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今月のトピックス  

夢のある元気な農業経営に向けた家族経営協定の推進 

１ 家族経営協定とは 

 家族経営協定とは、農業経営に携わる家族が、意欲とやりがいをもって参画できる魅力

的な農業経営をめざし、経営方針や役割分担、働きやすい就業環境などについて、家族間

の十分な話し合いに基づき、取り決めるものである。家族みんなで実行し、必要に応じて

内容の見直しを行っていく。 

２ 県内の家族経営協定の締結状況（各農林事務所農業普及課調査結果より） 

 平成 23 年３月末現在、全国で「家族経営協定」締結農家は 48,602 戸となっている。岐

阜県では平成 24 年３月末現在 357 戸である。 

取り決めている範囲を経営主を中心にみた関係であらわすと、配偶者 341、息子 125、

母 123、父 98、子の配偶者 53、娘 14、その他 2 となっている。 
 
【県内の締結数推移】（単位:戸）  【地域別における家族経営協定締結数】    （単位:戸） 
年度 H12 H17 H23  地域 岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 合計 

締結数 86 212 357 H17 12 92 28 8 72 212 
 H23 23 98 45 17 174 357 
 
３ 岐阜県における家族経営協定締結による男女共同参画の促進  

(1)現状と課題 

家族経営協定を推進してきた結果、「経営の一角を担うようになれた」「経営方針に意

見を反映させることができた」など経営参画につながった効果や、「地域活動への参加機

会が増えた」など社会参画につながった効果が認められた。 

しかし、締結農家数は、主業農家数 3,105 戸（平成 22 年農業センサス）から見ると少

ない状況にある。また、「締結しても経営状況が変わらないと思うから取り組まない」と

いう意見が多く、家族経営協定の意義、効果等に対する認識が不足している。 

そのため、今後も引き続き家族経営協定の意義、効果等に対する認識が向上するような

取組が必要である。 

(2)目標  平成 27 年度家族経営協定締結数  450 戸 

(3)推進方策  

「第２次ぎふ農山村男女共同参画プラン」（平成 23 年 3 月策定）に、関係者が目標を

共有化し、協力体制のもと一体となって推進することが明記されている。関係者が役割を

自覚しながら推進することで目標に近づくことが期待されている。 

(4)関係者の役割 

① 県 ：優良事例の紹介、経営見直しの機会をとらえた締結への働きかけ、締結後

のフォローアップ 他 

② 市町村 ：経営見直しの機会をとらえた締結への働きかけ 他 

③ 農業会議 ：家族経営協定の理解と締結の促進 

④ ＪＡ ：家族経営協定締結後のフォローアップ 他 

⑤ 農林業者団体 ：家族経営協定の率先した締結とその効果の波及 

(5)その他 

農業者が家族経営協定の意義をよく理解し、締結によって経営改善効果が実感できるよ

うな支援が必要である。 
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6/23～6/29 
期間のはじめは高気圧に覆われて晴れる所もあるが、その後は梅雨前線 
や湿った気流の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日がある。 

6/30～7/6 低気圧や梅雨前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い。 

7/7～7/20 低気圧や梅雨前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い。 

               気 象 概 況  
 

１ これまでの気象経過 

 ◆5 月下旬～6 月中旬の概要   

：岐阜地方気象台農業気象速報 

5 月下旬は、はじめ天気は周期的に変

化した。後半は大気の状態が不安定と

なり、所々で雷雨、28 日には降雹が一

部地域であった。平均気温は岐阜、高

山ともに平年並となった。降水量は岐

阜でかなり多くなり、高山では多く

なった。日照時間は岐阜、高山ともに

平年並となった。  

6 月上旬は、天気が周期的に変化した。

平均気温は岐阜、高山ともに平年並と

なった。降水量は岐阜で少なく、高山

で多くなった。日照時間は、岐阜で平

年並、高山では少なくなった。なお、

名古屋地方気象台は「東海地方は 6 月 8

日ごろに梅雨入りしたとみられる」と

発表した。 

6 月中旬は、曇りや雨の日が多くなっ

た。16 日から 17 日は梅雨前線が活発化

して大雨となり、19 日は台風 4 号が東

海地方を通過して大雨となった。平均

気温は岐阜では低くなり、高山では高くなった。降水量は岐阜でかなり多く、高山

では平年並となった。日照時間は、岐阜ではかなり少なく、高山では少なくなった。 

 

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６月２２日発表 

    平年と同様に曇りや雨の日が多く、1 週目は気温が低くなる時期がある見込み。 

 

【１ヶ月予報（６月２３日～７月２０日）まで】  ＜名古屋地方気象台＞ 
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農 作 業 管 理 

１ 水 稲 

(1)生育状況 

 晩生種水稲の普通期植作業も終了し、今後は雑草・病害虫そして水管理等を的確に行い、

収量を最大限確保できるような生育量を確保する。台風４号も被害が最悪となりかねない

予想進路から外れ、続く５号も到達前に温帯低気圧となり、大きな被害もなかったものの、

梅雨明けまでは大雨に注意し、また梅雨明け後に陥りやすい異常高温にも注意する。 

下図のように、地域・品種によって５月中旬の低温の影響で生育量の不足が見られてい

る。昨年や一昨年も５月の低温による茎数不足が発生しており、それが穂数不足、更には

作況低下にもつながったので、無効分げつを考慮して、平年の穂数を上回る茎数を早期に

確保できるよう努める。 

  

 

 

図 水稲の生育状況 

  左上：農技セの早期あきたこまち、右上：中農研のコシヒカリ 

  左下：現地（平坦地）コシヒカリ、右下：現地（中山間地）のコシヒカリ 
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草
丈

(
c
m
)

茎
数

(
本

/
㎡

)

移植後日数

◇：岐阜市(5/12植) ○：垂井町(5/3 植)
□：池田町(4/28植) ▽：関　市(4/24植)
△：富加町(5/12植)

20 40 60 80 100
0

30

60

90

120

200

400

600

800

 

5

10

15

移植後日数

草
丈
（
c
m
）

茎
数
（
本
/
㎡
）

早期あきたこまち
葉
令
（
L
）

20 40 60 80 100

40

80

120
200

400

600

800

 

3

6

9

12

15

移植後日数

草
丈
（

cm
）

茎
数
（
本
/
㎡
）

コシヒカリ

葉
令
（
L）

20 40 60 80

20

40

60

80

100

200

400

600

800

 

中山間 コシヒカリ

草
丈

(
c
m
)

茎
数

(
本

/
㎡

)

移植後日数

○：郡上市(5/11植)
□：恵那市(5/18植) 
△：高山市(5/24植)

20 40 60 80

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

 



- 4 - 

 

(2)穂肥 

 籾数の確保や粒の充実にとって重要な栄養補給である穂肥は、下位節間伸長時期と重な

るため、幼穂長や生育量から適正な施用時期の判断を行う必要がある。適期に穂肥を施用

し、登熟の良い秋まさり型稲の生育を促す。 

 

表 幼穂長診断による穂肥施用時期 

 
 

表 穂の発育過程と日数及び外部形態との関係 

 

 

(3)白未熟（高温障害）対策としての穂肥 

 近年発生している高温障害の一つ「白未熟」に対して、穂肥の考え方が変わってきてい

る。これまで食味重視（或いは環境保全型農業の推進）のために、食味に関与する玄米タ

ンパク質含量を減らすべく窒素施肥量を減じてきた。しかし、高温障害が発生しやすい条

件下では、穂肥窒素量が十分でないと白未熟の発生を増長してしまうことも明らかになっ

てきた。このことから、登熟期間の窒素効果を維持させる対処法も検討され始めている。 

 極端な事例ではあるが、穂肥を 10～15 回に分けて少量継続追肥すると、慣行の２回穂

肥に比べて、収量の減少と玄米タンパク質含量の増加を抑制しつつ、整粒歩合が高まった

報告もある。まだ現実的ではない技術ではあるが、その技術の動向を見守り、現地で実施



- 5 - 

 

されている「米麦大豆等生産販売推進事業」の実証試験結果と合わせて情報提供に繋げた

い。 

 

表 白未熟粒のタイプ別にみた発生要因と対策の方向 

 
（近藤 2011） 

 

 図 登熟期の葉色と未熟粒（高知県） 

 

