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  今 月 の 農 政 情 報   

 

名古屋から清流の国ぎふの魅力を発信！ 

ＧＩＦＴＳ ＰＲＥＭＩＵＭ ギフツプレミアム 

 

１ はじめに 

県は、名古屋市東区の複合施設「オアシス２１」内のア

ンテナショップ「g.i.Ｆoods（ジ・フーズ）」をリニュー

アルした上で、「飛騨・美濃観光名古屋センター」と「清

流の国ぎふ移住・交流センター」を移設し、「観光・食・

モノ」などをはじめとした清流の国ぎふの魅力を一体的に

ＰＲしていく岐阜県の情報発信拠点「GIFTS PREMIUM（ギフ

ツプレミアム）」を平成３１年４月２７日にオープンした。 

 

２ GIFTS PREMIUMの概要 

(1) 機能 

   従前の６次産業化商品等のテストマーケティング、食品、農産物販売機能に加え、観光案内所、

移住定住相談窓口を設置し、「観光・食・モノ」を一体的にＰＲする拠点機能を追加。 

   ①  県産農産物、加工品等の販売及び情報発信 

・ 県産農産物、６次産業化商品、県を代表する特徴的な県産品（加工食品、食品外商品等）、

酒類等の販売 

・ 海外旅行者への販売に対応した免税店運営 

・ 上記商品に関する販売促進等のイベント開催及び広報活動 

 

  ② 食に関する販路開拓等の支援 

・ ６次産業化商品など「食」に関する商品のテストマーケティング（商品の掘り起し、消

費者評価等の収集、フィードバック）及び情報発信 

 

  ③ 観光、移住定住情報の発信 

・ 「飛騨・美濃観光名古屋センター」及び「清流の国ぎふ移住・交流センター」による観

光及び移住定住情報の発信 

 

  ④ 「観光・食・モノ」が連動した情報発信 

・ 県観光連盟、移住定住関連機関等と連携し、「観光・食・モノ」が連動したイベントや

ツーリズム事業等の実施、及び広報活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ オープニングセレモニー 

写真２ プレミアム感を演出した店内 写真３ 観光案内・移住相談カウンター

オープニングセレモニー 
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(2) 施設概要 

場 所 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１１番１号 オアシス２１ ３区画 

規 模 店舗延床面積４５．５２坪（１５０．４５㎡） ※「g.i.Foods」と同面積 

営 業 日 原則として、元日を除き年中無休 

※ただし、１年に２日程度の施設点検日の休業等、オアシス２１の営業

日に合わせる。 

営 業 時 間 原則として、午前１０時から午後９時 

※ただし、「飛騨・美濃観光名古屋センター」での観光相談対応は１８：

３０まで。「清流の国ぎふ移住・交流センター」での移住専門相談員

による相談対応は週５日、１０：００～１８：３０ 。 

T E L ・ F A X ０５８－２５３－８５５０ 

ホームページ https://giftspremium.jp/ 

運 営 主 体 岐阜県情報発信拠点運営事業共同体 

構成企業：株式会社オマージュ 

株式会社ターニングポイント 

株式会社総合ＰＲ 

※公募の上、プロポーザル方式により選考し、運営を委託。 

 

３ GIFTS PREMIUMの活用方法 

(1) 農産物、６次産業化商品等の販売 

   県産農畜水産物やその加工品の販売を希望される場合は、直接 GIFTS PREMIUMへ問い合わせの

こと。なお、県内農業者又は県内に本社もしくは事業所があり岐阜県内を活動拠点としている事

業者が生産したものに限る。また、商品取引は原則、消化仕入れ（委託販売）となる。 

 

(2) イベントスペースの活用 

   店舗前に１か所、店舗内に２か所のイベントスペー

スがあり、対面販売、試食・試飲会、ワークショップ、

相談会、ＰＲ展示など各種イベントの実施が可能です。

イベントスペースの利用を希望される場合は、直接

GIFTS PREMIUMへ問い合わせのこと。なお、イベントを

通して管理スタッフが必要な場合や、各種申請が必要

な場合など、内容により別途費用がかかる場合がある。 

 

４ 今後の取り組み 

(1) 「観光・食・モノ」の一体的なＰＲ 

物販に加え、県産農畜水産物や地場産品が生産されている地域の魅力や、食材としての活用方

法などの情報を提供するとともに、消費者を対象とし、産地見学、農業体験と、観光や食文化の

紹介を組み合わせた「観光と食・農につながるフードツーリズム」を実施するなど「観光・食・

モノ」を一体的にＰＲする。 

 

