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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
10 弾 JA かみつが
法人名：農事組合法人イースト・ファーム小林
（日光市小林）
設 立：平成 22 年 12 月
作 物：水稲(コシヒカリ、飼料用米）40ha
構成員：12 名

写真

齋藤 幹雄 代表理事

お忙しい中、齋藤代表含め３名の組合員の皆さんにお話をうかがいました！

▶取材内容から少し離れますが…昨年に引き続き鉄コーティング播種に取り組ま
れましたが、いかがですか？
専用の田植機を購入し、4ha程で取り組みました。去年は収量があまり良くなかったの
で、今年は9俵を目指しています。去年は播種が遅れてしまったため、今年は4月中旬に
播きました。予想より発芽率が良いので、分げつしすぎないように気をつけたいですね。

▶作業内容について教えてください。

米の販売と共同乾燥調製作業が事業の柱です。米は地元米をブランド化した特別栽培
米で、自然豊かな地域をイメージし「ほたるの飛びかう里 神獅子米」と名付けました。
小林農産物直売所、森友直売所スマイル館、日光ブランド情報発信センターの３箇所で
販売していますが、リピーターも多く、皆さん「美味しい」と言って買ってくれます。
売れ行きも好調です。

▶特別栽培米ならではの苦労はありますか？

農薬や化学肥料を制限しているため、雑草や害虫対策など気にすることは多いです。
とくに何年か前はカメムシに悩まされ、「神獅子米」として出荷できた量がとても少な
かった年がありました。今は色彩選別機を導入したので、カメムシ害の米を取り除くこ
とができるようになりました。安心して共同出荷を行えるように
なりましたね。

▶前身の営農集団は平成15年に組織化されました。

兼業農家も参加できる営農集団を目指しました。稲刈りなど天
候勝負となる作業については、土日は兼業農家を優先しています。
乾燥調製施設は４台あるのですが、それぞれの米が混ざらないよ
うに作業を行っているので一度に４人しか使えません。日程表を
作成し、皆で融通しあっています。組合員は長男が多いのでわが
ままなところはありますが（笑）、協調性が必要ですね。

▶経営上の課題はありますか？

直売所に並べられた
「神獅子米」

やはり後継者問題ですね。若手農家の結婚相手がなかなか現れません。昔は宇都宮ま
で行ってダンスパーティーを開催するなど、女性と交流する機会も多くありましたが今
は無くなってしまいました。一生懸命農業をやっているのに、女性となかなか出合えな
い若い人が多いです。「担い手サポートセンター」という名前の通り、ぜひ後継者問題
に取り組んでほしいですね。「農業の後継者」も大切ですが「農家の後継者」が必要です。

「利益を出しつつ、地元に還元したい。」と話された姿が印象的でした。
お話ありがとうございました！
−−
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夢をカタチに！！青年農業者インタビュー

≪第 2 弾≫ ＪＡかみつが
▶鹿沼市野沢町

柴山 淳さん

作 物：イチゴ（とちおとめ）34a
水稲（コシヒカリ）50a
就農年：2001 年

５月とは思えない夏日でしたが、負けないくらい熱い思いをうかがうことができました！

▶就農の意志は最初からありましたか？

21歳で就農しましたが、その前は３年程会社勤めをしていました。その頃は就農す
る気があまりなかったため、実際に就農してもなかなかやる気が出ませんでした。本気
で農業に取り組もうと思ったのは30歳を過ぎてからですね。自分のやり方次第で単収
が上がることに気付き、「これは面白いな」と思いました。

▶農業についてはどのように勉強されているのですか？

本格的に勉強を始めたのは就農後なので、分からないことがあればすぐに親や先輩農
家に相談しています。自分も農家としてはまだまだなので、少しでも先輩農家に近づく
ことが目標です。若手のイチゴ農家が集まる「イチゴ青年部」という組織にも所属し、
月１回程度勉強会を開いて切磋琢磨しています。現地検討会や年１、２回の研修旅行も
あり、皆で和気あいあいと活動していますね。

