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 今 月 の 農 政 情 報  

 

「スマート農業サミットｉｎぎふ」の開催 

 

１ はじめに 

県ではＩＣＴやロボット技術を活用して経営規模拡大・高品質生産を実現するスマート農業

の推進に向けて、今年３月に全国に先駆けて「岐阜県スマート農業推進計画」を策定し、生産

性や収益性の高い産地づくりを目指して、スマート農業技術の普及を強力に進めている。 

この計画に基づく取組みや今後の展開を、スマート農業の実践を目指す農業者等に広く理解

していただくため、「スマート農業サミットｉｎぎふ」を８月２日（金）に開催した。 

 

２ 開催概要 

（１）日  時：令和元年８月２日（金） １０：００～１６：３０ 

（２）場  所：講演会：ソフトピアジャパンセンタービル１Ｆ セミナーホール 

実演会：（農）巣南営農組合ほ場 

        展示会：ソフトピアジャパンセンタービル１Ｆ ふれあい広場・屋外 

（３）参加人数：農業者、農業関係団体、民間企業（農機メーカー、ICTベンダー等）、行政機関

等 約４５０名 

（４）主  催：岐阜県 

（５）後  援：農林水産省、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

（６）開催内容： 

【講演会】 

    ・基調講演 

      テーマ：スマート農業の現状と今後の展望 

      講 師：北海道大学大学院農学研究院副研究院長・教授 野口 伸 

    ・取組発表 

      ア 岐阜県のスマート農業推進の取組 

        説明者：岐阜県農政部次長 小宮 英稔 

イ スマート農業に取り組む生産者等による事例紹介 

        ① 高度輪作体系（３年５作）による超低コスト輸出用米生産の取組 

          発表者：（農）巣南営農組合 理事 江尾 泰之氏 

        ② 環境制御技術を活かしたトマト生産 

          発表者：(株)東馬場農園 代表取締役 東馬場 怜司氏 

        ③ スマート農業技術の最新の研究動向 

          発表者：農研機構 農業技術革新工学研究センター 

スマート農業推進統括監 杉本 光穗氏 

 

【実演会】 

    ・ロボットトラクタ（ヰセキ） 

    ・直進キープ田植機（ヰセキ） 

    ・自動飛行農業用ドローン（ナイルワークス） 

 

【展示会】 

    ・出展企業との個別ブースでの相談（２０社） 
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     出展企業一覧（50音順） 

(株)ヰセキ関西中部、イノチオアグリ(株)、ウォーターセル(株)、(株)笑農和、 

国際航業(株)、積水化学工業(株)、全国農業協同組合連合会岐阜県本部、 

ソリマチ(株)、(株)東海近畿クボタ、トヨタネ(株)、ニシム電子工業(株)、 

日本電気(株)、パナソニック(株)、富士通(株)、ボッシュ(株)、 

三菱マヒンドラ農機(株)、ヤンマーアグリジャパン(株)、(株)AIRロボ、 

(株)IT工房 Z、(株)NTTドコモ 

 

【パネル展示】 

・県の施策紹介、県内優良事例、国事業「スマート実証農場」紹介等 

 

３ 開催結果 

（１）講演会 

  ア 知事あいさつ 

     開会にあたり主催者を代表し、古田知事から 

「スマート農業は、新しい時代の試みであり、 

急速な進展を期待し、県も応援する。」との 

あいさつがあった。 

 

イ 基調講演 

   北海道大学においてスマート農業の研究に従事し、 

人気ドラマ「下町ロケット」の技術監修を務めた、 

野口教授から、「スマート農業の現状と今後の展望」 

をテーマに講演いただいた。 

「『農業者の経験と勘』から、『データに基づく 

農業』への転換だ」との話があった。 

 

