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  今 月 の 農 政 情 報   

 
農政部における研究開発の取り組みについて 

 

１ はじめに 

 農政部所管研究所（以下「研究所」）では、県民、農業者に役立つ技術開発を目標に、これまで数多くの

新品種、新技術を開発し本県農畜水産業の振興に大きく貢献してきた。 

 ここでは、現在の研究開発の位置づけと研究推進に向けた取り組みについて紹介する。 

 

２ 各種計画における研究開発の位置づけ 

 研究所では、農業・農村及び研究機関が抱える諸情勢を踏まえて、研究推進方向及び研究を支える体制整

備についての基本方針を定めた「岐阜県農畜水産業研究推進方針（Ｈ２６．６策定）」に基づき、具体的な

研究方向を示した研究推進計画を策定している。 

 研究開発の実施に当たっては、「ぎふ農業・農村基本計画（Ｈ２３．３策定）」の振興施策の位置づけを

明確にし、研究成果が基本計画の推進につながるよう研究課題の適切な進捗管理を行っている。 

 

３ 研究推進体制 

 県の研究機関は、平成８年度に一元化体制となり異分野横断的に研究開発を推進することで研究内容や研

究員の資質向上を図ってきたが、研究内容の高度化に伴い現場ニーズや行政施策との乖離が指摘され、平成

２６年度からは人事、運営機能を商工、農政、林政の産業別体制へ移管し、農政部では研究・普及・行政が

一体となった研究推進体制が整備された。 

研究企画調整機能を農政課に置き、農業技術センター、中山間農業研究所、畜産研究所、水産研究所の４

つの研究所が本県の農畜水産業に関する研究開発機能を担っている。 

 一方で、近年の研究ニーズの多様化、高度化により分野横断的に効率的な研究開発を推進していく必要性

もあることから、庁内組織の連携を強化し、商工労働部、林政部等関係部局が一体的に研究開発に取り組む

ための横断的な研究開発プロジェクトについて提案・協議をする場を設定している。 

  

４ 研究推進方向 

(1) 研究課題設定の考え方 

    新品種・新技術の研究開発にあたっては、プロダクトアウトではなくマーケットインの視点に基づき、

研究所の技術シーズを活かし将来に向けた技術開発を目指す「プロジェクト研究」、開発目標を明確に

し戦略的に取り組む「重点研究」、及び現場が抱える技術的課題に対して迅速に取り組む「地域密着型

研究」に区分し、以下の２つの方向性で課題設定を行っている。 

 

○1  技術革新型研究 

     研究所の技術シーズを活かしつつ、ＩＣＴ、ＤＮＡ解析等の先端技術を活用し、将来の飛躍的な生

産性向上やブランド価値向上につながる技術革新型の研究 

 

○2  課題解決型研究  

地域や生産現場等で生じている種々の課題を解決する現場密着型の研究  

 

(2) 研究分野の重点化 

    農業・農村は、「県民への食料の提供」「県土の環境保全」「地域を支える産業」の３つの役割を持
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っている。この役割の維持・発展にあたり、研究所は「持続・発展可能な食・環境・農畜水産業を支え

る研究開発」を基本理念として業界や行政ニーズを十分に把握するとともに、戦略目標を明確にしたう

えで開発すべき品種や品目、技術分野を以下の４つに重点化して取り組んでいる。  

 

○1  生産性向上 

     産地の維持・拡大及び新たな産地の構築のため、病害虫や生理障害対策等の研究を強化し、生産の

不安定要因を解決する技術を開発する。また、革新的な技術導入により飛躍的な収量向上を可能にす

る栽培技術を開発する。 

【現在取り組んでいる主な研究テーマ】 

○ 岐阜県発のオリジナルトマト栽培システムを発展させた革新的技術（安い、簡単、獲れる）による

生産量倍増（農技セ・中農研 プロジェクト研究） 

○ 温暖化に対応する安定生産（飼養管理）技術の確立（農技セ・中農研・畜産研・水産研） 

○ 天然アユの遡上予測に応じた効率的な放流技術及び冷水病に強い全雌アユの周年生産技術の開発

（水産研 プロジェクト研究） 

 

○2  高品質・ブランド価値向上 

     海外や大都市圏への流通販売の拡大に向けて、消費者や実需者のニーズに対応した高品質でブラン

ド力のある農畜水産物の生産・販売技術を開発する。また、６次産業化や加工需要など新たなニーズ

に応える生産加工技術を開発する。 

【現在取り組んでいる主な研究テーマ】  

○ 「特Ａ」を目指した良食味米の生産技術の確立（農技セ・中農研） 

○ 従来にない新形質、食味を備えたイチゴ、カキ、花き新品種の開発（農技セ） 

○ ＤＮＡ解析手法を利用した飛騨牛、優良種豚、奥美濃古地鶏の育種改良（畜産研） 

○ アユ、大型マス類等の水産物の鮮度に関する研究（水産研 プロジェクト研究） 

 

