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創刊に寄せて

那須塩原市長　　君　島　　　寛

　那須塩原市農業公社だよりの創刊に当たり、お祝い申し上げます。
　市民の皆様におかれましては、日頃から市政全般にわたり多大なる御理解と御協力を賜り、
心から感謝申し上げます。
　さて、本市では、広大な農地を活用した水稲を中心とする土地利用型農業や生乳生産本州
一を誇る酪農などにより、農業産出額は県内一位であり、全国的にも「強い農業」を展開し
ております。
　現在、我が国の農業を取り巻く環境は厳しいものがあり、大きな転換期を迎えております
が、本市においては、那須塩原市第 2次総合計画において、農林業、畜産業の活性化を基本
施策に掲げるとともに、元気アップアグリプラン、ミルクタウン戦略を策定し、園芸作物の
生産振興や農地の利用集積、新規就農者の確保、那須拓陽高校などと連携した新たな乳製品
の開発など更なる農業の振興に取り組んでいるところであります。また、このような市の取
組とともに農業公社が行っております農地利用集積円滑化事業、認定農業者育成事業、チャ
レンジファーマー事業などの取組が、これまで以上に重要になってきており、農業公社が地
域農業発展の一翼を担っていただくことが、本市の農業振興にとって必要不可欠でございま
すので、さらなる御活躍を大いに御期待申し上げます。
　結びに、那須塩原市農業公社が、地域の農業を牽引し、広報誌の発行を機になお一層発展
されますことを御祈念申し上げお祝いの言葉といたします。

御　挨　拶

理事長　　片　桐　計　幸

　那須塩原市農業公社だより創刊に当たり、御挨拶申し上げます。
　市民の皆様におかれましては、日頃から那須塩原市農業公社の事業に御理解と御支援をい
ただき心から御礼申し上げます。
　さて、那須塩原市農業公社は、３市町合併後の平成17年４月に事業をスタートいたしまし
た。平成24年10月からは公益財団法人として、農地利用集積円滑化事業や認定農業者育成事
業、道の駅「明治の森・黒磯」の指定管理受託等の事業を行い、本市農業発展のため、一意
専心の思いで邁進してきたところであります。
　今回発行いたします「農業公社だより」を通して、公社の取り組んでいる事業内容をでき
るだけ分かりやすく市民の皆様にお知らせし、各々の立場から公社に対する率直なご意見を
いただき、公社業務の改善に資するとともに、市民の皆様と公社の関係を更に身近なものと
させていただきたいと思っております。
　今後も那須塩原市の農業振興のため、より一層努力して参りますので、益々の御支援、御
協力をお願いしまして創刊の御挨拶とさせていただきます。
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農業公社とは？

どんな仕事をしているの？

１　農地利用集積円滑化事業

　公益財団法人那須塩原市農業公社は、那須塩原市において農地の有効な活用や農業を営
む人の確保、育成等を目的に事業を行っています。農業の基盤強化、農業振興及び消費者
への食の安定供給を目的とした団体です。

　農業経営を縮小したい農家さんや農業を辞めてしまう農家さんより、農地の有効利
用についての相談に応じ、農業経営の規模を拡大したい認定農業者をはじめとする農
業の担い手から受ける農地集積についての相談に対して、賃貸借や売買といった農地
の利用や集積方法についてのアドバイスを行い、農地の集積や流動化を行っています。
　また、農地中間管理機構※１が実施する農地の貸借について、業務の一部を受託し、
相談窓口の開設、農地の貸し付け、公募による農地の借受希望者の受付などの業務を
行っています。
　※１農地中間管理機構…耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、担い手に貸し付ける都道

府県に一つずつ設置された公的機関

２　農業者研修育成事業
　農業・農村の活性化を図るために、地域の中心
となる農業担い手の積極的な農業経営や次の時代
を担う青年農業者の育成、女性農業者の地位向上
を図るための講演会や農業者海外派遣、農村生活
研究グループの支援などを行っています。

