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サポートセンター情報

担い手支援セミナーを開催

～土地利用型農業の未来を考える～
担い手サポートセンターでは、２月24日（金）に、栃木県ＪＡビルにて、担い手支援セミナー
を開催し、県内各地の担い手、ＪＡや関係機関等約200名が来場されました。
今年度のテーマは、「土地利用型農業の未来を考える」です。ドローンの実演（表紙写真下
参照）や省力低コスト農機の展示、「次世代型水田農業の担い手と展開方向」と題して、宇都
宮大学農学部

農業経済学科

教授

安藤

益夫さんによる基調講演等を行いました。

安藤教授は、稲作規模拡大の問題として圃場の分散を挙げ、全国の問題点克服事例の紹介や、
個別大規模経営体と集落営農組織とが連携するための土地利用調整主体の必要性について講
演されました。
農機の展示

安藤益夫教授による講演

みのりみのるマルシェ ～うつのみやの実り～
２月25日（土）、ＪＡうつのみや管内生産者、同ＪＡ、全農とちぎ、担い手サポートセンター
等が連携し、東京

銀座三越９階テラスにて、みのりみのるマルシェを開催しました！！ＪＡ

うつのみやで取り扱うトマトやとちおとめ、スカイベリー等の農産物や加工品等を販売し、
来場者と直接ふれ合いながら地域の魅力をＰＲしました。
トマトの試食では、生産者の渡辺和彦さんが、赤やオレンジ、緑、黄色と色が異なるトマ
トの食味や食感の違いを来場者に直接伝えました。

−−

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
さくらい

ひろまさ

ＪＡうつのみや管内でアスパラ経営を行う 櫻井 宏正 さんにお話を伺いました。

▶宇都宮市東刑部町 櫻井 宏正 さん（44 歳）
経 営：アスパラガス 20a
就農年：平成 27 年６月〜
（平成 28 年７月初出荷）

▶就農のきっかけを教えて下さい。

就農する前は、会社員として働いていました。妻の実家では義父が米や春菊を作付け
していましたが、後継者がいなかったこともあり、跡を継ごうと決意しました。義父の
作業を手伝いながら、新たな施設野菜に取り組みたいと思いました。アスパラガスは、
宇都宮市の振興作物であり、地域にもアスパラガスを始めた方がいること、春菊と組み
合わせることができる等から選択しました。
現在は、義父とは別経営でアスパラガスに取り組んでいます。
また、宇都宮市や河内農業振興事務所、ＪＡ等の協力と支援があって就農に至ったと
感じています。

▶アスパラガスを始めるに当たって研修はどのようにされたのですか。

宇都宮市内のアスパラガス農家で１年間研修をしました。また、農業大学校の未来塾
にも通い勉強をしました。農家研修では、アスパラガス部会の現地検討会に参加する等、
部会とのつながりもできました。

▶昨年初出荷した時のお気持ちは？

初年度は計画よりも作業が遅れ、収穫を心配
したこともありました。シーズンの中盤頃から
出荷となりましたが、通帳に販売代金が振り込
まれた時は就農したことを実感しました。

▶今後の目標を教えてください。

ＪＡうつのみやのパッケージセンターで選
別が行われるため、労力を軽減できることもあ
り、規模拡大と単収の向上を目標としていま
す。そのためには、手間を惜しまず取り組みます。アスパラガス部会では、単収上位２
名が総会で表彰されますが、そこを目指してがんばりたいと思います！
また、部会には30 〜 40代のアスパラガス生産者も増えてきました。切磋琢磨して産
地を盛り上げていきたいです。

櫻井さんは、農業は、天候の心配など今までにない気苦労もありますが、必然
的に体を動かすことで健康的になったと話されていました。お話ありがとうご
ざいました！！
−−
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県農試情報

研究成果

研究成果

２種アブラバチ利用によるいちごのアブラムシ類防除
いちごの重要害虫であるアブラムシの天敵とし
てコレマンアブラバチ(以下コレマン)が市販され
ていますが、
防除可能なアブラムシがワタアブラム
シ等数種に限られることが欠点でした。そこで、防
除可能なアブラムシの種類が多い土着天敵
「ナケル
クロアブラバチ」(以下ナケル)を併用することによ
り、
コレマンのみでは防除できなかったチューリッ
プヒゲナガアブラムシへの防除効果を検討しまし
た。その結果、いちごのチューリップヒゲナガアブ
ラムシを対象に２種アブラバチ(コレマン、ナケル)
をそれぞれ１頭/㎡ずつ６回放飼したところ防除効

