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  今 月 の 農 政 情 報   

 

新たな普及活動体制で臨む、多様な担い手の育成・確保 

～地域・担い手づくりや園芸産地の強化を総合的に推進します～ 
 
１  はじめに 

これまでの本県における普及指導活動は、水田、野菜、果樹特産といった品目にわかれた専門体制として

いました。担い手の減少・高齢化が急速に進むなか地域農業の振興を図るには、「地域づくり」、「担い手

づくり」、「強い産地づくり」を総合的に推進する必要があります。その対応のため、新たな普及活動体制

として、品目の専門体制から地域支援係及び園芸産地支援係に再編します。 

 ○ 地域づくり  （集落営農組織育成、担い手への農地集積、鳥獣害対策等） 

 ○ 担い手づくり （新規就農者の育成、経営力向上等） 

○ 強い産地づくり（園芸産地構造改革、畜産構造改革等） 

 

２  係の概要 

【農業経営課（農業革新支援センター）】 

○ 新規就農者や経営力のある農家の育成等に係る「地域支援係」と園芸に関する主要な品目の専門技術

の支援に係る「園芸技術支援係」に再編します。 

○ 担い手づくり、地域づくり、産地づくりに迅速かつ的確に対応していきます。また、地域支援係には、

ＴＰＰなど国際化に対応できるよう畜産指導に係る専門員を１名増員します。 

【農林事務所農業普及課】 

○ 新規就農者・集落営農組織等の担い手育成、農地利用集積の促進、経営力ある農家育成を図るため、

各農林事務所に「地域支援係」を設置します。 

○ また、重要園芸品目を対象に生産面積拡大や市場ニーズに応じた生産体制の確立等の産地構造改革を

促進するため、「園芸産地支援係」を設置します。 
 

地 域 支 援 係 ・・・ 全農林事務所 

園芸産地支援係 ・・・  岐阜、西濃、揖斐、郡上、可茂、恵那、飛騨 農林事務所 

 
再編後の係における具体的な業務 
【農業経営課（農業革新支援センター）】 

地域支援係 ・集落営農組織や新規就農者の育成、農家の経営力向上、６次産業化、鳥獣害

対策等地域づくり・担い手づくり係る普及活動の総括 

・上記業務を担当する普及指導員の資質向上 

・普及指導員、研究機関、行政機関との調整 

園芸技術支援係 ・園芸産地構造改革及び高度な技術に係る普及活動の総括 

・普及指導員、研究機関・行政機関等との調整 

・園芸担当普及指導員の資質向上 
 

【農林事務所農業普及課】 

地域支援係 ・集落営農組織等水田営農の担い手育成、農家の経営力向上、６次産業化、鳥

獣害対策、地域特産物振興等の地域づくり 

・稲麦大豆の技術指導 

園芸産地支援係 ・需要に応じた生産・供給体制を構築（園芸産地構造改革）の推進 

・新規就農者等園芸産地の担い手育成 

・園芸作物の技術指導 
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 気象災害等を踏まえた農作業のポイント  
  
今年の冬は文字どおり‘厳寒’年だったが・・・ 

昨年 12月～2月の厳冬期の天候を見ると、岐阜市の

期間平均気温が 5.2℃(-0.26℃)、降水量が 248.5mm( 

+41.4mm)、日照時間が 467.4 時間(-16.7 時間)と、や

や低温・多雨・日照不足気味となった。高山市も同様

な傾向で特に積雪量の多さが目立つ年となった。全国

的にも東日本から西日本にかけて同様な傾向となった

が、北海道を中心とした北日本では偏西風の蛇行が極

端に現れた 2 月～3 月に東海上の低気圧の影響で季

節はずれのポカポカ陽気、豪雪や暴風といった‘異

常気象’に見舞われた（図 1,2）。この冬だけを見れ

ば地球温暖化とは無縁のように感じられるが、気候変

動が大きくなるのも温暖化の影響と言われている。 

2014 年 12 月に出された政府間パネル(IPCC)第 5 次

評価報告書によると、地球規模で、長期的に、近年急

速に世界の年平均気温の上昇、海面水温の上昇、海洋

貯水量の上昇が観測事実として確認され、人為的な要

因による温室効果ガスの増加が主因とほぼ結論づけら

れた。具体的には過去 1880年から 2012年の期間に世

界の平均気温は 0.85℃上昇したが、1982年までの過去

130年間のどの 10年間より最近 30年間の各 10年間が

高くなった他、温室効果ガスの濃度は、1750年から 

2011年までの間に、二酸化炭素で 390.5ppm(+40%)、メ

タンで 1803.2ppb(+150%)等と前例のない水準となっ

たことが報告された。 

また、これ踏まえ 3月 20日に気象庁から発表された

「異常気象レポート 2014」によると、2013までの 100

年間に、日本の平均気温は世界平均の 0.69℃より高い

1.14℃、岐阜市ではさらに高い約 1.7℃の上昇となっ

た。今後は、東アジア特有のモンスーン気候とは異な

り、今世紀末には 3.0℃以上の気温上昇に加え、100mm

超の時間雨量や 200mm超の日降水量などゲリラ豪雨被

害のほか、逆に極端な少雨による干ばつ被害も想定さ

れるとしている。 

気温は高めながら寒暖差の大きい天候が続く・・ 

3月 23日には、岐阜地方気象台から岐阜市で平年よ

り 3日、昨年より 1日早いソメイヨシノの開花が発表

された。ここのところ花冷えの様相を呈しているが、

50年前の平年開花日 4月 2日より 10日も早い。 

さて、気象台の１ヶ月予報によると、3月末から 4月 

上旬にかけてはかなりの高温となり、その後も平年並の気温で推移する見込みで、降水量は少なめ、日照時

間は多めの予想である。しかし、天候は周期的に変わるため、茶や果樹、水稲や野菜の育苗等の晩霜害には

十分かつ細心の注意が必要な時期でもある。4月 20日は二十四節気でいう‘穀雨’。恵みの雨にするために

も夏秋物の出来秋を左右する大切な初期管理に万全を期したい。 

図１ アメダス気象図（岐阜市：3/20現在） 

図２ 今冬の気候の平年比較図（気象庁資料） 

図１ アメダス気象図（岐阜市：10/25現在） 
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１ 麦  ～麦類の凍霜害～ 

 麦における凍霜害の危険は、幼穂分化から出穂までの長期間に及ぶ。その被害は、茎葉の枯損よりも主に

穂に現れ、幼穂の凍死、穂の奇型や部分不稔などにより収量に直接影響する。 

 

(1) 幼穂の凍死 

   節間が伸長し始めると幼穂は地上に押し上げられ、そこで低温に遭遇すると凍死が起こる。小麦では幼

穂の位置での気温が－２℃以下、大麦では－４℃以下になると凍霜害が発生し、その程度は気温が低いほ

ど、また幼穂の発育が進んでいるほど大きい。 

   幼穂の凍死は、幼穂の位置、すなわち稈の長さが影響することが多い。稈長５cm程度以上になると幼穂

の発育に関係なく凍死が見られる。幼穂の位置での温度は、地表面からの高さなどによって、気温より低

温となることがあるので注意が必要である。 

 

