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 今 月 の 農 政 情 報  

「グリーン・ツーリズム」から「農泊」へ 

～都市農村交流の取組み～ 

１ はじめに 

グリーン・ツーリズムとは、「緑豊かな農村地域において、その自然・文化、人々との

交流を楽しむ滞在型の余暇活動」のこと。欧州では、農村に滞在しバカンスを過ごすと

いう余暇の過ごし方が普及しており、英国ではルーラル・ツーリズム、グリーン・ツー

リズム、フランスではツーリズム・ベール（緑の旅行）と呼ばれている。 

グリーン・ツーリズムは、農村地域にとって、経済的メリットをもたらすとともに、

地域の誇りの確認、農林漁業への理解促進、生活･文化ストックの蓄積などが期待できる。 

一方、都市住民にとっては、単に一過性の楽しみではなく、農村の生活・文化を味わ

い、理解を深めるとともに、自然との関わりを自覚し、豊かな人間性をかん養し、また

子どもたちの情操教育に役立つことが期待できる。 

近年、都市に住む若者を中心とした農村への関心の高まりや定年退職を契機とした農

村での定住志向など、農業や農村の魅力が再認識されており、昨年度の岐阜県農林漁業

体験者数は２１万１千人を超え、岐阜県への移住者も過去最大数となっている。 

グリーン・ツーリズムを通して、農村地域の魅力を体感することで、農山村地域への

交流・関係人口の増加及び移住・定住につながることが期待されており、岐阜県の農村

地域の持つ多様な地域資源を活かしたグリーン・ツーリズムを推進していく必要がある。 

県のグリーン・ツーリズムは、平成１７年に岐阜県グリーン・ツーリズム推進連絡会

議を設置しさまざまな取組みを推進してきた。しかしながら、農山村地域に対する多様

なニーズに迅速かつ柔軟に対応するためには、行政主導ではなく、ノウハウを持った民

間主導よるによる活動への転換が必要と判断し、平成２９年に「ぎふらしい」「ぎふなら

では」のグリーン・ツーリズムを実現するため、実践者を中心に農業団体や旅行会社等

と連携した「ぎふの田舎へいこう!」推進協議会が設立された。 

本協議会では現在、会員相互の情報交換、各種イベントでのＰＲ活動、専用ＷＥＢサ

イトでの情報発信、農泊相談窓口の設置等に取り組んでおり、県はその活動支援を行っ

ている。また、実践者同士の交流や研修を通し、会員相互の関係を強化するため、毎年

ネットワーク大会を開催しており、今年度も１１月に、第９回ぎふグリーン・ツーリズ

ムネットワーク大会が白川郷で開催された。 

 

２ 「第９回ぎふグリーン・ツーリズムネットワーク大会ｉｎ白川郷」開催概要 

『描こう！ふるさと未来予想図。農泊が描き出す新しい農山村の姿』のテーマのも

と、県内外から参加者が集まり、１２７名の参加となった。 

基調講演では、農山村の伝統的な暮らしについて、分科会及びフィールドワークで

は、農泊でも重要なテーマとなるインバウンド、関係人口の受入、観光振興に分かれ、

白川村で実際活動、経営している人を講師に、自らの実体験談等をもとに、勉強会及

び情報交換が行われた。 

参加者からは、「新しい出会いと交流が生まれた」、「今後の活動の参考にする」、「農

山村での暮らしを見つめなおす機会となった」等大変好評であり、実践者の熱意と意

欲が感じられる２日間となった。 

（１） 開催日：令和元年１１月５日（火）～６日（水） 

（２） 会 場：トヨタ白川郷自然學校（大野郡白川村馬狩２２３) 

（３） 参加者：「ぎふの田舎へいこう！」推進協議会会員、その他グリーン・ツーリズ   

      ム実践者、旅行事業者、関係団体、行政関係者等   
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（４） 後 援：岐阜県、白川村、東海農政局、一般社団法人都市農山漁村交流活性化機          

