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サポートセンター情報

　本日は、肉牛の肥育が盛んなＪＡおやまから、霧降高原牛、日光高原牛でおなじみの肉牛（交
雑種）を肥育している伊沢さんをご紹介します。

▶経営概況と就農までの経緯を教えて下さい。
　両親が肉牛の肥育農家ですので、子供のころから手伝
いをしていました。後を継いで肥育をすることは決めて
おりましたから、高校は農業高校の畜産科で学び、県内
の肥育農家後継者との出会いがしたくて、農業大学校の
畜産課に進みました。卒業後、宮崎県の肥育農家に研修
に入り、20歳から両親とともに肉牛の肥育をしており、現在250頭の肥育をしています。

▶肥育へのこだわりについて教えて下さい。
　丁寧に餌をやること、牛の状態を細かく見ること、です。一般的に素牛は生後８か月位のも
のを買い付け肥育しますが、私は生後２か月の小さい牛を買い付けてミルクから肥育します。
小さいから細かく牛の状態を見なければなりません。６か月間で揃った牛に育てます。また、
よく育った牛は小さな窪みでも立てなくなり、死亡事故につながりますのでこまめな観察が必
要です。

▶肥育の魅力を教えて下さい。
　自分の思ったとおりに育った時の達成感です。毎日の
給餌と牛の状態を観察しながら、個々の牛の生育に合っ
た世話をする。結果が出た時は最高です。

▶肥育に苦労されていることは何ですか？
　肉牛は目方がないとお金になりません。どうやって餌を食べさせるか。夏は食欲が落ちるの
で食べなくなる。痩せると肉質が落ちます。肉質が落ちないように食べさせる。また、導入す
る「血統」と「餌」との相性も大きく関係するので、素牛の買い付けから気を使います。

▶これからの目標は何ですか？
　規模は現状維持ですが、肉質の良い肥育を目標にこれからも進めたいと思います。

　JAグループ栃木の交雑種販売促進委員会の副会長もしている春幸さんですが、インタ
ビューには父親の訓男さんにも同席していただきお話を伺いました。共励会で年間11回も賞
を取ったことがあるとのこと。肥育にかける情熱が伝わってきました。本日はお話ありがと
うございました。

▶ＪＡおやま　下野市
　　伊沢 春幸 さん（43歳）
　肥育牛（交雑種）250頭
　　　　 （霧降高原牛、日光高原牛）
　就　農：23年目

頑張る担い手インタビュー !!頑張る担い手インタビュー !!頑張る担い手インタビュー !!

JAおやま　伊沢 春幸 さん、訓男 さん
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サポートセンター情報

　本日は、JAかみつが管内で水稲・アスパラガス・さといもに取り組んでいる小倉稔さんをご
紹介します。

▶就農までの経緯を教えてください。
　兼業農家として水稲を栽培していましたが、会社を定年退職し、農業を本格的に始めました。
定年前よりアスパラガスを定植しておき、退職後すぐに収穫ができるような準備をして水稲とア
スパラガスの複合経営を始めました。アスパラガスは独学で始めましたが、部会内の取組や指導
のお陰でうまく軌道に乗せることが出来ました。

▶さといもの湛水栽培をしているとお聞きしました。
　２年前にさといもの湛水栽培を始めました。湛水栽培の
メリットとしてコガネムシ幼虫による食害が無くなるの
で正品率の向上が見込めます。ただ、圃場選びにおいて上
手にかけ流しができる圃場を選ぶ必要があります。

▶さといも栽培のメリットを教えてください。
　さといも栽培は、栽培の途中で手がかからない上、水稲
とアスパラガス栽培の合間に作業をすることができます。
去年より湛水栽培に適した肥効調節型肥料を試験し追肥
の省力化が図れるように取り組んでいます。また、毛羽取
機を導入し作業性の向上にも努めています。

▶これからの目標は何ですか？
　今後は娘が就農する予定です。ぶどう栽培を行う他、さ
といもも40aに規模拡大するので、良いバックアップがで
きるように支援していきたいです。

