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今月のトピックス

日本は農業大国 ！？
国内農業のイメージを大きく変える新書｢日本は世界５位の農業大国｣(浅川芳裕著、農水

省の書店で農業書トップ売上を記録)が２月に出版されたので、参考にその概要を紹介する。

農業を語るとき、二つの潮流がある。一つは「農家弱者化・危機論」(農業はきつい仕事

の割に儲からない。もっと農家を保護しないと日本の食料は大変なことになる)であり、も

う一つは「農業問題化・成長論」(日本農業は今のままではダメだ。しかし、構造的な問題

を解決すれば、成長する可能性を持っている(農政改革や一般企業の参入))である。

しかし、両論とも前提を間違えている。日本は既に｢農業大国｣なのである。国内の農業

産出額は凡そ８兆円(平成２０年で86,509億円、岐阜県1,227億円で全国27位)で、世界５位

(中国、米国、インド、ブラジル、日本)であり、先進国(経済成長によって農家が他産業に

移り、農業のＧＤＰ比率が相対的に低くなった国)に限れば米国に次ぐ２位である。日本が

農業大国である所以は、経済大国であるという点に尽きる。他産業が発展し、人々が豊か

になることでニーズが多様化し、これに応える経営努力で農業は継続的に発展できる。

現在、政府が発表する公式食料自給率はカロリーベースだが、昔は生産額ベースだけが

公式データであった。カロリーベースが現れたのが昭和５８年であり、農産物自由化交渉、

所謂「牛肉・オレンジ交渉」が賑やかりし時代である。当時の資料には、「カロリーベー

スとすると生産額ベースに比べて自給率がずっと低いことが示せる」といった論旨が述べ

られている。また、分母となる供給カロリーは、食品工場での廃棄分や家庭や飲食店等で

の食べ残しも含まれており、誰にも供給されなかったカロリーも入っているのである。ま

た、国産供給カロリーには自給的農家や土地持ち非農家が生産する米等は含まれていない。

カロリーベース食料自給率という指標を国策に利用しているのは、世界で日本しかない。

それ以前に自給率を計算している国も日本(と韓国)だけだ。各国の自給率の値はＦＡＯの

統計から農水省が独自に算出したものだ。何故日本農業が弱いかを強調するようなことを

するのか。一つには、ＷＴＯの関税削減案への抵抗が挙げられる。国際的には全く通用し

ない自給率論を展開する日本が、世界で孤立するのは当然である。

また、食料自給率と食料安全保障(食料安保：予想できない要因によって食料の供給が影

響を受ける様な場合のために、食料供給を確保するための対策や、その機動的な発動のあ

り方を検討し、いざという時のために日頃から準備をしておくこと(農水省))には、何の関

連もない。真の食料安保は、入手先の多様化と発達した貿易関係こそが担保するものであ

る。食料安保とは、健康的な生活を営むために必要な、安全で栄養価に富む食料を何時で

も調達できることだ。つまり、発展途上国にとっては、まさに「生か死の問題」であり、

食料安保を高めるための挑戦が現在、世界的に進行中である。これが、ＦＡＯを始めとす

る国際機関や、学術論文で使われている食料安保の意味だ。発展途上国において、国民の

生死を左右する食料危機が起こる根本原因は、慢性的な貧困と脆弱な自給自足農業、そし

て社会インフラの未整備である。食料輸入の多さが原因ではないし、むしろ国内外に多様

な調達源を持っていることで、安全保障は高まるのだ。つまり、食料安保の定義について

は、貿易に立脚する豊かな先進国と、貧困国との間で埋めることができないほど、大きな

隔たりがあることを理解する必要がある。

にもかかわらず、食料自給率が低いという議論になると、メディアは「国は国民を食わ
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せられるのか」「お金を出しても食料が買えなくなる」と騒ぎ立てる。こういった表現は

