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NEWS LETTER No.169 2021.3 

              紹介内容(2/1～2/28)                  

 

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

〇 大河原農改：たまねぎの育苗巡回指導を実施しました 

〇 大 崎農改：令和３年産ハウスなす栽培講習会が開催されました  

〇 登 米農改：株式会社石ノ森農場が労務管理研修会を開催 

〇 仙 台農改：JA 新みやぎ仙台小ねぎ部会土壌分析事後研修会及び 試験実証ほ成果報告研修会を 

開催しました  

〇 亘 理農改：イチゴ栽培研修会が開催されました 

〇 石 巻農改：令和２年産米の振り返りと令和３年産米栽培のポイントを確認しました  

 

②安全で安心できる農畜産物の生産に取り組む経営体への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

〇 亘 理農改：亘理名取果樹振興協議会「りんごせん定研修会」を開催しました  

〇 大河原農改：醸造用ぶどうせん定講習会を開催しました 

〇 大 崎農改：加美郡りんご協議会「せん定講習会」を開催 

〇 登 米農改：JA みやぎ登米りんご生産部会の「防除暦説明会・せん定講習会」が開催  

〇 気仙沼農改：南三陸町で果樹のせん定講習会を開催しました 

〇 石 巻農改：アスパラガス栽培管理勉強会（次期栽培管理編）を開催しました  

〇 気仙沼農改：「南三陸クローバーうに検証プロジェクト」の取組  

〇 亘 理農改：乾田直播栽培のスタートに向けて，「新規作付相談会」を開催しました  

〇 美 里農改：JA 新みやぎみどりの地区施設きゅうり部会栽培講習会が開催されました  

 

③競争力のあるアグリビジネス経営体の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

〇 美 里農改：女性農業者を対象にドライフラワー加工研修会を開催しました  

〇 気仙沼農改：三陸道本吉パーキング軽トラ市の第 3 回ワークショップが開催されました！ 

〇 大 崎農改：「岩出山大豆総合検討会」が開催されました 

 

地域農業の振興に向けた総合的な支援 
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・・・・・・・・・・・・・・６ 

〇 亘 理農改：「亘理地域若手女性農業者研修会(第 2 回)」を開催しました 

〇 美 里農改：「美里地区農業士会研修会」を開催しました 

〇 仙 台農改：第１回アグリウーマンキャリアアップ研修会を開催しました  

〇 美 里農改：女性農業者がコミュニケーションを学ぶ研修会を開催しました  

〇 亘 理農改：亘理名取地区地域営農推進研修会を開催しました  

〇 石 巻農改：農業法人向け人材定着・育成に関するセミナーを開催しました  

〇 登 米農改：農業法人経営力向上セミナーの開催 

〇 登 米農改：農業法人で GAP 研修会が開催されました 

〇 登 米農改：登米地域農業法人セミナーを開催 
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〇 大河原農改：集落営農法人設立にむけて研修会を開催しました  

〇 登 米農改：登米市農業士会地域農業振興懇談会を開催 

〇 仙 台農改：みやぎ農業未来塾ステップアップスクール「経営者養成講座」を開催しました  

〇 仙 台農改：中山間地域農業の持続的な営農を目指して！ 「農事組合法人うぇすとファーム 

仙台」設立 

〇 仙 台農改：｢農業法人若手・中堅社員のための社会人基礎力ステップアップセミナー｣を開催  

しました！ 

〇 亘 理農改：「次代につなぐ！法人経営」 ～専門家派遣事業を実施しました ～ 

〇 大河原農改：令和２年度第２回アグリウーマンステップアップ講座を開催しました  

 

②地域農業の構造改革に向けた取組支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１  

〇 大河原農改：中山間地域での農業法人運営について学ぶための研修会を開催しました  

 

③東日本大震災からの復興に関する支援 

〇 石 巻農改：長面地域での土づくりの効果を検討しました 

 

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  

〇 仙 台農改：（農）仙台イーストカントリーが日本農業賞の大賞を受賞！！   

〇 石 巻農改：令和２年度第２回石巻地域普及活動検討会を開催しました 

〇 登 米農改：登米市産花きと生花店のコラボ企画第 2 弾「フラワーバレンタイン」販売会開催 

〇 登 米農改：第２回登米農業改良普及センター普及活動検討会の開催  

〇 大 崎農改：令和２年度第２回大崎地域農業改良普及活動検討会を開催 

〇 大 崎農改：小瀬菜大根生産拡大セミナーを開催しました 

〇 栗 原農改：「(有)サンアグリしわひめ」がみやぎ園芸振興大賞を受賞！ 

〇 気仙沼農改：気仙沼管内の第２回普及活動検討会を開催 

〇 亘 理農改：山元町の田所食品株式会社が全国優良経営体表彰の農林水産大臣賞を受賞しました  

〇 石 巻農改：牡鹿半島黒崎牧場で「大型囲いわな」を設置しました  

〇 大河原農改：「宮城県米づくり推進大河原地方本部担当者会議」を開催しました  
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先進的技術に取り組む経営体の育成・支援  

①先進的技術に取り組む経営体の育成支援 
 
たまねぎの育苗巡回指導を実施しました 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月２日  

 仙南地域では機械化体系による加工・業務用たま

ねぎの生産拡大に取り組んでいます。 

  当地域では 11～12 月には種を行う晩秋まき栽培，

１月に播種を行う春まき栽培に取り組んでおり，現

在ビニールハウスの中で育苗が行われています。 

 １月 27 日(水)に JA,農業･園芸総合研究所露地野

菜チーム ,普及センターの職員が現在育苗中のほ場

７カ所を巡回して現在の生育状況を確認し，今後の

管理について指導を行いました。 

 育苗中の苗は３月上～下旬に定植を行う計画で

今年は 5.8ha 程度の作付けが見込まれています。安

定した収量確保と今後の作付け拡大が期待されま

す。 

 
令和３年産ハウスなす栽培講習会が開催されま
した 
大崎農業改良普及センター 

令和３年２月２日  

令和３年１月 27 日 JA 古川本店において，令和３

年産ハウスなす栽培講習会が開催されました。講習

会には生産者 22 名が参加し，渡辺採種場と当普及

センター職員からなすの栽培管理の基本と新技術

について情報提供を行いました。また，「なすの環境

制御」をテーマとして令和２年 11 月に当普及セン

ターで JA 常陸大宮地区なす部会を視察した際に撮

影した動画を視聴しながら，産地の概要やなすの生

育状況，環境制御の取り組みを紹介しました。さら

に，ハウス栽培で問題となるすすかび病の防除，GAP

理解促進に向けた説明を行いました。 

  

株式会社石ノ森農場が労務管理研修会を開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月４日  
令和３年１月 14 日登米市中田町の（株）石ノ森農

