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  今 月 の 農 政 情 報   

 

「岐阜県中央家畜保健衛生所」の移転整備 

～岐阜県と岐阜大学との連携～ 
 

１ はじめに 

県と岐阜大学は、平成２６年３月に「家

畜衛生に係る教育と防疫等の連携に関す

る協定」を締結し、その連携事業を行う

拠点として「中央家畜保健衛生所」の移

転整備を進めてきた。移転先は、岐阜大

学の敷地内であり、国立大学法人内での

家畜保健衛生所の整備は、全国初となる。

その移転整備が完了し、６月１６日に開

所の運びとなった。 

 

２ 整備等の概要 

(1) 経緯 

 大垣市の西濃総合庁舎内の本所と、岐阜市今嶺の高度病性鑑定センターに分散設置されていたが、設

置から築４０年以上と老朽化が激しかったことから、岐阜大学との連携協定の一環として、平成２６年

度からの３か年計画で、大学敷地内への統合、移転整備を進めた。 

(2) 開所に伴う効果 

① 施設の機能強化 

② 県と大学による連携 

ａ．産業動物獣医師の確保 

   インターンシップ実習の受入、高校生向けガイダンス 等 

ｂ．家畜防疫体制の強化 

   家畜疾病に関する新しい診断法確立、大学付属農場での防疫演習 等 

(3) 整備内容 

① 施設概要 

 高病原性鳥インフルエンザのような伝染病発生時に、迅速かつ安全な病性鑑定が行えるよう、最

新検査機器を導入し、家畜保健衛生所としては国内最高レベルのバイオセキュリティを完備してい

る。 

 本館棟の２階には県の検査室、３階には岐阜大学の「家畜衛生地域連携教育研究センター」を配

置し、県と大学が相互に連携しやすい構造になっている。 

ａ．所在地 岐阜市柳戸１番１（岐阜大学構内） 

  ｂ．建築物 

   ・延床面積  ４，２５１㎡ 

 ・本館棟（鉄筋コンクリート造３階建て 延べ２，２４２㎡） 

１Ｆ：事務室、会議室、一般検査室 

２Ｆ：高度病原体検査室、ウイルス、細菌、病理、生化学、遺伝子の各検査室 

３Ｆ：「岐阜大学応用生物科学部附属家畜衛生地域連携教育研究センター」の研究室、実験室、

実習室 

   ・解剖棟（鉄筋コンクリート造１階建て 延べ３２４㎡） 
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    解剖室、排水処理設備、焼却炉 

   ・その他（鉄骨造 延べ４０６㎡） 

    車庫・防疫資材棟、車両消毒棟、小動物飼育舎等 

 

 

 

 

 

 

 

中央家畜保健衛生所 配置図 
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② 全体事業費 

約１７億円 

③ 整備スケジュール 

平成２６年 ４月～平成２７年 ３月 基本・実施設計 

平成２７年 ６月～     １２月 造成工事 

平成２８年 １月～平成２９年 ３月 建築工事 

平成２９年 ３月          建物竣工 

平成２９年 ６月          業務開始 

 

 

 岐阜県と岐阜大学との連携に関する協定 

（家畜衛生に係る教育と防疫等の連携に関する協定） 

（目的） 

 家畜衛生に関する教育及び地域の家畜防疫体制等を促進・強化するため、両者が行う教育・学術研究

及び防疫・保健衛生に係る活動において連携と交流を図り、相互の一層の進展と地域社会の発展に資す

る。 

（連携事業） 

・家畜衛生の教育に関すること 

・家畜疾病等の学術研究に関すること 

・家畜の防疫・保健衛生対策に関すること 

・その他、両者が必要と認めること 

 

高度病原体検査室 ウイルス検査室 
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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となった

