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今月のトピックス  

トマト(冬春)・イチゴ・キュウリの生産・出荷・販売を省みて 

 

１ 全体の実績 

 トマト、イチゴ、キュウリと本県の施設園芸を代表する３品目の系統・共販分の生産・

出荷・販売が終了した。 

 それぞの実績は、前年比で、トマトでは生産数量１０５％単価９０％販売金額９５％、

イチゴでは、生産数量１０７％単価１０２％販売金額１１０％、キュウリでは生産数量 

９８％単価９４％販売金額９２％となった。イチゴでは辛うじて全て前年を上回る結果と

なったが、平成２０年度産以降は毎年のように単価の下落が続き９００円台を割り込む状

況であったため、決して喜んでいられる数値ではない。また、トマト、キュウリに至って

は、年明け以降の単価の下落が大きく影響し、全体では大変厳しい生産・販売年となって

しまった。 

  

２ 望まれる安定生産と出荷情報 

 昨年の生産環境を省みると、梅雤明け以降の猛暑と秋以降の高温傾向により、トマトや

キュウリでは夏秋産地の早期の切れ上がりと冬春産地の出遅れ、イチゴでも花芽分化の遅

れによる出荷の遅れにより、年内の数量は尐なく単価高となった。また、１２月下旬以降

は急激な気温の低下により数量は伸び悩み、１月いっぱいは堅調な販売情勢が続いた。 

 しかし、今年は厳寒期でも比較的日照量が多かったことと、２月には例年になく気温が

高く推移したため、急激に出荷量が増加し、ＪＡ全農岐阜も販売にはあらゆる手を尽くし

たものの、その後は春先まで厳しい販売が続くこととなった。 

 近年の激しい気象変動や燃油等の再高騰もあり、生産数量の平準化には厳しい環境が続

いているが、本年のように数量の上下が即単価の上下に繋がる現状を見ると、生産数量の

平準化に向けては一層の取り組みや改善を進めねばならない。 

 また、産地とＪＡ、普及が一丸となった、技術の平準化と出荷情報の発信がより求めら

れているのは間違いない。 

 

３ 信頼される産地づくり 

 今年度の販売を一層苦しいものにした一要因に、３月１１日に発生した「東日本大震

災」並びに「原発事故に伴う放射能問題」がある。多くの方々が被災された未曾有の災害

であり要因に上げるのは不謹慎かもしれないが、物流の混乱や買い控え、風評被害、イベ

ントの中止など手の打ちようのない閉塞感が漂っていた日々であったように思う。 

 農産物を生産・出荷する産地は、例えば「ぎふクリーン農業」のような、安全・安心な

農産物の生産に取り組み、栽培履歴や防除履歴を作成して産地の信頼向上に努めてきた。 

 しかし、激しい気象変動や予期せぬ災害とそれらによる環境への影響、事件や事故の発

生、風評被害の発生、相変わらず絶えない農薬に係る事故の発生、異物等の混入など、産

地だけでは解決できない問題から産地が解決すべき問題まで様々ではあるが、いずれの場

合も産地からの出荷に係る「単価」に影響が出る。 

 今こそ、一層の信頼づくりに向け、生産者一人一人が現状を正確に理解し一丸となって

ＧＡＰ（生産管理工程）に取り組む時ではないだろうか。 
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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月下旬は前線や低気圧の影響で曇 

りや雤の日が多くなった。26 日から30 

日は梅雤前線や台風第２号の影響で大 

雤となった。平均気温は岐阜では平年 

より低く、高山では平年並となった。 

降水量は岐阜、高山ともに平年よりか 

なり多くなった。日照時間は岐阜では 

平年よりかなり尐なく、高山では平年 

より尐なくなった。 

６月上旬は梅雤前線や上空の寒気な 

どの影響により、曇りや雤の日が多く 

なった。平均気温は岐阜では平年より 

低く、高山では平年並となった。降水     

量は岐阜では平年より多く、高山では 

平年並となった。日照時間は岐阜では 

平年よりかなり尐なく、高山では平年 

より尐なくなった。 

 ６月中旬は、梅雤前線の影響で曇り 

や雤の日が多くなった。平均気温は、 

平年より低く、高山では平年並みとな 

った。降水量は岐阜では平年より多く 

高山では平年並みとなった。日照時間 

は岐阜では平年よりかなり尐なく、高 

山では平年より尐なくなった。 

 

