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ぶどう自動換気装置の導入による栽培省力化技術の普及 

                                      ◆羽曳野市・太子町◆ 

 

１ ねらい 

  南河内地域は、ぶどうの産地（面積約

300ha）であり約９割のぶどうは波状型ハ

ウスで栽培されている。波状型ハウスで

は、冬～夏のハウスの開閉に多大な労力

を要し規模拡大の制限ともなる。そこで、

作業の省力化を目的に、地方独立行政法

人大阪府立環境農林水産総合研究所（以

下、研究所）で開発した自動開閉装置が、

ぶどう品質に及ぼす影響について分析

し、普及性について検討した。 

 

２ 普及指導活動の経過 

平成 27年３月に羽曳野市駒ヶ谷及び太

子町太子の２か所のほ場に研究所で開発

したハウスの上部を自動で開閉する装置

及び、市販されているサイドの自動開閉

装置を設置した。平成 28 年７月に試験区

と対象区のぶどうを研究所で比較し、着

色、糖度などのぶどうの品質が対象区に

比べて優れていることがわかった。また、

データロガーを用いて、ハウス内の温度

変化及び、自動開閉装置の動作について

分析した。その結果、自動開閉装置を導

入したハウスでは、期待された換気効果

はもちろん、保温効果が高まり、ぶどう

の品質が向上するとともに、出荷時期を

早め、有利に販売できる可能性があるこ

とがわかった。 

そこで、平成 29 年１月に講習会を開催

し、ぶどう波状型ハウス自動換気装置の

効果について紹介した。 

 

３ 普及指導活動の成果 

  平成 29 年３月には、天窓の開閉効果を

高めるため、開閉部を倍にする改良及び

内張を開閉する装置を設置した。そして、

３月 27 日には、青年農業者を対象に現地

検討会を開催したところ、６名が参加し、

多くの質問がでるなど関心を高めること

ができた。また、別のほ場で試験した遠

隔温度把握装置の実用性も紹介し今後、

自動開閉装置と遠隔温度把握装置を導入

することで、より省力的な温度管理がで

きることを実証した。 

 

 

 

４ 今後の普及活動 

 ぶどう波状型ハウス自動開閉装置は、

サイド換気で一セット 12万円程度と安価

なものではないが、生産者の関心が高か

ったことから、大阪版認定農業者支援事

業の優先枠を活用するなどして、ぶどう

波状型ハウス自動開閉装置の普及を図

り、ぶどう栽培の省力化を図る。さらに、

腕上補助具など他の省力化技術について

も情報収集し検討する。これらの活動を

通じて、ぶどうの産地の活性化を図る。 

 

     （湯ノ谷 彰 田中 璃子） 

▲現地検討会での実証 
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「はびきの新規就農者の会」が始動！ 

～新規就農者組織・結成 1 年目への支援～ 

                          ◆はびきの新規就農者の会◆ 

 

１ ねらい 

羽曳野市では、農業大学校の卒業生な

ど、新規参入就農希望者を積極的に受け

入れており、平成 22 年度から昨年度まで

に新規参入就農者が新たに６名誕生し、

今後も増加する見込みである。しかし、

新規参入就農者は、技術力が低い、販路

がないなど、親元就農に比べて多くの課

題がある。今後営農していく上で、この

ような課題について共有・相談できる仲

間をつくることは、新規参入就農者にと

ってたいへん重要となる。 

そこで、農の普及課では新規就農者育

成に意欲的な羽曳野市と連携し、新規参

入就農者が互いに共通する課題の解決や

販路の拡大等を目指し、情報交換できる

よう組織化に取り組んだ。その結果、平

成 28 年３月 25 日に新規参入就農予定の

２名を含めた８名で、「はびきの新規就農

者の会（事務局：羽曳野市）」が発足し、

本格的な活動が始まった。 

 