果が認められました。また、ワタアブラムシへの防
除効果を検討するため、それぞれ 0.5 頭/㎡ずつ６
回放飼したところ、これまで同様に防除効果が認め
られました。現在は、２種アブラバチの混合製剤と
して農薬登録が進められています。
なお、この成果は、農林水産業･食品産業科学技
術研究推進事業・実用技術ステージ「次世代型バン
カー資材キットによるアブラムシ類基盤的防除技
術の実証・普及」（25042BC）により得られたもの
です。
（病理昆虫研究室）

図１ ２種アブラバチのマミー放飼によるチューリップヒゲナガアブラムシ（左）およびワタアブラムシ（右）
に対する防除効果

図２ アブラムシを攻撃するナケルクロアブラバチ

図３ ナケルクロアブラバチに攻撃されてできたマミー*
*アブラバチの幼虫や蛹が入っているアブラムシの死体

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

ネットで検索！
ネットで検索！

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
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米 麦 情 報

《平成29年産麦類生育概況》
（2月20日現在）
１ 気象経過
気温は、11月は平年並～やや低く推移し、12月から
は平年並～やや高めに経過しています。日照時間およ
び降水量は平年並～やや多めに経過しています。
３か月予報（気象庁２月24日発表）によると、３～
５月の気温は平年並～高く、降水量は平年並～少ない
予想となっています。
２ 生育概況
高根沢町（サチホゴールデン）
2月20日県農業試験場の調査では、生育は平年より
やや遅れ気味です。生育量も平年を下回り、サチホゴールデンの草丈は平年比66％、茎数は
平年比75％、葉齢は平年より0.5枚少ないです。幼稈長は平年比59％、幼穂長は同75％、幼穂
分化程度は平年より0.1遅れています。
茎立期は、現在の生育から予測すると、3月20日頃（平年3月10日、前年3月7日）となります。
３ 技術対策
○ 麦踏みの実施
茎立期直前まで、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。麦踏みは
分げつを旺盛にし、根張りを深くするとともに、茎立の早期化を抑え、穂揃いを良くします。
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。
○ 排水溝の点検
春先の大雨に備え、明きょの排水口が目詰まりしていないかを点検し、降雨時等に速やか
に排水できるようにしておきましょう。

平成２９年産ビール大麦生育調査結果 (2 月 20 日農業試験場調査)
草丈(cm)

茎数（本/㎡）

葉齢

品種名
本年

前年比%

平年比%

本年

前年比%

平年比%

本年

前年差

平年差

サチホゴールデン

11.5

61

66

1,071

59

75

6.3

-1.3

-0.5

アスカゴールデン

12.6

65

93

1,074

59

100

5.9

-1.1

±0.0

幼稈長(mm)

幼穂長（mm）

幼穂分化程度

品種名
本年

前年比%

平年比%

本年

前年比%

平年比%

本年

前年差

平年差

サチホゴールデン

4.2

62

59

2.0

67

75

7.9

-0.7

-0.1

アスカゴールデン

4.2

60

103

1.9

64

99

7.5

-1.0

+1.0

−−

米 麦 情 報

平成２８年産米の食味ランキング
コシヒカリ４年連続「特Ａ」獲得！！
２月23日、（一財）日本穀物検定協会より下記のとおり発表があり、「コシヒカリ」
が４年連続「特Ａ」を獲得いたしました。また、「なすひかり」、「とちぎの星」につ
きましては「Ａ」、「あさひの夢」は「Ａ´」となりました。ご協力いただきました生
産者・ＪＡ・関係機関の皆様に感謝申し上げます。
平成29年産米におきましても、栃木米の品質維持・向上、また食味ランキング評
価「特Ａ」獲得に向けて、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

県北地区「コシヒカリ」・・・「特Ａ」【４年連続】
県北地区「なすひかり」・・・「Ａ」
県南地区「とちぎの星」・・・「Ａ」
県南地区「あさひの夢」・・・「Ａ’」【前年同 】

