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 今 月 の 農 政 情 報    

 

農福連携の推進 

 ～農業と福祉の連携による共生社会の実現～ 
 

１ はじめに 

「農福連携」とは、農業者や農業団体等の農業サイドと社会福祉法人やＮＰＯ法人等の福祉サイドが

連携をすることで、農業分野で障がい者等が働く場所づくり、あるいは居場所づくりを実現しようとす

る取組みの総称である。 

担い手の高齢化と減少が進む農業分野と、障がい者や高齢者らの働く場の確保を求める福祉分野が連

携した「農福連携」の取組が各地で盛んになっており、農福連携に対する関心が従来にも増して高まっ

ている。 

2020年に開催が計画されている東京オリンピック・パラリンピックにおいて、同組織委員会が提供す

る飲食サービスに使用される農産物の調達基準である「持続可能性に配慮した農産物の調達基準」には、

「障害者が主体的に携わって生産された農産物」が推奨されるなど、農福連携の取組を後押しする動き

も見られる。 

こうした、農福連携の取組は、地域における障がい者等の就労訓練や雇用、生きがいや介護予防の場

となるだけでなく、高齢化や担い手不足といった問題を抱える農業・農村にとっても、働き手の確保や

地域農業の維持、更には地域活性化にもつながり、より一層の推進が求められている。 

 

２ これまでの取組み 

(1) 岐阜県における農福連携の取組みの経緯 

     岐阜県では、平成２６年度から農福連携の取組みがスタートした。当初は、健康福祉部が中心とな

り、農業者と福祉事業所のマッチングによる農作業受委託契約に基づく福祉的就労を主体に推進して

きたところであるが、平成２９年度からは、農政部において「障がい者農の雇用モデル支援事業」を

創設するなど、農業者が障がい者と雇用契約を結ぶ一般就労も推進している。 

また、障がい者の社会参加が進む中、障がいを理由とする差別が存在していることから、全ての県

民のために、障がいを理由とする差別を解消するとともに、一人ひとりの違いを認め合い、かけがえ

のない個人として尊重し合い、障がいのある人もない人も共に生きる社会づくりを目指して、議員提

案による「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」が平成２８年４月１日に

施行された。 
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表１ 岐阜県における年度別の主な農福連携の取組み 

年度 内容 概要 

平成 

26年度 

農業分野での障がい者の就労状況

アンケート調査の実施 

・福祉事業所と農業者を対象に、農業分野での障がい

者の就労状況を把握するアンケート調査を実施。 

農業に取組んでいる福祉事業所 約 29％ 

農業での施設外就労に取組む福祉事業所 約 5％ 

障がい者の受入れに関心ある農業経営体 約 56％ 

 

「岐阜県障がい者総合支援プラン」

の策定 

・障がい者の自立支援と社会参加に必要な施策と障害

福祉サービス等の見込量並びにその確保に向けた方策

等を定めるために策定（健康福祉部）。 

・農福連携は、社会参加を進める支援の充実の一環と

して位置づけ。 

 

平成 

27年度 

（福）岐阜県社会福祉協議会内に

「岐阜県障がい者農業参入チャン

レンジセンター」を設置 

・同センターに障がい者農業就労支援コーディネータ

ーを配置し、障がい者と農業者のマッチングを行うこ

とで福祉的就労を推進（健康福祉部）。 

 

「岐阜県農福連携地域ネットワー

ク会議」の設置 

・農福連携の円滑な推進方法を検討するために設置（健

康福祉部）。 

・委員は、農業・福祉の関係機関や岐阜大学等学識経

験者で構成。 

 

平成 

28年度 

「岐阜県障害のある人もない人も

共に生きる清流の国づくり条例」の

施行 

障がいを理由とする差別を解消し、共生社会の実現を

図り、もって県民福祉増進に寄与することを目的とし

て、議員提案により制定・施行。 

 

平成 

29年度 

（一社）岐阜県農畜産公社内にワン

ストップ農業支援窓口「ぎふアグリ

チャレンジ支援センター」を設置 

・同センターに農福連携推進専門員を配置し、農業分

野における障がい者の雇用に対する支援を行うことで

一般就労を推進（農政部）。 

・障がい者農の雇用モデル支援事業による農業者への

助成を実施。 

 ①障がい者雇用の賃金助成 

雇用労賃の助成（1/2以内） 

②職場環境改善の負担軽減 

障がい者 1名あたり 3万円/月（定額） 

・農福連携相談会を開催し、同センターや福祉事業所

等がブースを設置し、来場者の相談に対応。 

 

平成 

30年度 

ぎふアグリチャレンジ支援センタ

ー内に「農福連携推進室」を設置 

・岐阜県障がい者農業参入チャンレンジセンターの機

能をぎふアグリチャレンジ支援センターに統合し、ワ

ンストップで農福連携を推進。 

 

 

表２ 障がい者と農業者のマッチング実績（岐阜県障がい者農業参入チャンレンジセンター） 

 

 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

マッチング件数 8件 18件 6件 
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表３ 障がい者農の雇用モデル支援事業におけるモデル事業者（ぎふアグリチャンレンジ支援センター） 

 

(2) 「農福連携推進室」の新設 

農福連携支援組織の一本化を図るため、ワンストップ

農業支援窓口である「ぎふアグリチャレンジ支援センタ

ー」に、（福）岐阜県社会福祉協議会内の「岐阜県障が

い者農業参入チャレンジセンター」の機能を統合し、平

成 30年 4月に農福連携推進室を新設した。 

       農福連携のワンストップ総合窓口として、農業と福祉

の両サイドから農業分野における障がい者の就労拡大な

どを支援する。 

 

