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  今 月 の 農 政 情 報   

 
 

 

 

 

 

１ はじめに 

平成２６年１０月の「岐阜県花きの振興に関する条例」の制定を契機に、県では花き業界と協力し、

人の心に潤いと安らぎを与える花きの効果・効用の普及や、生活のさまざまな場面における花きの活用

を推進している。今年度、条例に基づき「清流の国ぎふ花き振興計画」を策定したが、今回、本計画の

スタート年である平成２８年度に向けたキックオフイベントとして、２つの大きなイベントを開催する。 

そのひとつは、「よろこび発見！花と緑のある暮らし」をテーマに開催する「ぎふフラワーフェステ

ィバル２０１６」で、花き文化の体験教室、装飾展示や講演等を通じて、子どもから大人まで楽しみな

がら花きの魅力を体験することができる。また今回新たな取り組みとして、県内花き生産者自らが国内

外のバイヤーとの情報交換や商談、一般消費者への即売を通じ、販路の開拓やニーズに合った商品づく

りに資するＢtoＢの場も設ける。 

もうひとつのイベントは、今後花き輸出の相手国となりうるアジア各国から花き業界の第一線で活躍

する方を招き、アジアにおける花きの活用や文化、輸出に向けた商品づくりなど多様な議論をしていた

だく「国際花きシンポジウム」である。他の農産物に後れを取っている県内産花きの輸出に、弾みがつ

くことを期待している。 

 

２ 「ぎふフラワーフェスティバル」の概要 

【主  催】 清流の国ぎふ花き戦略会議 

構成団体：岐阜県、岐阜県教育委員会、岐阜大学、岐阜花き流通センター農業協同組合、 

    岐阜県園芸特産振興会、全国農業協同組合連合会岐阜県本部、岐阜生花市場 

     協同組合、花キューピット岐阜支部、岐阜園芸商組合、岐阜県花商組合、 

岐阜県グリーンサービス協同組合、（公社）日本フラワーデザイナー協会、 

（一社）日本ハンギングバスケット協会岐阜県支部、（一社）寄せ植え華道協会、 

岐阜県華道連盟、（特非）岐阜県園芸福祉協会 

    

【実施内容】 

(1) ステージイベント  須磨佳津江氏の特別講演(3/5）、花いけバトル(3/6）、構成団体によるフラ 

          ワーデモンストレーション、フラワーオークション(3/5)、花の歌ミニコンサ 

ート(3/6）、各種コンテスト表彰式及び園芸福祉サポーター認定式(3/6） 

(2) 催 事  構成団体（文化）による花育教室、商品企画コンテスト（花－１グランプリ）、寄せ植え・

ハンギングバスケットコンテスト、花きの日ポスターコンクール、出張園芸相談所 

 (3) 展 示  壁面緑化を使ったメインディスプレイ、構成団体によるフラワーディスプレイ、県試験 

研究 PR、花き新品種、花の写真、ＦＢＣ・花育活動の紹介 

いよいよ開催！ ぎふフラワーフェスティバル２０１６  

３月５日(土)・６日(日)  岐阜メモリアルセンター  で愛・ふれ愛ドーム他  

国際花きシンポジウム  ３月５日（土） 岐阜グランドホテル 

入場無料 
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(4) 商談会  県内花き生産者６１社が国内外のバイヤー（海外は中国、台湾）と商談(3/5） 

(5) 即売会  生産者による県産花きの即売会(3/6)、花き関連商品の展示・即売(3/6） 

(6) 屋台村  岐阜の味を楽しめる飲食、農産物等の販売    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国際花きシンポジウムの概要 

【日 時】  ３月５日（土） １６時３０分～１９時 

 【場 所】  岐阜グランドホテル Ｂ１ ロイヤルシアター 

【主 催】  岐阜県 

 【内 容】  植物の効果効用を学ぶとともに、アジアの花き業界の第一人者を招聘し、花きの輸出に

向けた魅力ある商品づくり等幅広く議論します。 

    (1) 基調講演 「植物の効果・効用について」  講師：カマール メトル氏 

    (2) パネルディスカッション 「アジアの花きの活用と輸出入について」 

        コーディネーター：佐分利応貴（総務省行政評価局 評価監視官） 

        パネリスト：カマール メトル氏（インドの環境研究家） 

              楊 鉄順（中国花卉協会盆栽植物協会会長） 

              姚 技 （中国江西省花卉協会会長） 

              ジョン ファヨン（韓国 (株)K-ROSE代表理事） 

              デニス リム（シンガポール 国立公園庁ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙｲﾍﾞﾝﾄ展示部副部長） 

              松浪 健四郎（日本体育大学理事長） 

              山田 香織（盆栽園「清香園」５代目） 

 

 

 

 

＜基調講演の講師＞ カマール・メトル氏（インド）のプロフィール 

 

パハルプールビジネスセンターＣＥＯ、インドの環境研究者 

自身がニューデリーの汚染された空気によりアレルギー症状を起こ

したことをきっかけに、植物による空気清浄効果を研究し、家庭やオフ

ィスに植物を取り入れることを提案している。2009年には、世界最高

峰のプレゼンテーションイベントであるＴＥＤで“How to grow your own 

fresh air”と題して講演を行っており、その映像は全世界で 200万人

以上に視聴されている。 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
暖冬傾向が続く中、作物はどんどん生長・・・ 

暖冬の今季、岐阜地方気象台の速報で‘極値更新’

