
 

 

 

  
                                               平成２４年３月３０日 
                                                       第４６２号 

     今月の技術 
                              農政部農業経営課 
 

                

  目 次  
 

   

 

１ 今月のトピックス 

 新規就農者の育成・確保に向けて・・・・・・・・・・・・・・・・   １  

－トマトの生産拡大研究大会より－          （高木 晃） 

    

  ２ 気象概況（４月)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ３ 

                              （石川嘉奈子） 

   (1) これまでの気象経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

   (2) 今後の気象予測  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 

 

３ 農作業管理（４月) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

          (井戸誠二 吉田一昭 成田久夫 石川嘉奈子 加藤高伸) 

   

   (1) 水  稲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４ 

   (2) 麦  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

(3) 野 菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

(イ チ ゴ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

      (施設野菜(トマト・キュウリ)) ・・・・・・・・・・・  ９   

         (ホウレンソウ（高冷地)）・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 (トマト(高冷地))・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 (ダイコン(高冷地))・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

   (グリーンアスパラガス（ハウス立茎栽培)）・・・・・・ １３ 

 (露地野菜全般(平坦地))・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

(夏秋ナス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４  

 (サトイモ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

(タマネギ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

(4) 果 樹・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

(5) 花 き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９ 

 

  ４ 専門項目に関する情報 

６次産業化に向けた支援について ・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

（傍島千鶴） 



 

1 

 

今月のトピックス  

新規就農者の育成・確保に向けて 

－トマトの生産拡大研究大会より－ 

１  トマト生産拡大研究大会  

 岐阜県園芸特産振興会「夏秋トマト部会」と冬春トマトの生産者部会である「施

設部会（トマト専門部会）が合同で主催した「岐阜トマトの生産拡大研究大会」が、

さる２月 16 日にＪＡ会館大会議室で開催された。  

 トマトは、岐阜県の野菜を代表する品目であるが、そのトマトにおいても、県内

産地では生産者の高齢化が進み、生産者数・栽培面積とも減尐傾向にある。  

 夏秋トマトでは、平成 12 年に生産者数 821 人であったものが、平成 23 年では 591

人と年々生産者数が減尐し、10 年ほどの間に、20％程以上も減尐した。生産量、販売金額

でみた場合、栽培者数の減尐ほどの減尐にはなっていないが（一戸当たりの経営面積の

拡大と単収の向上等の効果によると思われる）、それでも数量金額とも減尐傾向にある。  

 一方、冬春トマトについては、生産者数、生産量・販売金額は微減～横ばい傾向

である。  

   

図  夏秋トマトの生産数量・販売金額の推 移      図  冬春トの生産数量・販売金額の推移  

   注）いずれもグラフ中、左軸：数量、右軸：金額  

生産者の減尐、産地規模の縮尐を食い止めなければ、トマト産地としての岐阜県が

危ないという、生産者・関係機関の共通の思いが今回の研究大会の開催に繋がった。  

大会では、事例発表・パネルディスカッションを通して、生産者、市町村、ＪＡ、

全農、県等それぞれの立場から、県下各地での新規就農者育成・確保に向けた取組

事例や、関係機関の支援体制、支援制度等の紹介が行われた。  

飛騨からは移住・定住施策の一貫として、地域農業者と市町村が一体となって、新規

就農希望者に対する技術研修の実施、定住に向けた各種支援策をシステム的に実施してい

る例が市役所・生産者代表から、東濃からは生産者の高齢化、栽培面積の減尐が進む中で、

関係機関が連携を取って実施している新規就農希望者のための研修や、生産者が主体とな

って取り組んでいる研修施設等、技術習得支援に向けた取組事例がＪＡから、冬春トマト

産地からは、空きハウスを活用した新規就農者の育成事例が生産者代表と農林事務

所から紹介された。このように、現在県下各地で、新規就農者の育成・確保に向けた、

関係機関の取組が進められている。 

２ 新規就農の状況 

 一方で、農業に対する意識の変化から、他産業からの新規就農希望者は年々増加

しており、県青年農業者等育成センターにおける相談件数も近年 400 人を超えるま
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でになっている。しかし、ここ数年の県内での新規就農者の数は 60 人前後と、希