(3) 農福連携全国都道府県ネットワークの取組み 

三重県知事の発案のもと、岐阜県知事を含む６

府県の知事が設立発起人となり、平成２９年７月

１２日に農福連携全国都道府県ネットワークが設

立された。 

都道府県が連携して、情報の交換や発信、有効

施策の調査研究、国への提言などを実施すること

で、農福連携の取組みの更なる発展を図ることを

目的としている。 

平成３０年５月１１日は、会長である三重県知

事の他、副幹事長である岐阜県農政部熊﨑部長ら

が、農林水産省、厚生労働省、文部科学省に対して農福連携の促進に向けた提言を行った。 

 

表４ 農福連携全国都道府県ネットワークの概要（H30.5.11現在） 

役員 [会長] 三重県知事 

[副会長] 岐阜県知事、長野県知事、京都府知事、鳥取県知事、島根県知事 

[幹事長] 三重県農林水産部長 

[副幹事長] 岐阜県農政部長、長野県健康福祉部長、京都府健康福祉部長、 

鳥取県福祉保健部長、島根県健康福祉部長  

会員 45都道府県の農福連携主管部長（農業部局 17、福祉部局 28） 

取組み内容 農福連携の定着や発展に向けた情報の交換や発信、有効施策の調査研究、国への提

言などの実施 

主な活動実績 H29.7.12 

H29.9.2～3 

H29.11.6～7 

H30.1.20～21 

H30.5.11 

設立総会、座談会（東京都） 

農福連携マルシェ（京都マルイ） 

先進地視察、意見交換会（鳥取県） 

農福連携マルシェ（イオンモール京都桂川） 

国への提言（農林水産省、厚生労働省、文部科学省） 

 事業者名 新規雇用 
障がい者数 農場所在地 品 目 

１ ナブテスコリンク(株) ２名 垂井町 施設野菜(トマト、イチゴ) 
露地野菜(玉ねぎ等） 

２ 三宝化学工業（株） １名 揖斐川町 もやし 

３ (株)飛騨高山きのこの里 １名 高山市 菌床椎茸 
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３ 農福連携推進上の課題 

(1) 推進手法の確立 

農福連携は、取り組みの歴史が浅く、事例も少ないことから、推進にあたってのノウハウ、手法が

不足している。農業サイドの雇用労働力確保の観点から障がい者の雇用希望はあると思われるが、農

業者からは「障がい者に適した業務がわからない」「障がい者の事故やけがが心配」「環境整備が必

要」「障がい者との意思疎通など関わり方がわからない」といった障がい者の就労に対する不安の声

が多く聞かれる。 

また、雇用や作業委託を希望する農業者や、就労を希望する障がい者のニーズすら十分に把握でき

ていない。 

農福連携を推進するためのノウハウや情報を蓄積するとともに、推進手法を確立することが喫緊の

課題である。 

 

(2) 障がい者就労に対する理解の醸成 

農福連携の推進にあたっては、農業者の方には、障がい者雇用に関する知識の習得や就労ニーズや

環境づくりなどに関する理解を深めていただくことが必要となる。一方、福祉関係者の方には、農業

分野での就労に関する知識の習得や雇用ニーズや作業体系などに関する理解を深めていただくことが

必要となる。 

       さらに、農福連携の取組みを広げるためには県民の障がい者就労に対する理解の認識を深めること

が必要である。 

これら、農業分野における障がい者就労に対する理解の醸成を図るため、啓発活動が重要となる。 

 

４ 平成３０年度の主な農福連携推進施策の展開 

(1) 目的及び推進目標 

農業と福祉の連携により、農業分野における障がい者の就労の場の拡大を推進することで、障がい

のある人もない人も分け隔てなく共に安心して暮らせる社会の実現を図るとともに、農業の担い手確

保と地域農業の発展を図るため、次の３つの推進目標を掲げ、農福連携の活動を強化する。 

 

 

①農業者による障がい者の一般雇用の拡大（一般就労） 

②障がい者の農作業訓練の拡大（福祉的就労） 

③福祉事業所の農業参入の推進 

 

 

(2) 体制の強化 

①  農福連携推進室の新設によるスタッフの増員 

・  昨年度の障がい者農業就労支援コーディネーター２名、農福連携推進専門員１名の体制から「農

福連携推進室」スタッフを５名に増員 

②  関係機関との連携、協働活動 

・  岐阜県農福連携地域ネットワーク会議、障がい者の一般就労拡大連携会議等の開催 

 

(3) 活動内容 

①  推進手法の確立   

・  農福連携取組意向調査 

   アンケートや聞き取りによる福祉事業所、特別支援学校、農業者等の意向把握 

・  優良事例調査  

   農福連携に取組んでいる福祉事業所や農業者の優良事例を収集 

・  農作業の分析研究（トマト、いちご、ほうれんそう、菌床しいたけ） 

推進目標 
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   障がいの種類、程度に応じた農作業の切り出し、適性の分析研究 

・  農福連携取組ガイドブック作成 

   農福連携に取組む際の手法や留意事項等をまとめた手引書の作成 

②  啓発活動   

・  農福連携推進研修会 

   農業者向け、福祉事業所向け、両者向けの研修会を計３回開催 

・  農福連携相談会  

   農福連携のマッチングを推進する相談会を２回開催 

・  イベントにおける農福連携ブース出展  

   障がい者が生産に携わった農産物や加工品を販売するノウフク・マルシェ等を開催 

③  全国ネットワークの活動推進   

・  農福連携都道府県ネットワークの参画  

   幹事県（副会長）として、研修会、意見交換会、マルシェ等を開催 

 

(4) 推進目標別の取組み 

①  農業者による障がい者の一般雇用の拡大（一般就労） 

・  就業希望・雇用希望情報の収集 

   アンケートや聞き取り結果に基づき、福祉事業所、特別支援学校、農業者等の個別相談を実施 

・  障がい者受入体験への助成 

雇用労賃相当額の助成（定額）・30日間以内 

・  農業施設改修への助成 

   簡易ハード整備費用の助成（1/2以内） 

②  障がい者の農作業訓練の拡大（福祉的就労） 

・  施設外就労、作業受託のマッチング 

   アンケート結果に基づき、福祉事業所と農業者のマッチングを実施 

・  就労支援サポーターの派遣 

   農業に精通したサポーターを派遣し、障がい者への農業指導を実施 

③  福祉事業所の農業参入の推進 

・  経営開始相談 

   農業への参入を希望する福祉事業所に対し、相談活動を実施 

・  営農定着支援 

   農業参入した福祉事業所に対し、営農定着、経営発展に向けた指導を実施 

 