ウ 取組発表 

   はじめに、県農政部の小宮次長から「岐阜県のスマート農業推進の取組」について説明

した。農業者に対して行ったアンケート結果を基に「約半数が担い手・労働力不足を営農

上の課題と考えており、解決には技術力で生産性を高める必要がある。」とし、海津市の

就農支援センターにおけるスマート農業推進拠点の整備など、岐阜県スマート農業推進計

画に基づいた県の推進施策について説明した。 

   つづいて、スマート農業に取り組む生産者等による事例紹介として、国の「スマート農

業技術の開発・実証プロジェクト」を活用して、高度輪作体系（３年５作）による超低コ

スト輸出用米生産に取り組む農事組合法人巣南営農組合の江尾理事から発表があった。３

年間で米を３回、麦を２回収穫する体系の構築を目指すことや、女性がスマート農業機械

の運転・操作に挑戦していることの紹介、ＧＰＳを活用したロボットトラクタによる作業

やドローンによる農薬散布について説明された。 

   さらに、株式会社東馬場農園の東馬場氏から、「環境制御技術を活かしたトマト生産」

として、スマート農業技術導入による販売面のメリット、ブランド展開や費用対効果の見

極めの必要性などについて発表があった。 

   また、農研機構農業技術革新工学研究センターの杉本スマート農業推進統括監から、「ス

マート農業技術の最新の研究動向」として、自動運転田植機、イチゴのパック詰めロボッ

ト、トマトの熟度判断などの紹介があった。 

古田知事あいさつ 

野口教授 基調講演 
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（２）実演会 

国の「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」を活用している農事組合法人巣南営

農組合（瑞穂市宮田）の実証ほ場において、ロボットトラクタ、直進キープ田植機、自動飛

行農業用ドローンの実演、水田センサの展示を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小宮農政部次長 県の取組説明 （農）巣南営農組合 取組発表 

(株)東馬場農園 取組発表 農研機構 取組発表 

（農）巣南営農組合代表理事 あいさつ ロボットトラクタ ２台協調作業 

RTK-GNSSを利用した高精度な自動運転トラクタと

有人監視トラクタでの 2台協調作業により、大幅に

作業を効率化 
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（３）展示会 

    農機メーカー等 20 社による農業機器・機械等の展示を行った。下町ロケットの撮影で使

用されたロボットトラクタも展示され、参加者の興味を引いていた。また、各展示ブースで

は、農業者の方が、農機メーカー等に熱心に質問をされていた。 

 

［展示されたスマート農業機器等］ 

機器・機械名 技術内容 出展企業 

ロボットトラクタ GNSS を活用して無人で作業を行う 

トラクタ 

(株)ヰセキ関西中部 

(株)東海近畿クボタ 

三菱マヒンドラ農機(株)  

ヤンマーアグリジャパン(株) 

アシストスーツ 重量物の運搬等の作業を補助し、体の負担軽

減を図るスーツ 

(株)ヰセキ関西中部 

(株)東海近畿クボタ 

ドローン カメラや散布機を取り付け、作物の生育状況

の確認や農薬・肥料の散布を行うドローン 

全国農業協同組合連合会岐阜県本部 

(株)東海近畿クボタ 

ヤンマーアグリジャパン(株) 

(株)AIRロボ 

直進キープ田植機 GNSS を活用して真っ直ぐ田植えができる

田植機 

(株)ヰセキ関西中部 

(株)東海近畿クボタ 

ヤンマーアグリジャパン(株) 

食味収量測定機能

搭載コンバイン 

刈取り作業と同時に、食味と収穫量を把握で

きるコンバイン 

(株)東海近畿クボタ 

リモコン草刈機 リモコンにより、急な斜面でも安全に作業が

できる草刈機 

(株)ヰセキ関西中部 

クラウド型 

生産管理 

システム 

ほ場毎の作業状況や収穫量をデータで一元

管理できるシステム 

(株)ヰセキ関西中部 
ウォーターセル(株) 
国際航業(株) 
全国農業協同組合連合会岐阜県本部 
ソリマチ(株) 
(株)東海近畿クボタ 
日本電気(株) 
パナソニック(株) 
富士通(株) 

施設環境制御 

システム 

ハウス内の温度や湿度等を測定し、ハウス内

の環境を自動で制御するシステム 

イノチオアグリ(株) 

ニシム電子工業(株)、トヨタネ(株) 

直進キープ田植機 

GNSSによる高度なアシスト機能がついた田植機。 

経験や技術がなくても誰でも真っ直ぐに田植が可能。 

自動飛行農業用ドローン 

タブレットにほ場条件を登録することで、離陸～散布

～着陸までの作業を完全自動化。高精度で、高効率な

農薬散布が可能。 
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環境モニタリング

システム 

ハウス内の温度や湿度等をスマートフォン

等で把握できるシステム 

ボッシュ(株) 

(株)IT工房 Z 

(株)NTTドコモ 

水田自動給水 

システム 

用水路から自動で水田に給水できる 

システム 
(株)笑農和

え の わ

 

積水化学工業(株) 

(株)東海近畿クボタ 

水田センサ 水田の水位や水温を遠隔監視できる装置 (株)NTTドコモ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示会 知事 野口教授面談 下町ロケット ロボットトラクタ 

展示会（屋外展示） 展示会（屋外展示） 

展示会（屋内展示） 展示会（屋内展示） 
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（４）パネル展示 

