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  今 月 の 農 政 情 報   

 

平成２７年度農政部の重点的取組みについて 

 

１ 予算の状況 

平成２７年度の農政部一般会計当初予算の総額は、２５０億５，２５６万円で、前年度と比較すると、５

億７，８２９万円（２．４％）の増額となりました。 

平成２７年度 平成２６年度 ２７／２６ 

２５０億５,２５６万円 ２４４億７,４２７万円 １０２．４％ 

 

２ 主要施策の概要 

県では、「ぎふ農業・農村基本計画（以下、「基本計画」という。）」の基本理念である『県民の「食」

と県土の「環境」を支える「元気な農業・農村づくり」』を着実に進めるとともに、「国際化にも対応した

足腰の強い農業づくり」を推進しています。 

平成２７年度は、基本計画５つの基本方針に基づき、主要１９施策を掲げ、そのうち１１施策については

プロジェクトとして積極的な取組みを進めます。以下に主な内容をご紹介します。 

 Ⅰ 売れる農産物づくり 

生産から販売までを見据えた戦略的な産地づくりを進める「産地構造改革プロジェクト」や、特徴の

ある米づくり、飼料用米の生産拡大など水田農業の競争力強化を図る「水田フル活用プロジェクト」、

畜産経営の構造改革を進める「強い畜産構造改革プロジェクト」、また、あゆ資源の増大により水産振

興を図る「鮎王国復活プロジェクト」など、強い農業づくりに取り組みます。 

 Ⅱ 戦略的な流通販売 

アセアン地域に加え、ＥＵやイスラム圏諸国も対象に、県産農産物の輸出拡大に取り組む「清流の恵

み輸出拡大プロジェクト」や、県産花きの活用促進と販売力強化を図る「花で彩る清流の国ぎふづくり

プロジェクト」、６次産業化による新たな農業ビジネスの創出を図る「農業の成長産業化プロジェクト」

など、攻めの農業を展開します。 

 Ⅲ 多様な担い手の育成・確保 

新規就農者研修施設の整備支援、農業後継者等への給付金の支給など、新規就農者等の育成に係る総

合的な支援を行い、平成２８年度までの３年間で新たな担い手を１０００人育成する「担い手育成プロ

ジェクト１０００」を推進します。 

 Ⅳ 魅力ある農村づくり 

世界農業遺産認定に向け、県民の機運を高める取組みを推進する「世界農業遺産推進プロジェクト」

や、鳥獣被害の防護と捕獲を一体的に推進する「鳥獣害対策強化プロジェクト」、農道やため池等農業

用施設の耐震化や長寿命化を図る「農業・農村強靭化プロジェクト」に取り組みます。 

 Ⅴ 県民みんなで育む農業・農村 

農地や農道、水路などの清掃や補修など地域一体となった共同活動の支援や棚田の保全、耕作放棄地

の解消など、農業・農村の多面的機能の維持・増進、景観や生態系の保全を図ります。 
 

その他、中央家畜保健衛生所や中山間農業研究所中津川支所の移転、長良川アユパーク（仮称）の新設な

ど拠点施設の整備も着実に進めます。 
 

４ おわりに 

現在の県農政の指針である基本計画が、平成２７年度末で終期を迎えることから、社会情勢の変化や現行

計画を進める上で残された課題、新たな行政需要などに的確に対応するため、今年度、新たな基本計画を策

定します。関係団体や県民の皆さんのご意見を伺いながら、本県の農業と農村のあるべき姿を描き、取り組

む施策の方向性を定めたいと考えています。 
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平成２７年度 農政部の重点的取組み 

 

ぎふ農業・村基本計画  基本理念 

  「県民の県民の「食」と県土の「環境」を支える「元気な農業・農村」づくり 

 

●は、新規・拡充施策 

 

❶ 生産から販売までを見据えた戦略的な産地づくり 【産地構造改革プロジェクト】 

・産地の構造改革に必要な機械・施設の導入支援 

・関西茶業振興大会の開催、新産地づくりに向けた普及活動重点化 
 

❷ 水田農業の競争力強化 【水田フル活用プロジェクト】 

・良食味米づくりのための食味評価体制の整備 

・飼料用米の生産・流通拡大に向けたモデルの構築､水田法面活用の実証 
 

❸ 競争力のある畜産産地づくり【強い畜産構造改革プロジェクト】 

・飛騨牛等の生産体制強化に必要な機械・施設の導入支援 

・銘柄豚肉・鶏肉の消費拡大 

・乳用牛の増頭支援、産学官連携による獣医師の育成確保、中央家畜保健衛生所の整備 
 

❹ あゆ資源の増大による水産振興 【鮎王国復活プロジェクト】 

・県魚苗センターの増設､人工ふ化放流の強化 

・長良川あゆパーク（仮称）の整備、あゆの輸出促進 
 

⑤ 農業生産の基盤である農地・農業用水路の整備 

・ほ場の大区画化と水田の乾田化、農業水利施設の更新整備・補修 
 

 

