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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
6 弾 JA なすの

法人名：有限会社 那須野農産（那須塩原市）
設 立：平成 18 年２月
作 物：米 35ha 麦２ha 作業受託、育苗
園芸（きゃべつ、サニーレタス、きゅうり）
構成員：出資者 26 名 役員４名
従業員３名（他臨時社員あり）

写真左から
中井取締役

田代代表取締役

稲刈りが始まる前の８月中旬にお話を伺いました！！

▶法人を設立して10年以上経つのですね。

地域を守り、耕作放棄地を発生させないよう取り組んできました。私たちの会社は、
中小企業診断士、不動産鑑定士、税理士が役員として運営に携わっています。様々な分
野の方が集まり意見を出し合ってきたので10年以上も続けてこられました。

▶農作業や販売の状況を教えて下さい。

若い従業員を中心に農作業を行っています。彼らは、県内各地の若い農業者と積極的
に交流し、情報を得て、学んだことを提案してくれます。今年は、そのような提案から「乾
田直播」に取り組みました。
また、販売担当が中心となって、私たちが作った野菜と一緒に、地域の農家が作った
野菜を集荷して、直売所や、スーパー等に持ち込み販売しています。さらに、東京のレ
ストランにも野菜を出荷しています。その取り組みの中から、地域の農家に売れ筋情報
を伝えることもしています。

▶地域の農家が作った野菜の集荷に販売情報の提供と、まさに地域貢献ですね。

はい。また、数年前から農福連携にも取り組んでいます。農繁期に、苗出し作業等を
障害のある方に委託しています。彼女たちは一生懸命取り組んでくれます。大変助かっ
ています。

▶本会等が主催している法人交流会にも積極
的に参加いただいております。

同じように地域農業を守っている法人同士が交
流することも大切です。それとともに、国が農業
をどう位置づけしているのか、今後の農業につい
て、本音で話すことができる場を提供してほしい
です。TPPや減反政策について「こういう方針で農業を持って行く」という具体的な方
針がなければ「今後の会社の展望」を語るのは困難です。政治の話になるかもしれませ
んが、行政やJAにこれからの農業を示して欲しいです。

▶お話のとおり将来の展望が拓けない等の課題はありますが、当面の取り組み
方針を教えて下さい。

新たに乾燥調製施設を建てました。この施設を地域の方にも活用していただき、地域
の核となるよう取り組みたいです。

お話ありがとうございました！
−−

サポートセンター情報

栃木で農業！！新規就農者インタビュー
おざき

あきひさ

ＪＡしもつけ管内で、とちおとめの栽培をしている尾崎 晶久さんにお話を伺いま
した！このコーナーは新規就農者にスポットを当てておりますが、尾崎さんは、今
年で５作目。既に新規就農から前進
されていますが、この地域の新規就農者の
リーダー的存在になられています！！

▶壬生町下稲葉（圃場）尾崎 晶久 さん（26 歳）
作 物：いちご（とちおとめ）
２反６畝（連棟ハウス ５連棟と３連棟）
就農年：24 年（28 年で５作目）

▶いつ頃から就農しようと考えていたのですか。

実家は農家ではありません。高校卒業後、１年間サラリーマンをしていました。その
時に、将来的には、自分で考えてやれる仕事をしたいなと思い、農業に興味を持ちました。

▶就農される前に研修を受けたのですか？

いちごに興味を持ち、農業大学校の未来塾で研修を受けました。その後、壬生町苺出
やなしま もとのり
荷組合長の梁島 源智さんにいちご作りを学びました。梁島組合長には、いちごの実地
研修の他、就農に必要な資金面や、農地の確保等幅広く教えて頂きました。

▶今年で５作目ですね。

作業は、農繁期には、母や妻が手伝ってくれ
ます。最初の１、２年目は思い通りにいかない
こともあり苦労をしましたが、作業を一つ一つ
丁寧に行い、経験を重ねるごとに成長してきま
した。また、毎年ちょっとした天候の違いが生
育に影響するので、そういった天候による対処
方法を先輩方に教えていただいております。