望者の割に新規就農者の確保が進んでいないことも現実である。  

全国の新規就農者 1500 名余に対する国のアンケート調査の結果からは、「新規就農者が

実際に就農する上で苦労した事は何ですか？」との質問に対する回答として、１位が農地

の確保、２位が資金の確保、３位が技術の習得、４位が住居の確保、その他に相談窓口さ

がし、家族の了解の確保等が上げられている。 

地域外からの新規就農者にとって、農地・住居の確保と資金の確保がもっとも問題とな

っていることは、このアンケートにも見られるように間違いがない。 

 一方、技術の研修先としては、全体の 52％が先進農家、次いで農業大学校の 12％、生

産法人７％と、「実践的な経営や技術が学べる」という理由で先進農家での研修を希望す

る新規就農者が圧倒的に多い。 

３ 新規就農者育成のための支援策 

 新規就農者を育成してゆく上で考えなければならない支援は、まず入り口部分である

【就農意志決定期】の①就農相談窓口、次ぎに【就農準備期間】における、②就農に向け

た技術習得研修の実施、③就農計画の作成支援、④営農基盤の準備支援、⑤生活基盤の準

備支援、最後に【就農開始期】の、⑥技術・経営力の向上支援等が上げられる。 

 このうち、①の就農相談窓口については、県・関係機関が窓口となって一忚の体制は出

来ている。②の技術習得研修の実施についても、現在岐阜県では表―１のような研修体系

が出来ており、これら以外にも各地域で市町村・ＪＡ、生産者等の主催する各種研修が実

施される等、指導的生産者の協力のもと支援体制が構築されつつある。 

    表―１ 岐阜県での技術習得研修 

入門 ○農業でやる気発掘夜間ゼミ（県） 

短期研修 

 

○農業で夢再発見研修（県） 

○短期農業体験研修（地域就農支援協議会、農畜産公社） 

長期実践 

研修 

○あすなろ農業塾（県） 

○地域特産物栽培研修（地域就農支援協議会、農畜産公社） 

○農家派遣実践研修（農の雇用事業） 

○その他研修（新規就農者育成事業での研修） 

 現在最も体系的に支援が出来ていない頄目は、④の営農基盤の準備支援と、⑤の生活基

盤の準備支援ではないだろうか。先に上げたアンケートにもあるように、農地の確保、資

金の確保、生活基盤の確保が、新規就農者の最大のハードルになっているが、これらにか

かる「農地情報」「住居の情報」「空きハウスの情報」といった就農準備部分についての

支援体制はまだまだ十分とは言い難い。 

関係機関がバラバラに支援を実施していてもなかなか効果は上がらない。今後支援を効

率的に実施してゆくためには、先に上げた６つの支援頄目について、関係機関が役割分担

を明確にし、意識統一を図った上で連携体制を構築していく必要がある。そのための手法

の一つとして、県の進めている地域就農支援協議会等の事業の活用も考えたい。 

平成 24 年度からは青年就農給付金等、国の新規就農者に対する新たな支援事業

が始まる事から、就農希望者が増大することが考えられる。県下それぞれの産地に

おいて将来像を十分に検討した上で、これらの新規支援事業を上手く活用した担い

手確保の取組で、将来の産地の拡大・活性化に結びつけてゆくことが望まれる。  



 

3 

 

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、天気は周期的に変化し

た。平均気温は岐阜、高山ともに平年

並みとなった。降水量は岐阜で平年よ

り多くなり、高山では平年並みとなっ

た。日照時間は岐阜、高山とも平年並

となった。 

 ３月上旬は、はじめは晴れた日も

あったが、その後は雤や雪の日が多く

なった。平均気温は岐阜、高山ともに

平年よりかなり高くなった。降水量は

岐阜でかなり多くなり、高山では平年

より多くなった。日照時間は岐阜、高

山ともに平年よりかなり尐なくなった。 

 ３月中旬は、前半や旬の終り頃は、

晴れた日が多くなったが、寒気の南下

した 12 日には、山地では大雪となり、

美濃地方でも積雪となった。平均気温

は、岐阜では平年よりかなり低くなり、

高山では平年より低くなった。降水量

は、岐阜では平年並となり、高山では

平年より多くなった。日照時間は、岐

阜では平年より多くなり、高山では平

年並となった。 

 

