
 

 

 

                           平成２６年３月３１日 

                               第４８６号 

今月の技術 

農 政 部 農 業 経 営 課 

 

 

 

                     目 次  
 

  １ 霜害・気温の変化に対する農作業管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

                  （久田浩志 成田久夫 尾関 健 加藤高伸） 

   (1) 麦類 ～霜害対策～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

   (3) 野菜（高冷地） ～霜害対策～ ・・・・・・・・・・・・・・  １ 

   (3) 果樹 ～霜害対策～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

   (4) 茶 ～霜害対策～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

   (5) 野菜 ～気温の変化に対する対応～ ・・・・・・・・・・・・  ６ 

 

  ３ 専門項目に関する情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

   (1) 協同農業普及事業の課題と今後の普及指導活動の方向 ・・・・・ ７ 

                              （高木 晃） 

 

   (2) 最近の夏ホウレンソウに関する試験結果について ・・・・・・ １０ 

                              （成田久夫） 

 

 

 



 

- 1 - 

 

 霜害・気温の変化に対する農作業管理  
 

１ 麦 類 ～霜害対策～ 

 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、幼穂の凍死及び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、気温より低くな

ることがあるので注意が必要である。 

 

(2)不稔 

 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核分裂期等であり、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。 

 

２ 野 菜（高冷地） ～霜害対策～ 

(1)夏秋トマト 

①最低気温の目安        表１ 県内各地域における最低気温の平年及び２５年の観測状況 

岐阜県の高冷地で最低気温が

０℃及び５℃を下回る最後日は

表１のとおりである。しかし、

最近３年間を見ると５月上旬に

０℃以下となる日があり、５月

中旬頃まで５℃以下となる日も

見られることから、気象情報に  ※（ ）は２５年の観測日 

は十分注意する。 

 

 恵那 

(標高 315ｍ) 

黒川 

(標高 517ｍ) 

八幡 

(標高 250ｍ) 

萩原 

(標高 425ｍ) 

高山 

(標高 560ｍ) 

最低気温が０℃

を下回る最終日 

3/18 

(4/22) 

3/28 

(5/ 8) 

3/18 

(4/23) 

3/15 

(4/13) 

3/30 

(4/23) 

最低気温が５℃

を下回る最終日 

4/14 

(5/ 8) 

4/18 

(5/ 9) 

4/15 

(5/ 9) 

4/14 

(5/ 5) 

4/24 

(5/ 9) 
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②保温管理 

・自家播種に取り組む場合は、必ず育苗床に電熱温床を設置し、発芽時の地温を２５℃以上に保ち、発

芽勢の低下を抑える。 

・仮植直後から２～３葉期（花芽分化始め）までは、床内温度を昼間２０～２５℃、夜間１２～１５℃

に保つ。 

・気温低下が予想される場合は、早めにトンネルを被覆し保温に努め、翌朝の最低気温によっては、保

温資材の追加とストーブ等の簡易暖房機により気温の低下を防ぐ。 

・ハウス１重被覆では、最低気温と外気温の差は１～２℃程度であるが、２重、３重トンネルとするこ

とで、保温効果を高めることができる（図１、表２）。 

 

 

 

 

 

 

・育苗床周囲を水封マルチにより囲うことによって、

気温低下の抑制と、生育むらの解消を図ることが

できる（図２）。 

・仮植苗ずらし後も、気温の低下に備え、トンネル

被覆による保温管理が行えるような管理を続ける。

夜温は１０℃以下とならないように注意し、定植

日に近づくにつれ８℃前後に慣らしていく。 

・春先は外気温が低くても日射が強いことから、晴

天時は短時間に気温が上昇するため、換気には十

分注意する。 

 

