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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 14 弾≫ ＪＡしおのや
▶高根沢町石末地区

山崎 大輔 さん

作 物：いちご（とちおとめ） 28ａ

▶就農するまでの経緯を教えてください。

家が農家だったことから、高校後の進路は農業系に進み、農業経営のほか、作物では米・

麦・大豆・とうもろこし・さつまいもなどを勉強しましたが、就職に関してはアパレル
業界に結構興味がありましたので、アパレルか農業かで悩みましたね。結局、悩んだ末
に農業になったようなところでしょう。

▶いちごを選んだのは、どうしてですか？

学校では、園芸コースではなかったので、いちごについては一切勉強していませんでし

たし家でもいちごは作ってはいませんでした。卒業が近くなって、大学校での卒論作成の
関係もあって米と園芸の複合経営を考え始め、米といちごで始めようかと決めました。
それで、いちごについては、ＪＡ・農業振興事務所また地元のいちご農家の先輩には
お世話になりました。

▶当初は相当苦労もあったのではないですか？

米・麦・大豆は、父が担当して私はいちごに専念するようにしました。いちごは、母

とパートさんとで作業していますが、台風などの自然災害や、うどんこ病・炭疽病・ハ
ダニなどの病害虫を一通り経験し（辛い経験でしたが）、13年目を迎えた前作は、病気・
害虫ともほぼ皆無となり収量増加したことがいちご生産者として成長したということな
のでしょう。

▶今後、規模拡大など何か計画はありますか？

現在の規模は、管理していくなかでは丁度良い程度になっています。私一人で目が届

く範囲の広さという意味です。それでも、将来的には、28ａから40ａへの規模拡大を
目指しています。ただし、労働力の確保がネックになると思います。

▶新技術の導入など期待することはありますか？

ＩＣＴ技術が進んでいることや導入している方がいることも承知していますが、もう

少し様子見しようかと思います。技術が安定して確立してからで良いでしょう。
いちごについてもいちご研究所の研究により品質の向上や安定した収量の確保に期待
しています。

趣味は、バイクに乗って出かけることだそうです。ただし、長期の旅行が
出来ないのが「いちご農家の悩み」とか。本日はありがとうございました！
−−
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夢をカタチに！！女性農業者インタビュー

≪第 3 弾≫ ＪＡかみつが
▶鹿沼市菊沢地区 塩野 玲子 さん
作 物：イチゴ 20a（とちおとめ）
水稲 50a（コシヒカリ）

塩野 玲子 さん

▶就農するまでの経緯を教えてください。

両親がイチゴを作っていたこともあり、私自身も農業高校、農業大学校と進学。その

後、鹿沼市農業公社で働き（農業公社では、女性初のオペレーターとしてご活躍されて
いたそうです！）、結婚後に実家で就農しました。本当は主人も農業をやる予定だった
のですが、今では重機修理業がメインとなって、手伝うのは田植えと稲刈りくらいです
ね（笑）。現在は、母親（大沼 キンさん）と二人三脚でがんばっています。

▶就農してから苦労されたことは？

就農当初は子育てや介護が大変で、心身共に余裕が

ない中、農業もなんとかやっていたという感じでした。
現在は、子育ても一段落して農業に集中できるように
なってきました。

▶就農当初と比べて成長したと感じる点は？

就農から15年経ちましたが、今でも常に勉強です。イチゴの生育状況は、天候など

により毎年同じではありません。日頃から常にイチゴの状況を把握することが大切だと
感じています。

▶経営上の課題やこだわりはありますか？

今までイチゴには水冷・夜冷処理を施していましたが、なかなか思うようにいかなかっ

たので、思い切ってやめてみたところ、病気も少なくなり、平均的に出荷量を確保でき
るようになりました。また、炭酸ガスや天敵を導入したことで消毒回数を減らすことが
できました。