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１６日発表 

向こう１か月の天気は周期的に変わり平年と同様に晴れる日が多い。平均気温は、

２週目を中心に寒気の影響を受ける時期がある見込みである。  

 【１ヶ月予報（３月１７日～４月１６日）まで】       〈名古屋地方気象台〉 

時 期 予 報 概 要 

3/17～3/23 天気は周期的に変わり、期間のはじめは気圧の谷や湿った気流の影響で

雤が降る。 

3/24～ 3/30 天気は数日の周期で変わるが、大陸の冷涼な高気圧に覆われる日が多く

平年に比べ晴れの日が多い。寒気の影響を受ける時期がある見込み。 

3/31～ 4/13 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。高気圧に覆

われて平年と同様に晴れの日が多い見込み。 

今後の気象に注意して、作物の栽培や施設等の管理を行ってください。  
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農 作 業 管 理 

１ 水稲 

(1)高温障害対策 

①高温障害対策の晩植について 

 米の高温障害（特に白未熟）

の発生は、出穂後 20 日間の高

温が影響すると考えられている。

出穂後 20 日間の日平均気温を

平均して 27 度を超えると危険

と言われている。 

 右図は H23 年夏季の平均気温

を示した図であるが、5/10 植

のコシヒカリは 7/28 に出穂し、

6/10 植では 8/10 に出穂した。

それぞれの出穂後 20 日間を枞

で囲んだ。5/10 植では後半に、

6/10 植では出穂直後にそれぞ

れ高温の影響を受けていることが分かり、それぞれの出穂後 20 日平均気温も 29.0℃と

28.2℃であり、必ずしも晩植が品質低下を回避させるとは言い切れない。しかし、実際

は 8 月初めと 20 日頃に平年を下回る日があったため、22 年産のような白未熟粒の大量

発生は回避されていた。 

 もうひとつ注意点がある。それは、6 月植は 5 月植よりも高温期に初期生育が始まる

ことから、地力の発現量も早くから多くなり、稈長が伸びやすく倒伏する危険が高まる。

しかも、9 月の秋雤に収穫期も重なりやすく、倒伏する危険度も増える。 

 今後、いつ頃が高温になるか先の読めない状況であるので、他の軽減技術も加えて対

策に取り組む必要がある。 

 

(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、地域によっては、カリや苦土は不足に、リン酸は不足寸前の状況に移り始めている

（平成 21 年から全農岐阜県本部により実施された担い手等の土壌診断結果を参照）。 

 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４

kg/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。肥料高騰

対策時に利用したリン酸とカリを尐なくしてある肥料を土壌養分が不足し始めている状

況にあっても使用し続けることは、不足に拍車をかけることとなる。土壌改良資材や

図 平成 23 年産の夏期日平均気温の推移 

  左枞：5/10 植の出穂後 20 日間 

  右枞：6/10 植の場合 
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肥料について、窒素・リン酸・カリだけでなく珪酸・苦土・石灰の不足にも注意

する。 

 

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

るだけのものではなく、必要な量は代替資材の窒素成分で補なって生育や収量を

確保する。 

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。  

④代かき 

移植時に（泥水の）排水を行うことのないように浅水（表土が 30 ％程度見え

る）で代かきを行う。植代後に散布する初期除草剤の使用は、来年には一律に移

植７日前処理へと農薬登録変更が予定されているため、この作から対忚を心がけ、

“代かきから移植までの期間が長い”場合に限定する。 

 

(3)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～  

 昨年は、種子の登熟期の高温が影響して一部品種で休眠が深くなり、育苗時に出

芽不揃いが発生した。23 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、

気温や水温に注意し、観察の下で十分水上げを行う。 

 浸種水温が 10℃以下に下がると、いくら浸種期間を延長しても発芽率が向上せず、

発芽不揃いとなりやすいので、浸種水温の加温を検討する。 

②催芽 ～多尐長めでも 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） 

 

２ 麦 

(1)排水対策 

 これから降水量が多くなる季節が始まる。降雤降雪や追肥作業によって崩れた排水溝

は補修されたと思われるが、再度点検する。無人ヘリによる病害防除を予定されている

と、次は収穫時まで圃場へ入らないため、排水溝に水が溜まっていると、収穫作業に障

害をもたらすだけでなく、麦粒の登熟にも影響してしまう。確認して補修しておく。 

 

(2)赤かび病対策 

 赤かび被害粒は農産物検査では 0.0 ％となっており、しかもカビ每の含有基準値

(1.1ppm)があるので、赤かび病の特徴を把握して防除を徹底する。この病気は発生して
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から拡大を抑えることは困難なため、予防で対忚する。 

