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◇　認定農業者　法人初の１割超　高齢化でリタイア増
　�　農業の担い手である認定農業者のうち、法人の割合が初めて１割を超えたことが農水省
の調べで分かった。2019年３月末の認定農業者数は23万9043経営体となり、前年に比べ
1622経営体が減少した。このうち法人は２万4965経営体で前年に比べ1317経営体増加した。
高齢化などでリタイアする農家が相次ぐ一方、法人化は進み担い手の中で法人経営の存在
感が増している。認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が認定す
る仕組み。国は認定を受けた農業者を低利融資や補助事業で重点的に支援している。
� （出展：日本農業新聞）

　奥田さんはサラリーマンから農業に転向され、今年で８年目になる農業経営者で普段はご両親と
弟さんの４人で農作業をされているとのこと。栽培品目は人参、ほうれん草、小松菜、春菊、梨等
で年間30～40品目の農産物を収穫し、主に庭先直売所・新座農産物直売センターで販売しているそ
うです。野菜を育てるときに心がけていることは３ヵ月・１ヵ月・週間天気予報と農作物の状況を
見て綿密な栽培計画を立てることだそうです。大変なことは12月～２月の寒い時期に梨の木の枝の
剪定を行わなければならないこと。これを限られた時期に行わないと美味しい梨ができなくなるの
で家族全員で協力して剪定を行うそうです。今後はコインロッカー販売機のような無人販売機を導
入して省力化に努めていきたい。また、農産物を出荷している新座農産物直売センター『とれたて畑』
を今よりも更に盛り上げていきたいとお話しされていました。

（庭先販売所：新座市大和田市民プール付近　時間：８：30～売り切れ次第終了）

『綿密な農作業計画の元、地元の方々に愛される農作物を作っています』
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生産者紹介
～新座支店管内～
奥田　英喜さん
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☆ まだ間に合う！！冬越し野菜の生育診断と回復の方法

改革スイコ

営 農 窓 口 日 誌

もう間もなく冬が到来しようとしてます。

春以降に収穫期を迎える冬越し野菜でたいせつなことは寒い冬を乗り切れるだけの

体づくりを秋の間に行うこと！今月は越冬できる強い株にするための対策をお教え

しますので是非参考にしてみてください！

【ソラマメ】本葉4～6枚で草丈10㎝～15㎝の頃が最も寒さに強い！
①草丈が15㎝以上になってしまった場合
➝本葉4～5枚を残して摘芯をすること。分枝が促されてわき芽が伸び耐寒性が

上がります。

②草丈が10㎝よりも小さな株の場合
➝不織布のべた掛けや敷きわらなどで保温し、生育を促します。

ソラマメは茎や葉が大きくて風害に遭いやすいので越冬の際はわらを立てかけた
防風壁を設置しておくと安心です。

【イチゴ】健康な下葉を残して春に切れば収量が増えます
病気になった葉はどうする？
➝イチゴは11月中旬には生育が止まります。下葉から赤くなり、枯れるものも

ありますが、葉が健全であればそのままに。地表を覆い、保温、保湿に役立ち
根がよく伸びます。残した下葉を2月上旬に取ると花芽分化が促され、実が
多く取れます。

黒点やカビなどがつい
た明らかに病気になっ
た葉はすぐに取り除く。
単に枯れた葉は老化に
よるものなので問題は
ない。

四季咲きの品種ではこ
の時期についている花
茎は切る。来春に新し
い花茎を伸ばした方が
実が多くつきます。

【ニンニク】葉の数をしっかり増やしてがっしりと育てましょう
大きくて味の良いニンニクを収穫するには冬越し前に葉数を多く、しっかりとした
株に育てることが大切です。
①小さい株の場合
➝植え付けが遅れた場合、冬越し前に本葉が2～3枚程度にしかならないことが

あります。

少しでも葉を伸ばすために、植つけたらすぐに株の周囲に肥料分を
施しましょう。オススメは米ぬか。ニンニクとの相性がよく、無理なく
肥料効果が現れる。同時に土寄せをし、併せてわらなどを敷いて、保温
保湿に努め、根を深く張らせる。

米
ぬ
か

②大きすぎる場合（葉が7枚以上で草丈40㎝程度）
耐寒性が弱く、葉が傷みやすいです。

土寄せをして、畝の水はけをよくし、根を深く張らせましょう。
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予約価格