(4)台風対策 

 ６月 22 日現在で台風は５号まで発生している。今後も幾つかは接近・上陸すると想定

されるので、各生育ステージで発生する被害を想定し、その対策準備をしておく。 

 ①風の被害 

  風害は風速毎秒 10ｍを超える頃から始まり、風速・継続時間・温度・湿度・水稲の

生育ステージにより被害程度が異なる。また、台風に伴う強風は、雨上がり後の吹き返

しや台風一過のフェーン現象が高温で乾燥した強風をもたらすこともある。 

  乳熟期から糊熟期に強風を受けると、穂ズレにより籾の変色、着色粒・奇形粒の発生

を助長し、地上部重が最大となる黄熟期には当然ながら倒伏が多くなり、登熟不良とと

もに品質の低下を招く。特に、進路及び沿岸部の通過によって雨が降らず乾いた強風が

吹いた場合、白穂となる場合がある。これは、強風で水分が強制的に収奪され、水分補

給が間に合わないために生じる。 
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写真 平成 19 年の台風 9 号通過による白穂被害  図 冠水日数と被害 

                      （農水省、乳熟期、濁水冠水条件） 

②冠水害 

  冠水して穂や葉が水中に入ると、「息を止められたような状態」となり、同化作用と

呼吸作用がまともに行なわれず、体内の炭水化物が多量に消費される。被害を受けやす

い時期は、「穂ばらみ期を中心とする出穂期前 20 日ごろから出穂期にかけて」である。 

 水稲が冠水した時の呼吸量は、１日冠水で無冠水区の 60%、２日で 30%と直線的に減

少するといわれている。なお、一部でも茎葉が水面上に出ていれば被害は軽減される。 

ア 冠水の日数の長いほど被害は大きくなる。 

イ 冠水の温度が高いほど被害が大きい。 

ウ 濁水は清水よりも（日中高温となりやすいために）被害を大きくする。 

 

  時期別の影響は、 

乳熟～糊熟期：登熟歩合・千粒重の低下（＝収量減）、白未熟粒や奇形粒の増加

（＝品質低下） 

黄熟期   ：登熟積算温度が 700℃（出穂期から 25～30 日後）を超える頃から

品種によっては穂発芽しやすくなる。 

収穫前   ：冠水時間にかかわらず玄米光沢が劣る（＝品質低下）。しかも、籾

に付着した土壌粒子が籾摺り調製後の玄米表面に”擦り込まれた”

ように玄米表面に付着する。 

 ③台風の事前対策 

  乾燥調製施設の荷受体制を整備するとともに、成熟期に達したほ場はもちろん、青籾

率 15％に達したほ場について、可能な限り収穫作業を進めておく。 

  風による稲体の揺れ（＝葉の損傷・穂ずれ）の軽減、急激な蒸散による水分ストレス

の回避、表土の流亡防止のため、”深め”に入水しておく。 

  降雨時に自然落水しないよう排水口を補修しておく。 

  排水路からのオーバーフロー等による水害を防ぐため、水路の補修・ゴミ等の除去し

ておく。 

  畦等の倒壊をなくすために補修に努め、低地や排水不良地では排水ポンプの確保や整

備を行っておく。 

 



- 7 - 

 

 ④台風の事後対策 

  冠水した場合、穂先や葉先が少しでも水面上に出ていれば、被害が軽くなるので、一

刻も早く排水に努める。 

  倒伏した場合、株を起こすが、稈や葉の挫折・損傷に注意し丁寧に行う。なお、倒伏

して穂が田面に付いたり、葉などの下に潜り込んでいると穂発芽を起こしやすいので、

穂の部分を株の上に出し、乾燥に努める。コシヒカリなどの難穂発芽性の品種といえど

も穂ずれ等で籾に損傷があると穂発芽しやすくなる。 

  台風後は白葉枯病・穂いもち等が発生しやすいので、防除基準を勘案して防除に努め

る。（ただし、白葉枯病は発病が出穂後であれば約３％程度のわずかな減収となり、実

害がほとんどないという報告もある。穂いもちについても、葉いもちが少ないと穂への

進展は少ないと見込まれるが、物理的損傷程度や既に葉いもちが発生している圃場では

注意が必要。） 

  台風一過の晴天と吹き返しにより蒸散が激しくなるので、倒伏しなかった圃場は、数

日間湛水状態を保つ。収穫間際の場合も落水を遅らせる。 

 

(5)生育調査法 

 以下の表を参考に、生育期及び成熟期の調査を実施する。 

 これまで実施された調査方法と異なると考察が困難となるため、確認しておく（特に

茎数）。 

 

 表 生育及び成熟期調方法 

項目 基準及び方法 調査単位 表示法 

草丈 上位葉身を持ち上げ地際から最上部分までを計測する。 0.2cm cm 

茎数 （展開中も１枚として含め）葉２枚を有する茎を数える。 本 本/㎡ 

葉色 SPAD502 を用い、完全展開する上位から２番目の葉を選び、

その長辺及び短辺の中間場所を（中肋を避けて）測定する。 

0.1 0.1 

出穂期 全茎の 40～50%が出穂（葉鞘から穂の一部が現れる）した日 月．日 月．日 

成熟期 帯緑籾が 1 割程度になった日 月．日 月．日 

稈長 最長稈の地際から穂首節までの長さ(10 株平均) １cm cm 

穂長 最長稈の穂首から籾の先端までの長さ(芒除く) 0.2cm cm 

穂数 遅れ穂（最長稈の 2/3 以下）を除く穂数 本 本/㎡ 

収量 中庸な場所の３～５㎡を部分刈． 

※株刈の場合，条間と株間を実測する．屑籾（米）を除く。 

0.1kg kg/a 



- 8 - 

 

    

図 茎数調査時の分げつの考え方       図 出穂 

（宮城県の模式図参照） 

 

２ 大 豆 

(1)土壌処理剤による播種後の除草 

除草剤の殺草スペクトル（効果を発揮する草種の範囲）に注意して剤を選定・使用する。

実際の除草剤は、イネ科・広葉雑草それぞれに効果の高い剤が組合された複数成分剤であ

るが、単剤で除草を行なっている場合には、生育期での補完用の茎葉処理剤の使用も考慮

する。 

アミド系 

尿素系 

トリアジン系 

ジニトロアニリン系 

：例）ジメテナミド 

：例）リニュロン 

：例）プロメトリン 

：例）トリフルラリン 

：イネ科雑草に効果が高く、広葉雑草に効果低い。 

： 

： 

：キク科やアブラナ科、ナス科に弱い。 

 

(2)中耕・培土 

除草を兼ねて中耕と培土は同時に行う。１回目は播種後 25～30 日後（４～５Ｌ）に、

２回目は１回目の 10～15 日後(平坦地では２回目は無理)に、初生葉節までを培土高とし

て実施する。なお、作業が遅れると断根により逆効果になるため、遅くとも開花の 10 日

前までには終わらせる。 

 

