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良質米麦の出荷目標 

●一等米　100％ 

●整粒歩合80％以上確保 

●精米蛋白質含有率6.5％以下 

●仕上がり水分14.5～15.0％ 

●入れ目1％以上確保 

●全量種子更新 

●一等麦　100％ 

●低アミロ麦皆無 

●DON暫定基準値1.1ppm 

　以下でできるだけ低いこと 

●赤かび粒混入限度　0.0％ 

●異臭麦皆無 

●十分な入れ目の確保 

●全量種子更新 
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麦　　作 

１ 平成１９年産秋播小麦雪腐病
の発生状況
平成１９年産秋播小麦雪腐病支庁別発生状況

を図１と図２に示した。発生量は全道的に少

なく、被害に至った圃場は少なかった。

病原菌種別では、石狩・空知・後志・上川

支庁管内では雪腐褐色小粒菌核病、胆振・十

勝支庁管内では雪腐黒色小粒菌核病、留萌支

庁管内では褐色雪腐病、網走支庁では紅色雪

腐病の発生割合が高かった。なお、十勝支庁

管内では雪腐病による被害は少なかったが、

凍結による窒息枯死の被害が目立った。

２ 雪腐病防除の基本
小麦栽培において、雪腐病対策は良質小麦

の安定確収に不可欠であるが、農薬に頼る前

に、以下の耕種的な対策を励行して頂きたい。

�連作をしない。�圃場の透排水性を改善す
る。�適期播種を守る。�融雪促進を行う。
特に、�の「連作をしない」ことは農作物
栽培に当たっての基本である。小麦の雪腐病

についても、連作すると土壌中の菌核密度が

高まり、結果的に被害を助長して収量は低下

する。輪作年限を短縮した場合の畑作物収量

への影響を調査した結果（表１）では、小麦

では２年以下の輪作では減収程度が大きく、

４年輪作に比較すると子実重は２５％（最大

雪腐病防除で良質小麦の安定確収を

北海道立中央農業試験場 技術普及部 主任普及指導員 池 田 信

雪腐病は赤かび病と同じように薬剤による防除が必須な病害である。北海道の冬は厳しく、小

麦は雪の下で各種の雪腐病に侵される。根雪始めが早まったり、根雪期間が長くなったときはそ

の被害は大きくなる。したがって、小麦の安定生産には欠かせない作業である。本年もその時期

が迫ってきた。適切な対応をお願いしたい。ここでは、雪腐病の種類と主な防除対策について説

明する。

図１ 平成１９年産秋播小麦の雪腐病支庁別発生状況
注）グラフ右側の数値は、雪腐病防除実施面積割合を示す。

北海道 米 麦 改 良第３９号 1２００７．１０
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５５％）減収し、これは雪腐病の多発によるこ

とが報告されている（平成７年指導参考事項）。

３ 薬剤による予防的対策
�雪腐病の種類により、薬剤の効果が異な
るので、自分の圃場で常発的に発生する雪腐

病の種類を把握し、それに応じた効果的な薬

剤を選択する。雪腐病の見分け方のポイント

は表２に示すので参考にされたい。

多くの剤は複数の雪腐病を同時に防除が可

能である（防除ガイドや農業改良普及セン

ターの情報を参照）。

�薬剤を選択したら最も効果的な時期に散
布する。散布適期はすべての雪腐病で根雪直

前である。根雪直前の判断は難しいが、長期

積雪初日の平年値および極値（最早）やその

年の気象予報を参考に判断する（図３～６）。

薬剤散布後から根雪までの期間が長かった

り、多量の降雨があった時は、使用基準の範

囲内で再散布を行う。

�紅色雪腐病で播種子消毒も重要な予防的
対策である。

�融雪期間が長いほど被害が大きくなるの
で、融雪促進はすべての雪腐病防除の基本と

なる。

道央、道北などで発生の多い褐色雪腐病は

排水促進を徹底する。

表１ 小麦連作区の収量反応の特徴

区 分 減収率（％） 経 年 的 な 特 徴

子実重 ２５（５５） 連作２年目から低下（雪腐病の多発時激減）

百粒重 ５（１４） 連作４年目から低下

１）４年輪作区（てんさい→ばれいしょ→菜豆→小麦）との比較
２）数値は平均値、（ ）内は最大値。

図２ 小麦雪腐病の菌種別発生割合（平成１９年４月）
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紅色雪腐病 