（一財）日本穀物検定協会主催の「米の食味ランキング」では、炊飯した白飯を実際に試食して評価
する食味官能試験に基づき、昭和４６年産米から毎年全国規模の産地品種について実施されています。
食味試験のランクは、複数産地コシヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種を比
較して、基準米よりも特に良好なものを「特Ａ」、良好なものを「Ａ」、おおむね同等のものを「Ａ’」
やや劣るものを「Ｂ」、劣るものを「Ｂ’」として評価を行い、この結果を、毎年食味ランキングとして
取りまとめ、発表されています。
平成２８年産米については、１４１産地品種について食味試験を実施され、
「特Ａ」にランクされたも
のは４４点、
「Ａ」にランクされたものは７９点、
「Ａ’」にランクされたものは１８点、
「Ｂ」及び「Ｂ’」
にランクされたものはいずれも該当なしとなっています。

基準米

特に良好

特Ａ

Ａ

Ａ’ Ｂ
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劣る
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園 芸 情 報

第1回なしグランプリ表彰式開催!!
本県産なしの生産技術の向上、生産振興の
一層の推進を目的とし、2月9日、「第1回栃木
県なしグランプリ表彰式」を開催しました。
（主催：本会、一般社団法人とちぎ農産物マー
ケティング協会）
同グランプリは、県内JAで地方審査会が
実施され、12点（すべて“にっこり梨”）が本
審査会に推薦されました。主枝や側枝の適正
配置などの管理や、圃場環境、果実品質など
の項目を総合的に審査しました。
樹体管理や着荷管理が適正に実施され、模範的な栽培
管理であった大島昭一さん、トク子さん夫妻（JAうつ
のみや）が見事、対象に輝きました。大島さんは、
「にっ
こり梨の“品種本来の大きさ”と“高糖度・ジューシーな
品質”を追求するために、今後も研究しながら栽培を行っ
ていく。」とこれからの栽培に意欲を見せました。
その後の研修会では、「果樹研究の最新情報」と題し、
栃木県農業試験場 大谷義夫氏より高品質のにっこり栽
培や最近の樹形開発を中心とした講義をいただきました。
主催者賞

特別賞

受賞者名

JA 名

大 賞

農林水産大臣賞

大島昭一さん、トク子さん

JA うつのみや

金 賞

栃木県知事賞

須永宏さん、由美子さん

JA 佐野

生産局長賞

黒内康弘さん、明子さん

JA しおのや

関東農政局長賞

鈴木隆弘さん、幸恵さん

JA うつのみや

全農会長賞

黒川謙一さん

JA かみつが

栃木県農協中央会長賞

菊池澄子さん

宇都宮梨組合

デコ・パンケーキ作りに挑戦
2月11日、㈱FM栃木協力のもと「親子で作ろう!!とちおとめ料理教室」を開催し、栃木県内
在住の親子19組42名の方に参加していただきました。
子供たちは両親やIFC調理師専門学校の福田先生
に教えてもらいながら、旬な“とちおとめ”をたっぷ
り使用した「いちごジャム」と「パンケーキ」を作
りました。パンケーキはメレンゲと水切りヨーグル
トを加えてお店で食べるようなふわふわ食感に。好
きな型ぬきで、自分オリジナルのデコレーションで
楽しみました。

−−

園 芸 情 報

いちごとトマト たくさん食べてね♪
2月15日、栃木いちご消費宣伝事業委員会と栃木トマ
ト消費宣伝事業委員会（両事務局：本会）は、県内の
特別支援学校各校へ「とちおとめ」と「トマト」を送
りました。栃木県立聾学校で行われた贈呈式には、栗
田委員長（いちご）と高橋副委員長（トマト）、谷田部
副本部長をはじめ、リンク栃木ブレックスから“栃木の
とちおとめ大使”竹内選手と“トマト大使”渡邉選手、ブ
レクシーが出席し、生徒へ農産物を贈呈しました。
また、会場ではブレクシーによるパフォーマンスや
生徒達とフリースロー対決などで交流したほか、トチゴくん、コリラックマ、とちまるくん、
ブレッキーも登場し、会場を大いに盛り上げました。

