
協同農業普及事業に関する意見を聴く会 資料 

岩手県

岩手県では今年組織を再編し、下記の２点を大きな柱として新たな体制で普及活動を展開中。

１ 組織再編について 

岩手県では４月から各地域の農業改良普及センターの組織を見直し、３課体制に移行。

課の役割を明確にすることで、スピード感のある効果的な対応を目指す（別紙１）。

経営指導課 

大規模経営体等を対象とした活動に重点を置き、地域農業の核となる経営体の育成に力を入れ

る。

  産地育成課 

JA 部会活動等、生産者との活動に重点を置き、生産性・市場性の高い産地づくりを推進する。 

  地域指導課 

農村地域活動、新規就農者の確保・育成に重点を置き、意欲ある担い手の育成に注力する。

２ 県重点プロジェクト課題の設置について 

  県全体の重要課題に対して「県重点プロジェクト(10課題)」を設置し、農業革新支援担当がリ

ーダーとなり、複数の地域普及センターに参画してもらいながら、関係機関と連携して課題を解

決する（別紙２）。 
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（様式第１-１号）

１　指導方針

（１）県農業の現状と課題 （２）県農業の目指す姿

○現状 ア 意欲と能力のある経営体育成

ア イ 　収益力の高い「食料・木材供給基地」

ウ 農産物の付加価値を高め販路拡大

エ 一人ひとりに合った暮らし方ができる農山村

イ

（３）活動の方向性

農業革新支援担当として
ア

ウ
イ 普及指導活動の高度化
ウ

○課題

① 【重点推進事項（大課題）】
○意欲と能力のある経営体を育成し、農林水産業の振興を図ります

地域農林水産業の核となる経営体の育成

② 次代を担う意欲ある新規就農者の確保・育成

女性農業者の活躍推進
○収益力の高い「食料・木材供給基地」をつくります

③ 生産性・市場性の高い産地づくりの推進

革新的な技術の開発と導入促進

安全・安心な産地づくりの推進

④ ○情報通信技術（ICT）の活用等による業務の効率化を推進します
○地域課題に対応できる職員の確保・育成を図ります

（４）主要な支援対象と協働機関
ア 支援対象

経営体（農業者、法人他）、地域普及センター

イ 協働機関
市町村、ＪＡ、各協議会など

　安全で安心な県産農産物の供給に対する消費者のニーズが高まる中、GAPへの対応
や環境負荷の低減、農薬の適正使用、生産履歴の開示などへの適切な支援が必要。

農業革新支援担当業務指導方針

　国は、新たな「食料・農業・農村期間計画」を策定し、農業者や食品産業の成長産業化
を促進する産業政策と、多面的機能の維持・発揮を促進する地域政策を車の両輪とし
て、若者たちが希望を持てる「強い農業」と「美しく活力ある農村」の実現に取り組むことと
している。
　県農業において、農業従事者の高齢化や所得減少など、様々な課題が顕在する中、ス
マート農業やＧＡＰなど新たな技術や仕組みの導入、地域をけん引する力強い経営体の
育成、生産性・市場性の高い産地づくり、６次産業化の促進、地域資源の魅力発信を重
点課題として、生産者の収益アップと農山漁村の活性化を目指す施策を展開している。

　県農業の重点施策を推進するため、普及組織の力を駆使して、次のような現地の取組
を加速化し、課題解決を支援することが求められている。また、若手普及職員の割合が
急増しているなか、課題解決に適切に対応できる普及職員の資質向上と、育成が急務と
なっている。

　全県域の重要課題に対し「県重点プロジェクト」を定め、地域の普及センター及び関係
機関と連携し課題解決

　普及職員の資質向上に向けた企画・指導を担い、関係機関等との情報共有や合意形
成を進めるとともに、現場密着した普及指導活動の展開

　集落営農組織の法人化や先導的経営体の経営規模拡大などが徐々に進んできてお
り、こうした経営体の経営安定・経営発展への支援とともに、これらに続く新規就農者の確
保と経営確立への支援が必要。