発生条件：開花期に最も感染しやすい。 

出穂期～開花期に高温・雤天が続いた時に発生しやすい。 

防除対策：開花始期とその 10 日後の２回目防除で予防する。 

刈り取り後の収穫物は、速やかに乾燥処理を行う。 

 

(3)縞萎縮病 

 小麦縞萎縮病は土壌伝染性のウイルスが原因で発症する(ポリミキサ菌が媒介)が、本

年は２月が寒かったことから、３月に入って各地で葉の黄化などの病徴が確認され始め

ている。今後気温が 20℃を超すと病徴も消え、加えて追肥の効果により生育が旺盛とな

ると、被害が判別しずらくなる。本県では著しい減収事例がまだ十分把握されていない

ため、状況把握を進め、今後改善策を提供できるように準備を進めている。 

※病徴 

①茎立期前にほ場全体、或いは道路際や水口、トラクターの転回する部分に黄化症

状が現われる。 

②その部分の株は、簡単に引き抜け、白い根が殆どない。葉は黄色や赤紫色の部分

があり、そこから展開する新葉には黄や白の縦に長い菱形の縞がある。 

③冬期間に枯死して欠株が生じたり、成熟期に穂数が尐なく、稈長は短く、穂揃い

が悪くなる。 

④酸性障害や除草剤の薬害、寒さによる枯れ等の症状は似ているが、新葉に縞はな

い。 
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３ 野菜 

(1)イチゴ 

 23 年度産のイチゴ生産・出荷は、年内は温暖な気候に恵まれ項調であったが「濃姫」  

においては第 1 花房と第２花房のつながりが不揃いであったり、第２花房が弱かったり

と、12 月下旬以降は前年を割り込む数量となった。また、２月に入ると、厳しい寒さと

「美濃娘」の成り疲れも重なり急激に出荷数量が減尐し、出荷の旬計では前年比 50％台

にまで落ち込む結果となった。３月 10 日までの生産販売計でも数量は前年比 80％、単価

は 119％、販売金額 95％となっている。  

 今後も急激な数量の増加は見込めないが、各産地とも尐しずつ回復傾向にある。しか

し、気温上昇による過熟果・傷み果の発生が問題となってくる。また、曇雤天による灰色

かび病の発生も問題となる。 

葉がら、花がらや花梗くずなどを除去し栽培環境の管理を徹底して、５月終盤までしっ

かり出荷を行いたい。 

①適期収穫の励行 

 気温が高くなると一気に着色が早まるので、必ず穫り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り果

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。 

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、適

正な温湿度管理を行う。特に晴天時は、早朝から換気を行い、急な気温上昇に備える。  

 高設栽培では、草勢等を確認して培地加温を調節（停止）し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。  

曇雤天時は、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。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、尐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。 
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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。 

（S57.10 全農施設・資材部刊青果物予冷施設の手引きから） 

⑦栽培環境の管理を徹底し病害虫の発生を抑える 

  

    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、降雤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し、予防散布を実

施するとともに、必要以上の灌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、発生・発見初期に防除するよう努め

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
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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。 

⑨育苗管理 

 24 年度産向けの苗づくりが始まっている。 

 昨年度は、濃姫を中心に“炭そ病”の発生に苦しんだ。  

 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いたい。 

  ○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 

  ○降雤が増えるので“雤よけ”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 

 

  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） 

 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。  

 

(2) 施設栽培（トマト・キュウリ） 

 今年の販売は高値推移となっており、出荷数量の確保により満足な結果が得られそうで

ある。病害虫を発生させない栽培環境と草勢を維持する肥培管理、栽培管理を行って、品

質の高いトマト、キュウリを出荷する。  

 今冬は、特に２月の寒さが厳しかったが、最低夜温の確保と最近の気温上昇により草勢

の回復がみられ、尐ないが日々の出荷数量が安定してきた。 

 ここ数年、春の気象は変動が激しい。今後も気象（気温）の変化に十分に注意して、温

度や湿度等の環境管理を徹底し収穫量の確保に努める。 

①ハウス内の温度管理の励行 
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 光合成の適温は 25℃前後とされ、ハウス内の温度は、日の出後に最も早くその温度に到

達しそれ前後で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、最も効果的に

光合成をさせることが可能となる。 

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。 

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、今後に利用

を検討したい 

 