日が多く、旬の中ごろと３１日は低気圧や湿っ

た空気の影響で雨や雷雨となった。 

 平均気温は、岐阜、高山ともに高くなり、降

水量は、岐阜は少なく、高山は平年並となった。

日照時間は、岐阜は平年並、高山はかなり多く

なった。 

 ６月上旬は、はじめ寒気の影響で雨や雷雨と

なったが、中ごろは高気圧に覆われて晴れとな

った日が多かった。その後は低気圧や前線の影

響で、曇り、または、雨となった。 

 平気温は、岐阜は低く、高山はかなり低くな

った。降水量は、岐阜は平年並、高山は多かっ

た。日照時間は、岐阜はかなり多く、高山は多

かった。 

 なお、名古屋気象台は、「東海地方は６月７

日ごろ梅雨入りしたとみられます。」と発表し

た（平年値:６月８日ごろ、昨年：６月４日ごろ）。 

 ６月中旬は、高気圧に覆われ晴れた日が多く、

気圧の谷や前線の影響で雨となる日もあった。 

 平均気温は、岐阜は平年並、高山は低く、降

水量は、岐阜、高山ともにかなり少なかった。

日照時間は、岐阜、高山ともにかなり多かった。 

 ４月下旬から６月中旬までの降水量は、岐阜

で 152mm（対平年 40％）、高山で 109mm（同 42％）

となった。農業経営課では、6月 16日に「高温・少雨に対する農作物管理」を出し、少雨対策について生産

者等への指導を各農林事務所に呼びかけたところであるが、今後も気象の変動に留意し、農作物等への悪影

響がないようにされたい。 

 
今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ６月２４日～７月２３日までの天候見通し   

名古屋地方気象台６月２２日発表 

  

 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、平年並または高い確率ともに４０％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、平年並の確率５０％で、２週目は、高い確率５０％である。 
  
 

 

(平年：細線、本年：太線) 

2017 夏作半旬気象図(岐阜市) 

(平年：細線、本年：太線) 
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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月上から中旬に移植した水稲は、５月高温により移植後の生育も順調であった。しかし、５月末

以降に移植した水稲は、６月の低温（特に第１～第３半旬の最低気温）により生育への影響が散見さ

れている。特に中山間地においては、下葉の黄化が目立つ、分げつが少ない、などの症状が見られて

いる。これまでにも移植後の低温による茎数不足が発生した年には、それが穂数不足、更には作況低

下にも繋がったこともあるため、無効分げつを考慮して、平年の穂数を上回る茎数を早期に確保でき

るよう努める。むやみな追肥を施用するのではなく、浅水管理や軽い中干しを実施するなど、地温の

確保に努める必要がある。 
 

表 ６月の最低気温の比較 

 岐阜市（アメダス岐阜） 高山市（アメダス高山） 

旬 H29年 平年値 H29年-平年値 H29年 平年値 H29年-平年値 

第 1半旬 15.3 17.0 -1.7 9.6 12.0 -2.4 

第 2半旬 16.4 17.8 -1.4 11.6 13.0 -1.4 

第 3半旬 15.8 18.6 -2.8 8.9 14.0 -5.1 

第 4半旬 18.6 19.4 -0.8 12.6 15.1 -2.5 

第 5半旬 19.7 20.1 -0.4 15.2 16.2 -1.0 
 

東海地方の今後１か月の天気予報（H29年 6月 22日 名古屋地方気象台 発表）によると、気温は平

年並みから高いとするものの、平年に比べ曇りや雨の日が多いとされており、状況に応じ、長雨に向

けた今後の対策を図る。また、長雨の影響は、日照不足、低温として複合的に発生することがあるの

で、以下を参考に対策をお願いしたい。 

 

(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 

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 



 

- 6 - 

 

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され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、保守点検を行い、排水口にしっかりと繋ぐ。また、降雨直後にほ場の見回

りをおこない、確実に排水できているか確認する。 

     ・ 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。 

方法：１回目は播種後 25～30日後（４～５葉期）に、２回目は１回目の 10～15日後(平坦地では

２回目は無理)に実施する。ただし、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。 

 

 

 

３ 野菜  ～干ばつ対策～ 

(1) 事前対策 

     ○1  有機物の施用、深耕、土壌耕盤層破砕により、土壌を膨軟化し、保水力や排水力を高め、根群を拡

大させる。 

     ○2  排水溝、暗渠排水の閉鎖、うね間の両端を閉じる等、ほ場の乾燥を防止する。 

     ○3  雑草を除去し、敷きわら、敷き草、ポリエチレンマルチ等により土壌水分の乾燥を防ぐ。特に敷き

わら等は地温上昇抑制効果が大きい。 
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図１ 夏期の敷きわらが地温に及ぼす影響 

（敷きわら 3.3㎡当たり 4kg） 

     ○4  生育着果に支障がない程度に茎葉を摘除して、葉面蒸発を抑える。 

     ⑤ 雨よけ栽培の軟弱野菜には遮光資材を活用する。 

 

