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 気象災害等を踏まえた農作業管理  
 
  
 

今年の梅雨入り、夏の暑さもほぼ平年並みの予想 

農作物栽培の３大要因は「品種」「環境」「技術」と言われている。そのうち環境要因は、品種、技術に

比べその影響度をどんどん増している。その主要因として、ＩＰＣＣの報告にもあるように、90％以上の確

率で人間活動の結果による気候温暖化進展が、海水面の上昇や植生等、地球環境の変化をもたらすことで、

人の健康や生活、農業をはじめとする様々な産業への悪影響を与えているとされている。 

本県では、今年に入り、凍霜害が心配された３月～４月を目立った危害を受けることもなく経過したが、

５月になっても果樹等、凍霜害の心配がなくなったわけではない。夏に向けての豪雨・日照不足等の影響を

含め、引き続き注意深い対応が必要である。 

 

◆東海地方の向こう１ヶ月の天候は、晴れる日が多く、気温・降水量・日照時間ともに平年並みの予想 

岐阜市の気象データによると、平成 26年４月５半旬

までの寒候期の気象は、24年、25年と同様に 11月か

ら 12月にかけて低温推移の傾向はあったものの、両年

程の厳しい寒さではなかったため、冬春野菜や小麦等、

越冬作物の極端な生育遅れ等はなく、年明け以降現在

までも平年並みの気象推移を示している。 

名古屋地方気象台が平成 26年２月 25日に発表した

３月から８月までの暖候期予報並びに４月 24 日に発

表した向こう１ヶ月予報によると、天気は周期的に

変わるものの、晴れる日が多く、気温・降水量・日

照時間ともに平年並みとの予想である。ただし、東

海地方の中でも気温の月較差が大きく、５月４半旬か

ら７月６半旬（梅雨明け）までの降水量が多い本県平

坦地域においては、麦の収穫期を迎える他、水稲の田

植え、大豆の播種準備、並行して夏野菜の栽培が本格

化する大切な時期にあたる。 

５月５日は立夏。昭和 38年５月４日の梅雨入りに始

まった農作物の大災害は記憶に久しいが、気象災害に

対応する意識を常に持ち続けたい。日本の気象台によ

る天気予報が始まったのは明治 14年、当時の内務省地

理局の新潟測候所とされている。現在、地球の周りを

日本のひまわり７号を含めて 10 個の気象衛星が観測

を続け、気象庁だけで平成 26年度に 584億円の年間     アメダス気象図（岐阜市：H25～H26） 

予算を投じて得られる膨大な気象データを最大限活用 

することは、農業関係者として有効かつ必要不可欠なことである。そして、最大限の危機管理意識の下、こ

のように導き出される気象災害に関する予見と、その事前・事後対策の徹底に努める必要がある。 

 

１ 水 稲  ～水稲の温度障害～ 

 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

ないよう努める。 
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   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、生育ムラ、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、生育ムラ、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。 

 

 

２ 野  菜  ～低温対策～ 

野菜は、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、落花がおこり

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。 
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○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 

 

 

３ 野 菜（高冷地） ～低温対策～ 

 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する。 

 

(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。 

被覆方法 

図 べたがけの被覆方法（出典：５訂「施設園芸ハンドブック」 
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   ただし、日差しが強い日中は、十分な換気が必要。 

 

(2) 夏秋トマト 

○ 定植前後の保温管理 

      仮植後も、気温の低下に備え、トンネル被覆が行えるように管理を続け、１０℃以下にならないよ

うに注意し、定植日頃には８℃前後に慣らしていく。 

      ただし、外気温が低くても、日差しが強いため、晴天時には十分に換気を行い、低温が予想される

ときには夕方、早目にサイド被覆やトンネル等を密封し、保温に努める。 

定植時の地温を確保するために、マルチを早めに張り、定植後も、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。 

 

 

４ 花き（高温・乾燥対策） 

 5 月は気象の変動が激しく、日格差が大きいため、朝晩が涼しくても日中、非常に高温になることが多い

ので、必ずサイドを開けて換気できるようにする。また、昨年は非常に乾燥したため、例年通りの灌水量で

は不足し、切り花では草丈伸長が悪かったので、気象に合わせて灌水することが重要である。 

 この時期は太陽光線が強いため、花の色抜けや葉やけ対策として、遮光なども合わせて検討する。 

 一方で、5 月に高温と乾燥が続く場合は、アブラムシやダニ、アザミウマなどの害虫が早い時期から多発

する傾向があるため、防除所が発表する病害虫発生予報を参考に、早期発見・早期防除に努める。 

 

 