の文字はさほど珍しく感じなくなったが、昨年 12月の

平均気温で岐阜市が観測史上最高値を、高山市で 2番

目の値を記録したかと思えば、1月 25日には記録的な

低温となり、白川町と中津川市に至ってはそれぞれ-1

2.8℃、-10.4℃と観測史上最低気温を記録したが、特

に春先は西高東低の冬型が崩れると東シナ海方面で発

生した低気圧の北上によって春の陽気に包まれるよう

に、寒暖差が激しいのが大きな特徴で、農作物管理に

とってはかなり厄介である。 

岐阜市の真冬（12月～2月）の気温を 1961年から 2

015年までの 55年間を 5年ごとの平均値で見てみると、

平均気温 4.24℃⇒5.02℃（+0.78℃）、最高気温 9.44℃

⇒9.44（±0℃）、最低気温 0.08℃⇒1.24℃（+0.16℃）

と年平均気温の 14.92℃⇒16.10℃（+1.18℃）に比較

してさほど上昇していないように感じるが直近の 5年

間（2011年～2015年）が極端に低かったことを考える

と平均気温で言えば過去 55年間の上昇温度は 1.12℃

となる。また、寒候期（9月～2月）ほどではないが、

同期（12月～2月）における西日本のアメダス地点の

平均気温上昇温度 1.02℃を上回っており、特に今年に

限って言えば岐阜市で同期平均気温 7.1℃、最高気温 11.6℃、最低気温 3.0℃と極端に高いことが分かる（図

2）。期間内変動と同時に年次変動が大きいのも冬期の特徴である。 

相変わらず暖冬は続く・・・季節外れの寒波や積雪に注意！ 

名古屋地方気象台が2月25日に発表した

東海地方の 1ヶ月予報によると、これまで

と同様に気温はかなり高い傾向が続き、降

水量も多めで推移すると予想されている。

幾分か弱まるもののエルニーニョ現象が続

く見込みで、偏西風も日本付近で北に蛇行

しており、春を迎えても‘暖冬’傾向が続

くと考えられる。しかし、作物の生長とと

もに低温に対する抵抗力が低下する中で遭

遇する厳しい寒さや季節外れの重雪には十

分に注意が必要である。 

また、2月 24日、名古屋地方気象台から発表された暖候期予報（3月～8月）によると、6月頃にはエルニ

ーニョ現象は終息するが、チベット高気圧は弱く、太平洋高気圧も北への張り出しが弱いと見込まれるため

南からの暖かく湿った空気による断続的な豪雨や日照不足、いわゆる冷夏が心配される。さらに過去 110年

を見ると、35℃以上の猛暑日である異常高温の出現回数は急激に増加し、全国各地の梅の開花日は過去 60

年で約 5日、桜で約 4日早まったのとは逆に、イチョウの黄化が約 11日、カエデが 15日も遅くなったとい

う報告があり、降水量と大雨については、特に 1970年以降、降水量の変動が 1900年当時に比べ約 1.5倍に

拡大し、異常少雨、ゲリラ豪雨等の出現回数が増加し、日降水量 200mm以上の出現頻度は約 1.5倍に増えた

とする報告がある。 

図１ アメダス気象図（岐阜市：2/25現在） 
〔岐阜地方気象台公表値より〕 

図２ 真冬(12～2月)の気温の年次推移（岐阜市） 
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さて、今月 11日で東日本大震災から丸 5年が経過する。まだまだ復興は道

半ばで特に農地や農業施設はやっと形が整ってきたところであるが、一番復

興が遠いと感じるのは農を耕す人の‘心’かもしれない。それでも若者を中

心に農業の新たな躍動が始まりつつある。私たちにできることは、直接的な

支援ばかりではない。同じ仲間として、まず岐阜の地で頑張る姿、その汗ま

みれの笑顔を届けることだと思う。3 月 5 日は二十四節季でいう‘啓蟄’。

ポカポカ陽気に誘われ冬ごもりをしていた虫たちがゆっくりと地上に這い出

してくる。ここのところの寒さで足踏みしていた庭の河津桜も一気に花を咲

かせ始めた(写真)。3 月上旬頃が例年の開花期だがソメイヨシノより開花時期の変動が大きく、簡単には花

びらを散らせることがないので長く花を楽しめる分、日本人の性分には合わないのかもしれない。今年のソ

メイヨシノの開花予想は福岡が全国で最も早く 3月 22日、次いで東京が 3月 24日、東海地方は 3月 25日頃

である。麦をはじめとする冬作物が実を結び、茶や夏野菜などの本格的な農作業の季節が到来する。穏やか

な春の天候を望みたい。 

暖冬下での作物別の生育状況と対応 

 これまでの暖冬傾向は春も続くと予想されるが、今頃になると冬型の気圧配置の後に南や東海上からの暖

かい空気の流入により春の陽気が数日程度続くことで、冬作物はもちろん夏作物の芽も一段と膨らんだ状況

でで再び大陸高気圧による真冬の気温に遭遇するパターンが多くなる。いわゆる凍霜害で、小麦、お茶、果

樹などの露地作物だけでなく、施設野菜や育苗中にある夏作物の栽培管理には十分注意が必要である。 

 

 

 

１ 麦 

(1) 現在の生育状況（２月中旬現在） 

   ① 「農林６１号」は、草丈・茎数ともに昨年より大きく上回っており、葉齢も 2枚程度多く展開し幼穂

長も 5mm前後となっており茎立ちが始まっている。 
   
   ◇ 「農林６１号」の草丈と茎数（海津・可茂） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「イワイノダイチ」は、葉齢は昨年より 1枚以上進んでいるが、草丈は昨年並み、茎数は昨年より少

なく、幼穂長は 2mm程度で茎立ちも目立たない。 

   ◇ 「イワイノダイチ」の草丈と茎数（海津・揖斐） 

 

 

 

 

 

 

 

河津桜（岐阜市：H28.2.27） 

図３ 草丈の年次比較(N61) 図４ 茎数の年次比較(N61) 

図１ 草丈の年次比較 図２ 茎数の年次比較 
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③ 「さとのそら」は、葉齢が昨年より 2枚近く多く展開し幼穂長は 2mm程度で、「タマイズミ」ととも

に草丈・茎数とも昨年を上回った状況で推移しているものの茎立ちは確認できていない。「タマイズミ」

の幼穂は 5mm程度で茎立ちが始まりつつある。大麦の「さやかぜ」は、葉齢は昨年より早く展開してお

り幼穂は 7mm程度あるものの、草丈・茎数は昨年並み～やや少なく推移しておいる。 

   ◇ 「タマイズミ」・「さとのそら」の茎数  ◇ 「さやかぜ」の草丈と茎数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 各品種の葉齢の年次比較（2 月中旬） 

