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高温・少雨に対する農作物管理について 

平成 29 年 6 月 16 日 

農 業 経 営 課 

 

 ４月下旬から降水量が少ない状態が続いています。６月７日に梅雨入りが宣言され

ましたが、その後も、まとまった降水量がなく、今後も少ない見込みです。 

気温は、５月には平年を上回ることがあり、６月に入り、低温傾向となっています

が、今後は高温になることも予想されます。 

 少雨の農作物等への影響が懸念されますので、今後の気象に留意するとともに、下

記対策を参考に生産者等への指導をお願いします。  

 
降水量（４月下旬から６月上旬まで） 

    （気象官署及び特別地域気象観測所） 

       降水量（ミリ）  平年比（％） 

岐阜     １５１．５      ５０ 

高山     １０９．０      ５３ 

 

   降水量（４月下旬から６月上旬まで） 

    （アメダス） 

       降水量（ミリ）  平年比（％） 

神岡     １２５．０      ５９ 

長滝     ２１５．５      ５３ 

八幡     １７９．０      ４８ 

宮地     ２１２．５      ６６ 

樽見     ２１０．５      ４４ 

美濃     １８９．０      ５６ 

揖斐川    ２０９．０      ４９ 

恵那     １１６．０      ４６ 

多治見    １０７．０      ４４ 
 

東海地方 １か月予報(抜粋)(６月１７日から７月１６日までの天候見通し) 

               平成２９年６月１５日 名古屋地方気象台 発表 

＜特に注意を要する事項＞ 

 期間のはじめは、降水量の少ない状態が続くでしょう。 

＜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。 

 平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。 

 向こう１か月の降水量は、平年並または少ない確率ともに４０％です。日照時間 

は、平年並または多い確率ともに４０％です。 

 週別の気温は、１週目は、低い確率５０％です。２週目は、平年並の確率５０％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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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（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。 

 

（１）症状 

○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、できるだけ暑さを避け

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） 
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水 稲 

 

（１）育苗 

・用水の不足で移植が遅れる場合は、育苗期間を延長するため、苗への潅水をひかえ

るとともに、葉先の剪葉を行うなどの処置を行う。 

・苗の葉色が淡くなり肥切れが見られる場合は、追肥を行うことにより、老化を抑え

る。  

 

（２）本田 

・用水路や畦畔の漏水対策を講じ節水に努めるとともに、生育ステージに応じた水利

調節により計画的な水管理を行う。  

・用水不足が予想される場合は、中干しを行わずに水田内の水を有効活用する。 

・初中期一発除草剤が使用できない場合や充分な効果が得られなかった場合は、用水

を確保後に中・後期剤を適正に処理する。 

 

大 豆 

 

・天気予報を参考にして降雨前の播種を心がける。降雨が期待できない場合は、土壌

水分が比較的高いうちに、耕起直後にやや深く播種する。 

・播種後の除草剤散布は、土壌が湿っている播種直後にできるだけ早く行う。乳剤、

水和剤を使用する場合には、登録の範囲内で希釈水量を多めにして散布する。 

・播種後、降雨がなく、ほ場が乾燥している場合は、降雨(特に大雨)による湿害が助

長されるため、排水対策を行っておく。 

・中耕・培土は、ほ場の乾燥を助長するので、深く中耕しない。 

・播種後の乾燥により生育抑制が見られるほ場で、培土や畦立て播種を行った場合は

畝間潅水を行う。  

 

野 菜 

 

【高温対策】 

 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や収量低下のほか、高

温性病害虫の発生がある。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も必要である。 

（１）資材の活用 

  ・遮光資材を利用し、ハウス内気温、果実温、葉温等の上昇抑制努める。 

  ・地温上昇の抑制には、白黒ダブルマルチや紙マルチなどを利用する。 

（２）換気 

  ・ビニールハウス栽培等では、妻面の被覆資材を除去するとともに、屋根被覆資材を

ずり上げ、ハウス内の気温低下を図る。 

・収穫期の軟弱野菜等で緊急的に気温低下を図るため、防虫ネットを上げ、通気性を 

確保することも検討する。 
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（３）潅水 

  ・曇雨天後に晴れ上がる日は萎凋しやすいので、早朝潅水を実施する。 

・土壌水分を管理し易くするため、潅水チューブを増やす。 

（４）病害虫防除 

  ・薬害がでやすいので、高温時の薬剤散布は避ける。 

・葉先が枯れた場合、病害の発生源となりやすいので、直ちに摘葉する。 

 

（５）養液栽培 

  ・養液栽培では、根圏温度の適正な管理に努める。 

 

【少雨対策】 

 干害は高温期の露地栽培に多く、栽培ほ場の土壌水分欠乏と大気の乾燥、高温が重なっ

て被害が発生する。野菜の干害は、発芽不良、生育中の萎凋、炭酸同化作用の抑制、生育

不良・停止、呼吸作用が過剰になることによる生育不良などがある。 

また、乾燥によりほ場準備や播種・定植などの適期作業が遅れ、目標とする時期の収穫

ができなくなることもある。干ばつ後の集中豪雨等による土壌水分の急激な変化は、障害

の発生を助長し、被害をより大きくするため排水対策も必要である。 

被害の程度はほ場条件によって異なり、土性はもとより、地下水位、下層土や排水条件

等による差が大きい。 

一方、野菜の耐干性は一般に根系が深いほど大きく、浅根でＥＣ濃度の高い土壌ほど小

さい。 

 

 表 作物別土壌水分（pＦ）の影響  

作物＼項目 

 