(2) 不稔 

   出穂前では、出穂前８～１０日頃に－１～－１．５℃の低温に３～４時間さらされると花粉不稔となる。

一方、開花期では＋２℃程度の低温でも持続時間によってかなりの不稔を生じる。低温により不稔となり

やすい時期は、受精中、花粉母細胞の形成もしくは分裂期、花粉第１核分裂期等で、被害を受けると子房

や葯が萎凋し、不稔のまま白穂化する。 

 

(3) 品種間差 

   幼穂の凍死に対する品種間差異は、節間伸長の早晩に密接に関係しており、播性程度が低いほど節間伸

長開始が早く、凍霜害に遭遇しやすい傾向にある。これは、生理的な耐凍性の差というよりも、むしろ発

育段階の差に基づいている。小麦の農林６１号、タマイズミ（播性程度Ⅱ）よりイワイノダイチ（播性程

度Ⅳ）のほうが、被害の危険性は低い。また、小麦は大麦に比べ幼穂分化程度の割に稈の伸長が大きく、

凍霜害に遭う危険性が高い。 

 

(4) 事後対策 

   幼穂の凍死は、うどんこ病の発生を助長するので防除に努める。幼穂の凍死により弱小穂が発生すると

遅れ穂となるので、収穫時期に注意する。また、未熟粒が混入するので、整粒歩合を高めるために調製は

丁寧に行う。不稔の頴には、赤かび病が発生しやすく、感染が拡大して被害が大きくなることがあるので、

防除を徹底する。 

 

表１ 凍霜害発生時の生育段階と被害程度・損傷状況（主として小麦） 

主稈の 
幼穂発育程度 

幼穂長 
(mm) 

被害程度 損傷状況 

主稈 株全体 

幼穂形成始期 0.3～1.0 少 
ほとん
ど無 

 

えい花分化初期 3～5 甚 多 
主稈及び一・二次分げつの幼穂が凍死する。 
出すくみが多く、遅れ穂を生じる。 

えい花分化中期 8～10 多 甚 
主稈及び多数の分げつの幼穂が凍死する。 
出すくみが多く、遅れ穂が著しい。 

えい花分化後期 15～20 少 多 
えい花の部分的発育停止または奇形えい花を生じ
る。 

えい花生殖 
細胞形成期 

40～60 少 中 
えい花の発育停止、奇形えい花を生じる。 

出穂前 100～120 中 中 
出すくみ、白穂、部分不稔 

出穂期 － 多 多 
白穂 
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２ 野菜  ～凍霜害対策～ 

(1) 被害発生の条件と様相 

   凍霜害は通常０℃以下で発生するが、野菜では高温期によく生育する果菜、豆、いも類の被害が多い。 

晩霜は、冷たい空気を持った移動性高気圧に覆われた時に発生する。一般に降霜の前日は快晴で肌寒い

気温の時や雲があっても夕方から晴れあがり、無風になると「放射冷却」現象により、地面が冷え、その

翌日に凍霜害の危険が大きい。 

   特に雨が降り、野菜がやわらかく生長したあとの晴れあがった翌朝は起こりやすい（図 1）。彼岸を過

ぎて日射量が多くなり、平均気温が 10℃を超えるようになると野菜の生育は一気に進むようになる。この

生育段階で強い寒波にあうと凍霜害を著しく受ける。 

   標高別にみた平均の終霜日は美濃平坦地では 5月 7日、美濃山沿い～標高 500m以下では 5月 12日、標

高 500～900ｍでは 5月 20日、標高 900mで 6月 5日となっている。                            

   予測の目安としては、18時の気温から 8℃を引いた値を翌朝の最低気温とするとよい。例えば 18時に 6℃

であれば翌朝は－2℃まで下がって霜害が起きる可能性が高い（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  霜発生日前の降雨状態          図 2 18時の気温、湿度から翌朝の最低気温 

を推定する図（名古屋地方気象台） 

(2) 事前対策 

① 情報連絡 

     地域における気象条件を認識し、凍霜害の発生メカニズムを十分理解し、栽培作物がどの程度の感温

作物か事前に把握する（表 1）。 

                           表 1   野菜の生育限界温度（℃） 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

異常低温情報、霜注意報に注意し、生産者相互の連絡による予防策を推進する。 

② 被覆の改善 

危険度が高い作型、前進栽培は保温性が高い被覆材料を使用し、べたがけ（表 2）、マルチ、多重被

覆を併用する。 

 最低 

限界 

 最低 

限界 

トマト  5 はくさい 5 

なす 10 キャベツ 5 

ピーマン 12 だいこん 5 

キュウリ 8 にんじん 3 

温室メロン 15 たまねぎ 10 

いちご 3 えだまめ 10 

ほうれんそう  0 さといも 10 
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表 2  べたがけ資材の種類と特性比較 

商品名 材質 重さ 

g/㎡ 

平均 

温度℃ 

透光率 

％ 

耐候性 ﾌｨﾙﾑ面の

結露 

ﾀﾌﾍﾞﾙ 3000 ﾎﾟﾘﾋﾞﾆｰﾙｱﾙｺｰﾙ 50 12.0 78.7  ◎ 無～極少 

日石ワリフ ポリエチレン 35 11.7  81.6  ◎   少 

ﾊﾟｵﾊﾟｵ 90 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾞﾚﾝ白 20 13.8 76.5  ○   多 

ﾗﾌﾞｼｰﾄ 20207 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ白 20 13.4 58.8  △   少 

パスライト ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ白 17 14.3 72.0  △   多 

 

③ 保温対策 

     多重にするほど保温効果は増す（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 保温方法と保温力 

  

トンネル栽培等ではビニールやマルチ被覆を早めに行い、十分に地温を確保してからは種作業や定植

を行う。 

     晩霜が予想される場合の前日は早めにハウス、トンネル等を密閉しておく。 

     露地でワラ、モミガラ等を敷いた場合、この表面は地表よりも乾燥して潜熱を出すことが少ないため、

その付近が冷却して裸地より低温となり被害を大きくすることがある。 

④ 作期の調整 

     育苗中は最低温度を下げすぎないように注意し、十分に順化してから定植する。 

⑤ 直前の予防策、準備 

ａ．土寄せ 

豆類は発芽初期の霜害に弱いので、やや深めに土寄せする。 

       寒気に収穫するニンジンは根首部がかくれる程度に土寄せする。 

ｂ．散水・煙霧及び通路潅水 

       放射冷却を防ぐ目的で散水・煙霧を行う。また、土壌が乾燥していると被害を受けやすいので潅水・

散水によって地面を湿らせておく。 

ｃ．温度管理 

       春だいこんでは日中の温度差が大きいと肩こけになりやすいので、注意する。 

       春まきはくさいは平均気温 13℃以上で定植する。 

 

