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群馬県庁 昭和庁舎
前橋市大手町
群馬県庁舎は前橋城の跡地にあり、県民広場を中心に県庁
舎、昭和庁舎（旧本庁舎）、県議会などか
らなる公共施設の複合体を形成していま
す。昭和庁舎は1928年（昭和３年）に建
設され、1999年（平成11年）まで県庁本
庁舎として利用されてきました。1996年
12月に、県庁舎としては初めて国の登録
有形文化財になりました。



事業のうごき

営農支援部
●▶担い手支援課
○TAC活動等ＪＡの出向く体制強化支援

○大規模経営農家・法人等の事業支援

●▶生産対策課
○ＪＡ野菜振興計画の目標達成に向けた取組支援

○農産物の安全・安心確保対策

○園芸作物生産実証農場の運営

畜産農産部
●▶酪農畜産課
○生乳計画生産の推進

○初妊牛導入推進

○素牛導入推進

○種豚導入推進

○渋川家畜市場の和牛及び乳用牛の集荷・販売推進

●▶米麦特産課
○こんにゃく生玉取扱推進

○こんにゃく荒粉・精粉販売推進（入札の実施）

○群馬県産トマトジュース推進	 （９月〜10月）

○令和元年産民間流通麦引取推進

○令和２年産民間流通麦集荷推進

○令和３年産民間流通麦播種前契約推進

○麦とろ麺特別推進	 （７月〜９月）

園芸部
●▶園芸販売課
○共計ほうれん草販売	 （周年）

○共計チンゲンサイ販売	 （周年）

○共計味にら販売	 （周年）

○共計にがうり販売	 （９月末日迄）

○共計オクラ販売	 （９月末日迄）

○共計白ねぎ販売	 （３月末日迄）

○県統一規格共計露地なす販売	 （11月末日迄）

○県統一規格共計きゅうり抑制販売	 （12月末日迄）

●▶販売促進課
○夏秋野菜販売促進

○もやし類・加工野菜販売促進

○花き類販売促進

●▶園芸資材課
○ネポン暖房機推進	 （第２期・７〜９月）

○秋冬用野菜出荷資材予約・当用推進

（段ボール・パック・フィルム・果樹用資材他）

○温床資材予約推進

（農ポリ・トンネル資材・こんにゃくマルチ他）

○秋冬用野菜種子推進（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）

生産資材部
●▶花木流通センター
○消費拡大セール	 ９月４日（金）〜７日（月）

○秋彼岸園芸フェア	 ９月18日（金）〜22日（火･祝）

●▶肥料農薬課
○セルフブレンド推進

○麦肥料農薬推進

○茎葉処理除草剤大型規格推進

○バンカーシート推進

●▶農業機械課
○ＪＡ農業機械特別キャンペーン	 （７月〜９月）

●▶施設住宅課
○賃貸アパート・個人住宅推進	 （周年）

○カクイチ物置・広スペースハウス推進	 （周年）

○住友不動産（株）「新築そっくりさん」推進	 （周年）

生活燃料部
●▶生活課
○太陽光発電・蓄電池推進	 （周年）

○シロアリ防除事業推進	 （周年）

●▶葬祭総合課
○会員獲得募集の推進

●▶石油課
○秋期オイルキャンペーン	 （９月〜11月）

●▶ガス課
○ガス器具推進	 （４月〜12月）

○給湯器燃料転換推進	 （５月〜２月）

○ＪＡでんき取扱い拡大	 （４月〜３月）



LPガス配送員保安研修会

７月30日（木）、ガス課は令和２年度LPガス配送員

保安研修会を開催し、配送員と関係者11人が出席し

ました。同課担当者がLPガス充填容器の出荷及び配

送、配送員が遵守する事項などを説明しました。また、

近年は鳥インフルエンザや豚コレラが他県で発生が確

認されているため、農場や畜舎に出入りする配送員は、

車両や靴の消毒を徹底するほか、入場は１日１舎とし

日を改めることなどを再確認しました。

８月３日（月）、企画経理課は持続可能なＪＡ経営基

盤の確立・強化に向け、事業別マスタープラン検討キッ

クオフ会議を開催し、各部署から47人が参集しまし

た。これは、持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化に

