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  今 月 の 農 政 情 報   

 

平成３１年度農政部の重点的取組みについて 

 

１ 予算の状況 

平成３１年度の農政部一般会計当初予算の総額は、３０４億９，００３万円で、前年度と比べて、 

３２億８，５７０万円（１２．１％）の増額となりました。 

就農支援資金貸付特別会計は、４，２８０万円で、前年度と比べて、６７７万円余の減額となっ

ています。 
 

当初予算の規模 

区  分 平成３１年度 平成３０年度 比率（31/30） 

一  般  会  計 

（農政部全体） 
３０４億９，００３万円 ２７２億４３３万円 １１２．１％ 

特  別  会  計 

（就農支援資金貸付特別会計） 
４,２８０万円 ４,９５６万円 ８６．４％ 

 

 

２ 取組方針 

平成２８年３月に策定した『ぎふ農業・農村基本計画』に掲げる３つの基本方針「多様な担い手

づくり」「売れるブランドづくり」「住みよい農村づくり」に沿って、１９の重点施策を実施する

とともに、主要施設の整備を計画的に進めます。 

 

 

 

ぎふ農業・農村基本計画（平成２８年３月策定） 
   

 基本理念 

  未来につながる農業・農村づくり 
 

基本方針 

     ◆ 農業従事者の急速な減少や高齢化に対応するため、担い手の育成確保を最重点課題と 

位置づけ、「多様な担い手づくり」を強化する。 
     

◆ 国際化にも対応した足腰の強い農畜水産業を実現するため、県産農畜水産物の生産振 

      興と付加価値向上、販路拡大を一体的に捉え、「売れるブランドづくり」に取り組む。 
     

◆ 人口減少及び少子高齢化により、営農環境だけでなく生活環境の維持・確保が課題と 

      なっている中山間地域を中心に、「住みよい農村づくり」に取り組む。 
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平成３１年度 重点施策の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 多様な担い手づくり 

Ⅱ 売れるブランドづくり 

Ⅲ 住みよい農村づくり 

①スマート農業の推進 

 ・ｽﾏｰﾄ農業推進拠点としてﾓﾃﾞﾙ温室及び展示棟を整備 

 ・最新機器・機械の展示会・実演会の開催 

 ・ｽﾏｰﾄ農業技術の導入効果等を実証する実証農場の設置 

 ・ｽﾏｰﾄ農業技術を活用した機器・機械の導入支援 

 ・ICTや AIを活用した新たな栽培支援技術の開発 

②就農・就業支援体制の強化 

 ・地域就農ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの増員  

 ・就農候補地の生活環境を体感する体験ﾂｱｰの実施 

 ・農福連携推進のための人材育成講座の実施 

③就農研修拠点の拡大・就農研修の充実 

 ・「飛騨牛繁殖研修ｾﾝﾀｰ」の整備 

 ・ｽﾏｰﾄ農業技術研修用の機器・機械の導入支援 

④農業経営の安定化・労働力の確保対策 

 ・生産者等が共同で経営する法人の設立支援 
 ・ﾎｳﾚﾝｿｳの出荷調製作業共同化の仕組みづくり 
 ・外国人の新たな就労に係る相談窓口の設置 

⑤担い手への農地の集積・集約化の推進 

 ・集落営農の組織化・法人化に向けた支援 

 ・農地相談にきめ細かに対応する専門職員の設置 

 ・農地中間管理機構と連携した基盤整備の実施 

⑥農林系アカデミー・農業大学校の運営向上 

 ・若年層を対象とした各校の見学体験ﾂｱｰの実施 

 ・各校が連携した合同授業や教員の相互交流の実施 

 ・教員の最新技術習得のための企業研修の実施 

 

⑦東京ｵﾘ･ﾊﾟﾗ大会に向けた県産農畜水産物の利用促進 

 ・農業大学校の ASIAGAP取得に向けた施設の改修等 
 ・岐阜県 GAP指導員の増員、活動強化 
 ・都内ﾚｽﾄﾗﾝにおける県産 GAP食材のﾒﾆｭｰﾌｪｱの実施 

⑧TPP・EPA等を追い風とした県産農畜水産物の輸出拡大 
 ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱをﾀｰｹﾞｯﾄ国とした飛騨牛ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの展開 
 ・県産鮎の海外推奨店制度の創設 
 ・米、ﾘﾝｺﾞ等新規輸出品目の輸出に向けた取組支援 

