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担い手
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サポートセンター 信

写真：今年も田植えシーズンを迎えました。
（写真は、まほろば農場の皆さん）
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サポートセンター情報

にご相談下さい！
ＪＡグループ栃木（ＪＡ栃木中央会・農林中金宇都宮支店・
ＪＡ全農とちぎ・ＪＡ共済連栃木）では、担い手サポートセン
ターを設置しています。ＪＡとともに農業者の悩み事の解決に
協力いたします。
農家（担い手・地域）の悩み事・相談事
法人化

農業融資

簿記記帳

組織化

経営管理

事業承継

青色申告

新規就農

農業リスク

営農計画

◇青色申告を始めたいけど、記帳が難しそう！
◇集落営農を組織化したい。誰に相談すれば
いいのだろう？
◇息子に経営を譲りたい！
◇規模拡大したいけど、どれくらい収益が
増えるのかな？
連絡先

問題解決

ＪＡとともにお手伝い！

ＪＡ担い手サポートセンター
・ＪＡ栃木中央会 農業対策部（総合窓口）

☎：
：
✉：UWRRQTVE"VEEJWLCQTLR
・農林中金 宇都宮支店 融資推進班
☎：
：
・ＪＡ全農とちぎ 営農販売企画部 担い手支援課 ☎：
：
・ＪＡ共済連栃木 ＪＡ支援部 普及企画・地域貢献グループ
☎：
：
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サポートセンター情報

〔活動内容〕

営農計画・経営管理支援
担い手農家への訪問指導

農業簿記記帳代行支援
青色申告・経理支援

未来の担い手 高校生 も
参加した省力技術研修会

ＧＡＰ確認検査

新規就農者支援
先輩農家との意見交換会

集落営農法人化説明会
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サポートセンター情報

担い手サポートセンター職員の紹介

新たな体制となり2019年度も生産者の皆さんのために頑張っていきますので宜しくお願いいたします。

【ＪＡ栃木中央会】
農業対策部

井澤

部長

杉生

協議会方式となりましたが、今まで以上に中央会、
連合会が連携して担い手支援できるよう頑張ります。

農業対策部

駒場

次長

博幸

各連合会の連携を密にし、
担い手支援に全力で取り組
みます！

農業対策部

大木

隆充

担い手農家・集落営農等の支援に尽力して参ります
ので、
お気軽にご相談ください。

農業対策部

福田

哲也

農家の労働力不足を少しでも解消出来るよう頑張り
ます。
よろしくお願いします。

農業対策部

武田

里枝子

農家の経営改善に向けた取り組みを行っていきます。
宜しくお願いします。

農業対策部

石川

晴香

新人です！微力ですが、
自分なりに精いっぱい取組み
ます。
宜しくお願いします。
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サポートセンター情報
【ＪＡ全農とちぎ】
営農販売企画部

