県知事に対する要請を実施！
−平成３０年度栃木県農業施策・予算対策−
平成３０年度県農業施策･予算対策については、８月９日（水）のＪＡグループ栃木農政対策本部
委員会で要請内容を決定し、８月２２日（火）に福田富一栃木県知事に対して、
１１項目・１７件の要
請を行いました。
今年度は特に生産現場の声を踏まえた要望とするため、担い手からの意見・要望を十分に把握
し、要請事項をとりまとめました。
内容は、①米政策の見直しへの対応、②経営所得安定対策、③産地パワーアップ事業、④生産
振興対策等昨年からの継続事項のほか、新たに、⑤国際貿易交渉への対応、⑥主要農作物種子法廃
止への対応、⑦ＧＡＰ推進、⑧鳥獣害防止対策等についても要請しました。
（詳細は後掲のとおり）
福田知事からは、
「国の施策については国に伝えていく。また県の施策については市町や再生協
議会と十分に連携するとともに、３０年度予算等に反映するよう検討したい。」とのコメントをいた
だきました。
なお、これらの要望実現に向け、ＪＡ段階においても県議会議員とのＪＡ別農政懇談会を実施す
ることとしています（後掲要領参照）。県統一の要請事項とともに、各ＪＡの実態を踏まえた固有の
要請事項についても強く働きかけるようお願いします。

【福田知事に要請する髙橋会長・大島副会長・猪瀬専務・藤澤参事】
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平成３０年度県農業施策・予算に関する要請
本県ＪＡグループは平成２７年１１月の第３０回ＪＡ栃木県大会決議に基づき２８年〜３０年の３
か年計画を策定し、創造的自己改革に取り組んでいます。改革の基本目標である「農業者の所得増
大」
「農業生産の拡大」
「地域の活性化」の達成に全力で取り組み、組合員・担い手から信頼と評
価が得られることを目指しています。
今後とも持続可能な農業の実現に向けて、ＪＡグループの自己改革の取り組みに引き続き十分な
連携と支援をお願いするとともに、
下記の要請事項を実現されるようお願いいたします。

１．国際貿易交渉への対応
日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意を受け、次の点について政府・与党に対して、強く働きかけられた
い。
（新規）
【国】
① 農業経営に与える影響を十分に検証するとともに、合意内容・検証結果等について、生産
現場への丁寧な説明・十分な情報提供を早期に実施すること。
② 実効ある国内対策の具体化に向けて、必要な予算措置および関連法制度の確保を行うこ
と。特に、牛・豚マルキンの補填率の引上げなど、ＴＰＰ関連法・政策大綱で今後実施するこ
ととしている畜産経営安定対策の拡充の早期実施を図ること。また、チーズなど乳製品につ
いては原料乳の低コスト・高品質化の取り組み強化、生乳の用途別の万全な需給安定対策を
講ずること。
なお、牛肉の緊急輸入制限措置（セーフガード）の発動基準見直しの検討について報道されて
いるが、この制度は世界貿易機関（ＷＴＯ）のルールで国際的に認められた国境措置であるので、
見直しは行わないようにするべきである。
また、改正畜産経営安定法の新たな補給金制度の運用にあたっては、制度の目的を踏まえ、現
行の指定生乳生産者団体に出荷する生産者が不公平感を感じないようにするとともに、共同販
売体制の強化などの現行の指定生乳生産者団体の機能が損なわれないように万全の措置を講ず
ること。
日ＥＵ・ＥＰＡの大枠合意を受け、安倍総理は総合的な対策の実施と必要な体制整備を指示
し、政府は７月11日にＴＰＰ等総合対策本部を設置し、７月14日に基本方針を決定した。今後、
政府・与党は現場の意見等を踏まえ、具体的な国内対策をとりまとめることとしている。
政府は、合意内容とその影響について十分な検証・説明を行い、その上で現場の意見を真摯
に汲み取り、生産者の不安を払拭し将来展望を持てるよう、従来のＴＰＰ対策とあわせて日Ｅ
Ｕ・ＥＰＡ対策を措置し、農業の体質強化等に向けた万全な政策を確立する必要がある。
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２．米政策見直しへの対応
平成３０年産からの米政策の見直しに当たっては、需給調整の実効確保を図るため、次の点
について強く国に求められたい。
【国】
① 再生協議会に行政が強く関与し、円滑な需給調整に向けて強力な指導力を発揮すること。
（継続）
② ３０年産以降、再生協議会の運営費（本県：Ｈ29経営所得安定 対策等推進事務 費
263,500千円）を十分に確保すること。
（新規）
③ 各県に対し、３０年産以降も引き続き需要に応じた生産推進キャラバン等による働きかけ
を行うとともに、関係団体が一体となって需要に応じた生産に取り組むための全国組織の設
置を早急にすすめること。
（新規）
④ ３０年産以降も引き続き需要に応じた生産が必要であることを生産現場に対して周知徹
底を図ること。
（継続）
なお、上記を踏まえ、栃木県においても現在検討中の「３０年産作付参考値の考え方」に基づ
き、適切に地域協議会に対して指導すること。
さらに、需要に応じた生産の実現に向けて「農業団体等需給調整推進事業費（Ｈ29 4,670
千円）」を継続して措置されたい。
（新規）
【県】
需給調整の実効性の確保を図るには、再生協議会への行政の強い関与が必要である。ま
た、３０年産以降、再生協議会の役割がこれまで以上に重要になることが想定されることを踏
まえ、運営費の十分な確保が必要である。
さらに、全国組織を設置し、全国段階の均衡・調整に向けて、行政の指導の下、地域間調整
機能を担うとともに、各県ごとの取組状況を把握し指導する役割が求められる。
なお、生産現場には「生産調整廃止」との誤解が根強いことから、需要に応じた生産の意味
やその必要性について、あらためて周知を図る必要がある。
一方で本県においては、
「生産数量目標の配分」に代わる「作付参考値（面積）の提示」を行
うことから、
「農業団体等需給調整推進事業費」を継続していただきたい。

