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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
7 弾 JA おやま

法人名：農事組合法人ファームこうつか（小山市下国府塚）
設 立：平成 27 年 10 月
作 物：米 34.1ha 麦 14.7ha 加工トマト 0.4ha
加工たまねぎ 0.4ha ブロッコリー 1.0ha
（作物は作付予定面積を含む）
きし
こうへい
構成員：９名
写真 岸 興平 代表理事

▶法人化して１年経ちますが、集落ではどのような話合いがされたのですか。

高齢化が進む集落の農地をどのように守っていくか、また、農家個々の機械の更新時
期を迎え、今後の経営を考えた時にいかに効率的に農作業を行えるかが問題として出さ
れました。それらを話し合った時に、集落内からも「法人化」の声が出ました。

▶作業や販売の状況を教えて下さい。

米麦部門と園芸部門に分けてそれぞれ責任者を置いています。今後は、部門収支を算
出して、がんばった方に還元できる仕組みを構築したいです。例えば、良い成績が出た際
に、固定給にプラスして歩合給が出せれば、責任感もモチベーションも上がるでしょう。
園芸では、加工トマトを作っていますが、収穫や袋詰め作業は構成員の奥さん方が担
当しています。奥さん方がやりがいを持って働く場を作ることも必要です。
販売面では、直売所やスーパー、レストラン等の販路開拓に取り組んでいます。

▶様々な取り組みを始められているそうですね。

６次化の取り組みとして、奥さんたちを中心に、毎月試作品を作っています。最近では、
ブルーベリージャムや郷土料理を試作しました。地元でできたもの、地元にあるものを
活用して６次化する予定です。
また、「ファームこうつか」のロゴを作成しまし
た。稲、たまねぎ、ナスで「FARM KOUTSUKA」
の頭文字「ＦＫ」を作り、周りの二重線は「お箸」
をイメージしています。シールにして、米や野菜
の袋に貼って販売する予定です。
「ファームこうつか」のロゴ
この他、11月の小山市農業祭では、ブースを設
けて、はぜかけ米やおはぎ等を販売する予定です。

▶法人の展望を教えて下さい。

まず、このような様々な取り組みの中で経営を安定させ、将来的には若い後継者を雇
用したいと考えています。また、補助事業を活用して、集落の公民館近くに乾燥調製施
設を建設することを進めています。

▶岸代表は、
「ＪＡおやま集落営農組合連絡協議会」の会長の職をつとめています。
ＪＡおやま管内の集落営農組織は今後どのように展開されるのでしょうか。
管内には、54の集落営農組織・法人があります。法人化は、無理して行う必要はな
いと思いますが、その多くが組織立ち上げから10年近く経ち、地域の農地を守るには
どうしたら良いか、再度集落内で話合う時期に来ています。そして地域にあった合意形
成をしていって欲しいです。
私たちの法人は、良くも悪くも注目されています。「がんばってくれよな！」という
周囲からの応援を受け、管内集落営農組織の参考になるよう取り組みたいと思います。

今後予定されている様々な取り組みが楽しみです！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
ＪＡなす南管内で、ねぎの栽培をしている

かわかみ ともゆき

川上 智之さんにお話を伺いました！

▶那須烏山市熊田 川上 智之 さん（40 歳）
作 物：ねぎ 50a
就農年：27 年 4 月

▶就農するきっかけを教えて下さい。

実家がトマト農家、義父は耕種専業農家であり、農業は身近なものでした。また、大
学は農学部で、農業関係の団体に就職しました。定年したら農業を始めたいと考えてい
ましたが、農業を取り巻く情勢を考えた時、農業をやるなら「今」だと思い、就農のため、
26年３月に退職しました。

▶就農前に研修を受けられたのですか？

就農する前に、施設園芸を始めるにはお金がかかる、耕種は義父に教えてもらう、果
樹は生育までに時間がかかる・・・と考え、まずは露地野菜に取り組もうと思いました。
そして農業大学校の未来塾で、１年間、農業経営の基礎と露地野菜について学びました。
研修中に、周年で取り組むことができる「ねぎ」に興味を持ちました。