土屋

憲一

部長

栃木県の農業生産者の所得拡大、
農業生産基盤の確立
のために汗をかき、
ＪＡグループの良さを認知して頂け
るよう頑張ります！

担い手支援課

海老原

課長

邦夫

生産者の皆さんが、
明るく・楽しく・夢のある農業経営
ができるよう支援いたします。

担い手支援課

高田

知明

生産者の皆さんの農業経営を総合的にサポートでき
るように頑張って参ります。

担い手支援課

横田

真伴

生産者の皆さんの声を形にできるように一生懸命頑
張ります。

担い手支援課

永嶋

伴子

4月から担い手支援課に異動となりました。皆さまの
お役に立てるよう精一杯頑張っていきますので、
宜しく
お願いします。

【農林中央金庫】

【ＪＡ共済連栃木】

融資推進班

ＪＡ支援部

担い手の皆さまの夢の実
現を資金面からバックアッ
プします。まずはご相談く
ださい。

安心して農業が続けられ
るよう、農業を取り巻くリ
スクに対応する保障をご案
内します。

相田

昌彦

渡辺
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農業資金情報

JAバンク栃木は皆さまの農業経営の発展を応援します！

農業近代化資金
例えばこんな時

農機具を更新して作業
効率をあげたい！

ハウスを新設して
生産を拡大したい！

畜舎を増築して飼養
頭数を増やしたい！

JAバンク利子補給で
で

実質負担
金 利

（借入当初5年間）
間）

さらにJAバンク保証料助成により、
保証料不要！
保証料はJAバンク栃木が負担します。

金利イメ ジ
金利イメージ

基準金利※1

1.5

％

県利子補給※2
（1.3％）利用で

0.2

％

0

県利子補給・
JAバンク利子補給※3
の併用で

％

※１ 2019年2月21日時点。
最新の基準金利、利子補給率はお近くのＪＡ窓口または担当者にお尋ねください。
※２ 県の単年度の予算の範囲内に限ります。予算額上限となり次第、利子補給は受けられませんのでご注意ください。
お住まいの市町によっては、市町からも利子補給がある場合があります。
※3

借入当初5年間まで。6年目以降は県利子補給後の金利（現行0.2％）が適用されます。

栃木

詳しくはお近くのJAまたは担当者にお尋ねください！！
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県農試情報

研究成果



あじさい新品種「パラソルロマン」を育成しましたȹ
ȹ
研究成果


栃木県農業試験場は、「パラソルロマン」（写
真１）を育成し、平成年７月に品種登録出願
を行いました（同月に出願公表）。
栃木県農業試験場は、「パラソルロマン」（写
「パラソルロマン」は年度に八重咲き・
真１）を育成し、平成年７月に品種登録出願
ガクアジサイ型・単色の試験場保存系統と一重
を行いました（同月に出願公表）。
咲き・テマリ型・複色品種の「フラウヨシコ」
「パラソルロマン」は年度に八重咲き・
を交配し、得られたＦ１系統（一重咲き・ガク
ガクアジサイ型・単色の試験場保存系統と一重
アジサイ型・単色）を自殖交配して育成しまし
咲き・テマリ型・複色品種の「フラウヨシコ」
た。
を交配し、得られたＦ１系統（一重咲き・ガク
主な特徴は、①希少性の高い八重咲きのテマ
アジサイ型・単色）を自殖交配して育成しまし
リ型②装飾花の色は、中央部が淡いピンク色で
た。
外側が白色となり、安定して発色する③装飾花

の数が多く、花序も大きいため、ボリューム感
がある④がく片に細かい切れ込みが入り、華や
かさがある⑤花粉の脱落がなく屋内観賞向き、
の数が多く、花序も大きいため、ボリューム感
などです。
がある④がく片に細かい切れ込みが入り、
華や
今後は、高品質安定生産技術を確立し、生産
かさがある⑤花粉の脱落がなく屋内観賞向き、
グループと一体となり栽培技術のマニュアル化
などです。
や販売戦略に取り組み、「パラソルロマン」の
今後は、高品質安定生産技術を確立し、生産
ブランド化を目指していきます。
グループと一体となり栽培技術のマニュアル化
年度は数量限定で販売し、年度の春
や販売戦略に取り組み、「パラソルロマン」の
から本格的に市場出荷を始めます。本品種は、
ブランド化を目指していきます。
母の日向けの栃木県あじさいの主力品種とし
年度は数量限定で販売し、年度の春

て、期待されています。    （花き研究室）

あじさい新品種「パラソルロマン」を育成しましたȹ
ȹ

主な特徴は、①希少性の高い八重咲きのテマ
リ型②装飾花の色は、中央部が淡いピンク色で
外側が白色となり、安定して発色する③装飾花


 


 












写真１ パラソルロマンの外観


写真１ パラソルロマンの外観

から本格的に市場出荷を始めます。本品種は、
母の日向けの栃木県あじさいの主力品種とし
て、期待されています。    （花き研究室）

花序
花序

装飾花
装飾花
がく片
がく片

試験場維持系統 母）
試験場維持系統 母）
Ｆ
１系統（自殖）  パラソルロマン 
Ｆ
１系統（自殖）  パラソルロマン 
フラウヨシコ
父）
「パラソルロマン」の育成系譜
フラウヨシコ
       父）
   図１

