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図１ 協同農業普及事業の体系 

  今 月 の 農 政 情 報   

 
協同農業普及事業外部評価の実施について 

 

１ 背 景 

 協同農業普及事業は、農業改良助長法（昭和 23年施行、平成 23年一部改正）に基づき実施されているが、

その中で農林水産大臣は、協同農業普及事業の運営に関する指針を 5年ごとに政令で定め、活動課題等にか

かる基本的な方針（以下、運営指針）を示すこととしている。 

 今回、平成 27年 5月に新たな運営指針が定められ、その中で普及指導活動の効果的な実施のため、普及指

導計画の策定と評価に際して、先進的な農業者や関係機関等を含む委員による外部評価を実施し、その結果

を公表するとともに、次年度以降の計画に反映させることを通じて普及指導活動及びその体制の改善を行う

ことが加えられた。 

 また、農林水産省では、運営指針の内容をより具体的に示した「協同農業普及事業の実施についての考え

方（ガイドライン 平成 27年 5月）」（以下、ガイドライン）を通知しているが、運営指針の改正に合わせ

て、以下のとおりガイドラインに外部評価の事項を加えている。 

 

＜ガイドライン抜粋＞ 

第５ 普及指導活動の方法に関する事項（２ 普及活動の効果的な運営） 

 ○ 内部評価及び外部評価の実施と普及指導計画の改善等 

都道府県は、全ての普及指導計画について、毎年度、成果目標の達成状況の確認を行い、目標未達の

普及指導計画については、活動方法や活動体制の改善を図るものとする。 

また、より農業者等のニーズに対応し、高い成果を創出する普及指導活動とするため、普及指導計画

に定められた成果目標の達成状況及び普及指導活動の体制（組織体制や人員の動向、普及指導員の資質

向上の取組等）等について、以下の方法により外部評価を実施し、外部委員の幅広く客観的な視点から

評価を受けるとともに、その評価結果を踏まえて

次年度以降の普及指導計画の改善を図る。 

   ① 外部評価の実施 

外部評価は、普及指導活動の総合調整や 普及

指導員の配置を行う者が毎年実施するものとし、

概ね３年に１回は主要な普及指導計画が外部評

価の対象となるよう計画的に評価対象を選定す

る。 

② 外部委員の設置 

外部委員は、先進的な農業者、若手・女性農

業者、農業関係団体、消費者、学識経験者、マ

スコミ、民間企業等の外部有識者を選定するも

のとする。 

③ 外部評価結果の取りまとめと公表 

外部評価の実施者は、普及指導計画の実施状

況、普及活動の成果等とともに評価の概要及び

普及指導計画等への反映状況等について、原則

として評価を行った年度に、広報誌やホームペ

ージ等で公表するものとする。また、国は、必

要に応じて外部評価の概要及び公表の状況等の

必要な事項に関する調査を行う。 

農業改良助長法（昭和 23年施行） 

協同農業普及事業の運営に関する指針 

（平成 27年～31年） 

県協同農業普及事業の実施に関する方針 

（平成 23年～27年） 

協同農業普及事業の実施についての考え方 

（ガイドライン 平成 27年～31年） 

内部・外部評価の実施 

（中間検討、あゆみ、外部評価） 

各農林事務所の普及指導計画 

基本計画（平成 23年～27年）、年度計画 
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なお、ガイドラインでは、農業大学校についても外部評価を実施し、公表することとしている。 

   以上、運営指針、ガイドラインの改正を受けて、本県においても平成 27年 6月に「協同農業普及事業の

実施に関する方針」を改正し、普及指導活動の評価の実施に際して、これまでの内部評価に加え、外部評

価を実施することとした（図 1参照）。 

 

２ 目 的 

 普及指導計画の評価は、これまでも各農林事務所農業普及課内部の中間検討会や市町村・ＪＡ等関係機関

を交えた営農連絡会議等で進捗状況を評価し、その後の活動に反映させてきた。 

また、普及指導課題の設定に際しては、市町村・ＪＡ等関係機関で構成される農業改良普及推進協議会等

において協議を行い、農政の展開方向並びに地域の農業振興の方針に応じて、取り組みの必要性及び緊急性

が高いものを総合的に考慮し、関係機関の合意のもと課題の設定をしている。 

 今回の外部評価は、これらの内部評価や課題設定の考え方に加え、有識者や消費者、報道関係者といった

農業や普及事業と離れた立場の方々から意見を頂き、広く県民目線で改めて岐阜県における協同農業普及事

業の方法や成果について検討するとともに、併せて普及指導員の活動を公表・ＰＲするものである。 

 

３ 方 法 

 県では、「岐阜県協同農業普及事業外部評価実施要領（平成 27年 10月制定）」を定め、評価委員会を設

けて、外部評価に取り組むこととした。なお、今回設置した委員会は、「岐阜県審議会等の設置運営要綱」

に基づく懇話会に位置づけられ、行政運営上の参考に資するための意見を聴取することが目的である。 

 委員には、先進的な農業者、女性農業者、農業関係団体職員、消費者、学識経験者、報道関係等からなる

６名の方々を選出し、県の普及指導体制や取り組む課題並びに農業大学校の教育体制について意見をいただ

く予定である。 

 