○3  担い手の育成・確保 

     本県農業を担う個別経営体や組織経営体（集落営農組織、法人、農外企業等）、ならびに新規就農

者の経営安定支援に向けて、技術の簡便化、低コスト化、省力化、軽労化が可能な技術を開発する。 

【現在取り組んでいる主な研究テーマ】 

○ 施設花きにおけるＥＯＤによる省エネ暖房技術及び低コスト冷房技術の開発（農技セ） 

○ シクラメン省力栽培技術の開発（中農研） 

○ 家畜への飼料用稲低コスト給与技術の開発（畜産研） 

   

○4  環境保全 

     環境負荷を低減した持続可能な農業を実現するための技術開発、ならびに生態系の維持・増進、 

地域資源の有効活用に資する技術開発を行う。 

【現在取り組んでいる主な研究テーマ】 

○ 生物的・物理的防除法を組み合わせた化学農薬を削減する病害虫防除技術の開発（農技セ） 

○ 飼料用米給与による糞尿中窒素低減技術の確立（畜産研 プロジェクト研究） 

○ 悪臭等の畜産環境問題の軽減技術の確立（畜産研） 

○ 水田魚道の効果的な設置手法の開発（水産研） 

 

(3) 研究推進における関係機関との連携 

    研究課題設定にあたっては、「岐阜県農政部研究課題設定要綱（Ｈ２６．４策定）」に基づき、行政
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関係課、研究機関が一体となり以下のとおり取り組んでいる。 

○1  農政部現地機関、研究所等から収集した研究ニーズについて、農政各課と研究所で検討し課題化

の可否を決定する（研究課題設定会議）。 

○2  研究所が作成した新規課題提案書、継続課題評価書について、農政各課と研究所の間で協議、 

査定を行う（研究課題設定会議）。 

○3  ○2 をもとに作成した研究課題案について、農政企画会議で承認、決定する。 

なお、全庁的に取り組む異分野横断型プロジェクト研究については、商工労働部、農政部、林政部の

部局長、研究統括者、研究企画担当者の各段階の会議において検討・協議を行い、副知事をトップとす

る研究調整会議で承認、決定される。 

研究課題は、課題設定の段階から現地普及機関やＪＡ、生産者組織と連携し研究内容を検討するとと

もに、研究実施中は、早い段階から農家の現地実証圃を設定し、定期的に関係機関連携会議を開催して

進捗状況や課題等を把握することで、効率的に研究開発を推進している。 

研究成果については、知事定例記者発表、県政記者クラブとの勉強会をはじめ、研究所が実施する成

果検討会、生産者を対象とした研修会や研究会等でＰＲに努めるとともに、普及機関と連携して現地に

おける技術指導を積極的に進めている。 

 

５ 最近の主な研究成果 

(1) 果菜類の土壌病害を回避でき安定生産が可能な｢独立ポット耕｣｢独立袋栽培｣の開発（農技セ・中農研） 

 本県オリジナルの低コスト隔離栽培技術。 

 土壌病害発生圃場でも安定生産が可能となる。 

当技術を、産地の特徴に合わせて選択し導入す  

ることで、果菜類の周年安定生産が可能となる。 

 

 

(2) 栗きんとんの加工適性に優れたクリ新品種「えな宝来」「えな宝月」の育成（中農研） 

 東濃地域を中心とした菓子加工業者や生産者の 

要望を受け開発した新品種。果肉が濃い黄色でホ 

クホク感があり、栗きんとんの加工に適し、本県 

の主力品種である「丹沢」「筑波」の端境期に収 

穫できるため、県内出荷量の平準化が期待される。 

 

(3) 筋肉内脂肪割合を高めたデュロック種の種豚「ボーノブラウン」の作出（畜産研） 

   ＤＮＡ遺伝子解析手法により、肉の霜降り割合 

が従来の２倍で柔らかくて美味しい種豚。 

県内養豚農家に精液配布することで、県のブラ 

ンド豚肉の生産拡大が期待される。 

 

 

(4) すべてのアユが付加価値の高い子持ちアユとなる全雌化技術の開発（水産研） 

   冷水病に強い全雌アユの周年生産技術を開発。 

受精すると雌しか生まれない精液を県内養殖場 

に販売することで、付加価値の高い子持ちアユの 

効率的生産が可能となった。 

 

ボーノブラウン 霜降り豚肉 

全雌化生産技術による

子持ちアユ 

【栗きんとん加工適性】 

 果肉色が黄色 

 肉質が粉質（ほくほくしている） 

 甘み、風味が多い 
えな宝来 

ナス独立袋栽培 トマト独立ポット耕 
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気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
早めの秋雨、そして豪雨に翻弄された日本 

台風第 18号の通過とともに宮城、茨城、栃木を中心

に 9月 10日から 11日にかけて記録的な豪雨が続き、

家屋の流出、道路の崩壊、河川の決壊の他、ライフラ

インにも甚大な被害をもたらした。農業関係について

は、農作物被害面積 16,600ha、農地・農業用施設の損

壊 2,145 ヶ所など、全体の被害額は 9 月 17 日現在で

117億円に上った。今回の天候については、台風第 18

号の接近に伴い、水蒸気を多く含んだ暖かく湿った空

気が南海上から断続的に流れ込み、台風第 17号の影響

で東海からも同じように湿った空気が流れ込んだため、

向きの異なる二つの気流が関東上空でぶつかって上昇

気流が起き、いわゆる積乱雲からなる‘線状降水帯’