雪腐黒色小粒菌核病 

雪腐大粒菌核病 

スッポヌケ病 

雪腐褐色小粒菌核病 

褐色雪腐病 

表２ 秋播小麦雪腐病の種類

区 分 種 類 特 徴 主な対策

全道的に発生 紅色雪腐病 枯れた茎葉が鮭肉色になる 種子消毒

薬剤散布

融雪促進

雪腐黒色 灰白色の枯死葉上に球形の黒い粒 薬剤散布

小粒菌核病 融雪促進

道東～道東北部
で発生

雪腐大粒菌核病 枯死葉上に黒いネズミの糞状の粒 薬剤散布

融雪促進

スッポヌケ病 中心部が褐色に枯れ、容易に抜ける 薬剤散布

品種選択

道央・道北など
多雪地帯で発生

雪腐褐色 枯死葉上に赤褐色のいびつな粒 薬剤散布

小粒菌核病 融雪促進

排水促進

褐色雪腐病 茎葉が褐色に枯死 融雪促進

薬剤散布

北海道 米 麦 改 良第３９号 3２００７．１０



図４ 十勝農試（芽室町）における過去

１７年間の根雪始め日
図３ 中央農試（長沼町）における過去

１７年間の根雪始め日

図５ 北見農試（訓子府町）における過

去１７年間の根雪始め日
図６ 上川農試（比布町）における過去

１７年間の根雪始め日
注１）平成２～５年は旭川市永山での観測値

平成６年以降は比布町での観測値
注２）平成６年は欠測

北海道 米 麦 改 良 第３９号4 ２００７．１０



麦　　作 

１．初冬播き栽培の失敗事例
�土壌凍結
土壌凍結地帯では、越冬が不安定である。

凍結が深く入るため、地温が０℃以下となり

生育が進まない。また凍上により不出芽や枯

死が多発する。

�越冬前の出芽
播種が早すぎると越冬前に出芽してしまい、

逆に積雪下で枯死することが多い（写真１）。

�土壌練り返しや排水不良による生育不良枯死
播種時に土壌を練り返すと、根の伸張が抑

制され、生育不良となりやすい（写真２）。

また、越冬直後の植物体は弱いため、融雪水

の滞水は枯死の要因となる。

�雑草の繁茂
播種時に除草剤の土壌処理ができない。特

に、スズメノカタビラ等のイネ科雑草は、駆

除が不可能である。

�不向きな土壌条件
軽すぎる土は、越冬後の乾燥による枯死や

霜柱による断根が多く、越冬個体数が確保で

きない。また、土壌によっては越冬後の生育

が極端に劣る場合がある。現地や場内試験で

の事例をみると、ローム質の火山性土や、一

部の台地土（赤色土）などで越冬後の生育が

劣る。土壌の低 pHも禁物である。

これらのことから、初冬播きの適地と考え

られるのは、土壌凍結が入らない石狩・空知

・上川の石狩川流域の沖積土や改良泥炭土を

中心とした地帯で、排水対策を十分に施して

あり、雑草の少ない畑が望ましい。

春播小麦の初冬播き栽培技術の要点

中央農業試験場作物研究部畑作科 神 野 裕 信

春播小麦は、国産小麦の中でパン用小麦として最高の品質であり需要が高い。また、近年は地

産地消品目としても注目されている。この春播小麦を積極的に作付けする栽培法として、播種を

根雪の直前に行う「初冬播き栽培」が道央地域を中心に普及している。その作付面積は平成１９年

産には１９００�超まで拡大した。初冬播き栽培は、春播き栽培に比べて１週間程度熟期が前進し、
穂発芽や赤かび病などの雨害が回避できることが多い。また、熟達した農家では単収６００�レベ
ルが実現されている。しかし、失敗する例も多くみられるので、次に掲げる事項を守り、万全の