(3)摘心 

 摘心は、過繁茂・蔓化による倒伏を軽減し、低収時の増収技術として利用可能な技術と

して確立された。 

 ①処理時期は、開花期前までに実施する。 

 ②処理位置は、生長点を的確に除去できるように実施する（100％の摘心率は必要な

い）。 

 ③処理効果は、処理方法や時期にもよるが、中耕培土栽培並の収量が得られている。 

※ 本年は、タチナガハに発生する青立ち問題に対し、摘心処理で軽減させる実証試験が

行なわれる。これは、一株に着生する莢数に合わせた茎葉量に調節する「ソースとシン

クのバランス維持」を目的に行う技術として注目している。 

広葉雑草に効果高い。 
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３ 野 菜 

(1)イチゴ 

①育苗管理 

 ア 採苗の終了とランナー切りへの準備 

  生産力の高い苗づくりに向けて、先月中もしくは今月の１０日頃までには採苗を終

えたい。最終の苗を受ける際には、ランナー先を止めて採苗を行う。 

また、適切な潅水を実施して発根を促し、ランナー切りに向け準備を進める。 

イ 親株の管理 

ランナー切りを行うまでは、親株には各ランナーを支える重要な役割がある。すで

に各苗にも潅水を始めているため水の心配は少ないが、養分等の分配は親株のみに因

る。親株に葉色の落ち込みなどがみられれば、第１次子苗の不時出蕾などが懸念され

る。もう追肥の時期ではないが、必要があれば葉面散布などで葉色や草勢の維持を図

る。 

ウ 潅水管理 

ランナー切りに備えて、除々に子苗への潅水を増やす。親株への潅水も従来どおり

行う。梅雨の最中であるため、過潅水による過湿には注意が必要となる。 

乾湿の差を激しくし“しおれ”などを繰り返すと、萎黄病が発生しやすくなるため

注意する。 

エ 光の管理 

原則として、遮光はせず苗には十分な光を与えたい。 

ランナー切りを実施するが、基本は潅水を徹底してしのぎたい。好天が続き厳しい

状況であれば遮光もやむを得ないが、出来るだけ早めに取り除きたい。 

  窒素中断による花芽誘導までは十分な光に当てて、充実した苗の養成に努めたい。 

オ ランナー切り離しと追肥 

７月の最も重要な作業である。最終に採苗した根張りに注意して、親株と第一次子

苗の間から順次切り離していく。潅水を徹底して、しおれさせないよう注意が必要と

なる。 

切り離し後は、各苗とも４枚程度を目安に葉の整理を行い、ロングトータル７０日

タイプ約１ｇを株当たりに施用する。ランナーの切り離しが遅れたり苗が強い場合は、

７０日タイプを半量程度とするか４０日タイプに変更する。 

ランナー切り後の農薬散布は、本ぽカウントとなるため記帳管理など注意する。 

カ 苗の養成管理 

花芽分化誘導までは苗の充実に努める。十分な潅水や適度な肥培管理、適宜葉欠き

を行うなど、目標とする苗づくりに努める。 

  目標 クラウン径：８～１０ミリ、白い不定根２０本以上 

キ 病害虫防除 

炭そ病とうどんこ病防除を徹底する。高温多湿により乾きにくい状況が続くため炭

そ病が発生しやすくなる。ランナー切り後は速やかに親株を除去しハウス外へ搬出す

る。また子苗も適度な葉かきなどを行い風通しのよい環境をつくる。 

近年、本県が開発した「ノンシャワー育苗」等の底面給水による育苗が増えつつあ

る。炭そ病には効果が高く是非導入してほしい技術であるが、鉢底が乾かず用土も

湿った状態が長くなるため、疫病対策も行いたい。本ぽで使用できる農薬が少ないた
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め、育苗期の防除を徹底し防ぎたい。 

ハダニの発生が増えるようであれば、薬害に注意して、物理的な作用のある薬剤と

効果の高い化学農薬とをローテーション施用し、しっかり防除する。 

 

(2)施設野菜（トマト・キュウリ・イチゴ共通） 

 今年度の栽培が終了したばかりであるが、次年度への対策を適宜進めてほしい。 

①蒸し込みによる病害虫の駆除 

②ハウス周辺の雑草の処理 

③太陽熱やふすま等による土壌消毒の実施 

④資材等の洗浄・消毒 

⑤土壌診断の実施 

 

(3)ホウレンソウ（高冷地） 

①梅雨時期の管理  

６月中旬～７月中旬の梅雨時期は例年、腐敗等による事故品の発生が問題となる時期

である。一般的に収穫期には、ほ場が乾いているように、収穫１週間前以降の潅水は厳

禁であるが、気象情報に注意しながら、小量多回数潅水によりほ場条件に応じて生育期

の潅水量や潅水終了時期を調節することが必要である。さらに、収穫・調整作業は丁寧

に行い、葉や葉柄を傷付けないように注意を図る。また、春先より株間をやや広げて通

気性を良くすることは、梅雨時期に発生が問題となる抽苔の防止対策としても有効であ

る。 

 ②高温期の管理 

  ア 遮光  

   ほうれんそうの発芽適温は 18～20℃と低いことから、播種時は遮光資材（遮光率

30％程度）で被覆し、地温の低下と土壌水分を保ち発芽の安定を図る。基本的には本

葉４枚目までには除去するが、天候や品種特性に応じ被覆期間を延長することも必要

である。 

  イ 水管理  

   発芽が揃うまでの３～４日間は土壌表面の乾燥を防ぐため適度に潅水する。発芽揃

いから本葉４枚目までは根が伸長する時期であり、立枯病等が発病しやすいため潅水

を控え、本葉４枚～草丈 10cm 程度までは土壌の乾き具合を見て３回程度、１回当た

り５～10mm 程度の潅水を行う。作付け終了後、ほ場が乾燥している場合のロータリ

ー耕は土壌の団粒構造を壊し、透水性低下の原因となることから、前作終了後、耕起

前に潅水し、表層から作土層中心部まで土壌水分を均一に保つことも、物理性維持や

発芽揃いのためには有効である。 

 ③病害虫防除 

  ア べと病  

   曇天や降雨が続く春秋の低温期に発生が問題となるが、分生子の発芽適温は８～ 

１８℃（高山市内：４／上～６／上、９／下～11／上）とされ、高標高地帯において

は夏期にも発生が見られる。子葉、本葉第１～２葉の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、初期からの予防防除が重要であり、県内産地

においてもレース７抵抗性品種への感染が報告されていることから厳重な注意が必要
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である。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除も実施する。 

  イ ナメクジ類  

   冬期を除き周年で発生するが生活に多量の水を必要とするため、梅雨時期を中心に

特に発生が増える。昼間はマルチや石の下など常に湿った環境に生息、夜間を中心に

活動し植物質や腐葉土を餌としている。ほ場周辺に雑草が多いと発生が多くなること

から、ほ場周囲の除草を徹底するとともに、ほ場を乾燥状態に保つ。薬剤防除を行う

場合は、ほ場周囲を中心に行い作物体に直接かからないように注意するとともに、粒

の崩壊や効果の低下を防ぐため降雨前は避け、活動し始める夕方以降に処理すると効

果が高い。また、防除効果が比較的短いため、天候によっては３～４日おきに処理す

る必要がある。 

 

(4)トマト（高冷地） 

①樹勢の維持(第３花房開花以降) 

  ア 施肥、潅水  

   第３花房開花以降、果実の肥大に伴い、樹勢は低下傾向となることから、収穫の始

まる第６花房開花期までの樹勢を、いかに適正に保つかが安定生産の鍵となる。その

ためには理想とするトマトの姿（中段の樹勢を強めに維持する意識)をしっかりと持

つことが重要であり、日々の観察の中でイメージする草姿に合わせるように、ほ場条

件に応じて追肥開始時期、施肥量、潅水量を調節する作業が必要である。 

   近年は、速効性の基肥施用量が少ない傾向にあることから、追肥開始時期が遅れな

いように注意するとともに、着果数の増加に合わせて段階的に追肥量を増やすことが

重要である。 

  イ 摘蕾、摘花  

   下位等級となることが予想される鬼花は、着果前に摘蕾、摘花するように心掛ける。

特に第１花房の第１花は鬼花となりやすいため早めに取り除く。 

  ウ 摘果  

第３花房までは各花房とも３果に摘果することを基準とするが、老化苗の定植等の

影響で樹勢が弱い場合や梅雨期に日照不足が続く場合は、第１～２花房を中心に摘果

のタイミングを早めることや、摘果程度を強めに行い樹勢調節を図る。近年は梅雨時

期に樹勢が低下し、中段の着果が不安定となった例が多いことから早めの対応が求め

られる。 

  エ 葉先枯れ症  

   葉中の加里欠乏によって発生するとされ、着果負担が最も大きくなる収穫前時期を

中心に発生する傾向がある。根域の加里が不足しないように追肥を継続するとともに、

樹勢が低下した場合には特に発生が多くなることから、摘果の徹底や施肥・潅水管理

の適正化により樹勢維持に努める。また、石灰や苦土、アンモニア態窒素等との拮抗

作用により加里の吸収を妨げていることも考えられることからバランスの良い施肥に

注意する。 

  オ 摘花房、主枝更新  

   摘果の徹底、施肥、潅水管理の適正化に努めたが結果的に樹勢が低下傾向となった

場合には、極端に施肥・潅水量を増やすことは避け、着果不良の状態となる前に、早
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めに開花花房の摘除、生長点の摘心処理を行い、花房数を制限することにより速やか

