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特集
令和３年産果樹・水稲・麦の共済金が確定

ぶどう・もも・すももに裂果が多数発生
加入者 増 収入保険の疑問にお答え

収入保険Q&A

﹁高冷地でもおいしい果樹
が栽培できます︒市内にある
農業大学校でも︑露地で立派

ツトラミネールを新植して垣
根栽培︑生食用はシャインマ
スカット︑巨峰︑藤稔︑クイー
ンニーナ︑サニードルチェ︑
ナガノパープルを新植して短

なブドウが栽培されています
よ﹂と話す永田さん︒北杜市

楽しんでもらえるような観光

のブドウで醸造したワインを

一望できます︒将来は︑うち

樹園からは南アルプス連峰が

の出荷先を見つけること︒﹁果

今後の課題は醸造用ブドウ

すね﹂と話します︒

人気品種を植えられることで

﹁新規就農の強みはその時の

梢剪定で棚栽培しています︒

農業保険に加入してがんばっている
農家さんをご紹介します。

長坂町で２年前に新規就農し︑
標高７８０メートルの畑でブ
ドウ栽培を始めました︒
永田さんは︑体が動くうち
にと︑ 代半ばで会社を退職
し︑奥様とともに横浜から移
住︒もともと果物が好きなこ
とから農業大学校の職業訓練
では果樹コースを専攻して栽
培を勉強しました︒

農園を作りたい﹂と話してく

﹁グループごとにレーンを決め
果︑なんとか完売することができ

ルーツ公園隣接の﹁いちごランド﹂

ください﹂と話すのは︑笛吹川フ

も安心してイチゴ狩りをお楽しみ

で︑せっかくだから多くの人に知っ

初は︑﹃いい果物を作っているの

様々な情報を発信しています︒﹁最

現在も生育過程や作業風景など

たそうです︒

でイチゴ狩り観光園﹁いちかわベ
てもらいたい﹄という気持ちでし

て入ってもらうので︑コロナ禍で

リーハウス﹂を営む市川さんご夫
た︒今では栽培にも興味が出てき

﹁もういっこ﹂など︑７品種を栽

イチゴは︑﹁章姫﹂﹁紅ほっぺ﹂
いるそう︒

若い農家との交流も励みになって

を教わっています﹂と真樹さん︒

５種類を食べ比べできるよう植え
付けています︒
例年の客数は１シーズンで３５
００人ほど︒一昨年︑昨年はコロ
ナの影響で観光バスはすべてキャ
ンセルになり︑個人客も激減しま
した︒この危機を救ったのは長女

いちかわベリーハウス

の真樹さん︒ＳＮＳで現状を発信

受粉に必要なミツバチは、甲府市の養
蜂家から借りて巣箱を設置。

ができ︑脳の活性化にもなっ

て︑経験することで学ぶこと

やるのがいい︒とにかくやっ

﹁農業はおもしろおかしく

の駅つる﹂で﹁いっぱい出し

オスも栽培 ︒出荷している﹁道

菜と言われるキクイモやア※ピ

やパクチー︑世界三大健康野

極的に挑戦していて︑ビーツ

るそうです︒

収穫後の稲を干す﹁牛﹂をワ

した︒前職の技術を生かし︑

ずっと兼業で農業をしていま

ます︒定年退職するまでも︑

験が農業に生きているといい

フとターゲットバードゴルフ

思わず楽しんでいます︒ゴル

の一つでもあり︑作業を苦と

と﹂と長田さん︒農業は趣味

います︒まずはやってみない

ず︑経験として次に生かして

﹁失敗しても︑無駄と思わ

イヤーで自作し︑効率よく作

す︒特に︑新しい品目には積

ア
※ピオス 北
…米原産のマメ科植物︒
根茎を食べる︒ほどいも︒

した︒

のが楽しみだと話してくれま

も趣味で︑農業の合間に行く
るそう︒
長田さんは年間に 〜

品

業が出来るように工夫してい

関係と様々な業種で働いた経

電気関係︑土木関係︑機械

ています﹂と話すのは︑都留

菊の挿し木を参考に、キャベツの挿し木を
しているという長田さん。
「収穫後に脇芽を
とり、挿し木の要領で、上の葉を少し残し
て植えます。発根剤をつかうのもオススメ」
と有効利用しています。