情緒的な供給者論理である。この論理は食料安保を国内の食料自給率と同一視しており、

食料の安全を保障するのは供給者側であるという認識から発生している。供給者論理に基

づいた誤解の一例は、輸入が突如、全て停止する事態を安易に想定していることだ。食料

輸出大国が、常日頃、貿易で競合しているにもかかわらず、突然、全面的に輸出を停止す

る申し合わせをする可能性は極めて低い。しかも、食料の輸出入を行ってるのは、国では

なく民間業者である。輸入国が一方的に輸出国に依存している様に捉えられがちだが、裏

を返せば、輸出国は輸入国からの収入に大きく依存していることになる。相互に繁栄する

国際分業である。それにもしも何らかの理由で輸入が全面停止した場合、影響を受けるの

は食料だけではない。食料生産に不可欠な、燃料や肥料等の生産資材も同様である。いく

ら国産農産物が豊富にあっても、燃料がなければ生産地から消費地まで食料を運べない。

究極的には、エネルギー安全保障を向上させることが鍵である。石油や天然ガスは中東等

の不安定な国に偏在しており、その取引は国家権益に大きく左右される。

つまり、自給率という指標は外部に大きく依存しており、それ自体で完結できないのだ。

そのため、それを何％上げようという向上目標は成立し得ないのである。国内生産は当然

必要だが、自給のために全国民が農業に従事したからといって、１００％の自給率が達成

できる訳ではない。様々な手段で自分の能力を発揮し必要な収入を得て、食料を始めとす

る多くの資源を手にするのが、先進国の証である。食料安保とはリスク・マネジメントの

課題であって、自給の問題ではない。国内農業の次元を完全に超えおり、食料の問題です

らなく、一国の問題という次元でも捉えられないのだ。

食料自給率を上げる国の政策は、国内生産を最大化し、輸入量を最小化する方針で進め

られる必要があるだろう。これを実現する政策は、国家の市場介入、農家に対する価格決

定と買い入れ保障、輸入に対する高関税、スーパー等の調達方法への規制等である。しか

し、こうした手段は食料安保を改善しないばかりか、商業活動や消費活動、ひいては国内

外における人々の福祉に深刻な問題を引き起こすだけだ。農業経営者を国の農業生産の一

部ではなく、独立した事業者としてはっきり位置付けるべきだ。国による国産振興の時代

は終わり、農業も他の産業同様、顧客開拓しか経営に未来はないというスタンスを明確に

打ち出すべきである。

食料安保と自給率向上を中心とした鎖国農政は、農家が自力で発展するチャンスを奪う

のみならず、日本を世界の潮流から取り残させるだけだと言える。国の務めは、農家の活

力がより発揮できる市場を広げるために、世界各国とパートナーシップを結んでいくこと

である。需要を無視し、国内供給を税金で増やす自給率向上・鎖国政策は、国内市場を海

外から隔離させ、競争するインセンティブを弱め、結局は農業を衰退させるだけだ。工業

界は、自由化を世界的に認められた商品の価値で乗り切った。農業界も全く同じである。

既に野菜、果樹農家は低関税時代を乗り越え、生産性の向上、嗜好性の追求、産地間連

携等によって自らの強みを発揮している。関税に守られた米でも、専業的農家の多くは輸

入自由化時代に備え、生き残りをかけた商品開発や設備投資を十分行ってきたし、規模拡

大とマーケティングの力をもっと発揮したいと考えている。彼らは現状の、未来のない過

保護政策ではなく、より競争原理が強化される規制改革と新たな売り先を開拓できる各国

との市場開放、輸出の促進を歓迎するだろう。

食料自給率という名の呪縛が解けた時、政治・行政主導による農業の時代に終止符を打

つことができる。そして、自律した農業経営者の時代が始まるのである。
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新しくなった気象情報とその利活用について

平成２２年５月２７日正午から気象情報が変わった。「より的確かつ迅速で、リアルタ

イムな情報」が提供され「正確な予報(予測)」が示されるようになった。気象変動が著し

い昨今、天候不順により農作業が滞り計画的な収穫出荷ができず、減収を招くようなこと

も多くなった。この機を十分に生かして、早期の対策を図るよう努めたい。

主な変更内容は、以下のとおりである。

１ 気象警報・注意報は市町村単位で発表されるようになった！

これにより、従来は「美濃地方・飛騨地方」や「岐阜・西濃地域・東濃地域・中濃地

域・飛騨北部地域・飛騨南部地域」等２つ若しくは５つの地域分けで発表されていた注

意報・警報は市町村単位で発表されることになり、場所も時間も的確かつ正確になる。

更に、この変更に関連して、

①大雨警報には括弧をつけて想定される気象災害が明記される。

（例：大雨警報(浸水害)か大雨警報(土砂災害))

②注意報が発令された場合は警報になる可能性も示す。

③従来どおりの地域単位での発表も行う。

※警報・注意報の市町村単位での発表は、原則、気象庁のＨＰで実施され、民放の気

象情報等では発表方法はその放送会社に一任されることになるため注意が必要である。

この変更により、発表回数は１．５倍に増えるが対象市町村は７６％に減り発表期間

も短くなる等、より的確な情報となる等の効果が期待できる。

２ 土砂災害警戒情報が限定・簡素化された！

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避

難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が

共同で発表する防災情報であるが、

①情報の対象を急斜面地崩壊やがけ崩れ、土石流に限定した

②雨量計算等の時間のかかる作業を省略した

ことにより、災害の程度や危険度を具体的に“警戒文”として迅速に発表できるよう、

改善された。

３ レーダー情報も“ナウキャスト情報”として充実・強化された！

上記の発表内容や方法の変更に合わせて、レーダー情報も「こまめで扱いやすく内容

が強化」されている。

①従来のレーダー情報(洪水(降水)ナウキャスト)に加えて、「竜巻発生確度ナウキャ

スト」「雷ナウキャスト」が新設された。近年、急激な積乱雲の発達により、竜巻や

突風が増加し被害が増大する傾向にあり、雷に当たる被害も増えている。また局地的

な大雨による増水の恐怖(平成２０年７月２８日の兵庫県神戸市親水公園の増水)は記

憶に新しい。何れのナウキャストも５分間隔で情報が更新され、最新のレーダー情報

がこまめに入手できるようになった。

②最新のレーダー情報を基準値として、１０分おきに６０分先まで１km格子で降雨(雨
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の降る場所や強さ)と雷(発生の可能性と激しさ)を予測し、竜巻等の激しい突風につい

ては、発生する可能性を「発生確度」として１０km格子で予測するようになった。発

生確度には１と２の二つの情報があり、「発生確度１」は予測の的中率は１～５％と

低いが捕捉率は６０～７０％と高い。一方「発生確度２」は捕捉率は２０～３０％程

度と低いが、的中率は５～１０％程度となり、合わせて「竜巻注意情報」が発令され

る。

③降水ナウキャストと並行して、降水短時間予報も提供され始めた。前述したように

降水ナウキャストは１０分という短い時間毎に、１時間先まで降雨の変化を予測する

ものであるが、降水短時間予報は３０分間隔で、６時間先の降雨状況を予測するもの

である。ナウキャストほどの迅速性はないが、雨雲が移動する先の地形等を考慮して

予測する等利用効果が高い。適宜な情報収集には降水ナウキャストを利用し、長時間

の予測には降水短時間予報を利用する等、使い分けが可能となった。

図 ６月２２日の午前中の豪雨を予測するレーダー：降水ナウキャスト

４ 情報を早期対策に生かそう！

最近、農業経営における気象の影響は大きくなってきている。激しい気温の変化や日

照不足、短時間に記録的に降る雨等が主な原因となっている。

今回の気象情報の内容や発表方法の変更により、経時的に容易に、的確かつこまめな

情報が得やすくなった。

よって、できる限り迅速に情報を得る方法を伝えると共に、どんな対策を取っていく

べきか、日頃から検討し準備をしておくことが重要である。
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気 象 概 況
１ これまでの気象経過 2009～2010年半旬別気象の状況（岐阜市）