３ 果 樹 ～霜害対策～ 

(1)今年の主要果樹の生育（表１～２） 

 今年の冬は寒さが厳しい日が続き、３月に入っても降雪する日もあったものの、春分の日以降、気温が高

くなり春の訪れが加速された。サクラの開花は、岐阜市で３月２４日と前年より３日遅かったが、平年に比

べ２日早くなっている。 

 ３月２５日現在、カキ及びナシの発芽期はカキ「富有」では昨年より１日遅いものの、平年より４日早く

なり、ナシ「幸水」は昨年より５日遅く平年より１日早い状況となっている。クリ、モモ、リンゴの発芽は

まだ確認されていないが、平年並み～やや早くなると推測される。 

 ４月に入り各樹種において生育が進むと、耐凍性も低下してくるので、晩霜害に注意し、対策を講じてお

　　        （熊本農研セ、1999）（単位：℃）
最低気温（外気温） 一重 二重 三重 四重

8 1.9 5.6 8.8 11.4
5 0.5 3.4 6.0 8.3
-2 1.7 6.0 9.9 12.9
-3 2.3 7.6 12.7 15.0
-4 2.0 7.3 12.0 16.3
-5 1.2 6.7 11.3 15.3
-7 2.6 9.2 14.9 17.8

注　保温効果は、測定日前日の18：00 から測定　　　　
  　日の6：00までの平均

表２　最低気温とビニール被覆の保温効果

図２ 育苗床周囲の水封マルチ設置 

　　       （熊本農研セ、1999）（単位：℃）

8
5
-2
-3
-4
-5
-7

注　保温効果は、測定日前日の18：00 から測定　　　　
  　日の6：00までの平均

　間口６ｍ、長さ32ｍ（192㎡）の単棟ハウス

                    図１　ビニールハウスの多重被覆
                    　　　　　 （熊本農研セ、1999）

① ②

③

④

⑤

⑥

①外気温

②ビニール一重

③ビニール二重

④ビニール三重

⑤ビニール四重

⑥地温
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く必要がある。とくに近年は４月以降の暖かい日の後に急激な冷え込みが繰り返される気象状況がみられ、

晩霜害の被害も発生しているので細心の注意をしてほしい。 

 

(2)凍霜害対策 

 ５月上旬までは、移動性高気圧に覆われ風が止むと、夕方から朝方にかけて放射冷却により晩霜が発生し

やすい。凍霜害は植物体が耐凍性以下の低温に遭遇し、組織が凍結破裂した結果生じる。植物体の温度はほ

場の気温より１℃程度低くなる場合があるので、対策を講じる場合は注意する。 

 各樹種における危険温

度については、生育ステ

ージよって異なり、表３

のとおり示されている。

また、低温の継続時間も

影響することから一概に

断定は難しいが、目安と

して参考にしてもらいた

い。 

①事前の予防対策 

  ・冷気の流れをさえぎる位置に防風ネット等の遮蔽物があると、その風上側で被害がひどくなる。ネッ

トを巻き上げたり、防風垣の下枝を払っておく。 

  ・土壌が乾燥している場合には散水を行う。散水は日中の温度が高い時間帯に行い、地中へ蓄熱させる。 

  ・草生栽培の場合は、短く刈りこみ、地温が地表面の気温に伝わりやすいようにする。また、敷き藁や

マルチの敷設は、霜の心配がなくなる５月以降とする。 

  ・直接的な防止対策としては、送風法・散水氷結法・燃焼法等を用い、ほ場内気温が霜害危険温度まで

低下しないよう努める。なお防霜ファンやスプリンクラー等は事前に稼働点検を行っておく。 

  

②万一被害にあった場合の事後対策 

  ・被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分をせん除する。不定芽が発生する場合もある

ので、今後の樹形を考慮し作業を行う。 

  ・病害虫の発生に注意し、防除の徹底を図る。 

  ・結実を安定させるため、人工受粉を徹底し、樹勢を考慮して着果量確保に努める。 

  ・結実量が少なく強樹勢になるおそれがある樹では、可能な限り着果させる。副芽や不定芽などから発

生した徒長枝は整理し、翌年の結果枝・結果母枝として利用可能な枝は誘引などを実施する。 

  ・結実量が少ない樹では枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減少程度や樹勢に応じて施肥量を減ら

す。 

 

 

 

表１　カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 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 展葉期　 品種 年度 発芽期 展葉期　