Instagram
ホームページ

たで賞﹂を受賞したこともあ

電話で予約可能。

市井倉の長田正信さん︒

イチゴ狩りはホームページや

培しており︑どのレーンでも４〜

て両親からノウハウや知識︑作業

婦︒
23

今シーズンは 月 日から開園︒
12

してイチゴの購入を呼びかけた結

露地野菜 10a
水稲 20a
目以上の野菜を栽培していま

50

醸造用ブドウはピノ・ノワー

れました︒

市川 武則さん（60）和佳江さん（61）真樹さん（29）

いち かわ

イチゴハウス 8a
ブドウ 43a

き
ま
え
か
わ
たけ のり

山梨市八幡

2
3

長田 正信さん（71）
だ

おさ

経験を生かした農業を

高設養液栽培のため、子供も大人もイ
チゴが取りやすく、ベビーカーや車椅
子での移動がしやすいようレーンの幅
を広くとっている。地面にはシートが
張られ、ヒールでもＯＫ。

40

まさ のぶ

都留市井倉

イチゴ狩り楽しんで！
ＳＮＳで発信
星空がきれいで、移住してから望遠鏡を購入したと
いう永田さん。「知らない土地で、全く経験のない農
業をするのに不安はありましたが、近隣の農家さん
が声を掛けてくれたり、手助けしてくれたりして非
常にありがたいです」と話します。