⑨農畜水産物の高付加価値化・販路拡大 

 ・食と農のｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ「ｼﾞ･ﾌｰｽﾞ」を「観光・食・ﾓﾉ」 
  の情報発信拠点としてﾘﾆｭｰｱﾙ 

 ・ｹﾞﾉﾑ解析技術等による県ｵﾘｼﾞﾅﾙ新品種の開発促進 

⑩生産から販売までを見据えた戦略的な産地づくり 

 ・主食用米の計画生産と転作の推進 
 ・産地競争力強化に向けた施設等の整備支援 

 ・衛星ﾃﾞｰﾀを活用した米の食味ﾏｯﾌﾟの作成 
 ・加工・業務用野菜の生産拡大支援 
 ・温暖化に適応できる栽培技術の開発 
 

⑪力強い農業を支える農業生産基盤の整備 

 ・ほ場の大区画化や水田の乾田化 
 ・中山間地域等のきめ細かな農業生産基盤の整備 

⑫県産花きの活用促進と販売力強化 

 ・「高校生花いけﾊﾞﾄﾙ全国大会」の開催 
 ・商品開発研修会や県ｵﾘｼﾞﾅﾙ品種「ﾌﾗﾝﾈﾙﾌﾗﾜｰ」の PR実施 
 ・中国への切花の試験輸出の実施 

⑬飛騨牛・酪農・養豚など畜産生産基盤の強化 

 ・酪農の就農研修拠点整備に向けた調査の実施 
 ・鹿児島全共に向けた遺伝子ﾚﾍﾞﾙでの優良母牛の選抜 
 ・「ﾎﾞｰﾉﾌﾞﾗｳﾝ」の種豚候補豚の育成、精液凍結保存、 
  再造成に向けたﾊﾞｲｵｾｷｭﾘﾃｨ機能を有する豚舎の整備 

⑭鮎王国ぎふの復活と発展 

 ・冷水病に強い新たな放流用種苗の開発 
 ・「清流長良川あゆﾊﾟｰｸ」における新たな体験ﾒﾆｭｰの実施 

⑮家畜防疫対策の推進 

 ・検査施設の整備、農場の防疫体制の強化 
 ・出荷自粛、搬出制限農場への経営支援 
 ・豚ｺﾚﾗに感染した野生ｲﾉｼｼの拡散防止対策 
 ・獣医師確保に向けた修学資金の貸付人数枠の拡充 
 

 
 ・大都市圏における創作ｱﾕ料理ﾌｪｱの実施 
⑱地域資源を活用した農村地域の活性化 

 ・農泊相談窓口の設置、ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟやｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け HP作成 

 ・地域外人材の受入体制の構築や「地域の仕事」をまとめ 

たﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの作成 
 ・荒廃農地の再生作業、土壌改良の取組支援 

⑲災害に強い農村づくり 

 ・廃止が望ましいため池の堤の撤去や埋立ての支援 
 ・ため池の決壊に備えた浸水想定区域図の作成 
 ・農業用ため池・農道橋等の耐震化・老朽化対策 
 

⑯世界農業遺産｢清流長良川の鮎｣の持続的な発展  

 ・「長良川ｼｽﾃﾑ」の価値を科学的に検証する基礎調査の実施 
 ・「長良川ｼｽﾃﾑ」を学ぶﾜｰｸｼｮｯﾌﾟや人材育成研修の実施 

 ・内水面漁業に関する研修生の受入れ等による国際貢献 

⑰鳥獣害対策・ジビエの推進 

 ・ICT を活用した捕獲器材の導入、有害鳥獣捕獲等への支援  
 ・ﾄﾞﾛｰﾝを活用したｶﾜｳ被害対策技術の研究開発 
 ・捕獲から消費までの一貫したｼﾞﾋﾞｴ供給体制の整備 
 ・首都圏のﾚｽﾄﾗﾝにおけるｼﾞﾋﾞｴﾌｪｱの開催 
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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 

◆ ３月下旬～４月下旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

３月下旬は、天気は周期的に変わった。 

平均気温は岐阜、高山ともに平年並となり、降水量は、 

岐阜、高山ともに少なくなり、日照時間は、岐阜、高山 

ともに平年並となった。 

 ４月上旬は、はじめ冬型の気圧配置となったが、高気 

圧に覆われて晴れた日が多くなった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに低くなり、降水量は岐 

阜は少なく、高山は平年並となった。日照時間は、岐阜 

はかなり多く、高山は平年並となった。 

４月中旬は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、 

中頃は低気圧や前線の影響により雨もあった。平均気温 

は岐阜、高山ともに平年並となり、降水量は岐阜は平年 

並、高山は少なくなった。日照時間は岐阜はかなり多く、 

高山は多くなった。 

 ４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。平均気温は岐阜、高山ともに高くなり、 

降水量は岐阜・高山ともに多く、日照時間は、岐阜は少 

なく、高山は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 ５月１１日～６月１０日までの天候見通し  

名古屋地方気象台５月９日発表  

 

