
- 1 -

新潟地方気象台の３か月予報に基づく農作物等の管理対策（第３報）

平成 29年５月 31日
新潟県農林水産部

新潟地方気象台から平成 29年５月 24 日に発表された「北陸地方 ３か月予報」によ

ると、６月の気温は平年並または高い確率ともに 40％、降水量は少ない確率が 40％
となっています。天気は数日の周期で変わり、期間の後半は平年と同様に曇りや雨の日

が多いと予想されています。

また、５月 25日に発表された「北陸地方 １か月予報」及び「高温に関する異常天

候早期警戒情報」によると、６月上旬は高温傾向と予想されます。

今後の気象変動に十分留意し、下記の管理対策の徹底をお願いします。

記

Ⅰ 水稲

１ 本田管理

（１）田植え後の水管理

ア 活着後は水温を上昇させるため水深２～３㎝の浅水管理とし、分げつの発生を促

して、良質茎の早期確保に努める。

イ 水を更新する場合は早朝にかん水し、日中は止水して水温の上昇を図る。

ウ ワキの発生が多いほ場では夜間落水を行い、根の健全化に努める。

（２）中干し・溝切り

ア 中干しや溝切りの開始が遅れると、最高分げつ期から葉色が低下せず、草丈が伸

長するなど、生育が過剰となり、倒伏や栄養凋落による品質低下につながる危険性

が高まるため、適期を逃さず開始する。なお、コシヒカリの中干しの適期は、一般

的な地力のほ場では茎数が目標穂数の７～８割を確保した時期（田植後 30日がめ
やす）、生育が過剰になりやすいほ場ではより早めの６～７割の時期となる。

イ 本年は、５月第３半旬から気温が高めに推移し、６月も高い見込みのため、中干

し適期が早まる可能性が高いので、茎数の推移を把握して中干しが遅れないよう注

意する。

地域別中干し時期のめやす（コシヒカリ）

地域区分 移植期 目標穂数 中干し開始時期のめやす 中干し終了

（栽植密度） （本/㎡） 茎数（本） 時期 時期のめやす

一般地域 ５月 10 日 ３８０ ㎡当たり 270 ～ 300 ６月８～ 出穂期１か月

(60 ～ 70 株/坪) １株当たり 15 ～ 17 10 日 前をめどに終了

過剰生育地域 ５月 10 日 ３５０ ㎡当たり 210 ～ 250 ６月３～ (７月５日頃)

（50 株/坪） １株当たり 14 ～ 17 ５日
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ウ 中干しの程度は、田面に小さなヒビが入り、軽く足跡がつく程度まで行う。土壌