(3) 事後対策 

   降霜があった朝は、日の出前に散水により霜を溶かすか、野菜体温の急激な変化を起こさないよう、べ

たがけ資材等で覆い、直射日光を当てないようにする。被害を受けた場合は、その被害程度によって処置

が必要である。 

① 果菜 

生長点が枯死した果菜は枯死部分を摘除して側枝、腋芽を利用し、殺菌剤の散布、追肥（葉面散布、
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速効性肥料）で草勢の回復を図る。草勢のバランスが崩れた場合は摘果、ホルモン処理で調整する。 

② 根菜 

追肥（葉面散布、速効性肥料）や殺菌剤の散布等で草勢の回復を図る。 

低温によって組織が破壊したり、とう立ちが予想されるものはまき直しをする。 

③ 豆類 

     被害程度の高いものは、まき直し、または作目変更する。 

④ いも類 

     生長点が枯れても新芽が発生することが多いので良く観察して、追肥や予防散布（殺虫剤）で回復を

図る。 

 

 

 

３ 野菜（高冷地）  ～春先のトマト・ほうれんそう管理～ 

 本年は昨年１２月の豪雪と３月に入ってからも降雪が続き、ほ場内に残雪あるため準備が大幅に遅れてい

る。 

 夏ほうれんそうにおいては例年より１０日間程度の播種の遅れが予想されるので、一年間を通した十分な

播種計画を作成し安定的な出荷を図る必要がある。 

 また、夏秋トマトにおいても、育苗ハウスの準備等播種（仮植）予定日の２週間前には屋根ビニールを展

張し作業を進める。 

(1) トマト 

① 排水対策 

     昨年度は、８月に記録的な大雨と降雨が続き、ハウス内にも雨水が侵入したほ場も散見され大幅な収

量の減があった。 

     そのため、栽培開始前に十分な対策を講じる必要がある。 

  
雨水がハウス内に流れ込んだり、停滞しないように少なくともハウス周りの明渠を設置し、防水シー

トやマルチで被覆し速やかにほ場外へ雨水を排出するようにする。 

一般に土壌空気率（三層分布）が１０％以下になると根の呼吸に必要な酸素が不足し、正常な生育が

できなく根腐れの原因となり、根の活動を盛んにするためには２０％以上が必要とされているので、ラ

イ麦との輪作や稲わら、かや、ケイントップ等による物理性の改善を行い、サブソイラーによる心土破

砕や暗渠による排水対策が最も効果的である。 
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  ① 保温対策 

    ハウス２重被覆や２重トンネルにより、低温対策に十分注意する。育苗ポットずらし後もトンネル育

苗を基本とし、低温が予想される場合には、保温資材や簡易暖房（ストーブ、ろうそく等）により夜温

の確保に努める。 

   ② 育苗床準備 

    土壌診断を必ず行い、施肥量等を決定するとともに、土壌との混和は肥料むらの発生を防ぐため丁寧

に行う。窓あき・チャック果等の障害果は多肥により発生が増加するため注意が必要である。また、早

めの床土準備により地温を高め、土壌殺菌（ビニール被覆による熱処理等）を確実に行い、仮植時期に

向けて床土の土壌水分調整を行う。 

   ③ 潅水管理 

    潅水は低温障害を避けるため、ハウス内に溜めおいた水を用いる。仮植、活着後しばらくは潅水を控

え、潅水開始後はその日に必要な量のみを潅水し夕方以降は表面が乾くように心がけ大苗としないよう

に注意する。 

   ④ 葉面散布 

      低温条件の育苗では窓あき・チャック果の発生が増加しやすいことから、石灰資材の葉面散布を定期

的に行う。その際には吸収を促進させるため茎や葉柄にも十分散布する。 

   ⑤ 病害対策 

   近年、特に葉かび病の発生が増加していることから、支柱・ポット等の資材消毒を行うとともに育苗

中からの予防剤による定期防除（週１回程度）の徹底により、本ぽへの菌の持込を防ぐ。 

   ⑥ 虫害対策 

   購入苗等において、ハモグリバエ類の発生が問題となる事例が見られることから、仮植前に防除を実

施するとともに、２週間に１回程度の定期防除または育苗中に使用可能な粒剤による処理を行い、本ぽ

への持込を防ぐ  

   ⑦ 本圃の準備 

   ハウス内土壌が一度乾燥すると均一に湿らすことが困難になるため、極端に早い屋根被覆は好ましく

なく、定植予定日から３０日前を目安とする。ただし、乾きやすいほ場は被覆を遅らせたり、遅くまで

残雪があったほ場では被覆を早めるなどの工夫が必要となる。 

 ・ 土壌病害対策 

     長年の連作に伴い、褐色根腐病等の土壌病害の発生が増加する傾向にあり、特に梅雨時期の日照不

足に伴う樹勢低下により、着果不良となる例が多く見受けられる。その対策として土壌還元処理の効

果が高いことが確かめられていることから積極的な推進を図る。土壌還元処理の効果を安定させるた

めには、処理開始時に確実にほ場容水量以上となるように土壌水分を高めることが重要であり、特に

透水性の良いほ場は鎮圧を行い確実に還元状態を維持する。また、処理時期は外気温が適温を下回る

ため、ハウスの密閉状態を保ちできるだけ地温を高めることも効果を高めるためには重要となる。 

・ 生理障害対策 

 加里欠乏による葉先枯れ症の発生が問題となる事例が多く見られるが、基肥施肥量が減少する傾向

にあることや家畜糞堆肥等の施用量減少に伴い、土壌中の加里成分が低下していることも疑われるた
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め、土壌診断を必ず実施し、土壌中の加里濃度を適正に保つことが葉先枯れ症対策の基本となる。 

 

(2) ほうれんそう 

   ① 被覆及び保温 

    べたがけ資材は遅くとも草丈 10ｃｍになる頃までに除去する。除去時期の遅れは徒長やべと病の発生

原因となりやすいため注意が必要である。また、４月以降は外気温も急激に上昇することから、ハウス

内の高温に注意し換気を行う。特に生育後半は積極的に換気を行い収穫時期の調整を図る。 

  ② 追肥 

生育を見ながら遅くてもＳサイズまでに追肥を行う。追肥を行わないと窒素不足により花芽分化（抽台）

が早まったり、収穫期の黄化葉発生の原因となる。追肥は低温期のため、有機質資材の施用は避け、尿

素（窒素 46％）、硝酸石灰（窒素 15.5％）等の速効性の化成肥料を施用する。追肥後は、肥料やけを防

ぐ為に潅水を行い、ハウス内が高温とならないように換気を行う。 

   ③ 病害虫対策 

  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、県内産地においてもレース７抵抗性品種に発生が見られること

から油断は禁物である。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。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  

    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。特に低温期は有機質肥料の施用は避け、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。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。また、成虫が本葉２葉期頃より株に移動し、本葉３～４葉