▶ＪＡなす南のねぎ部会にも加入されていますね。

部会には、播種機や定植機があり、部会員共同で播種をしています。部会の中では、
一番の若手であり、部会のみなさんは、｢息子｣ のように接して下さいます。
また、最近、未来塾の同期が、この近くで就農し、同じくねぎを作り始め、部会にも
加入しました。情報交換が密にできるのがいいですね。

▶ねぎ作りは順調ですか？

作業は、妻が手伝ってくれます。また、
義父とは、お互いに作業協力をしています。
ねぎは、市場出荷の規格どおりに作るのが
難しく、最初は規格外が多い状況でした。
徐々に規格に合うものが増えてきたところ
です。当面は、ねぎの周年安定栽培が目標
です。
最近は、教えられたとおり作業することから一歩前進し、試行錯誤をしながら取り組
んでいます。例えば、水はけを良くするため、土に「もみがら」を播いてみました。土
壌改良になると思います。

▶就農して感じた喜び、苦労は・・・？

就農して「大変だな」という思いはありません。肉体的には厳しいのかもしれません
が（笑）。でも、家族と過ごす時間が増えました。子供との距離が、ぐっと近くなりました。

取材日も、お子さんがちょうど学校から帰ってこられ、和やかな
楽しいお時間となりました。お話ありがとうございました！！
−−
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水稲の省力化・低コスト技術研修会を開催
ＪＡグループ栃木担い手サポートセンターは、９月27日（火）に、ＪＡうつのみや北部
営農経済センターにて、鉄コーティング直播・高密度播種実証研修会を開催し、ＪＡ担当者、
ＪＡ全農とちぎ、農業機械メーカー等約70名が参加しました。さらに、今回の研修会では、
宇都宮白楊高校生約10名が、授業の一環として参加しました。
研修会では、鉄コーティング直播と高密度播種の県内での普及状況や実証試験の経過、
技術の概要について説明しました。その後、両技術に取り組む(農)しのい夢ファームの圃
場にて、実証圃場の現地視察を行いました。
(農)しのい夢ファームの手塚秀一代表は、「鉄コーティング直播は、圃場の均平化を図る
必要があるが、育苗作業が軽減される。高密度播種は苗を植えるため安心感がある」と、
それぞれの技術の特色を説明しました。
【高密度播種の圃場を見学】

【説明をする手塚代表】

どちらの技術も育苗時の経費や労力削減を目的としています！

鉄コーティング
直播

高密度播種

・酸化鉄(さび)で被覆した種子を圃場に直接播種する技術。
・経営規模拡大を目指す担い手が、育苗作業の労力軽減と移植と
を組み合わせることで作業の分散を図ることができます。
・育苗箱に通常よりも多くの苗を作り、面積あたりの育苗箱数
を抑えます。資材費の削減や、育苗・苗の運搬労力の省力化
を図ることができます。

サポートセンターでは、担い手の皆様の経営規模や圃場の特性にあった省力化・低コ
スト技術の提案をしてまいります。
次号では、高密度播種の収量調査結果について報告いたします！

−−
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県農試情報

研究成果

スカイベリーの障害果｢先端まだら果｣は
低温と土壌消毒の影響が大きい

スカイベリーは栽培条件により果実の着色が種子
の周辺部のみに留まり、まだら状になる ｢先端まだ
ら果｣ が発生し、出荷ロスの要因の一つとなってい
ます。そこで、先端まだら果の発生要因について検
討しました。
これまでの結果から、低温およびアンモニア態窒
素の影響が示唆されたため、保温開始後の日中の温
度管理と土壌消毒および窒素施肥量が先端まだら果
発生に及ぼす影響について検討しました。温度管理
は慣行管理（午前25℃、午後23℃。厳寒期以降は午
前27℃、午後23℃）と低温管理（日中20℃）
、土壌
表

消毒はクロルピクリン錠剤1000錠/ａと０錠/ａ、窒
素施肥量は１kg/ａと０kg/ａとする３要因２水準で
検討しました。その結果、先端まだら果の発生は温
度管理および土壌消毒が強く影響しました。また、
土壌中のアンモニア態窒素量はクロルピクリン消毒
により定植後２週間～１ヶ月の期間高く推移するこ
とが明らかになり、定植後の早い段階でアンモニア
態窒素の影響を受ける可能性が考えれました。今後
はアンモニア態窒素の影響を受ける生育ステージに
ついて検討する予定です。
（いちご研究所 開発研究室）