始 盛 終 始 盛 終
早秋 2014 3/16 幸水 2014 3/17

2013 3/17 4/4 5/20 5/21 5/23 2013 3/12 4/9 4/5 4/9 4/17
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22

太秋 2014 3/21 豊水 2014 3/15
2013 3/18 4/4 5/19 5/20 5/22 2013 3/10 4/3 4/3 4/6 4/14
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18

富有 2014 3/20
2013 3/19 4/5 5/21 5/23 5/26
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26

開花期 開花期

表３　霜害危険温度表（単位：℃）

樹種 花蕾着色樹 開花直前 満開期 幼果期 発芽期

も　も -3.0 -2.3 -2.0 -2.0

りんご -2.8 -2.2 -2.2 -1.7

な　し -2.8 -1.9 -1.5～-1.7 -1.7～-2.0

か　き -2.5

みかん -3.0

花蕾着色期 
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４ 茶 ～霜害対策～ 

３月２５日現在、池田試験地の茶の発芽は平年より２日遅

い４月５日と予想している。 

茶の気象災害で最も被害が大きいものが凍霜害である。３

月中旬から５月初旬までの一番茶の新芽の萌芽から摘採まで

の時期に発生する。昨年も４月の中～下旬に氷点下になる日

が発生し、とくに発芽が早かった南向き及び東向き斜面の茶

園は、地域によってかなりの被害を受けた。 

 凍霜害は、新芽が約－２℃の温度で細胞が凍結し、それが

解凍されるときに細胞壁が破壊され発生する。凍結した時期

や程度により差があるが、摘採が近くなって凍霜害に遭うと、

一番茶の収量は大幅に影響を受け、その年の生産に大きな打

撃を受ける｡ 

 

(1)凍霜害対策 

実用的な対策には、被覆法、送風法、散水氷結法がある。それぞれの特徴は表１のとおりである。 

 表１ 防霜法の比較 

防 霜 法 防霜効果 設置経費 作業障害 維持管理 防霜以外利用 

被覆法 棚がけ やや適 難 難 やや難 やや適 

トンネルがけ やや難 やや難 やや難 難 難 

送風法 防霜ファン やや適～

やや難 

やや難 やや適 やや適 難 

散水氷結法 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ 適 難 やや難 やや難 やや適 

①被覆法 

  被覆法には、棚がけ、トンネルがけなどがある。 

・棚がけは、茶株面から６０～９０cmの位置に棚を作って、被覆物によって保温する。保温効果は１～

２℃である。  

・トンネルがけは、茶株面から４０cm以上離して、被覆物によって保温する。保温効果は０．５～ 

１．０℃である。 

 ②送風法(防霜ファン) 

霜の降りるような風の弱い夜は気温の逆転現象が起こり、地上６m 付近の気温は茶株面付近の気温より

写真１ 霜による茶の新芽の被害 

写真１ カキ「早秋」の発芽不良 写真２ クリ「丹沢」の発芽不良 
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４～５℃高くなる。 

  ※防霜ファンは、気温の逆転度が強いほど効果を発揮する。気温が非常に低い場合は効果が発揮できな

い可能性がある。その限界温度は－３℃である。  

防霜ファンの効果は、送風機の規模や気象条件、地形などによって異なるが７５０ｗのものでは、支柱

の前方１４～１６ｍ、支柱の両側１６～２０ｍで比較的安定した効果がある。この範囲は、気象や地形条

件が良ければさらに広がる。 

表２ 防霜ファン稼働の目安 

 萌芽期前後 １～２葉期 ３～５葉期 

 ＯＮ   ３℃   ４℃   ５℃ 

 ０ＦＦ   ５℃   ６℃   ７℃ 

※事前に防霜ファンの作動確認し、サーモスタットの調整を行うこと。 

③散水氷結法(スプリンクラー) 