 

❻ 県産農産物の輸出拡大 【清流の恵み輸出拡大プロジェクト】 

・ハラール認証の取得や食肉処理施設の整備に向けた検討の推進 

・ＥＵ向け飛騨牛輸出体制の整備、民間事業者の参入支援 
 

⑦ 首都圏等国内における県産農産物の販路拡大 

・飛騨牛販路拡大コーディネーターの設置・商談会の開催による首都圏での販路拡大 

・地産地消Ｗｅｅｋの設定による県産農産物の集中的ＰＲ 

・県内直売所・ネット通販サイトでの割引販売を通じた消費喚起 
 

❽ 県産花きの活用促進と販売力強化【花で彩る清流の国ぎふづくりプロジェクト】 

・｢花フェスタ２０１５ぎふ｣などと連携した花きの活用方法の展示・県産花きの集中的ＰＲ 

・大型花き商談会を行うフラワーフェスティバル、輸出に向けた国際花きシンポジウムの開催 

・フラワーウィーク期間中に県内花店で使えるクーポン券の発行 
 

⑨ ６次産業化による新たな農業ビジネスの創出 【農業の成長産業化プロジェクト】 

・サポートセンターの設置、アンテナショップを活用した商品開発・販路拡大 

 

 

Ⅰ 売れる農畜産物づくり 

Ⅱ 戦略的な流通・販売 攻めの農業の展開 

強い農業づくり 
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❿ 新規就農者等の育成に向けた総合的な支援【担い手育成プロジェクト１０００】 

・全国農業担い手サミット１年前イベントの開催、新規就農者育成研修施設の整備支援 

・農業大学校・国際園芸アカデミーの人材育成機能の強化 

・新規就農者への借入金利子補給、企業の農業参入支援 
 

⓫ 新規就農者等の育成に係る支援の充実【同上】 

・就農相談・長期実践研修の実施、農業後継者等への給付金の支給 

・農地集積モデル地域への機械・施設の導入支援 
 

⓬ 農地中間管理機構による担い手への農地集積 

・農地の貸し手･借り手の掘起し､マッチングの強化､中山間地域の法面管理の負担軽減支援 
  

⓭ 中山間地域における集落営農の体制づくり 

・集落営農組織間で機械・人材等を相互に補完する広域ネットワークづくりの推進 
 

 

 

⓮ 世界農業遺産認定に向けた取組みの拡大【世界農業遺産推進プロジェクト】 

・「清流長良川の農林水産業推進協議会」の開催、体験ツアーの企画・運営 
 

⓯ 鳥獣害の防護と捕獲の一体的推進【鳥獣害対策強化プロジェクト】 

・鳥獣被害対策専門指導員の設置による被害対策未実施集落の集中的解消 

・解体処理施設の整備支援と「ぎふジビエ」の消費拡大 
 

⓰ ニホンジカなど有害鳥獣対策の推進【同上】 

・生息域が急速に拡大しているニホンジカなどの個体数調整支援、管理捕獲の実施 
 

⑰ 災害に強い農村づくり【農業・農村強靱化プロジェクト】 

・農業用ため池・農道橋の耐震化、排水機場の更新整備 

・農業用水を活用した小水力発電施設の整備 
 

 

⑱ 農業・農村の多面的機能の維持・増進 

・水田法面の草刈り、水路の清掃や軽微な補修など地域共同活動の支援 

・耕作放棄地の再生・発生防止と中山間地域の集落維持活動の支援 
 

⑲ 農村が育む美しい景観や豊かな生態系の保全 

・棚田の保全、水田魚道の設置、次世代に受け継ぐ農業・農村資源の調査 

・ため池の外来種駆除等生態系保全の取組みの支援 

 

 

Ⅳ 魅力ある農村づくり 

Ⅲ 多様な担い手の育成・確保 

Ⅴ 県民みんなで育む農業・農村 

拠点施設の整備（予定工期） 
 
○中央家畜保健衛生所の移転（Ｈ26～28） 

○中山間農業研究所中津川支所の移転（Ｈ26～29） 

○長良川あゆパーク（仮称）の新設（Ｈ26～29） 

○魚苗センターの増設（Ｈ27～29） 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
極端な気候の変動に終始した寒候期後半・・・ 