　見事なぶどうハウスも見学することができ、大変勉
強になりました。本日はお忙しい中対応いただきあり
がとうございました。

▶ＪＡかみつが　日光市 沓掛
　　小倉　稔 さん（71歳）
　作　物：水稲 250a（コシヒカリ、あさひの夢）
　　　　　アスパラガス 16ａ（ウェルカム）
　　　　　さといも 10ａ（女早生）
　就農開始から：10年目

頑張る担い手インタビュー !!頑張る担い手インタビュー !!頑張る担い手インタビュー !!
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サポートセンター情報

Z-GISを使って
効率の良い圃場管理を始めませんか！？

毎年大きい白地図を広げて
作付計画を記入するのが大変…

親しか知らない圃場があるけど、
場所はどこだろう…

圃場数が多くなってきて、
作業を覚えきれない…

そもそもこれといった
圃場管理はしていない…

圃場管理について、
こんなことを思ったことはありませんか…？

ひとつでも  

当てはまった方！

圃場管理について、
こんなことを思ったことはありませんか…？

　地図上の圃場の形に合わ
せて作成したポリゴン（圃場）
とExcelで管理した圃場の情報を
紐づけて管理するクラウド型の営
農管理システムです。これまで紙
（白地図やノート）で管理していた
圃場情報をデジタル化し、クラウド
にデータを保管することによっ
て、一つのファイルを複数名で
管理することができます！

Z-GISとは…
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共 済 情 報

【20099990113】

この特約の共済掛金は、
対人無制限、対物無制限

（免責０万円、対物超過修理費用保障あり）の場合3,880円3,880円

保障内容

対象となる
農業用自動車

の一例

農業には欠かせない農機具。その大切な農機具での万が一の事故の保障を考えてみませんか。
お得な共済掛金で、充実の保障を！農機具事故の保障は、ＪＡの自動車共済で♪

12か月の年払契約にのみ付加できます。月払契約は付加対象外です。期間中途で特約を付加された場合も、 
年間掛金3,880円となります。（令和2年4月1日時点）

JAの自動車共済（主契約）に季節農業用自動車保障特約を付加することで、特定の
農機具を所有・借用の台数に関係なく、「対人賠償」「対物賠償」「自損事故」を
保障します。

●田植機（歩行型含む）　●野菜移植機（汎用型）/玉ねぎ移植機/レタス移植機
●コンバイン（自脱型・普通型）/バインダー
●野菜収穫機（汎用型）/ビーンハーベスター/さつまいも収穫機　●動力摘採機（茶刈機）
●スピードスプレーヤー/ブームスプレーヤー/自走式の農業用薬剤散布車 など