　多くの女性農業者が地域活性化や農業経営の発展、６次産業化の展開に重要な役割
を担ってきており、こうしたニーズへの対応が必要。

　農業生産において、省力低コスト技術や地域特性を活かした新品種・作型の導入、ＩＣ
Ｔ等を活用した新技術・スマート農業の導入、リスク管理や経営改善のためのＧＡＰの取
組などが進んでおり、こうした先進的な取組への支援が必要。
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２　県重点プロジェクト課題一覧及び体制

重点推進事項（大課題） 課題（中課題） ４年間の取組内容（小課題） 担当 スタッフ

意欲と能力のある経営体を育成し、 １　持続的経営が展開できる集落営農法人 (1) 米・麦・大豆の低コスト化モデル経営、 経営改善 集落営農

農林水産業の振興を図ります 　の育成 及び園芸作目導入等による収益拡大モデル経営の育成

２　地域農業の核となる経営力の高い経営体 (1) 各地域における円滑な大規模経営体等への個別経営改善 経営改善・ 経営・

　の育成 支援活動の推進 経営担い手 担い手育成

(2) 次代を担う意欲ある経営体の発展に繋がる経営継承支援

収益力の高い ３　オリジナル品種を核とした県産米全体の (1) 金色の風の特性を十分活かす栽培技術確立 水田利用・ 水田利用・

「食料・木材供給基地」をつくります 　評価向上に向けた取組の推進 (2) 銀河のしずくの特性を十分活かす栽培技術確立 生産環境 生産環境

(3) 担い手農家へのICT技術等の導入支援及び定着支援

４　環境制御と管理改善による (1) 環境制御技術導入経営体の早期自立運用 園芸 野菜

トップモデル経営体の収益向上 (2) 環境制御技術導入志向経営体に対する事前指導

(3) 環境制御技術支援担当者のスキルアップ

５　水田転換畑等を活用した土地利用型野菜 (1) 野菜品目導入を検討している経営体に対する事前指導 園芸 野菜

トップモデル産地の育成 (2) 野菜導入経営体に対する集中支援（経営・技術）

(3) 転換畑の活用促進のための対策技術の認知度向上

６　持続的に果樹産地を牽引する担い手 (1) りんごにおける高収益な有望新品種への一体的な改植や 園芸 果樹

    の育成 早期成園化技術導入による経営改善モデル構築

(2) ぶどうにおける短梢仕立てへの大粒系無核栽培を導入した

品種転換による高収益改善モデル構築

７　実需ニーズに対応した生産並びに (1) 盆彼岸需要期を中心とした出荷量の拡大と仏花以外の 園芸 花き

　中核的花き作経営体の育成による 用途拡大による新たな需要の創出

　りんどう産地の再強化 (2) りんどう産地を牽引する中核的花き作経営体の育成

８　高度な生産技術を活用した生産性向上 (1) 乳用牛、肉用牛繁殖経営の生産性向上 畜産 畜産

　の支援（酪農・肉牛） (2) コントラクター等外部支援組織の育成

９　県北地域の野菜大規模経営体の (1) スマート農業体系導入検討、体系確立支援 軽米 野菜

　収益性向上支援 (2) スマート農業技術の波及、導入支援

(3) 労働力確保に向けた農福連携等による労力支援体制、および

省力化技術の検討 （ほうれんそう）

１０　農業生産工程管理（GAP）の取組拡大 (1) GAP認証を取得したモデル産地・経営体の育成 経営改善 ＧＡＰ
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３　一般課題一覧及び体制

