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今月のトピックス  
 

平成２５年度の効率的な普及指導活動に向けて 

 

１ はじめに 

平成２５年度が始まり、本年度の普及指導活動も始まった。普及指導員数が減少するな

か、現場の解決を要する課題は多く、また近年その内容も多岐にわたってきている。この

ため、適確な現状の把握を行い、その現状を踏まえて適確な「あるべき姿（目標）」を描

き、その目標の達成に向けた具体的な取組（指導）事項を適切に実施してゆく事が、以前

にも増して、効果的・効率的な普及活動を進めてゆく上で重要となってきている。 

 普及指導計画は、多岐に渡る普及指導活動を計画的かつ効率的に推進し、より高い成果

を上げるために、指導支援事項を一体として作成したものであり、管内の農業・農村の実

態や農業者のニーズを基礎としつつ、国・県の基本方針・基本計画や、市町村、ＪＡ等関

係機関等の計画との整合性についても配慮して作成されるものである。 

年度初めに当たり、今年度の普及指導活動が計画的な活動となるよう、今一度、普及指

導計画のポイントを整理してみたい。 

 

２ 計画作成上の原則 

(1)普及指導対象の要望、ニーズ等に沿ったものである 

  普及活動は、普及指導員が農業者に一方的に押しつけるものではなく、農業者の実

態・意向等を可能な範囲で受け入れたものである。 

  また、国・県等の農業施策の推進方向にも十分配慮して取り組む必要がある。 

 

(2)普及指導計画は、普及指導員自らの活動計画 

  普及指導員自らの行う活動の困難性、地域に与える影響、効果等を十分に認識した上

で、実現可能な課題を設定する。但し、安易に解決可能な課題のみに取り組むのではな

く、より高い目標に向かってチャレンジする姿勢も忘れてはならない。 

計画の作成に当たっては、いつ、どのような方法・手段で取り組むのか、誰が取り組

むのか（課内での役割分担等）等についても、十分に検討し作成する。 

 

(3)普及活動は人を対象とした活動であることを忘れない 

普及指導計画では、単収の向上、品質の向上といった計画が良く見られるが、その場

合の単収・品質はあくまでも生産者の行動の結果である事を忘れず、行動主体である生

産者の能力向上に視点を当て、働きかけにより農業者がどのように変化したのかを忘れ

ない事が重要である。 
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☆普及事業は、人を対象としたソフト事業であり、「人の意識・行動変化を誘導す

る」ことが、まさしく普及の目標である。 

☆人の変化のプロセスは、 

・「知る」→「興味を持つ」→「参加する」→「満足する」→「理解する」→ 

「納得して実践する」という段階を経ると言われている。 

・生産者の変化を引き出すためには、いかにして対象である生産者に、興味を持

たせ参加させ、満足させるかが重要であり、生産者の主体性を引き出すための

「場面づくり」「出番づくり」「仕組みづくり」といった手法が上手く組み立

てられるかがポイントとなる。 

 

(4)関係機関との役割分担等を明確にする 

  近年の農業を取り巻く環境のなかでは、普及指導員１人が頑張ってもなかなか成果の

上がらない課題が増えている。より困難な課題を効率的に解決していく上では、関係機

関、団体との役割分担等を明確にし、その連携の上で取組を進めていく必要がある。 

 

３ 具体的な課題の設定 

普及指導活動は、現場における問題発見・課題設定（ＳＥＥ）からスタートして、計画

の策定（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）を経て、改善（Ａｃｔｉｏｎ）

し、再び計画を練り直す「ＰＤＣＡサイクル」で行われる。普及指導活動を効率的・効果

的に実施してゆく上では、特に「問題発見・課題設定（ＳＥＥ）」が非常に重要となる。 

 

(1)問題点、課題等の発見、掘り起こし 

  普及指導計画を作成する上で、最も大事な事は、対象（生産者、生産者組織）の現状

を正確に分析・把握し、そこから問題点を発見し、正しい課題を把握する事である。 

  現状分析が不十分なまま、目標の設定や指導事項の決定を行うと、対象のニーズと乖

離した活動となったり、目標が不適当なものとなりやすい。 

 

(2)到達目標の設定 

  普及指導活動の評価目標の設定に当たっては、 

  ①生産者、農業生産、地域の変化等を数値化した「成果目標」 

  ②普及指導活動の方法や活動量等の「活動目標」 

を区分して設定する必要がある。 

  活動目標を成果目標と間違えて、計画作成・評価を実施することのないよう留意する。 

  また、各年度計画における目標の設定に当たっては、基本計画で立案した目標（現在

の基本計画では２７年度目標）の達成に向かって、今年度どのような目標を設定して取

り組んでゆくかという、スパイラルアップの取組が重要である。 

  また、これからの普及事業を考える上で、第３者（農林行政を含む）からも評価され

るよう、客観的に判断できる指標（数値化）の設定についても考える必要がある。出来

る限り数値目標として設定出来る部分については、成果目標のなかで数値化を図る。 
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(3)対象の選定 

普及指導計画の指導対象は、地域のモデルであり、その成果が地域全体に波及される

ことを期待できるものを選定する。具体的には、技術革新の必要性が高い組織・個人、

生産者相互の情報交換の活発な組織等から選定する。場合によっては、問題意識のある

農業者を組織化（小集団化、研究会化）し、ともに問題解決を図る活動も必要となる。 

  近年課題が大型化し、対象集団が品目毎の生産集団全体を捉えたものが多くなってき

た事から、新技術の普及等にあたり、誰を対象に行っているのか分かりにくい課題が多

い。対象を明確にした上での、普及活動が必要である。 

 

(4)指導事項、具体的手段 

具体的な指導事項の設定に当たっては、現状の姿とあるべき姿との乖離から問題点を

抽出したのち、あるべき姿との乖離の原因と対策を考える。その際、大まかに概念的に

乖離原因を想定するのでなく、乖離の原因についてドリルダウン的（下方向に調査分

析）に掘り下げて実態把握を行い、原因を細分化する。 

  原因となっている根拠を数値化（現状とあるべき姿との比較）で示す事で、具体的な

対策や評価項目の設定が容易になり、また細やかな改善対策の策定が期待できる。 

 

４ 最後に 

年度の初めに当たり、今一度、普及計画を作成する上でのポイントを整理してみた。 

今年度の普及活動が、効率的・効果的な活動になるかどうかは、普及計画にかかってい

る。今年度の活動が計画的で、かつ成果の上がる活動となるよう、今一度計画に良く目を

通し、指導事項の再点検等を行うとともに、自らの行動計画の戦略を十分に練り、効果的

な普及指導活動につなげて欲しい。 
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               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆２月下旬～３月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

 ２月下旬は、旬の前半は冬型の気圧配置

が続いた。旬の後半は高気圧に覆われて晴

れた日が多くなったが、本州の南岸を東進

した低気圧の影響で雨や雪の降った日も

あった。平均気温は岐阜、高山ともに低く

なった。降水量は岐阜、高山ともに少なく、

日照時間は岐阜、高山ともに多くなった。 

３月上旬は、旬のはじめと終わりは本州

上を通過した寒冷前線や気圧の谷の影響で

雨や雪の降った日があったが、中頃は高気

圧に覆われて晴の日が続いた。平均気温は、

岐阜、高山ともに高く、降水量は、岐阜で

は少なくなり、高山では平年並となった。

日照時間は、岐阜では多くなり、高山では

かなり多くなった。 

３月中旬は、本州上を通過した前線の影

響で雨や雪の降った日もあったが、高気圧

に覆われて晴れた日が多くなった。平均気

温は、岐阜、高山ともに高く、降水量は、

岐阜では少なくなり、高山では平年並と

なった。日照時間は、岐阜、高山ともに多

くなった。 

 