▶（取材日は定植の最盛期）定植にあたり、仲間（表紙 写真下参照）が集まってい
ますね。作業中とても楽しそうです。

はい！壬生町でいちご作りを始めて、たくさんの仲間ができました！今日は、いちご
作付け２年目の者、来年からいちごを始める者等が集まっています。定植にあたり、仲
間内で作業協力をしています。「この作業が終わったら遊びに行くぞー！」と談笑しな
がら作業しています（笑）
壬生町は、いちご作りが盛んで、苺出荷組合を中心にネットワークもできています。
先輩も相談にのってくれますし、若手農業者もいます。壬生町で新規就農するには良い
環境が整っていると感じます。

▶今後の目標を教えて下さい。

今はまだ農地を借りており、自宅から圃場まで通っています。また、最近赤ちゃんが
生まれました。いずれは、農地を取得し、その近くに家を建てたいですね！！

取材日は台風接近中で、あいにくの天気でしたが、みなさん楽しそうに作業
されている姿はきらきらしていました！！お話ありがとうございました！！
−−

ゆめファーム情 報

トマト栽培実証施設「ゆめファーム全農」
３作目スタート！
全農自ら栽培施設・栽培管理・収穫・出荷（販売）の実証を行い、総合的な施設園芸を
提案して産地振興に貢献することを目的に取り組んでいる、本所営農実証施設「ゆめファー
ム全農」（栃木市）は、今年7月に全ての出荷が終了し2作目が無事終了しました。今回、2
作目の実績や3作目の取り組みについてご報告します。
施設、栽培概要・出荷実績（２作目）
▶施設面積：3,168 ㎡（栽培面積：2,952 ㎡）
▶栽培期間：平成 27 年 8 月 12 日～平成 28 年 7 月 11 日
▶栽培品種：マイロック（サカタのタネ）、試験品種
▶出荷量：118,472 ㎏（栽培面積当たり 40.1ｔ/10a）

2 作目の主な取り組み
▶果実品質の向上として果実肥大を促す。栽培密度を 2.58 本/㎡（1 作目から 7％減）として
受光体制を改善。結果として M 玉以上が 44.6％（前作は 33.7％）と肥大が見られた。
▶高軒高ハウス栽培向け好適品種の選定。7 社の種苗会社から推奨を受けた 11 品種について
収量・栽培管理・食味の面から評価。
▶土耕作業用レールを作付面積の 25％に設置して、設置時間や労力の検証。

3 作目の取り組み
▶高軒高ハウス好適品種の選定
2 作目試作の評価を基に有望品種の作付面積を拡大し栽培実証を重ねる。
▶土耕用作業レール設置による作業時間短縮と軽労化の検証
作業レールを全作付面積に設置し高所作業車での作業時間の
短縮や自動薬散機の導入による農薬散布の軽労化を検証する。
▶炭酸ガス発生機排熱を利用した地中加温の効果検証
地中加温の効果を収量・栽培面から検証する。
▶栃木県農業大学校との連携拡大
農業大学校での生育調査実施、研修生の受け入れ。

３作目スタート
平成 28 年 8 月 10 日に定植を行い 3 作目がスタート
しました。苗は台風に負けずに日々生長しています。
一段目の果実も大きくなり、１0 月上旬頃に収穫予定です。

