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  今 月 の 農 政 情 報   

 

2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機とした 

    県内農産物におけるＧＡＰ認証の普及について 

 
１ ２０２０年に向けて 

(1) 戦略的インバウンドの推進 

   東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京オリ・パラ」という。）が開催される西

暦 2020 年は、ぎふ農業・農村基本計画の目標年度である平成 32 年に当たる。 

  同計画に記載されている岐阜県人口問題研究会作成の人口推移のグラフでは、2020 年の本県の人口

は 200 万人を割り込み 196 万人となり、このうち 65 歳以上が 30％超を占めると推測している。 

  人口減少と高齢化の急速な進展は日本全体の傾向であり農産物の生産・販売も国内消費のみに依存

するならば漸減してゆくことは避けられない。 

  これに対し農林水産省では、東京オリ・パラを契機として増加が予想される訪日外国人（インバウ

ンド）に日本食・食文化を堪能してもらい、彼らから日本の食の魅力が世界に発信されることにより、

我が国の農林水産物・食品の輸出拡大につなげ、本物を本場で食べてみたいというインバウンドを増

加させるという好循環を進めようとしている。 

  この際のインバウンドのニーズとしてオーガニック農産物などとともに、ＧＡＰが想定されている。 

 (2) ＧＡＰ認証の持つ意味 

ＧＡＰの事実上の世界標準となっている GLOBAL G.A.P.の前身である EUREPGAP は 1990 年代

のヨーロッパで生まれた。当時ＥＵでは、共通農業政策（CAP:Common Agricultural Policy）の持

続型農業推進の基本としてＧＡＰの遵守が推奨された。しかし各国それぞれでＧＡＰの審査基準と認

証制度が作られたため、国によって要求事項が異なるということが生じた。 

これに対しＥＵ各国に店舗展開する小売店は、各国ごとにバラバラなＧＡＰ規準では使いにくくコ

ストアップになることなどから、1997 年にＧＡＰ規準の統一のための組織 EUREP（欧州小売業団

体）を結成、ＥＵ加盟各国のＧＡＰ規範を参考に、評価基準を作成し 2001 年から認証を開始した。

(2007 年に GLOBAL G.A.P.に名称変更) 

GLOBAL G.A.P.が現在事実上の世界標準といわれるのは、GFSI が承認している認証制度であるこ

とが大きい。 

GFSI（世界食品安全イニシアチブ）とは、グローバルに展開する小売業、食品メーカーで構成さ

れる民間団体であり、世界において食品安全管理システムを主導していると言われる。 

その活動の一つとして、食品安全にかかわる認証制度（スキーム）の信頼性を判断・承認する仕組

があり、GFSI は対象とする認証制度が ISO22000（食品安全マネジメントシステムの国際規格）に

準拠したものとなっているかを審査する。つまり GLOBAL G.A.P.は認証制度として適正なシステム

となっているかを GFSI により審査、承認されているから、世界中で信頼されていると言える。 

GLOBAL G.A.P.は、農場を審査する「認証機関」と、その認証機関が認証を行うレベルに達して

いるかをチェックする「認定機関」が分かれている。ＪＧＡＰも同じく「認定機関」と「認証機関」

が分かれており、こうした認証制度は第三者認証と呼ばれ、牽制作用により認証の信頼性を保つ仕組

みとなっている。なおＪＧＡＰも GFSI の承認を目指すと発表している。 

GAP が本県の農業関係者に紹介されて久しく、普及組織等指導機関の地道な努力により自主的な

ＧＡＰ取組みは定着しつつあるものの、GAP 認証は、ＪＧＡＰが２者、GLOBAL G.A.P.申請中が１

者と少ない。 

ＧＡＰの要素として、・食品衛生、・環境保全、・労働安全があるが、農業生産の実際の中で実践す

るにはこれらを更に細分化した多数の項目の確認、記録が必要となり、GAP 認証の取得はハードル
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が高いと農業関係者からは考えられているようである。 