◆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、前半から中頃にかけて、

低気圧等の影響により曇りや雨の日が多

くなった。２３日から２４日にかけては

所々で大雨となった。平均気温は岐阜で

は平年より低く、高山では平年並、降水

量は岐阜・高山ともに平年より多くなっ

た。日照時間は岐阜では平年並、高山で

は平年より少なくなった。

６月上旬は、高気圧に覆われて晴れた

日が多くなった。平均気温は岐阜では平

年より高く、高山では平年並、降水量は

岐阜・高山とも平年よりかなり少なくな

った。日照時間は岐阜では平年よりかな

り多く、高山では平年より多くなった。

６月中旬は、前線の影響により、曇り

や雨の日が多くなった。平均気温は岐阜

では平年より高く、高山では平年よりか

なり高く、降水量は岐阜では平年よりか

なり多く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少なく、高

山では平年並となった。東海地方の梅雨

入りは６月１３日頃と発表された。因み

に、平年の梅雨入りは６月８日頃で、昨

年の梅雨入りは６月３日頃であった。

２ 今後の気象予測 （平年：太線、本年：細線）

◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台６月２５日発表

向こう１か月の天候は、平年と同様に梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多い。

期間の前半を中心に暖かい空気の影響を受けやすく、気温が高くなる見込み(６月２６日～

７月２３日の晴れ日数の平年値は約１２日)。

【１ヶ月予報（６月２６日～７月２３日）まで】 〈名古屋地方気象台〉

時期 予 報 概 要

6/26 ～ 7/ 2 梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多い見込み(晴れの日数の

平年値は約２日)。

7/ 3 ～ 7/ 9 平年と同様に、梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多い見込み

(晴れ日数の平年値は約３日)。

7/10 ～ 7/23 平年と同様に、梅雨前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多い見込み

(晴れ日数の平年値は約６日)。

-5

0

5

10

15

20

25

30

35
気 温(℃)

0

20

40

60

80

100

120

140

降 水 量(㎜)

0

10

20

30

40

50

60

70

日照時間(hr)



- 6 -

農 作 業 管 理

１ 水 稲

本年の早期あきたこまちの生育状況は下図のとおりで、平成１９～２１年とほぼ同様

となっている。

図１ 早期あきたこまちの生育状況（左：現地、右：農技セ）

※左図の点線及び右図の実線は農技セの平年値を示す。

(1)水管理

田植直後の湛水管理を過ぎると、根の活力維持を目的とした、落水と湛水を繰り返す

管理が主な作業となる。硫化水素等のガスの排出や生殖生長への転換時に根の伸長を促

し、土に酸素を供給することを目的に行われる中干し等、生育期間全般にわたる重要な

作業である。

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）※：カドミウム吸収抑制対策として湛水管理とする。但し、地域の条件を

勘案して行う。

特に、出穂期前後の落水は吸収量を増加させる影響が強いので注意。
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図２ 湛水管理の期間と効果(富山農試 1984)

図３ 出穂前後の水管理と白未熟粒

・胴割粒の関係(滋賀農セ2006)

(2)穂肥の施用

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適期

の判断を行う必要がある。

出穂予測・幼穂長調査などの診

断を用いて、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２ 穂の発育過程と日数及び外部形態との関係
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２ 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、出芽勢の低下等、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の大きな原因にもなり、大豆作の出来秋そのも

のに影響する。播種時の留意事項は、下記のとおりである。

①事前の確実な排水対策(明渠、排水溝)を行う。

②土壌水分が高い場合の無理な作業は避ける。

③長雨等の天候により播種適期を失する場合は、

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麦跡で圃場が乾燥する恐れがある場合、播種後の鎮圧が必要である。

(2)中耕・培土

一般に除草を兼ねた中耕と培土を同時に行う。中耕培土は大豆の生育初期の雑草防除、

土壌の通気性確保、地際部分の茎を土で覆うことにより新しい不定根の発生を促すほか、

倒伏防止にも効果がある(特に重粘土壌のほ場や低温寡照、多雨等不良天候ほど効果が発

揮される)。また、高温乾燥年では畝間潅水を行う場合にも有効である。

１回目：播種後２５～３０日後(４～５Ｌ)

２回目：１回目の１０～１５日後(平坦地では２回目は無理)

※中耕培土が遅れると、断根により逆効果になることがある。遅くとも開花の１０日前

迄には終わらせる。培土の高さは初生葉節までとする。高くし過ぎると、コンバイン

収穫時に土を噛み、汚粒の原因となるので注意する。

(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、特に

開花期以降(子実肥大期にかけて)に水分不足になると、窒素固定能力が大きく低下する。

葉が反転し始めた場合は、畝間潅水が効果的である(目安は無降雨日数７日～１０日、

１０ａ当たり２時間以内の滞水を目途に、温度の低い朝夕または夜間に行い、灌水間隔

は６～７日)。

(4)摘芯処理

摘芯は、過繁茂・蔓化による倒伏を軽減する技術として確立され、低収時の増収技術

として脚光を浴びている。摘芯処理の留意事項は次のとおりである。

①処理時期は、開花期前までに実施し、遅れると摘芯処理が強い程減収が大きい。

・播種後３３日から開花期(播種後４５～５０日)までに行う(愛知県)。

・開花７日前に実施する(三重県)。
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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。