期に産卵するため、このころが防除適期との報告があることから脱皮阻害剤等で早めに防除を行うよ

うに注意する。 

 

 

 

４  果樹  ～主要な果樹の生育状況～ 

 ４月に入ると、各樹種とも展葉が始まってくる。それに伴い耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、

事前にできる対策を講じておく必要がある。とくに２月～３月は降水量も多く、暖かい日があったこともあ

り、生育が早くなる可能性があるので、今後の気象情報を見ながら細心の注意を払ってほしい。なお、凍霜

害対策については、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、3/25時点の県内主要果樹の生育状況について、かきの発芽期は「早秋」は 3/16と平年より 1日早

く、「太秋」及び「富有」は 3/19といずれも 5日早い（表１）。また、なしでは、発芽期が「幸水」は 3/1

7、「豊水」は 3/13といずれも平年より 1日早い状況であった。さらに出蕾期までは気温も高く、生育も早

くなり「幸水」は 3/24、「豊水」は 3/21といずれも平年より 5日早くなっている（表２）。一方、中山間

地域のくりは「筑波」及び「ぽろたん」とも発芽期が 3/25と、平年より 4～6日早くなっている。各樹種と

も生育が早まっており、今後暖かい日がさらに続くようだと、生育もさらに早くなると予想される。 
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表１ かきの生育相（農業技術センター調べ） 

              

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  茶  ～晩霜害に注意～ 
茶にとってはこの４月から５月中旬までが一番茶の重要な時期となる。新芽の萌芽期は農業技術センター

池田試験地では平年が 4/3頃となっており、萌芽から摘採までの期間の気温及び降水量が、新芽の生育に大

きく影響する。また、この時期の晩霜害は、茶産地に大きなダメージを与えるため、気象情報を十分見なが

ら細心の注意をしていただきたい。晩霜害対策については、３月に発行した４９７号に記載しているので、

参考にしていただきたい。 

 なお、今年度は岐阜県揖斐郡揖斐川町にて第 68回関西茶業振興大会が開催されるので、生産者の方には上

位入賞目指して頑張っていただくとともに、関係機関の協力もしっかりお願いしたい。 

 

品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終
早秋 2015 3/16

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

太秋 2015 3/19
2014 3/21 4/8 5/17 5/19 5/23
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24

富有 2015 3/19
2014 3/20 4/9 5/20 5/21 5/25
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26

開花期

品種 年度 発芽期 出蕾期 展葉期　

始 盛 終
幸水 2015 3/17 3/24

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

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

開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　 雌花数 着毬数

　/母枝 　/母枝
丹沢 2015

2014 4/1 4/28 6/13 6/12 15.6 11.8
平年 3/31 4/29 6/17 6/13 11.8 9.3

筑波 2015 3/25
2014 3/31 4/27 6/15 6/11 20.8 16.0
平年 3/29 4/27 6/18 6/12 16.6 13.0

ぽろたん 2015 3/25
2014 3/31 4/27 6/14 6/15 8.6 6.5
平年 3/31 4/28 6/17 6/16 6.2 4.8

※　平年はH17～H26の過去10ヶ年平均

雌花
満開

雄花
満開
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  

 

農家レストラン開業に向けた支援 

１ はじめに 

農業者が経営する農家レストランがにぎわっている。県内には 13カ所ほど農村女性による農家レストラン

があり、それぞれ生産している農産物や地域の特色を生かした独自のメニューで経営を展開している。全国

的にも農家レストランは盛んで、農業経営体及び農協等による農家レストラン等の年間総販売金額は３８７

億円（平成 24年度、農林水産省「農業・農村の６次産業化総合調査」より）となっている。  

     

２ 農家レストランの魅力 

農家レストランは、地産地消を実践し、食の安全・安心の先頭に立ち、農村の活性化を担うだけでなく、

特に女性起業による農家レストランでは、女性の能力の発揮・活躍の場、社会参画・自己実現の場としての

役割を担っている。また、消費者と生産者との交流の場、消費者が農業理解を深める場としても大きな役割

を果たす。料理をその場で提供するので保存性を高める必要がなく、漬物やみそ、ジャムのような高濃度の

塩分、糖度とならず、消費者の健康志向とマッチする。一方、季節ごと、或いはその日の野菜から何種類も

の料理を作り上げるアレンジ力、消費者を飽きさせないメニュー開発力などが求められる。 

 農家レストラン開業に当たっては、農業者の顔が見えるというだけでなく、いかに他との差別化を図り良

さを表現するかが大切となり、以下のような魅力を存分に発揮できるとよい。 

(1) 農業者にとっての農家レストランの魅力 

  ・ 自家及び地域でとれる農産物の良さをＰＲできる。 

  ・ 農産物のおいしい食べ方を紹介することができる。 

  ・ 生活の中で培ってきた知恵や技術を料理という形で表現することができる。 

  ・ 流通できない規格外品を活用できる。 

  ・ 地域の観光資源と連携し、地域を知ってもらうことができる。 

(2) 消費者にとっての農家レストランの魅力 

  ・ 地域の農産物や食文化、地域をより深く知ることができる。 

  ・ 新鮮な食材、安全・安心でおいしい食事ができる。 

  ・ 農業者と会話し、交流できる。出会いの場となる。 

  

３ 農家レストランを開業するには 

(1) 農家レストランの開業及び軌道に乗せるまでには、以下のような段階がある。  

第１段階 →  第２段階   →   第３段階  →  第４段階   →  第５段階 

経営方針    レストラン企画    事業計画作成    営業許可申請    消費者の声 

経営目標作成  消費者ﾆｰｽﾞ収集     店舗・設備の検討  衛生管理対策    経営管理 

   営農生活設計      従業員確保               集客の工夫 

             農家レストラン調査 

             メニュー開発 

 

(2) 各段階において実施・検討する主な内容は次のとおりである。 

第１段階 経営方針 
○ 経営方針、経営目標を立てる。 

  ・ 業態を決める。（和食、洋食、郷土料理、カフェ･･･） 
  ・ 誰がやるか、だれとやるか。（個人、グループ、会社設立･･･） 
  ・ 営業日を決める。（毎日、週休○日、土日祝祭日のみ･･･） 

・ 何年までに黒字化するか、売上目標金額の設定 
第２段階 経営計画 
○ レストラン企画  

  ・ 開業予定地の近隣に、競合店があるか。地域の観光資源は。 
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  ・ 料理の提供方法を検討する。（定食、ビュッフェスタイル、コース料理、ランチ･･･） 
 ○ 消費者ニーズ収集 
  ・ 他店で人気の弁当、総菜の研究。ＴＶ、雑誌、新聞等から情報収集 
  ・ リピーターを確保する工夫を考える。 
 ○ 営農生活設計 
  ・ 農作業と農家レストラン経営のバランスを考え、生産計画を見直す。（食材確保のための作付調整･･･） 
 ○ 先進農家レストラン調査 
  ・ 他のレストランをみて、農家レストランのイメージをつくる。 