 

２ 今後の気象予測 

 ◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台３月２２日発表 

向こう１か月の天候は、低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わり、平

年と同様に晴れの日が多い見込み。２週目は寒気の影響を受ける時期がある。 

【１ヶ月予報（３月２３日～４月１９日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 

3/23～3/29 天気は数日の周期で変わり、気圧の谷や湿った気流の影響で期間のはじめと終わり

には雨の降る所がある見込み。 

3/30～4/5 低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日

が多い見込み。また、寒気の影響を受ける時期がある。 

4/6～4/19 低気圧と高気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わる。平年と同様に晴れの日

が多い見込み。 

 

2012～2013 冬作半旬気象図(岐阜市) 

（平年：太線、本年：細線） 
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農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

(1)育苗 

①浸種 ～不十分な浸種は均一な催芽に大きく影響する～ 

※登熟期の高温は種子休眠を深くするので、育苗時に出芽不揃いをもたらす。２４年

産種子ではそのような問題は発生しないと思われるが、水温に注意し十分吸水を行

う。浸種水温が１０℃以下に下がると、浸種期間を延長しても発芽率が向上せず、

発芽不揃いを誘発させるので、寒い時期の浸種は加温を検討する。  

②催芽 ～多少長めでも９０％以上の芽切れを確認する～  

③播種 ～（育苗施設前提）均一かつ薄播きを励行する～  

④出芽 ～限界温度は３２℃、サーモ設定は３０℃に～  

⑤緑化 ～最も環境変動（気温・光・湿度）に弱い時期～  

※高温になりやすいビニルハウス内で育苗箱を並べる場合、潅水した水が逆流しない

ように並べる。（細菌性病害の蔓延を回避するため）  

 

   表 稚苗における各育苗ステージの温度管理 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施肥・耕起  

①土づくり  

  土づくりは、稲の根の健全化及び活力維持、地力窒素の利用促進等により、有効穂数

の確保と登熟の良い秋まさり型の生育が確保できる。近年では、風水害・冷害・干害等

の気象災害や病害等だけでなく、高温障害を軽減するとも考えられている。  

※土壌診断に基づく養分補給  

  肥料高騰時に不要養分の施用軽減が進められた。近年肥料価格も落ち着いてきている

が、登熟に必要なカリや米の食味改善に影響する苦土が不足に陥り、地域によってはリ

ン酸も不足寸前の状況に移り始めている。  

  水稲では（土壌改良資材や肥料等で施用する）リン酸が６kg/10a程度、カリが 

４kg/10a程度必要とされ、大豆ではそれぞれ８～１０kg/10a必要とされている。土壌養

分が不足し始めている状況のなか肥料高騰対策時に利用したリン酸とカリが少ない肥料

を使用し続けることは、地力低下に拍車をかけることとなるので改善したい。 

②クリーン農業に向けた施肥  

「ぎふクリーン農業」を進める場合、化学合成肥料の窒素成分量を単に制限するので

はなく、必要な量は代替資材の窒素成分で補い生育や収量を確保する。本年はハツシモ

の実証試験で地力窒素の把握と適正施肥量の検討がされるので、その結果にも注目して

ほしい。 
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③耕起  

  ねらいは、深い耕土層を作る、堆肥・わら等の埋没、刈株や雑草の埋没、下層土と上

層土の混和、未分解有機物の分解促進、砕土作業の容易化である。ロータリ耕は、耕起

と砕土を同時に行う容易な方法で耕深も一定であるが、プラウ耕に比べて反転性能が低

いので、速度をゆるめてしっかりと耕起する等の対応も必要である。 

④代かき  

  移植時に泥水の強制排水を行うことのないように浅水（表土が３０％程度見える状

態）で代かきを行う。植代後に散布する初期除草剤の使用は、昨年から「移植７日前」

処理に農薬登録が変更されているので、”代かきから移植までの期間が長い”条件で限

定使用する。 

  だらだらと雑草が発生しやすい地域で、代かきから移植まで日数が少ない場合は、移

植時～田植直後から使用できる剤で長期持続型成分を含む剤への変更も検討する。 

 

 

２ 麦 類 

(1)これまでの生育状況 

 麦の出穂は茎立ち後の節間伸長期における気温の寒暖に左右される。 

 この冬は１１月から気温が低温傾向に推移し、麦の生育がやや遅れていたが、３月に

入ってから急に気温が上昇していることから、この遅れがそのまま出穂の遅れにつながる

とは限らない。今後は麦の生育状態と気象変化に注意する。 

出穂及び開花の遅速は、その後の赤かび病防除時期にも影響する。思わぬ温暖日が続い

て出穂が早まると防除作業に遅れを生じさせ、赤かび病被害を大きくさせる場合もあるの

で、防除作業の準備は例年通り済ませておくことが大切である。 

 麦の茎数は平年よりも少ない地域もあるが、穂数以上は確保されているので、急激な茎

数の凋落が起こっていないか圃場状況を観察しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 平均気温の推移 
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   図 小麦の生育状況 

 

(2)排水対策 

 麦は畑作物であるので湿害に弱い。今年は周期的な降雨が多かったので、圃場は過湿気

味であり、今後は圃場がさらに過湿条件とならないように心がける。圃場に停滞する雨水

は、小麦の根域周辺に長く留まれば酸欠となり、出穂前では植物体の生育に影響し、出穂

後では登熟不良となることが予想される。登熟不良となれば、十分なデンプンを蓄えられ

ず、結果「硝子粒」が多くなり、中間質小麦の農林６１号やイワイノダイチにおいては品

質を低下させてしまう。それを回避するために、溝の点検と補修を確実に行うようにする。 

 

(3)縞萎縮病  

 小麦縞萎縮病は土壌中の菌が媒介する土壌伝染性ウイルス病である。本年も感染条件は

満たしており、遺伝子診断でも陽性（罹病）が確認されている。昨年同様、２月が寒かっ

たことから、３月以降暖かくなると葉の黄化などの病徴が確認され始める。また、気温が

２０℃を超すと病徴が消え、加えて追肥の効果により生育が旺盛になると、被害が判別し

づらくなるが、株元の稈が細くなったり、下葉の枯れ上がりが見られると倒伏も合併して

登熟不良に陥る。 

これまでの発症状況も加味して追肥などの対策を講じたり、次年度以降の感染拡大に配

慮して収穫作業順序を変更して対応する。  

 

(4)赤かび病防除 

 赤かび被害粒は農産物検査では０．０％（１万粒中４粒以下）となっており、カビ毒も

１．１ppm の含有基準値がある。「売れる麦づくり」のため、経営所得安定対策交付金を

しっかりと受け取るためにも、１等麦確保は重要であり、赤かび病の特徴を把握した防除

を徹底する必要がある。また、この病気は発生してから拡大を抑えることは極めて困難な

ため、予防第一に努める。 

 赤かび病は、開花期に最も感染しやすく、出穂期～開花期に高温・雨天が続いた時に発
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生しやすい。出穂した小麦は穂首節を伸長させて開花するため、出穂から開花までに７～

１０日要する。また、早い時期に出穂したものほど開花までに多くの日数を要し、遅い時

期に出穂したものは少ない日数で開花するので、遅く出穂した麦への防除のタイミング

（特に遅れ）に注意する。 

 防除は「開花始期」と「その防除の１０日後」の２回目防除を実施する。防除後も、倒

伏させないよう管理を行い、刈り取り後の収穫物は速やかに乾燥処理を行うことが大切で

ある。 

 

