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専門項目に関する情報  
 

フランネルフラワー秋作型における摘芯の効果について 

 

１ はじめに 

フランネルフラワーの鉢物生産については、３月から６月にかけて出荷を行う春作型と、

９月から１１月にかけて出荷を行う秋作型が取り組まれている。品種は、主要品種である

「フェアリーホワイト」が用いられており、今月下旬から来月中旬にかけて秋作型の播種

が行われる。 

 この秋作型においては、春作型に比べて栽培期間が短いため、摘芯を実施せずに生産を

行う無摘芯栽培が主流となっている。しかし、鉢上げ以降は高温期に管理を行うことにな

るため、出荷時に株のボリュームがやや不足する場合が見られるなど、外観上の品質に課

題があった。 

 このため、摘芯栽培を行えば株のボリュームを改善することが期待出来るが、摘芯位置

によっては、開花が遅れて秋出荷が出来ずに年明けにずれ込む恐れがある。 

そこで、中山間農業研究所中津川支所において、秋作型における摘芯の実施による株の

ボリューム改善についての試験が行われた。今年の秋作型の参考とするため、その結果に

ついて以下に報告する。 

 

２ 試験概要 

(1)品種 「フェアリーホワイト」 

(2)試験区の構成 

    試験区         処理方法 

①ソフトピンチ区  頂芽＋２，３芽を取り除く  

②ソフトピンチ＋わい化剤処理区  同上を実施した上、その５日後にわい化剤  

（バウンティフロアブル）5,000 倍液を株に散布 

③ハードピンチ区  １０節を残して上部を取り除く  

④無処理区 ピンチ、わい化剤処理なし  

   摘芯日：７月２０日「仕上げ鉢への鉢上げから１か月後」（図１：摘芯時の株姿） 

 

(3)耕種概要 

・播種日：      平成２４年３月８日 

 ・2.5 号ポット上げ：      ５月２日 

・４号仕上げ鉢上げ：     ６月２０日 

 ・培土：ピートモス：赤玉土：パーライト＝５：１：１の割合で混合したもの 

 ・灌水：４号鉢上げ後はＣ溝による底面ひも給水 

 ・遮光：全期間 無遮光 

 

(4)調査項目  株張（株径）、枝数、枝長（花梗長） 
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３ 結果の概要 

(1)枝数については、無処理（ピンチなし）では平均２２本程度であったが、一番少ない

鉢で１５本、一番多い鉢では３０本と、２倍の差があり本数のばらつきが多く見られた。

ソフトピンチでは、わい化剤処理の有無に関わらず、平均１５本、ハードピンチ区では、

平均１０本程度となり、個体のばらつきも少なかった。（図３） 

(2)株張りについては、ピンチ処理方法の相違による生育差は見られず、どの試験区とも

充分なボリュームがあった。（図４） 

(3)枝長については、無処理区の平均枝長が１６．１ｃｍと他の試験区に比べて、最も短

かく、頂芽が長く、その他の側枝が短い特徴があった。（図５、図１２） 

 ハードピンチ区の枝長は、平均１７．４ｃｍとソフトピンチ区の枝長の平均１９．０ 

ｃｍ（ピンチ＋わい化剤処理）、１９．８ｃｍ（ピンチのみ）よりも短く、揃いがよ

かった。（図５、表１、図６、図８） 

ソフトピンチ区において、わい化剤を処理した場合の枝長は処理を行わない場合に比べ

若干短かったが、外観上の差はほとんどなかった。 

無遮光下で管理していたため、わい化剤無処理でも徒長がほとんどなかったことも影響

したと思われる。（図５、図７、図９） 

(4)株全体のバランスについては、ハードピンチ区で枝数（花数）が若干少なく、花茎部

分に比べて株部分のボリュームがやや少ない印象となったが、4 号鉢の商品として出荷

上の問題となる外観となった処理区は無かった。（表１、図９、図１１、図１３） 

 

 以上の結果から、秋作型において、摘芯（ピンチ）を行うことにより鉢内の枝長を揃え

ることと、個体差も減じることが出来た。摘芯処理を行えば、わい化剤処理をしなくても

バランスのとれた鉢物が生産できることがわかった。また、ピンチ処理方法については、

枝数への影響が少ない頂芽及び上部２、３節を取り除くソフトピンチがよいことが明らか

となった。ピンチ時期の目安については、２０葉程度展開した時点とし、８月下旬までに

実施することも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 摘芯時の生育状況       図２ 摘芯時の分解調査とピンチ 

実施の位置 
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図３  ピンチ及びわい化剤処理が枝数に及ぼす影響（調査日 ９月３日） 

 

図４ ピンチ及びわい化剤処理が株張りに及ぼす影響（調査日 ９月３日） 

 

図５ ピンチ及びわい化剤処理が枝長に及ぼす影響（調査日 ９月３日） 

 