先端まだら果の発生率
処理

温度管理

クロルピクリン 窒素施肥量

果数率 1)
株率(%) 発生度 2)
(%)

(錠/a)
(kg/a)
1000
1
15.8
65.8
24.5
1000
0
19.0
70.0
17.1
慣行管理
0
1
10.7
53.7
10.8
0
0
2.1
10.5
0.5
1000
1
43.3
97.4
52.2
1000
0
36.1
91.6
42.7
低温管理
0
1
22.1
77.2
23.6
0
0
30.0
91.6
22.9
1)頂花房第5果までの果数率とした．
2)発生度は程度0=0点,1=0.2点,2=1点,3=2点,4=3点,5=4点
とし、以下の式で算出した．
Σ(点数×程度別果実数)
発生度=
4×調査果実数

図

無作付け土壌における土壌中アンモニア態窒素量の推移

写真 先端まだら果の症状(程度５)

※ 定植日は 9 月 18 日

農業試験場ホームページには試験情報が盛りだくさん！！
栃木農試

いちご研

携帯電話の方はこちらからどうぞ。

農業試験場

−−

いちご研究所

ネットで検索！

米 麦 情 報

麦の排水対策と雑草防除
●排水対策
麦は湿害に弱い作物です。根が弱まり、
生育抑制されるだけでなく、登熟も阻害さ
れて収量・品質が低下します。加えて近年
は季節はずれの大雨が降ることがあります。
播種前にほ場の周囲に排水溝を設け、雨
を速やかにほ場外へ排出しましょう。ほ場
の周囲と、ほ場内に５～ 10ｍ間隔で排水溝
を設けるのが理想です。また排水溝がほ場
外の排水路と確実に連結しているか確認し
ましょう。
額縁明渠でしっかり排水

●雑草防除
スズメノテッポウ、ヤエムグラなど、麦の雑草は、播種後に土壌処理剤をまいて、
しっかり防除しましょう。同一薬剤を連用すると、特定の雑草が占有化するので
薬剤をローテーションするようにしましょう。
最近、カラスムギやネズミムギの被害が一部ほ場でみられます。麦収穫後、
１～２か月間の湛水処理が有効です。
麦類の播種後除草剤の使用例
除草剤名
ボクサー
ムギレンジャー乳剤
クリアターン乳剤

使用量
（10a 当）
400～500ml
300～600ml
500～700ml

ゴーゴーサン乳剤
リベレーターフロアブル
シナジオ乳剤
バンバン細粒剤Ｆ
ガレース G
トレファノサイド粒剤 2.5
クリアターン細粒剤 F
ゴーゴーサン細粒剤 F
リベレーターG

300～500ml
60～ 80ml
300～400ml
3～5kg
4～5kg
4～5kg
4～5kg
5～6kg
4～5kg

備

考

抵抗性スズメノテッポウに効果がある。
抵抗性スズメノテッポウに効果がある。
キク科雑草とツユクサに効果劣る。
ネズミムギに効果がある。
抵抗性スズメノテッポウに効果がある。
広葉雑草に効果やや劣る。
キク科雑草とツユクサに効果劣る。
ネズミムギに効果がある。

−−
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実需者から求められている
「売れる大豆づくり」の実践が本県産
大豆の優位販売につながります。適期収穫、適切な調製選別を徹
底して栃木県産大豆の評価を高めましょう。

1

コンバインで収穫する場合、子実水分１８〜１５％、茎水分４０％
程度の状態で収穫し、仕上げ水分１３％を目安に調製する。
しわ粒や皮切れ粒防止のため、収穫適期を逃さないようにする。
茎水分の目安

子実水分の目安

70％：緑が残る
60％：莢と同じ褐色
40％：ほとんどの茎が黒変し、剥皮率が
30％程度。手で軽くポキッと折れる

20％：噛むと音がせずに割れる
18％：爪を立てると少し跡が残る
15％：噛むとパリッと割れる

主茎長

剥皮長
（皮の剥げる長さ）

剥皮率の求め方
◎放射性物質対策の面からも、
コンバイン収穫時に刈取り高
剥皮率＝剥皮長／主茎長×100
10㎝を確保し、汚損粒防止に努めましょう。
特に倒伏した区画では、土が混入しないように注意しましょう。

