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夢をカタチに！！青年農業者インタビュー

≪第 10 弾≫ ＪＡなす南
▶那須烏山市谷浅見

髙野 浩也 さん

経 営：繁殖・肥育一貫経営（とちぎ和牛・交雑牛合わせて 380 頭程）
水稲 7ha（主食用米 4ha、
ＷＣＳ2ha、飼料用米 1ha）

先月号に引き続き畜産農家にお邪魔しました！

▶農大卒業後すぐに就農されたのですね。

同級生の中でも即就農したのは自分だけでした。肉屋や他の農場などで経験を積んで
から就農するパターンが多いですね。今でも「あのとき
研修しておけば…」と思うことはあります。分らないこ
とが多かったので、農協や農業振興事務所、同業の先輩
などにいろいろ教わりました。

▶経営で工夫している点はありますか？

えさのやり方ですね。以前は粗飼料と濃厚飼料を同じ
タイミングで与えていたのですが、今は最初に粗飼料、
時間を空けて濃厚飼料を与えています。また、割合も粗飼料をメインにしたところ、肉
質が良くなりました。

▶他にもポイントがあれば教えてください！

衛生面を考え、えさ箱をきれいにするよう心がけています。粗飼料をあげる前に、濃
厚飼料の残滓をスコップで掃除しています。

▶手間がかかりそうですね…

作業に組み込んでしまえばそんなに苦ではありません。牛はけっこう贅沢で、きれい
な方が好きなのです。販売価格も上がったのでやって良かったと思います。

▶最初は肥育のみでしたが、途中から繁殖にも取り組まれたのですね。
平成18年に和牛の母牛を導入しましたが、子牛を育てた
ことが無かったので本当に大変でした。人工受精すれば子
牛は生まれますが、病気ですぐ死んでしまうことも多く、
子牛はこんなにも弱いのかと…。周りの繁殖農家とは以前
から繋がりがあったので、いろいろと教えてもらいました。

▶ＪＡグループに対して要望はありますか？

酪農と同じように、ヘルパーを頼めるようにしてほしいです。家を空けなければなら
ないときは畜産農家の知り合いに頼んでいますが、相手も忙しいので気がねしてしまい
ます。子牛のキャトルセンターはありますが、日々の仕事を頼める人を紹介してほしい
ですね。

子牛は暑さや寒さに弱く、牛舎にはヒーターや大型扇風機が設置してありま
した。
「自分より贅沢な生活をしているかもしれないですね」という言葉から、
牛への愛情を感じました。お話ありがとうございました！
−−
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種子もみの浸種水温は 10～15℃で！
～10℃未満の低水温では発芽率が低下します～
～平成３０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

目のあらい袋に
７分目程入れる

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
～120℃が目安
・水温 13℃の場合…約 8～9 日
必ず積算温度を確認してください。

浸種水温は 10℃以上を保つこと！

あみ袋つめ
種もみ消毒

種子:水＝１:２(容積比)

テクリードＣ

※酸素不足にならないよう
２～３日ごとに水の交換を行う

２００倍液

30℃

水交換

２４時間浸漬

浸種は屋内か、保温対策を施した
ビニールハウスで行う
【未消毒種子】
薬液の浸漬液で
薬液中で袋を そのまま浸種
シンガレセンチュウ
よくゆすって しない
防除を行う場合は、
つける
種もみと薬液の
容積比は 1:1 以上
(例)種もみ 4kg 薬液 8ℓ

スミチオン乳剤を
1,000 倍になるように
加えましょう

粘性物の発生を
抑えるため、浸種
後に水を交換し
てから催芽して
ください

催芽を均一に
揃えるため、
催芽の温度は
30℃を守って
ください

高温と多潅水
は発病を助長
するので適正
な育苗管理に
努めましょう

★浸種時の水温に注意し、浸種期間を充分確保しましょう。
浸種の水温は 10℃～15℃（13℃前後）が適温です。温度計で水温を確認し、催芽器など
で水温を調整しましょう。10℃未満の低水温で浸種すると発芽が低下します。催芽器を使
用するか、ビニールハウス内で浸種し、夜間は毛布などで被覆して必要な水温を確保しま
しょう。
浸種期間の積算温度とは、
「日平均水温×日数」です。休眠を打破し、発芽揃いをよくす
るため、浸種期間を充分に確保しましょう。
この件についてのお問合せ…ＪＡ全農とちぎ
農産課