表１ 試験区別の枝長と標準偏差の平均値 

  試験区 平均枝長（ｃｍ） 標準偏差* 

①ソフトピンチ区 19.8  2.2  

②ソフトピンチ＋わい化剤 19.0  2.5  

③ハードピンチ区 17.4  1.9  

④無処理区 16.1  3.6  
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図６ ソフトピンチ区の枝長(８株分を表示) （調査日 ９月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ソフトピンチ区の外観（９月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ソフトピンチ+矮化剤処理区の枝長（７株分を表示）（調査日 ９月３日） 
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図９ ソフトピンチ+矮化剤処理区の外観（９月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ ハードピンチ区の枝長(８株分を表示) （調査日 ９月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ ハードピンチ区の外観（９月１日） 
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図１２ 無処理区の枝長(８株分を表示)（調査日 ９月３日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 無処理区の外観（９月１日） 

 

４ 今後の取り組み 

市場からは４号鉢の出荷を望む声は根強いが、生産の現状は栽培管理の手間の少ない 

３．５号鉢（無摘芯栽培）が中心となっている。今回の試験結果をもとに、摘芯栽培によ

る４号鉢の生産に取り組み、市場ニーズに応えるとともに、現地への情報提供と指導をよ

り緊密に行う。また、３．５号鉢生産においても摘芯栽培によって、より品質の高い鉢物

生産が期待できる。今後、ピンチの実施と外観等の商品性の確認を行い、現地への普及を

図っていく。 
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               気 象 概 況  
１ これまでの気象経過 

 ◆１２月下旬～１月中旬の概要  

 ：岐阜地方気象台農業気象速報  

１２月下旬は、低気圧や気圧の谷の影響に

より、曇りや雨または雪の日が多くなった。

平均気温は岐阜、高山ともに低く、降水量は

岐阜ではかなり多く、高山では多くなった。

日照時間は岐阜ではかなり少なくなり、高山

では平年並となった。 

１月上旬は、寒気の影響を受けやすかった

ものの、この時期としては高気圧に覆われ平

野部を中心に晴れの日が多くなった。３日は

強い冬型の気圧配置となって、山地では大雪

となり、平地でも所々で降雪となった。平均

気温は、岐阜、高山ともに低く降水量は、岐

阜、高山ともにかなり少なくなった。日照時

間は、岐阜、高山ともに多くなった。 

１月中旬は、高気圧に覆われた日や冬型の

気圧配置の日が多く、美濃地方を中心に晴れ

た日が多かったが、１４日に本州の南海上で

急速に発達した低気圧の影響で、この時期と

しては降水量が多くなった。平均気温は岐阜、

高山ともに平年並となり、降水量は岐阜、高

山ともに多くなった。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。 

 

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１月２５日発表 

向こう１か月の天候は、冬型の気圧配置となる日が多いが、低気圧や南からの湿った気流

の影響を受ける時期がある。平年と同様に晴れの日が多く、岐阜県山間部では、平年と同

様に曇りや雪の日が多くなる。岐阜県山間部の降雪日数は平年並の見込み。 

【１ヶ月予報（１月２６日～２月２２日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 

1/26～2/1 高気圧に覆われて晴れる日もあるが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりや

すく、期間のはじめは雪の降る所がある。岐阜県山間部では、気圧の谷や寒

気の影響で期間の中頃にかけては雪が降る見込み。 

2/2～2/8 低気圧や南からの湿った気流の影響を受ける時期がある。天気は平年と同様

に晴れの日が多い見込み。冬型の気圧配置の影響が弱く、岐阜県山間部では

平年に比べ曇りや雪の日が少なくなる見込み。 

2/9～2/22 冬型の気圧配置となる日が多い。天気は平年と同様に晴れの日が多い見込

み。岐阜県山間部では、平年と同様に曇りや雪の日が多くなる見込み。 

（平年：太線、本年：細線） 

 

2012～2013 冬作半旬気象図(岐阜市) 
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農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

(1)２４年産の作柄 

 ６月の低温の影響で分げつ抑制は受けたものの、７月

下旬以降の高温で生育は回復し、平年並となった。その

後も高温傾向の影響で平年並の穂数・籾数を確保した。

白未熟を多発させる高温の影響としては、梅雨明け後か

ら９月まで平年より高めに推移したものの２２年のよう

な極端な推移はなかったことから、少なかった。 

 しかし、本年はセジロウンカの飛来が平坦地山沿い地

域から中山間地に多く、箱施薬の効果減少と本田防除の

タイミングのずれから、セジロウンカの殺卵効果の弱い

品種（あさひの夢等）で被害が発生し、局地的な減収が

見られた。 

 なお、本年の籾の充実は良好で、作況もほぼ平年並み

で、途中経過の１等比率も高く、晩生品種の多い西南濃

地域の粒度構成も大粒分画が多くなっている。 

 

 

     表 水稲の作柄 

 
単収 

(kg/10a) 