−−
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～「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」
県域企画応援事業を発表～
この度ＪＡグループ栃木は「農業者の所得増大」、「農業生産の拡大」、「地域の活性化」
に向けて、農林中央金庫の「農業所得増大・地域活性化応援プログラム」を活用し、県域
企画応援事業を実施します。
この事業は、総事業費約18億円の事業に対して、応援プログラムと県内10ＪＡ等から3年
間で約7億円の資金を投入し、担い手の応援に取組みます。これにより、年間約５億円の農
業生産額拡大を目指しています。
「生産・加工」、「物流」、「販売」、「食育」の4事業を柱とし、12の企画で構成しました。
主な取組みとしては、「生産・加工」では、担い手農業者の規模拡大を支援するため、園
芸を中心にパイプハウス建設費の一部を助成する。また45 ～ 65歳の新規就農者に初期費用
の一部を助成。45歳未満を対象にした国の支援制度を補完し、新規就農者を増やす。「物流」
では効率的な集出荷を行うための施設設置・機械導入等の費用の一部を助成する。「販売」
では農産物直売所の新設や改修費などを一部助成。イチゴやナシ、ブドウ、和牛など県特
産物の海外での販路拡大に向け、現地でのＰＲ費用などを一部助成する。「食育」では29年
1月中旬、県内小学生約12万人の学校給食にイチゴを提供するほか、ＪＡの地元ブランド農
産物のＰＲも後押しします。
※ 各ＪＡで取組む応援事業については、12企画のうちから、各ＪＡの地域特性を生かし
た2 ～ 3の企画を実施いたします。詳しくは、ＪＡグループ栃木担い手サポートセンター
あてお問い合わせください。
＜記者会見を終え、記念撮影する参加者＞

お問い合わせは、ＪＡグループ栃木担い手サポートセンターまで！
ＴＥＬ：０２８－６１６－８５２５
−−
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水稲生育状況（9月23日現在）と今後の技術対策
１ 気象経過
7月28日に平年より7日遅れで梅雨明けした後は晴天が続き、8月上旬から9月中旬までの気
温は全般に平年並～やや高めに経過しました。日照時間は9月上旬までは並～多めでしたが、
9月中旬はかなり少なかったです。降水量は、台風が頻繁に上陸し、さらに、前線が本州南
岸に停滞したため、全般に、かなり多めに経過しました。
２ 生育概況
○普通植（あさひの夢）
生育診断圃の出穂期は8月26日で、平年より１日早いです。出穂期の葉色は4.1であり、平年
よりやや淡いです。
３ 技術対策
○普通植（あさひの夢）
・適期収穫：出穂期が平年より1日早かったので、今後の気象経過によっては、成熟期も平年
より早くなることが予想されます。
適期に作業を始められるよう前もって準備しておきましょう。
生育診断圃調査結果（普通植あさひの夢）
項目
２ヶ所平均

出穂期（月日）
本年
平年
差

出穂期の葉色
本年
平年
差

8.26

4.1

8.27

-1

4.3

-0.2

期間限定

９月中～１２月３１日
スーパー・量販店にて、JAグループ栃木のコシヒカリ
「とちほのか」をご購入頂き応募シールをハガキに貼って
送ると・・・
抽選で豪華賞品が当たります！

イメージキャラクター「涼風花さん」が目印☆

応募マークが貼ってある
「とちほのか」が対象です。
販売店舗：栃木県内スーパー・量販店など
ＪＡグループ栃木／ＪＡ全農とちぎ

−−
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大豆の生育状況（9月21日現在）と今後の技術対策
ＪＡ全農とちぎ 米麦部
１ 気象経過
気温は、８月上旬から９月中旬まで平年並～やや高めに経過しました。日照時間は、９月
上旬までは並～多めでしたが、９月中旬はかなり少なかったです。降水量は、台風が頻繁に
上陸し、さらに、前線が本州南岸に停滞したため、全般に、かなり多めに経過しました。
２ 生育概況
9月21日に県内の大豆生育状況を調査しました。懸念されたべと病、カメムシ類、ハスモン
ヨトウの被害は比較的少なかったですが、葉焼病、斑点細菌病の発生が各地でみられました。
生育は全般に良好で、主茎長は４ヶ所平均で69cm、莢数は１本当たり45莢（㎡当たり473莢）
であり、現時点の作柄は「平年並」と思われます。一部ほ場で倒伏がみられます。また、湿害
による葉の黄化症状も散見されます。
大豆生育調査結果（9月21日）
播種期

