
 

「三ヶ牧トマト部会」における主力となる農業者の育成支援 

～植栽間隔の違いが果実品質・収量に及ぼす影響の検証～ 

                                      ◆高槻市三箇牧地区◆ 

 

１ ねらい 

現在高槻市にある三ヶ牧トマト部会に所

属するＡ氏は弟のＢ氏（ともに 30 歳代）と

ともに、直売所を設置したり、６次産業化

に取り組むなど、将来が期待されている。

Ａ氏は平成 26 年８月から経営を引き継い

でいるが、栽培面での技術継承が十分なさ

れていない現状がある。販売面は順調であ

るが、最近食味が低下したとの声が聞かれ

るようになり、Ａ氏はその対策に苦慮して

いた。 

そこで、肥培管理面から原因究明と対策

について検討するため、Ａ氏に聞き取りを

行ったところ、先々代（祖父）の頃より株

間が狭まっていることなどがわかった。ま

た、農薬散布履歴を確認したところ、同じ

農薬を連用するなど防除の知識が乏しいこ

ともわかった。 

今回、現在の植栽間隔より広い区を作り、

果実の品質、収量にどのような影響を及ぼ

すかを比較、検証するとともに、新農薬展

示ほを活用し、防除の知識と効果的な防除

技術を習得させることで、トマトの生産技

術を向上させ、ひいては産地の主力となる

農業者として育成するよう指導した。 

 

２ 普及指導活動の経過 

(1)植栽間隔の違いが果実品質・収量に及

ぼす影響の検証(平成 27 年８月～平

成 28 年６月) 

 慣行の株間 30cm に対し、株間 35cm の処

理区を設置し、生育調査、果実品質・収量

調査を行い、植栽間隔を広げることによる

果実品質・収量の向上の可能性を検証した。 

 その結果、収量に差は生じなかったが、

35cm 区において糖度、酸度等の果実品質の

向上やＭ以上の大玉果の割合の増加がみら

れた。 

 またＡ氏、Ｂ氏とともに食味試験を実施

した。全員がおいしいと感じるトマトは糖

度だけでなく、酸度も高いことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 各区の糖度(上)と酸度(下) 

 
▲ 各区の等級比率 
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▲ 食味試験結果 

 

 
▲ 聞き取り調査の様子 

 

(2)農薬ローテーション散布を通じての

病害虫防除指導(平成 27 年８～11 月) 

定植直前に育苗ポットにかん注できる新

農薬を提案し、防除の省力化と定植から約

１か月間の黄化葉巻病対策のタバココナジ

ラミ防除について指導した。部会に対して

も、同系統の農薬を連続使用しないよう

ローテーション散布の重要性を説明し、新

農薬の効果の報告と合わせて、次作で使用

できるローテーション散布例を提示した。 

【取組経過】 

課題 月日 内容 

植栽間隔の

違いが果実

品質・収量

に及ぼす影

響 

平成27年 

６～７月 
試験打ち合わせ 

平成28年 

１～６月 

生育調査、 

果実品質・収量調査等 

２月 食味試験 

８月 
三ヶ牧トマト部会に 

結果報告 

９月 次年度試験打ち合わせ 

10 月 

～ 

平成29年

６月予定 

生育調査、 

果実品質・収量調査等 

農 薬 ロ ー

テーション

散布を通じ

ての病害虫

防除指導 

平成27年 

８月 

新農薬展示ほ「ベリ

マークＳＣ」設置 

11 月 
新農薬展示ほ「ベネビ

アＯＤ」設置 

平成28年 

５月 

ローテーション散布

例を提示 

 

３ 普及指導活動の成果 

  植栽間隔を広げ、植え付け本数を減らし

ても同等の収量が得られ、かつ果実品質、

等級も向上する結果を受け、Ａ氏は株間を

広げる必要性を認識した。一方、Ｂ氏は両

区で同じ肥培管理で栽培したため、その結

果、植栽間隔の狭い 30cm 区では、肥料分が

不足し、収量性が低かったと推察している。 

 病害虫防除指導においては、同一系統の

薬剤の使用が減り、ローテーション散布の

必要性を理解させることができた。また、

ハモグリバエ防除より黄化葉巻病対策のタ

バココナジラミ防除の重要性を理解し、従

来鉢上げ時のみだった防除に加え、定植時

にも防除を行うようになった。 

 