 

年次 

イワイノダイチ 農林 61 号 さとのそら さやかぜ 

海津 大野 海津 海津 谷汲 

Ｈ２８ 8.8 7.1 8.5 6.5 8.1 

Ｈ２７ 7.5 6.2 6.3 4.5 7.6 

      ※各現地実証ほデータによる 

 

(2) 今後とり得る技術対策 

① 早い出穂期 

小麦「農林６１号」、「タマイズミ」は生育の前進に沿って茎立ちが始まっており、この

ままの天候で経過すると出穂期は昨年より７日程度早い 4 月 13 日頃と予想される。また、秋

播性Ⅳの小麦「イワイノダイチ」、「さとのそら」は今は茎立ちは目立たないものの、生育の

前進化に伴い、同じように出穂は１週間程度は早まると予想され、それぞれ 4 月 5 日頃、4 月

10 日頃と予想される。 

② 追肥作業 

平年より生育量が大きいことに加え前進化していることから肥効切れが早まっている。した

がって、全ての品種について穂肥未施用のほ場については直ちに施用する必要がある。 

■ 施用量の目安：通常量（3.5kg/10a～4.0kg/10a）より 0.5kg/10a 程度増量するのが望ましい

が、生育量（茎数）の大きく葉色低下を確認したほ場で事前に追肥を行った

場合は施用量について考慮の上実施する。 

※ 低温に遭遇した時の対応 

   ａ．生育状況と穂の状況を確認する。 

   ｂ．生き残った穂の充実を図る他、幼穂の大部分が枯死した場合には、速効性の硫安等を施用（窒素

成分：2.0kg/10a）し、遅発茎や再分けつ穂の養成を図る。 

③ 雑草対策 

       暖冬年は一般的に雑草の発生や生育も早まることから発生量は多くなる傾向にある。播種時に散布

した土壌処理剤は効力が無くなってり、スズメノテッポウやヤエムグラなど雑草の多い圃場が目立つ

ようになる。生育の中盤以降に使用できる除草剤としては、エコパートフロアブル、アクチノール乳

剤、ハーモニー75DF水和剤などがあるが、必ず使用時期や使用量等を確認し収穫作業等にあらかじめ

支障の無いように準備しておく必要がある。 

④ 排水対策 

     縞萎縮病や後の赤カビ病等、暖冬によりその発生が早まると同時に多発することが予想されるので、

図５ 茎数の年次比較 図６ 草丈・茎数の年次比較 
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出来る限り良好な排水性を保つことが重要である。 

暖冬年は一般的に雨が多く、十分な管理作業が出来にくいので、生育への悪影響を回避するととも

に、確実に適期作業が出来るよう排水溝の整備を常に怠らないように努める。 

 

 

 

２ 野  菜  ～施設の風害対策～ 

(1) 被害発生の条件と様相 

     強い風は、秋の台風シーズンに襲来すると思われているが、実際には 2～3月の被害も発生しているの

で、油断は出来ない。風に対する注意は被覆材の破損やはがれによって、風を吹き込ませないこと、破

損個所は速やかに補修することである。 

 

 

開口部の一部開放や被覆材の破損

部から風が吹き込むと施設内の圧力

が高くなり、被覆材の剥離や施設の

浮き上がりの原因となる。 

 

                            

① 春先に強い風が吹く気圧配置 

ａ．西高東低で低気圧が日本海を通過した後 

ｂ．台湾付近で発生した低気圧が急速に北上した時 

ｃ．4～5月に発達した低気圧が日本海に入って湿った南西の風が吹き、その後冷たい北西の風に変わっ

た時 

② 突風の方向、性質 

ａ．岐阜地方では北西、高山地方では北西か南西の風が多い。 

ｂ．早朝の突風が強く、強弱の幅が大きい。 

③ ハウスやトンネルの被害様相 

ａ．風上からの風圧と風下に吸引される力とが重なって、ハウスが倒壊する。 

ｂ．風の強弱によってビニールの破損、抑え材のゆるみ、はずれ、基礎杭のゆるみ、抜けによるビニー

ル飛散等が発生する。 

 

(2) 事前対策 

① 強風側に風を遮る森林等がない場合、施設周辺に防風網を設置するのが望ましい。 

② 建具、特に天窓その他があおられるのを防止するため、ロックを完全に実施する。 

③ 被覆フィルムがゆるんでいると、強風にあおられて被害が生じやすいので、取り付け金具の緊張、押

さえ紐の固定、表面の補強等を再点検の上整備しておく。強風時における被覆材剥離防止法としては、

換気扇のセットされているハウスは、窓、出入口を密閉したのち、換気扇を稼働させて、ハウスの内圧

をマイナスにすると良い。 

④ 強風により小石・木片等が飛来してガラス等を破損することを防止するため、施設の周囲を片付け清

掃しておく。シバ等を植生しておくことは、砂塵によるガラスやフィルムの傷の発生防止上も好ましい。 

⑤ 施設導入及び更新に際しては、耐候性ハウスなどの導入を図り、施設構造の改善に努める。 

表 1 各種ハウスの設計用風圧力 

ハウスの種類 パイプハウス 連棟ハウス 大型単棟ハウス 

設計用風圧力 35kg/㎡ 45kg/㎡ 55kg/㎡ 

   （注）高さはパイプハウスは 2.5m、連棟ハウスは 3m、大型単棟ハウスは 6mを基準とした。 

図１ 風の巻き込みによる被覆材の破損、剥離の想定例 
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(3) 事後対策 

① 強風の去った直後は、被覆材や止め付けの緩み・破損・窓の開閉装置の異常、構造材のボルトナット

の緩み等の有無を総点検し、必要があれば速やかに補修しておく。 

② ハウスが倒壊した場合、速やかに整理し、トンネルで作物を保護する。 

③ ビニールが破損、飛散した施設は速やかに修理し、殺菌剤を散布し回復を図る。 

④ 傷んだ茎葉、果実は速やかに摘除し、草勢を回復させる。 

 

