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平成２３年４月７日

技 術 情 報

農産園芸環境課

TEL:022-211-2841,2843
畜産課

TEL:022-211-2852

東北地方太平洋沖地震に伴う農作物の技術情報（第１報）

平成23年3月11日に「東北地方太平洋沖地震」が発生し，県内では沿岸部を中心に水田等

の農地や農業用施設，農作物等が甚大な被害を受けております。農作物別の当面の対応と

しては次のとおりですので，指導の徹底をお願いします。

＜農作物別の対応・技術対策等＞

１ 水稲

（１）水田や施設等の被害及び用排水機能の確認について

１）ほ場及び水利施設等に被害がないか，また排水する場合，下流域に支障がないかな

ど，土地改良区等の関係機関と連携しながら確認してください。さらに用水が確保で

きて田植えができる時期を確認してから播種作業を行ってください。

２）農業機械についても被害がないか，保守点検・整備等を実施してください。

（２）浸種・播種・移植作業等の延期について

１）用水の供給等が遅れる場合には，播種・移植作業等を遅らせるように農作業計画を

変更し，播種後は健苗育成に努めてください。

２）電気，水道，燃料，資材が安定的に供給され，ほ場・水利施設，育苗施設，農業機

械等に被害がなく用水が確保される地域では，通常どおりに播種及び育苗管理（健苗

育成と適期田植）を実施してください。

（参考）作業晩限の目安（平坦部：ひとめぼれ，ササニシキ等の中生品種，稚苗）

○浸種：5月6日頃，○播種：5月15日頃，○移植：5月末頃

（３）播種作業等を遅らせる具体的対応について

１）水道・電気等が復旧し，水田での作業が正常に行えるようになるまでは浸種の作業

を控えて，引き続き，日の当たらない風通しの良い場所で保存して下さい。

２）すでに浸種を始め，催芽・播種作業を遅らせる場合は，以下の対応を検討してくだ

さい。

・浸種を始めて数日以内であれば，ただちに種子を陰干しして冷暗所で保存してくだ

さい（ただし，種籾は完全には乾燥させないでください）。

・１週間以上浸種した場合は出来るだけ冷たい水 (0～5℃）に浸けて，こまめに水を

交換しながら保存するか（１週間程度有効），種籾の水を軽く切り，ビニール袋等に

入れて冷蔵庫で保存してください（２週間程度有効）。

（４）津波被害地域等の平成２３年産水稲作付けについて

１）津波被害を直接受けた水田

津波被害を直接受けたほ場では，海水や泥土が流入しただけでなく，下流域にある

排水路，排水機場等も被害を受けていることや瓦礫等の処理に期間を要することなど

から，平成23年産水稲作付けはできない水田が多い。
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２）津波被害が軽微であった水田

海水のみが流入するなど津波被害が軽微なほ場では，用排水機能関係で調査してい

る「水稲作付可能区域調査」や土壌塩分濃度調査（農業改良普及センターやＪＡ等が

実施）の結果を参考に，平成23年産水稲作付けの可能性を検討する。

なお，津波被害が軽微であったほ場では，以下の条件を全て満たせるかで23年産水

稲作付けの可能性を判断する必要がある。

○用水・排水施設に障害がなく，真水が確保できるとともに，排水が下流域の被災区域

に影響しないこと。

○原則，海水のみが流入している水田であること。

○土壌中の塩分濃度を０．１%未満（土壌ＥＣで０ .３mS/cm以下）まで除塩作業ができ

る場合（除塩する場合は，入水→耕耘→落水を２～５回程度繰り返し，植付け前に塩

分濃度を確認する）。

（参考）

・水稲は移植期が最も土壌中の塩分濃度に対する感受性が高く，ＮａＣｌ濃度で0.08～
0.11％（Ｃｌ含量50～70mg/100g)を超えると被害が発生する（千葉県農林公害ハンド