(2) ６次産業化商品等の販路開拓支援 

消費者モニタリングやテストマーケティング機能を強化するとともに、ＳＮＳの活用やネット

販売事業により６次産業化商品の販路拡大を支援する。また、６次産業化サポートセンターと連

携し、マーケットインの商品開発とブランディング、新たな販路開拓を支援する。 

 

 

写真４ イベントスペースでの対面販売 
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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 

◆ ５月下旬～６月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

５月下旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多くなっ

たが、２１日及び２８日は前線の影響により雨となっ

た。 

平均気温は岐阜はかなり高く、高山は高くなった。

降水量は岐阜、高山ともに多くなった。日照時間は岐

阜、高山ともにかなり多くなった。 

６月上旬は、前半は高気圧に覆われておおむね晴 

れたが、後半は気圧の谷や梅雨前線の影響により曇り

や雨となった日が多くなった。 

平均気温は、岐阜、高山とも高くなった。降水量は、

岐阜、高山とも多くなった。日照時間は岐阜、高山と

も少なくなった。 

６月中旬は、高気圧に覆われて美濃地方を中心に 

晴れた日が多くなったが、旬のはじめと中頃は上空 

の寒気や低気圧の影響により雨となった日があった。 

 平均気温は岐阜は平年並み、高山は低くなった。 

降水量は岐阜は少なく、高山は多くなった。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 ６月２９日～７月２８日までの天候見通し  

名古屋地方気象台６月２７日発表  

 平年に比べ、曇りや雨の日が多い。 

 向こう１か月の降水量は、多い確率５０％である。日照時間は、少ない確率５０％である。 

 週別の気温は、１週目は平年並または高い確率ともに４０％で、２週目は平年並の確率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、前線や湿った空気の影響で、雨や曇りとなる。

２週目は、前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い。３～４週目についても、前

線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い。 

 

 

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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１ 水  稲  ～長雨対策～ 

(1) これまでの生育状況 

     ６月も過ぎ平坦地における普通期植の作業も終了し、雑草・病害虫そして水管理等を的確に

行い、生育量を確保する時期となった。 

５月上旬から中旬に移植した水稲は、気温が高めに推移したため移植後の生育も順調であっ

た。しかし中山間地においては、６月以降の平均気温が平年並みからやや低いことが影響し、

「コシヒカリ」の草丈が長く、茎数は多い傾向だが葉の抽出進度は平年並みである。 
   

表 ５月中旬から６月上旬の平均気温の比較 

 岐阜市（アメダス岐阜） 高山市（アメダス高山） 

旬 R元年 平年値 R元年-平年値 R元年 平年値 R元年-平年値 

5月第 3半旬 20.8 18.5 2.3 16.3 14.8 1.5 

5月第 4半旬 21.2 19.0 2.2 18.2 15.2 3.0 

5月第 5半旬 22.5 19.8 2.7 17.0 15.8 1.2 

5月第 6半旬 22.1 20.6 1.5 18.5 16.7 1.8 

6月第 1半旬 23.3 21.5 1.8 19.8 17.7 2.1 

6月第 2半旬 21.6 22.1 -0.5 18.2 18.5 -0.3 
 

東海地方の今後１か月の天気予報（R元年 6月 20日 名古屋地方気象台 発表）によると、

平均気温は平年並、降水量は平年並か多い、日照時間は平年並か少ない見込みである。梅雨の

期間でもあり、長雨の影響は日照不足、低温と複合的に発生することがあるため、長雨に向け

た対策を練っておく。 

 