▶今後の目標を教えてください。

まずは、毎年しっかりと収穫できるようにがんばっていきたいです。将来的に子ども

たちが農業を継いでくれることになったら、その時は規模拡大も検討したいと思います。

とてもエネルギッシュな玲子さん！元気の秘訣は「仲間との飲み会」と
「母親と仲良く農作業をすること」だそうです。
これからも元気にがんばってください！！
−−
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特集！農事組合法人インタビュー
JA しもつけ

法人名：農事組合法人湧水の里かわらだ
（愛称：I・♡・かわらだ）
設 立：平成 30 年１月
作 物：加工たまねぎ 60a 宮ねぎ 50a
米４ha
構成員：10 名

写真

湧水の里かわらだのみなさん

農事組合法人湧水の里かわらだ代表野尻真悟さんにお話を伺いました！！

▶法人化を目指した経緯をお聞きいたします。

私たちの前身は農機共同利用組織が始まりです。農機は重要で農機が動かなくなると
農作業もストップしかねませんからね。法人化を考え始めたのが、私が川原田北地区の
農業関係の会長を務めていた時。ある会議で10年後農家を継続しているかのアンケー
トの問いに主要の農家さん18名中13名が継続していないとの回答でした。息子さんも
継がないとのことで、これは大変なことになると思いました。この出来事が大きなキッ
カケですね。

▶この後10名の法人化有志者が集まってくださったようですが？

みんな兼業していて忙しい身ですが、賛同してくださり法人化することになりました。
10名それぞれも後継者がいないということで、後継者問題は意識していると思います。
その中でも経営、社会的にも安定した組織でなければ人は入って来ないことや、地域を
守るためには後継者が必要なことは分かっています。法人化は必然だったと思います。

▶野尻代表も兼業農家ということですが専業への道のりを教えてください。

私の父がニラの農家でしたので手伝いながら農業の基礎を学びました。未来塾にも土
曜日を利用して１年間通いました。また、次の年に専門コースに1年間（月・水・金）
通いました。未来塾はみんなでワイワイやりながらできたので楽しかったですね（笑）。
農業って楽しいなと思いました。

▶今後の展望を教えてください。

持続的な農業をしていきたいです。周年で
できるように作物を上手い事組み合わせて
いきたいです。新規作物でニラ・アスパラガ
スを考えています。今、加工玉ねぎ、宮ねぎ
を作付しているのですが、雑草が繁茂してし
まったので来年は計画的に進めたいですね
(笑)。少しスケジュール感を掴めていなかっ
たので。

今年の加工玉ねぎの出来が素晴らしかったですね。私も手伝わせていただき
ましたが、いい意味で疲れました(笑)宮ねぎも楽しみです！！（横田）
−−
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水稲生育状況（７月２０日現在）と今後の技術対策
１ 気象経過
気温は、5月から7月まで、6月中旬を除き、全般に高
めで経過しています。日照時間も、5月から7月まで多め
で経過しています。降水量は、5月及び6月は少なく、
7月も少なめで経過しています。7月28 ～ 29日に台風12
号による大雨がありました。
２ 生育概況
○早植（コシヒカリ）
コシヒカリ（宇都宮市、5月1日植）
7月20日調査では、草丈は長く、茎数は平年並、葉色
はやや淡いです。幼穂長から予測すると、出穂期は7月26日で、平年より６日程度早いです。
○普通植（あさひの夢）
草丈は平年並、茎数はやや少なく、葉色は淡いです。
葉齢は平年並で、生育は平年並です。
３ 技術対策
○早植（コシヒカリ）
・追肥：出穂期以降の葉色が淡すぎると、胴割粒や白未熟粒の発生が助長され、品質低下を招
きやすいです。出穂期の葉色が4.0以下の場合は穂揃期までに窒素で10a当たり1 ～ 2kg追肥を
しましょう。全量基肥ほ場で極端に葉色が淡い場合も同様に対応しましょう。
・水管理：出穂期・開花期は水を最も必要とする時期なので、不足しないようにこまめに間断
かん水をおこないます。出穂後も、籾の充実、品質向上のため水管理が重要です。出穂後30
日までは水を切らさないように間断かん水（特に、夕方から夜間にかん水）を続けましょう。
・斑点米カメムシ類の防除：7月20日発表では、
発生予想は「多い」です。穂揃期から乳熟初期（出
穂後10日）の防除適期にしっかり防除しましょう。
・適期収穫：出穂期が早まっており、さらに出穂後の気温が平年より２℃高く推移した場合、
成熟期は平年より10日程度早まることが予想されます。収穫開始時期は県南部で8月24日頃、
県中部で8月31日頃、
県北部で9月3日頃と予想されます。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。
○普通植（あさひの夢）
・水管理：目標とする茎数は確保できています。間断かん水で根の活力維持を図りましょう。
・穂 肥：分施体系では、出穂18 ～ 20日前に窒素成分で10a当たり2 ～ 3kg施用します。

