
酪農畜産課 公式ＳＮＳのご紹介

Twitter ＠JAzennohgunnma

Facebook
■酪農畜産課
https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/

■渋川家畜市場
https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/

いいね・フォローをお願いいたします！

● 東京園芸ニュース

● ＴＡＣ通信

● 青果物の市場概況

● 海外から注文していない植物が郵送された場合の対応

● 病害虫発生予察情報（８月予報）

● 気象情報

● 実証農場情報

● ＪＡみどりの風

今週のメニュー

青果物の市場概況

ＴＡＣ通信（574号）

【全農本所】ＴＡＣパワーアップ大会2020の開催について

【全農本所】「事業承継ブック部会版」の発行について

詳細は別途資料をご覧ください

営農経済トピック

No.632(2020.8.17)

東京園芸ニュース

2020.7.31-8.2 夏秋キャベツ出荷量日本一の大産地 ＪＡ嬬恋村の高原キャベツを都内でＰＲ！

2020.8.3-8.7 お盆に向けて群馬の高品質な花をＰＲ 群馬県産スプレーギクの市場展示を開催

詳細は別途資料をご覧ください

　８月３日 ～ 　８月８日 　８月１１日 ～ 　８月１３日

高値  安値 高値  安値

だいこん （ 10kg） ＤＢ １,０８０ ～ ４３２　 １,０８０ ～ ４３２　

キャベツ （ 10kg） ＤＢ ２,１６０ ～ １,２９６　 ２,７００ ～ １,２９６　

はくさい （ 12kg） ＤＢ ２,７００ ～ ８６４　 ２,７００ ～ ８６４　

ほうれん草 （ 200g） 袋 ２０５ ～ １０８　 １７２ ～ １０８　

なす （ 400g） 袋 ２５９ ～ １０８　 ２５９ ～ １０８　

トマト （ 4kg） ＤＢ １,５１２ ～ ３２４　 １,２６０ ～ ６４８　

とうもろこし （ 5kg） ＤＢ １,６２０ ～ ３２４　 １,４０４ ～ ３２４　

オクラ （ 100g） ネット ９７ ～ ６５　 ８６ ～ ５４　

ミョウガ （ 50g） パック １０８ ～ ６５　 １０８ ～ ６５　

枝豆 （ 250g） 袋 １６２ ～ ７６　 １７２ ～ ８６　

品　名

https://www.facebook.com/zennoh.gunma.rakunouchikusan/
https://www.facebook.com/zennoh.gunma.shibukawa/


標記の件について、関東農政局農産安全管理課より、最近中国から

身に覚えのない不審な種子が郵送されているとの情報提供がありまし

た。また本県においても、今月に入り同様な事例が確認されました。

これらの種子は植物防疫所の検査を受けることなく届いているとみ

られ、このような種子を栽培することは、新たな病害虫の侵入につな

がり、農業に大きな被害を生じることが懸念されます。

つきましては、身に覚えのない植物を受け取ったとの連絡があった

場合には、ビニール袋等開封することなく、そのままの状態で横浜植

物防疫所にご相談ください。

■植物防疫所ＨＰ 注意喚起ページ

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/200730.html

■植物防疫所の連絡先

https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html

海外から注文していない植物が郵送された場合の
対応について

作物名 病害虫名

イネ いもち病（葉・穂）、紋枯病、縞葉枯病
斑点米カメムシ類

キャベツ コナガ

ネギ 軟腐病

レタス 腐敗病、軟腐病

群馬県農業技術センター作成の病害虫発生予察情報（８月予報）を

ご紹介いたします。

主な病害虫の発生予報

チャバネアオカメムシ（果樹類全般）の発生量は「多い」と予想さ

れます。また、以下の病害虫は発生量が「やや多い」と予想されます。

関東甲信地方の天候見通し

詳細は別途資料をご覧ください

病害虫発生予察情報（８月予報）

https://www.maff.go.jp/pps/j/information/200730.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html


気象情報

前橋（標高112m）



気象情報

館林（標高21m）



気象情報

沼田（標高439m）



気象情報

田代（標高1,230m）



実証農場情報

キュウリ・ナスをはじめとした

施設野菜の栽培状況やＧＡＰへ

の取り組みなど、園芸作物生産

実証農場の今をご紹介します。

■半促成ナス（定植：2/5 夏季剪定：7/29）

「式部」「黒福」「あのみのり２号」「輝楽」

タキイ種苗試験品種「No.501」「No.559」

■抑制キュウリ（定植：8/17） ※うぃずone含む

「兼備２号」「ニーナ」

ＪＡみどりの風

旬のおいしい野菜や果物をご紹

介。新鮮で安心・安全な農産物

を販売するJAの直売所、農家の

奥さま直伝のレシピ等も必見！

群馬テレビで放送中！

■本放送

毎週月曜日 21:00～21:30

■再放送

毎週日曜日 8:00～8:30

営農経済トピックは、各部署等からの情報をまとめ、毎週月曜日に発信しています。
情報内容へのご意見・ご要望をおまちしております。

営農支援部 生産対策課（担当：浅野）ＴＥＬ：０２７－２２０－２０４６

食農教育の活動をおこなっている
「ＮＰＯ法人ラッポルティ」。

今回は第２弾ということで、夏野菜
の収穫体験とそれらを使いＢＢＱ！
農作業を通じて、子どもたちに
農業のすばらしさを伝えます。

今週の放送予定

第1429回
高崎そだち 新鮮夏野菜を

おいしく食べよう！

放送日：8月17日（月）
再放送日：8月23日（日）

編集後記
８月に入り猛暑日が増えてきました。かき氷でも食べて夏を楽しみたいところですが、

暑い中マスクを着けて外出する決心がつかず、休日は高校野球やドラマを見て楽しみま
した。まだまだ暑い日が続きますので、熱中症等にはお気をつけてお過ごしください。

ＪＡ碓氷安中の「白ナス（トロま
る）」と「イタリアナス」をご紹介。
生産者へのインタビューや、収穫体
験、集荷場担当者から聞く管内の生
産状況、焼きナス試食の様子などを

お届けします。

来週の放送予定

第1430回
こんな色も！？変わりナス特集

放送日：8月24日（月）
再放送日：8月30日（日）

■令和２年度促成キュウリ栽培の様子をYoutubeにアップしました

ハウス内に設置した定点カメラで10分おきに撮影したデータをまとめ、動画を作成

しました。ご興味ある方はぜひご覧ください☟

① https://youtu.be/2ZjYOuquOcg（1/16～2/29）

② https//youtu.be/Rbepm5v6V0Y（3/1～4/30）

■令和２年度ハウスナス出荷実績について（７月末実績）

出荷月
Ａ 無印

花木
合計
（kg）

元年重量

(kg)
前年比

Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ
３月 0 0 4 16 42 62 18 344%

４月 0 96 52 184 138 470 351 134%

５月 120 424 88 216 238 1,086 1,022 106%

６月 120 412 128 256 175 1,091 1,217 90%

７月 64 480 44 228 145 961 779 123%

合計 304 1,412 316 900 738 3,670 3,387 108%

https://youtu.be/2ZjYOuquOcg
https/youtu.be/Rbepm5v6V0Y

