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サポートセンター情報

集落営農法人訪問！
！
第
14 弾 JA なすの
法人名：農事組合法人グリーンリーフのざき（大田原市）
設 立：平成 18 年 12 月
作 物：米（なすひかり、コシヒカリ、ゆうだい 21）29ha
麦 7.8ha
構成員：６名

中澤

良廣

副組合長

※怪我の治療のため、相沢組合長は作業をお休みしています。

清々しい秋晴れで絶好の稲刈り日和！…でしたが皆さんにお集りいただきました。お
忙しい中本当にありがとうございます！

▶組織設立から10年経ちますが、当初の目的を教えていただけますか？

「地域の農地は地域で守る」という理念のためです。上薄葉地区は兼業農家が多いの
ですが、皆自分の土地には愛着があります。利益第一ではなく先祖代々の土地を守る、
という意識が大きかったですね。もちろん、コスト低減や高齢化といった要因もありま
す。組織化・法人化という２つのハードルを越えるのは大変なので、最初から法人組織
を設立しました。

▶「地域で守る」という点を大切にされていますね。

平成19年に「上薄葉環境保全会」を設立し、排水路や道路周辺は、非農家も含めた
地域住民で草刈りを行っています。皆で協力しあうという意識が強いですね。

▶日頃はどのような流れで作業されていますか？
毎朝８時に全員揃ってミーティングを行い、中
澤副組合長が作業内容を指示します。作業時間は
午前８時から午後５時までと決めており、昼休み
もきちんと取ります。農繁期は時間が延びること
もありますが、一部の構成員で対応しています
ね。田植え作業などは出役予定表を作成し、スケ
ジュール管理をしています。

▶肥培や草刈りといった管理作業は、「担当エリア制」にしていると伺いました。
構成員ごとに圃場を割り当て、責任を持って管理してもらいます。エリアごとに作業
料が決まっていますが、担当エリアの収量が多ければ、通常料金に上乗せして支払って
います。

▶ＪＡグループや担い手サポートセンターに対して要望はありますか？

組織・法人の運営にもっと関わってほしいです。我々は「一緒にやっていこう」とい
う思いなので、ＪＡもどんどん入ってきてください。こちらとしても、関わりあいやす
い雰囲気をつくるよう努力しますので、迅速な情報提供に期待します。
今後の農業情勢を考えても、集落営農組織は必要です。ＪＡにも必要な組織として残っ
てもらいたいので、組織にどう切り込んでいけるかが重要ではないでしょうか。

「視察の依頼も多いです」という言葉に先進組織としての矜持を感じました。
相沢組合長の一日も早いご回復をお祈りしています！
−−

サポートセンター情報

夢をカタチに！！青年農業者インタビュー

≪第 6 弾≫ ＪＡ佐野
▶佐野市免鳥町

和田 誉 さん

作 物：いちご（とちおとめ）26a

▶就農して７年目になるそうですが、農業についてはどこで学ばれたのですか？

農業大学校の未来塾（いちご専門コース）と、いちご生産部会の部会長の元で研修し、
基本的に月・水・金は未来塾、火・木・土は部会長宅に通っていました。農大では苺栽培
の講義、作業実習、農業経営、農業簿記などを学び、部会長宅の研修では「一緒に作業を
行って体で覚える」という感じでした。

▶実際に農業を始めてどのようなことを感じま
したか？
一年間研修したのに、余裕がなく何も出来ないと
いう挫折感です。ただ、忙しいですがやればやるだ
け返ってきます。いちごの生育も売上も、頑張って
取り組めばそれなりに良くなってくるものです。子
供も大きくなってきたので「遊んでいる」と思われ
ないようにしたいですね（笑）

▶会社員時代と比べて農業の難しさはありますか？

厳しさはあります。何かミスすれば自分に返ってきます。そして自己責任が伴います。
また「いちごの育て方」といっても、栽培方法から、ハウス、農機具や資材、農薬や肥料、
など、様々なことを総合的に知らなければなりません。重要なことは、分からないとき
に聞ける人をつくることです。師匠である部会長はもちろん、地域の農家の方々、ＪＡ
職員や資材屋さん、農機具屋さんなど、
「話ができる仲」になることが必要だと思います。

