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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 

◆ １２月下旬～１月中旬の概要 

岐阜地方気象台速報  

 １２月下旬の前半は、美濃地方で

はおおむね晴れとなったが、飛騨地

方では気圧の谷等の影響により雨や

雪となった日が多くなった。後半は

強い寒気の影響により雪となった日

が多くなった。平均気温は、岐阜、

高山ともに低くなった。降水量は、

岐阜は平年並、高山は多くなった。

日照時間は、岐阜、高山ともに平年

並となった。 

 １月上旬は、高気圧に覆われて晴

れの日が多くなったが、寒気や低気

圧の影響により曇りとなった日もあ

った。平均気温は、岐阜は低く、高

山はかなり低くなった。降水量は、

岐阜、高山ともに少なくなった。日

照時間は、岐阜はかなり多く、高山

は多くなった。 

 １月中旬の天気は、冬型の気圧配

置となり晴れた日もあったが、曇り

や雪となり山地を中心に大雪となっ

た所もあった。平均気温は、岐阜、

高山ともに低くなった。降水量は、

岐阜は平年並、高山は多くなった。

日照時間は、岐阜は平年並、高山は

かなり少なくなった。 

 

 

今後の気象予測 

◆ 東海地方１か月予報 １月２９日～２月２８日までの天候見通し  

名古屋地方気象台１月２７日発表  

 期間の前半を中心に寒気の影響を受けやすいため、向こう１か月の気温は平年並か低

い見込みである。山間部の向こう 1 か月の降雪量は、ほぼ平年並の見込みである。 

 週別の気温は、１週目は平年並または低い確率ともに４０％である。２週目は低い確

率５０％である。３～４週目は平年並の確率４０％である 

 週別の天候見通しは次のとおりである。１週目、２週目および３～４週目は、平年と

同様に晴れの日が多い見込みである。山間部では、平年と同様に曇りや雪の日が多い見

込みである。 

 

 

 

2021～2022 年 冬作半旬気象図(岐阜市) 

＜平年：細線（黒）、年：太線（赤)＞ 
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１ 土地利用型作物 

○麦類 

播種作業は中山間地域の大麦が９月下旬、平坦地域の小麦が 10 月下旬から始まった。

11 月中下旬頃まで好天で降雨も少なく、播種作業は順調に進み 11 月末までに概ね終了し

た。播種以降 12 月中下旬までの気温（平均気温）は平年よりやや高く推移したことから

生育は早く進んだ。しかし、その後は平年を下回る気温となり、麦の生育は平年並みの

傾向がみられる。 

２月下旬までの天候は、平均気温は平年より低くなるが３月は平年並または高くなる

見込みで、山間部では曇りや雪または雨の日が少なくなる見込み、降水量は平年並との

予報であり（東海地域３か月予報：名古屋地方気象台１月 25 日発表）今後も生育及び気

象の推移に注意していく。 

 

＜今後の技術対策＞ 

(1) 踏圧作業（ムギ踏み） 

◆踏圧のねらい：節間伸長(茎立ち)時期の遅延 

       ※麦踏みは根張りを良くし、麦を硬化させることで耐寒・耐乾性を高め、さらに

分げつを促進する効果があり、凍霜害の回避や倒伏防止、有効茎の確保にも

有効である。 

  ◆実施時期と回数 

作業開始〔本葉 3 葉期〕～作業晩限〔茎立ち前の 5 葉期〕：1～2 回行うのが理想 

    ※麦踏みローラーはゆっくり走らせる。土壌が乾燥状態であれば、トラクター

の車輪による踏みつけの害はほとんどないが、土壌水分が高い場合は、土が

締まって、根張り及び排水性も悪くするので行わない。 

 

(2) 排水対策 

融雪や降雨による高いほ場水分条件を改善し、生育への悪影響を回避するとともに、 

確実に適期作業が行えるように、できる限り良好な排水性を保ちます。そのため、明 

渠や排水溝、排水口などの点検・補修を行い、融雪水や雨水が停滞しないように迅速 

に排除できるようにしておく。 

 

(3) 雑草対策 

   播種後に散布した除草剤（土壌処理剤）は、30～40 日で効力が無くなっている。今 

後はスズメノテッポウやヤエムグラなど雑草の発生も危惧され、雑草の発生が確認さ 

れた場合は生育の中盤以降に使用できる除草剤を散布する。その際は、必ず使用時期 

や使用量等を確認する。 

 