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２０日発表 

向こう１か月の天候は、気圧の谷や梅雤前線の影響が弱く、平年に比べ曇りや雤の日が

尐なく、２週目以降は梅雤前線の活動が弱まる時期がある見込み。 

【１ヶ月予報（６月１８日～７月１７日）まで】       〈名古屋地方気象台〉 

 時 期       予  報  概  要 

6/18～6/24 気圧の谷や梅雤前線の影響で曇りや雤の日が多い見込み。 

6/25～7/1 平年に比べ曇りや雤の日が尐なく､梅雤前線の活動が弱まる時期がある見 

込み。 

7/2～7/15 平年に比べ曇りや雤の日が尐なく､梅雤前線の活動が弱まる時期がある見 

込み。 
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農 作 業 管 理 

１ 水稲 

(1)水管理 

 生育ステージと栽培地域の状況に対応した適正な水管理を行い秋まさり型の生育を促す。 

 田植後の湛水管理が終了すると、根の活力を維持させるために「落水と湛水を繰り返

す」間断潅水が主な作業となる。そして、硫化水素などの有害なガスの排出や土に酸素を

供給することを目的に行う中干しへと移行する。 

  表１ 生育ステージ別水管理 

生育ステージ 水管理 摘要 

分けつ盛期 間断灌水 ３日湛水４日落水 

有効茎数確保後 中干し 足跡深３cm(やや強めに干す) 

幼穂形成期～穂ばらみ期 間断灌水※ ５日湛水３日落水 

出穂開花期 飽水状態※ 約一週間 

乳熟期～糊熟期 
間断灌水～飽水状態

※ 

粒張りを良くし高品質化のため 

水分補給が大切 

黄熟期 落水 
出穂 30～35 日後。過乾燥の時は通

水 

注）移植直後（特に高温時）に深水過ぎると水中で苗が徒長して軟弱になるので、

極端な深水にならないよう注意する。 

※：重金属（カドミウム）吸収抑制対策を行う場合は湛水管理とする。その場合、

中干しが確実に実施されていることが前提条件となる。 

 

※重金属（カドミウム）吸収抑制対策の湛水管理 

 平成 22 年４月８日、食品衛生法に基づく米のカドミウム基準値は「1.0ppm未

満」から「0.4ppm以下」に改正され、平成 23 年２月 28 日から適用されている。

0.4ppmを超えてカドミウムを含有する米（玄米・精米の両方とも同じ）は出荷停止

や回収などの対応が求められるので注意が必要。 

 稲の吸収抑制に最も有効な方法として「出穂前と出穂後それぞれ３週間ずつの湛

水管理」が示されている。なお、いきなり全ほ場に常時湛水を行えば当然用水量が

不足してしまうので、周りへの配慮をしつつ地域の実状に合わせて、乾きやすい

（過ぎる）圃場などから試行してゆく。 

出穂３週間前：幼穂長２mm前後が目安となる。 

出穂３週間後：収穫前落水を慌てて行わないこと。高温期の成熟期でも出穂 30

日後程度となり、圃場の乾燥も可能である。 

 

  

湛水管理 

             

 

従来管理 

   

     図 湛水管理の概念図 
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(2)穂肥 

 籾数の確保や粒の充実にとって重要な穂肥は、下位節間伸長時期の施用となるため、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。適期適量の穂肥を施用し、登

熟の良い秋まさり型稲の生育を促す。 

 

２  麦類 

(1)登熟状況 

 本年も登熟期間の気象条件は良いとは言えない。 

日照時間：５月中旬は多照条件となったが、それを除く期間は降雤も多いことか

ら、寡照条件が続いた。 

降水量：４月下旬以降多雤が続いている。台風２号接近前後の降雤でにより一部

で倒伏を招く程一時的な多雤条件にも置かれた。 

 