 

 

３ 野菜（高冷地） 

(1) ほうれんそう（越冬栽培） 

      今年は降雪が少なく、すでにハウスの中も雪が無くなっているほ場が多く見受けられる。そのため、

例年より早くハウスを被覆している生産者も多く見受けられるが、暖冬とはいえ、まだ降雪の可能性が

あるので、必ず、支柱などでハウスを補強し、降雪対策を実施しておく。 

① 追肥 

     生育を見ながら遅くてもＳサイズまでに必ず追肥を行う。降雪が少なく、通常年より生育が進んで

いるので生育状況をよく確認することが重要である。 

低温期であり生育日数も長いことから窒素不足により花芽分化（抽台）が早まったり、収穫期の黄

化葉発生の原因となる。追肥は低温期のため、有機質資材の施用は避け、尿素（窒素 46％）、硝酸石

灰（窒素 15.5％）等の速効性の化成肥料を施用する。追肥後は、肥料やけを防ぐ為に潅水を行い、ハ

ウス内が高温とならないように換気を行う。 

② 病害虫防除 

ａ．べと病 

       保温状態のハウス内は、分生子の発芽適温（８～18℃）となることが多く、夜間は特に湿度も高

く推移することから、レース８抵抗性品種以外は注意が必要である。特に、子葉展開から本葉第１

～２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害が抑えられないことから、初期（本葉展開時）

からの予防防除が重要となる。春期は生育日数も長くなり粒剤の効果が低下しやすいことから生育

後半（Ｓサイズ時）にも予防防除が必要となる。また、夜間の多湿条件は発病を助長することから

夕方の潅水は避け、合わせてこまめな換気によりハウス内湿度を下げる等の耕種的防除も実施する。

発生後は病害葉をほ場内から持ち出し適正に処分する。 

ｂ．ホウレンソウケナガコナダニ  

       比較的低温で多湿条件を好み、春と秋に発生が多くなり、発育適温は 10～20℃とされる。未熟な

有機物やほうれんそうの残さ等の未分解有機物を餌として増殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新

芽に移り食害を行うと考えられる。特に低温期は有機質肥料の施用は避け、薬剤散布はコナダニに

薬液がかかるよう丁寧に行うように心掛ける。特に雪解け後、土壌表面が乾燥する時期からの防除

が重要となる。また、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避け、生育期間中の土壌水分を下げすぎ

ないことも被害軽減には効果的である。 

 

(2) トマト（早期作型） 

① 保温対策 

      ハウス２重被覆や２重トンネル、水封マルチ等により、低温対策に十分注意する。ポットずらし後

もトンネル育苗を基本とし、暖房機未設置ハウスにおいては、保温資材の被覆や簡易暖房（ストーブ、

ろうそく等）により夜温の確保に努める。 

② 育苗床準備 

      土壌診断を必ず行い、施肥量等を決定するとともに、土壌との混和は肥料むらの発生を防ぐため丁
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寧に行う。低温期に発生が問題となる窓あき・チャック果等の障害果は多肥により発生が増加するた

め注意が必要である。また、早めの床土準備により地温を高め、土壌殺菌（ビニール被覆による熱処

理等）を確実に行う。原土によっては固相の割合が高すぎる例もあるため、もみがら等（３割上限）

により気相割合を調節するとともに、仮植後の潅水管理を容易にするため、仮植時の土壌水分が高く

ならないように、事前に調節しておくことも必要となる。 

③ 潅水管理 

      潅水は低温障害を避けるため、ハウス内に溜めおいた水を用いる。仮植から活着後しばらくは潅水

を控え、潅水開始後はその日に必要な量のみを潅水し夕方以降は表面が乾くように心がけ大苗としな

いように注意する。 

④ 葉面散布 

     低温条件での育苗となるため窓あき・チャック果の発生が増加しやすいことから、石灰資材の葉面

散布を定期的に行う。その際には吸収を促進させるため茎や葉柄にも十分散布する。 

⑤ 病害対策 

   近年、特に葉かび病の発生が増加していることから、支柱・ポット等の資材消毒を行うとともに育

苗中からの予防剤による定期防除（週１回程度）の徹底により、本圃への菌の持込を防ぐ。 

 

 

 

４  果  樹 

 ３月に入り、各樹種において芽が動き出す。生育が進むと、耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、

対策を講じておく必要がある。とくに今年は暖冬で推移し、うめなど生育が早い樹種では 1か月以上開花が

早くなったものもある。多くの落葉果樹では２月以降の気温に影響されるが、比較的暖かい日があったこと

もあり、動き出しが早いと予測されるので、今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。 

 

＜凍霜害対策＞ 

これから５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却により晩

霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。植物

体の温度はほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策を講じる場合は注意する。 

   各樹種における生育時期別耐凍性については、表１のとおり示されている。また、低温の継続時間にも

影響することから一概には断定は困難となるが、目安として参考にしてもらいたい。 

   また、カキは 2003年（早生品種で晩霜害の被害発生（農業共済より））、モモは 2009年（晩霜害の被

害が発生（農業共済より））、リンゴは 2012年（晩霜害の被害発生（農業共済より）の最低気温と、表１

に示した各樹種の耐凍性との関係をグラフ上に示した（図１～３）。耐凍性の限界を示す温度域まで気温

が下がると発生している状況である。 

 

表１ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

 

 

 

 

 

 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

リンゴ -2.0～-0.2 -2.0～　0 -1.8～-1.0

カキ -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～　0

モモ -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

ニホンナシ -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ブドウ -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

ウメ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3
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(1) 事前の予防対策 

