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  今 月 の 農 政 情 報   

 

「岐阜県農業大学校」における担い手育成の現状 

１ はじめに 

 本誌平成２８年７月１日第５１３号（平成 28年 7月 1日発行）で仔細に紹介されているとおり、県では、

平成２６年度から平成２８年度までの３年間を担い手育成の重点推進期間とし、新たに １,０００人・経営

体の担い手を育成確保する「担い手育成プロジェクト１０００」に取り組んでいる。 

このプロジェクトでは、新規就農者、定年帰農者、雇用就農者、農業参入法人等を、幅広く地域農業の担

い手としてとらえ、就農相談から営農定着までの総合的な支援が展開されている。 

岐阜県農業大学校は、第５０３号（平成 27年 9月 1日発行）に紹介したとおり、次代の県農業を担う青年

農業者、農業指導者を養成する農業専門校であり、青年農業者の育成をメインに上記プロジェクトの一翼を

担っている。 

今回は、本校における担い手育成の現状と課題等について紹介したい。 

 

２ 岐阜県農業大学校の現状 

(1) 入学生の動向 

① 農業関係高校出身者の割合 

       過去１０カ年（Ｈ19～28年度）の入学生のうち、農業関係高校（県外農業高校を含む）の出身者

が７４％、それ以外の高校の出身者が２６％と、約３／４の学生が農業関係高校の出身となってい

る。この割合はＨ９～18年度の１０カ年よりも約１０ポイント高くなっており、農業関係高校出身

者の割合が増加している。 

   ② 専業農家、非農家出身者の割合 

       専業農家の子弟は、過去１０カ年で１８％と、Ｈ９～18年度の１０カ年の２８％に対し、１０ポ

イント減少している。一方で、非農家の出身者は、過去１０カ年では６０％と、Ｈ９～18年度の１

０カ年の３７％に対し２４ポイント増と大幅に増加している。 

       近年、本県の農業就業人口は大幅に減少しており、専業農家出身者の減少は、その影響が表れた

ものと考えられる。また一方で、非農家出身者の大幅な増加は、自然、環境等に対する関心の高ま

りや、農業を見直す風潮の表れと思われる。 

   ③ 女子学生の割合 

       女子学生の割合は、過去１０カ年では３１％であるが、Ｈ９～18年度の１０カ年の２２％に対し、

増加傾向にある。但し女子学生の割合は、年度による変動が大きく、平成２５年度のように入学生

２９名のうち１５名が女子という年もある。 

表－１ 入学生の動向 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 卒業生の就農動向 

① ここ１０カ年の就農動向 

ここ１０カ年では、卒業後直ぐに自営就農する者（後継就農）が１２．５％、実家の農業を継ぐ

％ ％
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前に数年間の研修に進む者や、非農家出身で就農を目指してさらに技術習得のための研修に進む者

（新規就農）が合わせて１２．５％、農家・農業法人等に就職して農業現場で働く者（雇用就農）

が２８．８％となっており、農業生産現場で直接働く者が卒業生の５３．８％を占めている。また、

農協や農業系企業等の農業指導者の道に進む者が３０．０％おり、広義の農業生産現場で働いてい

る者は、８３．８％に上っている。 

② Ｈ８～17の１０カ年との比較 

一方、Ｈ８～17年度の１０カ年からの変化を見ると、専業農家出身者の減少の影響もあり、卒業

後即就農する者の割合は１６．６％から１２．５％へ、４ポイント程低下した。 

      特徴的な点は、非農家出身の学生の大幅な増加に伴い、農家・農業法人等に就職する者（雇用就

農）の割合が、Ｈ８～17年度が７．２％であったのに対し、ここ１０カ年では２８．８％と、４倍

近くの増加となっている事である。 

表―２ 卒業生の進路状況 

 

(3) 今後の見通し 

① 入学生の見通し 

農業就業人口の減少傾向は今後も変わらない事が想定され、本校学生の専業農家出身者も減少す

る事が予想される。一方、非農家出身者で農業の生産現場で働きたい、あるいは就農したいと希望

し入学する学生は、新規就農者育成に向けたさまざまな取り組みが進むなか、今後も増加すること

が見込まれる。 

② 卒業生の就農状況 

後継就農者は、横這いないし若干減少すると見込まれる。一方、自営就農（新規就農）に向け、

国や県には就農のための様々な支援制度があるが、生産基盤を持たない非農家の新規学卒者が新た

に自営就農するには、まだまだハードルは高い。今後も非農家出身で就農を希望する学生が増加す

ることが見込まれるなか、就農を希望する多くの学生が、農家・農業法人等への就職（雇用就農）

に向かう傾向は、続くものと思われる。 

 

３ 就農支援強化に向けた取り組み 

 本校では、講義と実習の割合を１：１に設定し、実践教育を中心としたカリキュラムにより、就農に向け

た技術・知識の習得に努めるとともに、個々の学生の状況や希望に合わせた就農支援を実施してきた。 平

成 27年度からは、更なる就農支援の強化に向け、桃園の造成、ナシ棚の整備、非破壊糖度計や環境制御用機

器の導入等、学生に魅力のある教育施設環境の充実に向けた計画的な整備を進めるとともに、「飛騨おとめ」

等新品種導入に伴う「果樹新品種・新技術習得カリキュラム」や、性判別受精卵を利用した「乳用牛新技術

習得カリキュラム」等の、生産現場の高度化に合わせた各種新技術等に関する新たな実習カリキュラムの導
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入を進めている。 

