
重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

ブロッコリーは、上伊那地域の野菜において

栽培面積が年々増えている重点品目である。 

しかし、収穫後の残渣はほ場にすき込むため、

根部のこぶの付着に気づくのが遅れ、被害が大

きくなってから気付く生産者が多い。また、根

こぶ病についてよく知らない生産者も多く、防

除対策を講じずに栽培している事例もある。 

そこで、JA上伊那及び野菜花き試験場ととも

に、根こぶ病を早期に発見し、防除対策を行う

ための簡易ポット診断の検討と生産者の防除意

識向上に向けた取り組みを行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 簡易ポット診断による発病可能性評価の検 

  討（詳細は、調査研究実績書参照） 

・栽培ほ場の土壌を採取し、ポリポットにチン

ゲンサイをは種、育苗管理した後こぶの付着

程度を調査した（春期：74 カ所、秋期：14カ

所）。その結果、「前年発生なし」のほ場の多

くで、こぶの付着が確認され、生産者が発生

に気づいてないことが伺えた。 

・また、収穫時に根こぶ病の発生程度調査を行

ったところ、簡易ポット診断での発病度が高

いほど菌密度が高く、収穫時の発病度も高い

傾向であった（14カ所）。 

・本年度輪作及び休耕しているほ場では、春期

及び秋期の簡易ポット診断において発病度

があまり変わらなかった（５カ所）。 

 

２ 耕種的防除法の検討 

(1) 高うね栽培試験の実施 

  上伊那地域では、一般的に平うね栽培であ

るが、排水不良が発病を助長することから、 

 高うね栽培による発病低減を目的に試験を実

施した。しかし、３月から４月上旬の凍霜害

の影響で試験中止となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 土壌改良による発病低減効果試験の実施 

 野菜花き試験場現地実証試験として、転炉

スラグを利用した pH 矯正及び土壌排水性向

上による発病低減効果の検証を行った。 
 

３ 生産者の防除意識の向上 

 生産者に防除意識を高めてもらうため、JA

上伊那とともに８月に出荷会議に併せて防除

指導会を開催した（４会場、54名）。また、１

月 17日には JA上伊那野菜部会ブロッコリー

専門部の生産者を対象に「ブロッコリー生産

振興大会」を上伊那農業生産振興協議会主催

で開催し、本年度の取り組みの報告及び根こ

ぶ病、花蕾腐敗について研修した。 

最近問題となっている病害のため、生産者

の関心は高く、「参加してよかった。」、「よく

わかった。」といった声が聞かれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 根こぶ病収穫時調査の様子 
 
■今後の課題と対応 

 ここ数年の根こぶ病の増加を受けて、生産者

の防除意識が高まってきている。また、JA技術

員も課題に対して意欲的に取り組んでいる。多

発生ほ場は限定的であり、地域全体の防除意識

が高まることにより、今後ブロッコリー産地と

して一層発展していけると考える。簡易ポット

診断は、発病初期段階で発見し、防除対策に取

り組める可能性が期待できるが１年のみの結果

であり、次年度も継続して実施していく。また、

耕種的防除法の検討については、関係機関との

連携をさらに深めて実施していく予定である。 

（技術係 寺戸） 

        ブロッコリー根こぶ病対策の実施 
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河岸段丘など恵まれた環境を活かした園芸作物の生産振興 
野菜の生産安定 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

昨年度上伊那地域では、ブロッコリーの秋作

において花蕾腐敗が多く発生し大幅な減収とな

った。原因となる病害は、黒すす病および花蕾

腐敗病等があるが複合感染も多い。現地では、

銅剤による予防散布を主体に行っているが、細

菌か糸状菌による病害か、いつ頃から発生して

いるのかは具体的にわからないことが多かった。 

そこで、花蕾腐敗の原因となる病害の発生実

態を把握するとともに、適期防除のための情報

発信や防除意識の向上を図る取り組みを行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 花蕾腐敗の発生実態把握 

 (1) 発生状況調査（詳細は、調査研究参照） 

・JA上伊那と協力して、秋作定植後から週１回

発生程度調査を行った（３カ所）。 

〔春作〕 

・葉や葉柄での黒すす病の発生が確認されたが、

花蕾の腐敗までは至らなかった。 

・収穫から残渣のすき込までの期間が長い場合、

収穫後の植物体で黒すす病が増えているのが

確認された。 

〔秋作〕 

・台風等があったものの、全般に花蕾腐敗の発

生は昨年度よりも少なかった。 

・定点調査では、ほ場により病害の発生程度に

違いはあったが、黒すす病と黒斑細菌病が確

認された。また、地域全体では、黒すす病の

発生時期の方が早かった。 

・春作との連作ほ場では、８月下旬から葉に黒

斑細菌病等の病斑が確認され始め、収穫期に

は花蕾が腐敗する症状も認められた。 

・黒斑細菌病は、風通しが悪い、排水不良など

ほ場により発生しやすい条件が考えられた。 

・コナガ等害虫の食害痕からの細菌性病害の感

染が見られた。 

・調査結果から、これまで重点防除時期としていた

時期よりも早くからの防除が必要であること、銅 

剤散布だけでなく、黒すす病に効果のある農薬

の定期的な散布が必要であることがわかった。 

 

 

 

 