３．経営所得安定対策等
経営所得安定対策等について、次の観点から制度の拡充・強化を国に強く求められたい。
（継続・新規）
【国・県】
① 水田活用の直接支払交付金について、助成体系や交付単価を維持し得る予算措置を含め
恒久的な措置を図ること。
麦・大豆・飼料用米等の戦略作物の生産振興は、主食用米の需給調整を図る面から、さら
に、水田をフル活用しつつ、加工業者や畜産農家等の実需者に対し、安定的な原料・自給飼料
を供給する面から極めて重要であることから、水田活用の直接支払交付金の維持が極めて重
要である。
さらに、２９年度より二毛作や耕畜連携への支援が産地交付金に組み込まれたことをふま
え、産地作りに向けた取り組みを安定的に支援していただきたい。
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② ３０年度から廃止される米の直接支払交付金の財源は、平成２５年１１月の与党合意等に
基づき、需要に応じた生産に取り組む生産者へのインセンティブとして活用すること。
【経営所得安定対策と生産調整の見直しに関する与党実務者協議合意（抜粋・平成２５年１１
月２０日）】
１．の激変緩和措置（※）の廃止に伴い、３０年度からはその財源を多様な担い手の経
営対策のさらなる拡充等に振り向けることとする。
（※）米の直接支払交付金を7,500円/10aとする措置

③ 収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、３０年産以降、引き続き再生協の仕組みを通じ
て需要に応じた生産に取り組む生産者を対象とするよう、早急に適切な要件を設定すること。
現行のナラシ対策は生産数量目標を達成していない生産者には交付されていない。３０年産
以降、地域や全国の需給動向を越えて作付けた生産者が補填を受ける仕組みとなれば、需要
に応じた生産の推進を阻害することになる。また、ナラシ対策は、過去の相対取引価格の５年
中庸３年平均で標準的収入額を算出する仕組みとなっていることから、趨勢的に価格が下落す
れば、交付金の算出基準となる標準的収入額も下落し、再生産可能な水準を下回る恐れがあ
る。
このためナラシ対策は、需要に応じた生産の推進の阻害や趨勢的価格下落を引き起こすこ
とのないよう、引き続き再生協等の仕組みを通じて需要に応じた生産に取り組む生産者を対象
にする必要がある。

④ 産地交付金県設定メニューの見直しにあたっては、十分に生産現場の意見を踏まえて検討
すること。
（県）
栃木県では収益性の高い新規作物の産地作りに向けて、産地交付金の県設定メニューの見
直しを行うこととしている。
見直しにあたっては、需給調整の実効性の確保の面から、慎重な検討を行うとともに、飼料
用米、麦、大豆、加工・業務用野菜等を組み合わせ、地域が推進しやすいメニュー設定とする必
要がある。
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４．主要農作物種子法廃止への対応
種子法廃止後も、主要農作物の安定生産および品質向上に欠かせない優良な種子を安定して
確保するため、現行同様、県が中心的な役割を発揮されたい。
（新規）
【県】
種子法が廃止され、別途国により定められるガイドラインにおいて、種子の生産・品質は担保
されるとのことであるが、生産現場では、種子法廃止で民間にシフトされることにより、①ほ場
審査や生産物審査に当たり人材育成や審査に係る費用が発生し、種子価格が上昇するのでは
ないか、②種子の純粋性・発芽率を担保する設備やノウハウが確保できず、品質が低下するの
ではないか、等の懸念が広がっている。
よって、種子の生産・普及において中心的な役割を担っている県が、引き続き次のとおり現行
同様の役割を発揮することが必要である。
① 気候・土壌等地域の生産条件や、主要農作物の需要動向をふまえ、地域において普及す
べき品種の選定、普及を行うこと。
② 種子需要量に応じた生産量を確保し、高品質な種子を生産するため、種子生産に適した
地域、ほ場を指定すること。
③ 種子の生産性および品質の向上をはかるとともに、地域において必要な品種を安定的に
生産するため、高品質な原種・原原種生産・供給を行うこと。
④ 種子品質の向上および信頼性を確保するため、種子生産ほ場の審査、生産物の審査およ
び生産物審査証明を行うこと。

５．産地パワーアップ事業
産地パワーアップ事業について、生産現場のニーズに対応して要件の緩和を図るとともに、事
業継続するよう国に働きかけられたい。
（継続）
【国・県】
産地パワーアップ事業は、次のとおりＴＰＰ関連対策として創設された事業である。
【国】２７年度補正 505億円
２８年度補正 570億円
【県】２９年度当初 617,288千円
効率的・高収益な産地づくりに向けて当事業は極めて有効であるが、２９年度の要望調査で
は申請が低調な状況にある。これは次のとおり面積要件・成果目標のハードルが高いことが一
要因であると考えられることから、生産現場の実態を踏まえて現実的な要件となるよう緩和が
必要である。
〇面積要件：水稲（50ha）、麦（30ha）、大豆（20ha）、露地野菜（10ha）、施設野菜（5ha）
〇成果目標（販売額又は所得額の増加の比較の考え方）
・水稲・麦・大豆・そば
：単位面積当たりでの比較のみであり、面積拡大による総販売
額（総所得額）の増加では認められない。
（野菜・果樹・花き・その他：総販売額（総所得額）での比較が可能）
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６．生産振興対策
（１）園芸品目の生産の維持・拡大を図るため、簡易施設（パイプハウス等）に対する助成措置を
増額・拡充されたい。
（継続）
【県】
平成２９年度は次の事業が措置されているところであるが、本県の園芸振興のために、簡易
施設（パイプハウス等）の政策支援は、生産現場では極めて効果的であり、全体の予算額を上
回るニーズがある。よって引き続き、生産者の規模拡大や新規就農を後押しし、本県園芸の維
持・発展を図る観点から簡易施設への補助事業が必要である。
〈２９年度予算〉
・戦略的園芸産地拡大支援事業費 （補助額）98,362千円 （補助率）4/10

