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サポートセンター情報

　本日はJAなすの管内で夏秋なす生産に取り組んでいる渡邊浩延さんをご紹介します。

▶就農までの経緯を教えてください
　実家で水稲と和牛繁殖を経営していた為、ゆくゆく
は就農を考えていました。溶接関係の仕事をしていま
したが、父が倒れたことが大きなきっかけとなり、就
農を決意しました。初期投資が比較的少なく、反収が
高いなすに魅力を感じ三年前から始めました。知り合
いもゼロからのスタートでしたが、JAの担当の方や部
会の方にご指導いただきながら栽培しています。

▶現在の経営について教えてください
　今年からねぎの栽培も始めました。基本は奥さんと二人で作業をしていますが、小学生の息子
たちも一昨年の新型コロナウイルス流行を機に、なすの定植や収穫を手伝ってくれるようになり
ました。仕事がひと段落したら、子供たちをどこか連れて行ってあげられたらいいなと思ってい
ます。

▶栽培をする上で意識していることは何ですか
　収量をどう上げるか。そのために品質が少しでも良いも
のを、基本を忘れずに、突き詰めていきたいです。食べて
くれる人の「美味しい」の声がモチベーションになってい
ます。部会の方々も、気にかけて見に来て下さり、栽培の
アドバイスをくれるので、そのような環境がとてもありが
たいですし、感謝しています。

▶農業の魅力・これからの目標を教えてください
　農業の魅力は頑張った分、返ってくることだと思います。自然相手で思うようにいかず、大変
なこともありますが、そこが面白いのかもしれないですね。今後は自分のできる限りで規模拡大
していきたいと思っています。

　小学生のお子さん達も剪定バサミを器用に使い、収穫の手伝いをしていました。渡
邊さんの思いや農業の魅力を引き継いでいただければと思います。本日はお忙しい中、
ありがとうございました。

▶大田原市
　　渡邊　浩延 さん（42才）　　　　　　　　　　
　作物：なす　式部（20a）、ねぎ
　就農年数：４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

　本日はJAはが野管内でなすの栽培に取り組む本橋健一さんをご紹介します。

▶就農までの経緯を教えてください
　就農するまでは公務員として働いていまし
た。実家でいちごを栽培していたので、農業
は昔から近い距離にありました。父が病気に
なったことがきっかけで就農を決意しまし
た。農協の広報誌を見て、なすの栽培に興味
を持ち、仕事を辞める前から少しずつ情報収
集を始めました。近所でなすをやられている
方が何名かいらっしゃったことも始める一つ
のきっかけになりました。やはり、見て学べ
るのはとてもいいことだと思います。

▶現在の経営について教えてください
　なすの他にほうれん草、玉ねぎを栽培しています。
一年目はわからないことが多く、手探り状態であまり
余裕がありませんでした。二年目である今年は一年目
を教訓に、早め早めにと作業を進めることや、こまめ
に確認をして病気や害虫の防除に努めることを心がけ
ています。自分の思ったようにできること、それを作
物が返してくれることが農業の魅力だと思っていま
す。自分でやったものが形になり、収穫できたときは
とても嬉しかったです。

▶これからやっていきたいことはありますか
　当分は今やっている品目で、品質の良いものをつくること、収量をあげることが目標です。今
後は作業を効率化・省力化できるように取り組んでいけたらいいなと思っています。

　いいものを作りたいという本橋さんの強い思いと、その手助けをしたいという農協
担当者との信頼関係を感じました。本日はお忙しい中、ありがとうございました。

▶真岡市 二宮
　　本橋　健一 さん（52）
　品種：なす　千両二号（10a）
　就農年数：2年

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

で効率的な
事業承継の実現を！

https://z-gis.net/99/index.html

JA全農 Z-GIS
お問い合わせ

JA全農 耕種総合対策部 TAC推進課
Tel:03-6271-8276      

mail:zz_zk_tac@zennoh.or.jp

ＪＡ全農は営農管理システムで
円滑な事業承継をサポートします

- 事業承継ブックを活用した支援の取り組み -
JA全農ではZ-GIS同様に、事業承継のきっかけづくりのツールとして

「事業承継ブック」を作成・提供していますのであわせてご活用ください。
JA全農の事業承継支援の取り組みは右のQRコードからご確認ください。
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中央会情報