５ まとめ 

農福連携の取組みを持続的に発展させるためには、農業サイドも福祉サイドもメリットを享受するこ

とが必要であるが、農福連携の取組みの歴史は浅く、まだ十分な成果が上がっているとは言えない。 

しかしながら、障がいのある方が安心して適正に働くことのできる職場は、障がいのない方にとって

も同様に働きやすい職場である。また、障がいのある方が効率的に働くことのできる作業体系は、障が

いのない方にも応用できる。障がいのある人もない人も農業分野で効率的に働くことができる環境づく

りを進めることは、農業経営の発展につながり、農業サイドにおいても農福連携のもつポテンシャルは

高いと考えられる。 

農業と福祉の連携で、障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり、いわゆる「共生社会」の実

現を図るため、農福連携の取組みを強化していく。 
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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 

◆４月下旬～５月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

 

 ４月下旬は、高気圧に覆われ晴れる日が多

かったが、旬の中頃は低気圧や前線の影響で

激しい雨となるところがあった。 

平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く、

降水量は、岐阜、高山ともにかなり多く、日

照時間は、岐阜、高山ともに多かった。 

 ５月上旬は、高気圧に覆われ晴れる日が多

かったが、低気圧や前線の影響で大雨または

激しい雨となった日もあり、天気は周期的に

変わった。 

平均気温は、岐阜は平年並、高山は低く、降

水量は、岐阜はかなり多く、高山は多くなり、

日照時間は、岐阜は平年並、高山は少なくな

った。 

 ５月中旬は、高気圧に覆われ晴れた日が多

くなる一方で、低気圧や前線の影響で雨とな

る日があった。 

平均気温は、岐阜、高山ともにかなり高く、

降水量は、岐阜、高山とも平年並、日照時間

は、岐阜は多く、高山は平年並となった。 

  

 

 

今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ５月２６日～６月２５日までの天候見通し   

名古屋地方気象台５月２４日発表 

  

 期間の前半は、天気は数日の周期で変わるが、平年に比べ晴れの日が少ない。期間の後半は、平年に比べ

曇りや雨の日が多い。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率５０％である。降水量は、平年並または多い確率ともに４０％で、

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５０％で、２週目は、平年並の確率５０％で、３～４週目は平年並また

は高い確率ともに４０％である。 

 １週目のはじめは高気圧に覆われて晴れるが、その後は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、中頃は

雨が降る見込みである。２週目の天気は数日の周期で変るが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比

べ晴れるが日が少ない。３～４週目は、低気圧や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。 
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１ 麦  類  ～雨害対策～ 

麦類の収穫期に雨の多い日本では、穂発芽、赤かび病、褪色粒といった雨害が発生しやすい。麦類の雨害

は、穀粒の品質低下を招き、大きく商品価値を損なうことがあるため注意が必要である。平年の梅雨入りは

６月８日であるが、今年は出穂期以降の降雨も多く、また１か月予報（名古屋地方気象台 平成 30年 5月 24

日）によると、１か月の天気は平均気温は高い確率が 50％、降水量は平年並みまたは多い確率ともに 40％と

高いため特に注意が必要である。 

 

(1) 穂発芽 

穂発芽は、収穫前の降雨により立毛中に穂上の種子が発芽してしまう現象で、外観は発芽しているよ

うに見えないものでも、内部で発芽の過程が始まっている場合がある。種子の発芽が始まると、発芽の

ための栄養として種子に蓄えられているデンプンなどが消化、分解されてしまうため、品質が低下する。 

穂発生のしやすさは品種間で差があり、県内で栽培される主な品種の穂発芽性は表１のとおりである。

六条大麦の「ミノリムギ」、「ファイバースノウ」で「易」と穂発芽しやすい。 

穂発芽を防ぐには、耐性品種を導入することが最も確実であるが、天候をもとに穂発芽の発生を予測

し、収穫の計画を立てることが重要である。収穫期に気温が低く降雨があると、穂発芽が発生する可能

性は高くなるので、早めに収穫をおこない、収穫物をできるだけ早く乾燥させる。 

 

(2) 赤かび病 

平成 14年に厚生労働省が、赤かび病の作り出すかび毒（デオキシニバレノール）含有の暫定基準を

1.1ppmに設定したことを受け、農林水産省は食用麦の農産物検査規格について、赤かび病による被害粒

の混入率の上限を 1.0％から 0.0％に改正した。かび毒のリスク低減に対する要望は、高まっているが、

県内で栽培される主な品種の赤かび病抵抗性は、表１のとおりいずれの品種も「弱」から「中」であり、

赤かび病が発病しやすく、注意が必要である。 

今年は、赤かび病の被害が予想され、特に適期収穫を徹底し、赤かび病被害麦を仕分けして収穫する

ことも検討する。収穫後は速やかに乾燥させるとともに、乾燥調製施設における赤かび病被害麦の仕分

けを徹底し、粒厚選別や比重選別などにより被害粒を選別する。 

 

表１ 麦類の穂発芽性と赤かび病抵抗性 

麦種 品種名 穂発芽性 赤かび病抵抗性 

小麦 

イワイノダイチ 難 中 

さとのそら 難 中 

タマイズミ やや難 やや弱 

六条大麦 

ミノリムギ 易 弱 

ファイバースノウ 易 やや弱 

さやかぜ 極難 やや弱 

 