  ① 冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その

風上側で被害がひどくなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下枝を

払っておく。 

  ② 土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高い

時間帯に行い、地中へ蓄熱させる。 

  ③ 草生栽培の場合は、短く刈りこみ、地温が地表面の気温に伝わりや

すいようにする。また、敷き藁やマルチの敷設は、霜の心配がなくな

る 5月以降とする。 

  ④ 直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

ａ．送風法（防霜ファン）・・上空の暖かい空気を下方に吹き降ろすことで空気を撹拌し、園地内の気

温を高めることによる防霜を図る。 

ｂ．散水氷結法・・・・・・・凍霜害を受けるような気象下で散水すると、枝幹に付着した水滴は氷結

する。この水が氷に変わる際に 80cal/grの潜熱を放出するため、この熱量

で細胞内の凍結を抑制し、0℃前後に保温する方法。 

ｃ．燃焼法・・・・・・・・・樹園地内で資材を燃焼させ、その熱を利用して被害を防ぐ方法で、資材

としては固形燃料、灯油、重油、市販の防霜資材等がある。 

 

(2) 万一被害にあった場合には 

  ① 被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発生する場合もある

ので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

  ② 病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

  ③ 結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

  ④ 結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や不定芽などから発

生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な枝は誘引などを実施する。 

  ⑤ 結実量が少ない樹では、枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に応じて施肥量を減

らす。         

図１ カキの晩霜害発生年（2003 年）の

状況（アメダス揖斐川） 

図２ モモの晩霜害発生年（2009年）の状

況（アメダス高山） 

写真１ 防風ネットの巻き上げ 

の様子 

写真２ 送風法（防霜ファン） 写真３ 散水法（ナシ園） 

図３ リンゴの晩霜害発生年（2012 年）の

状況（アメダス高山） 

写真４ 燃焼法（カキ園） 
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５  茶 

３月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発生する。４月の中旬から下旬に

氷点下になる日が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び東向き斜面の茶園は、被害が大きくなる。 

 晩霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが解凍されるときに細胞壁が破壊され枯死する。

凍結した時期や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に遭うと、一番茶の収量は大幅に影響を受

け、その年の生産に大きな打撃を与える｡       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜防霜対策＞ 

(1) 事前の予防対策  

実用的な防霜法は、被覆法、送風法、散水氷結法がある。近年は送風法が普及している。しかし、現

時点での防霜方法は、－３℃前後までしか期待できず、それ以下の低温になった場合の対策は困難であ

る。それぞれの特徴は表のとおりである。 

    表２ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～ 

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 スプリンクラー 適 難 やや難 やや難 やや適 

 

① 被覆法 

被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがあり、棚がけは、茶株面から 60～90cmの位置に棚を作っ

て被覆物によって保温する保温効果は１～２℃である。一方、トンネルがけは、茶株面から 40cm以上

離して、被覆物によって保温する。保温効果は 0.5～1.0℃である。 

② 送風法（防霜ファン） 

霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、地上６mぐらいの気温は茶株面付近の

気温より４～５℃高くなる。 

        防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。気温が非常に低い場合は効果が発揮でき

ない可能性がある。その限界温度は－３℃である。その効果は、送風機の規模や気象条件、地形など

によって異なるが、750ｗのものでは、支柱の前方 14～16m、支柱の両側 16～20mで比較的安定した効

果がある。この範囲は、気象や地形条件が良ければさらに広がる。    

         表３ 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後 １～２葉期 ３～５葉期 

 ＯＮ ３℃ ４℃ ５℃ 

 ０ＦＦ ５℃ ６℃ ７℃ 

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 

写真５ 被害茶園の様子 写真６ 新芽の被害 
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③ 散水氷結法（スプリンクラー） 

       気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散水す

ると、水が氷結するときに放出する潜熱により、茶の芽は０℃

前後に保温され、被害の回避が可能である。 

保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によって

異なるが、必要な水量は 2.6～4.0mm/hr程度（10a当たり３～

４t/hr）である。散水時間は過去の凍霜害から考えて６時間程

度と思われるので、総水量は 18～24t/10a程度を準備する必要

がある。   

 

(2) 凍霜害に遭遇した場合 

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確認し、その後の処置を決定する。 

① 被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の

被害は深刻である。 

② 萌芽期であっても最低気温が著しい低温の場合、芯芽まで凍死することもあるので、最低気温が何度

だったのかを記録しておく。 

③ 萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の決定に留意する必要が

ある。 

   

(3) 凍霜害の処置と摘採  

    凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置する。 

① 萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時期を決定してその

まま一茶を摘採する。  

② 二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た芽を収穫するとい

う方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の乱れを整える意味をもつ作業である。 

③ 部分的な被害の場合、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い部分を残して被害

葉を先に刈り落とす方法。または、その逆に被害葉を残して、良い葉を先に摘採する方法の２つから摘

採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。  

写真７ 散水法（散水の様子） 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

飼料用トウモロコシの雑草防除 

 

１ はじめに 

飼料用トウモロコシは国内で栽培されている飼料作物の中でも乾物あたりの収量、栄養価ともに優れ、自

給飼料生産の基幹的な役割を果たしている。栽培面積は平成２年を境に年々減少し続けているものの、輸入

飼料価格の高騰などを受け、その価値は変わらず高い。 

生産圃場では高収量、高品質、低コスト生産をめざした管理作業が行われているが、その生産性を下げる

要因のひとつに雑草の影響があげられる。 

圃場に蔓延した雑草は、収量の減少や病害虫の発生、作業機械の効率低下を招くだけでなく、家畜の嗜好

性の低下や有害成分による健康被害を引き起こす恐れがある。1980年代後半からは新たな外来雑草が全国で

猛威を振るい、現在も難防除雑草として圃場で大きな被害をもたらしている。 

 

