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夢をカタチに！！青年農業者インタビュー

≪第 17 弾≫ ＪＡうつのみや
▶宇都宮市幕田町 荒川 真利 さん
作 物：水稲（５ha）
、ネギ（６０a）
、玉葱（２０a）

▶就農のきっかけを教えて下さい。

就農前は、横浜でSEの仕事をしていました。
家は兼業農家で、姉弟は姉が３人と私です。昔から、長男として何れは農業を継ぎた
いと考えていたことと、両親の年齢や体調面を考え４年前に就農しました。

▶経営内容について教えて下さい。

水稲は、今年、田植機を購入し高密度疎植栽培に取り
組みました。使用苗箱数は、10aあたり９枚〜 10枚に減
るなど（これまでは16 〜 17枚使用）
、田植え時の省力
化に繋がりました！
ネギと玉葱は、私が就農してから導入しました。ネギ
は、ある程度収穫時期の調整が可能であるため、取り組
みやすい品目です。露地野菜を導入してから、年間の作
業時間が平準化してきました。

▶ＪＡうつのみや青壮年部の本部の副部長で、姿川支部の支部長をされているの
ですね。
12月には収穫祭があり、支部メンバーで出店する予定です。楽しみですね。
また、支部長になってから、農業振興等に関する地区の会議に参加する機会が増えま
した。最近は、露地野菜の振興について話題が出ますが、農家としては作物を作ること
はできますが、出荷調整の手間や販売面も大変で
す。例えば地区で品目を集約して機械や施設を整
備することはできないか。行政やＪＡ等と考えて
いきたいですね。

▶今後の目標を教えて下さい。

今後、米価や飼料用米の助成金単価が心配です
が、水稲の面積を拡大していきたいですね！

水稲に露地野菜の作付け、そして青壮年部活動と充実した日々を過ごされ
ている荒川さん。お話ありがとうございました！
−−

サポートセンター情報

夢をカタチに！！女性農業者インタビュー

≪第 6 弾≫ ＪＡおやま
▶小山市大字粟宮 江戸屋農産株式会社

代表取締役 大橋 詩織 さん
作 物：水稲 ８ｈa（山田錦、コシヒカリ）
麦

１ｈa

ネギ ３.５ｈa

その他（米粉も少量作っています。
）

▶どうして会社を立ち上げようと思ったのですか？

元々個人農家でしたが、３年前から山田錦（酒米用）を作付けするようになりました。

規模も拡大し人手が必要になることや、取引先との契約を行うにあたり、より信用力の
高い法人化を決意して平成27年１月に立ち上げました。周年雇用に向けて３年程前か
らはネギを導入しています。

▶会社立ち上げ後、３年半が経過しました。

これまでに、じゃがいもや枝豆、今年は玉ねぎ等にもチャレンジしてきました。価格

面や作業面（管理が行き届かない）から今後は、水稲、麦のほか、ネギの生産に力を入
れていく予定です。

▶作業体系はどのようにされていますか？

社員１名、パート５名（ネギの出荷調整作業）

でシフトを組んでいます。また、福祉法人と連携
して、除草作業や出荷調整作業を協力してもらっ
ています。

▶経営面での課題や苦労はありますか？

自然が相手になるので、栽培には苦労が耐えないです。雇用面では重労働や夏の猛暑

に耐えられず辞めてしまう方が多いことも悩みです。涼しい時期から作業や環境に慣れ
てもらうことが必要かもしれません。

▶今後の目標を教えてください。

やはり作付け・生産量の拡大ですね。特にネギは３年目となり、安定して出荷できる

ようにしたいです。しかし、パートはいるものの、機械作業ができるオペレーター（社員）
が不足しているので、そこも改善していきたいと思います。

「今後もネギの更なる生産･販売強化に努めたい！」という熱意がこもった
お話しを伺うことができました。ありがとうございました！
−−

米 麦 情 報

麦の排水対策と雑草防除
●排水対策
麦は湿害に弱い作物で、特に、二条大
麦の被害が大きいです。根が弱まり、生
育抑制されるだけでなく、登熟も阻害さ
れて収量・品質が低下します。本県は冬
期間、比較的降水量が少なく、麦の栽培
に適しているとされてきましたが、近年
は温暖化の影響で、季節はずれの大雨が
降ることがあります。
播種前にほ場の周囲に排水溝を設け、
降雨があった場合、速やかにほ場外へ排
出しましょう。
ほ場の周囲と、ほ場内に５～ 10ｍ間隔
で排水溝を設けるのが理想です。また排