(3) 褪色粒 

褪色粒は、収穫が遅れ降雨により種皮の色があせて光沢を失い、品種本来の色から白っぽくなる現象

で、品位等検査の際には被害粒として扱われる。降雨による他、高水分で収穫した子実を高温で乾燥す

ると発生する。 

褪色粒を防ぐには、適期収穫に努めることであり、ほ場毎の収穫適期を的確に判断し、気象予報に基

づいて効率よく収穫作業を進めることが重要である。また梅雨入りすると収穫できる日数が限られるた

め、事前に収穫機械や乾燥調製施設を整備し、短期間で収穫作業を終えられるよう準備をする。 
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２ 大  豆  ～湿害対策～ 

大豆は湿害を受けやすい作物であり、特に発芽期は湿害に弱いので、表面水の早期排除等、排水対策を徹

底する。岐阜県の大豆の単収は減少傾向にあり、減収の要因として発芽期の湿害もその１つとなっている。 

 

(1) 麦－大豆体系での排水対策 

麦作ほ場で確保した排水性を利用して、大豆の播種作業をおこなう。麦の収穫は、良好な天候、土壌

条件でおこない、大豆の播種作業への影響を避ける。大豆の播種作業前には、額縁への連結と水尻の再

整備程度にとどめ、麦作時にほ場表面が堅くなりゴロ土が目立つ場合は、必ず砕土作業をおこなう。 

 

(2) 大豆単作での排水対策 

ほ場条件の良い時に排水対策を確実におこなう。ほ場の周囲とほ場内に明渠を設け、明渠の間隔は、

ほ場の区画、使用する農機、土質に応じて設定する。サブソイラー等の補助暗渠（弾丸暗渠）は、深す

ぎないように注意し、必ず明渠の底と繋げるように施工する。明渠は、降雨や播種作業等で埋まること

がよくあるので、保守点検を行い、排水口にしっかりと繋いでおく。 

 

(3) 湿害による出芽不良の対策 

湿害による出芽不良には、いくつかの原因がある。 

・  播種後の種子が土中で急激に水分を吸収し、種皮と種子内部の膨らみ方に大きな差ができ、子葉が

断裂したり亀裂が入り出芽率が低下する。この子葉の断裂や亀裂など物理的な破壊は出芽しても、そ

の後の生育に影響する。この対策として、種子の水分を 15％前後に調整し出芽を安定させる方法があ

る。 

・  播種後に過湿状態が、卵菌類（Pythium属菌、Phytophthora属菌）などの微生物を繁殖させ、出芽

率が低下する。この対策として、殺菌剤の種子処理（塗沫処理）し出芽を安定させる方法がある。卵

菌類に効果のある種子処理に登録のある殺菌剤は、シアゾファミド水和剤、チアメトキサム・フルジ

オキソニル・メタラキシルＭ水和剤、チウラム水和剤 等がある（2018年 5月 25日現在）。しかし、

過湿状態が長く続くと殺菌剤の種子処理をしても出芽率は低下するので、ほ場の排水対策は徹底して

おく。 

 

 

 

３ 野  菜  ～長雨対策～ 

水害は浸水・冠水の時間及び水温等によって被害程度が異なる。また、水害は野菜の種類によって被害に

対する強度が異なる。特に水田転作畑を利用した栽培では危険度が高い。 

一般に土壌空気率が 10％以下になると、根の呼吸に必要な酸素が不足して正常な生育が望めなくなり、根

腐れの原因となる。根の伸長に必要な空気率は 13～17％以上であり、根の活動を盛んにするには 20％以上が

必要である。 

表―１ 野菜の種類別冠水抵抗性（６月下旬） 二井内（1953） 

冠水程度 作物名 

5.5時間以下で影響を受けるもの きゅうり、トマト、キャベツ、だいこん 

７～８時間   〃 いんげん、ほうれんそう、かぼちゃ、たまねぎ 

１日間     〃 大豆、ごぼう、なす、セロリー 

(1) 事前対策 

①  低湿で浸冠水が常発する地域では十分な排水対策をしておく。 

ａ．排水溝や暗渠排水の整備  
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ｂ．排水ポンプの準備 

   ｃ．高あぜ、しゃ水壁を設置する。 

②  浸冠水が発生しやすい時期は予防策を考えた栽培をする。 

   ａ．高畝栽培  

ｂ．強雨による傷害や泥のはねあげ、土の流亡を防ぎ、土壌水分の安定を図るため、マルチ栽培をする。 

ただし、高温期は敷きわら、敷き草を併用する。 

ｃ．苗床は特に排水がよいほ場を選び、強風、豪雨にたたかれないようにビニール等で被覆をする。 

③  被害が発生しやすい地域では、は種時期や定植期を調整し、予備苗や種子を準備しておく。 

④  被害の常発期には病害虫の予防散布間隔を短くし、特に疫病や軟腐病の予防散布を励行する。  

(2) 応急対策 

①  地表面を速やかに排水する。 

   ａ．排水路の整備 

   ｂ．ポンプによる強制排水 

   ｃ．しゃ水壁（ビニール等）による雨水の侵入防止 

     排水が終わりしだい、洗浄を兼ねた予防散布を行う。 

②  土壌が乾燥して地表面が固まると土中は酸素不足となるから、早めに地表面を破る程度の軽い中耕を

する。 

③  根が洗い出された野菜は軽く中耕土寄せをする。 

④  肥料が流亡しているほ場が多いので生育回復の兆しが見えたら、500～600倍の液肥を施す。 

⑤  土壌に残っている肥料成分がわからないので速効性肥料による追肥を行う場合、品目によって耐塩性

（濃い肥料への耐性）が異なるので１回の追肥量は加減してください。 

｛EC=1は硝酸態窒素 20mg/100g相当｝ 

表-2 作物の対塩性 農林水産省 HPより 

 

 

 