重点推進事項（大課題） 課題（中課題） 達成手段、方法等 担当 スタッフ

１　麦・大豆の高品質安定栽培支援 １　新品種導入による高品質多収栽培の普及 水田利用・ 畑作物
(1) 小麦新品種「ナンブキラリ」の安定多収栽培支援 生産環境

２　病害虫対策技術の定着支援

(１) ダイズシストセンチュウ被害軽減対策の実施支援

３　難防除雑草に対する防除体系の確立、普及

(１) 大豆の帰化アサガオ類に対する新規除草剤の展示実証、防

除体系の確立支援

４　その他、必要な取り組み
２　野菜重要病害虫対策支援 １　重要病害虫対策技術の定着支援 園芸 野菜

(1) 青枯病、かいよう病対策活動支援

(2) ウイルス病および媒介虫防除対策活動支援

２　その他、必要な取り組み
３　生産安定に向けた土壌・施肥管理 １　土壌分析・診断支援を通した土壌・施肥管理の実態把握 水田利用・ 土壌肥料

(1) 土壌・作物体等分析支援 生産環境

(2) 全農等県内土壌分析結果の解析・提供

(3) 土壌化学性・物理性等改善事例の集約・提供

(4) 各普及センターにおける簡易土壌分析の支援

2 適正施肥の推進

(1) 適正施肥実証圃設置・運営支援

(2) 水稲硫黄欠乏にかかる実態調査、対策実証【調査研究】

(3) 岩手県施肥合理化協議会の活動支援

３　土づくり･施肥改善の普及啓発

(1) 県主催土づくり･施肥改善研修会の開催支援

(2) 依頼研修への対応

４　その他、必要な取り組み
４　畜産普及活動の高度化 １　畜産技術の向上支援 畜産 畜産

(1) 畜産技術向上研修等の企画実施

(2) 黒毛和種早期肥育技術の実証及び波及検討【調査研究】

２　牛舎設計ネットワークの運営

(1) 牛舎設計等に係る助言、普及員派遣調整、研修の企画実施

（随時、不定期）

３　その他、必要な取り組み
５　広域畜産生産者集団の活動支援 １　いわてフリーストール・フリーバーン酪農研究会の活動支援 畜産 畜産

(1) 活動企画、会運営支援

２　その他畜産生産者集団への支援

収益力の高い「食料・木材供給基
地」をつくります
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６　鳥獣被害の軽減 １　鳥獣被害防止対策を担う支援者の育成 鳥獣害 専門分野

(1) 鳥獣被害防止対策連絡会議等での情報収集、提供（２回）

(2) 支援者向け防護柵設置等の被害防止研修会の開催（秋１回）

(3) 普及員研修による基礎知識の共有、技術伝達（１回）

２　その他、必要な取り組み

１　担い手組織の活動支援 １　岩手県農業農村指導士協会の活動支援 経営担い手 担い手

２　岩手県農村青年クラブ連絡協議会の活動支援

３　その他、必要な取り組み
２　新規就農者の定着支援 １　新規就農支援担当者の活動支援 経営担い手 担い手

２　新規就農者を対象とした技術習得研修実施支援 専門分野
３　その他、必要な取り組み

３　次世代を担う女性農業者の活動支援 １　岩手県生活研究グループ連絡協議会の活動支援 経営担い手 起業資源
２ その他、必要な取り組み 専門分野
１　普及指導活動におけるICT活用の支援 情報 情報