50

ル︑リースリング︑ゲヴュル

永田 桂次さん（59）

けい

た

なが

野菜 15a
ブドウ 50a

高冷地でのブドウ栽培に挑戦
じ
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■果樹共済

20

ぶどうの災害別被害割合
獣害
0.1%
着色不良
9.1%

花振るい
9.1%

31

病害
31.4%

雨害湿潤害
（裂果含む）
50.3%

巨峰（晩腐病）

■農作物共済

水稲︵令和３年 月

山梨県の作況指数は

12
20

日支払︶

97

で︑２年連

続で﹁やや不良﹂となりました︒８

いもち病の圃場

月中旬から９月上旬にかけて曇雨天

病害
84.2%

が続き︑穂いもち病が発生したほか︑

31

山間地を中心にイノシシやシカによ

獣害
9.3%

る食害・踏み倒しの被害︑一部の地

その他
1.2%

域では︑断続的な降雨による倒伏や︑

虫害
風水害 1.9%
3.4%

カメムシによる吸汁被害等も発生し

水稲の災害別被害割合

ました︒

麦︵令和３年８月 日支払︶

発芽期に極端な乾燥状態が続いた

ため︑一部ほ場で発芽不良や生育不

良の被害が発生しました︒

畑作物共済︵大豆︶の共済金について
※
は︑３月中にお支払いする予定です︒

正常な圃場（左）、薬害の圃場（右）
初中期一発剤の散布時期に中期剤を散布したこ
とによる薬害の事例

12

りんご・かき

日︑ 日の降ひょうにより

29

︵令和４年１月 日支払︶

６月

りんごで傷果が発生しました︒かき

ではカイガラムシによる虫害が発生

しました︒
つがる（ひょう害）

17

ぶどう・もも・すもも

藤稔

︵令和３年 月 日支払︶

浅間白桃

除草剤の決め方

水田の主な雑草の種類が︑ノビエ

を中心とした１年草か︑またはク

ログワイ︑オモダカ等の多年草が

多年草が混在
又は多年草が多い

110

松本早生（虫害）

なお︑別途詳しい資料が必要な方

は︑本所または各支所の水稲共済担

0554-45-6611

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、
小菅村、丹波山村

初・中期一発

富士支所

当にお問い合わせください︒ＮＯＳ

0551-23-1111

韮崎市、北杜市、甲斐市

剤を散布する︒

北部支所

ＡＩ山梨ホームページにも掲載して

055-282-0443

南アルプス市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、
南部町、富士川町、昭和町

います︒

南アルプス支所

１年草が中心

もも

サマーエンジェル

多いのか確認する︒

①初期剤︑②

初期一発剤︑

③初・中期一

発剤のいずれ

甲府市、山梨市、笛吹市、甲州市

水田の雑草防除について

0553-22-5056

︻資料︼

中央支所

中期剤を散布

する︒

後期剤を追加

散布する︒

初期剤から後期剤までを組み合わせた体系防除を行う

お問い合わせ

5

かを１回散布

する︒

中期または後

期剤を追加散

布する︒

残草がある場合

9.3

梅雨入り以降の急激な降雨の影響

※粒剤・フロアブル剤は水深３〜５㎝、ジャンボ剤・豆粒剤は水深５〜６㎝を目安に湛水を
保ってください。

信男

薬剤投入後は、水口、水尻をしっかり止め、落水やかけ流しはせず湛水状
態を７日間保ちます。この間は、なるべく水田内に入らないでください。

鈴木

均一な処理層を作り、層を壊さない

34.1

（%）

により︑裂果が多数発生しました︒

水中に成分が溶け出
す

243,714,700

麦

金額被害率

（%）

このほか︑ぶどうでは晩腐病︑もも

田面に広がった成分
が、土壌表面に沈む

（図）初期剤や一発処理剤が雑草に効くまで

③
ント

ポイ

処理層ができる

19,641.0

（円）

水稲

処理層に触れて効果
発揮

技術顧問

処理層

616

（a）

では核割れ果も多くみられました︒

除草剤成分

これが重要

ぶどう

（戸）

面積被害率

令和３年産果樹・水稲・麦の共済金が確定

除草剤散布

共済金

ぶどう・もも・すももに裂果が多数発生

①

被害面積

令和３年産の果樹共済︵ぶどう・もも・すもも・りんご・かき︶︑農作物

②

支払戸数

共済︵水稲・麦︶の被害に対し︑総額２億９千２百万円余りの共済金を支払

③

共済金支払実績

いました︒果樹では梅雨入り以降の急激な降雨の影響により︑裂果が多数発

④

令和３年度

生し ま し た ︒

薬剤を圃場全体に広げるに
は、「代掻きを丁寧に行って
凹凸をなくす」とともに「漏
水を防止して田面が水面に露
出しないように」します。

農 業 技術情報

アオミドロ、ウキクサがある場合は、あらかじ
め「モゲトン」（10ａ当たり２〜３㎏散布）など
で駆除しておきましょう。
クログワイやオモダカ、シズイなどの難防除多
年草が残っている場合は、稲刈り後11月上旬まで
に「ラウンドアップマックスロード」または「タ
ッチダウンｉＱ剤」（10ａ当たり500〜1000㎖）
を50〜100ℓの水で希釈して散布します。

水田除草剤をより効果的に使うには

事前の駆除

水田で使用する除草剤は︑土壌表面に処理層を形成することで効果を発揮

薬剤を
圃場全体に
広げる

します︵図参照︶︒使用方法を間違えると効果が出なかったり︑水稲に薬害

①

ント

ポイ

が発生したりする危険がありますので︑次の点に留意して使用してください︒

②

ント

ポイ

4

Q3

Q2

税法上の取扱いは。

積立方式にも加入したいけど、
金額が高くて支払えません。

保険料、付加保険料（事務費）は、経費に計

積立金は、最大９回まで分割して納付するこ

上できます。積立金は、預け金なので損益計算

とができます。また、積立割合や支払率を調整

書には載りません。貸借対照表を作成している

することで、加入しながら何年かかけて積み立

場合には、資産の部に「経営保険積立金」とし

てる方法もありますので、個別にご相談くださ

て計上します。

い。

Q1

?