・生長点と上位葉３～５枚を切除(佐賀県)。

・主茎の茎頂から５㎝下部を目標として実施する(愛知県)。

・主茎長の先端から５㎝下を目標に処理(三重県)。

※全株を切除できなくても良いが、熟期がバラツクと思われる場合は、できるだけ

全株処理する。

③処理効果は、処理時期にもよるが、中耕培土した場合と同等の収量が得られている。

・主茎の伸長が抑制され百粒重が増大する。但し、疎植状態では摘芯により減収した

(佐賀県)。

・大豆収量が増加する。主茎莢数は減少するが、分枝莢数が増加し、総莢数は無処理

よりも増加した。主茎長が短くなり、倒伏が減少した。但し、開花期以降に実施す

ると、作業機械が大豆を押し倒して倒伏を助長した(愛知県)。

・草高は約２０㎝低くなり、葉面積指数は１～１.５低下した。摘芯区の倒伏は中耕培

土区より大きいが、無摘芯区と比べると倒伏程度は軽減され、無処理で発生した青

立ち個体が減少した。無摘芯区と比べると多収となり、中耕培土区と概ね同等の収

量が得られた(三重県)。
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３ 野 菜

(1)イチゴ

今年は、春先からの低温・多雨・寡日照の中、ランナー発生が遅く採苗には苦労する

であろうとの予測があった。また、本ぽで多発した“うどんこ病”の影響が懸念されて

いる。

例年では、そろそろ採苗が終了する。今後はランナー先止め、中旬のランナー切り、

その後の育苗へと進める。梅雨の雨間を利用して、ランナー切り前に再度、防除の徹底

をお願いしたい。

①親株の管理

今年は採苗の初期に、第１次子苗が出蕾・開花するケースがあった。

４～５月に極端な低温が続いたことと、親株の草勢低下が要因であろうと考えられる。

初期に発生した事例であるため今後の採苗や育苗には影響ないものと思われる。

この時期、親株の葉の展開がほぼ停止しているか、展開しても小さな弱い葉である事

例を多く見受ける。重ねて今年は、強風が多かったため葉の傷みも多く一層親株の草勢

が低下しやすい状況にある。ランナー切り離し前に極端に親株の草勢が低下すれば、そ

れに繋がる第１次子苗がそれ以下の子苗と合わせて、親株を維持しようとする。すると

子苗全体の栄養状態が低下することになり好ましくない。

後僅かな期間ではあるが、葉面散布等で最後の肥培管理を実施する。また、ランナー

切りの１週間ほど前には、茎葉を刈り取っておく。

②潅水管理

ランナー切りに備えて、苗が独立して生育できるように、しっかり潅水して十分な根

張りを確保する。但し、用土が十分に水を含む時間とある程度乾く時間を作り、出来る

限り白い根が多くなるよう努める。

また、夜間に茎葉が濡れていると、病害発生(特に炭そ病)を助長するので、夕方の潅

水量や方法には十分注意する。

③光の管理

今月の段階では、原則として遮光は利用せず、出来る限り日照に当て、徒長させない

丈夫な苗にする。また、潅水管理を徹底して“しおれ”させないよう注意する。乾湿が

激しく“しおれ”を繰り返すと「萎黄病」が発生しやすくなる。但し、ランナー切り及

びその直後は、天候次第ではあるが、遮光資材を利用して枯れやしおれに備える。

④ランナー切り離し

晴天が続き高温であれば遮光資材を利用してランナー切りに備える。

ポット受けが終了してからおよそ２週間後(７月１５日以降頃)にランナーを切り離す

のが好ましい。

まずは、親株と第１次子苗間を切り離して親株はハウス外へ出す。１週間程度を目安

に苗に“しおれ”が見られなくなれば、順次全てのランナーを切り離す。その後、葉数

の多い第１次子苗や第２次子苗は、３～４枚程度まで葉欠きを行う。

潅水には十分に注意して、出来る限り長時間“しおれ”させないよう努める。
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花芽分化の安定のためには、ランナー切り離し後、子苗を生育さ

