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気象災害等を踏まえた農作業のポイント 
  

これまでの気象経過 

◆ ６月下旬～７月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

 ６月下旬は、梅雨前線の影響で雨

や曇りの日が多くなったが、前半は

高気圧に覆われて晴れた日もあった。

平均気温は岐阜、高山ともに高くな

った。降水量は岐阜では平年並、高

山は多くなった。日照時間は岐阜、

高山ともに多くなった。 

 ７月上旬は、梅雨前線の影響で雨

の日が多くなり、７～８日は記録的

な大雨となった。平均気温は岐阜、

高山ともに平年並となった。降水量

は岐阜、高山ともにかなり多くなっ

た。日照時間は岐阜、高山ともにか

なり少なくなった。 

 ７月中旬は、梅雨前線の影響で雨

や曇りの日が多くなったが、後半は

高気圧に覆われて晴れた日もあった。 

平均気温は岐阜、高山ともに低くな

った。降水量は岐阜、高山ともに多

くなった。日照時間は、岐阜は平年

並、高山は少なくなった。 

 

 

 

  

 

 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 ８月１日～８月３１日までの天候見通し  

名古屋地方気象台７月３０日発表  

 暖かい空気に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みである。向こう１か

月の平均気温は、高い確率５０％である。日照時間は、ほぼ平年並の見込みである。週

別の気温は、１週目は、平年並みの確率５０％である。２週目以降は、高い確率５０％

である。 

週別の天候見通しは次のとおりである。１週目は気圧の谷や前線や湿った空気の影響

で雲が広がりやすい日もあるが、２週目以降は平年と同様に晴れの日が多い見込みであ

る。 

 

 

2020 年 夏作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、本年：太線（赤)＞ 
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(1)夏期高温対策 

「コシヒカリ」は既に出穂しているところもあるが、順次早生品種の出穂が始まる。

これから出穂するものは、気温の最も高くなる８月上旬に登熟初期を迎えるものが多く、

高温による玄米品質の低下が懸念される。高温登熟障害による玄米品質低下には、米粒

内部に見られる白濁の「白未熟」と玄米の横断面に亀裂が入る「胴割粒」の発生に加え、

充実度の低下による「充実不足」がある。このうち特に問題とされるのが、「白未熟」

である。 

 

この時期から実施可能な高温登熟障害の対策として、水管理と適正な穂肥施用がある。 

①水管理 

・登熟期に１～２日おきの間断かん水を行う。 

・早期落水は絶対に行わない。  

②穂肥施用 

適正な穂肥施用は、品質低下の症状により異なるので、発生する症状を把握したう 

えで次の対策をとる。 

・乳白粒は、籾数が増え過ぎないように穂肥が２回分施の場合は特に１回目を減ら 

す。 

・背白米や基部未熟粒は、登熟後期の窒素不足で起きるので、穂肥をしっかり与え 

る。 

・胴割粒は登熟初期の高温で発生し、穂揃期の葉色が薄いと増えるので、穂肥をし 

っかり与える。 

また、食味向上を目的としたたんぱく質含量低減のために、登熟後半に窒素を控える

方法があるが、高温登熟障害を受けやすくなるので注意する。 

 

(2)適期収穫  

積算温度のみに頼らず適期に収穫を開始する。

帯緑籾割合が 10％～５％程度で確実に収穫・乾

燥調製された米は、胴割れも少なく、玄米特有

のツヤを有し、良効な外観品質を保つことがで

きる。 

海津市等の早期「あきたこまち」については、

７月上中旬に出穂しており、今後気温が上昇す

る期間に登熟するため、収穫期の判断には注意が

必要である。 

 

 

 図 適期収穫と玄米品質 

穂肥とは… 

穂肥は頴花(えいか)の退化を防止し、１穂籾数を増加させるとともに、生育後期の同化

能力を向上させ、粒の充実を促進する。しかし、穂肥の施用時期は下位節間の伸長時期と重

なるため、幼穂長や生育量から適切な施用を判断する必要がある。 
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２ 大 豆 