２ 雑草の侵入防止 

 雑草は、ひとたび圃場への侵入を許すと排除するために多大な労力、経費、時間を必要とする。被害を防

ぐためには水際対策を第一に考え、まずは侵入を阻止する。 

(1) 周辺環境の管理 

圃場周辺の畦畔は適正に管理を行い、雑草種子が結実する前に刈り払いを行うなど、畦畔から種子を

飛来させないようにする。こうした管理はいのししなどの獣害被害の防止にも有効である。 

(2) 家畜ふん尿の堆肥化 

飼料畑では堆肥が施用されるが、輸入飼料などに混入した雑草種子は未発酵のふん尿が施用されるこ

とにより侵入する。十分な発酵温度（60℃以上）を得た堆肥化処理により種子が死滅することが確認さ

れているので、こうした堆肥を施用する。 

(3) 作業機械の管理 

発生圃場で使用したロータリーなどの農業機械は使用後十分に洗浄し、付着した土に混入した雑草種

子による拡散を防ぐ。 

(4) 圃場の観察 

上記の対策をとっていても新たな侵入を完全に防ぐことは難しい。日頃から圃場をよく観察し、初期

の限定的な発生には速やかな引き抜き作業などで対応し、圃場全体への拡散を阻止する。 

 

３ 飼料畑でみられる主な雑草 

(1) ワルナスビ 

     ナス科の多年生広葉雑草。北アメリカ原産。種子と根、

地下茎により繁殖し、特に根、地下茎は細断されたものか

らも再生するため十分注意が必要。植物体には家畜に有害

なソラニンを含み、トウモロコシサイレージなどに混入す

ると牛が採食し、中毒症状を引き起こす恐れがある。非常

に防除が困難で、確実な防除方法は確立されていない。 

(2) イチビ 

     アオイ科の一年生広葉雑草。西インド原産。土壌中にお

ける種子の生存期間がきわめて長い。植物体は強い異臭が

あり、サイレージへの混入により嗜好性が大きく低下する。

ハート形の葉をつける。府県で広く蔓延している。 

(3) オオブタクサ 

キク科の一年生雑草。北アメリカ原産。初期生育の段階でトウモロコシと競合し、大きいものでは３

図 1 県内の圃場でみられたイチビ 
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ｍ程度まで成長する。トウモロコシの収穫作業が困難になる場合もある。 

(4) アレチウリ 

ウリ科の一年生広葉雑草。北アメリカ原産。つる状の茎を持ち、他の植物に絡まりながら成長する。

わずかな本数でもトウモロコシ収量は大きく減少する。 

     外来生物法により特定外来植物に指定されており、生体の移動は禁止されている。 

 

４ 雑草の防除方法 

 既に侵入した雑草を防除するためには機械的防除、化学的防除、生物的防除、生態的防除などの方法があ

り、実際にはそれらを単独、あるいは組み合わせて用いる。現在、飼料畑で主に利用されているものとして、

機械的防除法と化学的防除法がある。 

(1) 機械的防除法 

     草刈り機や鎌による刈り払い、プラウやロータリー耕による土壌中へのすき込みなど、物理的に雑草

の生育を抑制する方法をいう。雑草種間の選択性は無いが大きな労力を要する。 

     また、ワルナスビのように地下茎などで栄養繁殖する雑草の場合、耕起により栄養体である茎が細断

され一層拡散してしまうことがあるので注意が必要である。 

(2) 化学的防除法 

除草剤などの化学物質を利用した防除方法で、機械的防除法と比べ経費はかかるが省力的な方法であ

る。これには、雑草の出芽前に行う「土壌処理」と、出芽後に行う「茎葉処理」の２つの方法がある。 

飼料畑では播種と併せて土壌処理を行うことが多い。土壌処理は土壌の表層に除草剤の処理層を作り

地中からの雑草の出芽を抑える。除草剤の効果を十分に発揮させるためには、砕土、鎮圧を丁寧に行い、

規定量の水量で均一に散布する。 

茎葉処理は、雑草が出芽してから散布するため、防除対象となる雑草が明確で、的確な除草剤の選定

ができる。土壌の条件にあまり左右されず効果が得られるが、散布作業にあたっては作物にダメージを

与えないよう注意する。 

どちらの方法とも使用する除草剤のラベルに書かれた注意事項をよく読み、その使用基準に従って正

しく使用する。除草剤の登録内容は、常に最新の情報を入手しておく。 

※ 最近、飼料用トウモロコシ用の茎葉処理用除草剤としてトプラメゾン液剤が新規登録されたので

紹介する。 

トプラメゾン液剤は、雑草に白化症状を引き起こし枯死させるもので、一年生イネ科雑草と一年

生広葉雑草に対し効果があり、外来雑草のイチビ、オオブタクサの他、イヌホオズキ、オナモミな

どにも高い効果を示す。 

飼料用トウモロコシ以外の作物には強い薬害が生じるため、周辺に栽培されている作物へのドリ

フトに十分注意する。ソルガムへの感受性も高いので混播圃場では使用できない。 

(3) 総合的防除 

     飼料作物は中間的な生産物であり、低コストでの生産が求められる。雑草防除の場面においても、い

かにコストを抑え、かつ省力的に防除するかがポイントとなる。 

    そのためには、雑草と作物の生態を理解し、圃場にあった防除法を組み合わせた総合的な防除を進める

ことが必要となる。 
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４ 高橋明裕（2014年）『新規トウモロコシ茎葉処理除草剤「アルファード液剤」の紹介』牧草と園芸 第

62巻第 1号 
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農村女性の能力向上と発揮をめざして 

～農山村女性起業化促進研修を開催～ 

 

１ 男女共同参画推進の視点から女性農業者の能力発揮を考える  

 県では、農山村における男女共同参画社会の実現に向けて、平成 18年に「ぎふ農山村男女共同参画プラン」

を策定し、各関係団体・機関とともに様々な施策を推進してきた結果、女性の経営参画や社会参画が徐々に

進展してきた。 

 しかし、現在でも農山村地域では男女の固定的な役割分担意識や古い習慣等が根強く、引き続き男女共同

参画社会の実現に向けた取り組みを進める必要があり、男女共同参画プラン（第２次）を策定し、課題と推

進方策を定めて取り組んできた。 

そのなかで、女性の経営能力の向上をめざし、女性起業グループ等の経営体質の強化を目的に、2月 16日、

ＪＡひだ調理実習室において農山村女性起業化促進研修を開催したので、その内容を紹介する。 

 