 また、就農支援アドバイザーを配置し、就農ガイダンス（就農した卒業生との意見交換会）、新規就農に

向けた関係機関（市町村、ＪＡ、関係団体等）との調整、雇用就農先の雇用情報と学生ニーズとのマッチン

グ等に努めている。 

 

４ 今後の課題 

 今後の課題としては、①専業農家出身の入学生の確保、②就農希望者により魅力のある教育環境の整備、

③非農家出身の新規就農者（自営就農）や雇用就農に向けた支援、等があげられる。 

 ①の専業農家出身の入学生の確保については、今後も農林高校との定期的な情報交換会の開催や、関係機

関との連携強化による情報共有に努める必要がある。また、②のより魅力のある教育環境の整備に関しては、

今後も豚舎・牛舎等の更新、園芸ハウスや現場教室の改修等、計画的な学校施設環境の整備を進め、就農希

望者に魅力ある学校施設の整備に努める。さらに、③の非農家出身の新規就農者（自営就農）や雇用就農に

向けた支援については、就農給付金の活用や各地の研修施設との連携強化を図り、新規就農希望者に対する

資金面、技術面での支援強化を進めるとともに、法人や農家等雇用就農先の雇用情報の収集と情報提供に努

め、非農家出身者を中心に学生ニーズとのマッチングを今後も進めてゆく必要がある。    

 これらの取り組みについては、いずれも本校だけで進められるものではなく、指導農業士等の農業者や、

県、市町村、ＪＡ、関係団体等、関係機関との連携、協力なくしては進まない。引き続き関係者、関係機関

のご支援をお願いしたい。 

 

５ 最後に 

 長い歴史のなかで、本校では過去８０余年に渡り３，６００人を超える卒業生を送り出してきた。今後も、

農業の担い手育成機関として、青年農業者の育成を中心に「担い手育成プロジェクト１０００」の一翼を担

う機関として、担い手育成に努めていきたい。 

 

 現在、平成２９年度の入学生を下記のとおり募集しています。県内での就農を目指す意欲ある学生の皆さ

んの受験をお待ちしています。 

 

 
 

 

【 平成２９年度の学生募集について 】 
 

１ 募集人数等 

学     科 募集人員 募  集  方  法 修業年限 

野菜・果樹学科 

畜 産 学 科    

 

30 名(定員) 

◎推薦入試及び一般入試 

(内訳) 推薦入試 25 名程度 

      一般入試  5 名程度 

２ 年 

(全寮制) 

 

２ 受験資格 

農業分野での就農・就業を目指す者で、次のいずれかに該当する者  

(1) 平成 29年３月末までに高等学校を卒業見込みの者、高等学校を卒業した者。 

(2) 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者（平成 29年３月末までに 

合格見込みの者を含む）又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者。 

(3) 推薦入試を受けようとする者は、県内高等学校長が推薦する者とする。 
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３ 試験方法 

(1) 試験科目 

入試種別 試 験 科 目 

推薦入試 〇小論文      〇面  接 

一般入試 

〇【筆記試験】 

 ・必須科目：国語総合 

 ・選択科目：「数学Ⅰ」、「生物基礎」、「農業と環境」のうちいずれか１科目 

〇面  接 

 

(2) 試験日程 

 入学願書受付期間※ 試   験   日 

推 薦 入 試 
平成 28年 9月 20日（火）～ 

平成 28年 10月７日（金） 

平成 28年 10月 21日（金） 

午前９時 45分～ 

一般入試 

（一次募集） 

平成 28年 12月 12日（月）～ 

平成 29年 1月６日（金） 

平成 29年１月 20日（金） 

   午前９時 45分～ 

※入学願書受付期間：郵送による場合は、推薦入試、一般入試とも、受付期間最終日までの消印がある 

ものに限り受け付けます。 

 

(3) 試験会場（推薦、一般入試とも） 

     岐阜県農業大学校 

       可児市坂戸９３８番地  

 

４ 受験手続 

(1) 受験しようとする者は、次の書類（各１通）を農業大学校へ提出して下さい。 

① 入学願書（Ａ票） 

（指定用紙に必要事項を記入の上、受験手数料納付欄に 1,780円に相当する額の岐阜県収入 

証紙を貼ったもの） 

② 受験票（Ｂ票） 

③ 高等学校調査書 

④ 県内高等学校長の推薦書（推薦入試の場合） 

⑤ 受験票送付用封筒（長形３号） 

    受験票送付先の住所、氏名等を記入の上、返信用切手(392円)を貼ったもの。 

 

■ 申込先・問合わせ先／岐阜県農業大学校 教務課 

〒５０９－０２４１  可児市坂戸９３８ 

                TEL ０５７４－６２－１２２６ 

   C24405＠pref.gifu.lg.jp 
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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 

◆７月下旬～８月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報     

                              