◆運転中・作業中に他人をケガさせてしまったら…
◆運転中・作業中に他の自動車とぶつかったら……
◆運転中・作業中のケガや万一の時には……………

対人賠償を保障
対物賠償を保障
自損事故を保障

（注）主契約となる車種には、対象車種の制限はありません。上記は一例に過ぎません。

主契約 季節農業用自動車保障特約

軽トラック など

トラクター

野菜移植機

田植機

収穫機

刈取脱穀作業車

摘採機

農業用薬剤散布車

JAの自動車共済

季節農業用自動車保障特約
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中央会情報

需給バランスの改善のため飼料用米等の
非主食用米に作付転換しましょう！

需給バランスの改善のため飼料用米等の
非主食用米に作付転換しましょう！

生産者の皆様へ

米価の下落が止まりません
栃木県農業再生協議会

緊急水田農業情報（令和３年９月）

このままでは

栃木県産米は在庫量が大幅に増加し、相対取引価格が下落
民間在庫の推移と栃木県産コシヒカリ相対取引価格の推移

4年産の作付
どうしよう？

主食用米需要量が、年々右肩下がりで減少

15,649

農水省「米に関するマンスリーレポート」より

16,000

円 /60kg

千t

14,809

183

158

11月
民間在庫量（　　　は前年度差分）　　　コシヒカリ相対取引価格

R元年度　　　　R2年度　　　　R元年度　　　　R2年度

12月 1月 3月2月 4月 5月 6月 7月

153

182

133

166
154

125
114

150

104

135

92

124

79
65

115

12,444

97

150

120

90

60

14,433

15,064

14,073 14,350
14,033 13,943 13,878

15,649 15,685 15,536
15,717

15,554 15,415 15,550
15,284

15,000

14,000

25 29

33
29 36

31
32

36

32

栃木県の状況

944

913
907

886

912
895

872
862

865
852

838

855

824

814

820 813

781

787783
766

754
740 735

714
704

1,000
（万トン）

950

900

850

800

H11/12 16/17 21/22 26/27 R元 /２（年）

750

700

650

近年は▲10万t/年程度

農水省「米に関するマンスリーレポート」より

以前は▲8万t/年程度

全国の状況

米穀データバンクでは、
全国の作況は102で、
生産量が710万トン
以上になると推計

(7月末時点)
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中央会情報

水田で取り組みやすい飼料用米を
作りましょう！

飼料用米に対する主な支援内容

収量性が高い品種で、単収アップを目指しましょう！！

※R３年産の助成単価を基に試算しています。
   R４年産については今後決定していきます。

産地交付金（市町設定）…0～9,000円/10a
　●市町が設定する生産性向上に資する取組に基づいた生産の場合

※市町(再生協)によって設定の単価が異なります。

産地交付金（複数年契約）…12,000円/10a
　●実需者との既存の複数年契約（3年以上）に基づいた生産の場合

※R4年産の新規契約分については未定

戦略作物助成…55,000～105,000 円/10a
　●収量に応じて55,000円～最大105,000円（+150㎏以上の場合）

※栃木県のR2年産飼料用米の平均交付実績額は83,030 円

●各種助成を活用することで、主食用米並みの収入を得ることができます。

1

2

3

飼料用米の10aあたり収入目安

1

2

3

産地交付金
（市町設定）

※R3年産の平均設定額
4,622円

産地交付金
（複数年契約）
12,000円

102,022円

128,522円

戦略作物助成
55,000～
105,000円

販売収入
5,400円

販売収入
6,900円

戦略作物助成

基準単収の収量の場合 基準単収よりも
2.5俵以上収穫した場合

80,000円
戦略作物助成
105,000円
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米 麦 情 報

稲・大豆の技術対策（10月）

水 稲
１　適期収穫
　　6月田植の刈取適期は平年で出穂後45 ～ 50日

です。出穂期が8月25日頃ですと、10月10 ～ 15
日頃となります。帯緑色籾率（穂の基の方で黄
緑色をした籾の割合：不稔を除く）10 ～ 3％が
刈取り適期です。刈り遅れは胴割粒の発生が急
増するなど等級・食味の低下の大きな要因とな
ります。刈遅れないように早めに準備しておきましょう。

　☆「とちぎの星」は、成熟期が近づくと葉先に赤い斑点ができるいわゆる「赤上がり」にな
ります。遠くから見ると葉が赤茶けて見えることがありますが、品種の特性で、特に問題は
ありません。

２　適正な乾燥・調製
　　高温年は胴割粒が発生しやすいです。乾燥・調製は丁寧に行い、胴割粒の発生を防止しま

しょう。張り込み時は水分を確認し、急激な乾燥は胴割を誘発するので毎時乾減率は0.5 ～
0.8％以下とし、仕上げの玄米水分は、14.5％となるようにします。なお、過乾燥および高水
分（15.1％以上）にならないよう、乾燥調製に注意しましょう。

　　籾摺は、適正な乾燥後、籾の温度が下がってから脱ぷ率が80 ～ 85％となるようゴムロー
ルの間隙を調整して行います。乾燥が不十分であったり、籾温が高いと肌ずれが発生するの
で注意しましょう。

３　早めに稲わら鋤き込み
　　本田の準備は、収穫後の秋耕から始まります。秋耕で稲わらを鋤込むことによって、春ま

でに半分の稲わらを腐熟させ、土の中で堆肥を作ることとなります。　　
　　また再生稲（ひこばえ）は、ヒメトビウンカの増殖源や縞葉

枯病ウイルスの伝染源となる恐れがあるため、収穫後は速や
かに鋤込みましょう。秋耕は雑草の塊茎を冬の寒さに晒すこ
とで来年の雑草防除効果もあります。耕深は15㎝以上とし、秋
まさりのイネとなります。ロータリー耕でも速度を落として
耕起すれば、通常のトラクターで充分耕深を確保できます。