（２）土地利用型園芸品目の機械化一貫生産体系の確立に向けて、移植機、収穫機等の作業機に
対する助成措置を拡充されたい。
（継続）
【県】
平成２９年度は次の事業が措置されているところであるが、業務用需要等に対応した園芸作
物（ネギ、タマネギ、ニンジン等）の大規模生産体制を確立することは、今後の水田等農地の有
効活用と園芸振興を図る上から特に重要となる取り組みである。
よって、機械化一貫体系の整備を図るための導入費用の一部助成について、引き続き事業の
継続を要望する。
〈２９年度予算〉
①大規模野菜生産転換促進事業費（新規） 18,000千円 （補助率）1/2
②露地野菜生産供給スタートアップ支援事業費（継続） 25,612千円
（補助率）施設4/10、機械1/3

（３）イチゴの生産振興を図るため、炭酸ガスハダニ防除システムのさらなる普及対策や健全な
原苗の育成等のため、いちご王国苗生産供給体制強化事業費を継続されたい。
（継続・新規）
【県】
イチゴ栽培において、農薬に対する抵抗性等により、ハダニ類は難防除害虫として課題と
なっており、炭酸ガス処理による防除が有効である。また、健全な原苗の育成や新技術等の調
査研究のため、
「いちご王国基盤強化事業（いちご王国苗生産供給体制強化事業費）16,791
千円」を引き続き措置していただきたい。
〈２９年度予算〉
①いちご苗供給体制強化プロジェクト費
1,194千円
②いちご苗安定生産推進事業費
1,015千円（補助率）1/2
③いちご苗生産供給体制強化整備事業費 14,582千円（補助率）施設4/10、機械1/3
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（４）トマトの生産振興を図るため、高軒高栽培における高所作業台車や、ＩＣＴ技術活用による
環境モニタリング・環境制御装置導入の助成措置を講じられたい。
（新規）
【県】
高軒高ハウスでの高所作業にかかる労力の軽減や、自動薬散機の活用による適期防除作業
の徹底を図ることで、収量増を目指す取り組みが重要である。
・要望 6,000千円（総事業費12,000千円×1/2補助）
高所作業台車＝12,000千円（400千円/台×30台）
また、施設園芸品目におけるハウス内環境の見える化をし、最適な状態にすることで品質・収
量などの向上を図るために、環境モニタリング・環境制御装置の普及・活用が必要である。
・要望 8,300千円（総事業費16,600千円×1/2補助）
ＩＣＴ技術（アグリネット一式）＝16,600千円（830千円/台×20台）

（５）水田の基幹作物である米・麦・大豆の生産振興を図るため、低コスト技術の確立や品質向
上対策、品種開発・改良、機械の導入支援等を強化されたい。
（継続・新規）
【県】
【米】
（１）高密度播種栽培の技術の確立と田植機等の導入に対する助成措置の拡充
高密度播種栽培は、農水省の低コスト技術として新たに追加され、本県においても徐々
に本技術を導入した作付が行われてきているものの、栽培上の課題も多い。よって、技術
の確立を図るとともに、田植機等の導入に対する助成措置の拡充に取り組む必要があ
る。
（２）本県オリジナル品種種子籾の安定供給体制の確立
２４年産「なすひかり」コンタミ問題を踏まえ、リスク回避と安定供給体制を確立するた
め備蓄種子を増やす必要がある。そのための増嵩する保管経費の助成を要望する。
・要望 2,833千円
２９年産備蓄見込数量13,620kg×@416円/kg×1/2補助＝2,833千円
（２９年産備蓄見込数量：とちぎの星０kg・なすひかり13,620kg）
【麦・大豆】年々減少傾向にある麦・大豆の生産振興対策
（ハード）
〇麦・大豆専用機械（播種機、管理機、防除機、コンバイン、選別機）の導入支援
・（Ｈ29）水田フル活用促進整備事業費 30,974千円（補助率）機械1/3
（ソフト）
〇穂発芽に強い小麦の品種開発・育成（めん・パン用）
〇耐病性のあるタマイズミの後継品種の開発・育成
〇耐病性のあるシュンライの後継品種の開発
〇穂発芽しにくいビール大麦の育種
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（６）和牛子牛生産の基盤拡大による「とちぎ和牛」生産振興を図るための、能力の高い繁殖雌
牛の導入に対する助成措置を拡充されたい。
（継続）
【県】
繁殖農家の高齢化による生産基盤の脆弱化や、全国的な子牛頭数減少の影響で素牛（繁殖
雌牛）価格が高騰しており、長期化も懸念されることから、事業の継続および１頭当たり助成
額の増額を要望する。
〈２９年度予算〉
和牛繁殖経営緊急支援対策事業費（補助額）10,000千円（100千円×100頭）
・要望 和牛繁殖経営緊急支援対策事業費（補助額）15,000千円（150千円×100頭）

（７）黒毛和種特定疾病保険料の助成措置を講じられたい。
（新規）
【県】
近年、肥育途中または食肉センター出荷時に特定疾病（牛白血病）発症にて枝肉の廃棄事
例が急増している。これの対応として保険加入を実施したが、この保険料の軽減のための助成
措置を要望する。
・要望 1,600千円
保険料480円/頭
（8,000頭/年×200円/頭）

７．担い手支援対策
農業次世代人材投資事業（経営開始型）の給付要件を一層緩和されたい。
（継続）
【国・県】
「農業次世代人材投資事業（経営開始型）」において、２６年度に親元就農の要件が緩和
されたが、①５年以内に所有権移転が必要であること、②認定新規就農者であるために公的
研修機関における概ね１年以上の研修が必要であること、など就農者の負担は依然として大き
い。
今後も、より実現・対応可能な要件とするよう国への働きかけが必要である。
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８．流通・消費対策
県産農畜産物の消費拡大を図るため、ブランド力向上および販売促進の取り組みを強化され
たい。
（継続）
【県】
農業者の所得増大を図るため、県産農畜産物のブランド力向上やイメージアップ、販売促進
の強化等、消費者の購買意欲の向上につながる機会の創出や積極的な情報発信が必要であ
る。

