
令和3年度 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）

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

受講後の展望

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。
　令和３年度は9月から翌年３月まで,計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？果樹経営の代表者はもちろんのこと,補助的に
果樹経営に関わっている方もぜひ受講してください。
　なお,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,マスクの着用や検温,手指の消毒にご協力をお願いいたしま
す。

応募期間 令和3年 9月10日（金）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

【農業担い手の方は，世帯内で果樹の出荷実績のある方が対象です。】
募集対象

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上，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，新型コロナウイルスの感染拡大の状況や荒天等に
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ください。
※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3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 10月上旬

みかんの剪定（実習）10:00～14:00
徳島かんきつアカデミーと合同第8回 2月下旬

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

第3回 10月中旬

第4回 11月上旬

第1回 9月22日（水）

すだちの栽培について（座学）

ゆずの栽培について（座学）

キウイの収穫・貯蔵（実習）

すだちの収穫（実習）

防除について（座学）

第5回 11月下旬 みかんの収穫・貯蔵管理について（座学）流通と市場について（座学）

第6回 12月下旬 キウイの剪定（実習）
13:00～15:30果樹栽培暦のポイントについて（座学）

第7回 2月中旬 土づくりについて（実習）もうかるすだち作りについて（座学）

第9回 3月上旬 すだちの剪定（実習）
13:00～15:30鳥獣害対策について（座学）

施肥と潅水について（座学）

開校式（9:00～） 
果樹の総論と経営について（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）

キウイの栽培について（座学）

〒

①新規就農者　②農業担い手　③Ｕターン　④Ｉターン
※②農業担い手の方は，世帯内で果樹の出荷実績のある方が対象です。

村内で耕作している方（耕作予定含む）
①栽培面積を増やしたい　②現在の耕作地で秀品率を増やしたい
③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

村外で耕作している方
①村内で耕作してみたい　②現在の耕作地で秀品率を増やしたい
③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）



令和2年度
佐那河内果樹アグリスクール 実績

　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。令和2年度は,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,開校が9月になり,募集人員を減らしての
実施となりました。今年度は9名の参加があり,6名が修了しました。

講師 徳島農業支援センター　徳島支援第一担当
亀代　美香さん

「果樹の経営について」
令和2年9月24日

講師 徳島市農業協同組合　南部営農経済センター
長谷部　秀明さん

「果樹の剪定の基本」  
令和2年12月25日

講師 徳島県立農林水産総合技術センター　高度技術支援課
山本　浩史さん

「常緑果樹の苗木植え付けについて」
令和3年3月15日

講師 市原　善文さん
「キウイの収穫・貯蔵について」
令和2年11月4日

講師 徳島県立農林水産総合技術センター　農産園芸研究課
津村　哲宏さん

「すだちの栽培について」
令和2年10月19日

講師 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

「施肥と潅水について」
令和2年10月19日

講師 徳島県立農林水産総合技術センター　農業大学校 
安宅　雅和さん

「みかんの剪定」
令和3年2月25日

講師 大仲　保さん
「もうかるすだち作りについて」
令和3年3月4日

　すだち,みかん,ゆず,キウイに
ついて,月ごとの作業や作業時
間を詳しく説明がありました。
　果樹の特徴として,収量が安
定する盛果期まで約10年必要
であるので,未収益期間を考慮
すると,0から始めるのではな
く,すでに収穫が見込める園地
を借り,改植して木を若返らせ
ていくことが現実的であるとの
ことでした。改植の方法（一挙更
新や補植改植など）や接ぎ木に
よる品種更新など詳しく説明が
ありました。

　主な肥料成分の役割と効果について,N（チッ素）は光合成産物
のデンプンとともに作物の体を作る原料,P（リン酸）は工場でい
うと機械の役割。不足すると生産設備が不足するため,チッ素等
がだぶつく。K（カリ）は原材料,光合成産物を成長点や果実に運
ぶ。Mg（マグネシウム,苦土）は光合成を行う葉緑素の中心部。Ca
（カルシウム・石灰）は細胞壁の骨格を作る。といった説明があり
ました。
　ただ,肥料要素間の相互作用があり,例えば,カリウムとカルシ
ウム,マグネシウムはそれぞれお互いの拮抗作用があるので,ど
れかが過剰であれば,他の２つの要素の吸収を妨げるとのことで
した。葉の症状による欠乏症の紹介と対策,裏年で木に実がなっ
ていなくても施肥が重要であることなどのお話がありました。