 天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い。 向こう１か月の平均気温は、高い確率５０％

である。 

 週別の気温は、１週目は平年並または高い確立ともに４０％で、２週目は高い確率５０％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、期間のはじめは高気圧に覆われておおむね晴れるが、

その後は気圧の谷や湿った空気の影響で曇が広がりやすい。２週目は、天気は数日の周期で変わるが、平年

と同様に晴れの日が多い。３～４週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い。 

 

 

 

2018～2019 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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１ 水 稲 ～高温障害及び低温障害～ 

 育苗期及び本田初期は稲体が幼いため、高温または低温の影響により被害を受けやすい。ただし、育苗期

間はハウスの開閉や保温資材等により温度管理が可能なので、温度計を設置し極端な高温または低温になら

ないよう務める。 

 １か月予報（４月 18日 名古屋地方気象台発表）によると、第２週（４月 27日）以降の天気は、数日の周

期で変わり、平年と同様に晴れの日が多く、また気温は平年並からほぼ平年並の見込みとなっている。育苗

期間中に晴天が多くなる見込みのため、かん水のタイミングおよびかん水ムラには十分に注意する。 

 

   表１ 育苗期の限界温度と障害の症状 

 時期 温度 障害の症状 

高温害 

出芽期 ４２℃ 出芽率が極端に低下する。 

本葉期 

３０℃ 呼吸・消耗が盛んで異常徒長する。 

４３℃ ２０～３０分で生長点が枯死する。 

４９℃ １分程度で枯死する。 

低温害 

１葉期 ２～４℃ ２０時間程度で葉の奇形等が発生する。 

２葉伸長期 ５℃ ５時間程度で伸長が停止する。 

２葉展開期 ５℃ ５時間程度で葉のしおれが発生する。 

 

(1) 育苗期の高温障害 

   育苗期に 35℃以上の高温に遭遇すると障害が発生する。症状は、苗の葉先がよじれ、障害の程度が進行

すると苗が枯死する。高温障害の程度が軽い苗は、生育が一時的に停滞するが、適切な管理により次第に

回復する。苗が伸びず腐敗臭がするなど障害が重度の場合は、回復が見込めない。 

 

(2) 育苗期の低温障害 

   育苗期間中、特に緑化期から硬化初期に低温に遭遇すると苗の生育が止まり、生育ムラ、立枯れ、枯死

などの原因となる。また、硬化中～後期においても低温に遭遇するとムレ苗（生理障害による立枯症状）

が発生する。硬化期における強い冷風は、苗の葉先から脱水するため萎凋枯死状態となり、生育の回復が

困難となる。 

低温が予想される場合には、育苗ハウス等では保温資材で被覆するか加温して温度の低下を避け、折衷

苗代で硬化期に湛水可能な場合は深水にして苗を保護する。低温の被害が軽い苗については、薄い液肥か

硫安水を１～２回施用して症状の回復をまって移植する。被害が著しい場合は、直ちに播き直すか別に苗

を手配する。 

 

(3) 移植時から本田初期の高温 

   活着期は、最も水が必要となる時期であるため、移植後の灌水が確保できない場合は、移植を見合わせ

る。苗が徒長しムレ苗のおそれがある時は、葉先を１/４程、剪除して管理する。苗が肥切れした場合は、

薄い液肥か硫安水を施用する。 

 

(4) 移植時から本田初期の低温 

   植付直後に落水、または浅水状態の水田では、凍霜害となりやすく、枯死株、生育ムラ、生育遅延が発

生する。苗の活着の限界温度は 12～13℃といわれており、移植直後は、風などによる植え傷みが発生しや

すいので、冷風のあるときや凍霜害の危険がある時は、移植を見合わせる。水管理を均一化するため、田

面を均平にするとともに、凍霜害が予想される場合は、できるだけ深水にして苗を保護する。 

   凍霜害が発生したら、風がなく天気の良い日中は止水や浅水管理で地温を高めるようにするとともに、

強風または低温時の日中と夜間は深水にして苗を保護する。被害が著しい時は、除草剤の使用を遅らせる。 
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生育状況 

