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サポートセンター情報

県特産品の「とちおとめ」を学校給食へ贈呈！
～栃木県教育長へのイチゴ贈呈式を開催～
ＪＡグループ栃木は、農林中央金庫が全国で1,000億円の資金を拠出して取組む「農業
所得増大・地域活性化応援プログラム」を活用した県域企画応援事業の一環として、学
校給食へイチゴを贈呈しました。これに先立ち、１月12日、宇田県教育長にイチゴを贈
呈するため、ＪＡ栃木中央会の髙橋会長らが県教育委員会を訪れました。
この事業は、県の特産品のイチゴを県内小学校に学校
給食として提供し、子どもたちに食への関心や食を支え
る農の役割を理解してもらうのが目的。原則、１月15日
から30日までの県内の統一期間の中で、県内25市町375
小学校のうち18市町243校に贈呈しました。（一部ＪＡが
費用負担して77中学校にも贈呈。）食育として、「いちご
のお話」と題したチラシの配布や、小学６年生にはアン
ケートを実施しました。

髙橋会長は「学校給食で栃木県が誇る、特産品のイチゴを子どもたちに食べてもらい、
食への関心を深め、食を支える農業の役割を学んでほしい」と話しました。宇田教育長は
｢子どもたちは、生産量日本一のとちおとめを食べることを通じ､ 食に対する関心､ 農業
の役割が実感できると思う｣ と謝意を伝えました。

写真：宇田県教育長とＪＡグループ栃木役職員

−−
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栃木で農業！！新規就農者インタビュー
こばやし まさふみ

ＪＡ佐野管内で親元就農し、家族・親戚でいちご経営を行う 小林 正史 さんにお話
を伺いました。正史さんは、就農し４作目を迎えました。正史さん宅は、お祖父さ
んの代から続くいちご農家です。正史さんの父
秀男さんは、ＪＡ佐野いちご部会の部会長を
務められています。

▶佐野市飯田町 小林 正史さん（27 歳）
経 営：スカイベリー 23a
とちおとめ

37a

就農年：平成 25 年〜

▶就農はいつ頃意識されたのですか？

大学では、建築学を専攻していました。卒業後の進路を考えた時、就農を意識しました。
当初、留学したいという思いがありましたが大学に進学できたのも、留学するにしても
両親のおかげであり、
「親孝行できるのはいつか？何が自分にとって幸せなのか？彼女（現
在の奥様）と結婚し、家族と過ごすことが幸せなのではないか？そして、それは今じゃ
ないか」と考えるようになりました。

▶仕事はどのようにして学んだのですか？

父や叔父の作業を、とにかく見て学びました。特に選別作業では、正確丁寧に、そし
て作業スピードを速くできるか考え取り組みました。

▶就農されて４作目を迎えましたが、生産者としての変化はありましたか？

２年目からは、
スカイベリーの生育調査（６株を毎日スマートフォンで記録（葉数、
花数、
着花等々）を行っています。現在では、宇都宮大学と協力して行い、私自身も大学の研
究室の一員となっています。
また、４Ｈクラブでは、
「基礎的生育調査から見る
経営のモデル化の確立」と題して発表しました。い
ちごは、作業が大変で休みもないという現状を、経
営者として今後変えていきたいという思いがありま
した。経営の中で出荷のピークが異なる「とちおと
め」と「スカイベリー」を組み合わせ、作業時間の
平準化と収益性についてまとめました。