(2)収穫状況 

 イワイノダイチの収穫が昨年より４日遅い６月７日から開始された。３月以降の低温に

より出穂が、そして４月も低温傾向が続いたことから開花も遅くなり、成熟期が遅れたこ

とが原因である。 

 また、収穫期に入る前の梅雤入り（平年より 12 日早い５月 27 日）、しかも収穫開始期

以降ほぼ毎日降雤が記録されており、麦の乾燥状況にも影響を及ぼして収穫の進捗が十分

でなかった。 

 雤間収穫を行わなければならない状況であり、穀粒水分がやや高い状況で収穫施設に持

ち込まれるため、乾燥調整には注意が必要である。 

 

３  大豆 

(1)播種 

 生育盛期には多くの吸水量を必要とする一方で、播種時の水分吸収を極端に嫌う。種子

の急激な吸水は発芽不良、出芽勢の低下など、いわゆる湿害を引き起こす。湿害は、その

後の生育不良や雑草繁茂に大きく影響し、大豆作の出来秋そのものに影響するので特に注

意する。 

①事前の確実な排水対策を実施する。 

②降雤後など土壌水分が高い場合は無理な作業は避ける。 

③長雤などの天候により播種適期を失した場合は、晩播適性の高いフクユタカ

等により８月 10 日までを目途に、狭畦無中耕無培土による播種を行う。 

④播種深度は２～３cmを標準とする。 

⑤麦跡で圃場が乾燥し過ぎる場合は播種後の鎮圧が必要である。 

 

(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)に実施する。なお、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。培土の高さは

初生葉節までとする。 

※効果：生育初期の雑草防除、土壌の通気性確保、地際部茎からの新不定根を増やし
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た生育促進、倒伏防止。高温乾燥年の畝間潅水の通水路として利用可。 

 

(3)潅水 

 大豆は湿害に弱い反面、水分要求量も大きい。根粒は大豆より水分不足に弱く、開花期

以降（子実肥大期にかけて）水分不足で窒素固定能力が大きく低下するため、畝間潅水を

効果的に行う。目安は無降雤日数 7 日～10 日である。 

 潅水の水が停滞すると逆効果になるので、確実に排水できるようにする。10 アール当

たり２時間以内の滞水を目途に行う。灌水は温度の低い朝夕または夜間に行い、灌水間隔

は６～７日とする。 

 

(4)摘心処理 

 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も利用可能な技術

として確立された。 

 ①処理時期は、開花期前までとする。 

 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。 

 

４ 野菜  

(1)イチゴ 

 平成２２年度産の生産・販売も終了した。数量では１７ｔを越え単価は９００円台を割

り込んだが何とか１５億円に到達した。 

 高い単価の獲得には安定生産・出荷が不可欠である。１月中は厳しい寒さとなる近年の

気象傾向から、頂花房と第２花房の間の出荷量の落ち込みが目立ち、また第３花房以降で

は出荷が集中しやすい。 

 頂花房に大きな負担がかかり過ぎず第２花房以降も順調に分化する“苗づくり”に向け

今月はランナー切りと以降の苗の養成に努めたい。 

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は、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尐ないが、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。梅雤の最中であるため、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
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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、でき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、各苗とも約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、適宜葉かきを

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尐ないため、育苗期

の防除を徹底し防ぎたい。 

ハダニの発生が増えているようである。薬害には注意して、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させてしっかりたたいておきたい。 

 

(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・・・ウィルス等への対策 

② ハウス周辺の雑草の処理・・・ウィルス等への対策 

③ 太陽熱やふすま等による土壌消毒の実施・・・土壌病害、線虫対策 

④ 土壌診断の実施・・・適正施肥の実施 

⑤ 資材等の洗浄・消毒・・・病害虫対策 

 

(3)ホウレンソウ（高冷地） 

 ①梅雤時期の管理  

  ６月中旬以降の梅雤時期からは例年、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と

なるが、気象情報に注意しながら、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となる。さらに、収穫・調整作業は丁寧に行い、葉や葉柄を傷付け
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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