初心者OK！短時間でもOK！
気軽に地元で農業バイトをはじめませんか？

農作業をしてみませんか？
使い方のコツ

誠実さが履歴に反映されます。誠実な対応を！

サービス運営会社（鎌倉インダストリーズ）
お問
い合
わせ

アプリの不明点はサービス運営会社までお問い合わせください。
Tel：0467-84-9459

農家と求職者のトラブル・お問い合わせに関して、JAは責任を負いかねますので予めご了承ください。

JA グループ栃木・JA栃木中央会

利用
方法 ダウンロード方法

App StoreまたはGoogle Playにアクセスしdayworkで検索す
るか、カメラでQRコードを読み取り、表示されたアプリをダウ
ンロードしてください。

iPhone/iPad Android

押す

押す

働き方が多様化しています
そんな方に農作業はピッタリ!

こんな方が活躍しています！
普段は仕事を持っているけど、休みの日だけ少し農業をやって
みたい方
フルタイムで働くのは難しいけど、時間や体力に無理のない範
囲で働きたい方

●

●
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共 済 情 報
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共 済 情 報



−8−

米 麦 情 報

稲大豆の技術対策（8月）

水 稲（早植えコシヒカリ）
１　水管理
　　出穂期・開花期は水を最も必要とする時期なので、不足しないようにこまめに間断かん水
を行います。出穂期から20日間の水温・地温を下げることで、胴割粒・白未熟粒の発生が少
なくなります。出穂期後30日までは水を切らさないように間断かん水（特に、気温が下がる
夕方から夜間にかん水）を続けましょう。その後も高温・多照が続く場合は、収穫７〜 10日
前まで走り水を行います。台風通過後のフェーン（高温・低湿）時は入水し、根を健全に保
ちます。

２　斑点米カメムシ類の防除
　　斑点米を防止する防除適期は第１回が出穂後７〜 10日、第２回は第１回目防除時期からさ
らに７〜 10日後。常発地では２回防除が必須です。

３　適期収穫
　　刈遅れは胴割れ米多発の主な原因です。
　　収穫適期の目安は、出穂期からの積算気温
1,000 〜 1,100℃、帯緑色もみ率（黄緑色のもみ
の割合）が10〜 3％、葉や枝梗は緑色でも､ 籾
はすでに黄変して刈取適期を過ぎている場合
があります。暦で判断するのではなく必ず帯緑
色籾率で判断しましょう。早植えコシヒカリで
は出穂後36〜 46日ですが高温年ではさらに早
まります。近年は８月が高温で経過した年は９
月初旬から収穫適期を迎えることがあります。
９月に入ってからあわてて準備するのではな
く、適期に作業を始められるよう８月中にコ
ンバインの準備をすませておきましょう。

大 豆
１　べと病の防除
　　「里のほほえみ」は、べと病が発生しやすい品種ですので、
注意しましょう。開花10日前〜子実肥大期に、発病が見られた
ら早めに薬剤防除しましょう。発生が拡大する場合は、開花40
日後までの早い時期に追加防除しましょう。

２　吸実性カメムシ類の防除
　　本県で最も減収並びに品質低下が大きい時期と病虫害は、子実肥大中期（9月上中旬）の
カメムシ類による吸汁害及びマメシンクイガ等による食害です。また子実肥大後期の吸汁害
は機械選別も困難で、ほ場内成熟むらの一因にもなっていることから、9月上旬から中旬は
水稲収穫作業との作業競合もありますが、この時期の防除を怠らないことが大切です。平年
における標準的防除時期としては開花10日前（7月下旬）、開花期の15日後（8月中旬）、開花
期25日後（8月下旬）、開花期40日後（9月上旬）の4回で、病害虫の発生が多い場合は開花期
50日後（9月中旬：子実肥大後期）にも防除します。

ＪＡ全農とちぎ　米麦部

【葉は青々としているが、籾は刈取適期を過ぎている】
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米 麦 情 報
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生産振興情報

 

カルビーポテトの契約栽培は、次のような方に特におすすめします。

 

カルビーポテト㈱との加工馬鈴薯契約栽培は、数年前から本格的に取り組んでいます。宇都宮
市にカルビーポテト㈱馬鈴薯貯蔵庫、カルビー㈱工場があることから、「栃木県内での産地
化」をJAグループと共に進めています。

