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今月のトピックス

気象庁の平年値の更新について

１ 平年値の更新

気象庁では 10 年ごとに平年値を更新しており、平成 23 年 5 月 18 日から、これまで使

用していた 1971～2000 年の観測値による平均値を、1981～2010 年の観測値による新しい

平年値に変更した。

平年値は、その時々の気象（気温、降水量、日照時間等）や天候（冷夏、暖冬、少雨、

多雨等）を表する基準として利用されている。近年温暖化が問題となっているが、新平年

値は旧平年値と比べ、全国的に気温は高くなり、冬の降雪量は日本海側の多くの地点で減

少している。気温が高いと感じても平年並みと発表される可能性があると言える。

２ 新平年値の特徴

主な項目について新平年値と旧平年値を比較すると以

(1)平均気温

全国的に年平均で旧平年値より 0.2～0.4 度高くなる

平均気温は 15.8℃と 0.3℃上昇した。全国的にみて真

間日数は 3 日以上増加し、冬日（日最低気温 0℃未満

いる。岐阜市の真夏日は 6.0 日増加し、冬日は 5.2 日

これらの要因として、地球温暖化、数十年周期の自

られている。

(2)降雪量

全国的に 10%以上減るところが多い。岐阜市では、

た。気温が高くなり降水があっても雪でなく雨として

えられる。

(3)降水量

年次変動が大きく、全国的には特段の傾向は見られ

1,827.5mm で旧平年値の 95%となった。
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(4)その他

全国的にサクラの開花はほとんどの地点で 1～3 日早くなり、岐阜市では 3 月 26 日

が開花始めと 3 日早くなる。台風の発生数、日本への接近数、上陸数は大きな変化は

ない。また梅雨入り・梅雨明けの時期についても、大きな変化はない。

３ 今後の課題と対応

右の月別の新平年値の傾向グラ

フは 8～9 月が特に高温となって

いる。昨年も猛暑と秋の訪れが遅

れ様々な作物に影響が現れた。こ

のため農水省は、23 年度作に向

けて、普及指導員等が技術指導等

を行う際の参考となる高温に対す

る技術対策を「平成 22 年度高温

適応技術レポート」としてとりま

とめた。レポートには以下の事項

が掲載されている。 図２ 月別の新平年値から旧平年値を引いた差(℃)

岐阜市：気象庁資料より

・平成 22 年夏の記録的猛暑の概況、高温の要因と近年の傾向等

・農畜産物の被害の概要

・高温適応技術の実施状況と課題（全国の県普及指導センターを対象に実施したアン

ケート調査結果）、評価

・当面の対応となる生産対策・技術指導、中長期の対応となる研究開発の状況と今後の

課題

例えば水稲では今後の対応について、下記のとおり提言している。

平成 22 年度産の全国から寄せられた情報に基づくと、

①地域ごとに育成された高温耐性品種の導入に大きな効果がみられたこと、

②全国的に

ア 栄養不足を回避するための生育診断に基づく追肥

イ 出穂後の通水管理、収穫前の早期落水防止等の水管理

ウ たい肥施用、深耕などの土づくり

等の栽培技術について効果が見られたことから、地域ごとにこれまでの指導内容の

再点検、必要に応じた見直しを行うことが重要である。

その他の作物など詳細は下記を参考にして欲しい。

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110225.html

岐阜県においても「農業者が感じる温暖化の影響と技術対策（平成 20 年 12 月 農業技

術課）」をまとめている。こちらも夏季の高温の対策技術をとりまとめてあるので各作物

毎に確認してほしい。

今年の夏も昨年同様気温が高いと予想されている。地域ごとの実情を踏まえてこれら対

策資料を活用し、災害被害を最小にするよう普及組織一丸となって取り組んでいきたい。
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気 象 概 況

１ これまでの気象経過

◆４月下旬～５月中旬の概要

：岐阜地方気象台農業気象速報

４月下旬は低気圧や上空の寒気を伴

った気圧の谷の影響で曇りや雨の日が

多くなった。平均気温は岐阜、高山と

も平年よりかなり低くなった。降水量

は、岐阜では平年並、高山ではかなり

多くなった。日照時間は岐阜では少な

く、高山ではかなり少なかった。

５月上旬は天気が周期的に変化した。

平均気温は岐阜では平年より高く、高

山では平年並となった。降水量は岐阜

では平年並、高山ではかなり多くなっ

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。岐阜で

は２日から４日にかけて、今年、初めて

黄砂を観測した。

５月中旬は高気圧に覆われて晴れの

日が多くなったが、１１日から１２日

と１７日は雨となった。平均気温は岐

阜、高山ともに平年より高くなった。

降水量は岐阜では平年より多く、高山

では平年並となった。日照時間は岐阜、

高山ともに平年より多くなった。

2010～2011 年半旬別気象の状況（岐阜市）

２ 今後の気象予測

◆東海地方１か月予想：名古屋地方気象台５月２０日発表

向こう１か月の天候は、前半は天気が数日の周期で変わり、後半は、平年と同様に曇り

や雨の日が多い見込み。

【１ヶ月予報（５月２１日～６月１７日）まで】 〈名古屋地方気象台〉

時 期 予 報 概 要

5/21～5/27 期間の中頃に高気圧に覆われて晴れる日があるが、気圧の谷の影響で雲

が広がりやすく、はじめと終わりには雨の降る日がある見込み。

5/28～6/3 天気は数日の周期で変わる見込み。

6/4～6/17 平年と同様に、気圧の谷や前線の影響で曇りや雨の日が多い見込み。
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農 作 業 管 理