県生育診断ほ調査結果（早植コシヒカリ ７月２0 日現在）
項目

草丈(cm)
本年

茎数(本/㎡)

葉齢

平年

比(%)

本年

平年

比(%)

本年

平年

葉色
差

本年

平年

葉色×茎数値
差

本年

平年

比(%)

早植分施

91.6

82.5

113

457

469

99

12.9

12.5

0.3

3.7

4.0

-0.4

1,674

1,878

89

早植全量

95.0

88.0

108

425

431

99

12.8

12.7

0.0

3.5

3.8

-0.3

1,456

1,628

90

平

92.6

84.4

111

447

457

99

12.9

12.6

0.2

3.7

3.9

-0.3

1,609

1,795

89

均

−−
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大豆の生育状況と今後の技術対策
１ 気象経過
関東甲信地方は、6月6日頃に平年より2日早く梅
雨入りし、6月29日頃に平年より22日早く梅雨明け
しました。
気温は、6月下旬から7月中旬までは平年より高
めに経過しています。日照時間も平年より多めに
に経過しています。降水量は、平年よりやや少な
めに経過しています。

里のほほえみ（高根沢町）
２ 生育概況
7月24日に県内の生育状況を調査しました。
今年の梅雨時期は比較的雨が少なく、播種は概ね適期に行われ、出芽も順調です。
主茎長は４か所平均で29cm、主茎節数は8 ～ 9節であり、順調な生育です。

３ 技術対策
○べと病対策：
「里のほほえみ」は、べと病が発生しやすい品種ですので、注意しましょう。
・開花10日前～子実肥大期に、発病が見られたら早めに薬剤防除しましょう。
・発生が拡大する場合は、開花40日後までの早い時期に追加防除しましょう。
※主な薬剤：プロポーズ顆粒水和剤、ランマンフロアブル、ベトファイター顆粒水和剤、リ
ドミルゴールドＭＺ、フェスティバルＣ水和剤、アミスター 20フロアブル等。
○カメムシ類対策：
カメムシ類の発生量は「多い」予想です。開花期の15日後から子実肥大後期（9月下旬）
までにトレボン乳剤、スミチオン乳剤等を10 ～ 14日間隔で散布しましょう。
○雑草防除：
雑草の発生が多い場合には、生育期の除草剤散布を行いましょう。特に、難防除のアサガ
オ類には留意ください。
○少雨対策：
１週間以上晴天が続き、頂小葉が立ち上がり反転して見えたら、畦間かん水を行うように
しましょう。かん水は、ほ場全体に水が行きわたったら速やかに排水しましょう。
大豆生育調査結果（7月24日）
播種期

主茎長

主茎節数

月日

cm

節

大田原市

6.20

33.9

8.4

高根沢町

6 月下旬

23.6

8.3

宇都宮市

6 月下旬

38.8

9.5

小山市

6.29

21.0

7.9

地区

べと病（葉の表）

−−

米 麦 情 報

お米は大切な商品です

〜登熟を高める水管理・斑点米カメムシ類の防除と適期刈取で全量１等米を！〜
登熟を高める水管理
●出穂期は、こまめな間断かん水とし、その後、徐々にかん水間隔を伸ばしましょう。
●出穂後は、間断かん水を基本とし、異常高温時には夕方から夜間のかん水により、地温を低下させましょう。
●落水時期は、出穂後30日以降とし、その後も高温・多照が続く場合は、ほ場条件を考慮し、収穫7〜10日前まで
走り水を実施しましょう。
出穂後25日までこの管理を繰り返します
※出穂期とは、ほ場全体の4〜5割が出穂した期日です。
収︵
成
穫熟
期
︶