５ 農作業安全 

毎年、全国で約４００件の農作業死亡事故が発生していることをご存じだろうか。事故件数を減少させる

ため、現在、事故が多発する春作業の３月～５月を農作業安全対策の重点期間とし、春の農作業安全確認運

動が展開されている。今年度の重点推進テーマは、「あなたの地域から広がる、農作業安全」となっている。 

平成 24年の農作業死亡事故を見てみると、件数は 350件、農業機械作業によるものが 256件（73%)、その

うち、「乗用型トラクター」による事故が 106件（機械作業による事故の 30%)と最も多く、次いで「歩行型

トラクター」及び「農用運搬車（動力運搬車、農業用トラック等）」がそれぞれ 40件（同 16%）となってい

る。 

事故原因を機械別に見てみると、乗用型トラクターでは、「機械の転落・転倒」が 72件（乗用型トラクタ

ーによる事故の 68%）が最も多い。歩行型トラクターでは、「挟まれ」が 22件（歩行型トラクター事故の 55%)、

「転落・転倒」及び「回転部等への巻き込まれ」がそれぞれ 8件（同 20%）となっている。農用運搬車では、

「機械の転落・転倒」が 19件（農用運搬車事故の 48%）と最も多く、次いで「ひかれ」が 10件（同 25%)と

なっている。 

農作業事故によるケガは身体的にも経営的にも大きな痛みを伴うことであり、ましてや死亡事故となれば

悲しみに暮れ、場合によっては廃業にもつながりかねない。現場で直接農業者と接する普及指導員としては、

農業者の会合や巡回の機会をとらえ、農作業安全確認に対し注意を働きかけるよう心掛けたい。 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
  

水稲・大豆作における新たな難防除雑草の早期発見・ 

被害軽減総合対策技術（農業新技術 2014） 

 

１ はじめに 

農林水産省は、近年の農業関係の試験研究機関による研究成果のうち、早急に農業生産現場への普及を推

進する重要な技術を「農業新技術 200X」として毎年選定し公表している。平成 26 年は、４技術を「農業新

技術 2014」として選定し、行政部局、普及組織及び研究機関等が相互に連携し、生産現場への迅速な普及に

取り組むこととしている。 

その１技術として、雑草イネと帰化アサガオ類の早期発見・被害軽減のための総合対策マニュアル及び警

戒すべき帰化雑草情報である「水稲・大豆作における新たな難防除雑草の早期発見・被害軽減総合対策技術」

が選定された。ここでは、総合対策マニュアルに記載された技術の概要を紹介する。 

 

２ 技術の内容 

「水稲・大豆作における新たな難防除雑草の早期発見・被害軽減総合対策技術」は、雑草イネ及び帰化ア

サガオ類の総合対策マニュアルと警戒すべき帰化雑草情報からなる。雑草イネ総合対策マニュアルは、「雑

草イネまん延防止マニュアル」とタイトルが付けられており、帰化アサガオ類総合対策マニュアルは、「帰

化アサガオ類の地域全体へのまん延を防止するためのほ場周辺管理技術」と「大豆畑における帰化アサガオ

類の防除技術」の２冊のマニュアルで構成される。警戒すべき帰化雑草情報は、マルバルコウ、オオブタク

サ、アレチウリの３種について、各雑草の特徴、防除方法の情報をまとめたパンフレットである。 

 

(1) 「雑草イネまん延防止マニュアル」 

 雑草イネは、雑草として問題となるイネ（イネ科イネ属

植物）の総称で、栽培品種と同じ植物種である。水稲除草

剤だけでは防除できず、栽培イネに紛れて生育するので水

田内で見つけることも困難である。すでに長野県では多数

の被害が報告され、発生地域は徐々に拡大している。県内

では、郡上地域で発生しており、今後の拡大が懸念されて

いる。 

 マニュアルによれば雑草イネの見分け方には、３つのポ

イントがある。 

・ふ先に色が付いているまたは芒があるなど、出穂した穂 

の外観が異なる。 

・成熟すると風で籾が落ちたり、穂を握るだけでほとんど 

の籾が落ちるなど、籾が簡単に脱粒する。 

・籾や玄米の色が異なる。 

 雑草イネの早期発見が遅れるとまん延することがあるが、

種の寿命は短いので、生えている雑草イネを徹底的に取り

除いて新しい種を落とさないようにすれば、３から４年で

雑草イネをなくすことができる。具体的な防除対策として、

６つのチェック項目があげられている。 

チェック１ 雑草イネの種子脱落前から収穫までの徹底した防除 

※株元から抜き取る。 

※穂を刈り取る場合は再生する遅れ穂も注意して抜き取る。 

図１ 雑草イネまん延防止マニュアル 
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※数日間あけて収穫前まで抜き取りを繰り返す。 

※抜き取った株や穂は畦畔やほ場付近に放置せず、焼却等で確実に処分する。 

   作業時の靴や衣服に付着した籾も確実に処分する。 

抜き取った雑草イネの特徴（出穂期、草丈、芒・ふ先色の有無等）を記録する。 

 

チェック２ 収穫までに周辺や地域内を精査 

※発生ほ場と隣接するほ場を精査する。 

※同じ生産者のほ場、作業機械を共用するほ場、及び同じ種籾や苗を植えたほ場を精査する。 

同じ地域の生産者に雑草イネの発生を伝えて、注意喚起する。 

 

チェック３ 雑草イネ種子の拡散を防止 

※雑草イネ確認ほ場の作業は、未確認（未発生）ほ場の後に実施する。 

雑草イネ確認ほ場では、作業後の機械の洗浄を徹底する。 

 

チェック４ 収穫後は脱落種子の死滅促進 

※収穫後は耕起せず、低温による種子の死滅と鳥類等による補食を促す。 

ワラなどで土壌表面を覆わない。 

冬季温暖な地域の湿田では、耕起により種子の死滅を促す。 

 