(2) 長雨対策 

分げつ期には、浅水管理とし分げつを促進する。有効分げつを確保した後の中干しが長雨で

不十分な場合は、幼穂形成期頃までをめどに、田面に小びびが入り足跡が軽く残るまで落水を

続ける。また、中干しの前に溝切りをおこなうと効果的である。 

追肥は、分げつの発生や草姿の状況等、稲の生育に応じて施用し、窒素過剰とならないよう

にする。 

長雨が続くといもち病が発生しやすいので、防除を徹底し予防に努める。また、病害虫防除

及び除草剤等の薬剤散布にあたっては、天候に留意し、降雨により薬剤の効果が低下しないよ

うに努め、必要に応じて剤型の変更や体系化等をおこない効果的に防除する。 

(3) 低温対策 

水稲の生育期における低温の影響は、平坦地帯より山間高冷地帯で大きく、特に高標高の地

域では冷害として現れる。水稲の冷害には、低温により出穂期が大幅に遅れたり、出穂後の長

期間の低温により登熟不良となる「遅延型冷害」と、穂ばらみ期の低温により出穂後に不稔と

なる「障害型冷害」がある。 

・ 遅延型冷害への対策 

かんがい水が冷水となる水田では、迂回水路（廻し水）やビニールチューブを用いた水温

上昇策（温水チューブ）を利用する。畦畔の補修等の漏水対策をおこない、用水と水温の較

差が最も小さくなる早朝に灌水し、日中は止め水にして日射を水温、地温の上昇に利用する。 

二次枝梗の籾数が多く一穂籾数の多い稲は、遅延型冷害により登熟歩合が低下しやすいた

め、幼穂形成期前後の窒素過剰を避けるように管理し、二次枝梗の籾数が多くなり過ぎない

よう努める。 

・ 障害型冷害の対策 

穂ばらみ期に平均気温 20℃以下の日が数日続いたり、最低気温が 17℃以下になると、障
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害型冷害の原因となる花粉の形成阻害が発生しやすくなる。最も被害を受けやすい時期は、

出穂７～14日前頃の減数分裂期であり、次いで出穂期と出穂 20～25日前頃の幼穂形成期が

被害を受けやすい。 

低温が予想される場合は深水にし、幼穂を低温から保護する。幼穂形成期頃には 10cm程

度、減数分裂期頃には可能な限り（できれば 20cm程度）の深水にする。深水にしたら日中

は止め水にして水温の上昇を図る。かんがい水が冷水の場合は、迂回水路やビニールチュー

ブを用い、水温の上昇に努める。 

 

２ 大  豆  ～長雨対策～ 

(1) 大豆の特性 

大豆は、生育盛期には多くの吸水量を必要とする一方で、播種時の水分吸収を極端に嫌う。

種子の急激な吸水は発芽不良（種子の腐敗）、出芽勢の低下など、いわゆる湿害を引き起こす。

湿害は、その後の生育不良や雑草繁茂に大きく影響し、大豆作の出来秋そのものに影響するの

で特に注意する。 

 

(2) 長雨対策 

播種の好適条件を待ち、梅雨の長雨により播種時期が遅延すると生育量の不足も生じるため、

長雨に向けた対策を図る。 

・ 明きょの設置 

ほ場の周囲とほ場内には明きょを設け、排水に努める。ただし、明きょは降雨や播種作業

等で埋まることがあるので、降雨直後にほ場の見回りをおこない、保守点検を行い、排水口

にしっかりと繋ぐ。また明きょの設置は、栽培期間中の排水対策にも有効なため、確実に排

水できるように心がける。 

  ・ 播種深度 

     播種深度は、２～３cmを標準とする。 

  ・ 麦跡の大豆栽培 

     大豆の栽培ほ場が麦跡で、ほ場が乾燥し過ぎる場合は、播種後の鎮圧が有効。 

  ・ 中耕･培土 

土壌の通気性と排水性を改善し、根の発達を促すため、除草を兼ね中耕･培土を実施する

と良い。ただし、開花以降の深い中耕･培土は、側根を切断し生育を停滞させるので、開花

の 10日前までに終了する。 

また、中耕・培土や明きょは、地表排水に効果があるとともに、乾燥時の畝間潅水の通水

路として利用できる。 
    
＜方法＞ 

１回目は、播種後 25～30日後（４～５葉期）実施する。 

２回目は、１回目の 10～15日後に実施する。 

※培土高が高いとコンバインによる収穫作業の際に土が混入し汚損の原 

因となるため注意が必要である。 

ただし、７月以降に播種をする平坦地では２回目は無理。 
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３ 果樹 ～生育状況と気象災害対策～ 

5月下旬の気温はやや高めに推移したが、6月 7日の梅雨入り以降、平年並みに推移している。

降水量は 5月、6月は定期的に降雨はあるが、量としては平年以下である。その分、日照時間は平

年を上回っている。 

主要果樹の生育状況は、平坦地のカキ、ナシは開花盛期が平年並み(表 1、2)、果実肥大も平年

並みである(図 1、2)。恵那地域のクリは雌花の開花盛期が昨年より遅かった(表 3､新支所データ)。

飛騨地域もモモ、リンゴで開花期は平年並みからやや遅く(表 4、5)、果実肥大は平年並みである(図

3、4)。 

今後の気温の変化で生育のスピードが変わるので、病害虫の発生も併せて注意して観察してほし

い。また、梅雨明け後は高温・乾燥の日が続きやすいため、早めのかん水に心掛けてほしい。 

 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2019 3/2 4/5 5/17 5/18 5/21 - - -

