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JAぴっぷ くみあいだより

Vol.444

アップ
クローズ

表紙の顔

菅原 雄吉さん
（１区）
今月の表紙は１区の菅
原雄吉さんにお話を伺い
ました。菅原さんは㈲菅
原クリーンファーム代表
取締役として、現在水稲、
大根、メロン、アスパラ、
みつばなど、幅広く作付
けをされています。

INTERVIEW
巻頭インタビュー／１区 菅原雄吉さん

１区 菅原雄吉さんに苦労ややりがいなどを伺いました。
●就農したきっかけは何ですか
▶ 長男だったので農業しかないと思って自然に就農しました。名寄の
全寮制の農業高校で３年学んだあと、自衛隊並みの厳しさといわれる
滋賀にあるタキイの園芸専門学校で種子の事を中心に１年間学びました。
専門学校は中学の頃から園芸の知識を学びたいと望んで入りました。
●実際にやってみてどのような苦労がありましたか
▶ 就農した頃は非常に景気が良い時代でしたが、反面、あまり農業の
仕事を魅力的に捉えている人は少なかった様に思いました。しかし、
そのような中で自分を信じてがむしゃらにやってきました。最初は思
うような結果が出なくてあまり報われない気がしていましたが、ここ
15年くらいは自分の思ったような結果がついてくるようになりまし
た。良いものを作るために後悔したくないので、自分のやれることは
常に全力で取り組むようにしています。良いものを作る努力はどんな
に大変でもあまり苦労とは思いません。
●好きな作業は何ですか
▶ 収穫作業が好きですが、自分の努力が報われるか目に見えて結果が
返ってくるところですので、同時に不安な事でもあります。丹精込め
て作った作物が高く評価されるととてもうれしいです。
●農業の魅力はどのようなところですか
▶ 自分の努力次第でどこまでも高みを目指していけるところだと思い
ます。良いものを長く作り続けるのは非常に大変ですが、やりがいを
感じます。同じものを作っているようでも、毎年肥料のやり方などを
工夫する等の改善を積み重ね、より良いものを作るように心がけてい
ます。
●今はどのような経営をされていますか
▶ 水稲を中心にメロン、大根、アスパラ、スイートコーン、南瓜、み
つばなどを作付けしています。特にメロンは市場からの要望で育てる
のが難しい品種を植えています。非常に手間がかかりますが、お客様
の反応もよく、「美味しい」と言ってくれることが励みになります。
●これからの目標は何ですか
▶ 食は生きていくうえで大切なことなので、よりおいしいものを作り
続けるために頑張りたいです。そして自分たちの仕事を次の世代につ
なげていく事がとても大事だと思っています。子供たちはまだ小さい
ので将来どうなるかわかりませんが、もし農業をやりたいと言ってくれ
たら全力でサポートするつもりです。
取材時は水稲の移植作業・大根の出荷作業・
メロンの播種作業が重なった一年で最も忙
しく重要な時期でしたが、快くお話を聞かせ
てくださいました。ありがとうございました。
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農作業中の熱中症に
注意しましょう!!
気象庁の発表では今年度の気温も平年並みか、平年より高いと予想されており、厳しい暑さが
予想されます。
熱中症は気温が高い日に直射日光があたる場所や湿度が高い場所にいると急に体調が悪くな
り、けいれん・めまい・湿疹・頭痛・吐き気など多くの症状をあらわし、最悪の場合死亡してし
まうことがあります。「自分は大丈夫」と考えず、正しい予防方法を知り、普段から気をつける
ことで防ぐことが出来ます。
北海道は、寒暖差が大きく暑さに慣れにくいことや、冷房設備が本州ほど整っていないため
に低い温度でも熱中症になりやすい傾向があり、さらに厚生労働省の調査で、農業は熱中症の
発生件数が多い業種上位 6 位に入っています。屋外での長時間の作業や、湿度の高いハウス内
での作業が多い組合員の皆様は、特に注意が必要です。
特に今年は新型コロナウイルス感染予防のためにマスクをすることで、体に熱がこもりやすく
なったり、息苦しくなったりして、熱中症のリスクが高まることも懸念されますので、充分に
注意しましょう。

[ 熱中症の症状 ]