▶農業経営の課題はありますか？

課題はいくつかありますが、特に土づくりに力を
入れています。肥料を投入するにしても、もともと
の土が良くないとだめなので、堆肥や麦わらなどで
ふかふかの土づくりに努めています。１年でできる
ものではなく、長いスパンで考えなければなりませ
ん。連作だとどうしても土に負担がかかるので、土
からすると土づくりは「１年間頑張ったご褒美」かもしれませんね（笑）

▶熱心に勉強されていますが、失敗することはありますか？

大小含め失敗は毎年あります。「去年できなかったことを今年は１つ克服し、今年で
きなかったことを来年は１つ克服する」という繰り返しです。農業は大変なことも多い
ですが、自分の好きなようにできるし、自分なりのやり方を掴んでいけば自信にも繋が
ります。目標単収もあるので、いつかクリアしたいですね。

▶ＪＡかみつが青年部の委員長に選任されましたが、活動について抱負はありま
すか？
青年部はイベントが多いので、ひとつひとつしっかりこなしていきたいです。直近の
イベントだと6月に球技大会があります。実はここ２年間は天候に恵まれず中止になっ
てしまっているので、今年こそは開催したいですね。

柴山さんは、ソフトボールやキックボクシング（！）、ゴルフなど社会人になっ
てからも様々なスポーツに取り組んできたとのこと。球技大会での活躍を期
待しています！ お話ありがとうございました！
−−
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水稲生育状況（５月２５日現在）と今後の技術対策
ＪＡ全農とちぎ 米麦部
１ 気象経過
５月の気温は全般に平年より高く経過しています。日照時間は第２～３半旬は平年より少
なかったものの、
第４～５半旬は多くなりました。降水量は、
全般に少なめに推移しています。
２ 生育概況
県で実施している生育診断予測事業での5月25日調査では、草丈は長く（平年比108％）
、
茎数は多い（121％）です。葉色はやや淡く（−0.2）
、葉齢はやや多め（+0.4葉）です。
葉齢から判断して、生育は平年より２～３日進んでいると考えられます。
３ 技術対策
○ 水管理：
平年ですと、６月第２半旬頃には目標とする茎数（360 ～ 380本/㎡）はほぼ確保されていま
す。ほ場を観察し、目標茎数が確保でき次第、間断かん水に入りましょう。適正籾数確保には
間断かん水に入る時期が重要となりますので、遅れないようにしましょう。
○ 縞葉枯病の防除：
県中南部では、発生量が「多い」と予想されます。本病を媒介するヒメトビウンカの保毒
虫率は、県中部で6.5％、県南部で7.7％と高い状態が続いています。本病の発生拡大を防ぐた
め、地域ぐるみでのヒメトビウンカ防除を実施しましょう。
○ イネミズゾウムシ、イネドロオイムシの防除
イネミズゾウムシの発生が目立つほ場では、有効な薬剤により防除しましょう。
また、多雨で湿度が高い日が続くとイネドロオイムシの幼虫発生期間が長引き、多発生にな
りやすいことから、今後の天候と発生状況に十分注
意しましょう。
○ いもち病（葉いもち）の防除
取り置き苗は、いもち病の発生源となるので、早
めに処分しましょう。
○ 雑草防除
除草剤散布時の水管理は、散布直前に水深４～５
cmとし、処理層をしっかりつくるため、散布後７日
間は落水や、かけ流しをしないようにしましょう。
コシヒカリ（宇都宮市、4月25日植）

県生育診断ほ調査結果（早植コシヒカリ ５月２５日現在）
草丈(cm)
項目

茎数(本/㎡)

葉齢

葉色

本年

平年

比(%)

本年

平年

比(%)

