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どこまでも澄み渡った秋空のもとで、茅葺屋根の葺き替えが行われていました。重厚な冠木門を構えているこ
の旧家は、離れを茅葺屋根にしています。研究学園ができる前、里山であった近在の住宅街に、氏神様を祀っ
ておられたそうで、私もそのご縁にあやかっておりました。今では、萱自体が貴重品となりつつあり、このような光景
はめったに見られなくなりました。茨城県石岡市の八郷地区には、多くの茅葺民家が現存しているそうです。その
ため、常陸風土記の丘では、職人の育成と技術の伝承を行うための活動を行っており、現場では 86 歳の親方
のもとに、30 歳代が 2 名と 20 歳代 1 名の弟子が仕事に励んでおりました。日に焼けた親方は平成 24 年に「卓
越技能者（現代の名工）」
に、茅葺職人としては、日本
でただ一人認定されています。
屋根の形状によって、全く工
程や施工方法が異なるとかで、
やはり身体で覚えこむ経験が
ものをいうのだと感じました。こ
の萱は利根川沿いにある東
町の湿地帯に生えるもので、
シマガヤと呼ばれる細くしなや
かで耐久性に優れています。
また、高エネルギー加速器研
究機構の加速器トンネルの
地上部分にあるススキも一役
かっているとかです。しかし、
我々には風情がある茅葺の
建物も、維持管理するのは容易なことではなく、約 30 年ごとの屋根の葺き替えには予想外の費用がかさむとか
で、驚きました。
ところで、百人一首の最初の歌は天智天皇が詠んだ「秋の田の 仮庵（かりほ）の庵（いほ）の 苫（とま）
をあらみ わが衣手（ころもで）は 露にぬれつつ」です。田園の隅に建てた仮小屋に泊まり、獣が来ないように
番をしていると、夜も更けて、冷たい夜露が屋根からゆっくりとしたたり落ちてくる。屋根を葺いた苫（スゲ、カヤ）
の目が粗くて隙間があるから、夜露は私の袖に落ちて、着物はだんだんと濡れそぼってくる様を表しています。星
空が見えるほどはともかくとして、それではなぜ茅葺屋根は雨漏りがしないのでしょうか。葺き替えの時には束ねた
萱を 1m の厚さに積み重ねていきます。萱を並べただけなのに、濡れているのは表面の 20 ㎝だけ。これは萱が持
つ、水を弾き飛ばす撥水性が弱いためらしいです。萱を水で濡らすと、水は萱にくっつこうとします。一方、撥水力
を高めると、水ははじけて下に落ちていきます。撥水力が弱い萱どうしを重ねると、水の表面張力で萱と萱との間
に水が保たれ、勾配に沿って流れていきます。自然の素材を利用した茅葺屋根には、植物の特性を活かした驚
くべき知恵がありました。何だか世情めいた教訓になりそうです。
屋根と言えば、下村胡人の名作「次郎物語」の映画に出てくるシーンが忘れられません。真っ青な空の下で、
いたずらがみつかった次郎は、屋根に登り暴れまわります。周囲が手を焼く中、父親が屋根に上り、次郎に優しく
語りかけ、長く触れ合えないでいた父子が、初めて心を通わせる場面です。そのバックに流れるのが、さだまさしの
“せつないことがあったなら 大きく叫んで雲を呼べ、それでも雲でおおえぬほどの 男は大きな宇宙（そら）になれ”
と歌います。郷愁と時代を感じさせる茅葺屋根が、末永く残ることを願ってやみません。
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さて、ニッサンメールマガジン第 130 号をお届けします。

平成 28 年度新規就農者の調査
平成 29 年 9 月、農水省は平成 28 年の新規就農者数を発表しました。平成 28 年の新規就農者
は６万 150 人で、２年連続で６万人を超えました。新規自営農業就農者は４万 6,040 人、この
うち 49 歳以下は１万 1,410 人で、
前 年 に 比 べ そ れ ぞ れ 9.8 ％ 、
8.9％減少しました。これを平成
25 年（３年前）と比較しますと、
新規自営農業就農者全体で
14.0％、49 歳以下は 13.1％、
それぞれ増加しました。新規雇用
就農者は１万 680 人、このうち 49 歳以下は 8,170 人で、前年に比べそれぞれ 2.4％増加しまし
た。これを平成
25 年と比較しま
すと、新規雇用就
農 者 全 体 で
41.6％、49 歳以
下は 40.9％、そ
れぞれ増加しま
した。新規参入者
は 3,440 人、こ
のうち 49 歳以下は 2,470 人で、前年に比べそれぞれ 3.6％、2.0％減少しました。なお、経営の
責任者は 2,870 人で、前年に比べ 3.4％、平成 25 年に比べ 1.0％、それぞれ減少しました。以
上のデータから、就農者数は堅調に推移していることがうかがえます。