４ 今後の普及活動 

平成 28 年１～６月産トマトの調査結果

を受け、Ａ氏、Ｂ氏と協議し、平成 28 年

10 月～平成 29 年６月産トマトの調査は１

株あたりの施肥量が等しくなるようにした

場合の植栽間隔の違いが果実品質・収量に

及ぼす影響を調査することとなった。引き

続き生育調査、果実品質・収量調査を行う。 

農の普及課では今後も早期に地域の主力

な担い手となるよう指導していくとともに

三ヶ牧トマト部会の活性化に努めていく。 

（福田匠） 
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スマート農業の実現に向けて 

～いちごのＬＥＤ電照栽培を支援～ 

                                      ◆高槻市阿武野地区◆ 

 

１ ねらい 

農の普及課では、高槻市でいちごの促成

栽培を行っているＴ氏から「電照に使う白

熱灯を光合成が促進される赤色波長を強化

したＬＥＤ電球に変えたいが、どのくらい

の間隔で電球を設置したらいいか相談に乗

ってほしい」との要請を受け、いちごにお

けるＬＥＤ電照栽培技術の確立を図った。 

 

２ 普及指導活動の経過 

(1)予備調査(平成 28 年 11 月８日) 

府内でも恐らく初めての取組であるた

め、ＬＥＤ電球利用の先進情報を収集する

とともに、作業性も考慮し 150cm、170cm、

190cm の高さから照射した場合の放射照度
※1を測定分析することにより電球の設置間

隔を決定した。 

 ＬＥＤ電球とライトアナライザーを使っ

て、１辺 30cm の格子状に放射照度を測定し

た。高さ 190cm に設置したＬＥＤ電球では

電球直下から 90cm の位置まで白熱灯 4 時 

間相当の放射照度(195mW/m2 以上)、また

180cm の位置までは８時間相当の放射照度

(45～195mW/m2)を得られることが判明し

た。 

 
▲ 予備試験調査の様子 

 

▲ 高さ 190cm における放射照度 

(左：白熱灯、右：ＬＥＤ電球) 

(2)現地調査(平成 28 年 11 月 11 日) 

 ＬＥＤ電球は長寿命で消費電力が少ない

が、白熱灯に比べて高価なことから、ほ場

での利用では設置数を減らし、長時間照射

する方が経済的と考えられる。今回は初め

ての試みであるため、Ｔ氏と検討し、慣行

の間隔（縦横 200cm で千鳥、高さ 190cm）

で設置し、ほ場での放射照度を測定した。 

その結果、ＬＥＤ電球直下、ＬＥＤ電球

間のいずれも、白熱灯４時間相当の放射照

度(195mW/m2 以上)を得られ、いちごの生育

に十分な放射照度であることが判明した。 

 

▲ 高さ 190cm における放射照度 
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(3)生育・収量調査 

(平成 28 年 11 月～平成 29 年２月) 

 ＬＥＤ電球の効果を把握するため、白熱

灯区、ＬＥＤ電球区を設け、いちごの生育

状況を見るために葉柄長を１か月に１回程

度測定した。併せて１ａあたりの収量を調

査した。その結果、平成 29 年２月 20 日現

在、白熱灯に比べＬＥＤ電球の葉柄長が長

いことが分かった。また白熱灯では条間よ

りも直下で葉柄長が長いのに対して、ＬＥ

Ｄ電球では直下よりも条間で葉柄長が長

い。これはＬＥＤ電球の放射照度が直下に

比べ条間で高いことに起因すると考えられ

る。 

 収量についてはＬＥＤ電球の方が５％多

いことが判明した。 

 

▲ 白熱灯、ＬＥＤ電球設置状況 

 

 
▲ 各区の葉柄長の推移 

(平成 29 年２月 20 日現在) 

 

▲ 各区の月別収量(平成 29 年２月 20 日現在) 

 

３ 普及指導活動の成果 

いちご電照栽培におけるＬＥＤ電球の照

射照度および葉柄長の伸長効果、収量増大

効果を確認することができた。 

 