 しかし、上記のとおり、今後農業を展開する上で輸出や、外国企業との取引も視野にいれるならば、

取引先に対して生産物の確かさを主張する場合に、GAP 認証は必要となると考えられる。 

２ 「持続可能性」がキーワード 

2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックから、大会の開催にあたって「持続可能性」が求め

られるようになった。これは、イベントに関する ISO20121（イベントの持続可能性に関するマネジメン

トシステム）がロンドン大会に適用されたためであり、以降の世界的なイベントではこの基準に準拠す

ることが当然となっている。 

東京オリ・パラにおいても大会の運営、物品の調達等に「持続可能性」という文言が冠のように掲げ

られているのはこのためである。農産物の生産において「持続可能性」を保証するものが即ちＧＡＰ認

証である。 

３ 東京オリ・パラにおける食材調達基準 

 平成 29 年 2 月現在、東京オリ・パラ大会組織委員会持続可能性調達ワーキンググループは、物品調

達に係る共通基準案並びに食材（農産物、畜産物、水産物）の個別基準案を発表しており、平成 28 年

12 月に行ったパブリックコメントを受け基準策定に向けた作業を行っているところである。 

 農産物については、①食品衛生に関する法令順守と取り組み、②環境保全に関する法令順守と取り組

み、③労働安全に関する法令順守と取り組み、が求められ、ＪＧＡＰAdvance または GLOBAL G.A.P.

の認証がこれらを満たすものとして認めている。（直接表現されていないがＪＧＡＰBasic も認められる。

また、これらの第三者認証ＧＡＰで求めることができないものについては、都道府県等による第三者確

認も認めるとしている。） 

 また、ＧＡＰ認証を受けた上で、有機農産物、障がい者が主体的に生産した農産物、世界農業遺産の

地域で伝統的な農法で生産された農産物については、調達対象として「推奨」されることとされる。 

 畜産物については、農産物の要件である①～③に加え④としてアニマルウエルフェア（動物福祉に基

づいた飼養管理）が求められ、ＪＧＡＰ（畜産は平成 29 年から運用開始）または GLOBL.G.A.P の認

証がこれらを満たすものとして認めている。また、これらで調達できないものは今後農林水産省で策定

するＧＡＰチャレンジ事業で都道府県が確認した畜産物も対象とされる。「推奨」としては、農場ＨＡＣ

ＣＥＰやエコフィードの利用がある。  

４ 東京オリ・パラ後の農産物流通とＧＡＰ認証の取得支援 

東京オリ・パラ自体は一時的なイベントであるが、これを契機としたインバウンドの増加、外資系の

流通・小売業者の進出により、我が国でもＧＡＰ認証が当然のように必要とされることが考えられる。 

2017 年現在でも、日本の欧米資本下にある小売り大手ではＧＡＰ認証を求める動きが始まっている。

今後、この動きが広まれば中小の業者も大手の動きに習うとも考えられる。 

これに対し、県の平成 29年度予算では、ＧＡＰ認証を更に進めるため以下の事業を計画している。 

○「清流を守る環境保全型農業総合推進事業」（東京オリ・パラに向けたＧＡＰ認証の推進） 

ＧＡＰ認証に対応できる指導者を育成するため、普及指導員を対象に、第三者認証ＧＡＰの指導

者育成を集中的に実施する。また、希望する産地に対しＧＡＰコンサルタントを派遣し農場指導を

行う。 

○「清流を守る環境保全型総合補助事業費」（東京オリ・パラに向けたＧＡＰ生産の推進） 

第三者認証ＧＡＰ適合に必要となる、出荷調整室の衛生関係改修、圃場付近の手洗い場・トイレ

の設置、農薬保管庫の購入など施設改修、備品購入を支援する。 

○「東京オリ・パラ県産農産物利用促進事業費」 

     （仮称）岐阜県「東京オリ・パラ」県産農畜水産物利用促進協議会を設立するとともに、協議会

のもとに「農産部会」「畜産部会」「水産部会」を設置し、東京オリ・パラへの調達基準適合の推進

を行う。 

また、大会関係者等へ県産農畜水産物の魅力をＰＲし、東京オリ・パラでの活用を推し進める。 
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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 