      視点：料理の品質、提供メニュー数、価格、提供方法、従業員の数、接客、清潔さ、営業時間、建物
内の配置、トイレ、駐車場の広さ、大通りからの距離 など 

 ○ メニュー開発 
  ・ 自信作といえるメニューの開発（試作、試食の繰り返し、原価計算） 
  ・ ここでしか提供できない料理と消費者を引き付ける「ものがたり」の準備 
  ・ 試食会実施（反応を改善に生かす）  
第３段階 事業計画 
○ 事業計画の作成（頭の中で描いていたことを具体的に文字や数字に表わす。） 
・ 販売計画（誰が、誰に、何を、どのように、どこで、販売条件、営業時間･･･） 
・ 仕入計画（何を、どこから、どんな条件で、計画的に） 
・ 資金計画（必要な資金（設備資金・運転資金）と調達方法（自己資金、借入）） 
・ 売り上げ予測（客単価×席数×回転数） 
・ 収支計画（売上高、売上原価、経費（人件費、家賃、支払利息、その他）、利益） 

 ○ 店舗・設備の検討 
  ・ 店舗建設の検討（新築、住居の改築、古民家の移築・改築･･･） 
  ・ 準備する設備を検討（テーブル、食器類、調理器具･･･） 
  ・ 車いすでの来店対応（十分な通路の広さ、スロープ、トイレ） 
 ○ 従業員の確保 
  ・ 常時雇用以外に、休日、長期休暇など繁忙期に臨時雇用できるよう、日ごろから人材を探してリスト

化しておく。 
第４段階 関係法令遵守 
○ 営業許可申請 

  ・ 営業許可取得について事前に保健所に相談する。提供するメニュー、店舗図面を持参。 
 ○ 衛生管理対策 
 ・ 農家レストランでは、食品衛生責任者を一人置く。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士

などの資格が必要。資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任
者に必要な資格が得られる。 

 ・ 食品および従業員の衛生管理に関するマニュアル作成。 
第５段階 開業後の営業と改善 
○ 消費者の声 

  ・ 消費者の意見を収集できる仕組み作り（アンケートや店内での声） 
・ 反省すべき点は改善。（聞く耳を持つ姿勢で） 

 ○ 経営管理 
  ・ 毎日の売り上げ、支出の記帳、経営分析。利益があがっているか点検する。 
 ○ 集客の工夫 
  ・ 体験プログラムの企画（料理体験、収穫体験） 
  ・ 周辺の農業者、農家レストランとの連携による販売やイベントを企画 
  ・ ホームページやブログなどの開設で情報発信 
  

４ 事業計画の作成について 

 農家レストラン開業までの段階のうち、特に重要と思われる事業計画の作成についてポイントや具体的な

様式例を示す。 

(1) 販売計画 

①だれが 従業員を必要とするのか、家族のみでよいのか検討する。 

②だれに どのような消費者層をターゲットにするのか明確にする。 

③何を 消費者層や立地条件などによって、どのようなサービスをするか決める。 

④どのように どのうような販売方法にするのか検討する。 

⑤どこで 消費者層にマッチした立地を選ぶ。 

⑥時間は 営業時間をどうするか検討する。 
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(2) 仕入計画 

①何を 売れ筋商品や販売戦略に沿った商品の確保が可能かどうか検討する。 

②どこから 必要な時期に必要な商品を安定供給してくれる仕入れ先の確保を。 

③どんな条件で 現金なのか買掛は可能か、支払いサイトはどうなっているか確認する。 

④計画的に 過剰在庫は資金繰りを圧迫する。計画的な仕入れを。 

(3) 資金計画 

  必要な資金 金額 調達の方法 金額 

設

備

資

金 

店舗、機械、備品、車両な

ど 

（内訳） 

万円 自己資金 万円 

親、兄弟、知人、友人等からの借入 

（内訳・返済方法） 

 

万円 

運

転

資

金 

商品仕入、経費支払資金な

ど 

（内訳） 

万円 金融機関等からの借入 

（内訳・返済方法） 

万円 

合計 万円 合計 万円 

(4) 売り上げ予測 

  ＜算式＞ 客単価 × 席数 × 回転数 

（例） 

・ 客単価 [（平日）1,000円 （土日）1,500円] 

・ 30席  

・ 回転数 [（平日）1.5回転 （土日）2回転] 

・ 稼働日数 [（平日）17日 （土日）8日] 

売上予測（1ケ月） 

＝（1,000円×30席×1.5回転×17日）＋（1,500円×30席×2回転×8日）＝148万円 

(5) 収支計画 

   創業当初 軌道に乗った後 

売上高 ① 万円 万円 

売上原価 ② 万円 万円 

 

経 

 

費 

人件費 万円 万円 

家賃 万円 万円 

支払利息 万円 万円 

その他 万円 万円 

合計 ③ 万円 万円 

利益 ①－②－③ 万円 万円 

   

５ 起業に際し知っておくとよいこと 

 ａ．起業準備段階でのチェックポイントを下表に示す。計画を実現可能なものにしていくため、ひとつひ

とつ確認していく。 

表 起業準備のチェックポイント 

 チェック項目 

起業動機 □ 起業目標は明確か 
□ 経営者になるスキルを身につけているか 
□ 家族の理解が得られているか 

料理・サー
ビス 

□ 料理・サービス・接客のセールスポイントは明確か 
□ 他店との違いを説明できるか 

販売先・仕
入先 

□ 消費者ターゲット層は明確か 
□ 店を作る地域住民の特性やライフスタイルを把握しているか 
□ 店を作る予定地は消費者ターゲット層を獲得しやすい場所か 
□ 従業員は確保できるか、どのような人材か把握できているか 
□ 予定仕入先は信頼できる業者か 
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必要な資
金 

□ 飲食店の内外装工事の実績がある工事業者を知っているか 
□ ２社以上から見積書を取り、工事価格の妥当性や相場観をつかんでいるか 
□ 出店場所や内外装等のグレードは調達できる金額（自己資金や借入金等）を算段し

たうえで決めているか 
□ 創業時の宣伝広告費、人材募集費等の運転資金、事業開始後の運転資金（半年程度

の赤字補てん資金等）の準備は大丈夫か 

資金調達
方法 

□ 自己資金をコツコツとためているか 
□ 自己資金の蓄積過程が通帳などで確認できるか 
□ 創業資金を借入する場合、どこに相談すればよいか知っているか 
□ 借入するための条件や借入金額の相場観を知っているか 
□ 自己資金が少なく借入依存の計画になっていないか 

事業の見
通し 

□ 予想売上高の根拠を示すことができるか 
□ 予想売上高は過大になっていないか 
□ 予想経費が過少になっていないか 
□ 無理なく借入の返済ができる計画を作成しているか 
□ 利益が少ない場合、補てんできる財源(預金、家族収入等)があるか 