作況指数 １等 

比率(%) 県 西南濃 中濃 東濃 飛騨 

H24 492 101 101 101 101 101 71.9 

H23 485 99 100 99 100 97 56.0 

H22 475 97 97 96 99 99 39.0 

H21 460 94 95 93 95 93 67.2 

 

     表 西南濃地域における篩目別の重量比 

  2.0～ 1.9～ 1.85～ 1.8～ 1.75～ 

H24 84.8 10.2 2.2 1.2 0.8 

H23 72.7 17.8 4.8 2.2 1.1 

H22 80.3 13.2 3.0 1.5 1.1 

H21 79.3 12.5 3.0 2.0 1.7 

H20 80.2 12.3 3.3 1.8 1.4 

 

(2)種子更新 

 健全苗を移植して安定的に収量と品質を確保することが重要である。県奨励品種を始め

とする種子購入が可能な品種は購入種子を利用する。販売されていない、或いはその他の
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理由で購入できない等止むを得ない場合は、育苗箱施用薬と本田防除薬剤の使用に留意す

る必要がある。今年度、長期に防除効果が高く、いもち病だけでなく紋枯病にも有効なオ

リサストロビンで、西日本エリアではあるが薬剤耐性菌の発生が報告されており、常発地

域での多用による発生とも言われている。一方で、本県では種子生産現場での使用を控え、

また一般栽培でもこのストロビルリン系薬剤は箱施薬・本田施用通じて１回の使用に控え

ており、現在のところ耐性菌の発生は確認されていない。 

コスト重視で自家採種する場合、毎年同じ薬剤を使用していると、薬剤耐性菌の出現を

促しかねない。出来る限り購入種子を使用するか、自家採種であれば、毎年使用する薬剤

を変えるようにする。 

なお、このことはオリサストロビンに限ったことではなく、栽培に使用する薬剤全てに

共通する。殺虫殺菌剤だけでなく除草剤にも留意し、安定した防除効果を得られるよう連

年使用は避け、長くても２～３年で薬剤ローテーションを行う。 

 

 

２ 大 豆 

(1)２４年度の作柄 

 中山間地域では５月下旬から、平坦地では６月下旬から播種が開始され、６月中旬に台

風等の多雨条件下に置かれたものの、７月下旬までに概ね完了した。当初はやや低い草高

と生育量不足が心配されたが、培土作業後生育が促進され、秋雨等で倒伏する地域もあっ

た。平坦地で問題になるハスモンヨトウの発生は、一部局地的に多発した地域もあったが、

比較的少なかった。収穫は、１２月中下旬の降雨により作業が中断され、翌年１月中旬で

終了した。収量は、初期の生育不足が影響して平年並程度と見込まれる。 

 

 
 図 大豆の播種と収穫（左：播種、右：収穫） 

 

       表 １月 17 日現在の品質状況（入庫量：2,738ｔ） 

1 等 2 等 3 等 特定合格 

53.1％ 39.6％ 5.7％ 1.5％ 

       （全農岐阜県本部情報） 
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３ 麦 類 

(1)生 育 

 播種は、１０月下旬からイワイノダイチに始まり、農林６１号に移行した。これら複数

品種を扱う地域においては、１１月上旬に農林６１号の播種ピークとなるよう、播種時期

が配慮された。前年と同様、１１月中旬にまとまった降雨があったが、それまでに概ね８

割が播種されており、その後排水対策を徹底し、１２月初めまでに９８％の播種が完了し

た。 

１１月中旬までは平年並の気象条件であったが、１１月中旬以降は低温・多雨であった。

そのため、１１月上旬までに播種されたものはギリギリ平年並みの生育を確保しているも

のの、１１月中旬以降に播種されたものは生育量が不足気味となっており、今後の生育経

過に注意が必要である。 

 

図 平成２５年産麦の播種状況 

 

 

 
図 イワイノダイチ（左、10 月下旬播種）と農林 61 号（右、11 月上中旬

播種）の生育状況 
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(2)コムギ縞萎縮病 

 平成２４年産小麦の農林６１号及びタマイズミでは、コムギ縞萎縮病罹病性品種である

ために、３月に発病の兆候である黄化症状が各地で見られたが、追肥の施用やその後の気

象条件で豊作になったことで、大きな問題とは発展しなかった。 

 本年の感染・ウイルス増殖に関わる気象条件は２４年産と同様の状況であり、しかも初

冬の低温で生育量もやや少ないため、穂肥の時期前後の圃場状況をしっかりと観察する必

要がある。 

図 感染等に関する気象条件

（左：25 年産、右：24 年産）  

 

 