せる期間(切り離しから窒素中断まで)を１か月以上取った方が良い。

また、親株が萎黄病に感染している場合、親株と繋がっている期

間が長いほど、子苗に萎黄病が感染しやすいので、萎黄病回避のた

めにも、切り離しは早目に行う方が良い。

⑤苗配置

子苗は切り離し後、ポットを１８㎝×１５㎝(芯～芯)程度に広げる。ポットが込み合

うと苗が徒長したり、通風が悪くなり、うどんこ病や炭疽病等が発生しやすくなる。

⑥子苗の追肥

ランナー切り離し後直ちに子苗に追肥する。高温になると、肥効が短目になるので、

肥料切れに注意する。

採苗・切り離しが遅れた場合は、施肥量を少なくしたり、肥効期間の短いものを使用

する。

⑦病害虫防除

今年は既に“うどんこ病”の発生が報告されている。発生があれば、現状以上には拡

大させないよう、週に１回程度の定期的な防除が必要である。

但し、治療効果の高い「ＥＢＩ剤」や「ストロビルリン系剤」等の多用は好ましくな

いため、ぎふクリーン農業でカウントされない「炭酸水素ナトリウム及びカリウム水和

剤」に湿展性の高い展着剤を添加して、基準の範囲内でたっぷり丁寧に散布することを

勧める。

梅雨明け以降天気が回復し気温が上昇すると“うどんこ病”は見られなくなるが、胞

子の状態で留まっている。ランナー切り後になるがイミノクタジンアルベシル酸塩やポ

リオキシン、水和硫黄等で十分防除したい。

しっかり降る梅雨のようである。温湿度が高く乾きにくい環境になれば、炭疽病の発

生に要注意である。３～４枚程度に葉欠きを行い、株元をすっきりさせて通風をよくし

ておくことも、予防の第１歩である。雨除けビニールや高床での育苗、県で開発した底

面給水育苗法(ノンシャワー育苗)等耕種的な防除も有効である。また、地域の防除歴に

従い定期的な予防防除を実施する。

今、周辺の雑草にはアザミウマ類が多発している。病害虫対策は周辺雑草対策に等し

い。耕種的な防除と併せて、周辺雑草を駆除することが病害虫防除の効果的な方法の一

つである。

⑧農薬の使用履歴記帳について

イチゴでは、ランナー切り離し後から農薬使用がカウントされる。また、ぎふクリー

ン農業では、定植後からの農薬使用がカウントされる。農協や農林事務所(農業普及課)

等の指導機関は、これらの農薬使用が明確に分かる様な記帳を生産者に指導すると共に、

生産者もよく理解して記帳を実施しなければならない。



- 12 -

(2)ホウレンソウ

①梅雨時期の管理

６月中旬以降の梅雨時期からは例年、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。

しかし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。更に、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、春先から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

ホウレンソウの発芽適温は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２～３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１０㎝程度までは土壌の乾き具合を見て３回

程度、１回当たり５～１０㎜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

は夏にも発生が見られることから、特にレース５抵抗性品種は注意が必要である。

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、梅雨時期を中

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共に、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

共に、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な場合もある。
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(3)トマト

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。

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。しかしながら、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、摘果程度を強目に行い樹勢調節を

図る。昨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く見ら

れたことから、早目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共

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、摘芯

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、早目に開花花房の摘除、生長点の摘芯処理を行い、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

目の判断が必要となる。

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う。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、
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堆肥の大量施用や窒素施肥量が過剰な場合、樹勢が強目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。何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、潅水量を増やすと共

に追肥量を調整し、吸水しやすい土壌環境を整える。

(4)ダイコン

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

は枯草の下、土塊の隙間、アブラナ科野菜の葉中等で越冬する。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、地上部での発生が殆どで、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、特に地際部にもよくかかるよう丁寧に散布を行う。黒斑

細菌病や軟腐病等に適用のある銅水和剤にも有効な剤があり、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。

ウ 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。このため、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

て、発生の少ない品種を選択することも有効である。
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(5)夏秋ナス

６月下旬から各産地にて出荷が始まっているが、出揃ってくるのは７月中旬頃となり

そうである。

今年の４月は雨が多かったため準備が進まず、全体的に定植遅れとなった。また、定

植最盛期後は高温乾燥となり活着も遅れ気味であった。その後は再び低温傾向で日照不

足となり生育も進まなかった。６月に入って天気が回復すると急速に草勢が強くなり、

まずまずの状況になった。

しかし今年は、急な突風や降雹など天候不順が続いた。今月は梅雨後半の悪天候に十

分注意すると共に、梅雨明け後の管理への移行がポイントとなる。適切な肥培管理を徹

底し長期の栽培・出荷に耐える草勢を維持する。

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潅水管理

梅雨期は潅水の必要が少ないが、雨間の乾燥には注意しておく。

梅雨が明けたら、管理を切り替え十分な潅水を実施する。“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。

地温管理も考慮して、夕方～夜間の潅水としていく。但し、昼間は滞水させないよう

に注意する。

晴天時の１回の潅水量は、株当たり２～３リッター程度とする。

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。

写真１ 誘因の様子
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④側枝の剪定

“ナスは側枝で穫る！”と言われるほど、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

出荷を確保する。

・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欠き取

る。

・収穫時または収穫後に側枝第１葉の基まで

剪定する。 図１ 側枝の剪定の基本

・その芽を伸ばして繰り返す。

⑤草勢と肥培管理

常に花が大きく鮮やかな紫色の花弁で、長花柱花と

なるよう草勢を維持する。

定期的に追肥を実施する。

１０ａ当たり窒素量で１～２ｋｇ程度を追肥する。

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。

苦土欠乏の発症には注意する。

図２ 栄養状態と花の質

⑥葉欠き

昨年の７月下旬から８月上旬にかけての長雨により、各地で“花落ち”が発生して後

半の収穫量が大きく減少した。その中で、主枝を基本にこまめな“葉欠き”を実施して、

採光性の良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

影響が殆どなかった。

梅雨期であり日照が不足しがちな環境にあるため、やや強めの葉欠きを実施して採光

性を改善して側枝の発生を促し、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。

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

１０ｔ以上 約５７％ に作成したものであるが、収量の低いグル

８ｔ～１０ｔ 約６３％ ープほど、大規格の出荷割合が高くなる。

６ｔ～ ８ｔ 約６８％ 収穫遅れは、明らかに草勢の低下を招き

６ｔ未満 約７０％ 全体収量も伸びない。
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⑧病害虫の管理

～病 害～

○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

○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。

○花がらの灰色かび病の発生に注意する。梅雨後半は要注意。

○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

策を実施する。

～虫 害～

○引き続きアブラムシ、スリップスの発生に注意する。

○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

梅雨明けと共に、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せる。＝ 草勢低下、土壌病害の発生

対策：刈草や敷きわら等でマルチを行う。

潅水を夕方～夜間に行い、地温を低下させる(併せて排水対策も実施)。

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を行う。また、主枝の誘因の

強化、収穫果の取り込み等を行う。

強い風雨の後は、防除と場合によっては葉面散布を行い、病害虫の発生抑制と草勢の

回復を図る。
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(6)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。