チェック５ 収穫物の精査と赤米除去 

※未確認ほ場からの収穫物と一緒にしない。 

※玄米に調整後、色彩選別機で赤米を除去する。 

赤米混入を精査し、発生源や履歴等の確認のために赤米の一部を保存する。 

 

チェック６ 翌年からの作付けや栽培方法を検討 

※大豆等の畑作物を作付けし、イネ科対象除草剤や中耕等で防除する。 

※稲作を継続する場合は移植栽培とし、直播栽培は行なわない。 

移植栽培では、雑草イネに有効な除草剤の体系処理と手取り除草を行なう。 

水稲種籾には、自家採種籾は使用しないで保証された種子を使う。 

（※は、特に効果が高く重要な項目を示す。） 

 

(2) 「帰化アサガオ類の地域全体へのまん延を防止するためのほ場周辺管理技術」 

帰化アサガオ類は、ヒルガオ科でサツマイモの仲間であり、つる性で花が次々と咲き種子で増殖する。

原産地は、熱帯および温帯アメリカで気温が高いほど生育が旺盛になる。すでに日本に数種類が侵入して

おり、県内でも全域で発生が確認されている。 

マニュアルでは、ほ場周辺においても密度が高くなると、防除が困難になるため、侵入初期の防除が

有効としている。帰化アサガオ類は条件がよいと一株で数千～数万粒の種子を作り、種子は寿命が長く、

土の中で何年も生きていて、水田にしても死滅しない。ほ場周辺をよく観察し、帰化アサガオ類を見つけ

たら、種子ができる前に防除する。土壌処理剤や選択性茎葉処理剤が効きにくく、つるがまきつくため機

械除草も困難となる。 

対策としては、畦畔や農道脇などで見かけたら、種子を作らせないように 開花・結実前に防除するこ

とが重要である。帰化アサガオ類は４月から１０月までの長期にわたり発生して開花・結実するので、年

1回の防除では不十分であり、結実前に年に３回は必ず防除する。畦畔以外にも道路脇や水路で繁殖しほ

場内に侵入するので注意が必要である。刈り取りによる防除では、５㎝の高さで刈り取っても刈り株の節

からつるが伸び、１週間後には１ｍ近くになるため、地際から刈り取るか抜き取る。開花後に刈り取って

放置すると、緑色の果実の中の未熟種子が後から熟して発芽力のある種子になるので、刈り取った株を放

置せず確実に処分する。 
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非選択制茎葉処理除草剤による防除では、グルホシネート液剤等が有効である。先端だけに散布する

とかかったところだけ枯れて株元の方は枯れないため、株元まで十分かかるように散布する。葉が重なっ

ている時は、ていねいに散布し株元までかかるようにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「大豆畑における帰化アサガオ類の防除技術」 

大豆が小さい時に出芽した帰化アサガオ類のほうが競合は少ないため、大きく生育する。また、帰化

アサガオ類は、発生期間が長いものの、その大部分は大豆のは種後２から３ 週間に集中するので、大豆

の苗立ち・初期生育の確保が重要である。マニュアルでは、帰化アサガオ類の防除は、中耕培土と除草剤

の畦間処理が可能か否かにより「コストをかけて １００％防除」と「低コストで８割防除」に分けられ

ている。 

① コストをかけて１００％防除 

大豆の播種後出芽前に土壌処理剤のプロメトリンまたはフルミオキサジンを全面処理する。残存し

た個体は、無処理と同様に正常に生育するため、防除率は４０から５０％程度となる（試験事例より）

が、密度の低下により、その後の処理に有利となる。大豆が本葉２葉期となったらベンタゾンの全面

茎葉処理をおこなう。帰化アサガオ類の種類によって効果はやや異なるが、マルバルコウの３葉期以

下であれば９０％以上の防除率が得られる。 

帰化アサガオ類が、つる化しないタイミングで中耕培土をおこなえば、畦間を中心に効果的に防除

でき、試験事例では８０から９０％の防除に成功した例がある。株間の個体にも土がかぶるよう培土

する。株間の個体が残ったり後発の個体が発生するので、注意が必要である。 

その後は、非選択性茎葉処理除草剤のグルホシネートを畦間・株間処理する。つる化していない個

体であれば、ほぼ１００％の防除率となる。帰化アサガオ類全体にかかるよう株元までしっかり処理

する。つる化した個体は再生することがあるので、初期の発生は他の方法で枯殺しておく。また、処

理後に発生することもあるので、その際は使用基準の範囲内で処理を繰り返す必要がある。 

② 低コストで８割防除 

畦間が早期に大豆で覆われるようにするため、狭畦栽培が基本となる。播種後の土壌処理及びベン

タゾンの全面茎葉処理は、「コストをかけて１００％防除」の場合と同様におこなう。 

その後、大豆が生長し条間を覆うようになれば、それ以降の発生は防ぐことができる。しかし、ベ

図２ 帰化アサガオ類の地域全体への 

まん延を防止するためのほ場 

周辺管理技術 

図３ 大豆畑における帰化アサガオ類

の防除技術 
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ンタゾン液剤の散布が最後の手段となるため、大豆の生育が劣ったり、それまでの処理で十分な効果