◆ 1月下旬～２月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

                              

 １月下旬は、はじめ冬型の気圧配置となり

晴れまたは曇りで山地では雪となった所があ

ったが、その後高気圧に覆われ晴れとなった

日が多くなった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並とな

った。降水量は、岐阜、高山ともに平年並と

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。 

２月上旬は、冬型の気圧配置となり美濃地

方では曇りや晴れの日が多く、飛騨地方や山

地では雪となった日が多くあった。また、南

岸低気圧の影響で雪や雨となった日もあった。 

平均気温は、岐阜、高山ともに平年並とな

った。降水量は、岐阜、高山ともに平年並と

なった。日照時間は、岐阜、高山ともに少な

くなった。 

２月中旬は、前半は冬型の気圧配置が続き、

寒気の影響を受けて曇りや雪となった日があ

った。後半は、低気圧からのびる寒冷前線が

通過して雨や雪となった日があった。 

平均気温は、岐阜は低く、高山は平年並と

なった。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、岐阜は少なく、

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 ２月 18日～３月 17日までの天候見通し  

                                名古屋地方気象台２月 16日発表 

 平年に比べ晴れの日が多い見込み。岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多い見込み。 

向こう１か月の日照時間は、平年並または多い確率ともに 40％の見込み。 

週別の気温は、１週目は、平年並の確率 50％、２週目は、平年並または低い確率ともに 40％の見込み。 

３～４週目は、平年並または高い確率ともに 40％の見込み。 

 

 

2016～2017 冬作半旬気象図(岐阜)

市) 

(平年：太線、本年：細線) 
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１ 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 春先強い風が吹く気圧配置 

ａ．西高東低で低気圧が日本海を通過した後 

ｂ．台湾付近で発生した低気圧が急速に北上した時 

ｃ．4～5月に発達した低気圧が日本海に入って湿った南西の風が吹き、その後冷たい北西の風に変わっ

た時 

② 突風の方向、性質 

ａ．岐阜地方では北西、高山地方では北西か南西の風が多い。 

ｂ．早朝の突風が強く、強弱の幅が大きい。 

③ ハウスやトンネルの被害様相 

ａ．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。 

ｂ．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。 

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 
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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。 

 

 

 

２ 果  樹 

 ３月に入り、各樹種において芽が動き出す。生育が進むと、耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、

対策を講じておく必要がある。今年は昨年に比べ冬季の気温は低く推移しているが、多くの落葉果樹では２

月以降の気温に影響されるため、今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。 

 

＜凍霜害対策＞ 

   これから５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却により     

晩霜が発生しやすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。植

物体の温度はほ場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策を講じる場合は注意する。 

   各樹種における生育時期別耐凍性については、表１のとおり示されている。また、低温の継続時間にも

影響することから一概に断定は困難となるが、目安として参考にしてもらいたい。 

   また、カキは 2003年（早生品種で晩霜害の被害発生（農業共済より））、モモは 2009年（晩霜害の被

害が発生（農業共済より））、リンゴは 2012年（晩霜害の被害発生（農業共済より）の最低気温と、表１

に示した各樹種の耐凍性との関係をグラフ上に示した（図１～３）。耐凍性の限界を示す温度域まで気温

が下がると発生している状況である。 

 

表１ 農作物の生育時期別耐凍性（農水省果樹試、1987） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹種 発芽前 発芽期 展葉期 開花期 幼果期

