農業について理解を深めてもらうため、山居倉庫や

体験をしました。
また、庄内の自然と触れ合ってもらお

自分なりの農業を追求
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数が１㎡当たり約５５０本
だったので︑収量が期待で
きるかなと思っています︒
組合長 そうですね！順調の
ようで何よりです︒安心し
ました︒
今後の展望
組合長 今後︑面積の拡大や
新しい品目への挑戦を考え
ていますか？
飯塚 来年からコシヒカリの
栽培を考えています︒肥料
高騰の問題もあるので基肥
窒 素 を ０ ㎏ ま た は ︑ a当
たり１㎏だけ施用して︑穂
肥１㎏で倒さずに米を作れ
ないかなと思いまして︒
組合長 作り方が難しいかも
しれませんが︑来年が楽し
みですね！
飯塚 はい︒これから︑担い
手の受け皿として米を作れ
るようにしていきたいと考
えています︒また︑面積を
拡大するとなればもう１台︑
乾燥機を導入する必要があ
ります︒新しい作業施設も
必要となり︑それを自分の

2
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3

はありますか？
飯塚 昨年からの肥料高騰に
苦しんでいます︒米価も下
がった今︑どうしたら収益
を上げられるか頭を悩ませ
ています︒堆肥でカバーし
てみたり︑施肥量を減らし
コントロールできるように
してみたりといろいろやっ
てみてはいますが⁝︒
組合長 ＪＡでも来年の春肥
価格については︑肥料の種
類を絞り︑早期に仕入れし︑
１円でも安く皆さんに提供
できるよう進めています︒
また︑ＪＡの任意積立金に
充てられた資金があります
ので︑公認会計士とも相談
しながら今後の活用につい
て早急に検討いたします︒
飯塚 よろしくお願いします︒
組合長 今年の水稲の生育は
順調ですか？
飯塚 ６月上旬の低温で遅れ
たかと思いましたが︑それ
以降の高温や日照で例年よ
り少し早い出穂で落ち着き
ました︒﹁はえぬき﹂︑
﹁雪若丸﹂に関しては︑茎

15
16

組合長 お父さんと同じく農
業そして青年部の委員長と
して活躍されていますね︒
飯塚 ありがとうございます︒
私も就農して 年ほど経ち
ます︒現在は家族で農業に
取り組んでいます︒
組合長 家族内で作業分担は
どのようにしていますか？
飯塚 私は米︑大豆︑ネギを
管理しています︒それ以外
のシャインマスカットや小
菊などは父の方で栽培して
います︒
組合長 米の栽培品種が多い
ようですが大変ではないで
すか？
飯塚 逆に品種が少ないと飽
きてしまいます︵笑︶品種
が多い分︑自分なりに圃場
の条件に合わせて肥料を変
えたりして栽培しています︒
組合長 全ての圃場から同
じような収量を上げるた
めに日々研さんされてい
るのですね︒素晴らしい
です︒苦労していること

14

本楯

童と一緒に楽しみました。

10

より良い農業を
模索する若手農家

り、餅つき体験、バーベキューなどを企画し、地元の児

ため︑収量の向上につなが
とってもらえると我々も安
るのではと思っています︒
心して農業を続けていけま
作業自体が専門的になるの
す︒よろしくお願いします︒
で︑農機の職員や営農指導
組合長 皆さんの意見を反映
員が操作方法を把握してい
できるよう努力いたします︒
るとなお良いのかなと︒
今後ともよろしくお願いし
組合長 導入したことで皆
ます！
さんが管理できる面積も
増えるかもしれません
・JAは組合員の﹁アクティブ・
ね！検討したいと思いま
メンバーシップ﹂
の確立を目指
しています︒
す︒貴重なご意見ありが
※アクティブ・メンバーシップとは︑組合員
とうございます︒
が積極的に組合の事業や活動に参加すること
です︒
JAは組合員の
﹁声﹂
を聴き︑組合員に評
飯塚 近年︑農業経営は不安
価され愛される事業や活動を展開します︒
定な状況が続いているので︑
・JAは自己改革の着実な実践と情
ＪＡからリーダーシップを
報発信を行っていきます︒

13

取材日／8月1日
撮影地／小菊調整場にて

うと田んぼで泥んこバレー、海水浴場でのスイカ割

昭和61年生まれ。経営面
積約23ha。栽培作物はつや
姫6.3ha、はえぬき5.9ha、雪
若丸1.5ha。大豆（里のほほえ
み）4.2ha。飼料用米（ふくひ
びき）3 .9 h a 。酒 米（出羽の
里 ）0 . 5 h a 、（ 出 羽 燦 々 ）
0.4ha。軟白ネギ0.1haを栽
培。農事組合法人「ビーンズ
本楯」に所属し、
ＪＡ青年部の
委員長も務める。
11
12

組合長
が聴く！

学し、無人ヘリコプターのリモコン操作や米俵を担ぐ

JA自己改革

場の声を
現

庄内米歴史資料館、カントリーエレベーターなどを見

所属している法人︵ビーン
ズ本楯︶で一本化していく
のか︑それとも枝番方式で
個別に管理するのかという
のも検討しなければいけな
いと思います︒
組合長 法人・地域の方々と
時間をかけて方向性を決め
なければいけませんね︒
飯塚 はい︒地域の農家の高
齢化を考慮しながら規模拡
大を考えていきたいです︒

かじりツアー２０２２」が７月２９〜３１日にかけて

活していただきたいです︒
平にするレーザーレベラー
私はすでに導入しているの
の導入です︒今後は一農家
ですが︑青年部の若手から
の抱える農地が大きくなり
﹁フレコンへの助成はない
ます︒その中で少しでも労
のかな﹂と聞かれることが
力を減らし︑収量を安定さ
多いです︒リフトや計量機︑
せるためＪＡでレーザーレ
ホッパーなども含めると２
ベラーを取得し︑生産者に
００万円を超えてくるので
貸し出すということは難し
補助していただけると大変
いでしょうか？
組合長 今︑ＪＡでレー
ありがたいです︒
ザーレベラーは所有してい
組合長 復活して欲しいとい
ませんね︒
う声が多く上がっているの
飯塚 自分で整地するより
であれば改めて検討したい
精度が高く水頭から水尻の
と思います︒
角度をつけることができる
飯塚 もう一つは︑圃場を均

れた小学校の児童と保護者の４人が参加しました。

ＪＡへの要望

当ＪＡ青年部主催の食農交流イベント
「田舎まる

フレコンの助成金を復

３年ぶりに開催！
！
「田舎まるかじりツアー２０２２」

飯塚 卓矢さん
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飯塚

開催されました。ツアーには６月の「上京運動」で訪

飯塚 卓矢さん
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