が得られていないと被害が大きくなる。低コストで特別な機械は必要ないが、完全な防除は困難で激

発ほ場には不向きである。 

③ 防除のポイント 

帰化アサガオ類は、発生期間が長く、出芽後２から４週間でつる化し、つる化すると防除の効果が

劣るため、２週間ごとに防除をおこない、常につる化する前に防除をおこなう。 

また、相対光量子束密度が５０％になると発生した帰化アサガオ類は、枯死するので、相対光量子

束密度が５０％となる、大豆の草高／条間比が１すなわち大豆の草高が条間の幅と同じになるまで防

除を続けることが重要である。 

 

図４ 草高／条間比と相対光量子束密度（「大豆畑における帰化アサガオ類の防除技術」より） 

 

 

 

 

県育種新規花きの紹介と栽培導入について 

 

１ はじめに 

岐阜県では、県が育成したオリジナル花きを生産者へ普及を図ることによって、他県産花きとの差別化を

図り、優位販売を実現することにより花き経営の安定化を目指している。 

平成２６年２月、鉢物において新たな花きの品種登録申請が行われた。以下にその品目の特徴と今年度の

生産現場への導入栽培の計画について紹介する。 

 

２ 新規花き品目について 

◆フランネルフラワー（クリーム色品種：系統番号 FWY03） 

(1) 育成の背景 

    フランネルフラワーについては、平成１９年からフェアリーホワイト（品種名）の生産が始められた。

その後、ファンシスノー、エンジェルスターの２品種が育成され、現在３品種の生産が行われている。

しかし、いずれの品種も花色が白色のみのため、需要の頭打ちもあり、生産量は漸減して平成２５年は

約４０万鉢弱の生産となっている。 

        このため、花色のバリエーションを白色のみから拡大し、新たな需要を喚起するための育成が行われた。 

  

(2) 育成経過 

・平成２１年        「フェアリーホワイト」を栽培中の個体からクリーム色となる系統を選抜 

・平成２２~２４年   自家交配と選抜を繰り返し、系統を固定化 
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・平成２５年       特性検定を行い、有望性を確認し育成を完了  

                     (平成２６年２月 品種登録出願) 

  

(3) 特性 

① 花の直径は、ASの7.5cmよりも大きく、FWの8.4cmと同等の8.3cmである（表１）。  

② 総ほう片幅は、ASの1cmよりも大きく、FWと同じ1.2cmである（表１、図２）。 

③ 花軸長は、FWの3.6cmよりも長く、ASの6.2cmよりも短い4.8cmである（表１）。 

④ 総ほう片の主な色は、FWとASの白色に対し、クリーム色である（表１）。 

⑤ 草姿は、ASの「半直立」に対し、FWと同じ「開張」である（表２、図１）。 

⑥ 草丈は、ASの41cmよりも低く、FWの25.6cmと同等の25.5cmである（表２）。 

⑦ 開花性は、ASの「早」に対し、FWと同じ「中」である（表２）。 

   以上の結果から、「FWY03」の花色はアクティノツス ヘリアンシ種では初めてのクリーム色である。

また、草姿および開花性は既存の県有登録品種「フェアリーホワイト」と同等である。 

表1　FWY03の花の特性

[cm] [cm] [cm] [cm] 注)

FWY03 8.3 1.8 1.2 4.8 クリーム色（158B）

フェアリーホワイト（対照品種） 8.4 1.9 1.2 3.6 白色（155B）

エンジェルスター（対照品種） 7.5 1.8 1.0 6.2 白色（155B）

注)カッコ内はRHSカラーチャートの色票番号

品種名
花の直径

花序の中
心部の直

径

花序の軸
の長さ

総ほう片
の幅

総ほう片の主な色

 

表２　FWY03の形態特性と開花性

草姿 草丈 株の幅 節間長 開花性

[cm] [cm] [cm] 注)

FWY03 開張 25.5 28.3 4.3 中

フェアリーホワイト（対照品種） 開張 25.6 28.6 4.7 中

エンジェルスター（対照品種） 半直立 41 26.5 4.9 早

注)栽培期間　早：8か月、中：9か月、晩：10か月

品種名

 

 

 
AS      FWY03      FW 

図１ FWY03の草姿           図２ 花および葉の比較 
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◆キンセンカ「かれん」（系統番号 岐阜Ｍ０６） 

(1) 育成の背景 

県が育成した鉢物用カレンジュラ（かれんシリーズ）については、栄養系繁殖（増殖）による生産体

系となっている。既存品種の中には採穂性に課題があり、生産数を確保するためには管理する親株の数

が多くなるなどの生産上の問題が生じていた。今回、既存品種である「オレア」の採穂性、草姿の改良

を図り、生産性の改善が期待できる品種が育成された。 

                                      

(2) 育成経過 

・平成２２~２３年 「かれんシリーズ（オレア）」に重イオンビームを照射した後代から立性で採穂性

が高く、花がオレア似の系統を選抜 

・平成２４年    生産性を確認し、特性検定を行い、有望性を確認し育成を完了 

（平成２６年２月 品種登録出願）                                                        

 