構、一般社団法人日本ファームスティ協会 

（５） 協 力：白川郷まるごと体験協議会、トヨタ白川郷自然學校 

（６） 内 容 

①  ポスターセッション 

 県内各地のグリーン・ツーリズム団体の活動紹介 

②  基調講演「里の暮らしを未来に活かす」 

 講師：澁澤 寿一（しぶさわ じゅいち）氏 

③  分科会 

第１分科会【青年よ、白川郷をめざせ！「自分らしく生きる」を求めて】 

  講師：柴原 孝治氏（白川郷ヒト大学 学長） 

第２分科会【外国人を泊めて てんやわんやの若女将座談会】 

  講師：辻丸 春之氏（トヨタ白川郷自然學校）、大谷 公子氏（民宿幸エ門） 

     野谷 芽衣子氏（民宿のだにや） 

第３分科会【世界遺産白川郷よ、どこへ行く!白川村の観光振興】 

  講師：白川村観光振興課 

④  フィールドワーク 

第１フィールドワーク【関係人口が白川郷の未来を拓く！】 

  講師：長瀬 美代子氏（喫茶落人 店主）、長瀬 吉実氏（白川村商工会会長） 

第２フィールドワーク【異次元！外国人に案内されて白川郷を歩いてみると・・・？】 

  講師：スワントーン・サコン氏（白川郷観光協会） 

第３フィールドワーク【パン職人と作る 白川郷の農泊ツアー】 

  講師：東川 司氏（元クピドパン テクニカルディレクター） 

⑤  実践団体のアピールタイム 

   各地域の団体による、地域の魅力や活動内容の発表 

     

開会式         

 

３ 今後の取組み 

2020 年は、東京オリ・パラを契機としたインバウンド、ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟が

くる」の放送等により県内に訪れる観光客がよりいっそう増加することが見込まれる。

農村地域にも消費が流れ、より長く農村地域にとどまる「農山漁村滞在型旅行（農泊）」

の需要が増加し、農村地域全体の活性化が期待されている。 

今後は、農村地域の所得向上を実現するための重要な柱として「農泊」を位置づけ、

新たに農泊に取組む団体の開拓及び育成を図るとともに、地域内の連携を強化し、地域

一丸となって農山漁村滞在型旅行を持続的なビジネスとして実施できる体制整備の支

援を行っていく。  

※農泊とは、農山漁村地域ならではの伝統的な生活体験と地域の人々との交流を楽しみつつ、農家や

古民家等での宿泊によって、旅行者にその土地の魅力を味わってもらう農山漁村滞在型旅行のこと。 

フィールドワーク（異次元！外国

人に案内されて白川郷を歩いてみ

ると・・・？） 

分科会(外国人を泊めててんやわ

んやの若女将座談会)  
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  

これまでの気象経過 

◆ １月上旬～１月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

１月上旬は冬型の気圧配置となる日が多

く、平地では晴れた日もあったが、山地で

は曇りや雨または雪の日が多くなった。平

均気温は岐阜、高山ともかなり高くなった。

降水量は岐阜は多く、高山は平年並みとな

った。日照時間は岐阜は少なく、高山は平

年並となった。 

１月中旬は、天気は周期的に変わった。

平均気温は岐阜、高山ともかなり高くなっ

た。降水量は岐阜、高山ともかなり少なく

なった。日照時間は岐阜は少なく、高山は 

平年並となった。 

 １月下旬は、低気圧や前線の影響により

曇りや雨の日が多くなった。期間の終わり

は冬型の気圧配置となり、おおむね晴れた。

平均気温は、岐阜、高山ともかなり高くな

った。降水量は、岐阜、高山とも平年並と

なった。日照時間は、岐阜、高山ともかな

り少なくなった。 

 

 

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ２月８日～３月７日までの天候見通し  

名古屋地方気象台２月６日発表  

 平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。岐阜県山間部では、平年に比べ曇りや雪

の日が少ない見込みである。向こう１か月の平均気温は、高い確率８０％である。降水

量は、平年並または多い確率ともに４０％である。日照時間は、平年並または少ない確

率ともに４０％である。週別の気温は、１週目は高い確率８０％である。２週目は高い

確率８０％である。３～４週目は、高い確率６０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われ

て晴れる日が多いが、期間の終わりは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、

雨の降る日がある見込みである。岐阜県山間部では、気圧の谷や寒気の影響で雲が広が

りやすく、雪または雨の降る日が多い見込みである。２週目は、低気圧や前線の影響で、

平年に比べ晴れの日が少ない見込みである。岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪

の日が多い見込みである。３～４週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。

岐阜県山間部では、寒気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少な

い見込みである。 

2019～2020 年 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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気象災害に対する農作業管理  
 