な樹勢回復を図る。しかし、樹勢が極端に低下した後の処理では効果が期待できない

ことから、早めの判断が必要である。 

 ②梅雨期間中の管理 

  ア しおれ対策  

   曇雨天時は潅水を控えがちとなることから、特にハウス中央部分が乾燥状態となり、

しおれ発生の原因となることが多いため、土壌水分を一定に保つことを意識し、曇雨

天が続く場合でも定期的な潅水を継続する。しおれの発生が予想される場合（曇雨天

が続いた後の晴天日等）は、前日や当日の早朝より十分に潅水を行い、極端なしおれ

が発生した場合は動噴による葉水散布を継続して行い、葉焼け等の発生を最小限に抑

える。 

  イ ガク枯れ症対策  

   第４～５花房で発生の多いガク枯れ症は、梅雨時期に晴天日が続くことに加え、堆

肥の大量施用や窒素施肥量が過剰な場合、樹勢が強めで潅水を控え気味としている状

況で発生が多い傾向にある。いずれも早朝に十分な葉露が上がっていないことが予想

されるため、第３花房開花以降は葉露の上がり方を見て潅水量を増やすとともに追肥

量を調整し、吸水しやすい土壌環境を整える。 

 

(5)ダイコン（高冷地） 

①病害虫防除 

ア キスジノミハムシ 

 温暖地では年に４～５回発生するが、高冷地や寒冷地では２～３回程度発生する。

成虫は枯草の下、土塊のすき間、アブラナ科野菜の葉中などで越冬する。成虫の出現

は高冷地や寒冷地では４月からで、成虫・幼虫の密度が最も高くなるのは６～８月で

あり、この間に雨の少ない年は発生が多い傾向にある。根部に被害を及ぼすのは播種

３週間前後以降との報告があり、播種時に処理する粒剤の残効は一般的に 30 日前後

とされ、薬剤の種類によっては地上部への浸透移行性もないことから、生育中期の茎

葉散布による成虫防除も重要である。 

  イ ワッカ症 

 白さび病菌の寄生が原因とされ、地上部での発生がほとんどで地下部に形成される

ことは極めて少ない。ワッカ症の発生は播種 50～60 日前後からの収穫適期以降から

観察されることが多いが、薬剤防除は生育初期の処理効果が高い。幼苗期の散布では

茎葉だけではなく、地際部の土壌に浸み込むよう十分な量（約 200 ㍑／10a）を処理

すると効果が高い。黒斑細菌病や軟腐病などに適用のある銅水和剤も有効な剤があり

同時防除が可能であるが、品種や生育状況、栽培時期によって薬害発生の恐れがある

ため生育初期の連用は避ける。 

エ 黒斑細菌病 

生育適温は 25～27℃で、春秋を中心に発生が多くなるが、高標高地帯では夏期に

おいても問題となる。種子や被害植物の遺体で越年し、土壌伝染と空気伝染により感

染が拡大する。葉や葉柄等の地上部被害よりも、収穫期に問題となる黒心症の発生原

因となることから注意が必要である。生育初期から細菌に曝されることにより病害が

発生することが示唆されており、多発後は防除が困難となるため、播種後２～４週間
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の初期段階での予防的な薬剤防除が黒心対策としては有効である。また、黒心症の発

生には品種間差が認められることから、生育・品質等を考慮しながら発生の少ない品

種を選択することも有効である。 

 

(6)夏秋ナス 

①ほ場環境の整備 

  ナスは、２０℃以上の水に数時間浸かるだけで根の枯死が始まるとされる。より降水

 量が増える梅雨後半に向けて、ほ場の排水性を確認して滞水させないように改善する。 

また、強い風雨による泥の跳ね上げは、褐色腐敗病等の発生原となりやすく、品質低

 下の要因となる。降雨後の防除の実施や泥はねの防止の対策を行う。 

②かん水管理 

  梅雨期はかん水の必要が少ないが、雨間の乾燥には注意する。 

梅雨が明けたら、管理を切り替え十分なかん水を実施する。“ツヤなし果”の発生や

 草勢を低下させないよう十分注意する。 

かん水を行う時間帯は、地温管理を考慮して夕方～夜間とし、昼間は滞水させないよ

うに注意する。 

  晴天時の１回のかん水量は、株あたり２～３ℓ 程度とする。 

③誘引 

支柱の強化を行う。 

  早めに誘因を実施して遅滞なく主枝を伸長させる。 

主枝は支柱や誘因テープ等にしっかりとめる。 

主枝の先端は手が届かなくなったら止める。 

④側枝のせん定 

“ナスは側枝で穫る！”といわれるほど、側枝の収穫

 量は全体の収穫量に影響する。 

側枝の基本的な剪定管理を徹底して、草勢の

 維持と安定した着果を実施する。 

  ア １側枝１果生産を徹底する。 

  イ 側枝の第１花の直上の葉を残して摘芯す

   る。また、第１花直下の葉軸から出た芽は

   かき取る。 

    ウ 収穫時または収穫後に側枝第１葉の基で

   剪定する。 

    エ 側枝第１葉の葉柄から伸びた芽を以降同

   様に処理する。 

⑤草勢と肥培管理 

  ナスは草勢により、花の質が変わる。（右図） 

鮮やかな紫色の花弁を持つ大きな花で長花柱花とな

 るよう草勢をみながらこまめな追肥を行う。 

  また、１回当たりの追肥量は、１０ａ当たり窒素量

 で１～２ｋｇ程度を目安とする。 

写真 誘引の様子 

図 側枝の剪定の基本 

図 栄養状態と花の質 
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肥切れは、側枝の発生を悪くし、花の質の低下や肥大の低下、果実の曲がりを招くの

で注意する。 

また、苦土欠乏の発症にも注意する。 

⑥葉かき 

梅雨に入り降雨が続くと日射量の減少で“花落ち”が発生して後半の収穫量が大きく

減少する可能性がある。主枝のこまめな“葉かき”により採光性のよい管理を実施して

いる地域においては極端な花落ちとならず収穫量への影響がほとんどなかった事例もあ

り、草勢にもよるが、適宜葉かきを実施して採光性を改善し、側枝の発生を促すととも

に、草勢を維持するよう努める。 

⑦適期収穫の励行 

  収穫遅れは、肥大超過を招き価格も低下する。また、草勢低下も招きやすいので十分

 注意する。 

表１ 収穫量別の規格構成比較 

 10a当たり収量  ３・２Ｌ率 左の表は、ある産地の出荷データを参考 

    に作成したものであるが、収量の低いグル

  ープほど、大規格の出荷割合が高くなって

  いる。収穫遅れは、明らかに草勢の低下を

  招き全体収量も伸びない。 

  １０ｔ以上 

 ８ｔ～１０ｔ 

 ６ｔ～ ８ｔ 

    ６ｔ未満 

   約５７％ 

   約６３％ 

   約６８％ 

   約７０％ 

 

⑧病害虫の管理 

    ～病害～ 

  ア うどんこ病の発生に注意する。ほ場巡回により初発の防除を心がける 

イ 青枯れ病の発症に注意する。草勢の低下や根傷みで発症しやすくなる。適正な肥

培・栽培管理を励行する。万一発症したら速やかに抜き取りほ場外で廃棄する。 

  ウ 花がらの灰色かび病の発生に注意する。梅雨後半は特に注意が必要である。 

  エ 褐色腐敗病の発生に注意する。強い風雨の後は特に注意が必要。泥等の跳ね返り

対策を行う。 

～虫害～ 

ア 引き続きアブラムシ、スリップスの発生に注意する。 

イ ７月にはハスモンヨトウ、タバコガが出始める。ネット等の耕種的な防除や薬剤

散布を実施する。病害虫防除所等の発生消長データも参考にする。 

⑨高温対策 

梅雨明けとともに日射しが強まり気温が上昇する。マルチ下の地温の上昇には特に注

意する。 

  地温の上昇は地表面に多い細根を枯死させ、草勢低下、土壌病害の発生の原因となる。 

   対策：刈草や敷きわらなどでマルチ面を被覆する。 

かん水を夕方～夜間の地温低下させやすい時間に行う（排水対策）。 

⑩台風への備え 

台風が襲来する場合は、防風ネットや支柱の強度の確認、主枝の誘因の強化、収穫果

の取り込みなど行う。 

強い風雨の後は、防除と場合によっては液肥等の葉面散布で病害虫の抑制と草勢回復

を図る。 
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(7)サトイモ 

梅雨明け後の干ばつには十分注意する。場合によっては、かん水ができるよう備えてお

くとよい。 

①マルチ栽培 

ア ダツかき 

７月１０日頃までを目安に、余分な親ダツを欠き

  取る。 

  イ 除草 

畝間の除草管理を行う。 

②培土栽培 

  ア ダツ欠き 

７月１０日頃までを目安に、余分なダツや弱いダ

  ツをかき取って、一番勢いのよい（太い）ダツ一本

  にする。出来る限り発生基部から欠き取るようにす

  る。 

イ 培土 

○１回目 

   側条に追肥（例：固形３０号で１０ａ当たり３０

  kg）を行い第１回目の培土を実施し、親ダツの生育 

促進と子イモの着生を図る。 

第１回目の培土は約１０cm 高さ程度とする。 

○２回目 

子イモの着生が始まる頃（親ダツの葉数が５枚程度の頃）に２日目の培土を実施す

る。 

   ７月１０～２０日までが適期となる。 

   １回目と同様に追肥（例：固形３０号で１０ａ当たり４０kg）を行い培土を実施す

る。 

   親イモの肥大と子イモの着生を促進するため、２５cm 程度と大きめの培土を行う。 

   注意！ 乾燥時に培土すると根を切ってしまうので、梅雨明け間近に実施する。 

 ③共通 

ウイルス株の発生に注意し目印を付けておく。この株からは種イモをとらない。 

ハスモンヨトウ等の発生に注意し、必要があれば防除を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 ダツが多く出た株 