体制で臨んでほしい。

写真１ 根雪前に出芽した春播小麦は多

くの場合積雪下で枯死する
（２００５年中央農試、左は１０月１５日播種、右は適期
の１１月１１日播種）

写真２ 耕起時に土壌を練り返してしま

い、出芽不良となった圃場

北海道 米 麦 改 良第３９号 5２００７．１０



２．栽培法の要点
� 圃場の準備
土壌水分が高くても播種できる畑にするた

めに、暗渠やサブソイラの施工による排水改

良や、前作の収穫後の圃場管理に留意する。

雑草の駆除も前作までに行う。耕起はロータ

リー耕より、チゼルプラウやスプリングハ

ローによる粗い砕土が望ましい。特に、散播

する場合は、土塊の隙間に入る種子の越冬に

頼るため、細かい整地は禁物である。これら

は、なるべく土壌水分の少ない時期を見計ら

い、浅く練り返さないように行う。

� 播種期
春播小麦は耐雪性が弱いため、根雪前に出

芽すると、多くの場合積雪下で枯死してしま

う（図１）。このため、根雪前に出芽しない

時期が播種適期となる。過去の気象データか

らみて、平年の根雪始から２０～２５日前以降で

あれば、出芽に必要な温度（約１１５℃）に達す

ることはほとんどなく、この時期が播種早限

と設定できる。すなわち、上川地域では１１月

１日、北・中空知では１１月６日、南空知・石

狩では１１月１１日以降に播種を行う。この時期

以前の播種では、播種期が早いほど根雪前に

出芽する可能性が高く、越冬が不安定となる。

	 播種法
播種法は、大きく分けてドリル播き（条播）

と散播がある（表１）。安定的な越冬個体の確

保には、均一に覆土を行うドリル播種が有利

であるが、土壌水分が高い圃場など施行困難

な場合も多い。散播は播種作業が迅速・容易

であるが、覆土が不十分な場合、越冬が不安

定となりやすい。ただし、覆土のために無理

に土壌を練り返してしまえば、かえって越冬

個体数を大幅に減少させるので、散播後に覆

土を行う場合は、練り返しにならないよう土

壌水分が少ない場合のみとし、ごく軽く行う。

表１ 初冬播き栽培における播種方法の比較

播種法 播種量の目安 長 所 短 所 耕 起 作 業 の 例

ドリル １６～２０�／１０a

・覆土が可能

・播種ムラが少

ない

・土壌条件が悪いと困難、

徹底した排水対策が不

可欠

・作業時間が長い

プラウ耕→ロータリー耕（粗く）

またはスプリングハロー耕（条件

のよい時に土壌を練らないよう

に）→ドリル播種

散播 ２０～２５�／１０a
・作業が迅速・

容易

・播種ムラが生じやすい

・覆土ができないと越冬不

安定で倒伏しやすい

・播種量を多く要する

プラウ耕→チゼル耕またはスプリ

ングハロー耕（ごく粗く）→ブロー

ドキャスタ等で散播（→条件がよ

ければスプリングハローなどで軽

く攪拌、覆土とする）

越冬前に出芽し０．５葉以上となった場合
は、越冬率が著しく劣る。

図１ 越冬前葉数と越冬個体率の関係

（品種「ハルユタカ」）

北海道 米 麦 改 良 第３９号6 ２００７．１０




 播種量
越冬後の個体数が�あたり１００個体以下に
なると減収程度が大きくなり、１５０個体以上

で収量が安定する（図２）。しかし、越冬個

体数が少ないと穂揃いが劣る傾向にあるので、

２００～２５０個体程度の越冬数を目標として播種

量を設定する。

播種粒数に対する越冬個体率は、ドリル播

種では５０～７０％程度で、散播では播種条件が

良好でも３０％程度まで低下する場合がある。

このため、安全を見越した播種量は、ドリル

播種では１０アール当たり１６～２０�程度（�当
たり約４００粒）、散播では同２０～２５�程度とな
る。越冬個体率は土壌条件によって変動する

ので、数年様子を見ながら地域の条件に合わ

せて種量の増減を図るとよい。なお、積雪下

では紅色雪腐病が発生するので、種子消毒は

秋播小麦に準じ、イミノクタジン酢酸塩を使

用する。

� 施 肥
基肥窒素は不要である。リン酸とカリは基

肥または融雪直後に標準量を施用する。初冬

播き栽培は、春播き栽培よりもタンパクが低

くなるため、融雪後の窒素施肥は融雪直後と

生育後期の分施体系を基本とする。融雪直後

の施肥は、生育量確保のため、圃場に入れる

状態になったらなるべく速やかに施用する。

基本的な施肥体系は品種によって異なる（表

２）。

「ハルユタカ」：春播きの標準量を融雪後

に施用し、これに加えて止葉期に窒素成分で

１０アール当たり６�以下の追肥を行うことで、
多収と高タンパク化が期待できる。ただし、

過剰な追肥は遅れ穂の多発や、成熟期の遅れ

など逆効果となるので、適量を守る。

「春よ恋」：稈質がやや弱く、春播きより

も少ない窒素吸収量で倒伏する場合がある。

このため融雪後の施肥は春播きの標準量より

もやや減じる必要がある。また窒素追肥は、

倒伏への影響が少ない出穂期硫安追肥または