2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15 10/1 10/9 10/10
平年 3/14 4/5 5/17 5/18 5/21 9/30 10/5 10/10

太秋 2019 3/10 4/9 5/18 5/19 5/21 - - -
2018 3/13 3/31 5/10 5/11 5/16 10/16 10/18 10/31
平年 3/18 4/8 5/17 5/18 5/21 10/15 10/23 11/3

富有 2019 3/5 4/8 5/19 5/20 5/23 - - -
2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17 11/12 11/19 11/26
平年 3/18 4/9 5/19 5/20 5/24 11/7 11/18 11/28

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2019 3/8 3/27 4/12 4/9 4/13 4/19 - -

2018 3/12 3/13 4/5 4/2 4/4 4/7 8/6 8/16
平年 3/15 3/26 4/10 4/8 4/12 4/18 8/5 8/17

あきづき 2019 3/6 3/26 4/11 4/8 4/12 4/19 - -

2018 3/14 3/19 4/4 4/2 4/3 4/7 9/10 9/10
平年 3/15 3/25 4/9 4/8 4/11 4/17 9/17 9/18

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

※　農業技術センターの「豊水」は伐採のため削除

開花期 収穫期
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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） 

  

表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

図１ カキの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋） 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2019 3/19 5/4 4/26 4/30 5/7 - -

2018 3/22 4/23 4/21 4/22 4/27 7/27 8/7
平年 3/28 4/27 4/27 4/29 5/4 8/1 8/12

昭和 2019 3/18 5/5 4/27 5/1 5/7 - -
白桃 2018 3/23 4/23 4/21 4/22 4/28 8/14 8/21

平年 3/28 4/28 4/28 4/30 5/5 8/17 8/27
※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

収穫期開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　 開花期 収穫期

始 盛 終 始 終
つがる 2019 4/3 4/19 5/5 5/7 5/17 - -

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

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
平年 4/5 4/16 5/2 5/6 5/11 11/12 12/1

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

品種 年度 発芽期 展葉期　
始 盛 始 盛 始 盛 終

丹沢 2019 (3/31) (4/29) (6/9) (6/17) (6/4) (6/14) － - －
(新支所） 2018 3/30 4/20 6/9 6/8 5/25 6/5 8/26 - 9/11

(3/31) (4/21) (6/2) (6/10) （5/27） (6/6) (9/5) (9/10) (9/16)
平年 4/1 4/27 6/9 6/15 6/2 6/12 8/30 9/9 9/18

筑波 2019 (3/29) (5/1) (6/12) (6/23) (6/1) (6/13) － － －
(新支所） 2018 3/28 4/19 5/31 6/9 5/24 6/4 9/14 - 10/3

(3/29) (4/21) (6/1) (6/10) （5/25） (6/5) (9/23) (9/29) (10/7)
平年 3/29 4/26 6/9 6/16 5/31 6/11 9/18 9/30 10/8

ぽろたん 2019 (3/30) (4/27) (6/8) (6/15) (6/1) (6/17) － － －
(新支所） 2018 3/29 4/18 6/2 6/8 5/25 6/6 9/5 - 9/20

(3/30) (4/20) (6/2) (6/10) （5/27） (6/6) (9/13) (9/21) (9/27)
平年 3/30 4/27 6/10 6/15 6/3 6/14 9/10 9/17 9/24

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均
（　）内は移転した新支所（標高440ｍ）の4年生樹の生育 旧支所の調査樹はH31以降調査せず

雄花 収穫期雌花
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図２ ナシの果実肥大推移（左から幸水、あきづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３ モモの果実肥大推移（白鳳） 

 

 

 

 

 

 

 

           

        図４ リンゴの果実肥大推移（ふじ） 

         

○ 干ばつ 

(1)被害の症状 

 梅雨明け後の７～８月は乾燥の 

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で、根の

活性が低下しているため、急激な

乾燥に対して抵抗力が弱い状況に

ある。 

 果樹の耐干性は、モモ、スモモ、 

アンズ、ブドウ、カンキツ等では 

強く、リンゴ、カキ、ナシ等で弱い傾向にある。 

しかし、この相違は必ずしも明確に区別できるものではなく、台木の種類、栽培条件等によって

も異なる。 

 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（カキではトラガキ症状）や落葉が発生し、場合によっては樹が枯死する場合もある。また、