が肥沃な地帯や生育量の大きなほ場では強めに、地力が低いほ場や生育量が小さい

ほ場では弱めとする。

エ 中干しは、遅くとも出穂期１か月前をめどに終了する。

（３）中干し以降の水管理

ア 中干し終了直後は浅水の間断かん水を行い、その後水尻止水し、徐々に飽水管理

（ほ場内の水が自然に減水し、足跡に水が残る程度まで田面が露出したら湛水す

る）に移行して、うわ根の発生促進や根の健全化及び地耐力の維持に努める。

イ 強風及びフェーン現象による高温・乾燥が予想される場合には速やかに湛水し、

稲体からの急激な蒸散による障害の発生防止に努める。ただし、長期間の湛水は避

ける。

ウ カドミウム吸収抑制対策が必要な地区においては、土壌の還元状態をできるだけ

保つ必要がある。このため、中干し・溝切りをやや早めに実施し、中干しの程度は

弱め、期間は短めとし、中干し終了後は飽水管理とする。

（４）雑草防除

ア 除草剤は「農作物病害虫雑草防除指針」に基づき、適正・安全に使用し、剤型別

に応じた適正水深を確保して散布する。また、散布後７日間は止水とし、落水やか

け流しはしない。

イ 薬害防止のため、異常低温時または異常高温時には除草剤の使用を避ける。中期

剤の種類によっては、散布後の気象条件によって薬害が発生する場合があるので気

象予報に注意する。

ウ 水稲生育が過剰となり、早期に中干し、溝切りを行った場合は、除草剤の効果が

短くなりやすく雑草の発生が多くなる可能性がある。雑草発生状況を確認し、多い

場合は中期剤等を散布する。

（５）病害虫防除

ア 「農作物病害虫雑草防除指針」及び「病害虫発生予察情報」に基づき、発生実態

に見合った防除要否の判断と適期防除に努める。農薬の使用に当たっては、最新の

登録内容を確認の上、適正・安全に使用する。

イ 補植苗は葉いもちの伝染源になるので、補植終了後は速やかに除去する。

ウ いもち病多発生地域におけるコシヒカリＢＬ、新潟次郎等における多収穫栽培、

新之助やわたぼうし等のいもち病に対する抵抗性が弱い品種を作付ける場合及び大

豆跡等で生育過剰になることが予想されるほ場で、育苗箱施用剤や側条施用剤によ

る葉いもち防除を実施していない場合は、本田で予防粒剤を適期に施用する。

エ 斑点米カメムシ類の増殖地をなくし密度を抑制するため、農道・畦畔等の雑草防

除を徹底する。草刈りは５月下旬から、雑草種子が結実しない間隔（およそ３週

間）で行う。地域一斉の草刈りは、６月中旬～下旬と７月中旬～下旬の２回とする。

オ ヒエ類やイヌホタルイ等の水田内雑草は、斑点米カメムシ類の水田内への誘引源

・増殖場所となるため、水田内雑草の除草を徹底する。

２ コシヒカリ湛水直播のポイント

（１）７葉期頃（６月中旬）になったら落水し、中干しを行う。土壌硬度を高めると倒伏

軽減に効果があるので、中干しは移植栽培より強めに行い、特に、過繁茂の恐れのあ

る場合は、早め・強めに行う。

（２）鉄コーティング湛水直播では、表面播種のため茎数が多くなりやすく倒伏の危険性

も高いので、中干しを遅れずに強めに実施する。
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（３）苗立ちムラにより一筆内の生育が斉一でないほ場における中干し時期の判断は、㎡