９．ＧＡＰ推進
県ＧＡＰの第三者確認に要する体制整備、予算の確保、指導者の養成等、ＧＡＰ推進の取り組
みを強化されたい。
（新規）
【県】
栃木県は「栃木県におけるＧＡＰ第三者確認体制の導入について」を決定し、県ＧＡＰの第三
者確認の仕組みを整備することとした。一方、ＪＡグループは「ＧＡＰ推進方針」を決定し、県Ｇ
ＡＰ規範に基づくＧＡＰ規準を満たすレベルを目指して、取り組みを強化することとした。これ
らの取り組みを実効あるものとするには県の十分な支援が不可欠である。
よって、今後ともＪＡグループと緊密に連携を図るとともに、十分な予算の確保と万全の体制
整備をお願いしたい。また、研修会等を通じて指導者の養成にも積極的に取り組んでいただき
たい。

10．鳥獣被害防止対策
鳥獣による農作物被害を防止するため、総合的な対策を強化されたい。
（新規）
【国・県】
平成２８年度野生鳥獣による農作物被害は383百万円（対前年比103％）で、年々深刻な状
況となっている。このうち、
イノシシによる被害が51％を占め、ハクビシンによる被害が増加して
いる。
そこで、捕獲者の育成および柵等の設置による侵入防止対策の両面から取り組みを強化する
必要がある。特に、現時点では柵設置等の事業はあるものの、各集落の要望に応えられるだけ
の予算化がなされていない状況であることから、要望に応える予算化を国・県に要望する。
〈２９年度予算〉
①鳥獣被害防止総合対策推進事業費 26,475千円（補助率1/2）
②鳥獣被害防止総合対策整備事業費 75,706千円（補助率1/2）
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11．栃木県農業信用基金協会の財務基盤強化対策
栃木県農業信用基金協会が積み立てる「特別準備金」に対する助成措置を継続すること。
（継続）
【県】
栃木県農業信用基金協会の財務基盤の強化を図ることにより、農業近代化資金等農業制
度資金の債務保証が円滑に行われ、その結果として意欲と能力のある担い手の育成・確保に
貢献することとなる。
要請額：2,360千円
（内訳）農業近代化資金 1,921千円
旧就農支援資金
412千円
畜産特別資金
27千円
※ 栃木県農業信用基金協会特別準備金積立補助事業実施要領及び栃木県農業
信用基金協会特別準備金積立補助金交付要領に基づく。
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栃木県議会議員とのＪＡ別農政懇談会実施要領
平成２９年 ８月 ９日（水）
ＪＡグループ栃木農政対策本部
１．趣
旨
本県の財政については、引き続き財政健全化の取り組みを緩めることなく継続することとして
おり、農業施策については栃木県農業振興計画「とちぎ農業“進化”躍動プラン」(28〜32年度)の
２年目として、７つのリーディングプロジェクトを重点的かつ戦略的に展開していくとしている。
一方、本県農業においては、担い手の確保と耕種・園芸・畜産それぞれの生産振興が重要な課
題であるとともに、
「農業者の所得増大」
「農業生産の拡大」の実現に当たっては、県の施策・予
算による支援は不可欠である。
このため、別紙「平成３０年度県農業施策・予算に関する要請」の実現とともに、各ＪＡの実態
を踏まえた個別の要請が受け入れられるよう本懇談会を開催する。
２．開催時期
平成２９年９月〜１１月
３．要請内容
（１）県段階の要請事項については、県農対本部で決定した「平成３０年度県農業施策・予算に関
する要請」により要請する。
（２）ＪＡ個別要請事項については、各ＪＡで要請書を作成し要請する。
（県への積み上げが行われなかった要望やＪＡ独自の要望など）
４．主
催
ＪＡ、ＪＡ農政対策本部
５．参集範囲
（１）県議会議員（ＪＡ管内の選挙区）
（２）ＪＡ常勤役員、関係職員
６．結果報告と経費助成
（１）ＪＡは、平成２９年１２月１５日（金）までに、別紙報告書により実施結果の報告と経費請求を
ＪＡグループ栃木農政対策本部に行う。
（２）ＪＡグループ栃木農政対策本部は、ＪＡからの結果報告と経費請求にもとづき、
１ＪＡ当たり
２００，０００円を限度として経費の助成を行う。
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ＪＡ農産物直売所【第３回】県内統一キャンペーンを実施
ＪＡ農産物直売所県内統一キャンペーンについては昨年、県内直売所３８店舗で実施し、
１７，０５８通の応募が寄せられるとともに、直売所の売上高・客数・客単価のすべてにおいて前年
同期比で増加する等の効果が得られたことから、今年度も引き続き実施します。
キャンペーンを通じて「みんなのよい食プロジェクト」の認知度向上と本県産農畜産物の消費拡
大による「農業者の所得増大」を図るとともに、ＪＡ農産物直売所の販売力強化を目指します。
【キャンペーン概要】
１．実施方法
期間中、キャンペーン参加直売所で１,０００
円購入ごとに｢笑味ちゃんシール｣１枚を進呈。
シールを１０枚集めて応募すると、抽選で合計
４００名に栃木のおいしい農畜産物をプレゼン
ト。
○抽 選 日：１１月１５日（水）
○景品発送日：１１月２０日（月）以降順次発送

農産物直売所
第３回 みんなのよい食 キャンペーン
キャンペーン期間 2017.