３　認定農業者育成事業
　効率的で安定的農業経営を目指す農業者を育成するため、認定農業者※２の経営改善
相談等の育成支援を行っています。認定農業者の資質向上を目的として組織する認定
農業者の会の事務局を担い、全国農業担い手サミットへの参加のほか、姉妹都市であ
るひたちなか市への訪問、県外の先進農家および農業用機械メーカーの視察、６次産
業化振興イベントの視察等を行っています。
　また、地域事業では、農業への理解を深める活動として、各種イベントにおける農
産物のＰＲ事業や、小学生の親子を対象とした農業収穫体験事業等各地区の特色を活
かした事業を行っています。
　※２認定農業者…地域農業を担う意欲的な農家で、５年間の経営改善計画を認められた農業者

４　農林業施設管理運営事業
　青木ふるさと物産センターの指定管理者として、本市の
農産加工・流通及び情報発信の拠点となる道の駅「明治の森・
黒磯」の管理運営等を行い、地域農産物や特産品の流通を
促進しています。
　また、感謝祭や収穫祭といったイベントを実施し、農産
物の消費拡大や安全・安心のＰＲ等を行うとともに、市民
への憩いの場を提供しています。

農村生活研究グループによる食育講座

菜の花と青木邸
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６　農業情報の収集、分析、提供事業
　新聞やインターネットを通じてより広く農業関連の情報の収集、分析及び提供を行
い、農業経営の改善を推進し、農用地や農業全般の情報、講演会、研修会開催周知の
情報等を市の広報、チラシ等の配布を通じてより広く提供しています。
　また、公社独自のホームページにより広い情報発信も行っています。

５　都市農村交流促進事業
　都市住民の野菜等の栽培を通じて自然と触
れ合いたいというニーズに応え、市内の未利
用農地を有効活用し、ふれあい農園を開設、
農園利用者向けに専門家を招いた野菜栽培の
講習会を行っています。
　併せて、農村資源の有効活用や農村地域の
活性化を目的に、道の駅「明治の森・黒磯」
を発着とするウォーキングイベントや地元の
小学生向けに収穫体験を実施しています。

小学生向け田植え体験

８　チャレンジファーマー事業
　農業に関心がある市民を対象に農業の基本
を学ぶチャレンジファーマー養成支援塾を
行っています。塾生は、机上研修において農
業全般に関する基礎知識を学び、ほ場研修で
農業機械の操作や園芸作物の栽培を学びます。
実地研修では、実際に農家の作業を体験しま
す。
　無料職業紹介所として、支援塾修了生と人
手が欲しい農家とのマッチングも行っていま
す。

支援塾ニンジンの播種作業

７　地域農産物の研究開発及び商品化事業
　地域の資源を活用した特
産品を開発するための調査
研究や地元農産物を使用し
た特産品の試作・研究、地
元農産物及び加工品を活用
したギフト作り等を行って
います。

商品開発化事業を活用して作製され
た「味恋トマト」の贈答用化粧箱

市内異業者とコラボした
「トマト鍋セット」
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9月22～23日　道の駅「明治の森・黒磯」で20周年記念感謝祭を行いました

那須塩原市認定農業者の会で富山県滑川市と交流会を行いました

記念式典

苗木（ブルーベリー）の配布会

　９月２２日（土）、２３日（日）に道の駅「明
治の森・黒磯」開駅２０周年記念感謝祭を
開催しました。２２日には記念式典を行い、
君島寛那須塩原市長を始め多くの来賓の方
に出席をいただきました。
　朝は小雨が降っていましたが、式典が始
まるころには雨も上がり、ステージイベン
トや那須塩原市緑化推進委員会によるブ
ルーベリーの苗木配布会、青木産直会によ
る産直鍋の無料配布などを行いました。翌
２３日は、晴天に恵まれ、市内特産品業者
による販売を中心にイベントを行い、２日
間で約７、８００人のお客様が来場し、盛
大に開催することができました。
　今後も市の情報発信や地域の活性化施設
として、適正に管理・運営をしていきたい
と思います。

