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  今 月 の 農 政 情 報   

 

柿産地の構造改革に向けて 

～岐阜県の柿産地から全国へ情報発信～ 

 

１ はじめに 

柿産地は、生産者の高齢化や担い手の減少が進んでおり、担い手の確保・育成は、全国的にも喫緊の課題

である。 

本県では、来る 8 月 26 日（火）～27 日（水）に開催される「第４１回全国カキ研究大会岐阜県大会」を

契機に、今回のテーマ「伝えよう カキの魅力・産地の想い ～世代を超えて～」にあるように、様々な機

会を通じて柿の魅力、柿に込めた想いを生産現場から発信することにしている。 

また、本県独自の柿の担い手確保対策として、本巣市で「柿の担い手研修制度」を新たに立ち上げ、生産

者、ＪＡ、市、県からなる「本巣市柿新規就農者研修事業運営協議会」を核に、栽培技術研修を実施し、就

農支援までをサポートする取り組みが開始されたところである。 

 

２ 「第４１回全国カキ研究大会岐阜県大会」の概要 

(1) 大会テーマ 「伝えよう カキの魅力・産地の想い ～世代を超えて～」 

(2) 大会スケジュール 

８月２６日（火） ＜研究大会・交流会：岐阜グランドホテル＞ 

   １３：００   研究大会開会（県園芸特産振興会柿専門部会長） 

           挨 拶  ① 主催者挨拶（全国カキ研究大会岐阜県大会実行委員会長） 

                ② 歓迎挨拶（岐阜県知事、岐阜市長） 

                ③ 来賓祝辞（岐阜県議会議長ほか） 

           全果連会長賞授与（※柿産業の発展に貢献した県内生産者１名） 

           講 演 ① 

演 題 「世界の柿生産状況と輸出」 

            講 師 農研機構 果樹研究所 品種育成・病害虫研究領域長 山田昌彦 氏 

           講 演 ② 

            演 題 「柿等の果実の生産における微生物汚染と安全性確保」 

            講 師 近畿大学生物理工学部食品安全工学科教授 泉秀実 氏  

           事例発表 

            発表者 県内：○糸柿振興会 村木宣和 氏  県外：和歌山県・新潟県各代表者      

   １７：３０   閉会 

   １８：２０   交流会 

 

  ８月２７日（水） ＜県内柿産地視察：岐阜市・本巣市・大野町・農業技術センター＞ 

８：００～１５：００ 

 

視察場所 主な視察内容 

岐阜市上城田寺 間伐と古木の主枝更新による若返りの推進 

本巣市上保 徹底した間伐と着果管理による大玉生産及び早秋の安定生産 

大野町南方 西村早生から優良品種（太秋等）への転換 

農業技術センター 省力かつ農薬飛散を抑えた害虫防除に関する研究 
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３ 本巣市における柿の担い手研修制度について 
 柿の新規就農者を全国から募ろうと、全国の柿産地に先駆けて、本巣市で新たな取り組みが始まった。 

 ５月２６日、JAぎふ糸貫支店にて「本巣市柿新規就農者研修事業運営協議会」が設立され、同日、インタ

ーネットやメディアを介し、１期生の研修生募集が開始された。新たな生産者を確保しなければ、今後、産

地を維持することはできないという生産者の危機感から始まったこの取り組みは、糸柿振興会、JAぎふ、本

巣市、県が連携し、研修生の募集から、栽培技術研修の実施、研修修了後の就農支援（農地の斡旋等）まで

を行う。今後、この取り組みが他産地へ波及することを期待する。 

 

(1) 取り組みの推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 研修生募集内容 

① 募集人数 ３名 

② 応募資格 １８歳以上、柿栽培で就農意志があり、研修修了後、本巣市内で就農することが可能な方 

③ 募集期間 平成２６年５月２６日～７月３１日（木） ※６月２７日に募集説明会を開催（４名参加） 

④ 研修場所 本巣市の指導農家ほ場、その周辺樹園地及び関連施設 ほか 

⑤ 研修期間 平成２６年１０月～平成２７年１２月まで（１５ケ月間） 

※2期生からは４月～翌年３月までの１２ケ月間 

⑥ 研修内容 栽培実習と講義・演習（柿の栽培技術や農業経営に必要な知識・技能等について） 

⑦ 就農支援 研修修了後、JA、市、県が一体となって農地の確保、資金調達等を支援 

⑧ 募集方法 ホームページへの掲載、マスコミへの発表、広報誌（市広報、JAぎふ広報）への掲載 

      チラシの配布（学校、岐阜県農畜産公社、県内市町村等） 

 

(3) 今後のスケジュール 

    ８月  書類選考・面接により研修生を決定 

       （～９月 二次募集（定員に満たない場合）） 

   10月  研修開始 

本巣市柿新規就農者研修事業運営協議会 

構成：○糸柿振興会、JAぎふ※、本巣市、 

県（農業経営課、農産園芸課、 

岐阜農林事務所）※事務局 

役割：研修生の募集、就農に関する事項について 

協議・決定する。 

 

◎就農支援チーム 

役割：研修生の就農に向けた支援（実務）を行う 

 

 

研修生の募集 
募集案内・PR 

（JAなど） 

研修生の指導 
技術研修 

（指導農家・JA・県） 

 

就農準備 
農地、資金の確保支援 

（市・県など） 

 