「パラソルロマン」の育成系譜
           図１


表１ パラソルロマンの特性
表１ パラソルロマンの特性

花序

花形 花序
直径(cm)
花形
直径(cm)
パラソルロマン
テマリ型
20.0×20.4
パラソルロマン
テマリ型
20.0×20.4
きらきら星（対照）
ガクアジサイ型
18.0×20.0
きらきら星（対照） ガクアジサイ型

１．

装飾花

18.0×20.0

注１．装飾花の色は 5+6 ｶﾗｰﾁｬｰﾄにて表示。

装飾花数 がく片数 装飾花の色
がく片の縁
１．
の切れ込み
装飾花 直径(mm)装飾花数
〈輪）がく片数
（枚）装飾花の色
がく片の縁
花形
主色
複色
の切れ込み
〈輪）
（枚）
花形
八重咲 直径(mm)
38×40

 主色 %複色 '
有
八重咲
 % &' ' 有
八重咲 38×40
57×64 
有
八重咲

57×64

注１．装飾花の色は 5+6 ｶﾗｰﾁｬｰﾄにて表示。
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米 麦 情 報

‒‒‒‒～とちぎのおこめ販売促進活動～‒
ＪＡ全農とちぎでは、生産者の皆様が丹精込めて育てたお米をより多くの方に認知いただき、 
おいしく召し上がっていただくために、日々様々な販売促進活動を実施しています。
今年度も随時ＰＲ活動を実施中です！今回はその一部を抜粋して皆様にご紹介致します！

「本物の出会い栃木」‒
アフターディスティネーションキャンペーン開催！‒
（土）,4宇都宮駅にて、「本物の出会い栃
木」アフターディスティネーションキャンペーン
オープニングセレモニーが開催されました。セレモ
ニー終了後には、,#全農とちぎと栃木県の共催で、
平成年産米食味ランキングとちぎ米銘柄特#
トリプル獲得を記念したステージイベントが行われ
ました。イベントでは、「とちぎフレッシュメイ
ト」による、「とちぎ米銘柄食べ比べセット」や、
「とちぎ和牛」などの豪華賞品の当たるクイズ大会
を実施し、会場を大いに盛り上げました！

特Ａトリプル
獲得記念★

©栃木県㻌 とちまるくん

水稲田植え後の水管理について
水稲田植え後の水管理について

１ 田植え後４～５日間は、水深を５cm程度の深水に保ち、活着を促進しましょう。

２ 活着後は浅水（水深３～４cm）として、水温を高めて、分げつ発生を促し、早期に
分げつを確保ましょう。

３ 移植後１か月程度で、必要茎数が確保されたら、間断かん水に移行します。

※間断かん水は、イネの根に酸素と水を供給し、根腐れを防ぐなど、根に最も良い水管
理です。足跡に水が残っているくらいの状態になったら、水をいれましょう。
（間断かん水とは 、湛水状態と落水状態を数日間隔で繰り返す水管理です。）

㻌 㻌 間断かん水の方法
間断かん水の方法


足跡に水がたまっている状態で入水する

−8−
‒‒‒‒～とちぎのおこめ販売促進活動～‒

米 麦 情 報
農家組合員の皆様へ

ᴾ ᴾ ＪＡグループ栃木では、生産者手取り確保のため、ᴾ

次の項目を実践します！ᴾ

●確実な集荷・販売に結び付く３者・４者契約 
 を基本に、播種前・複数年契約等事前契約の
 早期化・拡充に取り組みます。
●実需者への提案型営業を拡充し、指定実需へ
 の安定供給と新たな販売先の獲得により固定
 実需の拡充に取り組みます。
●主食用米の需給均衡を図るため、水田活用米 
 穀の生産に引続き取り組みます。


※水田活用米穀とは、政府備蓄米・加工用米・輸出用米・飼料用米・米粉用米とする。

３１年ᵆ２０１９年ᵇ産ＪＡ米の取扱について

 【ＪＡ米の５つの要件】
 ・銘柄が確認できた種子で生産された米穀
 ・ＪＡ 登録検査機関 において検査を受けた米穀
 ・生産基準に基づき栽培され、栽培履歴記帳が確認された米穀
 ・網目１．８５㍉以上を使用し、適正に調製された米穀


