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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
8 弾 JA しもつけ
法人名：農事組合法人あらい（栃木市大平町新）
設 立：平成 27 年６月
作 物：米 32ha 麦 32ha 大豆 3ha 作業受託 8ha
園芸品目（さつまいも、とうもろこし、かぼちゃ、はくさい、キャベツ等）
構成員：16 名

写真

吉澤 敏男 代表

黒大豆作業の合間に、「農事組合法人あらい」のみなさんにお話を伺いました！

▶法人化して１年経ちますが、いかがですか。

法人化してからは、全体の収量やコストを考えた経営が求められます。また、これま
で以上に社会的責任を感じます。現在は、米麦については、個人の機械があること、地
域の水利の関係から個々での作業が中心となっていますが、今年から園芸品目を導入し、
徐々に共同作業に取り組んでいます。

▶旧大平町が中心となる「黒大豆オーナー制度」に取り組まれているそうですね。
この制度は、黒大豆の種まきから栽培管理までを法人が行い、収穫前に県内外のオー
ナーへ引き渡します。この取り組みは、今年で10年目となりました。オーナーのリピー
ターも多く、大変好評です。先日引き渡し式を行い、カレーを作って振る舞ったり、法
人が栽培した「さつまいも（品種：シルクスイート）」掘りや直売を実施しました。
この他、黒大豆は、栃木市内の小中学校の学校給食にも出されています。

▶みなさん、引き渡し式の芋掘りや直売のことでお話が弾んでいます。

直売を実施することで、消費者の反応が直にわかります！値段の付け方や、販売の仕
方等とても勉強になります。来年は、
「量り売りをやろう」
「バーベキューをやろう」と次々
に意見が出ますね。毎年、反省が多いけど、その分提案も出ます（笑）。

▶経営の考え方を教えて下さい。

「楽しくできる農業」を心がけています。大変な
ことでも、いずれやらなければならない。考え方・
やり方を変えて、「楽しく」取り組むことです。そ
して、法人みんなで取り組めば、一人ではできな
くても、仲間がいるからできる！フォローできる！

▶今後の目標・・展望を教えて下さい。

はい。設備面では、現在の事務所は簡易施設ですが、経理等の処理ができる事務所を
設置したいです。
また、集落には、比較的若い40 ～ 50代の構成員もいますが、将来的な後継者対策と
して、若い方が農業を職業として選び、サラリーマン並みの給与が払えるような法人に
発展させたいです。そのためには、今年から取り組んでいる園芸品目を安定的に作り、
ここで直売所が開けたら良いですね。さつまいもの６次化にもチャレンジしたい。基礎
を築いて、若い方にバトンタッチしたい。
この地域には、私たちの法人だけでなく、他にも担い手がいて、地域に耕作放棄地が
ないことは誇りです。地域の農地を守り続けます。

集落の皆さんで話されていると、アイディアが次々と出され、とても盛り
上がっていました！まさに、楽しい農業！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
いそ

もとかず

ＪＡなすの管内で、親元就農し、酪農を営む 磯 原一 さんにお話を伺いました！

▶那須町豊原甲 磯 原一 さん（29 歳）
経 営：酪農（乳牛約 40 頭）
、繁殖牛（３頭）
水稲約３ha
他田植え・稲刈り等作業受託
就農年：27 年

▶就農を意識したのはいつ頃ですか？

小学校低学年の頃は、よく両親の手伝いをしていました。手伝いは楽しい思い出です。
その後、中学、高校とサッカー部に所属し、サッカーに熱中していたので、手伝いはあ
まりしていなかったです（笑）
高校卒業後は、農業大学校の畜産経営学科で２年間学びました。農大卒業後は会社勤
めをし、その後、父が体調を崩したこともあり、いよいよ就農となりました。

