
佐那河内果樹アグリスクール申込書

佐那河内果樹アグリスクールに次のとおり申し込みします。

※お申し込みいただいた個人情報は,佐那河内果樹アグリスクールの事業以外には使用しません。

令和　　年　　月　　日

住　　　　　所

（ふ　り　が　な）

氏　　　　　名

昭 ・ 平　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

電　話　番　号

募　集　対　象
（該当に○印） ①新規就農者　②農業担い手　③Ｕターン　④Ｉターン　⑤その他

佐那河内村への
関わり

（該当に○印）

①村内で耕作している。（農地を所有もしくは借りている。）
②農地は無いが村内に住んでいる。
③今後,村内で耕作予定。（農地を購入もしくは借りる見込み。）
④佐那河内村に関わりは無いが,果樹の勉強をしてみたい。
⑤その他【具体的に記入してください。】

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※④⑤の方は,資料代等として5,000円が必要です。

現在栽培の作物

勉強したい作物
及び内容など

生 年 月 日

　佐那河内村では,果樹の栽培技術の向上と継承を目的に,『佐那河内果樹アグリスクール』を開催しています。
　今年度も佐那河内村内外から講師を迎え,新規就農者,農業担い手の方,Uターン者やIターン者などで就
農を目指す方を対象に,10回の講義を予定しています。
　果樹の栽培技術向上のため,『佐那河内果樹アグリスクール』で一緒に果樹の栽培技術を学びませんか？

応募期間 令和元年 6月10日（月）まで
新規就農者・農業担い手・UターンやIターンなどで就農を目指す方募集対象

20名定　　員

佐那河内村在住の方や村内で耕作されている方(予定者含む)は無料です。
※村外在住の方でも，資料代等として5，000円ご負担いただける方は
　受講できますので，お問い合わせください。

受 講 料

裏面の応募用紙に記入のうえ，産業環境課に提出してください。申込方法

次の予定で行いますが，雨天等により日程を変更する場合があります。
また，第2回以降の開催日については，現在講師と調整中です。

講義内容

※8割以上の出席で修了証書を交付します。
※軍手・タオルなどは持参して下さい。
※昼食は各自ご用意ください。

〒771-4195 佐那河内村下字中辺71-1
佐那河内村役場 産業環境課
TEL 088-679-2115  FAX 088-679-2125

お問い合わせ
お申し込み

令和元年度

 生徒を募集します！
『佐那河内果樹アグリスクール』

主な内容
回数

第2回 7月中旬 土づくりについて（座学）施肥と潅水について（座学）

第5回 10月中旬 鳥獣害の対策について
（座学及び現地研修）流通と市場について（座学）

第7回 12月下旬 みかんの収穫・貯蔵管理について
（座学及び現地研修） キウイの栽培について（座学）

果樹の剪定の基本と落葉果樹の
苗木植え付けについて（座学）第6回 11月上旬 キウイの収穫・貯蔵（実習）

キウイの剪定（実習）第8回 1月上旬 果樹の総論（座学）

みかんの剪定（実習）第9回 2月下旬 すだちの剪定（実習）

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

すだちの収穫（実習）第3回 8月上旬 すだちの収穫と冷蔵について（座学）

果樹の経営について（座学）第4回 9月下旬

第1回 6月25日（火） すだちの摘果・摘葉（実習）開校式（9:00～） 
防除について（座学）

第10回 3月中旬 接ぎ木について（実習）
修了式（15:00～）常緑果樹の苗木植え付け（実習）



　岩城さんの園地をお借りし,常緑果樹の苗木植え付けの実習を行
いました。普通温州みかんで10aあたり当初2m×2.5m=200本か
ら間伐後4m×5m=50本を目安に植えること,穴は直径1m,深さ30
～40cmとして,細根はそのままにし,根をひろげて深植えにならないよう台木を出して植えること,1年生の苗木では接ぎ木部
上30～40cm節下で切り返すといった説明があり,実際に10本の苗木を植え付けました。

「常緑果樹の苗木植え付けについて」
平成31年3月12日
　　   徳島県立農林水産総合技術支援センター　高度支援課
　　   安宅　雅和さん
講師

　果樹栽培の特性として，気候に応じた栽培が大切であるこ
と（適地適作）や野菜と違い，未収穫期間が長いこと（7～10
年），常緑果樹と落葉果樹の違いなどのお話がありました。
　花芽分化としてのCN率のお話や果実肥大はみかん・すだ
ちは3段階，キウイは5段階といったお話があり，果樹の特性
について，詳しく知ることができました。

「果樹の総論」
平成31年1月10日
　　   徳島市農協　南部営農経済センター
　　   長谷部　秀明さん
講師

　中川さんの園地をお
借りし，すだちの剪定の
実習を行いました。剪定
は，上部から実施し，上
から三角になるように
剪定を行うこと，すだち
はみかんと違い，実全体
に日光が当たるように
剪定を行うことなど，初
めに講師の長谷部さん
より剪定の見本をして
もらった後，2人1組で1
本の木を剪定しました。