(3) 特性                               

① 花形は対照品種と同じ一重咲きで、花の大きさ、舌状花数、管状花部の大きさは「オレア」とほぼ同

等である（表３）。 

② 花弁の色および花の中心部の色は、「オレア」と同じである（表３、図５）。 

③ 草姿は、「オレア」の「開張」、「オレン」の「半直立」に対し「直立」である（表４、図４）。 

④ 茎の太さは、「オレア」の3.9mmおよび「オレン」の3.1mmより太く5.5mmである（表４）。 

⑤ 葉の厚さは、「オレア」の「中」、「オレン」と「薄」に対し「厚」で、葉長は、「オレア」の7.5cm

および「オレン」の6.3cmより長く10.5cmである（表４）。 

⑥ 開花性は、対照品種の「早」に対し「中」である（表４）。 

⑦ 採穂性は、対照品種より高く、同サイズの親株を比較した場合、対照品種の6～6.3本/回に対し「岐

阜M06」は20.4本/回である（図３）。 

⑧ 耐寒性およびうどんこ病抵抗性は、対照品種と同等である。 

以上の結果から、「岐阜M06」は花弁がオレンジ色で中心が赤紫目となる「オレア」と同じ一重咲品種で

ある。草姿は立性で採穂性は「オレア」の6.3本/親株に対して、20,4本/親株と3倍以上の採穂性があり、

生産性が高い。また、矮性（節間が短い）であるため、「オレア」の欠点が解消でき鉢花商品および花壇

苗に向く。栽培方法は「オレア」に準じ、耐寒性が強いことから冬季の栽培に利用できる。 

表３　岐阜Ｍ０６の花の特性

[cm] [枚] [cm] 注)

岐阜Ｍ０６ 6.0 31 1.2 オレンジ（25A） 赤紫

オレア（対照品種） 6.6 30 1.1 オレンジ（25A） 赤紫

オレン（対照品種） 5.4 27 1.0 オレンジ（25A） 橙

注) カッコ内はRHSカラーチャートの色票番号

管状花部の
大きさ

花弁の色
花の中心部

の色品種名
花の大きさ 舌状花数

 

 

表４　岐阜Ｍ０６の形態特性と開花性

草姿 株の高さ 茎の太さ 葉の厚さ 葉長 開花性

[cm] [mm] [cm] 注)

岐阜Ｍ０６ 直立 30.0 5.5 厚 10.5 中

オレア（対照品種） 開張 22.5 3.9 中 7.5 早

オレン（対照品種） 半直立 23.5 3.1 薄 6.3 早

注)栽培期間　早：4.5か月、中：5か月、晩：5.5か月

品種名
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図３ 岐阜M06の採穂性 

注）鉢サイズは４号、花芽を形成していない頂芽のみを調査 

 

 

「オレア」 「岐阜M06」 「オレン」      

図４ 草姿の比較      

 

 

「オレア」      「岐阜M06」      「オレン」 

図５ 花の比較 

 

３ 現地への導入について 

登録申請を行った２品目については、今年度からの現地導入を図るにあたり国の補助事業（産地ブランド

発掘事業）を活用する予定。この事業（H26～27 年）により、現地生産者の試作実証ほの設置にかかる経費

の補助（培土、ﾌﾟﾗ鉢等の経費）などが期待できる。また、試作商品の試験出荷にあたり、実需者である市場

流通、小売関係の代表者との検討会も開催することとしている。その機会を利用し、商品性等に関する意見

を集約し、以降の生産出荷面への反映を図って、より市場性の高い商品づくりを目指す取組を行う。そのた

め、３人の花き農業革新支援専門員が試験研究機関、関係農業普及課、花き業界団体と連携を取って現地調

査等を実施していく。 

 

 



 

- 12 - 

 

家畜の昆虫媒介性感染症の予防対策 

 

１ はじめに 

 日本脳炎やアカバネ病等、昆虫によって媒介される家畜のウイルス性疾病は、イエカ・ヌカカ等の吸血昆

虫の活動が活発になる初夏から秋にかけて家畜がウイルスに感染し、その後発熱や異常産等の症状を現すの

が特徴である。これらの病気予防に有効なワクチンが開発されているが、感染防御には、昆虫の吸血による

ウイルス感染が起こる前に血液中の抗体価を高めておく必要があることに加え、ワクチン接種から免疫獲得

までに３週間以上が必要であることから、６月中旬までにワクチン接種を完了しておくことが望まれる。 

 