２ 普及指導活動の経過 

（１）定例会 

はびきの新規就農者の会の会員は、野

菜栽培農家もいれば、ぶどう栽培農家も

おり、栽培品目が多岐にわたっているた

め、栽培技術について研修を行うことは

難しい。そのため、平成 28 年 12 月２日

に開催した定例会では、販路拡大に向け

て南河内マッチング商談会へ参加するこ

と、各自の営農を発展させるために新規

参入就農者の成功事例を視察研修するこ

となど、栽培品目にとらわれない、共通

する課題解決に向けた活動を提案した。 

 

▲ 定例会 

 

（２）商談会への参加 

当課が主催した南河内マッチング商談

会（平成 29 年１月 26 日開催）には、３

名の会員が出展した。参加した会員は複

数のバイヤーと商談し、その後も営業に

行くなど、販路拡大のきっかけを掴んだ。

また、出展しなかった会員も商談を手伝

い、出展方法や事業者との接客等につい

て幅広く学んでいた。 

 

▲マッチング商談会 

 

（３）視察研修 

新規参入就農の先駆的な事例を学ぶた

め、岸和田市で新規参入就農した農業者

（就農 16 年目）への視察研修を泉州農の
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普及課の協力のもと、コーディネートし

た。２月 13 日に実施した研修には７名の

会員が参加し、就農のきっかけや当初の

苦労についての話のほか、｢農業経営の発

展のためにはよい農産物をつくり、販路

を開拓していかなければならない｣、｢仲

間づくりは販路拡大につながる」などの

意見を熱心に聞き、具体的な栽培方法や

農業設備などについて、積極的に質問し

ていた。就農間もない会員にとって、新

規参入就農で成功した人の体験談を聞く

ことは、自身の経営を発展させる意欲の

向上につながった。 

 

▲ 視察研修会 

 

３ 普及指導活動の成果 

 定例会での呼びかけの結果、マッチン

グ商談会に参加した会員とバイヤーが繋

がり、販路開拓のきっかけを生むことが

できた。また、新規参入就農の先駆事例

の視察研修会の開催により、会員の経営

発展意欲の向上につながった。 

 

４ 今後の普及活動 

 今後も「はびきの新規就農者の会」の

活動支援を通じて、新規参入就農者の意

欲向上や経営発展の実現をサポートして

いく。 

        （藤波 望 湯ノ谷 彰） 



- 14 - 
 

 

太子町ぶどう塾の援農体制を強化 

～販売イベント等を通して～ 

                            ◆太子町・NPO 法人｢太子町ぶどう塾｣◆ 

 

１ ねらい 

 太子町では、ぶどう産地を守るため、

平成 12 年から太子町ぶどう塾を開催し、

都市住民を援農ボランティアとして育成

している。平成 25 年度には、組織的に援

農に取り組むため、NPO 法人「太子町ぶど

う塾」（以下、NPO）が発足した。産地維

持のための援農活動を拡大し、NPO は、昨

年度 51 農家 10ha のぶどう園のビニール

張り作業を受託した。 

今年度は、府、町が協力して、ボラン

ティアの育成、販売イベントの支援を行

った。  
 

２ 普及指導活動の経過 

（１）｢ぶどう塾｣開催の支援 

  今年度は、より多くの受講生（ボラン

ティア）を集めるため、例年より１ヶ月

早く２月から塾生を募集し、報道機関等

へ幅広く情報提供した。その結果、自社

栽培に取り組もうとしている青果店の代

表者やぶどう塾で初めての外国人等、多

彩な顔ぶれ（10 名）が応募し受講した。 

 昨年度と同様に、農の普及課が座学に

よる講習会を担当し、NPO が町からの委託

を受け、ぶどう園での実習を担当した。 
 

（２）販売の支援 

 NPO の運営費を確保し、ぶどう塾の PR

を図るために、当課から青果店の代表者

である受講生に対し、ぶどう塾生が栽培

したぶどうを青果店で販売してもらえな

いか打診した。その結果、７月 21日に NPO

で生産したぶどうを泉北高速鉄道和泉中

央駅前の店舗で販売し、売り場には当課

が作成した NPOの取組を PRする POPも掲

示した。 

▲販売の様子 

 