ＴＥＬ：028-616-8824

米麦部

まで

−−
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《平成30年産麦類生育概況》
１ 気象経過
気温は11月から12月下旬まで平年より低めで
した。１月にはいってからも平年よりやや低め
に経過しています。日照時間は1月中旬まで平
年並～やや多めに経過しています。
降水量は、11月下旬は多かったですが、全般
に少なめに経過しています。1月24日発表の３
か月予報では、平年と同様に晴れの日が多い見
込みです。気温は低め、降水量は平年並～やや
少ない予想となっています。

サチホゴールデン（宇都宮）

２ 生育概況
県内の麦の出芽は全般に良好でした。しかし、その後の生育は、播種の遅れや、播種後の
低温および乾燥により、全般に遅れ気味です。
1月19日、農業試験場の生育調査では、草丈は9cm前後、茎数は200本/㎡弱、葉齢は2.5葉
前後であり、生育は平年より大幅に遅れています。また、幼稈長は２品種平均で1.1mm（平
年比27 ～ 40％）
、幼穂長は0.5mm（同30 ～ 33％）と平年より遅れています。
３ 技術対策
○ 麦踏みの実施
麦踏みを実施し、分げつの促進を図るようにしましょう。なお、麦踏みを実施する場合は、
土壌水分や凍結層等に留意しましょう。一般のほ場では、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２～３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 30 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

9.2

87

61

198

31

20

2.9

-2.3

-2.8

アスカゴールデン

8.6

75

69

186

28

22

2.4

-2.1

-2.4

注．11 月 10 日播種（平年は 11 月 4 日播種）

−−

前年差

平年差

園 芸 情 報

！
人気パティスリーが教える

Presents

栃木のとちおとめで作る
もういくつ寝るといよいよバレンタイン！
今年のチョコはどうしよう？
そんなあなたに、手軽に作れる人気パティスリー直伝の
スイーツレシピをご紹介！
仕上げにとちおとめを添えて、いつもよりちょっと華やかに。
意中のあの人はもちろん、家族や友だちに贈っても
きっと喜んでもらえるはず！

タルト オ ショコラ
サクサクの生地に濃厚チョコがぎっしり詰まったタルト。
定番の人気スイーツだから、作り方を覚えておくと色々
なシーンでも役立ちそう！

所要時間：60 分〜90 分／サイズ：直径約 15cm

①パートシュクレ
（タルト台）
を作る
材料：

・バター････････････････････ 75g
・砂糖･･････････････････････ 48g
・全卵･･･････････････ 30g
（1/2個）
・アーモンドプードル･･････････ 15g
・薄力粉･･･････････････････ 120g
・ココア
（無糖）･･･････････････ 5g

1.柔らかくしておいたバターに砂糖をすり合わせる

2.そこに全卵を少しずつ混ぜ合わせる
3.さらにアーモンドプードルと薄力粉、
ココアを混ぜ合わせる
4.冷蔵庫で生地を約30〜60分間寝かせる
5.3mmに生地をのばし、
タルト型に成型する

②ショコラ生地を作る
1.クーベルチュールとバターを溶かす
2.薄力粉とココアを一緒に振るっておく
3.卵とグラニュー糖を湯煎で50℃くらい
まで温め、
よくたてる

4.オーブンを180℃に予熱する
5.3に1を入れ、2を合わせる
6.①で作ったタルト台に流し入れる
7.180℃のオーブンで20分焼く

材料：

・クーベルチュールチョコ･･････ 50g
・バター････････････････････ 40g
・卵････････････････････････ 1個
・グラニュー糖･･･････････････ 15g
・薄力粉････････････････････ 16g
・ココア
（無糖）
･･･････････････ 5g

③ガナッシュチョコクリームを作る
材料：

・クーベルチュールチョコ･･････ 70g
・生クリーム･････････････････ 68g
・ラム酒（ガムシロップでも可）
･･･ 8cc
・とちおとめ･･･････････ 好きなだけ

④仕上げ

1.生クリームを火にかけ温める
2.沸騰した1にクーベルチュールを一気に入れ、混ぜる
3.さらにラム酒を入れ混ぜる

1.焼きあがった②を冷蔵庫で冷やす
2.冷めたら表面に③を流し入れる
3.とちおとめなどを乗せ、完成！

NEWS !

