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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
9 弾 JA しおのや
法人名：農事組合法人ファームやまだ（矢板市山田）
設 立：平成 27 年２月
作 物：米 23.3ha（コシヒカリ、なすひかり、あさひの夢）
麦 4.7ha
ひがしいずみ きいち
構成員：９名
写真 東泉 喜一 代表理事
農事組合法人ファームやまだのみなさんにお話を伺いました！

▶法人化して作業の取り組み状況等大きな変化はみられましたか？

集落営農組織設立時から法人化の目標はありました。また、昨年農地中間管理機構の
制度を活用しました。任意組織の時は、組織化しても個人個人の作業が中心でしたが、
法人化後は、構成員で作業分担を行い、作業の効率化を図っています。
現在は、法人の中に作業部会を作り、田植えや稲刈り、麦播き・麦刈り等のメイン作
業を共同で行い、日々の管理は担当地区を分担して行っています。

▶鉄コーティングに取り組まれて２年目ですね。

昨年は30a、今年は50a取り組みました。直播栽培なので育苗の手間がかからないと
いうメリットはありますが、慣行栽培と異なる作業や手順、管理を行わなければならな
いことが課題です。

▶集落の後継者対策はどのように考えていますか。

構成員の平均年齢は62.6歳です。後継者対策として具体的な取り組みを始めてはいま
せん。しかし、私たちは地域の担い手として、集落から注目されています。今後、規模
拡大を図るには、私たちの作業や取り組みを、地域の方に常に見られているという意識
で取り組み、結果を出さなければなりません。そうすることが、後継者対策につながり
ます。

▶名刺に記載している「人の和から共栄へ」の意味を教えて下さい。
担い手として活動するには、信用や人の
調和が必要です。さらに、地域全体の担い
手として確立するには、地域とともに栄え
なければという思いです。

▶今後の展望を教えて下さい。

園芸作物の導入という話もありますが、
この地域は米麦が中心です。また、構成員
の中には現役の会社員もいますので、今の
ところ人手がかかる園芸に取り組む予定はありません。米麦を中心に規模拡大を考えて
います。

月に数回、また、何か相談事がある時は、すぐに皆さんで集まり、上記
写真の事務所で相談するそうです！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
た なか だいすけ

ＪＡおやま管内で親元就農し、ご家族でいちご経営を行う 田中 大輔 さんと大輔
としひろ

さんの父 敏弘 さんにお話を伺いました

▶小山市延島

田中 大輔さん（23 歳）

経 営：とちおとめ 36a
米 3 ha
麦 2.3ha
就農年：28 年４月
大輔さんと敏弘さん

▶大輔さんが就農を意識したのはいつ頃ですか？

小学生の頃からよく、いちごの手伝いをしていました。当初、手伝いは辛かったけど、
徐々に楽しくなっていきました。自然に農作業が好きになっていきました。
中学では「少年の主張」で、高校では「意見発表会」で、「将来的には父のいちご農
家を継ぎたい」と発表していました。また、高校、大学と農業関係に進学し、大学卒業
後就農しました。

▶大輔さん、就農されてから初出荷まで迎えましたがいかがですか？

いちごの作業は、朝が早く、収穫では中
腰になるので体中が痛いです。仕事として
取り組むのは、手伝いとは違いますね（笑）
現在は、私と父、母、パート３名（主に
収穫）で作業しています。父に教わりなが
ら作業を進めています。先日、絹いちご部
会の現地検討会に、父に代わって初めて参
加しました。現地検討会では、参加者がい
ちご農家ばかりなので、勉強になりましたし、刺激を受けました。
また、今週は、クリスマス商戦に入りました（取材日は１２月中旬）。ＪＡのいちご
担当者の方からは、いちごの販売単価を意識するようアドバイスがありました。数日で
価格が倍くらい上がりました。価格への反映は、今後のモチベーションにも繋がります
し、経営面も学ぶことができます。