場は，石巻市の（株）デ・リーフデ北上を視察し，

労務管理等の研修会を開催しました。 

 （株）石ノ森農場は，水稲と施設きゅうり，花き

を複合経営していますが，令和元年度に補助事業を

活用して施設を拡大し，令和２年から雇用を増やし

栽培を開始したため，労務管理や社内体制づくりが

課題となっておりました。このため，震災後，トマ

ト 1.1ha，パプリカ 1.3ha の大規模施設園芸を開始

した（株）デ・リーフデ北上を訪問し，労務管理や

社内体制づくりを学びました。 

 今回，研修会にあたり社員は，情報共有の仕組み

づくり，社員とパートの間での報連相の仕方，社員

やパートの意識高揚の仕方など，自社の課題を踏ま

えて学びたいことを質問事項として整理して臨み

ました。 

（株）デ・リーフデ北上からは，パート採用時の面

談の重要性や新人教育の徹底について，ミーティン

グや会議での経営状況・作業進捗状況等のパートと

の情報共有の必要性，計画的な作業管理の仕方やパ

ートの使い方，そしてリスク管理などについて，丁

寧にお話をいただきました。 

今回，事前準備して研修に臨みましたが，労務管

理やリスク管理の考え方とその徹底ぶりに驚きを

感じ，大変参考になった様子でした。 

 
JA 新みやぎ仙台小ねぎ部会土壌分析事後研修
会及び 試験実証ほ成果報告研修会を開催しま
した  
仙台農業改良普及センター 

令和３年２月５日  

 令和３年 1 月 29 日（金）JA 新みやぎ仙台小ねぎ

部会員を対象に，土壌分析事後研修会と今年度の取

り組みの報告を含めた試験実証ほ成果報告研修会

の２部構成で開催しました。 

 土壌分析事後研修会では，事前に提出のあった土

壌サンプルの分析結果や，土づくりの基本，近年問

題となっている土壌病害やセンチュウ調査結果に

ついての講演をしました。 

 また，試験実証ほ成果報告研修会では，「栽培技術

の見える化」での実証ほの試験結果や，栽培管理の

見直しの提案，土壌物理性改善試験の取り組みにつ

いての報告をしました。 

 参加した部会員の方々は，盛り沢山な内容のなか，
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興味深く研修会の話に耳を傾け，  実施したアンケ

ートでは，「研修会の内容が参考になった」との回答

が多く，「栽培管理を見直したい」など，栽培上の課

題改善へ向けた意欲的な意見もありました。 

 普及センターでは，来年度も引き続き，プロジェ

クト課題に取り組み，仙台小ねぎ部会の栽培技術向

上を支援していきます。 

 
イチゴ栽培研修会が開催されました 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２月１０日   

 令和３年２月５日に宮城県農業・園芸総合研究所

で，「イチゴ栽培研修会～クラウン温度制御と IPM 防

除体系」が開催されました。研修会は新型コロナウ

イルス対策のため，オンライン会議システムを活用

し，本会場の農業・園芸総合研究所に加え，JA みや

ぎ亘理いちご選果場がサテライト会場として設置

されました。また，各合同庁舎，個人をオンライン

会議システムで繋いでの開催となり，参加人数は，

全会場合わせて約９０名となりました。 

 研修会はクラウン温度制御の実証ほになってい

る，JA みやぎ亘理いちご部会の部会長のハウスをオ

ンライン会議システムで繋ぎ，クラウン温度制御の

取り組み，IPM の取り組みとして UV-B ランプによる

うどんこ病防除，スリムホワイトや天敵によるハダ

ニ類防除について説明がありました。 

 次に農業・園芸総合研究所野菜部イチゴチームの

尾形研究員より，「とちおとめ」，「もういっこ」，「に

こにこベリー」の作型試験の紹介と，２月以降の草

勢を抑える管理について発表がありました。園芸環

境部虫害チームの関根主任研究員，駒形技師からは，

UV-B 電球蛍光灯とスリムホワイトを併用した，本ぽ

でのハダニ類対策の発表がありました。情報経営部

経営チームの石川主任研究員からは，「にこにこベ

リー」の生産者による評価についてのアンケート結

果の発表がありました。 

 普及センターからは，「にこにこベリー」導入定着

によるいちごの安定生産に向けた取り組みについ

て紹介しました。 

 今回初めてのオンライン会議システムを活用し

た研修会でしたが，回線が途切れる等のトラブルも

なくスムーズに進み，各会場から活発に質問が出る

など，例年と遜色のない研修会になりました。 

 亘理農業改良普及センターでは，今後も研修会等

を通じて，いちご栽培技術の向上を支援していきま

す。 

 

 
令和２年産米の振り返りと令和３年産米栽培の
ポイントを確認しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月１７日  

 令和３年１月 28 日，JA いしのまき稲作部会主催

の稲作総合検討会が開催され，生産者４０名が出席

しました。普及センターからは，令和２年産の生育

概況や令和３年産に向けた対策，ブランド米「だて

正夢」「金のいぶき」の栽培ポイント，管内の水田に

おける地力の状況について説明を行いました。 

 令和３年産良食米づくりに向けて，品種の特性に

合わせた茎数・穂数の確保と幼穂形成期以降の葉色

維持により白未熟粒の発生を防ぐこと，追肥や土づ

くりにより登熟期間の稲体の栄養分を維持するこ

とが重要です。 

 ブランド米の栽培については，品種に合った栽植

密度での田植えにより穂数が確保されたこと，追肥

の実施により生育後半の葉色が維持されたことか

ら収量が確保できた事例を紹介し，適切な管理が収

量・品質を安定させるポイントと説明しました。 

 地力については，転作の繰り返しで有機物の分解

が進むことや，堆肥・稲わら施用が減少しているこ

となどが要因で低下してきます。普及センターが設

置した，堆肥を施用した実証ほにおいて収量が上が

った事例を紹介し，積極的な堆肥等の有機物施用を

呼びかけました。 

 そのほか，メーカーから JA いしのまきが新規採

用した資材の特徴や使用方法について説明があり

ました。 

 普及センターでは今後も石巻地域の水稲の収量

と品質の向上を目指した栽培の取組を支援してい

きます。 
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②安全安心な農畜産物の生産に取り組む経
営体への支援 
 
亘理名取果樹振興協議会「りんごせん定研修会」
を開催しました 
亘理農業改良普及センター  

令和３年２月１日  

令和３年１月 22 日，亘理町神宮寺のりんご園に

て，亘理名取果樹振興協議会主催の「りんごせん定

研修会」が開催され，管内生産者等約 40 名の出席が

ありました。 

 研修会では，農業・園芸総合研究所果樹チームの

大沼総括研究員他，チーム員２名が講師となって

「ふじ（マルバカイドウ台，M.26 台）」のせん定の

実技指導を行いました。管内では定植後 50 年を超

える古いりんごの樹が多く，日当たり改善を主とし

て，枝の配置についてのアドバイスをいただきまし

た，各地域でも，せん定講習会の開催が計画されて

おり，今回の全体研修会でのアドバイスを参考に実

施されます。普及センターでは，各地域で開催され

る研修会や定期的な巡回指導等で技術指導を行い，

当地域の品質の高いりんごの安定生産を支援して

いきます。 

 
醸造用ぶどうせん定講習会を開催しました 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月２日   

令和３年１月 19 日に，村田町の醸造用ぶどうほ

場で，せん定講習会を開催しました。 

当日は，農業・園芸総合研究所花き・果樹部の職員

を講師に，栽培者５人が参加し，醸造用ぶどうの樹

形の作り方やせん定方法を学び，さっそく，自分の

園地のせん定に取りかかろうと話していました。 

会場となった醸造用ぶどうは，定植 3 年目を迎えて

いることから初めての収穫が期待されています。 

 

 

加美郡りんご協議会「せん定講習会」を開催  
大崎農業改良普及センター 

令和３年２月３日   

 令和３年１月 12 日，色麻町において，加美郡りん

ご協議会の「せん定講習会」が開催され，会員 11 名

が参加しました。 

 本講習会は，りんご協議会が「会員の技術向上と

会員相互の情報交換を図るため」に毎年行っている

もので，今年度は協議会長のりんご園において実施

しました。 

長靴がかなり埋まるほどの積雪の中，栽培経験の少

ない人からベテランまでが参加した中で，普及指導

員がせん定しながら説明を行い，会員相互に意見交

換を行う形で講習会を進めました。 

参加した会員からは「２次伸長枝の処理方法」など

積極的に質問があり，寒い中充実した講習会となり

ました。 

 普及センターでは，これからも安全で安心できる

農産物生産に対する支援を行っていきます。 

 

 
JA みやぎ登米りんご生産部会の「防除暦説明
会・せん定講習会」が開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月３日   