  (2) 応急対策 

    ① 土壌が極端に乾燥した後、急な多量の潅水をすると根の障害を起こし、被害が大きくなることがあ

るから、早めに潅水を開始するか、少量ずつ回数を多く潅水する。 

     ② 潅水は早朝または夕方に行う。畝間通路潅水は夜間に滞水しないよう掛け流しとする。 

     ③ 施用した肥料は乾燥により吸収が抑制され、土壌の乾燥進行により野菜の濃度障害が予想される場

合は追肥を控える。 

     ④ 軟弱野菜等草丈の比較的低い野菜では、応急的にべたがけ資材の被覆により乾燥を防ぐ。 

     ⑤ 収穫が近い野菜は早めに収穫するか、果菜類では整枝、摘芯等で収穫の中断、切上げをする。 

 

 

 

４ 果  樹 

＜生育状況＞ 

県内の主要果樹は、クリの開花期も終了し各樹種とも果実肥大期に入っている。カキ、ナシ、クリは春

先の低温で生育が遅れていたが、5月の気温が高かったことから 6月 26日の時点では、概ね平年並みまで

回復している。また、6月に入り降水量が少なかったことから果実肥大への影響が懸念されたが、生育状

況をみるとその影響は少ないと推測される。 

しかし、飛騨地域のリンゴ、モモは開花期までの生育遅れが 6月に入っても気温が低く、降雨が少なか

ったことから果実肥大は遅れている状況にある。 

今後、梅雨の後半は雨が多いと予想されるため、園の排水対策を徹底し、順調な生育を促せるよう管理

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2017 3/15 4/13 5/19 5/20 5/23

2016 3/13 4/3 5/13 5/14 5/18 9/27 10/4 10/11
平年 3/15 4/6 5/17 5/19 5/21 10/2 10/4 10/9

太秋 2017 3/18 4/13 5/19 5/20 5/23
2016 3/18 4/6 5/14 5/15 5/19 10/17 10/28 11/9
平年 3/20 4/10 5/17 5/19 5/22 10/15 10/24 11/1

富有 2017 3/21 4/14 5/21 5/22 5/24
2016 3/17 4/6 5/16 5/17 5/20 11/14 11/28 12/5
平年 3/20 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/18 11/29

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2017 3/19 4/2 4/15 4/15 4/17 4/22

2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17 8/1 8/19
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20 8/6 8/18

豊水 2017 3/17 3/31 4/11 4/12 4/14 4/18
2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15 8/29 9/5
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11

あきづき 2017 3/19 3/31 4/16 4/14 4/16 4/22
2016 3/16 3/26 4/6 4/6 4/9 4/15 9/9 9/9
平年 3/14 3/26 4/11 4/9 4/12 4/19 9/21 9/21

※　平年はH19～H28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

丹沢 2017 4/7 4/30 6/16 6/12
2016 4/1 4/24 6/10 6/8 8/25 9/3
平年 3/31 4/27 6/15 6/12 8/31 9/9

筑波 2017 4/5 4/29 6/17 6/11
2016 3/29 4/22 6/12 6/7 9/15 9/25
平年 3/29 4/26 6/16 6/11 9/18 10/1

ぽろたん 2017 4/6 4/28 6/16 6/13
2016 3/29 4/22 6/11 6/9 9/6 9/13
平年 3/30 4/27 6/16 6/14 9/11 9/17

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

雄花
満開

雌花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2017 4/1 4/29 4/29 5/2 5/8

2016 3/21 4/20 4/19 4/21 4/27 7/25 8/5
平年 3/25 4/27 4/27 4/29 5/4 8/1 8/13

昭和 2017 4/1 5/1 4/30 5/3 5/8
白桃 2016 3/22 4/21 4/20 4/22 4/27 8/9 8/20

平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/18 8/28
※　平年はH19～H28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 終 始 終
つがる 2017 4/7 4/21 5/7 5/11 5/16

2016 3/31 4/10 4/26 4/30 5/6 9/3 9/16
平年 4/4 4/18 5/3 5/6 5/12 9/4 9/20

ふじ 2017 4/8 4/21 5/7 5/11 5/16
2016 3/31 4/10 4/26 5/1 5/6 11/10 11/30
平年 4/4 4/17 5/3 5/6 5/12 11/11 11/30

※　平年はH19～H28の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期



 

- 9 - 

 

図１ カキの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ナシの果実肥大推移（左から幸水、豊水、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） 

 

＜気象災害対策＞ 

 ○ 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
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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、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する。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

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）

 

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） 

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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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。 

   ・ 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。 

 

 

 