向け、ＪＡ群馬中央会、農林中央金庫、ＪＡ共済連群馬、

ＪＡ全農ぐんまが一体となってＪＡを支援する取り組

みです。

会場では、事業別マスタープラン策定の考え方や事

業別マスタープランPT課題について説明し、今後は、

事業ごとのチームに分かれ検討・策定に取り組みます。

事業別マスタープランPT
課題別検討キックオフ

群馬県産完熟トマトを
旬にしぼったストレートの
トマトジュースです。

タイプ
低塩※1

パスタやスープ、リゾット
などのお料理の材料
としても便利です。

群馬県産オリジナル

トマトジュース

1ケース・30缶入
〈190g×6本×5〉

お問合せ・ご注文先

JA全農ぐんま 米麦特産課

Tel027-220-2251

ご注文は、お近くのJA またはJA全農ぐんまへ

※1.「低塩」は、厚生労働省・栄養表示基準に
より、ナトリウムが120mg/100㎖以下と
定義されています。（本品は83mg/100㎖）

※この夏に収穫された、完熟トマトを使用し
ています。トマトの生育・収穫状況によっ
ては納品時期が遅れる可能性がございま
すので、なにとぞご理解のほどお願い致し
ます。

酪農畜産課は、畜産事業を一般消費者へ認知しても

らい、地産地消の拡大につなげるため、ＪＡ全農ぐん

ま酪農畜産課公式Twitterを開設しました。

畜産物の消費宣伝活動を中心に、渋川家畜市場や育

成牛センターの情報を発信していきます。是非ご覧く

ださい。

酪農畜産課公式 Twitterを開設
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ハウスナス切り戻し剪定実演会
７月29日（水）、生産対策課は園芸作物生産実証農場

でハウスナス切り戻し剪定実演会を開催し、ＪＡ担当者、

群馬県他約30人が参加しました。

農場や県の担当者が半促成ナス長期どり栽培やハウス

ナス栽培品種について説明し、切り戻しの剪定位置など

を実演して見せ、参加者は実際の剪定作業に取り組みま

した。この実演会を通じて、営農技術の向上と更なるナ

スの生産振興を図ります。

剪定したのは、ハウス２棟の「式部」、「黒福」、「あの

みのり２号」と「とげなし輝楽」の計360本で、台木は

すべて「トレロ」です。暑さの本番を迎えるこのタイミ

ングで切り戻し、灌水と追肥などの管理を行い、１週間

もすると再び葉が茂り始め、約１ヶ月後には良質な秋ナ

スが出荷となります。

生産対策課の山上課長は「ナスは県内で拡大している

品目であり、実演を通して益々の振興を図ってもらいた

い」と話しました。

TAC育成研修会【パイプハウス張り替え】
８月６日（木）、担い手支援課は前橋市内の圃場で

TAC育成研修会を開催しました。TACや園芸資材担当

者ら約30人が参加し、パイプハウスの張り替えに必要

な資材や手順などを学びました。

県内全域で農業用ハウスの倒壊が相次いだ2014年の

雪害後、同研修会でパイプハウスの建て方研修を２回実

施し、張り替え講習をするのは２回目です。雪害時に県

内各地で一斉にパイプハウスが建てられてから一定期間

が経過し、今後パイプハウスの張り替え需要が増加する

と見込まれることから、ＪＡ職員が組合員の質問に応じ、

張り替え作業の支援ができるようにすることが目的です。

県内の資材メーカー担当者を講師に招き、作業方法や資材注文時の注意点などを説明後、新型コロナウイルス感染症と

熱中症に注意しながら、３間×14間のパイプハウス１棟のフィルム張り替え作業を行いました。

参加したＪＡ職員は、「パイプハウスの張り替え作業の経験が、資材の注文を受けるときに役立つ」、「雪害時に建てた

ハウスの張り替えが迫っており、この研修で身に付けた技術や知識を業務や農家支援に役立てたい」と話しました。
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群馬の旬を楽しもう！