４ 野 菜 

 今年は１０月下旬以降、気温が低い状態が続いており、時折襲来する寒波により平地で

も積雪がある。特に、これからの雪は水分が多めで、積雪によるハウス等への被害が心配

される。対策については、今月の技術１２月号（平成２４年１２月３日発行第４７０号）

を参照願いたい。 

 施設野菜については、日照時間や照度の変化によってハウス内の栽培環境が変わってく

るため、温度管理などを適切に調整し、草勢の回復や果実の肥大・着色促進を図る。また、

温度管理と併せて潅水管理にも注意する。 

 露地野菜では、まだまだ凍害等への注意が必要となるが、ゆっくりではあるが根の動き

が活発になってくるため、追肥などを始める。 

 夏秋野菜では、播種や育苗の時期となるが、急激な気温の低下などによる枯死や苗質低

下に充分注意する。接ぎ木等の作業には、特に温湿度管理に注意する。 

 

(1)イチゴ 

 １０月の下旬以降、例年より気温が低い傾向が続いており、今年は出荷量の伸び悩みが

続いている。１月下旬の県下の系統販売の実績は数量が前年比の８９％、単価が１１０％、

販売金額が９８％といった状況である。 

 一部では、着色過剰や過熟果のクレームもあるとのことで注意が必要である。また、ガ

ク枯れ症も指摘されており、適切な温度管理、潅水管理について改善が必要である。 

 １月上中旬は、日照時間が比較的長くあったため、草勢の維持や改善が上手くいったほ

場もあったのではないだろうか。 
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写真１ １月下旬の濃姫（土耕栽培）   写真２ 株元の第３花房の出蕾状況 

 

写真１は、１月下旬の土耕の濃姫であるが、毎年素晴らしい栽培管理によって、高収量

を上げられているほ場である。 

 今年は、１１、１２月の寒さと日照不足等の気象状況から判断して、早めの保温、電照

の開始、こまめな潅水の実施など、例年とは栽培管理を変えているとのことであった。 

 すでに、第２花房の収穫が始まっており、写真２のように、株元からは第３花房の出蕾

がみられ一部は開花が始まっていた。 

 また、冬から春に向けた草勢の変化として、写真３、４にみられるような、大きく伸び

広がる葉が出始めているか、若竹色の新（芯）葉の展開がみられるかなどがある。また、

こうした葉が出始め展開すると、一時みられなかった葉水上がりが観察できるようになる。 

 こうした動きがみられるようになれば、それまでの電照管理、温度管理、潅水管理を少

しずつ春に向けた管理に変えていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 伸び始めた新（芯）葉        写真４ 新緑色の若葉 

 

①温度管理 

  ２月は、少しずつ寒暖の差が激しくなる月でもある。 

  強い寒気の襲来によって急激に気温が下がる場合もあるため、最低夜温の確保は基本

として保温・加温管理を継続する。 

  一方で、晴天日の昼間は強い日差しによって、ハウス内の温度は上昇しやすくなる。

草勢の回復などが思わしくない場合は、昼間の温度もやや高めに保ちながら、新たな葉
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の展開や根の動きを促進させるよう努めたいが、写真３、４のような動きが見られる場

合は、昼間の気温は２０～２３℃程度を目安とし徒長させないよう注意する。 

②電照 

  電照管理の停止を検討する月となる。 

  草勢の回復が思わしくない場合などは、①の温度管理と平行して電照を継続するが、

写真３、４のような変化がみられる場合は１時間単位で短くするか、場合によっては停

止する。 

  極端に徒長させないように充分注意する。 

③炭酸ガス 

  １月下旬に、午前中炭酸ガス施用をしているハウスで調査したところ、ハウス内気温

２０℃程度の状態で１，５００ｐｐｍの濃度が約３０分間で４００ｐｐｍ程度まで一気

に減少した。多少の漏れはあるかもしれないが、この間はハウスの開閉も行わず、換気

扇の稼働もなかったことから、施用した炭酸ガスの大半はイチゴが利用したものと思わ

れる。 

  ２月には日差しも一層増し光合成には適する環境が整ってくる。ハウス内気温の早め

の上昇と併せて、換気までは炭酸ガスの積極的な利用を勧めたい。 

④摘蕾・摘花、摘葉、除芽 

  ２月に写真３、４のような変化がみられれば、おおよそ草勢が回復したか、しつつあ

ると判断できるため、これまでのような草勢管理を目的にした強い摘蕾・摘花は必要な

いが、今後は春の成り込みを想定しつつ、品質管理の上で適度な摘蕾・摘花を実施すべ

きである。特に、濃姫は一気に花数が増える傾向があるため、是非とも実施したい。 

  摘葉も今後の病害虫管理の面から、冬期に控えてきた下葉などの整理を実施したい。

しかし、極端な葉欠きは食味低下を招く場合があるため、注意する。 

  また、美濃娘では腋芽が増えやすい時期となるため、再度の除芽を行って株元をすっ

きりさせておく。 

⑤潅水 

  ２月は、まだまだ外気温が低く急激な気温低下もあるため、潅水を控える傾向にある

が、日差しは日々強くなっているためハウス内の温度上昇が早くなり、換気扇が稼働し

始めたりハウスビニールの開閉による換気を実施する場合が増えてくる。すると、乾燥

した空気が流入し蒸散も一気に進むため、意外に潅水不足になっている場合がある。 

写真５ 張り出しつつある太根        写真６ 細根の動きも出始めた 
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写真７ すっきり整理されたイチゴ 