１ 水稲

(1)施肥

各地域の（潜在地力を把握した上での）地力発現や輪作体系を考慮した施肥に心が

ける。

①幼穂形成期を境として前後に区分した地力窒素推定発現量の違いを意識する

平坦地 ：前期発現型（前期に 70％が発現）

中山間地：後期発現型（前期に 51～55％が発現）

②前作を考慮する

大豆作 ：栽培中に大豆茎葉由来の窒素分が肥効として現れるため、基肥窒素

量を地域標準から２kg/10a 減らし、穂肥量を標準通りとする。（残

さすき込み量約 300kg/10a とした場合）

レンゲ ：生草量を早植３～４ｔ、普通期植５～６ｔと仮定すると、基肥窒素

量を０kg/10a とし、穂肥窒素量を地域標準から２kg/10a 減らす。な

お、有機物施用量が多いためにガス抜きが必要となるので、積極的

な早期中干しや間断かん水の励行に努める。

(2)移植

①健苗の適期移植

老化苗は植傷みが多く、初期生育の確保も難しくなるため、適期に移植する。

「苗半作」と言われるように、活着力の旺盛な苗を、適期に（活着可能な平均気温に

達してから）本田へ移植することが大切である。

表 苗の種類と活着可能な温度

※日平均気温を用いる

②細植、適正栽植密度の励行

植付本数：平均３～４本／株

栽植密度：品種特性（草型と早晩性）を考慮する。

③植傷み防止

・植付け時に強冷風がある場合には移植を中止する。

・植付け後に低温・強風が懸念される場合は深水により苗を保護する。

苗の種類 限界温度（ ℃）

乳苗 12.0

稚苗 12.5

中苗・ 畑苗（ 成苗） 13.5

保温折衷苗代苗（ 成苗） 14.5

水苗代苗（ 成苗） 15.5
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(3)除草

圃場の前歴（前作物、潜在的雑草量など）と雑草の発生速度を考慮して除草体系及び

除草剤の選定を行う。

一般的な水稲除草剤は土壌表面に薬効成分の処理層を形成するため、ほ場の均平度及び

水の移動の少ない条件が重要である。

転作作物や不作付け後の水稲作により潜在的雑草量が多い場合は、体系処理を基本に組

み立てる。

表 ノビエ葉令の目安

地域区分 移植区分
葉令と移植後日数

1.5 葉期 2 葉期 2.5 葉期 3 葉期

関東東海
早 期 ９日 １２日 １５日 １８日

普通期 ６日 ９日 １１日 １３日

図 除草剤処理後７日間は給水しない止水管理

(4)水管理

①水管理のポイント

生育前半の節水栽培と落水時期の繰り下げにより、秋まさり型生育を促す。ただし、

高冷地帯では生育前半の極端な節水管理は分げつ阻害を助長するので避ける。

田植直後の湛水管理を過ぎると、根の活力維持を含めた落水と湛水を繰り返す水管

理が主な作業となる。また、硫化水素など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など、生育期間全般に

わたる重要な作業である。
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②生育ステージ別水管理

２ 麦類

(1)出穂状況

２月の温暖な気温推移で幼穂形成は早まったものの、３月が低温に推移したことが影

響して出穂は遅れた。

出穂のピークを昨年と比較すると、イワイノダイチで７～10 日程度、農林 61 号で 10

日程度遅れた。

図 出穂状況（左：23 年産、右：22 年産）

(2)適期収穫

出穂後も低温に推移したことで開花期までに時間を要した。登熟期も５月上旬を除い

て低温に推移していたことから、（出穂の遅れも加味して）収穫期が遅れることが心配

される。残す所は入梅時期であるが（入梅が遅ければ余裕をもった収穫作業が可能とな

る）、入梅が早い場合の雨間収穫を想定した作業準備と速やかな収穫に努める。

定期的に穀粒水分を測り、成熟後の水分が 30％以下になったら、できる限り速やかに

生育ステージ 水管理 摘要

移植直後 やや深水 低温・強風時は特に深水

活着後 浅水更新

早期落水 作溝から帯水が消えるまで

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

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、高品質化のための水分補給。

黄熟期 落水

分けつ期（移植20日後頃）

足跡深３cm（やや強めに干す）

出穂30日～35日後。過乾燥時は通水。
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作業を開始する。生育の不揃いなほ場では、生育の進んだ部分から刈り取る。収穫後の