2 月に入り、気温は低温気味から 2 月下旬になって

高めに推移し 3月以降高温気味ながらやや変動が大き

く、降水量は 3月に入り断続的な降雨により期間降水

量は多くなり、日照時間は 2月下旬から 3月 4半旬ま

で少なめに推移した直後から 3月末まで多日照となっ

たが 4 月に入ると降雨とともに寡日照気味の天候が 4

月 4半旬まで続いた。 

特に、4月初め～4月 4半旬までの日照時間は、県下

主要 9 地点の単純平均で 54.4 時間と平年の 44％に止

まり、逆に降水量は 200.9mm で、平年の 175％と多く

なった（図 2,3）。本県の野菜類、特に果菜類への影

響が出始めているが、4 月下旬以降、天候の回復が見

込まれることから、農作物の生育も徐々にも回復する

ことを期待したい。 

全国的にも同様の傾向で、4 月に入り日本列島の南

と北に張り出した高気圧に挟まれる形で前線が通過し

続けたことが直接的な原因であり、特に北海道と東北

地方の太平洋側は平年の 40％にも満たない日照時間

となった。 

しかし、世界的に見ると異常気象の程度はより深刻

である。年明け以降の少雨と高温による早い融雪の影 

響もあって米国南西部の干ばつは 4月に深刻な状況と

なり生活用水の 25％節水を義務付けた。また、中国南

東部では降水量は平年の 20％にも満たない状況で稲

作にも影響が出るとみられ、イタリアやスペインでは

昨年秋から続く日照不足や病害虫発生の影響で大幅な

減収が懸念されている。逆にオーストラリア東海岸で

起きた 4 月 20 日・21 日の洪水により農作物や生活イ

ンフラへの大きな被害が発生している。 

 

今度は高温！！激しく変わる天候に警戒を・・ 

名古屋地方気象台が発表した 4月 25日～5月 24日 

までの東海地方の 1ヶ月予報によると、平年に比べ晴

れる日が多く、気温は平年よりかなり高めに推移する

と予想されている。特に、二十四節気でいう‘立夏’5

月 6日までは気温は極端に高くなることが見込まれ、

その影響で 5月下旬までの降水量はやや少なめ、日照

時間はやや多めとなる見込みである。ただ、今夏はエ

ルニーニョ現象が発生する可能性が高く、その後は梅

雨明けの遅れや日照不足に十分な注意が必要である。 

5月 2日は八十八夜、一番茶の摘採がピークを迎え、

田植や夏秋野菜の定植作業が本格化する。農作物管理

に細心の気配りをお願いしたい。 

図１ アメダス気象図（岐阜市：4/2５現在） 

図２ 4月の降水量の平年比較（4/20まで） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 

図 3 4月の日照時間の平年比較（4/20まで） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 



 

- 5 - 

 

１ 水 稲 ～高温障害及び低温障害～ 

 育苗期及び本田初期は稲体が幼いため、高温または低温の影響により被害を受けやすい。ただし、育苗期

間はハウスの開閉や保温資材等により温度管理が可能なので、温度計を設置し極端な高温または低温になら

ないよう務める。 

 

   表１ 育苗期の限界温度と障害の症状 

 時期 温度 障害の症状 

低温害 

１葉期 ２～４℃ ２０時間程度で葉の奇形等が発生する。 

２葉伸長期 ５℃ ５時間程度で伸長が停止する。 

２葉展開期 ５℃ ５時間程度で葉のしおれが発生する。 

高温害 

出芽期 ４２℃ 出芽率が極端に低下する。 

本葉期 

３０℃ 呼吸・消耗が盛んで異常徒長する。 

４３℃ ２０～３０分で生長点が枯死する。 

４９℃ １分程度で枯死する。 

 

(1) 育苗期の低温障害 

   育苗期間中、特に緑化期から硬化初期に低温に遭遇すると苗の生育が止まり、生育むら、立枯れ、枯死

などの原因となる。また、硬化中・後期においても低温に遭遇するとムレ苗（生理障害による立枯症状）

が発生する。硬化期における強い冷風は、苗の葉先から脱水するため萎凋枯死状態となり、生育の回復が

困難となる。 

低温が予想される場合には、保温資材で被覆するか加温して温度の低下を避ける。硬化期に湛水可能な

場合は、深水にして苗を保護する。低温の被害が軽い苗については、薄い液肥か硫安水を１～２回施用し

て症状の回復をまって移植する。被害が著しい場合は、直ちに播き直すか別に苗を手配する。 

 

(2) 育苗期の高温障害 

   育苗期に３５℃以上の高温に遭遇すると障害が発生する。症状は、苗の葉先がよじれ、障害の程度が進

行すると苗が枯死する。高温障害の程度が軽い苗は、生育が一時的に停滞するが、適切な管理により次第

に回復する。苗が伸びず腐敗臭がするなど障害が重度の場合は、回復が見込めない。 

 

(3) 本田初期の低温障害 

   植付直後に落水、または浅水状態の水田では、凍霜害となりやすく、枯死株、生育むら、生育遅延が発

生する。苗の活着の限界温度は１２～１３℃といわれており、移植直後は、風などによる植え傷みが発生

しやすいので、冷風のあるときや凍霜害の危険がある時は、移植を見合わせる。水管理を均一化するため、

田面を均平にするとともに、凍霜害が予想される場合は、できるだけ深水にして苗を保護する。 

   凍霜害が発生したら、風がなく天気の良い日中は止水や浅水管理で地温を高めるようにするとともに、

強風または低温時の日中と夜間は深水にして苗を保護する。被害が著しい時は、除草剤の使用を遅らせる。 

 

