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(株)紅梅夢ファーム（南相馬市小高区）

は、今年度、農林水産省の「スマート農業

技術の開発・実証プロジェクト」(以下「プ

ロジェクト」という。）の水田作の実証農場

として参画し、5月16日に自動運転が可能

な田植機を使用した水稲の移植作業の実証

を行いました。

この田植機にはＧＰＳとセンサーが装着

され、最初に植えた苗の位置を学習し、均

等に田植えができるようにプログラムされ

ていることから、田植機を操作したことがない人でも、熟練者並みの作業ができる

ようになります。

課題は、人工衛星との通信状態によっては自動運転の誤差が10㎝程度生じるこ

とや、田植機に苗を補給する作業とほ場内での旋回操作は人間が行わざるを得ない

ことで、完全な自動化にはまだ時間がかかるそうです。男性オペレーターの森泉
もりいずみ

さんは、「肥料や苗がなくなると音声で知らせてくれる機能も付いており、女性に

も優しい田植機です。上手に活用して、会社のために貢献できるようなオペレータ

ーとして成長したいと考えています」と決意を話されていました。

(株)紅梅夢ファームでは、田植機以外にもほ場単位での水稲の食味・収量データ

に対応するコンバインや同じほ場で複数台の無人トラクターでの作業分担が可能な

ロボットトラクター、薬剤散布用のドローン等も使用し実証に取り組んでいきます。

なお、今回のプロジェクトで得られたデータは、①高レベルで均質な品質の確保、

②機械操作の非熟練者の技術習得の容易かつ早期化、③耕作規模の拡大に伴う労働

負荷の軽減等に活用される予定です。

震災復興室だより（第 30号）
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震災復興室だより（第 30号）

川俣町山木屋地区では、震災前には地域に根付いた「山木屋そば（在来そば）」が栽培され
やま き や

ており、山木屋地区の年越しそばとしては欠かせないものでした。子実が小粒で長細く色

が黒い特徴を持ち、また種皮が剥けにくいため、香りや風味に優れる挽きぐるみそばとし

て優良な特性を持っています。昨年は、種子を増やすための実証ほ場（10a）において約

3kgの種から約12kg収穫することができました。今年も引き続き種子の増産に取り組み

ます。将来的には山木屋地区全体での栽培を目指し、川俣町内外への食材供給や販売等の

展開も目指されています。（情報元：県北農林事務所農業振興普及部）

「山木屋そば」復活の中心となっている村上源吉さん（「仲ノ内そば会」会長）は、「①平成
むらかみげんきち

27年から実証栽培を始め、天候や発芽率

等に左右されながらも少しずつではあるが

収穫できるようになってきた。②作付面積

については、昨年の約3.5haから今年は約

5ha（うち2haに「山木屋そば」と同系統を作付

け）、来年は約7haへと規模拡大を目指す。

今年は、7月下旬から仲間と一緒に播種を

計画している。③そばの歴史や文化の継承

と併せて地域の振興につながることを目的

に6次化も視野に入れ取り組んでいく。」

等について話されました。

村上さんは、「山木屋そば」の復活と継

承、そして拡大を願いつつ、その目標を達

成するため継続的な土づくりや肥培管理と

併せて、若い人がそば栽培に興味・関心を

持ち、仲間に加わってくれることを熱望さ

れていました。

平成31年2月7日、川俣町中央公民館において、

そばの生産者や県内のそば関係団体、市町村担

当者等約250名が出席し、「第5回うつくしま

蕎麦王国フォーラム～今、福島からはじまる新

たなそば伝説」が盛大に開催され、①観光や地

域振興の取組みに関する講演、②パネルディス

カッション、③肥培管理技術等が紹介されまし

た。昼食時には、地元そば会による手打ちそば

が提供されました。

川俣町の山木屋地区は、従来か

らトルコギキョウや小菊の栽培が

盛んな地域で、現在はヒマワリやシャクヤクのほかアンス

リウム等も栽培・出荷されています。

農業者渡邉春子さんの畑には、約100種類の彩り豊か
わたなべ は る こ

なジャーマンアイリス（ドイツアヤメ）が約10,000株咲

き誇り、訪れる方や道行く人の目を楽しませています。
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広野町振興公社は、昨年9月19日に同町内の二ツ沼総合公園内の施設で国内最北となる