開花期以降の尿素２％溶液散布にて実施し、

子実の充実と高タンパク化を図る。なお、尿

素２％溶液の葉面散布で葉の一部が焼ける場

合があるが、減収はない。

越冬個体１５０／以上で、子実収量が安定する。

図２ 越冬個体数と子実重との関係
（中央農試・上川農試、１９９６）

子実重対比：該当年の最高収量を１００とした時の相対値。凡例の括弧内の数値が最高収量（�／１０a）

北海道 米 麦 改 良第３９号 7２００７．１０



� その他の管理
越冬後の生育は、従来の春播き栽培よりも

一週間程度早まるので、除草剤や殺菌剤等の

散布時期を逸しないよう留意する。なお、赤

かび病の防除は、春播き栽培と同様に、開花

始期から３回（「ハルユタカ」は４回）が基

本である。また、収穫時期も早まるので、コ

ンバインの運行や乾燥機の受け入れ体制をよ

く打ち合わせておくことが重要である。

表２ 春播小麦品種の初冬播き栽培における特徴と基本的な窒素施肥法

品 種 初冬播き栽培での特徴 融雪直後の窒素施肥２＊ 窒 素 追 肥２＊

ハルユタカ
・短稈で倒伏しにくい

・多肥栽培で多収

春播き標準量

（沖積土で９～１０�N／１０a）

止葉期に６�N／１０aを上限

として施用

春よ恋＊１

・やや倒伏しやすい

・軽い土壌凍結で越冬

不良

（石狩・空知の南部

では危険）

春播き標準量より３�N／１０程度

減（沖積土で６～７�N／１０a）

＊泥炭土では春播き栽培の標準量

（３�N／１０a）とし、追肥は実

施しない

開花期以降面散布（尿素２％

溶液１００L／１０aを１週間おき

に３回、計３�N／１０a）ま

たは、出穂期に３�N／１０a

程度を施用

＊１）「春よ恋」の施肥体系は石狩、空知の泥炭および沖積土の試験結果から設定した。
＊２）施肥量は前作や地力に応じて２～３�N／１０a増減する。
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稲　　作 

平成１９年８月２９日 「株式会社きむら食品」（新潟県燕市）

上川農業試験場 研究部 水稲科 研究職員 粕 谷 雅 志

１．はじめに
きむら食品は、昭和２２年に白玉粉の製造販

売を行い、３３年に餅の製造を始め、５１年に殺

菌切り餅の製造を開始した。その後、５９年に

いなり寿司用味付け油揚げ、６３年に冷凍米飯

の製造販売をするなど、包装餅以外にも多く

の製品を生産している。きむら食品で使用す

るもち米量の上位３位に、毎年北海道もち米

が入っており、JAオロロンをはじめ道内５

農協と取引をしている。

２．製造工場視察
社長の挨拶、企業案内のビデオを見た後、

工場内を見学した。包装餅の製造は、糯玄米

を色彩選別機や金属検出器で選別し、精米、

洗米、浸漬を２時間し、１００℃以上で３０分蒸

し、臼つきをする。餅は１時間に２２００�つく
ことができる。その後、成形し、５℃で４８時

間冷蔵した後、切断、包装する工程で生産さ

れる。今回見学した箇所は餅を切断し包装す

る場所だった。工場内はクリーンルームで衛

生面にとても気をつけていることがわかった。

３．意見交換
工場見学の後は、生産部生産管理課主任の

加藤氏、課長の田村氏と北海道の糯について

意見交換した。

まず、包装餅業界について話をした。包装

平成１９年度 水稲生産流通調査

硬化性の高いもち品種「上育糯４５１号」の誕生により、もち米の新たな販売拡大が期待されま

す。新品種の本格栽培は来年以降となりますが、今後の北海道もち米生産の参考とするため、米

菓製造メーカー、こがねもち生産団地等を調査するため、米菓業者の集中する新潟を選定して調

査を行いました。

今回は日程の関係で１泊２日の行程となったため、調査先が限定されてしまいましたが、米菓

製造業者２社で「もち加工」について、生産地では、生産・加工・販売を手がけている生産法人

を、食品研究センターでは、もちも含めた米の加工研究について調査しました。

「株式会社きむら食品」（新潟県燕市）では、特別栽培米を原料にした加工に取り組み、北海道

産もち米を多量に扱っていただいています。

「佐藤食品工業」では、もち加工の主工場の新発田工場を調査しました。

いずれも、「上育糯４５１号」についてもち加工試験を行っており、意見交換を行いました。

「佐々木耕起組合」では、「こがねもち」「わたぼうし」の生産現場を見せていただき生産・加

工・販売について意見交換しました。

「新潟県農業総合研究所 食品研究センター」では、５時を大幅に過ぎるほど熱心に説明を受

けました。

新潟県の米の作柄は、ほぼ平年並みということでした。コシヒカリの倒伏も見られず順調な出

来秋を迎えそうに思えました。

参加者各位から、調査した結果についてご紹介致します。
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餅の市場規模は４５０億円といわれており、そ