額縁明渠でしっかり排水

水溝がほ場外の排水路と確実に連結して
いるか確認しましょう。

●雑草防除
スズメノテッポウ、ヤエムグラなど、麦の雑草は、播種後に土壌処理剤をまいて、
しっかり防除しましょう。同一薬剤を連用すると、特定の雑草が占有化するので薬剤
をローテーションするようにしましょう。
最近、カラスムギやネズミムギの被害が一部ほ場でみられます。麦収穫後、1 ～ 2
か月間の湛水処理が有効です。

麦類の播種後除草剤の使用例
乳剤・フロアブル剤

粒剤

ボクサー

ガレース G

ムギレンジャー乳剤

トレファノサイド粒剤 2.5

クリアターン乳剤

クリアターン細粒剤 F

ゴーゴーサン乳剤

ゴーゴーサン細粒剤 F

リベレーターフロアブル

リベレーターG

−−

米 麦 情 報

実需者から求められている
「売れる大豆づくり」の実践が本県産
大豆の優位販売につながります。適期収穫、適切な調製選別を徹
底して栃木県産大豆の評価を高めましょう。

1

コンバインで収穫する場合、汚損粒発生防止のため子実水分
１８～１５％、茎水分４０％程度の状態で収穫し、仕上げ水分
１３％を目安に調製しましょう。
茎水分の目安

子実水分の目安

70％：緑が残る
60％：莢と同じ褐色
40％：ほとんどの茎が黒変し、剥皮率が
30％程度。手で軽くポキッと折れる

20％：噛むと音がせずに割れる
18％：爪を立てると少し跡が残る
15％：噛むとパリッと割れる

主茎長

剥皮長
（皮の剥げる長さ）

◎コンバイン収穫時に刈取り高10㎝を確保し、汚損粒防止に 剥皮率の求め方
剥皮率＝剥皮長／主茎長×100
努めましょう。
特に倒伏した区画では、土が混入しないように注意しましょう。
大豆は水分が高めであると、
カビの発生や劣化が進みやすくなり、
逆に低すぎると皮切
れが起こりやすくなります。
皮切れが進んで剥皮にまでなると、
等級を大きく落とす原因にもなります。
※施設において調製する場合は、
ＪＡの指示に従い搬入してください。
近年、
皮切れ・剥皮粒が多く発生しています。皮切れ・剥皮を起こした大豆では納豆・
煮豆用途で使用できなくなるため、
適期収穫を心掛けてください。

2

異物混入を防止する

莢・茎 のみならず、
ボルトやナットといった選 別 機 の 部 品 の 一 部まで、
異 物 混 入が最も
多いクレームとなっています。一 度 発 生すると再 選 別を求められ 、
混 入 物がメーカーの
製造機を損傷した場合には賠償問題にまで発展します。返品を受けて当該産地の取引
が中止になる恐れもあります。
異 物 混 入 の 防 止を徹 底し、
汚 損 粒 や 着 色 粒・腐 敗 粒など の 除 去を丁 寧に行い、
品質
が均一となるように調製してください。

3

量目不足・粒度不足に注意する

特に高水分の大豆を袋詰めしたあと、
乾燥により量目不足や粒度不足となることがあります
のでご注意ください。
（皆掛重量30.6kgを確保してください）

4

検査証明書欄を正しく記載する（裏面参照）
☆あなたの作った大豆が栃木県産大豆を代表します！
ＪＡグループ栃木／ＪＡ・ＪＡ全農とちぎ
−−
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県農試情報