粒は長時間放置すると熱損粒や異臭麦の原因になるので、２～３時間以内に乾燥を始め

られるよう乾燥施設に運搬する。高水分の場合は予備乾燥や穀温４０℃以下での処理を

心がける。

３ 大豆

(1)圃場準備 ～排水効率の高い作業の実施～

【麦－大豆体系の場合】

・麦作の排水性を利用して大豆の播種作業に入る。

・良好な土壌条件、天候条件での麦収穫が大前提である。

・大豆播種前作業としては、額縁への連結と水尻の再整備程度に止める。

・麦作時に圃場表面が固層化しゴロ土が目立つ場合は、必ず砕土作業を入れる。

【大豆単作の場合】

・ほ場条件(天候)の良い時に排水対策を確実に行う

・まず圃場周囲と圃場内に明渠を設ける。

・圃場内明渠の間隔は圃場区画・使用する農機・土質に応じて設定する。

・サブソイラー等の補助暗渠（弾丸暗渠）の効果は高いが、深すぎないように注意し、

必ず明渠の底と繋げるようにする。

・明渠は降雨や播種等の農作業に伴う農機の出入りで、崩れ、埋まることがよくある

ので、保守点検を行い、排水口にしっかりと繋ぐことが大切である。

(2)土づくり ～大豆栽培に適した pH は６.０～６.５～

日本は酸性土壌が多いので、土壌診断を行い、カルシウムの補給を兼ねて苦土石灰を

施用する。

表 土壌酸度と大豆の収量

(3)耕起・播種

①耕耘・砕土は丁寧に

大きな土塊があると出芽障害が出やすく、除草剤の効果も劣る。

必要以上の砕土は孔隙が塞がれ、通気性が低下する。

砕土率(２cm 以下の土粒の重量比)が 70％以上になるように行う。

根粒菌の活性を保つために根域の通気性を保つ必要がある。

土壌の締め固めは粗孔隙の減少、透水性の低下となるので、必要以上のほ場への立ち

入りは控える。

土壌酸度(pH) 大豆生草収量比率

4.0 56.6%

5.0 69.8%

6.0 100.0%

7.0 93.2%
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②安定した初期生育を考慮した播種を

大豆は、生育盛期には水稲をも凌ぐ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、出芽勢の低下など、いわゆる湿害を引

き起こす。

・事前に確実な排水対策のため、額縁明渠や排水溝の設置などを実施する。

・播種作業当日の天候不良などにより土壌水分が高い場合は、無理な作業は避け、

天候やほ場条件の回復を待ってから着実な作業を行う。

・ただし、湿害が発生しやすい条件下で播種しなければならない場合は、種子の水

分を事前に 15％に調整する（調質種子の使用）など対策をしておく。

・長雨など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。

・播種深度は２～３cm を標準とする。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。

図 湿害条件下における播種時の種子水分と発芽率（農研センター）

３ 野菜

(1)イチゴ

①２２年度産のいちご栽培を振り返って

２２年度産イチゴの生産・出荷もほぼ終了した。

２１年度産は、育苗から本ぽでの栽培まで一環してうどんこ病に苦しんだが、今年度

はほとんど発生をみなかった。２２年度産を振り返ると、全ての期間で大きな気象（特

に気温の）変動に苦労した年であった。

まず育苗では、春先の異常な低温と寡日照により、親株の生育遅れからランナー発生

が遅れ不足するなど採苗に苦労した。また、梅雨明け以降は厳しい暑さとなり、頂花房

の花芽分化遅れ（平年の７～１０日遅れ）を招いた。

本ぽにおいても、定植の遅れと定植後の高温傾向で、草勢はほどなく回復したものの

第１次腋花房（通称：腋花房）にばらつきが生じたり「濃姫」では分化が遅延するなど、

年内の栽培・出荷に影響した。１２月下旬になると一変、厳しい寒さが続くようになり、
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「濃姫」では頂花房～第１次腋花房、「美濃娘」では第１次腋花房～第２次腋花房で

“成り疲れ”が発生し出荷量の少ない期間があった。

３月下旬以降は草勢と出荷量も回復したが、３月１１日の未曾有の震災や原子力発電所

の事故等の影響からか厳しい販売状況が続いた。

厳しい気温変化のなかで苦労の多い栽培であったが、大きな災害もなく生産者の努力

もあり、今年度の栽培も無事に終了できそうである。

②栽培終了後の処理

栽培・出荷の終了後が、その年の病害虫を絶つ最もよいタイミングとなる。

栽培終了後は、ハウス内の雑草と株を切り倒した後にハウスのビニールを下ろして蒸

し込みを行う。切り倒した後にビニールを空けたままにすると害虫が外部へ出てしまう

ので必ずビニールを下ろす。ただし、制御機器類や塩ビ管などは高温で故障や曲がりを

招くため持ち出すか温度を上げすぎないよう注意する。

③育苗

すでに、２３年度産に向けた育苗作業が始まっている。

親株の生育も順調で十分なランナー発生がみられる。６月中には採苗が終了できるよ

う親株の管理、ポットの準備、灌水の準備を進める。

ア 親株の管理

ランナー発生を促し採苗を促進させるこの時期は、特に親株の肥培管理、潅水管理に

注意する。

「濃姫」は春先にランナー発生が集中する傾向がある。そのため採苗が進むこの時期に

葉色の落ちたやせた親株を散見する。ランナー切りまでは親株の草勢が子苗に影響しや

すい。特に、第１次子苗（通称｢太郎苗｣）においては、不時出蕾を招く場合もある。

栄養診断や葉色測定により展開葉第３葉では葉柄汁液中の硝酸態窒素濃度は１,０００

ppm、葉色は３８～４２（スパッド製グリーンメーター）程度を目安に、十分な草勢管理

を行いたい。

イ 採苗（ポット受け）

採苗は、６月いっぱいで終了するよう努める。

現在は、十分な親株数で採苗を行っているため、充実したランナーを１０～１２

本程度確保すれば一気に採苗できる。

ノンシャワー育苗では、ポット（用土）がベンチ上のシートにしっかり触れられず

十分な給水がないため、水切れを起こすことがあるため、早期に確認する。また、最

近導入された一定時間湛水した後排水できるトレイを利用した育苗（通称：プールト

レイ方式・育苗）では、排水が不十分で過湿となり根張り不良を招く場合があるため

注意する。

ウ 灌水

採苗の初期は親株を中心にした潅水とするが、採苗後半では子苗への潅水も十分に行

い根張りを促す。

６月は梅雨入りその後は高温乾燥と気象が大きく変わるため、育苗方法に合わせて灌
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水回数や量を調節する。特に底面給水方式では排水不良にならないよう注意する。