(4) 本田初期の高温・干ばつ 

   活着期は、最も水が必要となる時期であるため、移植後の灌水が確保できない場合は、移植を見合わせ

る。苗が徒長しムレ苗のおそれがある時は、葉先を１／４程、剪除して管理する。苗が肥切れした場合は、

薄い液肥か硫安水を施用する。 
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２ 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、樹勢や花質が低下したり、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  良質な堆肥を投入し、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。 

○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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１ 高畝栽培            図２ プラソイラーによる盤層破壊 

  

(2) 事後対策 

○1  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。 

○2  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。ただし、ナス等の場合は、採光に努めるが極端な摘葉、整枝剪定はかえって樹勢が低下する

ので注意する。 

○3  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。 

 

表１ 薬剤無施用条件における花弁除去の防除効果 

（兵庫県、一部抜粋） 

  

 

 

 

 

                   調査月日 3/19、品種：瑞健 
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３ 野菜（高冷地）  ～低温と残雪対策～ 

 岐阜県の高冷地では、５月中旬までは、５℃以下になる日もあることから、気象情報には十分に注意し、

対策を講じる。 

 また、本年は遅くまで残雪がある地域もあるため、計画的に作業を進めて、無理な耕起を行わず、土壌が

適度に乾いてからトラクター等の作業を行う。 

(1) 野菜全般 

① 露地栽培では、無理な早まき・定植はせず、既に定植等を行っている場合は被覆資材を活用し、保温

に努める。 

② 低温対策としてトンネル被覆を行っている場合でも、強い寒さが予想されるときは、ビニールと保温

資材を併用し、早めに被覆し保温に努める。 

ただし、日差しが強い日中は、十分な換気が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 べたがけの被覆方法（出典：５訂「施設園芸ハンドブック」 

 

(2) 夏秋トマト 

① 定植前後の管理 

ａ．保温   

地域の気象環境を考慮し、平均最低気温が 10℃以上となるまではサイドビニールの設置により活着

促進を図る。特に今年は春先から不安定な天候が続いていることから注意が必要である。定植後の

苗に風が直接当たらないように最低限、ほ場周囲を被覆することも活着促進には有効である。また

マルチ被覆（グリーン・黒）は早めに行い定植時の地温確保を図る。 

  ｂ．土壌水分  

遅くまで雪が残っていたほ場もあったため、平年より早くから屋根被覆しているハウスが散見され

る。被覆が早いとほ場環境等により土壌が必要以上に乾燥することもあるため、定植前に潅水を十

分に行い、土壌水分を調節しておくことも初期の根張りを良くするために重要である。定植直後に

は根鉢と土壌をなじませるために株元潅水を行い、完全に活着するまではポット部分が乾かないよ

うに株元潅水を継続することも着果安定には必要である。 

  ｃ．着果処理  

特に最低気温が確保できない早期作型においては、振動受粉では確実な着果は難しいことから、必

ずホルモン処理を実施する。 

② 病害虫防除 

   苗から本圃へ病害虫を持ち込まないように、定期的な防除が必要である。 

   特に葉かび病は、抵抗性品種においても葉かび病が発生している事例もあり、また、葉かび病に酷似

する、すすかび病の発生も問題となっていることから、予防的な防除が必須となるので、育苗期からの

定期防除を徹底し、発生が始まる梅雨時期まで分生子の密度を低い状態に保つことが葉かび病の発生を

抑えるポイントとなる。 

被覆方法 
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(3) ほうれんそう 

   残雪により、作業が遅れた地域では、無理な播種を行わず、1年間の計画を再考し作業を進める必要が

あります。 

① 病害虫防除 

  ａ．べと病  

     保温状態のハウス内は、分生子の発芽適温（８～18℃）となることが多く、夜間は特に湿度も高く

推移することから注意が必要であり、抵抗性品種においても発生する事例が報告されていることから

予防防除は必須である。子葉展開から本葉第１～２葉展開時までに感染しやすく、発病後では被害が

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。春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。発生後は病害葉を速やかにほ場内から持ち出し適正に処分し、

地域全体で菌密度を高めないことも重要となる。 

ｂ．ホウレンソウケナガコナダニ 

     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

物やほうれんそうの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。また、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。効果的な薬剤が無いことから、耕種的防除と薬剤防除による徹底し

た対策が必要である。 

 

 

 

４  果樹  ～主要な果樹の生育状況～ 

 果樹においては、４月の前半の多雨・日照不足の影響はなく、後半の天候回復と気温が高く推移している

ことから、生育も順調に進んでいる。また、晩霜害の被害もいまの所報告されていないが、飛騨地域におい

ては 5月中旬頃まで凍霜害対策について十分注意してほしい。対策については、３月に発行した９４７号に

掲載しているので参考にして対応願います。 

 なお、４/２７時点の県内主要果樹の生育状況について、かきの展葉期はいずれの品種も３～７日早く生育

している(表１)。また、なしは満開期が「幸水」で４/１１、「豊水」で４/９といずれも平年より３～４日

早い状況であった。ただし、この時期は雨天が多く、地域によっては受粉がうまく行われていない可能性が

あるので、着果状況をしっかり確認しつつ着果管理を行う必要がある（表２）。同様に、中山間地域のくり

も展葉期が平年より２～４日早くなっている(表３)。 

一方で飛騨地域のももは発芽期が平年より４～５日遅れ、りんごも展葉期が平年より１日遅れている状況

がであるが、今後暖かい日が続くと生育も平年並みに回復すると予想される。 

表１ かきの生育相（農業技術センター調べ） 

   