リンゴ -2.0～-0.2 -2.0～　0 -1.8～-1.0

カキ -3.4～-0.9 -2.7～-0.8 -2.0～　0

モモ -4.0～-3.0 -4.0～-0.1 -1.3～-1.0

ニホンナシ -5.6～-1.5 -2.7～-0.8 -2.0～-0.2 -2.5～-0.4

ブドウ -2.8～-1.3 -3.1～-0.3 -2.8～-1.0

キウイフルーツ -3.1～-0.1 -3.0～-0.5 -1.1～-0.1

ウメ -2.0～-1.2 -3.6～-0.3

図１ カキの晩霜害発生年（2003 年）の

状況（アメダス揖斐川） 

図２ モモの晩霜害発生年（2009年）の

状況（アメダス高山） 

図３ リンゴの晩霜害発生年（2012年）の

状況（アメダス高山） 
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(1) 事前の予防対策 

  ① 冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、そ

の風上側で被害がひどくなる。ネットを巻き上げたり、防風垣の下

枝を払っておく。 

   ② 土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高

 い時間帯に行い、地中へ蓄熱させる。 

   ③ 草生栽培の場合は、短く刈りこみ、地温が地表面の気温に伝わり

 やすいようにする。また、敷き藁やマルチの敷設は、霜の心配がな

 くな る 5月以降とする。 

   ④ 直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

ａ．送風法（防霜ファン）・・・上空の暖かい空気を下方に吹き降ろすことで空気を撹拌し、園地内

の気温を高めることによる防霜を図る。 

ｂ．散水氷結法・・・凍霜害を受けるような気象下で散水すると、枝幹に付着した水滴は氷結する。

この水が氷に変わる際に 80cal/grの潜熱を放出するため、この熱量で細胞内の凍

結を抑制し、0℃前後に保温する方法。 

ｃ．燃焼法・・・樹園地内で資材を燃焼させ、その熱を利用して被害を防ぐ方法で、資材としては固

形燃料、灯油、重油、市販の防霜資材等がある。 

 

 

(2) 万一被害にあった場合には 

  ① 被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。不定芽が発生する場合もある

ので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

  ② 病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

  ③ 結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

  ④ 結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や不定芽などから発

生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な枝は誘引などを実施する。 

  ⑤ 結実量が少ない樹では、枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に応じて施肥量を減

らす。      

 

 

 

３ 茶 
３月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採までの時期に発生する。４月中～下旬に氷点下

になる日が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び東向き斜面の茶園は、被害が大きくなる。 

 晩霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが解凍されるときに細胞壁が破壊され枯死する。

凍結した時期や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に遭うと、一番茶の収量は大幅に影響を受

け、その年の生産に大きな打撃を受ける｡  

写真１ 防風ネットの巻き上げの様子 

写真２ 送風法（防霜ファン） 写真３ 散水法（ナシ園） 写真４ 燃焼法（カキ園） 
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   写真５ 被害茶園の様子         写真６ 新芽の被害 

 

(1) 防霜対策  

実用的な防霜法は、被覆法、送風法、散水氷結法がある。近年は送風法が普及している。しかし、現

時点での防霜方法は、－３℃前後までしか期待できず、それ以下の低温になった場合の対策は困難であ

る。それぞれの特徴は表のとおりである。 

    表２ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 やや適 

 

① 被覆法 

被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがあり、棚がけは、茶株面から 60～90cmの位置に棚を作っ

て被覆物によって保温する保温効果は１～２℃である。一方、トンネルがけは、茶株面から 40cm以上

離して、被覆物によって保温する。保温効果は 0.5～1.0℃である。 

 

② 送風法(防霜ファン) 

霜の降りるような風の弱い夜は、気温の逆転現象が起こり、地上６mぐらいの気温は茶株面付近の

気温より４～５℃高くなる。 

防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効

果を発揮する。気温が非常に低い場合は効果

が発揮できない可能性がある。その限界温度

は－３℃である。その効果は、送風機の規模

や気象条件、地形などによって異なるが、75

0ｗのものでは、支柱の前方 14～16m、支柱の

両側 16～20mで比較的安定した効果がある。

この範囲は、気象や地形条件が良ければさらに広がる。  

 

③ 散水氷結法(スプリンクラー) 