の７５％を大手４社で占めている。その４社は

全て新潟県の企業である。それは現在使用さ

れている餅の加熱殺菌方法をきむら食品の社

長が開発し、特許をとり、それを新潟県に公

開したおかげで、全国の切り餅生産の７５％が

新潟県に集中しているとのことだった。

包装餅の主流は切り餅や丸餅をひとつずつ

個包装した「一切れパック」であり、最近は

餅の表面に切込みを入れ焼き上がりやすくし

た「スリット加工」の製品が拡がってきてい

る。また、餅製品はどんどん薄く加工されて

おり、一般の切り餅から薄切り餅、しゃぶしゃ

ぶ餅と変化してきている。近年、餅の消費量

は微減傾向にあり、ほぼ決まった消費量を各

社がシェア争いをしている。餅製品は原料が

もち米と水であり、形態にも大きな違いがな

いことから、他社との差別化がしづらく、最

終的に安値競争になっている。

そこで、きむら食品では１２年前から原料米

の特別栽培米（農薬、化学肥料を慣行栽培の

半分の量で栽培したもの）化に取り組んでい

る。今までは、一部の高価格製品に限定して

いたが、一般価格の製品も特別栽培米で生産

していく予定である。本年度から道内の５農

協にて特別栽培米の作付けが始まっている。

次に北海道もち米の評価について意見交換

をした。今までの評価は、長所としてうるち

米等の異種雑穀混入がほとんどないことが挙

げられた。府県産のもち米より明らかに少な

く、もち米生産の団地化、もち米専用機械に

よる収穫、乾燥、調製に積極的に取り組んで

きた結果であると言われた。また、１等米比

率が高く、府県産米と比較しても特に高く、

品質的に安定していることも挙げられた。

欠点としては、「ヒメノモチ」、「わたぼう

し」等の府県品種と比較して舌触りの悪さ

（ざらつき）が目立ち、食味評価が若干劣る

ことが挙げられた。硬化性が悪いことも挙げ

られた。餅の加工においては、硬化性が悪い

と餅を固める時間がかかり、作業効率が悪く

なるためである。また、冷害のあった平成１５

年には昨年までのような安定した量が供給さ

れなかったことから、長期間における安定さ

に心配が残ることも指摘された。

続いて、昨年品種になった「上育糯４５１号」

について意見交換をした。「上育糯４５１号」は

とても良い評価をいただいた。具体的には、

「はくちょうもち」よりざらつきが少なく、

なめらかな餅ができ食味評価が高かった。硬

化性については、「はくちょうもち」より速

く、「ヒメノモチ」とほぼ同じと評価された。

また、餅の色は「はくちょうもち」より白く、

良いということだった。きむら食品としては

今まで北海道もち米の欠点とされていた、舌

触りの悪さ・硬化性の両面が改善されて高く

評価しているとのことだった。特別栽培米で

の「上育糯４５１号」の取引が可能となれば、

北海道もち米の取引量の拡大につながる可能

性が高いことが話された。

また、北海道もち米のみの製品化について

は、不作年を考えると１品種での製品は年間

を通しての品質の安定が難しいため実現しに

くいとのことだった。その中「こがねもち」

はきむら食品で１品種で製品が作られている

が、同社においてのもち米使用量は「こがね

もち」より北海道もち米のほうが多く、「こ

がねもち」が餅の大半に使用されていないこ

とがわかった。確かに、「こがねもち」は品

質が良く、食味も高いが生産量が少なく、価

格も高いことから使用量は限られるというこ

とだった。

個人的な意見だが、これからの北海道もち

米の目指す方向性として「こがねもち」のよ

うな高品質・高食味・高硬化性の高級品を目

指すことも必要だが、最高品ではなくてもあ

る程度品質で量が確保しやすく価格も高すぎ

なく、企業に１番多く使用してもらえるもの

を目指すことも大切であると感じた。

また、きむら食品は今後、原料米をすべて

特別栽培米に切り替えていくため道内のもち

団地でも特別栽培米の生産が多くなると想定
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される。「上育糯４５１号」の特別栽培米の試験

はまだされておらず、今後検討が必要だろう

と思われた。

平成１９年８月３０日 佐藤食品工業株式会社新発田工場（新潟県新発田市）

上川農業試験場 研究部 水稲科 研究職員 木 下 雅 文

１．はじめに
�佐藤食品工業は包装もち、包装米飯製造
販売の業界最大手で、昭和２５年創業、昭和３６

年に設立された。新発田工場は第一工場（鏡

餅、低タンパク米飯製造）が昭和５４年、第二

工場（切り餅製造）は昭和５７年完成。工場の

社員数は４６名、臨時社員約１００名、季節およ

びパート社員約２００名。製造のピークは９－

１２月。特に１１－１２月はフル稼働となる。切り

餅の日産は最大４０t。

２．切り餅製造工程について
スリット入り切り餅（パリッとスリット）

の製造工程は、以下の通りである。

精米→洗米→浸漬→蒸し→半練り→杵搗き→

圧延→冷却→冷蔵固化→枠抜き→上下スリッ

ト裁断→横スリット→個包装→外装包装→箱

詰め→出荷

このうち、杵搗きから冷却、個包装から箱

詰めの工程を見学通路から見学することがで

きた。工場内はクリーンルームとなっており、

約２３℃湿度６０％程度に保たれている。清掃、

消毒等の作業に時間がかかるため、連続作業

時間は最大でも１９時間程度である。杵搗きの

工程はいわゆる餅つきの作業をそのまま機械

化した自動餅つき機で行う。蒸し上がり、半

練りされたもち米が７�ごとに一つの臼に入
れられ、機械が一周する間に１５０回の搗き

（もち米の品種等条件によって調整）が行わ

れて餅が搗き上がる。これが板もちの型に充

填され、２－４℃で冷蔵され６０時間程度で固

化する。固化に時間がかかるもち米は作業効

率を低下させるうえに食味も良くないため、

望ましくないとのことであった。固化した板

もちは６４×４０×１６�、約５０�に切断され、個
包装される。工場内には目視による品質管理

や機器の調整のためか意外と人員が多いと感

じた。北海道の岩見沢工場では新発田工場よ

りも人員を減らして効率を高めた方式を導入

しているとのことであった。

３．北海道産もち米に関して
年間１２，０００tのもち米を使用しており、北

海道産もち米もかなりの量を扱っているが、
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評価は高いとは言えない。もちにしたときに