写真 ダツかきの様子 
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４ 果 樹 

(1)生育（表１～５） 

県内の果樹の生育は、春の低温の影響を受けて概ね平年に比べ２～３日遅くなっている

が、昨年より４～10 日程度進んでいる。６月 22 日現在、クリの開花は平年より２～３日

程度遅れている。未だ梅雨あけまで期間があるため、園の排水対策を徹底し、順調な生育

を促せるよう管理する。 

 

 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 2012 3/21 4/15 5/21 5/22 5/25

2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29 10/4 10/4 10/11 261 16.5
平年 3/16 4/6 5/18 5/19 5/23 9/28 10/2 10/5 238 16.1

太秋 2012 3/23 4/18 5/21 5/21 5/26
2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28 10/11 10/23 10/31 342 16.8
平年 3/23 4/11 5/18 5/20 5/23 10/15 10/23 11/1 340 17.3

富有 2012 3/22 4/18 5/23 5/24 5/27
2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31 11/7 11/15 11/28 275 17.1

平年 3/23 4/11 5/20 5/22 5/25 11/6 11/19 11/30 277 17.0

開花期 収穫期

 

 

 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 2012 3/17 4/15 4/15 4/18 4/25

2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23 8/10 8/22 8/29 337 12.2

平年 3/18 4/12 4/10 4/14 4/21 8/6 8/17 8/24 362 12.6
豊水 2012 3/15 4/9 4/12 4/16 4/17

2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21 9/6 9/16 9/26 463 13
平年 3/13 4/8 4/5 4/11 4/17 9/2 9/10 9/18 444 13.4

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） 

品種 年度 発芽期 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）

丹沢 2012 4/10 4/30 6/18 6/13
2011 4/6 5/6 6/23 6/20 9/5 9/12 25.2
平年 3/31 4/27 6/16 6/11 8/30 9/8 25.3

筑波 2012 4/9 4/28 6/19 6/12
2011 4/3 5/4 6/24 6/18 9/22 10/6 24.8
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.5

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

 

 

 表４ モモの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2012 4/9 4/30 5/2 5/6

2011 4/3 5/5 5/7 5/10 8/6 8/14 289 15.8
平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/3 8/13 285 15.2

昭和 2012 4/9 5/1 5/3 5/8
白桃 2011 4/3 5/6 5/8 5/11 8/18 8/29 432 16.6

平年 3/26 4/27 4/30 5/5 8/18 8/28 326 15.3

開花期 収穫期
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表５ リンゴの生育相（中山間農業研究所：飛騨市） 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2012 4/14 5/5 5/8 5/15

2011 4/10 5/10 5/14 5/19 9/3 9/25 325 14.6
平年 4/4 5/3 5/7 5/13 9/5 9/22 355 13.7

ふじ 2012 4/15 5/4 5/8 5/14
2011 4/10 5/10 5/13 5/18 11/10 11/30 317 17.6
平年 4/5 5/3 5/7 5/12 11/10 11/29 368 15.6

開花期 収穫期

 

 

(2)果樹の猛暑対策 

①かん水 

  梅雨明け後、果樹園からの蒸発散量が急激に増え、真夏の晴天時の葉、土壌表面から

の蒸発散量は、１日当たり４～５mm と言われている。１０日以上降雨がない場合には、

１回のかん水量を３０mm で７日置きを目安にかん水を行う。土質が粗粒の場合には１

回のかん水量を減らし間隔を狭くし、黒ボク土では、かん水量を増やし間隔を広くする。

スプリンクラーやポンプ等を利用して散水するか、用水等を利用できる場合は畝間かん

水を行う。水は横に浸透しにくいので、散水幅を狭くしたり畝数を多くしたりして、全

体に行き渡るように留意する。炎天下での滞水は根の活動を弱めるので、かん水は気温

の低い時間に滞水しないように行う。一方、水量が十分に確保できない場合はスポット

かん水等も有効である。 

②土壌管理 

  長野県の調査では、清耕園での蒸発散量を１００とした場合、草生園の蒸発散量は 

１５０～１７０、刈草マルチでは８１となる事が報告されている。 

  このように草生園での蒸発散量は清耕園に比べて一般的にはかなり多くなることから、

草生園では草との水分競合を防ぐため、草刈りを行い、刈草をマルチとして利用する。

また清耕園においても、敷きわらや不織布を利用したマルチを行い、土壌水分の保持に

努める。 

 

 表６ 土壌管理のちがいによる蒸発散量（長野園試・ポット法）  

  区 草生ｸﾛｰﾊﾞｰ区 草生ｵｰﾁｬｰﾄﾞ区 清耕区 わらマルチ区 草生刈草区 

1 日あたりの蒸発

散量(mm) 

4.80 4.06 2.83 1.52 2.30 

同指数 170 143 100 54 81 

 

③日焼け果防止 

  日焼け果は、気温が高い時に果実表面に直射日光が当たり果実温度が４０～４５℃を

超えると発生しやすくなる。通常は、葉や果実からの蒸散で気化熱が奪われることより、

温度上昇を防いでいるが、直射日光が当たることで局所的に危険温度を超えることがあ

り、これが日焼け果の原因となっている。一般に午前よりも午後のほうが気温や樹体温

度が高くなるため危険性が高く、特に西日の当たる部分に発生しやすい。 
  また樹が水ストレスを受けている場合等は、気孔が閉じ蒸散が抑えられることから、

水ストレスが日焼け果の間接的な原因と考えられている。高湿度、無風条件も蒸散が抑
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制されることから、被害が大きくなりやすい。 

  対策としては、果実に直射日光が当たらないようにすることが基本となる。そのため

新梢をやや多めに配置し果実に西日等を当てないようにする。また、日焼け果は上向き

での発生が多いことから、摘果時に横から下向きの果実を残すようにする。蒸散を促進

することも重要で、かん水を実施し樹に水ストレスを与えないようにするとともに、土

中の細根を充分発達させることが大切である。これにより、水ストレスによる気孔閉鎖

が起きにくくなり、日焼けを防ぐことだけでなく、光合成を促進させ、樹勢維持や果実

肥大といった効果も期待できる。細根を十分に発達させるには、土壌改良、たい肥の局

所施用、排水対策（過湿になると根が傷むため）などがあるが、平素からの土壌管理が

重要となってくる。 
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５ 花 き 

(1)フランネルフラワー 

①秋出荷の作型 

ア ３月中旬までに播種された苗は、２.５号ポットから４号程度の鉢への移植適期

を７月中旬までに迎える。夏場は生育が早いため作業が遅れないよう注意する。 

イ 鉢土にはピートモス、パーライト、赤玉土を主体とした用土を用い、微量要素入

   りの緩効性肥料を混和する。 

ウ 移植（鉢替）時は根鉢を崩さず、根を切らないよう注意する。 

エ 鉢替え作業が遅れると秋に開花しない株が発生する恐れがあるため、適期作業を

励行する。 

オ 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。 

カ 「エンジェルスター」は「フェアリーホワイト」に比べて開花が早まるため、鉢

上げや鉢替えが遅れないよう特に留意する。 

 ②春出荷の作型 

ア 今月から播種作業が本格化する。播種用土はピートモス、赤玉土を主体とした用

土に緩効性肥料を混和したものを使用する。 

イ 種子は風選機にかけて精選したものを用い、１箱当たり５ｇを均等にまく。覆土

は種子が完全に隠れる程度とする。 

（覆土が厚くなり過ぎないように注意する。） 

ウ 育苗時の立ち枯れに注意する。病原菌が混入しないように播種箱、播種用土の取

り扱いに注意する。 

 