▶今後の目標を教えてください。

生育調査については引き続き行い、ハウス環境でのロス率の変化や、糖度と酸度のバ
ランスが大切な食味についても、その美味しさの時期的要因等を客観的にデータ化して
いきたいです。
また、スカイベリー輸出の取り組みについても、ＪＡ佐野や関係機関に協力していき
たいです。高設栽培は、輸出には向いており、スカイベリーは２週間程度香り・食味が
落ちないことが分かってきました。
販売はＪＡ佐野に委託していますが、販売力を向上させるには、品質の良いいちごを
供給し続ける力が必要です。先人から引き継いだ産地を、次世代につなげていけるよう
取り組みたいです。
取材時は、スカイベリーの出荷最盛期。摘み立ての大きく真っ赤なスカイベリーの存在
感はさすがです。秀男さん（父）は、正史さんについて「いちご経営に対する思い、目
標を実現してくれれば」と期待を寄せていました。お話ありがとうございました！！
−−
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《平成29年産麦類生育概況》
１ 生育概況
気温は11月から1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。降水量は平年並から多めに経過しています。
1月19日、農業試験場の生育調査では、草丈は11 ～ 12cm、茎数は600 ～ 700本/㎡、葉齢は
5葉前後であり、生育は平年より一週間程度遅れています。また、幼稈長は２品種平均で3.2mm
（平年比91 ～ 98％）
、幼穂長は1.0mm（同62 ～ 75％）と平年より遅れています。
２ 技術対策
○ 麦踏みの実施
茎立期（3月中下旬）直前まで、
ほ場が乾いている時期に、
あと1 ～ 2回麦踏みをしましょう。
○ 排水対策
今後の降雨・降雪に備え、明きょの整備をしましょう。特に、今年は生育が遅れ気味な
ので、計画的に麦踏みができるように排水対策を確認しましょう。

平成 29 年産ビール大麦生育状況調査結果 (1 月 19 日農業試験場調査)
品種名

草丈（㎝）

茎数(本/㎡）

葉齢

本年

前年比%

平年比%

本年

前年比%

平年比%

本年

サチホゴールデン

10.5

66

67

630

43

59

5.2

-1.3

-0.5

アスカゴールデン

11.5

70

90

673

42

74

4.5

-1.4

-0.4

《平成 29 年産用種子もみ

前年差

平年差

浸種と消毒のポイント》

平成２９年産用の消毒種子は、テクリードＣフロアブルが吹き付け処理されています
浸 種
重要
消毒種子の浸種期間＝積算温度 120～130℃が目安
・水温 13℃の場合… 9～ 10 日
未消毒種子の浸種期間＝積算温度 100℃が目安
・水温 13℃の場合…約 8 日
必ず積算温度を確認してください。
浸種水温は 10～15℃が最適です！
（10℃未満の低水温では発芽率が低下します）

あみ袋つめ
種もみ消毒
テクリードＣ
２００倍液
２４時間浸漬

種子:水＝１:２(容積比)
※酸素不足にならないよう
２～３日ごとに水の交換を行う

水交換
浸種は屋内か、保温対策を施した
ビニールハウスで行う

−−

30℃

園 芸 情 報

栃木のとちおとめ

試食宣伝実施!!

ＪＡ全農とちぎは１月12日（木）、東京都中央卸売市場大田市場にて、「29年産栃木の
とちおとめ試食宣伝会」を実施しました。
本会職員やとちぎフレッシュメイトが仲卸業者や買参人に対し試食宣伝を行い、とちお
とめのおいしさをＰＲしました。栃木のとちおとめは、10月から出荷が開始となりました。
試食宣伝当日は、東京青果のマンモス競売場にて買参人に対して挨拶を実施。本会の園
芸部菊地部長は、「量販店をとちぎのとちおとめで真っ赤に染めます！」と話し、ＪＡは
が野いちご部会の白滝部会長は、「これから栃木のとちおとめは味がますます乗ってきま
す！是非購買をよろしくお願いいたします。」と栃木のとちおとめを売り込みました！

−−

食 材 情 報
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○収入保険制度に加入するためにも、青色申告を始めましょう。
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制 度 情 報

農地中間管理機構情報
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肥 料 情 報

28年産水稲の「ひとふりくん」の普及率について
日頃、
「ひとふりくん」シリーズをお使いいただきありがとうございます！
本会で取り扱っております「ひとふりくん」については皆様からのご愛顧をいただき、普及率
を順調に伸ばしてまいりました。このたび２8 年産水稲についての普及率をまとめましたとこ
ろ、5７.０％となり昨年比＋0.８％となりました（図１参照）。主食用の水稲作付面積が減少し
たことが、普及率アップの主な要因です。
図１．２８年産水稲作付面積に対するひとふりくんシリーズのＪＡ別普及率
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普及率の増減
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27肥年度普及トン数
28年産水稲作付面積ha