9/1● 10/31●

え

み

栃木のおいしい農畜産物を 各賞品100名様にプレゼント！

A賞

B賞

県産コシヒカリ
「とちほのか」
（10㎏）

旬の野菜・果物セット

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

C賞

D賞

とちぎ和牛
ハンバーグセット
（160g×５枚）

２．実施店舗
県内ＪＡ農産物直売所３７店舗

火

金

JA農産物直売所で1,000円以上お買上げでもらえる
笑味ちゃんシールを10枚集めて栃木のおいしい 笑味ちゃんシール
10枚で応募！
農畜産物を当てよう！※シールが無くなり次第終了となります。

とちぎゆめポーク
（400gロース）

※写真はイメージです。

600名様に

※写真はイメージです。

ャンス!!
Wチ
抽選にもれた方の
オリジナル

参加直売所の詳しい場所は、
JAグループ 栃木のホーム
ページでご確認ください。

レジエコバック

http://www.tcchu-ja.or.jp/

中からさらに抽選で

３．期
間
平成２９年９月１日(金)〜１０月３１日(火)

※写真はイメージです。

が当たる!!

JAグループ栃木

【キャンペーンポスター】
４．景
品
Ａ賞：県産コシヒカリ『とちほのか』
（10㎏）
Ｂ賞：旬の野菜・果物セット
Ｃ賞：とちぎ和牛ハンバーグセット（160g×5枚）
Ｄ賞：とちぎゆめポーク（400gロース）
【上記抽選に外れた方】
Ｗチャンス：笑味ちゃんオリジナルレジエコバック

１００名
１００名
１００名
１００名
６００名

ＪＡグループ栃木は、３か年計画で「ＪＡ農産物直売所を拠点とした販売事業の強化」を掲げてお
ります。本会では、今後も直売所の魅力アップによる販売力強化に向けて、直売所担当者の研修会
等を計画しています。
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ＪＡ女性会リーダー・事務局合同研修会を開催
ＪＡ栃木女性会は、８月２３日（水）、ＪＡ女性会リーダー・事務局合同研修会を開催し、女性会
員ら約１６０名が参加しました。
研修会の冒頭、猪野正子会長は「本日の研修
会で学んだことを自らのものにするとともに、
それ
ぞれの地域に持ち帰り伝えてほしい」とあいさつ
しました。
午前中は、ＮＰＯ法人コミュニティスクール・ま
ちデザイン理事長の近藤惠津子氏が「食品表示
の不思議〜複雑な表示を読み解く力を身につけ
る〜」と題して講演を行いました。遺伝子組み換
え食品や食品添加物などを巡る現状を説明した
あと、食品表示についてクイズ形式で解説し、現
【挨拶する猪野会長】
行の食品表示制度の複雑さを示した上で「表示
には惑わされず、自分なりの基準を持ち、旬な素材を取り入れるなどして食を楽しんでほしい」と呼び
掛けました。
午後は、ＪＡ介護予防運動の一環として、転倒や尿失禁を予防する「てんとうムシ体操＆みつばち
体操」について本会の担当者が説明し、ＤＶＤを見ながら参加者全員で体操を行いました。
今後は、今回の研修内容を各ＪＡ女性会でも活用されることを期待します。

【講演を行う近藤氏】

【てんとうムシ体操をする参加者】
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第４２回ＪＡ栃木青年部連盟球技大会を開催
−１点差でしのぎを削った大激戦！−
ＪＡ栃木青年部連盟は７月２８日（金）、宇都宮市石井緑地野球場で第４２回ＪＡ栃木青年部連
盟球技大会を開催しました。早朝は小雨が降っていましたが、無事天気は回復し、午後からは太陽
が照りつける中での戦いとなりました。
今回の球技大会には、県下の７ＪＡ青（壮）年部から、野球の部、ソフトボールの部ともに４チー
ムが参加しました。野球・ソフトともにトーナメント戦で試合を行い、熱戦を展開し、決勝はともに１
点差という大接戦となりました。
野球の部は、ＪＡうつのみや青壮年部、ソフトボールの部ではＪＡなすの青年部が優勝し、ＪＡう
つのみや青壮年部は３年ぶり、ＪＡなすの青年部は４年連続の優勝となりました。
両チームは１０月５日に長野県の茅野市運動公園で開催する第４０回関東甲信越地区ＪＡ青年
部親善球技大会に栃木県代表として出場します。関甲信越地区大会での両チームの活躍が期待さ
れます。

〈野球の部〉

【優勝：ＪＡうつのみや青壮年部】

〈 ソフトボールの部 〉

【優勝：ＪＡなすの青年部】
− 14 −

JA栃木指導員連盟現地研修会を開催
８月１０日（木）、茨城県において、ＪＡ栃木指導員連盟現地研修会を開催し、盟友等２０名が出
席しました。
１．なめがたファーマーズヴィレッジ（茨城県行方市）
なめがたファーマーズヴィレッジでは、
ＪＡなめがたのさつまいも生産振興の取
組や、食品会社との連携等について研修
しました。
ＪＡなめがたは、さつまいもを主要作物
とするＪＡで、販売高の約３割をさつまい
もが占めています。複数品種栽培や定温
貯蔵庫の活用によりさつまいもの周年出
荷を実現しています。また、さつまいもの
でんぷん含量を圃場ごとに管理すること
で、品質管理を徹底していました。さらに、
【ＪＡなめがた 河野課長】
スーパー等における焼きいも販売も行って
おり、ＪＡで試作を重ね作成したやきいもマニュアルを各店舗に配布することで、一定の品質を保つ
取組をしていました。
なめがたファーマーズヴィレッジは、ＪＡなめがた、同甘藷部会、食品会社（白ハトグループ）が共
同出資して平成２７年にオープンした施設です。レストランやさつまいもについて学ぶことのできる
ミュージアム、農業体験ができる圃場等が併設されており、集客による地域の活性化や地域雇用の
創出にも貢献していました。
２．食と農の科学館（茨城県つくば市）
食と農の科学館では、農研機構や農林水産研究を行う国立研究開発法人の最新研究成果につ
いてパネル等や、隣接する圃場で試験栽培している作物を見学し、知識の向上をはかりました。