(2) 適期防除のための情報発信 

・調査結果は、JAを通じて生産者へ情報発信し、

適期防除指導を行った。 

・JA技術員へは、病斑の様子や早期発見のポイ

ント等を情報発信し、発生状況把握の参考と

してもらった。その結果、技術員の意識が高

まり、調査ほ場だけでなく地域全体の発生状

況把握、防除指導につなげることができた。 
 

２ 生産者の防除意識の向上 

(1) 研修会等の開催 

 生産者に防除意識を高めてもらうため、JA

上伊那とともに防除指導会を開催した（８月

４会場）。また、JA 上伊那野菜部会ブロッコ

リー専門部を対象とした「ブロッコリー生産

振興大会」において、花蕾腐敗について研修

を行った（１月 17日）。 

(2) 啓発資料の作成 

  研修会等において、生産者から「何の病害

かわかるような写真がほしい。」との声が多く

聞かれたことから、JA 上伊那とともに花蕾腐

敗の啓発資料の作成を行い、次年度の対策の

参考としてもらうこととした（600部）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

啓発資料 
 

■今後の課題と対応 

 花蕾腐敗の原因となる病害の発生は、気象に

よる影響も大きいことから、次年度も引き続き

発生状況調査を行っていく。また、防除時期や

農薬の選択、これまであまり注視されていなか

った虫害防除の重要性について、指導会等を通

じて生産者へ情報発信していく。 

    （技術係 寺戸） 

           ブロッコリーの花蕾腐敗対策の実施 
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■背景とねらい 

上伊那地域の夏秋イチゴ生産者は、系統外出

荷が多く、それぞれが販路を確保し実需者と直

接取引を行っている。生産者が直接実需者と取

引する中で何らかのリスクが発生した場合には、

それに対する対応は生産者自身が迅速に行わな

ければならず、日頃から万が一に備えた体制を

整えておく必要がある。また、イチゴは、消費

者が生で食べる野菜であるため、食品衛生上も

リスク管理が重要である。 

しかし、実際は必要性は理解していても具体

的にどのようなことをしたらよいのかわからず

にいる生産者が多いことから、「リスク管理学習

会」を開催し、リスク管理意識の向上を図った。 

  

■本年度の取組と成果 

１ ワークショップ形式による話し合い 

学習会は、経営者だけでなく法人の従業員の

参加もあった。夏秋イチゴ栽培の作業工程の中

で「どのようなリスクがあるのか？」、「それは

経営にとってどれくらい影響のあるものか？」、

「どんな対策があるか？」等をワークショップ

形式で話し合うことを中心に行った。参加者同

士が話し合う中で、共通すること、個々で違う

こと、自分が気づかなかったこと等を認識し、

意見交換することができた。学習会でリスクの

発生可能性が高いという意見が多かった工程は、

「農薬」、「出荷・調整」に関するものであった。 

 

２ 自分のほ場の点検 

希望者には、ほ場点検を生産者と普及センタ

ー職員でリスク発生可能性が高い「農薬」に関

する部分を重点として行った。点検の結果、改

善した方がよい点は、後日生産者自身でできる

ことから改善に取り組む姿があり、生産者の意 

欲が感じられた。 

 

３ 農薬の散布者の被ばくリスクと飛散リスク

の確認 

話し合いの中では、農薬散布にリスクを感じ 

る生産者が多かった。本人以外に従業員が行 

 

 

 

 

う場合もあり、経営者として従業員の健康に対

するリスクにも関心が高かった。 

そこで、実際にほ場でどのくらい農薬が飛散

しているのかを参加者のほ場で確認した。感水

紙で散布者の農薬被ばく状況を確認すると、「漠

然と感じていたことが具体的に見えたことでリ

スクを認識することができた。」との声が多かっ

た。また、「これをきっかけに農薬だけに頼らな

い防除を考えていきたい。」との意見も聞かれた。 
 

表 リスク管理学習会開催内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ワークショップの様子 

 

■今後の課題と対応 

 今回の学習会は、リスク管理の必要性の認識

だけでなく、具体的な取り組みのきっかけづく

りとなった。個々ではなかなか手を付けられな

いでいたことを生産者が集まることで、一緒に

取り組むことができた。系統外出荷で生産者同

士の横のつながりが持ちにくい地域であったが、 

地域の生産者が一体となってリスク管理に取り

組もうという声もあることから、実践に向けた

支援を行っていく。    （技術係 寺戸） 

夏秋イチゴ栽培におけるリスク管理意識の向上 
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■背景とねらい 

管内のアスパラガスの生育状況を把握する定

点調査を行うため、本年度より JA 上伊那と協

力して新たに調査ほ場を設け定期的な調査し、

基礎的データの収集を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 取り組み 

管内の各ブロック（北部、中部、南部）に

ほ場を選定し、調査を行った。 

(1) 生育、立茎管理状況調査（７、10月） 

立茎本数、茎径、草丈、下枝整理、病害虫

発生状況等の調査を行った（各ほ場２か所）。 

(2) 貯蔵根 Brix調査（12月） 

各ほ場から貯蔵根を採取、Brix を調査し、

養分転流状況を推定した（各ほ場５か所）。 

２ 成果 

(1) 生育、立茎管理状況調査 

定点としたほ場は、全般に JAの指導基準に

比べ、茎径は太く、立茎本数は少ない傾向で

あった。また、病害虫の発生は、非常に少な

く適正に管理がされていた。 

表１ 定点ほ場における生育、立茎状況 

 

(2) 貯蔵根 Brix調査 

貯蔵婚 Brix値は、12.4％と前年度と比較し

てやや低い傾向であった。今年度は、秋季が

遅くまで暖かい傾向にあり、黄化が進まず地

上部の生育に養分が消費されたのではないか

と考えられた。 

 