ブック）。

・土壌Ｃ l含量（mg/100g）＝土壌ＥＣ (mS/cm）×166（香川県データ）

・津波被害時の土壌中の塩分濃度（例）

スマトラ沖地震時の土壌塩分 (2004年タイ国 ) 土壌ＥＣ ４～１０mS/cm
高潮による海水流入直後の土壌塩分（2006年福島県） 土壌ＥＣ ７mS/cm

３）津波被害がを受けた区域に隣接する上流側の水田

津波被害を受けた区域に隣接する上流側の水田であっても，排水区域が同一で水稲

作付けを行うことで，その排水が下流域の被災地域に悪影響を及ぼすような場合は，

水稲の作付けを控え，大豆等の転作作物の作付けを検討するなど，各地域の水田協等

の検討・調整が必要である。

２ 大豆

ほ場に埋設されている本暗渠が被害を受け，ほ場の排水状況が悪化していることも想定

されるため，播種に先立ち，営農排水対策を例年以上に徹底して行うようにしてください。

３.１ 園芸作物（共通技術）

（１）施設栽培

１）オイルタンク，配管，暖房機を点検し，燃料の流出防止を徹底する。

２）停電後にはじめて通電する場合は，一定時間漏電や不具合がないかを確認してから，

通常管理とする。

３）修理可能な施設では，可能なかぎり修理し，密閉度を高めて保温につとめる。また，

夕方は早い時期からカーテン等を閉めて保温する。

４）小型暖房機（暖太郎など）やローソクを使用する場合は，地震で倒れないように固

定して使用する。また翌朝，ハウスに入る時は換気してから入る。

５）トンネルを設置可能な施設では，トンネル被覆して保温する。

６）Ａ重油や灯油など燃油の入荷が遅れる場合は，次の表を参考にして作物に大きなス

トレスがかからないようハウス内の設定温度を段階的に下げる。
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表 栽培上の限界低温

７）被害が大きく収益が見込めない場合は，早めに撤去し，次作の準備に入る。なお，

共済に加入している場合は，最寄のNOSAIに連絡し現地確認等を行ってから撤去す

る。

８）夕方のかん水は，灰色かび病の発生が多くなるので行わない。

（２）養液栽培

１）水道水断水の場合は，地下水や比較的きれいな沢水，川水を一時的に使用する。

ごみや砂等でチューブが目詰まりしないようにフィルターを通して利用する。または，

一時タンクに貯めて，上澄みを利用する。

２）電気不通の場合は，エンジンポンプを使用して養液または水をかん水する。

３）肥料の入荷が遅れる場合は，肥料を入手できるまで段階的に濃度を下げ，適正な肥

料濃度の60％くらいに下げてかん水する。

４）廃液を利用する場合は殺菌してから利用し，系統別にかん水できる場合は，ベッド

を限定する。（土壌病害の蔓延を防ぐため）

５）培地の種類によっては，強い乾燥が続くと撥水するので，少量でもかん水しておく。

６）倒れたベンチの培地が水を含み重くて移動できない場合は，作付け終了後に本格的

に復旧する。

※品目別の技術対策，病害虫防除等についてはH23.3.24付け，園芸作物の技術対策 (第１

報 )を参照

３.２ 園芸作物（塩害技術対策）

除塩対策の必要性の有無を判断する基準と対策のフロー図を次に示した。0.9ms/cm以上

のほ場では早急な除塩対策が必要であるが，現時点おいては排水機場等が大きな被害を受

けており，「真水のかけ流し」等の除塩対策は，被害地区への２次被害の発生や復興の阻害

要因となるので，地域間の話し合いや調製を十分に行ったうえで可能である場合のみ実施

できるものとする。
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（１）海水等流入地の作付判断について