大豆は水分が高めであると、
カビの発生や劣化が進みやすくなり、
逆に低すぎると皮切
れが起こりやすくなります。
皮切れが進んで剥皮にまでなると、
等級を大きく落とす原因にもなります。
※施設において調製する場合は、
ＪＡの指示に従い搬入してください。
近年、
皮切れ・剥皮粒が多く発生しています。皮切れ・剥皮を起こした大豆では納豆・
煮豆用途で使用できなくなるため、
適期収穫を心掛けてください。

2

異物混入を防止する

莢・茎 のみならず、
ボルトやナットといった選 別 機 の 部 品 の 一 部まで、
異 物 混 入が最も
多いクレームとなっています。一 度 発 生すると再 選 別を求められ 、
混 入 物がメーカーの
製造機を損傷した場合には賠償問題にまで発展します。返品を受けて当該産地の取引
が中止になる恐れもあります。
異 物 混 入 の 防 止を徹 底し、
汚 損 粒 や 着 色 粒・腐 敗 粒など の 除 去を丁 寧に行い、
品質
が均一となるように調製してください。

3

量目不足・粒度不足に注意する

特に高水分の大豆を袋詰めしたあと、
乾燥により量目不足や粒度不足となる
ことがありますのでご注意ください。
（皆掛重量30.6kgを確保してください）

国産大豆100％
（シンボールマーク）

☆あなたの作った大豆が栃木県産大豆を代表します！
−−

米 麦 情 報

−−

肥 料 情 報

平成２８年１０月～２９年３月

キャンペーン期間

キャンペーン内容

景

品

とちぎ和牛 肩ロース すき焼き用
（400g）

期間中に対象の５銘柄を３０袋以上
ご購入・予約注文された方を対象に
４月 末 に抽 選を行い ま す。
当選発表は、景品の発送をもってか
えさせていただきます。

合計 50 本
※ 写真はイメージです。

●

対象土づくり肥料銘柄
りん酸・苦土
の補給に！

成分（％）
35
4.5

りん酸
苦土

加里・けい酸
の補給に！

成分（％）
加里
けい酸
苦土
ほう素

20
34
4
0.1

りん酸・けい酸
石灰の補給に！

成分（％）
10
りん酸
（ｱﾙｶﾘ分） 30
20
けい酸
4
苦土

りん酸・けい酸
加里の補給に！

成分（％）
20
8
12
4

りん酸
加里
けい酸
苦土

鉄・微量要素
の補給に！

成分（％）
3
りん酸
（ｱﾙｶﾘ分） 34
11
けい酸
1
苦土
1
マンガン
(鉄分 19-23
含有)

〔詳しくはお近くの JA までお問い合わせください〕
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農 薬 情 報

園芸用殺菌剤
※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す

R ：日本農薬(株)の登録商標

特長
 ﾜｲﾄﾞｽﾍﾟｯｸ ：幅広い病害に高い効果を発揮し、作物がきれいに仕上がる
 効果に安心：浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性、効果持続性に優れる
 使いやすい：収穫前日数が短く、使いやすい
収穫前日まで散布ＯＫ！
ねぎ

たまねぎ

べと病

さび病

黒斑病

べと病

収穫３日前まで散布ＯＫ！
はくさい

べと病

レタス

べと病

キャベツ

菌核病

株腐病

注意事項
※薬害を起こさないため、以下の使用方法に注意してください。
 浸透性を高める機能性展着剤の加用は避けてください。
 幼苗期には使用せず、生育期後半～収穫期に使用してください。
 高温時の使用は避けてください。
●使用前にはラベルをよく読んでください。●使用後の空容器等は圃場に放置せず、適切に処理してください。
●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。

東京支店

東京都中央区京橋1-19-8 京橋OMビル 電話：03-6361-1428 2016年10月作成 Ｔ17005
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園 芸 情 報