梅雨明け後の干ばつには十分注意する。場合によっては、潅水ができるよう準備して

おくとよい。

～マルチ栽培～

７月１０日頃までを目安に、余分な親ダツを欠き取

る。

畝間の除草管理を行う。

今後の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。

～培土栽培～ 写真２ ダツが多く出た株

○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

を欠き取って、一番勢いの良い（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。

○培 土

・１回目

側条に追肥(例：固形３０号で１０ａ当たり３０kg）

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。 写真３ ダツ欠きの様子

・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取らない。

アブラムシの発生が多く見られる。未展開の芯葉への寄生は今後の成長に影響がある

ので注意し防除を実施する。

写真４ ウイルスが疑わしい株 写真５ アブラムシの付着状態
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(7)カボチャ

トンネル栽培では、収穫が始まっている。一般の露地栽培では、親づるや子づるを伸

ばして、順次発蕾や開花が始まる頃である。今月は、低節位の花の除去と受粉、追肥や

玉直し等の作業が増えてくる。

初期の葉はつるの伸長を助け、着果までの葉は玉の肥大を促進し、着果以降の葉は糖

度など玉に味をのせると言われる。うどんこ病等の発生には特に注意する。

○ほ場の整備

梅雨の後半で降雨が続くことも予想される。カボチャは高温期に短時間湛水するだけ

で、根傷みや根腐れによるしおれで枯死する。また、果実が浸水すると直ぐに腐ってし

まう。排水の確認は極めて重要である。

○受 粉

カボチャは主に虫媒により受粉する

梅雨の最中で天候が不順となりやすい場合は、訪花昆虫が少なく不授精となりやす

い。積極的に人工授粉を行い着果を促進する。

○摘 花(果)

４～５節位頃から着果する。全て肥大させると肥大が悪くなり品質が低下する。受粉

等で着果させる収穫果は８～１０節位を目安とし、それ以前の花は全て摘み取る。

第１果以降は、数節位ごとに開花するようになる。１株当たり２～３果程度を目安と

する。

○株の管理

２～３果の着果を得た後は、花や蕾を摘み取り放任とする。２５節位程度で摘芯する

場合もある。

○追 肥

着果が揃えば、つるの先端辺りに化成肥料で追肥する。１０ａ当たり窒素量で約４～

５kg程度を目安とする。但し、草勢の強弱を観察して施肥量は調節する。

○玉直し

果形を良くしたり、果皮の黄変(特に底の部分)をなくすためにも、収穫の１０日前後

頃から玉直しを実施する。

ペットボトルの底等を利用して、果実を底上げさせるとよい。

○収 穫・調 整

収穫は、着果後４５日頃を目安とし、果実表面に爪が立たなくなり果梗部に“ひび”

が入ったころが適期となる。果実を試し切りして、果肉が十分に黄変し種子が充実して

いれば問題ない。

収穫後は、風乾処理(キュアリング)を行う。通風の良い納屋やビニールハウスに並べ

て乾燥させる。２５℃で１０日程度が目安。

○病害虫防除

うどんこ病の発生には特に注意する。多肥栽培や極端な肥切れ、成り疲れ等により発

生が助長されるが、僅かでも発生を確認したら早急に防除する。あっという間に被害が

拡大するので、農薬取締法に従い予防・治療効果のある農薬を散布する。
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(8)ブロッコリー

岐阜・西濃地域を中心に、営農組合の補完作物として導入が進んでいる。今月下旬か

ら比較的冷涼な地域から播種が始まる。

発芽から育苗期は高温となるため、潅水不足とならないよう管理には十分注意する。

また、夕方の潅水では徒長を招きやすくなるため注意する。発芽後は育苗用トレイの間

隔を広くとり、徒長と病害発生に留意する。

セルトレイを利用した育苗であるため、定植適期に注意して作業プランを検討してお

く。万一定植が遅れるような場合は、葉面散布等を実施して苗を老化させないよう努め

る。

(9)秋収穫野菜類の播種

○７月～８月にかけて、多くの秋冬向けの野菜の播種が始まる。まず、栽培を予定す

るほ場の選定では、日当たり、排水・保水性、水の確保、肥沃土を考慮して決める。

前作がある場合は、病害虫の発生の有無に注意し、遅滞なく資材等も含めて、後片

付けを行う。

○土壌診断等を活用して、必要な分量の肥料を検討しておく。堆肥等を利用して、土

作りも行ってほしい。土壌病害の回避や土壌のリフレッシュも兼ねて、湛水による

太陽熱土壌消毒も実施してほしい。

○播種には、直播きと箱播きがあるが、移植の可否や作業性等を考慮して決める。

直播きの場合は、降雨等によるほ場の湛水に注意する。箱播きの場合は、保水管理

や発芽後の徒長に注意する。

○収穫に合わせて、播種と移植を行う。

○害虫の発生しやすい時期の栽培となるため、防虫ネット等活用し農薬と合わせて、

効率的な防除を検討して貰いたい。
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(10)露地野菜(全般)