表面がざらつき、ダレやすく、固化までの時

間がかかるのが問題。求められるもち米とし

ては、地域によって考え方に差があろうとは

前置きしながらも、新潟県産「こがねもち」

の品質、食味が理想になるとのこと。看板商

品である「サトウの切り餅パリッとスリッ

ト」では「こがねもち」を高い比率で使用し

ており、一定以上の品質を保つため、「はく

ちょうもち」は使用できる比率に制限がある。

原料米は受け入れ時にうるち、異物混入、水

分等の検査を行う。うるち、異物の混入は消

費者からのクレームの原因となり、最も問題

とされる。この点では北海道のもち米産地は

団地化されており、うるち混入が少ない事は

信頼できるとのこと。また白度に関しては、

他の産地に比べても比較的高く問題はない。

新品種「上育糯４５１号」および育成系統

「上育糯４５０号」について試験して頂いてお

り、担当された研究室からコメントがあった。

試験は硬化性、色調、湯どけ、官能試験を行っ

ており、最終的にはやはり官能試験が重要視

される。「上育糯４５１号」、「上育糯４５０号」と

もに「はくちょうもち」よりコシや伸び、舌

触り等が良好な結果とのこと。「上育糯４５１

号」の硬化性は「はくちょうもち」よりは向

上しているが、府県産に比べるとまだ及ばな

い、ただし、「はくちょうもち」よりも使用

比率を上げられる可能性はあるとのことで

あった。他の府県農試等育成の系統も試験す

ることはあるが、いまだ「こがねもち」以上

のものはなく、試験場には「こがねもち」並

以上のより品質の高いもち米の開発を期待し

ているとのこと。

地域対応の商品展開も行っており、「こが

ねもち」、「みやこがねもち」、「滋賀羽二重糯」、

「ヒヨクモチ」等の単品商品を生産地に近い

方面で販売している。北海道向けには「はく

ちょうもち」１００％の商品も製造している。

特別栽培米、有機栽培米を使用した商品もあ

るが、積極的な取り組みではなく、ユーザー

の求めに応じて製造している状況とのこと。

訪問の感想であるが、普段なかなか伝わっ

て来にくい実需者からの直接の意見が聞け、

非常に有意義であったと感じている。全体的

に北海道もち米に対して厳しい印象は受けた

が、研究室で試験も行っており、それなりに

高品質のもち米を開発すれば評価してもらえ

ると考えられる。目標を新潟県産「こがねも

ち」におきつつ、硬化性、品質、食味の向上

を図り、より多くの北海道産もち米を使用し

てもらえるよう、新品種の開発に努めたい。

平成１９年８月３０日 佐々木耕起組合（新潟県新発田市）

北見農業改良普及センター 主査 橋 本 竜 之

残念ながら小雨の中での調査となったが、

JA北越後佐々木支店の担当の方から地域の

米生産状況について、後藤代表取締役、佐藤

専務から佐々木耕起組合の事業内容の説明を

受けた。

１ JA北越後佐々木支店もち
米生産状況
平成１９年のもち米は、「こがねもち」２９．４
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�、「わたぼうし」１０．１�の作付けになって
いる。

近年生産が過剰基調のため、やや作付けが

減少してる。

前年の一等比率は、「うるち」「もち」あわ

せて７５．３％で、もち米の落等要因はうる混、

青未熟、胴割れが多くなっている。

青未熟の要因は、穂肥のタイミングや有機

質肥料の量によるものと説明された。

また、うるち米は出荷量の８１％が「コシヒ

カリ」で、その内特別栽培米は６％となって

いる。

JA 北越後佐々木支店出荷数量割合

２ 佐々木耕起組合の概況
昭和６３年資本金１０００万で設立。当初３戸の

有志が農作業受託、苗育苗販売を中心に遊休

農地利用による野菜や果物生産、プラス農産

加工による「生産から販売まで」を合い言葉

にコスト低減と所得確保を目的に設立された。

法人設立後様々な賞を受賞されている。

平成６年 第２４回日本農業賞新潟県代表。

第１回新発田あやめ農業賞受賞。

平成１３年 日本一うまい「新潟米」生産推

進コンクール経営体の部受賞。

平成１５年 「新潟デジコングランプリ」奨

励賞受賞。

現在、構成員５人臨時１人パート１人で運

営している。

３ 事業・受託内容
特別栽培米生産販売、杵つき餅「えちごへ

いや」の製造販売、製粉事業、無洗米販売、

米づくり交流会、研修生受け入れ、HP等数々

の事業を実践している。平成１８年度受託内訳

は、全面受託地３８．２�、作業受託耕起代掻き
３．３４�、田植え６．８�、刈取り１０．４１�、乾燥
調製２２�、加工販売２４，７００�、育苗１１，０００箱
となっている。組合で使う苗以外は１箱７５０