図１ 光合成に対する炭酸ガス濃度と   図２ トマト葉柄における光合成産物の転流  

温度の関係（ﾊｰｽﾄﾗ．1963 年）      速度に及ぼす温度の影響（吉岡ら．1986）  

 

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。  

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、草勢管理と栽培環境とする。

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。  

今年度の作付けを終了する場合は、蒸し込みを実施し、病害虫の根絶を図る。 
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(2)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。 

 

(3)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
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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・ポット等の資材消每を行う

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、特に梅雤時

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。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の周囲は追加灌水等により

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。 

 

(4)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 

基本的に土壌適忚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、りん酸、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抽台対策 

 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 
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 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、１月下旬から２月にかけて厳しい寒さとなり、春芽の萌芽が遅れている。３月

以降は気温も上昇して促進してきているが、寒暖差が激しく、まだ夜温の低下には注意が

必要である。しかし、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”に向けた準備が予定さ

れている。 

 今年は、春芽が遅れているため収穫機関を延長すると、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。  

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  

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

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項次播種が進

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月は気象変動が激しい。ここ数年でも、極端な尐雤、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、降雤＝かん水となる場合が多いが、降雤が尐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、極端な降雤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する。 
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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 

  気温の上昇と降雤の増加により、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。定植後は天候によるが、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項次作業を行う。 

 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。できれば降雤後にマルチングを行い定植に備えておく。 

①定植前 

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、適度な降雤の後の畝が十

分に湿っているうちにマルチングできるとよい。 

  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定植時 

  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。風が尐なく

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

ないように泥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 

  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。 

  トンネル等の利用者は昼間のトンネル内の高温に注意する。 

 また、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。常に排水状況を確認し改善する 
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(9)サトイモ 

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

①ほ場の準備について 

  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当たり完熟堆肥を約２～３ｔ投入して十分な耕起を行う。 

②種イモの準備について 

  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。 

  農薬の適正使用に従い、種イモの消每を実施する。 

 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マルチ栽培について 

 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培土栽培について 

  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。 

  項次培土を実施するため、作土の尐ない場合はうね幅を広げるなど工夫する。 

⑤雑草対策について 

  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項次収穫を行う。 

 中・晩生種については肥大が始まるため、病害虫等で茎葉を傷めないよう注意する。 

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。 
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４ 果樹 

(1)今年の主要果樹の生育（表１～５） 

 今年の冬は寒さが厳しい日が多く、春の訪れも遅れている。３月 23 日現在の桜の開花

予想（日本気象協会）は、岐阜市で３月 30 日と前年より２日、平年に比べ４日遅くなっ

ている。 

 ３月 23 日現在、ナシの発芽期は、平年と比較して「豊水」は２日遅く、「幸水」は１

日早くなった。カキの発芽期は、「早秋」は平年より５日遅れた。「富有」及び「太秋」

は、ほぼ平年並みである。クリ、モモ、リンゴの発芽期は平年より遅くなる見込みである。 

 ４月中旬頃までは、平年同様、天気は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 2012 3/21

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
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
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

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
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） 

 

 

 

 

 

 

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 展葉期　 １果重

始 盛 （ｇ）
丹沢 2012

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
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

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 （ｇ） (%)
白鳳 2012

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
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） 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

◆事前の予防対策 

 ①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。 

 ②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。 

 ③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。 

  

◆万一被害にあった場合には 

 ①被害枝は慌てず被害程度を確認してから、枯死した部分はせん除する。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。 

 ②病害虫の発生に注意し防除の徹底を図る。 

 ③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。 

 ④結実量が尐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。 

 ⑤結実量が尐ない樹では枝は過繁茂になりやすいため、結実量の減尐程度や樹勢に忚じ

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、平年より尐ない傾向 

であった。今年の夏前のカメムシの発生は、尐ないと見込まれる。ただし地点によって 

はやや多いところもあるので、今後の発生に注意する。 

 

 

 

 

 

品種 年度 発芽期 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2012

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
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
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表６ 果樹カメムシ越冬量調査 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病害虫防除所調査から抜粋  
※ 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  

※ H23 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

平年 H22 H21 H20 H19

岐阜市 城田寺大橋 0 1 1.5 0 5 0 1
東秋沢 0 2 4.4 0 13 0 4.5

彦坂川南 5 1 2.0 0 4 0 4
海津市 南濃町奥条 0 2 2.3 0 4 5 0

南濃町藤沢 0 0 1.0 0 3 0 1
揖斐川町 谷汲北屋敶 0 0 4.4 1 14 2 0.5
大野町 松山 0 1 0.0 0 0 0 0
本巣市 文殊 0 0 1.0 0 1 0 3