新規就農！ 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
 
７月 21 日に平年どおりに東海地方の梅雨明け

が発表された。今年はエルニーニョ現象の兆候が

現れていることから太平洋高気圧の張り出しが弱

いために、梅雨明けの遅れと東日本を中心に冷夏

による農作物への影響が懸念されたが、結果的に

はその発生は秋以降にずれ込む見通しで、地域に

よる気候の偏重はあるものの、そういった心配は

多少和らいだように思われる。 

気象データで見ると、岐阜市の６月１日～７月

25日までの平均気温は平年より 1.2℃高い 25.5℃、

日照時間は平年より 26時間も多い 313時間で、逆

に降水量は平年の 44％の 209.5mmと極端に少なく

なった。また、米海洋大気局が発表した今年６月

の地表と海洋を合わせた世界の平均温度は観測史

上最高の 16.22℃を記録し 20世紀の平均の６月温

度 15.5℃を 0.72℃も上回ったことになる。 

つい先日、農林水産省が農業分野における地球

温暖化対策などを示す「気候変動適応計画」の来

夏の策定に向けて本格的な検討に入ったとの記事

が掲載されたが、今冬にまとめられる気候変動影

響評価とともに改めて議論を急ぐ必要性を強く感

じるところである。 

さて、梅雨明け以降、特にここ東海地方は連日      図１ アメダス気象図（岐阜市） 

の猛暑が続き‘大暑’直後の７月 25日には岐阜市

で 38.2℃を記録した。熱中症による救急搬送者数

も過去最高となり、過去５年間の記録によると農

作業中の熱中症による死者は９０人を上回った。

特に７月にその半数近くが集中している。これは

梅雨明けとともに猛暑になる近年の傾向から身体

が順応しきれないことがその主な原因と考えられ

る。１ヶ月予報によると、しばらくは平年をやや

上回る気温が続くものと予想されているので、農

家の皆様には気象庁から出される熱中症情報に十

分注意し、こまめな水分補給や速乾性の長袖シャ

ツ、昼間の作業回避など万全な対策を講じていた        

だきたい。                    図２ 夏期の平均気温と降水量の年次比較（岐阜市） 
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１ 水 稲 ～台風対策～ 

台風による水稲の被害は、発育時期や生育状態によって様相が異なる。茎葉の折損や裂傷、籾ずれ、脱粒、

倒伏などの障害に加え、フェーン風などによる強制脱水などによる生理的な障害が発生する。地域と時期に

よって障害発生は異なるので、各地域に予想される障害を想定し、それぞれの適切な対処を行う。なお、事

故防止の観点から、ほ場や用水路の見廻り等については、台風の接近前や通過後の強風や増水の危険がない

時に行うこと。 

 

(1) 風害 

風害は風速毎秒 10ｍを超える頃から始まり、風速・継続時間・温度・湿度・水稲の生育ステージにより

被害程度が異なる。台風に伴う強風は、雨上がり後の吹き返しや台風一過のフェーン現象が高温で乾燥し

た強風をもたらすことがある。 

出穂期に強風に遭遇すると、穂ずれ等による不受精・登熟不良等の障害を受け、フェーン現象時には不

受精から白穂状態になり壊滅的な被害となることがある。また、乳熟期から糊熟期には穂ずれにより籾の

変色、着色粒・奇形粒の発生を助長する。黄熟期には倒伏が多くなり、登熟不良とともに品質の低下を招

く。 

 

(2) 水害 

台風等の大雨による被害は、冠水に伴う同化作用の低下が最も大きく、冠水日数が長期化した場合、特

に出穂２週間前～出穂期頃の冠水が減収を著しくさせる。出穂期約１カ月後の黄熟期頃からは、品種によ

っては穂発芽しやすくなる。また、山間部では水田への土砂流入・埋没や水田の流亡など大被害が発生す

ることがある。 

 

(3) 事前対策 

・低地及び排水不良地では、排水ポンプの確保・整備を行う。 

・排水路からのオバーフロー等による逆流水害を防ぐため、水路の補修・ゴミ等の除去を行う。 

・畦等の倒壊をなくすために点検・補修する。 

・降雨時に自然落水しないよう排水口を補修しておく。 

・表土の流亡を防ぐため、また急激な蒸散による水分ストレスを回避するために入水する。 

・水位は深水とし、風による稲体の揺れを少なくし、葉の損傷や穂ずれを軽減させる。出穂直後と穂ば

らみ期から出穂期前の品種は特に注意する。 

・成熟期に達したほ場はもちろん、帯緑籾率 15％に達したほ場についても、可能な限り収穫作業を進め

る。乾燥調製施設の荷受体制の整備は完了しておく。 

 

(4) 事後対策 

・冠水した場合は、穂先や葉先が少しでも水面上に出ていれば、被害が軽くなるので、一刻も早く排水

する。 

・台風後は病害虫が発生しやすくなるので、ほ場での発生状況に注意し必要であれば防除を行う。 

・台風一過の晴天と吹き返しにより蒸散が激しくなるので、数日間湛水状態を保つ。 

・土砂が流入した場合には、できるだけ早く取り除き、稲の生育の回復を図る。 

 

 

２ 大 豆 ～台風対策～ 

成長した大豆では、台風による風雨で倒伏する危険がある他、茎の折損、葉の烈傷、莢の脱落により収量、

品質に大きな影響を及ぼすことがある。大豆は湿害を受けやすい作物であり、短期の滞水・冠水でも被害が

発生する危険がある。また、時期により病虫害が異常発生することがあるため、発生動向に注意する必要が
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ある。 

 

(1) 風水害 

強風では、葉の損傷・茎折れ・倒伏が発生し、莢数の減少や不完全粒・不稔莢の増加が起こる。早生品

種に多い腐敗粒、晩生品種に多い葉焼病の発生は、強風によりできた傷口から雑菌が入ることが原因の一

つとされているため、台風通過後の適切な対応が重要となってくる。 

大豆は他の作物に比べ湿害・冠水害に弱い作物である。播種後の出芽障害に始まり、開花期～若莢期の

冠水による莢数の減少、登熟期の不完全粒や不稔莢の増加が起こる。開花期以降大豆は多量の水を欲する

ものの、根域に所在する根粒菌の酸素不足を引き起こしてしまう冠水は、登熟中期の５日間の冠水で全て

枯死、黄熟期以降では１日の冠水で 30％が屑粒に、４日の冠水で 80％が屑粒になった事例もある。 

 

(2) 事前対策 

・排水溝などの点検を行うと共に、排水口・排水路の保守点検を行う。 

・低地及び排水不良地では、排水ポンプの確保・整備を行う。 

 