４ 今後の普及活動 

 今後も引き続き、生育・収量調査を行い、

ＬＥＤ電球の効果を把握するとともに、Ｌ

ＥＤ電球の設置数を減らし、長時間照射す

る際のコスト計算を行うことで、ＬＥＤ電

球による電照栽培技術の確立を目指す。 

（福田匠） 

 

※ 放射照度 

光子の数ではなく、単位面積・単位時間あたり

の光のエネルギーを表したもの。いちごの場合、

45mW/m2 程度の弱光でも電照期間を長くすること

で十分な効果を得られる。 
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銀寄栗産地の振興 パート３ 

～「銀寄」原産地を守り育てる活動 商談会・現地研修会他～ 

                                            ◆能勢町◆ 

 

１ ねらい 

 管内の能勢町、豊能町、箕面市は府内最

大のくり産地であり、｢能勢ぐり｣として有

利販売されている。中でも能勢町が原産の

品種「銀寄」は人気が高い。 

 しかし高齢化が進み、機械化も困難なた

め耕作放棄による廃園が増えている。そこ

で近年、作業性だけでなく高品質、高収量

が期待できる低樹高栽培が注目されてお

り、地域への普及が必要である。 

また、「銀寄母樹園」等で発生している

立ち枯れ症が地域で大きな問題となってお

り、原因の究明が急務となっている。 

また、販売面ではさらなるブランド化の

ため、販売拡大が期待されている。 

 

２ 普及指導活動の経過 

 (1)低樹高栽培指導 

昨年度指導を行った低樹高栽培による収

量・品質改善に関心の高い農家（カットバ

ック１園、新規開園２園）に対して、12～

３月、各園の状況に応じ引き続きせん定指

導を実施した。 

さらに、低樹高栽培に関心が高まりつつ

あった地黄地区でせん定講習会（1/17）を

実施した。また、能勢栗振興会のせん定講

習会(2/23)をＪＡとともに実施した他、能

勢町のくり栽培講習会(4/11、5/30、2/1)

にも助言等を行った。 

(2）くり立ち枯れ症状の調査 

昨年に引き続き地方独立行政法人大阪府

立環境農林水産総合研究所の協力で現地調

査を４回実施した結果、「くり黒根立枯病」

であることが分かり、関係機関及び農家に

栽培上の注意を促した。 

(3)「銀寄母樹園の管理」 

能勢栗振興会役員及び地元倉垣地区の農

家有志 15 名で取り組み、前年に続き樹勢回

復を目的に強いせん定を行い、「母樹園の

穂木」をより多く確保できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ くりせん定講習 

 

【能勢ぐり振興関連活動】 

項目 時期 内 容 

くり栽培講

習（低樹高栽

培の現地指

導など） 

 

4月11日 

5月30日 

1月17日 

2月 1日 

2月28日 

・接ぎ木現地講習 

・防除現地講習 

・せん定現地講習 

・     〃 

・   〃 

立ち枯れ症

状調査 

 

6月 8日 

8月10日 

9月 8日 

10月31日 

3月 7日 

・実態調査（大阪府立環境

農林水産総合研究所協力） 

    〃 

    〃 

・農家報告及び注意喚起 

銀寄母樹園

の栽培管理 

8月26日 

2月 1日 

・草刈 （収穫準備） 

・せん定、土壌改良、施肥 

交流・商談会 

 

 

 

8月22日 

9月27日 

 

・鬼皮剥皮技術講習会 

・JA栗選果場見学 

・実需者との意見交換（購

入方法、価格など） 
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(4)実需者との交流・商談 

能勢ぐりの需要を掘り起こすため、地元

北摂地域の和洋菓子店などの実需者に向

け、鬼皮剥皮技術講習、ＪＡ栗選果場見学

などを含めた「能勢銀寄ぐり交流・商談会」

を２回（8/22、9/27）実施し、16 名の参加

があった。中でも農家女性による鬼皮剥皮

技術講習は実践的で大好評であった。平成

28 年は例年の７割ほどの作柄のため、量的

にも価格的にも実需者の要望どおりの商談

とはならなかったが試作的に商品の販売を

行う実需者も現れた。 

 
▲ 鬼皮剥皮講習の様子（能勢ぐり交流・商談会） 

 