 ７月下旬は、高気圧に覆われて晴れた

日もあったが、湿った空気や気圧の谷の

影響で雨や曇りとなった日が多くなった。 

 平均気温は、岐阜では低く、高山では

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

阜では少なく、高山では平年並となった。 

 ８月上旬は、高気圧に覆われて晴れた

日が多くなったが、寒気や南海上からの

湿った空気の影響で大気の状態が不安定

となり、雷雨となったところがあった。 

 平均気温は、岐阜は高く、高山ではか

なり高くなった。降水量は、岐阜は多く、

高山はかなり少なくなった。日照時間は、

岐阜はかなり多く、高山は多くなった。 

 ８月中旬は、はじめ高気圧に覆われ晴

れたが、その後は南からの湿った空気や

台風の影響で、雨や雷雨の日が多くなっ

た。 

平均気温は、岐阜、高山ともに高くな

った。降水量は、岐阜では平年並、高山

では少なくなった。日照時間は、岐阜、

高山ともに平年並となった。 

 

             

 
今後の気象予測 

◆東海地方１か月予報 ８月 27日～９月 26日までの天候見通し  

                                名古屋地方気象台８月 25日発表 

 天気は数日の周期で変わる見込み。 

 向こう１か月の平均気温は、高い確率 60％、降水量は 60％の見込み。 

 週別の気温は、１週目は、平年並または高い確率ともに 40％、２週目は、高い確率 70％、３～４週目は高

い確率 50％の見込み。 

 

2016 夏作半旬気象図(岐阜市) 
(平年：太線、本年：細線) 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

降水量(mm)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

気温(℃)

0

10

20

30

40

50

60

70

3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

日照時間（ｈｒ）



 

- 6 - 

 

１ 野  菜  ～強風対策～ 

台風時期には、風に弱い葉菜類の栽培や冬春野菜の育苗施設に大きな被害が発生することが多い。 

強風によって、野菜は折損し、浸冠水によって枯れたり、傷んだりすることはもちろん、病害の併発も多

くなる。 

表―１ 野菜の種類別冠水抵抗性（９月中旬） 渡辺ら（1948） 

冠水程度 作物名 

数時間で障害を受けるもの だいこん、はくさい、なす、大豆 

１日間   〃 さつまいも、にんじん、ごぼう 

数日間でも殆ど影響のないもの      さといも 

 

施設導入及び更新に関しては、耐候性ハウスなどの導入により、施設構造の改善に努める。常に新しい気

象情報の入手に留意し、施設の補強に努める。 

 

(1) 事前対策 

○1   施設では、筋かい・支柱等により、補強に努めるとともに、施設を密封し、フィルムの破損、はがれ

に注意して風を吹き込ませないようにする。フィルムがゆるんでいると強風にあおられて被害を生じや

すいので、妻面の補強、マイカー線、ラセン杭等の点検を行う。 

○2   強風（20m/s以上）が予想される場合は、パイプハウス等では、ビニールの除去も考える。 

○3   露地栽培では、寒冷紗、不織布等で被覆するとともに、防風ネット等を設置する。 

○4   台風通過後の防除、葉面散布等は速やかに行う必要があるので、資材等は事前に準備を行っておく。  

 

(2) 事後対策 

○1   台風通過後、出来るだけ早く液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。 

○2   短時間の冠水で被害をうけるので、速やかな排水に努める。 

○3   風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後、速やかに防除を行う。 

④  露地なす等で倒伏したものは、支柱を利用して出来る限り早めに起こす。 

⑤  回復の見込みのない野菜は、まき直しをするか、他の野菜に転作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 野菜（高冷地）  ～低温・長雨対策～ 

９月は最高気温が 30℃を超えることも多い一方、急激な温度低下により 10℃を下回る日もある。また秋雨

前線による降雨や台風の襲来等、気象災害を被りやすい月でもある。気象変化に対応した栽培管理とするた

図１ べたがけ下と露地の風速の比較 
（岡田、1986） 
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め、気象の長期予報等を活用し計画的に対策を進めたい。 

(1) ほうれんそう 

①  秋期の品種選択 

９月は生育適温域に入るが日照不足になりやすく、生育の早い品種は徒長気味の生育となり収量低

下しやすい。最後は経営判断となるが、品種選択は慎重に行い、評価の定まった品種を中心に計画的

な播種を行うように心掛ける。 

②  病害虫防除 

ａ．べと病 

分生子の発芽適温は８～18℃とされ、曇天や降雨が多くなる９月以降は低温で結露しやすくべと

病が発生しやすい。感染しやすい時期は子葉展開から本葉第１～２葉展開までで、発病後は被害を

抑えられないためこの頃の予防防除が必要である。特に近年は異なる病原菌レースの発生が懸念さ

れることから、初期からの予防防除も併せて行いたい。また夜間の多湿条件は発病を助長するので、

夕方のかん水を避けるとともにハウス換気を高め、より室内湿度を下げる等の耕種的防除も工夫す

る。 

ｂ．ホウレンソウケナガコナダニ  

開張性の品種や発芽揃いの悪いほ場で発生が多くなる傾向がある。薬剤を散布する場合はコナダ

ニに薬液がしっかりかかるよう心掛ける。また、土壌の乾燥により被害が増加する傾向にあること

から、収穫１週間前までは土壌表面を湿らせる程度のかん水を行うとよい。 

   