       気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散水

すると、水が氷結するときに放出する潜熱により、茶の芽は

０℃前後に保温され、被害の回避が可能である。 

保温に必要な水量は、その時の気温、湿度、風速によって

異なるが、必要な水量は 2.6～4.0mm/hr程度（10a当たり３

 萌芽期前後 １～２葉期 ３～５葉期 

ＯＮ ３℃ ４℃ ５℃ 

０ＦＦ ５℃ ６℃ ７℃ 

写真７ 散水法（散水の様子） 

表３ 防霜ファン稼働の目安 

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの
調整を行うこと。 
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～４t/hr）である。散水時間は過去の凍霜害から考えて６時間程度と思われるので、総水量は 18～24

t/10a程度を準備する必要がある。   

 

(2) 凍霜害に遭遇した場合 

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確認し、その後の処置を決定する。 

① 被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の

被害は深刻である。 

② 萌芽期であっても最低気温が著しい低温の場合、芯芽まで凍死することもあるので、最低気温が何度

だったのかを記録しておく。 

③ 萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の決定に留意する必要が

ある。 

   

(3) 凍霜害の処置と摘採  

    凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置する。 

① 萌芽期、一葉期の被害ではそのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時期を決定してその

まま一茶を摘採する。  

② 二葉期以降の被害では、摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽として出た芽を収穫するとい

う方法をとる（一茶半とも呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の乱れを整える意味をもつ作業である。 

③ 部分的な被害の場合、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い部分を残して被害

葉を先に刈り落とす方法。または、その逆に被害葉を残して、良い葉を先に摘採する方法の２つから摘

採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。  
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

普及指導活動におけるＯＪＴ 

１ はじめに 

 岐阜県では平成 28年３月に策定した「ぎふ農業・農村基本計画」の実現に向け、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」の実現に向け各種施策を講じている。 

普及指導活動については、上記の基本方針を踏まえつつ、各地域の農業振興の現状や課題、今後の振興方

針を考慮し、必要性及び緊急性の高い課題について重点的に取り組んでいる。現在、県下 10農林事務所農業

普及課に 101名の普及職員が配置され、少数精鋭で活動を展開しており、新任期普及職員の早期育成が喫緊

の課題となっている。この課題解決のため有効な方法として普及指導活動におけるＯＪＴについて今回は述

べることとする。 

 

２ 普及を取り巻く状況 

 普及を取り巻く状況の変化は、新任期普及職員への影響も大きく、内的・外的変化により整理すると以下

のようになる。 

 表１ 普及を取り巻く状況と新任期普及職員の状況  

     普及を取り巻く状況 新任期普及職員の状況 

内

的

変

化 

・普及職員数の減少 

・経験豊富な普及指導員の減少 

・普及指導の活動分野の広がり 

・短期間に即戦力となることが求められる 

・先輩の普及指導活動を見て吸収する機会が少ない 

・緊急性、重要性による優先順位がつけられない 

外

的

変

化 

・指導対象ニーズの多様化 

・農業経営体の形態の多様化 

（新規就農、集落営農、法人等） 

・市町村合併やＪＡの広域化 

・ニーズに対する知識・経験が少ない 

・指導対象に応じた対応が困難 

 

・地域の将来像に向けての課題整理が困難 

    

３ 普及指導員育成とＯＪＴ 

普及指導員には、スペシャリストとしての高度な技術を身につけながら、農業者や関係機関の信頼を基盤

としたコーディネート機能を発揮するという業務遂行が求められている。 

ＯＪＴは日常業務の中で普及活動に必要な知識・技術、活動手法について学び取ることができ、この２つ

の機能を習得・発揮できる普及指導員を育成する上で有効であるといえる。 

  

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴでは、職業人としての知識や態度の習得はいうまでもないが、普及職員として普及事業の全体像を

知り、自信の持てる知識や技術を得、人を対象に活動する場合の具体的な仕事の進め方を習得することが必

要である。具体的には、農業者と直に接し、相手の技術レベルや経営状況を把握しながら、農業者の考えを

理解し、将来の姿を描きながら、目標に向けた支援を行うことである。 

現場における問題発見・課題設定（See）を踏まえて、計画策定（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→

改善（Action）し、再び計画を繰り返すＰＤＣＡサイクルを想定し、普及活動の基本的な手法を身につける

ＯＪＴ（On the Job Training）  

日常の普及活動を通じて行う研修 

計画的に実施する 

職員全員が研修であることを認識する 

新任期が特に効果的 
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ことを常に意識すべきである。 

  