 令和３年１月 28 日に，JA みやぎ登米りんご生産

部会が「防除暦説明会・せん定講習会」を開催し，

20 人の部会員が参加しました。 

 例年は午前中にせん定講習会，午後に防除暦説明

会を行っていましたが，今年度は新型コロナウイル

ス感染対策のため，時間を短縮し午前中に全て実施

しました。 

 最初は中田営農センターにて，令和２年度の病害

虫等の発生状況や令和３年産の防除暦，今後の施肥

ポイントについて普及センターから説明しました。

昨年は４月下旬の低温や７月の長雨，８～９月の高

温で管理に苦労したため，部会員からは褐斑病等の

防除や果実の日焼け対策について質問が出されま

した。 

 せん定講習会では，中田町八幡山のりんご園地に

移動し，農業・園芸総合研究所大沼総括研究員と庄

子技師を講師として，わい性台木「ふじ」のせん定

の他，接ぎ木４年目の樹体ジョイント栽培のせん定

方法について実演を交えて説明がありました。樹体

ジョイント栽培は樹高を低く保ち直線的に作業が

できるため，せん定等の管理作業が通常の栽培方法

に比べ省力的に行えます。せん定実演後は，樹体ジ
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ョイント栽培実施者以外からも質問が出るなど，関

心の高まりがうかがえました。 

 普及センターでは，今後もりんごの技術情報の提

供やジョイント栽培の普及拡大を支援していきま

す。 

 

 

南三陸町で果樹のせん定講習会を開催しました 
気仙沼農業改良普及センター 

令和３年２月５日  

 令和３年２月２日，南三陸町において果樹のせん

定講習会を開催し，南三陸町の生産者７人が参加し

ました。  

 せん定講習会では，普及センター職員が講師とな

り，りんごわい性台木「ふじ」の他，もものせん定

方法について実演を交えて指導を行いました。枝の

重なりの解消や農薬が行き届きやすい枝の配置な

ど，せん定のポイントを説明しながら実習を行い，

生産者からは小枝の整理の仕方や更新枝のせん定

方法など，積極的に質問があり充実した講習会にな

りました。  

 普及センターでは，今後も適切な技術指導等を通

じて，果樹の安定生産に向けた支援を行っていきま

す。  

 

アスパラガス栽培管理勉強会（次期栽培管理編）
を開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月１８日  

令和２年普及活動計画のプロジェクト課題「地域  

活性化に向けた高収益作物（アスパラガス）の導入・

定着」の一環として，令和３年２月９日（火）およ

び 12 日（金）にアスパラガス栽培管理勉強会（次期

栽培管理編）を開催しました。  

 今回の勉強会には，アスパラガス生産者４名が参

加し，明治大学とパイオニアエコサイエンス (株 )が

共同開発した「採りっきり栽培」法を中心に，明治

大学農学部農学科野菜園芸学研究室准教授  元木

悟氏らを講師に，オンライン会議システムを利用し

たリモート講義による個別相談会形式でアスパラ

ガスの栽培管理方法について学びました。  

 生産者ごとに令和２年度の栽培の概要について

振り返り，講師と質疑応答を行いました。株の充実

を図るための栽培管理や砂地での肥培管理，病害対

策のポイントなどについて，参加者は理解を深める

ことができました。  

 当普及センターでは，今後もアスパラガス栽培に

ついて引き続き支援を行っていきます。  

 

「南三陸クローバーうに検証プロジェクト」の取組  
気仙沼農業改良普及センター 

令和３年２月１８日   

 気仙沼地方振興事務所では，海の磯焼け対策と農

地の耕作放棄地解消の両方につなげることを目的

として，令和２年４月に「南三陸クローバーうに検

証プロジェクト」を立ち上げました。  

 クローバーを餌にしたうに養殖技術は，宮城大学

と九州大学が研究・特許出願中の技術であるため，

今回の活動においては，当事務所と宮城大学で共同

研究契約を結びました。宮城大学の先生から技術的

な助言を受け，また，地元の水産業者と農家に協力

をもらい養殖試験やクローバー栽培を行っていま

す。令和３年１月 27 日には，事務所の関係部である

水産漁港部・農業農村整備部・農業振興部で養殖試

験の現場やクローバー畑を見学し，今後の活動等に

ついて検討しました。気仙沼地域の海・山・里が結

びついた産業振興につながるよう，今後も活動を継

続していく予定です。  
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乾田直播栽培のスタートに向けて，「新規作付相
談会」を開催しました 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２年２２日  

 亘理農業改良普及センターでは，令和元年度から，

乾田直播栽培を志向する経営体の技術力向上を目

的に「直播栽培勉強会」を立ち上げ，生産者同士の

情報交換や技術的課題の対策について支援してい

ます。  

 これまでの勉強会参加者の中で，令和３年度から

新たに乾田直播栽培に取り組む生産者（４法人）が

出てきたことから，その４法人を対象とした「新規

作付相談会」をハナトピア岩沼で開催しました。  

内容は，乾田直播栽培で重要となる“除草体系”と

“施肥設計”について，その都度質問を受けながら，

ゆっくり説明し，理解を深めていただきました。  

 普及センターでは令和３年度以降も，乾田直播栽

培を重点活動として，適期管理に基づいた技術支援

を継続していきます。  

 

JA 新みやぎみどりの地区施設きゅうり部会栽培
講習会が開催されました 
美里農業改良普及センター 

令和３年２月２２日  

 令和３年２月 12 日（金）に JA 新みやぎみどりの

地区施設きゅうり部会の栽培講習会が開催されま

した。普及センターからは ,土壌分析結果に基づく次

作の施肥設計や薬剤による病害虫防除について情

報提供しました。  

 長期栽培で塩類集積が見られていたほ場では，土

壌分析結果に基づき，除塩や無施肥栽培を行ってき

ましたが，  

徐々に土壌中の肥料成分の数値が下がり，改善傾向

がみられた結果について説明しました。  

 そして，次作へ向けて生産者同士が意見交換を行

い，大変有意義な講習会となりました。  

 普及センターでは引き続き，きゅうり部会の栽培

技術等の支援を行っていきます。  

③競争力のあるアグリビジネス経営体の育成 
 
女性農業者を対象にドライフラワー加工研修会
を開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和３年２月１日  

 令和３年１月 15 日に，女性農業者キャリアアップ

研修会として，多賀城市で鉢花や花苗を生産してい

る佐藤敏充氏を講師に，ドライフラワー加工につい

ての講義と演習を行いました。 

 講義では，花を色鮮やかに乾燥させるコツや素材

となる花の収穫方法などについて，具体的に説明を

受けました。参加者からはどんな花がドライフラワ

ーに向くのかなどの質問が出されました。 

 続いての演習では，講師が加工したドライフラワ

ーを用いて，額の中に花を立体的に装飾するフラワ

ーボードを制作しました。参加者は，講師に好きな

言葉を筆耕してもらった後に，書を囲むように思い

思いにドライフラワーを貼り付けました。 

 普及センターでは，今後も資質向上研修等を通し，

女性農業者の活躍を支援します。 

 

三陸道本吉パーキング軽トラ市の第 3回ワークシ
ョップが開催されました！ 
気仙沼農業改良普及センター 

令和３年２月２４日  

 令和３年２月９日，本吉農林水産物軽トラック販

売者の会を対象とした農産物生産・出荷計画づくり

ワークショップが開催されました。ワークショップ

には，当普及センターと（株）水沢種苗店が講師と

して出席しました。普及センターでは事前に行った

土壌分析の結果をもとに今後の土づくりのポイン

トについて解説しました。また，農薬の安全な使用

について，散布時の注意点を中心に説明しました。

水沢種苗店からは展着剤の話を中心に，農薬の効果

的な使用方法について解説しました。参加者は「軽

トラ市の品揃えを増やしお客さまによろこんでも

らいたい」「これまで以上に安全安心な農産物生産

を頑張りたい」などの声が聞かれました。軽トラ市

は４月頃から隔週土曜日に開催される予定です。 
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「岩出山大豆総合検討会」が開催されました 
大崎農業改良普及センター 