※普及率については関東農政局発表の 28 年産の作付け面積を基準に算出。
※作付け面積については、市町村別に四捨五入しており合計値と内訳が一致しない場合がある。

ひとふりくんシリーズ 伸び率ランキング！！（対２7 年度作）

No.1

ひとふりくん側条０８６（約６７0ha 分増加！）

No.２

ひとふりくん１００号

（約２１０ha 分増加）

No.３

ひとふりくんプレミア１００号

（約 60ha 分増加）

施肥作業が省力になる側条施肥機対応銘柄と PK を従来より削減した低コストな１００号
タイプの実績が伸びています。

今後とも、追肥作業がいらない省力型水稲肥料「ひとふりくん」シリーズを
どうぞよろしくお願いいたします。
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農 薬 情 報

豆つぶ剤とは？
①自己拡散性に優れた粒経
約５ｍｍの製剤です。
②水面に浮遊し、有効成分を
圃場全体に拡散します。

【豆つぶ剤の特長】
①散布には機械が必要無く、「手まき」や「ひしゃく」で簡単にまく事が出来ます。
②有効成分の拡散性に優れる為、５０ａの圃場までならアゼまわりからの散布
が可能です。散布時間が短縮されます。
③１０ａ当りの使用量が２５０gと軽量です。（１ha分でもたったの２.５kg）

■散布方法
手まき散布

ひしゃく散布

大型圃場（幅５０ｍ）でも
アゼからの散布が可能です！

注意

空ボトル
のゴミも
出ません

散布時の水深は湛水状態
（５～６ｃｍ）を保って下さい

５０ａ分
初期剤

初中期一発剤

５本

５袋
カメムシ・ウンカ
防除

中期剤
アトトリ
豆つぶ
登録取得
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農業機械情報

ＪＡ農機センターでは
中古農機を

無料査定いたします！

査定に当たっては責任をもって応対いたします。
※機種・年式・状態によっては査定価格がつかない場合もあります。

お早めにご連絡下さい！
・農業機械は使用年数によって価値が落ちてきます。
・農業機械の状態によっては査定価格がつかない
場合もございます。
その場合は処分業者をご紹介いたします。

使っていない、お家で眠っている農機具があれば
お気軽にお近くのＪＡ農機センターへ
ご相談ください。ご連絡お待ちしております！
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燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．1月ＣＰ価格
プロパン ＄435／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $495／ｔ

当月
（1月）
CP
A
AL熱量比
＄435 100.36％
＄495 115.79％

前年同月 前年同期比
前月
（12月）
CP
前月比 （28年1月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄380
105.98％ ＄55
＄345
＄90
＄420
118.76％ ＄75
＄390
＄105

（１）決定内容
プロパン＋55㌦、ブタンは＋75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100.36％
と、前月比5.62％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・ブタンともに25㌦高く設定されました。
日本や韓国の在庫レベルは一時の高水準から低下しており、需要は堅調に推移しました。中
国では寒波の到来により暖房用需要が旺盛で、需給は引き締まっています。米国出しの貨物は
多いが、中東各国の在庫レベルは低く、タイト感は継続すると見られています。サウジアラム
コはアジア勢の購入意欲がかなり高いと見ており、これが直近の予想よりもかなりの高値でCP
が設定された理由と思われます。ブタンに対する需要は特に強く、プロパン/ブタンの価格差は
60㌦まで拡大しました。
独立行政法人石油天然ガス・ ＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
金属鉱物資源機構(JOGMEC)は
倉敷国家備蓄基地向けプロパン
23,000㌧の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
はジャパンガスエナジーで、価
格は416.70㌦であった模様。

2．LPガス在庫
日本 LP ガス協会の速報によると、11 月の月末在庫は、194.5 万㌧と前年同月（前年同月の速報
値）比 6.3％増加しました。プロパンが 135.1 万㌧と 11.4％増加、ブタンが 59.4 万㌧と 3.6％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2月ＣＰ予想（1月10日時点）
プロパン：410 〜 440 ㌦