収入保険

よくわかりません。

令和元年から始まった収入保険は、今
年で４年目。県内の加入者も１０００経
収入保険では、基準収入の８割から９割までの１割

また、事故があって支払いを受けた場合は、

Q A

「積立金」「積立方式」が

営体を超えました。

保険金と、積立金（特約補てん金）のうちの国

分を積立方式で補償します（図１参照）。積立金は、

今回は、皆さんから多くご質問をいた

庫負担分を雑収入に計上します。

掛け捨てではないので、無事故だった場合には、翌年

だいた収入保険の疑問に、分かりやすく

に繰り越され、加入をやめれば全額が戻ってきます。

お答えします。まだ加入していない方も、

いずれも、加入している保険期間の収入と支
出になります。

例えば、基準収入が１,000万円の場合、積立金で
補償する金額は90万円です。本来であれば、農業者

経費になるもの
○保険料

×積立金

が90万円を積み立てるところ、国の補助が75％あ

この機会に収入保険への加入を検討して
みませんか。ＮＯＳＡＩでは、いつでも
相談を受け付けています。

りますので、22.5万円を積み立てることで、90万

○付加保険料
個別相談は、本・支所で随時受け付けています。申請時期に
は地域での相談会も開催。

円の補償が受けられます（図２参照）。
収入保険では、保険方式からの支払いを受けると翌

図２:基準収入1,000万円の場合の積立金

年の保険料が上がってしまいます。支払機会の多い８

Q5

Q4

割から９割までを積立方式にすることで、保険料が上

積立金90万円

がらないよう措置されています。
国からの補助が大きく、１割を超える収入減少から

（1,000万円×10%×0.9）

支払いの対象になりますので、おすすめです。

果樹の改植は補償できますか。

事故の確認はどうするの。

改植により、保険期間中の収入金額が基準収

１割を超える収入減が見込まれる場合には、

入（過去５年の平均）よりも低くなると見込ま

ＮＯＳＡＩへご連絡ください。収量減少や価格

れる場合は、基準収入を下方修正します。この

低下、取引先、農業者のケガや病気など、個別

場合は補償の対象にはなりません。

に状況を確認しますので、普段から農作業日誌

農業者が
積み立てる
金額

22.5万円
（25%） 67.5万円（75%）

90万円
図１:収入保険のしくみ

販売収入が860万円まで
減ってしまったら…

等を付けて保存をお願いします。

お問い合わせ

中

所

0553-22-5056

南アルプス支所

055-282-0443

北

部

支

所

0551-23-1111

富

士

支

所

0554-45-6611

所

055-228-4711

本
7

央

支

積立金から36万円が
農業者へ支払われます！

NOSAIのホームページでも
シミュレーションやお問い合わせができます！

シミュレーション

国が
補助する
金額

保険期間の
36万円
収入

9万円
保険期間の
収入

27万円

翌年は、使用した
分だけ、積み立て
します。

お問い合わせ

6

︻加入対象︼
水稲と麦の作付面積が合計 ａ
以上の農家

全相殺方式

半相殺方式

９割︑８割︑
７割から選択

９割︑８割︑
７割から選択

８割︑７割︑
６割から選択

水稲いもち病一斉防除事
業の負担金単価を改定
令和４年度から次のとおり負担

ａ 当たり ２︐２００円

金単価を改定させていただきます︒
行

現

平成 年度の新組合設立時から︑

ａ 当たり ３︐５００円

改定後

１０

︻加入方式・補償割合︼

地域
インデックス方式

︻対象事故︼
全ての自然災害・鳥獣害・病虫
害・火災

全相殺方式の要件緩和
全相殺方式は︑農家ごとに基準
収穫量の９割までを補償し︑税申
告の書類や出荷伝票などを用いて︑
引受けから支払いまでを行う方式
です︒
令和４年産からは︑水稲共済の
み︑白色申告関係書類でも加入で
きるようになりました︒毎年︑税
申告の書類等を提出いただき︑全
ての収穫量が把握できることが加
入要件となります︒
加入にあたっては︑お近くのＮ