３ 果  樹  ～湿害対策～ 

＜生育状況＞ 

3 月以降、県下全体で平年より気温が高い日が続き、4 月 8～9 日に一時的に気温が低かったが、

それ以降は高い気温が続いた。その後 5 月の上旬に気温の低い時期があったが、それ以降も平年

以上の高い気温で推移している。また、降水量は全体的に多い傾向にある状況にある。 

各地域とも 4 月上旬、5 月上旬における果樹について晩霜害の報告はないが、東濃地域でくりの

幼木・若木の凍害被害が平年より多い傾向という情報がある。 

県下全域で高い気温が続いている影響で、各樹種とも平年より 1 週間以上のかなり早い生育を

示している。5 月 28 日時点での生育状況は、平坦地のカキでは開花盛期が平年より 9 日早く（表

1）、ナシも開花盛期が平年より 11～13 日早くなった(表 2)。いずれも開花期は天候がよく、着果

は順調である。また、恵那地域のクリでは雌花の開花始期が 8～9 日早くなっている(表 3)。飛騨

地域のモモも開花盛期が 9～10 日早く（表 4）、リンゴも 15 日早い状況となっている(表 5)。今

対塩性 

（肥料濃度） 

ＥＣ(1:5) 

(mS/cm) 

品         目 

強い 1.5以上 ホウレンソウ、ハクサイ、アスパラガス、だいこん 

中程度 0.8～1.5 キャベツ、ブロッコリー、ネギ、にんじん、ばれいしょ、

さつまいも、トマト、かぼちゃ、スイートコーン、なす 

やや弱い 0.4～0.8 いちご、タマネギ、レタス 

弱い 0.4以下 きゅうり、そらまめ、いんげん 
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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。 

表１ かきの生育相（農業技術センター調べ） 

 

表２ なしの生育相（農業技術センター調べ） 

 

表３ くりの生育相（中山間農研中津川支所調べ） 

 

表４ ももの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2018 3/11 3/28 5/10 5/11 5/15 - - -

2017 3/15 4/13 5/19 5/20 5/23 10/4 10/10 10/16
平年 3/15 4/6 5/17 5/19 5/21 9/30 10/4 10/9

太秋 2018 3/13 3/31 5/10 5/11 5/16 - - -
2017 3/18 4/13 5/19 5/20 5/23 10/18 10/25 11/5
平年 3/19 4/9 5/17 5/19 5/22 10/15 10/24 11/2

富有 2018 3/14 4/1 5/12 5/13 5/17 - - -
2017 3/21 4/14 5/21 5/22 5/24 11/6 11/20 11/27
平年 3/19 4/10 5/19 5/21 5/24 11/6 11/18 11/29

※　平年はH20～H29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 2018 3/12 3/22 4/5 4/2 4/4 4/7 - -

2017 3/19 4/2 4/15 4/15 4/17 4/22 8/4 8/16
平年 3/16 3/27 4/10 4/9 4/13 4/19 8/4 8/17

豊水 2018 3/10 3/19 4/1 3/31 4/3 4/7 - -
2017 3/17 3/31 4/11 4/12 4/14 4/18 9/4 9/11
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/10 4/16 9/1 9/9

あきづき 2018 3/14 3/19 4/4 4/2 4/3 4/7 - -
2017 3/19 3/31 4/16 4/14 4/16 4/22 9/22 9/22
平年 3/14 3/26 4/10 4/8 4/11 4/18 9/19 9/19

※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　
始 盛 始 盛 始 盛 終

丹沢 2018 3/30 4/20 - - 5/25 - - - -
(新支所） (3/31) (4/21) - - （5/27） - - - -

2017 4/7 4/30 6/9 6/16 6/2 6/12 8/31 9/11 9/19
平年 4/1 4/27 6/9 6/15 6/2 6/12 8/31 9/9 9/16

筑波 2018 3/28 4/19 - - 5/24 - - - -
(新支所） (3/29) (4/21) - - （5/25） - - - -

2017 4/5 4/29 6/9 6/17 6/1 6/11 9/19 10/1 10/10
平年 3/29 4/26 6/9 6/16 5/31 6/11 9/18 10/1 10/8

ぽろたん 2018 3/29 4/18 - - 5/25 - - - -
(新支所） (3/30) (4/20) - - （5/27） - - - -

2017 4/6 4/28 6/10 6/16 6/3 6/13 9/11 9/18 9/26
平年 3/30 4/27 6/10 6/16 6/3 6/14 9/11 9/17 9/24

※　平年はH20～H29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

雌花雄花 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2018 3/22 4/23 4/21 4/22 4/27 - -

2017 4/1 4/29 4/29 5/2 5/8 8/4 8/14
平年 3/28 4/27 4/27 4/29 5/5 8/1 8/13

昭和 2018 3/23 4/22 4/21 4/22 4/28 - -
白桃 2017 4/1 5/1 4/30 5/3 5/8 8/20 8/28

平年 3/28 4/29 4/28 4/30 5/5 8/18 8/27
※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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表５ りんごの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜果樹園の湿害対策＞ 

梅雨期に入って 4～5 日雨続くと、それまで健全そのものであった樹でも、晴天時に葉が垂れて

水分不足の状態を示したり、きびしい場合には葉が黄化し落葉したり、果実もカキでは落果や‘ト

ラ柿’※１、ナシでは‘ゆず肌果’※２などの症状が、根の湿害を受けた結果として現れる。 

(1) 湿害発生の機構 

      春から夏にかけて発生する湿害は、急激に発生し（3～4 日程度）、症状もきびしい。地温が

高いほど短時間で発生する。この理由は土壌微生物が活動することにある。地温がおおよそ 15℃

になると、それまで休眠していた土壌中の微生物が活動を始める。微生物の中には生きるために

酸素を必要とするものと、酸素を必要としないものとがあるが、通常の土壌条件では、酸素を必

要とする微生物が大半を占めている。従って、春から夏にかけて樹木が活発に伸長、養分吸収を

行っている根と、活動を始めた微生物とが生きるための活動エネルギーを得るために盛んに呼吸

を行って、土壌中の酸素を消費する。この状態のときに長雨によって地表面からの酸素を供給す

る道（孔げき）が水浸しになると、根と

微生物は酸素不足に陥る。しかし、微生

物はこのまま死なず、生きるためにあら

ゆる手段を尽くして酸素を求めようと

する。すなわち、地表面から酸素の供給

を断たれた微生物は、土壌中の無機物や

有機物と結合している酸素を奪い取り、

それで呼吸を行う。その結果、酸素を奪

われた無機物や有機物は根に著しい毒

性を持つ還元物質（表 6）となり、これ

が果樹の根を著しく害し枯死させるの

である（図 1）。 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
つがる 2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 - -