▶ご両親には、幼い頃から農業経営を継いで欲しいと言われていたのですか？

両親から、就農して欲しいという話は特にありませんでした。私の中では、子供の頃、
両親の手伝が好きだったという思いが影響しています。
また母は、就農するにもまずは農業分野以外で働いてから、外の世界を経験してから
就農して欲しいという思いがあったようです。そのとおりになりましたね（笑）会社では、
製品の発注管理、物流に携わっていました。それらの経験が、今後の農業経営の各場面
に活かしていければと思います。

▶現在の作業状況を教えて下さい。

両親と３人で経営しています。酪農につ
いては、朝・夕の搾乳がかかせません。時
期によっては、搾乳の合間に水稲作業もあ
ります。今はまだ、水稲作業には慣れてい
ないため、両親の指導のもと勉強中です。
農作業は忙しいけれど、自由な時間もありますね！

▶今後の目標を教えてください。

まずは、両親から仕事を学び、しっかりと覚えることです。また、ＪＡ青年部には加
入していませんが、活動に興味があります。若手農業者同士の交流を通じて学ぶことが
できると思います。
経営面も両親から学んでいるところですが、両親とは、今後繁殖牛を増やしていきた
いと話しています。水稲では、ＪＡからＷＣＳ（稲発酵粗飼料）の提案もありました｡
両親､ ＪＡ等とも相談しながら考えていきたいです。

取材に同行したＪＡなすの営農指導員の須藤栄治さんは、ＪＡに入組したての
頃、磯さん宅を訪問した際、幼い原一さんが牛舎で遊んでいたそうです。
原一さんが就農され、大変感慨深いとのことです。
お話ありがとうございました！！
−−
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高密度播種移植栽培について
高密度播種移植栽培、通称「密播(密苗)」栽培とは箱あたり乾籾 250～300ｇの高密度で播種す
る技術です。苗箱コストや育苗日数の削減、移植時労力の低減が期待できます。担い手サポート
センターでは今年度、県内 16 圃場で実証試験を行い、削減できるコストや収量を調査しました。
今回は全ての調査が終了しましたので、その結果を皆さんにご報告します。

1．削減コストについて
高密度播種

慣行

コスト増減

苗箱数/10a

8.2箱

16.1箱

49% 削減

播種量/箱

272g

156g

74% 増加

使用籾量/10a

2.2kg

2.5kg

11% 削減

育苗期間

21.9日

28.0日

22% 削減

県内の 16 圃場の平均では 10a あたりの箱数は 8 箱程度となりました。慣行の平均 16
箱と比べると、約半分になっています。播種量は、慣行の倍近い 272g。箱数と掛け合わ
せると 10％程の使用種もみも減少しています。
2．収量について
品種名

圃場数

平均収量

6

473.0 kg

あさひの夢

5

581.4 kg

とちぎの星

3

633.1 kg

なすひかり

2

585.0 kg

コシヒカリ

平均収量/10a

高密度播種

慣行

収量増減

551kg

550kg

0.1%増

慣行収量(聞き取り)比は 100.1%となり、収量への大きな影響は見られませんでした。
しかし、わずかではありますが欠株による減収も見られ、収量への影響が全くないとは
言い切れない結果となりました。
3．結果を振り返って
欠株の発生原因追究や、箱施用剤（殺虫・殺菌剤）の代わりとなる移植後の防除体系
の検討、麦跡移植での技術適性検討など、課題は多くありますが、収量をほとんど落と
すことなく生産コストを削減できる技術として、非常に期待できる栽培技術です。
担い手サポートセンターでは、引き続き高密度播種移植栽培の試験と技術普及に取り
組んで参りますので、随時結果を報告いたします。

−−
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生育安定に向けて、麦踏みをしましょう！
●29年産麦の生育は？

11月上旬の天気は、気温は平年より低め、降水量は少なく、日照時間は多め、中旬は、

気温は高め、降水量は多く、日照時間は平年並に経過しています。播種は、比較的順調に
進んでいますが、まだ播種できていないほ場も多いです。
11月24日気象庁発表の関東甲信地方の向こう１か月の天候は、平年と同様に晴れの日が
多いでしょう。平均気温は高く、降水量は平年並～多く、日照時間は少ない確率が高いです。