(2) トマト 

 ①  摘心前後からの施肥、かん水管理 

摘心直前からは収穫終了時まで中草勢～弱草勢を維持しするよう、栽培者自らが草勢を判断し適切

な対応が求められる。 

ａ．施肥 

摘心直前から窒素施肥量を徐々に減らすと草勢の乱れを少なくできる。特に草勢が強く側枝発生

が旺盛なほ場では空洞果や乱形果の発生が懸念されるため、チッソ施肥量を減らし始める時期を早

める。また側枝等に余分に着果させるなどの草勢を弱める管理が必要であるが、草勢が落ちすぎる

と玉伸びが抑えられたり病害発生しやすくなるため、肥料切れしないよう注意する。 

ｂ．かん水 

やや少なめ気味のかん水とするのがよいが、９月の日中はまだ高温なので、絶対にしおれさせな

いよう注意する。また長雨が続く場合でも最低限のかん水が必要である。裂果を軽減するためには、

朝少量・昼中心の２回に分けたかん水が望ましい。１回で済ませる場合は 10時以降にかん水する。

どうしても日中に室内が乾燥してしまうので、草勢の維持と裂果軽減のため少量の通路散水を行い、

朝から 14時くらいまで通路に湿りを維持する（日中の空中湿度の目標は 70～80％とする）。 

 ②  病害対策 

通路面の土壌には様々な種類の病原菌の胞子等感染源が多い。乾いた通路面では歩行等により土の

舞い上がりが生じやすく罹病リスクが高い。日中は裂果対策のための通路散水によりこのリスクを軽

減できる。 

ａ．葉かび病 

耐病性品種でも至適条件では罹病するので総合的な対策が必要である。草勢が落ち始めると多発

するので、ハウス環境整備、整枝管理を徹底し、追肥遅れや日中の室内乾燥がないよう注意する。

ただし夜間の過湿環境は発生を助長するので注意する。罹病確認後は速やかに治療剤による化学防

除を行い病気の蔓延を防ぐ。最新の防除効果が高い治療剤は耐性菌が出現しやすい系統が多いので、

同一系統薬剤の連用とならないよう計画的に使用し、年１回程度の使用に留める。 

ｂ．灰色かび病 

ハウス環境整備と整枝誘引管理を徹底する。罹病している果実や葉はもちろんであるが、花柄等
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の植物組織の遺骸が病原菌の増殖・伝染源になるので、速やかに除去する。感染源の放置はゴース

トスポットの発生を著しく助長するので注意する。また、本病原菌は、薬剤耐性を獲得しやすいの

で、農林事務所等で示されている防除体系にそって、作用特性の異なる薬剤の交互散布を行う。 

   ｃ．疫病 

灰色かび病の至適環境に近い 20℃前後の低温・多湿条件での発生が多いが、病原体は 藻類に近

縁の卵菌類であり、いわゆるかび類とは生理生態が異なる。作物や土壌が長時間濡れた状態が続く

湿潤環境が病原体増殖の好適条件であるため、排水不良ほ場や風雨の降り込みには注意が必要であ

る。組織が柔らかくなる窒素過多は罹病をさらに助長する。数時間～２日程度の短時間でハウス全

体に蔓延する恐れがあるため、罹病を確認したら速やかに対象農薬の散布を行い、散布後速やかに

病葉の摘除と再度集中した農薬散布を行うことが望ましい。 

 

 

 

３  果  樹 

(1) 果樹の生育状況 

県内の各果樹の生育について、平坦地でのカキの生育は、いずれの品種とも順調に生育して、果実も

平年より大きい傾向で推移している（図１）。９月の気温の状況（平均気温 23℃以下になる時期の早晩）

により今後の生育（着色）が予測できるので注意してほしい。また、ナシも開花期から生育が進んだ状

況で収穫期を迎え、「幸水」の収穫期も平年より 5日早く始まり、平年並みで終了した。収穫期前の高

温・乾燥の影響で品質は良好の結果となった。一方、「豊水」の生育も早まっており、収穫期も早まり

そうである(表１、図２)。 

中山間地のクリの着毬状況は、各品種とも昨年より少ないが、「丹沢」以外は平年作と推測される。

生育も順調で、「丹沢」は月末には収穫が始まると予想される（表２）。 

モモは中山間農業研究所において「白鳳」、「昭和白桃」ともに終了し、平年より約 10日早い収穫期

となった。品質も天候に恵まれ、高糖度となった（表３）。今後リンゴの収穫期を迎えるが、8月の乾

燥の影響で果実肥大は停滞しており、今のところ果実の大きさは平年並みと推測される（図２）。 

 

図１ カキ果実肥大推移（富有・早秋・太秋、8/25現在） 

表１ ナシ生育相（農業技術センター：岐阜市、8/25現在） 

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2016 3/17 3/27 4/6 4/7 4/10 4/17 8/1 8/19 448 13.5

2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 8/3 8/14 358 13.2
平年 3/17 3/27 4/11 4/9 4/14 4/20 8/6 8/18 358 12.6

豊水 2016 3/15 3/25 4/4 4/4 4/8 4/15
2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15 8/27 9/10 406 13.1
平年 3/13 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 9/2 9/11 447 13.2

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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(2) 果樹の気象災害 

○  台風対策 

       今月から来月にかけて、台風の襲来が予想される時期となる。近年、大型台風の発生も多く、事前

対策を十分に行い、被害を軽減する必要がある。事前対策、事後対策の詳細については、台風対策情

報を参考に、日頃から台風対策を意識して管理してもらいたい。 

 

 

図２ ナシ果実肥大推移（幸水・豊水、8/25現在） 

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、8/24現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数 １果重