令和３年２月２４日  

 令和３年２月 18 日にＪＡ新みやぎいわでやま地

区本部主催の「岩出山大豆総合検討会」が開催され

ました。 

 検討会にはＪＡ新みやぎいわでやま地区本部管

内の大豆生産者が参加し，当普及センターから令和

２年産大豆の作柄や昨年実施した土づくりや雑草

防除について説明しました。 

 また，検討会の中で岩出山凍り豆腐の実需者との

情報交換を行いました。大崎市岩出山で作られる岩

出山凍り豆腐は岩出山地域産の「ミヤギシロメ」を

使用しています。参加した生産者は，岩出山凍り豆

腐のニーズの高さや加工に使用する大豆の評価に

ついて熱心に聞いていました。生産者からは「特産

品である岩出山凍り豆腐の品質を落とさないよう，

大豆の品質向上に努めていきたい。」との意見があ

りました。 

 普及センターでは大豆の生産振興に向けて引き

続き技術指導を行ってまいります。 

 

地域農業の振興に向けた総合的な支援  
 

①地域農業を支える経営意欲の高い担い手の
確保・育成 
 
「亘理地域若手女性農業者研修会」を開催しまし
た 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２月１日  

亘理農業改良普及センターでは，若手女性農業者

を対象に，今後の農業経営へ活かすことや参加者同

士の交流を深めることを目的に，「若手女性農業者

研修会（第２回）」を１月 29 日に開催しました。当

日は，土地利用型作物や果樹・花き栽培経営者等８

名の参加がありました。 

 研修会では，宮城県農業・園芸総合研究所での試

験概要説明の他，管内で新しい取組みを始めている，

2 法人の視察を行いました。 

 いちご摘み取り園「ラ・フレーズ」(就労継続支援

A 型事業所)にて，芦田代表理事より，いちご栽培と

農福連携の取組内容について視察を行いました。ま

た，「リトナベリーガーデン」では，遠藤代表取締役

より，都市近郊の立地を活かしたブルーベリー摘み

取り園やカフェ，ベーカリーの取組内容について学

びました。 

 研修会は，参加者同士の交流以外にも，視察先と

の交流も深めることが出来，有意義な研修会になり

ました。普及センターでは，今後も研修会等を通じ

て，若手女性農業者への支援を継続していきます。 

 

 
「美里地区農業士会研修会」を開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和２年２月３日   

 美里地区農業士会では，令和３年１月 27 日に「令

和２年度美里地区農業士会研修会」を開催し，会員

６名が出席しました。 

 研修会ではダイナミックビジネスブレイン株式

会社代表取締役で中小企業診断士でもある田中宏

司氏から「これからの農業人材に求められる能力」

という内容で御講演をいただきました。田中先生が

これまで取り組まれてきた数々の支援の経験に基

づいて，マーケット・販売，組織運営，財務・設備

などへのアドバイスをいただきました。また，コロ

ナ禍の中での経営のあり方などについても助言い

ただきました。 

 これまで新型コロナウイルス感染拡大の影響に

より，研修などの機会が少なくなっており，会員同

士が顔を合わせる久々の機会となりましたが，講演

終了後も講師への質問や会員間での情報交換が活

発に行われ，大変有意義な研修会となりました。 
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第１回アグリウーマンキャリアアップ研修会を開
催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和３年２月２日  

 管内の女性農業者の活動及び交流の活性化を目的

に，令和３年１月 21 日（木），令和２年度第 1 回アグリウ

ーマンキャリアアップ研修会を開催しました。  

 当日は，講師に（農）仙台イーストカントリーの理事であ

る佐々木千賀子さんを招き,「味噌との出会い,そして『奇

跡の味噌』からの再出発」と題し，これまでの経験や次の

時代へつなぐ思いのほか ,活動の原点である『神屋敷天

然醸造味噌』に関わることを中心にお話いただきました。

一番の原動力は「東日本大震災により被災し ,大変だっ

た時期から一緒に活動してきた仲間がいること」と，震災

から 10 年間，共に走り続け，笑顔で支え合ってきた仲間

の大切さを伝えていただきました。 

 また,若手女性農業者の取組紹介として，宮城県指導

農業士である庄子さおりさんから「都市型農業への挑戦」

と題し，住宅開発の著しい地区において ,少量多品目の

野菜を栽培しているお話をしていただきました。御主人と

ともに精力的に新たな販路を開拓するなど積極的な活

動が印象的でした。 

 今回は，管内の女性農業者 10 名が参加し，お二人の

話を聞いて ,同じ女性農業者として共感する部分が多々

あったようです。また,今後の活動に向けて活発な情報交

換が行われました。 

 

 
 

女性農業者がコミュニケーションを学ぶ研修会を

開催しました 
美里農業改良普及センター 

令和３年２月２日  

 近年，女性農業者が雇用管理を担うケースが増え

てきており，マネジメント能力の向上が必要となっ

ています。美里農業改良普及センターでは，女性農

業者のスキルアップを支援するために，コミュニケ

ーションや労務管理について学ぶ全２回の講座を

企画しました。 

 第１回講座は令和３年１月２５日に行われ，仙台

市でコーチング専門会社を営む株式会社アライブ・

ワン代表取締役の後藤美香氏を講師に，「女性マネ

ージャーに求められるコミュニケーション」につい

て講義と演習を行いました。 

 研修前半の演習では「コミュニケーションカード」

を用い，カードに記されている文章や絵柄で自分に

合ったものを選ぶことで，楽しみながら自身のコミ

ュニケーションの「癖」について確認しました。 

 研修の後半には，女性ならではの特性を活かしな

がら，効果的にコミュニケーションを行うためのコ

ツについて学びました。 

 研修会は，新型コロナウイルス感染予防に配慮し

て行われ，参加者はアクリル板越しに意見交換を行

いながら，和気あいあいとした中で研修が進められ

ました。 

 第２回講座は社会保険労務士を講師に，人事労務

管理について学ぶ予定です。 

 

  