  気温が低下し、茶の芽が凍霜害を受けるようなときに散水すると、茶株に付着した水が氷結する。水が

氷結するときに８０cal/g の潜熱を放出するので、茶の芽は０℃前後に保温され、被害を回避することが

できる。 

保温に必要な水量は、そのときの気温、湿度、風速によって異なるが、２．６～４．０mm/hr 程度（１

０a当たり３～４t/hr）である。 

  ※散水時間は過去の凍霜害から考えて６時間程度は必要と思われるので、総水量は１８～２４t/10a 程

度を準備する必要がある。 

散水開始は、茶園の中で気温が最も低下する場所の茶株面気温が２℃程度まで下がった頃とし、散水の

中止は、日の出３０分くらい経過して気温が５℃程度まで上昇し、葉面に付着した氷が溶けて葉の中央部

の葉面との間に部分的に隙間ができる頃とする。 

 

(2)凍霜害に遭遇した時の留意事項 

茶園全体を調査して被害時の生育ステージ、被害程度を確認し、その後の処置を決定する。 

被害は芽の生育ステージによって異なり、萌芽期の被害は収穫にそれほど影響はなく、開葉期以降の被害

は深刻である。 

萌芽期であっても最低気温がいちじるしい低温の場合、芯芽まで凍死することもあるので、最低気温が何

度であったか記録しておく。 

また、萌芽期の被害では芽が不揃い（ムラ）になる等の現象があるので、摘採時期の決定に留意する必要

がある。 

 

(3)凍霜害後の処置と摘採 

 凍霜害にあってしまった場合、被害時点の芽の生育ステージによって次のように処置する。 

 ①萌芽期、一葉期 

そのままにしておき、生育のムラを配慮しながら摘採時期を決定して、そのまま一茶を摘採する。  

 ②二葉期以降 

摘採前に整枝によって被害葉を除去し、遅れ芽としてでた芽を収穫するという方法をとる（一茶半とも

呼ぶ）。これは、二番茶以降の生育の乱れを整える意味をもつ作業である。 

※部分的な被害の処置と摘採 

   凍霜害は部分的に起こる場合が多く、摘採面にまだらに出た場合などは判断がとても難しい。良い部

分を残して被害葉を先に刈り落とす方法、または、その逆に被害葉を残して、良い葉を先に摘採する方

法の２つから摘採葉に混入しにくい処置を正しく選択する。 
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５ 野 菜 ～気温の変化に対する対応～ 

(1)夏秋なすの定植及び定植後の温度管理について  

 ４月下旬以降、県下各産地において、夏秋なすの定植作

業が実施される。 

 最近は、春先の天候が不順で、定植後に全く降雨のない

状態が続いたり、急激に気温低下し「晩霜」の害を被るこ

ともある。 

①定植前の準備について  

  ・施肥、耕起、畝立ては、天候を見ながら早めに準備 

を行う。 

  ・畝立て後は十分に湿らせたのち、かん水チューブ等 

を敷設し早めにマルチがけを行い、地温保持に努め 

る。 

②定植後の温度管理について 

  ・なるべく天気のよい暖かな日に定植を実施する。 

  ・定植後は十分なかん水を行い活着を促進させるとともに、土壌水分を安定させる。 

  ・穴開きのビニールトンネルか不織布を活用し保温を行う。 

  ・穴開きビニールトンネルを利用した場合は、草勢管理と昼間の温度管理に十分注意する。 

 