●麦踏みの効果

麦踏みは、麦の生育を調整する技術です。土壌を鎮圧して、土の乾燥や、根の浮き上が

り（凍上害）を防ぎます。
順調に播種できたほ場では、年内に１～２回、年明け後から茎立期直前までに２回程度
麦踏みを実施しましょう。播種が遅れたほ場では、生育状況や気温等を勘案して実施しま
しょう！
① 踏むことで茎葉が硬くなり、根が良
く伸びて寒さに強くなります。
② 幼穂分化を遅らせ、生育を揃え、分
げつを旺盛にします。
③ 過剰な茎葉の生長を抑制し、倒伏に

凍上害

強くなります。

●麦踏みはいつまでできますか？

麦踏みは年内に、３枚目の葉が出れば実施できます。ただし圃場が湿っているときは麦

を傷めるので行ないません。また、強すぎる麦踏みも避けましょう。
年明けてからは、凍結層がなくなってから、茎立ち期直前（幼稈長２cm）まで行なえます。
茎立ち期は平年で３月中下旬です。茎立ち期までに２～３週間間隔で2回程度行ないましょ
う。茎立ち後は麦を傷めるので行ないません。
このくらいまで、踏めます！
このくらいまで、踏めます！

−−
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★全農とちぎ米穀課からのおしらせ★
「もぐもぐごはん部」部員１００名突破！
るてのイをなによ 【もＨ現る葉は「足「
過もおベ対お発びと設部Ｐ在イにん親かも 昨
程ら米ン象子足消ち立員とのベ、を子らぐ 年
をっのトと様し費ぎ
募 Ｓ 部 ン 毎 食 で １ も 10
体たおをしをま者米目集Ｎ員ト月べも年ぐ 月
験りい通、おしとの的しＳ数を１よっがご か
し、ししお持たの認】てをは行回うと経は ら
たおさて米ち。交知
お中約っお！おちん 発
り米を、にの主流度
り心１て米」いま部 足
しが実と関奥にを向
まに１いにをしし」 し
まで感ちわ様小目上
す現０ま関合くたは た
すきしぎる方さ的お
。在名すす言ご。発 活
動
。
、。
企づはＰ活いえ い回稲宅米爨室飯
画くんＲ動と体今ま様ワで工）」の今
しりのはで思験後す々ーの場」「食ま
てやおも、っ等は。なク稲見「野べで
参親いちとてを、 イシ刈学パ外比の
り子しろちお取酒 ベョり」ー炊べ実
までさんぎりり蔵 ンッ体「ル飯と施
すのを、米ま入の トプ験農ラ（親内
。食伝親のすれ見 を」」家イ飯子容
農えがさ。て学 実な「さス盒料は
体る子らこいや 施どバん部炊理、
験機になのき田 し、ケのの 教「
も会ごる部た植 て毎ツお精
ご