【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  

 

③親株管理 

ア 優良な親株を選定し、大鉢（７～８号）で栽培することにより、株を大きくして

種子を確保する。 

イ 親株はスペーシングにより株間を十分に確保して管理する。 

ウ 同じハウスで別の品種と混在させないよう十分に注意する。 

エ 摘心は行わず、充実した頂花から採種するよう心がける。 

オ 種子はプラスチック等の密閉容器（乾燥剤入）に入れて、冷蔵庫で保管する。 
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(2)かれん 

①親株管理 

ア 先月までに親株を選んで残し、５号鉢以上に鉢上げする。用土は調整ピート主体

でパーライト、鹿沼土などを混合し排水性を良くする。肥料は緩効性肥料を混和す

る。 

イ 一鉢あたり５０穂の採取を目標にする。 

ウ 高温期に長期間雨に当たると、うどんこ病、菌核病などが発生して、ひどい場合

は枯死する場合がある。そのため、雨よけハウスで風通しを良くして管理する。 

エ 定期的に切り戻し、株をできるだけ大きくする。  

オ 株が弱っている場合は、追肥を行う。  

②採穂 

ア 採穂する前に病害虫防除を徹底する。 

イ 肥料を効かせ、太い芽を確保する。 

ウ 穂は花芽のついていないものを使用する。 

③挿し芽 

ア 採穂したらすぐに水に浸漬する。 

イ 穂の切り口を斜めに切りとり、発根促進剤を処理する。 

ウ 育苗箱、セルトレーなどに調整ピートモスを用土として挿し芽する。 

エ 挿し芽専用ミスト室の利用が望ましいが、遮光して時々散水する程度でも発根は

可能である。挿し芽から１５日程度で発根する。 

   

【かれんの栽培体系】  

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 

 

１１月出荷作型 

 

 

 

    ○：挿し芽 ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷  

     

(3)サルビア  フェニックス 

①品種特性 

フェニックスシリーズには、「パープル」（濃紫色）、「ワイン」（赤紫色）、

「ルージュ」（鮮赤紫色）の３つがある。   

「パープル」は草丈約５０ｃｍ、「ワイン」は草丈約６０ｃｍ、「ルージュ」

は草丈約５５ｃｍと、「ワイン」が一番伸長する特性がある。  

また、最終ピンチからパープル・ワインは１ヶ月弱で開花開始となるが、ルー

ジュはやや生育が遅いため、１ヶ月強で開花開始となる。  

②夏出荷作型 

ア 栄養系品種のため、挿し穂によって生産する。３節程度の挿し穂を親株か

ら採取し、６月下旬から今月上旬頃に挿し穂を行うと、８月下旬には出荷が
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可能となる。気温が高くなるほど生育が早くなるため、毎日の成長を観察し

て作業が遅れないように心がける。  

イ 挿し穂の床土は、調整ピート主体の用土が良く、鹿沼土などは発根がやや

悪くなる。 

ウ 発根を確認したら、挿し穂２～３週間後を目途に速やかに鉢上げを行う。  

エ 鉢上げの１～２週間後にピンチ（１回目）を行う。 

オ  １回目のピンチ後２週間後をめどに伸長した分枝をピンチ（２回目）する。 

カ 水切れ、肥料切れに注意して管理を行い、適宜、追肥を行う。最終ピンチ

後は特に養分・水分を必要とする。気温が高い時期なので注意を払う。最終

ピンチ後、花穂が形成されたら開花前に出荷を行う。 

キ 真夏の昼前後の施設内は暑すぎるため、11:00～15:00 くらいは、30～40％

程度の遮光率の寒冷紗で遮光を行うのが望ましい。 

  

【サルビア フェニックスの栽培体系】  

月･旬 

作型 

４ ５ ６ ７ ８ ９ 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

 

夏出荷作型 

（８月） 

 

 

 

 

    ：挿し穂  ：鉢上げ(3.5 号)   ：ピンチ ■■：出荷  

 

 

 

 

 

 

６ 畜 産 

(1)飼料作物 

 ①とうもろこしの収穫・調整作業における注意点 

播種、天候の状況にもよるが、早生品種においては、７月下旬頃から収穫調整作業が

始まる。良質なトウモロコシサイレージを製造するため、次の点を注意し作業を進める。 

  ・刈取り時期は、黄熟期とする。 

  ・原料の切断長は１０～１３mm を目安とする。 

  ・水分含量は６５～７０％が良いが、水分含量が低い（６５％以下）場合は、サイロ

密度を高めるために短めに切断する。 

  ・サイロ密度を高めるため、十分に踏圧し、素早く密封する。 

  ・発酵品質の改善、開封後のカビ・二次発酵防止を目的とした添加剤等を効果的に利

用する。 
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 表 サイレージの添加物の種類 

（「岐阜県飼料作物奨励品種栽培の手引」岐阜県畜産課（平成２４年３月）より） 

タイプ 種 類 効  果 
乳酸発酵を促進 乳酸菌 

 

pH が低下し、乳酸が多く作られ、発酵品質や長期

貯蔵性が改善される。 

糖・炭水化物 

 

原料に不足している糖を補給して乳酸発酵を促進

する。 

酵素・発酵代謝物 酵素によってデンプンやセルソースを糖に分解

し、乳酸菌に供給する。 

不良発酵を抑制 ギ酸 

プロピオン酸 

pH を低下し、植物の呼吸作用や不良微生物の生育

を抑制する。 

二次発酵の抑制 ギ酸 

 

 

 

酪酸菌の生育を強く抑制し、二次発酵を抑制する

が、耐酸性が強い酵母の増殖を抑えることができ

ないので、プロピオン酸添加よりは二次発酵を起

こしやすい。 

プロピオン酸 酪酸発酵を抑制する強さでギ酸に劣るが、酵母や

カビの生育を抑える点では優れており、二次発酵

の予防に効果がある。 

栄養価の改善 尿素、アンモニア 

 

蛋白質含量の向上、消化率の改善や不良微生物の

抑制に効果がある。 

ミネラル トウモロコシはミネラル含量が低いため、炭酸カ

ルシウム、リンカル剤およびマグネシウム剤など

で補う。 

 

(2)家畜への暑熱対策 

 近年、気温の上昇傾向がみられ、真夏日及び熱帯夜の日数も増加している。梅雨明け以

降は、気温が一段と高くなることから、家畜の生産性を低下させないよう暑熱対策を十分

に行う必要がある。 

なお、具体的な家畜の暑熱対策について、社団法人中央畜産会のＨＰに暑熱対策の優良

事例リーフレットが掲載されているので、参照する。

（ http://jlia.lin.gr.jp/seisan/pdf/leaflet.pdf ） 

 ①畜舎環境の改善 

  寒冷紗、すだれ、日陰植物などの日よけを設置、屋根等への石灰の塗布、屋根材の変

更及び屋根裏への断熱材設置など、太陽熱が畜舎内に伝わりにくい環境を作る。 

  また、窓の解放や換気扇等による換気及び扇風機での送風を行い、畜舎内から畜舎温

度を下げる。さらに畜体へ直接送風・散水・散霧を行い、家畜の体から熱を奪い体感温

度を下げる。 

 ②飼養管理の改善 

  密飼いを避けて体感温度の低減を図るとともに、暑熱ストレスを受けやすい家畜（泌

乳牛、子牛、肥育牛など）を畜舎内の比較的涼しい場所へ移動する。また、牛において

は、毛刈りを実施することも効果的である。 

良質で消化率の高い飼料を与え、冷たい水を十分に飲めるようにする。飼料給与は涼

しい時間帯に行い、給与回数を増やす。また、必要に応じてビタミンやミネラルを給与

し、栄養不足を補う。 

 

http://jlia.lin.gr.jp/seisan/pdf/leaflet.pdf
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(3)養 蜂 