2017 4/7 4/21 5/7 5/11 5/16 9/8 9/25
平年 4/5 4/18 5/3 5/7 5/12 9/4 9/20

ふじ 2018 3/30 4/6 4/23 4/26 5/3 - -
2017 4/8 4/21 5/7 5/11 5/16 11/16 12/5
平年 4/5 4/18 5/3 5/7 5/12 11/12 12/1

※　平年はH20～H29の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

図１ 春から夏にかけておこる湿害の機構 

表６ 土壌中で生じる有害物質 
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(2) 耐湿性 

      一般に果樹の耐湿性は、モモ・イチジクおよびナシはきわめて弱いのに対し、ブドウはやや

強く、カキは水田のあぜに植えてもよく育つほど耐湿性が強い（表 7）。 

耐湿性のやや強いブドウは、根の中に地上部から空気が送られる通期組織が発達しており、土

壌中から酸素がとれなくても呼吸ができる構造を持ち、さらに根に有害な還元物を酸化して無害

なものにしていると考えられている。 

一方、カキは根の中に渋を多く含み、この渋が有害物質と結合して根が害されるのを防いでい

るため、耐湿性が強いと考えられている。 

 

(3) 排水対策 

      ほ場整備の排水目安は、地表水は４時間以内に、土壌中の過剰水は 24 時間以内に排出できる

ことである。排水方法は、暗渠を設置し、土壌中の水分停滞を防ぐのが基本である。水田転換

園等で、暗渠を設置しないで開園したところでは、明渠を設置し、園地表面に停滞水が残らな

いようにする。 

なお、冠水した場合は、葉の黄変落葉等の症状が現れてからでは手遅れであるので、できる限

り速やかに土壌排水対策に努める。さらに長期の滞水で被害が発生した場合は、土壌表面が乾い

てから軽く中耕を行い、土壌中に酸素を供給して、新根の発生を促すとよい。 

 

※１‘トラ柿’ 

かき果実が生育中に著しい干害により果実が萎れ縦シワができ、その後の吸水で果 実

は回復するが縦シワが黒く残り、トラ模様になる症状。 

※２‘ゆず肌果’ 

なし果実の表面がゆずのように凸凹を生じたり、著しい場合は果頂部から赤道部にか 

けて硬化することもある萎縮性生理障害と考えられている。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

切花フランネルフラワー生産拡大への取組について 

１ はじめに 

本県では、平成 18年に矮性で四季咲き性品種「フェアリーホワイト」の品種登録出願を行い、鉢物の本格

生産が始まった。以来、中輪早生の「エンジェルスター」、クリーム色の「フェアリームーン」などが加わ

り平成 28年には出荷数量約 44万鉢、生産額 8千 7百万円（花き産業振興調査より）まで拡大した。 

一方、フランネルフラワーの切花生産は、出荷本数 17千本、販売額 2,353千円（H27JA全農岐阜実績）に

とどまっている。 

しかし、秋出荷が可能な四季咲き性切花品種「ファンシーマリエ」（H27.7.27出願公表）を育成したこと

を契機に生産拡大に取り組んでおり、その取組状況について紹介する。 

 

２ 背景と課題 

切花フランネルフラワーは、岐阜県農業技術センターが平成 19年に開発し

た品種「ファンシースノー」を活用して始まり、ブライダル用花きとして、

フラワーデザイナーなどから一定の評価を得てきた。 

しかし、ファンシースノーが春一季咲きで出荷時期が３～４月に集中する

ことや、その他の時期は切花品質が安定しないことから出荷量が少なく、花

き業界の認知度が低い状況である。 

新品種「ファンシーマリエ」が育成され、四季咲き性で切花品質も安定し

ているため、秋のブライダル需要期など出荷期間の拡大が可能となった。 

しかし、切花フランネルフラワーの需要はまだまだ小さく、出荷が集中す

ると単価が確保できないなど、生産拡大に向けた課題も多く残されている。  

 

３ 生産状況 

 切花フランネルフラワーは、岐阜フラワー研究会（事務局：ＪＡ全農岐阜）を中心に、栽培研修会、市場

調査などに取り組んでいるほか、ひるがのフラワーサークル・飛騨花卉出荷組合の中山間地、平坦部の鉢物

生産者においても切花生産が始まっている。 

 

 生産者数 

    岐阜フラワー研究会９名、ひるがのフラワーサークル２名、飛騨花卉出荷組合１名、 

その他１名 合計１３名 

 

４ 取組内容 

(1) 栽培技術の確立と新規生産者の掘り起し  

       新規生産者の掘り起しと栽培マニュアルづくりに向けて、栽培管理実証ほを設置（岐阜、西濃、揖

斐、中濃、可茂）し、各地域での生育特性の把握や栽培管理技術の習得を進めた。 

       特に、フランネルフラワー栽培では水管理が重要となることから、鉢サイズの違いによる土壌水分

の変化を調査した。Ａ区（８号鉢）とＢ区（６号鉢）の比較では、かん水がＡ区では４～７日間隔で

あったのに対し、Ｂ区は１～３日間隔との結果となった（図１）。 

       土壌水分もＡ区は 0.1～0.35m3/m3 に対し、Ｂ区は 0.11～0.25m3/m3と安定した結果となった。ま

た、各地域でＡ区では根痛みによる立ち枯れ症状も発生するなどのロスも発生したことから、鉢サイ

ズは６号が適正であると考えられた。H30年度もかん水管理の適正化に向けて継続して調査を行う。 

また、栽培実証に取り組んだ新規栽培希望者４名のうち１名は、他の品目との作業競合等により栽

培を取りやめることとしたが、３名は H30年度に面積を拡大して栽培したいとの意向を示している。 
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図１ 鉢サイズの違いによる土壌水分変化             【ﾌｧﾝｼｰﾏﾘｴ試作状況】 