エ 病害虫防除

今年は、春先が低温で３～４月に降水量が少なく乾燥傾向であったので、うどんこ病

の発生には注意し、早めの予防防除を実施する。炭そ病等には、雨よけなど耕種的な防

除を徹底するが、温湿度の上昇に伴い定期的な防除を実施する。

また、２２年度産では、ハダニの発生が多かったので、親株で下葉欠きなどととも

に防除を行い徹底的に駆除する。

底面給水での育苗では、疫病も発生しやすくなるため、ベンチ上の排水には十分注意

し予防に努める。

オ ランナー切りへの準備

苗の確保が終了したら、採苗した最も先端の子苗から出るランナーを早めに止める。

また、親株から発生した余分なランナー等も整理する。下葉も取り除いて株元をすっ

きりさせておく。

潅水不足とならないように子苗への潅水を十分行う。

(2)施設野菜（トマト、キュウリ）

①栽培管理

栽培・出荷の終盤となる。

ハウス内は高温・多湿になりやすいため、遮光や換気、循環扇等により適切なハウス

内の栽培環境を保ちたい。一方で、梅雨入りなどにより日照不足となるため、出来る

限り葉欠きなどを行い受光体勢はよくしておく。

また、収穫は早朝の気温の低い時間に実施し、品質の保持と体調管理に努める。

②栽培終了後の処理

トマト、キュウリともに各ウイルス病の発生と拡大が懸念されるため、収穫終了後

の処理を徹底してほしい。

ア 栽培終了後は全ての株を抜き取る。除草も行う。

イ 早めにハウスビニールを下げて蒸し込む。

ウ 株が完全に枯死（乾ききる）まで蒸し込みを続ける。

エ 暖房機等の制御機器や潅水ホース等には十分注意して実施する。
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(3)ホウレンソウ（高冷地）

①事故品対策

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。暗きょや、明きょの設置により基本的な排水対策の徹底を図ることが重要で

あり、灌水管理では一般的に収穫期には圃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が、天候状態に気を配りながら、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も必要となる。また、春先より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効果的

である。

②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抵抗性品種を作付けする場合には注意

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

湿度を下げることも有効である。

イ ホウレンソウケナガコナダニ

比較的低温で多湿条件を好み春と秋に発生が多くなり、発育適温は 10～20℃（高山

市内：４／中～６／下、９／中～10／下）とされるが、30℃前後までは生育可能なた

め高標高地帯は特に注意が必要である。未熟な有機物やほうれんそうの残さ等の未分

解有機物を餌として増殖し、ほ場の乾燥に伴い湿度のある新芽に移り食害を行うと考

えられる。特に低温期は有機質肥料の施用は避け、薬剤散布はコナダニの生息する株

の中心部に薬液がかかるよう丁寧に行うとともに、発芽や生育むらを避け、生育期間

中（播種後２～３週間前後）の土壌水分を下げすぎないように注意する。

ウ タネバエ

発育適温は 15～20℃（高山市内：５／中～６／下、９／中～10／下）と比較的低温

を好むが高標高地帯においては夏にも発生する。成虫は有機質肥料・未熟堆肥等から

発生する分解臭に誘われてハウスに入り産卵を行うことから、有機質を含む肥料の施

肥前に防虫ネットを被覆しハウス内への侵入を防ぐとともに、有機質肥料は施用後直

ちに耕うんし、臭気を外部に出さないように注意する。

(4)トマト（高冷地）

①定植前後の管理

ア 土壌水分

早くから屋根被覆しているハウスでは、土壌が必要以上に乾燥している例も見られ

ことから、耕うんや定植前に潅水を十分に行い、土壌水分を調節しておくことが初期

の根張りを良くするためには重要である。定植直後には根鉢と土壌をなじませるため

に株元潅水を行い、完全に活着するまではポット部分が乾かないように株元潅水を継

続することが第１花房の着果安定には必要である。

イ 着果処理
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第１花房の着果処理は確実に行い初期の樹勢調節を図る。特に葉かび病抵抗性品種

の「桃太郎ギフト」は低温期の着果が不安定となる傾向が見られることから、必ずホ

ルモン処理を実施し着果の安定を図る。

②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

や基肥種類、施肥量に応じて追肥開始時期、施肥量や潅水量を調節する作業が必要と

なる。特に近年、基肥（速効性肥料）の施肥量が減少傾向にあることから、追肥開始

が遅れないよう注意するとともに、着果量の増加に伴い段階的に施肥量を調節し基準

となる施肥量を施用することが重要となる。

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が、毎年、中段花房の

樹勢維持が難しいほ場や老化苗定植等の影響で樹勢が弱い場合には、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を強めに行うことで樹勢調節を図る。ま

た、一昨年は梅雨時期の極端な日照不足により、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天候に応じた対応も求められる。

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開始時期

を中心に発生する傾向がある。樹勢が低下した場合には特に発生が多くなることから、

根域の確保、摘果の徹底、潅水管理の適正化により樹勢維持に努める。また、保肥力

の低い砂質土や発生の多いほ場では積極的に加里を追肥するとともに、拮抗作用のあ

る石灰、苦土、アンモニア態窒素等の過剰施用を避け、土壌中の塩基バランスを保ち、

加里の吸収を妨げないないように注意する。

オ 主枝更新、摘花房

摘果の徹底、施肥、潅水管理等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、

早めに開花前後の花房の摘除または生長点の摘心処理を行い、花房数を制限すること

により速やかな樹勢回復を図る。ただし、樹勢低下後の処理では側枝の発生が遅れる

等、期待したような樹勢回復効果が得られないことから、早めの対応が必要となる。

(5)ダイコン

①病害虫防除

ア タネバエ

発育適温は 15～20℃と比較的低温を好み、地域により発生時期は異なるが、５月上

旬～６月下旬に発生ピークを迎える傾向が強いが、高標高地域では夏期の発生も問題

となる。成虫は臭気の強い有機物に強く誘引されることから、未熟有機物や有機質肥

料の施用は避ける。卵ふ化から蛹までの期間が約２週間と短いことから、早めの、ほ

場準備により幼虫の期間を避け播種することによっても被害を軽減できる。また、耕

耘直後の湿った畑にも集まることから、耕耘・畝立て作業時の天候・時間帯にも注意
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する。