(1)高温による障害 

大豆は、高温が花粉稔性におよぼす影響は小さく、開花は気温の低い８～９時にピー

クがあること、また閉花受精もみられることから、高温により受精障害が起こる可能性

は低い。しかし、開花始めから 45 日間の平均気温が高いほど花蕾数、結莢率の低下によ

る莢数の減少と百粒重の低下が生じ、子実収量が減少する。 

また、高温の影響により落花・落莢等の干ばつ害、青立ち・莢先熟、子実の腐敗、し

わ粒、病害虫等が発生することがあるので注意が必要である。 

 

(2)高温対策 

この時期から実施可能な対策として畝間かん水がある。 

①畝間かん水 

・大豆は開花期以降、大量の水を必要とするため、干ばつ害が発生しやすい。水不足 

によって、葉が巻いたり、裏返ったりした場合には、畝間に走水を通す。 

・畝間かん水は生育障害の発生を抑制する効果が高いとされている。水口付近の水位 

は、畝の高さの２分の１から３分の２とし、畝の崩壊を防ぐ。 

・かん水後には雑草の繁茂が懸念されるため、雑草対策にも留意する。 

②病害虫防除 

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、発生予察にも 

とづき適期防除を行なう。 

 

(3)晩播対策としての狭畦無中耕無培土栽培 

本年は梅雨入り後に雨天の日が多く、平坦部の多くの地域で梅雨明け以降にようやく

本格的に播種が始まった状況である。例年よりも播種時期が遅く、中耕・培土を行うこ

とが困難であるため、狭畦無中耕無培土栽培に切り換える。 

条間は、従来の 70～80cm から 30～50cm と狭くするが、株間は逆にやや広げて播種量

を５～６kg/10a 程度に維持できるように機械調整する。晩播の場合には播種量はやや多

めとする。根域が浅い分、乾燥等の環境ストレスも受けやすいので、干ばつ気味の年に

は青立ちが発生して収穫時期が遅れることも想定して、今後の作業を計画する。 

 

(4)初期生育の管理 

 播種直後及び生育初期は湿害に弱いため、ほ場内に滞水しないように、明渠を設置し

て排水溝への接続を行い、速やかに排水できるようにする。 

本暗渠が施工された圃場ではサブソイラによる補助暗渠を播種前に施工しているが、

明渠は額縁のみ設置する圃場が見受けられる。圃場規模が小さい場合は良いが、例年降

雨後に滞水が長引くような圃場であれば、明渠を追加施工することを考える。また、明

渠が施工されていても溝内から水が抜けない圃場では、播種前に補助暗渠の施工と排水

口の高さ調整を行い、圃場の排水を促す対策を行う。 
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３ 野 菜  

(1)高温・干ばつ対策 

干害は高温期の露地栽培に多く、栽培圃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から始まって、生育中の水分吸収抑制によ 

るしおれ、養分吸収抑制による生育不良、呼吸作用が盛んになり、同化養分不足による 

樹勢低下、生殖作用の不良が発生する。また、土壌の乾燥が進むと、根域の乾燥による 

根痛みが発生し、乾燥がつづくと枯死する場合もある。  

①事前対策 

・かん水施設、機械等を準備する。 

  ・有機物の施用、深耕、土壌耕盤破砕により土壌を膨軟化し、保水力を高める。 

  ・栽培する作物の分散を図り、耐干性作物、品種を選定する。 

  ・雑草を除き、敷きわら、敷き草、ポリエチレンマルチ等により土壌の乾燥を防ぐ。 

特に 敷きわら等は地温上昇抑制効果も大きい。 

・生育着果に支障がない程度に茎葉を摘除して、葉面蒸発を抑える。 

・雨よけ栽培の軟弱野菜には遮光資材を活用する。（令和２年７月号参照） 

②事後対策 

・干害により被害が発生した野菜は早急に手当をし、回復の見込みがない時は処分 

する。 

・育苗で対応できる野菜は予め苗を作り、雨後に定植する。 

・播種が遅れても差し支えない野菜や品種へ変更できる場合は再播種する。 

 