３ 普及指導活動の成果 

  ぶどう塾卒業生 10 名全員が新たに NPO

に加入した。ビニール被覆の援農面積は

60 農家、12ha に増加した。  
  青果店で販売したぶどう約 550 房は、

即日完売し、その売上金は NPO の活動費

として有効に活用し、体制強化に役立て

る予定である。 

 

４ 今後の普及活動 

 今後も、町や NPO と連携し、ボランテ

ィアの育成支援を行う。また、次年度か

らは、大粒ぶどうの研修も合わせて行う

こととなった。ぶどう塾生のさらなる技

術向上を図るとともに、NPO 体制の維持に

つながるように支援していく。 

（田中 璃子 湯ノ谷 彰） 
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大阪産（もん）の販路拡大と加工品の品質向上に向けて 

～“農産加工品”関連講習会・マッチング商談会の開催～ 

◆南河内女性アグリネットワーク◆ 

 

１ ねらい 

 南河内地域では、農家女性グループや

若手農業者等が、なす、きゅうり、いち

ご、ぶどう、いちじく、みかんなど地元

産の農産物を活用して農産加工品を製造

販売している。 

 これらの農産加工品には、①衛生安全

管理の徹底、②消費者へ適切な情報を伝

えるための適正な表示、③新たな商品の

開発、④加工技術の向上、⑤新たな売り

先を確保するための積極的な販路開拓等

が求められている。 

これらのことから、今年度は、以下の

取組を行った。 

(1)衛生安全管理研修会 

(2)賞味・消費期限の設定講習会 

(3)新商品を生み出す発想力、加工技術を 

 学ぶ視察研修会 

(4)農業者・事業者マッチング商談会 

 

２ 普及指導活動の経過 

（１）衛生的な加工施設と加工品づくり

に向けた研修会（７月 14 日、参加者：32

名） 

加工品を“衛生的”に製造するため、

大阪産(もん)６次産業化プランナーであ

る武政二郎氏を講師に招き、南河内にお

ける加工施設の課題の明確化と農家女性

グループ自らが対応できる改善対策につ

いて研修会を開催した。 

まず研修会に先立ち、武政氏が管内の

加工者・グループ計３者について加工施

設を下見し、改善すべき事項を確認した

後、研修会で加工者が実施すべき管理運

営基準に関する指針の必須項目について、

下見した加工室の例を中心に実例をあげ

て説明した。 

ポイントとしては、①手洗いのタイミ

ング、②加工室の整理整頓、③冷蔵庫の

温度管理、④消毒の方法、⑤掃除の方法

等があげられた。 

また、研修会後、参加者が実際に取り

組んでいること、気をつけていることに

ついての情報交換も行った。 

  

（２）賞味・消費期限の設定に関する講

習会（１月 18 日、参加者：27名） 

 新たな商品を販売する際には、その食

品の特性に配慮し、いつまで美味しく又

は安全に食べることができるのかを示す

「賞味・消費期限の設定」を行わなけれ

ばならない。 

そこで、（一社）大阪府農業会議と連携

し、（公社）大阪食品衛生協会食品検査セ

ンターの吉田諭所長を講師に招き、期限

設定の基本的な知識習得に向けた講習会

を行った。 

吉田所長からは、①期限設定表示に関

わる法律やその変遷、②必要な試験や検

査について説明があり、続いて、加工グ

ループが取り組んでいる品目（ドレッシ

ング、漬物や乾燥品等）ごとに必要な検

査や基準、賞味・消費期限の目安、事前

質問に対する具体的な説明があった。 

▲ 衛生安全管理研修会の様子 
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（３）商品化への発想力と加工技術を学