■今後の課題と対応 

 地域の生育状況の傾向を把握するため、次年

度以降も同じほ場で継続して調査を実施し、指

導会等における指導の参考としていきたい。 

（地域第二係 赤羽） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

管内では、複合経営に取り組む土地利用型法

人や集落営農組織が増えている。その中で県の

加工業務用野菜生産力強化事業(平成 28年～30

年)におけるジュース用トマトの新規導入モデ

ル園として取り組む法人等に対して、継続的に

栽培支援を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ ジュース用トマトの単収向上支援 

 普及センターでは、ジュース用トマトモデル

園の生産者に対し、排水対策や病害虫防除等の

栽培指導を行った（駒ヶ根市１か所（導入２年

目）、中川村２か所（導入３年目））。 

また、６月にモデル園生産者、JA上伊那、県

園芸畜産課、地域振興局農政課とともに現地巡

回検討会を行い、栽培管理指導及び課題の共有

を図った。12月には、本年度の栽培についての

反省と次年度計画について検討会を行った。 

 今年度はいずれのモデル園においても春先の

凍霜害、梅雨期の長雨、夏期の高温等で病害や

生理障害果の発生が見られた。また、転作畑の

モデル園では、湿害の影響が大きかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回検討会の様子 
 

■今後の課題と対応 

 転作畑での導入が多くあるが、排水不良にな

りやすいため、ほ場選定や排水対策を十分に行

うことが重要である。また、凍霜害対策、適期

の病害虫防除、品種特性を踏まえた栽培指導を

行っていく。 

 次年度も県の事業のモデル園となっているほ

場（駒ヶ根市１か所）について、引き続き関係

機関と連携し支援を行う。 （地域第二係 雲崎） 

北部 中部 南部 平均 北部 中部 南部 平均

茎径
（mm）

15.1 16.1 11.7 14.3 14.0 16.1 12.6 14.2

立茎本数
(本/ｍ）

7.5 10.0 14.5 10.7 7.5 10.5 15.0 11.0

草丈
（cm）

148.7 182.6 171.0 167.4 144.3 168.3 170.6 161.1

下枝整理の高さ
（cm）

45.2 47.8 54.1 49.0 － － － －

7月 10月

アスパラガスの 

半促成長期どり栽培の単収向上 
業務用野菜の導入推進  
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■背景とねらい 

上伊那地域では、JA上伊那とともに生産者が

効率的に適期防除を行うため、野菜の主要品目

における害虫の発生消長調査を実施し、情報発

信した。 

  

■本年度の取組と成果 
下表の６品目について、それぞれ主要害虫の

フェロモントラップ等調査を５～10 月に実施

し、ＪＡ等関係機関、生産者へ週１回情報提供

するとともに現地指導に活用した。 

 

表 調査実施内容 

 
 

１ 白ネギ 

・本年度トラップ設置場所をこれまでの伊那市

西箕輪から南箕輪村に変更した。 

・ネギコガの発生消長は、７月第４半旬、10月

第１半旬に大きな発生ピークが見られた。 

・アザミウマ類は、５月第５半旬、７月第３半

旬、８月第６半旬から９月第２半旬頃に発生

ピークが見られた。 

・ハモグリバエ類は、７月第３半旬、８月第６

半旬から９月第１半旬に発生ピークが見られ

た。また、本年度管内で採集した個体群は、

別系統（Ｂ系統）であると診断された。 

 

２ ブロッコリー 

・本年度フェロモントラップ設置場所を伊那市

西箕輪から南箕輪村へ変更した。 

・コナガ及びヨトウガの発生消長は、５月第４

半旬以降周期的にピークが見られた。 

・本年度、新たに調査対象としたハスモンヨト

ウは、５月第６半旬頃発生が始まり、８月第

４半旬頃最も発生が多くなった。 

 

 

 

 

 

３ キャベツ 

・本年度より新たに駒ケ根市下在において、ト

ラップ調査を行うこととした。 

・コナガ及びヨトウガの発生消長は、５月第４

半旬以降周期的にピークが見られたが、９月

第２半旬に大きなピークがあった。 

・ハスモンヨトウは、６月第４半旬以降、調査

終了まで発生が続いた。 

 

４ 加工トマト 

・オオタバコガの発生消長は、７月第１～２半

旬頃に１回目、８月第３～４半旬頃に２回目

の発生のピークがあり、その後も発生がダラ

ダラと続いた。発生量は平年と同等からやや

少なかった。 

 

５ スイートコーン 

・本年度から駒ケ根市東伊那においてもトラッ

プ調査を行うこととした。 

・アワノメイガの発生消長は、６月第１半旬以

降に発生が増えた。梅雨明け以降の高温期

は発生が減少した。 

 

６ パセリ 

・ヨトウガ発生消長は、初発が平年よりも２週

間程度早い５月第４半旬だった。その後７月

第２半旬、８月第２半旬から第３半旬、９月

第２半旬に発生ピークが見られた。 

  

■今後の課題と対応 

 ネギハモグリバエの別系統は、防除が遅れ 

ると被害が大きく、その後発生を抑えていくこ

とが難しい。 

地域の発生時期を的確に捉え、生産者が防 

除タイミングを逃さ 

ないよう、引き続き 

関係機関と連携して 

トラップ等による発 

生消長調査を実施、 

情報発信していく。 

 

 

 

（技術係 寺戸） 
   ネギハモグリバエの被害 

品　　目 調査場所 発生予察対象害虫

南箕輪村

駒ヶ根市北の原

ブロッコリー 南箕輪村

キャベツ 駒ヶ根市下在

伊那市大泉新田

駒ヶ根市北の原

箕輪町

駒ケ根市東伊那

パセリ 南箕輪村 ヨトウガ

６品目 ９か所 ８害虫

スイートコーン アワノメイガ

加工トマト

白ネギ
ネギコガ、ハモグリバエ類、
アザミウマ類

コナガ、ヨトウガ、ハスモン

ヨトウ

オオタバコガ

           主要害虫の効率的防除 

 
 

 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

近年アルストロメリアの栽培ほ場で、ナメク

ジや野ネズミによる食害等の被害が増加し、切

り花量の減少や品質低下が課題となっていた。 

そこで JA、試験研究機関と連携して発生実態の

確認と防除対策について検討を行った。 

また、近年冬期加温等に使用される燃油価格

が高水準にあることから、アルストロメリアの

経営に大きな負担となっている。そこで、著し

い生育不良の生じない程度の温度域内において

日没時の短時間加温処理（EOD－heating）を用

いた技術を活用し、省エネ栽培の検討を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ ナメクジ、野ネズミ等による切り花ロス防