円で販売している。

組合の平成１９年度作付面積は、「コシヒカ

リ」２０�、「ミルキークイーン」２．５�、「こ
しいぶき」１．８�、「こがねもち」６�、「わ
たぼうし」４�。その内「コシヒカリ」、「こ
がねもち」の５０％、「ミルキークイーン」１０％

は耕起組合で販売している。

４ もち米品種特性、栽培方法
「こがねもち」は、昭和３３年から作付面積

が増え、新潟県を代表するもち米品種。穂は

長く、粒が密で粒揃いが良く多収。

いもち病に弱く、倒伏すると穂発芽しやす

い。品質は、餅質、食味が良く、包装餅のトッ

プブランドとなってる。

佐々木耕起組合では、特別栽培米で栽培し、

農薬は、殺虫剤バリアード、除草剤トップガ

ンの使用で５成分。化学肥料は窒素成分換算

２．９�で栽培している。栽植密度は、６０株／
坪。収量は８．５俵／１０a程度。

「わたぼうし」は、新潟県で平成５年に奨

励品種となり、「こがねもち」に次ぐ品種と

なっている。早生種で登熟が早い。いもち病

にやや弱いが玄米品質はやや大粒で光沢・粒

特別栽培米ほ場には耕種概要設置
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張りは良好。食味・収量性・餅加工適性も優

れている。いもち病に弱いこともあり「こが

ねもち」より農薬は多く使われている。農薬

は、殺菌剤オリゼメート、リンバー、殺虫剤

バリアード、スタークル、除草剤トップガン

等。収量は「こがねもち」より１俵／１０a程

度多くなっている。

その他、慣行栽培では、化学肥料窒素５．４

�／１０a程度、土壌に応じて栽植密度を５０～

６０株／坪の範囲で変えている。

５ 販売方法・価格
新聞折り込み（年間４万枚のチラシ作成）、

ダイレクトメールによる販売が多くなってい

る。インターネットのHPでも販売している

が、継続して買ってくれるお客さんはチラシ、

ダイレクトメールによる販売が多いようであ

る。

また、地域の JA、酒店、商店でも販売し、

「えちごへいや」ゆうパックセットは郵便局

でも取扱を行っている。

単品販売では、減農薬・減化学肥料「コシ

ヒカリ」精米５�２，９４０円、白もち１６枚入り
１，０５０円で販売している他、「コシヒカリ」と

もちのセット販売、豆もち、草もち、ゴマも

ち等も扱っている。

もちの販売価格は、玄米で JAに出荷する

場合に比べ３倍程度に高くなっている。

６ 構成員の所得、労働時間
個別経営に比べ、所得は安定しいてる。法

人は、農地を所有していないため、構成員に

は農地の保有割合に応じて、地代と給与が支

払われている。また、配偶者は法人に入って

いないとのことであった。

労働時間は、法人設立前とあまり変わって

いないが、様々な書類の作成に時間がかかり、

事務管理の時間が増えている。

以上佐々木耕起組合の報告であるが、北海

道では米価が低下している中で、米に付加価

値を付けて、販売している事例はあるが、加

工販売まで法人が実施する事例は少なく、今

後の稲作経営の取組として、参考になる調査

となった。

平成１９年８月２９日 新潟県農業総合研究所 食品研究センター（新潟県加茂市）

ホクレン農業協同組合連合会 米穀部 原材料課 宮 腰 知 郎
米穀生産課 吉 川 美 樹

１．新潟県農業総合研究所の概要
新潟県農業総合研究所は、今回研修を行っ

た食品研究センターをはじめとする８セン

ターで構成されており、食品研究センターで
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は農業及び食品産業の振興を図るため、米の