ぶ視察研修会（２月 15日、対象：南河内

女性アグリネットワーク、参加者：27名） 

南河内女性アグリネットワークの会員

は様々な加工品を製造しており、新しい

加工品の開発にも興味を持っている。 

新商品開発や既存商品の改良を目的に、

地元の農産物を使って非常に多くの商品

を製造販売している和歌山県の（株）ふ

みこ農園への視察を行った。 

（株）ふみこ農園では、商品について研

究を重ね、工夫もされ、デザインにもこ

だわり、買いたくなるような商品を開

発・製造されていた。 

成戸文子代表取締役より、自社のこれ

までと今後の取組、商品に対するこだわ

りについて話があった。また、「自ら勉強

し、研究を行っていくことが大事」とい

うことを強調され、加工品の製造だけで

はなく、今後は食べ方などを伝えていく

ために、食育活動を行っていくとの話が

あった。 
 その後、担当者の案内で加工場の見学 

を行った。更衣室、洗浄室、加工室（充 

填、包装は違う部屋）、貯蔵室と分かれて 

いた。また、加工室では動線が短くなる 

ように機械が設置されており、効率よく 

作業ができるようなっているとともに、 

瓶の蒸気殺菌機、金属探知機等も整備さ 

れていた。  

  

 

（４）第４回農業者・事業者マッチング

商談会（１月 26 日、参加農業者 14 者） 

南河内地域特産農産物や加工品を大阪

産（もん）に関心の高い食品等の事業者

に知ってもらい、１つでも多く活用して

もらうため、平成 25 年から管内商工会や

大阪産(もん)６次産業化サポートセンタ

ー等と共催し、農業者と食品等事業者が

一堂に会するマッチング商談会を富田林

市で開催してきた。 

４回目となる今年度は『野菜』や『果樹』、

『加工品』に加え、新鮮で花持ちが自慢

の『切り花』の生産者にも参加を呼びか

けた。そして、商談会出展の手本となる

よう商談会経験の豊富な３者に模範出展

をしてもらうとともに、研究所、府産業

デザインセンター及びフードコーディネ

ーターの協力も得て、商品の開発やデザ

イン、食品等について気軽に相談できる

ブースを設置した。 
事業者は、富田林商工会を中心とする

管内商工会やサポートセンター、流通対

策室の協力を得て募集し、飲食店、小売

業、加工業者など 47社から申込があった。

一方、農業者は、加工品を製造する農家

女性グループや若手農業者を中心に参加

を呼びかけ、花の生産者も含めて 14 者か

▲ 賞味（消費）期限講習会の様子 

▲ 洋なしのドライフルーツの試食 
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ら申込があった。 

商談会で農業者が話をしやすいように

商品のアピールポイント等を記した※FCP

展示会・商談会シートを冊子にして、当

日、事業者に配布した。初めて商談会に

参加する農業者を中心に、FCPシートの記

入方法について個別指導を行い、冊子の

作成についてはサポートセンターの協力

を得た。 

 当日は、６次産業化プランナーの楠本 

秀利氏から、開始前に商談に関するアド

バイスをいただき、商談中には各出展者

ブースをまわり、出展者の相談にのって

いただいた。 

農業者はそれぞれ、のぼりやポスター

を飾るなど、ブース展示に工夫をこらし、

事業者に積極的に試食を勧め、活発に商

談を行った。 

 

 

３ 普及指導活動の成果 

（１）衛生的な加工施設と加工品づくり

に向けた研修会 

参加者からは、「衛生安全管理には整理

整頓が大事」、「作業について誰でもわか

るようにマニュアルにまとめると良い」

等ということがわかったという声があっ

た。また講習会後も定例会などでフォロ

ーを行ったところ、「加工室を整理した」

「換気扇やエアコンの吹出し口の掃除を

行った」など衛生安全管理にむけての行

動が見られた。 

 