イ 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、土塊のすき間、アブラナ科野菜の葉中などで越冬する。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が多い傾向にある。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。

ウ ワッカ症

白さび病菌の寄生が原因とされ、地上部での発生がほとんどで、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

茎葉だけではなく、地際部の土壌に浸み込むよう十分な量（約 200 ㍑／10a）を処理す

ると効果が高い。黒斑細菌病や軟腐病などに適用のある銅水和剤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。

(6)夏秋ナス

今年も５月は不安定な気象であったが、どの産地もほぼ順調に定植作業が終了した。

６月は梅雨入りとなるが、不安定な天候には十分な注意が必要である。風の強い日も

多いため支柱を補強し適期に誘引を進めたい。

春先が低温で乾燥傾向であったため、うどんこ病発生には十分注意してほしい。早期の

予防防除を是非実施したい。

今後の栽培管理を徹底して、長期栽培に耐える根張りと草勢の確保を図りたい。

①ほ場環境の整備

十分な根圏の確保には、地温の確保とこまめな灌水管理が欠かせない。積極的に灌水

ができるような、排水のよいほ場環境を整備しておく必要がある。

６月は後半に入梅となる。早急に排水状況を確認して改善を実施する。

②灌水管理

活着や根張りが不十分な場合は、こまめな灌水にて発根を促す。

根の動きは草勢の維持と収穫量の向上に繋がる。

③誘引

支柱の設置など遅れないように準備する。

４本仕立てを基本とする。

通常、７～９節位の間に第１花が着く。この花の直下の葉腋から発生する側枝を２本

目の主枝として確保し、それより下の腋芽（側枝）は全て欠き取っておく。更に２本の

主枝は先に確保した２本の主枝に着く第２花の下の葉から同じく発生する側枝を第３、

第４の主枝として確保し誘引する。

誘引が遅れて直上に伸びた強い枝を無理に引くと、折れるか一時的に草勢を落としや

すくなる。

早めに誘引すれば、採光性がよくなるとともに遅滞なく主枝を伸長させることができ
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る。また、適度な葉欠きにより継続して採光性の確保に努める。

④肥培管理

千両２号の場合は、第１果が肥大を開始したら、定期的な追肥作業を始める。筑陽の

場合は、着果の前から草勢を落とさないよう注意し早めに追肥を実施する。

肥切れは、側枝の発生を悪くし、花質の低下や果実の曲がりを招く。

⑤病害虫の管理

６月はうどんこ病の初発に十分注意し、予防剤を中心に定期的な防除を実施する。

芽先を吸汁して奇形にさせるカメムシの発生にも注意する。

万一、半身萎凋病が発生したら、速やかに抜き取りほ場外へ搬出する。

⑥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、主枝の誘因の強化、収穫

果の取り込みなど行う。

強い風雨の後は、防除と場合によっては葉面散布にて病害虫の抑制と草勢回復を図る。

(7)サトイモ

３月下旬～４月上旬にかけて、植え付けられたサトイモは発芽が揃う頃である。

１本から数本のダツ（親ダツ）が発生しているが、今月下旬を目安に、弱いダツを欠

き取って、一番草勢の強い（太い）ダツ一本にする。このとき、欠き取りが不十分で

あると再びダツが伸びてくるため、出来る限り発生基部から欠き取るように注意する。

培土栽培の場合は、ダツ欠き終了後側条に施肥して第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。

梅雨入りとなるため、滞水しないように排水を確認することはもとより、逆に空梅

雨による乾燥にも注意が必要である。

(8)タマネギ

～中晩性種～

どのほ場でもそろそろ茎葉部が倒伏してきたら、順次収穫を実施する。

根切り、ほ場での風乾、茎葉部の切り取り、取り込み、そして吊り玉など作業を進

める。

収穫後の調整乾燥並びに貯蔵時に腐れ等の病害発生が多い場合は、収穫日の天候に注

意するとともに収穫直前に効果のある薬剤を散布するなど対策を実施する。

(9)ニンニク

５月下旬から順次収穫がはじまっている。生、乾燥それぞれの出荷形態にあわせて適

正な処理を行う。

①乾燥調整

なるべく早めに、入庫時の約７０％程度まで乾燥させる。時間がかかると茎葉部の乾

きが悪くその後の“腐り”等の原因になるようである。温風乾燥機を利用した乾燥が好

ましいが、乾燥時は約３５～４０℃、その後は順次温度を下げる。

その後、出荷時期によるが萌芽抑制のため、低温貯蔵する。

②種球の確保

次年度利用する種球を確保しておく。病害虫等のない健全な株を選定し十分に乾燥さ
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せる。側球をバラさずそのまま貯蔵する。