４ 岐阜県におけるＯＪＴの実施体制 

(1) 農林事務所農業普及課内の実施体制 

岐阜県ではＯＪＴ対象者は、普及経験２年目までの普及職員としている。ＯＪＴの実施において中

心的な役割を担うのは農業普及課長である。必要に応じた課内の職員に対する支援要請・所内の連携

等、職員全員がＯＪＴに取り組む意識の醸成など適切に実施される環境づくりを整える役割がある。 

係長は、新任期普及職員を直接指導できることから、トレーナーとしてＯＪＴを実質的に推進する。

ＯＪＴ計画の作成や進捗確認等を通じて、新任期普及職員からも研修ニーズや効果の聞き取りを行う

等、適切な実施を推進する。また、現地活動に際しては、技術・知識・普及方法をリアルタイムに指

導し、農家とのコミュニケーションのとり方、良好な関係性を築ける能力を習得させる。 

①出番を与える ②評価する ③自信を持たせる この 3つを積み重ねることが最も効果的である。

また、レベルが高まるにつれ、自ら考え、工夫しながら実行していくことを支援し、最終的には「任

せる」ところまで到達させる。「任せられる喜び」は何にも替えがたい。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 岐阜県における農林事務所農業普及課内の実施体制 

 

(2) 農業革新支援専門員の役割 

       農業革新支援専門員は、新任期普及職員・トレーナーに対して研修を実施するとともに、課長や係

長と連携し、農業普及課の状況に応じたＯＪＴ計画や実施方法が選択されるよう支援する。 

 

５ ＯＪＴによる効果 

 ＯＪＴによる効果の主な点をあげると次のようになる。 

(1) 先輩普及指導員の活動状況を学ぶ機会が増えることで、普及手法の早期習得につながる。 

(2) 管内の農業者等と、より早い段階での信頼関係が構築できる。 

(3) 実践を通した成功体験の積み重ねにより、新任期普及職員が成長を実感することで普及指導への自信

につながる。 

(4) 主体的な普及活動と普及指導計画作成に向けての能力が早期に養われる。 

(5) 気軽に相談できる雰囲気が醸成され、新任期普及職員が早く職場になじみやすい。 

ＯＪＴは、日常業務の様々な場面を活用して活動そのものを通じて新任期普及職員を育成することであり、

業績低下の言い訳になってはならない。仕事とＯＪＴは本来調和がとれているはずのものである。ＯＪＴを

行うことにより、新任期普及職員の資質向上のみならず、育成する側もともに学び、ともに成長するもので

ある。 

農業普及課長 

【ＯＪＴの実施】 

【ＯＪＴの環境づくりと進捗管理】 

トレーナー 

新任期普及職員 

・ＯＪＴ計画の作成 
・ＯＪＴ実施と評価 
（専門技術、普及活動） 

・指導・助言 
・ＯＪＴ計画作成支援 
・進捗確認 

・状況報告 
・他の職員への協力 
要請 

 

・面談 
・問題の有無確認 
・指導･助言 

・ＯＪＴ計画作成 
（計画作成を協議） 
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第 54回岐阜県自給飼料共励会の概要 

 

１ はじめに 

県内では、6,060ha（平成 28年産飼肥料作物の作付（栽培）面積（農林水産省）統計値）の耕地において、

牧草やトウモロコシといった飼料用作物が栽培され、各経営の給与体系にあわせた自給粗飼料として利用さ

れている。 

自給飼料の収量や品質は、気象や地形、土壌といった自然立地条件のほか、肥培管理や調製技術に左右さ

れる。耕地面積の小さい我が国においては土地生産性を上げることが何より重要であり、そのためには作付

けられる飼料作物の栄養収量が最大となるよう適期に収穫を行い、調製・貯蔵時の損失を小さくすることが

重要である。 

県では、自給飼料の生産技術の向上と効率的利用技術の普及を図り畜産経営の安定に資することを目的と

して岐阜県自給飼料共励会（主催：一般社団法人岐阜県畜産協会）を開催している。 

 

