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高温に対する農作物管理について 

平成 29 年 7 月 28 日 

農 業 経 営 課 

 

 
 7 月に入り、厳しい暑さが続いています。今後も気温の高い状態が続く 
 
と予想されます。 
 
 農作物等への影響が懸念されますので、下記対策を参考に生産者等への 
 
指導をお願いします。 
 

用水不足への対応（共通）   

水稲の夜間掛け流しや果樹園への畝間潅水等、大量の用水を要する場合は、農業用水確

保と計画的な配水について、事前に関係機関との調整を行う必要がある。 

また、実際の潅水の実施にあたっても、必要最小限で効果的な実施に向け、輪番制の実

施等、適正な潅水の実施に努める。 

 

熱中症に注意（共通）   

１ 熱中症の症状と対応 

・高温多湿な環境下で体内の水分や塩分（ナトリウム）のバランスが崩れたり、体内

の調整機能がうまく働かなくなったりすることなどにより、体内に熱がたまり発症

する障害の総称です。 

・気温が高い、風が弱い、湿度が高い、急に暑くなった日は注意が必要です。 

・体温調節機能が未発達な乳幼児や体温調節機能が衰えてくる高齢者の方は、特に注

意が必要です。 

東海地方 １か月予報(抜粋) (７月２９日から８月２８日までの天候見通し) 

               平成２９年７月２７日 名古屋地方気象台 発表 

＜予報のポイント＞ 

 ・期間の前半は湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないで 

  しょう。 

 暖かい空気に覆われて、気温は高い見込みです。 

＜予想される向こう１か月の天候＞ 

向こう１か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の

確率は以下のとおりです。 

平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。 

向こう１か月の平均気温は、高い確率５０％です。日照時間は、平年並または少

ない確率ともに４０％です。 

週別の気温は、１週目は、高い確率５０％です。２週目は、平年並または高い確

率ともに４０％です。３～４週目は、平年並または高い確率ともに４０％です。 
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（１）症状 

主な症状は、 

○めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い 

○頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う 

重症になると、 

○返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い 

 

（２）熱中症への対応 

・日差しをさけて、涼しいところに移動しましょう。 

・からだが暑いときは、冷たいタオルなどで冷やしましょう。（うなじ，脇の下，太

股の付け根など） 

・自力で水を飲めない、意識がない、呼びかけに対する返答がおかしい、けいれんが

ある場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。救急車の到着を待つ間は、服装を緩

めて、体を冷やす。 

 

（３）熱中症の予防 

・こまめに休憩を取るとともに、スポーツドリンクなど、水分をとりましょう。のど

が渇いたと感じなくても、30 分おきにコップ 1 杯程度の水分を取る(作業量に応じ

て加減する)。 

・屋外では日傘の使用や帽子などを着用し、日陰を選んで、暑さを避けましょう。 

・通気性の良い、吸湿性・速乾性に優れた服装にするなど工夫しましょう。 

・暑い場所での長時間の作業、運動はできるだけ避けましょう。 

・体調が悪いときは、無理をしないようにしましょう。 

・日頃から栄養バランスの良い食事と気温の変化や暑さに対応できる身体づくりに努

めましょう。 

 

（厚生労働省 熱中症予防リーフレット、鳥取県作成資料、岐阜県ホームページを参考にした） 

 

水 稲 

水稲は本来、高温を好む植物であるが、近年、高温化傾向が顕著になっており、白未熟

粒などの多発をもたらし米の品質を大きく低下させる原因となっている。水稲に対する高

温の影響は、主として呼吸量の増大とそれに伴う茎葉からの蒸散量の増加による乾物生産

量の低下が大きく、管理に当たっては、次の点に留意して稲の生育の維持を図る。 

 

（１）穂肥の適正施用 

穂肥は、登熟期間の稲体の体力を維持させるものであるから、これまで育てられた稲体

に適した量と時期を守って穂肥を施用することが重要である。登熟期が高温の場合には、

籾数が過剰になると乳白粒の発生が多くなることが知られている。また、穂肥の不足によ

り背白粒や基白粒が多発することや、被覆尿素などの緩効性窒素肥料を穂肥に使用するこ

とで白未熟粒の発生が低下することが知られている。適切な穂肥の施用により籾数を適正

な範囲に制御し、登熟期の窒素供給を一定程度確保する。 
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（２）冷水の通水 

夜間の気温が高いと呼吸量が多くなり、せっかく昼間に蓄積した養分も消耗してしまう。

植物の体力消耗を少しでも減らすために、夜間通水により地温・気温を低下させ、植物体

の温度を下げる。気温より低い水温の用水で直接稲を冷やすかけ流しは、出穂後２０日間

の実施により白未熟粒や胴割粒の発生を抑制する効果が高いが、用水量が増えるので水利

慣行の制約に注意する。用水量に問題がある地域では常時湛水で対応する。 

 