(2)イチゴの出荷調整に係る品質管理について 

 ４月以降、晴天日にはハウス内温度が急激に上昇するため、イチゴ等の果菜類の収穫調整には十分な注意

が必要である。 

①かん水管理 

  日照時間が延び日差しが強くなると、吸水量が増える。この時期に潅水量が不足すると、ツヤ無しや種

浮きなどの品質低下を招くため注意する。また、ハウス内湿度の上昇を防ぐためにも、少量多回数のかん

水を心掛け、収穫直前のかん水は、果実が軟らかくなるので避けるよう心掛ける。 

②予冷庫の活用 

  果実温度を上げないためには、収穫後早急に予冷庫に入庫する。また、パック詰め後も予冷庫を活用し

て“しっかり冷やす”よう努める。 

  予冷庫の設定温度は、３月までは５～１０℃（８℃中心） 

設定としていたが、４月以降は１０～１５℃（１３℃中心） 

設定とし、外気温の上昇や湿度にあわせて調整する。但し、 

果実温度が下がりすぎると集荷場等で結露するため、果実 

温度の管理に注意する。 

  また、イチゴに直接冷気があたると、水分が蒸発してツ 

ヤがなくなる原因となるため、薄い布等を被覆するとよい。 

  図２は産物の品温と結露時の外気条件（外気と相対湿度） 

の関係を示したものである。 

  例えば、気温２０℃、湿度４０%の外気の露点温度はおよ 

そ６℃である。従って、品温が６℃以下の産物であれば結 

露する。また気温２５℃、湿度４０%の外気の露点温度はお 

よそ１０℃である。従って、品温が１０℃以下の産物であ 

れば結露する。 

  これらのことを参考に予冷庫の温度設定を検討する。 

 

 

図１ 不織布で保温する夏秋なす 

図２ 産物品温と結露時の外気条件 

（S57.10 全農施設・資材部刊青果物予冷施

設の手引きより） 
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 専 門 項 目 に 関 す る 情 報  
 

協同農業普及事業の課題と今後の普及指導活動の方向 

 

１ はじめに 

今月の技術４８３号で紹介したとおり、内閣に総理を本部長とした「農林水産業・地域の活力創造本部」

において平成２５年１２月１０日「農林水産業・地域の活力創造プラン」が本部決定されるとともに、農林

水産省の「攻めの農林水産業推進本部」では「「現場の宝」みがき、活力ある農林水産業の実現を目指して」

の取りまとめ報告が出されるなど、ＴＰＰ協定交渉への参加表明を受け、我が国農林水産業の新たな展開方

向等が打ち出されてきている。またこれらの動きを踏まえ、別途「強み」のある農産物づくりに向けた、「新

品種・新技術の開発・保護・普及の方針」が取りまとめられている。 

農業政策の大転換を迎えるにあたって、今後の協同農業普及事業の課題、今後の今後の展開方向について

整理したい。 

 

２ 協同農業普及事業の課題 

協同農業普及事業が取り組むべき課題については、「協同農業普及事業の運営に関する指針（平成二十二

年四月九日告示）のなかで、基本的な課題として、 

一 食料自給率の向上に向けた戦略作物等の生産に対する支援 

二 農業・農村の六次産業化等による収益力向上に向けた取組に対する支援 

三 人と農地の問題の解決に向けた取組に対する支援 

四 食品の安全性向上に向けた取組に対する支援 

五 持続可能な農業生産に向けた取組及び農業分野における地球環境対策に対する支援 

六 農村の振興に向けた取組に対する支援 

七 東日本大震災からの復旧・復興及び原子力災害対策への取組に対する支援 

の７つの課題に整理され、国の施策の展開方向及び地域農業の状況を踏まえつつ取り組むものとすることと

されている。 

また、各課題の具体的な内容については、「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２５年３月２９日」のなかで「別紙１ 協同農業普及事業において重点的に推進する取組」として、具

体的に以下の様に示されている。 

(1)食料自給率の向上に向けた戦略作物等の生産に対する支援 

○麦を含む二毛作体系の導入に対する支援 

○大豆の高品質・安定多収栽培技術の導入に対する支援 

○飼料用米及び米粉用米の多収品種並びに省力・低コスト栽培技術の導入に対する支援 

○耕畜連携の体制づくりに対する支援 

 

(2)農業・農村の６次産業化等による収益力向上に向けた取組に対する支援 

○多様な事業者とネットワークを構築して取り組む農畜産物等（農畜産物の加工品を含む。）の生産、流

通、加工等の総合的な取組による産地の収益力向上に向けた戦略の策定及び実行に対する支援（外部専

門家と連携した支援チームの構築） 

○加工・業務用需要や輸出に対応した農畜産物の生産流通体系の構築に対する支援 

 

(3)人と農地の問題の解決に向けた取組に対する支援 

○人・農地プラン及び経営再開マスタープランの作成・見直しに必支要な地域の合意形成等に対する支援 

○人・農地プランで定められた地域の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）の農地集積等規模拡大

に伴う新技術・新品種の導入や経営発展等の取組に対する支援 
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○認定農業者制度等の活用を通じた経営改善の取組に対する支援 