▶お父様（敏弘さん）は、大輔さんに仕事を教え、徐々に大輔さんに仕事を任さ
れているのですね。
はい。就農して、とてもうれしく思います。けれど、早く結婚して欲しいかな(笑)。

▶大輔さん、今後の目標を教えてください。

まずは、仕事をしっかり学び、収量をアップさせることです。毎年、前年よりも収量
をアップするという気持ちで取り組みたいです。そして、規模拡大したいです。

クリスマス商戦のお忙しい中、お話ありがとうございました！！ハウスで
頂いたいちごは、甘くてとても美味しかったです！
−−

営農販売情報

ＪＡ全農とちぎ生産振興課では、耕種農家の所得安定を目的に、土地利用型作物の推進
を行っています。業務加工用たまねぎは、平成２７年産から作付け推進を行いました。昨
年、取り組みＪＡが２ＪＡだったのに対して、平成２８年産の取り組みＪＡは８ＪＡと大
幅に推進をすることができました。
今回は、ＪＡなすのとなす南で行われた業務加工用たまねぎ共同播種会と全自動移植機
実演会の様子を紹介します。ＪＡなすの管内では９月２日に、ＪＡなす南では同月６日に
共同播種会を行いました。共同で播種会を行うことで、省力化をすることができました。
また、播種の遅れもなく、一同に栽培をスタートすることができました。

ＪＡなすの

ＪＡなす南

全自動播種機実演会

全自動移植機実演会

メーカー担当者から移植機の操作方法の説
明を受け、移植を行いました。

初めての全自動播種機使用となりまし
たが、ＪＡなすの加工たまねぎ担当と生
産者一同、全農とちぎ生産振興課と農業
機械課、メーカー担当者が集い、担当者
の説明の下共同播種会を成功させるこ
とができました。

植え付ける位置の調節が重要です！

ＪＡ全農とちぎでは、業務加工用たまねぎ生
産者を引き続き募集しております！
お 問 い 合 わ せ は 生 産 振 興 課
（028-616-8811）まで！

−−

県農試情報

研成
究果成 果
研究

牛ふん堆肥のリン酸成分の肥効は過リン酸石灰と同等であると考えられます
我が国では化学肥料の多くを海外資源に依存し
ており、平成 20 年の肥料価格の高騰をきっかけに、
未利用地域資源の肥料原料としての一層の活用が
望まれてきました。一方、本県は畜産が盛んで牛ふ
んが多く産出されています。そこで、牛ふん堆肥に
含まれるリン酸の肥効を検討しました。
低リン酸畑ほ場（トルオーグリン酸：3.8mg/100g）
において、3 種類の牛ふん堆肥（表 1）と過リン酸
石灰をリン酸として同量（施肥基準量）となるよう
に施用して、5 年間 5 種類の作物を栽培し、化学肥
料区を対照として収量とリン酸の肥効率を検討し
ました。なお、窒素は堆肥からの供給量を窒素肥効
評価法で推定し、不足分のみ化学肥料で施用しまし

た。カリは、堆肥中カリの肥効率を 90%と仮定し
たところ、不足分はありませんでした。
試験の結果、牛ふん堆肥区のいずれも、ねぎ
（H23）、きゃべつ（H24）、はくさい（H25）、
で化学肥料区と概ね同等の収量が得られ、
にんじん
（H26）では化学肥料区を上回る収量が得られまし
た（図 1）。また、牛ふん堆肥区のリン酸肥効率も
化学肥料区と同等となりました（図 1）。
以上から、本試験では牛ふん堆肥のリン酸成分の
肥効は、過リン酸石灰と同等であると考えられまし
た。これは、牛ふん堆肥の従来のリン酸肥効率の目
安 60%より高く、牛ふん堆肥が過リン酸石灰の代
替資源として十分活用できることが期待できます。
（土壌環境研究室）