︵
出
穂
期
︶

出穂・開花期は、 間 断 か ん 水
水を切らさない。

田面

水位
1〜2 ㎝

自然減水

水位
1〜2 ㎝

足跡・溝

自然減水
足跡・溝

これは乾かしすぎ

田面がかくれる程度に水
を入れる

落水

水管理のポイント

繰
り
返
す

出 穂 後 2 5日間（ 高 温 年 は
30日間）は「湿った田面」を
継続します！

足跡や溝の水が少なくな
ったら再び水を入れる

着色粒（斑点米カメムシ類）を減らすための防止
●地域全体で休耕地や畦畔などの除草を出穂2〜3週間前と出穂期頃の2回行い、斑点米カメムシ類の水田への
侵入を低減しましょう。
●出穂2〜3週間前と出穂期頃の除草ができない場合は、出穂期の10日前までには除草しましょう。
●本田においては、粒剤ならば出穂期〜出穂期7日後までに、液剤ならば乳熟期初期（出穂期7〜10日後）ま
でに防除しましょう。

稲こうじ病対策
●前年多発した地域では、出穂10日前までに防除
・ほ場での稲こうじの発生量を把握しておきましょう。
●防除のポイントは本田での薬剤防除
・銅剤（ドイツボルドーA・Zボルドー粉剤DL等）で
あれば出穂20〜10日前に散布
・シメコナゾール剤（モンガリット粒剤等）であれば
田植直後もしくは出穂21〜14日前に散布

稲刈り
菌糸の状態で
イネに潜伏

幼穂（籾）に感染

出穂後に発病

田植

苗の移植直後から感染

土壌中でイネを待つ

図 イネ稲こうじ病の伝染経路

「胴割粒」等を減らすための刈取適期の目安
●帯緑色籾率が10%から始め3%までに終了しましょう。
●登熟積算気温は、1,000〜1,100℃です。
●高温年は、収穫開始が早まるので刈遅れに注意しましょう。

地域別刈取適期の目安（早植コシヒカリ）

その他
19%

出穂後日数の目安……３８〜４６日
８月
下旬
県南
県中
県北

９月
上旬

中旬

10月
下旬

29年産水稲うるち玄米の２等以下に
格付けされた主な理由（30年３月末）

上旬

気象が平年並み
の場合の早植コ
シヒカリの地域
別刈取適期の目
安です。

−−

心白・腹白
17%
充実度
20%

胴割粒
23％
着色粒
21％

農 薬 情 報
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肥 料 情 報
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園 芸 情 報
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食 材 情 報

米粉でとろり夏野菜のキーマカレー
米粉でとろり夏野菜の
＆
米粉のナン

夏野菜のキーマカレー

A

材料（2人分）
玉ねぎ（1㎝角）・・・1/2個
にんにく（みじん切り）・・・1かけ
油・・・大さじ1
塩・こしょう・・・少々
水溶き米粉・・・適量

8

月

B
ズッキーニ（1㎝角）・・・1/2本
赤パプリカ（1㎝角）・・・1/4個
豚挽肉・・・100ｇ

トマト（1㎝角）・・・1/2個
大豆水煮・・・100ｇ
コンソメキューブ・・・1個
ソース・はちみつ・・・各大さじ1
りんご（すりおろす）・・・1/2個
カレー粉・・・小さじ1/2
ターメリック・・・小さじ2
水・・・150ｃｃ

作り方
① 鍋に油とにんにくを入れて弱火で熱し、香りが出たら玉ねぎを飴色になるまで炒める。
② ①にAを加えて更に炒め、塩・こしょうを振る。
③ ②にBを入れて煮込み、水で溶いた米粉を回し入れとろみをつける。