亘理名取地区地域営農推進研修会を開催しまし

た 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２月５日  

新型コロナウイルスの影響で，農業分野において

も様々な影響が発生しており，これからの農業経営

をどのように進めていくべきか，農業者の方々はい

つもに増して判断が難しい状況にあります。 

そのため，令和３年２月３日に，コロナ禍での経営

判断の基礎となる｢経営の現状分析と予測の手法習

得｣をねらいとした，亘理名取地区地域営農推進研

修会を，管内の農業法人を対象に開催しました。 

ＨＳ経営コンサルティング株式会社代表取締役で

中小企業診断士である，本田茂氏を講師に招き、｢新

型コロナウイルス感染症の影響下で考える農業経

営｣のテーマでご講演を頂くとともに，普及センタ

ーからも｢農業の事業継続｣と題して BCP（事業継続

計画）等の情報提供を行いました。 

部門別損益の分析，予測損益や資金繰り表の作成に

よる対策検討等，実例を交えた本田先生の説明を２

５名の出席者は熱心に聴講し，事後アンケートでは，

｢今後、自社でも取り入れていきたい｣という前向き

な回答が多数見られました。 

普及センターでは，管内の農業経営の発展のために，

今後も関係機関と連携しながら支援を行っていき

ます。 
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農業法人向け人材定着・育成に関するセミナーを

開催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月８日  

   令和３年１月 26 日に，石巻合同庁舎大会議室に

て「農業法人のための人材定着・育成に関するセミ

ナー」を開催しました。管内農業法人の役員・社員

や関係機関から 47 名が出席されました。 

  本セミナーは，栗原市の農業法人(有)耕佑 専務

取締役 伊藤 秀太 氏を講師に迎え講演をいただ

いた後，管内農業法人の(有)高須賀農産 代表取締

役 細川 公 氏及び(株)よつばファーム 代表取

締役 熱海 光太郎 氏と共にトークセッションを

していただきました。 

  講演では「社員と取り組む会社作り ＧＧＡＰワ

ークショップの実践」と題し，耕佑でのこれまでの

取組みや新型コロナウイルスによる影響，そしてこ

れからの目標についてお話をいただきました。年に

数回社員全員でワークショップを開催し，現場の声

を会社の改善に活かすことで，現場も責任感を持っ

て仕事に取り組めるようになったと紹介いただき

ました。 

  トークセッションでは，パネリストの各法人にお

ける人材定着・育成で抱えていた課題と解決に向け

て取り組んだこと，その結果と新たな課題について

お話しいただいた後，パネリスト間でそれぞれ質疑

応答していただきました。各法人とも会社が安定し

て持続することが社員も地域を守ることにつなが

るという信念を共通して持っていることが分かり，

そのために失敗や試行錯誤を重ねながら人材の育

成や確保に取り組んでおられるのが印象的でした。 

 

 
 

農業法人経営力向上セミナーの開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月９日   

   令和３年１月２５日に登米合同庁舎で，農業法人

経営力向上セミナーを開催しました。 

 まず，人を定着させる労働環境の作り方について，

社会保険労務士法人プロゲートの庄司社会保険労

務士から講義をいただきました。経営者が取り組む

労働基準法の考え方や労働保険，安全管理等につい

て解説され，参加者にとっては，これまでの自社の

振り返りや確認の機会となりました。 

    次に，人材育成の基本や若者を指導するスキル

について，松倉社会保険労務士事務所の松倉代表か

ら講義をいただきました。経営者側は，育った社会

的背景が違う若い従業員とのコミュニケーション

に苦手意識を持っている方も多く，若者への声がけ

について高い関心を持っていました。講師から，従

業員の育成にＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴを計画的に組

み入れることで，コミュニケーションの機会が増え

るので，「勇気づけ」になる声がけをして成長を促す

よう助言されました。 

 多くの法人は，多様な年齢層の従業員を雇用して

いるため，能力向上やモチベーションアップなど

様々な質問が交わされました。 

 

 
農業法人で GAP 研修会が開催されました 
登米農業改良普及センター 

令和３年２月１０日   

 令和３年２月４日と５日，登米市中田町の株式会

社石ノ森農場で 4 名が参加し，GAP 研修会が開催さ

れました。 (株)石ノ森農場は，水稲 32ha＋施設き

ゅううり 75a＋花き 20a を経営する一戸一法人で，

施設きゅうり 50a の規模拡大に伴い，より良い生産

体制づくりに取り組んでいます。その手法として，

GAP の考え方を生産管理に取り入れるため，指導経

験豊富な GAP 総合研究所の丸山博紀特任指導員を講

師に迎え，GAP の基礎と実践を学びました。 

 １日目は，GAP 誕生の歴史を学んだ上で，GAP の目

的やリスクマネジメント手法についての講義を受

けました。２日目は，リスクマネジメントを実践す

るため，実際にきゅうりの選果場のリスクを書き出

し，リスク評価を行うとともにその対策を考えまし

た。 

 今回の研修を受講し，GAP 手法の有効性を理解で

きたという声や，学んだ内容を社内全体でも共有し

ていきたいといった声があがるなど，大変参考にな

った様子でした。 
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登米地域農業法人セミナーを開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月１２日  

 令和３年２月２日，登米合同庁舎で，農業法人等

14 経営体を対象に登米地域農業法人セミナーを開

催しました。 

 「コロナ禍における農業経営リスクとその対応策」

と題して，株式会社日本政策金融公庫仙台支店農林

水産事業融資第二課長  石川智章氏から御講演い

ただきました。また，農業関係の各種保険制度につ

いて，宮城県農業共済組合迫支所，みやぎ登米農業

協同組合から情報提供をいただき，当部から各種補

助事業について説明しました。 

 講演では，農業経営リスクとその対策の，具体的

な事例の紹介と金融機関の役割，また，損益計算書

分析の着眼点や経営課題解決に向けた要因分析等

について，解説していただきました。 

 参加者からは，「資金繰りや計画的な管理の重要

性が分かった」，「過去の決算書をもう一度見直した

い」などの意見が聞かれ，コロナ禍や自然災害など，

リスク対策や決算分析の重要性への理解が深まり

ました。 

 

 

集落営農法人設立にむけて研修会を開催しまし

た 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月１６日  

 令和元年東日本台風で大きな被害を受けた丸森

町竹谷地区では，将来に向けた担い手確保のため，

集落営農法人の設立に向けて動き出しています。大

河原農業改良普及センターでは，令和３年１月２０

日に，東日本大震災後に岩沼市で設立された２つの

農業法人の事例から，地域合意や法人運営の方法に

ついて学ぶ「集落営農法人化視察研修会」を開催し

ました。 

 認定農業者等が構成員となり設立した（農）玉浦

南部生産組合では，代表と事務局長からライスセン

ターやきゅうり栽培ハウス等施設の説明をいただ

いた後，地域の農地を守るために法人を設立した経

緯についてお話を伺いました。 

 集落全員が構成員となり設立した（農）長岡グリ

ーンサポートの代表からは，法人設立時の考え方や

地域合意に向けて工夫した点についてお話を伺い，

整備後の農地を見学しました。 

 丸森町竹谷地区では，春までにほとんどの農地で

復旧工事が終わり，営農が再開される見込みです。

この研修で，法人設立に向けた活動を行う上での心

構えができ，今後の集落営農に前向きに取り組むこ

とが期待されます。 

 

登米市農業士会地域農業振興懇談会を開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月１６日  

令和３年２月９日（火）に，登米合同庁舎におい

て，登米市農業士会地域農業振興懇談会を開催しま

した。 

 今回の懇談会は，地域の農地を守り，経営規模の

拡大や，新技術の導入など経営展開を図っている事

例を学ぶため，有限会社アグリードなるせ取締役会

長安部俊郎氏を講師に招き，「スマート農業を取り

入れた，これからの農業経営の展開」と題して，お

話をいただきました。 

 安部氏の東松島市は，東日本大震災で津波による

甚大な被害を受け，有限会社アグリードなるせは農

地の復旧後，水稲，麦，大豆，野菜等 100ha の大規

模経営，さらに，バウムクーヘンの菓子工場や農産

物直売所など６次産業化に取り組んでいます。 

 その中で，平成 31 年に農研機構が公募し採択に

至った「スマート農業加速化実証プロジェクト」に

２年間に取組，ロボットトラクタ，食味・収量セン

サ付き自動走行コンバイン，直進キープ機能付き田

植機等のスマート農業機械を活用し，単収品質の向

上を図り，輸出米に対応した超低コスト米 7,000 円

/60kg を目標に取り組みました。コストダウンする

ポイント，導入する機械は地域の圃場条件に見合い

ものであるかを考えることなどのお話をいただき

ました。 

 参加した９名の農業士からは，有意義な研修会だ

ったとの感想が寄せられました。 
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みやぎ農業未来塾ステップアップスクール「経営