(4) 追肥及び穂肥 

麦は水稲のように栄養生長から生殖生長に変わる転換期があるわけではない  

ため、通常は主茎が７葉期に達した頃（２月下旬～３月中旬頃）に穂肥を施用す  

る。なお、今後の気象と生育に注意し、追肥の時期および施用量の検討が必要で  

ある。  
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２ 野 菜  ～施設園芸（野菜）における春季の栽培管理～ 

１月から２月にかけては、１年の中で

最も寒い時期であるが、２月になると日

射量は増え、２月中下旬は秋（９～10 月）

ほどの日射量となる。施設園芸において

は、加温や保温を行いハウス内温度が外

気より高いため、外は真冬でもハウス内

は春から初夏の環境となる。そのため、

施設園芸では、日射量に応じた以下の栽

培管理を行う必要がある。 

 

(1) 水管理 

冬期は、かん水量を減らして管理を 

行うが、２月に入り日射量が増えても、 

かん水量を増やさないため足りないハウスが多く見られる。そのため、日射量を測定 

し、植物の必要とする水の量を正確に把握するなど、適正な水管理を以下のとおり行 

う。 

①日射量を測定し、かん水量を設定する。（何分かん水するかでなく、株当たり何リ 

ットルかん水するかを設定する） 

②急激な日射量の変化に対応した水管理を行い、水が不足しないような管理を行う。 

③日射量を測定してかん水量を設定することができない場合は、日射比例式の自動 

潅水装置を導入する。 

(2) ＣＯ２管理 

  農産物を多く生産するには、作物の光合成能力を向上させる必要がある。２月以降 

は徐々に日射量が増え光合成を高める良い機会となるため、ＣＯ２を効率的に施用し、 

光合成を高める。 

  ①外気温が低い場合 

 外気温が低く換気回数が少ない場合は、ＣＯ２濃度を上げても外に放出する恐れが 

ないため高濃度で施用することが出来る。特に日射量が多い場合は、600～700ppm 以 

上に上げ、光合成能力を高めることが出来る。 

②外気温が高い場合 

   外気温が高くなり換気回数が増えてくると、ＣＯ２を高濃度で施用すると外気に放 

出してしまう恐れがあるため、外気以上にＣＯ２濃度を上げることは難しい。しかし、 

大気中のＣＯ２濃度が 400ppm 以下になると光合成能力が低下するため、400ppm 以下 

にならないような管理を行う。 

(3) 湿度管理 

 冬季の外気温は低いが、２月に入るとハウス内の気温は日の出とともに上昇し、換 

気回数が増えていく。しかし、この時期の空気は乾燥しているため、乾燥した空気が 

ハウス内に入り湿度が低下するため、以下のとおり湿度を保つ管理が必要となる。 

  ①急激な湿度変化をなくす 

   換気扇を稼働したり、換気窓を大きく開くと、乾いた空気がハウス内へ入り込み 

急激に湿度が下がるため、しおれなどが発生する。そのため、この時期の換気は、 

少しづつ行い急激な湿度低下を防ぐ管理を行う。 

  ②植物の蒸散により湿度を保持する 

   トマトやキュウリなど葉面積が多い植物は、蒸散量を増やしてハウス内の湿度を 

保持することが出来る。そのため、日射量が増加するとともに葉を増やしたり、仕 

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25

9/1 10/1 11/1 12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1

気温と日射量推移（ｱﾒﾀﾞｽ名古屋平年値）

合計全天日射量(MJ/㎡) 平均気温(℃)
 

図１ 東海地方の季節ごとの気温と日射量 
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立て本数を増やす管理を行う。 

  ③ミストの活用 

   植物の蒸散だけでは、湿度を補うことが出来ない場合もあるため、ミストを活用 

し湿度を保つ方法がある。しかし、常にミストを使用していると、植物の蒸散を妨 

げることにもなるため、①②の管理を行っても湿度を保つことが出来ない場合にミ 

ストを稼働する。 

(4) 温度管理 

２月以降は、外気温は低いが日射量が増えてくるため、晴天時のハウス内温度は日 

の出とともに急激に上昇する。その場合、作物の葉や果実が、気温の上昇に間に合わ 

ず結露を起こし植物体が濡れ、生育が抑制されたり、病害が発生するため、適正な温 

度管理が必要である。 

 ①温度の変化を和らげる管理 

  急激な温度上昇を防ぐため、暖房機や換気の設定を徐々（２℃／時間）に行う。 

例えば、日の出前の数時間から暖房機の温度設定を上げていき、日の出後の気温の 

上昇とともに換気の設定温度も少しづつ変化させ管理を行う。 

 ②外気温が高い場合 

  春になり外気温が高くなると暖房機の稼働が減ってくる。暖房機の稼働が減ると、 

ハウス内の湿度が高くなり、病害の発生につながる。夜に暖房機が稼働しにくくな 

った場合は、夜でも少し換気を行い、気温を下げて暖房機を稼働することも必要で 

ある。 

 