 果樹 

3月上旬まで、県下全体で平年より気温が高い日が続いたものの、3月 15日前後、及び 4月初旬に低く、

その後も 4月中旬以降平年以下で推移している。 

カキ、ナシ、モモは発芽期が平年より早かったが、3月中旬以降の低温でその後の進展は留まり、クリ、

リンゴも含め現在は平年並み～やや遅れとみられる。 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終
早秋 2019 3/2 4/5

2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15
平年 3/14 4/5 5/17 5/18 5/8

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

富有 2019 3/5 4/8
2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17
平年 3/18 4/9 5/19 5/20 5/24

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終
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
平年 3/15 3/26 4/10 4/8 4/12 4/18

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
平年 3/15 3/25 4/9 4/8 4/11 4/17

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　

丹沢 2019 (3/31) (4/29)
(新支所） 2018 3/30 4/20 6/8 6/5

(3/31) (4/21) (6/10) (6/6)
平年 4/1 4/27 6/15 6/12

筑波 2019 (3/29) (5/1)
(新支所） 2018 3/28 4/19 6/9 6/4

(3/29) (4/21) (6/10) (6/5)
平年 3/29 4/26 6/16 6/11

ぽろたん 2019 (3/30) (4/27)
(新支所） 2018 3/29 4/18 6/8 6/6

(3/30) (4/20) (6/10) (6/6)
平年 3/30 4/27 6/15 6/14

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均（旧支所データ）
（　）内は移転した新支所（標高440ｍ）の4年生樹の生育

雄花
満開

雌花
満開
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
茶 
 
新芽の萌芽期は揖斐郡池田町での萌芽予測調査から萌芽期は 4月 5日となり、平年より 2日早い生育と

なった。しかし、その後の低温により摘採は 4月 29日からとなり平年並の始まりとなった。 

この時期の晩霜害は、茶産地に大きなダメージを与えるため、気象情報を十分見ながら細心の注意をす

る必要がある。 

晩霜害対策については、3月に発行した 533号に記載しているので、参考にしていただきたい。 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 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
平年 3/28 4/27 4/27 4/29 5/4

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

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

開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終
つがる 2019 4/3 4/19 5/5 5/7

2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3
平年 4/4 4/17 5/2 5/6 5/12

ふじ 2019 4/3 4/18 5/5 5/7
2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3
平年 4/5 4/16 5/2 5/6 5/11

※　平年はH21～H30の過去10ヶ年平均

開花期
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

スマート農業の推進について 

１ はじめに 

  我が国の農業現場では、担い手の高齢化が急速に進み、労働力不足が深刻となっており、農作業におけ

る省力化や軽労化、新規就農者への栽培技術の承継等が課題となっている。近年、農業分野において、Ｉ

ＣＴやＡＩといった先端技術を活用した農業機器、機械等の開発が日々進歩し、ＧＰＳを活用した自動走

行技術やビッグデータに基づく栽培管理など、これまでに見られなかった最新の技術が農業現場で使用さ

れつつあり、担い手確保や労働力不足解消といった課題の解決に期待が高まっている。農業者からは、「自

らの経営に技術を活用したい」、「導入したときの効果が知りたい」などの声も寄せられており、本県農

業に対応した技術導入等の施策の展開が必要となっている。 

 

２ スマート農業の定義 

   スマート農業については、農林水産省の「スマート農業の実現に向けた研究会（平成２６年３月公表）」

において「ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能にする新たな農

業」と定義づけられている。この新たな農業の展開により、農作業における省力化や軽労化を更に進め、

新規就農者の確保や栽培技術力の承継等が期待される。 

 

     （引用：スマート農業の実現に向けた研究会：中間結果検討取りまとめ） 

 

３ 「岐阜県スマート農業推進計画」を策定 

 県では、平成 30年度に「スマート農業推進計画策定プロジェクトチーム会議」や「スマート農業推進検討

会」において検討を重ね、平成 31年 3月に「岐阜県スマート農業推進計画」を策定し、今後 5年間のスマー

ト農業推進に係る方向性を定めた。目指す将来像と目標は下記のとおりである。 

(1)目指す将来像 

■少ない人材での経営規模拡大の実現 

・トラクターや田植機等の農業用機械の自動運転や人手に頼っていた作業のロボット化などにより、少な

い人材でも生産が可能となっている。 

・水田畦畔の除草や水管理などの負担の大きな作業の自動化や、果樹の収穫・出荷作業などの重労働にお
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けるアシストスーツの活用などにより、作業負担の軽減や省力化・効率化が図られ、経営の大規模化が