   

   

   

  

 

 

 

   

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2015 3/16 4/3

2014 3/16 4/4 5/18 5/20 5/20 10/3 10/9 10/9
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 9/29 10/3 10/7

太秋 2015 3/19 4/5
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23 10/15 10/29 11/12
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30

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

開花期 収穫期
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      表２ なしの生育相（農業技術センター調べ） 

 

表３ くりの生育相（中山間農研中津川支所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ ももの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ りんごの生育相（中山間農研本所調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　
始 盛

丹沢 2015 3/29 4/26
2014 4/1 4/28 6/13 6/12 8/28 9/8
平年 3/31 4/29 6/17 6/13 9/1 9/10

筑波 2015 3/25 4/25
2014 3/31 4/27 6/15 6/11 9/16 9/29
平年 3/29 4/27 6/18 6/12 9/19 10/1

ぽろたん 2015 3/25 4/24
2014 3/31 4/27 6/14 6/15 9/9 9/15
平年 3/31 4/28 6/17 6/16 9/13 9/19

雄花
満開

雌花
満開

収穫期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終 始 盛
幸水 2015 3/17 3/24 4/6 4/6 4/11 4/17

2014 3/17 3/28 4/5 4/8 4/12 4/18 8/4 8/20
平年 3/18 3/29 4/14 4/11 4/15 4/22 8/7 8/11

豊水 2015 3/13 3/21 4/2 4/3 4/9 4/15
2014 3/15 3/26 4/1 4/5 4/10 4/16 9/1 9/8
平年 3/14 3/26 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 終
白鳳 2015 3/31

2014 3/31 4/30 4/30 5/2 5/7 8/3 8/17
平年 3/26 4/28 4/28 4/30 5/5 8/3 8/14

昭和 2015 3/31
白桃 2014 4/2 5/1 5/2 5/3 5/8 8/21 9/1

平年 3/27 4/29 4/28 5/1 5/5 8/19 8/29
※　平年はH15～H24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 2015 4/4 4/21

2014 4/3 4/18 5/4 5/8 5/14 9/4 9/18
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/14 9/5 9/22

ふじ 2015 4/3 4/21
2014 4/4 4/17 5/4 5/8 5/13 11/10 11/28
平年 4/5 4/20 5/4 5/8 5/13 11/12 11/29

※　平年はH16～H25の過去10ヶ年平均

開花期 収穫期
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

マイマイガは今年も大発生する？ 

１ はじめに 

マイマイガは、ドクガ科に属する蛾の一種である。マイマイガの大量発生は、以前から局所的に日本各地

で起きており、岐阜県でも昭和４０年頃に白川村で大発生があったとの記録がある。 

平成２５年の７～８月は高山市内、飛騨市内の街灯などに大乱舞するマイマイガが見られ、光源近くの壁

面や電信柱に多数の卵塊が産み付けられた。翌平成２６年春には幼虫の大量分散が発生し、飛騨地域ではリ

ンゴやモモなどの果樹での被害が見られたほか、果樹以外でも、イネや朴葉などの食害が確認されるなど農

作物の被害も多く見られた。５月１６日には病害虫防除所からマイマイガ発生予察注意報が発表されている。        

      

図１ さくらに飛来した若齢幼虫(高山市)        図２ 老齢幼虫(高山市) 

 

２ 生態 

 マイマイガは、年に１世代の発生で、卵塊で越冬し、幼虫は桜の咲く頃に孵化する。孵化した幼虫は、糸

を吐いて風に乗り、空中移動して寄主植物にだどりつく。幼虫は、６齢を経て蛹となり、成虫となる。成虫

の発生は平坦地では早ければ６月下旬から、飛騨地域でも７月上旬頃から見られる。 

成虫は好光性で、光源に誘引される性質があり、街路灯や看板照明等に群がる。水銀灯、電球、蛍光灯な

ど紫外光にはよく誘引されるため、寄せないためには消灯するか、もしくは LED灯やナトリウム灯に交換す 

るとほとんど飛来しない。 

なお、マイマイガの飛来行動時間は、日没後１時間とされている情報が多いが、実際には１２時過ぎまで

活発な飛来が認められる。また、成虫の飛翔距離についても、数百ｍとされているが、１０km以上は移動す

ると推定されており、それなりの長距離移動をする。 

 