雤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 

となる。 

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。ほ場が乾燥している場合は、前作終了後、耕起前に 

 20～30 分潅水し、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、発芽揃い 

 のためには有効である。 

 ③病害虫防除 

 ア べと病  

  曇天や降雤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、梅雤時期を中心に発

生が問題となる。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雤前は避け、活動し始める夕方以降に

処理すると効果が高い。ただし、効果の持続性は比較的短いことから、天候により３～

４日おきの処理が必要の場合もある。 

 

(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となる。 
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  近年は、速効性の基肥施用量が尐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 

となる。 

 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雤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。昨年は梅雤時期に樹

勢が低下し中段の着果が不安定となった例が多く見られた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、摘心  

  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

回復を図るが、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

の判断が必要となる。 

  

②梅雤期間中の管理 

 ア しおれ対策  

  曇雤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、曇雤天

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（曇雤天が続

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、梅雤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 

     年に４～５回発生するが，高冷地や寒冷地では２～３回の発生と思われる。成虫は
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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

間に雤の尐ない年は発生の多い傾向にある。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

防除も重要となる。 

 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

とは極めて尐ない。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となる。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ことから、播種後２～４週間の初期

段階での予防的な薬剤防除が黒心対策として有効となる。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尐ない品種を選択する

ことも有効である。 

 

 

(6)夏秋ナス 

  今年は、春先の低温により活着や生育がやや遅れ気味であったが、７月に入りどの産地

も出荷が盛んになる。 

 初期の低温等で根張りが不十分である場合は、春先の成り込みで、軽い成り疲れ

がみられる。梅雤入りが早く曇天も続く傾向にあるが、草勢を落とさないよう肥培

管理に努める。  

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

 量が増える梅雤後半に向けて、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、強い風雤による泥の跳ね上げは、褐色腐敗病等の発生源となりやすく、品質低

 下の要因となる。降雤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 

  梅雤期はかん水の必要が尐ないが、雤間の乾燥には注意する。 

    梅雤が明けたら、管理を切り替え十分なかん水を実施し“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。 

    灌水は、地温管理も考慮して、夕方～夜間とし、昼間は滞水させないように注意する。
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  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。                             基本的

    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図る。 

  ○１側枝１果生産を徹底する。 

  ○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。 

    ○収穫時または収穫後に側枝第１葉の基で 

     剪定する。 

    ○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。 

    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 

    今年は梅雤入りが早く降雤が続く傾向にある。日斜量の減尐で“花落ち”が発生して

後半の収穫量が大きく減尐する可能性がある。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が発生せ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、肥大超過を招き値段も低下する。また、草勢低下も招きやすいので十分

 注意する。 

  

 

 

図  誘因の様子 

図 側枝の剪定の基本 

図 栄養状態と花の質 
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  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。梅雤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。強い風雤の後は特に注意が必要。泥等の跳ね返り

    対策を実施する。 

    ～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 

    梅雤明けとともに日差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、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。 

    強い風雤の後は、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。 

 

(7)サトイモ 

   今年は、植え付け後の低温により発芽揃いが悪くなったが、入梅後は茎葉の伸長や葉

 数等が順調に回復している。           

   今後は、梅雤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。 

  ～マルチ栽培～ 

   ①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。 

   

写真 ダツが多く出た株 
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 ②除草 

畝間の除草管理を行う。 

  

 ～培土栽培～ 

 ①ダツかき 

    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かき取るようにする。 

  ②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、梅雤明け間近に実施したい。 

  

～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 ダツかきの様子 
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５ 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１週間～10 日程度遅く

なっており、クリの開花も平年より 10 日程度遅れている。未だ梅雤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　 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2011 3/11 4/8 5/24 5/25 5/29

2010 3/8 4/6 5/22 5/23 5/26 10/5 10/5 10/5 11/23 212 14.6
平年 3/18 4/6 5/17 5/19 5/22 9/27 10/1 10/4 11/21 235 16.0