止対策支援 

(1) JA、試験場と発生実態を把握するため、ナ

メクジ被害が多く発生しているほ場での現地調

査を実施した。その結果、アルストロメリアほ

場で発生しているナメクジは、ノハラナメクジ

であること確認できた。 

(2) 対象害虫が確認できたことから、ノハラナ

メクジに効果の高い、薬剤処理を現地で実施し

た結果、被害発生が大きく減少した。 

ナメクジ防除の様子 

 

 

 

 

イ 

 

 

２ 変温管理による温度管理の検討 

ヒートポンプと暖房機を組み合わせて、変温

管理試験では、12月の温度を16～22時まで15℃、

22 時～３時まで 12℃、３時～７時まで８℃に

設定し、慣行区は 12℃を目標に温度設定を行い

実施した。また、１月の温度を変温試験区で 16

時～21時 15℃、21時～２時 12℃、２時～６時

８℃を目標に温度設定を実施した。 

その結果、燃油使用で 12 月は 48％、１月は

21％の削減効果があった。 

 

図１ 変温管理の温度推移 

 

多段サーモ設置の様子 

 

■今後の課題と対応 

 変温管理試験については、本年度は試験区の

温度推移と燃油使用量について調査を行った

が、次年度は、日没時の短時間加温処理（EOD

－heating）がアルストロメリアの生育や切り

花量に及ぼす影響について調査を行う必要があ

る。           （技術係 中村） 

 

アルストロメリアの生産性の向上 

花きの多様なニーズに応える生産振興と産地強化 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

管内のトルコギキョウの生産は、オリジナル

品種を用いた共同育苗による夏秋期生産が主体

である。近年水田ほ場での栽培も多くなってき

ているが、水田ほ場は作土層が狭く、連作によ

る物理性の改善が課題となっている。そこで、

土壌の物理性改善対策を実施し、品質向上を図

りたい。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 土壌分析結果に基づく適正施肥及び土壌物

理性改善による秀品率向上支援 

(1) 水田転作トルコギキョウほ場へヤシ殻を施

用し、物理性及び化学性の改善について試験ほ

場を平成 30 年、令和元年の２年間継続して設

置した。 

 試験の内容は、ココチップ（ヤシ殻）㎡当た

り６ℓ施用した区と無施用区を設けて実施した。 

表１ 試験実施前の土壌分析結果 

表２ 試験実施後の土壌分析結果 

表３ 試験実施後の三相分布結果 

表４ 生育調査結果 

 

 

 

 

 

２ 成果 

(1) 土壌物理性調査結果では、試験区、慣行区

とも土壌硬度、三相分布について大きな差は見

られなかった。また、土壌分析結果についても、

試験区、慣行区に大きな差は見られなかった。 

(2) 生育調査では、ココチップ施用区で草丈が

若干長くなった。節数、枝数、花蕾数に大きな

差は見られなかった。 

(3) 本試験は分解しにくいヤシ殻のチップを施

用して保水性、通気性の高め、物理性改善を目

的に試験を実施したが、施用一年目から大きな

物理性改善は困難であった。 

(4) 土壌断面調査によって、上伊那管内の水田

転作ほ場における、作土層は 20～30㎝と浅く、

トルコギキョウの根を十分深く張らせるために

は高畝栽培を行うとともに、ほ場によっては保

水力を高めることが重要である。 

 

切り花終了後の各試験区の根の状態 

 

 

■今後の課題と対応 

土壌の物理性改善に向けては、継続して改善

を図る必要がある。今後も継続してココチップ

を施用し、土壌物理性について変化を確認する

必要がある。 

 

    （技術係 中村） 

 

 

 

トルコギキョウの切り花率・秀品率の向上 

交換性石
灰

交換性苦
土

交換性カ
リ

／100㎎ ／100㎎ ／100㎎

試験区 7.4 0.2 717 45 12

無処理区 7 0.7 720 78 12

調査ほ場 PH EⅭ

交換性
石灰

交換性
苦土

交換性
カリ

／100㎎ ／100㎎ ／100㎎

伊那市 7 0.23 1749 49 46

調査ほ場 PH EⅭ

調査地点 区 液相％ 固相％ 気相％

試験区 18.4 34.8 46.8

無処理区 21 34.7 44.2
伊那市美篶

調査地点 区 草丈㎝ 枝数 開花輪数 節数 茎径㎜

試験区 84.6 3.3 4.3 11 6.9

無処理区 82.5 3.7 4.8 10.7 6.4

試験区 47.3 1.8 3 8.8 3.3

無処理区 47.3 1.5 2.2 8.5 3.1

伊那市美篶

伊那市美篶



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

飯島町では、昭和 44年に水田転作品目として

新鉄砲ユリ栽培が始まり、平成元年には、切り

花量 200万本、販売額２億円を達したものの、

その後栽培者、栽培面積、切り花量ともに減少

した。産地の復活に向けて町、JA、県関係機関

が一丸となった新規栽培者の確保対策が平成

27年より始まった。町では、地域おこし協力隊

制度に着目し、平成 28 年から２名の協力隊員

を採用した。協力隊員の技術習得には、既存栽

培農家での研修を行い、平成 29 年にも２名の

協力農ボーイを採用、現在２名の地域おこし協

力隊が技術研修中である。平成 28 年から始め

た２名については、研修を終え町に移住し、新

鉄砲ユリ栽培で就農を果たしている。また、本

年新たに新鉄砲ユリ栽培を始めた１名含めた計

５名のユリ栽培の定着に向けて技術経営支援を

行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 現地指導会の開催 

(1) 育苗ほ場巡回 

ア ４月 11日 JAユリ部会育苗ほ場巡回指導

会 新規栽培者の育苗ほ場４ほ場含め巡回を実

施した。新規栽培者のほ場では、品種やほ場に

よって、発芽率が悪く定植予定数の苗確保が困

難なほ場も見られた。 

 

 

育苗ほ場巡回の様子 

(2) 据え置きほ場巡回指導会 

ア ６月６日据え置きほ場巡回開催。巡回時 

 

 

 

 

 

病害虫の発生状況や間引き状況の確認を行い、

品質向上に向けて現地指導会を実施した。 

新植ほ場の様子 

据え置きほ場生育の様子 

 