(1) いわてアグリベンチャーネットの運営支援 専門分野
(2) SNS等の普及活動での活用支援

(3) 遠隔会議の定着に向けた研修実施

２　農業におけるICT活用の検討

(1) GIS活用手法の検討【調査研究】

(2) IoT機器活用手法の検討【調査研究】

(3) リモートセンシング技術活用手法の検討【調査研究】

(4) WAGRI、Tellus等情報共有基盤活用手法の検討【調査研究】

３　その他、必要な取り組み

普及職員の能力向上 １　集合研修を通じた能力向上 普及 普及
(1) 普及指導員等研修実施計画の作成 専門分野
(2) 農業革新支援専門担当主催研修の企画実施

(3) 国主催研修等へ派遣調整

２　普及指導員資格の取得支援

(1) 集合研修及び個別添削指導等による知識技術の習得支援

３　調査研究活動の促進

(1) 専門部会活動の企画実施、各調査研究活動への助言指導

４　その他、必要な取組

地域課題に対応できる職員の確
保・育成を図ります

収益力の高い「食料・木材供給基
地」をつくります

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した普及指導活
動の高度化

意欲と能力のある経営体を育成し、
農林水産業の振興を図ります

情報通信技術（ＩＣＴ）の活用等によ
る業務の効率化を推進します
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（様式第１-２号）

１　対象、現状及び課題、目指すべき姿

２　取組計画

盛岡
八幡
平

中部 奥州 一関
大船
渡

宮古 久慈 二戸

○ ○ ○ ○ ○ ○

３　到達目標

(4) 集落営農法人の経営改善モデル事例集の作成

指標

現況

－

－

－

6経営体 6経営体

－ － 事例集の作成

6経営体

－

(3)対象経営の経常利益率などの改善
・最終年度において、計画初年度より、低コスト化・営業利益率・経常利益
率の改善が図られた経営体数

6経営体－

県重点プロジェクト　取組計画及び到達目標

１年目(Ｒ１年)

6経営体 6経営体 6経営体

４年目(Ｒ４年)３年目(Ｒ３年)

6経営体

２年目(Ｒ２年)

課題名【中課題】

いわて県民計画
政策推進プラン

担当等

事業名称等

総合活動年度

連携機関

令和元～４年度持続的経営が展開できる集落型農業法人の育成

政策項目36：意欲と能力のある経営体を育成し、農林水産業の振
興を図ります

経営改善・経営担い手ほか

6経営体

小課題 活動内容

米・麦・大豆の低コスト化モデル経営や園芸作目導入等による収
益拡大モデル経営の育成
（R1～４年）

（１）収益向上及び低コスト化に向けた問題・課題の整理と対応策・支援計画の作成(1～2月）
・対象経営に対するヒアリング(○革新、地域）
・対象経営、地域農業改良普及センターとの検討（○革新、地域）

（２）課題解決に向けた個別支援活動(4月～10月）
・新技術・新品目導入に伴う収益性の試算などの事前指導（○革新、地域）
・技術指導など課題解決に向けた個別支援の実施（○地域、革新）
・取り組み実績及び経営成績とりまとめ（○革新、地域）

（３）実績及び次期取組計画の検討(11月～12月）
・対象経営、地域農業改良普及センターとの検討(○革新、地域）

（４）集落型農業法人の収益向上、低コスト化に向けた取組方策のとりまとめ（○革新）(1月）
・担当者検討会の開催

項目

(1)対前年比で、低コスト化又は営業利益率が向上した経営体数

(2)当該年度の目標経常利益を達成、又は前年比で経常利益が向上した
経営体数

対象 現状及び課題

県内の集落型農業法人
(重点指導農業者たる各地域の代表的な集落型農業法人）
※対象経営
盛岡：（農）水分農産、中部：（農）二子中央営農組合、奥州：（農）
みつくら、一関：（農）おくたま農産、大船渡：（農）サンファーム小
友、二戸：（農）金田一営農組合

いわて農業経営相談センター、岩手県農業研究センター

－ －

目指すべき姿

米消費量の長期的減少(主食用米の需要量見通しは全国ベース10万トン/年の減：農水省）が見込ま
れる中、米を主要な経営作目とする集落型農業法人は、助成金に依存した経営体質となっている。
長期的な経営安定を図るうえでは、土地利用型作物（米・麦・大豆）の生産コスト低減や需要に応じた
作目生産により収益性の向上を図る必要がある。

売上高増加、コスト低減などにより、収益性が向上し、持続
的な経営が展開されている集落型農業法人が育成される。

地域課題計画への位置付け

－
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