米粉のナン

作り方

材料（2人分）

① ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、最後にぬるま湯を加えゴムべら等を
使いよく混ぜる。
② ひとつにまとまったら、暖かい場所で40～45分間ほど発酵させる。
③ ②が膨らんだらゴムべらで練り、4等分にする。
④ フライパンにオリーブオイルを熱し、手を濡らし③の生地を厚さ
1cm程度のだ円に形成し、強めの中火で片面を3分ずつ蓋をして焼く。

A
米粉・・・175ｇ
砂糖・・・小さじ1
ドライイースト・・・1.5ｇ
オリーブオイル・・・小さじ1
片栗粉・・・10ｇ
ぬるま湯・・・100ｃｃ
オリーブオイル・・・適量

JAふれあい食材では毎日の健康に役立つ牛乳や卵、ヨーグルトや納豆等の
日配品も数多く取り扱っております。

「定期宅配なので買い忘れの心配もなくなった！」
「お買い物でかさばる牛乳や卵を自宅まで届けてもらえる！」
「R1ヨーグルトで毎日元気！」

ご注文・お問合わせはお近くの食材センターまたは
ＪＡ全農とちぎ
ふれあい食材課 TEL:028-664-2990
〒321-0905 平出工業団地26-4
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FAX:028-664-3305

LINE情報

LINE＠ＪＡ全農とちぎ公式アカウントをはじめました！

©栃木県 とちまるくん

JA全農とちぎ 営農販売企画部 総合販売企画課
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ＴＥＬ：028－616－8805
〒321-0905宇都宮市平出工業団地9番地25

LINE情報

ＪＡグループ栃木担い手サポートセンターLINE＠をはじめました！
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担い手協議会情報

栃木県担い手育成総合支援協議会内に「農業経営相談所」を開設しま
した。各種専門家を派遣し皆様の経営改善・経営発展をお手伝いします。
悩
み
事
・
相
談
事

支
専援
門チ
家
ム

相 続

法人化
税

経営管理

金

資

ＩＴ・ＨＰ

法
社会保険

金

派遣

律

６次化

問題解決
○司法書士・・・・・・法人化や相続の手続
○中小企業診断士・・・経営診断
○社会保険労務士・・・労務管理、規則作成
○税理士・・・・・・・税務、資産の譲渡
○法人経営者・・・・・経営者のスキル向上
○その他・・・・・・・お気軽に御相談ください
※相談内容や相談時期によっては派遣できないこともあります

相
談
窓
口

各
サ
テ
ラ
イ
ト
窓
口

栃木県担い手育成総合支援協議会（ＪＡ栃木中央会 担い手サポートセンター内）
栃木県宇都宮市平出工業団地９−２５ ＪＡビル７Ｆ
ＴＥＬ：０２８−６１６−８５３２・ＦＡＸ：０２８−６１６−８５９２
各農業振興事務所及び各ＪＡにサテライト窓口を設置しております（下記参照）

河内農業振興事務所

：028-626-3072

上都賀農業振興事務所

：0289-62-6125

芳賀農業振興事務所

：0285-82-3074

下都賀農業振興事務所

：0282-24-1101

塩谷南那須農業振興事務所：0287-43-2318
那須農業振興事務所

：0287-22-2826

安足農業振興事務所

：0283-23-1431

ＪＡうつのみや
ＪＡかみつが
ＪＡはが野
ＪＡしもつけ
ＪＡおやま
ＪＡ佐野
ＪＡ足利
ＪＡしおのや
ＪＡなすの
ＪＡなす南
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営農企画課 ：028-635-3388
営農企画課 ：0289-65-1007
営農部
：0285-83-7623
営農企画課 ：0282-20-8828
農業支援課 ：0285-33-4321
営農・支援課：0283-24-3420
営農振興課 ：0284-22-4433
営農企画課 ：028-681-7554
営農課
：0287-62-5550
営農指導課 ：0287-96-6170

県農政部情報
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イベント情 報
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サポートセンター情報