協力してくれたお店
パティスリー フラッグス

Patisserie

FLAGS

コリラックマが
「とちおとめ大使」
に就任！

とちおとめの 甘みと
酸 味がチョコレートと
の相性も抜群だと思い
ます！ぜひ家 庭で試し
てみてください。

人 気のキャラクター「コリラックマ」が
2年連続
「栃木のとちおとめ大使」
に就任！
今後は栃木県産とちおとめのPRを行う
ためにさまざまな場所へ赴く予定！
©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

宇都宮市下栗町2931-4
028-634-2666
オーナーシェフ
AM10:00〜PM7:00
田中さん
不定休

出典：タウン情報誌 もんみや２月号

−−

食 材 情 報
ＪＡふれあい食材

ＪＡふれあい食材の様々なラインナップの中から、今回は便利な定期宅配便「ふれあい牛乳」のご紹介。

○ふれあいさんが夕食のおかずと一緒にお届け！お買い物の手間がはぶけます。
○お買い物のたびに重いものを抱えることもなくなります。
○定期的に届くのでお買い忘れの心配なし！
ついつい余計なものを買ってしまうこともなくなり経済的に。
【商品の特徴】
◎栃木県産の生乳を使用
◎成分無調整牛乳
◎コクのあるまろやかな牛乳

1品からでもご利用いただけます。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。

【材料】
A
上新粉（米粉）・・・200ｇ
水・・・80ｇ
塩・・・少々
ごま油・・・大さじ1

【作り方】
①ボウルにAを加えてよく混ぜ、ひとまとめにする。
②まな板の上にごま油を敷き、まとまった①をのせ餅状になるまで麺棒でつき、捏ねる。
③②を棒状にし、10㎝幅に切る。

④沸騰したお湯に③を入れて茹で、浮かんできたらザルにあける。
B
⑤鍋にBとお好みでさつま揚げを入れて火にかけ、とろみがついてきたら④を加えて絡める。
コチュジャン・・・大さじ1/2～1
酒・・・大さじ2
⑥⑤を器に盛り、お好みで糸唐辛子をのせる。
ケチャップ・・・大さじ1/2
水・・・100ｃｃ
砂糖・・・大さじ1
しょうゆ・鶏ガラスープの素・・・各小さじ1
おろしにんにく・・・小さじ1/2
ＪＡ全農とちぎ ふれあい食材担当栄養士 駒込美季
さつま揚げ・・・お好みで
糸唐辛子・・・お好みで

お問い合わせは
〒321-0905 平出工業団地26-4
TEL:028-664-2990 FAX:028-664-3305

−−

作 付 情 報

−−

作 付 情 報

−10−

肥 料 情 報

H２９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２９年産水稲についての普及率をまとめましたとこ
ろ、5５.８％となり昨年比－１.２％となりました（図１参照）。次年産のひとふりくんシリーズ
普及率アップにむけて省力性の PR を強化してまいります。
図１．２９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

JA名
28肥年度普及トン数

なすの

しおのや

なす南

うつのみや

かみつが

はが野

しもつけ

おやま

佐野

足利

合計

3,018

1,854

659

1,903

1,418

2,554

1,047

1,262

230

252

14,196

12,780

8,760

2,590

8,115

4,430

8,069

5,950

4,140

1,770

1,020

57,624

29年産普及面積ha

6,476

5,324

1,483

4,743

3,460

5,668

1,909

2,180

471

444

32,158

29年産推定普及率％

50.7

60.8

57.3

58.4

78.1

70.3

32.1

52.6

26.6

43.6

55.8

28年産推定普及率％

48.9

61.0

57.9

62.8

78.1

70.9

35.2

53.8

30.2

46.3

57.0

1.7

-0.2

-0.7

-4.4

0.0

-0.6

-3.1

-1.1

-3.6

-2.7

-1.2

29年産水稲作付面積ha

普及率の増減

※普及率については関東農政局発表の 29 年産の作付面積を基準に算出。
※作付面積については、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２８年度作）