（２）表示の適正化に向けた“食品表示

講習会” 

参加者からは、「期限設定には保存温度

の設定も大事」「評価基準があり色々な検

査方法があることがよく分かった」等の

意見が寄せられ、意識向上につながった。  

 

（３）加工技術を学ぶ視察研修会 

 研修後、参加者から、「商品のデザイン

について非常に参考になった」、「かねて

から自分が作りたいと思い研究していた

が、なかなか作れない商品が販売されて

おり、製造のヒントをもらえた」、「ドラ

イフルーツの柔らかさは水分ではなく糖

度ときいて驚いた。品質の良いものを使

って加工することが大事と思った」等と

意見があった。 

  

（４）第４回農業者・事業者マッチング

商談会 

FCP シートを作成してもらうことで、農

業者が自分の商品の PRポイントやターゲ

ットを考えるきっかけを作ることができ

た（マッチング件数６件）。 

 

４ 今後の普及活動 

商談会終了後のアンケートでは、「いろ

いろな人とつながりができた。多くの事

業者と知り合えて販路拡大につながりそ

う」、「今後もこのような機会があれば参

加したい」との意見がある一方「参加事

業者が少なく、経営指標自分が希望する

事業者とマッチングできなかった。」、「出

展者及び事業者ともに固定化されつつあ

る」等の意見があった。  
今回の取組により、農業者と事業者の

出会いの場を設ける重要性は感じられる

ため、マッチングを増やせるような取組

に変えていく。 

また、栄養成分表示のように加工品の

▲ 商談会の様子 
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新表示への対応等についても、今後の課

題となっている。 

農の普及課では、今後も農業者の６次

産業化やマーケティングにおける課題を

把握し、農業者が大阪産（もん）加工品

の良さを積極的に PR し、販路拡大につな

げられるよう支援していく。 

 
※FCPシート＝農林水産省の呼びかけのも

と作成した、実需者ニーズを先取りした

商談シートのこと 

 

 

（西田 真子 磯和 広子） 
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農産物直売所の PR 活動・技術向上に向けた支援 

～南河内産直ネット（み・な・さ・んネット）～ 

                                      ◆管内全域◆ 

 

１ ねらい 

  南河内管内にある朝市・直売所では、

農産物の品揃えの充実や品質向上等の共

通した課題解決や相互連携による PRを図

るため、平成 15 年に南河内産直ネット

（み・な・さ・んネット）を組織した。 

 ほとんどの直売所は開設後 10年以上が

経過し、実績があることから固定客も一

定確保されているが、各地で新たな直売

所が開設され、競争も激化しているため、

継続した PR活動が必要である。 

また、直売所は生産規模の小さい農業

者が販売できる貴重な場所であるが、出

荷者の中には新規就農者や定年帰農者を

はじめ、栽培技術に不安を抱える者も少

なくない。そこで、当課では栽培技術の

向上に向けた支援も行うこととした。 

 

２ 普及指導活動の経過 

(１) 直売所 PR イベント 

 み・な・さ・んネットでは、平成 15 年

度から「朝市祭」を開催している。 

今年度は農の普及課のコーディネート

により「直売所」と可愛くておしゃれな

「移動販売車」とのコラボが実現するこ

とになった。会議には移動販売車を利用

している事業者も参加し、魅力ある飲食

が提供できるよう事前に食材やメニュー

について意見交換する場を設定した。 

 また、関係機関と連携し、狭山池築造

1400 年記念事業の一環として行われる

「ため池フォーラム」、「オアシス・ク

リーンアップ・キャンペーン」と同時開

催することとし、初めて大阪狭山市で実

施することとなった。（開催日・場所：

平成 28 年 11 月 19 日（土）・さやか公園） 

(２)栽培技術向上講習会の実施 

み・な・さ・んネット会員を対象に、

JA との共催により、野菜、果樹、花き講

習会を開催した。参加者が多い野菜講習

会については、同じ内容を２カ所で行っ

た。 

できるだけ多くの人に参加してもらえ

るように、み・な・さ・んネット加盟直

売所を通じて出荷者へ案内するととも

に、おおさかアグリメールも活用した。 

また、講習会終了ごとに参加者へ理解

度アンケートを行い、内容改善に努めた。 

 