太秋 2011 3/20 4/14 5/24 5/25 5/28
2010 3/15 4/11 5/22 5/24 5/27 10/19 10/25 11/2 11/24 364 16.9
平年 3/24 4/11 5/17 5/19 5/22 10/17 10/24 11/2 11/20 342 17.5

富有 2011 3/19 4/14 5/25 5/28 5/31
2010 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30 11/8 11/25 11/29 11/29 252 16.4
平年 3/24 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/19 11/30 12/1 279 17.1

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　 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23

2010 3/13 4/12 4/10 4/14 4/20 8/6 8/20 8/27 11/19 326 12.1
平年 3/18 4/11 4/10 4/14 4/21 8/6 8/16 8/23 11/20 362 12.7

豊水 2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21
2010 3/8 4/5 4/7 4/11 4/16 9/3 9/13 9/21 11/21 465 13.6
平年 3/14 4/7 4/5 4/11 4/17 9/2 9/9 9/17 11/23 447 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 2011 4/6 5/6 6/23 6/20

2010 3/22 4/30 6/18 6/17 9/4 9/13 25.4
平年 3/30 4/26 6/16 6/10 8/29 9/7 26.0

筑波 2011 4/3 5/4 6/24 6/18
2010 3/16 4/27 6/15 6/17 9/24 10/6 27.3
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.5

雄花
満開

収穫期雌花
満開

 

 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 2011 4/3 5/5 5/7 5/10

2010 3/23 5/1 5/3 5/7 8/5 8/16 281 17.8
平年 3/26 4/25 4/28 5/4 8/2 8/13 278 15.0

昭和 2011 4/3 5/6 5/8 5/11
白桃 2010 3/23 5/2 5/4 5/8 8/23 9/1 368 18.5

平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/19 8/28 313 14.9

開花期 収穫期

 

  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 2011 4/10 5/10 5/14 5/19

2010 4/5 5/5 5/8 5/17 9/12 9/30 314 13.6
平年 4/4 5/2 5/6 5/12 9/5 9/21 357 13.6

ふじ 2011 4/10 5/10 5/13 5/18
2010 4/6 5/5 5/9 5/16 11/12 11/30 333 14.6
平年 4/4 5/3 5/6 5/11 11/9 11/29 371 15.5

開花期 収穫期
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(2)果樹の猛暑対策 

①灌水 

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

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

の灌水量を３０mm で７日置きを目安に灌水を行う。土質が粗粒の場合には１回の灌水量

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、灌水は気温の低い時間に滞水しな

いよう行う。一方、水量が十分に確保できない場合はスポット灌水等も有効である。 

 

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１５

０～１７０、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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６ 花き 

(1)フランネルフラワー 

秋出荷の作型 

     ①３月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。 

     ②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、微要素入り 

の緩効性肥料を混和する。 

     ③移植時は、出来る限り根を切らないよう注意する。 

   ④鉢替え作業の遅れにより、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。 

     ⑤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気を付ける。 

   ⑥「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注意する。 

 

春出荷の作型 

     ①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 

土い、緩効性肥料を混和する。 

   ②種子は風選機にかけ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。 

③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        

 

親株管理 

     ①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。 

     ②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。 

     ③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。 

     ④摘心は行わず、頂花で採種するよう心がける。 

     ⑤種子はプラスチック等の密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管する。保管状態が悪い場 

合は、発芽率が極端に低下するため特に注意する。 
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(2)かれん 

親株管理 

①先月までに選んで残した親株を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。 

   ②一鉢あたり５０穂の採取を目標にする。 

   ③高温期に長期間雤に当たるとうどん病、菌核病などが発生し、枯死する場合があ 

るので、雤よけハウスで管理し、風通しを良くする。 

   ④定期的に切り戻し、株をできるだけ大きくする。  

   ⑤株が弱っている場合は追肥を行う。  

 

採穂 

   ①採穂する前に病害虫防除を徹底する。 

   ②肥料を効かせ太い芽を確保する。 

   ③穂は花芽のついていないものを使用する。 

    