(2)台風対策 

台風の被害は、進行方向によって違い、その場所の西方を北進または北東進する進路 

程大きな影響を及ぼす可能性が高い。 

①強風対策 

施設導入及び更新時には、耐候性ハウスなどとし、施設構造の改善に努める。また、 

常に新しい気象情報を入手し、施設の点検や補強に努める。 

②事前対策 

・ハウス等の施設では、筋かい・支柱等により補強に努めるとともに、施設を密封 

し、フィルムの破損、はがれに注意して風を吹き込ませないようにする。 

・強風(20m/sec 以上)が予想される場合は、パイプハウス等では、ビニールの除去も 

考える。 

・露地栽培では、寒冷紗、不織布等で被覆を行うとともに、防風ネット等を設置す 

る。 

・台風通過後の防除、葉面散布等は速やかに行う必要があるので、資材等は事前に 

準備をしておく。 

③事後対策 

・台風通過後、できるだけ早く液肥等の葉面散布を行い、草勢回復に努める。 

・短時間の冠水で被害を受けるので、速やかな排水に努める。 

・風による傷口からの病原菌の侵入を防ぐため、台風通過後速やかに防除を行う。 

・露地なす等で倒伏したものは、支柱を利用してできる限り早めに起こす。 

・回復の見込みの無い野菜は、播き直しをするか、他の野菜に転換する。 
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４ 果 樹 

６月の梅雨入り以降、６月第３半旬、６月第６半旬～７月第３半旬にかけて降水量

が多く、日照時間が非常に少なく推移した。県内の主力果樹は現在、果実肥大期に入

っており、６月は平年よりやや大きめでスタートしたが、日照不足の影響で７月中旬

時点で平年並みとなり、やや停滞気味している（表１）。梅雨の長雨・日照不足の影

響で、果樹の根は弱った状態にあり、今後、高温・干ばつと気象状況が急激に変化す

ることで、一時的に生理落果や葉焼け等の生理障害の発生が予測される。今後も排水

対策、敷きワラ・草生の刈り込み等による乾燥防止対策を徹底し、土壌環境が急激に

変化しないよう対策をとる必要がある。 

８月以降、ナシ、モモの収穫が始まる。長雨・日照不足により、着色が進まない割

に果肉の成熟が進んでいたり、日持ち性の低下の懸念があるため、収穫に当たっては

食味、果肉硬度に注意しながら、収穫遅れとならないよう注意する必要がある。 

また、果樹カメムシ類は８月以降、新世代虫の発生に切り替わる。今後も園内の観

察を怠らず、緊急防除に備えるよう注意喚起が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)果樹園の台風対策 

 ８～９月にかけて、台風の襲来が予想される時期となる。近年、本県における台風被

害が増加傾向である。被害を軽減するため、事前対策、事後対策をしっかり行ってほし

い。 

①事前対策 

・主枝・亜主枝等が裂けないよう支柱等を利用し枝を補強する。特に、発生角度の 

狭い枝は被害を受けやすいので、針金等を利用し結束しておく。着果量の多い枝、 

高接ぎした枝は、特に注意が必要である。既に誘引等を済ませている場合でも、 

結束を確認し、支柱を強固なものに変える。 

・ナシ・ブドウ等の棚は、強風により煽られやすいので、支柱やアンカーを増やし 

て補強しておく。また、矮化リンゴでは根が浅く倒伏しやすいので、棚への結束 

の確認をしておく。 

・果実落果を防ぐため、ナシ・ブドウ等では園の周囲をネットで囲う。但し防風ネ 

ットは強風を受けた場合、非常に大きな力がかかるので、十分な補強をしておく。 

特に収穫時期が近づくほど、落果被害が大きくなるので対策を徹底する。 

・多雨により園内が滞水すると、根の呼吸が阻害され養水分吸収が不可能となり、 

地上部の生理的活動が低下するので、明渠を設置する等、事前の排水対策を徹底 

しておく。 

・収穫可能な果実はできるだけ収穫しておく。その際には農薬の使用基準（収穫前 

日数）に留意する。 

 