進んでいる。 

■経験年数等にかかわらず誰もが取り組みやすい農業の実現 

・ハウス内の温度、湿度、ＣＯ２濃度等のデータを計測し、ハウス内の生育環境を自動で制御することで、

技術の標準化が図られ、熟練者と同等の生産が可能となる栽培体系が確立されている。 

・水田やハウスの位置情報、栽培履歴、生産管理などの情報をデータ管理し、作業者間の共有化を図るこ

とにより、経験年数等に関わらず誰もが取り組みやすい農業の環境が整っている。 

■単収の向上、高品質生産及び付加価値向上の実現 

・センシング技術やビッグデータの解析を基にした適切な肥培管理や最適な環境制御ができるシステムの

開発などにより、単収の向上、高品質化が進んでいる。 

・収穫適期、収量予測システムや果実の食感を非破壊で計測できる技術を活用した品質保証等により、農

産物の付加価値の向上が進んでいる。 

 

(2)５年後の目標 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用：岐阜県スマート農業推進計画より） 

 

４ 県の施策、事業 

 スマート農業の推進にあたり、平成 31年 4月、県農政課に 

「スマート農業推進室」が設置され、各種施策や事業推進を 

図ることとなった。4月 12日にはスマート農業推進室主催の 

「スマート農業担当者会議」が開催され、県庁関係各課や現 

地の農林事務所農業振興課、農業普及課の担当者を参集し、 

県スマート農業推進計画や各種事業の説明が行われた。 

 写真は、4月 12日：スマート農業担当者会議  
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【県事業の概要】 

(1)情報集約・発信 

・農業者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、岐阜県就

農支援センター（海津市）内に「スマート農業推進拠点」として、モデル温室及び展示棟を整備する。 

・スマート農業の導入に向けた意識づけや理解促進を図るため、先端技術の導入効果等を学ぶセミナーや

最新機器・機械等の展示会・実演会を開催する。 

(2)技術の実証・研修・普及 

・スマート農業技術の導入効果を実証するため、生産から出荷までの一貫した技術体系を組み入れた「ス

マート実証農場」を設置し、作業別労働時間や収益等についてデータ収集し、経営分析等を実施する。 

・水稲の水管理作業の省力化を図るため、水の取り入れを行う取水ゲートの遠隔操作や水田への自動給水

などの実証を行うモデル地区（パイプライン１地区、開水路２地区）を設置する。 

・スマート農業技術の導入により経営発展を目指す者に対して、ＧＰＳを活用したトラクターやＩＣＴを

活用した生産管理システムなど先端技術を活用した農業用機器・機械の導入を支援する。 

・品目や課題に応じた最適なスマート農業技術の導入に向け、農業者や生産者組織によるスマート農業専

門家の活用を支援する。 

・米の食味向上を図るため、衛星データを活用し、米のたんぱく含量を推計できる食味マップを作成する。 

(3)新技術の研究 

・トマトや花き、柿、米、牛等を対象として、国、大学、企業等と連携しＩＣＴやＡＩ技術を活用し省力

化や高品質化等につながる革新的な生産管理システムを開発する。 

 

５ 国が展開する事業の活用 

(1)スマート農業技術の開発・実証プロジェクト 

・国際競争力の強化に向け、近年、技術発展の著しいロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術を活用した「ス

マート農業」の社会実装を加速化するため、先端技術を生産から出荷まで一貫した体系として速やかに

現場に導入、実証する取り組みを行う。 

・事業内容「スマート農業技術の開発、実証。データ分析、解析を通じた技術の最適化」。 

・平成 30年度に公募が実施され、当該事業及び「スマート農業加速化実証プロジェクト事業」において、

全国で 69課題が採択された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （引用：農林水産省ＨＰより） 
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 ■岐阜県の採択課題 