挿し芽 

   ①採穂したらすぐに水に浸漬する。 

   ②穂の切り口を斜めに切りとり発根促進剤を処理する。 

   ③育苗箱、セルトレーなどに調整ピートモスを用土とし挿し芽する。 

   ④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。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 

 

 

 

    ○：挿し芽  ：鉢上げ(2.5 号)   ：鉢替え ■■：出荷        

 

(3)その他鉢物及び花壇用苗物 

  ①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。 

③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。 

  ④秋出荷の花壇苗の播種時期を迎える。高温期の播種のため、発芽不良を起こしやす

   い。出来るかぎり発芽適温で管理するよう心がける。 

  ⑤適期に鉢上げを行い、徒長や根詰まりさせることのないよう心がける。根詰まりや

   苗の老化は、生育不良や枯死の原因となりやすい。 
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７ 作業者の健康管理(熱中症対策) 

  夏期等の暑熱環境下での作業は、熱中症(熱射病・熱けいれん・熱まひ)を生じる恐れ 

 がある。農水省の農作業死亡事故調査によると、平成１７～２１年の５年間に、全国で 

 ６１人が農作業中の熱中症が原因で亡くなっている(Ｈ２１:７人)。 

  高温時の作業は、作業者への負担はもとより、疲労が一層増して作業効率も低下する。 

 次のことに留意して健康管理に努めたい。 

(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、連続作 

  業時間を短くする。 

(2)汗で失われた水分や塩分を補給する(加齢に伴い水分不足に対する感覚が鈍ることがあ 

 るので早目に補給する)。 

(3)帽子の着用や、汗を発散しやすい服装に心掛ける。作業場所に日除けを設置したり、 

 ＵＶカットの作業着の着用、濡れタオルや保冷剤を身体に巻くのも効果的である。 

(4)屋内作業では、遮光や断熱材の施工により、施設内の温度が著しく上がらないように 

  するとともに風通しをよくし、室内の換気に努める。 

 

  身体が資本であることを忘れず、影響を最小限に抑えたいものである。 
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専門項目に関する情報  

６次産業化に向けた県内農産加工組織の現状 

 

１ はじめに 

  地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促

進に関する法律（六次産業化法）が平成２２年１２月３日に公布施行された。（６次産業

化関係の施行は平成２３年３月１日施行） 

この背景には、農産物価格の低迷等による所得の減尐、高齢化や過疎化の進展による農

山漁村の活力低下がある。このような中、一次、二次、三次産業との総合的かつ一体的な

取り組みにより、新たな付加価値を生み出す取り組みにより、農林業者の所得向上等を期

待するものである。 

平成２３年３月県が策定した「ぎふ農業・農村基本計画」「ぎふ農山村男女共同参画プ

ラン（第２次）」また同年４月策定の「協同農業普及事業の実施に関する方針」において

も６次産業化の推進について謳っており、普及組織に対する期待は大きい。 

 

２ 農産加工起業組織の現状 

 普及活動の中で、これまでも農産物の加工や女性起業の支援等を通じて６次産業化に関

わる活動を行ってきている。これらに係る技術やノウハウの蓄積も多く、コーディネート

力は他に類を見ない。長年の活動が６次産業化であったと言っても過言ではない。 

 岐阜県では、女性起業に関して年１回農林事務所農業普及課の協力を得て調査を行い、

その推移を把握している。 

 平成２３年３月末で、県内には１３３の女性企業が活動を展開しており。平成１２年と

比較すると総数では２３％増加している。経営類型別にみると平成１７年と比較して、直

販、委託販売、消費者交流、食農体験交流等、その活動の幅は広くなっている。 

 

表－１地域別女性起業数  (H23.3 末現在)      表－２起業数年度別推移 

　H23.3.31内訳

ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営 個人経営

岐阜 12 0 12 12 0

西濃 20 1 19 15 5

揖斐 11 0 11 10 1

中濃 21 2 19 17 4

郡上 9 1 8 9 0

可茂 16 0 16 13 2

東濃 6 -3 9 2 4

恵那 18 0 18 16 2

下呂 6 -1 7 6 0

飛騨 14 -2 16 14 0

計 133 -2 135 115 18

農林事務
所名

起業数 増減
前年度
起業数

 
 