当たり苗立数が 40 ～ 80 本の生育地点を基準にする。

Ⅱ 大麦

１ 赤かび病、麦角病の発生に対応した収穫・乾燥・調製

農産物検査法の規格では、製品への赤かび粒、麦角粒の混入限度は 0.0 ％と定められ

ている。赤かび粒、麦角粒の混入を防ぐため、収穫前ほ場調査（出穂後 30～ 35 日頃）

や荷受け時のチェックを行い、多発ほ場産の麦と正常麦とを区分して収穫・乾燥・調製

を実施する。

２ 適期収穫

（１）本年は出穂が平年よりも４日程度早まり、気温の高い日が続いたことから収穫時期

も早まることが予想される。成熟期を見極め適期の収穫に努める。

（２）適期収穫、適正乾燥、調製等については、新潟地方気象台の３か月予報に基づく農

作物等の管理対策（第２報）を参照する。

Ⅲ 大豆

１ 中耕・培土

（１）中耕・培土は、適期に２回実施し、開花始め（ほ場で最初の花が見られた時期、開

花期の３～４日前頃）までに終了する。開花期以降は、生育が大きくなり、断根や作

業機との接触により株の損傷が大きくなるので行わない。

（２）１回目は、第２複葉展開期頃（は種後 25 日頃）に子葉節まで土を寄せる。２回目

は、第５複葉展開期頃（１回目の２週間後頃）に初生葉節まで土を寄せる。株元まで

しっかり土を寄せて雑草を埋没させる、不定根の発生や倒伏防止など培土効果を十分

発揮させる。また、収穫時に土砂をかき込まないように最終培土の高さは 15cm程度

に抑える。

（３）出芽が不揃いのほ場では、生育の早い大豆に時期を合わせて中耕・培土を行い、培

土の高さは低めにする。

（４）土壌処理除草剤の効果が不十分で雑草の発生が早いほ場では、１回目の中耕・培土

を早めに行い、必要により中耕・培土の回数を増やす。

２ 排水

（１）中耕・培土後は、畦間に停滞水が生じないよう、畦間の溝を周囲明きょにつなげる。

（２）大雨の前後は、ほ場内排水溝及び排水口の点検・補修を行い、地表水の迅速な排除

を促す。

（３）梅雨明けまでは、湿害を防止するため、暗きょ栓を開放しておく。

３ 追肥

（１）湿害による葉の黄化や生育不良の症状が見られたら、排水を促した後、速効性肥料

を窒素成分で 10 ａ当たり１～３kg追肥し、培土を行う。

（２）低地力が原因で収量が低い（目安として実収 200kg/10 ａ以下）ほ場では、緩効性

肥料（シグモイド型被覆尿素 60 日タイプ）を追肥する。施用法は、２回目の中耕・

培土時（７月 10 日頃）に、株元に条施して、培土により覆土する。施用量は、窒素

成分で 10a当たり６～８kgとする。但し、基肥に緩効性肥料を施用した場合は行わな

い。
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４ 除草剤による大豆生育期の雑草防除

（１）中耕・培土が計画どおり実施できず、雑草害が懸念される場合は、「農作物病害虫

雑草防除指針」を参考にして、生育期処理除草剤を適正に使用する。

（２）除草剤を畦間処理する場合は、大豆にかからないよう飛散防止ノズル、飛散防止カ

バーを用いて散布する。

５ アブラムシ類の防除

種子塗沫処理剤の効果は 30 日程度であることから、は種１か月後以降のアブラムシ

類の発生に注意し、発生が認められたら７月上～中旬に殺虫剤を茎葉散布する。

Ⅳ 野菜

１ 施設野菜

（１）きゅうり、トマト等の施設栽培では、草勢を維持するため、かん水や追肥を適切に

行う。また、日照不足が続いた後に天候が急激に回復すると高温障害が発生しやすい

ので、遮光や換気等により適切な温度・湿度管理に努める。降雨や日照不足により灰

色かび病等が多発する恐れがあるので、換気による湿度管理や、り病葉及びり病果の

除去など、耕種的防除を徹底する。

（２）いちごは、高温期で果実の品質低下が著しいので、果実の日持ち向上とオセ・スレ

の発生を防止するため、過熟に注意し適期収穫と収穫後の丁寧な取り扱い、予冷庫の

活用等を徹底する。

２ 露地野菜

（１）アスパラガスは、乾燥が続くと萌芽数が減少するので、チューブかん水やうね間か

ん水を行う。また、前年病害により早期に枯れ上がりしたほ場では、過収穫に注意し

天候が安定している時に立茎を開始し、防除に努める。

（２）砂丘地のすいか・メロンのトンネル作型では、着果後乾燥が続く場合は、かん水チ

ューブだけでは不足するため、スプリンクラーによるかん水を併用する。密閉作型で

は、降雨前後を中心に防除を徹底する。

（３）露地えだまめは、降雨時の停滞水が生じないよう、排水対策を講じる。また、フタ

スジヒメハムシやべと病が増加する時期となるため、防除を徹底する。

（４）ねぎは、生育適温に入っているため肥料切れや土壌の乾燥に注意する。本格的な降

雨に備えて溝切りなどを行っておく。気温の上昇に伴い、アザミウマ類の発生が懸念

されるので、定期的に防除を行う。

Ⅴ 果樹

１ 栽培管理

（１）満開期は樹種を問わずほぼ平年並みで、「北陸地方 ３か月予報」によると気温は高

く、降水量はほぼ平年並と予想されていることから、順調な生育が期待されるので、

摘果・摘粒や袋かけ作業が遅れることのないよう適期管理を励行する。

（２）無加温栽培や育苗ハウスを利用したぶどう・いちじく等は日中の高温による生育障

害に留意し、ツマの解放等必要に応じて対策を講ずる。特に梅雨明け以降は急激に気

温が上昇するので葉焼け・縮果病等に注意する。

２ 気象災害対策

（１）降水量はほぼ平年並と見込まれているが、水位の増加による水害を受けてきた時期
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でもあるので、地表面の排水状況を確認し、不十分な場合には対策を講ずる。