 ・ＪＡグループ栃木版米ＧＡＰに取り組んだ米穀
※ＪＡ米と一般米の概算金格差はｋｇあたり円となります。
※対象銘柄：コシヒカリ・なすひかり・あさひの夢・とちぎの星・ミルキークイーン

   㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
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米 麦 情 報
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園 芸 情 報

681
母の日にはとちぎの花を
日頃の感謝の想いを伝える日、意外と知らない母の日の起源
母の日はいつ"

月の第日曜日が母の日です。年によって日にちが変わります。
今年の母の日は*:が終わってすぐの月日です。

母の日のはじまりは"

アメリカの少女が亡き母を想い、教会で白いカーネーションを配っ
たことが始まりと言われています。お母さんに日頃の苦労を敬い、
感謝の想いを伝える日として世界中に広まりました。

母の日に贈るお花は"

母の日はカーネーションを贈る日として定着していますが、最近で
はカーネーション以外のお花も贈るようになりました。お母さんの好
きな花や花言葉でギフトを選んでみてはいかがでしょうか。

父の日は６月の第３日曜日！

FATHER’S '$<

681

父の日にはバラの花束のプレゼントがおすすめ！

年に一度の特別な日、お母さんに喜んでもらえるとちぎの花をご紹介
感謝の気持ちを伝える

カーネーション

華やかな香りの

大人の気品漂う

バラ

ユリ

優美な魅力

トルコキキョウ

その他にも栃木県では年間約万本、品目以上の切花を生産しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とちぎの花を扱っているお花屋さんを紹介しています。
特別なプレゼントにとちぎの花のギフトはいかがでしょうか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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生 活 情 報

米粉団子の韓国風炒め‒
5

【材料㻞人分】㻌
木綿豆腐・・㻝㻡㻜ｇ㻌
米粉・・・㻟㻜ｇ㻌
塩・・・少々㻌
豚バラスライス㻌㻔細切り㻕・・・㻝㻜㻜ｇ㻌
㻭㻌
㻌 しょうゆ・・大さじ１㻌
㻌 ごま油・みりん・・各小さじ１㻌
㻌 にんにく㻔すりおろす㻕・・・小さじ㻝㻛㻞㻌
㻌
人参㻔千切り㻕・・㻟㎝㻌
赤パプリカ㻔千切り㻕・・㻝㻛㻠個㻌
干しシイタケ・・・１枚㻌
油・・・適量㻌
㻌
㻮㻌
㻌 しょうゆ・・大さじ１㻌
㻌 砂糖・・・小さじ２㻌
㻌 コチュジャン・・・大さじ㻝㻛㻞㻌
㻌
かいわれ大根・・・㻝㻛㻞パック㻌
白ごま・・・大さじ１㻌
㻌

月

【作り方】㻌
①㻌豆腐は水切りする。㻌
②㻌ボウルに①、米粉、塩を入れて混ぜ合わせ、一口サイズの団子状に丸め、たっぷりの熱湯で茹でる。㻌
③㻌干しシイタケは㻝㻛㻠カップの水で戻し、千切りにする㻔戻し汁はとっておく㻕。豚肉は㻭で下味をつける。㻌
④㻌フライパに油を熱し、野菜を入れて炒め、しんなりとしてきたら一旦皿に取り出す。㻌
⑤㻌④のフライパンに油を足し、豚肉を入れて炒め、色が変わったら干しシイタケの戻し汁と、㻌
㻌 㻌 ②を加える。㻌
⑥㻌⑤に④を戻し入れ、混ぜ合わせた㻮を加えて炒め合わせる。更に、かいわれ大根と白ごまを加え㻌
㻌 㻌 てサッと炒めたら器に盛り付ける。㻌

水の代わりに豆腐を使うことで、
軟らかく、軽い仕上がりの団子になります。
お好みで米粉の量を増やすと、よりずっしりとした団子になります。 
この米粉団子はアレンジ次第で、洋風にも和風にも合いますので
是非お試しください。

ＪＡ全農とちぎ生活総合課


〒 平出工業団地  6'. (#:
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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準備が始まります。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手間を抑えましょう。



①とちおとめ特号





成分：８－１０－６ /I２
施肥量：２００～２４０MI１０C（とちおとめ）



有機質割合：１８％



特徴：窒素８％のうち長効きが５％で追肥の省力化
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 8 号