バナナの栽培を開始しました。生育は順調で、今年の夏（7、8月頃）には収穫できそう

です。収穫したバナナについては、昨年再開したＪヴィレッジ（広野町、楢葉町にまたが

るサッカー施設）で販売するほか、地元高校や福島の大学とタイアップし、菓子やジャム

など6次化商品の開発も検討されています。栽培は、公園内の既存のビニールハウス1棟

（810㎡）に150本の苗を定植し行われています。今年の春には、新たに50本の苗を購

入し、ビニールハウス1棟を追加し、栽培面積・本

数を増やしています。

このバナナは、岡山県の農業法人Ｄ＆Ｔが開発し

た凍結解凍覚醒法という技術により寒冷地での栽培

が可能になった品種で、甘みが強く農薬を使用しな

いため皮まで食べられるということです。広野町と

しましても、「本県でのバナナ栽培は、高緯度での栽

培ということで話題性があり、高級フルーツとして

の販売にも期待が持てる。」と話しています。

東北大学は、震災復興及び地域農業の再生に役立てるため、福島・国際研究産業都市（イ

ノベーション・コースト）構想に基づく事業を活用し、高機能性・高付加価値特産作物の

栽培体系確立を目指し、平成30年11月、葛尾村に植物工場を開設し試験栽培をスタート

させました。同大学は現在、ビニールハウス2棟（1棟延べ面積50㎡）の植物工場で、マ

ンゴー3品種18株、 バナナ3品種9株及びコーヒー1品種3株を栽培しており、今後はト

マトも栽培する予定です。熱帯の作物を寒冷地で栽培する技術を確立し、機能性の高い品

種の選抜、耐寒性の向上、乾燥ストレスによる高糖度化、機能性の向上などの研究を行い

ます。さらに栽培コストの低減にも取り組みます。また、情報通信技術（ICT）を駆使し

て自動灌水システム及び情報収集システムを構築し、温度、湿度、二酸化炭素濃度を自動

で管理した栽培を行います。生産された作物につい

ては、福島県いわき市の企業と連携して商品化を図

り、販売スキームを確立するほか、地域の特産品と

して贈答品やふるさと納税の返礼品としても活用が

検討されています。

東北大学農学研究科 園芸学分野の加藤一幾准教
か とうかずひさ

授は「この研究を福島県及び葛尾村の農業分野の復

興につなげたい」と意欲を示しておられました。

震災復興室だより（第 30号）
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双葉郡川内村の河原修 一さんは、平成27年4
かわはらしゆういち