    国の取り組み、県内農業者のスマート農業活用事例、岐阜県の取り組みについてパネル展

示による情報発信を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催概要＞ 

 ・ 県内外の農業者、農業関係団体、民間企業、行政機関等で約４５０名の参加があった。参加

者アンケートを実施したところ、回答者の９６％の方が「スマート農業に対して関心が高まっ

た」と回答され、スマート農業への期待の高さが伺えた。 

 ・ また、今回のイベントの中で一番良かった企画について質問したところ、講演会：６０％、

実演会：２１％、展示会：１３％、パネル展示：６％の結果となり、野口北海道大学教授の基

調講演や農業者等の取り組み発表への興味の高さが伺えた。 

・ さらに、今後、スマート農業の推進に向けてどのようなイベントがあるとよいか質問したと

ころ、約５割の方が「実演会」と回答し、県下各地で開催してほしいとの声があった。 

 

４ 今後の取組み 

   今回の「スマート農業サミットｉｎぎふ」を契機に、スマート農業の理解促進や効果的な導

入に向け、引き続き、県下全域でのスマート農業機器等の実演会・展示会やスマート農業推進

セミナーを開催していく。 

   また、農業者や就農希望者等が、円滑にスマート農業機器等を導入できるよう、スマート農

業に関する技術力向上研修を開催するほか、スマート農業実践者を対象として、最新技術やデ

ータの活用方法についての情報共有を図るネットワーク会議を開催していく。 

さらに、農業者や就農希望者等が、スマート農業機器等を実際に見て、使って、便利さを実

感できる場を提供するため、スマート農業推進拠点（オペレーションセンター（仮称）、モデ

ル温室）を整備していく。 

 

 

 

 

 

 

 

国におけるスマート農業に関する取組紹介 全国のスマート農業実証プロジェクトの紹介 
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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 

◆ ８月下旬～９月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

８月下旬は、前線や湿った空気の影響によ

り曇りや雨となった日が多くなったが、中頃

は高気圧に覆われて晴れた日もあった。平均

気温は岐阜、高山とも低くなった。降水量は

岐阜は多く、高山はかなり多くなった。日照

時間は岐阜は少なく、高山はかなり少なくな

った。 

９月上旬は、前半は前線や湿った空気の影

響により、曇りや雨の日が多くなり、午後は

非常に激しい雨となった所があった。後半は

高気圧に覆われて晴れとなった。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

時間は岐阜は多く、高山はかなり多くなった。 

９月中旬は、高気圧に覆われておおむね晴

れたが、湿った空気の影響により雨となった 

日があった。平均気温は岐阜はかなり高く、

高山は平年並みとなった。降水量は岐阜はか

なり少なく、高山は少なくなった。日照時間

は岐阜はかなり多く、高山は平年並みとなっ

た。 

 

  

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ９月２８日～１０月２７日までの天候見通し  

名古屋地方気象台９月２６日発表  

 天気は数日の周期で変わる見込みであり、向こう１か月の平均気温は、高い確率７０％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６０％である。３～４週

目は、高い確率５０％である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は、熱帯低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、

雨の降る日が多い見込みである。２週目～４週目は、高気圧と低気圧が交互に通過して、平年と同

様に天気は数日の周期で変わる見込みである。 

 

 

2019 夏作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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表－１ 収穫適期の大豆各部位の水分 

１ 麦 

今年は、９月末から１０月下旬にかけて平年に比べ暖かい空気に覆われ、気温が高く、降水量や

日照時間はほぼ平年並みの見込みである（東海地域１か月予報：名古屋地方気象台９月 26日発表）。   

この天候を念頭に置き、ほ場の乾田化、適期播種ができるように計画的に準備をする。 

麦類は、元来、乾燥した気候に適した畑作物であるため、水田転換畑での栽培は期間を通して湿

害が最大の減収要因である。 

 

(1) 排水対策 

  ・  水稲収穫から麦播種までの間は、ほ場の排水性を図るための重要な期間であり、額縁明きょ

や弾丸暗きょによる排水対策を施し、乾田化を図る。このことにより、地表水の排除性の向上、

透水性の改善、地下水位の低下等の効果が期待でき、播種作業期間中の降雨後も直ぐに作業が

再開できるようになる。 

 

(2) 適期播種に向けた作業計画 ～適期播種は安定生産の前提条件～ 

・  品種特性、特に播性に伴う茎立ち特性に合わせた播種計画をたてる。 

※  播種の遅れは、播性に関係なく、低温期に生育させるための生育量が十分確保できず収量

の低下につながる。 

※  播性の低い品種の早過ぎる播種は、暖冬時に早く茎立ちし凍霜害が発生して生育量を減ず

る。 

・  過湿条件となりやすいほ場では、播種晩限を考慮しつつ、良好な土壌水分条件になるまで待 

つ。 

※  湿ったほ場で慌てて播種するよりも、数日播種が遅れても土壌水分条件が回復したほ場の

方が十分な生育量を得ることが多い。 

・  山間部などの早い秋霜や低温により湿田条件となりやすい地域では、その年のほ場条件を優

先して、播種時期の前倒しの作業体系も検討する。 

※  播種の前倒しができるよう播性の高い品種を選択しておく。 

 