４ 今後の予定 

 外部評価の対象となる各農林事務所農業普及課の重点普及指導課題は、73課題に及ぶ。 

委員の方々には、協同農業普及事業の概要、実施体制を踏まえて、これらの課題に対してどのような活動

がなされ、どのような成果があったのか、評価いただかなければならない。 

そのため、11月中を目途に協同農業普及事業の概要、実施体制や重点普及指導課題について事前説明を行

い、1 月ごろに外部評価会議を開催して、各指導課題について評価を受ける予定である。また、その後、速

やかに評価結果を取りまとめ、県ＨＰ上で公開する予定である。 

 

５ 最後に 

 普及活動は、インプット（活動内容）、アウトプット（活動結果）、アウトカム（活動成果）の 3つのス

ッテップに分けることができる（図 2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価とは、普及が何をした（インプット）だけでなく、その結果がどうなったか（アウトプット、アウト

カム）が対象となる。農業や地域振興では、インプットの効果に加え、気象や社会情勢等の環境変化の影響

が大きく、単純にアウトカムのみでは普及活動は評価できない。よって、それぞれのステップの内容を検証

した上で、次に向けて何を修正すべきかの分析が重要である。 

 今後、実施する外部評価を通して、新たな視点で普及活動の成果を明らかにしたい。 

 
 
 
例１ 

 

 

例２ 

 

図２ 普及活動の３ステップ 

インプット アウトプット アウトカム 

防除研修会を開催した 30人の農家が集まった 20人の農家が農薬散布 

実証ほ場を設置した 実証ほで増収した 
実証技術を産地が導入 

産地の生産量が増大 

病害虫被害が減少 
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
爽やかに、穏やかに過ぎた 10月。紅葉も鮮やかに・・ 

関東から東北かけて記録的な豪雨に翻弄された 9月

から 10月の声を聞くと一転、広々とした大空高く鰯雲

（巻積雲）がよく見られるようなった。少し遅れ気味

だった水稲ハツシモの収穫作業も終盤を迎え、夏秋野

菜が終わり秋冬野菜の出荷作業が本格化してきた。一

見穏やかな秋の訪れであるが、東北から北海道地方で

は依然として日本の東海上に向けて頻繁に襲来する台

風の影響を受け続け 10月下旬を迎えている。マリアナ

諸島近辺で発生した台風は、高い海水面温の影響を受

け、勢力を保ったまま先島諸島方面に進む一方で、小

笠原方面から東海上を北上した台風はそのまま寒冷前

線を伴った爆弾低気圧となって強い風雨による被害を

もたらし、北海道の大雪山旭岳では平年より 10日も早

い初冠雪となった。 

9月 26日から 10月 25日までの過去 1ヶ月間の天候

を見ると、岐阜市では平均気温 19.4℃（対平年+0.2℃）、

降水量 64.0mm（同 43.6%）、日照時間 225.6時間（同

118.1%）で、高山市では平均気温 14.1℃（対平年±

0.0℃）、降水量 68.5mm（同 45.0%）、日照時間 188.6

時間（同 157.0%）と平年並の気温で少雨・多日照気味

の穏やかな天候が続いた（図 1､2､3）。 

 

エルニーニョ現象の影響で当面は暖冬傾向が続く模様！ 

10月下旬から気温は高めに推移しており、暖冬を引き起こす世界規模の‘スーパーエルニーニョ’への注

意喚起が叫ばれ、名古屋地方気象台が 10月 23日に発表した１月までの３ヶ月予報でも、気温は平年並みか

らやや高め、降水量もやや多めでぐずついた天候が続くとの予想である。秋本番を迎え朝晩はめっきり寒さ

を増した感があるが、東海上の海水面温度は高く維持されており、当面季節はずれの台風が心配される。平

成 16年 10月 20日に本県を通過した台風第 23号が飛騨地方中心に甚大な被害をもたらしたことは記憶に新

しい。冬支度の準備に勤しむと同時に、野菜や麦など暖冬を意識した備えも必要である。 

晩秋の今、立冬を過ぎ、奥美濃から飛騨にかけて連なる山々では、標高 1,000mあたりで躊躇していた紅葉

前線が山裾まで一気に駆け下り、11月中旬頃には美濃の里山にまで届くようになる。11月 23日は二十四節

気でいう「小雪」。この頃には、岐阜市の最低気温は 10℃を下回るようになり、西高東低の気圧配置が普通

になり木枯らしが吹き、いよいよ初雪の便りが届く季節となる。そんな普通の寒さに期待を持ちたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/2５現在） 

図 3 過去１ヶ月の日照時間（9/26～10/25） 

 

 

 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 

図２ 過去１ヶ月の降水量（9/26～10/25） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 
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１ 麦  

