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高崎健康福祉大学 
農学部の皆さん
高崎市中大類町
高崎健康福祉大学は、昨年４月に県内の大学で初めて農学部を開設

しました。最先端の技術を学び、次世代の食と農を支える人材育成を
目指しています。写真は群馬テレビ「ＪＡみどりの風」収録時で、農
学部の皆さんと前列左端は岡部准教授、前列右から３番目は能登アナ
ウンサーです。
ＪＡグループ群馬は昨年、同大学と相互に連携・協力することに合

意し、協定を締結しました。



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
○令和２年産大豆集荷推進
○令和３年産民間流通麦播種前契約推進
○令和３年産民間流通麦播種面積推進
○こんにゃく生玉販売推進（10月20日～12月15日）
○こんにゃく製品セット冬季特別推進	（11月～12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）
○県統一規格共計露地なす販売	 （11月末日迄）
○共計干大根販売	 （12月中旬迄）
○県統一規格共計きゅうり抑制販売	 （12月末日迄）
○共計下仁田ねぎ販売	 （１月末日迄）
○共計上州ねぎ販売	 （２月末日迄）
○共計春菊販売	 （３月上旬迄）
○共計土ねぎ販売	 （３月中旬迄）

●▶販売促進課
○秋冬野菜販売促進
○もやし類・加工野菜販売促進
○花き類販売促進

●▶園芸資材課
○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・果実用資材他）
○温床資材予約推進（農ポリ・トンネル資材他）
○春まき用野菜種子推進（ほうれん草・ねぎ・きゅうり他）
○種馬鈴薯予約注文とりまとめ

生産資材部
●▶花木流通センター
○秋の園芸セール＆消費拡大セール
	 11月６日（金）～８日（日）
○秋のお客様感謝セール	 11月20日（金）～23日（月）

●▶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

●▶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）
○仕込み味噌推進	 （10月～３月）
○上州もみ切りうどん推進	 （10月～12月）
○ＪＡ高崎ハムお歳暮ギフト推進	 （11月～12月）
○みかん推進	 （11月～12月）

●▶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）
○秋期タイヤキャンペーン	 （10月～12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）
○秋の厨房機器推進	 （10月～12月）
○ガス・でんき新規獲得推進	 （10月～３月）



園芸担当初任者研修会

９月17日（木）、園芸販売課は園芸業務経験が浅い

県内ＪＡ担当者を対象に、園芸担当初任者研修会を開

催し、約20人が出席しました。研修会では、青果物

流通の概要や本会の青果物販売、生産振興の取り組

みなどについて講習し、園芸作物生産実証農場のきゅ

うりの生育状況と青果物一次加工センターの業務向

けキャベツ半割芯取の様子を視察しました。参加者

は作業を見学しながら、熱心に説明を聞いていまし

た。

10月２日（金）、米麦特産課は令和２年産米の集荷

対策並びに麦生産流通対策会議を開催し、県内ＪＡの

担当者約30人が出席しました。会議では、米穀情勢

やコメの業務用向け契約栽培の提案、販売対策につい

て具体的な内容の説明があり、買取方式を活用した集

荷増・有利販売に繋げるための手続きを確認しました。

また、民間流通麦の生産流通対策として、令和２年産

の仕組みの見直しを踏まえた３年産の対応などが説明

されました。

令和２年産米の集荷対策並びに
麦生産流通対策会議

９月29日（火）、葬祭総合課はアシストホールたか

さきで葬祭新任スタッフ基礎研修会を開催し、ＪＡの

葬祭担当者５人が参加しました。研修会では㈱マー

ケティングオフィス代表取締役の小野田氏を講師に招

き、葬祭のプロとしての心構えや基礎知識、接客での

言葉遣いの講習に続き、葬儀場面を想定した実践演習

が行われました。今後の業務に活かすことができる有

意義な研修会になりました。

葬祭新任スタッフ基礎研修会

10月７日（水）、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PTの

中間報告会を開催しました。事業別プロジェクトチー

ムで検討した内容を各チームの代表が経営層に向けて

発表し、質疑応答を行いました。事業別MP中間報告

は、15日（木）に営農経済部課長会議、21日（水）にＪＡ

経営基盤強化研修会（ＪＡ群馬中央会主催）で県内ＪＡ

に向け概要説明を行い、今後のヒアリング実施を含め

た協力を依頼しました。

事業別マスタープランPT 
中間報告会
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こんにゃく作況調査