(3) 個別経営相談会の開催 

ア 新規に栽培を始めた２名と協力隊研修生

２名を対象に町、JA、普及センターの関係者に

よる個別相談会を開催した。本年の状況につい

てと次期作付け計画について関係機関を交えて

検討を行った。 

２ 成果 

 本年は切り花の単価が安く推移したが、病害

虫の発生も無く、抽苔率も高く、栽培技術は年々

向上していることが伺えた。また、ほ場巡回指

導会等を通じて新規栽培者間の連携が高まった。 

 

■今後の課題と対応 

 今後も継続的な巡回や指導会、相談会を通じ

て、栽培技術力の向上や経営安定を目指し、新

規栽培者の定着を図る必要がある。  

          （技術係 中村） 

 

         ユリ類の生産拡大 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 
りんご「シナノリップ」は、長野県が「千秋」 

に「シナノレッド」を交配して育成した品種で 

2018年品種登録した。８月中下旬に収穫できる

早生種で、気温が高い時期でも赤く着色しやす 

く、甘味と酸味のバランスがよい品種である。 

 上伊那管内での栽培面積は、現在６ha（令和

元年）であり、今後も増加が見込まれている。

本年度は適期収穫の推進を図るため果実品質調

査を実施した。 

■本年度の取組と成果 
１ 調査場所 

 箕輪町（標高 700ｍ）、高密植（Ｍ９台木樹） 

２ 調査方法 

  ７月 24日、７月 31日、８月 7日、８月 14 

日に各５果を供試して、果重、果皮色、硬度、 

糖度、酸度、デンプン反応、食味を調査した。 

３ 結果と考察 

(1)  気象と果実品質との関連 

  本年は４月 28日と５月８日に凍霜害が発 

生し、結実や果実品質に影響を与えた（デー 

タ省略）。５月上旬に低温が続いたため、満開 

期が５月５日と遅れた。その後、梅雨期（６ 

月７日～７月 24日）が長く、日照時間が少な 

い状況で推移したが、樹体や生育等に与える 

影響は少なかった。 

８月に入り一転して高温で推移したため、 

日焼け果の発生が散見された。平均気温が 24

～27℃と高い条件下でも、着色が比較的安定

していた。品種固有の着色になった時期は、

標高 700ｍで８月第３週後半と考えられた。 

(2)  特性と果実品質 

ア 果実品質の結果 

   ８月 14日の最終調査日（満開後 101日） 

時点では、果重 221ｇ、果皮色 2.7）、糖度 

14.1％、硬度 15.9ポンド、酸度 0.57ｇ 

/100ml、デンプン反応 2.8）、食味 2.9で収 

穫直前の状態であった（図１）。 

以上の結果から、満開後 100日前後から 

適熟果が散見され、満開後 105日頃から過

半の果実が適熟期を迎えた（図２）。 

 イ 適期収穫指導会で情報提供 

   JA上伊那の指導会（中川村、箕輪町）で

適期収穫に向け熟度調査結果を情報提供し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 熟度調査の結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の課題と対応 

 「シナノリップ」の産地化に向け関係機関と連

携して引き続き情報提供を行う。 

              （技術係 宮澤） 

りんご「シナノリップ」の適期収穫の検討 

果樹の新品種・新技術を導入した生産安定 

0
100
200
300

7/24 7/31 8/7 8/14

果重

0
1
2
3

7/24 7/31 8/7 8/14

果皮色

15
16
17
18
19

7/24 7/31 8/7 8/14

硬度

8
10
12
14
16

7/24 7/31 8/7 8/14

糖度

収穫期を迎えた「シナノリップ」 

 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 
平成 25 年に上伊那地域のりんご圃場におい

て、リンゴツボミタマバエが発生した。本種の

発生によって、花弁が硬く肥厚し、蕾の状態で

枯れて落花する症状を呈する（図１）。昨年まで

の試験結果から、りんごの発芽期から展葉期に

かけて成虫が発生することが解明されている。 

本年度はこれらの結果を踏まえ、長野県関係

機関（果樹試験場、南信農業試験場、農業技術

課専技）、JA 上伊那の協力を得て、本種の成虫

発生時期の把握と訪花昆虫への影響を回避する

ための殺虫剤散布時期の検討及びりんごの結実

への影響等について試験を行った。 

 

■本年度の取組と成果 
１ 調査場所 

 伊那市高遠、供試品種等：りんご「ふじ」

栽培方法：普通樹、樹齢 60 年生、面積 8ａ 

２ 調査方法 

(1) リンゴツボミタマバエ成虫の発生消長把握 

  主枝基部の目通りの高さに青色又は黄色の

粘着シートを４樹に設置し調査を実施した。  

(2) 薬剤による防除効果の検討 

 ア 試験区の設定 

試験区として、Ａ水和剤は４月５日、４

月 12日、４月 17に散布した。Ｂフロアブ

ルは４月５日、４月 12日に散布した。無処

理区を設けた。 

 イ 散布・調査方法 

   背負噴霧器で上記薬剤を散布。１区１主

枝３反復とした。５月 23日に各区 50花そ

うについて結実の有無を調査した。 

３ 結果及び考察 

(1) 生育状況 

   発芽期：３月 29日、展葉期：４月 17日 

開花始め：４月 30日 

(2) 成虫の発生量 

 原因は不明であるが、本種の本年度の発生

量は極めて少なく推移した（表１）。３月下旬

から４月にかけて最低気温５℃を下回る日が

多く、低温の影響も一部考えられた。 

(3) 結実への影響 

  処理区のりんご中心果結実率は概ね 70％ 

前後あり、無処理区とほぼ同等であった（表 

２）。このことから、Ａ水和剤は開花 13日前 

まで、Ｂフロアブルは開花 18日前までの散布 

は、結実への影響はないと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

(4) 調査結果 

 