  麦の播種時期となった。水稲ハツシモの成熟期がやや遅れ気味であったが天候に恵まれて収穫作業は順調

に進んでいるが大豆を含めて他作業と重なることもあるため、綿密な作業計画を立てる必要がある。 

今年の冬は、エルニーニョ現象の影響もあって、気温は高め、降水量も平年並～やや多めの予想であり、

計画的な播種作業はもとより、凍霜害を含め暖冬下での栽培には十分留意いただきたい。 

～２８年産麦は、良好な播種条件の確保が可能なら、初期生育が良好な多けつ型の生育を予想～ 

(1) 多雨傾向下では特に排水対策が重要！～麦作全般の良否に繋がる～ 

   ・ 水稲収穫後は速やかに額縁明渠などで排水対策を施す。 

   ・ 地域の微気象と播種時の天候に十分注意し計画的な播種作業を実施する。 

    ※ 降雨では作業を中止するなど土壌水分を優先させた播種に徹する。 

(2) 地域（土壌条件＋気象条件）及び栽培品種に適した適期播種の励行 

     今冬はやや高温・多雨傾向であるので、通常播種でも多けつ多収傾向で推移すると考えられる。これ

により原麦のタンパク含量も低下する一方で、中山間地域など播種が遅れると茎数不足等から減収にな

ることが多いので、適正は圃場条件での適期播種に努める。極端な早播きは厳禁である。 

○ 播種期の目安 

      ◇ 農林６１号、タマイズミ：１１月１半旬～１１月下旬 

   ◇ イワイノダイチ、さとのそら：１０月５半旬～１１月４半旬 

  ◇ ミノリムギ、さやかぜ：中山間地域の気温を考慮（さやかぜ：播性Ⅰ） 

(3) 凍霜害に注意！ 

・  「農林６１号」、「タマイズミ」の早播きは厳禁。さらに「イワイノダイチ」、「さとのそら」は秋

播性Ⅳを有しているものの、暖冬年では過去にも凍霜害が発生しているので極端な早播きは避ける。 

※踏圧作業は圃場条件を考慮しないと逆効果！ ⇒ 排水対策に努め、凍上害防止を第一に 

(4) 安定的な収量と品質を確保するための施肥技術 ～基肥を中心に～ 

・ 〔Ｒ２５（17kg/10a）＋穂肥＝Ｎ７．１＋３．５kg/10a〕を施肥体系の基本とする。 

※ ただし、タマイズミ：基肥「Ｒ２５」20kg/10a（Ｎ：8.4kg/10a）＋穂肥（Ｎ：3.5kg/10a）が基本 

   ※ イワイノダイチ、さとのそら：緩効性肥料の溶出タイプ（R25と R30の混合）や量について実証継続 

 

 

 

２ 大豆 

 平年並の梅雨明けとなったが、主品種フクユタカの播種作業は 7月下旬から 8月上旬が中心で、近年では

最も遅くなった。播種直後の天候は高温・乾燥気味で初期生育はまずまずであったが、8月中旬以降の低温・

多雨・日照不足の影響から生育は緩慢となり、開花もやや遅れるとともに、地域差、圃場差も大きくなった。

また、近年増加傾向にある帰化アサガオ類の発生も目立っている。 

 現在、フクユタカで子実肥大～子実充実期に入っており、タチナガハで落葉も目立ち始めたが、ほ場毎の

生育差は大きく、今後、やや高温・多雨となる予想であるので、収穫に向けた適切な作業をお願いしたい。 

■ 除草 

土壌処理除草剤の効果が早めに消失した場合または初期生育が緩慢な場合は畦間抑草力が低下するた

め防除が困難となる。今年の場合、播種期は遅れたものの初生葉～第一本葉伸長期の生育は順調だったた

め初期の雑草繁茂は比較的少ない圃場が、帰化アサガオ類が大豆ほ場に急速に拡大している。最も多いの

が「マルバルコウ」で、秋が深まり木質化する前に大豆に絡まった蔓を切断しておくことが大切である。 

■ 収穫 

    10月は天候に恵まれたが、8月中旬から9月末にかけての低温・日照不足気味の天候による生育量不足、

子実の肥大不足の状況は否めない。11月に入ると中山間地域の「タチナガハ」の収穫が始まり、その後、
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平坦地で晩生種「フクユタカ」の収穫に備えることになる。 

この際、茎が完全に木質化することなく急激な寒波が到来すると、強制的な落葉により茎や子実水分の

低下が進まなくなるので、収穫作業には十分な注意が必要である。コンバインによる収穫作業時の水分は、

茎で 50％、子実で 20％が目安である。また、汚損粒発生回避のため、雑草や青立ち株の混入はあらかじ

め５％未満に下げておく必要がある（合格大豆以上）。 

 

 

 

