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こんにちは！
 農業普及所です！
こんにちは！
 農業普及所です！

　令和３年６月時点で、当普及所管内のなしジョイント仕立て導入状
況は生産者８戸、面積は125ａです。定植４年目には10ａあたり約
２ｔの果実が収穫され、品質は慣行栽培の成木のものと同等で早期の
収量の確保ができています。
　また、ジョイント仕立ての改良樹形である「ジョイントＶ字トレリ

　果樹経営支援対策事業は、優良品種・品目への改植や園地整備などの費用を助成するもので、果樹の支援対
象者個人が実施可能な事業です。事業の詳細については、ＪＡ夢みなみ各支店または須賀川農業普及所にお問
い合わせください。

○果樹産地協議会（生産者代表、ＪＡ・市町村・県などで構成）が作成した産地計画に基づいた
「担い手」であること。
○産地計画に位置づけられた振興すべき品目・品種の園地であること。
○面積要件
　　・改植、高接、土壌土層改良、新植　：　１箇所当たりおおむね２ａ以上
　　・園内道の整備、傾斜緩和、排水路、かん水、防霜ファン、防風ネット　
　　　：　１箇所当たりおおむね10ａ以上
○特認事業（防霜ファンの設置、防風網の設置）について、果樹共済に加入済み又は次年度加入
　を確約するものであること

く だ も の 産 地 を 応 援 し ま すく だ も の 産 地 を 応 援 し ま す
☆★なし樹体ジョイント仕立ての導入状況について★☆

☆★果樹経営支援対策について★☆

　令和３年７月末現在、須賀川・石川地域で出荷が制限されている品目は表のとおりです。
出荷制限品目は、自主検査等で基準値以下であっても出荷・販売できません。無償での譲渡や、加工食品の
原料として使用することもできませんのでご注意ください⚠

ス（ＪＶトレリス）仕立て」
を導入した生産者は２戸とな
りました。ＪＶトレリス仕立ては、主枝を60cm程度に配置し、樹
と樹を接ぎます。側枝はそこから上部に配置するため、目通りの高
さで作業ができるという利点があります。
　これらの技術を活用し、園地の若返
りを図り、収量確保を目指してみませ
んか。

　県では、農業分野における環境負荷の軽減や生物保全等の取り組みの一環として、エコファーマーを推進
しています。「福島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に従い、５年後を目標に、３つの技
術「堆肥等施用技術」「化学肥料低減技術」「化学農薬低減技術」を一体的に導入するとともに、化学肥料
施肥窒素量と化学農薬使用回数を県基準の２割減となるように
計画を作成し、県知事の認定を受けます。
　認定されると「エコファーマーマーク」を農産物等に使用し、
その取組をＰＲすることができます。
　興味のある方は須賀川農業普及所までお問い合わせください。

　ＧＡＰ（農業生産工程管理）は、食品安全だけでなく、環境保全・労働安全などの観点から、作業の効率
化や農業経営の改善を図る手法であるため、福島県ではＧＡＰの実践・認証取得を推進しています。
　須賀川農業普及所では、ＧＡＰの認証取得を希望する個人・団体に対して支援を行っており、現在、Ｇ
lobal.Ｇ.Ａ.Ｐ認証１件、ＪＧＡＰ認証７件（団体４件、個人３件）とＦＧＡＰ認証７件が認証を取得して
います。

野生きのこ
こしあぶら
たらのめ（野生）
うど（野生）
うわばみそう（野生）
ぜんまい

須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
須賀川市、鏡石町、古殿町
須賀川市
須賀川市
須賀川市

品　目 市　　　町　　　村

ＪＧＡＰ
団体認証

Global.G.A.P 認証 大野農園（石川町）
ふくしまＧＡＰ生産者協議会（須賀川市）
夢みなみ農業協同組合すかがわ岩瀬地区野菜協議会大東支部直販部会（須賀川市）
いわせの錦秋米生産部会（須賀川市）
古殿ミニトマト生産部会（古殿町）
渡辺果樹園（須賀川市）、（有）酒井養鶏場（石川町、浅川町）
内山正勝さん（天栄村）
内山正勝さん（天栄村）、株式会社阿部農縁（須賀川市）
車田文彦さん（須賀川市）、『果物畑』鈴木果樹園（須賀川市）
農事組合法人グリーンファーム九生滝（平田村）
もりとう農園合同会社（須賀川市）、（株）agrity（須賀川市）