軽

中

重

・めまい

・たちくらみ

・頭痛

・おう吐

・手足が動かない

・多汗

・疲労感

・呼吸が浅い

・のどの渇き

・吐き気

・けいれん ・顔色が悪い

・虚脱感

・呼びかけても返事がおかしい

・湿疹

・高体温 (38~40℃）

・体に触ると熱い

・呼吸数が増える

[ 熱中症の処置 ]
● 涼しい場所へ避難
● 服を緩め、風通しを良くする
● 身体に水をかけ、うちわなどで扇ぐ

● 脇の下、両側の首筋、足の付け根を冷やす
● 水分と塩分を補給

上記の処置をしても体調が良くならない場合は医療機関での手当が必要

【夏に向け農作業時に気を付ける事】
●日中気温の高い時間帯をなるべく避けて作業を行う。
●作業は 2 人以上で行い、定期的に異常がないか確認し合う。
●休憩時は作業着を脱ぎ、手足を露出し体温を下げる。
●熱や湿気がこもりやすいハウス等の施設内作業では風通しを良くするなどの対策を。
●のどが渇いていなくても何度か休憩をはさみ、こまめに水分と塩分を補給する。
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今月の

営農情報 《水 稲》 分げつ期の水管理
Agri Information
５月は日照時間が少なく、風邪の強い日も多かったため、育苗・
移植等大変ご苦労されたことと思います。水管理の見回りの時
には、水深と移植された苗の根の状態も確認しましょう。

分げつ期の水管理
適水温は16～30℃と範囲が広く、23℃程度で茎数が最も増加します。特に昼夜の温度較差が大
きい場合（夜間15℃、昼30℃以上）に分げつが多くなる事から、低温でない限り浅水管理（３～５㎝）
を行い、水温の日較差のある管理をしましょう。また、低温や強風が想定されるときは深水管理（６
～８㎝）に努めましょう。低温による生育遅延を回避するためには、水の保温効果を上手に利用して
良好な初期生育を確保することが重要となります。

過剰分げつを抑制する深水管理
初期生育が旺盛な場合は、「きらら397」は過剰分げつの発生が多く、一本一本の茎が細くなり、
登熟歩合が低下する場合があります。このような場合には、分げつ期から徐々に深水管理（10cm程度）
とすることで、過剰分げつを抑制し登熟性を高めることが出来ます。

土壌還元（ワキ）対策と中干し
透排水性不良田や稲わらがすき込まれた水田は、水温・地温が20℃を越えてくると、ワキが発生
しやすくなります。ワキの発生は根を傷め、生育を停滞させます。ワキの発生が激しい場合は、最低
気温が14℃以上で好天が見込まれる時に中干しを実施しましょう。実施する期間は短い方が良く
（5
日間程度）
、さらに溝切りを併せて行うと効果的です。中干しは、幼穂形成期までに終わらせましょう。

ワキの発生程度と対策
ワキの発生程度

根の症状

対

策

水田内に踏み込むと気泡の発生
が多い。

根の活力低下

・水の入れ替え
・暗渠水こうの解放

水田内に踏み込むと盛んに気泡
が発生する。

根の張りが不良

・暗渠水こうの解放
・一時落水

晴天時に自然に気泡が発生し、
音が聞こえる。悪臭が発生する。

根の伸長阻害

・幼穂形成期前の数日間、田面に軽く
亀裂（５㎜程度）が入る中干し

幼穂形成期の見分け方
「不稔」防止を目的に、深水管理の開始となる“幼穂形成期”を確認しましょう。
茎の株元が丸みを帯び、株が開き気味になってきたら、平均的な株の主茎をカミソリなどで縦に
切って確認します。幼穂の長さを数本測定し、平均で2mmに達した日が幼穂形成期です。幼穂形成
期に達したら、幼穂の伸長に合わせて徐々に深水にしましょう。圃場全体の7～8割が葉耳間長プラ
ス5cm（冷害危険期終了）までは、深水管理を続けましょう。

ケイ酸資材の積極的な投入による不稔防止対策
健全な水稲は大量のケイ酸を蓄積します。ケイ酸は稲の健全な生育を確保し、高品質米を生産する
上では必須の養分ですが、多くの圃場で土壌中可給態ケイ酸含有量（16ｍｇ/100ｇ）が不足してい
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ます。ケイ酸が十分に吸収されることにより、葉が直立し受光面積の拡大、単面積当たりの光合成能
力の向上などの効果をもたらし、花粉の充実を良好にすることで不稔発生軽減にも有効です。
時