野 生 を 食 べ る

連載１
連載１０
００回超え記念
０回超え記念！
！
著者の合田先生に最近の状況などを
インタビューしてみました。

【イネとヒエの違いを説明する合田先生（左）】

▶「野生を食べる」の連載が100回を超えました。おめでとうございます。

ありがとうございます。年に12回しか登場しないので、100回というと相当長い期

間になりますが、あっという間という気もします。

▶ この連載を始めようとしたきっかけはなんですか。

私は若いころから連載記事を書いていて、締切りに追われる生活が結構好きになって

います。全農にお世話になってからも何かやりたいと思っていました。そこにあったの
がＴＡＣの支援通信です。私の方から担当者にやらせてと申し入れました。

▶ 野草を食べるということは以前からやっていたのですか。

山菜採り、キノコ狩りは以前からやっていたのでかなりの蓄積はありますが、あまり

知られていないものを試食するのは連載を始めてからです。

▶ 記事の作成や取材で苦労していることはありますか。

一応、季節に合わせた内容にしているので、たとえば５月に登場させるべきものを５

月に取材したのでは間に合いません。結局翌年の５
月に登場することになります。また、食べ頃の時期
や花の写真を撮るのに一度チャンスを逃すと翌年に
再挑戦ということになり、なかなか仕事が進まない
のが難点です。

▶ 最近、何か面白いものを試食しましたか。

ネコが狂喜するというマタタビの実を見つけまし

【マタタビの虫えい】

た。虫えいは薬酒に、正常な実は味噌漬けとピクル
スにしています。
まだ漬かっていないので食べていませんが、不味
そうです（笑）。そのうち、元気が出るかどうか確
かめようと思っています。今年食べて美味しかった
のは、フジの蕾、ミツバウツギの新芽などですね。

【マタタビの正常果】

夏や冬のネタが少なくて困っているとのことですが、今後も連載を続けて
いきたいという熱い想いを語ってくれました！ありがとうございました！
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野 生 を 食 べ る 101 シロバナノヘビイチゴ
ヘビイチゴという名前だが、学名はフラガリアニポニカとれっきとしたオランダイチ
ゴの仲間だ。やや標高の高い日当たりのよい草原や登山道のわきに草丈が低く３小葉の
葉からなる株に白い花を見つけたら本種と思ってよい。ただし、北海道や東北の標高の
高い場所ではノウゴイチゴが出てくるので注意が必要だ。区別点は花弁の数。シロバナ
ノヘビイチゴ
が５枚。ノウ
ゴイチゴは７
～８枚。どち
らも美味しく
食べることが
できる。

料理メモ
山を歩いていて白い花はよく見るが、赤いイチゴはあまり見ないような気がしてい
た。考えてみたら、花の季節である７月にはよく山に行くが花の終った８月にはあまり
行ってない事に気づいた。そこで、白い花の咲いていた場所にお盆すぎに行ってみる
と、小さなイチゴを発見できた。甘酸っぱく香りも立ち、確かにイチゴである。ただ
し、小さくて拉致があかない。生食だけでは記事にならないので少し摘んで帰り（写真
１）、ジャム（写真２）にしてみた。ヨーグルトに乗せて（写真３）試食したが、普通
に美味しかった。採集は面倒くさく、労力の割には得るものが少ない。貴重な品をいた
だくという面白さはあるがジャムまでにするのはお勧めでない。
（aida）

写真１

写真２

写真３

編集後記

毎日猛暑が続いていますが、皆さん、夏バテになっていませんか？実は、
熱中症対策にはフルーツがおススメです。その理由としては、
①水分が
豊富、
②食べやすい、
③糖分が豊富、
④体温を下げる、の４つがあり、特に、スイカやメロン、梨、バ
ナナなどは体温を下げる代表的なフルーツだと言われています。フルーツ
によってはより食べやすい「種無しの品種」も増えていますし、８月に入
ると栃木県内の梨の出荷が本格化してきますよ。今年の夏は、フルーツを
沢山食べて乗り切ってはいかがでしょうか。
（高田）

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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