
省力化と新品種導入による柿産地の振興
活動期間：平成30年度～令和２年度（継続中）

○ 伊都地域の柿は、栽培面積が県全体の約７割を占める一大産地。近年

は出荷集中による販売価格の低迷や、後継者不足、生産者の高齢化、耕

作放棄園の増加等が課題。

○ そこで、農業水産振興課では、省力化対策として結果母枝の先端せん除

技術を推進し、摘蕾の労力を軽減。柿の販売価格の向上のために、県オリ

ジナル品種「紀州てまり」を導入推進や柿輸出を支援。また、耕作放棄園解

消のため、柿の葉や摘果柿の利用による省力管理方法を検討。

○ 平成30年度は摘蕾省力技術導入農家３戸、「紀州てまり」導入446戸、柿

輸出２事例を達成。

具体的な成果

１ 結果母枝先端せん除技術の推進

■摘蕾省力技術の導入

導入農家 H29 ０戸 →H30 ３戸

２ 「紀州てまり」導入及び柿輸出の支援

■「紀州てまり」の導入

導入農家 H29 0戸 → H30 446戸
高接ぎ現地適応性事例 ５事例

■柿の輸出 ２事例 取組園地 24園
米国向け「刀根早生」輸出（22園地）
豪州向け「富有」輸出（２園地）

３ 省力管理方法の検討

■柿葉利用園における実態と課題の把握

普及指導員の活動

平成３０年

■平成２７年度からモデル園を設置し、結果

母枝先端せん除による連年影響や作業性

を調査。結果をまとめ、技術資料を作成。

■技術資料をもとに研修会を３回開催。

■条件の異なる５圃場で高接ぎを行い、現地

適応性を調査。

■「紀州てまり」の栽培研修会や試食検討会

を開催し、農業者に周知。

■米国及び豪州向けの輸出登録園地を巡回

し、病害虫発生状況等を調査。

■放棄園を再生し、柿葉利用モデル園を設

置。作業性や病害虫発生状況を調査。

普及指導員だからできたこと

・普及組織がコーディネーターになり、

農業者、ＪＡ、県果樹試験場かき・もも

研究所と連携しながら普及活動を展開し、

柿産地振興を図った。

和歌山県
【重点プロジェクト計画】

試食検討会「紀州てまり」



和歌山県 

省力化と新品種導入による柿産地の振興 

活動期間：平成 30～令和２年度 

 