３ 害虫としてのマイマイガ 

幼虫は森林害虫、農業害虫、不快害虫であるほか、若齢幼虫は皮膚炎を生じさせる衛生害虫でもある。５

mm 程度の１齢幼虫は、毒針毛があり、特に素手で触ったりしないことの他、大量飛来が予想されるときは、

顔や首筋、手など露出している部分に幼虫が飛来すると炎症を起こす場合が昨年も報告されたので注意が必

要である。２齢以降の幼虫は毒針毛は脱落するが、卵塊や成虫、老齢幼虫でも、肌が荒れるなどの症状が起
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きる場合があるので、卵塊の除去等の際も十分注意が必要である。 

     

図３ リンゴ苗木の被害(飛騨市古川)        図４ 水稲の被害(高山市国府) 

   （病害虫防除所飛騨支所提供）           （飛騨農林事務所提供） 

 

マイマイガは森林害虫として最も知られている。山林においては、食害は激しく見えても、８月上旬まで

の食害は、たいてい 1か月足らずで回復が見られる。成長は多少減速するが、枯死することはなく、通常大

きな被害にならない。また、森林では防除が困難なこともあって、防除されないのが一般的となっている。 

農業害虫としては、３つのパターンにより加害する。 

(1) 孵化後数日で糸を吐いての分散により作物に空中移動してくる場合 

(2) 山際のほ場で、樹木等の枝葉から落下してきて加害する場合 

(3) 森林から洪水のように幼虫が、押し寄せて加害する場合 

 

(1)では春の孵化直後の時期にあたるが、次々と連続して降ってくるため、防除のタイミングが難しい。

果樹の幼木等がある場合は、飛来がないか確認し、被害が大きくならないうちに防除が必要。 

(2)では、山際で栽培している作物については、隣接する樹木が食害を受けていないか確認が必要。 

(3)では、極めて甚大な大発生の場合に限られると思われるが、他県では水田まるごと食べつくされたと

の報告もある。こうなると対策は難しいが、最悪の場合の想定として、水田に入りかけてからでは手遅れ

になるので、その手前で対策することが必要とされる。 

また、一般住民にとって最も顕著な被害は、成虫の市街地の街灯等への大量飛来と、壁面等への卵塊の

付着となる。 

 

４ 農業被害  

マイマイガは、広食性の食葉性昆虫であるが、農作物の被害が確認された品目は表１のとおり。被害が確

認されている品目については、マイマイガの発生・飛来に留意が必要である。 

表１ マイマイガによる被害が確認された農作物 

被害の有無 品  目 

被害確認 

 

りんご、なし、もも、かき、ブルーベリー、水稲、いちご、なす、とうもろこし      

バラ、朴葉 

被害なし トマト、ホウレンソウ、きゅうり、大麦 

  

５ 昆虫疫病による大量死 

平成２５年から大発生を迎えたマイマイガであるが、平成２６年には、飛騨地域を中心として終齢近くの

幼虫が樹上で大量死している様子が数多く確認された。岐阜県森林研究所によれば昆虫疫病菌による大量死

とのことで、成虫の市街地等への飛来の減少の一因となったとみられる。過去の全国の大発生でも、３種の

カビと２種のウィルスがマイマイガに病気を起こして、大発生を終息させてきたとされている。大発生が２
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年で終息するのか数年続くのかは、ケースバイケースとされている。 

 

６ 防除対策について 

孵化幼虫に対しては、農薬による防除を行う。幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が低下するので、体長１cm

程度までの若齢幼虫の防除が効果的である。防除にあたっては、適用病害虫として「マイマイガ」「マイマ

イガの幼虫」「ケムシ類」「ドクガ類」などの記載のあるものを使用する。 

 

表２ ケムシ類等に登録のある農薬例（４月２４日現在） 

IRAC （系統） 登録種類名 商品名 かき なし りんご もも なす 水稲 樹木類
1Ｂ 有機リン ＭＥＰ乳剤 スミパイン乳剤 × × × × × × ○（マ）
1Ｂ 有機リン ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ水和剤 ダーズバンＤＦ × △ ○ △ × × ×
1Ｂ 有機リン ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ乳剤 トクチオン乳剤 ○（マ） △ × × × × △
1A ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ系 ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ水和剤 オリオン水和剤４０ ○ ○ ○ △ × × ×　さくら△
3Ａ 合ピレ ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ乳剤 トレボン乳剤 × × × × △ △ ○
4Ａ ネオニコ ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ水溶剤 モスピラン顆粒水溶剤 △ △ ○ △ △ × △
4Ａ ネオニコ ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ水溶剤 スタークル顆粒水溶剤 △ ○ △ △ △ △ ○
11Ａ ＢＴ剤 ＢＴ水和剤 エスマルクＤＦ ○(果） ○(果） ○ ○（果） △（野） × ○
11Ａ ＢＴ剤 ＢＴ水和剤 デルフィン顆粒水和剤 ○(果） ○(果） ○ ○（果） △（野） × ×
15 ＩＧＲ ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ水和剤 デミリン水和剤 △ △ ○ △ × × ○
18 ＩＧＲ ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ水和剤 マトリックフロアブル × ○ ○ △ △ △ ○
28 ジアミド系 ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ水和剤 フェニックスフロアブル ○ ○ ○ ○ × × ×　さくら○
28 ジアミド系 ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ水和剤 サムコルフロアブル △ ○ ○ △ × × ×
M1 有機銅 ＤＢＥＤＣ液剤 サンヨール液剤ＡＬ × × × × × × ○