         ４ 月 

区  色  1   5  11  16  19  23  27 

Ａ  黄  5   0   10    1    3    4   13 

Ｂ  黄  3   0    1    3    1    9    6 

Ｃ  青  9   1    7    3    2    5    2 

Ｄ  青  2   0    4    1    3    3    0 

合計  19   1   22    8    9   21   21 

注）誘殺数：粘着版 10×50cm当たりに換算 

       雌雄合算、小数点以下四捨五入 

    

  

散布日  薬剤名   花数  中心花結実率   

4/5   Ａ水和剤   50     70.0％  

       Ｂﾌﾛｱﾌﾞﾙ   50    72.0 

    無処理    50    67.3 

4/12  Ａ水和剤   50       76.7 

    Ｂﾌﾛｱﾌﾞﾙ    50       80.0 

    無処理     50       68.0 

4/17   Ａ水和剤   50      65.0  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の課題と対応 
 発生圃場を継続して経過観察する中で、随時 

必要な対応を行う予定である。また、リンゴツ

ボミタマバエの登録薬剤はないため、今後検討

していく必要がある。 

              （技術係 宮澤） 

 

リンゴツボミタマバエの発生消長の把握と薬剤防除時期の検討 

表１ リンゴツボミタマバエの成虫誘殺数 

 

表２ 殺虫剤散布時期が結実率に及ぼす影響 

 

図１ 左上）リンゴツボミタマバエ成虫 

   右上）リンゴツボミタマバエによる被害 

   左下）正常な花そう 

 

 

花弁が硬く肥厚する 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

なし「サザンスイート」は、上伊那地域にお

ける早生品種として推進されている。管内では、

気象条件や標高差、土壌条件により果実の肥大・

成熟期などが異なる。そのため、主要地域ごと

に肥大調査及び熟度調査を行うとともに、適期

収穫やせん定指導会により果実品質の統一を図

った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 活動と内容 

(1) 熟度調査 

７月 24日より８月 14日まで箕輪町、中川村

の定点２ほ場で毎週熟度調査を実施した。春先

の凍霜害の影響で、着花量が少ないため、伊那

市での熟度調査は中止した。 

(2) 適期収穫指導会 

春先の凍霜害の影響で、管内北部（伊那市・

箕輪町）の着果量が少ないため、北部での指導

会を中止し、凍霜害の影響が少なかった中川村

１か所で実施した。管内生産者・関係者ら約 15

名が出席した。 

(3) 凍霜害の追跡調査 

 今年度４月 28 日に上伊那管内で凍霜害が発

生した。満開日直後の低温に一番弱い時期だっ

たため、被害が大きかった。凍霜害に遭った果

実はていあ部を中心に果面がサビとなった。そ

こで、そのサビとなった部分が収穫時に果実の

等級にどの程度影響するか調査した。 

凍霜害直後          収穫時 
 

(4) 摘心による短果枝確保 

 春先の凍霜害により、対象農家が着果不良とな

ったため、新梢が伸び短果枝確保が難しいと判断

し、摘芯による効果について調査した。 

 

 

 

 

 

(5) せん定指導会 

11 月 28 日に中川村１か所で実施した。管内

生産者・関係者ら約 13名が出席。樹の特性や目

標樹形を説明し、実際に樹を整枝・せん定しな

がら指導した。 

せん定指導会の様子 

 

２ 活動成果 

(1) 毎週熟度調査を実施し、データを JA上伊

那等に提供した。 

(2) サザンスイートはカラーチャートでの適期

収穫の判断が難しいため、満開後日数・糖

度・食味など総合的に判断するよう指導し

た。 

(3) 春先にできた果面のサビは、果実収穫日に

は目立たなくなるものが多く、ほとんどの

等級は〇秀となることが分かった。 

(4) 短果枝確保を目指したが、凍霜害で枝が吹

く条件下で、短果枝着生率は２割程度に留

まった。ただ、側枝基部の太りを抑える効

果は認められた。 

(5) サザンスイートの樹の特性や目標樹形を説

明し、実際に樹を整枝・せん定しながら指

導した。 

 

■今後の課題と対応 

 今後も熟度調査や指導会を行い、サザンスイ

ートの高品質果実生産を図っていく。また、サ

ザンスイートで初めて凍霜害追跡調査のデータ

が取れたので、凍霜害があった際には参考にし

ていきたい。      

（地域第一係 岡田） 

 

なし「サザンスイート」における栽培技術の向上 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

宮田村では山ぶどう系品種「ヤマソービニオ

ン」(赤品種)を用いた赤ワイン「紫輝」を特産品

としており、平成 10 年より山ぶどう栽培組合

により栽培が行われている。 

本年４月 28 日と５月 8 日の凍霜害により厳

しいダメージを受けたが、高い品質を維持した

「ヤマソービニオン」の収量の確保、及び村の

特産としてのワインが広く愛される活動に取り

組んだ。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 取り組み 

(1) 中央アルプス「やまぶどうの里」づくり推

進会議の事業推進支援 

(2) やまぶどう栽培組合への栽培技術支援 

栽培組合主催の５月 14､22日新梢管理講習

会、７月９日着粒及び圃場巡回、９月 30日収

穫期の糖度調査、12 月５日剪定講習会を JA

上伊那果樹担当者と協力し行った。 

(3) ワイン文化研究会 

公民館が主催するワインセミナーの運営支

援とし６月８日及び７月６日の栽培体験の際

には、講師としてセミナー参加者に芽かき、

摘心等の栽培管理の指導を行った。 

２ 活動成果 

  2019 年は復田による栽培面積減と凍霜害

により 12.3t（前年対比 67%）が本坊酒造へ

ワイン・ぶどうジュース・ヤマソーホップの

原料として出荷された。また白ワイン用の

「ミュラートルガウ」も長梅雨にいる病害の

発生で収量は半減となったが、両品種とも次

年度以降の復活を期した冬季管理が行われ

ている。         

■今後の課題と対応 

 今年度、栽培者が 1名増えた。また、5月に

は樽詰めした熟成「紫輝」が発売される。 

 ワイン、発泡酒、ジュースと商品開発も進ん

でいるが、常にマーケットを意識して醸造元

との連携を密に望まれる生産物を確保してい

く。       （地域第二係 羽生） 

 