「スマート農業を活用した高度輪作体系（３年５作）の構築による超低コスト輸出用米生産の実証」 

・実証地域：岐阜地域 

・概要 

   米の需要が拡大している海外市場への輸出に向けて、機械作業効率を究極まで高めた高度輪作体系（３

年５作）の実現と全ての作業工程における無駄を省いた作業の効率化、省力化による超低コスト輸出用

米生産技術体系を実証する。３年５作の高度輪作体系は、作物切替時に作業が集中するため、実現する

ためには各作業の効率化・最適な組み合わせが必要であり、このため、経営・栽培管理システムによる

生産工程の見える化やデータの共有、トラクターの有人機と無人機の２台同時作業、雨天・深水等の自

然条件に左右されない直進アシスト機能付き田植え機、ロボットコンバインのアシスト運転機能を活用

した自動刈取、育苗・移植作業が不要となるＶ溝直播栽培などの技術により、短期間での確実な作業完

了の実現を実証する。 

 ・実証グループ（コンソーシアム） 

   県農政部農政課が代表機関となり、岐阜農林事務所農業 

普及課、農業経営課、農産園芸課、農業技術センター、ぎ 

ふ農業協同組合、全国農業協同組合連合会、株式会社東海 

近畿クボタ、株式会社ヰセキ関西中部が共同実証機関、一 

般社団法人岐阜県農業会議が実証管理運営機関、農事組合 

法人巣南営農を生産者としたコンソーシアムを構成して技 

術開発及び実証を進めていく。 

                               （4月 11日：コンソーシアム会合） 

 

(2)次世代につなぐ営農体系の確立支援（持続的生産強化対策事業のうち） 

・持続的生産に向けた産地の課題解決のため、ロボット、ＡＩ、ＩoＴ等の先端技術を組み入れた新たな営

農技術体系の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               （引用：農林水産省ＨＰより） 
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 ■岐阜県の取り組み予定課題 

 ○課題：「出荷調整作業の見直しと高度なほ場管理システムの導入による夏ほうれんそうの持続的な営農

体系の確立」 

 ・取組主体：飛騨地域農業再生協議会 

 ・協議会メンバー：飛騨蔬菜出荷組合ほうれんそう部会、高山市、飛騨市、ＪＡひだ、飛騨農林事務所 

・取組内容 

①クラウド型生産管理システムの活用による生産管理体制の構築。 

②「高能率調製機」の省力性、作業制度及び設置方法の実証。 

  

○課題：「中山間地におけるドローンによる葉色測定に基づく追肥計画、自動給水機による点在する水田

の効率的栽培管理システムの現場実用試験」（恵那地域） 

 ・取組主体：中津川市苗木スマート農業協議会 

・協議会メンバー：生産者 3名、中津川市、ＪＡひがしみの、中山間農業研究所、恵那農林事務所 

・取組内容 

  ①水位監視システムの導入による省力化と栽培管理の検証。 

②ドローンのリモートセンシングを活用した肥培管理の確立と良食味生産ほ場の特定技術の検討。 

 

６ スマート農業推進に向けた普及指導員の役割について 

スマート農業技術は、農業者の経営を踏まえ、様々な相談内容から解決すべき課題を捉え、改善提案をし

ていく手段の一つである。つまり、スマート農業の推進とは、日頃の普及指導活動の一環であり、経営課題

の解決策としてスマート農業技術の導入が有効であれば提案し、他の解決手段の選択もあれば、複数の技術

の組み合わせの一つの手段として位置づけることもできる。  

ただし、スマート農業の技術導入に当たって、その技術の有効性や費用対効果など、普及指導員が情報収

集や認識をしていなければ、農業者への提案が難しいことも確かである。したがって、スマート農業技術を

有する企業や研究機関とのネットワーク構築、スマート農業に係る各種セミナーやシンポジウムへの参画を

通じ、積極的に情報収集を行う必要がある。県においてもスマート農業に係る研修を通じて普及指導員の資

質向上を図る計画であり、様々な情報ソースを活用し、農業者の経営課題解決の一つの手段としてスマート

農業技術を普及指導員が有する「技術の道具箱」に加えていただきたいと考える。 

 国や県の施策や事業を注視し、農業者への積極的な情報提供にも心がけ、今まで普及組織が培ってきた農

業者や産地との信頼関係を石杖とした現地での普及活動の展開に期待したい。 

 

 

   （引用：農林水産省ＨＰより） 
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土壌溶液の採取方法と土壌の基礎 