  また、根の力が回復していないような場合は、昼間の株のしおれや「ガク枯れ」を発

症しやすくなる。 

  週に一度、冷たい水を一気にたっぷり与えるというような極端な施用は避けて、出来

れば毎日、少しずつ増やしていくようなこまめな施用を行う。 

  写真５、６は、前述の高収量ほ場の１月下旬のイチゴの根の様子である。 

  今年は、寒さ等による地温低下によるのか根の動きも悪かったとのことであったが、

しっかり新根の動きも出始めており、栽培者曰く「この根が３番花房以降を大きく美味

しくするものだ」とのことである。 

⑥病害虫管理 

今年度の栽培については、今は厳寒である 

 が、１０月中旬ころまでは高温傾向であった 

 ためか、遅くまでアブラムシ類、コナジラミ 

 類、アザミウマ類の発生を見ている。 

  また、全県でハダニ類の発生も多く聞く。 

  草勢の回復程度にもよるが、はやめの株整 

 理により病害虫の発生要因を除去しておくこ 

 とは最も効果的な予防・防除に繋がる。 

  写真７は、常にこまめな葉欠きや花梗除去 

 などを行って、過繁茂させないよう徹底管理 

 されているほ場の様子である。害虫の発生の 

 みならず、灰色かび病の発生にも高い予防効果がある。 

⑦適期収穫の励行 

  今後は、気温の上昇に伴い過熟果等の品質の低下が問題となる。指定された着色基準

を徹底して守る。「美濃娘」では株元に隠れた果実をとり遅れないように気をつける。 

  収穫時間や収穫後の予冷庫への搬入など、高品質が少しでも長く維持されるよう努め

て、出荷調整（パック詰め）時には厳正な選果選別を行う。 

⑧収穫後の果実品質保持について 

ア イチゴの品質低下 

   イチゴは収穫後の鮮度低下が早い作物で、重量の減少も大きい。外観では、果実の

つや、果皮色の暗色化、ガクのしおれ、収穫・パック詰め・輸送中のスレなどの傷み

が問題となる。 

イ 栽培技術と日持ち 

   日持ちは果実が成熟するときの温度条件との関係が深いと言われている。開花から

成熟までの期間は気温が高いほど短くなり、収穫後の品質低下も激しい。高い気温が

収穫後の品質低下を早めているともいえるので、高温期の収穫時着色程度、収穫時の

取り扱い、輸送時のハンドリング等も気をつけて品質低下を防ぐ。 

   施肥と日持ちの関係では、適量の窒素肥量は無肥料に比べ、果実の光沢や日持ちも

優れる。一方で、多肥栽培によって施設土壌に塩類が集積し生育に支障を来した場合、

果実品質が悪くなることがある。 

ウ 輸送性と着色程度 

   着色はじめから果実は軟らかくなる。さらに、全体が着色してくると果肉が軟らか

くなるので、よく色づいた果実ほど輸送中に傷みやすい。輸送中の果実温度が高いほ
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ど過熟となりやすく、果実のつやの鈍化、果皮色の暗黒化が進む。果実を予冷してお

くことにより、目減りが少なくなり、果実のつや、着色程度が保たれる。 

エ 収穫後の品質低下抑制 

   果実温度が低い時間帯に（収穫時期ごとの着色程度を守り）収穫するとともに、取

り忘れのないようにする。収穫後はなるべく早めに予冷庫に入庫し果実温度を上げな

いよう工夫する。パック詰め時には、決められた着色程度のものを揃えて詰める。 

   また、出荷時に結露させないように時期に応じて予冷庫の設定温度を変更する。 

   出荷時の検査を厳密に実施し、着色基準にあったものを出荷する。 

   気温上昇にともない、作業も忙しくなり品質に係る事故などが増えてくるが、でき

る限り市場視察や流通関係者との連携を強めて、着色基準等の変更など適宜対応した

い。 

⑨２５年度用親株の管理について 

  厳しい寒さが続いているため、親株の管理には充分注意する。特にポットのままで維

持している場合は、凍害等で枯死させないよう置き場所に注意する。 

  炭疽病をはじめとする主要な病害やハダニなどは、親株から感染・寄生する場合が多

いため、耕種的な防除を含めて早めからの予防を徹底する。 

 