表６ 果樹の枝葉の伸長停止ならびに萎凋始めの土壌湿度 

（小林、中川 1949） 

枝の伸長停止 枝葉の萎凋始

イチジク 21.1 18.4 0.3～0.5

モモ 20.4 18.7 1.2～1.4

ブドウ 22.1 20.8 0.7～0.9

カキ 23.1 21.7 0.4～0.9

ナシ 241 24.1 0.3～0.6

土壌湿度（％） 葉裏の中助細胞の浸透圧（ﾓﾙ）
（KNO3原形質分離点）
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程度が軽い場合でもブドウやカキ等では日焼け果の発生が多くなり、ナシでは樹体内の水分生理の

異常と考えられるユズ肌症状が多くなる等の障害が発生する。 

 

(2)事前対策 

・水田転換園等でかん水のできるほ場では、7日間隔で 1回のかん水量 30mm以上を目安に畦間か

ん水を行う。その際、夕方から翌朝にかけ水を入れるようにし、日中の滞水は避ける。かん水を行

いにくい山畑等では、樹冠下に一部穴を掘り、スポット的にかん水を行う方法も有効である。 

・草生栽培園では、土壌中の水分を草が吸い、蒸散によって空中に逃がすため、裸地に比べ水分の

蒸散量が多くなる。草生管理園ではこまめに草刈りを行い、水分蒸散を抑えるとともに、刈り取っ

た草は敷き草として利用すると一層土壌からの水分蒸散を抑えることができる。 

・清耕園では、敷き草、敷きわら等を行い、土壌からの水分蒸散を防ぐ。また、マルチ資材の利用

も有効である。 

 

(3)事後対策 

・干ばつ被害を受けた樹では、葉のしおれ等が発生するが、果実が水分の貯蔵庫の役割をするので、

あわてて果実を摘果せず、気象条件、被害程度をよく勘案してから摘果作業を行う。 

・干ばつの被害を受け、落葉等の大きな被害を受けた樹では、貯蔵養分が十分確保できていない場

合が多く、冬期の剪定にあたって強めの剪定を行い、次年度の新梢確保に努める。また、次年度の

新梢の伸長等をよく観察し、樹勢低下が著しい場合は、着果制限を行い樹勢回復に努める。 

 

 

○ 日焼け 

(1)被害の症状 

 日焼け果は、気温が高い時に果実表面に直射日光が当たり果実温度が４０～４５℃を超えると発

生しやすくなる。通常は、葉や果実からの蒸散で気化熱が奪われることより、温度上昇を防いでい

るが、直射日光が当たることで局所的に

危険温度を超えることがあり、これが日

焼け果の原因となっている。一般に午前

よりも午後のほうが気温や樹体温度が高

くなるため危険性が高く、特に西日の当

たる部分に発生しやすい。 

 また樹が水ストレスを受けている場合 

等は、気孔が閉じ蒸散が抑えられること 

から、水ストレスが日焼け果の間接的な 

原因と考えられている。高湿度、無風条件 

も蒸散が抑制されることから、被害が大きくなりやすい。                 

 

(2)対策 

・果実に直射日光が当たらないようにすることが基本となる。そのため新梢をやや多めに配置し果

実に西日等を当てないようにする。また、日焼け果は上向きでの発生が多いことから、摘果時に横

から下向きの果実を残すようにする。 

区 草生クローバー区 草生オーチャード区 清耕区 わらマルチ区 草生刈草敷区

1日当たりの蒸散量(mm) 4.8 4.06 2.83 1.52 2.3

同指数 170 143 100 54 81

表７ 土壌管理の違いによる蒸発散量（ポット法） 

写真１ りんご、かきの日焼け 
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・蒸散を促進することも重要で、かん水を実施し樹に水ストレスを与えないようにするとともに、

土中の細根を充分発達させることが大切である。これにより、水ストレスによる気孔閉鎖が起きに

くくなり、日焼けを防ぐことだけでなく、光合成を促進させ、樹勢維持や果実肥大といった効果も

期待できる。 

・細根を十分に発達させるには、土壌改良、堆肥の局所施用、排水対策（過湿になると根が傷むた

め）などがあるが、平素からの土壌管理が重要となってくる。 

 

４ 茶 ～気象災害対策～ 

○干ばつ 

(1)被害の症状 

 干ばつにより土壌水分が不足して細根が枯れ、水分や肥料吸収が十分でないため、生育不良や葉

枯れ、落葉する。特に被害が大きくなると摘採面の細枝が枯死することもある。礫質土壌では特に

その傾向が強い。 

 