(5)適期収穫 

 収穫期の降雨は、退色・容積重低下・低アミロ麦（デンプン粘度の低下）発生など品質

低下を助長するので、収穫適期の適正な判断と計画的かつ迅速な収穫・乾燥調製作業が重

要となる。 

 平成２３年産は凍霜害等で成熟が遅れた品種の収穫作業が残ったために、後ろで収穫を

待つ品種が適期に収穫できず、しかも早い入梅で雨間収穫が余儀なくされ、品質が低下し

た。気象による不可抗力ではあるが、天気の移り方と作業進捗を予想する作業計画（コン

バインや乾燥調製施設の準備）が必要となる。 

 成熟期の判断は、圃場全体が黄熟色を呈し、茎・穂の中心まで黒化し、傾穂状を呈する

穂が多くなった頃である。従って、収穫期前後は定期的に穀粒水分を測り、成熟後の水分

が３０％以下になったら、天気予報も参考にして、できる限り速やかに作業を開始する。

収穫後は速やかに乾燥施設へ搬入するとともに、高水分の場合は予備乾燥や穀温４０℃以

下での処理を心がける。 

 

 

３ 野 菜 

(1)イチゴ 

今冬は１０月下旬より気温が下がりはじめ、１２月以降は厳しい寒さが続いた。  

草勢が充分でないまま寒さを迎えたためか、頂花房の遅れ以降それを引きずるように第

２花房、第３花房と順次遅れて、収穫量が伸び悩んだ。  

しかし、３月になると一変して高温傾向となり日照時間も増加したため、一気に草勢が

回復するとともに出荷も集中し着色も進んだ。  

今後は、早朝収穫と収穫後のす早い予冷、収穫カラーの変更と徹底など、品質管理を徹

底するとともに、うどんこ病や灰色かび病、ハダニなどの病害虫の発生に充分注意して、

増収を目指したい。 

①適期収穫の励行  

  気温が高くなると急に着色が早まるので、収穫が遅れないよう注意する。この時期の

着色基準（カラーNo.２～２．５）を厳守し、収穫のための適正な労力を確保して適期

収穫に努める。  

②早朝収穫の励行  

  収穫時刻が遅くなりハウス内温度が上昇すると、イチゴの果実温度も同様に高くなっ

て果実硬度が低下する。できる限り早朝の涼しい時間帯に効率よく収穫する。また、手

擦れや傷みを防止するため、収穫方法や収穫トレイ等への果実の置き方にも充分注意し

工夫する。  
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（S57.10 全農施設・資材部刊青果物予冷施設の 

手引きから） 

③ハウス内の温湿度管理  

 外気温がおおよそ１５℃以上となると、換気扇のみでは充分にハウス内温度を下げる

ことはできない。内張ビニールを外して、サイドビニールの開閉や谷換気などを併用し

て、適正な温湿度管理を行う。特に晴天時は早朝から換気を行って、急な気温上昇に備

える。 

  高設栽培では、草勢等を確認し培地加温を調節（停止）する。また、ベンチを覆うビ

ニールを取り外すと、一気に湿度が上昇し「灰色かび病」が多発しやすくなるので、夜

間も含めて換気を実施する。  

曇雨天時は、加温機の利用や送風、循環扇等の“風”を利用して葉面や果実表面を早

めに乾かして品質管理に努める。  

  最低気温が１０℃を上回るようになったら夜間もサイドビニールを開けておく。  

④遮光による昇温防止  

  日差しが強まると、果実温度はハウス内の気温より高くなり、４０℃近くまで達する

ことがある。このような環境下では、着色が一気に進みやすくなるとともに果実も軟ら

かくなる。  

  この場合は、ハウス屋根上部への遮光資材の被覆や塗布剤散布が有効である。特に、

早朝からの直射日光による果実温度上昇を防ぐため、ハウスの東側を主体に遮光や塗布

する。 

⑤かん水管理  

  日照時間が延び日差しが強くなると、給水量が増える。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。  

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。  

⑥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、２月までは５℃設定としていたが、３月以降は５～１０℃設定

とし、外気温の上昇にあわせて高くする。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。  

 左図は産物の品温と結露時の外気条件（外気

温と相対湿度）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 
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 討する。  

⑦病害虫の発生を抑える栽培環境の管理徹底  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左：葉欠きや花梗の除去が実施され株もとがすっきりしている  

写真右：葉欠きや花梗の除去がされていない株  

  収穫・出荷に追われる毎日となるが、それぞれ工夫して時間を設け、常に古葉や下

葉、花梗くずや花がら等を除去して株もとをすっきりさせることにより、薬液もかかり

やすく、病害虫の発生しにくい栽培環境とすることができる。  

今後は、降雨や曇天後には灰色かび病やうどんこ病が発生するものと考え、予防散布

を実施するとともに、必要以上のかん水を控えて多湿にしないことも重要である。  

また、今冬は、ハダニのまん延が問題となっていた。さらに、気温上昇によるビニー

ルの開閉でアザミウマが飛び込んでくる。できる限り早期発見に努め、発見初期に防除

する。防虫ネットや粘着シート等の物理的耕種的な防除を継続するとともに、天敵昆虫

の放飼も行う。  

なお防除は、「ハチ」への影響を考慮して実施し、ローテーション防除を行って連用

を避ける  

⑧育苗管理  

  ２５年度産に向けての苗づくりが始まっている。  

  現在は降水量も少なく乾燥傾向であるため、うどんこ病は要注意である。 

  予防剤を中心にして、週に１回程度の定期的な防除を実施し、まずは親株から炭そ病

やうどんこ病を発生させないことが重要である。  

また、アザミウマ類やハダニ類は、栽培中の本ぽとの行き来による“持ち込み”にも

充分注意して作業を行う。 

○古葉などを除去して株周辺をすっきりさせる。 

○出蕾した花は必ず早めに除去する。 

○降雨が増えるので“雨よけ”ビニールを被覆しておく。 

○高温・乾燥にも注意して“定期的な潅水”を行う。 

○ランナー発生前に肥培管理を行い親株の充実に努める。 

○ランナー発生前までに、病害虫防除を実施する。 

  今冬は２月を中心に寒さが厳しく、今後の親株の草勢確保が重要となる。  

  春植えであったり、充分な草勢になりくにい場合は、ビニールを下げて温度確保を図

り、適正な草勢の確保を実施する。  
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左図：光合成に対する炭酸ガス濃度

と温度の関係（ﾊｰｽﾄﾗ．1963 年） 

右図：トマト葉柄における光合成産物の転流

速度に及ぼす温度の影響（吉岡ら．1986） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左：ビニール被覆下で防虫ネット（１ミリ目以下）を利用した育苗  

 写真右：力のある新葉の展開が始まった親株。そろそろ追肥を実施してランナー発生や

その後の草勢維持に努める。（撮影：全農岐阜イチゴ新規就農者研修所）  

 

(2)施設野菜（トマト・キュウリ） 

 今冬は厳しい寒さとなり燃油も高騰しつつあることから、栽培には厳しい年であったが、

比較的日照時間にも恵まれ、まずまずの栽培経過と収穫出荷に至っている。 

３月以降は急激な気温上昇となっているため、ハウス内の温湿度管理を見直し適切な草

勢管理を行い、充分な収穫量の確保に努める。 

①ハウス内の温度管理の励行 

光合成の適温は２５℃前後とされ、日出後なるべく早く適温に到達し、適温前後でハ

ウス内温度が推移するよう維持管理するのが好ましい。また、光合成産物（同化産物）

を植物体各所へ転流する温度は約３０℃が適温とされている。  

 午前中は２５℃前後を目安に管理し午後は２５～３０℃を目安に管理すると、光合成

産物を有効に利用できる。 

但し、晴天下では急激にハウス内の温度が上昇するため、ツマ面や谷、サイド面の換

気を考慮して温度管理に努めるが、一気に換気を実施すると、急激な湿度低下により気

孔が閉じることによって、光合成を妨げる場合があるため注意する。 
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また、光合成の促進には炭酸ガスの施用効果が大きいことがわかっており、昼間の換