（３）早期落水防止 

登熟期の早期に落水を行うと根の活力が低下して、体力維持が困難となるので注意する。

生育後半まで稲体の活力を維持するためには、根系の活力維持が不可欠であり、早期落水

を避ける必要がある。ただし、軟弱な土壌では、やむを得ない場合もあるので、立地条件

に応じて適切な時期に落水し、その後は走り水等により飽水状態をできるだけ収穫間際ま

で維持することが重要である。 

 

（４）適期収穫 

登熟期が高温になると成熟までの期間が短くなり、刈り遅れとなりやすいが、刈り遅れ

は白未熟粒の他、茶米や胴割粒が増えるので注意する。また、収穫後の過乾燥は、胴割粒

だけでなく白未熟粒も増加するので注意する。 

 

（５）土づくり（次年度以降の対策としての下地づくり） 

生育後半まで稲体の活力を維持するためには、堆肥の施用による地力窒素の向上、根が

十分に生育できるための作土深の確保が効果的であることが知られている。作土深につい

ては、地力増進基本指針や栽培指針においても１５ｃｍ以上の深耕を勧めている。農業機

械が大型化する中、深耕すると機械が安定走行しにくくなり、作業効率が下がるため、近

年は浅耕化傾向にあるが、田畑輪換の畑地期間で地力低下が進み、稲体の活力低下を招き

やすくなっていると考えられている。 

過去の高温適応技術レポートでは、根系の生育につながる堆肥の施用や深耕の実施等、

土づくりの徹底で高い効果が得られるとされており、土づくりは典型的な高温障害対策の

予防的技術と考えられる。近年、有機物施用が減り、地力低下が進んでいると言われてい

るので、これを機に対策を進める。 

 

（６）病害虫管理 

斑点米カメムシ類の病害虫発生予察注意報（H29.7.27 付け）が発表されている。斑点米

カメムシ類の生息密度を低減させるため、畦畔、農道ぎわ、水路ぎわ、休耕田、および水

田周辺などの除草を地域全体で一斉に行う。特に、イネ科雑草は好適な餌植物となるため

出穂させないように管理する。出穂１０日前までの除草が被害軽減に有効とされているが、

出穂直前および出穂後の除草は、斑点米カメムシ類を水田内に追い込み、被害を助長する

恐れがあるため、高温により出穂時期が早まる場合は実施時期に注意する。 

 

 

大 豆 

転換畑で栽培されている大豆は、高温に伴う少雨（干ばつ）の影響が発生しやすい。高

温による呼吸と茎葉からの水分蒸散が増加し、干ばつにより茎葉の萎凋が発生する。発芽
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時や出芽後の干ばつは、出芽遅延が発生するため、ほ場の乾き具合に注意する。花芽分化

期～開花期の干ばつは、雌ずい、雄ずいの退化による不稔が発生し、落花・落莢とつなが

る。茎葉の生育量が最大となる開花後４０～５０日間が水要求量は最大となるので、この

時期は特に注意する。水分不足は、大豆よりも根粒に強く作用し、開花期以降（～子実肥

大期にかけて）水分不足になると窒素固定能力が大きく低下することから、子実肥大に影

響する。 

 

（１）中耕培土 

中耕培土は一時的に断根させ、干ばつ被害を助長する場合もあるため、前後の天候を考

慮して実施する。培土した後に稲わらなどの被覆物で地表を覆い土壌水分の蒸発を防ぐこ

とも考慮しておく。 

中耕培土を省略する技術もあるが、通常畦幅で播種されていると、後の降雨によっては

雑草の生育が大豆を上回り、収穫時の作業に支障をきたし、或いは大豆が大型化して倒伏

し収穫を困難にする場合もあるため、極力開花１０日前までに中耕培土を実施するか、除

草剤の畦間処理による雑草管理や摘心処理による倒伏軽減対策を行う。 

 

（２）畝間潅水 

開花期以降に乾燥が続き、土が白く乾き、日中に最頂葉の中央個葉が５０％以上反転し

たら、畝間潅水を行う。目安は無降雨日数７～１０日である。ただし、潅水した水が停滞

すると逆効果になるので、確実に排水できるよう準備した後、１０アールあたり２時間以

内の滞水を目途に行う。潅水は温度の低い朝夕または夜間に行い、潅水間隔は６～７日と

する。 

 

（３）排水対策と耕盤管理（次年度以降の対策としての下地づくり） 

梅雨の多湿や耕盤形成によって、根が深く張れないことが干ばつの被害を増大させる原

因となっている。梅雨期の徹底した排水対策や深耕・心土破砕等による耕盤管理によって

根を発達させることで、干ばつを軽減することができる。 

 