○集落営農の組織化及び経営の多角化・複合化を含む組織運営に対する支援 

○新規就農者及び新規に農業参入する者の増大及び定着に対する支援 

○女性による地域資源を活用した加工・商品化など女性の能力の積極的な活用等の取組に対する支援 

○新技術・新品種の導入及び規模拡大を目指す先進的な農業者等への技術指導等の総合的な支援 

 

(4)食品の安全性向上に向けた取組に対する支援 

○農業生産工程管理（ＧＡＰ)の導入及びその実践による生産工程の改善の取組に対する支援 

 

(5)持続可能な農業生産に向けた取組及び農業分野における地球環境対策に対する支援 

○総合的病害虫・雑草管理(ＩＰＭ)の実践等による化学資材の投入低減の取組に対する支援 

○地域の実態に応じた有機農業の技術体系の確立及び意欲的な農業者による導入に対する支援（普及指導

センター等における普及指導体制の整備） 

○地球温暖化に適応するための品種・品目の転換及び生産安定技術の導入等に対する支援 

○省エネルギー･省資源型農業生産体系への転換に対する支援 

 

(6)農村の振興に向けた取組に対する支援 

○都市と農村との交流等の多様な関係者が連携した農業・農村を支える活動に対する支援 

○地域の被害の実情に合わせた鳥獣被害防止技術の確立及び導入に対する支援 

○遊休農地の有効利用に向けた取組に対する支援 

 

このように、現在、協同農業普及事業、普及指導員に求められる課題は、農業・農村全般にわたり非常に

幅広く、また高度な内容が求められている。また一方で、農林水産技術会議等の試験研究サイドからは、新

技術等の実用化・普及に向け、一層の連携強化に向けた協力が求められている。 

 

３ 新技術等の開発・普及にかかる研究組織との連携強化 

(1)「農業新技術２００×」関係 

農林水産省が、農業の競争力強化等の課題の解決に向けて、開発された新技術を生産現場に迅速に普及・

定着させるため、研究成果のうち早急に現場に普及すべき重要なものを毎年選定し公表している「農業新技

術２００×」について、平成２５年度からその技術選定に当たり農業革新支援専門員の意見聴取等が求めら

れるようになった。 

また同時に「「農業新技術２０１３」選定技術の普及計画」を技術毎に作成し、それらの迅速な普及に向

けた取り組みが進められるとともに、産地活性化総合対策事業（産地収益力向上支援事業のうち新技術導入

広域推進事業）において、「農業新技術２００×」の技術導入には優先ポイントが付与される等、「農業新

技術２００×」技術の優先的な普及拡大が求められている。 

 

(2)研究・普及連携会議の開催 

地域における試験研究の企画・立案及びその成果の迅速な普及・実用化につなげることを目的に、平成１

９年度から全国８か所の地方農政局ブロック毎で実施されている研究・普及連携会議についても、平成２３

年度から、生産現場からのニーズ等を収集するために、普及組織の参画強化が求められる様になってきた。 

 

(3)各種事業における普及機関の参画要請 

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業、委託プロジェクト研究、農林水産食品産業科学

技術研究推進事業等の研究開発事業において、研究成果を生産現場に迅速に導入・普及させる観点から共同

研究グループに普及支援組織の参画を要件として実施されるようになってきた。 
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(4) 地域マッチングフォーラム 

研究成果の農業現場等への迅速な普及・実用化等を促進するため普及指導員をはじめ、生産者や行政関係

者を対象として実施しているマッチングフォーラム（平成１９年度から開始し２３年度までに、全国５か所

から８か所に拡大）についても、成果の現地普及に向け、一層の迅速な普及拡大に向けた取り組みが求めら

れている。 

 

４ 普及サイドにおける新技術等の迅速な普及拡大に向けた取り組み 

このように、農林水産技術会議等の試験研究サイドから新技術成果等の現地への迅速な普及に向けた、普

及組織の取り組み強化が求められる一方で、普及サイドにおいても、近年、前述の産地収益力向上支援事業

のうち新技術導入広域推進事業や、新品種・新技術活用型産地育成支援事業（産地ブランド発掘事業）(平成

２６～)等の補助事業が立ち上がり、これらの事業を活用した、新技術・新品種等の地域への迅速な普及拡大

が求められている。 

 