５月
日

日

ＯＳＡＩへご相談ください︒

ぶどう・かき
６月

加入申込期限
もも・すもも

畑作物共済
大豆共済に
加入しましょう

１０

農作物共済
水稲共済に
加入しましょう
近年多発している自然災害に備
えて︑水稲共済に加入しましょう︒
現在︑一体化帳票︵令和４年産
水稲共済加入申込書︶
の回収を行っ
ています︒地域で決められた期日
までに︑早めの提出をお願いしま
す︒
なお︑押印廃止に伴い︑サイン
か押印のどちらかで加入申し込み
ができるように︑様式の一部を変
更しています︒

︻加入申込期限︼
４ 月 日まで

果樹共済
加入申込受付中
令和５年産を補償する﹁半相殺
総合一般方式﹂の加入申し込みを
受け付けています︒
補償期間が長く︑全ての自然災
害や病虫害などを幅広く補償する
令和４年産大豆共済の加入申し

単価据え置きで頑張ってきました︒
組合員の皆さまには事業維持のた
め︑ご理解とご協力をお願いしま
す︒

水稲種子消毒への
助成を行います
水稲の種子消毒を行う水稲共済
加入者に対して薬剤や助成金の交

最終回

サツマイモは︑葉が広がるので
広さは必要ですが︑手がかからず
病虫害にも強いので初心者でも作
りやすい作物です︒植え付けのポ
イントをご紹介します︒

付を行っています︒集落単位で実
施した場合には薬剤費︵塩を含む︶
を助成金として交付します︒
実施した場合には︑申請書と領
収書の写しをお近くのＮＯＳＡＩ
へご提出ください︒

麦の被害申告はお早めに
加入耕地全体で２割以上︵全相
殺方式は１割以上︶︑一筆で５割
以上の減収が見込まれる場合は︑
すぐに連絡してください︒被害申
告が遅れて被害状況が確認できな
い場合には︑共済金をお支払いで
きないことがあります︒
収穫時期が近づいたら︑損害通
知書を配布します︒必要事項を記
入し︑必ず収穫前に共済部長︵損
害評価員︶さんへ提出してくださ
い︒