大 豆
１　適期収穫
　　収穫時期は例年10月下旬から11月上旬です。汚損粒

発生を防止するため、子実水分が18％以下（爪を立
てると少し子実に跡が残る程度、歯で噛むと割れる
程度）になったら収穫しましょう！収穫は晴天の10
～ 17時ころに行うようにします。

　　収穫が遅れると、しわ粒や皮切れ粒になる危険が
あるので、適期収穫を心がけましょう！

ＪＡ全農とちぎ　米麦部

再生稲(ひこばえ)の縞葉枯病発病の様子
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米 麦 情 報

麦作の安定生産に向けて

１　連作の回避・輪作体系の確立
　　麦は畑作物です。畑作物は輪作することが大前提です。麦の品質・収量を安定させるには、

連作をしないことが重要です。連作により、①収量・品質が低下しやすい（細麦化・高蛋白化）。
②病気（麦縞萎縮病・萎縮病・なまぐさ黒穂病等々）や養分欠乏症（Mn・Mg欠等）が出やすい。
③雑草が発生しやすい等の障害が深刻化してきます。

２　徹底した排水対策
　　麦は播種時・生育期・登熟期の全栽培期間を通

じて湿害を受けやすい作物です。排水対策のポ
イントは、①団地化、②地表排水（排水溝設置）、
③浸透排水（プラソイラ等による心土破砕）です。

３　土づくり
　　麦類は酸性に弱く土壌が酸性化すると生育・収

量に大きく影響します。播種前に、pH6.5を目標に、
苦土炭カル等を施用します。pHが5.5以下になる
と生育不良となり、5.0以下では発根が抑制され2
月頃株全体が黄化して枯死するか、湿害を受けた
ように下葉が枯れ上位葉も黄化し短稈で茎数不足
となります。

４　適期播種
　　適正な播種時期の目安は、年内に適切な葉齢を確保し（寒冷地ほど年内の葉齢・生育量は

多く必要）、根張りを十分にさせると同時に、目標穂数の8割以上の茎数（500 ～ 600本以上
／㎡）を確保できる時期です。

　　年内に確保すべき葉齢は、県中北部では3 ～ 4.5葉、県南部では2.5 ～ 4葉です。年内積算
気温と生育ステージとの関連性から各地域の播種適期は次のとおりです。　　　　　　　　
　県北部地帯：　　11月1日～ 10日（黒磯10月23日～ 11月4日）

　　県中部地帯：　　11月6日～ 15日（宇都宮11月2日～ 11月13日）
　　県南部地帯：　　11月9日～ 18日（佐野11月2日～ 11月14日）
　　※（ ）内は年内平年平均気温積算値４５０～３００℃となる日。
　　※ 気象庁の季節予報（1か月、3か月、寒候期予報）も参考にして播種時期を決めます。
　　気温が高い（暖冬）予報の時は５日程度遅らせ、低い（寒冬）予報の時は５日程度早めます。

ＪＡ全農とちぎ　米麦部
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生産振興情報

◆面積契約で全量出荷できます！（出荷規格適合品）
◆価格が事前に決定しています！（令和３年産価格：47円/kg）
◆出荷経費（運賃、コンテナ代等）はかかりません！
◆定植機・収穫機は無償貸与です！
◆短期間で収穫可能です！（20ａ/日の収穫能力）
◆定期的に技術指導を実施しています！

機械収穫作業のイメージ（中型収穫機）

こんな方にオススメです！

加工トマト機械栽培の特徴について

①水田転作の作物として、大規模に作付けする品目を探している方（おおむね１ha以上）
②法人・集落営農で、夏季の労働力を有効に活用して収益拡大を狙う方
③投資や単価変動リスクをさけて無理なく安定的に所得を確保したい方

