
令和4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

応募期間 令和４年６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
【農業担い手の場合は，世帯内で果樹の販売実績のある方】

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

※雨天等により、日程が変更となる場合があります。 〒771-4195 佐那河内村下字西ノハナ31番地
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4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 月上旬

みかんの剪定（実習）10:00～14:00
徳島県カンキツアカデミーと合同

第8回

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

第3回 8 月下旬

第4回 9 月下旬

第1回 6月28日（火）

すだちの摘果・摘葉（実習）

すだちの収穫（実習）

ゆずの栽培について（座学）

防除について（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）流通と市場について（座学）

第6回 11 月上旬 キウイの収穫・貯蔵（実習）キウイの栽培について（座学）

第7回 1 月上旬

2 月中旬

キウイの剪定（実習）みかんの栽培について（座学）

第9回

すだちの剪定（実習）13:00～15:30土づくりについて（実習）

すだちの栽培について（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）

果樹栽培暦のポイントについて（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

2 月下旬～
3 月上旬
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令和3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 3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11名の参加があり，7名が修了しました。

JA全農とくしま　園芸部　部長
二木　伸一さん

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

「流通と市場について」  
令和３年11月30日(火)

西岡　優さん
「接ぎ木について」
令和４年３月14日(月)

市原　善文さん「キウイの収穫・貯蔵について」　令和３年11月２日(火)

徳島県立農林水産総合技術支援センター
高度技術支援課　山本　浩史さん

「ユズの栽培について」
令和３年10月26日(火)

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４年２月25日(金)

「すだちの剪定」
令和４年３月３日(木)

　ゆずの来歴や特徴から，管理方法，施肥，収穫・予措・貯蔵
までの一連の流れなど詳しい説明がありました。また，みかん，
すだち，ゆずの未熟果を実際に見比べながら，果頂部の乳頭が
突出しており，果面が粗く油胞の凹凸が激しいなどの特徴の説
明がありました。ゆずは，カンキツ類の中で最も耐寒性が強く，
降水量が多く，弱酸性（pH６～ 6.5）の土壌が栽培に適して
います。着果率は５％前後で有葉花の方が直花に比べて，着果
率が高く大きい実ができやすいことから，有葉花で作っていく
のがゆずのポイントだということでした。また，果皮が綺麗な
鮮黄色で香気高く，果汁が多いものが好まれるため，品種の選
定や収穫時期や予措・貯蔵管理とこはん症への対策が重要だと
いうことでした。

　市場は全国には40都市64か所で開設されており，開設者が
国から認可を得て開設した卸売市場を中央卸売市場といいま
す。近年，直接取引や直売所，ネット販売など卸売市場を経由
しない取引が多くなり，昭和55年度の89か所に比べ減少して
いるとのことでした。eコマースによるB to Cが拡大しており，
消費の姿も変わってきているとのことでした。日本の人口は今
後減っていくのに対して，世界的にみると人口は増える予想で
あるので，輸出の拡大が重要であるとのことでした。輸出には，
規制の対応が不可欠であるため，今後，国の働きかけや輸出体
制強化が求められているとのことでした。

　山神果樹薬草園の園地をお借りして，すだちの剪定の実習を
行いました。初めに，剪定は主枝の上から三角形に切っていく
こと，同じ年代の枝は養分が分散するので，間引いて枝を減ら
すことなどの説明を受けながら，１本の木で実演を見せていた
だきました。その後，講師に指導をいただきながら各自剪定を
行いました。剪定が終わった後に集合し，それぞれの剪定具合
の振り返りを行いました。

　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。

　最初に圃場で剪定の基本的なお話を聞いた後，見本として実
際に１本の木を剪定していただきました。第１亜主枝は切らな
いこと，太い枝と細い枝のバランスをとること，太い枝を切り，
細い枝を残すことなど，剪定のコツを詳しく教えていただきま
した。その後，受講生全員で実際にみかんの剪定を行いました。
また，場所を移動して幼木の剪定も教えていただきました。

大仲　保さん
「すだちの収穫」
令和３年９月22日(水)
　初めに，農業総合振興センターですだちの階級や大きさのお
話があり，２L で標準40個，１本の木で 20Kg なっているとし
て，800個の収穫が必要であること，ハサミは「やすり」で研
いで切れ味の良いはさみを使うことなど，すだち収穫に向けた
お話を聞いた後，柏木さんの園地で収穫の実習を行いました。
皆さん手際よく，多くのすだちを収穫することができました。

徳島県立農林水産総合技術支援センター
資源環境研究課兼病害虫防除所　中西　友章さん

「病害虫防除について」
令和３年10月12日(火)

　四国大学との連携事業として，人間健康化食物栄養専攻の学
生８名と教員１名がアグリスクールに参加しました。
　病原菌や害虫にとって「作物」は，人によって作られた品種・
耕地・環境で人に守られながら育っており，格好の条件となっ
ています。カンキツ類が影響を受けやすい病害虫には大きく分
けて，糸状菌（カビ），細菌（バクテリア），ウイルスの３種類が
あります。すだちへの影響が多い「かいよう病」は，細菌の一
種であり，前年の秋から初冬に形成された病斑が伝染源となっ
て傷口から広がっていきま
す。防除には，予防が大事で
あり，台風などの暴風雨やハ
モグリガなどの食害に注意す
ること，銅水和剤，ボルドー
剤等の予防散布が必要であ
るとのことでした。防除対策
は，ほ場，気候，年によって
も異なってくるため，ほ場や
症状をしっかり観察し，病気
や虫の生態や特徴を知り分
析を行い，薬剤・天敵対策等
を行うという流れを続けてい
くことが必要であるというこ
とでした。