５ 茶  ～干ばつ対策～ 

(1) 被害の症状 

     干ばつにより土壌成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、常時、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、かん水の効果の大きいことはもちろんである。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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６ 暑い時期の農作業  ～熱中症に注意！～ 

熱中症は高温により体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温等の調節機能がうまく働かなくなるこ

とで発症する。特に高齢者（満65歳以上）の患者が多く、平成28年の５月から９までに全国で救急搬送され

た熱中症患者のうち半数を高齢者が占めた。高齢化が進んでいる農業分野では注意が必要である。 

下記に「農作業安全リスクカルテ解説書」（農林水産省：平成28年度農作業安全総合対策推進事業 平成

29年３月発行）より「熱中症の予防と対策」を紹介するので、今後の農作業について留意されたい。 

 

(1) 熱中症予防 

《なぜ》 

    ハウス内作業のように高温多湿な環境、製茶作業の火炉周辺のように熱気を感じながら作業すると、

体力を消耗し熱中症になる危険性があります。熱放射がない場合、軽作業では温度が 20～25℃程度、相

対湿度 30～70％程度が快適に作業できる範囲と言われています。熱放射がある場合やきつい作業ではさ

らに温度を低くする必要があります。  

《ポイント》 

    涼しく作業するための対策としては、以下の点に配慮します。  

①熱源と作業者を隔離する、②風を体にあて熱を放出する、③汗を蒸発させて熱を放出する、④自分

自身からの発熱を抑える、⑤水分を適切に補給する。  

〔屋外〕 

   ① 温度計を設置して、30℃以上の暑い時期をはずして作業します。 

   ② なるべく木陰や室内で作業します。 

   ③ 涼しい服装をし、濡れタオルや保冷剤を体に巻きます。 

   ④ 汗で失われた水分や塩分をこまめに補給します。  

〔屋内〕 

   ① 日光を遮光します。（例：日除け、ブラインドを掛ける） 

   ② 外気を効率よく取り込みます。 

   ③ 循環ファンで室内の空気を強制的に循環させます。 

   ④ 作業舎内にクーラー等空調設備を設置します。 

   ⑤ 作業舎に空調設備を設置できない場合は、扇風機やスポットクーラーで作業者に直接風を当てるよう

にします。 

   ⑥ また、作業舎近くに空調のある休憩室を用意します。出入口はドア又はカーテン等で冷気が逃げない

ようにします。 

   ⑦ 天井に断熱材を貼り、屋根からの熱放射を防ぎます。 

   ⑧ バーナー等の熱源と作業者を離すか、断熱材で隔離します。（例：つい立てを立てる）また、加熱さ

れた空気を局所排気します。 

 

(2) 熱中症対策 

《なぜ》 

高温・多湿な環境で作業すると、熱中症にかかりめまい、頭痛、吐き気を感じ、意識を失うことがあ

ります。最高気温が 30℃以上の日に多発し、特に注意が必要です。熱中症には、熱虚脱・熱疲はい（脳

血流不足：めまい、頭痛、吐き気）、熱けいれん（塩分不足：筋肉けいれん）、熱射病（脳障害：発汗

停止、意識障害）の３種類があり、適切な対策が必要です。  

《ポイント》 

   ① のどが渇かなくても 30分～１時間毎に 0.1～0.2％の食塩水、スポーツドリンク等を補給します。 

   ② 服は襟や袖が緩く涼しいものを着用します。保冷剤は首元や脇の下等に当てて体を冷やします。夜更

かしや深酒を避け体調を整えるようにします。 

   ③ 作業の改善  
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ａ．作業場周囲に散水し、風通しを良くします。また、涼しい時間に作業し、通常より頻繁に短い休憩

をとります。  

ｂ．休憩室に冷房機を設置し、25℃程度にします。冷たい飲物、横たわる場所を用意します。 

   ④ 暑さ指数（ＷＢＧＴ）について  

暑さ指数（ＷＢＧＴ（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe Temperature）は熱中症を予紡することを

目的として 1954年にアメリカで提案された指標です。単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されますが、