 流蜜期が過ぎ越夏期に入と、みつばちは採蜜で疲れたうえ、気温３０℃を超える暑熱に

より事故や病気が発生しやすくなる。また、蜜源がなくなる時期となり、餌切れを起こす

可能性もあるため、蜂群の点検時３日に１度は貯蜜状況を確認する。  

 ①盗蜂（とうほう）  

  みつばちは十分な貯蜜があると通常盗蜂は起きないが、貯蜜が減少し、蜜源がなくな

り外からの集蜜もなくなると弱い蜂群の蜜を盗みに行くようになる。これを放置してお

くと弱群は全滅するため、被害群を一時、２km 以上離れた場所へ移動させ様子を見る。  

  盗蜂を防ぐためには、出来るだけ各群の貯蜜や群数のバランスをとるようにする。  

 ②働蜂産卵 

  新女王蜂が交尾に失敗したり、敵に襲われたりして産卵が停止し、卵や孵化３日以内

の幼虫が存在しない状況がある程度続くと、働き蜂が産卵を始める。この場合生まれる

蜂は無精卵でありオス蜂ばかりなので、放置しておくと群が全滅する恐れがある。  

  対応としては、働蜂産卵群を他に移した跡に新巣箱を設置し、蜂を除去した蜂児枠２，

３枚と蜜枠を両面に２枚入れ、他から優秀な女王蜂を誘入する。新女王蜂が産卵を始め

たら働蜂産卵群を新巣箱群に合同する。  

 ③巣虫（スムシ；ハチノスツヅリガ等の幼虫）の発生  

  蜜蜂の巣箱の中には常にスムシの卵があり、蜂群が強いうちはスムシの発生は収まっ

ているが、蜂群が弱くなると発生する。スムシはロウを原料とした巣を食べて成長する

ため、巣が破壊され全滅することがある。  

  対応としては、スムシが湧かないよう出来るだけ巣内の清掃を行い、蜂数を維持し強

群とする。蜂群が弱群で十分に守りきれない場合や巣枠が余る場合は、スムシに侵され

やすいため巣箱から取り出し消毒を行う。  

 ④蜜蜂の逃去 

  みつばちは滅多に逃去することはないが、貯蜜が少なくなったり、スムシが繁殖する

と、生活を脅かされて逃去することがある。  

  逃去群は出来るだけ早く捕まえ、巣箱を清掃すると同時に給餌を行い生活を安定させ

てやると防ぐことができる。  

 

７ 作業者の健康管理（熱中症対策） 

農水省の農作業死亡事故調査によると、平成 22 年に発生した農作業死亡事故のうち、

熱中症（熱射病、熱けいれん、熱まひ）によるものは全国で 26 件となっている。夏場等

の暑熱環境下での作業は、熱中症を生じるおそれがあるので、次の事項に注意する。 

(1)日中の気温の高い時間帯を外して作業を行うとともに、休憩をこまめにとり、作業

時間を短くする。こまめに水分・塩分を補給する。 

(2)帽子の着用や、汗を発散しやすい服装をする。作業場所には日よけを設けたり、通

気性のよい衣類を着用したり、濡れタオルや保冷剤を身体に巻くのも効果的である。 

(3)屋内では遮光や断熱材の施工等により、作業施設内の温度が著しく上がらないよう

に、風通しをよくし、室内の換気に努める。 

 暑さの感じ方は人によって異なる。高齢者は特に注意が必要である。節電を意識する

あまり、健康を害することのないようにする。 
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専門項目に関する情報  
 

ほうれんそう栽培における土壌クラスト対策について 

 

本県の中山間地域における主要な園芸品目であるトマト・ほうれんそうは、昭和４０年

代に技術が確立した雨よけハウスを利用して生産されている。雨よけ栽培は簡易な施設で

はあるが、施設の移動が困難なことから、永年連作されるのが一般的となっている。ほう

れんそうでは年間で５回程度の栽培が行われており、特に高温期に問題となる土壌病害に

ついては、土壌消毒により対応しているが、潅水不足や潅水むらによる発芽や生育のふぞ

ろいにより生産が不安定となっている事例が多く見られる。これらの原因としては土壌の

物理性悪化が起因していると考えられることから、これまでも物理性改良として、明きょ

や暗きょ設置による排水性の改善や有機質資材の投入による団粒構造の維持等の方法が効

果的とされてきたが、労力的な問題や費用的な面で十分な成果が得られているとは言い難

い状況にある。 

一方、大豆・たまねぎ等の露地作物では、は種時の土壌構造がその後の発芽や生育を大

きく作用することから、いかに初期の物理性を良好に保つかが重要な課題となっている。

その対策として、は種機の鎮圧方法について改善対策が提案されており、ほうれんそう栽

培においてもヒントとなりうることから紹介したい。 

 

(1)土壌クラスト（土膜） 

ほうれんそう栽培ハウスにおいて、土壌の表面にせんべい状の薄い皮殼が良く観察され

る。これは、土壌クラストあるいは土膜と呼ばれるもので、厚さはわずか数 mm 程度にす

ぎないが、クラストの形成により透水性が低下し、潅水により表面のみが湿り、内部が乾

燥状態となっている例が見受けられる。また、土壌の通気性低下により根が深くまで伸び

ることができず土壌表層に多く分布することになり、乾燥と湿潤の変動が大きく、作物の

生長に影響を与えるストレスの原因となっていることも考えられる。 

田中１）によると土壌クラストの生成のメカニズムは、乾燥土壌や団粒構造が発達して

いない土壌、耕起作業により細粒化された土壌に、雨やかん水等の水滴が与える衝撃によ

り短時間に土壌粒子が崩壊し、細粒化した土壌粒子が土壌表面に密に詰まることにより発

生するとされている。また、土質により土壌クラストの発生には違いがあり、一般的に粒

子の細かな粘土が多く含まれ、腐植含有量の少ない土壌、新たに造成した畑での発生が多

い傾向にあるとしている。 

 

(2)管理作業の改善による土壌クラスト形成の抑制 

ほうれんそう栽培ハウスで一般的に見られる土壌クラストだが、発芽揃いが良好なほ場

は土壌クラストの発生が少なく、土壌表面が軟らかく保たれ、緑色や赤色の藻の発生が少

ない傾向にある。一方、土壌クラストの発生が目立つほ場は、発芽むらとなっている例も

多く、土壌の乾燥に伴う亀裂や藻の発生が目立つ傾向にある。（図１） 

具体的な改善対策としては、かん水方法の改善が有効となる。土壌に与えられる水滴の

衝撃が、土壌クラスト発生の要因となっており、土壌表面をたたく水滴の勢いが強いほど、
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また、土壌の表面が乾燥しているときにかん水するほど、土壌が細粒化しクラストを形成

しやすくなる。このため土壌クラストの形成を抑制するためには、一部で利用が始まって

いるが、細かな水滴で柔らかなかん水が可能な、かん水チューブを利用することが効果的

である。また、乾燥状態でのロータリ耕は、過度に土壌を細粒化することによりクラスト

の形成を助長することから、砕土作業は適度な土壌水分状態で行うことも重要となる。 

図１ 土壌クラストの発生が少ないほ場：左、土壌クラストの発生が目立つほ場：右 

 

(3)播種機の改善による発芽率の向上 

（独）農研機構九州沖縄農業研究センター２）が開発した「大豆播種後の降雨による出

芽不良を軽減する山形鎮圧方式」によると、慣行の大豆播種機の鎮圧輪を山形鎮圧輪に換

えることで、降雨による大豆の出芽不良が軽減され、播種後3～5日間で100mm以上の激し

い降雨があった場合および、その後に土壌クラストを形成した場合に、出芽率の低下をお

よそ10～20％軽減できるとしている。山形鎮圧輪とすることで、回転しながら鎮圧し種子

列上部には尾根部を、その左右には谷部を形成する。激しい降雨時は尾根部の比較的細か

い土壌が谷部へと流出するが、降雨後の乾燥時に尾根部へひび割れが生じるため種子上の

クラスト形成を阻害し、割れ目から大豆の出芽が観察されるとしている。 

北海道立総合研究機構十勝農業試験場３）が作成した「加工・業務用たまねぎの直は栽

培における出芽安定化対策と経済的目標」によると、鼓型鎮圧輪を利用した際の、は種深

度は、慣行鎮圧輪の約２cmに対しやや深い約３cmであり、土壌クラストの生成している現

地ほ場では鼓型鎮圧輪のクラスト硬度が有意に低く、とりわけ、硬い土壌クラストが生成

したほ場では鼓型鎮圧輪による出芽の安定化が図られたとしている（図２）（表１）。 

名称は異なるが、何れの方法も播種機の鎮圧輪を山形（鼓型）に変更することにより、

土壌環境変化の大きい、水田転作・畑作地帯で発芽率や生育の向上に対する効果を確認し

ている。施設栽培ではあるが、ほうれんそう栽培は、は種時を中心に数十㎜以上の潅水を

行い、生育後半には土壌表面を乾燥状態に保ち、なおかつ５回以上の栽培を繰り返すこと

から、土壌クラストが生成されやすい条件にある。播種機の利用は、ほうれんそう栽培に

おいても共通していることから、比較的、少ないコストで土壌クラスト対策として利用可

能な技術として注目される。 
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図２ 鼓型鎮圧輪：左と慣行鎮圧輪(平滑円筒型)：右（鳥越 2011） 