気実施中でも大気と同等程度の濃度を目安に利用を継続したい。 

②ハウス内の湿度管理の励行 

ハウス内の湿度は主に土壌からの蒸散と作物からの蒸散による。 

  作物体や果実表面の“ぬれ”は病害の発生に繋がるが、“ぬれ”の発生は、早朝のハ

ウス内の気温変化と作物のもつ温度との差と湿度が大きく影響する。 

早朝からの加温機の利用や循環扇等の“微風”の利用、換気等により早めに乾かすよ

う工夫する。 

 但し、先にも述べたように、湿度は気孔の開閉と密接な関係があり、それは炭酸ガス

の植物体内への取り込み量に影響し、しいては光合成量に関係するため、急激な湿度変

化には注意したい。 

 換気や送風と同時に畝間等へのかん水、できればミスト散水などがあれば利用して、

７５％以上の湿度を保つことができれば優れた環境管理が可能となる。 

③病害虫管理 

それぞれの主要な病害に注意して、発生させにくい草姿、草勢管理、栽培環境の確保

に努める。また、定期的な予防散布を実施する。 

害虫については、ウィルス病の発生につながるミナミキイロアザミウマ、タバココナ

ジラミの飛び込みや多発生に注意し、０．４ミリ目合いの防虫ネットの利用や生物農薬

等の利用により耕種的な防除に努める。 

また、今年度の作付け終了時には、蒸し込みを実施し、病害虫の根絶を図る。 

 

(3)ホウレンソウ（高冷地） 

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 

  ア 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
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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。 

イ 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)トマト（高冷地） 

 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。
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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。 

⑧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。原因として、基

肥施肥量が不足ぎみであることや、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が疑われる。葉先枯れ症対策の基本は、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である。 

 

(5)ダイコン（高冷地） 

 ①ほ場準備 

  早出し作型の栽培ほ場では、早急に融雪・排水処理を行い土壌の乾燥促進と地温の上

昇を図り、適正な土壌水分状態での耕起・整地作業に努める。 

 ②土壌診断 

  基本的に土壌適応性は広い作物であるが、連作年数が長いほ場が多くなっていること

から、微量要素欠乏の発生を抑制するためにも、ｐＨ、リン酸、塩基類が適正範囲を逸

脱しないように、土壌診断を実施し適正な土壌改良に務める。 

 ③抽苔対策 

  春まき作型は抽台発生が問題となるため無理な早まきは避ける。用いる品種により晩

抽性が異なるため、地域で特性が確認された品種を利用するとともに、特に早春期（４

月中旬～４月下旬）は有効トンネル＋べたがけ資材により最高気温を２５～３０℃に保

つ。その後も品種によっては最低気温が１０℃を下回ることの多い６月上旬まではトン

ネル被覆が必要となることから注意が必要である。また、トンネル資材は光の透過率を

上げ地温の上昇を図るため、必ず新品の資材を利用する。 

 ④虫害対策 

  春期は特にタネバエの被害に対する注意が必要となる。地域により発生時期は異なる

が、５月上旬～６月下旬に発生ピークを迎える傾向が強い。成虫は臭気の強い有機物に

強く誘引されることから、未熟有機物や有機質肥料の施用は避けるとともに、耕耘直後

の湿った畑にも集まることから、耕耘・畝立て作業時の天候・時間帯にも注意が必要で

ある。 

 

(6)グリーンアスパラガス（ハウス立茎栽培） 

 今冬は、１２月から２月いっぱいが厳しい寒さとなり、春芽の萌芽が遅れているが、３

月以降は気温も上昇して促進してきているようである。日中は急激に温度が上昇しやすく

なっているため、３５℃以上にならないように換気等を行い、適正な温度管理とする。 

 ４月に入り、萌芽や収穫が本格化してくるが、下旬には立茎に向けた準備を進める。 

 今年は、春芽が遅れているため収穫期間を延長すると、立茎のための充分な時間がとれ

ず草勢の確保が難しくなる場合も想定される。追肥等による草勢の維持を図りながら、立

茎開始があまり遅れないように注意する。 
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①立茎開始の目安 

 一般的には、１日の収穫量がピーク時の３０％程度に低下し、萌芽が細く、芽先が開

き気味になってくる時期で、収穫開始から３０～４０日ほど経過した頃を目安とする。 

②立茎前の準備  

 堆肥の投入量が少なかった場合は、粗大有機物が多いものを１ａあたり約２㎥施用す

る。また、緩効性の肥料を利用して、窒素、リン酸、カリそれぞれを１ａあたり約４kg

程度追肥する。時期は、立茎開始の１０日前を目安に実施する。 

 

(7)露地野菜全般（平坦地） 

 岐阜市周辺では、ハウスダイコンがほぼ終了し、露地ダイコンの収穫へと移行する。ホ

ウレンソウは、冬春どりから春どりへと移行し、エダマメはハウス栽培から順次播種が進

む。夏秋どりの果菜類等については、定植準備に忙しくなっていく。 

 ４月の気温は平年並みかやや低い傾向と予報されている。ここ数年でも、極端な小雨、

低温及び高温、寡日照など毎年様子が違う。突然の寒の戻りには十分に注意したい。露地

ゆえにやむを得ない場合もあるが、品質の低下や早期の病害虫の発生に十分注意する。 

①気温の上昇 

急な気温の上昇による越冬品目の生育の前進化には注意し収穫適期を見極める。 

 また、播種や育苗にトンネル等を利用する場合は、昼間の温度上昇により生育や開花、

結実などに影響が予想され病害も発生しやすくなるため、換気を行うなど注意する。 

②水管理 

露地栽培の場合、降雨＝かん水となる場合が多いが、降雨が少ないと活着不良や根張

り不足、果実品質の低下などを招く場合がある。あらかじめ、うね間かん水やスプリン

クラー等の利用など準備しておくとよい。 

また、極端な降雨によるほ場内の長時間の滞水は、その後の生育遅延や土壌病害の発

生など影響がある。排水性について今一度確認したい。 

③肥培管理 

生育ステージや作型を考慮し、生育状況など十分に観察して適量を施す。 

④病害虫管理 

気温の上昇と降雨の増加により、ボトリチスによる病害やべと病、うどんこ病、根腐

れ病等の発生が見られる。泥のはね返りや排水などほ場管理の改善に努め防除を実施す

る。このとき、同系統の連用をさけ、ローテーション防除を心がける。 

 また、害虫の発生についても、気温の上昇とともに、ハモグリバエ、アザミウマ類や

コナジラミ類、ハダニ類及びヨトウムシなどが発生するため防除を実施する。このとき

も同系統の連用をさけ、ローテーション防除を行う。 

 

(8)夏秋ナス 

 今月中旬から、早い産地では定植が始まる。天候にもよるが、定植後はかん水管理を徹

底して早めの活着と根張りを促す。４月の定植では夜間の保温を行う。また、周辺の防風

ネットや誘引用支柱の設置も遅れないよう順次作業を行う。 

 ５月定植に向けては、ほ場内の排水対策を徹底し、堆肥等による土づくりや基肥を投入

して深耕し畝を立てておく。できれば降雨後にマルチングを行い定植に備えておく。 
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①定植前の管理 