（４）病害虫管理 

高温の影響による害虫の多発化、特にカメムシ類による吸汁やハスモンヨトウによる食

害が多発生することで結莢不良、被害粒の増加が懸念されるため、適切な防除を行なう。

各地域に設置されているハスモンヨトウのフェロモントラップへの誘殺数やほ場での発生

に十分に注意し、若齢幼虫の発生が認められた場合は防除を実施する。 

 

 

野 菜 

 野菜の生育適温はそれぞれ異なり、高温の被害としては、品質低下、収量低下、また、

害虫の発生による被害がある。 

 高温耐性には、根の活動が大きく関与しているので、安定した土壌水分の維持と地温の

上昇抑制が必要である。また、単一の技術のみでは、その効果が不十分であることから、

複数の技術を組み合わせて実施することがより重要となる。 

 さらに、高温対策は、高温期のみの技術対策だけでは、十分効果が上がらないことから、

下記の事前対策をあらかじめ実施し、対策の効果を上げることも必要である。 
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（１）対策技術 

 ①遮光資材の利用により、ハウス内気温、果実温、葉温等の上昇抑制を図る。しかし、

遮光期間や展張時の天候によっては、光量が低下し収量や品質の低下を招くこともあ

ることから注意が必要となる。 

 ②敷わらや地温上昇抑制資材を被覆することにより、土壌表面温度の上昇と、土壌水分

低下の抑制を図る。地温低下は高温性土壌病害である青枯病等の発病抑制にも効果的

である。 

③高温により蒸散量が増加することから朝・夕を中心に複数回に分けて潅水を行い、適

正な土壌水分管理に努める。 

 ④曇雨天後に晴れ上がる日は特に萎凋しやすいので、早期潅水を実施するとともに、特

に萎れる場合は葉水の実施により葉の焼けを防ぐ。 

 ⑤高温乾燥状態で発生しやすいアザミウマ類、ハダニ類、ヨトウムシ類等の害虫の早期

防除を徹底する。また、薬害が発生しやすいため、高温時の薬剤散布は避ける。 

 ⑥収穫は品温が十分に低下してから行うとともに、品温を低く保つことにより品質低下

を防ぐ。 

 

（２）事前対策 

 ①良質なたい厩肥を投入して地力増進を図る。 

 ②排水対策を徹底することにより根域の拡大を図る。 

 ③土壌病害対策を行い、根を健全に発根させる。 

 ④高軒高ハウスや強制換気、天窓、遮光資材、細霧冷房などの導入により温度環境の改

善を図る。 

 ⑤地温上昇抑制マルチ（タイベックマルチ等）などを利用する 

 ⑥養液栽培では遮熱資材などの導入により根圏温度を適正に管理する。 

 ⑦は種前や定植前に予め十分潅水して、土壌水分を適正に保つとともに、は種や定植後

にも十分潅水を行い、発芽勢の向上や活着促進を図る。 

 

 

花 き 

 花きの高温対策については、次の点に留意する。  

（１）施設・ハウス内の温度管理  

 施設栽培では高温障害を受けやすいため、換気を十分に行い、日中の施設内気温

の上昇を極力抑えることが大切である。以下の対策により高温障害の回避に努める。 

 ・草丈にもよるがサイドはできるだけ高い位置で開放すると効果が高い。また、

サイドの開放に合わせて肩面や谷面、ツマ面も開放し換気の効率をあげる。  

 ・パッド＆ファン、ヒートポンプ冷房、細霧冷房などの装置が整備されていれば

活用を図る。  

 ・寒冷紗や遮熱シートの活用や石灰乳のガラス面塗布などにより遮光する。遮光

率は種類によっても異なるが、３０～５０％遮光を目安とする。遮光方法とし

ては、ハウス外遮光やハウス内の平張りの効果が高い。また、遮光する時間は

最大で１０～１６時までとする。  
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（２）病害虫対策  

高温、乾燥時にはハダニ類、スリップス類が多発しやすいので防除を徹底する。  

（日中の防除は薬害などの恐れから避け、早朝または夕方以降に実施する。）  

 