▶農業経営では大きな金額を動かすことも多いと思います。

妻が前の仕事で経理を担当していたので、厳しく見てくれます（笑）。パートなどの
労務管理や青色申告までやってくれています。

▶今後の目標を教えてください。

面積をあと15a程増やして、40aちょっとにしたいですね。収量も増やしたいです。
その年年の天候に合わせた管理ができるかが勝負だと思います。

▶ＪＡ佐野青壮年部の部長を務めていらっしゃいますが、活動について教えてく
ださい。

初めての取組になりますが、８月上旬に開催された「さの秀郷まつり」に出店しまし
た。部員の野菜を使ったラタトゥイユに牛肉を乗せ、フランスパンと一緒に提供しまし
た。２日間とも完売したので、ぜひ来年も出店したいです。青壮年部では「自分にでき
ないことは他の部員にお願いする」という気持ちで活動しています。今回の出店も部員
に元シェフがいたので実現しました。皆でうまく助け合い協力し活動していきたいです。

「青壮年部の部員が少ないので、もっと発掘して増やしたい」と話していた
和田さん。ご自身の農業経営と青壮年部での活躍、どちらも応援しています！
−−

米 麦 情 報

水稲生育状況（９月２５日現在）と今後の技術対策
１ 気象経過
気温は、８月上旬から９月中旬まで平年並～やや低
めに経過しました。日照時間は、８月は平年の39％と
かなり少なかったですが、９月上中旬は多めに経過し
ています。降水量は、８月中旬は多めでしたが、８月
下旬以降は少なめに経過しています。
２ 生育概況
○普通植（あさひの夢）
生育診断圃の出穂期は8月27日で、平年より１日遅いです。出穂期の葉色は4.1であり、平年
よりやや淡いです。
３ 技術対策（普通植え）
○水管理
出穂後は間断かん水を基本とし、根の活力維持に努めましょう。落水時期は出穂後30日以降
としましょう。早期の落水は乳白粒や胴割粒を増加させ、品質・食味の低下につながります。
○適期収穫
刈取り適期は出穂後45 ～ 50日が基本です。出穂期が8月27日頃ですと、10月10 ～ 15日頃
となります。また、帯緑色籾率（穂の基の方で黄緑色をした籾の割合：不稔を除く）10 ～ 3％
が刈取り適期です。刈り遅れは胴割粒の発生や玄米の光沢が落ちるなど品質・食味の低下の
大きな要因となります。適期に作業を始められるよう前もって準備しておきましょう。
○適正な乾燥・調製
乾燥・調製は丁寧に行い、胴割粒の発生を防止しましょう。籾水分25 ～ 20％で収穫し、
速やかに乾燥機に張り込みます。張り込み時は水分を確認し、乾燥機の使用マニュアルに従
い、急激な乾燥は行わないようにしましょう（毎時乾減率は0.8％以下）
。
仕上げの玄米水分は、
14.5 ～ 15.0％となるようにします。なお、
過乾燥および高水分（15.1％
以上）にならないよう、乾燥調製に注意しましょう。
籾摺は、適正な乾燥後、籾の温度が下がってから脱ぷ率が80 ～ 85％となるようゴムロー
ルの間隙を調整して行います。乾燥が不十分であったり、籾温が高いと肌ずれが発生するの
で注意しましょう。
☆「とちぎの星」の稈はコシヒカリより太くしっかりしています。ただ、成熟期が近づくと
葉先に赤い斑点ができるいわゆる「赤上がり」になります。遠くから見ると葉が赤茶けて見
えることがありますが、品種の特性で、特に問題はありません。
生育診断圃調査結果（普通植あさひの夢）
目
３ヶ所平均

出穂期（月日）
本年
平年
差
8.27

8.26

+1

−−

本年
4.1

出穂期の葉色
平年
差
4.4

-0.3
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大豆の生育状況（９月22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
気温は、８月上旬から９月中旬まで平年並～やや低めに経過しました。日照時間は、８月
は平年の39％とかなり少なかったですが、９月上中旬は多めに経過しています。降水量は、
８月中旬は多めでしたが、８月下旬以降は少なめに経過しています。
２ 生育概況
9月22日に県内の大豆生育状況を調査しました。べと病、葉焼病、カメムシ類、ハスモン
ヨトウの被害が一部地域でみられました。
生育は全般に良好で、莢数は１本当たり40 ～ 60莢（㎡当たり532莢）であり、莢数はほぼ
確保されたと思われます。また、一部ほ場で倒伏がみられます。湿害による葉の黄化症状も
散見されます。今後、８月の日照不足の影響で粒の肥大不足が懸念されます。
大豆生育調査結果（9月22日）
稔実莢数