３ 野  菜  ～施設園芸における省エネルギー対策～ 

いよいよ加温機等の利用が本格化する。燃料費は昨年に比べ下落傾向にあるものの、経費は増加傾向にあ

り、その大きな部分を占める燃料費を節減することは重要な課題である。 

ここでは、燃料使用量の節減の手段として、(1) 加温機の点検整備等による対策、(2) ハウス等の対策、

(3) 温度管理による対策 について説明する。低温管理で収量が落ち、減収とならないよう、経営として効果

が出るよう努める必要がある。 

(1) 加温機の点検整備等による対策 

○ バーナーの点検 

・ ディヒューザの清掃、エアシャッターの調整等により炎を最適な状態に保つ。 

・ 定期的にノズル交換をする。燃焼により、ノズルの噴射口が大きくなり、燃費が悪くなることがあ

るので、１年に１回程度ノズルを交換する。 

○ 不完全燃焼の防止 

・ ハウスに外気を取り入れる。専用の空気取り入れ口を設置し、不完全燃焼をしないようにする。 

○ 缶体の掃除 

・ 年に一回は必ず煙管、スクリュープレートの掃除を行う。 

・ 掃除は、加温シーズン終了直後に行うことで、缶体の腐食を防止する。 

○ 温度ムラの改善 

・ 加温機の能力に適合したダクトの大きさと本数を確保する。 

・ 送風運転や循環扇を併用し、ハウス内の温度ムラを少なくする。 

(2) ハウス等の対策 

○ 内張りを多重にする 

・ 三重張りは、二重張りより２０～３０％の燃料節減効果がある。イチゴでは、二重被覆した上に、

外気温の影響を受けやすい外側に最も近い畦にトンネル被覆する。 

○ ハウスの気密性を高める 

・ ハウスの被覆資材に穴や隙間がないか点検し、補修テープ等を貼付し、気密性を高める。 

・ 出入り口、天窓部、サイド換気部、ハウス谷部（連棟）、四隅の接合部（特に内張ビニール）など

からの冷気の侵入が見られるので、点検し、補修や多重張りとして気密性を高める。 

・ ハウスの内張天井やサイド部分の資材には、保温性の高いものを使用する。 

○ 昼間の太陽光の利用 

・ ハウス内に太陽光を多く取り入れるため、内張資材は、昼間開けておく。このことにより地温が上

昇し、夜温を高く保つことができる。 

・ 外張り被覆資材の汚れは時々洗浄し、取り除いておく。 

○ 防風網等の設置 

・ ハウスに直接冷風が吹き付けないよう、防風網をハウス北、ハウス西に設置する。 

(3) 温度管理による対策 

○ 変温管理 

・ ４段サーモ等の利用により、植物の特性や天候に応じた変温管理を行い、燃料の節減に努める。 

○ 適正な夜温管理 
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・ 温度センサーの設置場所によって、燃料消費にも違いが生じるため、適正な場所に設置する。また、

施設内の温度管理は、暖房機等の設定温度でなく、実際の測定温度により行う。 

○ 日中の温度確保 

・ 換気センサーがむきだしで、正確な温度が測定できず、昼間に低温管理している場合がある。セン

サーには通風筒を設置し、適正な温度管理を行う。 

 

 

 

４  野菜（高冷地） 

(1) 収穫終了後の管理 

 収穫終了後は、残さ等の適切な処理や資材等の消毒によ

り、病原菌をハウスから一掃し、また、農業機械も良く洗

浄しメンテナンスをしっかり行い次年度の栽培に支障ので

ないようにしておくことが重要である。 

 特に近年は、ゲリラ豪雨によりハウス内に雨水が侵入す

ることも多く見られるので、排水の悪いほ場では暗渠を設

置し、そうでないほ場でもハウス周りの明渠をこの時期に

施行しておくことが翌年の栽培管理につながる。 

 また、生育が悪かったほ場では、原因を確かめるために

排水の状態や土壌診断、根の状態の確認等を行い次年度に

向けて対策を講じることが必要である。 

 

(2) 雪害対策のためのハウス管理 

 近年は、積雪地帯であっても、雨よけハウスでの夏ほう

れんそう等、作付け期間が長期化し、昨年のような早い積

雪により雪害に見舞われる。 

 特に早い時期の雪は水分を多く含みパイプ等に着雪し、

その重みでハウスの倒壊を招くことがある。 

気象情報に十分注意するとともに、所有するパイプハウ

スの特性を理解し事前の対策を怠らないように注意する。 

 

① 雪の重さ 

粉雪状の新雪の比重は 0.05 ～ 0.15 だが、昨年のような１２月の早い時期や３月の湿った雪は約 0.3 

となる。そのためこの時期の雪は僅かな積雪で被害が拡大することが多い。また間口の広い 7.2ｍハウ

スは被覆面積が広いことから総重量が増加し雪害に弱い傾向があるため特に注意が必要となる。  

 

 

② パイプハウスの太さ 

パイプの太さは太ければ太いほど耐雪性が向上する。パイプの強度は断面係数に比例するため、22.2mm 

図１ 明渠の設置 

図２ 雪害発生事

例 

比重 0.3の雪が 20 ㎝積もると１平方メートル当たり 60 ㎏となる。 
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のパイプを 25.4mm にすると約 1.3 倍強くなり、22.2mmのパイプを 31.8mm にすると約 2.8 倍強くなる

とされていることから、所有するハウスがどのパイプで建てられているかは、事前に把握しておくこと

は重要である。 

③ ハウスの構造 

パイプハウスの屋根形状は、一般にアーチ型とな

っているが、屋根部分の傾斜が緩い（ライズ比ｆ[ア

ーチ高さ]／Ｌ[ハウス幅]が小さい）ほど、上から

の荷重に対して変形しやすいとされていることか

ら、傾斜の緩やかな形状のハウス（７．２ｍ間口ハ

ウス等）は特に注意が必要である。 

 

 

 