☆水田転作の作物として導入する品目を探している方

☆大規模経営を行っている生産者や法人の方（50a～1ha以上が理想）

☆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

1．作型（目標反収3ｔ）

【徹底的な防除対策】
馬鈴薯にとって大敵な「疫病」、高温多湿時に発生しやすい「軟腐病」、「アブラムシ」等の対策が必
要不可欠となります。例年、病害虫防除のタイミングが田植え等の時期と重なることから防除が遅れ、
病気にかかってしまい、収量が大きく減少してしまう圃場が散見されています。必要な時期に必要な手
が掛けられるかがポイントとなります。

・栽培期間が他の作物に比べて短いです。　栽培3月～7月（収穫6月～7月）

2．経営収支（10ａあたり）（参考）
　

3．栽培上の注意点

時　期 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

作　型 催 芽 植 付 　収　穫
中耕・培土
追　肥

病害虫防除

◎主な費用(参考)
種子代 20,000円

肥料・農薬代 30,000円

（その他資材代・燃料費・人件費等を除く）

収入： 150,000円
※契約販売単価目安＠50円/㎏
※販売時期、品質等級による変動単価制

費用： 50,000円

カルビーポテト㈱契約栽培

加工用 馬鈴薯
生産者募集

問い合わせ先：JA全農とちぎ 営農販売企画部

担い手支援課 担当：大橋 TEL:028-616-8838
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園 芸 情 報

お盆は、故人をお迎えして感謝や供養するための期間です。
哀悼の意を込めて「とちぎの花」を贈ってみてはいかがですか。

「とちぎの花販売協力店」にて販売しております。
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農 薬 情 報

園芸用殺菌剤

FRACコード：１１

（ピリベンカルブ：４０.０％、毒性：普通物）

＊その他、ニラ、アスパラガス、レタス、きゅうり、ナス等の登録があります

作物名 適用病害名 希釈倍数 使用液量 使用時期
本剤の
使用回数

使用方法
ピリベンカルブを含む
農薬の使用回数

黒星病、黒斑病、輪紋病
心腐れ症（胴枯病菌）

３０００
～４０００倍

炭疽病、褐色斑点病 ３０００倍

灰色かび病
２０００

～３０００倍

炭疽病 ２０００倍

トマト
菌核病、灰色かび病、葉かび病
すすかび病、斑点病

２０００
～３０００倍

ねぎ
さび病、黒斑病、葉枯病
小菌核腐敗病

３０００倍
収穫

７日前まで

な　し

いちご

１００～３００L
/１０ａ

２００～７００L
/１０ａ

収穫
前日まで

３回以内

３回以内

散布 ３回以内

２０２２年６月現在◼ 登録内容（一部作物抜粋）

◼ 特長

ピリベンカルブ

糸状菌への作用部位

ピリベンカルブの作用点

◆予防・治療効果を有します。
◆浸達性、浸透移行性、耐雨性に優れ、
使いやすい殺菌剤です。

◆幅広い病害に高い効果を示します。

◆幅広い作物に登録があります（４０種
以上）。

炭疽病、灰色かび病、葉かび病
黒星病、さび病、菌核病、白斑葉枯病 等

ナシ黒星病キャベツ菌核病トマト灰色かび病 トマト葉かび病

炭疽病
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肥 料 情 報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 施用

● 保証成分

苦 土 アルカリ分

く溶性 内水溶性 く溶性

9 3 7 37

り ん 酸

作  物  名 施用量（10aあたり）

麦・豆類・野菜類・果樹 100 kg (５袋）～

苦土重焼りん 苦土石灰 

３     :     ７ 

● OM-37 の特長 

 