者養成講座」を開催しました 
仙台農業改良普及センター 

令和３年２月１７日  

 仙台農業改良普及センターでは，若手農業者を対

象に，２月１日にみやぎ農業未来塾ステップアップ

スクール「経営者養成講座」を開催し，６名(内 Web

４名)が参加しました。 

当講座では「成功への第一歩『ビジョンを磨く』」を

テーマに，(株)宮城フラワーパートナーズ代表取締

役の今野高氏に講話いただきました。 

 講話の前に参加者全員に農業をやろうと思った

きっかけや自分の夢を語ってもらい，講師の経験を

話していただきました。 

講師からは「自分が経験したことからしか新たな発

想はない。今はたくさんの経験や知見を得るために

自ら行動し，積極的に仲間づくりをして，広い視野

で多くの知見を収集して欲しい。ビジョンのないと

ころに人は集まらない。」という提言をいただき，参

加者はビジョンを磨いて発信することの重要性を

感じた様子でした。 

 

中山間地域農業の持続的な営農を目指して！ 

「農事組合法人うぇすとファーム仙台」設立  
仙台農業改良普及センター 

令和３年２月１７日   

仙台市青葉区の倉内・大針地区は，中山間地域特

有の農業の担い手不足及び耕作放棄地・鳥獣被害の

増加などの課題が山積しています。        

 そこで，これらの課題に対応し，今後も地域の農

地・農業を維持していくために，平成 29 年度から

「倉内・大針農村地域活性化委員会」を設立し，農

業競争力強化基盤整備事業（農地整備事業（経営体

育成型））に取り組んでいます。 

生産組織等の経営体が存在していない倉内・大針

地区には，基盤整備後の地域農業の中心となり農業

を維持してくれる担い手が必要不可欠であるため，

地域の代表による発起人会を結成し，農事組合法人

設立に向けて話し合いを行ってきました。その結果，

令和３年１月 24 日に組合員 17 名による「農事組合

法人うぇすとファーム仙台」設立総会が開催され，

事業計画等の承認がされました。総会後，令和３年

２月５日に登記を行ない，「農事組合法人うぇすと

ファーム仙台」が正式に誕生しました。 

 「農事組合法人うぇすとファーム仙台」は前身組

織がない，ゼロからのスタートになりますが基盤整

備後には，水田２４㌶，畑 4 ㌶の営農を目指してい

ます。 

 

｢農業法人若手・中堅社員のための社会人基礎力

ステップアップセミナー｣を開催しました！ 
仙台農業改良普及センター 

令和３年２月１７日  

 農業法人若手社員のスキルアップを目的として，

仙台市及び公益財団法人みやぎ産業振興機構と共

催で｢農業法人若手・中堅社員のための社会人基礎

力ステップアップセミナー｣を開催しました。開催

にあたり参加者の皆様には，マスク及びフェイスシ

ールド，飛沫防止パネルの使用等により新型コロナ

ウイルス感染症対策に御協力いただきました。 

 当セミナーは令和３年１月 15 日から全４回コー

スで開催し，当普及センター管内の８法人から参加

の申し込みがありました。セミナーでは，組織の一

員として求められる能力や法人の雇用管理等につ

いて，松倉社会保険労務士事務所の松倉惠子特定社

会保険労務士，社会保険労務士法人プロゲート仙台

オフィスの庄司弥生社会保険労務士， Universal 

Agriculture Support 合同会社の金子栄治代表を講

師に，講義とワークショップを行いました。第３回，

第４回では，各法人の経営者にも参加していただき，

今後の社員の業務への取組に対する期待が高まっ

たようでした。 
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「次代につなぐ！法人経営」  ～専門家派遣事業

を実施しました ～ 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２月１８日  

 令和２年 12 月から令和３年２月にかけて，(農)玉

浦中部ファームに対して専門家派遣事業を実施し

ました。 

 事業の柱は、法人の社員待遇にかかわる給与規程

や退職金規程等の整備と次代への経営継承に向け

た計画整備の二つで、社会保険労務士（社労士）と

中小企業診断士の先生方にそれぞれ 2 回のコンサル

テーションを実施していただきました。 

 社員の離職理由で常に上位にランクされている

「安い給与」。他産業並みの支給は難しいものの、給

与・退職金支給のしくみを「見える化」することは

そう難しくなく、それは働いてくれる社員に示せる

法人の誠意であり、求人対策でもあると同法人は考

えます。 

基本給以外にも、諸手当や社会保険料など会社側負

担も相当なもので、その計算たるや面倒なのですが、

ひな型を参考に社労士の先生から指導を受けつつ、

同法人オリジナルの給与規程を作り上げることが

できました。 

 また、経営継承計画は、次の世代にどのようにし

て法人経営のバトンを渡すかを計画（ロードマップ

化）し、それに基づいて計画期間中に継承の進捗を

管理するものです。次代の候補者にも予め「法人を

担っていく」意思と気概の有無を確認することも必

要など、具体的なアドバイスを中小企業診断士の先

生からいただき、今後経営継承計画の素案を完成さ

せる予定です。 

 普及センターでは、人材の確保・育成や経営継承

に取組む農業法人に対して、社員にとっての「良い

仕事」「良い処遇」「良い職場」の三つの良いづくり

を支援しています。 

 

令和２年度第２回アグリウーマンステップアップ

講座を開催しました 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月２５日  

 令和３年２月４日（木）に大河原合同庁舎におい

て，畜産（主に和牛繁殖）に携わる若い女性等を対

象とした「令和２年度第２回次世代アグリウーマン

ステップアップ講座」を開催しました。仙南地域で

は，複数の若い女性農業者が畜産経営に取り組んで

いますが，専門的な知識や技術習得の機会が限られ

ているため開催したもので，第１回講座に引き続き，

中小企業診断士を講師に，畜産の経営について学び

ました。 

 牛の売買や分娩をデータ化する動態表の作成と

活用について教授いただくとともに，出席者各々が

作成した動態表を基に，具体的な改善方法について

指導いただきました。さらに，将来を見通して計画

を作成し，実態に合わせて修正していくことが大切

であると指導をして頂きました。 

 参加者からは「実際に数字を見ることで計画をた

てることができると実感した」「自分の思考が数字

として表れ，改めて考える機会となった」と感想が

ありました。また，中小企業診断士の講師に積極的

に質問する等，有意義な時間となりました。 

今年度，本講座は全３回実施する計画で，次回は先

進農家の視察を行う予定です。今後も，参加者の要

望を取り入れながら講座を開き，女性農業者の畜産

経営管理の能力の醸成を支援してまいります。 

 

②地域農業の構造改革に向けた取組支援 
 
中山間地域での農業法人運営について学ぶため
の研修会を開催しました 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月５日   

 川崎町古関地区では平成 28年から地区内で地域農

業の将来について考える話し合いが始まり，農地整

備事業の実施申請（受益予定面積約 32ha）や組織的

な集落農業による耕作への移行といった方針が打

ち出されました。 

 普及センターでは同地区を対象にプロジェクト

課題を設定し，農事組合法人設立による集落農業の

実現や，園芸品目の導入について支援しています。 

 集落では，法人設立と合わせて中山間地域直接支

払や多面的機能支払への取組が計画されています

が，それらの業務と法人運営との調整については不

安がある，という声が上がっていました。そこで，

普及センターでは，中山間地域の集落営農法人経営

で経験を積んできた丸森町の農事組合法人の役員

を講師として招き，法人運営の実際について疑問に

答えるための研修会を企画し実行しました。 

 １月１９日に川崎町役場で開催した研修会には

古関地区の法人設立を目指す農家ら９人が集まり，

（農）伊手ファームの役員から講話を受けるととも

に，会計実務についての意見交換を行いました。 
参加者からは，業務の内容について具体的なイメー

ジを思い描くことができた，不安が解消されて嬉し

い，との感想を頂いています。 
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③東日本大震災からの復興に関する支援 