今年は、年明け以降に天候不順が続き、露地栽培を中心に春野菜の播種や生育がバラ

バラになった。また、夏秋野菜についても、低温や日照不足、降雨の有無等影響があっ

た。

こうした天候不順をもたらした「エルニーニョ」は終息したようであるが、変わって

今秋には「ラニーニャ」が発生するとも言われていわれている。夏の終わりから秋や初

冬まで高温傾向となり冬季は寒くなるかもしれない。

今年の気象経過は油断できない。

今後はほ場排水の確認や病害虫対策など栽培管理を徹底する必要がある。

①水管理

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

影響が大きい。排水路の確保を徹底する。

反面、梅雨時期は潅水は忘れがちとなる。思わぬ小雨で生育不良や品質低下を招くこ

とがある。十分に注意するとともにチューブや畝間潅水な等、対策を検討しておく。

②肥培並びに草勢管理

長期に生育させたり収穫するようなものは、定期的に適量の追肥を実施する。

また、潅水水や肥培管理、剪定や培土等、管理技術を駆使して、草勢を低下させない

管理を励行し収穫量の確保と増収を目指す。

③高温管理

・マルチを利用するものを中心に、地温の上昇には十分注意する。

・高温下で数時間浸水するだけで根傷みが始まるものも多い

・根傷みは、土壌病害の誘発や草勢の低下、成り疲れ等を助長する。

・マルチ上に日覆いするか、夜間潅水を行うと地温上昇抑制等効果がある。

④病害虫管理

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

れ病等の発生が見られる。泥のはね返り防止や、雨水の排水等ほ場管理の改善に努め、

農薬取締法に基づく適切な農薬で予防及び治療防除を実施する。

また、今年は春先からの高温傾向により害虫の発生や飛翔が早い。害虫の発生には、

発生消長の確認や病害虫防除所の情報に注意する。気温の上昇と共に、スリップス類や

コナジラミ類、ハダニ類及びヨトウムシ等が多発してくる。発生が観察されたら、出来

る限り早く農薬取締法に基づく適切な農薬で防除を実施する。

また、農薬散布のみに頼らず、ほ場の清掃や環境の整備、防虫網等の資材の活用等、

耕種的な防除法も考慮する。
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４ 果 樹

(1)主要果樹の生育(表１～５)

県内の果樹の生育は、平年に比べ２日から７日程度遅くなっており、春の低温が生育

に影響している状況である。未だ梅雨開けまで期間があるため、園の光環境の好適化、

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 開花期 収穫期 落葉期 平均果重 糖度
始 盛 終 始 盛 終 (g) (brix)

早秋 2010 3/ 8 4/ 6 5/22 5/23 5/26
2009 3/15 4/ 5 5/14 5/15 5/19 9/25 9/28 10/ 5 11/18 234 16.5
平年 3/20 4/ 7 5/17 5/19 5/22 9/26 10/ 1 10/ 4 11/21 238 16.1

太秋 2010 3/15 4/11 5/22 5/24 5/27
2009 3/17 4/10 5/14 5/16 5/19 10/ 7 10/15 10/27 11/22 357 17.7
平年 3/26 4/11 5/17 5/19 5/22 10/17 10/24 11/ 2 11/20 334 17.5

富有 2010 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30
2009 3/17 4/10 5/16 5/18 5/21 11/ 4 11/12 12/ 1 12/ 1 286 17.7
平年 3/26 4/12 5/19 5/21 5/24 11/ 6 11/19 12/ 1 12/ 1 279 17.1

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 開花期 収穫期 落葉期 平均果重 糖度
始 盛 終 始 盛 終 (g) (brix)

幸水 2010 3/13 4/12 4/10 4/14 4/20
2009 3/14 4/13 4/ 8 4/11 4/18 8/ 3 8/17 8/24 11/22 348 11.6
平年 3/19 4/12 4/11 4/15 4/21 8/ 7 8/16 8/23 11/20 351 12.9

豊水 2010 3/ 8 4/ 5 4/ 7 4/11 4/16
2009 3/11 4/ 8 4/ 4 4/10 4/15 8/31 9/10 9/17 11/24 432 12.7
平年 3/16 4/ 8 4/ 5 4/12 4/18 9/ 2 9/ 9 9/17 11/21 433 13.2

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 雄花 雌花 収穫期 １果重
満開 満開 盛 終 (g)

丹沢 2010 3/22 4/30 6/18 6/17
2009 3/30 4/22 6/16 6/11 9/10 9/15 25.1
平年 4/ 1 4/27 6/16 6/12 9/ 7 9/16 25.3

筑波 2010 3/16 4/27 6/17 6/15
2009 3/26 4/20 6/16 6/ 9 9/27 10/2 21.5
平年 3/30 4/25 6/16 6/ 8 9/28 10/8 22.7



- 23 -

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 開花期 収穫期 １果重 糖度
始 盛 終 始 盛 (g) (%)

白鳳 2010 3/23 5/ 1 5/ 3 5/ 7
2009 3/19 4/18 4/20 4/29 7/30 8/11 292 13.7
平年 3/29 4/26 4/28 5/ 4 8/ 3 8/13 277 14.6

昭和 2010 3/23 5/ 2 5/ 4 5/ 8
白桃 2009 3/20 4/19 4/22 4/30 8/14 8/24 364 15.1

平年 3/28 4/27 4/29 5/ 5 8/19 8/28 304 14.6

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 開花期 収穫期 １果重 糖度
始 盛 終 始 終 (g) (%)

つがる 2010 4/5 5/5 5/8 5/17
2009 4/3 5/1 5/4 5/10 9/4 9/22 331 13.8
平年 4/5 5/3 5/6 5/12 9/4 9/20 361 13.7

ふ じ 2010 4/6 5/5 5/9 5/16
2009 4/4 5/1 5/4 5/10 11/13 12/3 361 15.9
平年 4/5 5/3 5/6 5/11 11/8 11/29 370 15.5

(2)果樹の猛暑対策

①潅 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４～５㎜と言われている。１０日以上降雨がない場合には、