２ 研修の概要 

 今回の研修は、食品衛生管理の基礎知識、新たな機械を使った農産加工技術を学ぶとともに、起業実践者

の経験談を聞き経営改善に資することを目的として実施した。食品衛生管理及び農産加工技術の習得に関す

る講義は、ホシザキ東海株式会社に指導を依頼した。 

 飛騨地域の女性起業グループを中心におよそ 60人が参加した。 

         

３ 研修の内容 

(1) 食品衛生管理の基礎知識 

   農産加工をするうえで最も気をつけなくてはいけないことの一

つである食中毒防止及び、衛生的な加工に役立つ電解水の利用に

ついて学んだ。 

  ① 食中毒防止 

ａ．食中毒の実態 

厚生労働省の調査によると、2014年の食中毒原因物質別

事件数はカンピロバクターによるものが最も多く（306件）、

次いでノロウイルス（293件）、寄生虫（122件）となって

いる。 

一方、食中毒原因物質別患者数はノロウイルスによるものが最も多い（54.3％）。次いでウェル

シュ菌（12.3％）、カンピロバクター（9.8％）と続く。ノロウイルスによる事件数のわりに患者

数が多いのが特徴的である。 

食中毒防止には、細菌を「付けない」、「増やさない」、「やっつける（殺菌）」の基本３原則

が大切であると言われているが、昨今はこれに、細菌を「持ち込まない」を加えた４原則を実施す

ることが有効であるとされる。これは、近年発生が話題になっているノロウイルスが、食品中で

は増えないが、ごくわずかな汚染により食中毒が発生することから重要な対策といえる。 

すなわち、食中毒対策は、食品入荷時の直接的な汚染である一次汚染、調理器具や作業台、手

指などを介して起こる間接的な二次汚染の２つの食品汚染経路を断つことがポイントとなる。 

  ② 手指の消毒 

     二次汚染防止に有効な手洗いの、注意すべき点については以下のとおりである。 

   ａ．次の点に注意して手洗いをする。 

     ・ 手洗い前のチェック 

         爪は短く切っているか。 

         時計や指輪を外しているか。 

     ・ 汚れが残りやすいところは、指先や爪の間、指の間、親指の周り、手首、手のしわなどである。 

【食中毒防止についての講義】 
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     ・ 手洗い方法 

ⅰ 指輪や腕時計を外す → ⅱ 水で洗う → ⅲ 石鹸を手に取る → ⅳ 指先・指の間や腕ま

でよくこすり洗いする（約３０秒）→ ⅴ 爪先をブラシで洗う → ⅵ 水ですすいで石鹸を完全

に洗い流す（２０秒間） 

ⅰ～ⅵまでを２回以上行うと完璧に近づく。 

ｂ．手の清浄度チェック＜ATP検査＞ 

         手の清浄度を ATP測定器で計測し、衛生的かどうかチェッ

クすることができる。研修参加者２名の手の汚れを ATP測定

器で測定したところ、ATP量は約 12,000、9,700であった。石

鹸を使って手洗いした後の値はそれぞれ 1,019、158に減少し

ていた。1,500以下であれば食品取扱基準とされる。 

③ 電解水の利用                       

    電解水を手洗いや調理器具、食品の洗浄に使用すると、一般細菌、大腸菌群の減少が確認されてお

り、衛生管理に有効である。 

   ａ．電解水の生成 

・ 専用の機械（電解水生成装置）で食塩水を電気分解して、強酸性電解水と強アルカリ性電解水を

生成する。 

・ 強酸性電解水は殺菌スピードが速い、残留性が低く、においが残りにくいなどの利点がある。 

・ 強アルカリ性電解水は、泡が立たない、二度拭きがいらない、安全性が高い等の利点がある。 

(2) 農産加工の基礎知識 

    次に、新たな加工機械を使った農産加工技術について講習を受けた。 

① 加工機械の紹介 

ａ．スチームコンベクションオーブン 

・ スチコン（スチームコンベクションオーブン）はスチーム（水

蒸気）とコンベクションオーブン（熱風）の量を設定して調理

を行う多機能加熱調理機器で、「焼く」「煮る」「茹でる」「蒸

す」「温める」など、加熱調理の約 8割をこなすことができる。

一次加熱や再加熱時に利用される。                 

・ スチームモード（水蒸気で調理）、コンビモード（水蒸気を

出しながら熱風で調理）の使い分け、水蒸気量、温度、時間の

設定がきる。 

ｂ．ブラストチラー 

・ 加熱調理した食品を急速冷却することができる。一気に冷却することで食品の安全性、風味、お

いしさ、栄養価を保つことができる。 

ｃ．真空包装機 

・ 食品を真空包装して密閉すると、酸素に触れないため劣化し

にくく、におい移りを防ぐだけでなく、保存時の雑菌混入な

ど、二次汚染のリスクも軽減し、長く保存ができる。 

・ 真空包装すると食材内の空気が抜かれるので、調味料が浸透

しやすくなり、短時間で味がしみ込む、浸透圧の働きにより

少量の調味料でしっかりした味が均等につき調味料の量を減

らすことができるなど、効率的、低コストな調理ができる。 

② 調理実演 

      上記で紹介した加工機械を使い、ほうれんそうペーストやリンゴのコンポートなど 5品が、一部下

処理済みの食材があったものの約１時間で手際よく作られた。 

      加工する量や頻度を考慮して機械の容量、性能を決めること、効率よく作業を進めるための計画作

成、段取りが重要となってくる。 

【手指の衛生チェック】 

【左：真空包装すると短時間 
で味がしみ込む（大根）】 

【スチコン（上）と 
ブラストチラー】 
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    調理実演で使用した機械と主な操作は、下表のとおりである。 

        表 加工品ごとの使用機械および操作 

加工品 使用機械 主 な 操 作 備  考 

ほうれんそう

ペースト 

スチコン 

 