表 1 供試堆肥の成分

注 1 5 年間の平均値
注 2 水分以外は乾物あたり
注 3 推定 AD 可溶有機物は、易分解性有機物の指標であり、窒素施用量は「家畜ふん堆肥の肥料成分・窒素肥効評価
マニュアル」（農研機構 2010）に従い、推定 AD 可溶有機物が 230mg/100g 未満であったため、0.5M HCl 抽出窒
素から算出しました。

注１
注２

化学肥料区を 100 として示しました。
リン酸肥効率は、牛ふん堆肥区のリン酸吸収量/化学肥料区
のリン酸吸収量×100 で算出しました。
注３ レタスの A 区では、窒素評価を高く算出したため、
低収となったと考えられます。

図 1 収量（全量）とリン酸肥効率

農業試験場ホームページには試験情報が盛りだくさん！！
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
栃木農試

いちご研 いちご研

携帯電話の方はこちらからどうぞ。
携帯電話の方はこちらからどうぞ。

農業試験場
農業試験場

−−

ネットで検索！
ネットで検索！

いちご研究所
いちご研究所

米 麦 情 報

《平成29年産麦類生育概況》
１ 気象経過
気温は11月から12月中旬まで、ほぼ平年並に経過しています。日照時間もほぼ平年並に経
過しています。降水量は、11月上旬は少なかったですが、中下旬が多く、12月になってから
も平年並から多めに経過しています。
２ 生育概況
11月上旬は好天に恵まれ、播種作業は順調に進みました。しかし、中旬以降、頻繁に降雨
があり、播種できる日が少なく、播種作業は県南地域を中心に遅れました。11月上中旬に播
種できたほ場では、出芽良好で、その後の生育も順調です。
12月16日に県内を巡回調査した結果、11月上中旬に播種できたほ場での麦の生育は、草丈
は10 ～ 12cm、茎数は200 ～ 300本/㎡、葉齢は3 ～ 4枚で、生育は平年より遅れていますが、
順調な生育を示しています。一方、播種作業が遅れ、11月下旬から12月にずれ込んだほ場で
は生育の遅れが見られます。
３ 技術対策
○ 麦踏みの実施
一般のほ場では、茎立期（3月中下旬）までのほ場が乾いている時期に、あと2回程度麦踏み
をしましょう。
生育の進んでいるほ場では、春先の低温による幼穂凍死の危険性があります。少しでも茎立
を抑えるため、麦踏みのできる状態になったら、できるだけこまめに実施しましょう。

平成 29 年産麦生育状況調査結果 (平成 28 年 12 月 16 日調査)
麦

種

ﾋﾞｰﾙ大麦

場

所

品

種

草丈
（㎝）

茎数
(本/㎡）

葉齢

生育状況

大田原市

ﾆｭｰサチホゴールデン

10.6

166

3.2

並

上三川町

アスカゴールデン

10.8

285

3.5

並

小山市

サチホゴールデン

12.2

260

3.2

並

大田原市（ニューサチホゴールデン）

−−

上三川町（アスカゴールデン）

米 麦 情 報
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食 材 情 報
ＪＡふれあい食材

1月6日〜3月10日迄
キャンペーン内にコース新規加入で、3ヶ月間ご利
用の方、お友達を紹介して頂いた方に、もれなく、

とちぎ和牛orとちぎゆめポークorクオカード
(2,000円分)をプレゼント
！
！
【ふれあい食材のオススメポイント】

ご家庭の人数や好みに合わせたコースをお選びい
ただけます。1か月分の献立をお届けする為、便利
で栄養バランスも良く健康的に！無駄な出費が無く
なり経済的に！

※写真はイメージです。

キャンペーンの詳細をお聞きしたい方、お試しサンプル
等もございますのでお気軽にＪＡ全農とちぎ食材課
028−664−2990までお問い合わせ下さい♪

かんぴょう米粉チップス
カリッと軽く、驚きの食感！！

米粉でかんぴょうを油で揚げるレシピのご紹介です。
子どもから大人まで美味しく食べられます。
かんぴょうからは想像ができない食感をお楽しみください。
【材料】
かんぴょう(乾燥)
３０㌘
塩
小さじ１
米粉
適量
Ａ 塩
適量(小さじ１/４)
こしょう
少々
揚げ油
適量