きゅうり・小松菜・にら

きのこ詰め合わせなど順次掲載予定！

を購入群馬の旬群馬の旬 を検索レシピレシピ
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1�今年から防草シートを張った
畑で。「草が生えなくなって
作業がしやすくなった」と吉
田さん。

2�朝収穫した艶々の「くろべえ」。

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ太
田市管内の沖之郷町で、ナスとイチゴを
生産する吉田さんです。

―就農時期は？
３年前に就農しました。もともと農業
がやりたくて、いつかは就農したいと考
えていました。80歳を目途に農業をやめ
た祖父母の畑で、３年前からナス、昨年
からイチゴの栽培を始めました。

―就農前は？
ＪＡ太田市で働いていました。信用と
共済で６年、園芸課で２年勤めました。

―就農されて変わったことはありますか？
天気予報をよく見るようになりまし
た。天候次第で作業が変わってきますか
らね。

―今年のナスの定植は何本くらい？
４月中旬に約800本を定植しました。

―収穫のピークは？
お盆頃がピークで、１日に1,600本か
ら2,000本を出荷します。徐々に量は減
りますが、11月中・下旬頃まで収穫しま
す。

―品種は何ですか？
「くろべえ」です。ＪＡ太田市に全量出
荷し、市場を通して各地に運ばれますが、
果皮がしっかりしていてツヤが良く、棚

もちが良い品種です。

―工夫していることは？
栽培指針を参考にしたり、液肥や葉面
散布剤を使ったり、今年は防草シートを
張ったり、いろいろな資材を試していま
す。

―試してみてどうでしたか？
葉面散布剤を使うようになって、果皮
のツヤが良くなりました。

―やりがいを感じるときは？
農業は、手を掛ければ掛けただけ収量
が上がり、やればやっただけ売り上げに
つながるところですね。あとは、都会育
ちで土に全く縁のなかった妻が一緒に就
農し、近所の人たちから「若いのに頑張っ
ているね」と声を掛けられている姿を見
て、もっと頑張ろうと思いました。

―今後の展望をお聞かせください。
今は妻と２人で家族経営をしています
が、いずれは規模を拡大し、法人化して
儲かる農業を実現したいです。子供が幼
稚園に行っている間のお母さんたちな
ど、地域の方に働きに来てもらえるよう
な環境を作って、地域の活性化にもつな
げていきたいです。

―法人化に向け試行錯誤し、農業を通じ
た地域の活性化に意気込む吉田さんに、
今後さらなる活躍が期待されます。
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JA太田市