（２）フェーン現象で長時間高温状態が継続する場合には、露地栽培であっても水分スト

レスによる生育停滞や生理障害果の発生が助長されるので、ほ場条件に応じて敷きわ

らやマルチ等乾燥防止対策やスプリンクラー等かん水設備の点検をして備える。

（３）台風やダウンバーストなど、通常とは異なる風向きや強風にも備えて、防風網・防

風林等の点検整備にも配慮する。

３ 病害虫防除

（１）各樹種とも病害虫の重点防除期なので、発生予察情報等を参考に適期防除に努め、

降雨が続く場合でも極力散布間隔を空けないように留意する。

また、なしでは胴枯病（芯ぐされ）や輪紋病、セイヨウナシ褐色斑点病などの感染

拡大を招くことのないよう、特に注意して対策をとる。

（２）これから開花期を迎えるかき・ぶどうやくり、キウイフルーツ、継続して着果する

いちじくなどは、生育ステージを把握しながら、アザミウマ類やカイガラムシ類等の

初期密度低下を図る。

（３）収穫期を迎えるおうとうやうめ、もも、すもも等の防除では、薬剤の使用基準を必

ず確認して使用する。

Ⅵ 花き

１ 球根養成

（１）チューリップ、スイセン、ユリ等の球根養成では、収穫まで土壌水分を適正に維持

するため、天候や土質に応じたかん水を継続する。特に、砂丘畑等乾燥しやすいほ場

では、高温・乾燥が続く場合にはスプリンクラーで定期的にかん水を行う。

（２）チューリップ球根は、これから収穫期に入るので、茎葉の枯れ込みと球根外皮の着

色等を確認し、適期に収穫を行う。

２ 施設切り花、鉢物

（１）６月上旬は気温が平年よりかなり高くなる予想なので、晴天時の強日射や高温によ

る葉焼け等の生育障害が発生しないよう、遮光や換気により温度・湿度を適切に管理

する。また、土壌が乾燥しないよう土壌水分に注意し、適切にかん水を行う。

（２）曇天が続く場合は、日照不足による軟弱徒長に注意し、日射量に応じたこまめな遮

光資材の掛け外しを行う。

３ 露地切り花（ユリ、宿根草類等）

（１）降雨等でほ場が過湿とならないよう排水を徹底するとともに、高温・乾燥が続く場

合には適宜かん水を行う。

（２）定植後の活着を促進するため、耕うんを丁寧に行い砕土をよくするとともに、土壌

水分を適切な状態にして定植する。

（３）ユリ切り花で強光・高温下での定植となる場合は、球根コンテナに覆いをかけるな

どして球根の高温・乾燥状態を避けるとともに、遮光等により定植後の高温障害の発

生を防止する。

４ 病害虫防除

（１）アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類などの害虫の多発生が懸念されるので、発

生状況を早期に把握し、迅速に防除する。
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（２）施設栽培では､日照不足や多湿で灰色かび病等が多発する恐れがあるので､換気によ

る湿度管理や、発生状況に応じて迅速に防除する。

（３）高温時の農薬散布は薬害のおそれがあるので、朝・夕の涼しい時間帯に散布する。

Ⅶ 畜産

１ 家畜の管理

（１）天気予報に注意し、急な気温上昇に伴う家畜疾病を予防するため、換気・送風・寒

冷紗・屋根への塗装等の暑熱対策を早めに準備する。

（２）開放畜舎では、開口部はできるだけ開放し、空気の流れを妨げるものを除去して、

通風をよくする。

（３）搾乳牛は畜舎内の温度が 20 ℃を超えたら暑熱対策を実施し、家畜の体感温度の低

下に努める。

（４）家畜の観察を励行するとともに、餌槽や飲水設備をこまめに清掃・点検し、新鮮な

飼料・飲水が確保されるように努める。また、良質な飼料給与により食欲低下を防止

する。

（５）飼料は風通しの良い日陰に保管し、カビの発生、腐敗に注意する。カビの発生や腐

敗などが見られる飼料は、家畜の安全のため給与しない。

（６）高温時のミネラル、ビタミン及び重曹の給与は疲労防止に効果があるので、家畜へ

の慣らし給与を始める。

２ 飼料作物の管理

（１）牧草は、刈遅れないように収穫し、２番草の生育確保のため速やかに追肥を行う。

（２）牧草のサイレージ調製は、良好な発酵を促すため予乾を行い、水分 50～ 65 ％とな

るよう努める。

（３）飼料用トウモロコシは、収量の確保のため６月上旬までの播種に努め、排水不良の

ほ場においては湿害防止対策として、周囲に明きょを施す。

除草は、は種時の覆土・鎮圧完了後に土壌処理剤を全面散布し、トウモロコシ展葉後

は必要に応じて茎葉処理剤を散布する。