調理のポイント！
・かんぴょうの水気をしっかりとってから、
米粉を薄くつけると軽い感じに仕上がり
ます。
・米粉をつけたかんぴょうをまとめて脂
の中へ入れると、団子状になりやすいの
で1枚づつ揚げましょう。

【作り方】
●かんぴょうの下処理●
①かんぴょうをサッと洗う。
ボウルにかんぴ
ょうを入れ、小さじ１の塩を振り弾力が出る
まで両手でよくもみ５分ほどそのまま置く。
②①の塩を洗い流し、
たっぷりのお湯で爪
でちぎれる位までやわらかく煮る。
③②を流水で洗い、
水気をしぼる。
●下処理後●
①下処理をしたかんぴょうを５㌢位の長さ
に切り、
キッチンペーパーで水気をとる。
②①の両面に米粉をつけながら、
フライパ
ンに多めの油で全体が薄いきつね色にな
るまで強中火で揚げる。
③揚げたかんぴょうにＡを振る。

完成写真

−−

園芸資材情報

種馬鈴薯の保管と植え付けにあたって
２９年産種馬鈴薯の配布が始まっています。
種いもが届いてからや植付けにあたってやっておくことをチラシとして
配布しておりますので是非ご一読ください。

※チラシは一部抜粋

−−

補助事業情報

耕作放棄地を解消し、施設野菜を導入しましょう！！
－補助事業「耕作放棄地再生利用交付金」のご案内―

耕作放棄地は、ほ場面
積が小さく、土地利用型
作物に適さないほ場が
多いのが実態です。

収益性の高い施設野
菜の導入が有効です。
どうしよう…

活用できる補助事業はあるの？

国庫事業「耕作放棄地再生利用交付金」が活用できます！！
どんな事業？
【主な要件】
・市町村と農業委員会が再生可能な耕作放棄地であると判断した農地
・解消経費が 10a 当たり 10 万円以上かかる農地
・耕作放棄地を借り受ける者が、使用貸借権により解消 等
【補助率】
・再生作業及び土づくり
→ 10a 当たり５万円、重機を使用する場合は事業費の 1/2 以内
※更に、県単事業「遊休農地解消支援事業」により、10a 当たり３万円を上乗
せ補助します。
・解消した農地への作物の導入（苗代、資材等）
→ 10a 当たり 2 万 5 千円

さらに！！
・耕作放棄地を解消したほ場に、パイプハウスを整備することが
できます！！（パイプハウス整備費用の 1/2 以内を補助）
県内でも交付金を活用して、耕作放棄地にパイプハウスが整備されています！！
【集落営農法人の取組事例】
・集落営農法人が交付金を活用し、近くの耕作放棄地
を解消
・また、解消農地の一部にパイプハウスを整備し、メ
ロンを作付け
【いちご生産者の取組事例】
・既存のパイプハウスに隣接する耕作放棄地を解消し、
自らのいちご栽培の規模を拡大。
・解消作業とパイプハウス５棟整備に、交付金を活用。

解消前

解消後

◎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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つっかえ棒