３ 普及指導活動の成果 

栽培面については、｢樹に十分な光を当て

る｣低樹高栽培が、受講者の実情にあった形

（個別、地域別、産地）で定着しつつある。

実需者への販売については、価格、一次加

工処理、流通面等で課題が明確になった。 

 

４ 今後の普及活動 

生産力の向上のため栽培資料を活用し、

「粗放的な園でも労力を少しかけることで

収量増と品質向上ができる」ひいては「く

り品質の向上で産地を活性化できる」こと

を継続して発信していく。 

       （嶋野延男、服部三信） 

 

 

 

 ▲低樹高栽培講習の栽培資料 
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直売所での米粉パン販売を支援 

 

                          ◆農事組合法人 見山の郷交流施設組合◆ 

 

１ ねらい 

農事組合法人見山の郷交流施設組合が運

営する直売所「ｄｅ愛・ほっこり見山の郷」

（以下「見山の郷」）では、売上の過半を

茶店や米粉パン、総菜などの加工品販売が

占めている。しかし、最近は加工品の売上

が伸び悩み、特に米粉パンの売上げは、前

年比の８割に低下している。 

 一方で、大阪市内の大手百貨店の催事担

当者に見山の郷の米粉食パンの味が認めら

れ、有名ベーカリーが揃うイベントへ参加

のオファーがあるなど、見山の郷の米粉パ

ンには商材として十分な魅力があると考え

られたため、今一度、商品ＰＲや販売方法

の見直しを支援した。 

 

２普及指導活動の経過 

大阪市内の百貨店での食パンをテーマと

したイベント（５月 25～30 日）に出店する

にあたり、農の普及課では米加工品の表示

や出店コーナーのレイアウトなどの助言、

イベント向けの新商品の企画・生産を支援

した。連日、米粉パンコーナーに足を止め

る客が絶えず「米の味がしておいしい食パ

ン」と好評で、午後３時には売り切れた。 

 
▲ 足を止めるイベント来訪者 

このイベントをきっかけに、見山の郷で

の米粉パンの売上改善を考えることになっ

た。農の普及課ではまず、米粉パンの加工

を担当する米粉パンチームに売上不振の理

由や消費者の購入動機などを聞き取った

が、明確な回答は得られなかった。 

そこで、米粉食パンのＰＲを兼ねた消費

者調査を提案、年末の売り出しイベント（12

月 27 日、28 日）で試食・アンケート調査

を実施した。 

 

▲ 米粉食パンのＰＲを兼ねた調査のＰＯＰ 

アンケートの結果は、「もちもち、おい

しい」（30%）との回答が多く、「見山の米

粉パン」を口コミで広めてくれるかを問い

かけた「知人に勧めたい度」については、

50 歳代(71％)、70 歳代（58％）、60 歳代

（57％）が高く、40歳代、30 歳代以下では、

低い傾向がわかった。 
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▲ 「米粉パン」アンケート 

 

 
▲ 知人に進めたい度 

 

これまで米粉パンチームでは、大学とコ

ラボした商品販売など、比較的若い世代を

ターゲットにしたＰＲを中心に実施してき

た。今回のアンケート結果や５月のイベン

ト出店の感触から、従来より高い年齢層を

ターゲットにしたＰＲが必要と考えられ

た。 

また、日頃から米粉パンを購入している

固定客からは「前より食パンがおいしくな

った」「ゆずレーズンを買っているが、初

めて食べた食パンもおいしい」との意見が

あり、「米粉の食パン」が売れる可能性を

実感した。 

そこで、平成 29 年 1 月～３月の間、米粉

食パンの味を知ってもらうことを目的に、

週３回、食パンを中心にＰＲ販売し、さら

に見山の郷の茶店（飲食部門）で、新メニ

ューとして、米粉パンのサンドイッチを提

供することとした。 

 

３ 普及活動の成果 

農の普及課から、米粉パンチームに売上

が伸びない理由や客層、購入動機など消費

者調査を実施し、現状を把握するよう指導

し、結果をもとに対応策を検討したことで、

米粉パンチームは顧客への米粉パンのＰＲ

不足を実感し、米粉パンのサンドイッチを

提供するなどのＰＲ行動につながった。 

また、見山の郷の固定客に多い世代であ

る中高年へのＰＲが大切な点を示すことが

できた。 

 