２ 大  豆 

１０月は、例年中旬になると飛騨地域の大豆が成熟期を迎え、県内で大豆の収穫が始まる時期で

ある。その後、１１月上旬には恵那地域等中山間地域で中生品種の収穫作業が始まり、１１月下旬

になると平坦地域や恵那地域で晩生品種が収穫時期を迎える。今年度は、概ね平年並みの生育ステ

ージとなっているので、計画的に作業の準備をする。 

 

(1) 登熟と温度 

登熟が進む限界平均気温は１２℃である。高温ほど登熟日数は短縮され、結実日数が中程度

の品種ほど短縮される（なお、岐阜県の奨励品種に「中」程度はない）。そして、登熟日数の

短縮により小粒化傾向となる。 

 

(2) 収穫作業の注意点 

・  成熟期（豆が堅く莢を振るとカラ

カラと音がする）を１週間程度過ぎ、

大豆が十分に乾いた状態で収穫作業

を行う。 

 

部位 水分 状態

莢 20%前後 指で触ってもベトつかない。

子実 18%前後 噛むと歯形がつく。

茎 60%以下 指で触ってもベトつかない。
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※  茎水分 50％、子実水分 20％程度にならないと莢との分離が不十分であったり、子実の物

理的損傷が起きたりする。 

・  青汁による汚損粒発生を回避するため、枯死していない雑草や青立ち株を収穫作業前に除い

ておく。 

・  コンバインで泥を噛まないよう地際から１０～１５cm上で刈取作業を行う。 

※  根の張りが弱い場合、地際で収穫すると株が根こそぎ抜けて泥が収穫作業機械に混入して

泥汚損の原因となるため、刈り取り位置には注意する。 

※  クローラが大豆の畦上を上手く走行できず泥噛みが多くなる場合は、作業速度を遅くして

収穫する。 

※  主茎長が低い場合も、粒の損傷や収穫ロスを少なくするため、作業速度を遅くする。ただ

し、最下着莢節位も低くなることから、「汚粒を回避する」ための「収穫ロス」を覚悟する

ことも必要である。 

・  裂莢による収穫ロスを減らすため、刈り取りは午前１０時～午後４時頃までとする。 

・  収穫後は速やかに乾燥調製施設へ搬入する。 

 

３ 施 設  ～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。 

②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。 
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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。 

 

(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。 

 

４ 果樹 ～各生育と台風対策～ 

（１）カキ 

早生品種「西村早生」の出荷が９月５日から始まり、10月以降、本格的なカキシーズンに入る。

各品種とも果実肥大は９月 25日時点で平年並み～やや小玉で推移しており、着色推移も遅れてい

る。「富有」の後半の果実肥大と着色開始の引き金となる９月の平均気温 23℃以下には 9/21（岐

阜市アメダス）に遭遇したが、過去 10年間の平均値（9/14）と比較しても遅くなっており、今後

の「富有」の果実肥大と収穫期の遅れが懸念される。（表１、図１） 

 

表１ かき品種別の着色状況（農業技術センター 9/25現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ カキの果実肥大推移（左から早秋、太秋、富有、農業技術センター 9/25現在） 

  Ｒ１ H30 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ23 Ｈ22 平年 

早 秋 4.9 5.9 5.5  6.0  6.1  6.0  5.2  4.6  4.6  3.6  5.2  

太 秋 1.4 2.1 1.8  1.7  2.0  1.9  2.1  1.6  1.8  1.4  1.9  

早生富有 0.9 1.5 1.5  1.5  1.9  1.8  1.9  1.2  2.0  1.2  1.7  

富 有 0.5 1.1 1.0  1.3  1.5  1.2  1.2  0.9  0.9  0.7  1.1  
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（２）ナシ 

９月の主力品種「豊水」の収穫が概ね終了し、今後、「新高」「新興」等の晩生品種の収穫期を

迎える。９月が高温少雨で推移したため、果実肥大の停滞や日焼け果の発生が懸念される。 

（３）クリ 

クリは「丹沢」の収穫が終わり、「筑波」以降の晩生品種の収穫期となっている。クリの収穫期

は「丹沢」で前年より４日程度遅れ概ね平年並み、夏期の高温少雨の影響からか果実は小果傾向で

あった。 

（４）モモ 

飛騨地域のモモ主力品種の収穫は概ね終了した。主力品種「昭和白桃」の収穫始期は平年より５

日、前年より８日遅くなり、やや大玉で糖度が低い傾向であった。 

（５）リンゴ 

９月以降収穫が始まり、「つがる」の収穫始めは前年より 11日遅く、平年より 1日遅れとなっ

た。小玉傾向で８月下旬～９月上旬の曇天により着色遅れとなった。今後、中生～晩生品種へと収

穫期が続き、「ふじ」の収穫始めは平年よりやや遅い 11月 13日と予想され、９月以降の高温少雨

の影響による小玉、日焼け果の発生が懸念される。（表２、図２） 

９月以降も台風が発生しており、今後、まだまだ台風の襲来する可能性も高いため、日頃から台

風の事前対策に努めて、被害を軽減するよう心掛けて欲しい。詳細は農業経営課の台風対策情報に

記載しているので参考にしてほしい。 

 