お米の食べ比べは初めて
だったけれど、よく味わう
と全然味や食感が違うこと
に気が付くことができた！

子供に農業を体験させた
いと思っていたが家庭では
難しかったので、イベント
で稲刈りやバケツ稲ができ
るのはとてもありがたい。

ＪＡ全農とちぎ 米麦部米穀課

−−

食 材 情 報

ＪＡふれあい食材

今月は年末年始を豪華に彩るレシピをご紹介
ＪＡふれあい食材

〜熟成紅鮭切身のチーズちらし寿司〜
1 人分 463Ｋｃａｌ 塩分 1.8ｇ

【材料】
米 ：２合

【作り方】

熟成紅鮭切身 ：２切

①ご飯を炊く。

すし酢：

②ご飯を炊いている間に、鮭をグリルで焼き、冷め

(酢大さじ３・砂糖大さじ１と１/２・塩小さじ２/３)
白ごま ：大さじ２

たら皮と骨を除き、粗くほぐしておく。

大葉(千切り) ：５枚

③ご飯が炊き上がったら、すし酢を全体にかけて

みょうが(半分に切薄切り) ：２本

混ぜ合わせ、ひと肌に冷ます。

カッテージチーズ ：１００ｇ

④すし飯に②の鮭、白ごま、大葉、みょうがを混ぜ

羅臼産いくら醤油漬 ：適量

合わせる。器に盛り付け仕上げにカッテージチー

刻みのり ：適量

ズ、いくら、のりをちらす。

～JＡふれあい食材のご案内～
●熟成紅鮭切身
ロシア産の中でも、原料が良いとされるカムチャッカ半島沖
で漁獲された紅鮭を使用しています。インジェクション加工
（機械による塩水注入）はせず、昔ながらの低温熟成製法
で時間をかけて塩水に漬け込みました。JAふれあい食材
の自慢の一品です。

●羅臼産いくら醤油漬
出来上がり写真

北海道羅臼町の母川に入る直前に漁獲する秋鮭の卵を使
用しております。

是非

その卵は完熟しており、色鮮やかで、つやがあり、皮が薄

作っ て みて

いため、はじけるような口当たりが特徴です。産地・原料に

下さ いね♪

こだわったJAふれあい食材の大人気商品です。

−−

肥 料 情 報

秋・冬季の土づくりが
豊作のポイントじゃ!

まだ間に合う！年内に稲わらすき込み！
稲わらのすき込みを行うと約７５kg（10a あたり）のけい酸を土に戻すことができます。
ポイントは、分解促進のために遅くとも年内にすき込みを行うことです。また、分解促進
には、石灰窒素や、微生物を含む根友Ｇなどの資材が有効です。
根友Ｇ

石灰窒素
アルカリ分を含み、土の酸性を

稲わらなどの繊維質を分解す

矯正する。稲わらのすき込みに

る菌・硫化水素分解菌・窒素固

使用すると腐熟が早い。シアナ

定細菌を含む。稲わら・もみ殻

ミドの毒性から殺菌、殺虫、除

堆肥作りに使用できる。10a あ

草などに応用されている。

たり１～３袋施用。

来年のお米のために土づくり肥料を入れましょう。
土壌診断を行うことで、何が不足していて何が過剰であるかわかります。水田連作ではリ
ン酸、加里やけい酸が不足しがちです。地力の維持のためにも土づくり肥料は毎年施用し
ましょう。
ＢＢ土づくり肥料 ・・・ 複数の土づくり肥料を混合した銘柄がおすすめ
です。春耕起時の３～４月に地力アップは 40～80kg/10a、健康大地では
60～120kg/10a の散布がおすすめです。
地力アップＰＳＫ

健康大地

栃木米の食味向上のための土

リン酸が不足しやすい黒ボク土

づくり総合肥料で、一回の施肥

に適した土づくり総合肥料で、

でリン酸（苦土重焼燐）、けい

一回の施肥でリン酸、けい酸、

酸（けい酸加里）が補給でき

苦土が補給できる。

る。

−−

農 薬 情 報

＜豪華賞品が当たるＡＶＨ-301キャンペーンを実施中！＞
キャンペーン期間中に上記の商品いずれかをご購入又はご予約いただいた方
の中から抽選で２００名様にとちぎゆめポークが当たります！
詳しくは最寄りのＪＡ店舗までどうぞ。
※写真はイメージです

キャンペーン期間：平成２９年２月末日まで
抽選：平成２９年３月中旬頃 発送：平成２９年３月下旬予定

※発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

−−

補助事業情報

遊休農地の解消を支援します！！
－補助事業のご案内―

遊休農地は、当該農地の生産力低下だけでなく、周辺農地への雑草の繁茂や病害虫の発生
など、地域全体へ悪影響を及ぼします。
国と県では、遊休農地を借りて解消する農業者を支援するため、「耕作放棄地再生利用交
付金」(国庫事業)と「遊休農地解消支援事業」(県単事業)を措置しています。
◎事業メニューや補助金額は？？ ※他の事業メニューもありますので、別途ご相談ください。
事業メニュー