蒸散・光合成が低下し

始める土壌水分 pF 

根の特徴 

 

なす       2.4～2.5 深根で野生ナス台木は特に深い 

ピーマン    2.3～2.4 深根性である 

キュウリ    2.2～2.3 ウリ科は浅根性で水平に分布カボチャは広く深い 

トマト    2.2～2.4 トマトは比較的広くて深い 

サトイモ    2.4～2.6 根は浅く、乾燥に弱い 

 

（１）当面の対策 

・除草、敷きワラ、敷き草、ポリエチレンマルチ等により土壌水分の蒸発を防ぐ。特

に敷きワラ等は地温上昇抑制効果も大きい。 

・可能であれば潅水チューブ等を設置して、効率のよい潅水が実施できるような体制

を整える。 

・生育・着果に支障がない範囲で、不要な茎葉を摘除して、葉面等からの蒸散をでき

るだけ抑制する。 

・イチゴの育苗では、親株を中心に適量を１日に２～３回程度の多回水潅水とし、効

率良く潅水する。 

・潅水に当たっては、連続して潅水できることを前提に定期的な潅水を実施する。（定

期的に潅水出来ない場合、逆に被害を助長する事がある）。また、潅水は夕方に行

うようにする。畝間通水潅水は、夜間に滞水しないよう掛け流しとする。（ナス等

の畝間潅水では、夜間に畝の１／３程度まで湛水し、朝までには排水するようにす
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る。） 

・なお、土壌が極端に乾燥した後に急激に多量な潅水を実施すると、根が障害を起こ

し被害が大きくなることがあるので、極端に乾燥させないよう早めに潅水を開始す

るか、少量ずつ回数多く潅水する。 

・潅水が不可能なほ場で、収穫期が近い野菜は早めに収穫するか、果菜類では整枝収

穫を中断、切り上げる。 

・さらに、施用した固形肥料が乾燥により吸収を抑制され、さらに土壌の乾燥進行に

よって濃度障害が懸念される場合は、固形肥料での追肥等を中止し、液体肥料の葉

面散布を実施する。 

 

（２）事後対策 

・干害により被害が発生した場合で、回復の見込みのない場合は早めに処分等を行い、

短期に生育して乾燥に強い野菜（カブ、ネギ等）や、播種期が遅れても差し支えな

い野菜や品種への変更で生産が成り立つもの等の再播種等、品目を転換することも

考える。 

・再播種に当たっては、被覆資材等を有効に利用し、発芽率の向上等を図る。 

・育苗で少雨期間に対応できる野菜では、予め苗をつくり、雨後に定植することも考

える。 

 

（H16･3 月 岐阜県農林水産局刊 農作物等災害の手引き p75-79 参照） 

 

花 き 

 

【高温対策】 

（１）施設・ハウス内の温度管理 

  ・施設並びにハウス栽培では高温障害を受けやすいので換気を十分に行い、温度の上   

昇を抑制する。 

  ・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。 

  ・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とよい。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。 

  ・遮光方法で効果が高いのは、ハウス外遮光やハウス内の平張りの効果が高く、時間   

は最大で 10～16 時までとする。 

 

【少雨対策】 

露地栽培のキクをはじめ生育途中の花きについて、少雨の影響から養分の吸収

や同化作用が抑制され、生長が抑えられて草丈が低くなる恐れがある。そのため、潅

水管理等に十分に注意する。 

 

（１）潅水管理 

  ・露地、施設栽培とも十分に潅水を行う。潅水設備が十分でない所などでは、水の有
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効利用を図るため、早朝または日没頃に潅水を行う。 

   ・畝間潅水を行う場合は、一度に多量の潅水を行ったり、１～２回の潅水のみでその

後潅水しなかったりすると、逆に干害の被害が大きくなるので、潅水は定期的に行

うように留意する。 

 

（２）病害虫防除 

  ・乾燥条件では、害虫の発生が多くなるため、ハダニ類、スリップス類などに注意し

て防除に努める。 

  ・また病害では、うどんこ病の発生に注意し、予防防除を行う。 

 

（３）その他 

  ・土壌表面からの水分蒸発を防止するため、敷わら・敷草等を行う 

・露地栽培のキク等の定植等においては、定植後に十分潅水し、寒冷紗などを被覆し

て活着を促進する。 

 

果 樹 

 

県内主要果樹は、現在果実肥大期にあたり、水分を欲する時期となっている。少雨の影

響で水分不足となると肥大が抑制される。また、苗木や幼木などでは新梢伸長が抑制され

る。今後、さらに少雨で推移すると、果実の萎縮や落葉・落果が発生し、場合によっては

樹が枯死する可能性があるので、対策を十分取る必要がある。 

 

（１）潅水 

  晴天時には、葉からの蒸散、土壌面からの蒸発で、１日当たり４～５mm の土壌水分

が失われる。１０日以上降雨がない場合には、１回の潅水量を３０mm として７日おき

に潅水する。スプリンクラーやホースを利用した散水や、用水を利用した畝間潅水を実

施する。水は横には浸透しにくいので、畝数を多くして根域全体に行き渡るようにする。 

炎天下の滞水は根の活動を弱めるので、夕方等の気温の低い時間にかけ流すとよい。 

 

（２）土壌管理 

  草生園では、草刈りや除草剤を処理してマルチ状態を保つ。裸地ではワラや不織布等

を利用したマルチを行い、土壌水分を保持するように努める。特に、幼木では乾燥の被

害が出すいので、対策を徹底する。 

 

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。 

 



- 7 - 

（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

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。 

 