１ 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。 

図 1  風の巻き込みによる被覆材の破損、剥離の 

想定例  

 

①春先強い風が吹く気圧配置 

ア 西高東低で低気圧が日本海を通過した後 

イ 台湾付近で発生した低気圧が急速に北上した時 

ウ 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 

ア 岐阜地方では北西、高山地方では北西か南西の風が多い。 

イ 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 

ア 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。 

イ 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。 
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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。 

 

２ 気象予報 ～２週間気温予報について～ 

２月６日の名古屋地方気象台の発表によれば、２月８日から向こう１か月の平均気温

は、高い確率８０％となっている。 

 高温傾向の場合は以下のようなこと考えられるので早めに対応をされたい。 

「生育時期が早まる」・・・労働力の確保、資材の確認、出荷先との日程調整 

「病害虫発生が早い」・・・防虫ネット・農薬の確保 

「集中豪雨が起きやすい」・・・排水溝の確認 

 「新芽が早く動く」・・・遅霜による新芽の凍霜害 

  

ところで、気象庁は 2019 年６月から「２週間気温予報（気温のみ）」を始めた。日々

の気温変化の大きい２～３月の栽培管理の参考にしてはどうだろうか。 

（１）検索の仕方  

①インターネットの接続環境が必要だが、気象庁の HP またはキーワード「２週間気温予

報」で検索 

②「全国の２週間予報」が出てくる。全国で見ると東海、中国、九州は平均気温が高い

ことがわかる。 

  ＊全国予報から、この１週間農産物の生育進度を想像すると、「北海道産は遅れ気

味」、「関東・東北、北陸は例年並み」、「東海から以西は前進」となる。 

③日本地図上で岐阜県をクリックすると岐阜県の２週間気温予報が出てくる。 

    

２週間気温予報 （気象庁 HP より転記） 
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④岐阜県の２週間予報は岐阜市、高山市のみだが最高、最低気温予報が出てくる。 

（毎日１４：３０に更新） 

  １月３１日の予報では２/８～２/１４の最高、最低気温は例年より高い。 

しかし、１/２４～１/３０ほど高くない予報となっていることがわかる。 

  

２週間気温予報 （気象庁 HP より転記） 

（２）出荷予測への活用 

２週間温度予測を活用すると、より実際の収穫日に近い予測が得られる。下図は例と

して大根の収穫日（種まき～収穫まで１，１００℃）を予測した結果であるが、より実

際の収穫日に近い予測が得られた。 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

普及指導計画の策定について  

１ はじめに 

  昨年１２月、令和元年度普及活動研究セミナーが開催され、普及活動優良事例の発

表などの他、普及事業７０周年を記念する催しも行われた。昭和２３年に農業改良助

長法が施行されて以降、普及事業は農業者とともに歩み７０年の歳月が経過した。そ

の間、普及指導員の先輩方や関係機関、農業者が一体となって、農業生産の振興や農

家生活の向上に大きな役割を果たしてきたことをあらためて実感したところである。

時代とともに普及事業が果たす役割は変化しているが、直接農業者に接して技術や経

営の指導や支援を行うという基本は変わらず、今後も大切にしていきたい。  

１月から３月にかけては、来年度の普及指導計画の策定や関係機関との合意形成な

ど、現状を把握して普及組織として何に取り組んでいくかを定めていく重要な時期で

ある。普及組織への期待は大きく、それに的確に応えられるよう適切な計画策定を進

めていただくようお願いする。  

 