　すだち栽培について,①柑
橘類の中では樹の耐寒性が最
も強いグループに入ってい
る。②幼木期の樹勢はあまり
強くない。③果実肥大途中の
８月上旬から９月下旬に未熟
果を収穫する。④かいよう病
に弱い。⑤果実への食害が多
い。（ヨモギエダシャク・カネ
タタキ）⑥果実の緑色保持の
ための対策に重点を置いてい
る。といった特性があり,摘果
だけではなく,摘葉が必要で
あり,かいよう病予防や害虫
防除が重要であるとのことで
した。すだちの貯蔵について
は,緑色の濃い果実をつくる

ことが大切で,実を丁寧に扱い,水分量を減らした後袋詰めを行
い,貯蔵温度を8℃から5℃まで徐々に降下させ,年末までに3～
4℃,年明けから3℃前後で管理をすることで長期の貯蔵ができ
るとのことでした。

　初めに,講師である市原さんの園地と今年度の農業振興協議会
キウイ立ち木審査で優秀賞に入賞した園地を見学しました。午
前中に講義のあった環状はく皮の状態や,実際の園地での結実状
況を見学し,日下さんの園地で実際にキウイを収穫しました。キ
ウイはハサミを使わず,もぎ取りで収穫できるので,すぐにコン
テナ1杯のキウイが収穫できていました。収穫後は,JA選果場で
共同冷蔵庫とキウイの選果機を見学しました。

　剪定は,（1）生産量（結実）を安定（2）品質安定（3）樹園地管理効
率化（4）幼木樹冠拡大の目的があり,梅やキウイ,みかんなど品目
によって結実の習性が違うため,剪定の方法も違うとのお話があ
りました。主枝・亜主枝・結果母枝・結果枝など,枝の違いの説明や
間引き剪定,切り返し剪定の剪定の違いの説明がありました。
　また,結果習性として,炭水化物（光合成）と窒素（施肥）のバラ
ンスが大切であるので,木があばれだしたら,剪定を弱くして施
肥を減らす,木が弱ってきたら剪定を強くして施肥を多くする,
といった対応が必要であるとのことでした。

　講師である大仲さんの自己紹
介から始まり,経営規模や今後の
改植の見通しなどのお話のあと,
佐那河内村ではみかんで栄えた
後,生産過多による価格の暴落と
昭和56年の寒凍害によりすだち
が村内に広がったことや,露地だ
けではなく,ハウスや冷蔵貯蔵す
ることで,高単価で取引できた
り,周年出荷できたりすることの
お話がありました。
　また,徳島県が開発した種の少
ない品種（3×1号）について,と
げが長く,かいよう病に弱く,果
皮が柔らかいために取扱いが難
しく,まとまって栽培しているのは数軒となっているが,種が少
ないことや果皮が柔らかいために絞りやすいことが消費者には
好まれているため,3×1号を「さなみどり」として売っているこ
とや,徳島県が開発した「ゆず」と「すだち」を掛け合わせた新しい
香酸柑橘「阿波すず香」の栽培に取り組んでいるとのことでし
た。お客さんが欲しがるものにどう対応するかが大切であり,良
いものは広がるのが早いこと,お客さんが欲しがる量を出せるこ
とが大切であること,経営として,1本の木で1万円の利益を出す
ことが目標であることなどのお話がありました。

　講師から,時期は樹液が動き出してからが良いこと,芽が出る
までに穂木を採取し,冷蔵保存すること,接ぎ方は,はぎ接ぎ,芽接
ぎ,腹接ぎ,切り接ぎがあることなどの説明がありました。形成層
同士を接ぐことで確実に接ぎ木が成功するとのことでした。接
いだ後は芽だしテープなどで被覆し,台風やカラスに注意が必要
であるとのことでした。講師の説明を聞いた後,枝を台木に見立
てて,穂木の切り出しから芽出しテープでの被覆までの作業を行
いました。

　石本さんの園地をお借りし,ゆずの苗木の植え付けを行いま
した｡
　まずは,基準を設定し,3m～4m間隔で植える場所に杭を打ち
ました。苗木は,接ぎ木部分から40cmあたりで切り返し植え付
けを行うこと,掘り穴は1カ月前に苦土石灰,ヨウリン,牛糞たい
肥などを混ぜて準備をしておくことなどの説明があり,講師に
苗木の植え付けを見せてもらいました。その後,それぞれ1～2本
の苗木を植え付けました。

　初めにかんきつテラス徳島1階交流・展示室で剪定についての
基本的な考え方や剪定の方法の講義がありました。
　その後,圃場に移動し,見本として1本の木を剪定し,実をなら
す枝,若返らす枝のバランスや当年だけでなく,3年先を見越した
剪定など剪定作業をしながら詳しいお話を聞くことができました。
　その後,3人一組で講師にアドバイスをいただきながら実際に
みかんの剪定を行いました。午後からはすだちの剪定も行いま
した。