(3) 事後対策 

・滞水・冠水したほ場は、一刻も早く排水に努める。 

・土壌水分が高い場合は、無理な作業は避け、天候やほ場条件の回復を待ってから着実な作業を行う。 

・茎や葉の挫折・損傷には注意した丁寧な起こしを行う。 

・根が露出した株は根が乾かないように土寄せする。開花期前であれば培土を行い草勢の回復を図る。 

・開花している大豆については、紫斑病や腐敗粒発生を助長しかねないので、殺菌剤による防除に努め

る。 

 

 

３ 野菜  ～高温対策～ 

野菜の生育適温はそれぞれ異なるが、育苗時に高夜温になるとトマトでは着果節位が上昇しやすい。定植

以降は高夜温が続くと同化産物の消耗が促進される。 

トマトは 26℃以上の高温になると光合成が著しく低下する。34℃以上で花粉稔性は低下し、落下しやすく

なる。また潅水不足はこれらを一層助長する。果実では裂果や黄変果、過熟果などが発生しやすくなり、品

質、収量低下を招きやすい。高温性の土壌病害の発生も助長される。開花から収穫までの日数は短縮される。 

高温耐性には、根の活動が大きく関与しているので、安定した土壌水分の維持と地温の上昇抑制も重要で

ある。 

 

表 1  施設果菜類の高温障害をおこす温度（渡辺、1960を改変） 
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(1) 事前対策 

○1  良質な堆肥を投入し、地力増進を図っておく。 

○2  深耕を行い、排水対策を徹底しておく。 

○3  土壌病害対策を行い、根を健全に発根させる。 

④ 高軒高ハウスや強制換気、天窓、遮光資材、細霧冷

房等の導入により、温度環境の改善を図る。 

⑤ 適正な土壌水分管理に努める。潅水チューブを増や

すと管理しやすい。 

⑥ 地温上昇抑制マルチ（タイベック）等を利用する。 

⑦ 養液栽培では根圏温度を適正に管理する。                       

図 1  ﾀｲﾍﾞｯｸﾏﾙﾁを用いた地温低下（8月） 

（2008西濃農林事務所、冬春トマト） 

(2) 事後対策 

○1  遮光資材の利用により、ハウス内気温、果実温、葉温等の上昇抑制を図る。 

○2  曇雨天後に晴れあがる日は萎凋しやすいので、早朝潅水を実施する。葉先が枯れたら病害の発生源と

なるので、直ちに摘葉する。 

○3  薬害が出やすいので、高温時の薬剤散布は避ける。 

 

 

４ 野 菜（高冷地） ～高温対策～ 

 トマトは 26℃以上の高温になると光合成速度が著しく低下する。34℃以上では花粉稔性は低下し、落花し

やすくなる。また潅水不足はこれらを一層助長する。果実では裂果や黄変果、過熟果などが発生しやすくな

り品質、収量低下を招きやすい。高温性の土壌病害の発生も助長される。 

 ほうれんそうでは、発芽率が低下したり、軟弱徒長、品質低下しやすくなる。 

 高温耐性には、根の活動が大きく関与しているので安定した土壌水分の維持と地温の上昇抑制が重要とな

る。 

(1) ほうれんそう 

① 高温期の管理 

ａ．遮光資材の利用 

ほうれんそうの発芽適温は 18～20℃と低いことから、播種時は遮光資材で被覆し、地温の低下と

土壌水分を保ち発芽の安定を図る。30％を超える遮光資材では、発芽揃いの頃に、30％以下では、

本葉４枚を目安に本葉６枚目までにははずす。湿気の多いほ場では、ほ場を乾かすために、６枚目

を待たずに、遮光資材を除去する。長期間の被覆は軟弱徒長気味の生育となり株重低下につながる

ので、生育状況や気象及び遮光率には細心の注意を要する。 

また、除去する場合は、夕方の涼しい時に行い、高温強日照時には行わない。 

品温の低下を図るために収穫時に遮光することも有効であるが、下葉が濡れている状態で収穫す

ると、事故品（ずるけ）の原因となるので、注意が必要である。    

ｂ．水管理 

圃場が乾燥している場合は、前作終了後、耕起前に 20～30分潅水し、表層から土層中心部まで土

壌水分を均一に保ち、表面が軽く乾いてきたら耕転する。発芽が揃うまでの３～４日間は土壌表面

の乾燥を防ぐためこまめに潅水する。発芽揃いから本葉４～５枚目までは根が伸長する時期であり、

立枯病等が発病しやすいため潅水を控える。遮光資材を使用している場合は、除去すると同時に潅

水し、萎れない程度に２～３日間隔で潅水し、収穫７日前には潅水を終了する。 

 

② 病害虫防除 

ａ．ヨトウガ・シロオビノメイガ 
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ヨトウガは卵塊で産卵し、シロオビノメイガは単独で産卵する。夏期から秋期にかけて高温が続

くと発生密度が高まり被害が増加する傾向にあり、老熟幼虫は食害量が飛躍的に増加することから、

食害量が小さく限定的な若齢期に防除を徹底することが重要となる。防虫ネットは透き間のないよ

うに設置に注意するとともに、防虫ネットに付着した卵塊等に対する防除を行うとともに、ほ場内

やほ場周辺の雑草に寄生し被害が拡大することから、合わせて雑草防除を徹底する。     

 