　/母枝 　/母枝 始 盛 （ｇ）
丹沢 2016 4/1 4/24 6/10 6/8 7.8 7.4

2015 3/29 4/26 6/10 6/7 12.6 10.4 8/26 9/4 23.2
平年 3/31 4/28 6/17 6/13 11.9 9.4 8/30 9/9 25.7

筑波 2016 3/29 4/22 6/12 6/7 19.5 17.4
2015 3/25 4/25 6/11 6/6 22.9 19.5 9/15 9/23 23.0
平年 3/29 4/26 6/17 6/11 17.3 17.3 9/19 10/1 25.9

ぽろたん 2016 3/29 4/22 6/11 6/9 6.8 6.4
2015 3/25 4/24 6/11 6/9 8.8 6.9 9/7 9/13 28.3
平年 3/30 4/28 6/16 6/15 6.5 5.1 9/12 9/18 28.1

※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2016 3/21 4/20 4/19 4/21 4/27 7/25 8/5 334 14.9

2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 7/31 8/12 323 16.1
平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/6 8/3 8/15 303 15.7

昭和 2016 3/22 4/21 4/20 4/22 4/27 8/9 8/20 339 16.6
白桃 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 8/17 8/28 352 15.4

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29 350 16.0
※　平年はH18～H27の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

表３ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市、8/24現在） 

図３ リンゴ果実肥大推移（ふじ 8/24現在） 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

ナス、トマト等の長期収穫野菜の草勢管理について 
 

１  はじめに 

ナス、トマトなど長期収穫する果菜類は、栄養生長と生殖生長のバランスをとりながら連続収穫する品目

である。このバランスが崩れると草勢が乱れ、開花、結実、収穫が不安定となり、収量減、果実品質の低下

等の生産ロスにつながる。また極端な場合には株が木ボケあるいは成り疲れの状態となり、回復困難な事態

となる。このバランスを適正に保つため、すべての栽培者には的確な草勢判断とその判断に基づいた草勢管

理が求められる。 

1つの株から長期収穫するためには、

ソースとなる光、水、肥料が最適バラン

スで安定して供給されるべきである。現

実には、気温の変動や日照の変動がある

ため、生長量にむらが生じ、その時々で

施すべき水や肥料の量は変化する。栽培

技術の高い栽培者は、その顔色を観察す

ることでリアルタイムな草勢判断を行い、

その施すべきかん水量や追肥量を決定す

る。 

栽培マニュアルの多くには栽培管理の

目安となる具体的な追肥量やかん水量が

明示されており、これには草勢

を判断して施す量の増減を行う

よう必ず注意表記がなされてい

る。しかしながら中には草勢の

判断が不得意な栽培者もおり、

草勢判断に不安な場合にこの目

安量を施してしまうのである。

自動車に例えると脇見運転ある

いは目をつぶって運転するよう

なものである。作物の観察によ

る草勢判断は作物を測定装置と

して見立てる技術であり、栽培

者にとって最大の武器になるので、

ぜひとも作物を観察する目、草勢判

断する力を存分に養ってほしい。 

 

２  草勢の判断について 

多くの果菜類では、開花花房付近、

茎頂、花を観察することで草勢をう

かがうことができる。この観察ポイ

ントはナスもトマトも基本的には同

じである（表１、２、図１）。ただ

しこれらの目安は感覚的な情報なの

表１ ナスにおける草勢判断の目安 

草勢判断する部位 弱い 適正 強い 

主枝と

側枝 

開花段～茎頂 短くなる 中庸 

蕾～開花段 12cm以下 15cm以上 

葉 

開花花房 

直下の葉長 
20cm以下 20～25cm 25cm以上 

開花花房 

直下の葉形 
切れ込み深い 中庸 幅広い 

葉色 
下葉淡色 

（肥切れ） 
中庸 

上葉濃色 

（過施肥） 

花 

花色 薄い紫 鮮やかな紫 

花形 
小さい 大きく形良い 大きく形悪い 

鬼花（過施肥） 無～短花柱花 中～長花柱花 

表２ トマトにおける草勢判断の目安 

草勢判断する部位 弱い 適正 強い 

茎頂 

開花段～茎頂 短くなる 中庸（13～15cm） 

蕾～開花段 6cm以下 8cm程度 

開花花房までの

葉形の巻き 

巻きがない、 

上向きに立つ 
軽く巻く 巻きが強い 

茎頂付近の色 
中心部分の 

淡色部が狭い 
中庸 

中心部分の 

淡色部が広い 

着果段 

の葉 

横から見た主葉

脈の形 
直線に近い 軽い S字 

らせん状によ

じれる 

葉脈の不定芽 なし あり 

花 

大きさ 小さい 大きい 

形 形がよい 
花弁が癒合、 

扁平花、鬼花 

図１ 果菜類の栄養生長と生殖生長（ナス） 

成り疲れ方向

 花が「増える」
 花が「小さくなる」
 うどんこ病発生しやすい
 うどんこ病による落葉
 花が「減る」→減収

草勢管理

木ボケ方向

 果実が成らない
 花が「減る」
 大きくならない
 奇形花・奇形果増える

最適の
バランス

栄養成長
根葉・茎

生殖成長
つぼみ・花・果実

果実をつくる

 花が「大きい」

 花が「多い」

強い

弱い

適正

体をつくる
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で、多くの経験を積んでより高い観察眼を養ってほしい。 