図２ ファンシーマリエの作型     △：播種  ■採花 

 

(2) 需要動向等の調査 

       都内市場及び販売店を訪問し、切花フランネルフラワーの販売状況を調査を行った。花き市場は、

顧客が量販店中心や高級生花店中心などの特長があり、切花フランネルフラワーは高級生花店等に希

少な国産花きとして販売されている。 

       花店からは、「フランネルフラワーは、他の花では代替できない趣がある。大変日持ちが良く、一

度買ったお客さんはリピーターになってもらえる」と高く評価いただいた一方、「ブライダルのブー

ケでも数本使用するだけで、大量に使用する花ではない」との指摘や周年の安定出荷を要望された。 

       また、市場からは出荷が集中したときの対応のため、早く出荷情報を出して欲しいとの意見や、「ネ

ット販売全体の比率が拡大しており、画面上で確認できる項目（長さ、入数、輪数、花の大きさなど）

の規格を統一して欲しい。」との要望も出された。 

  

５ 生産拡大に向けた平成 30年度の課題 

 切花フランネルフラワーを岐阜県のオリジナル花きとして産地化を推進するためには、栽培・販売とも多

くの課題を抱えている。 

 平成３０年度は産地化に向けて、ＪＡ全農岐阜、生産者団体、県関係機関と共に、市場、実需者等と連携

した産地の販売戦略の策定や上位等級切花の安定生産に向けた栽培実証、新規生産者確保に向けた栽培マニ

ュアルの作成などに取り組みたい。 
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中型獣類による農作物被害について 

～ハクビシンやアライグマへの対策～ 
 

  野生鳥獣による全国の農作物被害は、侵入防止柵の設置や追い払い、シカやイノシシを対象とした捕獲奨

励等の対策を推進した結果、被害額は平成 22年度の 239億円をピークに減少傾向にあり、平成 28年度は 172

億円と、平成 11年度の国の調査開始以来、最も少ない額となっている。その中、シカやイノシシといった大

型獣類の被害額が大きく減少しているのに対し、全体に占める割合は少ないものの、ハクビシンやアライグ

マといった中型獣類の被害額が増加または横ばい傾向にある（表１）。ここでは、ハクビシンやアライグマ

を中心とした中型獣類の被害と対策について述べたい。 

１  中型獣類による農作物被害がなぜ増えたのか 

      近年、野生動物による農作物被害が減少傾向にある中で、中型獣類、特にハクビシンやアライグマに

よる農作物被害が増加傾向にある。これらの原因はなんだろうか。 

  (1) 人里は、エサが豊富で安全な場所 

        もともと山林の中で木の芽や実、小動物などのエサを探しながら移動を繰り返す生活をしていた野

生鳥獣にとって人里は、怖い人間がいるリスクはあるが、畑には野菜が栽培され、周辺には放任果樹

や廃棄された野菜等があり、探さなくてもエサが簡単に手に入る最高の場所に映るはずである。農作

物に被害を及ぼすのは、野生鳥獣がそれらをエサと認識してしまったからである。また、耕作放棄地

や空き家の増加、里山の荒廃など中型獣類にとって安全で居心地の良い場所が見受けられ、そこに居

つくようになる。 

(2) 気づかない被害 

        ハクビシンは熟したものや好みに合うものしか食べないので、好むエサを探しながら、あっちの畑、

こっちの果樹園といった具合に転々と被害を与えていく。しかし、夜行性でその被害も小さいため見

過ごされたり、鳥の被害と間違われたりして初期の被害が表面化しづらい。 

        アライグマは果樹や野菜といった農作物を好むが、カニやカエルといった水棲生物も好み、水路や

川の中を移動しながら手に触れた水棲生物を手当たり次第捕食している。水棲生物が被害にあっても

分からないため、人に気づかれないうちにアライグマが侵入していることが多い。アライグマが増え

た地域では、カエルの鳴き声が減ってしまった事例もあるとも聞く。 

ハクビシンやアライグマは、単独または親子で行動し、シカやサルのような大きな群れをつくらな
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いため、初期の被害は小さく気づかない場合が多い。しかし、ナワバリを持たず、複数の個体が重な

った生活圏をもちエサ場を共有するため、いったん増殖し始めると被害が拡大するのである。 

  (3) 大型獣類の影に隠れていた中型獣類の被害 

        集落や地域を囲うように設置された侵入防止柵は、農作物被害の規模が大きいシカやイノシシなど

大型獣類の侵入を防止する目的のため目合いが大きく、中型獣類に対する侵入防止には効果が薄い。      

侵入防止柵の設置により大型獣類の被害が減少することで、その影に隠れ見落とされていた中型獣類

の被害が注目されるようになってきたともいえる。 

(4) 中型獣類に対する知識の高まり 

      「こんなところに、こんな動物がいるはずがない」という思い込みが被害識別の目隠しとなってい

た。しかし、現場や対策に携わる関係者の中型獣類に対する知識向上やセンサーカメラ等の活用によ

り、加害獣の識別ができるようになってきたことが、中型獣類の被害額増加に関与しているといえる。 

      我が家の家庭菜園でもトウモロコシの被害があり、センサーカメラを設置して観察したところ、ア

ナグマがトウモロコシを倒して食べている様子が撮影されていた。また、屋外の水鉢の中に糞がして

あり、ハクビシンの仕業であることも考えられる。それまで、このような中型獣類がいるとは思いも

よらなかった。 

 