滑川市役所での意見交換会

花き農家の視察

　８月７日～８日に那須塩原市の担い手等

で構成する認定農業者の会で、那須塩原市

と姉妹都市を締結している、富山県滑川市

を訪れ、多くの農業関係者と意見交換を行

い、親睦を深めました。

　滑川市で先進的な農業経営をしている石

原さんと農事組合法人「はやつき」さんの

ほ場を視察、その後の懇親会には滑川市上

田市長、石川副市長にも出席をいただき、

現在の滑川市の農業の現状や今後の展望な

どをお話しいただきました。

　参加した認定農業者の会員からは、「相

手農家と直接意見交換ができ、今後の農業

経営に参考になることが多かった。今後も

視察等には積極的に参加し、自分の農業に

取り入れたい」などの意見が聞かれました。
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　９月１日（土）にチャレンジファーマー養成支援塾
生が、中塩原の小山吉信さんの塩原高原大根のほ場に
て実地研修を行いました。
　当日は間引きや収穫、洗浄の作業を実習し、農家さ
んの仕事を肌で感じました。研修は12月まで続きま
す。

　９月８日（土）に認定農業者の会黒磯地区による、枝
豆収穫体験を小結の人見基義さんほ場にて開催しま
した。 当日は親子６組１８名が枝豆を収穫後、採れた
ての味を堪能しました。 認定農業者さんより、トマト
やスイカの差し入れもあり、思い出に残る体験となり
ました。

　8月18、25、26日の３日間、市内3箇所の市民農園で秋
作用の栽培講習会を実施しました。
　25日には西三島ふれあい農園で、チャレンジファーマー
講師でもある三森先生より、秋作の野菜についてのアドバ
イスをいただきました。10名ほどの農園利用者が参加をし、
先生の話に熱心に耳を傾けていました。

　道の駅「明治の森・黒磯」ハンナガーデンでは、8月のお
盆シーズンにひまわりが大輪の花を咲かせました。
　お盆期間中は多くのお客様が訪れ、青木邸をバックに写
真撮影をされていました。
　ハンナガーデンは春に菜の花、秋にコスモスと季節ごと
に花が満開を迎えます。

　農村生活研究グループの会員さん5名が、8月18日㈯に
三島公民館の家庭教育学級講座で講師をつとめました。
　親子6組14名が参加し、那須塩原市の野菜をふんだん
に使用した「夏野菜のクレープ包み」、「ミルクそうめん」、「か
ぼちゃのプリン」を作りました。子供たちも積極的に料理に
取り組み夏休みの良い思い出となりました。

　8月18日(土)に宇都宮で行われました
「マロニエプラザ感謝祭」に道の駅「明治
の森・黒磯」としてPR出店してきました。当
日は多くのお客様が来場し、那須塩原市
特産品である牛乳の試飲等をしていただ
きました。

農家の仕事を学ぼう 枝豆収穫体験を行いました

市民農園出張講座 ひまわり満開！

三島公民館食育講座で講師をつとめました マロニエプラザ感謝祭に出店しました
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お 知 ら せ

　農業公社では、農業者向けに農業経営改善
講演会を来年１月下旬に開催予定です。昨年度
は、国立大学法人岐阜大学荒幡克己教授を講
師に迎え、「平成30年産米からの米生産調整
見直しと水田農業の今後の展望」と題しお話を
いただき、120名ほどの農業者の方が参加し、熱
心に耳を傾けていました。

　来年度チャレンジファーマーについては、来年 2 月
頃募集開始予定です。市広報等でお知らせします。
　一緒に農業を学びましょう！

　那須塩原市農村生活研究グループでは会員を募集してい
ます。 主な活動は市内小学校や公民館等での食育に関する
講師や地産の野菜などを使った地産地消メニューの開発、イ
ベントでのPR販売などです。 女性だけのにぎやかなグループ
です。 興味のある方は当公社へご連絡下さい。
　10月14日（日）に、 にしなすの運動公園で行われる産業文
化祭農業祭でも 「栗おこわ」 を販売予定です。 是非声をかけ
て下さい。 那須塩原市在住の女性であれば誰でも入会で
きます。