本年

平年

差

本年

平年

早植分施

27.1

24.9

109

164

144

113

5.8

5.4

0.4

4.1

4.3

早植全量

27.0

25.4

107

173

124

139

5.9

5.6

0.3

4.1

平

27.1

25.1

108

167

138

121

5.8

5.4

0.4

4.1

均

−−

葉色×茎数値
差

比

本年

平年

-0.2

670

629

105

4.2

-0.2

694

508

139

4.3

-0.2

677

592

116

(%)
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を適切に防除しましょう！
２８年産での県内の発生は、県全体で平年並（県北部：やや少、県中南部：平年並）
でしたが、局所的に被害の大きいほ場も散見されました。発生・蔓延の抑制に向けて
防除を徹底しましょう！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
稲こうじ病は病粒が混入した場合、検査で規格外となります。経済的に大きな被害を
与えますので適切に防除しましょう。
特に、過去に発生が多かったほ場は、再発の可能性が高いため要注意です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１．防除の方法
稲こうじ病は防除できる期間が限られてい
ます。決まった期間以外の防除は効果がかなり
落ちるので、適期防除に努めましょう！
①「Ｚボルドー粉剤」、
「ドイツボルドーＡ（水和剤）
」の散布
最も効果が高い方法です。
散布時期：出穂前１０～２０日
写真１ 発生した病粒の様子

②「モンガリット粒剤」の散布
散布時期：出穂前１４～２１日

２．発生後の本田対応
（１）可能な限りほ場で除去する。
（２）発生の無いほ場と分けて収穫・乾燥・
調製を実施する。
（３）籾すり前に籾粗選機で選別する。
（籾粗選機のふるい目は 2.7mm が推奨
される）
写真２ 玄米に混入した病粒
資料提供：栃木県農業環境指導センター

−−
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イネ縞葉枯病の防除を徹底しましょう！
縞葉枯病はヒメトビウンカが媒介するウイルス病です。近年、県中南部を中心に急増し、
著しい減収ほ場も見られます。今後、被害の拡大が懸念されるので、適切な防除を行い
ましょう!
ヒメトビウンカのウイルス保毒虫率は、県中部で6.5％、県南部で7.7％と高い状況が続
いています(表1)。また、ヒメトビウンカの麦類ほ場での生息密度は、県南は依然として
高く、県北でも前年に比べ高くなっています。（表2）。

防除対策
(1) 移植前の対策：普通植栽培
普通植栽培ではチョウ目害虫の被害も懸念されるため、ウンカ類・チョウ目害虫の両方に登
録のあるワンリードSP箱粒剤やフェルテラチェス箱粒剤等の箱施用剤を使用しましょう。

(2) 本田での対策：早植・普通植栽培
本ウイルスを媒介するヒメトビウンカの本田防除を、各地域での発生状況に合わせ地域ぐ
るみで行いましょう。なお、箱施用剤を使用したほ場で本田防除を行う場合は、同一系統薬
剤の連用を避けましょう。