法林寺 1 0 2.1 0 5 0 3.5
美濃市 曽代① 3 1 3.8 1 5 1 8

曽代② - - 1.8 3 3 0 1
美濃加茂市 山之上西洞 1 2 1.5 0 5 0 1

山之上中之番 0 1 1.3 0 3 1 -
中津川市 落合① 1 0 0.1 0 0 0 0.5

千旦林 0 0 1.0 0 2 0.5 1.5
恵那市 阿木① 0 0 0.7 0 2 0 -

0.7 0.7 1.8 0.3 4.3 0.6 2.1

               調査年度

 調査場所 H23

平均

ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ
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５ 花き 

(1)フランネルフラワー 

①春出荷の作型 

・６～７月播種の株は、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。   

・今後は急激に株張りしてくるので、十分に株間をとり水切れさせないように注意する。

株間が狭くかん水量が尐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

ので管理を徹底する。 

・秋出荷用「フェアリーホワイト」の未開花株は、追肥を行い気温の上昇とともに開花

が進んでくるので、適期を逃さないよう項次出荷する。 

・病害を防ぐため早めの換気を実施するなど、環境管理に十分注意する。 

 

②秋出荷の作型 

・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。 

・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｡ 

・「フェアリーホワイト」は、４月に播種すると年内に開花しない。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。 

・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。 

・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親株の管理 

・スペーシングにより株間を十分に確保し、出来る限り大きな鉢で栽培する。 

・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。 

・摘心は行わず、頂花で採種するよう心がける。 

 

(2) サルビア・フェニックスシリーズ 

①挿し木～鉢上げの管理 

・挿し木には１節～３節程度（手で折れるような若芽）を用いる。 

・挿し木用土は、調整ピートモスを主体とした保水性の良い用土が適する。 
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・挿し木中には、ミストなどを活用し萎れないように管理する。 

・発根を確認したら、３.５号～５号ポットに定植する。必要に忚じて２.５号ポットへの

仮鉢上げを行っても良い。 

・老化苗は鉢上げ後の生育が劣り草丈も高くなるため、発根を確認したら早めに鉢上げを

行う。 

・鉢土は調整ピートモスに緩効性肥料を混和する。 

   

②摘心管理 

・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。 

・摘心は草勢が弱ければ２節、強ければ１節を残して行う。 

・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。

さらに枝数を増やしたい場合は、さらに摘心を繰り返す。 

 

③灌水管理 

・鉢上げから活着（鉢上げ後２・３週間）までは、鉢土表面が乾くまでかん水を控える。

やや乾き気味に管理する。 

・芽の伸長後、摘心を繰り返す間（鉢上げ後３週間目以降）は、根が回って乾きやすくな

るため、水やりの頻度を多くする。 

・最終摘心日から出荷（蕾発達期）までは、最も水を必要とするため、鉢表面が乾かない

ようにかん水する。水切れをおこすと、蕾枯れや落蕾が起き、著しく品質を落とす可能

性がある。 

 

【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 

 

       

         

       × ×  

 

                                  × ×   

                                                

   ○：播種   ：鉢上げ(3.5 号～) × ：摘心 ■■：出荷        

 

(3) その他鉢物及び花壇用苗物 

・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。 

・特に昼間は、ハウス内の温度上昇に注意し、換気や適切なかん水を行う。 

・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。 

・気温によっては、徒長等による品質低下を招く場合があるため、スペーシングにより株

間を確保する。   
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専門項目に関する情報  

６次産業化に向けた支援について 
 

１ はじめに 

 農業における６次産業化の背景には、農業所得が減尐の一途をたどる一方で食用農産物

の生産額と、飲食費の最終消費額とでは大きな乖離が生じている現状があり、このような

中で農産物の加工による高付加価値化と共に直接販売等を通じて、農家経営の向上に繋げ

ようとする期待がある。 

平成２３年３月岐阜県で当面５年間に重点的に取り組む施策の方向性を示した「ぎふ農

業・農村基本計画」の中でも、基本方針の１つに「戦略的な流通・販売」を掲げ、６次産

業化に向けての施策を展開している。 

 県内では、今まで普及活動の中で農産物の加工や起業組織の支援を通じて６次産業化に

関する普及活動を行ってきた。しかし、６次産業化に関わるすべてを普及組織が担うこと

には無理があり、普及指導活動の範囲で関係者と連携を図りながら、いかに効果的・効率

的に活動を展開し、目標を達成するかが重要である。 

 ここでは、６次産業化に向けて、農産加工活動が「業」として確立するための支援フ

ローについて示すので参考にして欲しい。 

 