ケイ酸資材

期

施

幼穂形成期の１週間後頃

幼穂形成期の目安
穂幼長が２ｍｍに
達成した日を幼穂
形成期とする。

用

量

20㎏／10ａ

止葉
止葉の下の葉
２㎜
幼穂

幼穂形成期以前
水深３〜４㎝

前歴期間
水深10㎝

冷害危険期 冷害危険期終了直前
徐々に水深 水深18〜20㎝
を深める

前歴期間
幼穂形成期から10日間を前歴期間と呼び、この期間は花粉の数を決定づける大切な時期です。こ
の時期に低温に遭うと、花粉が減少するなどの影響が生じます。
また、前歴期間の深水管理は耐冷素質の強化と穂揃い性の向上、過剰分げつ、遅発分げつを抑制し、
有効茎歩合を高める効果もあるため、5～10㎝程度の水深の維持に努めましょう。
深水管理の期間
幼穂形成期後の日数
目標水深

前

歴

期

間

冷害危険期

0～5日後

6～10日後

通 常 の 場 合

５～７㎝

8～10㎝

茎数不足の場合

3～4㎝の浅水

10㎝

11～20日後
20㎝

冷害危険期
冷害危険期は
『低温によって不稔が最も生じやすい時期』であり、前歴期間10日目から全体の7～8
割の葉耳間長が＋５cmになるまでの期間です。この間に幼穂が低温にさらされると、花粉の発育が
不十分となり受粉率が低下し、不稔籾の増加、収量低下に繋がります。
前歴期間に引き続き、幼穂伸長に合わせて徐々に水位を高め、最大水深は18～20cmを目標とし
ましょう。
また、根の周囲は酸素不足となっているため冷害危険期終了後直ちに落水し、中干しを行ないま
しょう。

「いもち病」対策
昨年いもち病が発生した圃場や復元田、基盤整備後1年目などいもち病が心配される圃場では、水
面施用剤で早めの防除を実施して下さい。
薬

剤

名

オリブライト250G
コラトップジャンボ

使用時期
6月20日頃

使用量
（10ａ当り）

250g
50g×10袋

注

意

事

項

散布後 4 ～ 5 日間はたん水状態を保ち、落水・掛け流
しはしない
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豊穣の秋を目指し、田植え作業開始
５月12日より比布町内の田植え作業が始まりました。20日頃から作業はピークを迎え、田んぼは
綺麗な緑色に染まりました。中旬以降は夜温が一桁台前半の日が続くなど、日中との寒暖の差が激し
い日が続きましたが、作業は順調に進みました。今後も水管理など、圃場の巡回を行いながら、９月
下旬頃の収穫の時期まで大切に育てられます。

16区 太田幹雄さん

15区 杉山明美さん

５区 太田友春さん

16区 定岡農園

省力化・低コスト化に向けて
水稲直播播種作業
５月11日より水稲直播播種作業が行われました。
苗箱による移植栽培が大部分を占める中、種子を直接圃
場に播くため育苗の手間がかからず稲作の大規模化・低コ
スト化・省力化につながるとして、「ぴっぷ町水稲直播部会」
では、2011年よりこの技術を取り入れています。
今年の品種は、低温時の苗立ちがよく食味に優れた「えみ
まる」で、8戸13.4haの播種を行いました。
昨年は播種後好天に恵まれ苗立ちが良好となり、その後
の生育も順調に推移しました。今年も今後の生育に期待し
ます。

「密苗」移植栽培
「直播」同様に低コスト・省力化技術として「密苗」の導
入が進められています。
「密苗」は慣行栽培より多くの種籾を播き、苗箱を減らす
ことで、育苗や移植作業の省力化・低コスト化が期待でき
るヤンマーの技術です。今年はクボタの「密播」を含め、６
件の生産者が取り組んでいます。
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きらら397増収に
向けての取り組み
ＪＡぴっぷ町では外食産業等で需要の高いきら
ら397を、所得拡大と安定生産を目的に「複数年
契約」を推進しておりますが、更なる収量向上を
目指し、普及センターと連携し育苗管理から栽培
調査を行っています。
最終的に調査結果をくみあいだよりなどで報告
し、収量向上につながるよう取り組んでいきます。