表２　リンゴの生育相（中山間地農業研究所：飛騨市）

品種 年度 発芽期 展葉期　 開花期 収穫期 平均果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2019 4/3 4/19 5/5 5/7 5/17 9/5 9/24 274 13.2

2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 8/30 9/10 295 13.6
平年 4/4 4/17 5/2 5/6 5/12 9/4 9/20 326 13.6

ふじ 2019 4/3 4/18 5/5 5/7 5/15 - -
2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 11/19 12/3 282 15.8
平年 4/5 4/16 5/2 5/6 5/11 11/12 12/1 329 15.6

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均  

 

  

図２ リンゴの果実肥大推移（ふじ、中山間農業研究所本所 9/26現在） 

 

（６）台風対策 

 ここ２年、本県の果樹は９月以降の台風により、落葉、枝折れ、果実のスレ、落果など被害を受

け、翌年の作柄にも影響を与えている。事前対策を十分に行い、被害を軽減する必要がある。事前

対策、事後対策の詳細については、台風対策情報を参考に、日頃から台風対策を意識して管理して

いただきたい。 
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専 門 項 目 に 関 す る 情 報 

普及指導活動の評価の実施について 

１ はじめに 

  平成２８年３月に策定された「ぎふ農業・農村基本計画」並びに同時期に策定している「普及

指導基本計画」は、４年目の半ばを過ぎ、いよいよ目標年度が近づいてきた。 

  普及指導員は、各地域の農業の現場の様々な課題や農政の展開方向から、重要度、緊急度の高

いものを普及指導課題として設定し、関係機関及び農業者と連携、協力しながら普及指導活動に

取り組んでいる。そこで得られた成果を幅広く波及させ、「未来につながる農業・農村づくり」

に大いに貢献していきたいものである。 

普及指導活動を進めるにあたっては、活動の評価を適切に行うことにより活動方法の改善を行

い、着実な成果につなげることが重要である。１０月～１１月は中間評価の時期となるが、普及

指導活動の評価についての概要を以下のとおりまとめたため、適切な中間評価の実施につなげて

いただくようお願いする。 

 

２ 評価の意義 

  普及指導活動は、「食料・農業・農村基本計画（Ｈ２７．３策定）」「ぎふ農業・農村基本計画

（Ｈ２８．３策定）」の施策目標の達成はもとより、農業・農村の環境変化等から農業者や地域

の多様化するニーズに対応するため、効率的・効果的な活動が求められている。 

一方で普及指導活動は、様々な問題を解決するという目的と目標を持った計画活動である。そ 

こで、各農林事務所において策定している普及指導計画について、年度別目標に対する達成度を

確認するだけではなく、活動の実績を分析し、普及指導活動がより効率的かつ効果的に行われる

よう、必要に応じてその活動内容及び活動方法を常に改善していくことが重要である。 

そのため、当該年度における普及指導活動の成果等を的確に把握するとともに、さらに次年度

の普及指導計画に的確に反映させていくことを目的に評価を実施する。 

 

３ 評価の位置づけとねらい 

  普及指導活動は、現場における問題発見・課題設定（Ｓ

ＥＥ）を踏まえて、計画の策定（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）

→評価（Ｃｈｅｃｋ）を経て、改善（Ａｃｔｉｏｎ）し、

再び計画を練り直す「ＰＤＣＡサイクル」で行われており、

日常的な評価とともに、評価計画に基づき評価を実施する

ものである。 

 

（１）内部評価 

①中間評価 

年度の概ね６ヶ月が経過した頃を目途に、それまで 

の取り組みと得られた成果を的確に評価するととも 

に、課題が当該年度内に解決できるよう、進行管理を行うため、普及指導活動の中間評価 

を実施する。 

②年度評価（最終評価） 

普及指導活動の最終的な総合評価を実施し、次年度の普及指導計画の策定において適 

切に反映させるものとする。なお、年度評価結果については、関係機関等に周知する。 

 

 

PDCAサイクルによるスパイラルアップ 
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（２）外部評価 

   各農林事務所における年度評価の実施状況を踏まえ、普及指導計画等の適正かつ客観的な

評価と併せて次年度の普及指導計画策定や普及活動のあり方等について幅広く意見を聴取す

るため、先進的な農業者の代表や外部有識者、マスコミ等からなる外部評価会により外部評

価を実施する。 

 