５ 最後に 

現地活動においては、現地の地域や生産集団、産地、個別経営体等の抱えるさまざまな課題を踏まえ、国、

県の農業施策の展開方向等を加味しながら、それらの課題の解決に向けた普及活動が実施されている。 

しかし近年、農業・農村の抱える課題は多様化し、上記２ 協同農業普及事業の課題でも紹介したとおり、

現地で活動する普及指導員に求められる課題も非常に幅広く多様化してきている。全国的に普及指導員数が

年々減少するなか、一人の普及指導員が所管する地域(あるいは作目)も以前の何倍にもなっており、それら

の地域の抱えるすべての課題について取り組みを進めることは至難の業である。 

これからの普及指導活動に当たっては、県下一律の施策、事業の推進を図るのではなく、地域の課題、現

状を踏まえた上で、重要度をポイントに、取り組みの重点化が必要だと感じられる。 

一方で、重点化に当たっては、普及指導活動が単なる技術、知識の伝達に終わらないよう注意する必要が

ある。下に紹介した事例は、昨年普及職員研修「普及手法」で講師に招いた、京都府農林水産部研究普及ブ

ランド課の小宅要氏の研修会資料「普及活動の進め方」からの抜粋であるが、現在の普及活動に警鐘を鳴ら

す重要な問題提起だと思う。 

活動の重点化とともに、当たり前の事ではあるが今一度ＰＤＣＡサイクルを忘れずに、現地課題の整理、

指導事項の確認、成果の検討を踏まえ、次への活動につなげる活動を通じ、地域の課題の解決につながる取

り組みを進め、普及関係者以外にＰＲ出来る活動成果を示してゆくことが重要である。普及指導活動がもと

もと本質的に「縁の下の力持ち」的である事は否定できないが、これだけ近年普及事業のあり方が問題とな

っている状況のなかでは、誰にでも分かりやすい成果のＰＲが協同農業普及事業の存続に向けて必須な事項

だと思われる。 

 

 

  普及活動の一例 (失敗事例) 

    ある日、Ａ普及指導員は新しく就農した農業青年Ｂさんから「桃太郎ファイトを栽培したいので資料 

を持ってきて欲しい」と頼まれた。早々、普及センターでパソコンをたたき googleに「桃太郎ファイ 

ト」と入力し、Bさんが分かりやすそうな資料をプリントアウトして持っていった。 

 

Ｂさんは、「そんな資料は私も持っている。パソコンはいつも使っているから。」「普及センター 

はパソコンの資料を運んだら仕事と考えているのですか？、それなら農業者に googleの使い方を教え 

た方が早いんじゃないですか？」と言われた。 

 

そういえば、Ｂさんは後継者でＵターン組であり、以前会社勤めをしていたことをＡ普及指導員は 

思い出した。 

   ＢさんはＡ普及指導員に何を求めたのか。普及センターは何をなすべきか、何が出来るのか？ 
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最近の夏ホウレンソウに関する試験成果について 

 

 中山間農業技術研究所より夏ホウレンソウに関する試験成果が発表されているので業務の参考とされたい

（具体的なデータ等は平成２４年度試験成績概要集を参照）。 

 

１ 課題名「農地被災を克服する農産物の低コスト隔離栽培技術の開発」 

(1)セルトレイ種類 

農地被災で農地が復旧しない場合でも、栽培を続ける有効な方法として、ホウレンソウ等の葉菜類におけ

る簡易で低コストな隔離栽培システム（セルトレイを利用）の開発をめざし、生育に必要な培土量（セルト

レイ種類）について検討した結果、株数が確保され同時に培土量の多い７２穴ないし５０穴が有望と判断さ

れた。 

 