２  主な吸血昆虫媒介性ウイルス性疾病とその特徴 

家畜 疾病名 媒介昆虫 ウイルス科名 主な症状 ワクチン 

豚・馬 日本脳炎 ｺｶﾞﾀｱｶｲｴｶ ﾌﾗﾋﾞｳｲﾙｽ(RNA) 流産、黒子、無精子 生・不活化 

牛 アカバネ病 ｳｼﾇｶｶ ﾌﾞﾆﾔｳｲﾙｽ(RNA) 流産、奇形子牛 生・不活化（混） 

チュウザン病 ﾇｶｶ ﾚｵｳｲﾙｽ(RNA) 異常子牛（虚弱等） 不活化（混） 

ｱｲﾉｳｲﾙｽ感染症 ﾇｶｶ ﾌﾞﾆﾔｳｲﾙｽ(RNA) 流産、虚弱子牛 不活化（混） 

イバラキ病 ﾇｶｶ ﾚｵｳｲﾙｽ(RNA) 発熱、咽喉頭麻痺 生、不活化（混） 

牛流行熱 ｶ、ﾇｶｶ ﾗﾌﾞﾄﾞｳｲﾙｽ(RNA) 発熱(41～42℃) 不活化（混） 

(1) 日本脳炎（豚・馬） 

＜病気の特徴＞ 

     家畜伝染病予防法の家畜伝染病に指定される「流行性脳炎」には、日本脳炎の他、ウエストナイルウ

イルス、東部馬脳炎等が含まれるが、我が国で発生があるのは日本脳炎のみである。日本脳炎は極東か

ら東南アジア、南アジアにかけて広く分布する人獣共通感染症であり、主に水田や湿地で発生するコガ

タアカイエカによって媒介される。コガタアカイエカは、産卵前のメスだけに吸血行動が見られ、豚や

馬のような大動物を好んで吸血する。一度ウイルスに感染すると蚊の体内でウイルスが増殖し、生涯ウ

イルスを保有して病気を媒介する。通常の行動範囲は１ｋｍ程度とされるが、５ｋｍ以上飛翔する場合

もある。免疫を持たない馬や人が感染した場合の発症率は１％未満であり、発症時は発熱等のインフル

エンザ様症状を示すが、重症の場合、まれに脳炎・脳脊髄炎に発展する。豚が感染した場合は、ウイル

スが内臓で増殖して一過性の軽い発熱を起こすが、妊娠豚の場合、胎盤・胎子感染により胎子が死亡す

る。その場合、流産は少なく分娩予定日前後に黒子・白

子・ミイラ胎子等の異常子豚を娩出する例が多い。また、

種雄豚が感染するとウイルスが精巣や精巣上体で増殖す

るため精巣が腫大し、交尾欲減退、精子数減少、不妊症

となる場合がある。なお、一度自然感染（蚊の吸血によ

り感染）した豚は終生免疫を獲得する。地球温暖化によ

りコガタアカイエカの活動期間が長くなったことに加え、

室内温度の高いウインドウレス豚舎等では冬でも蚊の産

卵行動が起こることから、「日本脳炎は夏の病気」とい

う常識が崩れつつある。本年２月には静岡県で発生が報

告された。                                           ＜種雄豚の精巣腫大＞  

＜日本脳炎ワクチンの概要＞  

     豚および馬に対して、以下のワクチンが承認されている。 

種類 対象 ワクチン名称 接種回数 

生ﾜｸﾁﾝ 豚 日本脳炎生ワクチン 1ml×１回 

生（２種混） 豚 日本脳炎・豚ﾊﾟﾙﾎﾞｳｲﾙｽ感染症混合生ワクチン 1ml×１回 

不活化ﾜｸﾁﾝ 豚・馬 日本脳炎不活化ワクチン 2ml×２回 
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     日本脳炎ワクチンと異常産の原因となるパルボウイルス等との混合ワクチンが市販されている。種雄

豚や繁殖豚は、生ワクチン（L）１回接種では抗体価が十分に上昇しない場合があるため、生ワクチン（L）

接種の１か月後に不活化ワクチン（K）を接種する「Ｌ－Ｋ法」が望ましい。なお、前年度に生ワクチン

を接種した豚は、不活化ワクチン１回接種で免疫を獲得する。その場合、不活化ワクチン毎に、事前に

接種する生ワクチンのウイルス株が決められているので注意が必要である。また、生ワクチンは弱毒化

したウイルスが体内で増殖するので、異常産等の防止のため、交配後間もない時期や分娩前後の母豚へ

の接種は特に避ける必要がある。ワクチン接種から抗体価上昇までに３～４週が必要なので、コガタア

カイエカの活動が活発になる１か月前（６月中旬頃）までに接種を完了しておく必要がある。 

(2) アカバネ病（牛） 

＜病気の特徴＞ 

     アカバネ病は家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されており、牛・水牛・めん羊・山羊等の偶蹄類

に病原性を示すアカバネウイルスの感染によって起こる。日本をはじめ韓国、台湾、オーストラリア、

中近東、ケニア等の広い地域で発生している。我が国では７～１１月に発生するウシヌカカが主要なベ

クターと考えられるが、平成２２年度には、ウシヌカカが分布しない東北、北海道でも発生が見られて

いる。妊娠牛がウイルスに感染すると、夏から秋にかけて流産、早産、死産が発生し、冬から春にかけ

て子牛に脊柱彎曲等の体形異常や大脳欠損がみられる。また流行株によっては、感染した子牛や育成牛

に、脳脊髄炎、起立不能、神経症状等を起こす場合がある。なお、一度自然感染（蚊の吸血により感染）

した家畜は終生免疫を獲得する。 

(3) チュウザン病（牛） 

＜病気の特徴＞ 

     家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されており、牛・水牛・めん羊・山羊に病原性を示すチュウザ