「接ぎ木について」  令和3年3月15日 西岡　優さん講師
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お話がありました。
　また,徳島県が開発した種の少
ない品種（3×1号）について,と
げが長く,かいよう病に弱く,果
皮が柔らかいために取扱いが難
しく,まとまって栽培しているのは数軒となっているが,種が少
ないことや果皮が柔らかいために絞りやすいことが消費者には
好まれているため,3×1号を「さなみどり」として売っているこ
とや,徳島県が開発した「ゆず」と「すだち」を掛け合わせた新しい
香酸柑橘「阿波すず香」の栽培に取り組んでいるとのことでし
た。お客さんが欲しがるものにどう対応するかが大切であり,良
いものは広がるのが早いこと,お客さんが欲しがる量を出せるこ
とが大切であること,経営として,1本の木で1万円の利益を出す
ことが目標であることなどのお話がありました。

　講師から,時期は樹液が動き出してからが良いこと,芽が出る
までに穂木を採取し,冷蔵保存すること,接ぎ方は,はぎ接ぎ,芽接
ぎ,腹接ぎ,切り接ぎがあることなどの説明がありました。形成層
同士を接ぐことで確実に接ぎ木が成功するとのことでした。接
いだ後は芽だしテープなどで被覆し,台風やカラスに注意が必要
であるとのことでした。講師の説明を聞いた後,枝を台木に見立
てて,穂木の切り出しから芽出しテープでの被覆までの作業を行
いました。

　石本さんの園地をお借りし,ゆずの苗木の植え付けを行いま
した｡
　まずは,基準を設定し,3m～4m間隔で植える場所に杭を打ち
ました。苗木は,接ぎ木部分から40cmあたりで切り返し植え付
けを行うこと,掘り穴は1カ月前に苦土石灰,ヨウリン,牛糞たい
肥などを混ぜて準備をしておくことなどの説明があり,講師に
苗木の植え付けを見せてもらいました。その後,それぞれ1～2本
の苗木を植え付けました。

　初めにかんきつテラス徳島1階交流・展示室で剪定についての
基本的な考え方や剪定の方法の講義がありました。
　その後,圃場に移動し,見本として1本の木を剪定し,実をなら
す枝,若返らす枝のバランスや当年だけでなく,3年先を見越した
剪定など剪定作業をしながら詳しいお話を聞くことができました。
　その後,3人一組で講師にアドバイスをいただきながら実際に
みかんの剪定を行いました。午後からはすだちの剪定も行いま
した。

「接ぎ木について」  令和3年3月15日 西岡　優さん講師



令和3年度 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）

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

受講後の展望

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。
　令和３年度は9月から翌年３月まで,計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？果樹経営の代表者はもちろんのこと,補助的に
果樹経営に関わっている方もぜひ受講してください。
　なお,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,マスクの着用や検温,手指の消毒にご協力をお願いいたしま
す。

応募期間 令和3年 9月10日（金）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

【農業担い手の方は，世帯内で果樹の出荷実績のある方が対象です。】
募集対象

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上，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，新型コロナウイルスの感染拡大の状況や荒天等に
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ください。
※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3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 10月上旬

みかんの剪定（実習）10:00～14:00
徳島かんきつアカデミーと合同第8回 2月下旬

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

第3回 10月中旬

第4回 11月上旬

第1回 9月22日（水）

すだちの栽培について（座学）

ゆずの栽培について（座学）

キウイの収穫・貯蔵（実習）

すだちの収穫（実習）

防除について（座学）

第5回 11月下旬 みかんの収穫・貯蔵管理について（座学）流通と市場について（座学）

第6回 12月下旬 キウイの剪定（実習）
13:00～15:30果樹栽培暦のポイントについて（座学）

第7回 2月中旬 土づくりについて（実習）もうかるすだち作りについて（座学）

第9回 3月上旬 すだちの剪定（実習）
13:00～15:30鳥獣害対策について（座学）

施肥と潅水について（座学）

開校式（9:00～） 
果樹の総論と経営について（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）

キウイの栽培について（座学）

〒

①新規就農者　②農業担い手　③Ｕターン　④Ｉターン
※②農業担い手の方は，世帯内で果樹の出荷実績のある方が対象です。

村内で耕作している方（耕作予定含む）
①栽培面積を増やしたい　②現在の耕作地で秀品率を増やしたい
③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

村外で耕作している方
①村内で耕作してみたい　②現在の耕作地で秀品率を増やしたい
③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）