播種期

栽植密度

開花期

月日

本/㎡

月日

本当たり

㎡当たり

大田原市

6.19

9.7

8.01 頃

40.3

391

高根沢町

6.20

14.9

7.31 頃

40.3

600

宇都宮市

6.25

9.4

8.05 頃

61.9

582

小山市

6.23

11.0

8.01 頃

50.5

556

平均

-

-

-

532

３ 技術対策
○収穫時期は、10月下旬から11月上旬です。汚損粒発生を防止するため、子実水分が18％以下
（爪を立てると少し子実に跡が残る程度）になってから収穫しましょう！
また、
収穫が遅れるとしわ粒や皮切れ粒になる危険があるので、
適期収穫を心がけましょう！

大田原市

宇都宮市

−−

小山市

米 麦 情 報

平成３０年産 麦作に向けて

土 づ く り、 適 期 播 種 、 そ し て 、 種 子 消 毒 ！
２９年産麦は、低温や積雪の影響で年内の生育は遅れましたが、年明け後は気温が
平年並～高く推移し、生育は回復傾向となり、出穂期は平年より１～３日程度早まり
ました。出穂期以降も高温で推移したため、成熟期は平年より早まりました。一部地
域で細麦や青未熟粒の発生がみられましたが、作柄は総じて並～やや良となりました。
３０年産に向けては、ひとつひとつの基本技術を計画的にしっかり行い、安定収量
と高品質を確保しましょう！
● 土づくりをしっかり行い、安定栽培をスタートさせましょう！
麦類は一般的に酸性に弱く、土壌が酸性化すると生育・収量に大きく影響します。
は種前にｐH6.5を目標に、苦土炭カル等を施用しましょう。特に、水稲跡では、ｐH5.0
～ 5.5になっていることが多いので、必ず施用しましょう。標準的な施用量は、10a当
たり60 ～ 100kgです。
● 適期播種が収量向上、適正タンパク質含量の基本です
地域別の播種適期は、県北部で11月1日～ 10日、県中部で11月6日～ 15日、県南部で
11月9日～ 18日です。高収量、高品質のために適期に播種しましょう。
● 種子消毒を必ず実施しましょう！
近年、大麦斑葉病や小麦なまぐさ黒穂病といった種子伝染性病害が増加傾向にあり
ます。発病後の薬剤による防除は困難であるため、種子消毒を徹底し、健全な麦の生
産に努めましょう。
【大麦斑葉病、小麦なまぐさ黒穂病に登録のある主な種子消毒剤】
・トリフミン水和剤、
・ホーマイ水和剤、
・ベンレートTコート、
・ベンレートT水和剤、
・キヒゲンR-2フロアブル
など

大麦斑葉病
−−

小麦なまぐさ黒穂病

営農販売情報

ジュース用トマトの契約栽培とは？
◆ 価格が事前に決まっています(参考：平成 29 年 44 円/㎏)
◆ トマトは全量出荷できます (出荷規格適合品)
◆ 使用する農薬は指定されております
◆ 出荷規格も簡素で選別が簡単
◆ 出荷経費(運賃・箱代・手数料)は かかりません
◆ 栽培期間３月～８月 (収穫期間７月～８月)
時期
作型

3月
上旬

中旬

4月
下旬 上旬
仮
植

中旬

5月
下旬

上旬

中旬

6月
下旬

上旬

中旬

7月
下旬 上旬

中旬
収
穫

定
植

8月
下旬

上旬

中旬 下旬
収
穫

◆投資が少なく、高い売上が望めます
カゴメの契約農家様の平均収量 7.0ｔ/10ａ：売上額は約３０万円
平成 29 年栃木県の平均収量は 9.3t/10a：売上額は約４０万円