とちおとめカクテル2017
1月30日、宇都宮市内のバースカットにて「とちおと
めカクテル2017」のお披露目会が開催されました。
「とちおとめカクテル」は地産地消に対する取組の一
つとして、宇都宮カクテル倶楽部、キリンビールマー
ケティング㈱栃木支社と共同で開発し、2009年から毎
年開発しています。2017年はアルコールカクテル「ベ
リーボニータ」とノンアルコールカクテル「ベリー
キュート」が登場。どちらもフレッシュな「とちおとめ」
を贅沢に使用し、「とちおとめ」の特徴である甘みと酸味を存分に楽しんでいただけます。
宇都宮カクテル倶楽部加盟店にて5月頃まで味わうことが出来ます。

−−

食 材 情 報
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肥 料 情 報

今年の飼料米栽培は楽して増収！

流し込み追肥に挑戦してみませんか？
流し込み施肥とは…
・肥料を水口に置き、水の力で拡散させる施肥法です。
・圃場に入る必要がないため、水稲の追肥作業が省力化
できます。
こんな圃場におススメ…
・飼料用米作付圃場
・高低差が少ない圃場
・水量が確保できる圃場（１時間で 1cm の水位上昇程度）

流し込み専用銘柄 ：

BB 水口ポン太

15kg

肥料成分：２０-０-２０
使用方法：
①圃場に１～３cm 程度水をはる。
②ネットに肥料を投入し、流し込み開始。
③水口はあけたまま保ち、水位がプラス 5cm になる
まで水を入れる。
⇒施肥完了！
全農とちぎ HP に詳細を掲載しています。
「水口ポン太」で検索！！
http://www.tc.zennoh.or.jp/BBponta.html
【使用上の注意点】
・圃場はきちんと止水し、漏水がないことを確かめてから施肥を行ってください。
・水に溶けやすい原料を使用しているため、開封時に固結がみられる場合がありますが、
流し込み施肥には影響ありませんのでそのままご使用ください。
・流し込み施肥時、成文調整材の一部が溶け残ることがありますが、手でもんでとかすか、
流し込み終了後に取り出してください。
・使用できる圃場の目安は水口 1 か所あたり 3 反です。複数個所の水口があれば、
広い圃場でも使用可能です。
・流し込み肥料という特性上、施肥ムラができる可能性がありますので、倒伏に強い
飼料米等の作付圃場でご使用ください。

全農とちぎでは飼料米専用一発肥料との併用をおススメしています。
是非、今年の飼料米栽培でご活用ください。
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農 薬 情 報

1kg⢏

䝣䝻䜰䝤䝹

䝆䝱䞁䝪
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農業機械情報

J A 限定発売！！
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燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．2月ＣＰ価格
プロパン ＄510／ｔ

プロパン
ブタン

キャッチくん

ブタン $600／ｔ

当月
（2月）
CP
A
AL熱量比
＄510 117.17％
＄600 139.76％

前年同月 前年同期比
前月
（1月）
CP
前月比 （28年2月）
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄435
100.36％ ＄75
＄285
＄225
＄495
115.79％ ＄105
＄315
＄285

（１）決定内容
プロパン＋75㌦、ブタンは＋105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117.17％と、
前月比16.81％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ブタンが5㌦高く設定されました。
中東産ガス国の在庫が低下していることに加え、米国では濃霧の影響で積出に遅れが生じて
おり、供給がタイトになっています。原油の協調減産によりサウジアラムコからの輸出が減少
しており、クウェートでは生産トラブルにより船積が遅れています。さらに、カタールでは一
部LNGプラントが一時停止しLPGの生産量が減少しています。サウジアラムコは日本の一部の
LPガス元売に2月積をキャンセルするよう要請したと伝えられています。一方、冬場の民生用需
要期を迎えている日本・韓国・中国では寒波の到来のため需要が拡大しています。また、中国
ではプロピレン市況が好調であることから、その原料であるプロパンの需要が旺盛となってい
ます。インドネシアではブタンの需要が非常に強く、プロパン/ブタンの価格差は90㌦まで拡大
しました。
＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構(JOGMEC)は
倉敷国家備蓄基地向けプロパン
23,000〜24,150㌧の買付け入札
を落札しました。売手や価格に
ついてはコメントを控えていま
すが、売手はジクシスで、価格
は513.20 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、12 月の月末在庫は、157.0 万㌧と前年同月（前年同月の速報
値）比 11.1％減少しました。プロパンが 10.4 万㌧と 11.9％減少、ブタンが 55.6 万㌧と 9.7％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3月ＣＰ予想（2月7日時点）
プロパン：480 〜 510 ㌦