４ 今後の普及活動 

米粉食パン中心のＰＲや茶店（飲食部門）

での米粉食パンのサンドイッチを提供する

などの取組の効果を把握する必要があり、

引き続き、米粉パンの加工販売を支援して

いく。 

（中村朋子） 
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北摂地域大阪産（もん）マッチング商談会の開催 

～夢が広がる! ビジネスパートナーとの出会い～ 

                                      ◆管内全域◆ 

 

１ ねらい 

農の普及課では、管内の農産物等のブラ

ンド化、販路拡大による生産者の所得向上

を図るため「北摂地域大阪産（もん）マッ

チング商談会」（以下、商談会）を開催し

た。 

 

２ 普及指導活動の経過 

出展者の募集については、事前に実施し

た聞き取り調査の結果を踏まえ、管内の生

産者等、50 以上の事業者（社）に出展を働

きかけた。 

その結果、10 事業者（社）が出展する運

びとなった。 

来場者の募集については、管内の商工会

議所や商工会、６次産業化サポートセンタ

ー等、関係機関と連携し、メールや郵送で

約 200社の府内の関連業者に来場案内を送

付した。 

特に大阪産（もん）マークの使用認証を

受けている事業者（社）については、意見

交換や情報収集も兼ね、個別訪問を行い、

積極的に来場を働きかけた。 

その結果、21 業者 40 名から来場の申込

みがあった。 

また、農の普及課は、活気溢れた魅力的

な商談会になるよう出展者を対象に商談会

を活用した農業経営の考え方や商品の効果

的なＰＲ方法等を内容とした「売れるモノ

づくり研修会」を２回実施した（８月 26

日、10 月 18 日）。 

さらに商談会２週間前には、出展者の意

識向上を目的に「直前通信」として、商談

会に向けての心構えや来場者の印象に残る

試飲食、効果的な商品やパネル展示の方法

等を内容とした情報提供を４回行ったほ

か、商談会当日も開始直前に、直前研修と

して６次産業化プランナーから、商談や展

示のポイントを会場で指導した。 

 

▲ 商談会の様子 

 

３ 普及指導活動の成果 

商談会は平成 28年 12月８日に三島府民

センタービルで開催した。 

当日、商談会に出展した 10 事業者（社）

は、訪れた 15 業者 29 名の来場者に試飲食

やパネル展示を活用して、商品のセールス

ポイントを熱心に説明するなど、自慢の逸

品を積極的にＰＲした。 

来場者は、北摂地域以外からも多数訪

れ、気になる商品のひとつひとつを手に取

り、出展者を質問攻めにしたり、試飲食に

舌鼓を打ったりと商談に意気込みを見せ

ていた。 

商談会終了後、来場者からは「良い商材

が多い」「次につながるお話ができた」

「次回も参加したい」、出展者からは「た

いへん勉強になった」「商談につなげたい

話がいくつもあった」「おつきあいしたい

業者さんが見つかった」など、双方から多

くの前向きな感想を聞くことができた。 
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今回、商談会の出展を見送った生産者等

からは「価格交渉が面倒」「物流が課題」

「今の販売先に不満はない」「栽培面積を

拡大してまで、販路を広げたいとは思わな

い」などの意見もあったが、中には商談会

に興味を持ちながらも「生産している農産

物の収量や品質に自信がない」「過大な期

待をされると困る」等、商談会の出展に敷

居の高さを感じている生産者も少なくな

かった。 

また、出展数が少ないとしながらも、ア

ンケートに回答した 97％の来場者は「と

ても満足した」「満足した」と答えている

ところから、来場者は出展者の前向きな姿

勢を高く評価し、大阪産（もん）の生産者

との強いつながりが、やがてビジネスチャ

ンスを生むと期待していることがわかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 来場者でにぎわう商談会 

 