こんにゃくの生産量の的確な把握により、価格の安

定を図ることを目的としたこんにゃく作況調査が10

月６日（火）から９日（金）に群馬県蒟蒻生産協議会の

主催により実施されました。期間中は県内の60カ所

のほ場において、畝幅・掘り取り長・害虫の状態・球

数・重量等の調査が行われました。

調査結果は、地域やほ場によって差がありますが、

収量予測は前年を下回る見込みになりました。

全国食肉学校  卒業記念感謝祭全国食肉学校  卒業記念感謝祭
９月22日（火）、玉村町の全国食肉学校は、卒業記念感

謝祭を開催しました。同校を会場に学生がカットした上

州牛や上州麦豚の精肉、ハムやソーセージ等の加工品を

抽選で当選した90組のお客様に販売しました。なお、

新型コロナウイルス感染症予防として密を回避するた

め、お客様には時間を分けてご入場いただきました。

全国食肉学校は、食肉産業技術者を養成するために昭

和48年に設立され、翌年には群馬県知事から職業訓練

校（現職業能力開発校）に認定されました。平成23年に

は内閣府から公益社団法人として認可された、食肉に関

する技術と知識を学べる公的な学校です。

今回の卒業生は４月入学の６か月コース７人で、全国

から集まり、食肉処理技術をはじめとした精肉加工技術

等の基本や関連知識、流通全般を学びました。日本の食

肉業界を支えるスペシャリストとして、今後の活躍が期

待されます。

【お問合せ先】ＪＡ全農ぐんま 米麦特産課
TEL：027-220-2251　FAX：027-265-1415
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群馬の旬を楽しもう！

ブロッコリー・下仁田ねぎ

大和芋など順次掲載予定！

を購入群馬の旬群馬の旬 を検索レシピレシピ

共同購入トラクター　第２弾共同購入トラクター　第２弾！！
ＪＡ全農は、平成30年から実施している大型トラクターの共同購
入に続く第２弾として、中型トラクター（28～35馬力クラス）の型式
を決定しました。共同購入の取り組みによって、標準的な同クラスのト
ラクターと比較し、おおむね２割程度の価格引き下げを実現しました。
１万人を超える生産者にアンケートを実施し、おおむね１日無給
での作業を可能とする燃料タンクを備えていることや、ノークラッ
チ変速により、露地だけでなくハウス内でも余裕のある作業を行い
たいという生産現場の要望に応える仕様になっています。
お問合せは、最寄りのＪＡ、またはＪＡ全農ぐんま農業機械課

（tel：027-220-2312）までお願いします。

製品紹介動画はこちら
（You Tube）

●標準3点リンクのオートヒッチが装着可能
※オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱

●自動水平制御　  ●自動耕深制御　  ●倍速ターン
●オートブレーキ　●バックアップ　

大容量48L燃料タンク
概ね1日無給油での作業が可能

ノークラッチ変速
ノークラッチで増減速、前後進切替が可能

共同購入トラクター（中型）の主な機能

標準ロータリーセット型式（オートヒッチはW3P装備で、標準3点リンクのワンタッチ着脱可能）、
ハイスピード仕様、小径タイヤ仕様（ハウス内作業に対応）など、オプションは裏面へ！

JAグループは生産者の需要を取りまとめ、一括発注を行うことで、
メーカーは製造・流通の効率化をはかり、生産者へ価格メリットを還元します。

価格を
安く

必要な機能を
厳選

快適・安全な
作業性

様々な作業への
汎用性

製品紹介動画
はこちら
（You Tube）

生産者の営農規模と栽培品目の拡大を支援する

SL33LFQMAEP
型　式

SL33LFMAEP
メーカー希望小売価格 285万円

（税別）
ロプス仕様

中型ク
ラ
ス

33馬力（ネット値）

生産者&JA 全国一万人以上の声を反映

キャビン仕様

共同購入トラクター

359.7万円（税別）
メーカー希望
小売価格

SL33LFQMAEPC2P
型　式

型　式

半クローラ・キャビン仕様

412.4万円（税別）
メーカー希望
小売価格

基本型式

SL33LSL33LSL33L
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1�ズッキーニを生産するハウス。
３月から10月に露地とハウスを
２回転ずつ生産します。

2�ズッキーニの花。早朝に直径
10㎝位の大きな花を咲かせ
ます。

―今回の農業チャレンジャーは、ＪＡ赤
城たちばな管内の北橘町で、ズッキー
ニやキャベツなどを生産する石田さんで
す。

―就農時期は？
30歳の時に就農しました。それまでは
長野県の畜産機器メーカーに勤めていま
した。

―就農のきっかけは？
2014年の雪害で、実家の農業用ハウ
ス９棟すべてが倒壊しました。しばらく
して父から「補助を活用してハウスを建
て替えるが、農業を継がないのであれば
棟数を減らしたい」と連絡がありました。
私は農業を継ぐつもりでいたので、ハウ
スはすべて建て替えるよう父に伝え、仕
事の引継ぎをして半年後に就農しました。

―就農されていかがでしたか？
両親は米と雨よけほうれん草を生産
し、私が加わり３人での生産に対する利
益率を考えると、他の作物を増やしてい
く必要があると考えました。父とは意見
が合わず喧嘩ばかりしましたが、結果を
出せば分かってくれると考えて、比較的
投資が少ないズッキーニと玉ねぎの生産
を始めつつ、米とほうれん草も手を抜か
ず一生懸命やりました。

―新たな作物の生産はいかがでしたか？
玉ねぎは土地に合わず良いものができ

ませんでした。ＪＡからの提案で、就農２

年目から冬キャベツの生産を始めました。
冬キャベツは病気や害虫の心配が少なく、
加工用として安定出荷できます。ズッキー
ニとキャベツをうまく組み込み、徐々に収
支が良くなり結果を残せたことで、父と喧
嘩することはなくなりました。今はお互い
に手伝いながら、バランス良く作業できる
ようになりました。