ｂ．起業資金の一般的な調達方法には、主に下図のような５つの方法が考えられる。創業後の経営に影響し

てくることから、自己資金の割合が多いことが理想であるが、自己資金と借入金のバランスをみながら

資金の借り入れも考えていく。また、６次産業化推進の政策に合致していれば補助金の導入も可能とな

ってくる（下図には含めていない）。 

   起業資金の調達方法の平均像としては、約 3分の１が自己資金 447万円（配偶者、親族、友人・支援

者等と合わせて）、残りの 3分の 2が金融機関等からの借入（704万円）となっている。起業資金総額

は 1,151万円（不動産を購入した企業を除く）となっている。（出典：日本公庫総合研究所「2013年度

新規開業実態調査」） 

   ①     

   ② 

   ③ 

   ④ 

   ⑤ 
 

図 起業資金の調達方法 

ｃ．起業しようとしている業種の平均的な原価率、人件費率の目安を知っておくとよい。ただし、経営の

コンセプト等により必ずしも参考にならない場合があるので注意する。 

   利益を出すには、コスト意識を持ち、利益の出るコスト配分について考えていく必要がある。 

表 業種別 原価率・人件費率の目安                    （％） 

 寿司店 一般食

道 

日本料

理店 

西洋料

理店 

中華料

理店 

料亭 そば・うど

ん店 

喫茶店 

原価率 45 36 34 32 31 30 29 29 

人件費率 30 32 34 32 33 36 37 33 

＊日本政策金融公庫総合研究所「小企業の経営指標 2012」業種別経営指標平均値（小数点第 1位と四捨五入）抜粋 

 

 ｄ．すでに起業した経験者の話から学ぶことは多い。以下は、開業時に注意しておけばよったと感じるこ

について答えてもらったものである。自己資金の不足、雇員に対する教育不足などが上位に挙がってい

る。 

開業してからでは対応が困難な事項、例えば、物件（立地）の選定にもっと時間をかければよかった、

開業前にもっと経験を積んでおけばよかった、などについては、可能な限り十分時間をかけて準備する

とよいことが分かる。 

   『本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査（2013年 4～6月期）特別調査結果」再編・

加工』によると、自己資金の準備を始めた時期は、６ヶ月から１年以内という回答が 19.6％と最も多い。

また、開業場所・物件の検討を始めた時期は１年以内が約８割となっている。雇員の募集・採用活動を

 全額自己資金 

自己資金 身内の援助 

自己資金 身内の援助 金融機関借入 

自己資金 金融機関借入 

全額金融機関借入 
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始めた時期は１か月以内が 30.8％、２か月以内・３か月以内がともに 21.1％などとなっており、半年以

内が約９割である。資金、物件検討、雇員採用はこれより早めに取り掛かるのがよいことがわかる。 

 ＊日本政策金融公庫「生活衛生関係営業の景気動向等調査」（2013年 4～6月特別調査結果）再編・加工 

図 開業時に注意しておけばよかったこと（複数回答） 

  

６ おわりに 

 農業の６次産業化の追い風を利用し、農業者が収益を上げ、さらには地域活性化や農業生産振興に結びつ

くことが期待される。その手段の一つとして農家レストランがあり、普及活動においては、農業者に対し幅

広い情報の提供や場合によって外部からの講師、指導も活用した支援が望まれる。 

季節ごとに地域でとれる農産物の洗い出し、農家レストランで提供するメニューの検討、おいしく採算の

取れる料理に仕上げる試作と改善、盛り付けや器の決定、事業計画作成支援、経営分析・改善指導など、こ

れまで積み上げてきた普及活動のノウハウを生かしながらすすめていきたい。農業者と関係機関等が同じ目

標をめざして取り組み、成功した時の達成感を全員で味わえる活動がここでも展開されるとよいと思う。 

  

 参考文献 

 ○日本政策金融公庫「平成 26年度版 創業の手引き」 

 ○日本政策金融公庫「創業の手引き ＋
ﾌﾟﾗｽ

」 

 ○近畿農政局近畿農業・農村６次産業倶楽部「すぐ始められる６次産業化のすすめ 農家レストラン編」

（平成 24年 3月） 
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飼料のマイコトキシン中毒とエンドファイト中毒 

１ はじめに 

気温の上昇にともない配合飼料や牧草に真菌（カビ）が発生しやすくなるが、真菌の中には動物に有害な

物質を産生するものがある。この有害物質はマイコトキシン（カビ毒・真菌毒）と総称され、肝臓、腎臓、

胃腸、神経系の障害の他に、流産、脱肛、膣脱、繁殖障害等の多様な中毒症状を引き起こす。一方、イネ科

牧草に麦角菌科の真菌が感染すると、真菌が産生する生理活性物質により牧草の病害虫抵抗性等が高まり農

薬の使用を抑制することができることが知られており、これらの植物体内で共生的に生活する真菌や細菌は

エンドファイト（内生菌）と総称される。芝草や種子採取用牧草では、エンドファイト感染種であることが

商品価値を高めているが、我が国では種子を採取した後のトールフェスクやライグラス類のストローが牛の

飼料用に輸入されており、繁殖和牛等に大量に給与した場合エンドファイトが産生する毒素により牛が中毒

症状を起こす場合がある。今月は、マイコトキシン中毒とエンドファイト中毒について解説する。 

 

２ 真菌（カビ）の特徴 

 菌界（Regnum Fungi）に属するキノコ・カビ・酵母等は、細胞壁を持ち外部の有機物を利用する真核生

物であるが、植物と異なり光合成を行わず生体外に栄養を求める従属栄養生物であり、分類上は、植物・動

物・原核生物である細菌類と区別され、菌類と総称されている。菌類は、医学・獣医学領域では真菌とよば

れ、真菌が動物に感染しておこる感染症（皮膚病・肺炎等）は真菌症とよばれるが、真菌が産生するマイコ

トキシンによっておこる疾病は真菌中毒症またはカビ中毒症とよばれている。また、真菌が産生する生理活

性物質のうち、微生物の増殖を抑制する効果のあるものは抗生物質とよばれ、ペニシリンやストレプトマイ

シン等、数多くの製品が医薬品として利用されている。 

 真菌の形態は、単細胞の微細なものから肉眼的に見ることができる多細胞のものまで多種多様であるが、

多細胞を持つものであっても１列の細胞構造を持つ菌糸を形成するのみで組織を構成することはない。多数

の菌糸から構成されるものは糸状菌、単細胞のまま増殖するものは酵母菌とよばれ、種類によってさまざま

な生殖方式をとるが、菌糸の先端のこぶ状の胞子嚢から無数の胞子を空中に放出する無性生殖と２つの菌糸

が体細胞融合して接合胞子を形成する有性生殖の両方の生活史を持つものが多い。空中に放出された胞子が

湿った有機物の表面に接触すると発芽し、菌糸を成長させるとともに菌糸や菌体の表面から酵素を分泌して

有機物を分解し栄養を吸収する。 

 