２ 岐阜県自給飼料共励会 

 本共励会は、牧草地の管理技術を審査する「草地の部」と長大型作物及び飼料用稲の栽培管理技術をみる

「飼料作物の部」並びにサイレージや乾草への調製技術をみる「調製品の部」の三つの部門に分け審査され

る。今年も各地域から、76点の出品があり厳正な審査が行われた。出品点数は前年比で 7点減り、ここ数年

減少傾向が続いている。 

草地と飼料作物の部は、4月から 11月にかけて肥培管理方法や圃場の状態、収量等を見る現地調査が行わ

れた。調製品の部は、12月に畜産研究所酪農研究部において発酵品質の集合比較審査が行われた。 

 

表 1 部門別地域別出品点数 

 

54回 53回 54回 53回 54回 53回 54回 53回

岐阜 1 2 8 8 6 12 15 22

西濃 3 2 2 2 5 5 10 9

中濃 3 3 5 7 8 9 16 19

東濃 4 2 5 6 9 6 18 14

飛騨 1 1 5 5 11 13 17 19

計 12 10 25 28 39 45 76 83

草地の部 調製品の部飼料作物の部
地域名

計

 

 

３ 結果概要 

(1) 草地の部 

       揖斐川及び長良川の河川敷草地から 4箇所、公共牧場の改良草地から 2箇所、中濃及び東濃地域の

転作田から 6箇所の出品があった。 

全出品草地の一番草の平均乾物収量は 692kg/10a（最大値 1,162kg/10a、最小値 239kg/10a）で、昨

年度の平均から約 200kg の多収となった。草

地種類ごと にみると、河川敷草 地が

600kg/10a、改良草地 499kg/10a、転作田 819 

kg/10aであった。 

 河川敷草地は定期的な更新が難しく、長年

の経年利用によりイネ科牧草の被度が下がり

雑草が混入、生産性が低下している圃場が見

受けられた。必要に応じて、土壌診断結果に

基づく肥料の施用や追播により生産性の維持

に努めたい。              
写真 1 長良川河川敷草地（H28.6.8） 
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       転作田では、全てイタリアンライグラスが作付けされており、うち 3箇所で県の奨励品種である「さ

つきばれ」を利用していた。最近の育成品種である「きららワセ」や「はやまき１８」を試験的に導

入した圃場も出品され、生育、収量とも良好な結果となった。 

       平成 28年の気象条件をみると、日平均気温は大半で平年を上回って推移し、特に 3月から 5月にか

けては 2℃近く高くなった。春先の急激な伸長が例年より早まり、平坦地では４月下旬にも一番草の

収穫適期を迎えた。その後、5 月上旬にかけては一転して長雨となり、刈り遅れから徒長、倒伏した

圃場も見受けられた。平均草丈は 110cmを超え、昨年にくらべ 20cm以上高い。ひとたび倒伏した圃場

では、河川敷草地で排水不良により二番草の再生へ影響したところもあった。ロールベール・ラッピ

ング体系の普及により、ある程度天候に左右されずに収穫が行えるようになったものの、品質、収量

を安定して確保するために出穂期の収穫を行うよう努めたい。 

 