２ 支援フロー 

(1)経営理念の明確化 

経営理念は何か。経営理念をメンバーで共有化し、経営方針に結びつけていくことが

重要。理念や方針はメンバーで話し合い決めることで 

 ①事業を行うための「考え」や「価値観」が明確になる。 

 ②働く人の意欲を高めることができる。 

 ③チャレンジ精神が育つ。 

 ④地域社会への貢献度が明らかになる。 

  合意形成の手法としては、ワークショップが効果的である。話しあった内容を基に、

規約等を作成し、メンバーが共通認識をもつことが重要である。 

 

(2)体制の整備 

       新たに組織を育成する場合は、リーダーの選出、規約等の作成・承認から行う。既

に組織ができている場合は、経営計画を基に組織体制の見直しを行う。  

   事業の目的や参加する人にとって最もふさわしい形態を選ぶことが大切である。 

どのような形態をとるかによって責任の取り方や報酬、そこから発生する税金の種類

などが異なってくる。特に事業規模が大きくなると税金を始めとする社会的責任も大

きくなる。非法人と法人に分けて違いを明らかする等して検討することが重要である。 

    

(3)地域資源の活用 

   地域の資源を活用することは６次産業化の原点である。素材の可能性を様々な角度か

ら検討してみることが必要である。 
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 地域資源の数々   

・緑と清流の豊かな自然   ・景観 

・新鮮な地域特産物     ・伝統ある文化財、史跡 

・地域に息づく文化とくらし ・生活の知恵と技を持つ人々 

・交流のための施設 

 

(4)商品開発と販売戦略 

   商品開発を考える中で重要なことは「○○があるから△△にして売る」のではなく

「△△が求められているから○○を活用する」であり、最終ユーザーである消費者のニ

ーズを正確に把握し対忚していく必要がある。 

    そのために、まず生産者側が消費者の需要の詳細を感知し、産地の強み・弱みを分析

し、どのような消費者に対してどのように販売していくかという、消費者の視点に立っ

た生産・販売を行うことが原点になる。 

   「売れる仕組みづくり」を確立する必要があり、その手項は、①ニーズの把握 ②コ

ンセプト開発 ③商品テスト ④情報伝達 ⑤テスト販売 ⑥顧客評価 である。 

 

(5)施設整備 

  営業許可を必要とする業種が食品衛生法及び岐阜県食品衛生条例において定められて

いる。また、岐阜県食品衛生法施行条例において営業施設において高ずべき措置の基

準、営業施設が備えるべき基準が記載されているので内容について確認する。 

  施設の整備には、必要に忚じて６次産業化関連の事業を活用する方法もある。   

  （食品営業許可等の手続きについて http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-

fukushi/yaku-eisei-kansen/eisei/shoku-eigyo-kyoka/） 

     

(6)生産と知財の管理 

       想定される市場のニーズに忚えるための生産体制を整備する。受注しても生産能力

が伴わず、顧客の信頼を失いかねない場合がある。 

 ①生産能力をあらかじめ把握しておく  

 ②能力が不足する場合は、外注するなどの協力体制を整える  

 ③納期の管理体制を整える  

など状況に忚じた体制づくりが必要である。 

    商品が、消費者に支持されるようになれば、今度は消費者の信頼を裏切らないようブ

ランドを管理していくことが必要である。生産現場で開発された品種や技術について

は、開発者の不利益にならないよう、また、地域において戦略的に活用する場合には

地域等の不利益にならないよう適切に使うことが求められている。 

  具体的には、置かれた状況や必要に忚じ知的財産権を取得し、その権利により活用の

仕方や範囲を決めたり、取扱方法の取り決めや管理体制をつくる等、開発者や地域の

財産として、経済的な価値につなげていくことが求められる。 

同時に、権利侵害がないかどうかなどのチェックも忘れてはならない。 

 

http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/yaku-eisei-kansen/eisei/shoku-eigyo-kyoka/
http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/yaku-eisei-kansen/eisei/shoku-eigyo-kyoka/