定植前には、連作のない排水及び日当たり良好なほ場を選んで、水はけのよい環境に

しておく。また、１０a あたり２ｔ程度の良質な堆肥を投入し深耕しておく。 

定植の２週間前までに、基肥の投入と耕起及び畝立てを行い、適度な降雨の後の畝が

十分に湿っているうちにマルチングする。 

天候によるが、定植前日に苗には十分なかん水をしておく。 

②定植 

適正な使用により、定植前並びに定植時に粒剤による害虫対策を実施する。風が少な

く天気のよい暖かい日を選んで、６０～７０cm 間隔を目安に定植位置にマルチの穴を

空けておき、苗を定植する。 

苗の根鉢を崩さないよう十分に注意して、深植えにしないよう植え付ける。植え付け

後はできる限り早く、苗の土と植付け床の土が十分馴染むようにたっぷりかん水する。 

植付けたナスは支柱にしっかり固定しグラつかないようにして、マルチ下から熱風が

出ないように、植穴のマルチ部分は土などでふさいでおく。 

４月定植であったり、夜間の温度が下がりすぎるような地域などは、ビニールトンネ

ルや不織布等を利用した保温対策を実施する。 

③定植後の管理 

定植後は、活着を促すため１週間ほどは十分な潅水を続ける。活着したら（活着サイ

ンの確認）、やや潅水間隔をあけて根張りを促す。トンネル等を利用している場合は昼

間のトンネル内の高温に注意する。 

 周辺の防風ネットの設置や誘引する支柱などの準備が遅れないよう作業を進める。ま

た、常に排水状況を確認し改善する。 

 

(9)サトイモ 

 早い産地では３月下旬から、一般的には４月上旬から中旬にかけて、定植が行われる。 

①ほ場の準備 

ほ場の周辺には明きょを実施するなど、排水対策を徹底しておく。 

石灰が不足すると“芽つぶれ症”が発生しやすくなるため、土壌診断等を実施して十

分に施用するとともに、１０ａ当たり完熟堆肥を２～３ｔ投入して十分な耕起を行う。 

②種イモの準備 

地域の栽培暦によるが、出来る限り「丸く」て「芽」のしっかりした５０～７０ｇ程

度の無病な種イモを、１０ａ当たり２，０００～２，５００個程用意する。 

農薬の適正使用基準に従い、種イモの消毒を実施する。 

 なお、種イモは定植のおおよそ１週間ほど前に準備しておく。 

③マルチ栽培での定植 

 定植前に、幅：１００～１１０ｃｍで高さ：２０～２５ｃｍ程度の畝立てを行って、

マルチをかけておく。 

 定植機等を利用して３５～４０ｃｍ間隔で種イモを一粒ずつ植穴に落とすが、植え位

置は１５～２０ｃｍとやや深めとし、芽を上にして植えるよう努める。 

④培土栽培での定植 

定植前には畝を作らない。 

植え付け時に、最終的にはうね幅が１１０ｃｍ程度になるように条間をとり、植え付
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け間隔は種イモの大きさにより３５～４０ｃｍ、深さは５～１０ｃｍ程度で芽が上向き

になるように植え付ける。 

順次培土を実施するため、作土の少ない場合はうね幅を広げるなど工夫する。 

⑤雑草対策 

植え付け後、土が湿っている夕方を目安に除草剤を散布する。除草剤の利用にあたっ

ては適正使用基準を確認し遵守する。 

 

(10)タマネギ 

 早生種は今月下旬から収穫が始まる。出荷計画に合わせて順次収穫を行う。 

 中・晩生種についてはそろそろ肥大が始まるため、病害虫等で茎葉を傷めないよう、べ

と病や灰色かび病、アザミウマ類等の発生には十分注意し、早期の防除に努める。 

また、畝間などに滞水させないよう排水対策に努める。 

 

 

 

４ 果 樹 

(1)今年の主要果樹の生育（表１～５） 

 今年の冬は寒さの厳しい日が続いたが、３月は気温が高くなり、春の訪れが加速され

た。サクラの開花は岐阜市で３月２１日であり、前年より９日、平年に比べ５日早く

なっている。 

 ３月２１日現在、ナシの発芽期は平年と比較して、「豊水」では４日早くなり、「幸

水」では６日早くなった。カキの発芽は「早秋」では平年並みであり、「太秋」では６

日、「富有」では５日平年より早い。クリ、モモ、リンゴの発芽期も平年よりやや早く

なる見込みである。 

 天気は、４月中旬頃までは平年同様、数日の周期で変わり、高気圧に覆われ晴れる日

と低気圧の影響を受ける日があると予想されていることから、晩霜害に注意する。生育

ステージにあわせて、芽かき、摘蕾、摘花、人工受粉等の管理が遅れないように心がけ

る。 

 

表１ カキの生育相（農業技術センター：岐阜市） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2013 3/17

2012 3/21 4/15 5/21 5/22 5/25 10/4 10/9 10/16 253 17.5
平年 3/17 4/7 5/19 5/20 5/23 9/29 10/3 10/7 242 16.3

太秋 2013 3/18
2012 3/23 4/18 5/21 5/21 5/26 10/18 10/25 10/29 346 16.7
平年 3/24 4/12 5/19 5/20 5/24 10/15 10/23 10/30 340 17.2

富有 2013 3/19
2012 3/22 4/18 5/23 5/24 5/27 11/7 11/20 11/27 253 16.8
平年 3/24 4/13 5/20 5/23 5/26 11/6 11/19 11/30 273 17.0

開花期 収穫期
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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　 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2013 3/12

2012 3/17 4/15 4/15 4/18 4/25 8/12 8/22 8/27 347 13.1
平年 3/18 4/14 4/11 4/15 4/22 8/7 8/11 8/25 358 12.6

豊水 2013 3/10
2012 3/15 4/9 4/12 4/16 4/17 9/6 9/12 9/20 447 12.5
平年 3/14 4/9 4/6 4/12 4/18 9/3 9/11 9/18 447 13.2

開花期 収穫期

 

 

表３ クリの生育相（中山間農業研究所：中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

 

 

 

 

 

 

 

(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

破壊した結果生じる。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。 

①事前の予防対策 

  ア 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。 

  イ 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

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2013

2012 4/9 4/30 5/2 5/6 8/5 8/17 341 16.0
平年 3/27 4/27 4/30 5/5 8/3 8/14 289 15.5

昭和 2013
白桃 2012 4/9 5/1 5/3 5/8 8/23 8/31 385 17.3

平年 3/27 4/29 5/1 5/6 8/19 8/28 337 15.7

開花期 収穫期

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2013

2012 4/14 5/5 5/8 5/15 9/6 9/18 317 13.9
平年 4/6 5/4 5/7 5/13 9/5 9/22 347 13.6

ふじ 2013
2012 4/15 5/4 5/8 5/14 11/16 12/3 365 16.1
平年 4/6 5/4 5/7 5/13 11/11 11/29 368 15.8

収穫期開花期

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）
丹沢 2013

2012 4/10 4/30 6/18 6/13 9/4 9/14 28.6
平年 4/1 4/27 6/17 6/12 8/31 9/17 25.3

筑波 2013
2012 4/9 4/28 6/19 6/12 9/25 10/7 29.3
平年 3/29 4/26 6/17 6/10 9/18 10/10 25.0

ぽろたん 2013
2012 4/10 5/1 6/18 6/17 9/17 9/23 29.7
平年 3/31 4/27 6/16 6/14 9/13 9/25 28.5

収穫期雌花
満開

雄花
満開
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い、地中へ蓄熱させる。 

  ウ 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処置 

  ア 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。 

  イ 病害虫の発生に注意し防除の徹底を図る。 

  ウ 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。 

  エ 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。 

  オ 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。  

 