(2) 飼料作物の部 

       夏作物の代表であるトウモロコシとソルガム及びその混播、さらに稲ホールクロップサイレージ向

けの飼料用稲の栽培管理技術が対象となる部で、25点の出品があった。 

       トウモロコシは、発芽後の気温が平年より高く、また 5月から 8月にかけて日照時間が平年より長

かったことから、各地で良好な生育となった。懸念される台風による倒伏被害も少なく、平均乾物収

量は 2,237kg/10aと昨年比約 450kgの多収と

なり子実割合も高かった。 

 品種をみると、県奨励品種の利用率が 15％

と低かった。飼料用トウモロコシは多くの品

種が育成、流通しており、選定にあたっては

早晩性や収量性、耐倒伏性、病害虫への耐性

などを勘案して決められる。県奨励品種は県、

国の品種比較試験データに基づいて岐阜県の

気候、風土に適した品種が選定されている。

積極的に活用し単収、作業性の向上につなげ

てもらいたい。 

       飼料用稲は、高糖分高消化性タイプの「たちすずか」や「たちあやか」といった飼料用専用品種が

注目されているが、今年はこれら専用品種の出品は半数ほどにとどまり、平均草丈は前年から 12cm

下がった。 

       栽培管理は通常の水稲栽培管理と変わらないため、飼料専用品種、主食用品種とも大半で適正に管

理されていたが、一部ではヒエなど雑草が繁茂する圃場も見られた。サイレージに調製した際の品質

低下の原因となるため、雑草管理は確実に行うようにしたい。 

 

(3) 調製品の部 

       この部は、トウモロコシサイレージを主とする高水分サイレージ 15点、牧草を主とする低水分サイ

レージが 11点、そして稲ホールクロップサイレージ 13点の計 39点の出品があり、審査が行われた。 

       審査は、持ち寄られたサンプルのｐＨの

測定、香味、色などの官能審査による発酵

品質と、栄養成分分析による栄養価評価を

行った。 

      トウモロコシサイレージでは、大半が黄熟

期前後で収穫されておりｐＨの平均値は

3.7、良好な乳酸発酵が進み高品質のものが

多かった。不良発酵や開封後の二次発酵の

抑制を図るため、添加物を利用しているも

のも見られた。 

写真 2 トウモロコシ調査圃場（H28.7.28） 

写真３ 調製品の部集合審査（H28.12.21） 
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       サイレージの調製技術については、今月の技術と経営第 503 号でも紹介しているが、収穫ステー    

ジがその後の発酵品質と栄養価に大きく影響する。気象情報をこまめに収集し作業計画を立て、刈遅

れの無いようにしたい。 

惜しい点としては一部のサイレージにおいて切断長の長いものが散見された。これは、ハーベスタ

のメンテナンス不足によるものと思われる。こうしたサイレージは茎葉が引き裂かれ、詰め込み密度

が低くなり好気性の不良発酵を引き起こす。作業前には刃の点検を励行し 10～13mmの切断長となるよ

うにしたい。 

       栄養価をみると、ＴＤＮ（可消化養分総量）の平均値は、66.5％（乾物中）と、日本標準飼料成分

表の数値（65.6％、黄熟期 西日本）と比べてほぼ標準的な栄養価であった。 

       低水分サイレージは、イタリアンライグラスなどの牧草を刈り払い後に予乾し梱包する。ロールベ

ール体系の普及に伴い乾草調製に代わり増えている。それでも雨天の多い時期では最適水分量である

40～60％まで乾かすことが難しい場合もあるが、今回の平均水分含量は 39％と十分予乾されており、

色が明るい良質なものが目立った。 

       最後に、稲ホールクロップサイレージは収穫時の熟期に幅が見られた。一般に、ホールクロップ向

けの収穫適期は糊熟期から黄熟期とされるが、刈り遅れものが半数近くあった。水管理や収穫作業の

分散などにより適期収穫が難しい地域もあるが、刈り遅れたサイレージは牛の消化率が悪化し栄養価

が低下する。できるだけ適期に収穫できる作業体系を工夫したいところである。 

 

４ おわりに 

岐阜県の飼料作物栽培面積は、飼料用稲の作付けが増え全体としては伸びているものの、畜産農家が生産

利用してきた牧草や長大型飼料作物の面積は経営者の高齢化や労働力不足などにより横ばいないし減少傾向

にある。国内政策や海外情勢に左右されない飼料作物生産基盤を維持、強化していくことがこれからの畜産

経営の安定化に求められる。 

今回紹介した自給飼料共励会は、長年にわたり開催されてきており、日頃の栽培技術やサイレージの品質

などを見直し改善する機会として活用されてきた。今後も本共励会を通じて一層の技術普及を推進し、高品

質自給粗飼料の増産につなげていくことが重要である。 
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