 土耕栽培では、植物の根は「土壌水に溶けている分子、イオン」を主に取り入れて生育している。（溶質が

溶けている溶液なので以後土壌溶液と記述する） 

 溶液から養分を吸収するということでは、土耕栽培は「トマトのポット耕栽培」・「夏秋トマト３S システ

ム」・「イチゴの高設栽培」などの養液栽培となんら変わらない。 

 植物が適正に生育するには、土壌溶液の量、組成バランスが重要となる。 量や組成を調べるということ

は、その時点の土壌溶液が植物の生育に適しているかどうかを調べる最も直接的な手段となる。 

 土壌溶液の量や組成は、降雨、潅水、蒸発、植物の吸収によって変動するので、1 回だけの分析で判断す

るのは難しい。しかし、栽培期間中に発生した養分の過不足による生育障害の原因解明の参考になると考え

る。なお、養液栽培の場合は排液を調べれば良い。 

 

■土壌溶液の採取について 

１ 土壌溶液の採取器具 

  

（１） 大起理化工業株式会社 「ミズトール」  

試験管（真空集液器）へ多孔質素焼管からチューブを介して土壌水を集める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）移植ごて 

（３）バケツ（水を入れる） 

（４）分析機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【移植ごて               【分析機器 例 HORIBA の 

    スコップで良い】                 LAQUA twin】 

    

 

オプション品番・品名 

（写真 e） 

DIK-8390-02 

チューブﾞ 50cm 

 

DIK-8391-53  

（写真 f） 

集液カップのみφ3mm×L100mm 

100本組 

DIK-301A-D2 

（写真 g） 

真空集液器ホルダ（10個 1組） 

DIK-301A-C2 

（写真 h） 

真空集液器 100本入り 

 

真空集液器

(h) 

真空集液器 

ホルダ(g) 

集液カップ

(f) 

チューブ 

(e) 

集液カップ

（f）樹脂性も

ある 
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２ 採取器具の設置、土壌溶液採取方法 

（１）事前準備 

  集液カップはあらかじめ 10 分ほど水に浸して空気を含まないようにしておく。 

 

（２）集液カップの設置  

  ①潅水チューブがある場合は約５ｃｍ離した株間へ、無い場合 

   は畝の中央とする。 

   深さ 15～20cm、幅 20cm 程度の穴を掘り、土壌中に水平に 

   設置する。（主要根群域とする） 

  ②５cm 土壌を埋め戻す。集液カップと土壌の密着を高めるため 

     に穴に水を約 500ｍｌ注ぐ。 

     空気を挟むと土壌溶液を吸引できない。     

  ③完全に土壌で埋戻し水を注ぐ。水が引いてからさらに密着を 

   高めるために軽く鎮圧する。集液カップは折れやすいので軽く行う。【穴に設置中の集液カップ】 

  ④さらに注水し、軽く鎮圧する。 

  ＊採取場所によりバラつきがあるので１区３カ所が望ましい。 

   生育の適正区、障害区を比較する場合はそれぞれ３カ所とする。 

  

（３）採取方法 

  ①真空集液器（採液管）を真空集液器ホルダーに奥まで差し込む。 

   針にかぶっているゴムのカバーは取り外しておく。 

  ②新品の真空集液器が無い場合は、注射器により集液器を減圧し 

   て使えばよい。その際吸引圧はできるだけ揃える。 

   （写真の注射器サイズだと 3回ほどシリンジを引くことになる） 

  ③ハウス内では灌水後、露地では降雨 1～2日後に吸引を開始する。 

  ④土壌溶液は 10ml 以上が望ましい。 

   土壌溶液が集液器内に貯まるまでには 30 分～１晩を要する。  【注射器による集液器の減圧】 

   ⑤最初に採取した土壌溶液は土壌と密着させるための水を含んでいるため、正確な濃度は把握できない 

   が、生育障害発生時に緊急に組成バランスを見る参考になる。 

   合わせて葉汁も調べると原因解明に近づくと考える。 

  ⑥１晩経過しても採取できない場合は、土壌との密着が悪く空気を吸っているか、潅水量に問題がある。 

 

（４）分析方法 

  現地で分析する際は「LAQUA twin」（HORIBA）、簡易反射式光度計「ＲＱフレックス」（関東化学 

 株式会社）を利用し、ｐＨ・ＥＣ・Ｃａ・Ｋ・硝酸態窒素を分析する。 

  ただし、両分析機器ではＭｇの測定はできない。 

  LAQUA twin のＣａ・Ｋのセンサーは、ほ場が変わるごとに調整が必要である。 
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３ その他の土壌溶液の採取方法 