(2) トマト 

① 潅水 

     梅雨明け後から８月中旬までは、１年中で最も平均気温が高く、晴天が続くことが多いことから、ト

マトの蒸散量が多く、最も潅水量を必要とする時期となる。基準となる潅水量はあるものの、畑や水田

転作等の圃場条件の違いにより、適正な樹勢を保つために必要な潅水量は大きく異なる。その違いを的

確に把握し必要とされる潅水量を過不足なく与えることが求められる。施肥量は十分にも係わらず、葉

色が濃く樹勢が回復しない場合には潅水不足をまず疑い、通路潅水と合わせて潅水量の調整を図る。 

② 確実な着果安定 

ａ．樹勢 

高温期の着果が毎年、安定しない場合には着果しやすい樹勢が保たれていない例が多い。樹勢は

強すぎても弱すぎても着果不良となることから、収穫開始時期から理想とされる３～４花開花花房

下の茎径が８～10㎜となるように潅水量と施肥量を調節し樹勢をコントロールする。また、生長点

付近の葉色に注意し、特に早朝は淡く黄色を帯びるような状態を維持する。 

ｂ．ホルモン処理  

標高の低い地帯を中心に、晴天日のハウス内気温は 40℃近くなり、花粉の発芽限界となる 35℃を

超え、振動受粉やマルハナバチによる交配では着果安定を図ることは困難となることから、ホルモ

ン処理に切り替え、確実な着果を図る。その際にも高温期の処理となるが濃度を薄めすぎないよう

に注意し、樹勢に応じた適正な濃度により処理を行う。 

③ 病害虫対策 

ａ．葉かび病 

葉かび病抵抗性品種の導入は進んでいるが、「桃太郎８」栽培ほ場については発病前からの予防

剤による定期防除が基本となる。下葉を中心に発病が見られるので、発病確認後は速やかに治療剤

に切り替え、病気の蔓延を防ぐ必要がある。治療剤については耐性菌の発生を避けるため、同一系

統の薬剤は連用を避け、年１回程度の使用に留めることも産地全体として耐性菌を発生させないた

めの取り組みとして重要である。また、発生源を取り除くために下葉の摘葉を合わせて行うことも

効果的である。 

葉かび病抵抗性品種であっても発生が見られる場合があるので注意が必要である。 

ｂ．その他 

８月中旬以降の気温の低下により、疫病や灰色かび病の発生が予想されるので、収穫管理に多忙

な時期ではあるが、十分な予防防除に努める。 

また、タバコガ類の発生も多くなるので、早期発見に努め早めの防除を行う。 

 

 

５ 果  樹 ～果樹生育と干ばつ対策～ 

(1) 果樹の生育状況 

県内の各果樹の生育について、平坦地のカキは開花期までは平年並～やや早い生育で、果実の肥大は良

好（表１、図 1）、ナシもカキ同様に平年に比べ早い傾向で、果実肥大も大きく生育している（表２、図

２）。中山間地のクリは、開花期まで平年並みに生育し、着毬数は多い傾向である（表３）。また、モモ

は開花期までは若干遅れていたものの、その後回復して平年並みに生育している（表４、図３）。リンゴ

は平年並みで生育し、果実肥大も順調に生育している（表５、図４）。 
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今後、高温傾向はしばらく続くと予想されるため、果実肥大を促すかん水や収穫など管理作業は計画的

に行う必要がある。 

 表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

   表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

 

   表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20

2013 3/17 4/4 5/20 5/21 5/23 10/3 10/7 10/8 271 17.9
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 9/29 10/3 10/7 242 16.3

太秋 2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23
2013 3/18 4/4 5/19 5/20 5/22 10/16 10/22 11/5 331 18.1
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30 340 17.2

富有 2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25
2013 3/19 4/5 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 12/2 263 17.2
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30 273 17.0

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2014 3/17 4/5 4/8 4/12 4/18

2013 3/12 4/9 4/5 4/9 4/17 8/5 8/19 8/28 398 12.3
平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22 8/7 8/11 8/25 358 12.6

豊水 2014 3/15 4/1 4/5 4/10 4/16
2013 3/10 4/3 4/3 4/6 4/14 9/3 9/9 9/20 476 12.7
平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11 9/18 447 13.2

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2014 4/1 4/28 6/13 6/12 15.6 14.2

2013 3/28 4/29 6/14 6/13 10.2 8.5 9/2 9/9 31.0
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.2 8.9 8/31 9/9 26.6

筑波 2014 3/31 4/27 6/15 6/11 20.8 19.4
2013 3/27 4/27 6/15 6/12 16.5 9.0 9/20 10/3 28.3
平年 3/28 4/26 6/18 6/11 16.0 12.6 9/18 9/30 25.6

ぽろたん 2014 3/31 4/27 6/14 6/15 8.6 7.7
2013 3/28 4/29 6/16 6/15 5.2 4.3 9/11 9/18 32.5
平年 3/31 4/28 6/17 6/15 5.8 4.6 9/12 9/18 27.5

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14

2013 4/1 4/17 5/7 5/11 5/15 9/3 9/20 330 14.0
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/14 9/5 9/22 347 13.6

ふじ 2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13
2013 4/1 4/16 5/7 5/11 5/15 11/11 12/2 317 15.7
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29 368 15.8

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7

2013 3/27 4/30 4/29 5/3 5/11 8/3 8/14 291 17.0
平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/3 8/14 291 15.5

昭和 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8
白桃 2013 3/28 5/2 5/1 5/4 5/11 8/20 8/30 327 18.1

平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/5 8/19 8/29 339 15.7
※　平年はH15～H24の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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(2) 干ばつ対策 

   梅雨明け後に少雨高温が続くと、干ばつ害の発生が見られるようになる。梅雨明け後は乾燥の程度が著

しいだけでなく、湿潤な梅雨期の直後であることから、干害を助長している。すなわち湿潤な時期には組

織内の浸透圧が低下するとともに、表層根に対する依存度が高まっているため、その後の急激な乾燥に対

し、抵抗力がきわめて弱い。 

   果樹の耐干性はモモ、スモモ、ブドウ、カンキツ等では強く、リンゴ、カキ、ナシ等で弱い傾向がある。

図１ カキ果実肥大推移（富有・早秋・太秋） 

図２ ナシ果実肥大推移（幸水・幸水（ジベ処理）・豊水） 

図４ リンゴ果実肥大推移（ふじ） 

図３ モモ果実肥大推移（白鳳） 
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しかしこの相違は明確に区別できるものではなく、台木の種類や栽培条件等で異なる。 

   土壌水分の低下に伴い、始めに葉のしおれ、巻き込み等が見られ、程度がひどくなると果実の萎縮等（カ

キのとらがき等）や落葉が発生し、場合によっては樹が枯死する場合もなる。また程度が軽い場合でも、

スモモ、ブドウ、カキ等では日焼け果の発生が多くなる。 

   恒久対策、事前対策については、先月号に掲載した「２ 気象災害(干ばつ)」の(1) かん水、(2) 日焼

けを参考にしてほしい。 

    もし干害の被害を受けた場合は、あわてて果実は摘果せず、気象条件、被害程度をよく観察してから摘

果作業を行う。 

 