  ࠰ငƀƱƪƓƱǊƁИЈᒵ
 ᖺࡶ͆࠸ࡕࡈ⋤ᅜᰣᮌ͇ࡀࡿຊရ✀ẒểẼấểỜẓࡢᮇࡀࡸࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓ㸟
 ┴ୗ⏕⏘⪅ 1,727 ྡࡢඛ㝕ࢆษࡗ࡚ࠊ10 ᭶ 6 ᪥ࠊJA ࡣࡀ㔝ᐑᮾ㒊㞟ⲴᡤࡽึฟⲴ
࡞ࡾࡲࡋࡓ㸟ฟⲴࡉࢀࡓࠗࡕ࠾ࡵ࠘ࡣධᛕ࡞᳨ᰝࢆཷࡅࠊ⩣᪥⏣ᕷሙࡢࢭࣜ
ࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

ᴾ

ƱƪƗƷషȪȬȸ ƍǑƍǑஇኳᲛ
 㹈㸿㎰ࡕࡂᅬⱁ㒊ࡣ 10 ᭶ 3 ᪥ࠊࡗࡇࡾࡢᮏ᱁ฟⲴࢆ๓ࠊ┴⤫୍ࡢ┠ᥞ࠼ࢆ
㛤ദࡋࠊ┴ෆ JA ࡢ⏕⏘⪅࣭ᢸᙜ⪅ࠊ㛵ಀᶵ㛵࡞⣙ 50 ྡࡀཧຍࡋࡲࡋࡓࠋᕷሙ㛵ಀ⪅
ࡽࡣࠕࡇࢀࡽࢆ㈙࠺ேࡣᮏᙜࡀዲࡁ࡞ேࠋ࣭ရ㉁ࢆ㔜どࡋࠊィ⏬ฟⲴࢆ࠾㢪࠸
ࡋࡓ࠸ࠋࠖヰࡋࡀ࠶ࡾࠊ⏘ᆅᑐࡋ㐺⇍ฟⲴࡢᚭᗏࢆࡧࡅࡲࡋࡓࠋ  
ࡲࡓࠊ10 ᭶ 12 ᪥ࡣ⏣ᕷሙ࡚ヨ㣗ᐉఏࢆ⾜࠸ࠊᮏ⫋ဨࡸࣇࣞࢵࢩ࣓ࣗࢺࡀ௰
༺ᴗ⪅ࡸ㈙ཧேᑐࡋࠊ᪪ࡢࡗࡇࡾࢆ PR ࡋࡲࡋࡓ㸟㸟







−12−

食 材 情 報

ʻஉỊᵨᵟỐủẝẟỉ࠰ՠԼỉắኰʼ
࠰ՠԼỊḜᵨᵟỐủẝẟḜẦỤỄạẹᴿ
ᾙᾐỐủẝẟỂỊẆႺᡛấẶẼίࣂὸỉ˂ỆờҥԼỉấẶẼՠԼẦỤᣖẻẮễỄỉဃᮗԼẆ࠰ڼỉ
ࣕẲẟỆấࢫᇌẼỉấẦẵཎᨼễỄẆಮẉễἻỶὅἜἕἩửắဇॖẲềấụộẴẇấܲಮẦỤắᙲஓầ
ẝụộẲẺɟെấẶẼởỶἑἼỴὅἾἋἚἻὅႳ̲ỉᢠụẴẫụỉԧබấẶẼờӕụảềấụộẴẇ᩼ẆẮ
ỉೞ˟ỆắចԛɦẰẟὲ

ấẴẴỜՠԼὲ
ᵨᵟμᠾỼἼἊἜἽấẶẼ
ငእԧබấẶẼɤെ

ଔлࡽܱɶᴿ
ᵏᵏᵐᵐί້ὸᡅ
イメージ写真

ද૨૾ඥሁᛇẲẪỊẆμᠾểẼẩᛢᵎᵐᵖᵋᵔᵔᵒᵋᵐᵗᵗᵎᡅấբẟӳỪẶẪẻẰẟẇỽἑἿἂửấᡛụẰẶề᪬ẨộẴẇ

ᾋ૰ᵐʴЎᾍ
ίႺࢲᵐᵔᶁᶋἧἻỶἣὅᵍᵐЎὸ
ብὉὉὉὉὉᵓᵎᾶ
༾ంብὉὉὉὉὉὉݱẰẳᾁ
༏ืὉὉὉὉὉٻẰẳᾀểᵐᵍᵑ
ჿኄὉὉὉὉὉٻẰẳᵏ
طὉὉὉὉὉݲẉ