が長時間に亘って関東から東北地方上空に居続けたこ

とで記録的な豪雨となった。こういった特異的な天気

図は過去にもあり、昨年 8月の広島豪雨災害や平成 12

年の 9.11 東海豪雨、さらに長良川が決壊した昭和 52

年の 9.12 豪雨災害では今の郡上市周辺で今回の関

東・東北豪雨よりはるかに多い 1,000mm以上の降水量

を記録している。 

今回、本県では台風第 18号が近接したものの目立っ

た被害はなく幸いであったが、8月下旬からの天候不順は続いており、8月 26日から 9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 23.5℃（対平年値-1.6℃）、降水量 471.5mm（同 206.4%）、日

照時間 171.5時間（同 85.7%）で、高山市では平均気温 19.7℃（対平年-1.1℃）、降水量 352.5mm（同 154.1%）、

日照時間 99.2時間（同 70.8%）と低温・多雨・日照不足の傾向が顕著であった（図 1,2,3）。 

爽やかな 10月。しかし晩秋からぐずついた天候が続く模様！ 

名古屋地方気象台が 9月 25日に発表した 12月までの 3ヶ月予報によると、10月の気温は平年並みで晴れ

る日が多く、それ以降、気温は高め、降水量は多めの予想である。本格的な秋を迎え随分と涼しくなった感

があるが、まだまだ東海上の海水面温度は高い傾向で推移しており、その状況が続く限り、台風や前線の動

きによっては数日間で 500mm以上の大雨を降らせる天候はどこの地域に起きてもおかしくない。岐阜市のデ

ータでは、過去 50年間の年平均気温上昇 1.4℃に比べ、9月～11月のそれは 1.8℃とより高まっている。 

昨年の御嶽の噴火から一年。自然は我々に色々な試練を与えるが、その度、土を耕し農作物を育てるのが

天命であることを知る。さて、稲刈り作業が本格化し、夏秋野菜は仕上げの時期、冬野菜の管理にも余念が

ない。ここ暫くの天候不順の影響で水稲や夏秋野菜などに影響が出ているが、‘豊穣’を祈り注意深い対応

に努めたい。10月 24日は二十四節気でいう「霜降」。地中にもぐった虫たちは安心して冬の眠りにつく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 図 3 過去１ヶ月の日照時間（8/26～9/25） 

 

 

 

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（8/26～9/25） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現

在） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：9/25現在） 
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１ 水  稲 ～高温・乾燥対策～ 

 平坦地では降雨により遅れていた早生種の収穫作業がほぼ完了し、中山間地域においても、同様に遅れ気

味だった「たかやまもち」、「あきたこまち」、「ひとめぼれ」、酒造好適米「ひだほまれ」に続き、「コ

シヒカリ」の収穫も本格化している。今後は、中生種「あさひの夢」及びやや遅れ気味の出穂期となった本

県の主要品種「ハツシモ」は糊熟期～黄熟期に入っている。 

 登熟を大きく左右する 9月の天候が高温で多雨・日照不足傾向で推移していることから、粒の充実の進み

方が緩慢な上に、籾枯細菌病や穂いもち、穂発芽が心配されるので今後の天候、それを踏まえた的確な対応

が大切になる。また、10月の天候次第ではここ数年来の傾向として高温・乾燥状態による胴割れ等の品質劣

化が懸念されるので、適正な成熟期判断と計画的かつ迅速な収穫作業及び荷受け・乾燥調製に努めていただ

きたい。 

■ 適期・適正な収穫作業に向けて 

     中山間地域では、未収穫の「ひだほまれ」など穂発芽しやすい品種はもちろん、「コシヒカリ」など速

やかに収穫する。 

     平坦地のハツシモは、5月 10日～24日移植の出穂期がほぼ平年並（8月 20日頃～8月 23日頃）で、現

在は黄熟期にある。また、5月 25日～6月 15日移植の出穂期が 8月 30日～9月 4日頃と 2～3日遅れで、

低温・日照不足気味のため、止葉流れ軟弱気味で葉色が濃い。現在、乳熟期～糊熟期とバラツキ大きい。

  登熟の進度は出穂期のバラツキ以上に圃場ごとの差が大きくなることが多く、特に近年のように高温傾

向で推移することが多く、ハツシモ岐阜 SLに品種転換された後でも、10月の高温・乾燥気味の天候に遭

うことで一気に枯れ熟れ状態のような状況を呈する。 

    そのため、地耐力を維持しつつ収穫直前まで水分供給に努める。水利権を加味しながら 10月に入って

も田面が乾燥する場合は、収穫 5日前までの入水に心がけることが重要である。 

※ 収穫適期の判断 ～出穂後の積算温度に頼り切った成熟期の判断は危険～ 

・ 登熟積算温度１０５０℃だけで成熟期を判断するのではなく、あくまで実際の黄化進度を確認して

成熟期並びに収穫開始を決定する。 

・ 帯緑籾歩合の割合を定期的にチェックし、計画的に収穫作業を実施できるよう予め荷受体制を含め

て準備体制を整える。 

・ 圃場ごとに青籾割合１５％になったら収穫作業を開始する。 

※ 青籾割合５％を切ると刈り遅れが進むので注意！ 

 