栽植密度

開花期

大田原市

6.15

11.6

高根沢町

6.26

宇都宮市

主茎長

稔実莢数

（ｃｍ）

本当たり

㎡当たり

8.03 頃

78

40.3

467

10.3

8.06～08

53

45.3

467

6.25

10.4

8.04 頃

71

51.0

530

小山市

6.22

9.8

8.01 頃

74

43.8

429

平均

-

-

69

45.1

473

３ 技術対策
○収穫時期は、10月下旬から11月上旬です。汚損粒発生を防止するため、子実水分が18％以下
（爪を立てると少し子実に跡が残る程度）になってから収穫しましょう！
また、収穫が遅れるとしわ粒や皮切れ粒になる危険があるので、適期収穫を心がけましょう！

大田原市

宇都宮市

−−

小山市

米 麦 情 報

平成２９年産 麦作に向けて

土 づ く り、 種 子 消 毒 、 そ し て 、 適 期 播 種 ！
２８年産麦は、断続的な降雨により播種作業が遅れ気味となりました。播種後は高
温で推移し、出穂期は平年より１週間程度早まりました。出穂期以降も高温で推移し
たため、成熟期は平年より 7～10 日程度早まりました。整粒歩留まりは、大麦で平年
より低く、小麦で平年並でした。作柄は、大麦でやや不良、小麦で平年並となりまし
た。
２９年産に向けては、ひとつひとつの基本技術を計画的にしっかり行い、安定収量
と高品質を確保しましょう！

● 土づくりをしっかり行い、安定栽培をスタートさせましょう！
麦類は一般的に酸性に弱く、土壌が酸性化すると生育・収量に大きく影響します。
は種前に pH6.5 を目標に、苦土炭カル等を施用しましょう。特に、水稲跡では、pH5.0
～5.5 になっていることが多いので、必ず施用しましょう。標準的な施用量は、10a
当たり 60～100kg です。

● 種子消毒を必ず実施しましょう！
近年、大麦斑葉病や小麦なまぐさ黒穂病といった種子伝染性病害が増加傾向にあり
ます。発病後の薬剤による防除は困難であるため、種子消毒を徹底し、健全な麦の生
産に努めましょう。

● 適期播種が収量向上、適正タンパク質含量の基本です
地域別の播種適期は、県北部で 11 月 1 日～10 日、県中部で 11 月 6 日～15 日、県
南部で 11 月 9 日～18 日です。高収量、高品質のために適期に播種しましょう。
播種時期が生育に及ぼす影響
適期より早い場合の影響

適期より遅れた場合の影響

・縞萎縮病に感染しやすい

・凍上害が発生しやすい

・春先に凍霜害を受けやすい

・分げつ数が少なく、穂数が少なくなる

・側面裂皮粒等の被害粒が発生しやすい

・タンパク質含有率が高くなる

・過繁茂で茎数が多くなるが、無効分げつが多く ・硝子粒率が増加する
なる
・１穂粒数が少なくなる
・整粒歩合が低く、容積重が軽くなる

・赤かび病が発生しやすい
・収穫時に雨に遭遇し、穂発芽の発生や品質低
下を招く

−−
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農 薬 情 報

◆農薬に強いハダニが急増…対策は天敵が一番！
近年、化学農薬に対する感受性が低下したハダニが急増しています。現在効果の高い農
薬も効きづらくなり、薬剤だけの防除が難しくなってきています。