(1) 草姿変化による窒素給肥判断 

多くの双子葉植物

では、 窒素分が不足

すると展開中の葉身

の仰角が水平より上

向きに、過剰であれ

ば下向きに垂れる性

質がある。また側枝

については、窒素分

が不足すると芽が弱

く、窒素分が強いと

芽が強くなりよく伸

びる。トマトではそ

れより過剰な場合は

葉脈から不定芽が現

れる。ナス、トマト

は、この生理現象の観察によっても株に窒素分が足りているかの判断が可能である。 

(2) 茎による草勢判断は注意が必要 

トマトでも同様と考えられるが、ナスは果実＞葉＞茎の順に日照不足の影響を受けるが、これは茎

よりも葉で草勢を見た方が有利であることを意味する（表３）。開花花房直下の茎の太さのみでトマ

トの草勢を判断しようとする人が多いが、

これは観察時より少し前の草勢を反映し

たものであるため注意が必要である。リ

アルタイムに草勢診断するならば、より

茎頂に近い部位の観察によるべきである。 

 

３ 草勢の管理について 

草勢が弱ければ、ソース（光、水、肥料）の供給を高める管理を、強ければ過剰となる要因を減らす管理

を行う（表４、５）。長期収穫する果菜類は、連続的して栄養生長と生殖生長を行っているので、追肥を一

時中止するなどの極端な管理は危険を伴うので避けるべきである。 

草勢の管理は一株ごと行うのがよいが、現実的でないので一般的にはハウスごとに行う。その群ごとに草

勢が適正の株、弱い株、強い株の割合を感覚的に知り、落ちこぼれの株が最小限となるよう管理すべきであ

る。 

たとえば群の草勢の中心が

適正株であっても、弱い株の割

合が多い場合は、これまでの追

肥よりも若干強めるなど微調

整をするとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

表３ ナス果実の収量に及ぼす光度の影響（野口ら 1967） 

部位(g)＼光度 標準区 光量約 1/2区 光量約 1/3区 

葉重 197.5 (100) 129.8 (65.7) 60.0 (30.4) 

茎重 236.0 (100) 217.8 (92.3) 105.5 (44.7) 

果重 587.0 (100) 290.0 (49.4) 76.3 (13.0) 

( )内は標準に対する百分率 

表４ ナスにおける草勢と作物の状態との関係、草勢管理の方法 

  草勢が弱いとき 草勢が強すぎるとき 

作物の状態 

成り疲れする 

 花が弱くなる 

 うどんこ病 

 褐色円星病 

木ボケする 

 花が少なくなる 

 鬼花が増える 

 収穫が遅れる 

着果管理 

着果負担を減らす 

 多めに摘花する 

 早めに摘果する 

着果負担を増やす 

 収穫果を多く付ける 

 摘果を遅らせる 

誘引・ 

整枝管理 

予備の主枝  早めに除去  果実を収穫後に除去 

誘引の向き  上向きに立てる  水平方向に寝かせる 

摘葉  摘葉を控える  多く摘葉する 

側枝  厳選して減らす  多くする 

施肥管理 

しっかり肥やす 

 追肥を１回分早める、

急ぐ場合は液肥 

 肥料を葉面散布する 

過剰施肥を抑える 

 追肥を１回遅らせる 

図２ ナスにおける草勢判断の目安 

鬼花

弱いやや弱い中庸やや強い

長花柱花 中花柱花 短花柱花 無花柱花

花柱

正常花

窒素過剰

理想的な栄養状態

開花

蕾

約15cm

分枝もと

開花

約15cm

主枝 側枝

花房直下の葉長：20～25cm

栄養不良・肥切れの状態

開花

蕾

約12cm

主枝 側枝

分枝もと

開花

約12cm

茎頂から花までが

短くまた小さくなる
全体に短く

また小さくなる
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４  草勢を維持するその他管理について 

今回はかん水や温度、湿度についてほとんど触れなかったが、草勢を管理する上では非常に重要であり適

正となっていることが前提条件である。 

(1) かん水 

かん水は施肥と表裏一体の関係にあり、かん水量を適正より減らすと肥料吸収が抑えられる。この

方法は草勢管理技術として基本的なものである。しかしかん水量を絞ると、窒素よりもその他の肥料

成分の供給が強く抑えられ、他の生理障害のきっかけとなるので、注意が必要である。また水分不足

により肥料が効かない事実を施肥量が足りないと読み違え、その結果過施肥としてしまい作りにくく

してしまう栽培者も散見される。肥効調節型肥料を基肥に利用する場合では、この状況に陥りやすい

ので注意が必要である。また今年のように乾燥気味で推移する年は、特にその傾向が高くなる。 

(2) 湿度 

夏秋もの果菜類は、日中に強日照、高温、乾燥下にさらされ、うまく光合成が行えず草勢が低下し

てしまう場合がある。露地品目であっても空気が乾燥するときは、ほ場の空中湿度を高めるため、通

路散水（ナスの場合はうね間かん水）を行うなどの管理を行ってほしい。トマトではうねへのかん水

と通路への散水は施用量、施用タイミングとも異なるので分けて管理すべきである。 

 

＜参考資料＞ 

・農業技術体系 野菜編（トマト、ナス） 

 