【見学の様子】
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農業経営管理支援事業の充実に向けて
−農業簿記研修会を開催−
７月２６日（水）に農業簿記研修会を開催し、営農指導員や営農経済渉外員等計３１名が受講し
ました。
この研修会は、農業簿記についての基礎知識を習得するとともに基本的な期中取引の仕訳につ
いて習熟し、組合員への記帳指導に生かすことを目的としたものです。決算手続き等については、
１０月に改めて研修会を開催する予定です。
今回の研修会では、
「農業簿記経理
マニュアル」を使用し、複式簿記の一巡
の流れや、各勘定科目の基本的な知識
と実際の取引に基づいた仕訳の解説を
行うことで、参加者に実務的な知識を
身に付けてもらうことを目指しました。
特に、農業経営と家計のやりとりである
「事業主勘定」については、あまり馴染
みのない科目であるため、重点的に説明
しました。また、演習問題を行い期中取
引の仕訳について理解を深めました。
参加者からは「問題も時間内に解き終
える事ができるようになり、成長を感じる
ことができた。」等の意見が寄せられま
た。

【研修会の様子】

ＪＡ自己改革の基本目標である農業
者の所得増大に向けて、農家の簿記
記帳指導を起点とした経営管理支援
を実施していくことが、ますます重要に
なっています。研修会の参加者には、今
回得た基礎知識を土台として、農家の
青色申告指導や経営分析など幅広い
分野で活躍されることを期待していま
す。

【受講の様子】
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鳥獣害対策の取組みについて

−電気策の設置−

担い手サポートセンターでは、ＪＡしおのや管内で鳥獣
害対策用電気柵の設置の要望を受け、全農とちぎと連携
し、矢板市の水田圃場への設置支援を行いました。
（水
田面積1.5ha、周囲500ｍ、電圧10,000Ｖ）
栃木県内では、近年、イノシシやハクビシン等の野生の
鳥獣による被害が多発しており、平成28年度栃木県にお
ける農作物被害金額は、383百万円で、前年対比103%
となっています。
（図参照）
ひとたび荒らされた作物は、ほぼ収穫不可能となるた
め農家所得が減少し、大きな問題となっています。同ＪＡ
では水田への進入防止対策として電気柵を設置したとこ
ろ、設置した圃場では、現在のところ被害は発生していま
せん。
この電気柵は、原則購入者側
で設置することとなるため、今回
は効果的な設置のしかたの演習
の場として、資材メーカー・ＪＡ担
当者と共に取り組みました。
今後、鳥獣害対策の成功事例
として広く普及することが期待さ
れます。

【電気柵の本体】

【電線の張り位置の調整】

被害金額︵百万円︶

図：農作物被害金額の推移（栃木県農政部農村振興課

資料）
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教育センターレポート
―経営担当者セミナーを開催―
８月９日（水）に経営担当者セミナーを開催し、ＪＡ・連合会の常勤役員など１７組織５４名が参
加しました。
このセミナーは、ＪＡの自己改革や人材育成等について研修し、経営者としてのリーダーシップ発
揮の一助とすることを目的にしています。今回は、
（株）エナジーソース代表取締役 高村 幸治氏
を招き「ＪＡ職員を本気にできる上司、やる気を奪う愚者 ―自発的に動き出す自律型人材の育成
法―」というテーマで、演習や討議なども交えながらご講演いただきました。
高村氏は、これまで長年人材育成に携わってきた経験や企業等に対するコンサルティング活動を
踏まえながら、部下を自発的にさせるには、①価値観が違うことを前提にする、②意見に耳を傾け
る、③できないところばかりでなく、
できている点に着目する、④少しの成長を認め期待するなどの点
をあげました。
今回の研修が、参加いただいた団体において、自発的に動く人材育成の参考として活用されるこ
とを期待いたします。

【講演する高村氏】
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教育センター

9 月・10 月の研修会開催予定

ＪＡ教育センター主催の 9 月・10 月の研修会等の開催予定は下記のとおりです。
日

程

研 修 会 名

対

象

９月 ５ 日〜６日 新入職員フォロー研修会（第１班）

新入職員

９月 ８ 日

将来の幹部職員候補者

第９回ＪＡ中核人材育成研修⑰

者

９月１４日〜１５日 新入職員フォロー研修会（第２班）

新入職員

９月１５日

第９回ＪＡ中核人材育成研修⑱

将来の幹部職員候補者

９月２０日

平成３０年度ＪＡグループ
平成３０年３月高校卒業見込者または卒業者
栃木職員統一採用試験
（高校卒）

９月２１日〜２２日 新入職員フォロー研修会（第３班）

新入職員

９月２６日

第９回ＪＡ中核人材育成研修⑲

将来の幹部職員候補者

９月２７日

資格認証・中級研修会③
（第１班）

中級 受験予定者

９月２９日

資格認証・中級研修会③
（第２班）

中級 受験予定者

１０月 ３ 日

第９回ＪＡ中核人材育成研修⑳

将来の幹部職員候補者

１０月 ４ 日

上級管理者研修会①

部長職、課長職（同等職位の者を含む）

１０月 ５ 日

資格認証・上級研修会③
（第１班）

上級 受験予定者

１０月１１日

上級管理者研修会②

部長職、課長職（同等職位の者を含む）

１０月１３日

資格認証・上級研修会③
（第２班）

上級 受験予定者

１０月１６日〜１７日 職員資格認証試験（特級）
１０月１８日

特級 受験者

上級管理者研修会③

部長職、課長職（同等職位の者を含む）

１０月１９日〜２０日 第９回ＪＡ中核人材育成研修㉑、㉒
１０月２１日

職員資格認証試験（初級）

将来の幹部職員候補者
初級 受験者

１０月２４日〜２５日 ＯＪＴ研修会

課長職、係長職（同等職位の者を含む）

１０月２６日〜２７日 第９回ＪＡ中核人材育成研修㉓、㉔

将来の幹部職員候補者

※受講申込は、ＪＡ栃木教育センターまで。
（TEL：028-616-8560 FAX：028-616-8594
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E-mail：kyouiku@tcchu-ja.or.jp）

消費者へ農業理解促進の一環として、
下野新聞に毎月１回「ふぉーｙｏｕ とちぎＪＡプラザ」
を掲載しています。
ここで、アンケートを実施し、紙面に対する感想が寄せられていますので、一部ご紹介します。
今後の事業取り組みの参考にして下さい。