□ 有効態りん酸を高め、吸収しやすい りん酸を供給 

□ 土壌の酸性を矯正  

□ 苦土含量を高め、吸収しやすい 苦土を供給 

□ りん酸質肥料と石灰質肥料が同時に施肥できる 

□ 粒状なので、機械施肥に最適 

全農とちぎでは麦の土づくり肥料として「OM-37」の施用を推奨してい

ます。麦は酸性矯正とりん酸・苦土補給が大事な作物です。OM-37で地

力をしっかりつけて、強い麦をつくりましょう。 

改善区 II : 10a あたり苦土重焼りん 60 kg 施用 

改善区 I  : 10a あたり苦土重焼りん 40 kg 施用 

栃木農試研報 No.67：1～55（2012）より抜粋 

重焼燐施肥区は収量ＵＰ！ 
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農業機械情報

出典：死亡者数　農作業死亡事故調査（農林水産省）、 死亡災害報告（厚生労働省）
　　　 就業者　農林業センサス、 農業構造動態調査（農林水産省）、 労働力調査（総務省）
（注）就業者10万人当たり死亡事故者数の算出において就業者として使用していた農業就業
　   人口の調査が令和元年で終了したため、 令和２年から農業従事者数を使用して算出

■１０万人あたり事故死亡者数の推移

（人）12.0

9.0

6.0

3.0

0.0

10.8

5.2

1.2
2.3

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2（年）

農業 建設業 交通事故 全産業

詳しい要因、対策は裏面へ••

安全確認と予防対策で公道での
農機による死亡事故を防ぎましょう！
安全フレーム、安全キャブ付きトラクターを使用し、
低速車マークの設置、シートベルト・ヘルメット着用を
徹底しましょう。

（令和2年乗用型トラクター）
■原因別の農業機械作業に係る死亡者数

機械の
転落・転倒

（ほ場内・道路）
53人  

出典：農作業死亡事故調査（農林水産省）

ひかれ 7人

その他 4人
機械からの転落 6人

回転部等への巻き込まれ 7人

道路上での
自動車との衝突 4人

農林水産省の最新の調査データによると、近年300人前後の方々が農作業中の事故で亡くなっています。
グラフからもわかるように、農作業中の死亡事故は一般交通事故の約５倍、建設業の約２倍にも及びます。
農機事故を未然に防ぐために備えるべき機器（ランプ等）や操作時の安全確認と予防対策をもう一度
考えてみましょう。

シートベルト

安全フレーム

ヘルメット

低速車マーク
（シートの後部など）
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生 活 情 報

でも

と大好評‼

から
まで幅広く活

躍！

お問い合わせ先：ＪＡ全農 東日本生活事業所 栃木推進課 TEL028-616-8855お問い合わせ先：ＪＡ全農 東日本生活事業所 栃木推進課 TEL028-616-8855
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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 ダンドボロギク149野 生 を 食 べ る

　今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。皆さんは、

JA 全農とちぎで運営している「JA タウン とちぎ新鮮倉庫」
という通販サイトはご存じですか？栃木県産の旬な農畜産物
を産地直送で食卓へお届けしている通販サイトです。個人で
のお買い物はもちろんですが、気持ちを込めた贈り物にも最
適です！素敵な商品を多く取り揃えておりますので、是非お
買い物を楽しんでみてください！　　　　　　　　　(髙久 )

　我が里山保全のフールドでは伐採跡地にベニバナボロギク、ダンドボロギクが咲く。
北アメリカ原産の帰化植物だが、英名でファイヤーウイードと呼ばれ、山火事の後に大
群落を作るという。伐採跡地のような日当たりのよい広場にまず進出してくるような生
態を持つ。ベニバナボロギクについては本シリーズでシュンギクのような味とシャキ
シャキした食感で高く評価したが、本種はどうだろうというのが今回のテーマ。8月に
なると多数の花茎を展開し、美味しそうであるが、齧ってみるとシュンギク風味はある
が結構苦い。

　他の野草が硬くて食用不適になった8月にみずみずしい葉を展開するのはそれだけで
うれしい。普通に花茎を採集し、サッと湯がいて「お浸し」（写真１）にしてみた。ベ
ニバナボロギク同様なシュンギク風味は感じられたが、とにかく苦く、辛くて食用不適
であった。次回はしっかりと茹で、長時間水に晒した。時々味見をし、苦みを感じなく
なるまでに2日を要した。これを「胡麻和え」（写真２）にし、美味しく食べることがで
きた。アクの強いものには「天ぷら」（写真３）がいいとやってみた。まあまあ食べる
ことはできるが苦みが残り、１個完食できなかった。ダンドボロギクは食用可とは言え
ないかも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（aida）

料理メモ

写真１ 写真２ 写真３