農業経営改善講演会の開催

ふれあい農園の空き状況

来年度チャレンジファーマーについて

農村生活研究グループ会員募集

生研グループ視察研修にて

※利用料は各農園によってことなりますので問い合せ下さい。

ほ場研修の様子

・10月21日（日）
・11月11日（日）

・12月23日（日）

・１月１～３日
・１月４日（金）
・２月10日（日）
・３月３日（日）

田園ウォーキング
秋の収穫祭
　産直鍋の無料配布、堆肥の無料配布等
クリスマスイベント
　500円以上のお買い上げの方卵のつかみ取り等
年始休業
初売り　福袋の販売、おしるこ無料配布
バレンタインイベント
ひな祭りイベント

道の駅「明治の森・黒磯」スケジュール

昨年度秋の収穫祭

荒幡先生による講演

農園名 空き区画

上 黒 磯

鳥野目１

鳥野目２

豊　　浦

１

１

2

４

農園名 空き区画

二 つ 室

中 塩 原

関　　谷

２

３

２

参加者募集中！

（H30. ９現在）
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農 家 紹 介

松本　良則さん（宇都野）
道の駅「明治の森・黒磯」情報道の駅「明治の森・黒磯」情報道の駅「明治の森・黒磯」情報

牛乳の話牛乳の話牛乳の話
パスチャライズド牛乳
（那須塩原ブランド）

野菜の話野菜の話

第１回（レンコン）

　今回の農家紹介は、 那須塩原市認定農業者の
会会長であります、 松本良則さんです。
　松本さんは、 酪農と水稲を経営。 朝は４時か
ら搾乳を始め、 水回り、 草刈、 牧草の管理、 夕
方に再び搾乳の作業を行います。 農業を始めた
のは高校卒業直後の18歳。 農業のやりがいにつ
いては 「自分が仕事をした分が成果として帰っ
てくる。 努力が報われる職業。」 
　今後については、 「農地の集積をし、 効率化を

上げたい。 消費
者のニーズに
あった喜ばれる
米作りをし、 生
乳の品質も向上
したい」 とのこ
とです。

　道の駅 「明治の森・黒磯」 では、 実りの秋を迎
え直売所に多くの新鮮野菜が登場します。
　現在は、 梨、 リンゴ、 ブドウなどの果樹類や
さつま芋、 里芋といった根菜類、 白菜、大根など
鍋の具に欠かせない野菜も出荷されています。
　パン工房では秋ならではの材料を活かしたさ
んまパンやカボチャを利用したパンなどが販売
されています。
　青木の森カフェでも秋の素材を利用したパン
プキンジェラー
トなどが販売予
定となっており
ます。 是非秋の
味覚を満喫しに
道の駅へお越し
下さい。

　今回はレンコンについて記事にしたいと思いま
す。
　これから春にかけ収穫を迎えるレンコンはハス
の地下茎が肥大した部分です。 日本に入ってきたの
は鎌倉時代だそうですが、 食用として本格的に栽培
がはじまったのは明治時代以降らしいです。 内部に
空洞があり、輪切りにすると穴が多数空いているこ
とから「先を見通す」ことに通じ縁起が良いとされ、 
正月のおせち料理にも用いられます。 
　お隣の茨城県や四国
の徳島県での生産が有
名ですが、那須塩原市
でも３件の農家で栽培
されています。 主に市
内の直売所等で地元産
レンコンが販売されて
います。 見つけたら是
非食べてみて下さい。

秋の味覚さんま使用した「さんまパン」

レンコン農家赤川さん（鹿野崎）

ほのかな甘み
とスッキリし
た飲み口

　新生酪農（株）で製
造された牛乳で、 地元
提携農家から良質な
生乳だけを集め、 生乳
の豊かな栄養と味わ
いをできるだけ損な
わないパスチャライ
ゼーションと呼ばれ
る加熱処理をほどこ
した安全でおいしい
牛乳です。
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　　　　（那須塩原市役所東庁舎2F）
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