ＪＧＡＰ
個人認証

ＦＧＡＰ
個人認証

事業対象要件

～出荷制限品目のおしらせ～

★エコファーマーになりませんか？

★ＧＡＰ認証を取得してみませんか！

定植５年目の平棚ジョイント仕立て

定植5年目のジョイントＶ字トレリス仕立て
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斑点米カメムシ類を防除しましょう

　近年、斑点米カメムシ類の被害による米の品質低下が問題になっています。薬剤散布をしっかり行い、斑
点米カメムシ類による被害を防ぎましょう。
　薬剤散布は２回散布を基本とし、１回目の散布は乳熟期（出穂期７～10日後）に、その７日後に２回目を

 

飼養状況確認調査について

　飼養状況確認調査とは、牛を飼養している農業者を対象に行っており、牛肉が放射性物質に汚染されるこ
とがないよう、適切な飼養管理が行われているかを確認するものです。
　本調査は、と畜場や成牛セリに搬入するための要件とされており、出荷の際には県職員やＪＡ職員による
調査を受けている必要があります。調査内容としては、飼料の適切な保管・管理の確認等や、パドックの利
用状況等の確認です。出荷の有無にかかわらず、１年に１度の頻度で実施されるものとなっておりますので、
牛肉の安全性を確保するために、調査へのご協力と、適切な飼養管理の徹底をお願いいたします。

自給飼料を生産している方は、モニタリング検査への
ご協力をお願いします

★４Ｈクラブ会員募集中★

　未来の農業を支える若手農業者を中心に組織され、農業経営をしていくうえでの身近な課題の解決方法を
検討するプロジェクト活動や、地域との交流活動を行っている「４Ｈクラブ（農業青年クラブ）」という組
織はご存じでしょうか？
　須賀川・石川地方でも「須賀川４Ｈクラブ」として、昨年度は
青年農業者の栽培技術勉強会の開催や、会員の農場訪問などに取
り組みました。また、例年であれば、地元高校生の農家研修生受
け入れや食育・花育活動にも取り組んでいます。
　須賀川４Ｈクラブではこれらの活動に共に取り組む仲間を募集
しています。興味のある方は事務局（須賀川農業普及所）まで、
お気軽にご相談ください。

※『４Ｈ』とは…４つの信条（Hands・Head・Heart・Health）の頭文字を総称したものです。

　農作業機を装着したトラクターの公道走行には条件があります。
①免許　②車両幅　③灯火器類の装備　④安定性

　４つの条件を満たしていないと、法令違反となります。収穫期の前に
今一度お持ちのトラクターが条件を満たしているか確認しましょう！
　詳細は、農林水産省「作業機付きトラクターの公道走行について」の
ページをご覧ください。

トラクターの公道走行にご注意 !!

行います。大型のカメムシ
であるクモヘリカメムシが
見られる場合は、１回目の
散布を出穂期に行うととも
に、粉剤や液剤での散布を
行いましょう。

　鈴木さんは、５年ほどの兼業農家を経て、去年から専業でリンド
ウ栽培に取り組んでいます。福島県で開発した新品種「天の川」や

Let’s チャレンジ！！

頑張っている農家を紹介します！

岩手県のハイブリッドリンドウの栽培を
開始するなど、新たな品種の栽培に積極
的です。
　鈴木さんには、リンドウの仏花のイメ
ージを払拭し、消費者にリンドウの美し
さを日常的に楽しんでもらいたいという

☆鈴木美和さん（玉川村）☆

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

思いがあります。カラーリンドウやパステルカラーのリンドウの栽培を幅広く
行い、多様で個性的なリンドウの生産とイメージの変容を目指しています。

●永年生牧草（新規利用）の利用について
　除染（草地更新）が完了した牧草地で生産された永年生牧草については、個別にモニタリング検査を実施
し、流通・利用の可否を判断します。検査が未実施の方は、各市町村、普及所までご連絡ください。

●永年生牧草（個別利用解除済み）の利用・地域検査について
　令和２年度以前のモニタリング検査で、既に利用可能と判断された牧草地（個別利用解除済みほ場）につ
いては、新たに令和３年度の検査は実施せずに利用することができます。なお、個別利用解除済みのほ場に
ついて、安全性の確認のため、地域検査として１市町村原則３点でモニタリング検査を実施します。