ブ タ ン：510 〜 600 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。
１月以降は、産油国の協調減産実施による需給改善期待や、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継続しており、２月13日に52.93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、２月13日には、54.80ドルの値をつけています。

2．国内情勢

単位：千ＫＬ

油種

2/4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
ガソリン
1,664
1,669
99.7%
２月上旬の燃料油の出荷量（販売量）
灯油
1,633
1,714
95.3%
は、前年に対して全ての油種が下回りま
軽油
1,493
1,725
86.6%
した。
在庫量は、前年に対して全ての油種 Ａ重油
733
745
98.4%
が取り崩しとなりました。
（２） 店頭販売価格
店頭価格は、原油価格に
2/6
1/30
1/23
大きな動きが見られなかっ
130.9（▲0.1） 131.0（▲0.1）131.1（＋0.2）
たことから大きな動きは見
78.1（±0.0） 78.1（±0.0） 78.1（＋0.4）
られませんでした。今後も
110.3
（▲0.1） 110.4（▲0.1）110.5（＋0.3）
原油価格が落ち着ているこ
127.8（＋0.1） 127.7（▲0.3）128.0（▲0.1）
とから、店頭価格にも大き
77.1（▲0.1） 77.2（▲0.1） 77.3（＋0.1）
な動きは見られないものと
106.8（▲0.2） 107.0（±0.0）107.0（＋0.1）
考えられます。
（３） トピックス
・ＳＳ倒産33件
東京商工リサーチの調査で、2016年（１〜12月）の石油販売業者の倒産件数は33件となりました。33件の
倒産件数は過去20年間で最も少ない数字となっていますが、倒産原因は「販売不振」が23件と多数を占め
ており、ガソリン需要の減少で販売市場のＳＳ間競争による収益環境の悪化が要因と考えられ、石油販売
事業は引き続き厳しい環境が続くものとみられます。

3．営農用燃料油の展望
営農用燃料油の小売価格は、原油価格に大きな動きが見られなかったことから、大きな動きは見られませ
んでした。
今後は、原油価格の上昇等がない限り、現在の価格水準で推移するものと考えられ、特に、暖房油種につい
ては、例年通りであれば、気候が温暖になり需要が減少することから徐々に値下げとなる事が想定されます。
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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野 生 を 食 べ る 84

ヤブレガサ

植物の名前には「ママコノシリヌグイ」とか「オオイヌノフグリ」など乱暴なつけ方
をされたものも多いが、「破れ傘」は姿をよく現しており、納得される方も多いだろ
う。樹林地内の斜面に群生することが多く、40cm前後の大きな葉をつけ、深い切れ込
みが特徴。若い株は1枚の葉のみだが、古い株は2枚の葉があり、夏には高く花茎を伸ば
しキク科特有の筒状花を10個前後つける。那須など標高の高い場所には葉の切れ込みが
弱く、葉も小型のヤマタイミンガサが咲くが、同様に食用になるのではと思う。

料理メモ
写真上のような若い芽を摘んで「天ぷら」（写真１）に。ややほろ苦く旨味もあり、
「天ぷら」の素材としてはなかなかいい。昔、山でのキャンプ中にもう少し大きくなっ
たものを味噌汁の具としてそのまま投入したら、苦くて鍋全部が食用不可になってし
まった経験がある。利用するには若い芽に限った方がよいと思う。そういう意味では試
食できる時期は極めて
短い。写真2は湯がい
てから水にさらし、生
揚げとの「煮びたし」
にしてみた。まあまあ
いけるが、ハンゴンソ
ウの旨味には負ける。
（aida）
写真１

写真２

編集後記
近所でも梅が咲き始めました。太陽の日差しも一段と強くなり、日中の運転は暖房を付けなくて
も暖かく感じる日もあります。季節は春に近づいています。
しかし、個人的には、まだ冬のままでいたい、春を迎える準備ができていない・・・
と毎年この時期思います。春は、環境の変わり目。期待と不安でモヤモヤざわざわ
しています（笑）
（小林）
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