採取した移植前の苗を一本ずつ分けて、苗質の
調査をします。

青果物の出荷始まる
いちご、ハウス大根、ほうれん草、みずなの出荷が始まりました。
全体的に例年並みのスタートとなり、数量、品質共に順調で好評を得ております。
６月以降もきゅうり、いんげん、トマト、オクラ等様々な品目が出荷される予定となっており、ぴっ
ぷ町の野菜を心待ちにしている消費者の方々のもとに、今年もたくさんの野菜をお届けしていきます。

大豆播種作業始まる
大豆播種作業が5月下旬より始まりました。
作付品種は「とよみづき」を主体に約110haの播種が行われました。
「とよみづき」は開花後の低温で多発しやすい「裂開粒」の発生が少ないため、品質低下が少ない
特徴があります。
今後は10月の収穫を目指して適宜作業が行われます。

大豆圃場耕起作業

大豆播種作業
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比布町特別栽培米部会を紹介します

特別栽培米に挑戦する若手農業者７名

比布町特別栽培米部会では本年「ゆめぴりか」「ななつぼし」合わせて14.7haの特別栽
培米を作付けしました。
比布町特別栽培米部会は、米栽培の意識高揚を図ることを目的に、高品質米生産のための
研修・市場調査・販売促進などを事業とし、若手農業者７名で平成30年に発足した部会で、
今年で３年目を迎えました。
特別栽培米とは農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に従い、
化学合成農薬および化学肥料の窒素成分を慣行レベルの５割以上削減して栽培されたお米の
事です。
特別栽培米部会では

〇特別栽培米作付面積推移

厳しい基準をクリアし、

年

認証機関による第三者
認証を取得し、高付加
価値化を図るべく作付
を行っており、生産さ
れた特別栽培米はふる
さと納税の返礼品にも
活用されております。

ふるさと納税の返礼品として
提供しているななつぼし

度

件数

面積（ａ）

H30

7

1,316.1

Ｒ１

7

1,327.6

Ｒ２

7

1,473.2

●令和２年度 牧草委託作業料金
作

業

名

料

堆

起
肥

散

追

プラウ

2,000円

ロータリー

2,700円

布
肥

金

備

考

1,800円

サ ブ ソ イ ラ ー
耕

（10ａ当り税込）

3,000円
土改材

900円

肥

600円

料

刈

り

取

り

3,000円

牧

草

反

転

600円

ロ ー ル ベ ー ラ ー

3,900円

サ イ ド レ ー キ

700円

３袋まで

３回

※地形により割増料金が発生する場合があります。
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i INFORMATION

ストップ!!
作業事故

ぴっぷ TOWN
インフォメーション

なくそう！防ごう !!
安全のために今一度確認しよう！

農林水産省の調査データによれば、農業における就業人口当たりの死亡事故発生件数は、全産業
の約４倍。他産業の事故件数が減少傾向で推移する中、農業は増加傾向にあります。農業の大半を
占める家族経営などでは、労働安全衛生教育を受ける機会も少ないこと等から、「安全第一」とい
う認識が根付いておらず、このため死亡事故の多くが単独作業中の事故となっています。

機械・器具は必ず事前に点検整備を実施
適当な休養、こまめな水分補給を行う
各作業に適した服装
農道の走行、圃場の出入りの際は慎重に
機械の点検・修理は必ずエンジンを停止させてから
危険性の高い作業を行う場合には一人での作業はできる限り行わな
いようにする

あいべつ産堆肥取り扱い終了のお知らせ
ＪＡぴっぷ町では、「あいべつ産堆肥」の斡旋を行ってまいりましたが、本年をもってあ
いべつ堆肥センターが操業を取りやめることに伴い、「あいべつ産堆肥」の取り扱いを終了
させていただきます。
６月末までは供給できる予定ですが、在庫がなくなり次第終了となりますので、希望さ
れる方は早急に営農課までお申し込みください。
尚、今後の堆肥斡旋については調査中ですので、何卒ご理解いただきます様お願い申し
上げます。