ἳὊἩἽἉἿἕἩὉὉὉὉὉٻẰẳᾀ
ᛦૢᝃʐὉὉὉὉὉᵏᵍᵐỽἕἩ

ᾋ˺ụ૾ᾍ
ṞἮὊἽỆӳỪẶẺብửλủề༏ืửьảẆἆἲἫἻỂฆ
ặỦẇ
ṟỂဃעầἭἿἭἿỆễỦộỂฆặỦẇ
Ṡസụỉ૰ίჿኄẆطẆἳὊἩἽἉἿἕἩẆᝃʐὸửьảẆණᇌ
ề֥ỂẰỤỆᾁ῍ᾂЎฆặỦẇ
ṡἮỸἽỆἻἕἩửẦẬẆᵑᵎЎỖỄ˞ộẶỦẇ
ṢụỮắỉ༃ử˺Ủẇ
ṣἧἻỶἣὅỂṡỉဃעửẪẇίɶࢊ້Ểɲ᩿ὸ
Ṥ֥ỆἁἾὊἩẆụỮắỉ༃ẆỴỶἋἁἼὊἲửႮụ˄ẬỦẇ

ᾋφίụỮắ༃ὸᾍ
ụỮắίࠢᵓᶋᶋỖỄỉẪẲ࢟ЏụὸὉὉὉὉὉɶᵏᵍᵐ̾

Ἶἴὅ൬ὉὉὉὉὉݱẰẳᾀ
ἳὊἩἽἉἿἕἩὉὉὉὉὉٻẰẳᾁ
ἢἝἻỴỶἋἁἼὊἲὉὉὉὉὉấڤỚỂ

ᾋብỆẴỦἯỶὅἚᾍ
ብỂἁἾὊἩử˺ỦểẆờẼờẼỉ
ज़ỆễụộẴẂ
ộẺẆဃעầᄊủỆẪẟỉỂẆИỜềỂ
ờڂễẪ˺ủộẴẇ
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農業機械情報

栃木県では農作業による死亡事故が毎年発生し、過去１０年間に６７名もの
尊い命が失われております。
死亡事故原因別では、全体の約３割が乗用型トラクターによるもので、年齢
別では約８割が６５歳以上の高齢農業者です。
また刈払機や歩行型トラクターによる死亡事故も発生しております。乗用型
トラクターとともに刈払機や歩行型トラクターによる事故防止に重点をおき、
高齢・女性農業者への事故防止、万一の事故に備えた労災保険の加入を実施
しましょう！

安全確認を
忘れずに行おう！

では
遊休農機を
探しています！
ＪＡグループでは、遊休農機の買い手探しを行っております。
使っていない農機がある方、中古で農機が欲しい方、
ぜひお近くのＪＡ農機センターまでお問い合わせください！
※中古農機のため、ご要望の機械が無い場合がございますが、ご了承願います。
また一部ＪＡで取り扱いの無い場合がございますので、お近くのＪＡ農機センターへご確認お願いいたします。
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燃 料 情 報
1．原油情勢

石油情勢について

ＷＴＩ原油価格は、２月に供給過剰懸念等から、12年９ヶ月ぶりの安値となる16ドル台の値を付け
ましたが、ナイジェリアでの政情不安等による供給不安懸念を受けて徐々に値上がりし、６月には50
ドルを上回る値を付けていました。
その後、米原油在庫の増加による需給緩和懸念等から、８月２日に39.85ドルと再び値を下げていま
したが、９月28日に石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国が生産調整で合意したとの報道を受け、需給
引き締まりへの期待が高まったことから、10月13日には50.44ドルの値を付けています。
日本の原油輸入価格に対して影響が大きいドバイ原油の価格についても、ＷＴＩ原油価格と同様の
推移を示しており、10月13日には、48.80ドルの値をつけています。