○：ケムシ類等に登録がある。△：ケムシ類の登録はないが、他害虫を対象に作物登録がある。×：登録がない　
（マ）ﾏｲﾏｲｶﾞ登録　（果）果樹類登録　（野）野菜類登録  

 

 

なお、使用にあたっては、最新の登録情報により、適正に使用する。 

        http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm 

 

次年度に向けての対策としては、卵塊の除去が最も有効である。幹や枝等ほ場近くの卵塊は見つけしだい

削り落とし、ごみ袋に入れて始末する。落としただけでは不十分である。 

 

７ 新たな防除方法 

(1) 超音波による飛来防止対策 

   マイマイガの大発生により、多くのモモ園では夜蛾対策としての防蛾灯が点灯できない事態となった。 

このため、超音波発生装置の利用によるマイマイガを誘引しない夜蛾対策として、山口大学、徳島県立

農林水産総合技術支援センター、中山間農業研究所により研究中。超音波発生装置は、天敵であるコウ

モリが発する超音波に対し、夜蛾類が忌避反応を示すことを利用して、人工的に超音波を発生させる

装置である。 

(2) 性フェロモン剤を利用した交信かく乱法による防除 

マイマイガの性フェロモンを利用して、オスがメスを探し出せなくすることによって、交尾ができず、

産卵に至らず、次年度の密度を低下させるという交信かく乱法を岐阜県森林研究所で研究中。フェロモン

剤によって、岐阜市内のマイマイガのオス成虫の誘引阻害が認められ、密度低下の効果が期待される。 

 

８ 最後に 

 今年のマイマイガは大発生するのかということであるが、４月２４日までの各地区での孵化状況、昨年度

の卵塊の産み付け状況等から推測するに、県全体としては、一昨年、昨年ほどの大発生にはならないのでは

と予想される。しかし、地域的に大発生することは十分考えられるため、昨年、成虫の飛来が目立った地域、

卵塊が目立った地域などを中心に、小まめな観察と、若齢期の早期防除の徹底指導は不可避である。 

 

http://www.acis.famic.go.jp/index_kensaku.htm


 

- 13 - 

 

農業者のための労働者災害補償保険 

 

１ はじめに 

全国の農作業死亡事故発生件数は、農林水産省が調査を始めた 30年前から 400件前後で推移している。こ

うした状況の改善を図るため、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。

農林水産省では、農作業事故が多発する春と秋に農作業安全対策の重点期間として、「農作業安全確認運動」

を実施し、農業者の安全意識の向上を図っている。 

農作業事故発生防止の啓発は必要であるが、危険な作業を伴う農業者の万が一の事故に備えた補償も併せ

て検討する必要があり、労働者災害補償保険（以下、労災保険）の加入の推進も行われている。しかしなが

ら、労災保険に加入している農業者の割合は農業人口の約４％程度にとどまっていると言われており、農業

者に対する労災保険制度の周知と加入の促進等、農業者の業務災害等に備えた取り組み支援も普及指導の現

場では必要であると考える。 

 

２ 労災保険の概要 

 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。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。 

 

３ 農業者が特別加入できる範囲 

 労災保険の特別加入制度では、次に掲げる３つの制度のいずれか一つに加入することができる。 

 

４ 特別加入の手続きと保険料 

(1) 加入手続き 

   特定農作業従事者または、指定農業機械作業従事者はＪＡ等の特別加入団体を通じて、中小事業主は労

働保険事務組合を通じて加入申請を行う。 

(1)特定農作業従事者 (2)指定農業機械作業従事者 (3)中小企業主等

加
入
資
格

「年間の農業生産物総販売額
が300万円以上」または「経営
耕地面積２ha以上」の規模を
有し、土地の耕作・開墾、植
物の栽培・採取、家畜（家き
ん及びみつばちを含む）・蚕
の飼育の作業のいずれかを行
い、次に示す農作業に従事し
ている農業者。

①動力により駆動する機械を
使用する作業
②高さが２メートル以上の高
所での作業
③サイロ、むろ等の酸欠危険
場所での作業
④農薬散布作業
⑤牛・馬・豚に接触し、また
は接触する恐れのある作業

次に指定された機械を使用
し、土地の耕作、開墾または植
物の栽培、採取を行う農業者
（労働者以外の家族従事者など
を含む）。

①動力耕うん機その他の農業用
トラクター
②動力溝堀機
③自走式田植機
④自走式スピードスプレーヤー
その他の自走式防除機械
⑤自走式動力刈取機、コンバイ
ンその他の自走式収穫用機
⑥トラックその他の自走式運搬
用機械
⑦定置式機械または携帯式機械
（動力脱穀機や動力草刈機等）