３ 代表的なマイコトキシン 

 現在までに 300種類以上のマイコトキシンの化学構造が明らかとなっているが、アスペルギルス属、ペニ

シリウム属、フザリウム属の 3種類の真菌が分泌するものが多い。マイコトキシンは化学的に安定した物質

で加熱や環境の変化により分解されないため、真菌が死滅しても長期間残り一旦汚染がおこると除去が困難

なものが多い。家畜・家きんの健康や生産性に影響を与えるマイコトキシンの主なものを表１に示すが、ア

フラトキシン、ゼアラレノン、デオキシニバレノール（通称：DON）の 3種類のマイコトキシンについては飼

料中の含有量の指導基準が定められている（表２）。 

表１  代表的なマイコトキシンと家畜・家きんの中毒症状 

ﾏｲｺﾄｷｼﾝ名 原因真菌 特徴 原因飼料 家畜・家きんの症状 

アフラトキシン ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ属 発ガン性強 

肝臓障害 

穀類・配合飼料・ 

ｻｲﾚｰｼﾞ等 

食欲廃絶・乳量減少 

免疫力低下 

ゼアラレノン ﾌｻﾞﾘｳﾑ属 女性ﾎﾙﾓﾝ様作用 牧草・穀物・配合飼料 外陰部腫大・流産 

トリコテセン 

(ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ等) 

ﾌｻﾞﾘｳﾑ属 消化器障害 

免疫系障害 

穀物・配合飼料 消化器障害・貧血 

オクラトキシン ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ属 

ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ属 

腎臓障害 

肝臓障害 

穀類・配合飼料 腎障害・肝障害 

フモニシン ﾌｻﾞﾘｳﾑ属 肝臓・腎臓障害 ｻｲﾚｰｼﾞ・穀類 肺炎・肝障害 



 

- 16 - 

 

表２ 飼料中の有害物質（カビ毒）の基準値 

有害物質名 対象となる飼料 基準値 

アフラトキシン B1   ※１ 配合飼料（牛用（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を除く）、

豚用（ほ乳期子豚用を除く）、鶏用（幼すう用及びブロ

イラー前期用を除く）、うずら用） 

0.02mg/kg 

配合飼料（ほ乳期子牛用、乳用牛用、ほ乳期子豚用、幼

すう用、ブロイラー前期用） 

0.01 mg/kg 

ゼアラレノン     ※２ 家畜に給与される飼料 1.0 mg/kg 

デオキシニバレノール ※３ 家畜等（3ヶ月以上の牛を除く）に給与される飼料 1.0 mg/kg 

生後３ヶ月以上の牛に給与される飼料 4.0 mg/kg 

＜根拠＞※１ 飼料の有害物質の指導基準の制定について（S63.10.14付け 63畜 B第 2050号畜産局長通知） 

    ※２ ゼアラレノンの検出について（H14.3.25付け 13生畜第 7269号 畜産部飼料課長通知） 

    ※３ 飼料中のﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙについて（H14.7.5付け 14生畜第 2267号 畜産部飼料課長通知） 

 

 ペニシリウム属は一般に青カビとよばれ青緑色の集落をつくるものが多い。フザリウム属はトウモロコシ

や麦類の赤カビ病の原因菌を含み灰白色～深紅色の綿毛状の集落を形成することが多い。アスペルギルス属

は日本名でコウジカビとよばれ、緑・黄土色・茶・黒・白・青緑等、菌種により多様な色調を示す。 

 また、水田で栽培するイネの籾に暗緑色の胞子のかたまりを形成する稲こうじ病の原因は麦角菌科に分類

されるカビの一種でウスチロキシンＡというマイコトキシンを産生する。現在まで具体的症例は報告されて

いないが重度汚染が見られた飼料用米やイネＷＣＳを家畜・家きんに給与する際は注意が必要である。以下

に家畜・家きんに影響を及ぼす主要なマイコトキシンとその特徴を示す。 

(1) アフラトキシンＢ１ 

   アスペルギルス属は自然界で広く繁殖している真菌で、酒や味噌等の醸造に使用されるアスペルギルス

オリゼー（ニホンコウジカビ）等が含まれているが、アスペルギルスフラバスやアスペルギルスパラジチ

カスは、天然物中で最強の発がん物質であるアフラトキシンを産生する。アフラトキシンは紫外線の照射

で強い蛍光を発する物質で B1、B2、G1など 10種類以上の関連化合物があるが、毒性は B1が最も強く、経

口的に摂取することにより肝臓障害を起こす。1960 年に英国で起こった 10 万羽以上の七面鳥の大量死の

原因物質として発見され、ナッツ類、トウモロコシ、綿実等が汚染される。山形県農業共済連の和田らは、

牛の突然死が 10%以上発生する酪農場で給与されていた自給粗飼料（ラップサイレージ）から

30ppb(0.03ppm)以上のアフラトキシン B1が検出されたことを報告し、同共済連の小形らは、繁殖和牛に給

与されるデントコーンサイレージ 22検体中 5検体、グラスラップサイレージ 11検体中 2検体から基準値

(0.02ppm)以上のアフラトキシン B1が検出され、マイコトキシン汚染農場では子牛の発育が悪く下痢や流

早産が多いことを報告している。 

(2) ゼアラレノン 

ゼアラレノンは主に穀物に寄生するフザリウム

属の一部の種により生成される毒素で、女性ホルモ

ン（エストロゲン）類似作用を持ち、牛や豚に繁殖

障害や流産を起こす。特に豚はゼアラレノンの感受

性が高く、外陰部の発赤腫大、膣脱、脱肛、流産、

乳頭発赤、股びらき等の多様な症状を示す。主にカ

ビの生えたトウモロコシ、麦、配合飼料等の給与に

よる発症が問題となるが、同じフザリウム属により

生成されるトリコテセン（デオキシニバレノール等）

との複合汚染が起こることがある。また、国内では

自給飼料のデントコーンサイレージから高頻度で検

出されることが報告されており、牛や豚に集団的な
図１ 子豚の脱肛（原因不明） 
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流産が発生した際には、ウイルス・細菌学的検査の他に飼料中のマイコトキシンの検査を行うことが望ま

れる。 

(3) トリコテセン（デオキシニバレノール等）                    

   ゼアラレノンと同じくフザリウム属が生成するマイコトキシンで、特徴的な四環構造のトリコテセン骨

格を有する 70種類以上のカビ毒を総称してトリコテセン系カビ毒とよんでいるが、デオキシニバレノール

（DON）、ジアセトキシスシルベノール（DAS）、ニバレノール（NIV）、T2-トキシン等の７種類について

家畜の中毒が確認されている。また、麦類赤カビ病の原因菌もフザリウム属に含まれ DON、NIVを産生する。

アフラトキシンより毒性は低いものの、汚染された飼料を摂取することにより、飼料摂取量の減少、胃腸

炎、下痢、嘔吐などの消化器症状が発生する。北海道立畜産試験場が行った調査では、道内で生産された

デントコーンサーレージ 245 点のうち 4％から基準値（4ppm）以上の DON が検出され、特に倒伏や鳥獣害

を受けたトウモロコシでは赤カビ病が発生しやすくサイレージ中の DON含有量が高まる可能性があること

が報告されている。 

 