 

 

２ 麦 ～播種準備～ 

  麦の播種時期がそろそろ近づいてきた。水稲の収穫作業や大豆の収穫作業と場合によっては重なることも

あるため、綿密な作業計画を立てる必要がある。今年は、大麦「さやかぜ」の奨励品種正式採用はもとより、

小麦「農林６１号」から「さとのそら」への品種転換元年に当たる。麦にとって高温化傾向にある気象条件

下での栽培には苦労が伴うが、本県産麦の適正かつ高い評価につながるよう周到な準備をお願いしたい。 

■ 麦作安定生産の播種に向けたポイント ～麦の成否は播種前後の良し悪しで決まる～ 

(1) 排水対策が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 

   ※ 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 

   ・ 早播き過ぎると茎立ちしやすく原麦のタンパク含量も低下する一方で、播種が遅れると茎数不足から

減収になることが多い。地域による差はあるが以下に目安を示すと、 
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       ◇ 農林６１号、タマイズミ：１１月１半旬～１１月末 

    ◇ イワイノダイチ、さとのそら：１０月５半旬～１１月３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） 

   ・ 品種の播性等の特性を踏まえた(活かした)播種作業を行う 

(3) 安定的な収量と品質を確保するための施肥技術 

   ・ 〔Ｒ２５（17kg/10a）＋穂肥＝Ｎ７．０＋３．５kg/10a〕を施肥体系の基本とする。 

   ※ ただし、タマイズミは「Ｒ２５」で 20kg/10a＝Ｎ8.4kg/10aを基本とする 

    ※ さとのそら：緩効性肥料の溶出タイプや量について実証中ながら、上記の基準量を基本に考える。 

 

 

 

３ 大豆 ～雑草・潅水対策～ 

 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 2 半旬が中心となった。

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、圃場差も大きくっている。また、近年

増加傾向にある帰化アサガオ類の発生も目立ち始めている。 

■ 除草 

通常、大豆作での要雑草防除期間は 40日程度であり、狭畦無中耕無培土栽培によりさらに要雑草防除

期間の短縮が可能ではあるが、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、初期からの雑草繁茂は比較的少ないが、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。 

■ 潅 水 

大豆は湿害に弱い反面、水分要求量も大きい。また、根粒は大豆以上により水分不足に弱く、特に開花

期以降に水分不足になると根粒菌の窒素固定能力も大きく低下し収量に大きく影響する。10月は好天が

予想されるので、連続的に開花してくる大豆にとって、過乾燥は、大豆自体の不稔や子実肥大を妨げるの

で水利が有効な場合は、必ず畝間潅水を実施する。この場合、水が停滞しないよう確実に排水できるよう

にしておくことが大切である。 

■ 病害虫防除等 

大豆の生産不安定要因の一つに、夏場の高温によるカメムシ吸汁による青立ちがあり、低温・日照不足

で出遅れていた害虫がここに来て、目立つようになってきた。9月 4半旬時点で、ハスモンヨトウの若齢

幼虫のコロニーを確認しており、岐阜市周辺のトラップ調査では平年よりは少ないが昨年より多くなって

いる。 

 

 

 

４ 野  菜  ～低温対策～ 

低温と低日照が続くと生育が遅延し、光合成が抑制されて、樹勢低下、花質低下、落花がしやすくなる。

しかも、長雨が重なると根の湿害や病害の発生により、更に収量が低下するおそれがある。また、雨により

圃場条件が悪くなると、計画的な作業が行えなくなる。 

 

(1) 事前対策 

○1  良質なたい肥を投入し、地力増進を図っておく。 

○2  事前に土壌診断を行い、適正な土壌改良に努める。 



 

- 7 - 

 

○3  露地栽培ではマルチ栽培により、生育促進、土壌水分・肥効の安定、土壌硬化防止等を図り、生産安

定に努める。 

○4  露地栽培では、湿害による発芽不良回避のため、高畝栽培やプラソイラー等による排水対策を行う。  

⑤ 日射量を確保するため、天井の被覆資材が汚れている場合は洗浄または更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 事後対策 

① トマト等、低温などで蜂の飛来が少ない場合は、人工交配（受粉処理）を行う。 

② 露地栽培では潅水や追肥は少なめとする。ただし、ナスやトマトなど、作期の長い作目については樹

勢維持に努める。 

③ 作期の長い作目については草勢が劣りやすいので、摘葉、摘果、早期（適期）収穫を行い、樹勢維持

に努める。 

④ 病害虫の適切な防除を行う。トマトやキュウリ等の果実に付着している花弁や葉先枯れした葉は、灰

色かび病の伝染減となるので、できる限り除去する。 

⑤ 施設ではハウスサイドを早めに閉めることで夜温を確保する。 

⑥ 樹勢低下及び病害虫果、生理障害果の発生から品質低下しやすいので、選別の際は品質の劣悪な物が

混入しないように努める。 

 