表１ ヒメトビウンカ第一世代幼虫の
イネ縞葉枯ウイルス保毒虫率(％)
地域名

H27

H28

H29

県 北

3.8

4.2

1.7

県 中

10.0

8.3

6.5

県 南

8.5

7.1

7.7

県平均

8.2

6.8

6.3

注．検定サンプルは 5 月 15～24 日に、麦類ほ場から採

写真 イネ縞葉枯病の病徴

集したヒメトビウンカ第一世代幼虫
検定方法：DAS－ELISA 法

検定数：96 頭/1 地点

表２ ヒメトビウンカ（第一世代）の麦類ほ場での生息密度(頭/10m²)
地域名

幼
H27

H28

虫
H29

成
前年比

H27

虫

H28

H29

前年比

県 北

227.0

201.0

357.0

178%

8.0

5.3

0.0

0%

県 中

163.2

148.2

44.4

30

14.4

1.2

0.0

0%

県 南

309.3

332.4

237.9

72

23.4

7.5

2.7

36

県平均

255.0

256.3

212.1

83

18.3

5.4

1.4

27

注．平成 29 年 5 月 15～23 日調査。

資料提供：栃木県農業環境指導センター

−−
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大豆「里のほほえみ」の栽培対策（は種を中心に）
ＪＡ全農とちぎ 米麦部
「里のほほえみ」は粒が大きく、収量性も高い品種です。
昨年は収穫時期の天候不順等により、収穫調製にご苦労
をされたことと思います。
今年は、特性を活かした安定栽培に取り組みましょう。
１．排水対策
大豆は湿害を受けやすい作物です。特に、発芽時は
湿害に弱く、出芽不良や初期生育不良がその後の生育
にも影響してしまいます。また、大豆にとって大切な根粒菌も湿害がきらいです。
１）地表水の早期排除のため、ほ場周囲に明きょを設置し、排水口は低く掘り下げて排水路
につなぎます。排水性が悪い場合は、圃場内にも5 ～ 10m間隔で明きょを設けましょう。
２）プラソイラ等による心土破砕でもさらに湿害を回避できます。
２．土づくり
大豆の窒素吸収量は10a当たり30kgにもなります。そのうち5 ～ 7割は根粒菌が空中窒素を
固定したものです。また、地力窒素の吸収量も多いです。大豆栽培にとって、土づくりは必
要不可欠な技術であるといえます。
１）pＨ6.0 ～ 6.5を目標に、苦土炭カルや苦土消石灰を施用して矯正しましょう。
２）ようりんや苦土重焼燐等の燐酸質肥料を可給態りん酸で乾土100g当たり10mg以上となる
ように施用しましょう。
３）有機物（麦稈や緑肥作物のすき込み、堆肥施用）も地力窒素の維持増進に有効です。
３．施肥
窒素肥料は、出芽後の初期生育を確保するための「スターター」として重要です。その後
は、根粒菌ががんばって空中窒素を固定して大豆に供給してくれます。したがって、施肥窒
素は少量で十分であり、むしろ過剰な施肥は根粒の活性を阻害させることから、基肥窒素は
2kg ／ 10aを目安とします。
「BB-500号」で40kg ／ 10aです。
種子が化学肥料と接触すると、発芽障害や生育障害を引き起こすので注意しましょう。
４．優良種子の確保と種子消毒
種子は毎年採種ほ産種子に更新しましょう。また、苗立ち数をしっかり確保するため、ク
ルーザー MAXX、キヒゲンR-2フロアブル等で必ず種子消毒を行いましょう。
５．は種
は種適期は6月15日から7月5日です。早すぎると裂皮粒の発生が多くなります。また、遅
れると、生育量が不足し、減収してしまいます。は種の深さは3cmが基準です。
６．栽植密度
は種量は、
4.5 ～ 6.0kg/10aを基準とし、
裁植本数11,000 ～ 17,000本/10aを確保しましょう
（例：
畦幅60 ～ 70cm、株間10 ～ 15cm）
。
７．雑草防除
雑草防除の考え方としては、土壌処理剤散布を基本とし、後発の雑草を中耕作業で処理し
きれないときに生育期散布を行うようにします。土壌が乾燥している場合は液剤の希釈水量
を120 ～ 150リットル／ 10aと多くします。

−−
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営農販売情報

栃木県産アスパラガスの生産振興に向けた取り組みについて
栃木県のアスパラガスは、昭和63年に上三川町ではじまり、その後、県内各地に広がり、
現在は県を代表する青果物の一つとなっています。ＪＡグループ栃木における販売実績
も右肩上がりで、28年度は12.8億円と、これからも更なる成長が期待されます。
そこで昨年度、栃木県・
（一社）とちぎ農産物マーケティング協会・ＪＡ全農とちぎでは、
産地キャラバンの中で産地の意見をとりまとめ、「栃木県産アスパラガスの生産振興につ
いて」の考え方を提案して、県内産地が一丸となって生産振興に取り組んでいます。