引っ張り資材

軒の変形防止（主に強風対
策）

肩部の補強

必ず地中に挿す

筋交いとアーチ
パイプは固定する

妻面の奥行き方向への倒壊
防止

筋交い

パイプ等で補強

支柱の補強

アーチパイプの地際が部分的
に腐食している場合の補強（本
来はパイプ交換が望ましい）

ブレース

ブレース

ハウスの変形防止

X型補強

タイバー

タイバー･Ｘ型補強

アーチパイプのM字型陥没
防止

らせん杭

沈下防止パイプ

沈下防止とらせん杭

アーチパイプの沈下と引き
抜き防止

水平ばり

水平ばり

柱

柱

柱と柱をつなぐ水平材。ハ
ウス全体の倒伏防止

中

中

真上からの負荷による屋根
のM字型陥没防止

基礎部分の補強

基礎の増強

基礎の沈下や引き抜き防止
（外周だけでも効果的）

ターンバックル▶

ターンバックルを
使うと便利

ワイヤーによる補強

アーチパイプの横への広が
り防止（ワイヤーを2本X字
型に張るとより強くなる）

平成26年2月の大雪は、県内各地で多くのハウスが倒壊するなど、甚大な被害を及ぼしました。また、年数が経過
したハウスは強度が低下しています。雪が降る前に必ずハウスの点検を行い、部材の更新や補強対策に万全を期し、
雪害に強い農業経営を実現しましょう。

農業用ハウスの雪害対策

雪害対策情報

肥 料 情 報
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L P ガス情勢
1．12月ＣＰ価格
プロパン ＄380／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $420／ｔ

当月
（12月）
CP
A
AL熱量比
＄380 105.98％
＄420 118.76％

前年同月 前年同期比
前月
（11月）
CP
前月比 （27年12月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄390
97.30％ −＄10
＄460
−＄80
＄440
111.30％ −＄20
＄475
−＄55

（１）決定内容
プロパン△10㌦、ブタンは△20㌦と
前月よりも安く設定されました。
ＡＬ対比は、プロパンが105.98％と、
前月比8.68％上がりました。

≪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・ブタンともに5㌦高く設定されました。
中国や台湾の引き合いがいくらかあったものの、日本・韓国では比較的在庫が高く、マーケ
ットは盛り上がっていません。冬場を迎える日本・韓国の市況にも過熱感はなく、当面、市況
が盛り上がる予兆は見当たりません。サウジアラムコやアドノックなど中東勢は低在庫である
と見られていますが、米国産カーゴは順調に船積されています。
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は買付け入札を落札しました。売手
や価格についてコメントを控えていますが、売手はENEOS グローブで、価格は375.00 ㌦であっ
た模様です。JOGMECは今回 ＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
の入札で波方基地（貯蔵量45万
㌧）に必要な備蓄量を全て確保
しました。
マーケットではブタンを含む
玉の需要が緩いためブタンの下
げ幅が大きく、プロパン・ブタ
ン格差は縮小しました。

2．LPガス在庫
日本 LP ガス協会の速報によると、10 月の月末在庫は、209.0 万㌧と前年同月（前年同月の速報
値）比 14.8％増加しました。プロパンが 147.9 万㌧と 27.1％増加、ブタンが 61.1 万㌧と 7.0％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29年1月ＣＰ予想（12月6日時点）
プロパン：370 〜 400 ㌦

ブ タ ン：410 〜 440 ㌦
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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、供給過剰懸念等から２月に26ドル台の値を付けましたが、供給不安懸念等を受けて
徐々に値上がりし、６月には50ドルを上回る値を付けました。
その後、８月には需給緩和懸念等から39.85ドルと値を下げたものの、９月末の石油輸出国機構（ＯＰＥ
Ｃ）加盟国が生産調整で合意したことから、10月上旬に52ドルまで値を上げました。
直近では、減産の実現性不透明感から11月中旬に43ドルまで再び値を下げていましたが、11月末にＯＰ
ＥＣ総会で８年ぶりの減産合意となったことから急激に値を上げ、12月13日には52.98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、12月13日には、52.80ドルの値をつけています。