耕作放棄地再生利用交付金

遊休農地解消支援事業

（国庫事業）

（県単事業）

再生作業（定額）

５万円／１０ａ

再生作業（定率）（重機を用いて行う場合）

１／２以内

再生作業（国庫事業対象外（解消経費６～

３万円／１０ａ
（国庫事業への

－

上乗せ可能）

土壌改良（２年目に必要な場合のみ）

２．５万円／１０ａ

－

営農定着（再生農地への作物の導入）

２．５万円／１０ａ

－

10 万円未満／10a）の農地）

◎どんな農地が対象なの？？
・以下の解消経費がかかる農地
国庫事業…１０ａ当たり１０万円相当以上
県単事業…１０ａ当たり６万円相当以上
・市町村と農業委員会が再生可能な遊休農地であると判断している農地
・使用貸借により、遊休農地を借り受ける農業者等が解消する農地
など
◎具体的な事業活用のイメージは？？
県単事業のみ対象となる例

国庫事業と県単事業の併用の対象となる例

（解消経費６～１０万円未満／１０ａの農地）

（解消経費１０万円以上／１０ａの農地）

【対象農地のイメージ】

【対象農地のイメージ】

根の広がる植物が繁

木本性植物を除去

茂しており、地表部の

しなければ作物の栽

草刈りのみでは作物の

培が不可能な状態の

栽培が不可能な状態の

農地

農地
【補助金の額（１０ａ当たり）】

【補助金の額（１０ａ当たり）】

県単事業３万円を助成

・重機を用いない場合
国庫事業 5 万円＋県単事業 3 万円＝8 万円を助成
・重機を用いる場合で事業費 16 万円の場合
国庫事業 8 万円(16 万円×1/2)＋県単事業 3 万円
＝11 万円を助成

◎この事業を活用したい時はどうすればいいの？？
県庁経営技術課（028-623-2317）又は栃木県農業会議（028-648-7270）にご相談ください。
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農業機械情報

どうして反射シールを使うの？
近年栃木県内で、乗用車と農機の交通事故が増加しています。夕方や夜間に、暗くて農機の存在に
気が付かないことや、ロータリの幅がわからずに衝突してしまうといった事故が起きています。
農道は外灯がないことが多く、もし反射シールがついていれば、回避できた事故もあるかもしれま
せん。
自分の身を守るためにも、夜間に自動車に気づいてもらえるよう、反射シールを活用しましょう！

機械本体や作業機に反射シールを
貼ります。特に、車幅のわかる位置
に貼りましょう！
※泥や汚れがついていると効果を発揮しません。
道路走行前に汚れをふき取るようにしましょう。

農業機械は乗用車に比べて速度が遅く、減速等の回避行動
が間に合わずに追突事故になるケースがあります。この
マークを見たら『低速車』という認識を持ちましょう。
この低速車マークは夜間の反射板にもなるため、事故防止
のためにも、ぜひ農業機械に装着しましょう！

−11−

農業リスク情報
2 0 1 6 年４月 新

2 0 1 6 年 4月1日以 降 保 険 始 期 用

特長

1 農業経営を取り巻くさまざまなリスクをトータルで補償します！
生産物

施

危険補償

個人情報

使用者

漏洩補償

特長

設

危険補償

賠償責任補償

保管物
危険補償

企業イメージ
回復費用補償

管理中車両
危険補償

リコール
補

休

償

生産物自体の損害
および回復費用補償

補

業

償

賃借施設失火
賠償責任補償

2 経営形態に合わせて必要な補償を選択してご加入いただけます！

生産物危険補償、施設危険補償のいずれかへのご加入を条件に、その他の補償は必要な補償部分を選択してご加入いた
だくことが可能です。
※生産物自体の損害および回収費用補償特約については、生産物危険補償に加入の場合、
付帯が可能です。