(3)果樹カメムシ類の越冬量調査より（表６） 

 病害虫防除所が調査した今年のチャバネアオカメムシ越冬量は、平年より少ない傾向 

であった。今年の夏前のカメムシの発生は、少ないと見込まれる。 

 

 表６ 果樹カメムシ越冬量調査 

病害虫防除所調査（平成 25 年 2 月実施）から抜粋 

※調査地点１カ所あたり 50L の落葉を採取し、ハンドソーティングにより調査 

※Ｈ２４その他カメムシは、果樹加害種（主にエサキモンキツノカメムシ）頭数 

 

ﾁｬﾊﾞﾈ
ｱｵｶﾒﾑｼ

その他
ｶﾒﾑｼ

ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ

平年 H23 H22 H21

岐阜市 城田寺大橋 - - 1.0 0 0 5

東秋沢 0 0 2.3 0 0 13

彦坂川南 0 1 1.9 5 0 4

海津市 南濃町奥条 1 0 1.3 0 0 4

南濃町藤沢 - - 1.6 0 0 3

揖斐川町 谷汲北屋敷 - - 3.0 0 1 14

大野町 松山 0 0 0.8 0 0 0

本巣市 文殊 - - 0.8 0 0 1

法林寺 2 0 1.2 1 0 5

美濃市 曽代① 1 0 3.0 3 1 5

曽代② - - 1.7 - 3 3

美濃加茂市 山之上西洞 0 0 1.2 1 0 5

山之上中之番 0 0 1.0 0 0 3

中津川市 落合① 0 0 0.3 1 0 0

千旦林 0 0 0.6 0 0 2

恵那市 阿木① 1 0 0.6 0 0 2

0.5 0.1 1.4 0.7 0.3 4.3

H24

平均

               調査年度

 調査場所
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５ 茶 

３月２１日現在、池田試験地の茶の発芽は平年並みの４月４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は凍霜害である。凍霜害は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。 

 新芽の細胞が約－２℃の温度で凍結し、破壊されることで枯死する。凍結した時期や

程度により差はあるが、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減少

し、その年の生産に大きな打撃を受ける｡ 

 

(1)防霜対策 

実用的な防霜法は、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６ m 付近の気温

は茶株面付近の気温より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
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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（１０a 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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６ 花 き 

(1)フランネルフラワー（鉢物） 

①春出荷作型 

ア 昨年の６～７月に播種した株は、出荷適期を迎えている。出荷は頂花が開花し腋

芽の開花始めか出蕾している頃から可能となる。   

イ 気温の上昇に伴い、今後は急激に株張りしてくるため十分に株間をとり、水切れ

に注意する。株間が狭く、かん水量が少ないと下葉が黄変しやすくなり、商品性を

著しく低下させるため、適切な管理を徹底する。 

ウ 病害を防ぐためにも、なるべく早めに換気を実施するなど環境管理に十分注意す

る。 

②秋出荷作型 

ア 秋出荷作型における栽培ポイントとして、鉢上げの遅れがその後の生育に大きく

影響する。播種から必ず、２ヶ月程度で鉢上げを行うように準備を進める。 

イ 急激に温度上昇する場合があるため､移植直後のかん水管理には注意する｡ 

ウ 「フェアリーホワイト」は、４月に入ってから播種をしても年内に開花しないた

め出荷が出来ない。今後、年内出荷用の播種を行う場合は「エンジェルスター」を

利用する。 

エ 播種用の種子は風選機にかけ精選したものを用い、１箱当たり３～４ｇを均等に

まく。覆土は種子が完全に隠れる程度とする。 

 

【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 

 

(2)サルビア・フェニックスシリーズ（春出荷）  

①摘心の管理  

ア 開花枝を増やし、枝を充実させるために必ず摘心する。鉢上げ後、２～３

節が伸びた頃、最初の摘心を行う。  

 イ 摘心は草勢が弱ければ２節、強ければ１節を残して行う。  

 ウ 枝数を増やすために、最初の摘心から１～２週間後に新たに伸びた枝を再

度摘心する。枝ができるだけ若く小さいうちに摘心する方が、株への負担が

少なく、その後の芽の伸びも良い。さらに枝数を増やしたい場合は、さらに

摘心を繰り返す。  

②出荷時期  

開花が始まると、花やガクが落ちて観賞価値が劣るため、開花数日前には出荷
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する。（店頭で咲き始めるのが望ましい）  

 

【サルビア フェニックスシリーズの作型】  

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 

 

春出荷 

 

     

       ×  × 

× 

   ○：挿し木  ：鉢上げ(3.5 号～) × ：摘心 ■■：出荷  

 

 

 

７ 畜 産 

(1)飼料作物（トウモロコシ） 

①肥培管理 

・土づくりと品質向上のため、堆きゅう肥、石灰資材を施用する。 

・多肥により増収するが、窒素を多用すると倒伏する恐れがある。 

  ・カリは堆きゅう肥からの施用を中心とする。 

  ・リン酸は初期生育に約８割を必要とするので、基肥を重点とし、速効性リン酸を施

用する。 

 ②播種 

  品種により播種量は異なるが、２～３kg/10a を播種する。目安として、早生品種は

１０a あたり７，０００本仕立て、中晩生種は１０a あたり６，５００本仕立てとする。 

 

(2)養 蜂 

 ４月に入り気温の上昇とともに蜂数も増えて、巣箱の中に小さな自然巣をつくるように

なったら巣枠を追加する。外側から１枚ずつ順に増やしていく毎に蜂数も急速に増えてい

く。巣箱の十枚の巣枠のうち８枚は蜂の子でいっぱいとなり、両側２枚が貯蜜で満たされ

ると１０枚充満群となり、この状況で蜂数は約２万匹となる。その後は、継箱を載せてさ

らに増勢していく。 

 蜂数が増大すると蜂の産卵圏や貯蜜する場所も少なくなるため、働き蜂は女王蜂育成用

の王台をつくり分蜂の準備を始める。分蜂すると大量の蜂が出巣することになり、群が縮

小されてしまう。分蜂を防ぐためには、まず出来るだけ蜂を密集させないよう、増勢に応

じて継箱及び巣枠の追加をして女王蜂の産卵場所を確保する。さらに、貯蜜を全部取り除

いたり、空巣枠を入れる等蜂を分散しても防げないようであれば、人工分蜂を行う。 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

専門項目に関する情報  
 

夏秋トマト栽培における土壌病害対策について 

 