④ 事前の対策 

ａ．作物等がありビニールが除去できない場合は、

ハウス内の室温を確保し雪の滑落を促進させる

ため必ずサイドビニールを被覆する。 

ｂ．内部被覆（二重カーテン）が設置されている場

合は内部被覆を開放し地熱の放射により室温を

上昇させることで雪の滑落を図る。 

ｃ．補強用の支柱を設置しハウスを補強する。支柱

は、直管、丸太や竹等を３ｍ程度の間隔で取り付

ける（強度は1.4倍に向上）、雪の重みで支柱が

土中にめり込まないよう支柱の下に土台等を設

置すると良い。 

ｄ．暖房機が準備できる場合は電源、配線、燃油量

等について正常に機能するか事前に確認する。ま

た対流式ストーブ等の簡易暖房機の利用も雪の

滑落を促進させる効果は大きいことから事前に準備すると良い。 

⑤ 降雪時の対策 

ａ．ハウスパイプの太さや構造等により、耐雪性が異なることから、危険性の高いハウスから速やかに雪

下ろしを開始する。２年目以降の古ビニールについても、滑性が劣り倒壊の危険性が高いため優先して

除雪を行う。 

ｂ．風向き等により屋根の片側だけに偏って積雪がある場合は、パイプに予想外の大きい力が加わりハウ

ス倒壊の危険が生ずることもあるので速やかに除雪する。また、ハウスの片側だけを除雪すると片荷重

により倒壊する恐れがあるので、両側から均等に除雪を行う。 

ｃ．ハウスの除雪が困難で倒壊の危険がある場合は、ハウス本体の倒壊を防ぐため、ビニールを切ってハ

ウスの倒壊を防止する。ビニールの切断は、棟パイプに対して左右対称に行う。 なお、ハウス内に入

り切断する場合は、落雪や倒壊に細心の注意を払い作業を行う。 

⑥ 降雪後の対策 

ａ．降雪後、ハウス倒壊の恐れがなくなったことを確認の上、速やかにパイプハウス各部の損傷、ゆるみ、

たるみなどの有無を総点検し、速やかに補修しておく。特に主管をつなぐジョイントや専用金具がゆる

んでいる場合が多いので確認し補修する。 

ｂ．ハウスの損傷やビニールの切断等を早急に修復し、室温の確保に努め、低温による作物の生育障害・

枯死等の被害を防止する。 

⑦ 屋根ビニールを除去しているパイプハウスの除雪 

図３ ハウス形状とたわみ・曲げモーメント関係 
（日本施設園芸協会1999） 

図４ 予め支柱を設置して栽培 
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作付けのないハウスのビニールは早めに除去し、降雪があ

った時は除雪作業を行う。 

ａ．パイプ交差部に積もった雪が屋根一面に積雪することがあ

るので、時々雪を落としておく。 

また、肩部のパイプ等が雪に埋設したまま放置すると沈降

圧により変形、破損等の原因となるので早めに掘り出してお

く。             

ｂ．早期豪雪の場合は、肩部の雪を踏み固めること、ハウス内

にたまった雪は踏み固めて、沈降圧がが大きくなるのを防止

する方法も有効である。 

 

 

 

５  果  樹 

(1) 果樹の生育状況 

県内の各果樹の生育について、平坦地でのカキの収穫期は各品種とも平年より早い傾向であった（表１）。

現地でも「西村早生」、「早秋」は着色も早く、平年より早く終了した。11月から「富有」の収穫が始まる

が、生育は順調に進んでおり、肥大は平年より大きく、着色も早生品種同様に早く進んでいる（図１）。 

中山間地のクリは、すべての品種が終了した。中山間農業研究所中津川支所の調査から、「丹沢」、「筑

波」とも小玉傾向であったが、「ぽろたん」は平年並みの大きさであった。また、各品種とも平年より早い

収穫となり、切り上がりも早かった(表２)。 

リンゴはすでに終了した「つがる」は、中山間農業研究所本所の調査では、平年より収穫盛期が６日程度

早く、しかも大玉傾向だった（表３）。11月中旬から収穫が始まる「ふじ」は、果実肥大は平年並の大きさ

の傾向で推移している（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ パイプ交差部に着雪した雪 

図１ カキの果実肥大と着色推移（富有、10/25現在） 

表１ カキの生育相（農業技術センター、10/25現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2015 3/16 4/3 5/13 5/15 5/17 9/30 10/11 10/11 307 17.6

2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20 10/3 10/9 10/9 263 17.0
平年 3/17 4/7 5/19 5/21 5/23 9/29 10/3 10/7 242 16.3

太秋 2015 3/19 4/5 5/12 5/14 5/16 10/14 416 15.2
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23 10/15 10/29 11/12 365 17.9
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30 340 17.2

富有 2015 3/19 4/7 5/15 5/17 5/20
2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25 11/5 11/17 11/27 277 17.1
平年 3/24 4/13 5/21 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30 273 17.0

開花期 収穫期
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(2) 果樹の気象災害 

① 早霜の被害 

11 月に入ると霜が降り始める。 岐阜地方気象

台の観測では岐阜市の初霜日の平年値は 11/20 と

なっているが、年によって強い霜が早く降りるこ

ともある。県内ではかき（富有）やみかん（温州

みかん）が収穫期となり、年によって果実へ多大

の被害が生じることもある。 

かきの場合、強い霜が降りると表面が凍り、そ

れが解けて部分的に軟化し（写真１）、出荷でき

なくなる。 

みかんの果実は、凍害に遭うと果皮の水分が抜

け、果皮にハリがなくなり、苦みを発生させるこ

とがある。また、霜の程度によっては落葉するこ

ともある。 

表２ クリの生育相（中山間農業研究所中津川支所、10/9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 2015 3/29 4/26 6/10 6/7 12.6 10.4 8/25 9/10 23.2

2014 4/1 4/28 6/13 6/12 15.6 11.8 8/28 9/8 24.9
平年 3/31 4/29 6/17 6/13 11.8 9.3 9/1 9/10 26.2

筑波 2015 3/25 4/25 6/11 6/6 22.9 19.5 9/15 9/23 23.0
2014 3/31 4/27 6/15 6/11 20.8 16.0 9/16 9/29 28.3
平年 3/29 4/27 6/18 6/12 16.6 13.0 9/19 10/1 26.0

ぽろたん 2015 3/25 4/24 6/11 6/9 8.8 6.9 9/7 9/13 28.3
2014 3/31 4/27 6/14 6/15 8.6 6.5 9/9 9/15 27.3
平年 3/31 4/28 6/17 6/16 6.2 4.8 9/13 9/19 28.5

※　平年はH17～H26の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

表３ リンゴの生育相（中山間農業研究所本所、10/19現在） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重平均糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2015 4/4 4/21 5/1 5/3 5/8 9/4 9/16 380 12.9