（１） マルチ栽培等で集液カップを埋められない場合 

  土壌密着が難しいが、畝に垂直に集液カップを挿入する。 

  その際は主要根域群へ一定の深さとなるよう事前に穴を 

 空けて集液カップを挿入し、水を上から穴に流し込み土壌 

 密着を図る。 

 

 

 

 

                          【ダンポールに目盛を付けた穴あけ棒 

                           資材提供 農業技術センター 土壌化学部】 

 

（２） 土壌の深さ別に土壌水を調査したい場合 

   穴を掘り壁面に水平に集液カップを挿入していき、その後土で穴を埋める。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                    【平たい移植ごてが壁面を作りやすい 

                               資材提供 同センター】 

 

■土壌の基礎 

 土は固相、液相、気相からなり、土の体積の半分は孔隙で、さらにその孔隙体積の約半分は水で満たされ

ている。 

 土の固相：液相：気相の比は、およそ 50％：25％：25％となっている。この水は、間隙水、土壌水、土

中水、土壌溶液などと呼ばれている。 

 土壌溶液という呼び名があることからわかるように、土の液相は色々な溶質を溶かした溶液であり、植物

の根はこの土壌溶液から養分を吸収する。 

 土壌溶液に共通する主要な陽イオンはカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムとなっている。 

 陰イオンで多いのは、硝酸イオン、硫酸イオン、塩化物イオン、炭酸水素イオンで、栽培後の農用地では

硝酸イオンが残っていることが多い。ハウスの土耕栽培では、降雨による流亡が少ないことから土壌溶液の

イオンの合計濃度が高いことが多い。 

 植物の必須１６種の元素のうち、炭素以外の元素は土から吸収されている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

土 
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 水素と酸素は水として吸収される。もちろん酸素の多くは葉から吸収される。炭素も葉から二酸化炭素と

して吸収される。 

 他の元素は全て土壌溶液から吸収される。土壌溶液に溶存している分子、あるいはイオンを表皮細胞を通

して取り入れている。植物が正常に生育するためには、土壌溶液中に必須元素が適切な濃度で溶存している

ことが必要となる。 

 ちなみに、根は上記以外の形態の物も吸収できる。例えば窒素化合物であるアミノ酸、タンパクも吸収さ

れるが、土壌溶液に溶存する割合が低いので吸収割合は低い。 

 土耕栽培では土壌溶液の分子、イオンを主に取り入れて生育することから、養液栽培と同じく量だけでな

く溶質のバランスも重要ということになる。 

 肥料として供給された養分のほとんどはいったん固相（土）に吸着されている。根が土壌溶液の養分を吸

収し濃度が低くなると、減った分が徐々に固相から液相へ放出される。養液栽培に例えれば、土の固相はポ

ンプの付いた養液タンクといったところである。 

 ところで、土耕栽培の場合、植物は土から水を吸収する。水は重力によって下層に流亡する他に長く土に

留まっている水分がある、これを土の保水作用という。 

 土の保水作用は、土が微細な粒子から構成されいて、粒子間の微細間隙に毛管現象によって水が保持され

ているためである。 

 この土の間隙による水の吸引圧を pF値や Pa(パスカル)で表示している。降雨 24 時間後には大きな間隙の

水は流亡し、0.1mm程度の小さな間隙に水が保水される。この時の吸引圧は pF1.5（3ｋPa）に相当し、ほ場

容水量とも言う。 

 植物の根の最大吸引圧は非常に強く pF4.2（1500kPa）相当である。その後、土が非常に乾燥し pF4.2以上

の吸引圧が必要な場合は根は水を吸収できなくなる。ただし、実際は作物にとっての適正な吸引圧の範囲は

ｐF1.8～3.0である。 

 

 引用文献 土壌診断のための土壌科学の基礎(2011年 11月２版) 

       福岡県農政部 農業技術課 小田原孝治 

       九州大学 大学院農学研究院 和田信一郎 

     

      野菜栽培の基礎（農文協）  

       池田英雄 川越英夫 

       

      第 84回養液栽培研究会・特別講演 養液栽培の基礎（2018年 11月 8日） 

 

 

植物の必須１６元素 

・多量要素  

  C（炭素）  H（水素）  O（酸素） 

  N（チッソ）  P（リン酸） K（カリウム） Ca（カルシウム） 

  Mg（マグネシウム） S（硫黄） 

・微量要素 

  Fe（鉄） Cu（銅） Zn（亜鉛） Mn（マンガン） Mo（モリブデン）  

  B（ホウ素） Cl（塩素） 

 


