加者が話し合い

ながら活気ある講習会となりました。  

 料理を食しながら，今後の活用法について参加者

間で意見交換が行われました。   
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気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 10 日 

浅層暗渠実演会開催 

南三陸町入谷地区の新童子下地域では中山間地

等直接支払事業等を活用し，農業農村の維持に努め

ています。 

令和２年２月 25 日農用地の効率的活用と作業の

効率化に向けて，農研機構東北農業研究センターに

おいて開発された浅層暗渠施工器による暗渠施工

実演会を開催しました。 

当日は，古川農業試験場とクボタアグリサービス

南東北の協力の下，約 20ａの水田に，モミサブロー

(スガノ農機㈱)による補助暗渠施工に続き，集排水

管となる浅層暗渠を施工しました。 

参加者は，５ＯＰＳのハーフクローラトラクタと

施工器により，安価・簡易に施工でき，ほ場の排水

改良によりほ場作業効率が良くなり，農地の維持が

し易くなると期待を込めて見学していました  

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 10 日 

令和２年度新童子下集落営農協定の総会が

開催されました 

令和２年２月 26 日（水）に，令和２年度新童子集

落営農協定の総会が南三陸町「童子下・四季の里」

で開催されました。南三陸町の新童子下集落営農協

定では，平成 11 年度から日本型直接支払制度を活

用して農地や環境の保全に取り組んでいます。 

総会では，令和元年度の事業実績と来年度から事

業内容の変更が予定されている中山間地域直接支

払事業への参加について議決され，今後とも，地域

農業・農村の維持発展に努めることとなりました。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 10 日 

セミナー「トウキ栽培の可能性とトウキの薬

効」開催 

地域でのトウキ栽培拡大に向け，令和２年３月１

日（日）に株式会社南三陸農工房主催による，トウ

キセミナーが開催されました。 

セミナーでは，株式会社南三陸農工房のトウキ生

産に関わりの深い，千葉大学の池上名誉教授から，

「生薬当帰の薬効と健康」について，渡辺教授から

は「トウキの一年栽培法」や食材利用について，ま

た，北里大学東洋医学総合研究所の佐橋先生からは，

「南三陸町おけるトウキの栽培の可能性とトウキ

の薬効」についての話題提供がありました。 

南三陸町の一年栽培のトウキは，通常栽培のトウ

キと比べ，成分的に遜色のないこと，国産トウキの

需要が高く，生産拡大が望まれていることなどが紹

介され，今後の栽培拡大に向けての活動の参考とな

るものでした。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 13 日 

気仙沼市本吉で，直売所の集客アップに向け

た勉強会が行われました 

令和２年３月３日，気仙沼市本吉総合体育館の研

修室において，「本吉農林水産物軽トラック販売者

の会」による直売勉強会が開催されました。 

「軽トラック販売者の会」は，新たに整備された

三陸自動車道の本吉パーキングで軽トラ市を開催

し，多くの人に本吉地域のおいしい農産物を食べて

貰おうと，これまでも出荷カレンダー作りや，農産

加工の勉強会を行ってきました。 

今回の勉強会では，講師に宮城県６次産業化プラ

ンナーの倉島史明氏を招き，「農産物直売所等にお

ける商品ＰＲと集客促進の方法」について学ぶとと

もに，講師からアドバイスを受けながら，春野菜を

ＰＲするためのＰＯＰ作りを行いました。 

参加者からは，直売活動の本格開始が来月に迫る

なか，実践的な勉強ができたとの声が聞かれました。 
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大河原農業改良普及センター 

令和２年３月 16 日 

ぶどう栽培研修会を開催しました 

管内ではシャインマスカットや醸造用ぶどうの

栽培に関心が高まっています。そこで，令和２年３

月９日（月）にシャインマスカット及び醸造用ぶど

うの生産拡大に向けたぶどう栽培研修会を開催し

ました。 

まず当所担当者から大河原管内のぶどう栽培取

り組み状況を紹介し，続いて，株式会社仙台秋保醸

造所代表取締役毛利氏から「ワインでつながる人と

食」について講演がありました。また，ＪＡ新みや

ぎあさひなぶどう部会の部会長佐藤氏からは，育

苗・遊休ハウスを利用したぶどう栽培の取組みにつ

いて事例紹介があり，最後に宮城県農業・園芸総合

研究所花き・果樹部の庄子技師からシャインマスカ

ットと醸造用ぶどうの栽培について説明しました。 

今回の研修会は，これからぶどう栽培を始める方

にとって有益なものであり，生産意欲を高めること

ができました。今後とも普及センターでは，現地検

討会や研修会を開催するなど，ぶどう栽培の普及拡

大を支援していきます。 

 
 

気仙沼農業改良普及センター 

令和２年３月 23 日 

『にいつき軽トラ市』品揃え・集客・販売力

向上を目指して 

『にいつき軽トラ市』は，みやぎグリーン・ツー

リズムアドバイザーの早坂久美氏を講師に招き，

「市の開催期間中切れ目なく販売品・販売額を確保

するためには」というテーマで去る２月 26 日と３

月 18 日に研修会を開催しました。 

  第１回目では，近年の直売所の現状と売れる農産

物のポイントについて学び，軽トラ市で現在販売し

ている農産物について時期別で整理しながら，今後

どのような品揃えを目指していくかを検討しまし

た。 

  第２回目には，集客を増やすための工夫や来客の

購買意欲を向上させる工夫について他の直売所等

の事例から学び，毎月イベントを開催することやそ

の宣伝方法，販売促進のためのＰＯＰの作成・設置

について検討しました。実際に参加者全員でＰＯＰ

作成の練習を行い，それぞれ自分の商品の強みやこ

だわりを思い思いに書き込みながら，「これなら自

分たちでも簡単に実践できそう！」と，５月からの

開催に向けて意欲の高まりが感じられる研修会と

なりました。 

   

※『にいつき軽トラ市』 

  気仙沼市下八瀬を通る国道 284 号沿線の新月パー

キングの敷地内で５月の第２，４土曜日，６月から

は毎週土曜日，12 月までの８か月の間，午前９時か

ら 12 時まで開催。地場産の農産物や農産加工品な

どが販売されています。 

 



                                                        

                                                   

普及指導員が県内９か所の普及センターで，農業者を支援しています。 

 
＜大河原＞ 
〒989-1243 
大河原町字南 129-１ 
TEL：0224-53-3519 
 
＜亘 理＞ 
〒989-2301 
亘理町逢隈中泉字本木９ 
TEL：0223-34-1141 
 
＜仙 台＞ 
〒981-0914 
仙台市青葉区堤通雨宮町４-17 
TEL：022-275-8320 
 
＜大 崎＞ 
〒989-6117 
大崎市古川旭四丁目１-１ 
TEL：0229-91-0727 
 
＜美 里＞ 
〒987-0005 
美里町北浦字笹舘５ 
TEL：0229-32-3115 
 
＜栗 原＞ 
〒987-2251 
栗原市築館藤木５-１ 
TEL：0228-22-9404 
 
＜登 米＞ 
〒987-0511 
登米市迫町佐沼字西佐沼 150-５ 
TEL：0220-22-8603 
 
＜石 巻＞  
〒986-0850 
石巻市あゆみ野５-７ 
TEL：0225-95-7612 
 
＜気仙沼＞  
〒988-0181 
気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-６ 
TEL：0226-25-8068 
 
 
＊各農業改良普及センターには，「地域の食と農の相談窓口」を設置しております。食や農に関して知りたいことがあ
りましたら，上記連絡先にお問い合わせください。 
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