「すだちの剪定」
平成31年2月27日
　　   徳島市農協　南部営農経済センター
　　   長谷部　秀明さん
講師

　初めに，講師である市
原さんの園地を見学し
ました。市原さんの園地
は，1本の木で2a程を形
成する変わった作り方
をしていますが，今年も
大きな実がたくさんつ
いていました。
　その後，日下さんの園
地に移動し，実際に収穫
を行いました。収穫後
は，JA選果場で共同冷蔵
庫と新規に導入したキ
ウイの選果機を見学し
ました。

「キウイの収穫・貯蔵について」
平成30年11月2日　　　   市原　善文さん講師

　接ぎ木の時期については，芽が
出る前から芽が出た頃が良く，芽
が出る前に穂木を採取し，冷蔵庫
で保管すること。接ぎ木後の注意
として，枝の切り口にはゆごう剤
や木工用ボンドで乾燥を防ぐこと
や長く伸長したら支柱で固定し，
台風などの強風に備え
ることなどのお話があ
りました。
　はぎ接ぎや芽接ぎ，腹
接ぎなどの接ぎ方の種類
の説明があった後，みか
んと柿の枝を使い，接ぎ
木の模擬を行いました。

「接ぎ木の話」
平成31年1月10日　　　   西岡　優さん講師

平成30年度
佐那河内果樹アグリスクール

　佐那河内村では，平成29年度より果樹の栽培技術の向上と継承を目的に，『佐那河内果樹アグリスクール』
を開校しています。2年目の平成30年度は村外の方も受講できるように変更し，17名の参加がありました。

　作物から見た良い土壌に
は，物理性・化学性・生物性の3
要素があり，物理性として，有
機物を入れ，土を単粒構造か
ら団粒構造に変えることで，
空気や水を保持できるとのこ
とでした。
　また，土壌診断をすることで，phや
ECをを知ることができ，土壌が適正か
どうかや不足や過剰がある場合は，土
壌改良の対策ができるので，作が終
わった冬に土壌診断をすることが大切
であるとのことでした。
　葉や実の症状でどの成分が不足や過
剰になっているか，またその対策についての説明がありました。

「施肥と潅水について」
平成30年7月5日
　　   徳島県立農林水産総合技術センター　資源環境研究課
　　   新居　美香さん
講師　すだちの摘果・摘葉の実習を大仲さんの園地で行いまし

た。すだちは熟す前に収穫する作物であり，みかんの様に
味を重視する作物ではないこと，緑色の見た目と大きさが
大切であること，重なった果実や葉を摘果・摘葉すること
で果実の緑色を確保し，実を太らせることであるとの話が
ありました。
　どの実を残し，どの実と葉を落とすのかを聞いた後，受
講生2人で1本の木を摘果・摘葉する実習を行いました。

「すだちの摘果・摘葉」
平成30年6月28日　　　   大仲　保さん講師

　昨年度まで鳥獣害対策
担当であった上野さんに
佐那河内村の鳥獣害対策
についてお話をしていた
だきました。初めに，会議
室で佐那河内村の被害状
況やその対策としての檻
の設置やモンキードッグ
の導入等，また昨年度の駆除数
等のお話がありました。
　その後，大川原に設置してい
るシカの大型捕獲檻や処理施
設を見学し，研修を行いました。

「鳥獣害の対策について」
平成30年10月16日
　　   佐那河内村役場　企画政策課　上野　浩嗣さん講師

　単一経営と複合経営の違いや利点のお話をはじめ，すだ
ち・みかん・キウイの作業内容と作業時間の違いや改植の
タイミングと改植の方法(一挙更新・補植改植・接ぎ木)のお
話がありました。また，すだち・みかん・キウイの経営指標
をもとに10aあたりの必要経費や概算所得のお話があり
ました。

「果樹の経営について」
平成30年9月27日
　　   徳島農業支援センター　徳島ブランド推進担当
　　   笘井　亮治さん
講師
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第7回 12月下旬 みかんの収穫・貯蔵管理について
（座学及び現地研修） キウイの栽培について（座学）

果樹の剪定の基本と落葉果樹の
苗木植え付けについて（座学）第6回 11月上旬 キウイの収穫・貯蔵（実習）

キウイの剪定（実習）第8回 1月上旬 果樹の総論（座学）

みかんの剪定（実習）第9回 2月下旬 すだちの剪定（実習）

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

すだちの収穫（実習）第3回 8月上旬 すだちの収穫と冷蔵について（座学）

果樹の経営について（座学）第4回 9月下旬

第1回 6月25日（火） すだちの摘果・摘葉（実習）開校式（9:00～） 
防除について（座学）

第10回 3月中旬 接ぎ木について（実習）
修了式（15:00～）常緑果樹の苗木植え付け（実習）