2．国内情勢

単位：千ＫＬ

油種
10/1在庫量 前年同時期在庫量
前年対比
（１） 国内の出荷・在庫状況
1,562
1,627
96.3%
９月下旬の燃料油の出荷量（販売量） ガソリン
は、前年に対して軽油、Ａ重油が下回り 灯油
2,860
2,848
100.4%
ました。
軽油
1,507
1,712
88.0%
在庫量は、前年に対して灯油以外が
Ａ重油
712
767
92.8%
取り崩しとなりました。
（２） 店頭販売価格
店頭価格は、原油価格が
上 昇 傾向であったことか
10/11
10/3
9/26
ら、若 干 の 値 上げ 傾 向と
122.8（＋0.1） 122.7（▲0.1）122.8（▲0.1）
なって いまし た 。直 近 で
63.7（▲0.1） 63.7（▲0.1） 63.8（▲0.1）
は、原油価格の急騰や為替
102.3（＋0.1） 102.2（▲0.2）102.4（▲0.1）
の円安などから、10月14日
120.5（＋0.6） 119.9（±0.0）119.9（▲0.1）
に栃木県内において全油種
４円程度の値上げとなりま
61.4（＋0.2） 61.2（±0.0） 61.2（▲0.1）
した。今後も原油価格は緩
99.8（＋0.5） 99.3（▲0.1） 99.4（±0.1）
やかな上昇が見込まれるこ
とから、店頭価格も緩やかに上昇するものと予想されます。
（３） トピックス
・出光と昭和シェル経営統合延期
10月13日、来年４月の経営統合を目指している石油元売り大手の出光興産と昭和シェル石油は、出光の
創業家が今の計画での統合に反対していることを受けて、来年４月としていた経営統合の時期を延期する
と発表しました。
両社とも統合の方針に変わりはありませんが、統合時期をいつまで延期するかの期限については設けな
いことにしています。
しかし、創業家側は経営陣との協議を持つことにも消極的である事から、経営統合が実現するかどうか
不透明な情勢となっています。

3．営農用燃料油の展望
営農用燃料油の小売価格は、原油価格が上昇傾向であったものの、ほとんど動きが見られませんでした。
しかし、原油価格が急騰したことを受けて、今後は上昇傾向になるものと考えられます。
在庫状況は、前年とほぼ同水準であることから、需給に関する心配は今のところありません。
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野 生 を 食 べ る 80

ヤマラッキョウ

谷地田の一番奥は一般的に湿地になっているが、多くはハンノキ等湿性高木やつる植
物に覆われ暗い林床になっている。幸運にも、人手が入り、定期的に刈り払いされ、日
当たりの良い湿地が形成されていれば、ヤマラッキョウを見ることができる。このよう
な場所はオミナエシやサワシロギク、数種のアザミなど、秋になってきれいなお花畑に
なるので大切にしたい。ヤマラッキョウは春から細長い葉を伸ばすが、他の植物にまぎ
れて見つけるのは難し
い。指でつぶせばニラの
ような香りがするのでそ
れとわかる。晩秋にさら
に長い花茎を伸ばし、紫
紅色の花をたくさん玉状
につけるのでよく目立つ
ようになる。

料理メモ
ラッキョウと名がついているので、花の枯れた11月に少しいただいて「らっきょう」
を漬けてみた。一度塩漬けしその後甘酢に漬け直している。とても美味しい「らっきょ
う」（写真１）になったが、小さくて埒があかない。面白いがお勧めではない。春には
私の参加している里山保全グループでソバを打ち、野草の天ぷらを食す会を毎年開催し
ているが、「ソバの薬味」（写真３）に若いヤマラッキョウを刻んで出してみた。私自
身は美味しくいただいたが、他のメンバーでこれに気づき、ほめてくれる人がいなかっ
たのでその後は出さないことにした。
（aida）

写真１

編集後記

写真２（春に摘んだ葉）

写真３

朝晩はすっかり寒くなりました。早速我が家では、こたつを出しま
したが、人間よりも猫が大喜び。こたつに大集合しています。

さて、
10 月号で開脚について記載したところ、
「その後どうなったの？」と質問をいただきました（い
つもお読みいただきありがとうございます！）
。１ヵ月が経ち、想像していたような、
ベターっときれいな開脚はできていません・・・（泣）しかし今のところ、弾みを
つけて曲げること一瞬ですが、数十年ぶりに、おでこが床に着きました！継続は力
なり！ですね。

発行：ＪＡグループ栃木

（小林）

担い手サポートセンター

TEL 028−616−8525

FAX 028−616−8592
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