消費拡大研究や県特産農産物の利用拡大研究、

機能性食品等の新規加工食品開発研究等を重

点的に行っている。

今回の研修では、食品研究センターを訪問

し、穀類食品科の中村科長・吉井研究員から

説明を頂きました。

２．食品研究センターでの取組
内容について
新潟県はうるち・もち米とも主産地である

ことから、米に関する研究にも力を入れてお

り、この研究センターでは米粉に関する様々

な試験研究についても行っている。

米粉については、一般的に麦と違って、細

かくなりにくいのが特徴であるが、この研究

センターでは小麦粉並～以上の細かい米粉を

つくることが可能であり、特許も持っている。

この粉はソフトで口溶けが良く、和菓子に

適している特長を持っているとのことである。

また、高アミロース米を使った麺の試作も

行っており、特許を出願しているところにあ

る。

米粉の普及拡大にあたっての課題としては

小麦粉並みに安くすることではないかとの考

えを持っている。

もち米についても様々な加工・研究を行っ

ており、硬化性の要因について実需者からの

研究要望も多く、解明を行っている。

生育期間中、高温で推移した場合、つぶれ

にくいモチになる傾向にあることがわかり、

最近の気象経過が高温気味であることから懸

念を持っている。

もち粉を使った製品開発はうるちの米粉と

比べ、難しく、新しい製品の開発はなかなか

ないのが実情とのことである。

パンにすると中だけが膨らみ空洞化したり、

麺にするとだんご状に固まるなど、製品づく

りに苦戦しており、また、「もち臭」が今の

若い世代に敬遠されるのも、もち米を使った

製品開発を進める上でマイナスになっている。

新潟県の主力品種である「こがねもち」と

の比較のため、「はくちょうもち」の試験も

行われているが、キメの細かさが劣るとの評

価はしておらず、おかきの原料とした場合は

「こがねもち」よりも適しているのではない

かとの評価であった。

３．その他
研究センターでの取組やもちについての意

見交換を行ったあと、研究センターで保有す

る様々な研究機材を見学させていただきまし

た。

以上
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稲　　作 

第４５回（平成１９年度）

北海道優良米生産出荷共励会参加のお願い

北海道優良米生産出荷共励会は、今年度で４５回目を数えます。今年もふるって参加いただきま

すよう御案内致します。

北海道優良米生産出荷共励会は、高い生産技術により良質・良食味米の出荷実績を挙げている

生産者及び届出事業者を表彰し、その取り組みを広く周知し、北海道米の食味・品質向上により

商品性を高めるとともに、稲作の経営安定に資する目的で実施します。

●主催及び後援団体
主催：社団法人 北海道米麦改良協会

後援：北海道、農林水産省北海道農政事務所、

北海道農業協同組合中央会

ホクレン農業協同組合連合会

北海道農産物集荷協同組合

●参加資格及び手続き等
●個人の部
� 道の優良品種を全面作付している個人及び法人を対象とします。ただし、過去３カ年以

内の最優秀受賞者は参加資格を有しない。

� この共励会への参加は、市町村米麦改良協会が農業改良普及センター所長と協議の上推

薦したものを、地区米麦改良協会において選考し推薦します。なお、農業協同組合または北

海道農産物集荷協同組合傘下の集荷業者が推薦人になることも認めます。

� 作付面積（３カ年平均）により次の４部に分かれます。

第１部うるち １２．０�以上
第２部うるち ６．０�以上１２．０�未満
第３部うるち ２．０�以上６．０�未満
第４部も ち ２．０�以上
� 推薦調書による応募期限は、平成１９年１２月１４日�とします。
� 大型施設を利用した生産者については、施設の最終出荷実績を用います。

●届出事業者の部
� 事務局で必要な資料をホクレン農業協同組合連合会及び北海道農産物集荷協同組合から

収集するので参加手続き等は必要としません。

� 集荷実績（直近３カ年）により次の４部に分かれます。

第１部うるち １００，０００俵以上（６０�／俵以下同じ）
第２部うるち １０，０００俵以上１００，０００俵未満

第３部うるち ３，０００俵以上１０，０００俵未満

第４部も ち ３，０００俵以上

●共励項目
（個人の部）
� 土づくり並びに施肥、栽培管理等。
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� 収量並びに収量の安定度。

� 出荷成績（１等米・高品質米の出荷）。

� 良質米生産のための努力（品質向上への技術的特徴等）。

（届出事業者の部）
� うるちは、精米蛋白６．８％以下と整粒歩合８０％以上の出荷数。

� もちは、１等米と整粒歩合８０％以上の出荷数。

●審査及び審査委員会
審査は、別に定める審査基準により行うものとします。

この共励会には審査委員会を設け、審査にあたります。

●表彰
審査の結果、その成績が優秀と認めたものを表彰します。

委員長が必要と認めた時は、他の機関および団体の表彰を受けることができます。

●その他
個人の部の参加に際しては、１９年産の「栽培履歴」を必ず添付してください。

なお、この要領に定めない事項については、必要の都度委員長が別に定めます。

北海道優良米生産出荷共励会で最優秀賞を受賞された参加者（過去３年）

□平成１６年度（第４２回）

個 人 の 部：該当者なし

届出事業者の部：第１部 当麻農協

第３部 愛別町農協

□平成１７年度（第４３回）

個 人 の 部：第１部 深 川 市 高� 光昭

届出事業者の部：第１部 当麻農協

第２部 石田商店（蘭越町）

第３部 愛別町農協

□平成１８年度（第４４回）

個 人 の 部：第２部 沼 田 町 山本 孝司

第３部 美 瑛 町 中西 文則

第４部 岩見沢市 武田 豊

届出事業者の部：第１部 きたそらち農協

第２部 東旭川農協

第４部 北ひびき農協

きたそらち農協

愛別町農協

たきかわ農協

新函館農協

オロロン農協
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