その値は気温とは異なります。暑さ指数は人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、

人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、②日射・輻射（ふくしゃ）など周辺の熱環境、③気温の

３つを取り入れた指標です。  

温度基準 （ＷＢＧＴ） 注意すべき生活活動の目安 注意事項 

危険 （31℃以上） 全ての生活活動で起こる危険性 高齢者においては安静状態でも発

生する危険性が大きい。外出はな

るべく避け、涼しい室内に移動す

る。 

厳重警戒 （28～31℃ ＊注） 外出時は炎天下を避け、室内では

室温の上昇に注意する。 

警戒 （25～28℃ ＊注） 中等度以上の生活活動で起こる

危険性 

運動や激しい作業をする際は定期

的に充分に休息を取り入れる。 

注意 （25℃未満） 強い生活活動で起こる危険性 一般に危険性は少ないが激しい運

動や重労働時には発生する危険性

がある。 

注）（28～31℃）及び（25～28℃）については、それぞれ 28℃以上 31℃未満、25℃以上 28℃未満を示します。  

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」（2013）より  

 

(3) 熱中症にかかった場合の応急手当 

熱中症は初期（軽度）のめまいや立ちくらみ、筋肉痛、大量の発汗から、中度になると頭痛、吐き気、

力が入らない、重症になるとけいれん、意識喪失等の症状を呈し、最悪の場合は死に至ります。熱中症

と思われる際は、以下の応急手当を行います。 

＜意識あり（意識がある、反応が正常な時）＞ 

   ① 速やかに涼しい場所へ避難させる。 

   ② 衣服をゆるめ、体を冷やす。 

   ③ 水分・塩分を補給する。 

   ④ 症状が改善しない、水を自力で飲めない場合は医療機関へ。 

＜意識なし（意識がない、普段と様子が違う、反応がおかしい） 

   ① 救急車を要請する。 

   ② 速やかに涼しい場所へ避難させる。 

   ③ 衣服をゆるめ、体を冷やす。 

 

◎ 熱中症の症状が重そうだったらすぐに救急車を呼ぶことが重要です。  
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

いちごの連続出荷は ①遅植 ②厳寒期の環境制御 

 

１ はじめに 

いちごは、シーズン（12月～４月）を通じて安定的な量を出荷することが実需者から要望されている。

しかし、県育成品種「濃姫」は感温性が高く、近年の温暖化傾向により、頂果房と第２果房の花芽分化

が前後して冬春期に出荷の端境期が生じたり、逆に高温期には集中出荷するなど、シーズン中に出荷量

の極端な増減が生じることが増加している。 

 

２ 過去の花芽分化の適正化に向けた取り組み（岐阜農林事務所） 

岐阜農林事務所では平成 26～27年にかけて「濃姫」の頂果房の花芽分化を適期（９月 18～20日）に

コントロールするため、育苗時の施肥（窒素中断時期）改善の実証を行った。 

今までの育苗管理時の肥培管理は、ランナー切り離し後の７月中旬に IB化成２粒、メイポット１粒、

ロングトータル 391・70日タイプ１ｇのどれかを使用し、８月中旬から窒素を中断する技術である。し

かし、これらの肥料は、近年の夏の異常高温の影響で８月上旬に肥料が切れ早く花芽分化し、収穫開始

が 11月上中旬になり、需要期の 12月中下旬には収穫量が減ってしまう。そのため、８月下旬まで肥料

が効くことをめざして、①ロングトータル 391・100日タイプ２ｇ、②同 140日タイプ２ｇ（溶出期間が

長いため 70日の倍量を施用）を使用し、異常高温でも花芽分化が早まらないような技術確立をめざした。 

平成 26年の実証では、花芽分化をおおむね適期にコントロールはできたが、慣行区と大差がなかった

（表１）。また、平成 27年の実証では７月下旬から８月上旬にかけて例年よりもかなりの高温とそれに

伴う潅水量を多くした影響で、どの実証区においても肥料分が早く溶出し、花芽分化が早くなる結果と

なり（表２）、濃姫の頂果房の花芽分化を育苗施肥でコントロールするのは難しいと考察している。 

 

表１ 花芽分化日（H26）                表２ 花芽分化日（H27）     

実証ほⅠ         実証ほⅡ         実証ほⅠ       実証ほⅡ 

 分化日 

(9月) 

ﾛﾝｸﾞ 70 19.2 

ﾛﾝｸﾞ 100 20.0 

ﾛﾝｸﾞ 140 21.2 

 

 

 