県内の夏秋トマト栽培は、栽培が開始され、何れの地域も４０年あまりが経過している。

その間、国営東部農地開発事業等により、新たな農地が開発されてはいるが、水田地帯等

では、自作地で栽培を連続している例も珍しくはない状況にある。トマトに限らず野菜栽

培において土壌病害の発生は、産地の存続を左右しかねない最も重要な問題に位置付けら

れている。夏秋トマト栽培では、特に水田転作圃場を中心に青枯病対策が重要な課題と

なってきた。現在は「桃太郎８」を中心に穂木にもある程度の青枯病耐病性が付与されて

おり、セル成形苗を利用した接ぎ木法が普及したことに加え、県内でも大型育苗施設が建

設され購入苗の利用が容易となり、夏秋トマト栽培においても接ぎ木苗の利用が一般的と

なっている。 

しかし、近年の温暖化の影響により、夏期を中心に極端な高温となる年が頻発する傾向

にあり、高温性の土壌病害である青枯病の発生が目立つ状況となっている。加えて青枯病

と同様に細菌性の土壌病害である、かいよう病の発生も各地域から報告されている。平成

１３年頃にも飛騨地域において、かいよう病の発生が大きな問題となっていたが、土壌消

毒や種子の乾熱殺菌等の対策により、発生自体が大幅に減少したと考えられていた。これ

まで萎凋症状を伴う細菌性土壌病害については、農業普及課等が中心となり、外観的な症

状や導管からの浸出液の観察によって判断されてきたが、一般的に症状が進行した状態で

持ち込まれることが多く、原因となる病害を特定することは難しい状況にあった。現在で

は青枯病とかいよう病、その他病害の判別が可能な選択培地が普及してきたことから、現

地の被害株についてもより確実な診断が可能となりつつある。今年度、持ち込まれた事例

の中で、青枯病と診断していた土壌病害の中で、相当数がかいよう病との併発であること

が確認された。また、以前から問題となっていた半身萎凋病についても、一部で試験的に

導入されていたレース２抵抗性台木においても発病が抑えられない状況が発生する等、各

地域において土壌病害対策が、重要な課題となりつつある。 

全国的に土壌病害対策について新たな取り組みが進みつつあることから、最新の研究成

果等を中心に、県内産地においても導入可能な技術を報告したい。 

 

(1)青枯病 

青枯病対策としては、抵抗性台木の利用が古くから行われており、東濃地域のようにほ

ぼ１００％に近い接ぎ木実施率となっている地域もあるなど、県内全域でほぼ定着してい

る技術であるが、台木品種の青枯病に対する防御機構の詳細が明らかとなったのは、比較

的新しく１９９０年代以降のことである。抵抗性品種は青枯病菌の直物体侵入を許した場

合にも、導管や周辺細胞間の水やミネラルの移行に関係する壁孔隙や細胞壁を強化する機

能を有することから、細菌の移行や増殖を効果的に抑制していると考えられている。しか

し、土壌中の菌密度や地温（高温で菌密度増加）や土壌湿度（高湿度による根痛みで菌侵

入増加）、感染時の生育ステージ（小さい程、抑制効果低い）等の条件が重なると防御機

能が低下するため、根から侵入した青枯病菌が穂木まで移行し、増殖・移行抑制機能のな

い穂木の導管内で青枯病菌が増殖することにより発病することが報告されている。 
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図２ 台木‘Ｂバリア’への「高接ぎ」によるトマト青枯病の発病抑制効果

（鍛冶原ら 2008） 

その対策としては、土壌消毒の実施や地温抑制マルチ等の利用により青枯病菌の密度低

下や増殖抑制を図ることに加え、根からの病原菌侵入を抑制するため明渠や暗渠等の設置

により土壌水分の上昇を防ぐことが基本的な対策となる。これらの技術に加えて台木品種

の抵抗性機能を最大限高めるために、従来台木の子葉上または下で接ぎ木されていた接ぎ

木部位を台木２～３葉上まで高める高接ぎ木を行うことが、青枯病の発生抑制に効果的な

ことが実証されている（図１）。 

山口県農林総合技術センターが実施した台木「Ｂバリア」への抑制効果試験では、慣行

接ぎ木と比較し高接ぎは、青枯病初発日は変わらないものの、その後の発病株の増加は緩

やかであったことから、「高接ぎ」による発病抑制効果が認められたとしている（図２）。

また、現地試験において、収量・品質への影響は認められなかったとしている。 

北海道総研花･野菜技

術センターによると、接

ぎ木台木は５～６葉期、

穂木３．５葉期に、台木

２葉上、穂木子葉上で切

断し、スーパーウイズ等

で斜め合わせ接ぎを行う

としている。穂木１２８

セル・台木７２セルを利

用した場合、雨よけ夏秋

栽培では台木播種を穂木

より５日早く行うことと

している。 

 

 

 



- 26 - 

 