 

 

５ 野菜（高冷地） 

(1) ホウレンソウ（高冷地） 

① 生育適温の確保 

１０月に入ると気温の低下が顕著となり生育の鈍化により、計画的な出荷が困難となることから、

ホウレンソウの生育適温（15℃～20℃）を確保するためサイドビニーールを被覆し、生育の促進を図

る。ただし、このことにより、べと病の発生を助長するため、日中は換気を行い空気を動かすように

努める。 

② 病害虫防除 

ａ．べと病 

気温の低下する秋期は、分生子の発芽適温（８～18℃）となることが多く、夜間 は湿度も高く推

移することから、注意が必要である。 

子葉展開から本葉第１～２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害は抑えられないことか

ら、初期（本葉展開時）からの予防防除が重要となる。特に秋期は生育日数も長くなり粒剤の効果

が低下しやすいことから生育後半（Ｓサイズ時）にも予防防除が必要となる。また、夜間の多湿条

件は発病を助長することから夕方の潅水は避け、合わせてこまめな換気によりハウス内湿度を下げ

る等の耕種的防除も実施する。発生後は病害葉をほ場内から持ち出し適正に処分する。 

ｂ．ホウレンソウケナガコナダニ 

図１ マルチ栽培 図２ プラソイラーによる盤層破壊 
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比較的低温で多湿条件を好み春と秋に発生が多くなり、発育適温は10～20℃とされる。未熟な有

機物やほうれんそう残さ等の未分解有機物を餌として増殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新芽に

移り食害を行うと考えられる。薬剤散布はコナダニに薬液がかかるよう丁寧に行うように心掛ける

とともに、土壌の乾燥により被害が増加する傾向があることから、生育期間中の土壌水分を下げす

ぎないように注意するとともに、発芽勢を揃え初期からの生育むらを避けることも被害軽減には効

果的である。 

 

(2) トマト（高冷地） 

① 着色適温の確保 

トマトの着色（リコピンの生成）適温は19～24℃と比較的高いことから、平均気温が適温を下回る

時期を目安に、早い時期からのサイドビニール被覆により昼間の温度確保に努める。ただし、日中の

高温障害を防ぐため、ハウス妻の三角部分は開放し密閉は避け、晴天日でハウス内が30℃以上となる

場合には換気を行うとともに、被覆によりトマトの蒸散量が増えるため、定期的な潅水を行い水分を

補う。また、夜間の保温効果は限定的なため、結露による病害発生や果実の濡れを防ぐために夜間は

積極的に換気することも効果的である。 

② 収穫期後半の管理 

ａ．潅水 

上位花房の果実肥大促進を図るために極端に潅水量を減らすことは避け、あくまで日射量やハウ

ス内の気温に合わせて潅水量を徐々に減らすように心掛ける。乾燥しやすいほ場では土壌水分の維

持が効果的である。ただし多潅水は昼夜の気温差によりハウス内の結露発生の原因となるため、通

路等は乾燥状態を保つように心がける。 

ｂ．整枝、玉出し、 

摘心後も定期的に脇芽かきや、葉先枯れ葉の整理を行い放任状態とならないように、管理作業を

継続することが上位段の玉伸び促進には効果的である。特に強樹勢の場合を除き、玉出しを行い果

実には日射が適度に当たるように心がける。 

③ 来年の栽培に向けて 

収穫終了後、平均的な株について土壌断面（根がどの方向へ、どこまで伸びているか）を観察し、

さらに根を掘り出して根の色、量などを確認し、他の生産者の根と比較し、土壌病害対策や土壌の物

理性改良等に取り組むための材料とする。 

 

 

 

６  果  樹 

県内の果樹は、平坦地ではカキの早生品種の収穫が始まり、本格的なカキのシーズンに入っていく。生育

は果実肥大も良好で、着色も昨年同様に早い傾向で推移している（表１、図１、図２）。 

ナシは主要品種の収穫が平年より早く終了し、現在晩生品種が収穫期を迎えている。品質的にも糖度が高

い傾向で推移した（表２）。 

中山間地のクリは、平年より早生品種は 1週間近く早く収穫が始まり、各品種とも４～６日程度早く収穫

されている。早生品種は 8月下旬～9月上旬の長雨の影響で裂果等の多かったが、「筑波」以降の品種にか

けては順調な肥大、品質となっている状況（表３）。 

また、飛騨地域のモモは平年より早生の「白鳳」は４日程度早く収穫期がはじまり、品質も高い状況で終

了し、「昭和白桃」も同様に続いた（表４）。 

リンゴは「つがる」が概ね平年並みで収穫され、これから中生品種が収穫期を迎えている。「ふじ」も果

実肥大は平年並みに生育しており、気温の低下に伴い着色も順当に進んでいる（表５、図３）。 

10月もまだまだ台風の発生が心配されるため、事前に対策をふだんから実施しておくとよい。 
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図１ カキの果実肥大推移（左から富有、早秋、太秋、9/25現在） 