No.1

プレミア側条レッド（約１５０ha 分増加！）

No.２

ひとふりくん１００号

（約 50ha 分増加）

No.３

ひとふりくん 2００号

（約 30ha 分増加）

施肥作業が省力になる土づくり成分入り側条施肥機対応銘柄と、りん酸カリを従来より
削減した低コストな 100 号・200 号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

■トランスフォームフロアブルの特長
①スルホキシイミン系の新規殺虫剤
②幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます
④浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます ⑤速効性に優れています

■トランスフォームフロアブルの適用害虫と使用方法

−12−

③耐雨性があります

（2017.12月現在情報）

農業機械情報
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燃 料 情 報

L P ガス情勢
1．1月ＣＰ価格
プロパン ＄590／ｔ

キャッチくん

ブタン $570／ｔ

前年同月 前年同期比
当月
（1月）
CP
前月
（12月）
CP
前月比 （29年1月）
翌月予想CP
A
AL熱量比
B
AL熱量比 C＝A−B
E = A−D
D
＄0
＄435
＄155 ＄560〜600
プロパン ＄590 114.46％ ＄590 117.16％
＄570 112.12％ ＄570 114.76％
＄0
＄495
＄75 ＄540〜580
ブタン

（１）決定内容
プロパン、ブタンともに前月と同価格で設
定されました。
ＡＬ対比は、プロパンが114.46％と、前月比
2.7％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。
≪ＡＬ対比≫
○ＬＰガスと同熱量に換算した原油（アラビアンライ
ト）価格とＬＰガス価格の比較。

（２）情勢
プロパン・ブタンともに直近の予想どおりに設定されました。
12月は複数の産ガス社において高在庫状態が続き、各社に販売余地があったと見られています。
特にブタン在庫が高かった模様で、プロパン単体よりもブタンを含むカーゴの販売に、より積極的
でした。一方、買い手の反応は鈍かった。インドのバハラット石油は買付け入札を実施していたも
のの、インド国内の出荷に伸びが見られず、在庫積み上がりの懸念から調達を見送りました。極東
輸入業者もターム玉でブタン需要を満たせるとしてスポット玉には関心を示しませんでした。
極東市場では気温の低下に伴い需要が高まっていきました。日本元売りは国内のプロパン出荷
が増えたことでプロパン単体の手当てに動きました。台湾向けでは、需要が強まる2月半ばの旧正
月を見据え、1月後半着のカーゴに引き合いが見られました。
サウジアラビア国内では、ブタンを原料として使用している石化プラントが12月に定修を終え
たため、ブタン在庫は先行き低下すると見られています。また、UAEでは新規PDH（プロパン脱
水素装置）が操業を開始したため、プ ＜プロパンの原油熱量対比・過去３年と今年の比較＞
ロパン輸出量が減少する可能性が浮上
しています。中東産ガス国内の需要増
加が今後のＬＰガス相場の上昇要因に
なり得ると指摘されています。
AL対比はプロパンが114.46％（前月
比−2.70％）、ブタンが112.12％（前月
比−2.64％）となりました。

2．LPガス在庫
経済産業省は 12 月 4 日、ＬＰガス元売りに課している備蓄在庫義務の日数を、年間輸入量の
50 日分から 40 日分に削減すると発表しました。日本の年間輸入数量は現在 1,080 万トン前後で、
削減量は 25 万〜 30 万トンに相当すると試算されています。
●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30年2月ＣＰ予想（1月9日時点）
プロパン：560 〜 600 ㌦

ブ タ ン：540 〜 580 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、原油需給動向の先行き不透明感などから、平成29年６月頃には42ドル台まで
値を下げていたものの、その後は米シェールオイル増産に一時期ほどの勢いが見られないことや世
界的需要が増加傾向にある事、ＯＰＥＣ加盟・非加盟国の協調減産による需給改善期待などを受け
て上昇傾向にありました。更に12月末には北海のパイプラインが破損により一時稼働を停止した
ことや、リビアでの武装勢力によるパイプライン爆破報道等を受けて、60ドル台まで値を上げま
した。
直近も、ＯＰＥＣ減産
期待や寒波による米国内
産油量減少など、引き続
き需給改善期待が高いこ
とから値を上げ、１月11
日には３年ぶりの高値と
なる63.80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11日に66.40ドルの値
を付けています。