〜６月１８日掲載

テーマ

「みんなのよい食プロジェクト」特集 〜

【特集について】
・今月は「ごはん」に関する特集で関心を持って記事を読ませていただきました。特に日本人
の食生活は、摂取カロリーの減少にも関わらず、脂肪摂取が増加していることに驚きました。
「ごはん」に対する正しい知識と消費拡大に対するＰＲが大切だと感じました。
・現在日本人のごはん離れが問題になっており、ＰＲの使命はとても大きいと感じます。４０代
の頃お米中心のダイエットに成功し、お米は太らないと確信しました。これからもごはんで健
康を維持し栃木県の農業も応援して行きたいです。
・栃木のお米はとても美味しいので、これからも積極的に食卓に出すようにしたいと改めて思い
ました。農家の人達にもがんばって美味しいお米を作ってもらいたいです。
・ごはんと味噌汁の基本食、我が家は毎日の食卓に並びます。
「みんなのよい食プロジェクト」
を広め、栃木のお米をたくさん食べてほしいと切に願っています。
【ＪＡの取り組みについて】
・若い人の意欲をとても頼もしく思います。これからもがんばってほしいです。
・毎回楽しみに拝見しております。一生懸命に農業に取り組んでいらっしゃる姿に安心します。
孫達は最近の子供には珍しく野菜大好きで、昔ながらの料理が欠かせません。これからも食
の安全に尽力して下さると期待しております。
・毎回楽しみにしています。特に「次代を担う」は本人の仕事への意欲が湧くと思います。
・いちご農家さんのご苦労など大切に育てていることが分かりました。色々な生産者さんの言葉
が聞けていいですね。
・ＪＡの仕事、食べ物、農作物、お米など、今まで知らない事を記事にしてくれるので毎回楽しみ
にしています。
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理事会だより
平成２９年８月９日（水）に第６回理事会が開催されました。

（協議事項）
（１） ＪＡグループ栃木ＧＡＰ推進方針(案)について（案）
当面、オリピック・パラリンピックの食材供給に応じられる産地づくりをするためＧＡＰ
推進方針について承認されました。

（報告事項）
（１） ＪＡグループ栃木担い手サポートセンターの取り組み状況について
（２） 応援プログラム「県域企画応援事業」平成28年度結果と平成29年度計画について
（３） ＪＡ農産物直売所を活用した「みんなのよい食プロジェクト」
【第３回】県内統一キャン
ペーンの実施について
（４） ＪＡにおける新たなモニター制度について
（５）平成２８事業年度ディスクロージャー調査結果の概要について
（６） 下野新聞ＪＡプラザふぉーｙｏｕ読者アンケート結果について
（７） 県域システムバックアップデータの外部保管の実施について
（８） 本県における自己改革進捗状況と今後の対応について
（９） 栃木県ＪＡ旅行事業運営委員会の事業・運営体制等の見直しについて
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23
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29
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土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

総務調整会議

中央会・連合会役員研修

監事会・理事会

ＪＡグループ栃木野球大会

経営会議

総務企画部

担い手協幹事会

新規就農相談会
（第３回）

ＪＡ栃木指導員連盟委員会

TACアグリビジネスクール④

青年部部長事務局合同会議
ポリシーブック研修会
野菜栽培概論講習会③

担い手サポートセンター

経営指導部
経営ライン
教育ライン

新嘗祭献穀御米収穫祭
農業者年金加入推進特別研修会

ＪＡ佐野農産物直売所診断結果報告会

ＪＡグループ栃木ＧＡＰ推進大会

新嘗祭献穀粟御抜穂祭

信用事業内部統制の確認(なす南)

中核人材育成研修会⑲

新入職員フォロー研修会
（３班）

高卒採用試験

中核人材育成研修会⑱

新入職員フォロー研修会
（２班）

県北中堅ステップアップ研修②

中核人材育成研修会⑰

中級研修③２班

ＪＡ介護保険事業福祉用具研修会 信用事業内部統制の確認(しおのや) 中級研修③１班

第１回女性理事交流会

人事労務研修会・人事教育担当部課長会議
信用事業内部統制の確認(なす南)

余裕金運用研究会

信用事業内部統制の確認(足利)

使用済農業生産資材適正処理研修会 地産地消実行委員会幹事会 決算税務新任研修
信用事業内部統制の確認(足利)
県農業再生協議会臨時総会 ＰＯＰコンテスト表彰式
新入職員フォロー研修会（１班）
ＪＡ農産物直売所運営改善研修会
専務常務会視察研修
県北中堅ステップアップ研修①

農業くらし推進部
農業ライン
くらしライン

平成２９年９月主要行事予定表
電算企画運用部

電算開発部

信用事業内部統制評価（しおのや）

なす南期中監査Ⅰ
かみつが期中監査Ⅰ

なす南期中監査Ⅰ

なす南期中監査Ⅰ
信用事業内部統制評価（なす南）
かみつが期中監査Ⅰ

なす南期中監査Ⅰ
信用事業内部統制評価（なす南）

信用事業内部統制評価（なす南）

信用事業内部統制評価（足利）

監事協議会現地研修

信用事業内部統制評価
（足利）
おやま予備調査

全国監査機構
栃木県監査部
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金
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日
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水
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日
月
火

理事会

経営会議

総務企画部

ＪＡ栃木県青年大会

ＪＡなすの青色申告勉強会③

TACアグリビジネススクール⑤

担い手サポートセンター

事業計画樹立・実践研修会
経営実務部会

信用事業内部統制の確認(しおのや)
信用事業内部統制の確認(佐野)

図画作文コンクール審査会(作文)

食と農のふれあいフェア

信用事業内部統制の確認(はが野)

信用事業内部統制の確認(はが野)

信用事業内部統制の確認(うつのみや)

中核人材育成研修会(群馬との交流)