２ 普及事業をとりまく環境 

農林水産省においては、今年度、新たな「食料・農業・農村基本計画」の策定に向

けた作業を進めている。農業従事者の高齢化や労働力不足、また、中山間地域等農村

における人口減少の進行により集落機能の維持が困難となる集落の増加、大規模な自

然災害の頻発、ＣＦＳ等の家畜伝染病の発生、気候変動への対応など、農業・農村に

関する様々な課題や、それらに対応するための施策の展開方向などについての検討が

行われており、特に生産基盤の維持・強化が重要であるとの認識が高まっている。  

こうしたなか、令和元年１２月、政府は「農林水産業・地域の活力創造プラン」を

改訂し、新たに「農業生産基盤強化プログラム」を策定してプランに盛り込んだ。農

業の持続的な発展のため、幅広く生産基盤の強化を図り、足腰の強い農業・農村を構

築し、農業者の所得向上を実現していくことを目指している。  

また、今年度、農林水産省は５年に１度の「協同農業普及事業の運営に関する指針」 

の見直し作業を進めている。普及事業が担うべき役割・分野、支援対象、民間企業や  

関係機関との連携、普及事業の運営や普及指導員の育成などを論点として有識者等の

意見を聞いており、今後５年間の協同農業普及事業の運営を方向づけるものとなる。    

農業・農村の実情をふまえると、地域農業に精通し、農業生産の維持・強化に向け

た地域ぐるみでの対応をコーディネートできる普及事業への期待はますます高まって

いるものと考えられる。特に、スマート農業技術等の時代の変化を見通した技術革新

への対応など、普及事業に大きな期待が寄せられている分野についての対応を、着実

に進めていくことが重要である。  

 

３ 普及指導計画の策定 

普及指導活動は、農村地域や農業生産等の課題を自ら設定し、解決の方法を示した上 

で、農業者や関係機関とともに課題解決に取り組み、その成果を普及させる行政手法

である。そこで、効果的・効率的な普及指導活動を実施するため、農村地域や農業者

のあるべき、またはめざすべき姿を明らかにし、その課題を解決する目的や手段、方

法を検討した上で、計画的に活動するために普及指導計画を作成する。 

普及指導計画の策定にあたっては、農業者及び時代のニーズを的確に捉え、重点化

された、わかりやすく、第三者が見ても理解しやすい計画の策定が必要である。来年

度計画の策定にあたっては、令和元年１２月に「令和２年度普及指導計画策定方針に
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ついて」として通知されているが、特に以下の点について意識して年度計画を策定す

ることとする。  

 

・指導事項は、普及組織が先導して取り組む内容に重点化する。  

 普及活動の領域が拡大していることから、普及計画の内容も多様化の傾向にあり、計

画が総花的で焦点がわかりにくいものとなりがちである。年度計画への位置づけは、

対象品目に関する全ての活動を指導事項に位置付ける必要はなく、普及組織が主に実

施する活動や、関係者による活動をコーディネートして進捗を管理するなど、普及組

織が深く関わる内容に重点化することが必要である。  

 

・各年度計画の実施期間の中で、達成すべきことを明確にし、その達成につながるよう

な年度計画の策定を心掛ける。 

 普及指導活動の対象としての重要性や緊急性も考慮して、実施期間の中で普及活動に

よって達成すべきことを明確にしながら、活動のねらいや方法を十分検討して計画を

策定する。 

 

また、農業革新支援センターは「重点プロジェクト計画」を策定します。重要な新

技術や新品種の普及に関係する普及活動、複数の地域にまたがる重要な課題などにつ

いて計画を策定し、農業普及課と連携して普及指導活動を行います。これにより、ス

ピード感を要する重要課題等について、より効率的、効果的な活動を行おうとするも

のです。計画の策定や活動の実施にあたっては、農林事務所農業普及課と十分な連携

を図りながら進めていくこととなるので、ご理解、ご協力をいただくようお願いする。 

 

４ おわりに 

農業や普及事業をとりまく環境も時代とともに大きく変化しているが、活動をより

効果的に進めるためには、計画を適切に策定し、活動を適切に評価し改善するプロセ

スにより、活動の質を高めていくことが今後も必要である。  

また、普及指導活動の成果については、幅広く理解されるようしっかりとＰＲを行

い、今後も関係者が一丸となって、地域の農業を支える普及事業の機能強化につなげ

ていくことが重要である。  

 