自己取り
２０袋
以上

低コスト集約銘柄肥料です。 20kg 1,920円 1,880円

低コスト集約銘柄肥料です。 20kg 1,730円 1,690円

腐植酸入り。土壌改善効果あり。
養分の流亡少ない。

20kg 2,130円 2,080円

有機５７％入り。減化学肥料栽培に
お使いください。

20kg 2,530円 2,470円

「豚糞堆肥50％使用した」低コスト
でまきやすい新たな有機入り化成

20kg 1,740円 1,710円

低コスト集約銘柄肥料です。 20kg 1,390円 1,360円

有機20％入り。作物全般に。旧県配
8号が粒状になりました。

20kg 2,500円 2,450円

粒状で散布しやすい。土壌の殺菌・
殺虫・除草効果あり。

20kg 3,300円 3,220円

牛ふん堆肥。枝葉チップと牛ふんを
使用。連作障害の軽減。

20㎏ 420円 410円

◎【申込の締切期日は、令和元年12月20日(金)まで】肥料情勢等により期間中に
　 価格が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

◎『自己取り』希望の方は予約申込期間内に申込頂き、令和２年３月末までに
　自己取りをお願い致します。

◎春肥予約分の配達時期は、取りまとめ後、令和２年１月中旬から随時配達致します。

JAあさか野　INFORMATION

春肥の予約注文を受付けしております、お得な予約注文をおすすめいたします！

令和２年『春肥』予約申込一覧(水稲・畑作用)(一部抜粋)

品名
成　分

(Ｎ･Ｐ･Ｋ)
摘　　　　　　要 規格

１１月
現在

当用価格

【自己取り・予約大口】

化成肥料
５－１５－１５

5・15・15 1,850円

化成肥料
１７－０－１７

17・0・17 1,660円

あさか野フミン
８８８号

8・8・8 2,050円

マイルドユーキ
８８８号

8・8・8 2,440円

エコレット８０８ ８・10・８ 1,680円

化成肥料
１４－１４－１４

14・14・14 1,330円

粒らなケンパチくん 8・8・8 2,420円

石灰窒素　粒20％ 20・－・－ 3,190円

400円アイシースーパー堆肥1号

予約申込はＴＡＣ職員・経済配送センター・最寄りの支店まで！

経済配送センター TEL ０４８－４５１－１１３３

価格は税込です

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋

1袋 1袋 1袋
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★駐車場は限りがあるため、乗り合わせの上、ご来場下さい。★駐車場は限りがあるため、乗り合わせの上、ご来場下さい。

会場
国
道
17
号
バ
イ
パ
ス

武
蔵
水
路

県道128号

国道125号バイパス

国
道
122
号

国道122号
バイパス

至館林

至騎西至鴻巣

全農
埼玉県本部
行田センター

富士見
工業団地

上之南

真名板

志多見

持田インター

むさしの村

会場ご案内図

●水田、畑作、園芸用各種農業機械
●中古農業機械コーナー
●営農支援コーナー 
●農作業安全コーナー
●肥料農薬コーナー

●水田、畑作、園芸用各種農業機械
●中古農業機械コーナー
●営農支援コーナー 
●農作業安全コーナー
●肥料農薬コーナー

出展内容

主　催

協　賛

会　場
むさしの村特設会場
埼玉県加須市志多見1700-1
0480-61-4126㈹
埼玉県加須市志多見1700-1
0480-61-4126㈹

全農埼玉県本部取扱メーカー各社
埼玉県農業協同組合中央会
埼玉県信用農業協同組合連合会
全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部
埼玉県農業共済組合

お近くのJA又はJA全農さいたま農機課
☎048-559-0315
お近くのJA又はJA全農さいたま農機課
☎048-559-0315
お問い合わせ

特典

記念品を
プレゼント！

当日5万円以上の
ご契約の方に

2020 AM9：00～PM3：00
畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械畑作、園芸用各種農業機械1/25土26日

JAグループさいたま　アグリマシンフェアー第59回

出展内容
2020 AM9：00～PM3：00

25 26

JAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアーJAグループさいたま　アグリマシンフェアー第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

農業機械
大展示会

埼玉県内JA ・ 埼玉県JA農機協議会 
全国農業協同組合連合会埼玉県本部
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