ンウイルスの感染によって起こる。ウイルスは吸血昆虫（主にヌカカ）によって媒介されるが、発生は

我が国のみで、主に九州地方に限局している。妊娠牛が感染した場合、秋から翌年の春にかけて虚弱、

哺乳不能、運動障害、盲目等を示す異常子牛を娩出するが、関節彎曲等の体形異常は認められていない。 

(4) アイノウイルス感染症（牛） 

＜病気の特徴＞ 

     家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されており、牛・水牛に病原性を示すアイノウイルスによって

起こる。アカバネウイルスに近縁であるが、中和試験では交差しない。ウイルスは吸血昆虫（主にヌカ

カ）によって媒介され、成牛は感染しても症状を現さないが、妊娠牛が感染すると約５％に異常産（流

死産、奇形、虚弱）が発生し、異常子牛には脊柱彎曲や小脳形成不全が高率に見られる。平成７～８年

に九州地方を中心に約２４００頭の異常産が発生したが、現在まで、近畿地方が流行の北限となってい

る。 

＜アカバネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症ワクチンの概要＞  

     牛に対して、以下のワクチンが承認されている。 

種類 対象 ワクチン名称 接種回数 

生ﾜｸﾁﾝ 牛 アカバネ病生ワクチン 1ml×１回 

不活化（３種混） 牛 ｱｶﾊﾞﾈ病、ﾁｭｳｻﾞﾝ病、ｱｲﾉｳｲﾙｽ感染症混合不活化ワクチン 3ml×２回 

     異常産に有効なワクチンとして、アカバネ病生ワクチンと牛異常産３種混合不活化ワクチン（アカバ

ネ病、チュウザン病、アイノウイルス感染症の混合不活化ワクチン）が市販されており、後者のワクチ

ンは牛の主な異常産の原因である３種類の病気を予防する。アカバネ病生ワクチンと、イバラキ病生ワ

クチンまたは牛流行熱生ワクチンを同時に接種すると、相互干渉によりアカバネ病生ワクチンの効果が

抑制されるので、２週間以上の間隔をあけて接種する必要がある。牛異常産３種混合不活化ワクチンは、

接種初年度は４週間隔で２回接種し、次年度からは１回接種する。なお、おとり牛を用いた全国調査で

は、８月にアカバネ病の感染抗体が認められているので、６月中旬頃にはワクチン接種を完了しておく

ことが望まれる。 

(5) イバラキ病（牛） 



 

- 14 - 

 

＜病気の特徴＞ 

     家畜伝染病予防法で届出伝染病に指定されている。牛・水牛にのみ病原性を持つイバラキウイルスの

感染によって起こる。ウイルスは吸血昆虫（主にヌカカ）によって媒介され、発生地域は関東以南に限

定される。感染した場合、軽度の発熱とともに、食欲不振、流涙、泡沫性流涎がみられ、その後発症牛

の約５％に舌麻痺・咽喉頭麻痺による嚥下障害が起こる。平成９年に鹿児島で流死産を伴う大規模な発

生が見られた後に沈静化していたが、平成２５年１０月に鹿児島県の和牛で発生が報告された。 

(6) 牛流行熱（牛） 

＜病気の特徴＞ 

     家畜伝染病予防法では、以前、イバラキ病と牛流行熱をあわせて牛流行性感冒（法定伝染病）として

扱われていたが、現在は届出伝染病に指定されている。牛流行熱ウイルスの感染によって起こり、牛・

水牛に発生がみられる。ウイルスは吸血昆虫（蚊やヌカカ）によって媒介され、日本、台湾、韓国、イ

ンドネシア、オーストラリア、中東、アフリカ諸国の熱帯～温帯にかけて広く分布する。平成１３年、

１６年に沖縄県で発生が見られたが九州以北では最近１０年間発生が見られていない。感染した場合、

突発的な発熱（４１～４２℃）とともに、食欲不振、流涙、流涎がみられ解熱に伴って回復する。死亡

率は１％以下である。 

＜イバラキ病、牛流行熱ワクチンの概要＞  

     牛に対して、以下のワクチンが承認されている。 

種類 対象 ワクチン名称 接種回数 

生ﾜｸﾁﾝ 牛 イバラキ病生ワクチン 1ml×１回 

不活化（２種混） 牛 牛イバラキ病・牛流行熱混合不活化ワクチン 2ml×２回 

     イバラキ病生ワクチンとイバラキ病・牛流行熱混合不活化ワクチンが市販されている。前者のワクチ

ンは１回接種であるが、アカバネ病生ワクチンとの相互干渉に注意が必要である。後者は不活化ワクチ

ンであり４週間隔で２回接種する。ヌカカが発生する前（６月中旬まで）に確実にワクチン接種を完了

しておくことが望まれる。 

 