ブ タ ン：470 〜 500 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、８月には需給緩和懸念等から39ドル後半の値を付けていましたが、石油輸出国機構
（OPEC）加盟国が９月末の臨時総会で減産に実質合意したことから、10月上旬には52ドルまで値を上げ
ました。その後、減産の実現性不透明感から11月中旬には43ドルまで再び値を下げましたが、11月末の
OPEC総会で８年ぶりの減産合意となったことを受けて値を上げ、12月下旬には54ドルの値を付けました。
直近では、産油国による協調減産での需給改善期待があるものの、一方でイラクの原油輸出増加や米掘
削リグ稼働数の増加等による需給緩和懸念から小幅な上下が続いており、１月13日に52.37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、１月13日には、54.20ドルの値をつけています。

2．国内情勢

単位：千ＫＬ

油種

1/7在庫量

前年同時期在庫量

前年対比

ガソリン
1,737
1,751
99.2%
（１） 国内の出荷・在庫状況
１月上旬の燃料油の出荷量（販売量） 灯油
2,228
2,654
83.9%
は、前年に対して全ての油種が下回りま
軽油
1,848
1,903
97.1%
した。
813
856
95.0%
在庫量は、前年に対して全ての油種 Ａ重油
が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
1/10
12/26
12/19
上昇傾向であったことから
130.5（＋0.2） 130.3（＋1.0）129.3（＋1.6）
値上げ傾向となっていまし
77.1（＋0.9） 76.2（＋1.6） 74.6（＋2.9）
た。今後は原油価格上昇が
109.8
（＋0.3） 109.5（＋1.0）108.5（＋1.5）
落ち着きを見せつつあるこ
127.4（＋0.3） 127.1（＋0.1）127.0（＋0.6）
とから、店頭価格は若干の
76.6（＋0.3） 76.3（＋1.8） 74.5（＋3.3）
値上げ後、一定の水準で推
106.6（＋0.1） 106.5（＋0.3）106.2（＋0.7）
移 するものと考 えられ ま
す。
（３） トピックス
・ガソリン価格５週連続上昇
石油情報センターが公表した１月10日時点の石油製品小売市況によると、全国平均のレギュラーガソリ
ン価格は130.5円／Ｌとなり、原油価格コストが上昇していることを受けて５週連続で上昇しました。地域動
向を見ると35都県が上昇し、前回と同値は３県、下落は９県となっています。

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ことから、値上げ傾向で推移していました。
今後は、原油価格上昇が落ち着きを見せつつあることから、原油価格の上昇や寒波継続による需給逼迫等
がない限り、現在の価格水準から若干上昇した後、一定の水準で推移す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、寒波継続による一時的な需給逼迫が懸念されます。
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ヤブツバキ

大島の椿祭りは2月が中心だが、栃木県では2月中にヤブツバキの開花を見るのは難
しいかもしれない。暖地の照葉樹林の主要な構成樹だが、本県でも低山の南斜面、やや
湿った沢沿いなどに見られる。屋敷林などに植えられていることも多い。大島などでは
ツバキの実から油を採取し、頭髪用の油として利用されているが、これで天ぷらを揚げ
ると最高だという。ツバキの花びらはサザンカのように一枚ずつ散るのではなく、基部
で繋がっており、散るときには丸ごと落ちる。それが人間の首が落ちる様子を連想させ
るので、入
院中のお見
舞いに持っ
て行くこと
はタブーと
される。

料理メモ
椿の花にはオレイン酸、リノレン酸が含まれるとされ、食材としておおいに利用した
いが料理としては「天ぷら」（写真１）くらいしか思いつかない。からっと揚げれば結
構美味しくいただけたが、せいぜい他の天ぷらに合わせて一つ添える程度だろう。なに
かもう一品と考
え、茹でた花びら
で「三杯酢」（写
真２）にしてみ
た。ゴワゴワした
食感が残りお勧め
ではなかった。
（aida）
写真１

写真２

編集後記

寒中いかがお過ごしですか？私は、風邪が治ったかと思うとまたぶ
り返したり、寒さにやられ気味です。
さて、先日ＮＨＫの「ためしてガッテン」を見たところ、特集は「尿酸値を下げる秘策」でした。
なんでも尿酸値を下げるには、１日１杯の牛乳が良いそうです。私は以前、尿酸値が
高めだったのですが、ある時期から数値がかなり下がりました。思い返せば、その
時期が、毎朝１杯の牛乳を飲み始めた頃と一致するのです！
ＴＶを見ながら、身をもってガッテンしました！
健康食品として牛乳の消費が増えますように。
（小林）
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