●お問い合わせは●

営農課

電話 85-4011 まで

組合員資格について

管理
課
お知 から
らせ

当ＪＡ定款規定により、組合員加入申込時における提出書類記載事項に変更が
あった場合や、組合員資格に変動があった場合は、その旨を届けて頂く事になっています。
つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更・修正があった
場合は、管理課へお申し出頂きますようお願い致します。

●お問い合わせは●

理事会報告

管理課

第 4 回理事会

電話 85-3111 まで

〈令和2年5月8日〉

①令和 2 年産米出荷契約（案）について
提案の通り承認される
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ＪＡぴっぷ町

女性部

今月の

レシピ

行者ニンニクの醤油漬け

行者ニンニクはアイヌネギとも呼ばれ、北海道で古くから
親しまれている春の山菜です。両親は山菜が大好きでよく
山歩きをしていました。毎年この時期にセリ、
タランボ、
ワラビ、
ウド、行者ニンニクなどを良く採っていました。終いには、
実家の畑にまで行者ニンニクを植えていました。その実家に
は最早誰も住まなくなり、暫く私も行ってませんが、あの行
者ニンニクは誰も手入れされずに、まだ畑に生えているのでしょうか？
行者ニンニクは醤油漬けにすると長期保存が可能です。残念ながら、北脇家では誰も食べません。私も山には行きません。
（ダニが怖いから）ぶつ切りにしてお醤油に漬け込むのもいいですが、みじん切り
（ニラでもＯＫ）で漬け込むと、お浸し、
冷奴にかけてもいけます。
《材 料》
行者ニンニク、醤油
《作り方》
①下処理をします。行者ニンニクを水でよく洗い、土を落
とします。
②「はかま」と呼ばれる茎の赤い薄皮部分をお好みで取り除
きます。（ここが強い香りの元になります。強い香りの
苦手な方は取り除くと香りが弱くなりますが、風味も弱
まります。強い香りの好きな方は取らずにそのまま調理
してください）
③熱湯に10秒ほどサッとくぐらせてから冷水にさらします。
（茹でることで辛みと強い香りが抑えられます。辛みと

葬儀・法要のご用命は…

ＪＡぴっぷ町 生産資材課へ

強い香りが好きな方は生のまま調理してくだい）
④粗熱が取れたらぎゅっと絞り、キッチンペーパーで水気
をふき取ります。
⑤細かく刻み、保存容器に入れます。
⑥醤油をひたひたになる程度に入れます。
⑦密閉して冷蔵庫で一晩寝かせて出来上がり。
●出来上がった醤油漬けは冷蔵庫で半年から１年保存できます。
お好みでめんつゆでも美味しく仕上がり、甘めの醤油漬
けになります（保存期間は１カ月ほど）
冷奴や、納豆にかけたり、チャーハンや餃子を作る際の
調味料としても美味しくいただけます。お好みでごま油
をかけると一味違った味わいになります。

ＪＡぴっぷ町

… 公式アカウント …

突然のご不幸。即時対応致します。
葬送の儀すべて真心こめてお手伝い致します。

JAぴっぷ町では無

JAぴっぷ町 生産資材課

線放送でお知らせした

■お問合せ先

24時間
365日対応

資材店舗

☎85-3115

農協担当者携帯

080-5722-4171

～仏壇・墓石のご相談賜ります～

JAぴっぷ町LINE
放送の一部や、営農情 公式アカウント
報などを LINEで発信
しています。
忙しい時でも情報を

提携葬儀社：旭川公益社 TEL（0166）
52-1211

受け取ることのできる

「if共済会」のご案内

LINEを是非登録して

基本葬儀料の10％が「弔慰金」として受け取れます。
詳しくは上記までお問い合わせ下さい。

ください。

編集後記
新型コロナウイルス感染拡大を受け、北海道では４月に２度目の緊急事態宣言が出されました。そ
の後５月25日には緊急事態宣言が解除され、流行のピークは過ぎたとされていますが、未だ予断を
許さない状況です。外出するときは、マスクを着用する、買い物は大人数で行くことを避けるなど、
「新
しい生活様式」を取り入れ、今後も感染拡大防止に努めましょう。
JAぴっぷ町 くみあいだより ６月号 Vol.444

比布町農業協同組合
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