そうした感受性が低下したハダニの防除には天敵利用がおすすめです！
天敵に優しい農薬と組み合せた「天敵＋化学農薬」防除体系で、効果的に抵抗性ハダニ
を防除しましょう。「天敵＋化学農薬」は、天敵を生かしたままハダニを減らすことで相乗
的な効果が期待できます。導入前の薬剤散布で残ったハダニをしっかり抑えるためには、
スパイカルEX１本＋スパイデックス３本の同時放飼が効果的です！そして、
天敵が威力を発揮するのはハダニが急増しやすい春先。現在、年内から天敵を
導入している生産者の8割以上が、春先のハダニ防除効果を実感されています。
抵抗性ハダニに苦労されている方、春先の忙しい時期に殺ダニ剤の散布回数を減らした
い方、『天敵＋化学農薬』の防除体系に取り組んでみませんか？

＜イチゴの基本防除プログラム＞
定植
9月
天敵放飼の
2週間前に
残効の短い
殺虫剤を散布
・アファーム
・コロマイト

開花
10月

1本
/10a

11月

収 穫 期
1月
2月

12月
ハダニが増えたら
天敵に優しい殺ダニ剤
・マイトコーネ
・カネマイト
・スターマイト
・ダニサラバ/散布

3本/10a をスパイカルと同時放飼

有効成分: ミヤコカブリダニ
製 剤: 5000頭／250ｍｌボトル
その他成分: ｻﾔｱｼﾆｸﾀﾞﾆ、ふすま等
体長： 約0.3mm
食性： ハダニ以外に花粉や微小昆虫
生育日数：15℃で約17日、20℃で
約10日、30℃で約4日
産卵数：1日2-3個、生涯約60個
餌ダニ入りの製剤になり、放飼後
すぐに産卵を開始できるため定着性
がさらに良くなっている

長期間、特に春の効果を期待！

3月

4月

5月

収穫終了
直前は
薬剤防除に
切り替え
3本
/10a

※薬剤散布後必ず
スパイデックス追加放飼

有効成分: チリカブリダニ
製 剤: 2000頭／100ｍｌボトル
その他成分: おがくず
体長： 約0.4mm
食性： ハダニに特化
約8割がメスのため増殖が早い
生育日数：15℃で約19日、20℃
で約9日、30℃で約4日
産卵数：1日2-3個、生涯約60個
捕食量：1日にハダニ成虫5頭、卵
または幼虫を約20頭

即効的（1-2ヵ月後）な効果を期待！

※詳しい使い方資料は、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください！
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園芸資材情報

ＪＡ全農とちぎプラグ苗の紹介
全農とちぎおすすめの、プラグ苗を紹介します！
ぜひ、野菜の計画的生産、省力化に、ＪＡ全農とちぎプラグ苗を
ご利用ください！
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食 材 情 報
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キャンペーン情 報
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イベント情 報
組合員の皆様へ

展示園芸機械：

レンタル機
紹介コーナー

たまねぎ・ねぎ
にら・じゃがいも

JA独自型式：
コンバイン・
トラクタ
AND…MORE！

ドローン
鉄コーティング
密播・密苗

※荒天の場合中止いたします
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時間

10:00～14:00

場所

JA全農とちぎ 桑島事務所
上桑島町字西原1459-2

燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．9月ＣＰ価格
プロパン ＄295／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $320／ｔ

当月
（9月）
CP
A
AL熱量比
＄295
81.55％
＄320
89.70％

（１）決定内容
プロパンは直近の予想どおりに、
ブタンは5㌦高く設定されました。
ＡＬ対比は、プロパンが81.55％
と、前月比1.61％上がりました。

前年同月 前年同期比
前月
（8月）
CP
前月比 （27年9月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄285
79.94％
＄10
＄315
−＄20
＄290
82.48％
＄30
＄345
−＄25
≪ＣＰ：コントラクト･プライス≫
○サウジアラムコのＬＰガスターム契約者向け公示価格（サウジ
積FOB価格）のこと。
○1994年10月から導入された。毎月のスポット入札等を参考に市
況を見定め、アラムコ独自に決定します。他の中東産ガス国も
同ＣＰを採用しています（準じています）。
≪ＡＬ熱量比≫
○前月のＡＬ（アラビアンライト）平均価格と当月のＣＰの熱
量換算比。