(2)培土種類 

 培土について、培土Ａ（独立袋栽培用試作培土：ピートモス６５％中心、山崎処方に基づき緩効性肥料等

を施用)、培土Ｂ（苗のともだち：肥料を含む市販培土)、慣行土（中農研畑土：山崎処方に基づき緩効性肥

料等を施用）について検討した結果、生育が優れ取り扱いが容易な培土Ａが有望と判断された。 

 

(3)資材費 

 生育が優れる培土Ａを用い、セルトレイ種類（１２８、７２、５０、３２穴）の違いによる資材費（トレ

イ代、培土代、肥料代、種子代）を比較した結果、５０穴のセルトレイ利用が最も資材費が低いと考えられ

た。 

 

(4)連作 

 セルトレイ種類と灌水方法（底面、チューブ）の組み合わせにより、同一培土を利用した２連作について

検討した結果、肥料溶脱の少ない底面給水を用いることにより、２作目も変わらない収量が得られた。 

 

(5)その他品目 

 独立袋栽培により、摘み取りタイプのシュンギクの栽培について検討した。８月の定植では、長日高温条

件により発蕾開花が見られ、収穫には至らなかったが、適正環境下では独立袋栽培による葉菜類の栽培が可

能と判断された。 

 

２ 課題名「温暖化及び難防除害虫に対応する夏ホウレンソウ栽培技術の開発」 

(1)灌水方法  

夏期高温期の生産安定を図るため慣行の矢野式潅水と、長時間の灌水が可能なチューブかん水による生育

への影響について検討した。矢野式潅水では約１０分間で地表面に水が浮き流れ出したが、チューブ灌水で

は２時間後も水が浮くことがなく土壌表土の流亡を防ぐことができた。出芽率・収量については明確な差が

認められなかった。芯枯れ症の発生は品種による違いは見られたがチューブ灌水が少ない傾向にあった。 

 

(2)遮光期間 

 夏期の高温対策として、遮光資材の利用が必須となっているが、遮光資材の利用方法については明確とな

っていないことから、遮光期間と栽植密度について検討した。遮光資材の被覆によりハウス内気温や地温は

低下するが、全期間被覆により１株重は軽くなり、草丈が伸び徒長傾向となり、特に株間が狭く立性品種を

利用する場合に、その傾向が顕著であった。 

 

(3)作業性と収量 

ホウレンソウ販売単価は長期低下傾向にあり、経営安定のためには収量性に加え調整等の作業性を考慮し
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た栽培技術の確立が求められていることから、品種と株間（７cm、９cm）の違いによる生産性について検討

を行った。株間を広げることにより作業性は向上するが、収量性は低下することから、株間は７cmを維持し

ながら１株重の重くなる品種を選択することが必要と考えられた。 

 

(4)コナダニ土壌消毒 

 ホウレンソウ生産において課題となっているホウレンソウケナガコナダニ対策として、秋季の土壌消毒（ク

ロルピクリン、ダゾメット剤）効果について確認を行った。各現地圃場ともに土壌消毒により１作目作付前

のコナダニ密度は大幅に低下していた。ただし、一部圃場では１作目作付終了後には処理前の密度以上とな

る例もあったことから、処理方法等に注意が必要である。 

 

(5)クロルピクリン処理時期 

 ホウレンソウケナガコナダニ対策として、ダゾメット剤の秋処理の効果が高いことから普及が進んでいる

が、それにより翌年の土壌病害を対象としたクロルピクリンによる土壌消毒実施時期を遅らせることが可能

か検討を行った。通常１作目終了後に実施している処理を２作目終了後の７月に実施したことにより２作目

の萎凋病の発生は若干増加したが、４作目までコナダニ被害を低下させることができた。 

 

(6)シペルメトリン乳剤 

 シペルメトリン乳剤の使用基準は収穫７日前までとなっているが、各県の収去調査等で残留が確認される

例があることから散布時期、回数の違いによる残留状況を確認した。使用基準（希釈倍率：１０００倍、収

穫７日前）で処理を行った場合も検出されることが確認されたことから、特に生育が緩慢となる低温期の処

理には注意が必要となる（平成２４年１１月２１日付けでシペルメトリン乳剤のホウレンソウにおける使用

時期は「収穫７日前まで」から「収穫２１日前まで」に変更された）。 