表５ トマトにおける草勢と作物の状態との関係、草勢管理の方法 

  草勢が弱いとき 草勢が強すぎるとき 

作物の状態 

成り疲れする 

 花が弱くなる 

 うどんこ病 

 葉かび病 

木ボケする 

 花が少なくなる 

 鬼花が増える 

 収穫が遅れる 

着果管理 

着果負担を減らす 

 摘花する。 

 摘果する。 

着果負担を増やす 

 収穫果を多く付ける 

 摘果を遅らせる 

誘引・ 

整枝管理 

誘引 
 上向きに仮誘引する  水平方向に寝かせ仮誘

引する 

摘葉 
 摘葉を控える（病葉部

分のみとする） 

 多めに摘葉する 

 部分摘葉する 

側枝  徹底して除去する  遅めに除去する 

主枝  主枝更新する  軽く捻枝する 

施肥管理 

しっかり肥やす 

 追肥タイミングを早め

る。 

 肥料を葉面散布する。 

過剰施肥を抑える 

 追肥タイミングを少し

遅らせる 

 １回の量を減らす 
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農作業における安全確保「農業経営者の責務とリスクへの備え」 

 

１ はじめに 

全国の農作業死亡事故発生について、平成 26年の死亡事故件数は 350件であり、そのうち、農業機械作業

に係る事故が 66.3％を占めている。農作業事故のうち約 8 割を 65 歳以上の高齢者が占める状況にあり、高

齢化の進展により、今後、この割合が益々増加してくると予想される。本県においても、今年 7月に農作業

機械による死亡事故が発生しており、農作業の安全確保を図るためには、事故の発生状況や発生要因等を的

確に把握するとともに、農業機械を利用する農業者および関係機関等の安全意識、機械を利用するための知

識及び技能向上を図ることが重要である。 

農作業事故防止については、農業経営者自身の安全確保も大切であるが、注意しなければいけないのは、

雇用労働者に対する安全確保とリスクの備えである。農業者が事業主として労働者を雇用する場合には、労

働安全衛生法に基づき、雇用労働者に対して、危害防止の対策や安全又は衛生のための教育を行う義務を負

っている。危険な作業に伴う万が一の事故に備えた補償については、労働者災害補償保険（以下、労災保険）

加入を検討する必要がある。 

 

２ 労働安全衛生法の順守（農業における労働災害防止の仕組み作り） 

 農業生産現場では、労働安全が重視されない傾向が認められるため、農業は他産業に比べ危険な業種とさ

れており、農業における労働災害防止の仕組み作りが必要である。 

労働安全衛生法とは、労働災害防止のための危険防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促

進の措置を講じるなど総合的・計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と衛生を確

保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律である。農業者が事業主として労

働者を雇用する場合には、この法律に基づき、雇用する労働者に対して、安全又は衛生のための措置を講じ

なければならない。  

 

(1) 事業主が講ずるべき危険、健康障害の防止措置 

ａ．機械器具や作業環境の危険防止措置 

      ・ 事業者は、機械、器具その他の設備による危険、爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による

危険を防止するための措置を講じなければならない。また、労働者が墜落する恐れがある場所、土

砂等が崩壊する恐れがある場所等にかかる危険を防止するために必要な措置を講じなければならな

い。 

    ⇒ 農作業における危険個所の一覧表作成や、事故防止のためのルール、作業手順の文書化と作業者

への周知、高齢者の加齢に伴う心身機能の変化を踏まえた作業分担への配慮、適切に燃料を保管す

るための措置等を講じる。 

ｂ．健康障害を防止するための措置 

      ・ 事業者は、原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、高温や低温、騒音や振動等による健康

障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

    ⇒ 農薬散布時の保護衣や防護具の着用と保護衣や防護具の洗浄や適切な保管、夏期のハウス内作業

に伴う熱中症対策の実施等が必要となる。 

ｃ．健康を保持するための措置 

      ・ 事業者は、労働者を就業させる建物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全ならび

に換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難および清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀

および生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。 

    ⇒ 定期的な作業場の整理整頓や清掃の実施、作業場の環境点検等を講じる。 

ｄ．労働災害の防止および作業中止等の措置 

       ・ 事業者は、労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するために必要な措置を講じるとともに、

労働災害発生の窮迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる
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等必要な措置を講じなければならない。 

    ⇒ 農作業事故対応手順や連絡先、非常口や消火器の場所、機械器具等の緊急停止方法等の周知等を

講じる。 

 

(2) 雇い入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育の実施 

      事業主は、労働者を雇い入れた時及び作業内容を変更したときは、その労働者に対して、その従事

する業務に関する安全又は衛生のために教育をすることが必要である。パートやアルバイトなど、臨

時的な労働者であっても実施する必要があるため、農業経営者が労働者を雇用する場合は順守する義

務が生じる。 

ａ．機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること 

ｂ．安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること 

ｃ．作業手順に関すること 

ｄ．作業開始時の点検に関すること 

ｅ．その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること 

ｆ．整理整頓及び清潔の保持に関すること 

ｇ．事故時等における応急措置および避難に関すること 

ｈ．その他その業務に関する安全または衛生のために必要な事項 

 