(7)スイートコーン

肥培管理と病害虫管理を徹底して鮮度のよい収穫出荷を行う。

①追肥

スートコーンは吸肥が旺盛な作物であるため、肥料切れには十分注意する。生育期に

肥切れをさせると、生育不良はもとより雌穂の先端が不稔となったり食味の低下を招く。

②除けつ

葉面積の確保と分けつの雄穂より遅れて出る花粉により、長期間にまんべんなく受粉

が行われ先端不稔が減少するため、原則除けつはしない。また、台風等による倒伏防止

にもなる。

③除房

早いは種や移植栽培では、上部の雌穂１本を残して絹糸が出始めた頃に除房する。

④病害虫防除

アワノメイガの発生には特に注意する。茎内の加害と雌花の加害により品質の低下や

減収を招く。

⑤風水害

６月には梅雨入りとなる。また、早い台風の襲来も懸念される。

ほ場内の排水確認を行うとともに、万一風害で倒伏した場合は出来る限り早く株を起

こす。

⑥収穫

穂先の１～２粒がやや未熟で白乳が出る頃が収穫適期となる。適期に達した穂は３日

以内に収穫する。また、早朝の収穫に努め、鮮度の高いものを出荷するよう心がける。

(8)カボチャ

早いほ場では着蕾～開花がはじまっている。５月に定植したものは摘心後、側枝を誘

引して伸長させる。

①ほ場の整備

６月は梅雨入りとなる。

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が発生し

て枯死する。排水の確認は極めて重要である。

②受粉

カボチャは主に虫媒により受粉する

梅雨入りなど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。

③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、近年、５月下旬～６月にかけての早期に発生がみられる場合がある。

農薬取締法に従い予防効果のある農薬を定期的に散布し、発生させないよう努める。
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５ 果樹

(1)生育（表１～５）

県内の果樹の生育は、春の低温の影響を受けて概ね平年に比べ１週間～10 日程度遅く

なっている。５月 23 日現在、ようやく開花が始まったカキも平年より５日程度遅れてい

る。今後梅雨時期に入るため、排水対策を徹底し、順調な生育を促すよう管理する。

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 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
早秋 2011 3/11 4/8 5/23

2010 3/8 4/6 5/22 5/23 5/26 10/5 10/5 10/5 11/23 212 14.6
平年 3/18 4/6 5/17 5/19 5/22 9/27 10/1 10/4 11/21 235 16.0

太秋 2011 3/20 4/14
2010 3/15 4/11 5/22 5/24 5/27 10/19 10/25 11/2 11/24 364 16.9
平年 3/24 4/11 5/17 5/19 5/22 10/17 10/24 11/2 11/20 342 17.5

富有 2011 3/19 4/14
2010 3/16 4/11 5/24 5/26 5/30 11/8 11/25 11/29 11/29 252 16.4
平年 3/24 4/11 5/19 5/21 5/24 11/6 11/19 11/30 12/1 279 17.1

開花期 収穫期

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 落葉期 平均果重 糖度

始 盛 終 始 盛 終 (g) （ｂｒｉｘ）
幸水 2011 3/20 4/15 4/12 4/17 4/23

2010 3/13 4/12 4/10 4/14 4/20 8/6 8/20 8/27 11/19 326 12.1
平年 3/18 4/11 4/10 4/14 4/21 8/6 8/16 8/23 11/20 362 12.7

豊水 2011 3/16 4/11 4/9 4/13 4/21
2010 3/8 4/5 4/7 4/11 4/16 9/3 9/13 9/21 11/21 465 13.6
平年 3/14 4/7 4/5 4/11 4/17 9/2 9/9 9/17 11/23 447 13.4

開花期 収穫期

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 １果重

始 盛 （ｇ）
丹沢 2011 4/6 5/6

2010 3/22 4/30 6/18 6/17 9/4 9/13 25.4
平年 3/30 4/26 6/16 6/10 8/29 9/7 26.0

筑波 2011 4/3 5/4
2010 3/16 4/27 6/15 6/17 9/24 10/6 27.3
平年 3/28 4/24 6/16 6/9 9/16 9/28 23.5

雌花
満開

雄花
満開

収穫期

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 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
白鳳 2011 4/3 5/5 5/7 5/10

2010 3/23 5/1 5/3 5/7 8/5 8/16 281 17.8
平年 3/26 4/25 4/28 5/4 8/2 8/13 278 15.0

昭和 2011 4/3 5/6 5/8 5/11
白桃 2010 3/23 5/2 5/4 5/8 8/23 9/1 368 18.5

平年 3/26 4/26 4/29 5/4 8/19 8/28 313 14.9

開花期 収穫期

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 １果重 糖度

始 盛 終 始 終 (g) (%)
つがる 2011 4/10 5/10 5/14 5/19

2010 4/5 5/5 5/8 5/17 9/12 9/30 314 13.6
平年 4/4 5/2 5/6 5/12 9/5 9/21 357 13.6

ふじ 2011 4/10 5/10 5/13 5/18
2010 4/6 5/5 5/9 5/16 11/12 11/30 333 14.6
平年 4/4 5/3 5/6 5/11 11/9 11/29 371 15.5

開花期 収穫期
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(2)ナシ(幸水)の熟期促進

ナシの開花は、表２から昨年と同様に今年も平年より遅くなった。ナシの収穫期を開

花後 30 日の平均気温から予測するモデル（H10 長野県南信農協試験場）では、今年の

岐阜市の幸水の収穫始めは 8 月 14 日と昨年と同じ時期となる。昨年、幸水の収穫時期

が遅れた反省を踏まえて、熟期促進効果がある植物調整剤の活用を考えたい。

○ジベレリンペースト剤

農薬の種類 使用目的 使用量 使用時期 使用方法 使用回数
ジベレリン
ペースト

熟期促進
果実肥大促進

20～30mg/1 果 満開後 30
～40 日

果梗部塗
布

１回

・処理により熟期が３～７日程度早くなる。

・初期肥大を促進するため、低温で果実肥大が悪い年でも肥大する。また降雨などによ

る急激に肥大した場合の裂果を軽減する。

・果肉先熟傾向にあるため、無処理果より約４～５日早く収穫する。

・早期摘果と適正着果で樹に負担をかけすぎない。

・低樹勢樹や着果過多な場合は、使用により樹勢が低下し果実品質が低下するので注意

する。適正な樹勢・管理であれば連年使用してよい。

○エスレス

農薬の種類 使用目的 濃度 使用量 使用時期 使用
方法

使用
回数

エスレル
１０

熟期促進 4000 倍
200～300
㍑/10ａ

果実の横径が 30～35 ㎜
の時期(満開後 60～70 日

頃)
立木
全面
散布

左記
のい
ずれ
かの
１回

1000～
2000 倍

果実の横径が 60 ㎜以上
の時期(満開後 100 日頃)