成果の速報

トマトかいよう病に対する各種消毒資材の検討
近年、県内で発生が問題となっているトマトか
いよう病は、汚染されたハサミ一本で 50 株以上
に病気を感染させる危険性があり、ほ場内での蔓
延防止には管理作業中のこまめなハサミ消毒が
重要と考えられます。
そこで、本病に有効な各種消毒資材の検討を行
いました。まず、罹病株を切断して本病菌で汚染
させたハサミを消毒資材に 5 秒間浸漬した後（熱
ハサミ注１区の場合は罹病株を切断した直後）、健
全株を切りつけ、その後、経時的に発病状況を調
査しました。また、外観上発病が見られなくても
トマト内部で本病菌が増殖していることが考え
られたため、調査終了後に茎部を切断し、切断面
を本病菌が特異的に生育する選択培地上にスタ
ンプし、本病菌が検出されるかを調査しました。
その結果、熱ハサミ区と 70％エタノール浸漬区
で外観上発病が全く見られませんでした。また、
ケミクロンＧ浸漬区、アンテックビルコンＳ注２浸

漬区で発病が低く抑えられました。外観上発病が
認められなかった熱ハサミ区は、選択培地上でも
本病菌は検出されませんでしたが、70％エタノー
ル区は供試株の 3％で検出されました。外観上発
病が低く推移していたケミクロンＧ浸漬区およ
びアンテックビルコンＳ浸漬区でも、選択培地か
らの検出率はそれぞれ 7％、20％で、本病菌が植
物体内に潜在感染していることが示されました
（図）。
以上の結果から、本病の地上部感染防止対策と
して熱ハサミが最も効果的であり、次いで、70％
エタノール、ケミクロンＧで防除効果が認められ
ました。一方、イチバン、食酢、重曹では防除効
果は認められませんでした。
注１：刃先を加熱することで、刃に付いた病原菌を殺菌する
ハサミ（「福ちゃん・ターボ２」、宝商）。
注２：畜産用消毒資材であり、農業資材消毒への適用はない。

(病理昆虫研究室）

(a)

(b)

図 各種消毒資材のトマトかいよう病に対する防除効果
(a)発病株率の推移。発病株率は 3 区の平均を示す。
(b)最終調査日における発病株率および本病菌検出率。
◇：接種 56 日目の発病株率（3 区の平均）、■：スタンプ 9 日目の選択培地における本病菌検出率（3 区の平均）。

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

いちご研

ネットで検索！

携帯電話の方はこちらからどうぞ。

農業試験場

−−

いちご研究所

農 薬 情 報
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肥 料 情 報

ステップ１．土壌診断を行い、施肥量を決定する
土壌に含まれる成分量を調べることで、何が
不足していて何が過剰であるかわかります。そ
れによって、必要な施肥量を計算でき、施肥コ
ストを抑えることができます。
一般的には土壌中の養分が増えれば収量も
増えますが、ある量を超えると頭打ちになった
り、減ったりします。定期的に土壌診断を行い、
不足した成分量を知ることで、効率的な施肥が
可能となります。

ステップ２．不足した成分には各種土づくり肥料を施用する
①

けい酸肥料 ・・・ 水稲ではけい酸の吸収量が多く、100～150 kg/10a に達し
ます。灌漑水や稲ワラからの供給だけでは不足しやすいので毎年施用することが重要
です。けい酸が吸収されることにより、稲の倒伏が軽減されるとともに、受光体勢を
改善し、登熟を高め、食味を向上させる効果も期待できます。施肥量の目安はケイカ
ルでは 100～150 kg/10a、けい酸加里では 40～60 kg/10a です。
ケイカル

けい酸加里

主成分はけい酸石灰でけい酸

く溶性で肥効は緩効性であり、濃

のほかに約 40％の石灰を含む

度障害も少ない。可溶性のけい

ので土壌の酸性改良と石灰分

酸は溶けやすく水稲によく吸収さ

の補給資材として利用される。

れる。く溶性の苦土、く溶性のほ
う素も含む。

② ＢＢ土づくり肥料 ・・・ 複数の土づくり肥料を混合した銘柄がおすすめ
です。水稲に必要な土づくりの成分が１銘柄で補給できるため、土づくり肥料
の散布が一度で済みます。春耕起時の３～４月に地力アップは 40～80kg/10a、
健康大地では 60～120kg/10a の散布がおすすめです。
地力アップＰＳＫ