え方はいろいろありますが︑﹁船

穂﹂というつるが主流ですね︒植

間隔で定植します︒苗は︑﹁挿し

面倒な場合は伸びたつるをひっく

越えのつるは随時切ってみました︒

立て︑隣の畝に侵入しないよう柵

ものすごく伸びます︒６月に柵を

サツマイモは︑畝を立てて ㎝

底植え﹂がおすすめです︒サツマ

月頃︒まず葉とつるを

り返しておきましょう︒
収穫は

刈っておき︑イモを傷つけないよ
モがぐらぐらしたら︑引き抜きま

うに周りから掘り起こします︒イ
昨年は︑残念ながら挿し穂が売

明雄
遊び心を持って家庭菜
園作りを楽しみましょ
う︒

園芸研究家牛村

コップで丁寧に掘りましょう︒

すが︑うまく抜けない場合は︑ス
えにしました︒

そのまま垂直植

り切れていてポット苗だったので︑

からです︒

多く接しているほうが育ちやすい

てイモになりますので︑茎が土に

イモは茎の節から出る不定根が育っ

定植後は︑放っておいてＯＫ︒

サツマイモは船底植えがおすすめ

牛村先生の畑から︑
家庭菜園に役立つポイントをご紹介します︒

いもち病一斉防除の作業の様子

ＮＯＳＡＩ職員による薬剤の配布

4月27日定植
（南アルプス市）
6月30日
9月29日収穫

込みが始まります︒災害に備えて
加入しましょう︒
日から７月 日

︻加入申込期間︼
６月
︻加入対象︼
県内に在住で︑大豆を５㌃以上
栽培している農家
︻対象事故︼
全ての自然災害・鳥獣害・病虫

0554-45-6611

28

10

富士支所

ホクホク系やネットリ系、
品種はお好みで選びまし
ょう。写真は焼き芋定番
の「紅あずま」

20 20
0551-23-1111

10

害・火災

北部支所

30

10

﹁えだまめ﹂および﹁黒大豆﹂は加入
※
できません︒

055-282-0443

半相殺総合一般方式にぜひご加入
ください︒

青色申告を行っている方は︑収
入保険への加入をおすすめします︒
果樹共済から切り替えることもで
きますので︑検討中の方は一度果

南アルプス支所

8
9

樹共済へご加入いただき︑ＮＯＳ

0553-22-5056

水稲共済に加入
する場合は、サ
イン又は押印を
してください。
昨年ご加入いただい
た方にはあらかじめ
「加入する」に〇を
印字してあります。

←
船底植え

10
中央支所

30

ＡＩへご相談ください︒

お問い合わせ

一体化帳票に水稲共済の加入申込欄があります。必ず
確認してください。
昨年は梅雨時の降雨の影響により、果実の裂果が多数発生しま
した。また、ぶどうの晩腐病が発生し、大きな被害となりまし
た。

お し ら せ
お し ら せ

TALK NOSA

IT

ALK NOSA

AI

家畜診療日記

19

赤枠の文字を並び替えて
答えを見つけてください！

21

処置が必要なサインです︒この段

階で早期発見できれば︑乳量の減

少を最低限に抑えるだけでなく︑

牛はストレスなく快適に過ごせ︑

農業共済新聞を、２カ月無料でご自宅や職場
へ郵送します。お申込みはNOSAIまで。
ホームページでも受け付けています。

農家さんの手を煩わせることはあ

TEL 055-228-4711

家畜診療所

広報係

守屋 裕樹

NOSAI山梨

富士ヶ嶺連絡所

毎週水曜日発行
年間購読料5,520円

りません︒ぜひ一度︑牛の背中を

2カ月無料
お試し読みできます！

獣医師

長田忠明さん（甲府市）/園田貴美子さん（都留市）/武川勲さん（山梨市）/安達修治さん（大月市）/古屋二美さん（南アルプス市）/青木トシ子さん
（南アルプス市）/秋山邦彦さん（南アルプス市）/石川三和子さん（南アルプス市）/半田好子さん（北杜市）/坂本喜久子さん（北杜市）/仲田建彦さ
ん（北杜市）/小宮山千雪さん（甲斐市）/新海幸恵さん（甲斐市）/古家基さん（上野原市）/土橋明夫さん（中央市）/立川正人さん（市川三郷町）/
長田東さん（身延町）/望月明美さん（南部町）/瀧則夫さん（南部町）/古屋靖子さん（富士河口湖町）

読みキャン
ペー
めし
た
ン

（表2）ロコモーションスコアの見方と乳生産量の関係

眺めてみてください︒

①日本の首都。
②○○○するほど仲がいい。
③地下水をくみ上げます。
④差がないこと。五分五分。
⑤物を届けること。
⑦○○○○は泥棒のはじまり。
⑩ご飯を食べた後に使います。
⑭ホープ、メビウス、セブンスターといえば。
⑯自転車には２つ、自動車には４つあります。
⑲大人になっても子供の頃の○○影がある。

実際に撮影したスコア３以上にみられるアーチ
状の背線

富士ヶ嶺連絡所への異動となり一年
が経とうとしています︒富士ヶ嶺地区
の農家の皆様にも温かく迎えていただ
き︑感謝しております︒
最近︑ヨガ始めました︒

11

健康の要︑四肢の状態は背中が語る

ご応募お待ちしています！

冬号のクロスワードパズルの答えは「オオミソカ」でした。たくさんのご応募をありがとうございました。

う
当選おめでと
ございます！

今回紹介する﹁ロコモーション

プレゼントいたします。

①時刻がわかります。
④朝食は○○○派？パン派？
⑥かけっこ、玉入れ、綱引きなどをします。
⑧液体が気体にかわること。
⑨急ぎなので○○○○郵便で。
⑪○○川りみ、○○目雅子、○○木マリ。
⑫刺身の付け合わせ。
⑬鼻○○、○○声、絵描き○○。
⑮イソップ童話「〇〇風と太陽」
。
⑰夢を食べるといわれています。
⑱火山で採れる鉱物。元素記号「Ｓ」
。
⑳野良○○、三毛○○、招き○○。
㉑ご飯をよそうのに使います。