１．本県産地の状況について

農林水産統計より （※は平成２６年の産出額）
２．栃木県産アスパラガス生産振興の考え方について

昨年度の産地情報交換会（セミナー）

栃木県産アスパラガスの生産振興は、下記の３本柱で取り組みを進めています。
（１）栽培技術の提案
技術交流会や現地検討会の開催による技術支援
（２）生産面積の拡大
新規就農、規模拡大への支援
（３）市場地位の拡大
“とちぎのアスパラ”地位向上
これからも引き続き、産地の皆様のご協力をよろしくお願いいたします！！
−−

肥 料 情 報

いちご用肥料のご紹介
夏にかけていちごの定植が始まります。ＪＡグループでは基肥一発タイプを
おすすめしています。基肥一発肥料を使って追肥の経費や手間を抑えましょう。

① とちおとめ特号
成分：８－１０－６

Mg２

施肥量：２００～２４０kg/１０a（とちおとめ）
有機質割合：１８％
特徴：長効きの窒素と加里が入った基肥 1 発タイプ。
追肥の省力化が図れます。腐食酸苦土も６%配合で
根の活力を高めます。

②有機とちおとめ V 号
成分：８－4－8

Mg3

施肥量：２００～２４０kg/１０a（とちおとめ）
有機質割合：５０％
特徴：長効きの窒素が入った基肥 1 発タイプ。い
ちごの圃場ではリン酸成分が過剰のところが多
いため、リン酸成分を低く抑えました。

③ いちご UF644
成分：6－４－４
施肥量：１４０～２００kg/10a
緩効性窒素割合：１００％
特徴：微生物分解で熱の影響を受けにくいウレアホ
ルム窒素を含み、土壌消毒のマルチ畝内処理（クロ
ピク処理）に最適な省力肥料。
スカイベリーには…
スカイベリー栽培の場合はとちおとめに比較し、基肥分の施肥量を減らすことが
ポイントで、分肥体系の場合の目安は基肥１０kg/１０a です（とちおとめは１５
～１８kg/１０a）。堆肥の大量投入も避け、２ｔ/１０a を上限としてください。
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イベント情 報
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生活部情報

農作業中の熱中症には注意しましょう！
！
熱中症の重症度は・・・

■□■■□■■□■■□■□ 分類ごとの症状と対策 □■■□■■□■■□■□■■□■■□
重症度
Ⅰ度

症

状

・めまい、立ちくらみがある。

対

策

・涼しい場所に避難する。

・筋肉のこむら返りがある。（筋肉が痛い） ・衣服をゆるめ、体を冷やす。
Ⅱ度

・汗がふいてもふいてもでてくる。

・水分・塩分を補給する。

・頭ががんがんする。
（頭痛）

・上記同様

・吐き気がする。嘔吐する。

・足を高くして休みましょう

・体がだるい。（倦怠感がある）

・水分・塩分の補給は、自分で摂れなければ（無理に
飲まさず）
、すぐに病院へ！！

Ⅲ度

・意識がない

・首・脇の下・足の付け根などの動脈を氷や水で冷や

・体がひきつけを起こす。（痙攣する）
・呼びかけに対し、返事がおかしい

しましょう
・すぐに救急隊を要請しましょう。その場に居あわせ

・まっすぐに歩けない・走れない

た最も状況のよくわかる人が医療機関まで付き添

・体温が高い

い発症時の状態などを伝えるようにしましょう。
熱中症予防声かけプロジェクトＨＰより抜粋

今日の作業前にチェックしてから開始しましょう。
□
□
□
□
□
□

天気や気温を確認しましたか？ 急に暑くなる日は熱中症の危険が高くなります。梅雨明け直後は要注意です。
体調は万全ですか？ 体調不良（ 二日酔い・寝不足・風邪気味）の時は熱中症の危険が高くなります。
朝ごはんは食べましたか？ 朝食で取るべき栄養分と水分をきちんと取りましょう。
服装を選んでいますか？ 綿や麻などの自然素材、ｽﾎﾟｰﾂｳｪｱなどの吸汗速乾性に優れた素材の服がお勧めです。
日差しを遮る帽子はありますか？ つばの広い帽子をかぶり、直射日光を遮りましょう。
飲み物は持ちましたか？ 喉が渇く前に積極的に給水しましょう。大量に汗をかく場合は塩分も補いましょう。