３ 果 樹 

 ３月は果樹の苗木の植付時期となる。せっかく新しく苗を植え付けても、植付前の事

前準備や植付後の管理が不十分であると、初期生育が不良となったり、枯死するケース

があるため、この時期から植付けの準備をしっかり進めましょう。 

 

 (1) ほ場の選定 

以下のことに留意して、ほ場選定をする。 

・日当たりの悪い場所は避ける（日陰をきらう）。 

・晩霜害の常習地帯は避ける（晩霜害に弱い）。  

・地下水位の低い場所を選ぶ（耐水性が弱い）。  

・腐植に富み、排水良好で通気性が良く、保水力のある土壌がよい。  

・樹種毎の土壌感応性、好適 pH に留意する。（表１、２） 

 

表１-主要果樹の土壌の感応性（「植物栄養・土壌肥料大辞典」より） 

項目 ミカン リンゴ ブドウ ナシ モモ カキ クリ ウメ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 

耐湿性 弱 中位 強 中位 弱 強 中位 弱 弱 

耐干性 強 やや弱 やや強 弱 強 弱 かなり強  弱 弱 

 

表２-主要果樹の最適ｐＨ（農文協「農業技術体系」より） 

最適ｐＨ 5.5～6.0 

弱酸性領域 

5.5～6.5 

微～弱酸性の広い領域  

6.0～6.5 

微酸性領域 

6.5～7.0 

微酸性～中生領域 

樹種 クリ 

ブルーベリー 

ウメ、カキ、ナシ

ミカン、リンゴ 

オウトウ 

モモ 

ブドウ 
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(2) 開園準備  

新しく開園する場合には、有効土層１ｍ

を目標に、バックホー等で園地全体の深耕

（心土破砕）を行い、完熟堆肥、石灰資材

、ようりん等を施用し、下層土壌の改良を

行う。とくに排水不良や耕土が浅いほ場で

は、排水対策（暗渠・明渠の設置）を徹底

する。 

既存の園地に植え付ける場合は、既存樹 

の日陰とならないように、植付位置を決め、 

バックホー等で土をほぐしておく。 

 

(3) 植付方法 

①植え付けの時期  

   基本は春植え（３月）とする。（暖地であれば秋植え（11～12 月）でも良い）事 

前に苗を購入した場合は、風が当たらない排水のよい畑に、苗木を１本づつ斜めに 

寝かせ、乾かないよう根部に土をかぶせ、仮植えしておく。  

  ②植栽間隔  

   土壌条件、樹種、導入する樹形、縮間伐の方針により、植栽間隔を決定する。  

  ③植え付けの準備（植え付けの１週間前までに実施）  

   ・植え穴（目安：直径１ｍ×深さ 50cm）を掘る。  

   ・植え穴に土壌改良資材（目安：完熟堆肥 20kg、ようりん 1kg、苦土石灰 1kg、化 

成肥料 200g）を入れる。  

   ・掘り上げた土と土壌改良資材等をよく混和して、埋め戻す。  

  ④植え付け【手順】 

・植付時に苗木が乾燥している場合 

は根を十分水に浸しておく。 

・植付位置の真ん中に苗木を置き、 

地面より 20～30 cm 程度高くなる 

ように盛り土し踏み固めながら 

植える。根は四方に広げ、土と密 

着するよう丁寧に植える。接ぎ木 

部が地表面より高くなるように 

して、深植えしない。  

・盛り土のてっ辺は水鉢を作り、植 

え付け後に十分に水を与える。盛 

り土を敷き藁等で覆い、乾燥防止 

を図る。 

・苗は接ぎ木部から 50～60cm 程度の高さで切り戻し（芽があることを確認するこ 

と）、支柱を立て、ヒモで括る。苗木に接ぎ木用テープが巻かれている場合は、 

取り外す。 

 

(4) 植付後の管理 

  ・乾燥防止のため、マルチや敷きワラを行い、定期的に潅水を行う。 

  ・接ぎ木部に樹幹害虫が入りやすいため、接ぎ木部を中心に樹幹害虫対策のため 

の殺虫剤散布や塗布を行う。 
 

恵那農林事務所「クリ栽培の技術ポイント」より 