はこう

20

抽選で２0名様にクオカード千円分を

16
18

スコア﹂︵表１︶は︑牛の背中の

17

牛は︑四肢に異常があり︑跛行

15

状態から︑跛行を早期発見するた

14

状態 ︵ 正 常 な 歩 行 が で き な い ︶ に

13

なる と ︑ 起 立 時 間 及 び 採 食 量 ・ 乳

12

場合であり︑著しく乳量が減少し

正解した方の中から

ています︒病変が重度となると治

10

癒までに時間を要するだけでなく︑

9

難治の場合もあります︒

8

ジンプロ社作成資料

跛行スコア３のように常に背を

21
20

7

5

タテのカギ

30

6

ヨコのカギ

４

4

3

11

●締め切り
令和 年 月 日︵当日消印有効︶
●応募先
〒４００ ０-０３４
山梨県甲府市宝１丁目
ＮＯＳＡＩ山梨広報係

hon@nosai-yamanashi.or.jp

４

2

曲げている牛は︑削蹄や何らかの

はがき又はメールに①クロスワード

答え②氏名③郵便番号④住所⑤年齢⑥

性別⑦電話番号⑧ＮＯＳＡＩや広報紙

へのご意見・ご感想・ご要望などをご

記入のうえ︑ご応募ください︒

1

36
めに開発されたものです︒スコア

（表1）乳牛のロコモーションスコア

最大

今後も益々、果樹栽培に役立つ情報を沢山掲載
してほしい。
（笛吹市 50代男性）

生産量の減少︵表２参照

私の所にもビニールハウスが２棟有り、雪には
神経を使います。補強はしていますがパターンが
私の所と違い参考になりました。異常気象で雪の
降り方がだいぶ違ってきているので参考にします。
（道志村 70代男性）

﹁足が痛そう﹂という診療依頼

冬号は身近な家族のあたたかい思いが伝わる内
容でした。みんなの笑顔が素敵でした。
（甲府市 80代女性）

の時は多くが跛行スコア４以上の

おうち野菜とのコラボ企画のミニカボチャのグ
ラタンがとても美味しそうで作ってみました。と
ても美味しく、家族にも大好評でした。いつも楽
しみにしています。
（韮崎市 20代男性）

は５段階に分かれており︑それぞ

おうち野菜のポイントを参考に家庭菜園で野菜
を楽しく育てています。
（富士吉田市 70代男性）

れ起立時︑歩行時の背中の曲がり

表紙の笑顔アルバムは、毎回楽しく見ています。
写真をみたり、記事を読んでいると、こちらも自
然に笑顔になります。ありがとうございます。
（身延町 70代男性）

農業とはいえ、家畜とは無縁ですから牛・豚・
鶏などの記事や「家畜診療日記」は興味深く読ま
せて頂いています。
（中央市 60代男性）

％ 減︶が生じるといわれます︒繁

S

具合で判断します︒

NO

殖面 で も 発 情 兆 候 を 示 す 時 間 が 正

LK

常牛 と 比 べ 短 い と い う 報 告 も あ り

TA

ます ︒ こ の よ う に 四 肢 と 健 康 は 密

vol.23

接な 関 係 が あ り ま す ︒

A L K N O S AI

クイズの答えと一緒に寄せられた
ご意見・ご感想の一部をご紹介します。

IT

ＮＯＳＡＩトーク

10

他の野菜でもアレンジ可能！フライパンでできる！

旬をおいしく！
農菜レシピ

ほうれん草のちぎりパン
＊作り方＊
①ほうれん草をやわらかめに塩ゆでして固くしぼ
り、細かく刻んでキッチンペーパーで水気を取る。
②ボウルにＡを入れざっくり混ぜ合わせる。ほうれ
ん草も加えてさらに混ぜる。
③②にバターを加えてこねる（約 15 分）。ひとま
とめにして 10 回くらい叩く。
バターはレンジで少し温め、柔らかくしておく。
うすく伸 ばしても破 れなくなるくらいまでこねる。