(2)事前対策 

① 土壌改良 

既成茶園では、畝間の土壌の通気性を良くするため、堆肥、敷き草、わら等の有機物や、もみ

がらくんたん等を十分施し、土壌保水力を増大させるよう日頃の管理が重要である。 

② 肥培管理 

 肥培管理の良否及び病害虫防除の励行が干害の程度に影響を及ぼしている。したがって、肥培

管理、病害虫防除に注意し、樹勢の旺盛な茶園を維持する。 

③ かん水 

 干害の発生に対し、かん水の効果は大きい。 

干害の被害は、かん水設備のない茶園で顕著である。 

④ 樹高 

 茶樹の樹高は 60cm程度以下に保つ方が、干害の被害を軽減することができる。 

 

(3)事後対策 

① 敷きわら、敷き草の施用 

干害の多くは、枝枯れ、葉枯れ、あるいは秋芽の生育不良などいずれかの障害を起こし、これ

らの障害は晩秋ないし厳冬の低温、寒風、乾燥等によってさらに症状を助長するため、敷きわら、

敷き草を十分行い、乾燥防止する。 

 ② かん水及び病害虫防除 

  降雨が少ない場合、かん水を行い樹勢の回復を図る。高温乾燥のため害虫発生を招きやすいの

で、防除の励行に努める。 

 ③ 肥料の分施 

  干害によって根もかなり被害を受け、その吸収機能が弱り、濃度障害が出やすいので、肥料を

分施する。秋肥はもちろんのこと、春肥、夏肥についてもできるだけ分施して樹勢回復を図る。 

 ④ 整枝 

  干害の被害を受けた茶園は、秋整枝の程度を軽くして葉層の確保に努める。被害の大きい場合

は秋整枝をやめ、春整枝としたほうが翌年の茶樹の回復が早い。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

  新品種飼料用稲と汎用型微細断飼料収穫機の特徴 

 

１ はじめに 

稲の茎葉から穂まですべてを収穫してロールベールに調製する稲ホールクロップサイレージ（以

下稲 WCS）は、堆肥循環による耕畜連携を可能にするとともに、酪農・繁殖農家の経営を改善する

粗飼料のひとつとして大きな役割を担っている。平成３０年の県内における稲 WCSの栽培面積は２

０８ha で、昨年に比べて若干減少したものの、籾の少ない「たちすずか」や「たちあやか」の普

及もあり、この５年間で７６ha 増加した。この籾の少ない飼料用稲は、従来の飼料用稲に比べて

栄養ロスが改善されることから、これまで給与が難しかった搾乳牛での利用が可能となり生産利用

の拡大に大きく貢献してきた。近年、飼料用稲については品種改良により病気に強い品種やさらに

収量の増加が期待できる品種が新たに育成されている。また、それらを効率よく収穫できる飼料用

稲専用収穫機も開発されてきている。このようなことから今回、新品種の飼料用稲「つきすずか」、

「つきことか」及び平成３０年１１月に東海地域飼料増産行動推進会議研修会において報告された

汎用型微細断飼料収穫機について紹介する。 

 

２ 新品種飼料用稲の特徴 

（１）「つきすずか」 

 関東以西の地域での栽培に適する。普及している「たちすずか」の欠点であった縞葉枯病に強い。

籾重は「たちすずか」より少ない（表１）。その他は「たちすずか」と大きな違いがなく倒伏に強

く、糖含量も高いため発酵品質に優れる。県内では昨年に郡上市で初めて栽培され、草丈１４７cm、

乾物収量２１５９kg/10a（坪刈り調査）と「たちすずか」以上の成績が得られており、今後の本県

での栽培利用に期待できる品種である。 

表１．「つきすずか」の生育特性および収量 

品  種 縞葉枯病

抵 抗 性  

移植日 

月日 

出穂期 

月日 

黄熟期 

月日 

稈 長 

ｃｍ 

乾物全量 

t/10a 

乾物籾量 

t/10a 

つきすずか 抵抗性 6月 4日 9月 3日 10月3日 １２１ １.７３ ０.０５ 

たちすずか 罹病性 6月 4日 9月 3日 10月3日 １１９ １.７０ ０.１３ 

注）試験場所は福山市、施肥窒素量は 14.9kg/10a、数値は 2013～2016年の平均 

 