１回の潅水量３０㎜で７日置きを目安に潅水を行う。土質が粗粒の場合には、１回の潅

水量を減らして、潅水間隔を狭くし、黒ボク土では潅水量を増やして、潅水間隔を広

くすることも可能である。

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潅

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

園全体に行き渡る様に留意する。

炎天下での滞水は根の活動を弱めるので、潅水は気温の低い時間に、滞水しない様に

行う。一方、水量が十分に確保できない場合は、スポット潅水等も有効である。

②土壌管理

清耕園での蒸発散量を１００とした場合に、草生園では１５０前後、草生園で草刈を

行い刈草をマルチした園では８１との研究結果が報告されている(表６参照)。

この様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、できるだけ草刈りを行い、刈草をマルチとして

利用する。また清耕園においても、わらや不織布を利用したマルチを行い、できるだけ

土壌水分の保持に努める。
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表６ 土壌管理の違いによる蒸発散量(長野園試・ポット法)

区 草生 草生 清耕区 わらﾏﾙﾁ区 草生・刈草ﾏﾙﾁ区

ｸﾛｰﾊﾞｰ区 ｵｰﾁｬｰﾄﾞ区

1日当たり

蒸発散量(㎜) 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に

より、温度上昇を防いでいる。しかし、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。一般に午後よりも午後の方が

気温や樹体温度が高くなるため、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。また、高湿度・無風条件も蒸

散を抑制することから、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様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様にする。また、日焼け果は上向き

果での発生が多いことから、摘果時に、直射日光の当たらない横から下向きの果実を残

す様にする。

蒸散を促進することも重要で、このためには潅水を実施し、樹に水ストレスを与えな

い様にすると共に、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、堆肥の局所施用、排水対策(過湿になると根

が傷むため)等があるが、平素からの土壌管理が重要である。
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５ 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、微量要素入り

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急激に温度が上昇する場合があるため、移植直後の潅水管理には気を付ける。

⑥今年度から現地へ導入された新品種エンジェルスターについては、フェアリーホワ

イトに比べて開花が１ヶ月以上早まるため、鉢上げや鉢替えが遅れないよう注意す

る。

【フランネルフラワーの秋出荷】

月 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０

秋出荷 ○ △ ▲

作型 2.5号 4号

○播種 △鉢上げ ▲鉢替え 出荷

～翌春出荷の作型～

①翌春出荷向けの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

て用い、緩効性肥料を混和する。

②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

播く。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。

④播種から発芽までの温度管理には、特に留意する。

【フランネルフラワーの翌春出荷】

月 ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ３ ４ ５

翌春出荷 ○ △ ▲

作型 2.5 4号

号

○播種 △鉢上げ ▲ 鉢替え 出荷
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～親株管理～

①優良な親株を選定し、大きな鉢(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摘芯は行わず、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。

(2)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潅水管理、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、換気や適切な潅水を行う。

③気温によっては、徒長等により品質低下を招く場合もあるため、株間を確保する。

④遮光は天候により、こまやかに管理する。

⑤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。

⑥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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専門項目に関する情報

就農相談に対応するための心構え
１ はじめに

一昨年のリーマンショックに端を発した金融・経済危機により、各地での雇用情勢が

悪化し、就農相談会や研修では、農への関心が高まるにつれて参加者が大幅に増加した。

一方、生活設計における農業生産の位置付けは益々多様化し、また農地や自己資金等

の諸条件への準備も様々で、相談時にはよりきめ細かな対応が求められるようになって

いる。ここでは、就農相談を受ける時の心構えについて再確認しておきたい。

２ 就農相談に対応する時の心構え

(1)相談者の話を十分に聞く

相談窓口を訪ねる、ということは程度の差こそあれ、誰もが｢真剣に農業を始めたい｣

という意志を持っている。中には、農業や農村の現状を十分理解していないまま、相談

に来られる人もいるが、安易に別の関係機関を紹介したり、「難しい」の一言で済ませ

てしまうことはせず、十分に意向を聞くことが大切である。その上で超えなければなら

ないハードルを示し、就農への熱意、動機、覚悟を確認する。

(2)相談の対応はなるべく２人で

最初の相談では、窓口担当者による聞き取りや、就農準備等の情報提供で済む場合も

多いが、２回目以降となると、地域や作物等により詳細な相談内容となると思われる。

また、１人で相談を受けていると、互いの話の意図の取り違いによる誤解を生じかね

ず、判断が難しい時もある。窓口担当と地域担当、或いは作物担当等できるだけ２人で

対応することが望ましい(３人以上では相手が萎縮することもある)。

(3)必要以上に話しすぎない

相談者からの質問に対し、自らの経験や得意分野の話をすると、あたかも勧められた

ように勘違いされる恐れがある。最後は、相談者自らが判断し答えを導き出すことが大

切で、普及指導員はその答えを選択するための判断材料を提供することに徹し、相談者

の「自分の農業は自身で決める」というスタンスは崩さないようにする。

(4)支援制度ありきの話はしない

国・県等行政機関による補助事業や制度資金については、就農意志が固まってからで

も遅くはないので、本人が決意するまでは敢えて話題にしない。また、支援事業のため

だけの窓口にならないようにする。

(5)厳しいことは初めから伝える

就農計画や資金等の申請事務では、必要な条件を始めから伝えておく。その後逐一、

厳しい注文を付けて、就農意欲を削ぐことのないよう注意する。

３ 普及指導員の役割として求められること

新規就農者確保に向けた普及活動は、協同農業普及事業や県農業・農村振興ビジョン

にも重要課題として位置付けられている。効率的な支援には、情報収集等による知識と

関係機関との連携を図るためのコーディネート機能が必要である。普及指導員には、日

頃の普及活動で得た知見、人脈を駆使し、この分野でも地域の核となることが求められ

ている。