４ 評価の視点（チェックポイント）  

項  目 内       容 

■普及指導計画の

課題設定 

ａ 対象・意図（ねらい）は適切か。 

・「ぎふ農業・農村基本計画」、「令和元年度農政部の重点的取組」

のほか、地域の特徴・ニーズを踏まえているか。 

・課題、指導事項、指導対象の設定は適切か。 

・市町村・農協等の関係機関との調整は十分に行われたか。 

・農業者の意向が十分に組み入れられているか。 

ｂ 目標設定は適切かつ明確になっているか。 

・基本計画に基づく年度別課題の計画となっているか。 

・目標設定の難易度は妥当か（低すぎないか。高すぎないか。） 

ｃ 状況等の変化により計画を修正（廃止）する必要はないか。 

■普及指導活動の

体制及び手段・

手法 

ａ 目標に対する活動展開（支援手段・方式・方法（時間・コスト））

に改革、改善の余地はないか。 

・普及活動の進行管理は適切に行われているか。 

・農林事務所内の役割分担は適切に行われているか。 

・関係機関との役割分担は適切なものであったか。 

・指導資料は適切なものであったか。 

・指導回数（現地巡回、集団指導）は適切なものであったか。 

・活動記録及び評価記録は整備されているか。 

・所内で中間評価を含む内部評価が的確になされているか。 

■普及指導活動の

成果（結果） 

ａ 課題に対してどのような活動をいつ行ったか。また、その結果、ど

の程度目標が達成されたか。 

・指導対象の意識改革が見られた活動であったか。 

・対象の農業者や組織、関係機関がどのような反応を示しているか。 

・成果が地域農業者や産地の振興に貢献したか。 

ｂ 成果に対する活動展開に改革、改善の余地はないか。 

・成果を農業者や関係機関等に広く知らしめているか。 

■総合評価 ・総合的に普及活動は適切であったか。 

 

５ 内部評価の手順 

（１）中間評価の実施 

４月から９月末頃までの普及指導活動実績を踏まえ、１０月頃に中間評価を実施し、その後

の適切な普及活動につなげることを目的とする。 

また、中間評価結果については、関係機関内での情報共有を図るものとする。 

 

① 活動の評価 

  普及指導活動の計画、実行、評価のサイクルの中で、計画段階から評価時点での 

活動の経過や問題点を総合的に検討するもので、普及指導活動が計画どおりに実施 

出来たか、効率的・効果的に実施できたか等を評価する。計画どおりに実施できて 
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いない場合、その原因がどこにあるのか、活動体制、活動手法、時期、関係機関と 

の連携方法等を分析する。 

② 成果の評価 

   農業者に対して支援する事で期待される、農業者の知的・意識的変化、農産物の生

産量や品質等の物的変化に対して目標値を設定し、その達成度について評価するもの

で、その評価は、当初の目標に対しどの程度達成できたか、なぜ達成できたのか（又

はなぜ達成できなかったか）の分析等を行う。 

③農業者の変化の評価 

   普及事業の重要な目的の１つは、農業者自らが問題解決できるように育成する事で

ある。農業者の変化は、評価に当たって数値化しにくいが、普及指導活動による農業

者の知識・技術の習得状況や意欲の変化、行動・実践の変化等を把握する事も重要で

ある。 

 

（２）年度評価（最終評価）の実施 

４月から１月末までの普及活動実績から３月末までの活動見込みを踏まえ、当年度の普及活

動の成果を次年度の普及指導計画策定に反映させるため、１月頃を目途に普及指導計画の最終

的な総合評価を実施する。 

なお、様式については中間評価で使用した様式を年度評価にも適用するが、普及活動の成果

が普及組織外部からも理解しやすいよう、客観的にわかりやすくまとめることが必要である。

最終の年度評価結果については、関係機関内に周知を図るものとする。 

①年度評価のチェックポイント 

「年度評価」の実施に当たっての基本的視点や進め方は「中間評価」と同様であるが、次年

度の望ましい計画策定・課題設定のためには当該年度展開してきた活動の総合的評価が必要で

あり、次に基づく改善案のプランニングを行う。 

ア やり残してきたことやその背景・理由 

イ 計画と実績を比較した上での各種指標の増減（変動）理由 

ウ 顕在・予測される環境変化の把握 

エ 本課題を今後も継続すべきか否かの「目的妥当性・有効性・効率性」の評価 

②年度評価実施上の留意点 

最終総合評価時点ならではの評価として、「公的関与や継続の必要性」「対象や意図 

（ねらい）の妥当性」、「有効性（成果向上の余地）や効率性」等についても厳密な検討を

行い、次年度計画に向けた「改善案」の立案が必要である。 

 