　四国大学との連携事業として，人間健康化食物栄養専攻の学
生13名と教員１名がアグリスクールに参加。大西さんの園地を
お借りし，「キウイの収穫・貯蔵について」の実習を行いました。
　最初に，佐那河内村内におけるキウイの歴史や現状，貯蔵・出
荷についてのお話がありました。園地では，実際に樹木や果実を

見ながら，キウイの収穫方法や環状はく皮の意味合いなどの説
明がありました。実の状態や大きさを確認しながら，各々収穫を
体験しました。最後にＪＡ徳島市選果場において，果樹選果場課
長より，キウイの出荷の現状説明や，貯蔵庫・選果機・施設内の
見学案内等をしていただきました。
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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。

　最初に圃場で剪定の基本的なお話を聞いた後，見本として実
際に１本の木を剪定していただきました。第１亜主枝は切らな
いこと，太い枝と細い枝のバランスをとること，太い枝を切り，
細い枝を残すことなど，剪定のコツを詳しく教えていただきま
した。その後，受講生全員で実際にみかんの剪定を行いました。
また，場所を移動して幼木の剪定も教えていただきました。

大仲　保さん
「すだちの収穫」
令和３年９月22日(水)
　初めに，農業総合振興センターですだちの階級や大きさのお
話があり，２L で標準40個，１本の木で 20Kg なっているとし
て，800個の収穫が必要であること，ハサミは「やすり」で研
いで切れ味の良いはさみを使うことなど，すだち収穫に向けた
お話を聞いた後，柏木さんの園地で収穫の実習を行いました。
皆さん手際よく，多くのすだちを収穫することができました。

徳島県立農林水産総合技術支援センター
資源環境研究課兼病害虫防除所　中西　友章さん

「病害虫防除について」
令和３年10月12日(火)

　四国大学との連携事業として，人間健康化食物栄養専攻の学
生８名と教員１名がアグリスクールに参加しました。
　病原菌や害虫にとって「作物」は，人によって作られた品種・
耕地・環境で人に守られながら育っており，格好の条件となっ
ています。カンキツ類が影響を受けやすい病害虫には大きく分
けて，糸状菌（カビ），細菌（バクテリア），ウイルスの３種類が
あります。すだちへの影響が多い「かいよう病」は，細菌の一
種であり，前年の秋から初冬に形成された病斑が伝染源となっ
て傷口から広がっていきま
す。防除には，予防が大事で
あり，台風などの暴風雨やハ
モグリガなどの食害に注意す
ること，銅水和剤，ボルドー
剤等の予防散布が必要であ
るとのことでした。防除対策
は，ほ場，気候，年によって
も異なってくるため，ほ場や
症状をしっかり観察し，病気
や虫の生態や特徴を知り分
析を行い，薬剤・天敵対策等
を行うという流れを続けてい
くことが必要であるというこ
とでした。

　四国大学との連携事業として，人間健康化食物栄養専攻の学
生13名と教員１名がアグリスクールに参加。大西さんの園地を
お借りし，「キウイの収穫・貯蔵について」の実習を行いました。
　最初に，佐那河内村内におけるキウイの歴史や現状，貯蔵・出
荷についてのお話がありました。園地では，実際に樹木や果実を

見ながら，キウイの収穫方法や環状はく皮の意味合いなどの説
明がありました。実の状態や大きさを確認しながら，各々収穫を
体験しました。最後にＪＡ徳島市選果場において，果樹選果場課
長より，キウイの出荷の現状説明や，貯蔵庫・選果機・施設内の
見学案内等をしていただきました。



令和4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

応募期間 令和４年６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
【農業担い手の場合は，世帯内で果樹の販売実績のある方】

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

※雨天等により、日程が変更となる場合があります。 〒771-4195 佐那河内村下字西ノハナ31番地
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4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 月上旬

みかんの剪定（実習）10:00～14:00
徳島県カンキツアカデミーと合同

第8回

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

第3回 8 月下旬

第4回 9 月下旬

第1回 6月28日（火）

すだちの摘果・摘葉（実習）

すだちの収穫（実習）

ゆずの栽培について（座学）

防除について（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）流通と市場について（座学）

第6回 11 月上旬 キウイの収穫・貯蔵（実習）キウイの栽培について（座学）

第7回 1 月上旬

2 月中旬

キウイの剪定（実習）みかんの栽培について（座学）

第9回

すだちの剪定（実習）13:00～15:30土づくりについて（実習）

すだちの栽培について（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）

果樹栽培暦のポイントについて（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

2 月下旬～
3 月上旬

令和4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。
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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

応募期間 令和４年６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
【農業担い手の場合は，世帯内で果樹の販売実績のある方】

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

〒771-4195 佐那河内村下字西ノハナ31番地
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4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 月上旬

みかんの剪定（実習）10:00～14:00
徳島県カンキツアカデミーと合同

第8回

開催日
午前（10:00～12:00） 午後（13:00～15:00）

第3回 8 月下旬

第4回 9 月下旬

第1回 6月28日（火）

すだちの摘果・摘葉（実習）

すだちの収穫（実習）

ゆずの栽培について（座学）

防除について（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）流通と市場について（座学）

第6回 11 月上旬 キウイの収穫・貯蔵（実習）キウイの栽培について（座学）

第7回 1 月上旬

2 月中旬

キウイの剪定（実習）みかんの栽培について（座学）

第9回

すだちの剪定（実習）13:00～15:30土づくりについて（実習）

すだちの栽培について（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）

果樹栽培暦のポイントについて（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
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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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

2 月下旬～
3 月上旬

※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。