（２）「つきことか」 

東海以西の地域での栽培に適する。「つきすずか」同様に縞葉枯病に強く、穂重も少ない。「つ

きことか」の出穂時期は「たちすずか」より３週間程度遅い。長稈のため倒伏リスクが高くなる点

に注意する必要があるものの、「たちすずか」よりさらに多収が期待できる品種である（表２）。

県内での栽培実績はなく、中津川市での栽培が今年予定されている。「たちすずか」に比べて出穂

が３週間程度遅くなることから、収穫時の作業分散を図ることができるとともに茎葉収量の増加も

見込める品種として注目されている。 

表２．「つきことか」の生育特性および収量 

品  種 縞葉枯病

抵 抗 性  

移植日 

月日 

出穂期 

月日 

黄熟期 

月日 

稈 長 

ｃｍ 

乾物全量 

t/10a 

乾物籾量 

t/10a 

つきことか 抵抗性 6月 5日 9月 23日 － １３８ ２.１３ ０.０４ 

たちすずか 罹病性 6月 5日 9月 2日 － １１９ １.７９ ０.１５ 

注）試験場所は福山市、施肥窒素量は 14.9kg/10a、数値は 2014～2017年の平均 
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３ 汎用型微細断飼料収穫機の特徴 

 汎用型微細断飼料収穫機にはロールベーラタイプ（写真１）とワゴンタイプの２種類がある。ロ

ールベーラタイプの飼料収穫機は、重量が５.４ｔとコンバイン型の飼料収穫機（ＷＢ１０４０Ｄ

Ｘ）に比べて１ｔ程度重い。刈り取り部にマルチヘッダが取り付けられたことで、高さ０.８ｍ以

上の作物の収穫が可能となり、稲だけでなく麦類、ソルガム及びトウモロコシなどの長大作物の収

穫が可能となった。上述のコンバイン型飼料収穫機は１５０cm の高さの飼料用稲までが対応可能

であるが、本機種ではそれ以上の高さについても対応が可能である。また、幅は１.８ｍの全面刈

りが可能となり稲では５条、トウモロコシは２条の収穫が一度にできる。ハーベスタは微細断シリ

ンダによりこれまで３０ｍｍの切断長であったものが６ｍｍ（理論切断長）まで細かくなり（写真

２）、高密度輸送やバンカーサイロ調製などによりコストダウンを図れることが報告されている。

一方、本機種は倒伏した作物、つる性の雑草が繁茂した作物の収穫は難しいとされている。また、

牧草の収穫も対象とされていない。ロールベールの重量については、直径１ｍ（写真３）であるも

のの高密度であるため、トウモロコシでは５００～６００kg にもなる。そのため、収穫機導入に

ついては給与時の作

業性や給与方法も考

慮する必要がある。

微細断された稲 WCS

の家畜への影響につ

いては、乳牛では乾

物摂取量、消化率、

泌乳成績に差がない

こと、繁殖牛では嗜

好性が良く全てのス

テージで利用できる

ことが報告されてい

る。  

 

      写真１．汎用型微細断飼料収穫機の仕様 

 

写真２．飼料用稲の切断長         写真３．飼料用稲のロールベール  

 

 

＜引用・参考文献＞ 

１ 平成３１年播種用 飼料用イネの栽培と品種特性 一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

２ 低コスト微細断収穫調製・給与マニュアル 農研機構 近畿中国四国農業研究センター 
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 園芸施設の環境制御は正確なハウス環境の測定から 
 

１ はじめに 

 国をあげて、スマート農業の推進が始まった。本県においても、平成３１年３月１５日付で「岐

阜県スマート農業推進計画」が策定され、農業の各分野への「ＩＣＴやロボット技術等の技術の活

用」が本格的に進められようとしている。 

 私が、「複合環境制御技術」として、ＵＥＣＳ（ユビキタス環境制御システム）を初めて耳にし

たのは平成２２年ころと記憶している。ほぼ１０年も前に、今になってやっと評価を得て普及が進

められようとしてる技術を聞いたが、「なんと素晴らしい技術」と感動はしたが“あまりにも先進

すぎて”誰にどのように推進してよいのやら、見当もつかなかったことを覚えている。 

 当時、それまで「経験的で、感覚的で、十分な注意もせず」測定していた施設内の温度に対し、

「まずは、正確かつリアルタイムに測定し記録しよう」という“モニタリング”の概念をお教え頂

き、さらに、かなり安価に取り組むことのできる［自作］の装置を伝授頂いた。 

 平成２４、２５年度の「今月の技術と普及」からの抜粋が主体となるが、再度紹介させていただ

こうと思う。 

 