 

 

 

■背景とねらい 

上伊那管内では、短梢栽培による無核ぶどう

「シャインマスカット」、「ナガノパープル」を

中心に新植園が増加しており、栽培技術の向上

が求められている。そこで、JA上伊那と連携し

て各種講習会、幼木の巡回指導等を実施した。 

■本年度の取組と成果 

１ 取組みの概要 

(1) 各種講習会の実施（JA 上伊那との連携） 

房づくり（５月）、新梢管理（５～６月）、摘 

房・摘粒（６月）、着房点検（７～８月）、収 

穫前巡回（９月）、剪定（１月）、幼木巡回（２ 

月）を実施した。 

(2) 裂果への対応 

  梅雨が長引き生育が遅れたため、ベレゾー

ン前後の糖度が低かったため、裂果が発生

したものと考えられた。裂果が多発した園

地で原因と今後の管理指導を行った。 

(3) 雹害追跡調査の実施 

 6月 24日に降雹があり、ぶどうへの被害が

あったため、打撲による果粒のさびが裂果や

果実品質に与える影響について追跡調査を行

った。生育が早い「ナガノパープル」で被害

が多かった。 

２ 成果の概要 

(1) 講習会には青年農業者の出席が多くなっ

てきた。本年度は全般的に生育が遅れ課題も

多かったため、着房管理や新梢管理の重要性

が認識された。 

(2) 雹害追跡調査の結果を２月の JA ぶどう振

興大会で報告を行った。満開後比較的早い降

雹は、さびから裂果になることはほとんどな

いため、房型を重視して摘粒を進めることが

よいと判断した。 

■今後の課題と対応 

 当上伊那管内は雨が多く、気象による影響（裂

果発生、生育遅延、養分欠乏等）が大きい。ま

た、長野県育成品種である「クイーンルージュ

○Ｒ」が注目され、新植が進んでいるため、継続

した指導会・巡回に加え、ニーズにあった情報

提供が必要である。 

（技術係 宮澤） 

醸造用ヤマソービニオンの 

安定生産と地消地産の推進 

  

 
生食用ぶどうの栽培技術の向上 

 
 
 
 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

■背景とねらい 

近年、環境への負荷を軽減した農産物の生産

による持続可能な農業への関心が高まっている。

令和元年の信州の環境にやさしい農産物認証制

度においては、個人 14件、法人３件、167haの

申請があり、年々申請件数、面積ともに増加し

ている。また、辰野町や飯島町では地域ぐるみ

の取り組みが行われ、関心が高まっている。普

及センターでは、信州の環境にやさしい農産物

認証等の取得希望者に対し、個別相談や研修会

等により取得支援を行った。また、各講座等で

認証制度等について説明を行い、新規取得者の

掘り起こしと面積拡大を目指す。 

■本年度の取組と成果 

１ 活動の取り組み 

(1) 認証取得支援 

 ５月～９月にかけて各作物の現地審査が行わ

れ、審査員に同行し実施状況の確認や対応支援

を行った。 

(2) 新規取得者の掘り起こし 

辰野町では１月に制度説明会を開催し、申請

書類の作成支援を行った。 

(3)試験ほ場の設置と現地検討会の開催（辰野町） 

特栽米の単収向上に向けて、適正施肥と適期

防除の実証試験を実施した。水稲部会員 10 名

に対して、５回現地検討会を開催した。 

２ 活動成果 

農産物認証は、個人 14 件、法人３件の計 17

件の現地審査が行われ、審査の結果申請された

すべてのほ場が認定された。 

令和２年産県農産物認証の申請は個人 15件、 

法人３件と新規に１件が取り組む結果となった。 

■今後の課題と対応 

 慣行栽培と比べ、品目によって単収が低い傾

向が見られる。肥効調節型肥料等を活用した作

物の生育にあった適正施肥の検討を行う。また、

消費者の環境にやさしい認証制度の取り組みの

認知度が低い課題もあり、地域を上げて消費者

へＰＲを行う必要がある。  （技術係 中村） 

 

 

 

  

 

 

■背景とねらい 

飯島町では環境にやさしい農産物認証取得し

た特別栽培米コシヒカリ「越百黄金」の栽培を

推進しているが、一般コシヒカリに比べ収量が

少ないことが課題となっている。そこで、収量

増加に向け、窒素成分の溶出パターンを変えた

改良型の基肥一発型肥料の肥料試験を行った。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 取り組み 

(1) 実証ほの設置 

 田切地区と本郷地区の２ヶ所に実証ほを設置

し、慣行肥料、改良型肥料を含む４種類の肥料

を用いて肥料試験を行った。 

(2) 実証ほの利用 

８月に中間現地検討会を実施し９名が参加し

た。実証ほの様子を比較しながら、試験の経過

報告、検討を行った。 

１月に肥料試験の成績検討会を実施し、参加

者 15 名に対して試験結果報告を行い、圃場管

理者の意見を聞いた。さらに、「越百黄金」を栽

培する農家を交え、「越百黄金」普及の課題を検

討した。 

２ 成果 

肥料試験は、改良型肥料が収量の確保に有効

であるという結果であった。試験結果について

飯島町営農センターに情報提供を行い検討した

ところ、次年度の作付けには町内全域で改良型

肥料を使用することとなった。 

 

■今後の課題と対応 

 「越百黄金」の栽培指針にある除草剤が効き

にくくなっているとの指摘があったため、次年

度は除草剤の試験を行う。また、「越百黄金」の

カントリーの受け入れが一般コシヒカリの後に

設定されていることが普及の妨げになっている

という声もあり、次年度はカントリーの受け入

れ時期を増やすよう調整する。 

（地域第二係 赤羽） 

環境負荷軽減技術の実証と普及 

環境と調和した持続性の高い農業の推進と消費者へのＰＲ 

飯島町での実証ほの設置と利用 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

消費者の“食の安全・安心”や“環境”に対

する関心が高まる中、農業生産現場において農

産物の安全確保および環境に配慮した持続可能

な農業生産につながる GAPの実践が求められて

いる。普及センターでは、GAP を「知る」「する」

「とる」のレベルに合わせた支援を行い、GAPへ

の理解を深めるとともに GAP の取組推進を図る。 

 