 

 

(4)耐水性団粒構造の形成 

団粒構造の発達と土壌クラストの形成には関係があることは先に述べたが、土壌団粒形

成のメカニズムは現在では以下のように整理されている。極めて微小な粘土鉱物を、鉄や

アルミニウムなどの陽イオンが引き寄せ結合物の役割を行い、一次鉱物粒子の間を埋め微

小団粒が生成される。腐植物質、微生物菌体等の有機物が、ろう物質の役割を果たし微小

団粒が結合した安定した団粒が形成される。さらに根が土壌孔隙を伸長する際に、土粒子

を押しつけたり（圧縮）、水を吸収して団粒を乾かし（脱水）、団粒どうしの結びつきを、

より堅固な状態にすることにより、耐水性の高い土壌団粒が形成されると考えられている。 

安定した団粒形成には、のりの役割を担う有機物の施用が欠かせないが、樋口４）によ

作業 播種 播種 出芽揃

速度 間隔 深度 H22 5/6 5/11 5/18 5月 5月

(m/s) (cm） (cm) H23 5/6 5/12 5/18 (月/日) 5半旬 6半旬

音更町② 鼓型 0 .79 10 .7 3 .05** 0.3** 0.0** 0.2** 未調査 未調査 93.7

(H22）4/27 慣行 0 .65 10 .7 2 .15 1 .0 0 .4 1 .4 未調査 未調査 87 .6

音更町① 鼓型 0 .49 9 .2 3 .18** 1.1** 1.9** 1.9** 5/19 87.8* 96.7

(H23）4/25 慣行 0 .44 10 .3 2 .28 3 .9 6 .7 8 .8 5/19 58.9 73.3

音更町③ 鼓型 0 .79 11 .0 3 .07** 0.9** 1.4** 未調査 5/14 81.0 82.3

(H23）4/21 慣行 0 .85 14 .5 2 .12 2 .3 3 .7 未調査 5/12 87.7 87.7

斜里町 鼓型 0 .50 10 .4 2 .60** 0.0 0.0 0.0 未調査 未調査 95.8

(H23）4/26 慣行 0 .54 10 .4 1 .74 0 .0 0 .0 0 .0 未調査 未調査 93 .5

　　　1)クラスト硬度計0.98N/40mm バネを使用。

試験場所(年次)
播種日

処理区

表１ 鼓型鎮圧が播種精度、クラスト硬度、出芽に与える影響（鳥越2011を一部改変）

クラスト硬度1) (kgf/cm2) 出芽率（％）

注　 表中数値の上付き**は有意水準１％で差あり(t検定)、*は有意水準５％で差あり(Ｆ検定)を表す。
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有機質資材 全炭素 全窒素 炭素率 易分解性炭素
（％） （％） （C／N比） （％）

菜種かす 43.6 6.35 6.9 14.80
蒸製骨粉 24.5 5.18 4.7 8.60
乾燥菌体 45.2 10.79 4.2 19.40
魚かす 46.6 11.32 4.1 23.30
ひましかす 41.8 8.66 4.8 19.20
脱脂ぬか 40.8 3.08 13.2 16.30
コーヒーかす 52.3 2.20 23.5 16.20
ミカンかす 42.0 1.04 40.4 22.70
混合有機質肥 35.3 8.23 4.3 15.50
ポカシ肥料 27.9 4.88 5.7 15.30
下水汚泥肥料 17.7 2.32 7.6 7.30
稲わらきゅう肥 34.3 2.79 12.3 7.80
麦わらきゅう肥 36.1 2.33 15.5 2.50
稲わら堆肥 13.3 0.75 17.7 0.70
稲わら 38.8 0.62 62.6 11.10
麦わら 39.9 0.28 142.5 10.40
バーク堆肥A 37.5 2.37 13.2 1.70
バーク堆肥B 37.5 2.32 16.2 0.90
バーク堆肥C 42.8 1.54 27.8 1.00
バーク堆肥D 47.1 1.09 43.2 2.70

　　　 求めた。

　注　易分解性炭素含量は，黒ボク土を用いた培養試験での炭素分解率から

表２　各種有機質資材の全炭素と易分解性炭素(樋口1996)

ると、北本土壌（黒ボク土）、武豊土壌（黄色土）、埼玉土壌（灰色低地土）、長野土壌

（灰色低地土）とも、有機質肥料の施用によって粒径0.5～2mm画分の割合が増加し、団粒

形成効果が認められるとしている。北本土壌では蒸製骨粉・ミカンかす・コーヒーかすで、

武豊土壌ではミカンかす・コーヒーかす・ひましかす・脱脂ぬか・乾燥菌体・蒸製骨粉で、

埼玉土壌では蒸製骨粉・ひましかす・ミカンかす・コーヒーかす・菜種かすで、長野土壌

ではミカンかす・蒸製

骨粉・脱脂ぬか・ひま

しかすで、団粒形成能

力はとくに高くなって

いる。これらの有機物

は、易分解性炭素を含

む割合が高い傾向にあ

り、分解しやすい炭素

と団粒形成には密接な

関係が認められるとし

ていている。一方バー

ク堆肥等は微生物が分

解しにくい難分解性炭

素の割合が高いことか

ら、粗孔隙の拡大効果

は期待できるが、団粒

形成には直接関与しな

いと考えられる（表２、

３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団粒 同指数 団粒 同指数 団粒 同指数 団粒 同指数

菜種かす 21.4 153 20.6 116 13.5 170 11.0 175

蒸製骨粉 25.2 180 28.0 158 17.5 222 18.5 294

乾燥菌体 20.8 149 26.2 148 14.0 177 8.9 141

魚かす 20.9 149 20.3 115 11.7 148 10.4 165

ひましかす 20.9 149 32.1 181 16.9 214 13.1 208

脱脂ぬか 21.7 156 28.4 160 11.1 141 15.4 244

コーヒーかす 24.4 174 37.8 214 14.5 184 12.1 192

稲わら堆肥 19.9 142 19.4 110 9.5 120 6.9 110

ミカンかす 25.1 179 39.0 220 17.6 223 22.6 359

ピートモス 19.7 141 20.6 116 8.3 105 7.1 113

スラッジ堆肥 17.7 126 15.9 90 7.9 100 7.3 116

対照硫安 14.0 100 17.7 100 7.9 100 6.3 100

無処理 16.1 115 17.2 97 7.8 99 7.1 113

表３　各種有機質資材の土壌団粒形成能（栗原ら，1980を一部改変）

（団粒：％）

　   　団粒割合の指数は，それぞれ硫安区の団粒割合を100 とした場合の値
である。

  注　団粒割合とは，培養1週目の耐水性団粒を2～1,1～0.5,0.5～0.1,＜0，1mmに分けた場合の

        2～0.5mm画分の割合を示す。

北本土壌 武豊土壌 埼玉土壌 長野土壌
有機質資材
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(5)おわりに 

有機物の施用による土づくりは篤農家が古くから実践してきた技術であるが、様々な研

究により科学的にその効果やメカニズムが解明されつつある。ほうれんそう栽培は、同一

ほ場で年間５作もの栽培を行い、その間に土壌病害対策として土壌消毒が一般的に実施さ

れていることから、土壌の団粒構造形成に関係しているとされる各種の微生物の活動に影

響を与えていることは無視できないものと考えられる。ますます厳しくなる夏期高温下で

生産を安定させるためにも、団粒形成に有効な易分解性有機質を利用した土づくりを積極

的に進めるとともに、は種機の改良による土壌クラスト形成の抑制を図ることが、土壌の

透水性や保水性を高め、夏期生産安定のポイントとなる発芽勢の向上や生育の均一化につ

ながることが期待される。 
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