農業経営収入保険制度について
平成 31 年 1 月から全ての品目を対象とする農業経営収入保険制度が始まります。収入保険制
度では、品目を限定せず、全ての農産物が対象で、農業経営者ごとの収入全体を補償の対象にし
た仕組みです。制度への加入は農業者の自由な選択に任せられています。ただし、農業収入が正
確に把握できないと補償額が決められないため、青色申告の実績が 5 年以上あることを原則とし
ています。1 年以上の実績があれば加入できますが、補償限度額は一定程度引き下げられます。
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農業共済では、自然災害による収量
減少を対象とし、価格低下は対象とし
ていません。また、露地野菜など対象
外の品目をもあります。記憶に新しい
ものとして、米を収穫して作業小屋に
保管していましたが、水害で販売でき
なくなりました。しかし、農業共済で
は対象外とされたのもあります。収入
保険制度が最後のセーフティネットと
期待されるのは、この点が大きな理由
となっています。
制度は「掛け捨て」の保険方式に「積み立て」を組み合わせて補償されます。保証金は、当年
の基準収入が 90％を下回った場合に、最大で下回った額の 90％が支払われます。国は掛け捨て
部分で 50％、積立部分で 75％の割合で保険料を補助します。制度は現行の共済制度などと選択
制になります。畜産関係では牛白血病など、家畜導入後 2 週間以内に発生する事故は補償対象と
なります。しかし、肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵等はマルキンが設置されているので、併用で
きません。
既存の制度と本制度の得失については農家ごとに異なるので、この 11 月から農業共済団体な
どで説明会が開催されます。

平成 29 年 8 月の生乳生産動向
平成 29 年８月の生乳生産量は、60 万 546 トン（前年同月比 1.6%減）と 12 カ月連続で前年
同月を下回りました。内訳を見ますと、北海道が 33 万 174 トン（同 0.1%減）、都府県が 27
万 372 トン（同 3.4%減）といずれも減少しました。北海道では、昨年の８月下旬に上陸した台
風被害により、減産を余儀な
くされましたが、今年は一時
的に猛暑などに見舞われた時
期があったものの、天候がお
おむね良好に推移したことか
ら、主産地である中標津地区
で 12 カ月ぶりに前月同月を
上回ったことに加え、帯広、
北見や釧路地区も前月に比べ
減少幅が２ポイント以上も縮小するなど、９月以降の生産量の回復が期待されています。一方、
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都府県では、生産シェアの約３割を占める九州で同 6.5%減と減少幅が拡大しました。
用途別生乳処理量を仕向け先別に見ますと、牛乳等向けは、32 万 7532 トン（同 0.4%減）と
前年同月をわずかに下回り、乳製品向けも 26 万 8924 トン（同 3.0%減）と 14 カ月連続で前年
同月を下回りました。また、乳製品向けのうち、脱脂粉乳・バター等向けも前年同月を 6.2%減
とかなりの程度下回りました（農林水産省「牛乳乳製品統計」）。
乳製品の生産については、平成 29 年 8 月のバターや脱脂粉乳の生産量は、バターが 4961 ト
ン（前年同月比 7.3%減）、脱脂粉乳は 9593 トン（同 2.6%減）といずれも減少しました。バ
ターの減少要因については、アイスクリーム需要などを背景にクリームの生産が伸びていること
が挙げられます。
一般社団法人 J ミルクが平成 29 年９月 29 日に公表した今年度３回目の「平成 29 年度の生乳
及び牛乳乳製品の需給見通しと当面の課題について」によると、29 年度の生乳生産量は、前年度
比 1.4%減の 724 万 5000 トン（北海道が 387 万 7000 トン（同 0.5%減）、都府県が 336 万
8000 トン（同 2.4%減））と見込まれています。なお、同見通しでは、前回（７月 25 日）から、
生乳生産量は１万 3000 トン上方修正されました。

酪農・豆知識第 115 号の概要および URL
牛の早期妊娠診断法について、ノンリターン法、直腸検査による胎膜触診反応や超音波診断
法とは異なる、新しい知見を紹介します。胚の生存性の超早期判定法を確立することは、繁殖性
向上のための知見を得るために必須と言えます。胚、子宮と卵巣の黄体の三者の相互関係を理解
するためにも、本号の記事は興味深いものとなるものと期待しております。
「酪農・豆知識」は、当社のウェブサイトのトップページにある「技術情報」をクリッ
クし、「酪農・豆知識」のページに入るとご覧になれます。ぜひご利用ください。

お知らせ
印刷用の PDF ファイル
印刷用にPDFファイルを添付しました。PDFファイルをご利用いただくためには，Adobe
Readerが必要です。お持ちでない場合，こちらからダウンロードし，インストールしてご利用く
ださい。

メールマガジンへの登録・質問等
メールマガジンの配信の停止，登録内容の変更等は当社のウェブサイトのトップページにある
「お問い合わせ」のページをご利用ください。
このメールマガジンへのお問い合わせ，ご意見・ご要望等，並びに技術的な問題等がございま
したら，当社のウェブサイトのトップページにある「お問い合わせ」のページをご利用ください。
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アドレス変更をお忘れなく
人事異動，転退職等でメールアドレスが変更になった場合で，引き続き日産合成工業株式会社
のメールマガジンの配信を希望される方は，旧アドレスと新アドレス及び新所属等を当社のウェ
ブサイトのトップページにある「お問い合わせ」のページを利用してお知らせください。配信で
きなくなったアドレスは，メーリングリストから自動的に削除しておりますので，よろしくお願
いします。
また，今後の配信が不要な場合にも当社のウェブサイトのトップページにある「お問い合わせ」
のページを利用してお知らせください。

QR コード
このメールマガジンを紙媒体でお読みの方が，容易に当社のウェブサイトのトップページにア
クセスできるように QR コードを添付しました。
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