（３）品目別対策  

 ①キク 

  彼岸出荷作型では高温のため花芽の発達が抑制され、開花の遅延を招く。高温

に乾燥が伴うと開花の遅延だけでなくブラインドが発生して開花しなかったり、

奇形花が発生したりして品質の著しい低下を招くため、以下の対応を行う。  

・サイドの解放部を大きく採り、通風を図る。また天井部にたまりやすい熱気を

排除するため循環扇などを利用する。  

・寒冷紗などで遮光（５０％程度）を行い葉温の低下を図る。  

・高温と乾燥が伴う場合は、早朝または、夕方に潅水を行って吸水を促し、蒸散

による葉温の低下を図る。  

・薬害発生の恐れから、薬剤散布は日中を避け、気温の低い早朝か夕方に行う。  

・シェード栽培の場合、夜間シェード内の温度が上昇し、奇形花が発生する恐れ

があるため夜間一時シェードを開け温度の上昇を防ぐ。  

 ②バラ 

  高温と強光により葉焼けを起こす。換気に努め、寒冷紗等を日中の高温時の数

時間展張して室温を調節する。高温乾燥によりハダニ類の発生が助長されるので

発生初期から防除を行う。  

③ユリ類  

  抑制栽培のうち、今後出荷を迎える９月から１０月出荷作型においては、定植

後の管理時期となっている。高温、強光による葉焼けに注意して、５０％程度の

遮光につとめ、葉温低下のため日に２～３回茎葉に軽く散水する。  

 ④トルコギキョウ  

  高温によるロゼットの打破・回避をするため、７月に播種した苗は８月下旬か

ら１０℃で３５日間低温処理（２４時間照明 500lx 以上）を行い、定植する。ま

た、８月下旬以降に播種するものは、１０℃で３０日間以上の低温処理を行った

後に育苗を行い、定植をする。  

 

 

果 樹 

県内主要果樹において、気温が高温で推移すると、樹全体の呼吸量が増加し光合成生産

物等の養分の消耗が増えるため、果実肥大が抑制される。また、日中における直射光は果

実表面温度を上げ、日焼けを助長する。さらに、成熟期に入る樹種、品種（リンゴ、カキ、

黒色・赤色系ブドウなど）においては、色素の生成が抑制され、着色不良の原因となるの

で、対策を十分取る必要がある。 

 

（１）潅水 

 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日以上降雨がない場合には、１回の潅水量を３０mm 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間隔を狭くし、黒ボク土では、潅水量を増や
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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

る場合は畝間潅水を行う。 

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。 

また、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よ

う行う。 

 

（２）土壌管理 

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。 

 

（３）日焼け防止 

 日焼けは、果実表面に日光が当たり果実温が上がることで発生する。樹体内の水分が少

なくなると発生しやすいため、対策は潅水が基本となる。なお、摘果時に、直射日光の当

たらない横向きや下向きの果実を残す、新梢を適度に残し影となる部分を残すことで被害

が軽減できる。 

 

（４）適期収穫 

成熟期が近づいたら食味を確認しながら収穫時期を判断し、適期に収穫できるように  

する。特に高温の影響で着色が遅延することに伴い収穫時期が遅れ、果実が過熟とならな

いよう注意する。更に、日持ち性を良くするため、高温時の収穫は避け、収穫後の果実温

度が高くならないよう、涼しい場所で選別し出荷するよう努める。 

 

（５）防除 

高温・干ばつ時に発生しやすいハダニ類については、発生動向に十分注意し、適期防除

を実施する。 

 

 

畜 産 

 

【高温対策】 

１ 家畜 

（１）体感温度の低下 

・飼育密度の緩和、換気扇や扇風機による畜体等への送風や散水・散霧を行い、家畜

の体感温度の低下に努める。 

 

（２）畜舎環境の改善 

・寒冷紗やよしずによる日除け、屋根裏・壁・床への断熱材の設置及び屋根への消石

灰の塗布等により、畜舎環境の改善に努める。 

 

（３）冷たい水の給与 

・良質で消化率の高い飼料の給与、ビタミンやミネラルの追給及び清浄で冷たい水の
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給与に努める。 

 

（４）快適性に配慮した飼養管理 

・観察の頻度を増加させることにより、健康悪化の兆候がないか等、家畜の健康状態

をよく把握し快適性に配慮した飼養管理に努める。 

 

２ 飼料作物 

（１）的確な維持管理 

・草地については、過放牧、過度の低刈り及び短い間隔での刈取りを避け、貯蔵養分

の消耗を軽減して草勢の維持に努める。また、夏枯れ等により草勢の低下が見られ

た場合には、必要に応じて追播や、は種直後の雑草防除等的確な維持管理作業を行

う。 

 

（２）耐干性の向上 

・土壌条件等により高温及び晴天の影響が大きく現れる地域では、土壌の保水力を向

上させるため有機質の多投等を行うとともに、今後、は種する場合には、耐干性の

優れた草種・品種の選定に努める。 

 

（３）品質低下の防止 

・青刈りとうもろこし、ソルガム等については、収穫期が近い場合にはコストに配慮

しつつ潅水に努め、潅水が困難ないし草勢の回復が困難と見込まれる場合には、早

期に収穫を行い品質低下の防止に努める。 