2．国内情勢
（１） 国内の出荷・在庫状況
12月下旬の燃料油の出荷量（販売量）は、
灯油とＡ重油が前年を上回りました。
在庫量は、ガソリンとＡ重油が前年に対し
て取り崩しとなりました。

単位：千ＫＬ

油種

12/23在庫量 前年同時期在庫量

前年対比

ガソリン

1,603

1,654

96.9%

灯油

2,279

2,159

105.6%

軽油

1,499

1,421

105.5%

668

737

90.6%

Ａ重油

（２） 店頭販売価格
店頭価格は、原油価格が値上げ
傾向にあったことから、値上げ傾
向となっていました。
今後も、原油価格が高値で推移
していることから、店頭価格も値
上げ傾向で推移するものと予想さ
れます。

1/9

12/25

12/18

141.9（＋0.2） 141.7（＋0.2） 141.5（＋0.1）
84.7（＋0.3） 84.4（＋0.2） 84.2（＋0.1）
119.8（＋0.2） 119.6（＋0.1） 119.5（＋0.1）
139.9（＋0.1） 139.8（＋0.1） 139.7（＋0.1）
83.8（＋0.3） 83.5（＋0.2） 83.3（▲0.1）
116.9（＋0.1） 116.8（＋0.1） 116.8（±0.0）

（３） トピックス
・原油価格急騰
年末から年始にかけて原油価格が急騰しました。急上昇の背景は、欧米を中心とする記録的寒波による
需要増や、米国の在庫減といった需要要因に加え、主要産油国のひとつであるイラン情勢の悪化が要因と
なっています。
ＯＰＥＣ、非ＯＰＥＣの協調減産基調の中で、原油市場は地政学リスクを材料視しやすくなっていること
から、イラン情勢の今後の動向が注目されています。
原油価格急騰の影響を受け、小売価格も上昇傾向にあり、今後の燃油価格高騰が懸念されます。

3．営農用燃料油の展望
営農用燃料油の小売価格は、原油価格が値上げ傾向にあったことから、値上げ傾向となっていました。
直近の原油価格も高値で推移していることから、小売価格も値上げ傾向で推移するものと予想されま
す。
在庫状況は、一部油種で前年を下回る水準であるものの、需給に関する心配はありません。
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野 生 を 食 べ る 95

セイヨウカラシナ

セイヨウアブラナは本シリーズ７１で紹介したが、実はセイヨウカラシナというのも
存在する。これも帰化植物なのでおおいに利用したい植物だ。大きな河川の堤防等にか
なり繁殖しているという。しかし、この記事を書くにあたってあちこち探してみたが、
多くはアブラナであり、カラシナは小さな群落しか見つからなかった。区別点は葉の付
け根が茎を巻くアブラナに対し、カラシナは巻かない（写真１）。花の付き方も少しさ
びしいように
思われる。葉
を齧ってみれ
ばさわやかな
辛さで区別で
きる。

料理メモ
カラシナというくらいだから辛み成分を生かした料理がいい。やや濃い塩水を入れた
ビニール袋に摘みたての菜花を投入し、よく揉んでから冷蔵庫で保存すると辛みがしっ
かりと出てきて美味しい。（写真２）。写真３は野草料理本からの受け売りだが面白い
ので紹介したい。カラシナは一口大に切り、四角いタッパに水を入れてガシャガシャと
よく振る。水を切り、味噌、醤油、ラー油、砕いたピーナツを投入してさらにタッパを
よく振る。食べてみるとまあまあだが、塩分が強く旨味不足。辛みは塩水で揉んだほう
がよく出る。
（aida）

写真１

写真２

写真３

編集後記

実は細々と続けていた家庭菜園ですが…
写真をご覧ください！大根がたくさん収
穫できました！合計では 20 本程度になったと思います。種を播いたと
きはこんな小さい粒が本当に大根になるのかと思いましたが、芋虫と
の激闘（？）を経て大きく成長してくれました。感慨深く美味しくい
ただきました。
（石川）
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