月に農業生産法人株式会社 緑 里（以下、「（株）
み ど り

緑里」という。）を設立しました。現在は水稲31

ha、エゴマ10ha、リンドウ40ａを栽培し、川

内村の農産物や農産物加工品の生産・販売を行う

ことにより、地元雇用の創出と地域農業の担い手

としての役割を果たしています。

これまでエゴマの搾油は村外業者へ委託してお

りましたが、平成31年3月、村が福島再生加速

化交付金で整備したエゴマ搾油・精製設備を借りて自ら搾油して製造コストの低減を図り

ながら、エゴマ油を原料から一貫して川内村で生産・販売することが可能となりました。

その他にも「凍み餅」、「凍み大根」、「切り干し大根」なども6次化商品として販売してい

ます。

川内村では農業の後継者が不足しているため、今後も農地を貸し出したい農家が増える

ことが見込まれています。このため河原さんは土地利用作物である水稲とエゴマを主体と

した経営を考えており、将来は水稲50haに拡大しエゴマは10haの規模で維持していく

予定です。（株）緑里では、現在、社員10名のほか繁忙期にはパートを雇用して運営して

いますが、経営、規模拡大に合わせ、地元の人の雇用を増やしていきたいと考えています。

楢葉町は、原子力災害における長期避難の影響により、担い手不足や荒廃農地の増

加が予測されたことから、農業者や担い手・関係機関と協議を重ね、水稲の再生を図

ることが農業再生の第一歩であると結論付けました。そのため、福島再生加速化交付

金（被災地域農業復興総合支援事業）を活用して、生産者の営農の効率化・省力化を

図るため生産施設を整備することとなりました。平成31年4月16日には、カントリ

ーエレベーター、自動ラック式農業用低温倉庫及び水稲育苗センターの水稲生産に係

る関連施設が整備され、落成式が行われました。

今後は、効率の良い農業経営、低コスト・省力化栽培技術等も組み入れることによ

り、水稲農家の所得の安定が図られると期待されて

おります。これらの施設整備とあわせ、楢葉町では、

JA・福島相双復興推進機構と連携し、水稲の営農

再開に向けた話し合いによる所有者と担い手のマッ

チング対応を進め、本年産の水稲作付面積は、昨年

の約60haから3倍近くに拡大し、約175haとなる

見通しであり営農再開の動きが広がっております。

震災復興室だより（第 30号）
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大熊町は4月10日に避難解除準備区

域、居住制限区域の中屋敷・大川原地

区の避難指示が解除されました。

解除された大川原地区に福島再生加

速化交付金（被災地域農業復興総合支

援事業）を活用して建設していた「い

ちご栽培施設」が完成しました。

いちご栽培施設は、町が出資して設

立した「（株）ネクサスファームおおく

ま」が4月1日より従業員8名で管理運

営を行い、4月19日から本格稼働とな

りました。

栽培施設は複合環境制御システムを活用した太陽光利用型の高設養液栽培施設で、施設

の規模は栽培施設約22,500㎡、育苗施設約2,700㎡、機械施設約2,500㎡、管理・選果

施設約2,500㎡となっています。

事業内容は、ポットを利用した養液栽培によるいちごの生産で、

夏秋いちごは業務用を中心に「すずあかね」、「よつぼし」、冬春い

ちごは「ふくはるか」ほか3品種で、それらを組み合わせて周年栽

培を行います。また、ＩＰＭ（総合病害虫防除）による農薬の低減、

ＧＡＰの導入を図り、併せて放射性物質の全量検査を行い安心・安

全ないちごの周年出荷を目指しています。7月下旬には夏秋いちご

を初出荷する予定です。

工場長の徳田辰吾さんからは、「今後、町営住宅の整備が進む中、帰還者の就職先とし
とく た しん ご

て従業員・パートを増やし、更には町

外の若手の農業経験がない人を積極的

に雇用し、周年栽培による安定した生

産を行いたい。」と大熊町の復興の手

助けになればとの話がありました。

＊IPMとは・・・「Integrated Pest

Management」の頭文字。

有害な病害虫・雑草を利用可能な全て

の技術（農薬含む）を総合的に組み合

わせ防除すること。農薬の使用を最適

化し、人や環境へのリスクを最小限に

抑えることを目的とします。

震災復興室だより（第 30号）
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帰還困難区域の長泥地区に、特定復興再生

拠点が設けられ、除去土壌再生利用技術等実

証事業（環境再生事業）が実施されています。

この事業は、客土下層に村内仮置場等に保管

されている5,000ベクレル以下の除去土壌を

再生資材化施設で異物等の除去、濃度分別、

品質調整を実施したものを再生資材として利

用し、その上に覆土して農地を造成し、資源

作物等の試験栽培を行うものです。

露地栽培のほ場では、セシウムの移行や周

辺環境の放射線の安全性等を確認するため、資源作物・緑肥作物を対象とした試験栽

培を2019年度上期に実施予定です。これに先立ち覆土材を使用した土壌による作物

の生育性・移行係数確認のため、東北農業研究センター福島研究拠点で、ポット栽培

（資源作物：ジャイアントミスカンサス・ソルガム・アマランサス、2018年11月～

実施中）を行っています。また、実証事業場所内ハウス栽培エリアで、ハウス栽培（資

源作物：ジャイアントミスカンサス・ソルガム・アマランサス、花卉類：カンパニュ

ラ・トルコギキョウ、2019年1月～実施中）とポット栽培展示ほを地元住民の方の

協力を得ながら行っています。

晴天の中、令和になって初めてとなる田植えが始まりました。

浪江町で先行して営農再開をめざす酒田地区では、5月13日、新たな試みとしてかん湛

直播（正式名：水稲無コーティング種子の代かき同時浅層土中播種栽培）が30ａのほ場で

行われました。方法はもみを鳩胸状態に催芽（浸種5日目安）させ、専用播種機でほ場に

直接播種するというものです。従来の直播栽培と比較すると作業効率向上、具体的には種

子コーティング不要、荒代かきのみ、30ａを一時間

程度、さらに一人で作業ができることなど多くのメ

リットがあります。浪江町では、通水可能地区から

順次水稲作付けが始まり、酒田地区をはじめ６地区

で27．2ｈａの令和元年産米作付けが行われました。

秋には、令和元年産のコメが市場に出回り、1年後

は令和2年7月開設予定の「道の駅なみえ」にデビュ

ーすることが見込まれています。

震災復興室だより（第 30号）
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小雨の5月29日、富岡町上手岡の