・裂果など薬害を避けるため単用散布とし、使用時期を遵守する。

・強樹勢や衰弱樹では効果が十分でなかったり、急激に果実が熟すため使用しない。

・散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見極めて使用する。また降雨があっても

重複使用はしない。

・散布した果実は熟度の進行が早いため、適期収穫を心がける。

・初めて使用する場合は園の一部で試験散布して効果を確認するとよい。

(3)果樹園の土壌水分管理 ～多雨対策～

梅雨時には、長期間にわたり土壌水分が高い状態となり、降雨が集中すると滞水等に

より生育不良の被害が発生しやすくなる。一般に果樹の耐湿性は、モモ・イチジク等で

弱く、カキ・ブドウ等で強い傾向がある。土壌水分が過多になると、根の吸収阻害が起

こり、地上部の生理的活動が低下して、生長や果実等に影響が現れる。症状としては、

葉が黄化落葉したり、生育が停止したり、樹勢の低下を招く。被害の発生が早いモモで

は、滞水後４日で外的症状が現れる。

○排水対策

ほ場整備の排水目安は、地表水は４時間以内に、土壌中の過剰水は 24 時間以内に排

出することとなっている。排水方法は、暗渠を設置し、地中内の水分停滞を防ぐのが

基本である。水田転換園等で、暗渠を設置しないで開園したところでは、明渠を設置

し、園地表面に停滞水が残らないようにする。なお、長期の滞水で被害が発生した場

合は、土壌表面が乾いてから軽く中耕を行い、土壌中に酸素を供給して、新根の発生

を促すとよい。
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６ 花き

(1)フランネルフラワー

～秋出荷の作型～

①３月に播種した苗は、2.5 号ポットへの移植適期が過ぎている。まだ、移植され

いない場合は速やかに実施する。

②鉢土にはピートモス、パーライト、赤玉土（中粒）を主体とした用土を用い、微

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急激に温度上昇する場合があるため、移植直後のかん水管理には気を付ける。

⑤「フェアリーホワイト」は移植や鉢替えなどの作業の遅れにより、秋に開花しな

い株が発生する恐れがあるので適期作業に心がける。

～春出荷の作型～

①今月下旬から春出荷作型の播種準備を行う。

②播種用土はピートモス主体の用土を用いる。

③播種用の種子は風選機にかけ精選しておく。

④種子は１箱当たり３～４ｇを均等にまき、覆土は種子が完全に隠れる程度とする。

【フランネルフラワー「フェアリーホワイト」の作型】

月･旬

作型

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

秋出荷作型

春出荷作型

○：播種 ：鉢上げ(2.5 号) ：鉢替え ■■：出荷

～親株管理～

①優良な親株を選定し、大鉢（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摘心は行わず、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。

(2)かれん

～親株管理～

①今月末までに親株を選んで残し、５号鉢以上に鉢上げする。用土は調整ピート主

体でパーライト、鹿沼土などを混合し排水性を良くする。肥料は緩効性肥料を混

和する。
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②一鉢あたり５０穂の採取を目標にする。

③高温期に長期間雨に当たるとうどん病、菌核病などが発生し、枯死する場合があ

るので、雨よけハウスで管理し、風通しを良くする。

④定期的に切り戻し、株をできるだけ大きくする。

⑤株が弱っている場合は追肥を行う。

【かれんの栽培体系】

月･旬

作型

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

１１月出荷

○：播種 ：鉢上げ(2.5 号) ：鉢替え ■■：出荷

(3)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かん水管理、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ため、適期の鉢上げ

や鉢替えを徹底する。

④気温によっては、徒長等による品質低下を招く場合があるため、スペーシングによ

り株間を確保する。

７ 畜産

名古屋地方気象台発表の東海地方の 3 ヶ月予報によると、６月、７月は平年より気温が

高くなる可能性が大きいと見込まれている。事故や生産性の低下による損耗を未然に防ぐ

ため、必要な暑熱対策を今から始めよう。

(1)畜舎環境

畜舎の内外から畜舎温度を下げる。外からは寒冷紗、すだれ、日陰植物などの日除け

を設置したり、屋根への消石灰塗布や屋根材の変更、また屋根裏への断熱材設置など

太陽熱が畜舎内に伝わりにくい環境をつくる。

畜舎の中では畜舎窓の開放や換気扇等による換気を行うとともに、畜体等へ散水・

散霧など家畜の体から熱を奪い体感温度を下げる。

(2)飼養管理

適度な飼育密度を保ちストレスの低減、体熱の放散を促す。飼料摂取時間や回数を

工夫し、良質で消化率の高い飼料を与える。また、ウォーターカップや水槽の清掃、

点検を行い低温で清潔な飲み水を十分確保する。

こうした対策は組み合わせるとさらに効果が上がる。早めに対策にかかり、家畜に

快適な環境を維持することが大切である。
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専門項目に関する情報