(3) 台風対策 

   先月 10日に台風 8号が岐阜県に接近し、強風、大雨をもたらした。幸いにも大きな被害もなかったが、

今後赤道周辺の海洋の海水温も上がっており、台風が発生しやすい環境になっているため、発生後の進路

や大きさ等の情報収集を行い、早めの対策をすることが重要である。 

＜事前対策＞ 

・ 主枝・亜主枝等が裂けないよう支柱等を利用し枝を補強する。特に、発生角度の狭い枝は被害を受け

やすいので、針金等を利用し結束しておく。着果量の多い枝、高接ぎした枝は、特に注意が必要である。

既に誘引等を済ましている場合でも、結束を確認し、支柱を強固なものに変える。 

・ ナシ・ブドウ等の棚は、強風により煽られやすいので、支柱やアンカーを増やして補強しておく。ま

た、矮化リンゴでは根が浅く倒伏しやすいので、棚への結束の確認をしておく。 

・ 果実落果を防ぐため、ナシ・ブドウ等では園の周囲をネットで囲う。但し防風ネットは強風を受けた

場合、非常に大きな力を受けるので、十分な補強をしておく。特に収穫時期が近づくほど、落果被害が

大きくなるので対策を徹底する。 

・ 多雨により園内が滞水すると、根の呼吸が阻害され養水分吸収が不可能となり、地上部の生理的活動

が低下するので、明渠を設置する等、事前の排水対策を徹底しておく。 

・ 収穫可能な果実はできるだけ収穫しておく。その際には農薬の使用基準（収穫前日数）に留意する。 

＜事後対策＞ 

・ 果実や樹体が損傷を受けた場合は、まず被害程度をよく確かめ、防除・摘果・せん定を実施する。 

・ 果実や葉の傷から病気が発生しやすいので、台風通過後天候が回復したら、早目に殺菌剤を散布する

ことも考える(ただし、ぎふクリーン農業等の基準には十分注意する)。 

・ カキでは、台風に伴う豪雨が土壌中の肥料を流亡させるため、落葉病の発生を助長する。また、炭疽

病や Pestalotiopsis 属菌による葉枯れ病が発生することがあるので注意する。 

・ 傷果・軟化果等は早目に摘果する。また落葉がひどい場合は、その程度に応じて摘果し樹体への負担

を軽減することも考える。 

・ 倒伏した樹は、根を傷めないように注意してできるだけ早く起こし、支柱を添えて固定する。枝裂け

等は、修復可能な枝は直ちに起こし、再度裂けることのないよう補強する(ボルト等利用)。 

・ 滞水した場合、外的変化が現れてからは手遅れになるので、できるだけ早くほ場の排水対策を徹底す

る。 

 

５ 茶 ～干ばつ対策～ 

茶は二番茶の摘採が終わり、次年度に向けた管理が始まるが、根の浅い作物名だけに干ばつ対策としてし

っかりかん水することが必要である。恒久対策、事前対策については、先月号に掲載した「２ 気象災害(干

ばつ)」を参考にしてほしい。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

乳牛移行期のミネラル管理 ～ＰＴＨとＤＣＡＤ～ 
 
 乳牛の泌乳能力向上にともない、泌乳期の低カルシウム血症（乳熱を含む）が酪農経営に大きな影響を与

えているが、本病の発生防止には分娩前の給与飼料中ミネラルの陽イオン（カリウム、ナトリウム等）レベ

ルを低くすることが有効であることが知られている。従来「移行期」は、乾乳後期～分娩時～泌乳初期の連

続した期間としてとらえられていたが、最近は、分娩前３週間（クロースアップ期）と分娩後３週間（フレ

ッシュ期）の４２日間を「移行期」と呼び、この時期には科学的な飼養管理が必要であるという考えが一般

的となっている。今回は乳牛移行期の飼料中ミネラルのコントロールについて述べる。 

 

１ カルシウム（以下「Ｃａ」と略）代謝とホルモン支配 

 牛の体内には約 10kg のＣａが存在し、その約 99％が骨や歯に、約１％が血液や細胞内に分布している。

動物が吸収するＣａはすべて飼料由来であり、小腸粘膜から血液中へ吸収される。血液中のＣａ濃度は常に

9～11mg/dlに保たれ、筋肉の収縮、神経伝達、血液凝固、細胞分裂等の重要な働きをするほか、余剰分が骨

へのＣａ沈着に利用される。 

血液中のＣａ濃度は、甲状腺から分泌されるカルシトニンと、副甲状腺から分泌されるＰＴＨ

（Parathyroid  hormone（副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ）、パラソルモン、上皮小体ホルモンともいう）によって一定に保

たれている。血液中のＣａ濃度

が高まると甲状腺からカルシト

ニンが分泌され、小腸からのＣ

ａ吸収を抑制するとともに、骨

からのＣａ放出を抑制し、骨へ

のＣａ沈着を促進する。また腎

尿細管でのＣａ再吸収を抑制し

尿へのＣａ排泄量を増加させる。

一方血液中のＣａ濃度が低くな

ると、副甲状腺（上皮小体）か

らＰＴＨが分泌される。ＰＴＨ

は、小腸からのＣａ吸収を促進

し、破骨細胞に働き骨からのＣ

ａ溶出を促進させるとともに、

腎尿細管でのＣａ再吸収を促進

して尿中へのＣａ排泄量を減少

させる。なお、小腸からのＣａ

吸収には活性型ビタミンＤの存

在が必要であり、ビタミンＤ欠

乏により低Ｃａ血症が起こる場合がある。 

 