４ 今後の普及活動 

農の普及課は、今後も商工会議所や商工

会、関係部局等と連携し、飲食料品店、販

売業者等の実需者と生産者との効果的な

マッチングの場を提供していく。 

また、今回の商談会を成功事例として、

広く管内に情報発信するとともに販売促

進関係の研修会等の開催を通じて、生産者

等の販売促進に向けた意識や展示技術の

向上を指導していく。 

（辻哲哉、福田匠） 
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「大阪の米どころ」北部地域の米生産の取組 

～茨木市見山地区のエコれんげ栽培米～ 

                                      ◆茨木市見山地区◆ 

 

１ ねらい 

茨木市では、「新たな特産品づくりを目

的に、平成 27 年産米から、エコれんげ米生

産の推進を目指している。しかしながら、

れんげ米栽培に取り組もうとする生産者の

大半は、れんげ栽培は初めてで、しかも見

山地区を中心とする山手の早生米（キヌヒ

カリ、ひとめぼれ）生産者であった。 

府内でこれまでに事例のある平坦部のれ

んげ米栽培とは品種や作付け、収穫時期が

異なるため、茨木市、ＪＡ茨木市と連携し、

れんげ・水稲の生育状況等について把握、

エコ栽培に対応したれんげ米栽培の技術資

料を作成し、エコれんげ米栽培の普及を

図った。 

 

２ 普及指導活動の経過 

取組の中心となった見山地区では、５月

中旬には田植えが始まる。取組初年の平成

27 年は、この作付体系で、れんげが十分育

ち、肥効が確保できるのか自体が把握でき

ていない状況であった。幸い、ＪＡの営農

指導員が数年前から当地区で試験的にれん

げ栽培に取り組んでいた。そこで、平成 27

年２月に一般的なれんげ栽培上の注意点に

ＪＡ営農指導員の経験談を交えた講習会を

開催、れんげ米栽培の周知を図った。 

併せて、れんげやれんげすき込み後の水

稲の生育状況の調査と、れんげ米栽培取組

者や関心のある水稲生産者を対象に、年２

回の現地研修会（ 田植え後２週間程度（中

間追肥の要不要を判断）および収穫前の状

況確認）と栽培講習会（調査結果報告、意

見交換等）を実施し、れんげ米の生産安定

と推進を図ってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 現地研修会の様子 

 

３ 普及指導活動の成果 

１年目（平成 27 年度）は、れんげすき込

み～田植えまで２週間程度しか確保出来な

いため、土中でれんげが十分分解せず水稲

の生育に影響があることが当初最も懸念さ

れたが、ほぼ影響がないことがわかった。 

一方、平坦地に比べ気温が低いため、れ

んげの生育が遅く、すき込み時（ほぼ開花

初期）の平均草丈は 40cm に満たなかった。

このため、れんげのほ場占有率が７，８割

程度あってもすき込める量が少なく、れん

げの肥効だけでは不十分なため、収量が劣

る事例が見られた。 

そこで、２年目の本年度は、すき込み前

のれんげの生育や収量を重視した生育調査

を行うとともに、現地研修会の機会等を利

用し、れんげの草丈が低かった場合は有機

質肥料の中間追肥で補うことを指導した。

しかしこの中間追肥でも補いきれず、れん

げのほ場占有率が９割以上のほ場でも収量

が劣る事例が生じた。また、予想外の事態

であったが、一部ほ場で、れんげが鹿の食

害を受けた。 

追肥状況の聞き取り等から、水稲の生育
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状況を確認しながら行う中間追肥で、倒伏

を恐れたり、労力負担から施肥量を控えた

ことが、施肥不足の要因と考えられた。そ

こで、生産者・関係機関を交えて施肥設計

を再検討し、れんげのほ場占有率が９割以

上でも、れんげの草丈が 50cm に満たない場

合は緩効性肥料を元肥として補うよう施肥

基準を改めた。 

併せて見山地区でのエコれんげ米の生産

面積拡大に向け、茨木市と、れんげ栽培に

よるエコ米の申請を働きかけたところ、見

山地区のエコれんげ米取組予定者は、取組

初年（平成 27年）の６名（約 1.5ha）から、

３年目の作付予定（平成 29 年度）は 15 名

１組織（約 4.8ha）まで増加した。 

また、平成 29 年２月には新施肥基準に基

づいたＢ２版カラーの資料を関係機関と連

携して完成させた。 

 