渡 辺 董 綱さんのタマネギほ場におい
わたなべとうこう

て、生産者・種苗メーカー・農機具メ

ーカーなど約100名が参集し、双葉農

業普及所主催の「相双地方タマネギセ

ミナー現地説明会」が開催されました。

冒頭、双葉農業普及所太田所長からは、

「平成27年からＪＡ福島さくらと連携

して取り組みを進めてきたタマネギの

生産振興については、栽培面積も10ha

まで到達し、反収も上がってきていま

す。安定的な生産と適地適品種により、機械化体系を構築し、より一層栽培面積の拡大に

より、たまねぎの産地化を目指していきます。」との挨拶がありました。

福島県では、市場の端境期の7・8月期に出荷できること、ＪＡと

の連携で業務用での安定した販売先が確保できたことから、震災復

興の切り札として振興しています。また「アグリふくしま革新技術

加速化推進事業」「原子力被災12市町村農業者支援事業」等を活用

して、機械化による栽培面積拡大と収量増大及び作業効率向上によ

る労働軽減化を進め、浜通り･双葉郡内の産地化を一層進めるため、

「直は栽培技術の導入」「春植え作型の確立」など、関係者が一体となった取組みを進め

ることとしています。

渡辺さんの秋植えタマネギは、冬

期間の乾燥状態を乗り越え、順調な

玉伸びをしており、相当量の収量が

期待されていることから、管内の農

業者からも今後の営農再開の主力栽

培品目として注目されています。今

回のセミナーにも新たな生産希望者

が多数参集するなど営農再開の呼び

水ともなっています。

震災復興室だより（第 30号）
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※東北農政局震災復興室のご紹介

震災復興室では、福島県の被災12市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、

富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村）における、営農再開に向け

た農業者の意向把握や地域農業の将来像策定及びその実現に向けた農業者の取組を支援し

ます。

東北農政局震災復興室

〒９７０－８０２６ 福島県いわき市平字堂根町４－１１

TEL:０２４６－２３－８５１６ FAX：０２４６－２３－８５１２

発行責任者 東北農政局震災復興室 小林康弘

平成31年3月28日、田村市常葉町にＪＡ福島さくらが出資する農業生産法人「株式会社

ＪＡ和牛ファーム福島さくら」の繁殖牛舎がオープンしました。

同施設は、平成30年度東日本大震災農業生産対策交付金などを活用し、同社が10,736

㎡の敷地に繁殖雌牛の飼育牛舎や分娩（ぶんべん）舎、哺育舎、子牛育成舎、堆肥舎などの

和牛繁殖飼養管理施設等を整備したものです。

同施設では、発情発見器や分娩発情監視通報システムなど最新のＩＣＴ機器を導入活用し、

繁殖雌牛から安定的に和牛子牛の生産・出荷を行う事業と、農家から不妊牛等を預かり、リ

ハビリ・人工授精を行ったり、子牛育成の預託を受け出荷する事業を軸としています。

また、管内の和牛繁殖農家の経営基盤の確保や低コスト生産による所得向上及び新規就農

研修生の受け入れ等により繁殖牛農家の間口を広げ、生産基盤の強化及び飼養頭数の維持を

目的として運営していく予定です。

今年度から預託規模は80頭（育成牛50頭、繁殖雌牛30頭）、繁殖雌牛100頭を飼養し

子牛を生産して地域の和牛飼養農家へ供給していく計画で、5月末現在では、約50頭の繁

殖雌牛を導入しています。

ＪＡ福島さくら畜産課浦山課長は、「子牛を生産するだけでなく、田村市を中心とした主

産地の和牛繁殖農家に受け入れられ、活用されるようがんばっていきたい」と話されていま

した。
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