１．取組の背景 

  近年、管内の柿の価格は低迷しており、平成元年に 245 円/kg であった市場取引価格

は平成 30 年には 208 円/kg に下落している。そのため、後継者が不足し、生産者の高齢

化が進み管内販売農家の 3 分の 2 以上が 65 歳以上になっている。生産者の高齢化によっ

て労働力が不足し、耕作放棄園が増加し管内の耕作放棄園は 679ha（耕作面積の 16.9％）

に達している。耕作放棄園での病虫害や鳥獣害の増加に伴い、隣接園等への影響もみら

れるため、ますます生産者の意欲が低下していると考えられる。また、高齢化により品

種更新の意欲が薄れ、品種が固定化して出荷が集中（柿出荷量の 63％が「刀根早生」）し

柿の価格の低迷に繋がっていると考えられる。このように管内の柿生産は負のスパイラ

ルに陥っている。 

そこで、最も集約的に作業が必要な摘蕾の省力化対策として「刀根早生」、「平核無」

の結果母枝先端せん除技術の普及を推進する。「刀根早生」偏重による取引価格の低下対

策として、和歌山県オリジナル品種の「紀州てまり」の推進と柿輸出への取組支援を行

う。また、耕作放棄園の増加抑制につなげるため、既存の柿樹を活用し、柿葉や摘果果

実を利用した栽培体系モデルの指標作成を行う。 

 
２．活動内容 

（１）摘蕾技術省力化の推進 

   摘蕾技術省力化の推進を図るために、平成 27 年度から結果母枝の先端せん除処理を

行っている九度山町圃場をモデル園とし、連年処理の影響を調査した。4 月 23 日に摘

蕾作業、5 月 15 日に摘蕾の見直しと二番花の除去、6 月

27 日に摘果を行い作業時間を測定した。また、9 月 23

日から 10 月 10 日にかけ 4 回に分けて収穫調査を行っ

た。 

   生産者への普及のために 8 月 22 日に九度山町果 

樹研究会会員を対象に、また 1 月 7 日に九度山町農 

業士会会員等 8 名を対象に研修会を実施した。また、

新規就農者を対象とした農業技術講習会果樹基礎コ

ースにおいて受講者に本技術の講習を行った。 
（２）「紀州てまり」の導入推進および柿輸出への取組支援 

現地適応性の確認のために園地条件の異なる 5 園地 

（刀根早生園）において「紀州てまり」の接ぎ木を行い、 

 生育調査を実施した。5 月 23 日に活着率を、12 月 13 日    

に新梢長を調査した。 

   生産者への啓発として、8 月 22 日に九度山町果樹研  究会会員を対象としてか

先端せん除処理講習会 

「紀州てまり」の試食検討会 



き・もも研究所において「紀州てまり」の生育状況、栽培管理についての研修を実施

した。また、10 月 17 日に伊都地方農業士会会員 8 名を対象にかき・もも研究所にお

いて、10 月 24 日に九度山町農業士会、九度山町果樹研究会会員等 20 名を対象に九度

山町ふるさとセンターにおいて「紀州てまり」の試食検討会を実施した。 

   柿輸出取り組み支援として、輸出登録園地の病害虫発生状況調査および園地検査に

対応し、アメリカ向け 22 園地について月 1 回、オーストラリア向け 4 園地については

月 3 回巡回調査を行った。 

（３）省力品目の推進 
   柿葉利用の経営モデル作成のために、栽培上の課題の洗い出しを行った。7 年間耕

作放棄されていた園地において、平成 30 年 2 月 15 日に大幅な切り戻しを行い、柿葉

利用樹に再生できるか検討を行った。7 月 24 日に柿の葉のテスト収穫を行い、収穫・

調整の時間測定と病害虫の発生状況を調査した。 

 
３．具体的な成果 

（１）摘蕾技術省力化の推進 

   モデル園では、結果母枝数あたりの作業時間が摘蕾で約 20%、摘果で約 40％処理区

の方が無処理区より短くなった（図 1）。また、収量及び 1 果重は共に差がみられなか

った（表 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   モデル園における結果母枝先端せん除技術の連年実施結果をまとめて、普及用の資

料を作成した。これにより、本年度、指導農業士 1 名及び九度山町果樹研究会会員 2

名が本技術を導入した。 
（２）「紀州てまり」の導入推進および柿輸出への取組支援 
   土壌条件や栽培条件の異なる園地に高継ぎを行い、5 事例を設定した。活着率は園

地による差はみられず、全ての園地で 9 割以上活着していた。また、新梢長は園地に

よる差はみられたものの、最も新梢長が短い園地で 63.4cm であり、どの園地において

も十分な生育が確認できた。なお、管内 446 名の生産者が「紀州てまり」苗の導入を

行った。 

柿輸出はアメリカ向けの「刀根早生」と、オーストラリア向けの「富有」の 2 事例

を設定した。なお、アメリカ向けの取り組みは 15 農家 22 園地で、最終的に 13 名 19
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図１ 結果母枝先端せん除処理が作業時間に

及ぼす影響 

結果母枝あたり
収穫量(kg)

1果重（g）

処理区 0.62 251

無処理区 0.58 236

表１ 結果母枝先端せん除処理が収穫量

と 1 果重に及ぼす影響 



園地から輸出された。オーストラリア向け輸出は 2 法人等 2 園地であった。 

（３）省力品目の推進 

   本年度は、切り返し初年度であったため、柿の葉寿司用の規格に合う大きさの葉を

1 樹あたり 120 枚しか収穫できなかったが、多くの陰芽からの発芽が確認でき、次年

度以降本格的に生産できると考えられた。収穫した葉でうどんこ病の罹病率が約 23％

であったため、柿葉用の防除の検討が必要であると思われた。また、放棄園でも大幅

な切り返しによって陰芽の発生を促し、柿葉利用樹として再生可能であると考えられ

る。 

 
４．農家等からの評価・コメント（九度山町 Ｔ氏） 

結果母枝先端せん除については蕾の数が減るだけでなく、手の届く範囲に良い枝が多

くなる省力技術なので、普及指導員に講師になってもらい実際に試して農業士会などで

も情報を伝えていきたい。 

「紀州てまり」は高継ぎの試験園での生育をみると共に、伊都地方の農業士を対象に

した試食検討会に参加した。「太秋」と比較して見た目がきれいなので、苗木を購入し栽

培に取り組んでみる。今年は高継ぎ試験樹で果実が収穫できると思うので、九度山町で

の果実品質を評価し、経営の 1 つの品種として導入を検討したい。 

 

５．普及指導員のコメント（伊都振興局農業水産振興課・主査・有田慎） 

結果母枝先端せん除については研修会の開催等によって普及を推進している。今後、

地域のリーダーに実施してもらい波及的に普及が進むように努めたい。 

「紀州てまり」は試験場や JA 等関係機関との連携により、管内生産者へ外観が美しく

有望な品種であることが十分周知されたため、本数が限られていたものの多くの生産者

に導入された。今後、更に導入推進を図るとともに、試験場と連携し栽培技術の普及に

努め、栽培条件や土壌条件別など事例収集を行っていく。 

 
６．現状・今後の展開等 

  結果母枝先端せん除技術の推進については、次年度もモデル園における処理を行い、

連年処理の影響を確認していくとともに、研修会などで活用していく。次年度以降も、

当該技術の普及を推進し、摘蕾作業時間の軽減による軽労化に繋げていきたい。 

「紀州てまり」は苗木が初出荷で本数が限られていたが、次年度は増産される予定で

あるため産地への導入が進むよう情報提供に努めていく。 

柿輸出の取組支援については、次年度もアメリカ向け輸出取り組み園地およびオース

トラリア向け輸出取り組み園地について関係機関と連携し巡回調査を行う予定である。 

省力品目の推進については、モデル園において柿葉の増産ができるように剪定と柿葉

用の防除に取り組み、柿葉出荷が可能な栽培体系モデルを作成する。 
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