健康大地

栃木米の食味向上のための

りん酸が不足しやすい黒ﾎﾞｸ土

土づくり総合肥料で、一回の

に栽培するあらゆる作物に役

施肥でりん酸（苦土重焼

立つ土づくり総合肥料で、一回

燐）、けい酸（けい酸加里）が

の施肥でりん酸、けい酸、苦土

補給できる。

が補給できる。
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肥 料 情 報
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土づくりもできる基肥一発肥料！ ＢＢプレミアシリーズ
ᴾ

ᴾ

プレミアシリーズの特長

ᴾ
ᴾ

1. 基肥と追肥と土づくりが１回の施肥で済む超省力型の肥料です。

ᴾ

2. 窒素・りん酸・加里各成分は初期の茎数を確保するための速効性と、

ᴾ
ᴾ
ᴾ

穂肥の時期に効く緩効性の両方を含んでいるので、初期生育の促進
と登熟効果に役立ちます。

ᴾ

3. けい酸成分で根の量が多くなります。特に根毛（細かい根）の増加

ᴾ

が顕著で、根の活力が維持され、登熟を高め、品質・食味の向上に

ᴾ

役立ちます。

ᴾ
ᴾ
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園 芸 情 報

栃木生まれの梨『にっこり』の大きさ・おいしさを
写真で表現するコンテストを開催中です！
ご家族やお友達と一緒に「にっこり梨」を撮影し、
「#栃木の梨にっこりフェア」をつけてインスタグラムへ
投稿してください！栃木の梨で“幸せ、豊かに、
にっこり。”な写真を広めてみませんか。
応募期間は11/30（金）までです。
皆様のたくさんの投稿、お待ちしております！

−12−

食 材 情 報

−13−

農業機械情報

コスト低減の取り組みとして、「格納点検整備の推進」についてご紹介
いたします。作業終了後に点検整備をすることで、機械が長持ちし、
翌シーズンにも安心して作業ができます。

格納整備点検の３つのメリット!!

節 約
機械にかかる
コストを減らします。

確実
プロによる格納整備を
受けられます。

安心
突然の故障による
リスクを減らします。

定期的な点検を行うことで、大
きな故障を未然に防ぎ、修理
にかかる費用負担を軽減でき
ます。
また、機械の寿命を延ばすこと
ができます。
大型機械などは、セルフメンテナ
ンスでは十分にカバーできない
場合があります。プロの整備士
による格納整備点検を受けるこ
とで、機械を常に良好な状態に
保つことができます。
作業中の突然の故障は作業の
遅れや思わぬ事故にもつながり
ます。ダメージを受けている箇
所を事前に整備することは、リ
スクを減らすために重要な投資
です。

−14−

燃 料 情 報
1．原油情勢

石油情勢について

ＷＴＩ原油価格は、平成30年９月下旬には、ＯＰＥＣ・非ＯＰＥＣの会合で追加原油増産が見送
られ需給逼迫懸念が広がったことなどにより73ドル台まで値を上げていました。
その後も、中国やインドの複数の企業がイラン産原油の輸入削減の意向を示す中、中国石油大手
シノペックがイラン産原油輸入を半減したことを受け原油供給逼迫懸念が強まったことや、イラン
制裁再発動に伴う供給逼迫懸念が広まったことにより、10月初めには76ドル台まで値を上げていま
した。
直近では、米国原油在
庫が市場予想を大幅に上
回る積み増しとなったこ
とや、サウジアラビアの
記者殺害疑惑を受け米財
務長官が投資会議を欠席
し、米株式相場が下落し
たことなどにより値を下
げ、10月19日には69.12
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
イ原油についても、同様
の推移を示しており10月
19日には、78.10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
10月上旬の燃料油の出荷量は、軽油が前年
を上回りました。
在庫量については、軽油を除いた全油種が
前年に対し取り崩しとなりました。