４ マイコトキシン中毒の予防と対策  

 飼料のカビ毒は梅雨期の問題と考えられがちであるが、マイコトキシンを産生するフザリウム属は 10℃以

下の気温でも増殖する。常温下の穀類は、水分 13％以下では呼吸作用が低下しているが水分 14％以上になる

と活性化し 16～20％以上に上昇すると発熱や酵素の活性化により品質に変化が起こるとされている。真菌を

含む微生物も同様の傾向があると考えられるので、温暖湿潤な畜舎・鶏舎内では一年中カビが増殖すると考

えるべきである。デントコーンサイレージのカビ毒汚染を防ぐには、赤カビ病耐性品種の導入によりほ場段

階での赤カビ病発生を防止することに加え、密閉や酸の添加等により調整・保管中のカビの増殖を防ぐこと

が有効である。配合飼料のタンク内部は、真夏には 60℃以上の高温となり内部の結露によりカビ発生を助長

するので、断熱性タンクや遮熱塗料、遮光カバーシート

等の利用が推奨される。また、大量に残った古い飼料の

上に新しい飼料を重層すると、タンク内面に長期間接し

た古い飼料がタンクに固着しカビ発生の原因となるので、

飼料タンクが２本ある場合は１タンクが空になってから、

タンクが１本しかない場合はタンク内の飼料が漏斗部以

下になってから新しい飼料を購入する。マッシュ飼料を

使用している場合はブリッジ現象（タンク内で飼料が固

まる現象）防止のため、梅雨期に入る前にタンクを空に

して清掃・乾燥を行うとともに、梅雨期は２週間程度で

使い切る量の飼料を注文することにより、タンク内のカ

ビ発生を防止する。なお、配合飼料の防カビ対策様の飼   図２ 飼料タンク内のカビ（牛用飼料） 

料添加物として、プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム、プロピオン酸ナトリウムが承認されている。 

 近年、カビ毒の家畜への影響を軽減するための資材として各種のカビ吸着剤が市販されているが、基本的

には「カビ汚染のある飼料は給与しない」ことが重要であり、カビ吸着剤は防ぎきれないカビ毒を軽減する

ための資材である。一般的にアフラトキシンは各種のカビ毒吸着剤により高い割合で吸着されるが、その他

のカビ毒についてはカビ毒吸着剤の効果が不安定となる傾向があり、使用にあたっては農場の状況をふまえ

て薬剤を選択する必要がある。 

 

５ エンドファイト中毒 

 エンドファイト（内生菌）は植物体内で共生的に生活している真菌や細菌のことで、広義には根粒菌や菌

根菌も含まれるが、一般的にはイネ科植物に寄生する麦角菌科の真菌をさすことが多い。家畜の中毒との関

連ではトールフェスクに寄生する Neotyphodium coenophialumが産生するエルゴバリンとペレニアルライグ

ラスに寄生する N.loliiが産生するロリトレムＢ（ともにアルカロイドの１種）が特に問題となる。日本向

けに輸出されているストロー類（ペレニアルライグラスとトールフェスク）は主に米国オレゴン州ウイラメ

ットバレー産の種子採取後の茎（ストロー）であり、ほとんどがエンドファイトに感染しているので給与に
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あたっては十分な注意が必要である。飼料用に栽培される牧草（ライグラス、フェスク類）はエンドファイ

トに感染していないものが使われているが、まれに感染して毒素を含む牧草が輸入されることがあるので、

エンドファイト中毒をふせぐためには輸入ロットごとに毒素の検査をしているサプライヤー（輸入業者・飼

料業者）から購入することが望まれる。また、エンドファイトを含むストロー類を給与する際は、１種類の

牧草の大量給与を避け複数の牧草を給与することによりリスクを分散することが望ましい。 

(1) トールフェスクによるエルゴバリン中毒 

   エルゴバリンは強い血管収縮作用を持つため、過剰摂取により皮膚からの体熱放散が阻害されて体温が

上昇し食欲不振、体重の減少等がおこる。また、ドパミンレセプターを刺激することによりプロラクチン

分泌が抑制され、泌乳量の減少や繁殖障害等がおこり、アメリカではこれらの病態を総称してフェスクト

キシコーシスとよんでいる。一方、冬季において末梢血管収縮作用により牛の耳や尾の先、ひづめ等に壊

疽がおこる場合がありフェスクフットとよばれるが、中世ヨーロッパにおいて、麦角菌に汚染されたライ

麦パンを食べた人が末梢血管収縮により手足の壊疽を起こした時、聖アントニウスに祈ると治癒すると信

じられ「聖アントニウスの火」とよばれた病気と類似の病態と考えられている。 

(2) ライグラスによるライグラススタッガー 

   ニュージーランドでは、ペレニアルライグラスを食べた羊が足の硬直や痙攣をおこすライグラススタッ

ガーが 100年以上前から報告されていたが、1981年にライグラススタッガーの原因となるペレニアルライ

グラスから強い神経毒を持つロリトレムＢが単離されるとともに、ライグラスのエンドファイト（N.lolii）

感染率とライグラススタッガー発症との関連が明らかになり、ライグラススタッガーの原因が解明された。

中毒症状としては、食欲・元気消失、歩行異常、全身の筋肉の激しい痙攣、起立不能等が起こることが報

告されているが、長期間、少量を摂取している牛群では流産、死産、繁殖成績の低下等が発生するといわ

れている。 

   下記の（独）農業食品産業技術総合研究機構ホームページの家畜中毒情報に、輸入ストロー類のロレト

リムＢ含有量と給与量の限界についてパンフレット（畜産農家の皆さんへ「輸入ストローを上手に使って

牛の中毒を防ぐために」）が掲載されているので参考にされたい。 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_poisoning/index.html 

 

６ おわりに 

 マイコトキシンン中毒とエンドファイト中毒を防ぐためには、カビ毒に汚染された飼料を生産・購入しな

いことと、生産・購入した飼料を汚染させないという汚染源対策が最も大切である。近年、産生されたカビ

毒の影響を消失させる方法として数多くの吸着剤が市販されているが、吸着剤使用の際は、自給飼料で問題

となるトリコテセン系のカビ毒の効果が検証されている製品の数が多くないことや確実に生産コストが上昇

すること等を念頭において、必要性と有効性を十分に吟味する必要がある。最後に、食品の製造に利用され

る有用なカビが存在し、必ずしもすべてのカビが有害なカビ毒を産生するわけではないが、カビが生えた飼

料や多量のエンドファイトを含む粗飼料の給与は家畜の健康や生産性にとって大きなリスクとなるので、吸

着剤給与の有無にかかわらず給与すべきでないことは言うまでもない。 
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