表１－主力果樹の果実肥大（単位：cm） 

樹種 カキ「富有」 ナシ「幸水」 モモ「白鳳」 リンゴ「ふじ」 

調査日 7/25 7/25 7/13 7/13 

Ｒ２ 
（果周） 

18.8 

（果周） 

25.6 

（縦径）（側径） 

57.7  56.6 

（縦径）（側径） 

51.3   54.1 

Ｒ１ 19.1 26.3 54.7  52.7 51.5  54.9 

平年値 19.0 23.7 55.2  52.0 49.2  52.7 

※カキ、ナシは農業技術センター、モモ、リンゴは中山間農業研究所 
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②事後対策 

・果実や樹体が損傷を受けた場合は、まず被害程度をよく確かめ、防除・摘果・せ 

ん定を実施する。 

・果実や葉の傷から病気が発生しやすいので、台風通過後天候が回復したら、早目 

に殺菌剤を散布することも考える(ただし、ぎふクリーン農業等の基準には十分注 

意する)。 

・カキでは、台風に伴う豪雨が土壌中の肥料を流亡させるため、落葉病の発生を助 

長する。また、炭疽病やペスタロチア属菌による葉枯れ病（果実軟化にも影響） 

が発生することがあるので注意する。 

・傷果・軟化果等は早目に摘果する。また落葉がひどい場合は、その程度に応じて 

 摘果し樹体への負担を軽減することも考える。 

・倒伏した樹は、根を傷めないように注意してできるだけ早く起こし、支柱を添え 

て固定する。枝裂け等は、修復可能な枝は直ちに起こし、再度裂けることのない 

よう補強する(ボルト等利用)。 

・滞水した場合、外的変化が現れてからは手遅れになるので、できるだけ早くほ場 

の排水対策を徹底する。 
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５ 畜 産  

(1)飼料作物 

①飼料畑の維持管理 

 高温が続くと飼料用トウモロコシ、ソルガム類は下葉の枯れ上がりにより収量低下 

が懸念されるので、潅水施設があれば潅水する。ない場合は早期の収穫を想定して準 

備を進める。 

  また台風対策としては、転換畑等で排水状態が悪い圃場では、湿害による生育不良 

や暴風雨による倒伏で収穫機械作業性の低下が起きる。排水溝の点検など速やかに排 

水対策、作物の生育状況によっては早期収穫を想定した準備を進める。 

 

②草地の維持管理 

高温が続くと通常よりも生育が促進され、収穫作業時期が早まる可能性があるこ   

とを考慮し、準備を進める。 

台風の暴風雨で汚泥を伴った水により冠水した場合は、草地の状況に応じて牧草の 

追播をする。場合によっては、草地更新もやむを得ない。 

 

(2)家畜と畜舎  

①畜舎の維持管理 

高温が続く場合は、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。 

台風による暴風雨に備え畜舎の扉、窓等の点検補強を事前に行うとともに、浸水に  

備えて畜舎廻りの排水溝や樋の点検清掃を行い、畜舎、堆肥舎への雨水流入を防ぎ清  

潔な畜舎環境の維持に努める。飼料や機械等は汚水がかぶらないように水没しない場  

所へ避難する。  

    畜舎等が浸水した時は速やかに排水対策を行うとともに通気を良くし、内部の消毒、 

乾燥を行い、畜房内の湿った敷料は速やかに交換する等、家畜の疾病防止に努める。  

また踏み込み消毒槽は雨水や泥が混入すると殺菌効果が弱くなるため、点検頻度を増  

やし早めに消毒薬を交換する。  

 

②家畜の疾病対策 

高温対策としては、飼育密度の緩和（アニマルウェルフェアに基づいた飼育密度の 

目安は、成牛１．５～５．５ｍ２／頭、肥育豚０．７７ｍ２／頭、詳細は（社）畜産技 

術協会「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」を参照）、 

換気扇や扇風機による畜体等への送風や散水、細霧装置による噴霧を行い、家畜の体 

感温度の低下に努めるとともに、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。 

台風による暴風雨で畜舎が浸水した時は、家畜の健康状態を確認し、調子が悪い家  

畜は獣医師に連絡し対応する。また飼料、敷料は、浸水によるカビ等の発生の有無を  

確認するとともに、カビ等が発生した飼料は給与しない、敷料は使用しないよう注意  

する。  

 

 

 