④ラップをして室温で 60 分寝かせる（一次発酵）。
指を 刺して、出 来た 穴 がそのままキープ するくらい 。

⑤軽くパンチしてガスを抜き、６等分にして丸め、
ぬれ布巾をかけて 10 分休ませる。
⑥再びガス抜きをし、丸め直してから、フライパン
にオーブンシートを敷きふたをして 20 分おく（二
次発酵）。
⑦ふたをして弱火で 15 分焼き、裏返して 15 分焼く。

＊材料＊（２人分）
ほうれん草･･･100ｇ
（2 把くらい。ゆでた後の分量
は 40〜50ｇが目安）
A 強力粉･･･200ｇ
砂糖･･･15ｇ
塩･･･3ｇ
ドライイースト･･･3ｇ
ぬるま湯･･･130 ㏄
無塩バター･･･10ｇ

いちのせ

一之瀬
︶ まゆみさん︵

よしゆき

︶

︶

︶ 芳幸くん︵

アルバム

よしたか

芳貴さん︵

のどかちゃん︵

︶

7

冬号

37

ha

令和 4 年4 月発行

山梨県農業共済組合

URL
https://www.nosai-yamanashi.or.jp
E-mail hon@nosai-yamanashi.or.jp

本所

66

39

10

ちゆり

65

70

︶ 千百合さん︵

［発行］

‼

よしき

Q
&
A

子どももお年寄りも男性も、 向山美和子の料理教室
みんなが集える教室
向山美和子先生

芳樹さん︵

7

オーブンで 焼く場 合 は 1 8 0 度で 1 6 分！

中央市玉穂地区で﹁マルヨ
シ園芸﹂を営む一之瀬さんご
一家︒ハウストマトなど野菜
ａ ︑水稲１ を栽培し︑スー
パーや産直サイトでも販売し
ています︒﹁家族総出で仲良
く作業します︒孫もよく手伝っ
てくれるのよ﹂と千百合さん︒
芳樹さんから経営を継いだ
芳貴さんは﹁お客さんに﹃お
いしい！﹄と思ってもらえる
よう意識して作っています﹂
と話します︒まゆみさんは山
梨農業女子メンバー︒
のどかちゃんはバレーボー
ル︑ 芳 幸 く ん は野球の練習を頑張っています︒好きなアニメは
﹁ハイキュー ﹂です︒芳貴さんとまゆみさんは﹁挨拶ができる
子に育ってほしい﹂と話してくれました︒

6

編 集 後 記

8

では︑よくあるご質問に︑
〜 ページの収入保険
分かりやすくお答えしています︒個別相談もいつでも行って
おりますので︑お気軽にご連絡ください︒
また︑大人気連載の﹁おうち野菜﹂が今号で最終回となり
ます︒最後のテーマはサツマイモです︒ぜひご覧ください︒

︿予告﹀広報紙﹁ＮＯＳＡＩ﹂２０２２夏号
︵令和 年 月発行予定︶

4

中 にあんこ
を 入 れても
美 味しい！
あんこは ⑥
で生地に入
れます。

〒400-0034 山梨県甲府市宝１丁目 21-20
TEL 055-228-4711 FAX 055-228-4715

中央支所

〒405-0005
山梨市小原東 1333-1
TEL 0553-22-5056

北部支所

〒407-0001
韮崎市藤井町駒井 3206-1
TEL 0551-23-1111

南アルプス支所

〒400-0306
南アルプス市小笠原 1339-1
TEL 055-282-0443

富士支所

〒402-0056
都留市つる５丁目 2-21
TEL 0554-45-6611