表２ ナシの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

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 2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17 8/3 8/14 358 13.2

2014 3/17 3/28 4/5 4/8 4/12 4/18 8/4 8/20 448 12.1
平年 3/18 3/29 4/14 4/10 4/14 4/21 8/7 8/11 358 12.6

豊水 2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15 8/27 9/10 406 13.1
2014 3/15 3/26 4/1 4/5 4/10 4/16 9/1 9/8 407 11.7
平年 3/14 3/26 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11 447 13.2

開花期 収穫期

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

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
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

表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

図２ カキの着色推移（左から富有、早秋、太秋、9/25現在） 
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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

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

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 展葉期　 １果重 平均糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 7/31 8/12 323 16.1

2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7 8/3 8/17 340 14.6
平年 3/26 4/29 4/29 5/1 5/6 8/3 8/14 291 15.5

昭和 2015 3/31 4/29 4/28 4/29 5/3 8/17 8/28 352 15.4
白桃 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8 8/21 9/1 353 14.7

平年 3/27 4/30 4/30 5/2 5/7 8/19 8/29 339 15.7
※　平年はH17～H26の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期

表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

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
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 クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

図３ リンゴの果実肥大推移（ふじ、9/21現在） 
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７  花  き 

(1) フランネルフラワー 

① 秋出荷の作型 

ａ．３月上旬にかけて播種され栽培管理された株は、先月から開花が始まり、出荷をしている。出荷の

際は、黄化葉を取り除く。ふらつきや根張りが悪い株は市場評価を下げる原因となるため注意する。 

ｂ．ハダニ等の害虫が発生しやすい時期のため、花き類で登録のあるダニ剤を有効に利用する。 

ｃ．水切れを起こさないよう、かん水管理に注意する。また、底面給水の場合は、過湿による根傷みに

注意する。 

② 春出荷の作型 

ａ．７月に播種され、２.５号ポットで管理を行っている株の最終鉢替えを今月末から行う。９月～１０

月は最も旺盛に生育する時期なので、作業遅れにならないよう適期作業に心掛ける。 

ｂ．移植や鉢替えなどの作業の遅れにより、生育が極端に悪くなる恐れがある。また、開花期も遅れる

ため、適期作業に心がける。 

ｃ．鉢土の水分状態を確認し、適切なかん水管理を行う。 

 

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の作型】  

月･旬 

作型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

秋出荷作型 

 

春出荷作型 

 

 

    ○：播種  ：鉢上げ(2.5号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

 

 

 



 

- 12 - 

 

 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

平成 27年度 地域別最低賃金の変更（過去最大の引き上げ） 

 

１ はじめに 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃

金を支払わなければならないとする制度である。最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の２種類

があり、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金

額以上の賃金を支払わなければならない。 

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者

に対して適用され、特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹労働者とその使用者に対して適用され

る。最低賃金以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較

する。 

 なお、地域別最低賃金は、労働者の生計費や労働者の賃金、通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案

し、中央最低賃金審議会が提示する都道府県ごとの最低賃金の引上げ額の目安を参考に、各地方最低賃金審

議会が調査・審議・答申後、異議申出に係る手続きを経て都道府県労働局長が決定するものである。 

 

２ 平成 27年度岐阜県の地域別最低賃金は、時間額７５４円(引上げ額１６円) 

 最低賃金の全国一覧については厚生労働省のホームページで公表されている。全国加重平均額は 798円で、

引き上げ幅 18円となる見込みであり、最低賃金を時間額で示すようになった 2002年以降、最大の上げ幅と

なりそうである。 

 岐阜県の地域別最低賃金は時間額 754円で、引き上げ額 16円となり、平成 27年 10月１日に発効となる。

この岐阜県の地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、岐阜県内で働く全ての労働者とその使用者に対

して適用されるため、農業においても例外ではない。 

最低賃金の表示は時間額で定められているため、月給の場合は月給を 1か月の所定労働時間で割り最低賃

金をクリアしているか判断し、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、罰則（罰金：上限 50

万円）が定められている。 

 

３ 最低賃金の減額の特例 

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会

を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを

条件として、あくまでも個別に最低賃金の減額の特例が認められている。 

(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 

(2) 試の使用期間中の者 

(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省で定める者 

(4) 軽易な業務に従事する者 

(5) 断続的労働に従事する者 

 

４ 最後に 

 最低賃金やそれに近い金額で働く人の待遇改善には最低賃金の引き上げ効果は大きいと考えられるが、農

業経営者の経営は圧迫される。厳しい経営環境の中であるが、定められた最低賃金を守るよう、労働者を雇

用する農業経営者への啓発は必要である。 

 農業は他産業に比べ「きつい・賃金が安い・休みが少ない」というイメージが先行しているが、この機に

最低賃金を含め、現場の農業経営に応じた労働時間や休日、休憩の設定など、農業経営者と雇用される労働

者がお互いの合意のもとで、働きやすい環境づくりや労働条件の整備を進めていきたいと考える。 
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男女共同参画で農業・農村の担い手の育成 