３ 他県の連続出荷の事例（現代農業 2015、12月号） 

熊本県において品種「さがほのか」で連続出荷を行い、単収も 5t台から 7～8tに向上した生産者がみ

える。今までは１番果の花芽分化を確認後、９月 15日前後に定植するのが一般的で、１番果と２番果の

収穫に間が空いてしまったが、友達のハウスでたまたま植え遅れた畝がちゃんと休まないで出荷できた

ことをヒントに、定植を２週間遅らせて９月末に行ったところ、暑い年でも寒い年でも連続出荷ができ

るようになった。 

ただし、定植を遅らせただけの苗はポットで徐々に勢いを失うため、たんに遅植えだけでは花芽分化

はできても１番も２番果房もたいした実がとれない。そのため、８月中旬から定植までの間、草勢が落

ちないように苗に４～５日間隔で液肥を葉面散布したり、定植時に植穴にリン酸肥料をおいて活着促進

を図っている。 

また、２番果の花芽分化を確認したら株づくり（栄養成長）にもっていく。花芽分化となる 10月７日

 分化日 

(9月) 

ﾛﾝｸﾞ 100 8.8 

ﾛﾝｸﾞ 140 12.3 

 分化日 

(9月) 

ﾛﾝｸﾞ 100 13.7 

ﾒｲﾎﾟｯﾄ 12.0 

 分化日 

(9月) 

ﾛﾝｸﾞ 70 18.0 

ﾛﾝｸﾞ 100 19.7 

ﾛﾝｸﾞ 140 16.7 

IB化成 16.7 

ﾒｲﾎﾟｯﾄ 15.0 
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前後に白黒マルチを被覆し（黒マルチは地温が上がり過ぎて花芽分化に影響）、天井フィルムを 10 月

17日前後に展張する等、他の生産者より作業を早く実施することで、初出荷は早植え生産者より逆に早

くなっている。 

そして、３番果房は気温が低く、日長も短いため、花芽分化が遅れる心配がないため、連続出荷のた

めに無加温ではなく夜間は６℃を確保し、早朝加温（光合成促進）と夕方加温（転流促進）に取り組ん

でいる。 

 

４ 県内の連続出荷の事例（土耕栽培、西濃農林事務所） 

(1) 遅植え（９月下旬定植） 

       平成 28年度に西濃農林事務所が調査した結果、平田

町で１、２番果房が連続している生産者（Ａ氏）がみ

えた（図１）。 

Ａ氏は９月 20～27 日を目安に定植を地域平均より

も遅めに行っていた。１番出荷は地域平均よりも遅れ

るものの、１～２月の厳寒期の出荷の落ち込みが少な

く、また地域平均は毎年３月下旬に集中出荷を迎える

が、Ａ氏はそうなっていない（図２）。なお、Ａ氏の

圃場には簡易ストーブ以外の暖房機やＣＯ２発生装置

等の設備はなかったが、１月 15日の圃場巡回時には日

中の温度は確保されていた。 

 

(2) 厳寒期のハウス内環境制御 

海津町で厳寒期に通風筒を用いた正確な温度管理（今月の技術第４７１号及び４７６号を参照）、

図１ Ａ氏の圃場視察（H29.1.15） 

図２ 遅植（９月下旬）生産者（Ａ氏）と地域平均との旬別単収比較 
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ＣＯ2発生装置とＣＯ2コントローラーを用いた炭酸ガスの日中施用を行い、光合成を促進させ、果房

の回転をあげることで、連続出荷を行っている生産者（Ｂ氏）がみえた（図３、４）。 

なお、通風筒（図５）での管理は、Ｂ氏によるといちごの果実品質については厳寒期は問題がない

が、逆に春に向けて最低気温が高くなる（平均気温があがる）ため、果実が少し先細りになることが

わかれば、最高気温を少しずつ低めにする管理に変更している。 

 

５ JA全農ぎふいちご新規就農者研修所（高設栽培）の取り組み 

研修所では、①収穫開始時期を遅らせること②定植苗を小さくすることの２つの手法を用い、経営の

中で収穫量の平準化を図っている。①は前述したので省くが、②は小苗を定植することで、頂果房に果

実をつけないように（着果負担を軽く）し、葉の回転を確保し、３番果房を早める方法である。 

12月下旬収穫開始では成り休みは見られず、また 12月収量を 300～500kg/10a程度に抑えれば、成り

疲れは少なくなり、逆に 12月に 500kg/10a（普通のポット育苗では 800kg/10a）以上では収量が多くな

るに従い、成り休みは顕著になるという。 

ただし、12 月は需要が高く販売単価が高いので、経営としては 3/4 は普通ポット（成り休みあり）、

1/4は定植の遅い作型か頂果房の果数を制限した育苗方法としている。 

 