３ 農作業の安全確保のための確認ポイント 

  農作業の安全確保を図るためには、具体的な確認のポイントが挙げられている。こうした確認事項に留

意し、各事業所でのルール作りや雇用労働者への教育を実施することを通じて農作業による危害防止を図

る必要がある。 

(1) 取扱説明書の熟読 

・ どのような機械、機器にも取扱説明書がついている。取扱説明書に記載の制限事項や推奨事項、正

しい用法等、安全に機械、機器を使用するための製造者と使用者を結ぶ大切な情報であるため、しっ

かり読む習慣が大切である。 

(2) 安全装備の活用 

・ 事故を防ぐため、機械等には様々な安全対策が施されている。安全装置の取り外しなどを行わない

よう注意が必要である。また、トラクターなどでは、安全フレームを使用するなど、安全装置の活用

が必要である。 

(3) 始業点検や終業点検、定期点検の実施 

・  人の点検、機械の点検、環境の点検、すべてが良好で初めて満足な作業となる。点検チェックリス

トのある機械はそれに従い、ない機械は取扱説明書に従って始業点検及び終業点検、定期点検を行う

必要がある。 

(4) 無資格者に対する機械操作禁止 

    ・ 農作業で扱う機械等の中には、免許、届出、取扱講習が必要なものや、研修等を受けずに実施して

はいけないものもある（就業制限業務：最大荷重１t以上のフォークリフトやショベルローダーなど）。

安全確保のため、就業制限のある業務を確認し、免許取得や講習受講など、適切な就業管理を行う必

要がある。 

(5) 作業の基本操作の習得 

・ 機械の更新直後の事故が多い実状の中、安全操作や運転操作などについて、納入業者からの指導を

受けるとともに、研修施設での講習受講や農業機械士からの指導を受ける。 

(6) 休憩時間の確保 

    ・ 疲労を感じながらの作業継続は集中力の低下を招き、事故につながることが多い。能力や経験に合

わせた作業計画を立てるとともに、２時間に 1回程度の休憩を確保するよう努める。 

(7) 機械格納庫の整備 

    ・ 小さなものは棚を使って立体的に、車輪のない大きな作業機は台車に乗せるなど、それぞれ格納す
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る。また、一つの機械を使うのに多くの機械を動かすようなことがないよう適正な配置を行う。格納

庫内での点検調整のため、床が平らで適切な明るさがあり、換気が行われる空間を確保する。 

(8) 自宅から圃場までの安全確保 

    ・ 他の自動車とのトラブルをおこさないよう移動に留意する。乗用トラクターは作業機を付けたまま

では公道は走れないため、トラックなどで別送する。圃場から出るときには、ブレーキペダルの連結

を必ず確認する。 

(9) 圃場での安全確保 

    ・ 段差のある圃場への入り口は、十分な幅と長さのある進入路を利用する。騒音の大きい機械作業で

は、共同作業者との合図を決めておく。また、近づくときは、作業者の前方から近づくようにする。 

(10) 果樹園作業の安全 

    ・ 脚立やはしごを使用する高所作業は、バランスを崩し転落の可能性が高いため、高所作業台車や路

面の広いステップ等を使用し、バランスを崩しにくくする。スピードスプレーヤーでの防除は後方ば

かり気にしていると枝に衝突するなどの危険があるため、前方にも十分注意する。 

(11) 傾斜地作業の安全 

    ・ 傾斜地は平坦地に比べ転倒の可能性が高いため、安全キャブや安全フレームの付いたトラクターを

使用する。 

（参考「農作業の安全の手引き」：平成 25年 3月 岐阜県農政部農産園芸課） 

 

４ 労災保険の活用 

 労災保険は、労働者災害補償保険法に基づき、労働者の業務または通勤による負傷、疾病、傷害、死亡に

対して保険給付を行う政府管掌の制度である。法人においては１名以上、個人経営については５名以上の常

時雇用労働者がいる場合には、原則的に加入が義務付けられている。農業においては、危険な作業を伴うこ

とも多いため、個人経営で 4名以下の労働者を雇用している場合においても、労災保険の加入を検討するこ

とは重要である。 

労災保険は、あくまでも労働者を対象にした制度であり、使用者すなわち経営者は対象外とされている（経

営者の範囲には、農業経営を行う事業主や集落営農組織の構成員も含まれる）。しかし、国では、農業にお

ける業務の実情や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一

定の農業者については特別に任意加入を認めており、労災保険の中に「特別加入制度」が設けられている。 

（労災保険の特別加入制度については、平成 27年度「今月の技術と経営 5月号」を参照） 

 

５ 最後に 

労働条件の基準を定める労働基準法には使用者の安全衛生措置と災害補償責任が定められており、労働者

が業務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の使用者の無過失補償責任を規定していることに留意

する必要がある。労働基準法で規定された安全衛生措置で制定されたのが労働安全衛生法であり、災害補償

責任の履行を迅速かつ公正に実施するために制定されたのが労災保険である。農業経営者自身と雇用する労

働者の農作業安全のための危害防止の措置を含めた農作業リスクへの備えが、持続可能な安定した農業経営

に必要な要因の一つであ。 

農林水産省では、事故が多発する秋作業の９～10月を農作業安全対策の重点期間として「秋の農作業安全

確認運動」が始まる。各地域における関係者間の連携体制を確立するとともに、引き続き多様な視点及び方

法による農作業事故対策が推進され、各種啓発資材による注意喚起が行われる。 農業経営の安定を図るため、

農作業事故防止の啓発を視野に入れた普及活動の展開につなげたい。 

 