2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14 9/4 9/18 328 13.5
平年 4/5 4/20 5/5 5/8 5/14 9/5 9/22 347 13.6

ふじ 2015 4/3 4/21 5/1 5/3 5/7
2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13 11/10 11/28 342 15.4
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29 368 15.8

※　平年はH17～H26の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

図３ リンゴ果実肥大推移（ふじ、10/19現在） 

写真１ 凍害を受けた富有 
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② 早霜対策 

・ 気象予報に十分注意しながら、収穫期に達し

た果実は早めに収穫する。 

・ 樹全体を被覆資材等で被覆する（0.5～１℃

の保温と防霜効果がある）（写真２）。 

 

 

 

 

 

 
写真２ 寒冷紗を被覆したみかん園 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

岐阜県育成の果樹オリジナル品種たち 

 

平成 27年 10月 27日、本県農業技術センター育成のカキ新品種「ねおスイート(仮称)」（品種登録出願中）

の知事発表が行われた。甘ガキの全国有数の産地である本県にとっては、待望のオリジナル品種である。ま

た、平成 26年 9月には中山間農業研究所中津川支所育成のクリ新品種「えな宝来（仮称）」、「えな宝月（仮

称）」（品種登録出願中）の 2品種が発表され、さらに平成 25年 8月には中山間農業研究所育成のモモ新品種

「飛騨おとめ」（平成 25年 12月登録）が発表されており、3年続けて本県主要果樹の新品種が知事発表され

たことになる。そこで、今回はこれらの品種の特徴や今後の展開、期待等について紹介する。 

 

１  カキ「ねおスイート（仮称）」（農業技術センター） 

(1) 育成の背景と経緯 

県内のカキの生産は、約 70％が 11月以降に出荷される本県発祥の「富有」に偏っている。これは、「富

有」以前に出荷される早生・中生品種の市場評価が低下してきたためで、産地からは、「富有」より前に

収穫できる消費者ニーズの高い品種の育成が求められていた。 

そこで県では、10 月に収穫できる中生品種の「ねおスイート」の育成を平成 17 年より進めてきて、

今年２月に農林水産省に品種登録を出願し、7月 27日に出願公表を受け、現在仮保護中である。 

(2) 品種の特徴 

・ 種子親「新秋」（高糖度系品種）と花粉親「太秋」（サ

クサクとした食感を持つ良食味品種） 

・ 収穫時期 10月中旬～下旬（「富有」の前に収穫） 

・ 果実の大きさは中程度、着色良好 

・ 平均糖度 20.7％と同時期の品種より 3％程度高く、強

い甘みを感じる。 （糖度 18％以上となる果実割合が

90％以上と高水準で安定している） 

・ 花粉親の「太秋」と同様にサクサクとした食感を持ち、

歯触りが良い。                         

(3) 今後の展開 

     来年春から苗木の生産を進める予定であり、当面は県内で今後 10年間で 20ha程度の普及を見込んで

おり、「富有」と並ぶような新しいブランドとして、全国に販売できるように進めていく。 

 

２  クリ「えな宝来（仮称）」「えな宝月（仮称）」（中山間農業研究所中津川支所） 

(1) 育成の背景と経緯 

岐阜県のクリの主な販売先は県内の和菓子製造業者で、現在では全国的に有名となっている『栗きん

とん』の原料として利用されている。『栗きんとん』の加工は、9月1日頃からの販売開始にあわせて8

月下旬から10月中旬まで行われているが、

早生の基幹品種「丹沢」は出荷始めが9月上

旬であるため加工開始に間に合わず、「丹

沢」より早い8月下旬から収穫できる極早生

品種が求められていた。また、「丹沢」と

中生基幹品種「筑波」の中間の出荷端境期

を埋めることができる品種も必要となって

いた。                     

写真１ 「ねおスイート」の着果状況 

図１ クリの出荷量と新品種の関係 



 

- 12 - 

 

一方、これまでのクリの育種は、クリタマバチに対する抵抗性や甘露煮等への加工適性を基準に選抜

が行われており、『栗きんとん』への加工適性という視点での選抜は行われてこなかったため、本県で

は『栗きんとん』加工に適し、「丹沢」より早い8月25日頃から収穫できる極早生品種、および「丹沢」

と「筑波」の間に収穫できる早生品種の育成を目標に育種を開始し、『栗きんとん』加工適性のある極

早生1系統、早生1系統を選抜することができ、平成27年3月に「えな宝来」、「えな宝月」として品種

登録出願し、現在仮保護中である。 

(2) 品種の特徴 

① 「えな宝来」                      

・ 種子親「胞衣」（極早生品種）に花粉親「丹沢」を人工交配 

・ 8月下旬～9月上旬に収穫（「丹沢」よりはやい） 

・ 果重はやや小さく、果肉色は明るいやや黄色、甘みは中程度

で、ホクホクとした食感（「栗きんとん」加工に最適）。 

・ 不良果の発生が少なく収量性に優れる。 

・ 渋皮剥皮性にすぐれる。（焼き栗用としても利用できる） 

②「えな宝月」                      

・「筑波」（中生品種）の実生（「丹沢」の混植園）。 

・ 9月中旬に収穫（「丹沢」と「筑波」の間）。 

・ 果重は中程度で揃いが良く、果肉色は明るい黄色、甘みはやや

多く、ホクホクとした食感で良食味（「栗きんとん」加工に最適）。 

・ 不良果が少なく豊産性。 

(3) 今後の展開 

 今後東濃地域を中心に 5年間で 7ha、将来的に 25haの普及を見

込んでおり、「えな宝来」「丹沢」「えな宝月」「筑波」と続くリレ

ー出荷ができるように進めていく。 

 