決算税務新任研修

中核人材育成研修会（視察研修）

ＯＪＴ研修会

初級試験

上級管理者研修会③

企画管理担当部課長会議

特級試験

上級研修③2班

上級管理者研修会②

上級研修③１班

上級管理者研修会①

中核人材育成研修会⑳

経営指導部
経営ライン
教育ライン

図画作文コンクール審査会(図画) 資産査定担当者研修会

農業くらし推進部
農業ライン
くらしライン

平成２９年１０月主要行事予定表
電算企画運用部

電算開発部

信用事業内部統制
（はが野）

信用事業内部統制（うつのみや）

信用事業内部統制
（はが野）

なすの期中監査Ⅰ
信用事業内部統制（うつのみや）

なすの期中監査Ⅰ

しもつけ期中監査Ⅰ

しもつけ期中監査Ⅰ

信用事業内部統制
（しおのや）
信用事業内部統制
（佐野）

全国監査機構
栃木県監査部

第41回「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール
作文の部

金賞受賞作品

「良い笑顔で食べること」
日光市立藤原中学校 ２年

福田 琢実さん

「琢実。
ちょっと来て、
ご飯盛って。」学校から家に帰ると、母にそう呼ばれた。
ぼくは、
お釜を開けたとき
の、
水蒸気に混じったお米の匂いが大好きだ。理由は、
「炊きたて」だから。
しゃもじでふっくらと盛られた純
白のお米は、
食卓の明かりに照らされ美しく輝いている。
「いただきます。」口に運べばお米の甘さが広が
り、
自然と笑顔が浮かぶ。
白いお米は、
幸せの象徴と言っても過言ではないとぼくは思う。
そんなぼくが、
お
米についてふと考えさせられた出来事がある。
去年は、戦後七十年という節目ということもあり、
テレビでは「戦争」に関する特番が多く組まれていた。
ぼくはその中で、戦争に関するある映画を見た。
「火垂るの墓」
という映画である。一度見たことがあった
のだが、
見たのが少し前だったということもあり、
細かい部分はほとんど忘れてしまっていた。
この映画には
未来にたくされたメッセージがとても多く、
見ていて「二度と戦争をしてはいけないのだ。」
という思いがより
一層強くなった。
しばらくテレビの前で静かに映画を観ていたぼくだったが、
ふと、
一つのシーンに目が留まった。
それは食
事のシーンだった。家族でぼくの大好きなお米を食べている。
「おいしいね。」映画の中の少女はそう言っ
て、
ニッコリと笑った。
それがすごく印象的だった。
しかし、
そのお米は物々交換で、亡くなったお母さんの
着物の替わりにもらってきたお米だった。悲しみを乗り越えてまで食べた白いお米。戦争中の人々が食べ
「お米は幸せの象徴」
と思っていたぼくには、
ショック
たい時にお腹いっぱい食べられなかった白いお米。
でもあり、
また悲しい気持ちにもなったシーンだった。
ぼくはこのシーンを見て以来、
白いご飯に対する考えが変わった。
白いお米を食べる時にあの時のおど
ろきや悲しさを思い出して変に神経質になってしまう。食べながら
「ぼくはお米を粗末にしていないかな。」
「ぜいたくをしていないかな。」などと考えてしまい、
心の底から美味しいと思って白いお米を食べられなく
なっていた。
「お米は、
何だか悲しいな。
でもぼくの家族はみんな美味しそうに食べる。」そう思いながらも、
白いお米を食べると、
やっぱり美味しい。
ご飯を美味しいと思うことが何だか申し訳ないように感じられた
ぼくだったが、
思い直した。
ぼくの大好きな真っ白なお米は、
決して悲しくなんかない。
みんなを笑顔にでき
るまほうの食材なんだ。映画の中の少女もそうだった。
白いお米を口いっぱいに含んだ少女は、
満面の笑
顔で笑っていた。
そう考えると、
ぼくは自分がはずかしくなった。決して失礼などではない。
申し訳なくなども
ない。美味しいと思っていて、大好きなお米ならば、大きな口を開けて満面の笑顔で食べれば良い。変に
気をつかい、
自分が好まないものを食べるのは、
かえってお米たちがかわいそうだ。
それこそ失礼というも
のだ。
そう思った。
これまでのぼくは、
ただただ「美味しい」
と思って白いお米を食べてきた。
しかし、
「ただ美味しい」だけで
はいけないのだ。
両親にはよく
「食べることに感謝しなさい」
と言われるが、
これは「食べ物を粗末にせず感謝の気持ちを
もって食べなさい。」
という意味だと思う。
この言葉を胸に、幸せな表情で満面の笑顔でご飯を食べようと
思う。
ぼくは、
白いお米、
湯気がたったお米が今日も大好きです。
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ＪＡ自己改革一口メモ
〜⑥ＪＡ自己改革の進捗状況〜
今回はＪＡ自己改革の進捗状況についてご紹介します。農林水産省は認定農業者
などの担い手とＪＡに対するアンケート調査結果を公表しました。
それによると認定農業者等の７割以上が、
ＪＡは担い手との
「話合いを進めている」、
「進める雰囲気がある」
と回答しています。また、農産物販売事業や生産資材購買事
業の見直しについては、
ＪＡが「具体的な取組みを開始した」が３割、
「検討を開始し
た」が４割となっています。
全体として１年前のアンケート調査より増加していることから、
ＪＡが進める自己改
革に一定の評価をいただいているものと思います。
一方で、
ＪＡに対する調査では、販売・購買事業の見直しについて８割以上のＪＡが
「具体的な取組みを開始した」
と回答しているのに対し、
ＪＡが「具体的な取組みを開
始した」
と回答した認定農業者等は３割程度に留まっています。
この認識の差を埋めるため、担い手・組合員との話合いを継続的に実施する必要
があると考えています。座談会や常勤役員・職員による訪問等により、日常的に組合
員のニーズを聞く機会を増やすなど、組合員からの意見を踏まえＪＡ自己改革を着
実に実践していきます。
（ＪＡ栃木中央会）