□
□
□
□

二人以上での作業ですか？ 一人で熱中症になると、助けてくれる人がおらず重症化する恐れがあります。
作業場所は熱がこもりませんか？ 気温が上昇しやすい施設内での作業は、風通しをよくしましょう。
作業に無理はありませんか？ 涼しい時間帯に作業をしましょう。暑い時間帯に作業する時は休憩をこまめに。
緊急連絡先を持ちましたか？ いざという時のため、緊急連絡先を持ち歩きましょう。
～農水省 24 年度熱中症予防対策プロジェクトとの共同チラシより～

ＪＡで取り扱い中の「涼かちゃん」（防暑防止・防暑作業衣）は、
直射日光を跳ね返し、体温中枢を司る頭部・首周り・背中等の温度
上昇を防ぎ、通気性もよいので暑さをしのぐ服装にぴったりの商品
です。ラインアップもいろいろ、草刈・農作業はもちろん、お子様
の野球・サッカーの観戦や屋外でのレジャーの時にも直射日光から
守ってくれます。熱中症予防のいちアイテムとしてご活用願います。
お問い合わせは、お近くのＪＡまで！

−13−

農業者年金情報

と 農業者年金に
い
な
ら
知 する 加入して
損

安心で豊かな老後を

●あなたの老後生活への備えは十分ですか？
●年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。

●老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

じですか？
存
ご

こんなにかかる老後生活
（現金支出で年額約286万円）

農家の方は長寿ですが…

老後はお金の心配をせずに暮らしたい。
しかし、予測不可能な経済変動や思わぬケガ・
病気もあります。

65歳の農業者年金受給者の平均余命は

高齢農 家世帯（世帯主が65歳 以 上の
夫婦2人）の家計費は、現金支出で月額
約23〜24万円が必要です。
（総務省家計調査などより）

国民年金の支給額は

男性22年
（87歳）
、
女性27年
（92歳）

日本人の平均余命は

一人、月々約6万5千円
（40年加入の場合）

⍮㯜
㮽
㮞㮶
㮲㱪

男性84歳、女性89歳であり
農業者年金受給者の平均余命の方が
長くなっています。

夫婦あわせて月額約13万円です。

豊かな老後生活のためには、国民年金だけでは十分と言えず、

老後の生活費は自分で準備する必要があります。

サラリーマンは、厚生年金や共済年金で国民年金（基礎年金）へ
の上乗せがあります。
（厚生年金のモデルケースでは月額22万1
千円の年金額）
農業者の皆様も、
メリットがたくさんある農業者年金に加入
して安心で豊かな老後を迎えましょう。

農業者年金に加入すれば 〜農業者年金の支給額の試算〜
加入年齢

納付期間

保険料
納付総額

20歳
30歳
40歳
50歳

40年
30年
20年
10年

960万円
720万円
480万円
240万円

年金額（年額）
女性
男性
63万円
76万円
42万円
50万円
25万円
30万円
11万円
13万円

平均余命までの受給総額
女性
男性
1,628万円 1,713万円
1,080万円 1,137万円
673万円
640万円
300万円
285万円

※この試算は、通常加入で保険料月額2万円で加入し、65歳までの運用利回りが2.5％、65歳以降の予定利率が0.20％となった場合
の試算です。受取総額は65歳での農業者年金加入者の平均余命を考慮し、男性86.5歳、女性92歳まで生存した場合の金額です。
※運用利回りは、
加入後の経済変動により上下します。
制度発足以降の14年間
（H27まで）
の運用利回りの平均は、
年率2.73％です。
※予定利率は毎年度、
農林水産省告示により定められ、
平成29年度は0.20%となっています。
※各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。
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農業者年金情報

農業者年金の特徴
60歳未満の国民年金第１号被保険者
（国民年金保険料納付免除者を除く。
）
であって

㲆
㮽㯁
㮰㮙

１ 農業に従事されている方は誰でも加入できます

年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
配偶者や後継者など家族
農業従事者の方も加入できます。