(2)その他施設野菜 

①温度管理 

 ２月中は、厳しい寒さが続くと予想されている。 

 二重の天井カーテンやサイドビニール等の破損や隙間などを確認して、保温性を高め

ておく。 

 トマト、キュウリともに、まずは最低夜温を維持できるように努めるが、昼間はでき

る限り早くハウス内の温度を上げるよう、二重ビニールの開閉や加温機の利用などを検

討する。 

 燃油料等から夜温を低めにしている場合は、特に昼間の温度保持に注意する。 

②病害虫防除 

 ハウスの閉め切る時間が長くなり湿度も高めに経過するため、灰色かび病等の発生に

は十分注意する。定期的な予防散布やハウス内の温度を極端に下げない程度の換気、除

湿させやすい資材の利用などを行う。 

 黄化葉巻病、黄化えそ病等の発生が見られる場合は、周辺株も含めて早めの抜き取り

や改植を行う。 

 

(3)グリーンアスパラガス 

①萌芽の開始 

 ２月上旬以降を目安に、ハウスを密閉して地温１５～２０℃を目標に温度管理を行う。 

②潅水 

 急激な灌水は地温低下を招くため、一度の大量の灌水ではなく、少量多回水を心がけ

る。 

春先の萌芽には土壌水分（潅水）の影響が大きく出るため、畝が乾き気味であれば早

めに暖かい日を選んで潅水を実施する。 
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③温度管理 

 萌芽までは原則換気しないが、ハウス内温度が２５℃以上になる場合は、ゆっくり換

気を行う。換気扇があれば利用する。 

 萌芽後は、ハウス内温度２０～２５℃が適温で、３５℃以上や１５℃未満にならない

ように温度管理に努める。 

 

(4)夏秋ナス 

 自家育苗の場合については、すでに台木等の播種作業が始まっている。苗を購入される

場合についても、３～４月の苗の導入に向けて準備が必要となる。 

 また、そろそろ、定植ほ場の土づくりなど始まる地域もある。 

①土壌病害に対する台木の選定について 

  ○半身萎凋、青枯れ、半枯れなどの土壌病害対策は、台木だけでは十分な対策がと

れないため、連作を避ける、湛水処理を行う、土壌消毒を実施するなどの技術を

併用して対策を考える。 

  ○半身萎凋病については、昨年までの現地の状況から、「トルバムビガー」や「ト

ナシム」等の品種を選択するのが望ましい。ただし、これらの品種は低温での根

の伸長が少ないため、定植時期の検討や定植後の保温資材の併用を考える必要が

ある。 

  ○青枯れ病については、「台太郎」や「トルバムビガー」や「トナシム」等の品種

を選択するとよい。 

②育苗管理について 

  ○育苗ハウスの準備（ビニール張り） 

  ○保温資材の点検（破損など）と準備 

  ○育苗資材（ポット等）の確保と消毒 

    特に、前年に各種の病害が発生している場合は、十分に注意する。 

    消毒剤は農薬取締法基づいて適正に使用する。 

  ○育苗用土の確保と消毒 

    用土を購入する場合はよいが、自家調整する場合で自家の畑等からの土を混合

する場合は土壌消毒が必要である。 

    消毒剤は農薬取締法に基づいて適正に使用し、処理後は十分なガス抜きを行う。 

  ○苗を老化させないよう、育苗状況にあわせて定植時期を検討する。また、定植が

間に合わないようなら液肥等により老化を防ぐ。 

③定植ほ場について 

  ○なるべく作付けが空いていて日当たり・排水良好なほ場を選ぶ。 

  ○排水が悪いような場合は、早めに額縁明きょを実施するなど、排水対策を実施す

る。 

  ○土作り資材（完熟堆肥等）を投入し、地力の増進に努める。 

  ○定植時期や天候を考慮して、耕起して準備しておく。 

  ○周辺にソルゴーを播種・定植する場合は、その場所のカルチも実施する。 
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(5)タマネギ 

 今年は、最近の大雪と強い寒さの影響で生育が緩慢となっている。また、葉色も薄めで

草勢が低下しているようにも見える。（写真８）しかし、写真９のように、地下部では

ゆっくりではあるが着実に根の伸長が進んでいる。 

 今後は極端にヤセさせると、抽台の要因となる。追肥を実施して、草勢の回復と葉色の

維持に努める。 

 また、早生品種については、２月でひとまず追肥を最終し、その後の経過を観察する。

早生品種では、追肥が遅れると“玉締まり”が悪くなり品質低下を招くので注意する。 

 ２月以降は、降雨も増えてくることから、病害の発生には十分注意して予防防除に努め

る。 

 写真８ タマネギ栽培          写真９ 根の伸長程度 

 

(6)キャベツ（平坦地） 

 ○追肥を実施し中耕と培土を実施する。 

 ○２月以降は、気象変動が激しく降雨が増えることから、病害虫対策として登録のあ

る農薬による予防防除や発生消長を確認した防除を実施する。 

 ○収穫遅れは腐敗や裂球の原因となるので注意する。 

 