６ おわりに 

いちごの花芽分化は高温、長日と高窒素条件で抑制されるが、９月 20日前に定植すると、気温が高い

だけでなく、地温も高いことから土壌からの窒素吸収も盛んで、２番果房の花芽分化前に栄養成長に傾

いてしまい、１番と２番の果房があくことになる。そのため気温の低い９月下旬に定植することが一つ

の方法としてあげられた（９月下旬まで苗の草勢を確保する施肥管理も必要）。また、小苗定植、厳寒

図４ Ｂ氏の圃場視察（H29.1.15） 図５ 通風筒 

図３   厳寒期に環境制御技術を行う生産者（Ｂ氏）と地域平均との旬別単収比較 
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期の環境制御技術等で果房の回転効率をあげる技術もあげられた。ただし、環境制御技術以外は需要（販

売単価）の高い 12月の出荷量が減少するため、経営の一部での導入が期待される。   

濃姫は日長よりも温度の影響を受けやすいため、気象条件によって花芽分化が左右されやすい。需要

期に安定的な出荷を行うには美濃娘等、温度よりも日長の影響を強く受ける品種へ切り替えていくこと

や各品種を組み合わせ、産地全体でみた出荷量の安定化を行うことも一つの方法である。 
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牧草の収穫調製と牛への給与について 

 

１ はじめに 

県内での飼料作物の栽培面積は平成 23年から 4,000ha前後で推移し、飼料用イネの作付面積が増加し

たことにより平成 27 年には 5,680ha に増加した（図１）。平成 27 年産飼料作物別の栽培面積は牧草

2,730ha、とうもろこし 246ha、ソルゴー48ha、飼料用イネ 2,633ha（図２）であった。現在、牧草の収

穫調製が最盛期であり収穫調製のポイントを解説する。 

 

図１ 飼料作物栽培面積の推移     図２ 平成 27年産飼料作物別栽培面積割合 

 

２ 適期に収穫 

牧草の生育ステージについてイネ科草は穂ばらみ期～出穂期、マメ科草は出蕾～開花前期に収穫する。

イネ科草とマメ科草の混播の場合は優占する草種に応じた時期に収穫する。この時期に収穫することで

栄養価が高く、サイレージ調製した場合は発酵品質が良く保存状態が良い状態で牧草を牛へ給与するこ

とができる。 

 

３ サイレージ調製時のポイント 

     牧草の収穫調製にはいくつかポイントがあり、特に重要な点をあげる。 

(1) 水分含量 

サイレージ調製時の牧草の水分含量は牧草の品質を安定させ、保存性を高め家畜の嗜好性を良くす

るために６０％程度が適切である。このため、モアーコンディショナーを使用し牧草を適切に予乾す

ることが重要である。 

なお、牧草の予乾が不十分で水分含量が７０％以上の場合は酪酸発酵がおこりやすくビートパルプ

添加による水分調整や乳酸菌資材を活用すべきである。また、牧草の水分含量が４０％以下の場合は

くん炭化の発生及び開封後の変敗が急速に起こるため注意が必要である。 

 

(2) 乳酸菌資材の利用 

さらに良質なサイレージを調製するため、あるいは収穫適期に作業ができない場合には乳酸菌資材

の利用が良い。その一つは、サイレージ調製時に牧草に含まれる糖分から乳酸を生成し、ｐH の低下

に伴い生成した乳酸から酢酸等を生成するヘテロ型乳酸菌が含まれる資材を利用することで二次発酵

防止効果と乾物回収率の向上及び繊維の消化性向上が期待できる（例えば Lactobacillus buchneri

を使用した牧草サイレージ調製用乳酸菌（11GFT、パイオニア社）など）。 

また別のタイプとして、サイレージ調製時に直ちに増殖する乳酸菌と発酵に伴いｐH の低下時にも

高い菌数を維持する特性の異なる２種類の乳酸菌を使用した資材を利用することで乳酸、酢酸割合が
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多く、酪酸割合が少ない発酵品質の維持が期待できる（例えば Lactobacillus lactis SBS0001 と

Lactobacillus paracasei SBS0003 を使用した牧草サイレージ調製用乳酸菌（サイマスターAC、雪印

種苗株式会社）など）。 

 