２ 乳牛のカルシウム（Ｃａ）要求量 

 日本飼養標準乳牛２００６によると、分娩前の乳牛（体重 750kg）は、維持に要する養分としてＣａ30g/

日と胎児の発育に要する養分としてＣａ18.2g/日、合計 48.2g/日を要求する。一方、分娩後には乳が分泌さ

れ、乳 1kgの生産にはＣａ約 3gを要求する。したがって、１日乳量 30kgの場合、維持に要するＣａ30g/日

に加えて乳の生産に要するＣａ３g×30kg/日＝90g/日、合計 120g/日を要求するので、分娩前の約 2.5 倍の

Ｃａを給与する必要がある。また、常乳１kgには 1.04gのＣａが含まれているが、分娩当日の初乳は約２倍

のＣａを含んでいる。 

図１ カルシウム代謝とホルモン

消
化
管
（小
腸
）

Ca

Ca

Ca
Ca

血液中
Ca濃度

9～11mg/dl 活性型ﾋﾞﾀﾐﾝD

に取り込まれ
て移動

ＰＴＨ（パラソルモン）

骨

Ca低レベル

Ca高レベル

カルシトニン

破骨細胞

＜甲状腺＞

＜副甲状腺＞

腎 腎
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３ 血液ｐHとＰＴＨ活性 

 カリウム（Ｋ）やナトリウム（Ｎａ）等の陽イオンを多く含む飼料の給与により、血液ｐＨがアルカリ性

に傾く「アルカローシス」になった場合、ＰＴＨとＰＴＨ受容体の結合不全によりＰＴＨ活性が低下し、腸

管からのＣａ吸収及び骨からのＣａ補給が減少する。ＰＴＨ活性が低下した状態で、初乳中に大量のＣａが

分泌される分娩・泌乳期を迎えると、血液中のＣａ濃度が急激に低下し低カルシウム血症となる。逆に、Ｋ、

Ｎａが少なく塩素（Ｃｌ）、イオウ（Ｓ）等の陰イオンを多く含む飼料の給与では、血液ｐＨが酸性に傾く

「アシドーシス」となり、副甲状腺やＰＴＨホルモン受容体が活性化され、腸管からのＣａ吸収、骨からの

Ｃａ供給、腎尿細管でのＣａ再吸収が増加し、分娩直後の血液中Ｃａ濃度の急激な低下を防ぐことができる。

Ｃａ補給のため飼料中に炭酸カルシウムを添加する場合が多いが、肉牛の場合、小腸から吸収されたＣａが

陽イオンとして働き尿（血液）ｐＨを上昇させることが知られている。なお、骨や腎臓のＰＴＨ受容体の数

や腸管の活性型ビタミンＤ受容体の数は加齢により減少するため、泌乳量の多い３～５産の高産次乳牛で、

より低Ｃａ血症のリスクが高まる。 

 

４ カチオンアニオンバランス、いわゆるＤＣＡＤ（ディーシーエーディーまたはディーキャド） 

 分娩後の低Ｃａ血症予防のために利用する、飼料中のミネラルが有する電位差の指標がカチオンアニオン

バランス、いわゆるＤＣＡＤ（Dietary Cation-Anion Difference、飼料中の陽イオンと陰イオンの差）

である。一般に、ＤＣＡＤは下の式で計算され、基本的には飼料中のカリウム（Ｋ）、ナトリウム（Ｎａ）

等の陽イオンと、塩素（Ｃｌ）、イオウ（Ｓ）等の陰イオンの電位差を示すものである。 
 

ＤＣＡＤ＝（Ｎａ＋Ｋ）―（Ｃｌ＋Ｓ） 
 

 ＤＣＡＤの単位は、ｍEq（ミリエクイバレント、ミリグラム当量）で表し、摂取乾物量 100gあたり 

泌乳中は＋20～＋40mEq、クロースアップ期はー10～０mEqで飼料設計を行うことが望ましいとされている。 

国内で生産される自給粗飼料は、Ｎａ含量は低いがＫ含量が高いため、泌乳中に給与する飼料のＤＣＡＤ

は高いプラスの値となっている場合が多い。このためクロースアップ期に給与する飼料は、以下の注意点を

参考にＤＣＡＤを低下させることが望まれる。 

＜クロースアップ期の飼料の注意点＞ 

(1) Ｋ含量が２％以上の粗飼料（豆科乾牧草等）は給与しない。 

(2) 泌乳期用配合飼料（Ｋ含量が高いため）を給与しない。乾乳期専用配合飼料を給与する。 

(3) 食塩（ＮａＣｌ）は給与しない。 

(4) 重曹（ＮａＨＣＯ３）は給与しない。 

 

 以前は、クロースアップ期

には、カルシウム剤の給与を

控える（乾物中 0.4％以下）

よう指導されていたが、最近

は十分（1.0％程度）給与する

よう指導する例が多くなって

いる。また、第一胃内微生物

の増殖に必要なイオウ（Ｓ）

や初産牛の発育等に必要なマ

グネシウム（Ｍｇ）の添加を

推奨する例もあるが、いずれ

の場合もＫ含量の低い粗飼料

を給与することが最重要項目

となっている。各種飼料のイ

オンバランスを表－１に示す。 

表１ 主な飼料のイオンバランス（ＤＣＡＤ値）

カリウム（K） ﾅﾄﾘｳﾑ（Na） 塩素（Ｃｌ） イオウ（Ｓ） ＤＣＡＤ値

乾物中の％（DM%） mEq/100g

ﾄｳﾓﾛｺｼ圧片 ０．４２ ０．０２ ０．０８ ０．１０ ３．１

大麦圧片 ０．５６ ０．０２ ０．１３ ０．１２ ４．０

加熱大豆 １．２０ ０．０１ ０．２９ ０．１４ ２９．６

綿実 １．１３ ０．０２ ０．０６ ０．０２ １３．７

ビートパルプ １．２０ ０．０１ ０．２９ ０．１４ １４．２

ビール粕生 ０．４７ ０．０１ ０．１２ ０．３３ －１１．６

大豆粕 １．２１ ０．０４ ０ ０．３２ １２．７

糖蜜 ６．０６ １．４８ ０ ０．６０ １８１．８

ｺｰﾝｻｲﾚｰｼﾞ １．２０ ０．０１ ０．２９ ０．１４ １４．２

ﾙｰｻﾝ乾草 ２．９８ ０．１５ ０．８５ ０．２６ ４２．２

ｽｰﾀﾞﾝ乾草 ２．９０ ０．０３ １．５５ ０．０８ ２６．７

ﾁﾓｼｰ乾草 １．６３ ０．０２ ０．５４ ０．０５ ２４．５

※DCAD値=(Na(DM%)/0.023＋K(DM%)/0.039)ー(Cl(DM%)/0.0355+S(DM%)/0.0160)
牧草と園芸第54巻6号 雪印種苗石田：イオンバランスを知って乳牛を健康に飼おう
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 ルーサン乾草（ヘイキューブ含む）はＫ含量が高いのでクロースアップ期の給与に適していない。スーダ