(7)ニンニク 

 ○生育状況を確認して追肥を実施する。マルチを利用している場合を除き、除草も含

めて軽く中耕と培土も行う。 

 ○軟腐病等を発生させないよう登録のある農薬での予防防除を実施する。また、アザ

ミウマの発生にも注意しておく。 
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５ 花 き 

(1)フランネルフラワー（鉢物） 

①春出荷の作型 

ア 出荷予定時期に合わせた温度管理に努める。特に外気温が急激に低下する場合は、

室内の保持温度に注意する。 

イ 鉢土の水分状態を確認し、かん水ムラによる過湿、過乾の状態にならないよう適

切なかん水管理を行う。 

ウ 今後は株の生育が進むため、スペーシングを行い、水切れにも注意を払う。 

 ②秋出荷の作型 

ア 今月下旬から播種作業が始まる。播種用土はピートモス主体の用土を用い、緩効

性肥料を混和する。 

  イ 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。 

ウ 播種から２ヶ月程度で鉢上げできるよう準備を進める。鉢上げが遅れるとその後

の生育に大きく影響する。 

 

【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)その他鉢物及び花壇用苗物 

①春～初夏に出荷を行う草花類や花壇用苗物の挿し芽や播種作業が増えてくる。生育ス

テージや栽培環境に合わせたかん水管理、温度管理を徹底する。 

②適期に鉢上げや鉢替えを行い、徒長などの品質低下に注意する。 

③まだ低温期が続くため、定期的に暖房機の保守点検、サーモスタットの点検を行うと

ともに、燃油切れのないよう注意する。 

④加温によりハウスを閉めることによって、湿度の上昇で病害が発生しやすくなるため

注意する。 

⑤降雪による育苗ハウス等の被害に注意する。 
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６ 畜 産 

(1)飼料作物 

 ①飼料用稲 

  次年度作に向けて、各地域に適した品種 

 を選定する。飼料用米の多収品種の選定に 

 当たっては、品種の早晩性に注意し、十分 

 に登熟する品種を選定することが重要であ 

 る。図１には大まかな栽培適地を示してい 

 る。大きな面積に栽培する前には、品種を 

 いくつか選んで予備的に供試し、地域ごと 

 の適応性や収量性を確認したうえで栽培す 

 る品種を選定する。 

  また、ＷＣＳ用稲品種に求められる特性 

 としては、茎葉部を含め収穫した地上部分 

 のＴＤＮ収量が高いことが求められる。さ 

 らに、多肥栽培に適した高い耐倒伏性も重 

 要な特性となる。稲ＷＣＳ用の品種を選定 

 する場合には、地域の適用性のほか、表１  

 を参照に収量性、耐倒伏性などの特性もあ 

わせて検討する。 

 

表１ ＷＣＳ用稲品種の概要（稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアルより） 
品種名 長 所 短 所 飼料米適性 

きたあおば 乾物収量が高い 玄米収量が高い いもち病抵抗性が不十分 
耐冷性が不十分 

高い 

べこごのみ 乾物収量が高い 熟期が早い 耐冷性が弱い 高い 

夢あおば 乾物収量が高い 大粒で識別性がある 
耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する 

耐冷性が弱い 高い 

べこあおば 乾物収量が高い 大粒で識別性がある 
耐倒伏性が強く、湛水直播栽培に適する 

いもち病抵抗性が弱い 
耐冷性が弱い 

高い 

クサユタカ 乾物収量が高い 大粒で識別性がある 白葉枯病に弱い 耐冷性が弱い 高い 

ホシアオバ 乾物収量が高い 大粒で識別性がある 
縞葉枯病に抵抗性がある 

ニカメイガに対する抵抗性が弱い 高い 

たちすがた 乾物収量が高い 耐倒伏性が強い 
縞葉枯病に抵抗性がある 

 やや低い 

モミロマン 玄米収量が高い 
耐倒伏性が強い 

縞葉枯病に罹病性である 
白葉枯病に弱い 

高い 

ミナミユタカ 乾物収量が高い低い 耐倒伏性が強い 
玄米が長粒で識別性がある 

 低い 

モーれつ 乾物収量が高い 耐倒伏性が強い 
玄米が長粒で識別性がある 

脱粒性が極めて易である 低い 

ニシアオバ 乾物収量が高い 大粒で識別性がある 多肥条件で耐倒伏性が不十分 やや低い 

クサホナミ 乾物収量が高い 縞葉枯病に抵抗性がある ニカメイガに対する抵抗性が弱い 高い 

クサノホシ 乾物収量が高い 縞葉枯病に抵抗性がある ニカメイガに対する抵抗性が弱い やや高い 

はまさり 茎葉部分が大きく、乾物収量が高い 
耐倒伏性が強い やや長粒で識別性がある 

紋枯病にやや弱い 
 

低い 

リーフスター 茎葉部分が大きく、乾物収量が高い 
未消化籾の排泄量が少ない 

直播での耐倒伏性が不十分である 
縞葉枯病に罹病性である 

低い 

タチアオバ 乾物収量が高い 耐倒伏性が強い いもち病・白葉枯病にやや弱い やや低い 

 