【問合せ先】 全農とちぎ 担い手支援課 （担当：星田） ＴＥＬ：028-616-8838

果実分離

上記以外にも支援メニューをご用意しています♪

１ha未満の作付をご検討の方でもお気軽にご連絡ください！

©栃木県 とちまるくん
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園 芸 情 報

食べると思わず“にっこり”。とてもジューシーな甘みが、
食べた人を“にっこり”させることからこんな名前に。味の良
い『豊水』と豊満な『新高』から生まれて平成８年８月に品種
登録された栃木県農業試験場生まれのオリジナル品種です。と
にかく大きくて味が濃い、甘くてみずみずしい梨。お歳暮用に
もおススメです。

★見分け方のポイント3つ
①張りと重みがある
②色ツヤが良い
③おしりに放射状の線がある

★保存方法について
保存期間は２か月！

紙袋に入れてからビニール袋
に入れて冷暗所に置けば、お
正月までおいしさそのまま。

梨は軸側よりもお尻側のほうが糖度
が高めの傾向にあります。そのため縦
に等分するクシ形切りで食べるのがお
すすめです。にっこりは糖度が高めの
梨ですが、こうすれば甘みにばらつき
はでません。
量が多くて食べきれそうになければ、

レモン汁を加えてジャムにしても
Ｇood！

にっこりの食べ方

園芸部流通対策課

とちぎが誇るにっこり梨！
 秋の味覚にいかがでしょう
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肥 料 情 報 肥料情報

水稲の安定的な生産を長期的に持続させるためには、水田への有機物施用が欠かせ
ません。稲わらの鋤き込みは地力増進をはかる重要な有機質資源ですので、適切な
資材を施用し、圃場の地力を維持することが大切です。
～主要な稲わら腐熟促進資材のラインナップ～

※ 銘柄により若干内容が異なる可能性があるため、必要に応じてご確認ください。
※ これらは一例のため他にもさまざまな資材があります。
※ 使用方法等は地域や土壌により若干異なる場合があるため、詳しくは最寄りの営農部門等にご確認ください。

N
o 区分 チラシ

（例）
現物写真
（例）

①成分例
②荷姿（例）
③施用量（反）
④形状
⑤販売業者

特徴

１ 石灰窒素
(ﾏｲｸﾛｸﾞﾗﾝ等含む)

①TN＞19%
②20㎏
③20～40㎏
④粒・粉・

顆粒
⑤KCA、
デンカ他

1.窒素が稲わら分解の微生物の増殖を促します。
2.腐熟が進むと有機酸が生じて酸性となり、微生物
の増殖も遅れて分解が弱まりますが、石灰が約
60％含まれるので、微生物活性に最適な微酸性～
中性の条件を維持します。

２ わらゴールド

①TN=約2%
②15㎏
③30～45㎏
④ベレット
⑤富士見工業

1.鶏ふんを主体とした有機物に稲わらを分解促進
する微生物を配合しています。
2.ﾍﾟﾚｯﾄ状で散布しやすいです。
3.15㎏袋で2~3袋/反の施用です。

３ ワラ分解王

①TN=約4%
②20㎏
③20㎏
④ペレット
⑤KCA

1.広範囲な温度で稲わらを分解する8種の微生物
（ｾﾙﾛｰｽ とﾘｸﾞﾆﾝ分解菌）が含まれている資材です。
2.ﾍﾟﾚｯﾄ状で散布しやすいです。
3.有機物が含まれています。
4. 20㎏袋で1袋/反の施用です。

４ ワラ分解キング

①-
②10㎏
③10㎏
④顆粒
⑤KCA

1.特に低温でも稲わらを分解する微生物（ﾜｯｸｽと
ｾﾙﾛｰｽ分解菌）が含まれている資材です。
2.稲わらが湿った状態の施用がより効果的です。
3.春施用の場合は代かき45日前に鋤き込みます。
4.顆粒状で機械散布が出来、10㎏/反で省力的です。