６ おわりに 

農水省が定める「協同農業普及事業の運営に関する指針」は、令和２年４月に、５年ぶりに見

直される見込みである。これまでの普及事業の点検・見直しを行い、スマート農業技術等の新技

術への対応など、時代の変化を見通した改訂となることが見込まれている。こうした情勢の変化

を前向きにとらえ、技術革新への対応を進めていきたいものである。 

普及指導活動をとりまく環境も時代とともに変化しているが、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、計画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、

農業者の期待に応えていくことが重要である。 
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（生食用）ブドウの生産について 

 

はじめに ～全果連全国ブドウ研究大会 基調講演より～ 

７月１１～1２日、香川県高松市において、第５４回全国ブドウ研究大会が開催され、大会にお

いて東京青果株式会社常務取締役 平田充氏より 、「果実の消費動向とブドウの今後の展望につ

いて」の以下の基調講演（抜粋）が行われた。 

『東京都中央卸売市場の果実品目の販売実績を１０年前と比較すると、ブドウの販売金額は１７

０％と群を抜いている。品種構成は過去５年間で比較すると、入荷量１、２位が「巨峰」「デラウ

ェア」から「巨峰」「シャインマスカット」、販売金額１、２位が「巨峰」「デラウェア」から「シ

ャインマスカット」「巨峰」に変化した。「シャインマスカット」は、2012 年から市場販売が本格

化しているが、その後の７年間で数量約７倍、販売金額約１０倍、単価１．５倍と数量が増えても

単価が下がらない。その要因は果実専門店中心の販売から量販店販売の増加、輸出取組、皮ごと食

べられ食味良好なことからリピーター消費者も多く、需要が供給を上回っている状況が続いている

ことによる。さらに「シャインマスカット」以外にも石川県の高級路線の新品種「ルビーロマン」

が誕生したことで、首都圏の百貨店、果専店での高級ブドウの販売価格帯が上昇し、それにも関わ

らず販売点数が伸びている。 

しかし、国内のブドウ生産量全体としては減少傾向にある。多様な品種と色彩が消費者の選択肢

を増やし、全体の消費増に繋がる。品質・食味にこだわり、各産地にあった品種のブドウ生産の継

続が重要である。』 

 本県におけるブドウ生産は、岐阜市内の直売産地、その他の個人生産者があるのみで、大きな産

地があるわけではない。しかし、近年、果樹類の中では栽培や導入に関する問い合わせの多い品目

であり、直売生産者や家庭菜園でも導入する人が増えている。前述の皮ごと種なしで食べられる「シ

ャインマスカット」の誕生により世間のブドウへの関心が高くなってきたこと、直売でも売りやす

く、ホームセンターでも気軽に苗が購入できるようになってきたことや、短梢剪定やジベレリン処

理により比較的容易に栽培ができるようになったことが要因と考えられる。そこで、ブドウ生産の

現状や課題について紹介する。 

 

１．全国のブドウ生産 

 ブドウは全国で 16,700ha（平成３０年度農林水産統計）

で栽培され、山梨県、長野県、山形県、岡山県で約６０％

を占めている。品種はＨ２８産特産果樹生産動態等調査

によると、「巨峰」「ピオーネ」「デラウェア」「シャイン

マスカット」で約７０％を占めている（図１）。 

この４品種を５年前のＨ２３と比較すると、「巨峰」が

5347.8haから 4128ha、「ピオーネ」2391.9haから 2264ha、

「デラウェア」2906ha から 2214ha と減少するなか、「シ

ャインマスカット」は 378.8ha から 1196ha（順位７→４

位）と急激に伸び、全国的には「シャインマスカット」

への品種転換が進んでおり、注目度の高さが伺われる。 

                       

図１ 全国のブドウ導入品種の割合 
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２．本県のブドウ生産 

 Ｈ２８特産果樹生産動態等調査によると、本県のブド

ウ栽培面積は 21.2haでうち岐阜市が 9.9haと約半分を占

めている。岐阜市には直売を中心とした生産部会がある

が、それ以外の地域ではおそらく個人の直売生産者によ

るものと考えられる。導入品種は「デラウェア」３９％、

「巨峰」１５％で約半分を占め、その次に「ナイアガラ」、

「スチューベン」等が続き、全国の品種割合とは異なっ

ている（図２）。盆前需要のある「デラウェア」の根強い

人気や従来品種からの転換が進んでいないことが要因と

考えられる。 

県内のブドウは、生産部会が少なく個人単位の取り組

みが多いため把握ができにくく、潜在的には栽培面積や

販売品種はもう少しあるとは考えている。    

図２ 本県のブドウ導入品種の割合 

 