ン、チモシー乾草は産地によってＫ含量の多いものがあるので注意する。Ｋ含量が低くエネルギーが高いコ

ーンサイレージ、ビートパルプ、ビール粕はクロースアップ期の給与に適した飼料である。なお、ビートパ

ルプは、産地により嗜好性を上げるため糖蜜を添加し、Ｋ含量が高い場合があるので注意が必要である。 

 

５ マグネシウムとＰＴＨ 

 マグネシウム（Ｍｇ）は、Ｃａに次いで牛の体内に多く含まれる陽イオンであるが。Ｍｇ代謝とＣａ代謝

には密接な関係があり、低Ｍｇ血症が低Ｃａ血症を引き起こすことがある。骨や腎のＰＴＨ受容体にＰＴＨ

が結合すると、セコンドメッセンジャーとしてＡＭＰ（アデノシン１リン酸）が生産されるが、低Ｍｇ血症

ではこのＡＭＰ産生がスムースに行われない。また、腸管からのＣａ吸収に必要な活性型ビタミンＤの産生

にはＭｇの存在が必要である。 

低Ｍｇ血症はグラステタニーと呼ばれ低Ｍｇ草地の放牧や牧草給与によって生じるが、症状的には低Ｃａ

血症と見分けがつかない場合が多い。給与する牧草のＭｇ含量が 0.2％以下で窒素とＫ含量が高く、牧草の

「Ｋ/（Ｃａ＋Ｍｇ）グラム当量比」の数値が 2.2以上の時発生しやすいという報告がある。岐阜県畜産研究

所の自給飼料分析では、一般成分、栄養価、硝酸態窒素に加え、ミネラル成分のＣａ、Ｐ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ/

Ｐ比、Ｋ/（Ｃａ＋Ｍｇ）グラム当量比の分析を行っているので、農家指導に有効に利用されたい。 

 

６ 分娩直後のビタミン・ミネラル補給 

 分娩後のＣａ代謝の急激な変化をスムースに行わせるために、分娩直後の乳牛へのビタミン・ミネラル投

与の有用性は高い。胎子、胎盤、胎水（合計 55～57kg）が排出された後の物理的空間を埋めるための大量（20

～60L）の水に加えて、低Ｃａ血症予防のために、塩化ＣａやプロピオンＣａ等のＣａ製剤とビタミンＡＤ３

Ｅ製剤の経口投与、ビタミンＤ３製剤の注射

等が行われている。 

  

 筋肉の収縮に必要なカルシウムの欠乏は、

子宮収縮不全による胎盤停滞（分娩後 12時間

経過しても胎盤が排出されない。）や胃腸の

運動性低下による第四胃変異、乾物摂取量の

低下による脂肪肝、ケトーシス等、酪農家の

大切な生産財である搾乳牛の淘汰原因となる

各種周産期疾病を引き起こす可能性がある。

現場においては、泌乳期の疾病発生の原因が、

乾乳期の飼料給与失宜にある可能性を念頭に

置き、科学的な知識と広い視野を持って酪農

家指導を行う必要がある。                       

写真１  胎盤停滞 
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全国の女性農業者たちは今 

～女性農業者の活躍等を紹介～ 

 

１ はじめに 

岐阜県では農業就業人口４万６千人のうち、女性農業者は２万４千人（51.6％）となっている（ともに 2010

年農業センサス）。農業就業人口の約半分を占める女性農業者は、生産者・生活者・消費者としての視点を

兼ね備えており、農業や暮らしの経験で培った知恵を生かし、農産物の生産だけでなく、加工、食農教育な

ど多様な活動を行っている。昨今、高い目標や志を持って農業経営を展開する女性農業者たちを支援する事

業により、さまざまな取り組みがなされているので、全国段階での動きについてその一部を紹介する。 

 

２ 農村女性を支援する取り組み 

(1) 第２回ひめこらぼ全国セミナー  （事務局：農山漁村男女共同参画推進協議会） 

   全国段階で、「女性農林漁業者とつながる全国ネット（愛称：ひめこらぼ）」が開始されたことは昨年

度紹介した。ひめこらぼは、女性農林漁業者の経営発展と仲間とのインターネットでの情報交換をねらい

として、平成 24年 10月に発足し、農業者だけでなく消費者、異業種分野、民間企業のメンバー等が情報

交換・交流を図っている。平成 26年２月 14日、東京の日本女子大学において２度目となる全国セミナー

を開催した。 

内容は、 

  ① 活動報告：３名の農業者、組織代表者が起業活動や地域での活躍の様子などについて報告。 

  ② 商品力アピール：事前にエントリーした７名の農業者が、持ち時間５分で活動紹介、自信の商品の開

発のねらい、改善・工夫点、セールスポイントなどをプレゼン。 

  ③ 講演：有名デパートの商品部長が講師となり、商品の作り上げ方をわかりやすく説明。 

で、農山漁村女性・生活活動支援協会のひめこらぼ担当者から、今後、情報交流の活発化、ネットワーク

の強化、発展段階や目的別・地域別の場の設定、全国セミナー開催による成果の共有化を図ることが示さ

れた。 

 