高接ぎ木苗は既に全国的に販売が開始されており、通常接ぎ木苗と比較し約１．２倍の

価格で購入が可能である。県内産地では地域外からの苗導入を行わない地域も多いことか

ら、地元の苗生産会社等と供給について調整することが望ましい。 

青枯病菌は他の土壌病害病原菌と比較し、より深層に分布していることから一般的な土

壌消毒法（クロールピクリン、ガスタード微粒剤、土壌還元）では十分な防除効果を得ら

れないことが大きな問題となっている。その解決を図るために、各県で糖蜜による土壌還

元消毒や米ぬか利用による深層土壌還元消毒について効果を検証している。糖蜜やエタ

ノールによる土壌還元処理は、通常の米ぬか利用土壌還元と比較し、下層に浸透しやすい

ことから、より深層まで処理が可能となるが、処理コストが１０万円／10a と高価な点が

ネックとなっている。北海道総研花･野菜技術センターでは、コスト低減と深層での処理

効果を高めるため、米ぬか利用処理量を２t／10a（通常１t／10a）とし、深耕ロータリー

耕により処理深さ４０cm 以上（通常２０～３０cm）を基本とし、春期（４～５月処理）

や秋期（９～１０月処理）処理の効果を検証している。特に春期は処理後半の４０cm 深

平均地温２２～２３℃、２５℃以上積算時間が２００時間以上、潅水量２５０㎜（通常 

１５０㎜）を確保した場合に、十分な効果が得られており、処理期間中の平均温度１１℃

以上が目安になるとしている（高山観測所平均気温：１４．８℃（4／16～5／15）） 

（表１）。 

これらの技術を総合し、山口県農林総合技術センターは青枯病発病株率を５～２０％、

２０～５０％、５０％以上の３段階に分類し、発病株率５～２０％未満の圃場は高接ぎ木

のみで対応、２０～５０％の圃場は深層土壌消毒を実施した場合は慣行接ぎ木、通常土壌

消毒実施では高接ぎ木を組み合わせる方法、５０％を越える圃場は、高接ぎ木を基本とし

通常土壌消毒または深層土壌消毒実施を組み合わせる方法を推奨している。２作目以降に

ついては、高接ぎ木を基本とし、青枯病発病株率２０％以上の圃場では再度、深層土壌消

毒を実施するとしている（図３）。 

トマト栽培における難防除病害である青枯病の対策については、抵抗性台木への接ぎ木

を基本に、よりその機能を高める高接ぎ法や病原菌密度を下げる土壌消毒の実施に加え、

病原菌の感染リスクを下げるための地温低下や排水性向上等の総合的な処理を組み合わせ

ることが必要となる。 
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(2)かいよう病 

平成１１年頃より国内のトマト産地において、かいよう病の発生が問題となっている。

病徴としては、初め中位葉・下位葉に脱水斑様の症状がみられ、やがて葉の黄化・萎れが

上下の葉位に広がり、最後には株全体が枯死する例が一般的である。しかし、川口らは岡

山県の雨よけハウスや岩手県及び青森県の露地圃場から分離されたかいよう病菌を用いて、

様々な接種試験を行った結果、噴霧接種（無傷）では、葉縁の黄化及び枯れ込みや果実の

かいよう症状を示したが全身の萎凋症状は示さず、地上部接種（有傷）や根部接種（有

傷）では、全身の萎凋症状を示したが葉縁の黄化及び枯れ込みや果実のかいよう症状を示

さなかったことから、かいよう病による病徴の違いは、病原細菌の病原性の違いではなく

接種方法の違いによるとしている。 

伝染方法の違いにより異なる病徴を示す、かいよう病は、外観の症状のみでは他の病害

との区別ができない事例も多いことから、より確実な診断が可能な選択培地等の有効活用

を図りたい。選択培地はかいよう病にＳＭＣＭＭ培地を、青枯病には原・小野培地を用い、

罹病茎切断面を培地平板に押しつけるスタンプ法により判断が可能となるが、切断前に表

皮の汚れや水分をふき取り、カッターナイフもアルコール消毒するなど雑菌の混入を防ぐ

ことが重要となる。１週間程度の培養後、青枯病は白色で流動性のあるコロニーを、かい

よう病は黄色の平滑なコロニーを形成するが、診断にはある程度の慣れも必要となること

から、診断が困難な場合は専門家の診断を仰ぐことも必要となる。 

感染ルート等や防除方法については岡山県農林水産総合センター農業研究所から詳細な

報告されていることから参考にされたい。感染ルートについては地域や圃場ごとにトマト

かいよう病の発病株を採集し、トマトかいよう病菌の遺伝子型を調査した結果、それぞれ

の地域や圃場ごとに特有の型を示したことから、種子伝染等により新たな病原菌が侵入し

た可能性よりも、従来から各圃場ごとに土着した病原菌が原因しているとしている。また、

圃場の発生拡大については発病株の広がり方を、統計的に解析した結果、圃場では土壌を

通しての伝染より、芽かきなどの作業による伝染で拡大している可能性が高いとしている。 

和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場ではかいよう病保菌残渣を深さ０cm、 
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５㎝、１０㎝、２０㎝に埋

設して比較した結果、０㎝

区は定植約４０日後の６月

上旬から発病し、８月上旬

にはほぼ全ての株が激しく

発病したが、２０cm 埋設

区では最後まで発病が見ら

れなかったとしている（図

４）。一方、セルトレイを

用いた実験室内では湿度７

０％程度でも葉の接触によ

り感染が拡大している可能

性が示唆されたしとしてお

り、地上部から感染する可

能性が高いことを報告して

いる。 

かいよう病の防除対策としては、わき芽かきや誘引、摘果、摘心等の作業の際の感染を

いかに抑えるかが重要となってくることから、岡山県農林水産総合センター農業研究所で

はケミクロンＧによる殺菌の効果が高いと報告している。作業時にケミクロンＧ５００倍

液を携帯し、ゴム手袋の上から定期的に殺菌する方法が実用的と思われる。病原菌接種に

よる試験においても５０株程度までの作業では十分な防除効果が得られていることから、

前年に発生が見られた圃場では、是非取組をお願いしたい。作業時に菌の感染を拡大する

ため、ハサミの利用は控えるのが基本となるが、ケミクロンＧ殺菌が可能なハサミも市販

されていることから利用を検討願いたい。ケミクロンＧはトマトへの登録はないため、直

接植物体へ触れることを避けるとともに、殺菌効果が１日程度と短い点や、手のかぶれ、

衣服の漂白にも注意が必要である。 
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そのような対策を取った場合にも、被害が発生した場合には、株を地際で切断するので

はなく、抜き取る方法が、隣接株への伝染を抑制する効果が高いとの報告もあることから、

発生株を抜き取り、土を落とさないように圃場外に持ち出し、適正に処分する方法が望ま

しい（表２）。 

この処分方法は青枯病発生時にも有効なことから是非、実践について指導願いたい。ま

た、青枯病と同様に前年にかいよう病が多発した圃場については、土壌消毒の実施も必要

となる。また、摘芽などの管理作業は降雨・曇天日、早朝の茎葉の濡れている時間帯を避

けることや、作業後は銅剤等により防除を行うことも、かいよう病防除には有効なことか

ら、総合的な防除対策の実施をお願いしたい。 

 

(3)褐色根腐病 

褐色根腐病については、現地試験においても土壌還元処理やクロールピクリン等による

土壌消毒の効果が確認されており、その普及拡大を図ることが重要となるが、青枯病やか

いよう病とは異なり、本県の夏秋栽培においては地上部が枯死するような致命的な症状が

見られないことや、必ずしも根の褐変度と収量が一致しないこともあり、対応が遅れてい

た面がある。しかし、近年は梅雨時期の日照不足や夏期の高温等、トマト栽培にとっては

厳しい気象条件となる年が頻発しており、平均単収の低下傾向が続いている。慢性的に広

がっている褐色根腐病による褐変や細根の脱落が、養水分の吸収を抑制し、より不良環境

の影響を受けやすい状況となっていることが懸念されている。 

市場からは９月以降の後半出荷量確保が強く望まれているが、様々な不良環境の中で下

位段から上位段まで安定した着果を確保できている生産者は一部に限られているのが現状

である。それらの生産者は栽培技術的に優れている面はあるが、排水対策等の物理的な改

善に加え、土壌還元法等の実施により、根域拡大や根の健全化に力を入れている傾向が強

いことから、褐色根腐病対策により真剣に取り組むことが産地全体の収量向上につながる

と考えられる。褐色根腐病自体は、低温環境下を好むことから、夏秋栽培よりも促成栽培

や、半促成栽培作型での発病が問題となっており、北海道等の高緯度地帯では特に低温期

（３～４月）に定植する早期作型の生育初期に問題となっている。 

その対策として北海道

花・野菜技術センターは

定植３０日前のフスマ施

用により、発病軽減効果

を確認している。褐色根

腐病多発生土壌では 

５００kg/10a でも効果

は低いが、少発生土壌で

は２５０kg/10a でも十

分な抑制効果が得られて

いる（図５）。ただし、

土壌還元法実施後の施用

は避ける必要があり、定

植前１０日以内の施用で
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窒素飢餓等による生育障害が認められる事例があることから注意が必要である。県内で確

保しやすい米ぬかによる試験例がなく、本県に多い５～６月定植とは作期が異なることか

ら、現地での実証を行うことが必要ではある。これまで褐色根腐病対策として３年に１回

程度の土壌還元・土壌消毒で十分とされていたが、消毒後の２年目には病害発生が増加し

効果が不十分な事例も見られることから、その対策としても期待される。特に少発生圃場

では効果が高いことから、土壌還元実施圃場や土壌消毒実施圃場において、翌年以降も病

害発生を安定的に抑える手段として期待される。 

褐色根腐病は糸状菌（かび）の一種で低温期（発生適温１３～１８℃）の施設栽培で発

生が多く、高温期には発生しにくいとされてきたが、岐阜大学の研究により、菌叢の形態、

菌糸伸長速度、病原性の違いにより大きく２つのタイプに分けられることが明らかとなっ

ている。Ｔｙｐｅ１の発病適温は２０～２５℃と高く、Ｔｙｐｅ２の発育適温は１５～ 

２０℃であり、いずれの温度域でもＴｙｐｅ１がより強い病原性を示したと報告している。

県内トマト産地の分布を見ると、2001～2002 年には東濃・飛騨地域ともＴｙｐｅ２が検

出される例が多かったが、2004～2005 年には両タイプが検出されていることから、より

高温域での発生が問題となっている傾向が伺われる。 

 

(4)最後に   

以前から飛騨地域の畑作地帯を中心に半身萎凋病の発生が問題となっている。新レース

の発生の可能性について、農業技術センター環境部を中心に研究が進められているが、効

果的な防除対策については、現在、他の土壌病害対策として取組が進んでいる土壌消毒が

基本となる。これまで取組が遅れていた地域においても、安定した収量を確保するために

は、土壌病害対策が欠かせないことについて認識を高める必要がある。 

一方では、施設の拡大が比較的容易である雨よけハウスのメリットを生かし、栽培面積

の３割程度の予備ハウスを建設し、３年に１回程度は休作し、防除効果の安定している夏

期高温時に土壌還元処理を行う方法も県内産地において始まっており、連作により避けて

通れない土壌病害対策に対して、長期的な視野で産地の生き残りを懸けた取組として注目

される。 
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