３  モモ「飛騨おとめ」（中山間農業研究所） 

(1) 育成の背景と経緯 

本県のももの生産は、飛騨地方を中心に約 120戸の農家でおよそ 74haが栽培されており、品種は８月

初旬から収穫する「白鳳」と８月中旬のお盆後から収穫する「昭和白桃」が主体である。 

産地では「白鳳」の出荷が終わり、「昭和白桃」が出荷されるまでの間が品薄となり、消費者の需要に

応えられない状態となっており、この期間に出荷できるオリジナル品種の育成が望まれていた。 

そこで本県では、外観と食味の良さを維持しつつ、「白鳳」と「昭和白桃」の中間に出荷できるモモの

品種育成に取り組み、平成 24年に品種登録出願し、翌 25年に品種登録された。 

(2) 品種の特徴 

・ 種子親「川中島白桃」と花粉親「やまなし白鳳」の交配。 

・ 収穫時期 8月中旬（「白鳳」と「昭和白桃」の間）。 

・ 大玉で玉揃いが良く、着色も良好で、果実の外観が優れる。 

・ 果実糖度は 16.4％と高く、食味は良好。 

・ 核割れ果、ミツ症果、生理落果などの障害果の発生が少ない。 

(3) 今後の展開 

 飛騨地域を中心に、県内限定で当面は 5ha程度の普及を見込

んでいる。今後温暖化で熟期が前進しても、盆前出荷量を確保

でき、市場や消費者からの需要に応えられる。商品化率の向上

と連続出荷体系の構築により、モモ農家の所得向上が図られ、

「飛騨桃」のブランド強化と産地発展に向け、普及推進してい

く予定。 

 

写真３ 「えな宝月」の毬果 

写真２ 「えな宝来」の毬果 

写真４ 「飛騨おとめ」の果実 
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４  モモ台木「ひだ国府紅しだれ」（中山間農業研究所） 

(1) 背景と経緯 

飛騨地方で栽培される「飛騨桃」は県を代表するブランド農

産物となっているが、近年モモの栽培農家は若木が枯れること

に悩まされてきた。本県では中山間農業研究所が中心となり、

問題解決に向け試験を開始すると同時に、地元の農家から国府

町（現高山市）在来の観賞用の花モモを台木に使用すると木の

枯れが少なくなるとの情報を入手。早速、色々な台木品種を集

めて比較試験を行った結果、観賞用の花モモを台木にすると枯

れにくいことが確認された。 

そこで、国府町（現高山市）の農家が保有する地域在来の観

賞用花モモの自然交雑実生の中から、モモの台木として優れる

個体を平成８年に選抜。以後、増殖して特性を調査し、その特

性が安定していること並びに本品種の実生が台木として優れ

ていることを平成 17 年に確認し育成を完了した。そして平成

18 年に本県とモモ農家と共同で品種登録出願し、平成 20 年に

「ひだ国府紅しだれ」として登録された。 

(2) 品種の特徴 

・ 若木の枯れ防止（従来の台木と比べて、枯れる割合が減少）。 

・ 冬場の休眠が深い（そのため低温に遭遇しても枯れにくいと考えられる）。 

・ 他の台木に比べて根が深くまで張る（モモの根にとって有害な土壌線虫に強く、湿った所でも枯れに

くい）。 

(3) 今後の展開 

   モモの若木が枯死する障害は、増加傾向にあるため、飛騨地域を中心に、産地で「ひだ国府紅しだれ」

を台木としたモモの苗木を生産して普及を図っている。現在は飛騨管内では約23ha（飛騨農林調べ）普

及している状況である。 

また、最近では岐阜県以外のモモ産地においても同様な障害が発生し始め問題となっており、この台

木が非常に注目を浴びている。この品種は県外の苗木業者とも許諾契約を結んでおり、県内外への普及

が多いに期待されるところである。 

 

５  今後の普及への期待 

果樹の育種は、1つの品種を生み出すまでに少なくとも10～20年は必要とされている。これまで紹介してき

た品種も各研究所において10年以上かけて計画的に交配、選抜されてきたものであり、その時間と労力は並々

ならぬものである。 

今後は普及拡大に向け、産地、普及、研究機関、流通関係も含め、一体となって普及展開していく必要が

ある。新品種だから高値で販売できるものではなく、その品種の特徴を流通関係者や消費者等に評価され、

さらに「県オリジナル品種」というブランド戦略もあって高値で販売されていく。例えば、石川県が育成し

たブドウ「ルビーロマン」や、長野県が育成したリンゴ「シナノスイート」、福岡県が育成したカキ「秋王」

など、それぞれ県内限定生産とした縛りを設けており、県によってその戦略は異なるが、確実に消費者に名

前が浸透していく感じである。 

また、安定生産に向けた栽培方法や産地適性などについてはまだわからないことばかりなので、これから

生産者の方々と現地で研究していくことになる。つまり、「新品種」は皆で育てていかなければその価値は生

まれないことを理解する必要がある。 

なお、本県では上記の3品種について、「県ブランド品種」として育てていく予定なので、皆さんのご協力

をお願いするところである。 

 

＜参考＞品種登録の手順について 

写真５ 「ひだ国府紅しだれ」の樹姿 
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○ 農林水産省へ品種登録出願を行った後、約 3～5ヶ月