家族一人ひとりの年金を！ 今、
女性の新規加入者が増えています

２ 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます

)QQF

自分が必要とする年金額の目標に向けて、
保険料を自由に決められ
（月額２万〜６万

７千円の間で千円単位）
、
経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。

㮲㱪
㯗㮶

３ 税制面で大きな優遇措置があります

支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税に
なります
（支払った保険料の15％〜30％程度が節税）
。

農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益
（保険料の運用益）
は非課税です。
将来受け取る農業者年金には、
公的年金等控除が適用されます。
（65歳以上の方は公的年金等の合計額が120万円までの場合は、
全額控除できます。
）

つまり入口から出口まで税制上の優遇措置があります

まだまだあります。
こんな特長▼

４ 少子高齢時代に強い年金。年金資産は安全性を重視して運用しています

自ら積み立てた保険料とその運用益（付利）により将来受け取る年金額が決まる「積立方式（確定拠出型）」の
年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。

※年金の運用は、
安全性を重視した運用方法が特徴であり、
準備金の仕組み等も導入されています。

５ 終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります

農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80
歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族（死亡者の死亡当時
に同一生計であった、配偶者、
子、
父母、
孫、
祖父母又は兄弟姉妹の順位）
に死亡一時金として支給されます。

６ 認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります

認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を
満たす方には、
保険料の国庫補助（月額最高1万円、
通算すると最大で216万円）があります。
この国庫補助額に見合う年金は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できま
す。
農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。

農業の担い手の皆様への特別な支援です

詳しくは…
農業者年金基金

検索

http://www.nounen.go.jp

農業者年金の内容やご相談については、最寄りの農業委員会か JA または農業者
年金基金にお問い合わせください。

独立行政法人農業者年金基金

TEL：03-3502-3199（相談員） TEL：03-3502-3942（企画調整室）

（29.04）
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野 生 を 食 べ る 87

アシタバ

アシタバは伊豆諸島を中心に房総半島や伊豆半島などに生育するセリ科シシウド属の
植物。栃木県には分布しない。草丈１メートルを超える多年草だが、２～３年目には開
花結実し、その後枯れてしまう。葉は２回３出羽状複葉で根出して大きく、茎を切ると
黄色い汁が出てくる。昔、伊豆大島で種子を採集し庭に播いたら出てきたアシタバは冬
には地上部が枯れてしまうが地下部は越年し、春になると芽を出してくる。さらに実生
苗も加わり、開花株が枯れても命を繋いでおり、さすがにアシタバは強いという印象を
持つ。

料理メモ
「今日、葉を摘んでも明日には芽が出る」からアシタバと言われるほど生育が早いと
されるが、栃木県では気温が低いせいか必ずしもそうではない。ただし、次々と根出葉
を発生させるので、食用にできる期間は長そうだ。クセの強い食材なのでいかにクセを
和らげるかが料理のコツにな
る。伊豆大島では椿油で揚げ
た天ぷらが名物だそうが、普
通の天ぷら油で揚げた「天ぷ
ら」（写真1）でも十分に旨
い。茹でて水にさらした葉は
マヨネーズなど味の濃いも
ので和えるとよい。ここでは
「胡麻和え」(写真2)にして
みた。
（aida）
写真１
写真２

編集後記

羽化まで育てて逃がす予定でカブトムシの幼虫を買ってきました。
それにしてもカブトムシの幼虫というのは、さながら食べられる布団

（腐葉土）にくるまれてぬくぬくと生活しているように見えます。食べて寝るだけ（？）の生活なの
になぜあんなにかっこいい姿に成長できるのでしょうか…ダイエットを
頑張っている（？）のになぜ私は痩せないのでしょうか…。横道にそれ
ましたが、
「カブ男」なのか「カブ子」なのかはいずれにせよ、立派に
巣立つよう厳しく育てていきたいと思います。
（石川）

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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