長面地域での土づくりの効果を検討しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月９日    

 長面地域を耕作する法人の水稲収量向上・安定に

よる経営安定化に向けて，令和３年１月 13 日に検

討会を開催しました。農事組合法人みのり，農事組

合法人ゆいっこ，株式会社宮城リスタ大川の 3 法人

と関係機関が出席し，長面地域での水稲栽培や，農

地・揚排水機場の復旧状況などについて情報交換を

行いました。石巻市大川地区の長面地域の復旧農地

は，津波によって作土が流失したため，新たに客土

を行いました。そのため堆肥などの有機物施用によ

る土づくりが必要ですが，周辺地域のどこから，ど

のくらいの量の堆肥を入手できるのかが明確では

ありませんでした。今回，普及センターから，周辺

地域の畜産農家への聞き取り調査などで判明した

堆肥の活用状況と長面地域に供給可能な量を示し

ながら，散布計画に沿った堆肥施用による土づくり

の重要性を説明しました。出席者からは，新たに堆

肥施用に取り組みたい，堆肥施用による収量向上を

実感している，今後も堆肥施用を継続したいといっ

た意見があがりました。普及センターでは今後も，

長面地域での水稲収量向上や，有機物の地域内循環

の取り組みを支援していきます。 

 

その他  

（農）仙台イーストカントリーが日本農業賞の大賞を受

賞！！  

仙台農業改良普及センター 

令和３年２月２日  

仙台市若林区荒井の農事組合法人仙台イースト

カントリーが，日本農業賞個人経営の部で大賞を受

賞しました。 

 日本農業賞は,日本放送協会（NHK）及び一般社団

法人全国農業協同組合中央会が主催し，本農業の確

立をめざして ,意欲的に経営や技術の改善に取り組

み，地域社会の発展にも貢献している農業者や営農

集団を表彰するものです。 

 （農）仙台イーストカントリーは，東日本大震災

で自宅や農機具，施設，農地が壊滅的な被害を受け

ました。そのような中，なんとか自分たちで米を作

り消費者に米を届けなければという強い思いから，

わずか 2 か月半後に，被害の小さかった 16ha で田

植えをし，秋には収穫した米を近隣の被災住民や農

家に配って回りました。こうした姿勢や思いが周辺

の農業者の営農継続意欲を喚起し，地域の農業復興

に極めて重要な役割を果たしました。 

現在，法人では，消費者においしいお米を届けるた

め，高い技術力を生かし，10 数種類の品種を栽培し，

販売をしています。 

 また，自社原料で「神屋敷天然醸造味噌」やおに

ぎり，総菜などの加工や新たな商品開発を行い，ア

ンテナショップとして位置づけている農家レスト

ラン「おにぎり茶屋ちかちゃん」を運営しています。

震災後に整備した「おにぎり茶屋ちかちゃん」や「農

産加工施設」は，震災で職を失った女性たちの雇用

の場，生きがいの場となっており，地域の農業・食

の拠点として発展を遂げています。 

 さらに，「50 年後も農業を続けられる組織づくり」

のため，後継世代の育成を行うとともに，その世代

がしっかりと「農業」で生活できるような組織づく

りを行うなど，次世代への継承準備も着々と進めら

れています。 

 これらの取組みが高く評価され，全国から 93 件

の応募の中から見事に大賞に選ばれました。 

 誠におめでとうございます！！ 

https://agri.ja-group.jp/promote/prize 

※詳細はリンクより日本農業賞のページへ飛んで

ください  

 

令和２年度第２回石巻地域普及活動検討会を開

催しました 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月９日   

 宮城県石巻農業改良普及センターでは，令和２年

度のプロジェクト課題の活動方法や内容などを振

り返るとともに，令和３年度普及指導計画では，さ

らなる普及活動の効率化と効果的な方法を探るた

め，外部検討委員８名に出席をいただき，「令和２年

度第２回石巻地域普及活動検討会」を令和３年２月

４日に開催しました。 

 今年度に普及センターで行っているプロジェク

ト課題４課題すべてが次年度への継続課題のため，

各課題についてプロジェクトリーダーが活動目標

に対して現在の進捗状況を説明し，令和３年度の課

題解決に向けた計画を示しました。 

 委員の方々からは，新型コロナウイルス感染拡大

により，これまで行ってきた活動が制限される状況

であっても，創意工夫しながら普及活動に取り組ん

できたことに対して高い評価をいただきました。被

災農地における土づくりや，法人の社内体制整備，

いちご新品種である「にこにこベリー」生産者の収

量確保に向けた生産指導，アスパラガスの生産拡大

のためにオンライン会議システムを活用した技術

力向上セミナーの開催などに取り組んできたこと
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などについて御意見をいただきました。 

 今回の検討会で各委員よりいただきました御意

見等を参考に，次年度の普及活動方針や普及計画等

を策定し，これからの石巻地域の農業振興を力強く

推進していきます。 

 なお，今回の普及活動検討会に関する内容は３月

上旬に当所ホームページで公開予定です。 

 

 
 

登米市産花きと生花店のコラボ企画第 2 弾「フ

ラワーバレンタイン」販売会開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月１５日  

 世界で一番花を贈る日でもある２月 14 日の「バレ

ンタインデー」企画として，登米市産花きと生花店

と連携した商品づくりを企画・提案し，前回の「い

い夫婦の日」に続いて，令和３年２月１０日に県登

米合庁，登米市役所及びＪＡみやぎ登米の職員に花

の注文販売を行いました。 

 登米市は，ストックの県内一の生産地で，１１月

から３月まで地元の仙台や石巻市場ほか，札幌及び

東京市場へ出荷されています。 

地元産のストックやばらの切り花を生花店のプロ

の技で綺麗にアレンジした花束やラッピングした

プリムラ（西洋桜草）の鉢物を多くの方々に購入し

ていただきました。 

 

 

第２回登米農業改良普及センター普及活動検討

会の開催  
登米農業改良普及センター 

令和３年２月１５日  

 令和３年２月８日（月），県登米合同庁舎において

外部委員５人の出席のもと，普及活動検討会を開催

しました。 

  今回は，令和２年度に実施した４つのプロジェク

ト課題の活動内容と成果，令和３年度の新規課題案

を説明し，これらに対して様々な意見をいただきま

した。この中で，きゅうりの環境制御技術は，産地

として若い世代が導入すべき技術なので，ぜひ普及

させてほしいという意見や，新規に取り組む乾田直

播の課題については，現地で蓄積された技術がまと

められ，コスト分析など経済性を含めたマニュアル

が作成されることに期待するといった意見が出さ

れました。また，今年度，目標を達成できなかった

課題については，その要因と対応策を対象者と共有

して取組を進めてほしいとの意見もいただきまし

た。今回いただいた意見や要望を，今後の普及活動

に活かしてまいります。 

 

令和２年度第２回大崎地域農業改良普及活動検

討会を開催  
大崎農業改良普及センター 

令和３年２月１５日   

 令和３年２月４日（木），５名の普及活動検討委員

に出席いただき，今年度２回目となる大崎地域農業

改良普及活動検討会を開催しました。 

 初めに，令和２年度に取り組んだプロジェクト課

題のうち今年度で完了する３課題「中山間地域の活

性化を支える地域営農体制の構築」，「地域の特産品

への安定供給に向けた大豆の生産性向上」及び「新

規就農した和牛繁殖農家の飼養管理技術向上及び

経営安定化」と継続課題の「大崎を牽引する,なすの

技術革新による生産性向上」について活動結果の報

告を行い，その後，令和３年度の普及指導方針（案）

と新規プロジェクト３課題（案）及び継続プロジェ

クト１課題（案）について検討いただきました。 

 委員からは，プロジェクト課題で取り組んでいる

環境データの見える化，鳥獣被害対策，水田農業に

おける高収益園芸品目の取組，新規就農者支援の連

携，スマート農業，中山間地振興の取組に対する期

待など，多数の御意見や励ましの言葉をいただきま

した。今後，大崎地域の農業が持続的に発展してい

くよう，今回いただいた御意見を踏まえ，効率的・

効果的に普及指導活動を展開してまいります。 
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小瀬菜大根生産拡大セミナーを開催しました 
大崎農業改良普及センター 