～今後の農村女性の支援について考える～ 
 

１ 農村女性の育成に関する現状  

(1) 農業者は減少、女性の重要性は高まる 

岐阜県における主業農家数は、平成 22年で 3,105人となっており、平成 17年度から 5年間で 12％減

少している。農業就業人口は、平成 22年で 46,866人、5年間で 29％減少している。うち女性の割合は

51.6％、65歳以上の女性の割合は、59.7％だったのに対し、平成 22年度は 69.6％と増加している。 

   しかし、農業分野における女性の役割や登用の状況は、認定農業者 2,098人のうち女性は 42人（2％）

（平成 26年 3月末現在）、農業委員数 891人のうち女性は 59人（6.6%）（平成 26年 8月 1日現在）、

農協理事数 263のうち 21名（8%)となっている。 

一方、県内で活躍する女性リーダーを見てみると、岐阜県女性農業経営アドバイザーが、指導農業士、

青年農業士とともに岐阜県農業担い手リーダーとして地域で活躍し、平成 27年度は 93名が認定されて

いる。アグリ・エンジョイネット岐阜（前身：岐阜県農業婦人クラブ連合会、昭和 38年設立）は、望ま

しい経営や働き方、ゆとりある生活の研究及び知識・技術等の情報交換を行い、男女が共に参画する豊

かで活力ある農村の実現、農業の振興を目的として、23グループが活躍している。 

     

(2) 農山村における男女共同参画を推進するための施策 

   ここで、国、県における男女共同参画に関する施策等を、関連部分のみ抜粋して示す。食料・農業・

農村基本法において、女性の活躍の適正評価、農業経営への参画支援などについて触れ、環境整備の必

要性が述べられている。  

① 法律・通達等 

   ａ．「食料・農業・農村基本法」（平成 11年 7月公布・施行） 

        第 26条 女性の参画の促進 

          女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意志によって農業経営

及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するため環境整備を推進するものとする。 

  ｂ．「男女共同参画基本法」（平成 11年 6月公布・施行） 

       ○ 男女の人権の尊重 

○ 社会における制度または慣行についての配慮 

○ 政策等の立案及び決定への共同参画 

○ 家庭生活における活動と他の活動の両立等 

ｃ．「食料・農業・農村基本計画」（平成 22年 3月 30日閣議決定） 

○ 人材の育成・確保等（抜粋） 

         農業人口の過半を占め、農業や地域の活性化で重要な役割を果たしている農村女性の農業経営

への参画や、地域資源を活用した加工や販売等に進出する女性の起業活動を促進する。また、女

性の地域社会への一層の参画を図るため、家族経営協定の締結の促進等を通じ、農村における仕

事と生活のバランスに配慮した働き方を推進するとともに、政府の男女共同参画に関する目標の

達成に向け、農業協同組合の女性役員や女性農業委員等の登用増等の目標を設定し、その実現の

ための普及・啓発等を実施する。 

ｄ．「男女共同参画基本計画」（平成 22年 12月 17日閣議決定） 

○ 第６分野 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の推進（抜粋） 

農山漁村に特に根強い固定的性別役割分担意識の解消、政策・方針決定過程への女性の参画を

促進する。女性が対等なパートナーとして経営等に参画できるようにするため、男女共同参画と

農業経営の改善を一体的に推進する家族経営協定の締結数の一層の拡大と有効活用を進める。ま

た、起業活動等への支援を通じた女性の資産の形成など経済的地位の向上を図る。 

② 県の基本方向 
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   ａ．ぎふ農業・農村基本計画（平成 23年 3月） 

      ○ 戦略的な流通・販売 

         特徴ある農畜産物を生かした加工食品開発に取り組む女性起業グループなどに、必要な機械、

設備などの整備を支援する。 

      ○ 多様な担い手の育成・確保 

          女性の新規就農者は、女性農業経営アドバイザーを活用した相談体制づくりやネットワークづ

くりも進め、就農や農村生活に対する不安の解消を図る。 

         女性が主体的に農業経営に参画し、自らの意志でＪＡ役員や農業委員会へ積極的に参加するよ

う働きかけるとともに、「ぎふ農山村男女共同参画プラン（第 2次）」に基づき、関係機関と連

携して農村における男女共同参画社会の実現に向けた環境づくりを進める。 

ｂ．岐阜県男女共同参画計画（第 3次）（平成 26年 4月） 

    （主な取組） 

      ○ あらゆる分野における男女共同参画の促進 

         ・ 女性の農業経営や社会への参画を促進するため、家族経営協定の理解と締結を促進し、継続的

な支援を行う。 

・ 女性の農林業経営への主体的な参画促進のため、技術と経営能力の向上や女性起業グループの

経営体質の強化を支援する。 

・ 農業委員、農林業団体の役員等への女性の登用を促進し、政策・方針決定過程への女性の参画

促進や時代の女性リーダーの育成を支援する。 

 