｜ P r o f i l e ｜

吉田 忠礼（よしだ・ただのり）さん

1987年生まれ　32歳
JA太田市ナス部会・イチゴ部会
栽培品目：ナス･･･････････････ 約10a

イチゴ････････････ 約10a
休日の過ごし方：
スポーツ観戦（格闘技）・
ゲーム・子供とサッカー

農
チャレ
業チャレンジャー



JA PICK UP ！

JAの活動をご紹介　JAピックアップ！

群馬県知事表敬訪問ＪＡ嬬恋村

７月７日（火）、丸山組合長をはじめとするＪＡ嬬恋

村役職員５名は新型コロナウイルス感染防止対策を充

分に取りながら群馬県庁を訪れ、嬬恋高原キャベツが

出荷最盛期を迎えた事を報告し、山本群馬県知事に新

鮮なキャベツを贈りました。

丸山組合長は「今年も順調に美味しいキャベツが出

来たので全国の

消費者の方に味

わっていただき

たい。これから

も安心・安全な

キャベツを全国

に届けたい」と

PRしました。

ＪＡ甘楽富岡

玉葱生産部は、７月８日、営農部会議室で総勢33

人が参加し、玉葱特別栽培講習会を開きました。

富岡地区農業指導センターの高橋あかねさんが、「甘

楽富岡地区におけるタマネギ栽培のふりかえりと対

策」をテーマにスライドを使い説明。昨年秋に台風19

号と虫害で苗が被害を受け、管内作付面積が大幅に減

少したことから、育苗～定植期の対策を中心に話しま

した。ほ場の土づくりでは、酸素供給剤を活用した畑

の透水、排水性対策や育苗管理の見直しをあげ、酸素

供給剤の使用による湛水対策や太陽熱消毒の徹底、ト

ンネル育苗による虫害、台風対策などをすることを呼びかけました。

 玉葱生産部は、管内で特別栽培の玉葱生産に取り組む生産者の組織で、部員数は86人、年間約8800万円の販売を

行なっています。

玉葱生産部が
特別栽培講習会を開く

放 映 予 定 ３

能登　瑶子アナ

※タイトル・放送内容等は
　変更となることがあります。

番組名／提供 放送日 ※再放送日 時　間

お野菜キングダム９月号／JA群馬中央会
９月７日（月） PM 9：00 〜 9：30

※９月13日（日） AM 8：00 〜 8：30

守る伝統・繋ぐ未来！ ぶどう・白小豆／JA北群渋川
９月14日（月） PM 9：00 〜 9：30

※９月20日（日） AM 8：00 〜 8：30



『県本部通信』における個人情報の取扱いについて
『県本部通信』に投稿いただいた方の個人情報は、プレゼントの発送やお返事、紙面での紹介に使用させていただきますのでご了承くださ
い。また、これらの個人情報は前記の目的以外には使用せず、ご本人より事前に同意をいただいた場合以外には一切開示いたしません。

自由なご意見・ご感想をお寄せください。
《あて先》〒379-2147 群馬県前橋市亀里町 1310番　JA全農ぐんま「県本部通信」係まで
E-mail：info-gunma@gm.zennoh.or.jp ※JAメール等でも結構です。

この印刷物は大豆インキを
使用して制作しています。

石垣 惠美Food adviser

1979年から群馬県家の光講師。
FM局等でも活躍中。

Art Cooking

花木流通センター便り

前橋市亀里町1307-1
TEL027-220-2427 FAX027-220-2424

花木流通
センター
花木流通
センター

至高崎市街地K  B　KU
花 木 流 通 セ ン タ ー

６月～2月
毎週火曜日定休営業時間9:00～16:00

JA全農ぐんま 酪農畜産課
Facebook

渋川家畜市場 
Facebook

新鮮ぐんまみのり館内
営業時間▶１１：００～１４：００　定休日▶毎週火曜日

□発行／令和２年９月１日発行　□発行人／高田　宗徳　□ホームページアドレス／https://www.gm.zennoh.or.jp　□E-mail／info-gunma@gm.zennoh.or.jp
□発行所／全国農業協同組合連合会群馬県本部  管理部企画経理課　〒379-2147 前橋市亀里町1310番地　℡027-220-2223  Fax027-220-2229

パプリカと鶏肉のタイム和え

開催日 内　容

９月４日㈮〜９月７日㈪ 消費拡大セール

９月18日㈮〜22日（火・祝） 秋彼岸園芸フェア

●秋野菜苗（ブロッコリー・キャベツ他）入荷中！
●白菜・サニーレタス・レタス苗は９月中旬入荷予定

●定 休 日▶毎週火曜日
※センター内では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に
　ご協力ください。

1 鶏肉は、塩・酒・コショウで下味をつけ、蒸し器でむ
す。

2 １の蒸し鶏を細かく裂く。
3 パプリカは、グリルで焼いて皮をむき、太めの千切り
にして、横半分に切る。

4�ボールに蒸し鶏・焼きパプリカを入れ、Ａを加えて和
える。塩味を調え、器に盛る。

作り方

材　料

鶏胸肉･･････････････ １枚

塩･････････････小さじ1/4

酒･･･････････････小さじ１

コショウ�････････････ 少々

赤パプリカ�･･････････ １個

　　オリーブオイル
　　　･･･････････大さじ３
Ａ　塩･････････小さじ１弱

　　タイム（生）�･･････ 適量

２人分	 （１人分368kcal）