成分：８－－ /I
施肥量：２００～２４０MI１０C（とちおとめ）



有機質割合：５０％
特徴：窒素８％のうち長効きの窒素が３％入った



基肥  発タイプです。りん酸成分の多い圃場に適
しています。



③いちご 7(





成分：－４－４
施肥量：１４０～２００MIC
特徴：窒素成分は全量がウレアホルム窒素となって
おり、土壌消毒の熱の影響を受けにくくなっていま
す。土壌消毒のマルチ畝内処理（クロピク処理）に



最適な省力肥料です。





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、基肥の窒素施肥量を減らすこと
がポイントで、分施体系の場合の目安は基肥窒素１０MI１０C です（とちおとめ
は１５～１８MI１０C）
。
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農 薬 情 報

新規園芸殺虫剤発売案内！
速く効く。あの害虫にも効く。
農林水産省登録ᴾ
第２４１８５号ᴾ

「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」
の両方を備えた新規殺虫剤。
今までの殺虫成分にはない
新しい作用によって、
害虫を駆除します！

新規有効成分
フルキサメタミド

グレーシアのᵐ大特長ᴾ

速く効くᴾ

有効成分が直接
害虫に作用するから、
作物が食べられる前に
駆除できます！

幅広いᴾ
害虫に効くᴾ

チョウ目、
アザミウマ目、
ダニ目など、
広範囲の害虫に有効！

その他の特長ᴾ
■効果は長期間続き、約２週間害虫の加害を防ぎます。
■葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫もしっかり退治します。
■ミツバチ、マルハナバチは翌日導入が可能です。
■耐雨性が高いので、散布後雨が降っても効果が落ちづらい薬剤です。
■高温でも低温でも効果をしっかり発揮するので、様々な環境下で効果が安定 します。
【注意点】
※天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください
 天敵類を導入される地域においては、最終散布剤としての使用を推奨します。
※水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。
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イベント情 報
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野 生 を 食 べ る 110 ギョウジャニンニク
行者（修行僧）がこれを食べて辛い修行を乗り切ったとか、滋養強壮がありすぎて修
行のさまたげになったとか言われるユリ科の多年草。北海道や日本海側に多く、本県で
の自生地は数か所しか知らない。写真１は尾瀬ヶ原でのもの、高層の湿原にはよく大群
落を作るが、もちろん国立公園内での採集は禁止されている。最近では東北に行くと栽
培品が直売所等で売られているのをよく見るし、塩原町でも栽培している人がいて関谷
の直売所に出して
いる。試食するに
は購入することを
勧めたい。私は苗
を購入し庭で育て
ている。

写真１

花は白い

料理メモ
学生の頃だから今から40年も前、とある山中で沢登りをしていた時、ギョウジャニ
ンニクの大群落に遭遇した。「インスタントラーメンに投入」して食べたが、その旨さ
が忘れられぬ味になっている。写真３はそれを再現してみた。麺の質は格段に向上し、
具材も多くなったが、残念ながら昔ほどの感動はなかった。まあまあ旨いという程度。
写真４は刻んで「醤油に漬けて保存」したもの。冷奴などに使うと絶品。これは福島県
の民宿で教わった。佐渡島のとある民宿では、裏山に産地があるらしく、一本丸ごとの
「天ぷら」を売り
にしている。これ
も美味しかった。
（aida）

写真３

編集後記

連続テレビ小説「なつぞ
ら」が面白いです。戦災孤
児の「なつ」が北海道の十勝に連れられ柴田家の一員とし
て生活する様子を描いているのですが、生きるために乳搾
り等の作業を手伝う姿や地域の人々と協力し友人の畑を開
墾する場面を見て、
仕事に対する誇りや作物を
作ることの尊さ、
大切さを改めて感じました。
５月は田植えシーズンなので、美味しいお米
が作れるよう一生懸命頑張りたいと思い
ます。
（高田）

発 行：ＪＡ全農とちぎ 担い手支援課
TEL 028−616−8838
FAX 0 2 8 − 6 1 6 − 8 8 1 9
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写真４