品目 月 内容 参加

者 

野菜 ８月 

３月 

秋冬野菜（４品目） 

春夏野菜（３品目） 

111人 

152人 

果樹 １月 

３月 

柿剪定 

みかん剪定 

26人 

63人 

花き ２月 簡易開花調整技術他 36人 
 
▲開催概要 
 

３ 普及指導活動の成果 

(１) 直売所 PR イベント 

13 回目となる朝市祭は「みな・さんマ

ルシェ」と題し、富田林市、河内長野市、

松原市、藤井寺市、河南町の６団体が集

い、自慢の農産物や加工品を販売した。 

なにわの伝統野菜や大阪エコ農産物

等、直売所自慢の農産物を使って｢オムラ

イス（さつまいも<紅はるか>ソース）｣、

｢田辺だいこん入り豆乳シチュー｣、｢米粉

ワッフル｣や｢プチみかん入りクレープ｣

など、５台の移動販売車により個性的な

飲食が提供され、その場で南河内産の味

を楽しむことができた。小雨が降る曇天
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で天候に恵まれず、予想より来客者が少

なかったが、コラボについては参加団体

から「良い経験ができた」などの感想を

得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)栽培技術向上講習会の実施 

 野菜、果樹、花きについて、合わせて

８日延べ 388 人に対し講習会を行い、参

加者への理解度アンケートにおいて理解

度平均 3.5～3.8（４段階中）と、農業者

の技術向上に役立てることができた。 

 アンケートからは、「きっちり学習す

ることなく栽培していたのでとても勉強

になった」、「土づくりと肥料について

詳しく教えて欲しい」といった要望の他、

「もう少しゆっくり話をしてほしい」と

いった意見もあり、次回開催内容の参考

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の普及活動 

 南河内の農業者グループ、JA 等が運営

する主な農産物直売所の年間販売額は約

23 億円（28 年府調べ）に達し、地産地消

の拠点施設として大きな役割を果たして

いる。 

 直売所は府内において、なお増加し、

直売所間の競合が生じていることから、

集客力の強化を図ることが重要となって

いる。 

今後は、農産物直売所以外の様々な団

体・行事との連携等も視野に、より魅力

的な PRイベントの実施を検討するととも

に魅力的な直売所作りを支援していく。 

 また、直売所は新規就農者等の販路と

しても重要であることから、当課では栽

培講習会を継続して開催し、出荷者の技

術向上が図られるよう関係機関と連携し

支援していく。 

 

（磯和 広子 森本 和樹 湯ノ谷 彰 

西田 真子 池田 祐之介 藤波 望） 

▲ 朝市祭会場の様子 

▲ ほうれんそうの米粉ワッフル 

▲ 講習会（野菜）の様子 
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エコ米の栽培・販売ＰＲ活動への支援 

                          ◆東條ほんわか米生産部会、河南町エコ米

生産組合、上高向地区農業活性化協議会◆ 

 

１ ねらい 

  南河内管内では、東條ほんわか米生産

部会（富田林市）、河南町エコ米生産組

合（河南町）、上高向地区農業活性化協

議会（河内長野市）の３団体でエコ米の

集団申請が行われている。 

 3 団体で生産されるエコ米は、近隣の大

型直売所等で専用の売り場があるほか、

出産祝い用の記念品や近隣の料亭で採用

されるなど高い評価を得ている。今後も

これらの高い評価を維持し、より広く安

全安心な米を府民へ供給するため、さら

なる品質向上と栽培面積の拡大を進める

とともに、販売量が増加しても早い時期

に完売できるよう販売促進活動を行う必

要がある。 

 また、富田林市、河南町では生産者か

ら、緑肥作物であるれんげの生育不良対

策が求められている。そこで河南町では、

昨年度にクリムソンクローバー（以下、

クローバー）に全面切り替えており、両

市町の緑肥作物の生育状況を継続調査

し、対策を検討することとした。 

 