５ アグリ革命

①-
②2㎏×10
③2㎏
④顆粒
⑤東日本くみ
あい飼料他

1.稲わらを分解する酵素が含まれている資材です。
土壌環境の影響を受けにくい特徴があります。

2.稲わらが湿った状態の施用がより効果的です。
3.顆粒状であり、2㎏/袋を1袋/反で省力的です。
4.撒きムラが無いように均一に散布します。

６ アグリ革命アクア -

①-
②100ｍL×10
③100ｍL
④液状
⑤東日本くみ
あい飼料他

1.稲わらを分解する酵素が含まれている資材です。
土壌環境の影響を受けにくい特徴があります。

2.液状であり、100ml・1本/反で10~500Lの水に希釈
し、動噴・ﾌﾞｰﾑ等で散布します。
3.混用可能な除草剤もある。

編集記者からの
ポイント！

稲わらの分解が不十分だと…
① 作物が窒素飢餓になる
土壌中の微生物が窒素（主にアンモニア）を吸収利用しようと

するため、作物の吸収する窒素が不足し、作物生育が阻害される
② 土壌中の酸素が不足する
水田では微生物の増殖により土壌中の酸素が少なくなり、還元

の進んだ物質、有機酸や硫化水素が発生し、作物の養分吸収が阻
害される。（ガスわきの発生、根腐れ）
③ 作業機械、特に田植機の能率と精度が悪くなる
稲わらが耕うん機、田植機などに絡まる

ガスわきの発生

根腐れの様子

稲わらの分解は微生物の働き
なので、地温の高い秋鋤き込み
が腐熟促進に効果的です。

5℃ 15℃ 25℃
※土壌に約3か月埋設した時の稲わら



−13−

農 薬 情 報

農林水産省登録
第２２８０１号

🄬🄬はOATアグリオ㈱の登録商標

5ℓボトルが新発売‼
300倍希釈で薬液が1500ℓ作れます

展着剤の加用がおすすめ 天敵・有用昆虫への影響が
小さく、IPM防除にも最適
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農業機械情報

所属する
ＪＡ農機センター
より事前予約の上

ご来場を
お願いします

※予約がない場合は入場できません。予めご了承ください。
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生 活 情 報

ＪＡ全農とちぎ 生活総合課
〒321-0905 平出工業団地26-4 TEL:028-664-2990 FAX:028-664-3305

１ヶ月/24食分

13,920円

税込15,024円

１ヶ月/24食分

16,800円

税込18,144円

レンジで温めるだけで
簡単に炊き上がる
パックご飯付♪

大皿盛り モダン盛り

カナッペ風

ワンスプーン

めおと盛り

おかず

JAの楽チン♪
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発 行：ＪＡ全農とちぎ　担い手支援課
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編集後記

野 生 を 食 べ る シロカノシタ139野 生 を 食 べ る

　10月号も最後までお読み
いただきありがとうござい

ました。いよいよ食欲の秋本番になりますの
で、今年こそは誘惑に負けないように頑張り
たいです！　　　　　　　　　　　　( 菅原 )

　漢字では「鹿の舌」と書く。傘の表面はつるつるであるが裏側は針状になっているの
で舌を連想したのだろう。軸が短く地面に張り付いたようで形も様々である。コナラを
主体とした広葉樹林で10月以降、比較的普通に見られる。私的には本命のシメジが全
く採れない日、仕方がないのでカノシタでも拾って帰ろうという位置づけだ。持ち帰る
には特別な扱いが必要。肉質がもろく壊れやすい。土も付きやすく落とすのが大変にな
る。専用の袋に入れ、きれいに土を落としたものだけを入れる。でないとほぼ食用にな
らない。

　日本では古くから食べられ、ヨーロッパでも美味しいキノコの一つにされているが、
最近、毒成分が見つかったという。これまで何度も食べており、なんともなかったので
大丈夫と思うが、念のため一度湯がいてから使うといい。そのほうがしっかりした肉
質になる。写真1は「天ぷら」。これは生のまま揚げている。外はカリッと中はジュー
シー、キノコ臭もあり、結構いける。写真２は「けんちん汁」。写真撮影上、汁の上に
はカノシタが見えるが、同時に採集した数種のきのこが使用されている。このほうが旨
い。写真3は「佃煮風」。水、酒、砂糖、醤油で水気がなくなるまで煮込み、最後にバ
ターで風味をつけた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（aida）

料理メモ

写真１ 写真２ 写真３