2．国内情勢

単位：千ＫＬ

油種

12/3在庫量

前年同時期在庫量

前年対比

ガソリン
1,619
1,677
96.5%
（１） 国内の出荷・在庫状況
12月上旬の燃料油の出荷量（販売 灯油
2,232
2,847
78.4%
量）は、前年に対して全ての油種が下回
軽油
1,481
1,375
107.7%
りました。
710
762
93.2%
在庫量は、前年に対して軽油以外が Ａ重油
取り崩しとなりました。
（２） 店頭販売価格
12/5
11/28
11/21
店頭価格は、原油価格が
下降 傾向であったことか
126.0（＋0.4） 125.6（▲0.2）125.8（▲0.5）
ら、若 干 の 値 下げ 傾 向と
68.2（＋1.7） 66.5（＋0.5） 66.0（＋0.2）
なっていました。今後は原
105.2（＋0.4） 104.8（▲0.1）104.9（＋0.2）
油価格が上昇傾向であるこ
123.7（＋0.4） 123.3（▲0.2）123.5（▲1.1）
とから、値上げとなること
67.4（＋1.9） 65.6（＋1.0） 64.6（＋0.2）
が考えられます。
102.9（＋0.4） 102.5（±0.0）102.5（▲0.4）
（３） トピックス
・原油価格急騰
11月30日に開催されたＯＰＥＣ定例総会にて１月以降の加盟国生産量を減産することで合意しました。ま
た、合わせてロシアなどのＯＰＥＣ非加盟国も減産に応じるといい、原油供給過剰解消に向けた産油国の
意思を表明する形になりました。
この報道を受けて、30日のＷＴＩ原油価格は前日比4.29ドル高の49.44ドルに急騰し、その後も上昇を続け
ています。また、日本の原油輸入価格に影響を与える為替についても、トランプ次期大統領の米経済政策
への期待の高まりから円安ドル高傾向となっており、国内の製品価格上昇の要因となっています。

3．営農用燃料油の展望
営農用燃料油の小売価格は、原油価格が下降傾向であったものの、円安の影響から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急騰したことや、急な寒波による需要増などもあり、小売価格が上昇傾向
となっており、今後も上昇が続く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 82 コオニタビラコ・ツクシ
追録５ コオニタビラコ
本シリーズ10では、春の七草「ホトケノザ」はコオニタビラコのことと紹介した。さ
らには見分け方も難しく、絶滅危惧状態だとも記載した。しかし、その後県南の栃木、
大平あたりの冬季間耕起しない水田では結構普通に見つかるので、絶滅状態というのは
修正しなければならない。料理も「七草がゆ」一品のみだったので、下記の２品を紹介
する。写真１は「辛子醤油和え」。コオニタビラコの持つほろ苦さと辛子のピリカラが
合わさって大人の味になる。ただし、コオニタビラコの価値がわからない人が食べても
好評価は得られそうもない。写真２はロゼット状の株全体をそのまま「天ぷら」にして
みた。こう
ゆう食べ方
も面白い。

写真１

写真２

写真３

追録６ ツクシ
本シリーズ16でツクシを紹介したが、料理は「ツクシご飯」のみだったのでツクシ
料理の定番、「卵とじ」を作ってみた。結構春早くツクシは顔を出すので、採り遅れに
注意。胞子の詰まった若いツクシを採集し、袴をとって軽く湯がき水にさらして絞って
おく。小さな鍋でツクシを煮ながら味醂、醤油を投入して味をつける。煮上がったら溶
き卵でとじて出来
上がり。やや筋っ
ぽかったがかすか
にほろ苦く、胞子
のまったり感もあ
り、美味しくいた
だけた。
（aida）

編集後記

明けましておめでとうございます。
年末年始はいかがお過ごしでしたか？

私は、お正月は地元の同級生が集まり、新年会をすることが多いです。地元の友達との会話は仕事、
出産・育児、思い出話と話はつきませんが、時には怒られ、励まされることも。
また１年間がんばろうと思える新年会です。
２０１７年、担い手のみなさんのお役に立つ情報を発信できるよう努めていきます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
（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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