 

業務用ミキサー 

真空包装機 

ブラストチラー 

・スチームモード、100℃、5分加熱 

・シャワーで水をかけ、水気を絞り、アクを

抜く 

・ペースト状にする 

・用事までの保存のためパック 

・急速冷却（冷凍又は冷蔵） 

 

 

 

・真空包装以降は、すぐ

に使用しない場合の処

理 

りんごコン 

ポート 

ブラストチラー 

 

真空包装機 

 

スチコン 

ブラストチラー 

・シロップ（白ワイン、グラニュー糖）を煮

詰め、急速冷却 

・1/8カットし塩水に浸けたリンゴの水気を

切り袋に入れて、30秒パック 

・スチームモード、80℃、30分加熱 

・急速冷却 

 

トマトみそ スチコン ・下処理したトマト、調味料を、コンビモ

ード、200℃、水蒸気量 100％、10分加熱。

よく混ぜる。 

 

トマト味噌を

使ったピザ 

スチコン ・ピザ生地にトマト味噌を塗り広げ、チー

ズ等トッピングし、コンビモード、

260℃、水蒸気量 0%、7分加熱 

 

トマトジャム スチコン 

 

 

 

 

 

 

ブラストチラー 

・十字に切り目を入れ、スチームモード、

100℃、3分加熱。湯むき。 

・種を取り除き、角切り、砂糖を加え、コ

ンビモード、水蒸気量 100%、140℃、10分

加熱 

・レモン汁等を加え、コンビモード、水蒸気

量 100%、150℃、10分さらに加熱 

・急速冷却 

 

・煮詰めは、コンビモー

ド、水蒸気量 0%、150℃、

30分～で加減する。 

・真空包装機でパック保

存も可能 

(3) 起業実践者による事例発表 

   起業実践者から経験談を聞くことで、具体的な起業の様子をイメージし、事例研究して自身の経営改

善の参考にしてもらう。 

① テーマ 

「私が６次産業化に取り組んで思ったこと」（Ｇ市、Ｎ氏） 

② Ｎ氏の経歴 

・ 昭和５７年    結婚、夫と農業を始める。(現在の経営品目：野菜苗、夏秋トマト、水稲、 

菌生しいたけ) 

・ 昭和５８年   青色申告を始める。 

・ 平成  ６年～  Ｓ農業婦人クラブに加入、加工品

販売の店などの運営に携わる。 

・ 平成  ９年   岐阜県女性農業経営アドバイザー

に認定。 

・ 平成１４年  夫と家族経営協定を締結。 

・ 平成２５年  自宅に加工所を設置。 

・ 平成２６年  Ｇ市農業委員に就任。          

③ Ｎ氏は、結婚後しばらくして義母からＳ農業婦人クラブの加入をバトンタッチされ、２０年以上クラブ

活動を続けた。加工品販売の店や、農村レストラン（手打ちそば）の運営に携わり、農産加工技術や経営

に関する知識を習得した。また、経営向上のためにクラブ員との話し合い、努力、工夫を重ね続けてきた。

そのなかで起業の楽しみややりがいを感じ、平成 25年の個人での起業に結びつくとともに、クラブ活動

で得た力が、現在の順調な経営の大きな要素となっている。 

【Ｎ氏の加工施設外観】 
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④ 自宅の倉庫を改築して加工室を設置し、みそ、漬物、そうざい、飲食店（弁当）営業許可を取得。米み

そ、自家野菜であるみょうが、きゅうり、しいたけ、大根、かぶらなどを使った漬物、おかずみそ、煮豆、

南蛮煮などそうざいの加工販売のほか、ＪＡ農産物直売所で五平餅を焼きながら販売する。えごまの甘だ

れをぬって香ばしく焼いた五平餅は、人気商品となっている。消費者と対面販売する際の言葉のやりとり

が楽しく、自分にはこういう仕事が性に合っていると実感している。 

⑤ ６次産業化は農業経営の一部であり、まずは自家生産した米や野菜を活用し、次に地域全体の農業振興

という観点で、地域の農業者が生産した農産物の活用を進める。必要な農産物は生産し、時には地域特産

のものは周りの農業者に作るよう働きかける。 

⑥ 忙しくて時間がなく家庭で作らなくなったそうざいや、伝統食を伝えることを念頭に置き、現代風に減

塩などに配慮しつつ、なつかしさ、素朴さのある加工品づくりを心がけている。かつての郷土料理、伝統

食の作り方や味がわかる世代がいるうちは、自分が作る加工品の良さや意味を理解してもらえるだろう

が、その世代がいなくなってしまったら、もう作っても消費者には受けないのではと危惧する。知らない

ものには手が出ない。そうならないように、今のうちからやらなくてはならないことは何かと考えながら

日々過ごしている。 

⑦ 農業の生産、出荷だけでなく、６次産業化にまで手を広げることは大きな挑戦だったが、やりたいこと

を計画し、夫や息子を説得し、「これでいける」という決断に至ったのも、農業婦人クラブや女性農業経

営アドバイザー活動で培ってきた力、知恵、経験が大いに役に立っている。 

 

４ おわりに 

 研修参加者によるアンケート結果には、食品衛生に関しては、手洗いの大切さを改めて認識し、初心に戻

り気を付けたい、などの意見、農産加工に関しては、これから農業と農産加工はセットになるとつくづく感

じた、真空調理に関心がある、といった意見があった。また、起業実践者の事例発表では、「起業に対する

取り組みの心構え、何事にも前向きな姿が勉強になった。」「目についたいろいろなものを自分のアイディ

アとして取り入れる姿勢を見習いたい。」「人と人との関わり方を大切にしていて、楽しく生きている、自

分もそうありたい。」などの感想が聞かれた。 

 今後も、農村女性の能力向上につながる知識習得研修会や、能力を発揮できる場づくりをしていきたい。

なお、研修の中で大紀産業株式会社の講師から食品乾燥機の紹介があったが、次の機会に紹介する。 
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