(2) ひめこらぼ×カルチャーカルチャー 秋の農業女子 大収穫祭!!  （事務局：同上） 

ひめこらぼ初の、消費者に対して女性農林漁業者の魅力を発信するイベントとして、平成 25年 11月 23

日(祝)に、東京カルチャーカルチャー（お台場）にて、秋の農業女子 大収穫祭が開催された。女性農林

漁業者の取り組みを消費者のみならず社会全般に広くＰＲし、「ひめこらぼ」の魅力を発信することが目

的。お台場という立地で、ライブイベント会場を利用した。８団体が出店し、見込み以上の 100名の集客

があった。 

参加者は有料、チケット販売もインターネット販売、情報発信方法もフェイスブックを活用した。出店

した女性農林漁業者がコラボして、トークライブショー、ランチメニュー提供を実現させ、まさに、ひめ

（女性農林漁業者）が、こ（協力）、らぼ（実験）するイベントとなり、当日の模様はインターネットで

ライブ中継された。 

農林漁業者にとっては、イベントを通じて、ランチや商品に対し消費者から、自己評価とは異なる評価

を得たり、想像以上の手ごたえを得たりと、次へ活かす経験をすることができたという反応や、後日、商

談に結び付いた出店者もあったとのことだった。 

 

(3) 農業女子プロジェクト 

農林水産省は、女性農業者の力を積極的に活かしていくために、ひめこらぼと連携し、平成 25年 11月、

「農業女子プロジェクト」を立ち上げた。このプロジェクトは、女性農業者の活動を社会全体に発信する

ことにより、その存在感を高め、将来的には職業として農業を選択する女性の増加を図ることを目指して

いる。 

平成 26年７月現在、全国の女性農業者 151名と、自動車メーカーや旅行会社、ホテル等 13社が参画し
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ており、連携企業ごとに個別プロジェクトを実施している。例えば、「農業女子的野菜が喜ぶメニュー開

発プロジェクト」（農業女子のアイデアから、食べる人も野菜も喜ぶメニューを開発）、「私の軽トラッ

クプロジェクト」（農業女子の視点も取り入れた乗りやすい軽トラックの企画・開発）、「女子的トイレ

開発プロジェクト」（女性が使いたくなる仮設トイレの開発）、「フィールドウエア開発プロジェクト」

（農業女子目線で、快適かつファッショナブルなウエアを開発）などの取り組みがある。 

今後も参加者・連携企業を増加させていき、農業で活躍する女性の姿を広く社会に伝えていくこととし

ている。  

 

(4) 女性起業セミナー 

   農山漁村男女共同参画推進協議会は、平成 25年度農林水産省「男女共同参画加速化事業」の一環として、

地域の農林水産業と連携した女性起業を選定し、実証活動・調査を実施した。その成果から、女性起業が

地域農林水産業との連携を進めていく際のポイントや留意事項を検証し、平成 26年２月 13日に女性起業

セミナーを開催した。 

   平成 25年度は実証調査女性起業対象を全国から公募し、福岡県及び鹿児島県の２つの女性起業グループ

が選定され、実証活動・調査の活動報告や助言者（６次産業化プランナー）等によるパネルディスカッシ

ョンが行われた。 

 

(5) 第 27回（平成 25年度）「農山漁村女性の日」記念の集い 

   毎年３月 10日は農山漁村女性の日と設定されているのをご存じだろうか。３月上旬は農林漁業の作業が

比較的少ない時期であり、女性が学習や話し合いをするために適切な時期であることや、農山漁村女性の

3つの能力（知恵・技・経験）をトータル(10)に発揮して欲しいという願いも込められている。昭和 62年

度、農林水産省の提唱で、女性の社会活動への参加を促し、21世紀の農林水産業、農山漁村の発展に向け、

女性の役割を正しく認識し、適正な評価への気運を高め、女性の能力発揮を促進することを目的として設

定された。 

第 27回記念の集いは、農林水産省、内閣府の後援で、平成 26年 3月 6日に東京の浅草公会堂で開催さ

れた。 

農山漁村男女共同参画優良活動表彰及び農山漁村女性・シニア活動表彰の表彰式の後、農林水産大臣賞

を授与された 10名から活動報告があった。次に「世代を超えて、農山漁村の未来を描く」と題してパネル

ディスカッションが行われ、若手女性農業者 2名、ベテラン農業者 1名が、食の原点を担う農を支える取

り組みを紹介した。 

内容を少しずつ変えながらこれまで 27年間、農村女性の研鑽、交流の場としての役割を果たしてきてい

る。 

  

３ おわりに 

上記農村女性支援に関連する岐阜県内の農村女性を紹介すると、(1) の第２回ひめこらぼ全国セミナー「商

品力アピール」では、海津市の「なすびや」伊藤里美氏が、「ナ・スランス」（なすが入ったゼリー状のス

イーツ）の魅力を紹介しアイデア賞を受賞した。全国からエントリーされた農業者に混じり堂々と自分の商

品をアピールすることにつなげられたことは、経過も含め評価できる。伊藤氏は岐阜県女性農業経営アドバ

イザーとしても地域で活躍している。(3) の農業女子プロジェクトには、平成 26年７月２日現在、岐阜県か

らも２名の農業女子が参加している。また、(5) で紹介した「農山漁村男女共同参画優良活用表彰」では、

岐阜県からも応募しており、平成２５年度は高山市の寺田真由美さん、瑞穂市農業委員会が、それぞれ次世

代を担う若手地域リーダー部門で農林水産大臣賞、組織における女性登用部門で農林水産大臣政務官賞を受

賞し、応募を支援した農林事務所と喜びを分かち合った。受賞者のこれまでの活動や努力が認められ、今後

の更なる飛躍が期待される。 

このように全国レベルで活躍する女性がさらに誕生することを願うとともに、県としては農山村の男女共

同参画推進の観点から、女性起業化促進研修やパートナーシップいきいきフォーラムを継続して実施し、そ

れに加え若手女性の仲間づくりや資質向上の場づくりにも力を入れていきたいと考えている。ＩＴ社会であ
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る現在、家に居ながらにして様々な情報が入り仲間ともつながることができ、出かける時間や経費と効果を

比べる人もいるだろう。しかしその場にいないと得られない貴重な情報や体験、味わえない感動、共有もあ

り、それは徐々に積み重なって資質向上や経営改善につながる。時間を作って積極的に外部とつながること

の大切さを伝えていきたい。 

 

参考文献：「生活研究 第 152号」（一般社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会） 

     「平成 26年版食料・農業・農村白書」（農林水産省編） 

     「岐阜県農業の動き 2014」（岐阜県） 

 