特長

（リコール特約の補償内容）
3 リコール費用を幅広く補償します！
保険金をお支払いする主な場合

異物混入による回収

品質不良による回収

表示不適切による回収

お支払いする保険金の種類には、主に次のものがあります。
▶回収の社告費用

▶通信費用

▶原因調査費用

▶一時的に借用する倉庫・施設の賃借費用
▶回収生産物の廃棄費用

特長

4

▶代替品の製造原価もしくは仕入原価

▶事故対応で増加した人件費、出張費

▶コンサルティング費用

▶回収生産物または代替品の輸送費用

▶信頼回復のための広告宣伝費（支払限度額の25％）

▶在庫品廃棄費用
（200万円限度）

事故対応の費用補償も充実しています！

基本補償（生産物危険補償・施設危険補償・保管物危険補償・管理中車両危険補償）に各種費用補償をセットしています。
基本補償で対象となる費用

充実の費用補償（全ての基本補償に対応）
事故の初期対応に関する以下の費用等を補償！

訴訟費用・弁護士報酬等
損害拡大防止費用

初期対応費用

応急手当等費用
保険会社への協力費用
示談交渉に要した費用

特長

5

• 事故現場の調査・片付け、清掃費用
無に
の有
• 事故現場への交通費・宿泊費
責任 支払い！
償
賠
• 事故対応にかかる通信費
なくお
関係
• 他人の身体障害への見舞金
（1被害者10万円限度）
など

訴訟対応に関する以下の費用等を補償！

訴訟対応費用

•
•
•
•

意見書・鑑定書、裁判所に提供する文書作成費用
事故原因調査費用
訴訟対応により増加する人件費・交通費
臨時雇用費用
など

ご加入手続きがカンタン！

保険料は、
「業種・売上高・認証資格の有無」のご申告のみで算出いたします。

また、
ご加入に際しては、1枚の申込書で手続きが可能です。

※休業補償特約付帯の場合、対象とする施設における1日あたりの粗利額
（日額支払限度額）
を、
別途ご申告ください。
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など

農業リスク情報

こんな事故が想定されませんか？

農業経営上のリスク

事故例

個人情報漏えい

生産物賠償

ウィルス感染

食中毒
自社で加工した冷凍食品が原因で食中毒
が発生した。

施設賠償

コンピュータウィルスに感染し、管理していた
顧客情報（クレジットカードNo.など）が漏え
いし、顧客から損害賠償を請求された。

使用者としての賠償

農薬の飛散（ドリフト）
自社のジャガイモ畑に散布した農薬が
風に流され、隣接する隣家のほうれん
草畑に飛散したため、葉枯れを起こし、
商品として出荷できなくなった。

保管物賠償

業務中の傷害事故
穀物保管施設での高所作業中に、従業員が
転落し死亡した。安全帯などの落下防止策
を怠ったとして使用者が管理責任を問われ、
損害賠償を請求された。

企業イメージ回復費用特約

借用農機の損壊
他の農家から借用した動力噴霧器をト
ラックで運搬中、
カーブを曲がった際に
落下させ破損した。

管理中車両賠償

食中毒発生後の新たな衛生管理体制をプレスリリース
食中毒により、自社ブランドへの信頼が大きく
失墜したが、大規模な設備投資により、衛生管
理体制を強化した。マスコミを通じて、顧客か
らの信頼回復に向けた広告宣伝を行った。

生産物自体の損害および回収費用補償特約

管理中車両への損害
経営する農家レストランの駐車場にて、
従業員がお客さま車両の誘導および管
理を行っていたところ、誤って駐車中車両
にキズをつけてしまった。

リコール
（回収）
ラベル表記ミス（表示不適切）
自社で加工・販売した餃子のラベルにアレ
ルギー物質の表記が欠落したため、社告を
出し、全品回収を行った。

休業による利益喪失

出荷した農産物が他の原料を汚染
自社で生産したイチゴを食品メーカーにクリスマ
スケーキ用として出荷したが、基準値を超える残
留農薬が検出された。メーカーからの出荷前で
あったため、回収等の社告対応は行わなかった
が、製造したケーキが販売できなくなった。