２  被害防止対策 

  (1) 気づいたらすぐ対策 

        ハクビシンもアライグマも群れをつくらないので、初期の被害はなかなかわからない。被害が分か

るようになったときには、複数の加害獣がいると思って間違いない。被害に気づいたら、まず被害元

の個体を正確に特定する必要があり、被害の現場やその周辺に残された痕跡を的確に見分けるととも

に、センサーカメラを活用して対象鳥獣の確認や頭数、活動時間、行動などの情報を収集し被害の状

況を把握する必要がある。その上で、早い段階での対策に着手することが重要である。 

  (2) 食べさせない 

        動物は食べなければ生きていけない。ある動物の数が増えたり棲息地が拡大したりするのは、そこ

にそれだけ食べられるものがあるということになる。被害にあっている集落内を見回ってほしい。知

らず知らずにエサになっているものが何かあるはずである。 

        中型獣類はほぼ雑食性で、甘いものが大好きだが、何でも食べる。野菜や果樹の収穫残渣、収穫さ

れない木の実、無造作に捨てられる生ゴミもこれらを引き寄せるエサとなる。農作物の被害を受けて

何もしないのも、野生鳥獣にエサを与えているのと同じことになる。また、家庭から出る生ゴミを狙

い、夜明け前にゴミ置き場を漁っている姿を見かけるとの話もある。まず最初に、これらを放置ぜず

適正に処理し、加害獣の口に入らないようにすることが対策の第一歩である。 

(3) 棲まわせない 

図 1 ねぐらを作らせないことが重要     野生鳥獣被害防止マニュアル（中型獣類編）より 
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      ハクビシンもアライグマも、人気のない木造建築の天井裏や壁の隙間にねぐらをつくることが多い。

また、ねぐらは生活圏に複数持っていて、転々と移りながら生活しているが、利用するねぐらの選択

はエサ場と密接な関係がある。夜行性のハクビシンが朝方明るくなるまで行動していられるには、近

くにねぐらがあるためであり、アライグマも出産後、子が自由に動けるようになると、一緒にエサ場

に近いねぐらへ移動してくる。ねぐらはエサ場への前線基地であり、繰り返し被害が発生する場所に

は、必ず近くにねぐらがあると考えて良い。したがって、ねぐらを作らせないようにすることが被害

対策において大きな意味を持つ。そのためには、日頃から見回り等を行い、人の気配を感じさせるこ

とが必要である（図１）。 

(4) 侵入させない 

現在、大型獣類対策用に設置されている侵入防止柵（恒久柵）では目合いが大きいため、中型獣類

の侵入を防ぐことは困難である。目合いを小さくして電気を併用すれば対応は可能であるが、費用が

膨大になり設置後の管理も必要となるので現実的ではない。中型獣類による農作物被害は、果樹や野

菜が大半を占めている（表２）ため、集落ぐるみではなく、個別のほ場を獣種に対応した正しい侵入

防止策で囲うことが最善の策と思われる。 

侵入防止柵による対策の基本は「相手を知る」ことにある。得意とする行動を知ることによって、

侵入を試みる動物が「本当に嫌がる」対策を組み立てることが可能となる。 

        中型獣類は侵入防止対策として、２種類に分けることができる。 

アナグマやタヌキなど登ることができない獣種の場合、ワイヤーメッシュ（目合い 7.5cm以下）や

トタン板などによる物理柵が有効で、トタン板は目隠し効果、金網やワイヤーメッシュ等の柵は強度

と高さにより物理的に侵入を防止する。ただし、穴を掘って侵入する恐れがあるので、柵の下部を埋

設するか、単管パイプで補強するなど柵の接地面は念入りに固定する必要がある。 

        一方、ハクビシンやアライグマなど登ることを得意とする獣種は、物理柵のみでは防ぐことができ

ないため、電気を利用した柵が効果的である。電気柵は費用がかからず安易な柵であるが、地上５～

１０cmの高さに線を張る必要があり、雑草による漏電のリスクが高くなるので雑草管理が確実にでき

ることが条件となる。 

埼玉県農業技術研究センターでは「電落くん」や「楽落くん」といった中型獣類に対応した侵入防

止柵を開発し普及を図っている。 

      （参考：埼玉県農業技術研究センターホームページ  鳥獣害防除研究  

http://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html） 

(5) 計画的な個体管理 

        「食べさせない」「棲まわせない」ことを徹底できれば、頭数増加の速度は減速させられるはずで

ある。しかし、増え過ぎてしまった場合には個体管理も同時に行う必要がある。個体管理とは捕獲に

よる個体数管理のことで、目的としては、①増え過ぎてしまった地域における個体数の減少、②新た

http://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html
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な地域に定着させない＝生息域を拡大させない、ためである。 

        どちらも重要な目的だが、これからは後者の「新たな地域に定着させない」が重要になると思われ

る。すでに被害が大きい地域ではこれらの動物に対する認識が高く迅速な対応も可能だが、新たに被

害が発生し始めた地域では対応が遅れる傾向にあり、手遅れになる恐れがある。 

 

おわりに 

  中型獣類の被害は、大型獣類や他の鳥獣の被害に隠れ、見過ごされてきた。被害が発生している地域でも、

ハクビシンやアライグマを見たことがないという住人もいる。これらの動物は順応性が高く、都市部にも生

息域を伸ばしており、特にアライグマは気性が荒く生活被害が出る恐れもあるので、早急な対策が求められ

ている。 

鳥獣害対策の基本は、ます被害を及ぼす鳥獣のことを知り、野生鳥獣に集落へ近寄ると危険だと思わせる

ことにある。農家の方だけでなく一般住民の方にもこれらの動物の生態や被害状況について理解してもらい、

地域ぐるみで対応していくことが重要である。 
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