＜参考資料＞ 

・農林水産省ホームページ（協同農業普及事業に関する意見を聴く会（令和元年）） 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

牧草栽培における雑草対策 

 

１ はじめに 

1980 年代後半頃からイチビやショクヨウガヤツリといった強害外来雑草が畜産農家の

飼料畑を中心に蔓延しはじめ、飼料作物の減収や品質の低下といった被害をもたらした。

そのため、1990 年代後半には強害外来雑草の防除技術の研究が進められ、除草剤による

化学的防除により一定の効果が得られた。しかしながら、外来雑草については今なおそ

の発生が問題となっているとともに、除草剤の使用については低コスト生産や除草剤抵

抗性雑草の蔓延回避といった点から、除草剤に依存しない防除法に取り組むことが求め

られている。そこで今回、牧草栽培における雑草対策について以下にまとめる。 

 

２ 雑草の発生原因と対策 

（１）牧草の播種 

 秋に播種するイタリアンライグラスは、播種時期が遅くなると収量が低下し雑草の発

生が増加する。収量低下の要因には、播種後の積算温度の不足による生育不良があり、

生育下限温度である５℃以下になるまでに２５０℃以上の積算温度を確保することが必

要との報告もなされている。また、牧草の生育不良は春にナズナやハルジオンなどの雑

草を蔓延化させる原因ともなる（写真１）。そ

のため、イタリアンライグラスの播種について

は、十分な積算温度（２５０℃以上）が得られ

るよう適期播種を行うことが必要であり、県内

での播種については、過去の積算温度から計算

すると大垣市や美濃加茂市周辺では遅くとも１

０月下旬までに、恵那市周辺では１０月中旬ま

でに播種を完了することが望まれる。また、播

種が遅くなった場合には、低温伸長性に優れる

品種の選定や播種量を増やすことで収量が確保 

でき、雑草の抑制に有効である。       

 

（２）堆肥 

草地で発生する外来雑草は、輸入飼料に混ざって国内に侵入することが報告されてい

る。飼料と一緒に摂取した雑草種子は、牛が食べても体内で完全に死滅することはなく

糞中に排泄されることから、発酵不十分な堆肥が草地に還元されると出芽し繁茂する。

雑草種子は、堆肥の発酵温度が６０℃以上あればほとんどが死滅するとされているため、

６０℃以上の発酵温度で十分に発酵した堆肥を草地に還元することで雑草の発生を抑え

ることが可能である。 

 

（３）獣害 

 イノシシの被害には、掘り起こし被害（写真

２）と採食被害がある。特に、掘り起こし被害

は播種した牧草を枯死させるとともに裸地化し

た部分から雑草が発生する。そのため、電気柵

や防護柵の設置により侵入を防ぐことが必要で

ある。草地更新直後や一番草での被害が多く、

草種ではイタリアンライグラスの被害が多い。

写真１．雑草が蔓延した草地 

写真２．イノシシによる草地の掘り起こし 



- 10 - 

 

一方、暖地型牧草やライムギでは被害が少ないとの報告がある。 

ニホンジカによる牧草の被害は、エサが不足する冬から春にかけて多く、特に一番草

の収量は大きく低下する。また、牧草の食害により雑草の発生が増え、雑草種子が多く

生産されることにより翌年以降も雑草が蔓延化する。対策には防護柵や電気柵の設置が

有効であるが、十分な高さがないと柵を跳び越えて侵入することから２００cm 程度の高

さが必要である。 

 

（４）草地管理 

 草地については、適正な管理がされていないと雑草の侵入や裸地化によって次第に荒

廃する。そのため、生産性の高い草種を十分な密度で生育させ、土壌には牧草の生育に

必要な養分が十分に施用されていることが必要である。採草後の追肥は牧草の生産性を

高め雑草を抑制させる。一方、高温、乾燥、低温及び積雪などの気象条件の影響は受け

やすく、牧草密度が低下して雑草の発生リスクは高くなる。 

 