２ 課題 

 農業の担い手が、高齢化・減少しているなかで、多様な担い手の育成、農業経営におけるパートナーシッ

プと女性農業者の社会・経営参画を促進するため、岐阜県は、農山村における男女共同参画社会の実現に向

けて、平成 17年度に「ぎふ農山村男女共同参画プラン」を、平成 22年度に同プラン（第 2次）を策定した。

各関係団体・機関とともにさまざまな施策を推進してきた結果、女性の経営参画や社会参画が徐々に進展し

てきた。しかし、現在でも農村地域では男女の固定的な役割分担意識や古い習慣等が根強く、引き続き男女

共同参画社会の実現に向けた取り組みを進める必要がある。 

 

３ 女性農業者の活躍を支援するための普及指導員の役割 

 男女共同参画社会では、男女が共にそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、自己実現することが望まれる。

農業者の経営状態、将来の目標などを十分に把握し、実現に向けてそれぞれの農業者に合った支援が必要で

ある。今回ここでは、我が家の経営の全て或いは一部を責任もって主体的に取り組み活躍する全国の農村女

性を紹介する。 

(1) 女性の力で少量多品種、いろどり野菜を全国へ（三重県鈴鹿市、Ｋさん） 

     Ｋさんは、およそ 500種類の野菜を栽培 し、自宅

で直接消費者へ販売する他、インターネットでの注文

販売、レストランとの契約販売を行っている。 

    農家の長男（サラリーマン）と結婚し、3人の子育

てをしながら、夫の両親が手がける地域特産のサツキ

栽培と野菜栽培を手伝ってきた。夫の両親が高齢とな

り、経営面積を縮小したため、空いた土地３haで女性

でも扱いやすいミニ野菜を作るようになった。 

    事業を始める前に、農業改良普及センターから勧め

られた、農山漁村女性・生活活動支援協会の起業講座を受講したこと、野菜を販売するイベントで消費

者の声を聞き、求められているものを作って販売したこと、それがレストランシェフの目に留まり、次々

と注文が来るようになったことなどが、成功の要因に挙げられる。現在、売り上げではレストラン等へ

の業務用が大半を占めているが、シェフが求める野菜の供給に細かく丁寧に対応していることが契約継

図１  1列ずつ違う品目を作付 
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続の秘訣であろう。 

    パートの雇用については、農山漁村女性・生活活動支援協会の労務管理講座で学び、また、三重県主

催の研修会では、原価計算の基本や商品の販売方法などを学んだという。平成 26年 8月には法人化を

果たし、さらなる活躍が期待される。 

 

(2) ジェラート販売と農家レストランからさらなる発展へ（滋賀県東近江市、Ｉさん） 

  Ｉさんは、自家製乳を使ったジェラート製造販売、農

家レ ストラン等を手掛ける有限会社池田牧場の専務取

締役として活躍する。昭和 54年から生乳の生産調整が

始まったことをきっかけに、ジェラートの製造販売方法

等について学び、平成 9年からジェラートの製造・販売

を始めた。搾りたての生乳で作ったジェラートは口コミ

等で評判となった。平成 15年には、築 160年の古民家

を活用した農家レストラン「田舎の親戚『香想庵』」を

開設し、鳥獣被害防止のために駆除された鹿の肉や、地

元の有機米等を使用した料理を提供する。このほか、森林体験型宿泊施設「愛郷の森」を運営し、近所

の温泉等と連携したコースプランを企画するなど、地域に人を呼び込む取り組みを行っている。 

    これまで多くの人に支えられて事業を行ってきたとの思いから、今後も地域の雇用創出や、グリーン

ツーリズムによる地域活性化に取り組んでいく考えである。 

 

(3) 農業を通じて地域おこしをめざす若手女性農業者（秋田県横手市、Ｓさん） 

Ｓさんは、島根県の大学で植物病理学を学び、卒業後の平成 24年、実家の農園に就農した。現在、家

族とともに、16haの稲作やきゅうり、メロン、小松菜などの栽培、県内で生産された果物でジャム加工

を行っている。農業女子プロジェクトにも参加している。地域でリーダーとして活躍する女性農業者を

育成するための、「女性農業次世代リーダー育成塾の生徒に選抜され、消費者に直接販売する方法、ブ

ランディング方法、取引の仕組みなどを学ぶなど、経営能力向上に向けて積極的に研修に参加した。 

今後、農業の技術をさらに磨いていくとともに、女性の感性を生かした農業を展開していきたいと考

えている。また、農業体験等にも積極的に取り組んでいき、農業で地域が元気になるような活動を積極

的に行っていく意向である。 

 

岐阜県内においても、会社経営の中で花苗の生産、加工品の製造販売を行うＫさん（中津川市）、株式会

社の代表取締役としてトマトを生産し、加工や食農教育に取り組むほか、農業研修生の受け入れも行うＴさ

ん（高山市）、家族でのイチゴ経営のうち、加工部門を担当し、ジャム加工の研究に熱心に取り組み販売す

るＨさん（加茂郡川辺町）など、持てる力を発揮し頑張る女性が各地で活躍している。今後、彼女たちの後

に続く女性を発掘、育成し、農家経営、地域社会で、充実感を持って活躍できる環境づくりに努めたい。ま

た、彼女たちのように頑張る女性の姿を情報発信することで、就職の際に普通に農業が選択肢として挙げら

れるよう願う。 
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