３．ブドウの栽培技術（主に整枝剪定）について 

 ブドウは、つる性の樹種であり、日本の高温多湿条件下での病害対策を目的に棚栽培が適用され

ている。ブドウの整枝剪定は、従来の剪定法である長梢剪定と、近年大粒種を中心に導入されてい

る短梢剪定、新短梢剪定がある。長梢剪定は、剪定量によって樹勢調整ができることや樹冠の拡大

が早い長所があるが、整枝剪定において高度な技術の習得が必要なこと、樹形が乱れやすいこと、

作業動線が単純でない短所がある。一方、短梢剪定、新短梢剪定は、剪定作業が単純であること、

作業動線が直線上となり新梢・房管理が単純化でき、初心者でも取り組みやすい長所がある。さら

に新短梢栽培は、棚栽培において主枝の配置を棚下２０cm 程度に配置することによって、新梢の

誘引角度が広がって誘引作業が容易になり、目の高さに花（果）房が配置されるため、花穂整形、

ジベレリン処理、摘粒、袋掛け、収穫等の作業に対する身体への負担が少なく軽労化が図られる長

所がある。短梢剪定、新短梢剪定の樹形としては一文字型、Ｈ型、ＷＨ型がある。全国的には短梢

剪定（Ｈ型、ＷＨ型）を導入する産地が多くなっており、要因としては「シャインマスカット」を

含め、無核大粒種の普及拡大がある。 

長梢剪定は比較的どんな品種にも対応できるが、短梢剪定、新短梢剪定は密植・強剪定の栽培と

なるため、樹勢の強い品種は新梢伸長が旺盛となり、新梢管理や副梢の摘芯作業、果房のジベレリ

ン処理は必須となることに留意する必要がある。 

   

写真１ 「シャインマスカット」の新短梢剪定栽培（Ｈ型、4×14ｍ）  

第 54回全国ブドウ研究大会（香川県） 
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４．農研機構の最近の主な育成品種 

 ブドウ生産が注目を浴びるなか、農研機構、県、民間から様々な品種が誕生している。近年、農

研機構が育成した主な品種について紹介する。 

 

（１） シャインマスカット  

「巨峰」とほぼ同時期に成熟する黄緑色のブドウである。花振るい性は少なく、栽培容易である。

黒とう病には弱い。肉質は崩壊性で硬く、マスカット香を呈する。糖度は高く２０%程度になり、

酸含量は少ない。裂果性はなく、日持ち性は「巨峰」より良い。皮ごと食べることができ、近年、

最も伸びているブドウ品種である。 

 

（２） クイーンニーナ 

果皮色が赤く食味に優れた大粒のブドウである。「巨峰」や「ピオーネ」よりやや遅い時期に収

穫でき、果粒の大きさは１７g 程度、果皮は美しい赤色になる。「巨峰」や「ピオーネ」より糖度

が高く酸含量も低いうえ、噛み切りやすく硬い肉質で食味は極めて優れている。ジベレリン処理に

より種なし栽培が可能である。 

 

（３） グロースクローネ 

高温下でも着色性に優れる極大 

粒の四倍体ブドウである。「巨峰」や 

「ピオーネ」と同時期に収穫でき、 

糖度は「巨峰」並み、酸含量は「巨峰」

よりやや低い。ジベレリン処理により

種なし生産が可能である。 

     写真２ 「シャインマスカット」「クイーンニーナ」「グロースクローネ」の果実 

 

５．本県における生産と課題 

 本県において、ブドウは競合する産地も少なく、比較的単価が高くても直売等で販売しやすい品

目と考えられる。本県の平坦地におけるブドウ作業の繁忙期は５～６月の房・着果管理および新梢

管理と８～９月の収穫期で、台風シーズンを迎える９月には大半の収穫を終えることができる。小

面積であれば、他樹種、他品目とも組み合わせやすい品目である。 

しかし、本県の平坦地は夏期の夜温が高いため赤色・黒色系の品種の着色には不向きな地域であ

り、導入品種の検討や赤色・黒色系品種は環状はく皮技術が不可欠

である（夏期冷涼な中山間地、高冷地であれば着色に問題はない）。

また、生育期間中の降水量が多く、病気の発生が増えることから露

地栽培では難しく、雨よけ等の施設が必要である。 

さらに、短梢剪定とジベレリン処理により比較的容易に栽培管理

できるようにはなったが、やはり販売可能な高品質なブドウを生産

するためには、適切で細かな新梢管理、房管理、着果管理、整枝剪

定技術が必須である。一見すると、大房で見栄えのするブドウは作

りやすくはなったが、着果量過多、着粒過多で着色不良、食味不良

となったブドウでは、消費・販売拡大には繋がらない。導入に当た

ってはこの点に十分留意する必要がある。 

写真３ 環状はく皮処理を行った巨峰の着色状況（上段：処理、下段：未処理、岐阜市） 
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