（２）LPガス情勢
プロパンは直近の予想どおりに、ブタンは5㌦高く設定されました。
日本、韓国ともに在庫が高いことからスポット需要が見当たらず、市況は低迷しています。
しかし、一時は20隻とも言われていたシンガポール沖に滞船しているVLGC（Very Large Gas
Career＝大型LPガス専用船）が15隻程度にまで減少し、また、その一部は既に買い手が付いて
いると見られており、今後は需給が多少締まってくるとの見方もあります。一方、中国では気
温の低下により家庭業務用のブタン需要が回復し、ブタンの需要が増加しています。このた
め、プロパン・ブタンのCPは価格差が5㌦から25㌦まで拡大しました。
サウジアラムコはLPガスの在
〈プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較〉
庫が適正な水準にあるとして、
積極的なスポット販売打診をお
こなわなかったと見られていま
したが、9月27〜30日積みプロパ
ン/ブタン各22,000トンをプロパ
ン300㌦/ブタン325㌦で欧州のト
レーダーに販売していたことが
判明しました。

2．LPガス在庫
日本 LP ガス協会の速報によると、７月の月末在庫は、216.4 万㌧と前年同月比 7.5％増加しま
した。プロパンが 153.0 万㌧と 33.2％増加、ブタンが 63.4 万㌧と 18.9％減少しました。
●日本の法定備蓄量の算出基礎
「過去１年間の輸入量×50日÷365日」で算出される。日本全体で概ね150万㌧程度となっています。

3．平成28年10月ＣＰ予想（９月５日時点）
プロパン：290 〜 310 ㌦

ブ タ ン：315 〜 335 ㌦

10月のCPは原油価格が弱気で推移すると見られる中、アジアでのLPガスの在庫は重く、価格
が大きく上昇する材料は見当たりません。
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野 生 を 食 べ る 79

ヒメジョオン

ハルジオンとともに春の代表的な雑草であり、野草としての利用も春に味わうのが普
通だが、写真の株は10月に撮影されたもの。越年草は秋に芽を出し、冬はロゼット状に
なって地面に張り付き、春になるといちはやく花茎を伸ばして花を咲かせるというライ
フスタイルである。したがって新鮮な葉っぱは秋に採れると気が付いた。つまり越年草
の旬は秋と考え、
あえてヒメジョオ
ンを10月号に出
してみた次第。風
味、香りともにハ
ルジオンより上な
のでお試しあれ。

料理メモ
春は株立するので、先端の柔らかそうな部分を摘んで利用する。秋にはやわらかい新
葉がいくらでもとれるのでハサミなどで切り取る。軽く湯がいてしばらく水にさらし
てアクをとる。写真１は基本の「お浸し」。やや苦みが残るが風味と香り豊かでシャキ
シャキ感もあり旨いと思う。シュンギクに勝ると私は評価する。写真２は「胡麻和え」
にしてみた。もちろんより美味しくなる。写真３のように、汁の実などにもどうぞ。
「天ぷら」に揚げると青菜っぽい風味が残り、美味しい一品となる。材料が少ないと
思ったらヨモギとともに簡単に増量できる素材として覚えておくとよい。（aida）

写真１

写真２

写真３

編集後記

最近「どんなに体がかたい人でもベターっと開脚できるようになる
すごい方法」という本を購入。毎日５分程度のストレッチで、４週間
で開脚前屈ができる、そして基礎代謝も上がりダイエット効果もあるとのこと。
ＴＶ
でも紹介されています。で、実際試してみること２週間、立ったまま前屈すると、手
のひらが床につくように！以前は指が床につくこともなかったので
驚きです。
もしかして、この号が発行されるころには、本当にベターっと開脚前屈できて
いるかも〜っと期待！（小林）

発行：ＪＡグループ栃木

担い手サポートセンター

TEL 028−616−8525

FAX 028−616−8592
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