女性起業の定義  ①女性の収入につながる経済活動 

②地域産物を利用した農林漁業関連の経済活動  

③女性が主たる経営を担っている経営形態 

年度 起業数

Ｈ１２ 108

Ｈ１３ 118

Ｈ１４ 117

Ｈ１５ 121

Ｈ１６ 128

Ｈ１７ 122

Ｈ１８ 127

Ｈ１９ 132

Ｈ２０ 137

H２１ 135

H２２ 133  
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  表－３女性起業の経営類型 

 

  

 年間の販売金額では、法人化している場合は 1,000 万円以が多い。(図－１) 

平成１７年と比較すると、300 万円以下の起業数が減尐し、300 万円以上の起業数が増

加していることがわかる。特に販売額の高い 3,000 万以上～5,000 万未満で＋７、5,000

万円以上で＋２となっており、活動の幅を拡げたことが、販売額の増加に繋がっていると

思われる。(図－２) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 構成員の平均年齢は、60 歳以上が約２／３を占め、構成員の高齢化が進んでいる。こ

の問題解決のため、働く人にあった就業時間を設定したり、若い世代のニーズに合わせた

加工アイテムを考えるなど、独自の工夫により活動の継承を考えているグループもある。 

 

図－１ 過去１年間の売上金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 構成員の平均年齢 
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図－２ 販売額別起業数の推移 

表－４ 過去１年間の売上金額 
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３ 類型別県内事例 

 ６次産業化について、県内で成果をあげていると思われる５事例について整理した。 

(1) Ａグループ   地産地消・新商品開発 

  １５年前から町内の３～４名の小グループで加工活動開始、その後法人化している。

経営に関する目標の明確化、地域農産物を活用した商品化について研究し、専門家と

も連携している。その結果、問題が発生しても客観的にとらえ、解決策の提案をグル

ープで行う力がついてきた。 

 更に、マスメディアによる紹介・コンクールや表彰事業にもグループ員の積極的

参加を促すことで、個々の志気向上・能力発揮に繋がっている。  

 

 (2) Ｂグループ   観光農業・鳥獣害、耕作放棄地対策 

   高齢化や鳥獣害で意欲低下している地域に、加工消費拡大の可能性、地域での協働 

  活動をめざして山菜に取り組んだ。 

  行政、ＪＡとの連携を中心とし、農家民宿、農業体験を実施するＮＰＯ法人等とも

連携を密にし、農業・加工体験等を交流事業のメニューとして提案している。農を主

としたＧＴの効果を農業者も実感している。 

   

(3) Ｃグループ   新商品開発・観光農業・都市住民との交流 

サービス業での加工経験を有する構成員が存在する組織育成に際し、最も重視した

ことは、「農業・農村の６次産業化」の意識づけである。地域資源や環境を配慮した

活動理解を深めると共に、活動計画や加工品の試作を繰り返し商品化へと繋げた。 

  

 (4) Ｄグループ   地産地消・農村レストラン 

永年に亘り人づくり（リーダー育成）に重点をおいてきた。経営参画・社会参画・

海外視察研修など積極的に資質向上に努め、これらが礎となり、現在経営者としての

能力発揮に至っている。 

 (5) Ｅ農家     新商品開発・積極的販売 

        生産からジュース加工への経営拡大に際し、農家に合った加工規模を考慮した施設

整備を行い、現在は農産物総売上の 15％をジュースが占め、経営の安定化、雇用の

拡大に貢献している。  

 

４ ６次産業化に向けて 

 上記５つの事例で共通することは、「地域資源の価値を認識し」「販売に関する意

識を高め」「農業者が自信とやりがいを持つ」仕組みづくりを行うことである。 

 その場の対応だけに止まることなく、「農業者が主体となり」「地域や関係機関も

巻き込んだ」活動が必要である。 

 農村のリーダーや核になる人の育成については、学習や交流の場が必要と考えられ

る。人づくりに焦点を当てた継続した支援は今後も必要であり、県としても計画的に

進めていく予定である。 