●管理作業の手間は少なく、他作物との組合せが容易です
●収穫・出荷作業は 2 名で 20a が目安です
ジュース用トマトの契約栽培は、次のような方に特におすすめします
① 水田転作の作物として導入する品目を探している方
② 法人・集落営農で、夏季の労働力を有効に活用したい方
③ 安定的に所得を確保したい方
平成 30 年新規の方の特典
④ 省力化栽培に興味のある方
・移植苗一部助成
・作付奨励金

◆問い合わせ先
カゴメ株式会社 農事業本部 担当 桂
全農とちぎ 生産振興課 担当 水沼

−−

ＴＥＬ：0287-36-6598
ＴＥＬ：028-616-8811

肥 料 情 報

栃木県はビール麦の産地です!!

麦栽培の前には土づくり！
冬に雪が少なく、日照が確保できるため、栃木県はビールの原料となる二条大麦の
収穫量が全国 No.1 です。地区としては県南部の小山市、足利市などの二毛作地帯、
県中北部の芳賀町や大田原市を中心に作付けされています。
麦の特性を知り、栽培に適した肥料を使用して、品質の良い麦を作りましょう。

麦土づくりのポイント
・酸性に弱く、播種前にｐH６～６．５を目標として石灰を施用する。
→pH が 5.5 以下になると生育不良となり、5.0 以下では発根が抑制され、
２月頃株全体が黄色化して枯死するか、湿害を受けたように下葉が枯れ、
上位葉も黄化し短稈で茎数不足となります。
土壌 ｐＨと麦の収量指数（農業技術大系）
麦種＼pH

4.5

5.0

5.7

6.8

7.0

小麦

68

76

89

100

99

大麦

0

23

80

95

100

・初期のりん酸要求度が高く、有効分げつ期中まで継続してりん酸が必要。

麦の土づくりにぴったりのＢＢ肥料
苦土重焼りん

苦土石灰

酸度矯正とリン酸補給が１つに！
・早効きと遅効きのリン酸が含まれるため全生育期に
おいて効率的に効きます。

−−

農 薬 情 報
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ＪＡ全農とちぎプラグ苗の紹介
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食 材 情 報

★チラシイメージ
（野菜の写真が入り、より分かりやすくなりました。)

【おすすめポイント！】
ＪＡふれあい食材では今年度から、常備野菜を取り
扱っております。普段の料理で使う野菜や重たいお米
をご自宅までお届けする便利なオプションです。共働
きのご家庭や子育てに忙しいご家庭から、ご好評いた
だいております。
この度、その常備野菜オプションがリニューアルされ、
より買いやすい価格帯になり、また、利便性が向上し
ました！是非この機会にご利用ください♪

少しでも興味を持たれた方はお近くの食材センター又はＪＡ全農とちぎ生活部食材課028-6６4-2990までお願いします。

ＪＡふれあい食材
オリジナル米粉レシピ１０月号

米粉のお好み焼き

□材料(2枚分)□
A
米粉・・・・・・・・・150ｇ
卵（溶く）・・・・・・1個
水・・・・・・・・・・180ｃｃ
和風顆粒だし・・・・・小さじ1
長芋（すりおろす）・・1/4本
キャベツ（千切り）・・1/4個
とちぎゆめポーク バラスライス
（半分に切る）・・・150ｇ
油・・・・・・・・・・小さじ1
お好みソース・・・・・お好みで
マヨネーズ・・・・・・お好みで
青のり・・・・・・・・お好みで
鰹節・・・・・・・・・お好みで

□作り方□

とちぎゆめポークとは？

① ボウルにAを入れ、泡立て器で混ぜる。
② ①に長芋、キャベツを入れさっくりと混ぜ合わせる。
③ フライパンに油を熱し、1/2量の豚肉を敷き詰めるように
入れて焼く。肉の色が変わったら、②の生地の1/2量を流
し入れて、蓋をして蒸し焼きにしながら両面を焼き火を通す。
④ ソース、マヨネーズ、青のりや鰹節をお好みでかける。
⑤ 残りの生地でもう1枚同様に作る。