３ 牧草の飼料成分に注意 

     自給飼料である牧草は気候、肥培管理及び収穫調製の状況により品質にばらつきがある。そのため特

につぎの点に注意して牛へ給与する必要がある。 

(1) 硝酸態窒素 

       過剰の家畜糞尿を施肥した場合や、干ばつ、日照不足、低温などのストレスを植物が受けると光合

成がうまくいかず多量の硝酸塩を植物中に蓄積する。一方、牛の第一胃内に入った硝酸塩は微生物の

作用によって亜硝酸塩に変えられ、一定量の亜硝酸塩は微生物に利用されるが、それ以上の亜硝酸塩

は牛に吸収され血中でヘモグロビンと結合し、酸欠状態を引き起こす。 

       このような硝酸塩中毒を引き起こさないため硝酸塩を含む粗飼料の給与ガイドライン（メリーラン

ド大学、表１）を参考に給与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ミネラルバランス 

       牛へ牧草を給与する場合、牧草中のカリウム、カルシウム及びマグネシウムの含量について注意が

必要である。乳用牛ではカリウム含量の高い牧草での飼養管理で注意する点は低マグネシウム血症（グ

ラステタニー）及び低カルシウム血症（乳熱等）である（表２）。また、肉用牛ではカリウム含量の

高い牧草での飼養管理で注意する点は生草給与による低マグネシウム血症（グラステタニー）である

（表３）。 

乳用牛では乾乳期（初産近腹含む）には粗飼料中のカリウム濃度が乾物中 2.0％以下、泌乳期には

給与飼料全体のカリウム濃度が乾物中 3.0％以下になるように留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２． 乳用牛の飼料中のカリウム等の指標

飼養形態 カリウム等の指標（乾物） 家畜への影響 疾病

放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等

乾乳期 舎飼 粗飼料中のカリウム濃度は２.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等
泌乳期 舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等

表３． 肉用牛の飼料中のカリウム等の指標

飼養形態 カリウム等の指標（乾物） 家畜への影響 疾病

放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー

肥育牛 舎飼 － － －

育成期

育成期

繁殖牛

表１．粗飼料中硝酸塩の許容基準（メリーランド大学）

乾物中の硝酸態窒素濃度
（ppm）

給与上の注意

１０００未満 充分量の飼料と水が給与されていれば安全

１０００－１５００

妊娠牛以外は安全
妊娠牛には、給与乾物総量の50%を限度として使用
場合によっては牛が飼料の摂取を停止したり、生産性が徐々に
低下したり、流産を起こしたりする。

１５００－２０００
すべての牛に対して、給与乾物総量の50%を限度として使用
中毒死を含めて、何らかの異常が起こる可能性がある。

２０００－３５００
給与乾物総量の35～40%を限度として使用
妊娠牛には給与しない。

３５００－４０００
給与乾物総量の20%を限度として使用
妊娠牛には給与しない。

４０００以上 有毒であり給与してはいけない。
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(3) 飼料分析の活用 

       自給飼料である牧草は気候、肥培管理及び収穫調製の状況により品質にばらつきがある。したがっ

て牛へ給与する牧草のロットが替るたびに飼料分析値に基づき飼料設計することが望ましい。岐阜県

畜産研究所では硝酸態窒素、ミネラル（Ｋ、Ｃａ、Ｍｇ）等の成分対象とした飼料分析を実施してお

り、活用することをお勧めする（表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

     牧草の収穫調製のポイントは、①牧草の生育ステージの適期に収穫、②水分含量は６０％前後、③必

要に応じて乳酸菌資材の利用、④牛への牧草給与時には硝酸態窒素及びミネラル含量に注意、である。 
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表２． 乳用牛の飼料中のカリウム等の指標

飼養形態 カリウム等の指標（乾物） 家畜への影響 疾病

放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等

乾乳期 舎飼 粗飼料中のカリウム濃度は２.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等
泌乳期 舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 カルシウム欠乏 乳熱等

表３． 肉用牛の飼料中のカリウム等の指標

飼養形態 カリウム等の指標（乾物） 家畜への影響 疾病

放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
放牧 テタニー比（K/（Ca+Mg)）が2.2以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー
舎飼 給与飼料中のカリウム濃度は３.0%以下 マグネシウム欠乏 グラステタニー

肥育牛 舎飼 － － －

育成期

育成期

繁殖牛

表４．畜産研究所における飼料分析の概要

分析項目

成分分析
　一般成分（水分、粗脂肪、粗蛋白質、粗繊維、ＮＦＥ、粗灰分）
　ＡＤＦ、ＮＤＦ（総繊維）
　ミネラル（Ｃａ、Ｐ、Ｋ、Ｍｇ）
　硝酸態窒素

β－カロテン

分析手数料
成分分析：１３００円
β－カロテン：１３００円

分析日数 畜産研究所酪農研究部飼料受付日から１週間