２ 通風筒の利用による正確な温度のモニタリング 

園芸施設内の環境測定のなかで、まず初めに正確に把握しておいきたいのが「温度」である。 

 本県では、岐阜地域を中心としたイチゴ栽培ハウスにて、正確な温度管理の取組みが普及してい

る。 

 また、近年では、就農にあわせ最

初から、温湿度やＣＯ２などを総合的

に測定する装置を導入するようにな

ってきた。 

気温は常に、風雨や熱放射、熱伝

導等の影響を受けており、空気その

ものの温度の測定には邪魔なものが

多い。 

 施設内では、風雨の影響はほとん

どないものと考えられるが、鉄骨や 

パイプなどの資材からは熱伝導の影

響を受け、特に射し込む陽光からの    図１ 気象庁での気象計測に利用される通風筒 

熱放射の影響が極めて大きい。 

 そこで、利用されているものが「通風筒」である。 

図１は、気象庁の気象観測に利用されているものであるが、全体を銀色の金属で覆い熱放射の直

接の影響を排除し、ファンにより風速約５ｍ／secの微風を常に動かすことで熱伝導の影響を排除

し正確な空気温度の測定を行っている。 

 

３ 安価な通風筒の作成 

 正確なハウス内環境の測定に向け、是非とも「通風筒」を利用したいが、図１のような装置にな

ると１０万円以上と高価であり、安易な導入は難しい。 

 そこで、発砲スチロールを利用した安価で簡易な通風筒を再度紹介する。 



- 14 - 

厚さ２ｃｍ程度の発砲スチロールと、アルミテープ、ＤＣ１２Ｖのファン、ＤＣアダプタ、０．

４ミリ目合いのネット、カラー番線を用意する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような寸法の凸凹型のパーツを、４枚作成する 

  

内側になる面にアルミテープを貼っておき、凸凹の部位を合わせて、筒状に組み立てる。 

 組み立て後に、全面にアルミテープを貼り付ける。内側も全て、銀色の筒ができあがる 

 片方の口に、０．４ミリ目合いのネットを貼り付ける。これは、農薬散布の際にセンサー等の濡

れ防止となる 
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 カラー番線を利用して、写真のように、通風筒内部にセンサーを固定する 

写真のような、ＤＣ１２Ｖのファンが収まるような枠を作成し、全面をアルミテープで覆う。フ

ァンはＤＣアダプタと接続しておくが、接続部位はプラスチックキャップ等で覆い漏電しないよう

に注意する。 

また、交流ではなく直流のファンを利用するのも、高湿度になる施設内での漏電防止のためであ

る。 

経費は、ファン次第であるが数千円～２万円程度でできる。 

 

５ 正しい測定のすすめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の２枚の写真は、平成２５年度に農業技術センターのイチゴ栽培ハウス内で、センサーの設 

置方法を変えた場合の測定温度の違いを調査したものである。 

 写真左は、上記で自作した“通風筒”内に温度センサーを設置した状態であり、写真右は、その 

下部で穴開けのない紙コップ内にセンサーを設置（左側）、穴を開けた紙コップ内にセンサーを設 

置（右側）、センサーをはだかのまま設置（中央）したものである。 
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測定には、おんどとり TR－71U及び温度センサーTR－0106（TPE樹脂被覆センサー）を利用し、

予め同室内等でおおむね同様の温度を示すことを確認済みである 

図１ 2月 25日晴れ、            図 2 2月 18日雨（みぞれ）  

最高気温 7.1℃ 最低気温-1.4℃       最高気温 7.8 最低気温 0.3℃ 

          （岐阜市、アメダス）          （岐阜市、アメダス） 

 測定結果を図 1、２に示した。晴天日はセンサーの設置方法による差が大きく現れ曇雨天日は差

が小さくなる傾向であった。 

 また、図 1では、センサーを露出させた状態で設置した場合や紙コップを利用して設置した場

合では、概ね午前９時以降は２５℃以上で感知しているが、通風筒内のセンサーでは、２５℃を

越えることはほとんどなく、両者の温度差は最大で８～１０℃となった。 

 通常のいちご栽培ハウスでは、温度管理のために“換気扇”を装備しているが、２５℃を制御温

度に設定すれば、本来空気温度として２５℃に達していない状態で稼働してしまうこととなり、正

確な温度管理による適切な草勢管理とは言えなくなる。 

 

６ 適切なＩＣＴ（スマート農業）技術の導入には 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記の２枚の写真は、正しい温度測定により適切な環境管理を実施した場合の草勢の変化である。

ここでは、前年に比較してかなりの高反収を実現した。 

 できるところから、安く、正確な環境測定を実施することで確実な変化（改善）を経験し、一層

の経営発展に結び付けることが、本来の「スマート農業」の普及を進める上で重要であると考えて

いる。 

 こうした地道な取り組みが、「複合環境制御技術」への展開につながり、真に必要とされる高度

かつ統合環境制御技術の普及に発展するよう努めていきたいと考えている。 


