岐阜農林事務所の普及活動状況
平成２６年３月３１日現在

今月の重点活動
■秋冬ブロッコリー ２７年産に向けて戦略会議始動
３月６日、ＪＡぎふブ ロ ッコリー生産 連絡協議 会では役員会 を開
催し、出荷実績が 報告 された。農業普及 課 か らは品種試験 の結果 と
先進地視察（ 香川・徳 島）の報告を 行った。
また、３月１８ 日には 、関係機関によ る打ち 合わせを行い 出荷時
期や栽培品種 、面積 拡大 に向けた方策 など２７ 年度の振興方 針につ
いて協議した 。農業 普及 課からは育苗 管理の改 善点や収量及 び品質
向上を目的と した肥料 試験の実施に つい て説 明した。
【協議会役員会】

活力ある新産地づくり
■アスパラガス 自動選別機を導入
３月１９日、本 巣市の もとすファー ム に、ア スパラガスの 自動選別 機（Ｏ
社製）が導入 され、ア スパラガス の 出荷作業 が行われてい る。
アスパラガス の収穫・出荷作業 には、多くの 人手を要する ため、農 業普及
課では、これ ら作業を 効率化 できる 自動選別 機の導入を 働 きかけ、この度導
入が実現した 。
自動選別機は 、アスパ ラガスをカッ ターで長 さ２５センチ に切り揃 え、高
精度の秤で１ 本ずつ重 量選別 できる 。これに より作業員２ ～３名で １時間当
たり約８千本 の処理が 可能となり、 省力化に 大きく貢献 し ている。
【選別機の稼働】

売れる農畜産物づくり
■えだまめ 新規栽培者向け研修会の開催
３月１０日、ＪＡぎふ 黒野支店にお いて、新 規就農者及び 就農 ５
年未満のえだ まめ生産 者を対象に、 栽培研修 会を開催した 。
農業普及課か らは、え だまめの栽培 管理のポ イント、農薬 の適正
使用、ＧＡＰ の取り組 みと農作業安 全（農作 業事故事例な ど）につ
いて指導した 。
参加者した生 産者から は、今後 も栽培技 術や 農作業安全な どに関
する情報提供 をして欲 しいとの 要望 が出され た。
■小麦 生育調査と追肥指導
３月になり穂 肥施用時 期に入ったた め、農業 普及課 では 、各地 の
麦の生育状況 を把握し 追肥指導を行 った。
小麦の生育は 葉色の低 下も少なく概 ね順調に 推移している が、今
年も岐阜市 、羽島 市、本巣市におい てコムギ 縞萎縮病の発 症が確認
されている。農業普及 課では、農業 技術セン ターと連携し 、減収軽
減対策として の追肥試 験を３月１６ 日から岐 阜市、羽 島市 、本巣市
で実施してい る。

【栽培研修会】

【追肥ほ場での葉色調査】

戦略的な流通・販売
■えだまめ 産地振興プロジェクトの取り組み開始
３月１９日、 ＪＡぎふ 島支店におい て、ＪＡ ぎふえだまめ 部会役
員会が開催さ れた。
農業普及課か らは、産 地戦略会議で 決定した えだまめの産 地振興
プロジェクト の内容 を 説明し、関係 機関が一 丸となって産 地振興を
進めていくこ とを確認 した。

【えだまめ部会役員会】

多様な担い手の育成・確保
■女性農業者 第２回わかばマーク女性農業者研修会
３月４日、本 巣市の糸 貫ぬくもりの 里におい て、第２ 回わ かばマ
ーク女性農業 者研修会 を開催し、若 手の女性 農業者８名が 参加した
。午前中は、出荷が始 まった春芽の アスパラ ガスを使った 料理講習
会を、午後は 、ＳＮＳ を活用した農 業者同士 の繋がり方に ついて、
女性農業アド バイザー ２名を迎え、 意見交換 会を行った。
農業普及課で は、今後 も研修会の開 催、運営 などを通じて 、若い
女性農業者の 能力向上 を支援してい く ことと している。
■中山間地域 集落営農の組織化支援
３月４日、山県 市青波 地区で進めて いる中山 間地域の集落 営農組
織化メンバー が、同じ 中山間地域で 集落営農 の法人化が進 んでいる
先進地の白川 町上佐見 地区を視察し た。青波 地区 よりも１ 筆サイズ
は大きいもの の、数ｍ もある畦畔を 抱えた水 田で営農が行 われてい
る状況に、視察 メンバ ーは食い入る ように見 て、聞いていた。農業
普及課では 、当該 市町 や法人組織代 表者と視 察に関する調 整を 担っ
てきた。

【料理講習会】

【現地説明】

魅力ある農村づくり
■うすずみファーム ２７年度は加工を含めた品目導入
３月２０日、Ｊ Ａぎふ 北方支店にお いて、う すずみファー ムの平
成２７年度作 付計画を 検討した 。新規作 目や 作業体系 、作付ほ 場等
を確認し、根尾地区 の 加工品として も使える 、熊笹、エゴマ 、弘法
いも等を含む 作付計画 を立てた 。また 、農産 物 加工も営農 計画に含
まれており、今後の作 目選定に生か せるよう 各作目の成果 の検証を
行うこととし た。農業 普及課 では、作 付体系 の提案・各品目 の栽培
指導等を行っ ている。

【能郷のほ場】

県民みんなで育む農業・農村
■担い手組織 担い手リーダー各団体総会を開催
３月１３日に 岐阜地域 指導農業士 連 絡協議会 が、３月 １０日に は岐
阜地域青年農 業士連絡 協議会が、３月１１ 日 には岐阜県女 性農業経 営
アドバイザー 岐阜ブロ ックがそれぞ れ総会を 開催した。指導農業 士 会
では来年度の 全国農業 担い手サミッ ト への協 力の確認、青年農業 士 会
でも全国農業 担い手サ ミット準備委 員 会への 参画に向けた 役員増員
を、女性農業経営 アド バイザー では 食農教育・男女 共同参画へ の思 い
等が語られた 。
農業普及課で は、引き 続き各団体と 連携して 活動を進めて い
くこととして いる。

【退任するアドバイザー
を囲んで】