（５）草地更新 

 イタリアンライグラスは、一年

生の寒地型牧草であり夏季高温

時には枯死することから、毎年秋

に播種して更新する必要がある。

播種前にはラウンドアップ等の

グリホサート系除草剤により草

地全面の雑草を枯死させたのち

に播種することで雑草が抑えら

れる。永年草地については基幹草

種と雑草の割合により更新の有

無を判断し（表１）、雑草の発生状況に応じて更新を行う必要がある。 

 

（６）雑草の予防 

雑草については、以下により予防し雑草の発生を許容内に抑えることが大切である。 

①  難防除雑草は早期に発見して防除する。 

②  雑草種子を生産させない。埋土種子を増やさない。 

③  多年生雑草は、根（塊茎や根茎など）を枯死させる。 

④  農機具はしっかり洗浄し、農機具による伝播を防ぐ。 

 

３ 除草剤による化学的防除 

（１）エゾノギシギシの防除 

 草地において問題となる雑草は、家畜に採食されず、繁殖力及び生育が旺盛で牧草を

抑圧するような種である。県内の草

地では今なおエゾノギシギシが問

題化していることから（写真３）、

ギシギシ類の化学的防除法につい

て示す。エゾノギシギシは、多年草

で種子と根で繁殖する。耕起などで

根が切断されるとその断片から萌

芽する。また、種子についても多量

の種をつけることから種子を生産 

表１．永年草地の更新基準 

 基幹草種の被度 

70%以上 50～70% 50%未満 

 

雑

草

被

度 

10%未満 更新不要 更新検討 要更新 

10～30% 

未満 

更新検討 

 

(雑草防除) 

要更新又は 

簡易更新 

(雑草防除) 

要更新 

 

(雑草防除） 

30%以上  要更新 

(雑草防除) 

要更新 

(雑草防除) 

写真３．草地に発生する

エゾノギシギシ 

写真４．エゾノギシギシの

内花被片の刺（上） 
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する前に除草する必要がある。ギシギシ類には、エゾノギシギシの他に、アレチギシギ

シやナガバギシギシなどがあるが、果実の内花被片の縁に刺があることで他のギシギシ

と区別することができる（写真４）。            

除草剤による防除では、更新時にはグリホサート系の非選択性の除草剤が有効である。

草地利用期間には選択性の除草剤であるチフェンスルフロンメチル水和剤（ハーモニー

75DF）、アシュラム液剤（アージラン液剤）で効果が得られる（写真５）。また、秋期

刈取後の使用に限定されるものの MDBA 液剤（バンベル-D 液剤）も効果がある（表２）。

マメ科の牧草には薬害に注意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ チフェンスルフロンメチル水和剤による散布後 4 週目の状況（左）と 

     １年経過後の根の状態（右） 

 

表２．ギシギシ類に効果のある除草剤 

農薬の種類 農薬の名称 適用雑草名 使用時期 薬量 希釈水量 使用回数 使用方法

アシュラム液剤
アージラン液剤

石原アージラン液剤

ギシギシ類及び

キク科の雑草

秋～春期（9～５月）

ギシギシ類の展葉時期

但し、採草14日前まで

400～600

ml/10a

80～100

ℓ/10a
１回 雑草茎葉散布

チフェンスルフロ

ンメチル水和剤

デュポンハーモニー

75DF水和剤

ハーモニー75DF

一年生広葉雑草

ギシギシ類

採草21日前まで

（雑草生育期）

3～5

g/10a

100

ℓ/10a
1回

雑草茎葉散布

又は全面散布

ギシギシ類
新播草地定着後

但し、採草21日前まで

0.5～1

g/10a

100

ℓ/10a
1回

雑草茎葉散布

又は全面散布

MDBA液剤

日曹バンベル－D液剤

バンベルーD液剤

ホクサンバンベルーD液剤

ギシギシ
秋期最終刈取後

30日以内

75～100

ml/10a

100

ℓ/10a
１回 雑草茎葉散布

 

 

（２）除草剤の使用について 

 除草剤については、登録のある農薬を使用し、ラベルに記載されている使用方法（適

用作物、使用回数、使用量、希釈倍率、使用時期等）及び使用上の注意事項をよく読み

適正に使用する。 
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