賃借施設に関する賠償
借用倉庫の火災
農産加工品の製造・保管用に賃借していた加工
場・倉庫が火災により全焼し、所有者に対する賠償
損害が発生した。

火災による休業

農業応援隊で、農業経営のさまざまな
場面におけるリスクへの備えをご検討
ください！

自社食品加工場が火災により休業し、
３か
月間操業できない状況が続き、売上が大
きく減少した。

■このチラシは
「農業応援隊
（食品事業者総合保険）
」
の概要を説明したものです。
詳しい内容につきましては、
「農業応援隊パンフレット
（PE110000）
」
をご覧くださ
い。
なお、
ご不明な点につきましては、
取扱代理店または共栄火災にお問い合わせください。
■ご契約の際は必ず
「重要事項説明書」
をご覧ください。

お問い合わせ先
本社／〒105-8604 東京都港区新橋1-18-6

ホームページ

TEL：（03）3504-0131（代）

http://www.kyoeikasai.co.jp

共栄火災海上保険株式会社

宇都宮支社

住所

栃木県宇都宮市塙田4－2－15

電話

０２８－６１６－１２２３

JA共済連栃木ビル１Ｆ

PE110300
（'16.04新）
M
B1514430K2506-20160330
（2016年4月作成）
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燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．11月ＣＰ価格
プロパン ＄390／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $440／ｔ

当月
（11月）
CP
A
AL熱量比
＄390
97.30％
＄440 111.30％

前年同月 前年同期比
前月
（10月）
CP
前月比 （27年11月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄340
97.54％
＄50
＄395
−＄5
＄370
107.63％ ＄70
＄435
＄5

（１）決定内容
プロパン＋50㌦、ブタンは＋70㌦と
前月よりも高く設定されました。
ＡＬ対比は、プロパンが97.30％と、
前月比0.24％下がりました。

≪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
直近の予想値と比べプロパンは10㌦、
ブタンは15㌦高く設定されました。
中国では新たなPDH（プロパン脱水素装置、石油化学製品の原料となるプロピレンを製造す
るための装置）が試運転を始めており、同プラント向けの需要が見られます。冬場の需要期に
向けた日本、韓国、中国などアジアの需要家の実需に加え、トレーダー勢の買戻しも目立ち、
市況は堅調に推移しました。
サウジアラムコは上旬に11月初旬積プロパン11,000㌧を376㌦で、ブタン33,000㌧を406㌦で販
売しました。また、下旬には同じく11月初旬積みヤンブー（紅海側の積出港）出しのプロパン
22,000㌧を395㌦で販売しました。長期契約者向けのヤンブー積のカーゴはラス・タヌラ出しよ
りも5㌦安く販売されるため、395
＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
㌦は400㌦に相当します。いずれも
欧州のトレーダー向けです。
プロパン・ブタン格差はインド
や東南アジアの石化需要が旺盛で
あることから30㌦から50㌦に拡大
しました。

2．LPガス在庫
日本 LP ガス協会の速報によると、9 月の月末在庫は、215.9 万㌧と前年同月（前年同月の速報
値）比 9.8％増加しました。プロパンが 148.1 万㌧と 21.4％増加、ブタンが 67.8 万㌧と 13.3％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12月ＣＰ予想（11月4日時点）
プロパン：370 〜 400 ㌦

ブ タ ン：410 〜 440 ㌦

12月のCPは原油価格の動向が不透明ながらも、LPガスの需要期であることから、多少の値上
げが見込まれます。
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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26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６日には52.51ドルの値を付けました。
直近では、主要産油国による協調減産の実現性不透明感から値を下げ、11月11日に43.41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、１１月１１日には、42.80ドルの値をつけています。