２ 普及指導活動の経過 

（１）良食味米の生産 

 エコ米集団申請３団体に対しては、食

味の良い米を生産するため、全筆を対象

に、関係機関（市町、ＪＡ、農の普及課）

と生産者が合同で現地確認を行った。 

・４月中～下旬（緑肥作物の生育状況確 

認による元肥診断） 

・７月下旬～８月上旬（葉緑素計を用い 

た穂肥診断） 

・10 月上旬（籾の現地確認による収穫適 

期診断） 

（２）緑肥作物の生育状況調査 

 河南町エコ米生産組合では、昨年度か

ら緑肥作物としてクローバーを栽培して

おり、施肥量とクローバーの生育量、収

穫量との相関について、（地独）府立環

境農林水産総合研究所（以下、研究所）

の協力を得て現地調査を行った。 

また、東條ほんわか米生産部会でも、

れんげの生育不良の有無や、は種量の違

い（３～５㎏/10a）による生育量等を確

認するため、現地調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）販売促進活動の支援 

 ３団体が販売している「あるかてくる

で河内長野店」において、新米を消費者

に味わってもらうため、新米フェアの開

催に向けて団体、関係機関と調整した。 

▲現地調査（は種量の違いによる生育比較） 

▲現地調査（緑肥作物の生育状況確認による元肥診断） 
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 また、団体やエコ米の栽培状況を知っ

てもらえるよう、当課においてイベント

時に配布する PR ちらしを作成した。 

 

 

 

３ 普及指導活動の成果 

（１）良食味米の生産 

 ３団体のエコ米の食味成分分析（kett 

値）を行った結果、平均 72.1（70 以上で

「良」）と非常に良好な結果となった。 

（２）緑肥作物の生育状況調査 

 河南町エコ米生産組合では、クローバ

ーの被度と窒素補填量の相関関係が明ら

かになり、施肥量の指導を行う上で有効

な結果を得ることができた。 

 また、東條ほんわか米生産部会では、

れんげ生育不良の原因について、は種時

期の土壌水分等の関係が示唆されたが、

年次変動があるため、断定するまでには

至らなかった。 

（３）販売促進活動の支援 

 「あるかてくるで河内長野店」におい

て、11/26、27、12/3 の３日間、団体ごと

に「新米フェア」を行った。 

 当日は、生産者自らが店頭に立って、

自慢のエコ米の試食用おにぎりや、PR ち

らしを配布したところ、各日とも用意し

た約６升のおにぎりがすぐになくなる盛

況ぶりであった。 

 

 

 

４ 今後の普及活動 

管内のエコ米については、生産者、市

町、JA、研究所と連携し、緑肥作物（れ

んげ、クローバー）の作付けから収穫ま

で、現地指導を中心に取り組んできた結

果、今年度のエコ米栽培実績は 895ａ（26

年 803ａ、27 年 889a）となり、ブランド

米として定着してきている。 

当課では、今後も関係機関と連携し、

エコ農産物というだけでなく、良食味米

を生産するため、緑肥作物を活用して適

切な施肥が行えるよう、引き続き全筆を

対象として現地指導を行う。 

また、れんげ生育不良の原因の明確化

やクローバー導入によるエコ米栽培指針

の完成に向け、研究所の協力を得て継続

して生育調査等を行う。 

 

（磯和 広子 山田 伸二 池田 祐之介） 

 

     

 

▲店等で試食おにぎり配布 

▲エコ米販促用 PR ちらし 
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