単位：千ＫＬ

油種

10/13在庫量 前年同時期在庫量

前年対比

ガソリン

1,513

1,694

89.3%

灯油

2,589

2,721

95.1%

軽油

1,550

1,446

107.2%

659

731

90.2%

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
向にありました。
今後は、原油価格が値下げ傾向
になってきたため、店頭価格も値
下げとなる可能性が出てきました。

10/15

10/9

10/1

159.6（＋2.1） 157.5（＋2.3） 155.2（＋0.9）
99.3（＋2.0） 97.3（＋2.1） 95.2（＋0.8）
138.0（＋2.1） 135.9（＋2.1） 133.8（＋1.0）
158.0（＋2.4） 155.6（＋2.9） 152.7（＋0.7）
98.9（＋2.4） 96.5（＋3.0） 93.5（＋0.8）
135.7（＋2.3） 133.4（＋2.8） 130.6（＋0.7）

（３） トピックス
・ＷＴＩ原油価格約４年ぶり高値水準
ＷＴＩ原油価格は、10月３日に76.41ドルと約４年ぶりの高値を付けました。
その要因としては、米株式市場で株高が進んだことを受けて原油の買いが入ったことや、米国によるイラン
産原油の禁輸措置に伴い、イラン産原油の供給が減少し需給が逼迫するとの懸念が広がったためです。
また、その影響を受けてガソリン価格も高騰しており、資源エネルギー庁発表の10月15日時点の全国平
均レギュラーガソリン価格は159.6円となり、ＷＴＩ原油価格と同様に約４年ぶりの高値を付けました。
現在原油価格は値下げ傾向にありますが、イラン制裁の猶予期限である１１月に再び原油価格が上昇す
る可能性もあり、注意が必要です。

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ため、値上げ傾向となっていました。
直近の原油価格は値下げ傾向にあるため、小売価格も値下げとなる可能性が出てきました。
在庫状況は灯油とＡ重油が前年を下回る水準となっていますが、今のところ需給に関する心配はありま
せん。
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野 生 を 食 べ る 104 ガマズミ
晩秋になると真っ赤な実を付けたガマズミが目立つようになり存在感をしめすが、本
稿を書くにあたって花の写真がないことに気付いた。花の時期は存在感がないせいか、
他にやることが多くてすっかり忘れてしまい、ついつい撮影の機会を失ってしまう。実
のある時期に場所を記憶しておき、ようやく撮影したのがこれ。日あたりのよい場所の
ためか実に立派な株で花付もいい。普通に見られる株はもっと花が少ない。スイカズラ
科の灌木で、林縁
や草原に普通にみ
られ、２～３ｍに
育つ。

料理メモ
以前、千葉県出身の友人はガマズミの実を「しょっぺしょっぺ」と言ってよくかじっ
たものだという。おそらく地方によってさまざまな言われ方をしているが、昔はよく子
供たちが遊びながらかじったにちがいない。酸味が強いので「しよっぺしょっぺ」はな
かなかの表現だ。酸味が減じて甘味を感じるようになるのは11月になってからである。
このころになって採集し、果実酒にするといい。実とその20％程度の氷砂糖をホワイト
リカーに漬け、好
みでレモンを少々
投入。一か月後に
は色がよく出るの
で濾過して出来上
がり。
（aida）

編集後記

少し前ですが、昔から１度
行ってみたかったコストコ
（ひたちなか倉庫店）に初めて行くことができました。コ
ストコは、倉庫に直接商品を並べるアメリカンテイスト
の商品配置が特長で、特に食品のスケールの大きさは予
想以上！！！４、５人前が当たり前で、２人生活では食
べきれない・・・と美味しそうな惣菜やパン類はほとん
ど諦めるという悲しい結末になりました（その分、旬な
果物や惣菜の試食をガッツリ堪能しま
した w）。会員になれば同一カードで
２人まで一緒に行けるとのことなので、
次回は大人数で、悔いなく買い物をし
たいと思います♪
（高田）
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