米粉は粉砕されてもお米同様必須
アミノ酸のバランスに優れ、栄養価も
高い食材です。腹もちも良くお子様の
おやつや食事としても米粉のお好み焼
きはピッタリです♪
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指定された生産者が
指定された配合飼料
を使って、きめ細や
かな飼育環境で育て
た、こだわりのある
豚肉です。

ＪＡ全農とちぎ
ふれあい食材担当栄養士 駒込 美季
【お問い合わせは】
〒321-0905 平出工業団地26-4
TEL:028-664-2990

サポートセンター情報
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サポートセンター情報
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イベント情 報

農業機械
開催
日時

栃木県

平成29年

11月2日
（木）
10：00〜14：00

ＪＡ全農とちぎ旧農機総合センター

開催 （上桑島事務所）
場所 敷地内および隣接会場

栃木県宇都宮市上桑島町1459-2

機
中古農
入札会

予定）
2:00（
1
：
切
締
予定）
★入札
3:00（
1
：
表
★発

・
お買い得品
小物市

担い手農家
向けセミナー

展示機も
★実演機・
。
ています
ご用意し

（最新農機）

●
宇都宮東高校

ご来場いただいた方に
粗品プレゼント！
！

至平出

国道
新４
号線

サンハウス
下栗店●

試乗実演

ＪＡ全農とちぎ
旧農機総合センター
（上桑島事務所）

●
セブンイレブン

いづつや本店●

※無くなり次第終了。

●老人ホーム瑞寿苑

至上三川

お問合せ先：028-616-8842（ＪＡ全農とちぎ 農業機械課）
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●瑞穂野保育園

生活部情報
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野 生 を 食 べ る 91

ナ ラ タ ケ

県内平地の雑木林ではナラタケの発生は10月下旬になる。最近は温暖化の影響か11
月に入ってから出る株も見られるようになった。ところで、ナラタケには数種類が含ま
れているらしい。写真１は切り株などに株立ちする最も普通なタイプであるが、早い時
期にやや大きく褐色の地面から一本ずつ出るタイプもある。標高の高い山に行くと、9
月半ばに色の濃い大きなものから、雪の降る頃に出る黄色くて小さい株立ちするものな
どさまざまであり、いったいどうゆうこと、と悩んでいたが、これらは種類が違うとい
うことで納得した。
ナラタケの仲間の共通項
は、傘の色は黄褐色から茶
褐色。傘の中央部にささく
れ状の鱗片、周辺部には放
射状の条線。柄の上部には
明確なつばがあり、下半分
は黒褐色になる。
（写真２）
写真１

料理メモ

写真２

ナラタケはよいダシが出て美味しいキノコだが、崩れやすいので市場にはなかなか出
回らない。採り方にも工夫がいる。発生した株を見つけたらしっかりと腰を落ち着け、
ゴミや砂を付けないように丁寧に採取し、硬い柄の下半分は捨ててしまう。そのまま火
が通せるように現場で作ってしまうのだ。袋は専用とし、決して泥のついた他のキノコ
を入れてはならない。家に帰ったらややぬるいお湯につけてそっと洗い、水をよく切っ
てから大きな鍋で火を通す。煮えると結構煮汁が出るので汁ごとお玉ですくってフリー
ジングパックに1回に使う分だけ分けて収納、冷めたら冷凍する。
料理は「けんちん汁」をはじめとする汁物に合う。他は酒、醤油で煮て「おろしあ
え」くらいしか思いつかな
いのでもっとレパートリー
を増やしたい。写真３は全
農の「煮込みうどん」にナ
ラタケをたくさん入れてみ
た。写真４はナラタケと
卵の「中華風炒め物」。実
験的だが結構うまかった。
（aida）
写真３

写真４

編集後記

黄金色の稲穂が消えた田んぼに彼岸花が咲いていました。造花のよ
うな姿と鮮やかな赤が際立っていましたが、どことなく寂しくて秋を
感じます◆今年から取り組んでいる家庭菜園ですが、
９月上旬に野菜の秋まきをしました。大根、
白菜、
ほうれん草、春菊などなど王道野菜を植えてみましたが、
ほうれん草の子葉って
どうなることやら…。お鍋の具が少しでも賑やかになれば
細長いんですね！
いいなと考えながら世話をしています。
（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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