―多い時で１日どれくらい出荷しますか？
ズッキーニは60～70ケース（２㎏入）、
キャベツは100～150ケース（15㎏入）
くらいです。

―心掛けていることはありますか？
作業効率をいつも考えています。道具
に合った棚を手作りしたり、作業導線を
考えて道具の置く位置や必ず元の場所に
戻すというルールを決めたり、そういっ
たことで効率化しています。

―今後の展望をお聞かせください。
周囲から認められる頼りにされる農家
になりたいですね。新規就農者に教えた
り研修先に選ばれたりといった余裕を
持った経営ができる農家になりたいで
す。あとは楽しい職場にしたいです。い
ずれ従業員を雇い、真剣に働く時は真剣
に働き、息抜きのできる楽しい職場にし
たいです。

―年間を通した複数品目の安定生産と作
業の効率化に取り組む石田さんに、今後
さらなる活躍が期待されます。
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｜ P r o f i l e ｜

石田 敏教（いしだ・としのり）さん

1986年生まれ　34歳
赤城橘野菜部会ズッキーニ分科会
赤城橘キャベツ・レタス部会
栽培品目：

ズッキーニ･･･････ 延べ約60a
キャベツ････････････約2.5ha
米････････････････････約５ha
ほうれん草･････ハウス15棟

趣味：読書・映画・買い物

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！

「トロまる」現地研修会を開催ＪＡ碓氷安中

ＪＡ碓氷安中ナス部は、８月12日（水）にしろなす

「トロまる」の現地研修会を行いました。管内の圃場３

カ所を巡回し、管理状況を確認しました。西部農業事

務所普及指導課の田中雄一郎主幹、ＪＡ職員が同行し、

各圃場で栽培管理の疑問点や技術向上のための話し合

いをしました。田中主幹は「３件とも草姿管理がしっ

かりできている」と話しました。

巡回後は、営農課会議室で田中主幹より栽培管理に

ついて講習があり、草姿管理や追肥について確認しま

した。また、病害虫防除について説明があり、うどん

こ病対策で風通しを良くし、予防的に防除することな

どを呼び掛けました。

「トロまる」は2016年から本格的な栽培が始まり、

2019年度の販売実績は約1640万円となりました。

ＪＡあがつま

ＪＡあがつま花卉生産部会六合支部では、部会員が

丹精して露地栽培した山野草が、今年も盛んに出荷さ

れています。

六合の花は、自生環境と同様の条件で、自然の中で

育てられています。山間地特有の朝晩の激しい寒暖差

も手伝って、花の色づきが良く、市場からの評価も高

いブランドになっています。年間を通して特に出荷量

が増えるお盆・お彼岸シーズンには、同地区内の集荷

場で山のように積み上げられ、東京都内を中心とした

各生花市場へ送り出されます。今年は梅雨の長雨からの真夏の猛暑と干ばつに加え、新型コロナウィルス感染症

による需要低下の影響も見られたものの、お彼岸の出荷実績は昨年を上回るものとなりました。

冬に向かって涼しさが増していくこれからの季節は、ヤドリギやクリスマスローズなど、温暖な季節とはまた違っ

た品種の出荷が活発になります。

寒暖差が生む鮮やかさ「六合の花」

▲ 圃場を巡回する参加者の皆さん

▲ 
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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

うまい、新米、味わいたい！（仮）／JAたかさき
11月９日（月） PM 9：00 〜 9：30

※11月15日（日） AM 8：00 〜 8：30

高崎産の野菜をみんなで食べよう！（仮）／JA群馬中央会
11月16日（月） PM 9：00 〜 9：30

※11月22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

□発行／令和２年11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

こんにゃくの串カツ

開催日 内　容

11月６日㈮〜８日㈰ 秋の園芸セール＆消費拡大セール

11月20日㈮〜23日㈪ 秋のお客様感謝セール

●定 休 日▶毎週火曜日
※店内では、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 こんにゃくは、串をとり三等分に切る。

2 ねぎは、１㎝の小口切りにする。ウインナーソーセー
ジも同様に切る。

3 新しい串に、こんにゃく・ねぎ・ウインナーソーセー
ジを順にさし、辛子味噌を塗る。小麦粉・溶き卵・パ
ン粉の順に衣をつけ、揚げ油を熱してきつね色にカ
ラッと揚げる。

4�器に盛り、かぼすとソースを添える。

作り方

材　料

田楽味噌おでん�･･････ １袋

（付属の辛子味噌････ １袋）

長ねぎ�･････････････1/2本

ウインナーソーセージ
　　････････････････ ２本

小麦粉・卵・パン粉
　　･･････････････ 各適量

揚げ油･･････････････ 適量

かぼす・ソース�･･････ 適量

15本分	 （１本分54kcal）

入荷中！入荷中！
●玉ねぎ苗●ビオラ、パンジー ●果樹苗木

●もみの木

こんにゃく
詰合せセットの商品で

料理しました！
詳しくは４ページ