４ 今後の普及活動 

今後は、本資料を講習会等で活用すると

ともに、他市町への波及を関係機関ととも

に行い、「大阪の米どころ」北部地域での

エコれんげ米の拡大を図っていく。 

（久保田知美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ れんげ米栽培米資料 
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安 全 安 心 へ の 取 組 こ の 一 年 

 

                                           ◆管内全域◆ 

 

１ ねらい 

「安全安心は、当たり前」と言われてい

るが、その確保は容易ではない。継続的な

取り組みが必要である。農の普及課では、

生産者を対象に農薬の安全使用、履歴記帳

の徹底、農作業中の生産者の安全確保など

に取り組んできた。今年度はエコ農産物推

進協議会の新たな設立にも取り組んだ。 

 

２ 普及指導活動の経過 

(1)新たなエコ農産物推進協議会の設立 

農協法の改正により、府内各ＪＡでは、

認定農業者（大阪府版を含む）の確保の取

組が活発化している。農の普及課ではこの

機会を捉まえ、ＪＡ北大阪と摂津市にエコ

農産物推進協議会の設立を働きかけた。４

～５月にＪＡと市と打ち合わせを重ね、６

月にはＪＡ北大阪の本店および、全ての支

店（４支店）で大阪エコ農産物認証制度の

説明会を開催した。 

また、ＪＡ北大阪には今まで農薬使用履

歴の様式がなかったので、使用履歴の作成

を勧めた。 

(2)農薬適正使用の推進 

管内農家は、主に直売所、個人販売が多

く、少量多品目を生産する農家が多い。そ

のため、ＪＡや市が作成している防除履歴

の記載内容の更新、確認作業は重要で、今

年度もすべての防除履歴で行った。また、

すべてのＪＡで農薬安全使用の講習会を開

催出来るよう普段の現場活動の際に、「農

薬安全使用講習会はいつでも引き受ける。」

旨をＪＡに周知し続けた。 

 

 

▲ 農薬適正講習会 

(3)農作業時の安全安心 

昨年度に引き続き高度人材育成事業を活

用し、春の農作業安全運動確認運動の前に

農作業の中の安全確保のための講習会を開

催した。今年は、開催前に「普及だより」

で告知し、広く参加者を募った。 

当日は、直近の農作業事故の発生状況を

説明し、新たな危険を発見する方法のひと

つとして、ヒヤリハット日誌を紹介し、

日々の農作業日誌と合わせての記帳を啓発

した。 

農機具メーカーからは、使用頻度の多い

トラクターや管理機の安全な操作方法、ま

た、機械運搬時のトラックへのロープでの

固定方法などを講義、実演した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

▲ 管理機のメンテナンス講習会 
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３ 普及指導活動の成果 

(1)新たなエコ農産物推進協議会の設立 

市、ＪＡの協力もあり摂津市として初め

てのエコ農産物推進協議会が設立された。

また、大阪版認定農業者もいない状態であ

ったが、エコ農産物申請者も含め新たに５

名の申請があった。 

(2)農薬適正使用の推進 

農薬適正使用講習会は、すべてのＪＡで

開催できた。今までの地道な指導もあり、

平成 28 年度は農薬の不適正な使用案件は

なかった。 

(3)農作業時の安全安心 

農作業の安全講習会は、普及だよりを見

た豊中市、豊能町、池田市等からの参加者

もあった。参加者からは「早速家に帰って

メンテナンスしたい」「今までは我流でし

ていたが、正しい固定方法を学ぶことがで

きた」と好評であった。 

 

４ 今後の普及活動 

 安全安心の確保は、今まで継続している

地道な活動によってのみ支えることができ

る。安全安心な農産物を期待する府民を裏

切らないよう引き続き取り組んでいく。 

新たなエコ農産物推進協議会の設立によ

り、ＪＡ北大阪や摂津市では、農産物直売

所や学校給食への取り組みなど色々な活動

が出来る可能性が出てきた。エコ農産物生

産者が増加するよう今後とも市、ＪＡと連

携し取り組んでいく。 

 （服部三信、福田匠、嶋野延男） 

 

 
▲ ヒヤリハット日誌 
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