令和３年２月１５日  

 令和３年２月３日（水）に加美町のやくらい文化

センターにおいて，加美町，ＪＡ加美よつば，北部

地方振興事務所の共催で小瀬菜大根生産拡大セミ

ナーを開催しました。 

 セミナーには，小瀬菜大根生産者，農産物直売所，

農産加工者，飲食店，農業高校，関係機関から約 30

人が参加し，小瀬菜大根の生産拡大に向けた講義と

農業高校における活動報告を行いました。 

 講義では，東北大講師の佐々木寿さんより，「小瀬

菜大根は貴重な食の文化遺産」をテーマに小瀬菜大

根の魅力と価値について話していただきました。ま

た，加美農業高校の生徒から，プロジェクト活動と

して取り組んだハウス栽培や調理方法の検討につ

いて報告していただきました。 

 令和２年１０月の小瀬菜大根利用拡大セミナー

で新たな利用方法の提案等を行ったことで利用拡

大の機運が徐々に高まりました。さらに，今回のセ

ミナーを契機として生産，流通，加工，販売，消費

等が相互に連携し，小瀬菜大根の生産拡大に繋がっ

ていくことが期待されます。 

 

 
 

「(有)サンアグリしわひめ」がみやぎ園芸振興大

賞を受賞！ 
栗原農業改良普及センター 

令和３年２月１６日  

 令和２年度みやぎ園芸振興大賞において，『有限会

社 サンアグリしわひめ』（代表取締役 三浦和栄氏）

が大賞を受賞し，表彰状が授与されました。 

 (有)サンアグリしわひめは，平成 13 年に栽培面

積２万㎡の養液栽培施設でトマト生産を開始し，県

内を中心に出荷しています。味と品質にこだわった

同社の「サンひめっこ」トマトは，市場や消費者か

らの評価も高く，県農林産物品評会等でも幾度とな

く賞を受賞しています。また，平成 25 年に地下水熱

源ヒートポンプシステムを導入し温湯配管暖房と

のハイブリッド暖房を開始するなど，消費エネルギ

ーの削減を実現してきました。今回の受賞では，こ

うした取組が高く評価されました。地域の園芸生産

の牽引役として今後の活躍がますます期待されま

す。 

中央が代表取締役  三浦氏  

 

気仙沼管内の第２回普及活動検討会を開催  
気仙沼農業改良普及センター 

令和３年２月１８日  

 令和３年２月４日(木）に，第２回普及活動検討会

を開催しました。管内の指導農業士やマスコミ関係

者など委員８人に出席をいただき，令和２年度のプ

ロジェクト活動等について検討しました。 

 会議の後段では，新規就農者の確保対策をテーマ

として，意見交換の時間を設けました。関係機関の

取組方針に続き，新規就農する際に障害となりやす

い事柄や，それらを解決するための支援策など，幅

広いご意見，提案をいただくことができました。今

後の普及センター活動に役立てていきたいと思い

ます。 
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山元町の田所食品株式会社が全国優良経営体

表彰の農林水産大臣賞を受賞しました 
亘理農業改良普及センター 

令和３年２月２２日  

 令和３年２月 19 日，山元町の「田所食品株式会社」

が，令和２年度全国優良経営体表彰の６次産業化部

門で農林水産大臣賞を受賞し，東北農政局長から賞

状を授与されました。本来ならば全国規模の表彰式

が行われるはずでしたが，新型コロナウイルス感染

拡大により表彰式が中止となったため，実施された

ものです。 

 本表彰事業は，農林水産省と全国担い手育成総合

支援協議会が，優れた経営を実践している農業経営

体を表彰するもので，農業経営の改善や地域農業の

振興・活性化に優れた功績を挙げた農業者が表彰さ

れます。 

 田所食品は，東日本大震災からの復旧にあたり，

これまでの加工用ぶどう栽培に加え，新事業として

生食用ぶどう栽培を開始し，観光農園や直売所の設

置による地域の交流人口の増加への取組が高く評

価されました。また，田所食品は，地域の特産品の

受託加工（ジュース）も行い，地域資源の活用にも

寄与しており，今後も地域の活性化に向けた取組を

積極的に行っていくとしております。 

 田所食品のこれまでの功績に深く敬意を表する

とともに，今後も地域農業の発展に向けて，普及セ

ンターでは支援をしていきます。 

 

 

牡鹿半島黒崎牧場で「大型囲いわな」を設置しま

した 
石巻農業改良普及センター 

令和３年２月２５日  

 令和３年２月 12 日，牡鹿半島ニホンジカ対策協議

会で石巻市鮎川浜の黒崎牧場敷地内に集団捕獲の

ための大型の囲いわなを設置しました。 

 石巻地方では令和元年度末時点で約８ ,０００頭

のニホンジカが生息しており，生息数の増加に伴い

牡鹿半島から内陸部へと分布が拡大しています。石

巻市のシカによる農作物被害は令和元年で約１ ,８

４０万円となっており，牡鹿半島の採草地でも大き

な被害が出ています。 

 猟銃やくくりわなによって毎年約２ ,０００頭が

捕獲されていますが，生息数の減少には至っていま

せん。捕獲従事者の高齢化や担い手不足も課題とな

っています。 

 そこで，新たな取組みとして，大型の囲いわなを

設置し効率的な捕獲を試みます。今回設置した大型

囲いわなは，周囲が約３４０ｍ，高さは約２ｍあり，

餌付けをして多くのシカをわなの中に誘引し，タイ

マーを使った自動開閉装置で扉を閉めて捕獲する

仕組みです。 

 この日は同協議会から約 20 人が集まり，等間隔

に支柱を立て，そこにステンレス入りのネットを張

って敷地を囲みました。この囲いわなの有効性につ

いて，今後確認していく予定です。 

 普及センターでは集落での農作物被害対策につ

いても支援を行っていきます。 

 

「宮城県米づくり推進大河原地方本部担当者会

議」を開催しました 
大河原農業改良普及センター 

令和３年２月２５日  

 令和３年２月４日，宮城県大河原合同庁舎を会場

に「宮城県米づくり推進大河原地方本部担当者会議」

を開催しました。 

 本会議は，仙南地域において高品質・良食味米の

安定的な生産により宮城米の評価向上に取り組む

ために，関係機関で取組方針等を検討し，稲作経営

の安定化を推進するために開催したものです。 

 今回は農業改良普及センターから令和２年産水

稲の作柄について調査データを示しながら報告す

るとともに，令和３年産水稲の技術対策として「晩

期栽培，晩生品種の作付や直播栽培によるリスク分

散及び品質向上」等について取り組むことを検討し

ました。 

また，関係機関からは，多収穫米の取組など特徴的

な動き等について，情報提供いただきました。 

令和３年産においては，本格デビュー４年目となる

「だて正夢」の作付けが更に増加する見込みである

ことや，市町における地域ブランド米の取組が進ん

でいること等も踏まえ，さらに売れる米づくりを推

進していくことを確認しました。 

 今回の検討結果を踏まえて３月に開催予定の「宮

城県米づくり推進大河原地方本部」で「令和３年度

仙南地域米づくり推進方針」を決定することとして

います。 

 令和３年産も良質米の安定生産に向けて関係機

関一丸となって，取り組んでいくことを確認しまし

た。 

 



                                                        

                                                   

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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