後に農林水産省より官報にて出願品種の内容について

公表される（品種登録出願公表）。 

○ 出願内容が公表されることで、広く一般に認知される

が、同時に出願品種と見分けがつかない品種が市場に

出回る等、権利を侵害されることも考えられる。その

ため、出願公表がなされた品種は登録までの間、権利

が保護され、権利が侵害された場合、損害賠償を請求

することができる（権利の仮保護）。 

○ 出願公表後、2～3 年の間に審査を受け（場合によっ

てはさらに時間がかかることもある）、登録がなされれ

ば、登録日から 25 年（樹木は 30 年）の間、権利化す

ることができる。 

図２ 品種登録の手順 
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「ブロック式」ローテーション防除について 

～新しい殺虫剤抵抗性管理方法～ 

 

１ はじめに 

病害虫の抵抗性管理においては、これまで「ローテーション防除」が害虫の薬剤抵抗性管理として浸透し

てきた。しかし、現場では個々の農薬でローテーションしていればよいという理解にとどまっている場合が

少なくなく、却って同一作用機構薬剤の連用を招き、害虫の薬剤抵抗性を発達させるケースもある。薬剤抵

抗性管理で重要なのは農薬の作用機構を理解し、同一作用機構を持つ農薬の連用を避け、異なる作用機構の

農薬を組み合わせてローテーションを行うことである。 

 

２ ＩＲＡＣの作用機作分類表 

IRAC（アイラック Insecticide Resistance Action Committee,殺虫剤抵抗性管理委員会）は、１９８４年

に世界農薬工業連盟の傘下に設立された。IRACでは、作用機構に基づく殺虫剤の有効成分について分類表を

作成している（IRACホームページから入手可能）。一旦、薬剤抵抗性が発達すると当該農薬が効果を発揮で

きないだけでなく、同じグループに属する他の農薬も十分な効果を示せなくなる交差抵抗性が、しばしば認

められる。そのため、同じグループに属して化学的に関係の深い農薬が判るように、という目的で分類表が

作成されている。ある特定の化学グループに分類される農薬は、通常同じ標的構造を有しており、同一の作

用機構を共有していることが多い。この作用機構分類に基づき、グループが異なる農薬を組み合わせてロー

テーション使用すれば、同一作用機構を持つ殺虫剤の連続使用を避けることができ、交差抵抗性発達リスク

を減少させられると IRACは提唱している。 

 

 

             図１ 作期が長い果菜類等の「ブロック式」ローテーション防除 
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３ 「ブロック」の考え方  

「ブロック式」ローテーションは従来の輪番式ローテーションと基本的には同じだが、発展的防除法であ

る。IRACの作用機構分類により同系統剤の過剰な連続使用を避けるとともに、害虫の世代期間の考え方であ

る「ブロック」を取り入れた点が新しくなっている。 

この「ブロック」には、３つの意味がある。 

(1) 薬剤の使用期間（ブロック期間） 

(2) 害虫を防ぐ（ブロックする） 

(3) 薬剤抵抗性を防ぐ（ブロックする） 

 

害虫一世代を 1ブロックとして考え、「ブロック」単位でローテーションを組む。これが「ブロック期間」

の考え方で、殺虫剤による「ブロック期間」とは、「ある農薬によって作物を保護する期間」である。「ブ

ロック期間」の直後には、同一系統殺虫剤の「ブロック期間」を設けず、異なる作用機構の殺虫剤の「ブロ

ック」が続く形でローテーション使用する。これは連続する「ブロック」で同一系統の農薬を連続使用して

しまうことで、その系統の農薬が効かない抵抗性個体が増殖してしまうことを防ぐものである。また、作付

期間（播種から収穫まで）を通して同一の「ブロック期間」の合計の残効期間は、作付期間の５０％を超え

ないようにしなければならない。「ブロック期間」には次の２つのパターンがある。 

(1) 対象害虫の一世代 

各々のブロックは、対象害虫の一世代に相当。 

(2) 殺虫剤の単一処理によって提供される害虫防除期間 

一世代が短い害虫に適用。 

 

 

図２ 作期が短い葉物野菜などの「ブロック式」ローテーション 

 

４ 「ブロック式」ローテーション防除  

「ブロック式」ローテーション防除では「ブロック」毎に異なる作用機構の農薬を輪番使用する。ブロッ
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ク期間は、対象害虫の一世代が標準であるが、殺虫剤の残効期間を指す場合もあることに注意。 

ブロックの日数は感受性低下リスクの高い害虫に合わせて考えるのが一般的で、葉菜類の場合はコナガを対

象とし、ブロックの日数は約 4週間を基準としている。 

(1) 作期が長い果菜類等の場合（図１） 

① 害虫の連続する世代に同じグループの薬剤を使用しない。 

② 害虫の一世代をブロックとし、同じグループの薬剤を使用しない。 

③ 同一世代では、同じ薬剤を複数回使用してもよい。 

(2) 作期が短い（４０日以下）葉物野菜等が連続して栽培される場合（図２） 

① １作期を１ブロックとし、連続するブロックに同じグループの薬剤を使用しない。 

② 地域で統一することが望ましい。 

 

図３ 果樹におけるブロック式ローテーションの例 

 

５ 最後に  

薬剤抵抗性の発達は、最終的には避けようのないものとされているが、新規農薬成分の開発が容易でない

今日においては、抵抗性を管理し、抵抗性の発現を防ぎ、遅延させなければ、将来に向かって安全安心な農

産物の確保が難しくなってしまうことを念頭におかなければならない。 
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