　常時300人以下の労働者を
使用する事業主（事業主が
法人の場合にはその 代表
者）及び労働者以外で、そ
の事業に従事する人（特別
加入できる事業主の家族従
事者など）、または、1年間
に100日以上にわたり労働者
を使用することが見込まれ
る人。

　表１　労災保険の３種類の特別加入制度
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(2) 保険料 

   年間の農業収入に見合った給付基礎日額（労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、3,500 円～

25,000円のうちから農業者の申請に基づいて、都道府県労働局長が承認した額）が決定され、保険料算定

基礎額（給付基礎日額×365 日）が計算される。この保険料算定基礎額に保険料率を乗じた額が年間の労

災特別加入に係る保険料となる。 

(1)特定農作業従事者 　　９／１０００

(2)指定農業機械作業従事者 　　３／１０００

(3)中小事業主 　１３／１０００

　表２　保険料率（平成27年4月1日施行）

 

 

 

５ 保険給付の種類 

(1) 療養補償給付（療養給付） 

   業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合に必要な治療が無料で受けられる。 

(2) 休業補償給付（休業給付） 

   業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が４日以上となったとき、

休業 4 日以降、休業１日につき給付基礎日額の 60％相当額の休業補償と 20％の特別支給金の合計 80％が

支給される。 

(3) 障害補償給付（障害給付） 

   業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当した場合に、障害等級に応じて年金ま

たは一時金として支給される。 

(4) 遺族補償給付（遺族給付） 

   業務災害または通勤災害により死亡した場合、遺族の範囲や遺族の人数に応じて年金または一時金が支

給される。 

(5) 葬祭料（葬祭給付） 

   業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合、31 万 5 千円に給付基礎日額の 30 日分を

加えた額または給付基礎日額の 60日分のいずれか高いほうが支給される。 

（単位：円）

給付基礎日額 保険料

算定基礎額 特定農作業従事者 指定農業機械作業従事者 中小企業主等

Ａ Ｂ＝Ａ×365日 Ｂ×9/1000 Ｂ×3/1000 Ｂ×13/1000

25,000 9,125,000 82,125 27,375 118,625

24,000 8,760,000 78,840 26,280 113,880

22,000 8,030,000 72,270 24,090 104,390

20,000 7,300,000 65,700 21,900 94,900

18,000 6,570,000 59,130 19,710 85,410

16,000 5,840,000 52,560 17,520 75,920

14,000 5,110,000 45,990 15,330 66,430

12,000 4,380,000 39,420 13,140 56,940

10,000 3,650,000 32,850 10,950 47,450

9,000 3,285,000 29,565 9,855 42,705

8,000 2,920,000 26,280 8,760 37,960

7,000 2,555,000 22,995 7,665 33,215

6,000 2,190,000 19,710 6,570 28,470

5,000 1,825,000 16,425 5,475 23,725

4,000 1,460,000 13,140 4,380 18,980

3,500 1,277,500 11,493 3,831 16,601

年間保険料

(注）特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切捨てとなる。

　表３　給付基礎日額と保険料一覧
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(6) 傷病補償年金（傷病年金） 

   業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後１年６か月を経過した日に傷病が治っておらず、傷病

による障害の程度が傷病等級に該当している場合に支給される。 

(7) 介護補償給付（介護給付） 

   業務災害または通勤災害により、障害補償年金（障害年金）または傷病補償年金（傷病年金）を受給し

ている一定の障害を有する人で、現に介護を受けている場合に支給される。 

 

＊注（ ）は通勤災害による給付。なお、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者については、通

勤災害は補償の対象とならない。 

 

図１　補償・給付の種類

休業補償給付（休業給付） 傷病補償年金（傷病年金）：傷病等級1～3級 障害補償給付（障害給付）：障害等級1～14級

遺族補償給付（遺族給付）

葬祭料（葬祭給付）

介護補償給付（介護給付）：傷病・障害等級1または2級の一部

療養（補償）給付

療養開始後１年６か月 治癒

負傷・疾病

死亡 死亡

 

 

６ 最後に 

農作業事故が発生した後、農作業に従事できない場合や、負傷・疾病による障害が原因で農業経営の継続

が難しくなった場合の補償をどうすべきなのか。普及指導の現場において、家族経営を主体とした農業経営

者や集落営農組織の構成員に対し、農作業事故防止の啓蒙と合わせて労災保険特別加入制度の周知と加入を

勧めることで、農業経営者自身と従事する家族に対する補償について考える機会を設けたい。 

また、労働条件の基準を定める労働基準法には使用者の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も留意する必

要がある。労働基準法で規定された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

災保険であるため、保険料については全額事業主負担であるが、使用する労働者が一人でもいる農業経営者

にも、併せて労災保険加入を推進したい。 

 

 