2．国内情勢

単位：千ＫＬ

油種
11/5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
1,577
1,667
94.6%
11月上旬の燃料油の出荷量（販売量） ガソリン
は、前年に対して灯油、Ａ重油が下回り 灯油
2,574
2,919
88.2%
ました。
軽油
1,456
1,517
96.0%
在庫量は、前年に対して灯油以外が
Ａ重油
752
797
94.4%
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
11/7
10/31
10/24
ら、値上げ傾向となってい
126.5（＋0.2） 126.3（＋0.3）126.0（＋1.4）
ました。今後は原油価格が
65.8（＋0.4） 65.4（＋0.1） 65.3（＋0.7）
値 下げ 傾向であることか
105.1（＋0.1） 105.0（＋0.1）104.7（＋1.0）
ら、店頭価格もやや値下げ
125.4（▲0.2） 125.6（＋0.5）125.1（＋1.1）
傾向になるものと予想され
ます。ただし、灯油につい
64.4（＋0.1） 64.3（▲0.2） 64.5（＋1.1）
ては、需要期に入ることか
103.1（＋0.1） 103.0（＋0.3）102.7（＋0.8）
らあまり値下がりせず、値
上げに転じる可能性も考えられます。
（３） トピックス
・米大統領選、原油価格影響は一時的か
ＷＴＩ原油価格は、選挙結果が判明した９日、開票段階では一時43ドル台に落ち込む場面があったもの
の、株価回復を受けて投資家のリスク回避姿勢がいったん弱まったことなどを受けて45.27ドルまで値を戻
しました。原油価格と同様に国内石油市場に影響を与える外国為替市場も、開票中は円高となったものの、
その後は値を戻しており、まずは様子見の感が強いようです。
トランプ氏の経済政策に関わる言動について、どこまで本気なのかを見極める展開となっており、当面は
ＯＰＥＣ減産合意の実効性と合わせて、トランプ氏の言動が原油市場の変動要素になるものとみられてい
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。
直近では原油価格が値下がり傾向となっているものの、暖房油種の需要期となることから、小売価格はやや
上昇傾向になるものと考えられます。
在庫状況は、前年をやや下回る水準であることから、急な寒波到来による一時的な需給逼迫が懸念されます。
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野 生 を 食 べ る 81

コ ウ タ ケ

漢字では「香茸」と書くように、実に香りのよいキノコだ。残念ながらその辺の雑
木林でなく、かなり山奥に入らないとみつからないと思う。発生時期は他のキノコよ
りやや早くマイタケと同じ9月中旬。マイタケを見つければ舞い上がるほど嬉しいが、
コウタケと出合っても私は同じくらい嬉しい。小さな沢沿い、落ち葉のたまりそうな
薄暗い場所に列を
なして発生する。
大きいもので笠は
25cm。形はロー
ト状で表面は大き
なササクレが目立
つが裏面は細かな
針状。

料理メモ
採ってきたらすぐに乾燥させることがポイント。発生する香りが強すぎて周囲に迷惑
をかけるが、乾燥が不十分だと保存中にカビが出てしまう。その後乾燥剤とともにカン
などに入れて保存する。料理にはまず1日以上水に入れて戻しさらに軽く湯がく。水は
真っ黒になるが清水にさらせばその後の水は黒くならない。コウタケの香りを最も生か
す料理が「コウタケご飯」（写真１）。かんぴょう、油揚げ、にんじん、コウタケを刻
み、醤油、みりんで煮込み具材を作る。これをご飯に炊きこめばよい。戻したものに
「ダイコンおろし」（写真２）で和えると贅沢な酒のつまみになる。写真３はキクの花
びらと「酢の物」にしてみた。これは正月用のご馳走になった。
（aida）

写真１

編集後記

写真２

写真３

気がつけばもう 12 月。2016 年も残すところあと１ヵ月。今年も大
変お世話になりました！

2016 年を振り返って皆さんはいかがでしたか？年始に立てた目標は叶いましたか？私の年始の目
標の１つは、
ゴルフのスコアアップ。まだ始めたばかりで下手ですが、
ベストスコア更新！やったー！
そして、資格取得試験に挑戦！・・残念ながら力及ばず（泣）他にも年始に立てた
目標はたくさんありますが、今年中になんとかなるものはなんとかしたい！
それでは少し早いですが、皆さん良いお年をお迎えください！
（小林）
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