図１ 飼料に用いる多収品種の栽培適地 
（飼料用米の生産・総合技術マニュアル 
＜2011 年度版＞より） 
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(2)養 蜂 

 冬の間は静かにしてあまり内検を行わず、蜂を十分に休ませることが重要である。ただ

し、２月の上旬、出来れば立春前後の暖かい風の少ない午後に一度内検し、貯蜜の状況や

蜂量の状態、産卵圏の大きさ、女王蜂の存否を確認する。 

 女王蜂が産卵を始める冬期は餌が不足がちとなる。餌が不足している場合は、急ぎ給餌

をする必要がある。 

 ①ミツバチにエサを与える方法 

  ア 砂糖水を用意して、ミツバチに与える。 

  イ 代用花粉を給餌する。 

  ウ 食用に適さない、蜂蜜を給餌する。 

    （ただし、他の蜂群の蜂蜜を与えると、ふそ病等病気の感染の恐れがある為、避

けた方が良い。） 

 ②砂糖水の作り方 

  砂糖（上白糖）と水を１：１か、砂糖を少し多くしたくらいの割合でなべに入れ、温

めながら砂糖を溶かし、糖液を作る。糖分が少ないと発酵してしまい、濃すぎるとミツ

バチに負担になる。 

  砂糖水が少し冷めたのち、群当たり１．８Ｌ程度与える。作り置きした砂糖水は、蜂

が好まないので、作った砂糖水は早めに与えるようにする。 

 ③代用花粉の給与 

ミツバチの蜂児は特に花粉を必要とするため、女 

 王蜂の産卵が盛んになる初春、花が開花を始める  

 １ヶ月前には給餌する。 

基本的には、練った花粉・代用花粉を薄い容器に 

 詰め巣板の上に乗せて給餌を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 代用花粉の給餌方法 
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今月のトピックス 

 

東日本大震災にかかる特別復興所得税のあらまし 
 

１ はじめに 

 平成２３年１２月２日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要

な財源の確保に関する特別措置法」(平成２３年法律第１１７号)（以下「復興財源確保

法」という）が公布、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設された。所得

税・法人税において復興財源確保のため増税するということである。 

ここでは、個人経営に直接関わることとして、復興特別所得税の税額、期間、また報酬

から差し引く源泉徴収実務や給与から差し引く源泉徴収実務がどう変わるのか、といった

点をみていく。 

 

２ 個人の方に係る復興特別所得税の概要 

 納税義務者は、個人で所得税を納める義務のある者である。所得税とともに復興特別所

得税も併せて納める義務がある。復興特別所得税の税額は、現在の所得税額に２．１％の

税率を乗じた金額とされる。国内に住んでいる方であっても、非居住者及び非永住者は基

準とする所得税額が違うので国税庁ホームページ等で確認願いたい。増税の期間は平成 

２５年から平成４９年までの２５年間である。給与所得者は、平成２５年１月１日以降に

支払を受ける給与等から復興特別所得税が源泉徴収されることとなる。 

 予定納税については、平成２５年から平成４９年までの各年分において、予定納税基準

額１５万円以上である方が納税をする。予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の

合計額で計算することになる。 所得税の振替納税を利用している方については、振替日

に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が併せて引き

落とされる。 

確定申告については、平成２５年から平成４９年までの各年分の所得税と復興特別所得

税を併せて申告しなければならない。所得税及び復興特別所得税の申告書には、基準所得

税額、復興特別所得税額等一定の事項を併せて記載することになる。所得税及び復興特別

所得税の申告書を提出した方は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載した納付す

べき所得税及び復興特別所得税の合計額を納付する。 

 

３ 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税 

 源泉徴収義務者の方は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得につい

て所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、これを納付することにな

る。年末調整をする源泉徴収義務者の方は、平成２５年から平成４９年までの各年分にお

いて、所得税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになる。源泉徴収の対象と

なる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴

収し、１枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付する。年末調整においても所得税と復

興特別所得税の合計額で行うこととなる。 
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【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】 

支払金額等 × 合計税率（所得税率(％)×1.021） ＝ 源泉徴収すべき所得税及び 

復興特別所得税の額 

（注） 算出した所得税及び復興特別所得税の額に１円未満の端数があるときは、 

その端数を切り捨てる。 

 

具体的事例：報酬・料金として 222,222 円を支払う場合(所得税率 10％) 

222,222 円 × 10.21％ ＝ 22,688.8662 (１円未満切捨て)⇒ 22,688 円(源泉徴収税額) 

 

 給与等については、平成２５年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所

得税の合計額を徴収し、納付することになる。平成２４年分以前とは金額が違うため、平

成２４年分以前の源泉徴収税額表を使用してはならない。平成２５年分以後の源泉徴収税

額表は、国税庁ホームページに掲載されているので、ご確認願いたい。 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