■本年度の取組と成果 

１ 推進対象者リストの更新 

 第３期食農計画における GAP推進対象者リス

トを更新し、対象者の取組状況および支援レベ

ルをそれぞれ３段階に分けた。また、地域への

波及効果を狙うために、農業士や PALネットな

がの会員等を推進対象者リストに追加した。 

 

２ GAPを「知る」の推進 

(1) 上伊那地域 GAP実践研修会の開催 

 GAP の基礎知識への理解および実践を図るた

め、環境保全型農業直接支払交付金の申請者を

対象に２回開催し、延べ 35 名が参加した。 

イラストを使ってワークショップを実施した

ことで、参加した農業者から「農場に合わせて

取り組めばいいことが分かった。」、「思ったより

難しくなさそうだ。」などの声が得られた。 

(2) 新規就農実践塾合同講座における現地視察 

上記研修会に加え、10月１日に GAPの講義を

開催し、管内の JGAP認証を取得した農場で具体

的な取組やリスク評価とその対策について視察

研修を行った。GAP の必要性を感じ、取組意欲

をみせる受講生が数名見られた。 

GAP実践研修会の様子 

 

 

 

 

３ GAPを「知る」から「とる」への移行 

 GAP の必要性や取り組みへの理解が深まる中

で、実践へ意欲的な農業者が増えた。管内の夏

秋イチゴ生産者対象にリスク管理学習会を開催

し、ワークショップや個別巡回、農場での演習

を通して GAPの実践に向けて取り組み始めてい

る。 

 

４ GAPを「とる」の支援 

JGAP 認証の取得に向けて平成 30 年度から支

援していたＯ農園で、４月上旬に審査が行われ、

JGAP認証を取得した。普及センターも審査へ同

行し、審査のポイント等を確認するとともに、

今後の取組支援について検討した。 

取得法人の代表から、「JGAP 認証の取り組み

の中で整理整頓による作業効率化を一番実感し、

取り組んでよかった。」という感想を得た。 

JGAP取得農場における現地視察 

 

■今後の課題と対応 

 GAP の必要性、取り組みについて理解が深ま

ったものの、「GAP＝チェックシート」というイ

メージを持つ農業者も多い。経営改善のツール

であり、PDCAサイクルを回すことの重要性を理

解してもらえるよう支援する必要がある。 

 夏秋イチゴリスク管理学習会をはじめ、GAP

の実践に向けて意欲的な農業者に対して引き続

きレベルに合わせた支援を継続していく。また、

認証取得農場へ情報提供等による支援を続ける

とともに、経営改善の効果の確認や現地研修等

を開催し、地域への波及を図りたい。 

    （担い手・経営係 曽根） 

農業生産工程管理（GAP）への取組み意識向上 



重点推進方策Ⅳ 

 

 

 

 

■背景とねらい 

平成 30年１月から 12月に長野県下で発生し

た農作業死亡事故は 15 件で、このうち上伊那

では、土手焼き中の焼死１件、管理機で作業中、

バック時に後方の立木と機械の間に挟まれての

死亡事故が 1 件発生している。特に野焼き中の

事故は、今年になってからも上伊那で２件発生

している。こうした現状を受け、関係機関と連

携して農作業安全に対する農業者の意識の高揚

を目指して、農作業安全啓発活動に取り組んだ。 

■本年度の取組と成果 

１ 活動の取り組み 

(1) 上伊那地区農作業安全推進会議の開催 

４月 10 日と 12 月 18 日の２回開催し、今年

度の活動計画を検討し活動実績を報告して、関

係機関の連携と意識統一を図った。 

(2) 農作業安全啓発活動 

春の農繁期は５月 13、20日に、秋の農繁期は

９月６、９日に、ＪＡファームの店頭で、来店

する農業者の方々に農作業安全啓発チラシ、グ

ッズを配布し、農作業安全に対する意識の高揚

を呼び掛けた。春、秋合わせて計 425人の生産

者に啓発チラシ等を配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 農作業安全講習会の開催 

６月 12日、ＪＡ上伊那の主催する「初心者 

向け農業機械講習会」で就農してまだ日の浅い 

 

 

 

 

 

生産者の方々40名を対象に、農作業時の安全確

保のポイントについて講習した。 

８月６日、普及センター主催の「新規就農実

践塾合同講座」において、新規就農者、里親研

修生、ＪＡインターン研修生合計９名の方を対

象に農作業安全について講習した。 

８月 23 日、ＪＡ上伊那主催の「担い手経営

体・新規就農者合同セミナー」の中で、日本農

村医学研究所の主任研究員を講師にお招きし、

担い手農家、新規就農者、認定農業者、集落営

農組織代表者等を対象に、医療系農作業アドバ

イザーによる学習会を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他、ＪＡ上伊那主催の麦栽培指導会の中

で、その都度農作業安全について呼び掛けた。 

(4) 市町村、ＪＡへの農作業安全資料提供 

 春と秋の農作業安全月間に合わせ、農作業安

全啓発チラシ及び啓発用原稿等を提供した。 

２ 活動成果 

前述のとおり、平成 31 年になって３月までの

間に、野焼きによる事故が発生しているが、今

年度になって４月以降は、無事故で経過した。 

■今後の課題と対応 

 農作業中の事故は、発生件数に年次変動があ

り、撲滅するためには、引き続き啓発活動を継

続していく必要がある。   

（技術係 平出） 

 

 

農作業安全の推進 

ＪＡファームで啓発活動 

医療系アドバイザーによる講習会 