農薬誤飲事故防止のための注意事項について

１ はじめに

ここ数年、食の安全や環境への関心の高まりから家庭菜園を始める人が増え、ホームセ

ンター等では様々な園芸用品が販売されている。一方、家庭での園芸用殺虫・殺菌剤・除

草剤が原因の事故は増加傾向にあり、09 年度統計では前年対比 18 件増の 83 件であっ

た。(注１)農林水産省は毎年 6 月から 8 月の 3 ヶ月間「農薬危害防止運動」を実施してい

るほか、今年 3 月には（独）国民生活センターが「園芸用品の使い方に注意！―除草剤や

殺虫剤、肥料や用土などの事故事例に着目して―」を公表し、消費者の注意を喚起してい

ることから、今回はそれらの情報を参考に、特に農薬等の誤飲防止のための注意点と事故

発生時の対処法について述べる。

(注１)厚生労働省の家庭用品による吸入事故報告（日本中毒情報センターまとめ）

２ 誤飲事故の概要と事例

危害情報システム（注 2）には、2000 年 4 月 1 日から 2011 年 2 月 28 日までに除草剤

や殺虫剤、肥料や用土などの園芸用品に関する危害・危険情報が 139 件報告されてい

る。そのうち誤飲に関する事例は 39 件で、そのうち肥料が 13 件、植物活性剤などが 17

件、殺虫剤 5 件、除草剤 2 件、その他種類不明の農薬が 2 件であった。

年代別には、3 歳以下が 33 件で、その内 1 歳以下が 28 件と誤飲事故全体の 7 割を占

め、特に目立った。治療見込み期間は 1 週間未満がほぼ 8 割を占めたが、入院を要する

事例も 2 件あった。

以下に具体的な事例と概要を示すので、参考にされたい。

【事例１】

庭で遊んでいて、除草剤を誤って飲んでしまった。

(事故発生年月 2009 年11 月、埼玉県・1 歳6 ヵ月・男児)

【事例２】

栄養ドリンクと間違えて、植木用の殺虫剤を誤って飲んでしまい入院した。

(事故発生年月 2009 年3 月、埼玉県・80 代・男性)

【事例３】

植木の活力剤を誤飲した。

(事故発生年月 2005 年11 月、兵庫県・1 歳1 ヵ月・女児)
（注２）商品やサービス等により生命や身体に危害を受けたり(危害情報)､そのおそれがあった情報(危険情報)を、消費生

活センター及び全国の危害情報収集協力病院(20 病院)からオンラインで収集・分析し、消費者被害の未然防止・拡大防止
に役立てることを目的として作られたシステム。

３ 農薬等の保管管理の注意事項

誤飲等による事故を防ぐため、通常の管理に加え、以下のことを注意されたい。

(1)農薬保管庫等を設置し鍵を掛けて保管する。

(2)食品とは分離して管理する。

(3)小分け・容器の移し替え(清涼飲料水の容器など)は絶対しない。
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(4)不要になった農薬は放置せず、速やかに、適正に処理する。

４ 事故及び中毒発生時の対応について

農薬等による健康危害発生時には、被害者の救命を第一に①的確・迅速な原因物質の究

明、②警察当局との緊密な連携、③治療に係る情報の収集及び医療機関への提供等を基本

に対応を図る。

(1)事故発生時の連絡措置

農薬による事故が発生して不特定多数のものに危害が生じる恐れのあるときは、そ

の旨を保険所、警察署または消防機関に届け出るとともに、その危害を防止するため

に必要な応急措置を講じ、「何をどれくらい飲んだか」素早く状況を把握する。

(2)応急処置法

①何かを飲み込んだ場合

水や牛乳を飲ませてから、のどの奥を刺激して吐かせてしまう。ただし、意識障害

やけいれんのあるとき、石油系の溶剤を使ったものを飲んだとき、膜腐蝕性のものを

飲んだときは吐かせてはいけない。

②目に入った場合

流水で良く洗い流す（できれば５分以上）。

③皮膚についた場合

衣服はすぐに脱がせ、石けんを使って十分に水洗いする。（１５分以上）。

④ガスを吸入した場合

きれいな空気の場所へ移動させ、深呼吸させる。

(3)中毒については、年間３６５日、２４時間、中毒１１０番が情報を伝えてくれるで、

医師から問い合わせてもらう。

（財）日本中毒情報センター

＜医療機関専用＞

■医療機関専用有料電話（情報提供料：1件につき2,000円）

大 阪： ０７２－７２６－９９２３ ３６５日 ２４時間

つくば： ０２９－８５１－９９９９ ３６５日 ９時～２１時

＜一般向け＞

大阪中毒１１０番（３６５日 ２４時間対応）

０７２－７２７－２４９９ （情報提供料：無料）

■つくば中毒１１０番（365日 ９時～２１時対応）

０２９－８５２－９９９９ （情報提供料：無料）

ホームページ： http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf

○中毒110番への問い合わせにあたって

情報提供には正確な情報把握が必要です。

迅速な情報提供のため、次のことにご留意の上、お電話下さい。

特に中毒原因物質の特定は重要ですので、できれば商品等を手元にお持ちの上、

お電話下さい。

http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf
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・ 患者の氏名、年齢、体重、性別

・ 連絡者と患者との関係、連絡者の電話番号

・ 中毒原因物質（正確な商品名、会社名、用途）

・ 中毒事故の発生状況（摂取量、摂取経路、発生時刻）

・ 患者の状態

（参考）

・農林水産省 平成 22 年度農薬危害防止運動実施要綱（PDF：290KB）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/pdf/100528-01.pdf

・国民生活センター『園芸用品の使い方に注意！―除草剤や殺虫剤、肥料や用土などの事

故事例に着目して―』

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110317_2.pdf

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/pdf/100528-01.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110317_2.pdf