●単年生飼料作物（地域判断）の利用について
　飼料用トウモロコシ、ソルガム類（イネ科長大作物）、イタリアンライ
グラス、麦類、ヒエ等（イネ科飼料作物）、稲発酵粗飼料、籾米サイレー
ジ、生籾、稲わら（畜産利用に限る）については、１市町村あたり原則
３点のモニタリング検査を実施します。

鈴木美和さん

栽培中のリンドウ

令和元年度センター祭りでの様子

クモヘリカメムシ ホソハリカメムシ アカスジカスミカメ 写真：福島県病害虫防除所撮影
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　　・改植、高接、土壌土層改良、新植　：　１箇所当たりおおむね２ａ以上
　　・園内道の整備、傾斜緩和、排水路、かん水、防霜ファン、防風ネット　
　　　：　１箇所当たりおおむね10ａ以上
○特認事業（防霜ファンの設置、防風網の設置）について、果樹共済に加入済み又は次年度加入
　を確約するものであること

く だ も の 産 地 を 応 援 し ま すく だ も の 産 地 を 応 援 し ま す
☆★なし樹体ジョイント仕立ての導入状況について★☆

☆★果樹経営支援対策について★☆

　令和３年７月末現在、須賀川・石川地域で出荷が制限されている品目は表のとおりです。
出荷制限品目は、自主検査等で基準値以下であっても出荷・販売できません。無償での譲渡や、加工食品の
原料として使用することもできませんのでご注意ください⚠

ス（ＪＶトレリス）仕立て」
を導入した生産者は２戸とな
りました。ＪＶトレリス仕立ては、主枝を60cm程度に配置し、樹
と樹を接ぎます。側枝はそこから上部に配置するため、目通りの高
さで作業ができるという利点があります。
　これらの技術を活用し、園地の若返
りを図り、収量確保を目指してみませ
んか。

　県では、農業分野における環境負荷の軽減や生物保全等の取り組みの一環として、エコファーマーを推進
しています。「福島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に従い、５年後を目標に、３つの技
術「堆肥等施用技術」「化学肥料低減技術」「化学農薬低減技術」を一体的に導入するとともに、化学肥料
施肥窒素量と化学農薬使用回数を県基準の２割減となるように
計画を作成し、県知事の認定を受けます。
　認定されると「エコファーマーマーク」を農産物等に使用し、
その取組をＰＲすることができます。
　興味のある方は須賀川農業普及所までお問い合わせください。

　ＧＡＰ（農業生産工程管理）は、食品安全だけでなく、環境保全・労働安全などの観点から、作業の効率
化や農業経営の改善を図る手法であるため、福島県ではＧＡＰの実践・認証取得を推進しています。
　須賀川農業普及所では、ＧＡＰの認証取得を希望する個人・団体に対して支援を行っており、現在、Ｇ
lobal.Ｇ.Ａ.Ｐ認証１件、ＪＧＡＰ認証７件（団体４件、個人３件）とＦＧＡＰ認証７件が認証を取得して
います。

野生きのこ
こしあぶら
たらのめ（野生）
うど（野生）
うわばみそう（野生）
ぜんまい

須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町
須賀川市、鏡石町、古殿町
須賀川市
須賀川市
須賀川市

品　目 市　　　町　　　村

ＪＧＡＰ
団体認証

Global.G.A.P 認証 大野農園（石川町）
ふくしまＧＡＰ生産者協議会（須賀川市）
夢みなみ農業協同組合すかがわ岩瀬地区野菜協議会大東支部直販部会（須賀川市）
いわせの錦秋米生産部会（須賀川市）
古殿ミニトマト生産部会（古殿町）
渡辺果樹園（須賀川市）、（有）酒井養鶏場（石川町、浅川町）
内山正勝さん（天栄村）
内山正勝さん（天栄村）、株式会社阿部農縁（須賀川市）
車田文彦さん（須賀川市）、『果物畑』鈴木果樹園（須賀川市）
農事組合法人グリーンファーム九生滝（平田村）
もりとう農園合同会社（須賀川市）、（株）agrity（須賀川市）

ＪＧＡＰ
個人認証

ＦＧＡＰ
個人認証

事業対象要件

～出荷制限品目のおしらせ～

★エコファーマーになりませんか？

★ＧＡＰ認証を取得してみませんか！

定植５年目の平棚ジョイント仕立て

定植5年目のジョイントＶ字トレリス仕立て