３  ワクチン接種を行うにあたって 

 以上の他にも対象疾病に承認されているワクチンがある。また、昆虫媒介性以外の疾病についてのワクチ

ンが多数存在するので、ワクチンの接種については獣医師、（一社）岐阜県畜産協会、家畜保健衛生所等に

相談する。なお、接種時に以下のいずれかの症状が認められる場合は、副作用の発生やワクチン抗体が十分

に上昇しないことが危惧されるので、健康状態及び体質等を考慮し、注射の適否の判断を慎重に行うことが

必要とされている。 

 ・発熱、下痢、重度の皮膚疾患など臨床異常が認められるもの。 

 ・疾病の治療を継続中のもの又は治癒後間がないもの。 

 ・交配後間がないもの、分娩間際のもの又は分娩直後のもの。 

 ・明らかな栄養障害があるもの。 

 ・発情中又はその他のワクチン注射や移動後間がないもの。 

 

参考文献 

 １ （独）農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所ホームページ 家畜の監視伝染病 
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 今 月 の 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 

 

１ はじめに 

「ぎふ農業・農村基本計画」の５つの基本方針の一つである「多様な担い手の育成・確保」をさらに進め

るため、平成２６年度農政部の重点課題において「担い手育成プロジェクト１０００」を掲げ、新規就農者

をはじめ、定年帰農者、雇用就農者、農業参入法人など、幅広く地域の多様な担い手としてとらえ、今後３

年間に１０００名を育成していくこととした。 

具体的には、就農支援情報の提供、就農相談活動、就農支援研修の実施など、市町村やＪＡ等と連携を強

化しながら、様々な施策を講じていくこととしているほか、平成 26年度から「岐阜県就農支援センター」に

おいて冬春トマトの新規就農者研修を実施し、毎年４名づつの新規就農者を育成していくこととなった。 

そこで、平成２６年度農政部の重要プロジェクトに位置付けられている「担い手育成プロジェクト１００

０」の達成に向けた取組概要とその普及活動手法について述べることとする。 

 

２ 多様な担い手の育成・確保の状況 

平成 24年度において新たに担い手として育成・確保された農業者は、定年帰農者 50名を含む新規就農者

が 127名、雇用就農者が 86 名、農業参入法人が 14者の計 227名であった。平成 22 年度～24年度の３ヶ年

実績数で 613 名となり、今後、平成 26 年度～28 年度の３ヶ年における目標値を 1,000 名としたところであ

る。（農業経営課調べ） 

図１ 担い手の育成・確保    図２ 新規就農者の内訳    図３ 品目別新規就農者数(H24) 

 

３ 就農支援に向けた普及活動の手法 

岐阜農林事務所農業普及課が

25 年度までの就農相談から得た

分析結果によると、就農希望相談

者の最頻値が、①年齢：20代から

30代、②学歴：高校卒業以上、③

希望作目：施設野菜、④農地希望：

有、⑤農業体験：研修済、⑥自己

資金：100万円、⑦希望所得：300

万円となっている。 

「担い手育成プロジェクト１０

００」の実現のため、農林事務所

農業普及課並びに農業経営課では、

就農希望者に対する「ぎふアグリ

チャレンジフェア」等、就農支援

情報の提供、継続的な就農相談活

動の実施、農業法人等へのマッチ   
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ング機会の提供、「やる気発掘夜間ゼミ」や「農業で夢再発見研修」、「あすなろ農業塾」等での就農支

援研修、指導農業士等と連携した農大生の派遣学習など、農大、市町村、ＪＡグループ、農業会議、農畜

産公社等と連携を強化しながら、様々な就農支援活動を実施していく。 

また、就農希望者に対し「新規就農者育成マニュアル」等に基づき、就農に当たっての窓口相談から本

格的な就農・経営の安定に至るまでのきめ細かな就農支援体制を整備している。 

 

４ 就農支援等、効率的な普及活動のための新たな普及活動体制の改編 

(1) 農林事務所の機能強化 

農林事務所に新規就農支援を含む担い手の育成・確保対策及び鳥獣害対策に関する担当者を配置する

とともに、専門技術に加え地域指導力を併せ持つ地域総合力の向上を図るため、中濃、東濃、下呂を除

く７農林事務所に「水田経営企画係」を設置し、企画調整機能を強化した。 

(2) 営農指導員のＪＡ派遣 

ＪＡの営農指導体制を強化し、営農指導員等の資質向上及び産地育成、担い手育成等に関する指導力

の強化を図るため、２ＪＡに１名づつ普及指導員を派遣することとした。 

(参考) 農業経営課の改編 

・病害虫及び担い手・経営担当の農業革新支援専門員を再編して花き専門担当を２名増員かつ飛騨市・中

津川市に配置し、それまで各農林事務所で行っていた花き重点活動（プロジェクト、広域、地域重点）

について県下全域を３名でカバーすることとした。 

・新たに家畜飼養管理のため畜産職の普及指導員１名を関市に配置し、それまでの草地管理・耕畜連携と

ともに、県下全域を対象に生産者組織等を支援することとした。 

 

５ 最後に 

現在、１０農林事務所１０４名、農業経営課１１名の計１１５名で本県の普及指導活動を行っている。普

及指導員のマンパワーに限りがある中で、今後、県が掲げる「担い手育成１０００プロジェクト」等の重要

課題推進を踏まえ、より効果的・効率的な普及活動を実施するために、農林事務所及び農業経営課に配置さ

れている普及指導員の一層の資質向上と、市町村、ＪＡ等関係機関との一層の連携強化を図ることにより着

実な成果を期待したい。 

 