１）地下水分析

通常の栽培やかけ流し灌水の除塩のため

地下水を利用する際，水脈等に海水の混入

の可能性があるため地下水のＥＣ等を確認

する。

採取時には，ポンプのたまり水を除去し

た後，採水する。

圃場への海

水の流入

無
【対策】

使用している水

地下水

【ｐH EC】調査

有

堆積物

主に海水＋土砂

海水＋土砂＋

油分等

【対策】

●除塩

すみやかにスプリンク

ラーやかけ流し灌水

によりCl洗浄

『農地への海水の流入が

農作物に及ぼす影響と

その対策(平成16年12

月)』（香川県）より

主に海水のみ

圃場：作物 なし

圃場：作物 あり

【対策】

●除塩

①石灰質資材

（炭酸カルシウムや

石膏（硫酸カルシウム））

100kg/10a程度施用

②耕起，土壌表面を乾燥

③湛水またはかけ流し，その

後落水により，NaとClを除

去

【目標】

土壌

EC 0.9mS

塩素含量 150mg/100g

↓

塩害に強い作物の作付

『農地への海水の流入が農作

物に及ぼす影響とその対策(平

成16年12月)』（香川県）より

無

有

有

【洪水の土砂流入時】

●流入土砂の撤去

【参考】

【海外報告】 (インド洋津波の場合)

●津波による堆積土砂量が多いほど，

堆積土砂の表層の塩分濃度が高

かった。

●堆積土砂層の表層2cm程度で著

しく塩分濃度が高く，以深は急激に

減少していた。

●表層から20～30cmまで海水の浸

透の影響を受けており，表層以深の

塩分は乾期の継続により上層部に補

給されていることが予想された。

《この時の対応》

★表層の高濃度の塩分が集積して

いる今回の事例では，表層約3cm程

度の土壌をはぎ取った後，残留した

塩分を降雨または灌漑により除去す

ることが効果的である。

農業土木学会全国大会講演要旨集

pp.618-619 , 2005

インド洋津波によるタイ南部塩害農地の現地

調査

○中矢哲郎 [（独）農業工学研究所]

丹治肇 [（独）農業工学研究所]

桐博英 [（独）農業工学研究所] より

【洪水の土砂流入時】

●流入土砂の撤去

●畑地の場合

油分の分解は1ヶ月間に流入

量の約半量が酸化分解するものと

されている。

そのため，油分が酸化分解す

るまで耕起・耕耘は避ける。

【参考】

●水田への油分汚濁の場合

油分は，一般汚濁物質と異なって，

水面に皮膜を作って浮遊する場

合が多い。

↓

【対策】(水田の場合)

①拡散を防ぐ

②油分の分解は1ヶ月間に流入

量の約半量が酸化分解されるた

め，土壌混和を避ける

③真水を導入して田面水を置換

する

『農林公害ポケットブック(改訂版)』(千葉

県平成3年出版)より

灌水等に使用

する【水】につ

いては，ｐH，

ECを確認後，

使用する。

ハウス等で除

塩する場合は，

ビニールをはず

し，雨水が入

るようにする。

!注意!

除塩に使用する地下水の指標値

ｐＨ 6.0～7.5

ＥＣ 0.4ｍＳ／ｃｍ 以下

※10a あたり必要な真水の量(砂畑地)

飽水状態:30t 乾燥状態:50t
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２）土壌分析

①ＥＣ測定方法（通常の方法）

分析手順 ①風乾土10gに蒸留水50mL添加

土壌に対する水の比 １：５ ②1時間振とう

③ＥＣメーターで測定

②ＥＣを至急に測りたい場合（土重量法）

・生土40ｇ＋蒸留水140ｍＬ（乾土：水＝１：５相当）

・30分振とう，または，ポリビンで2分間手振とう

・ＥＣメーターや簡易タイプで測定

【留意点】

●水分 25％（湿った畑圃場程度）と仮定しているため，若干の誤差が出る。

●実際測定する土壌の水分が多い場合は，ＥＣの値は低く出るので，注意する。

（２）園芸品目の塩害耐性

海水流入被害による除塩対象ほ場における作付の参考として，主な園芸品目の耐塩性

についてまとめた。耐性の判断はＣℓ（塩素）を指標としている場合が多い。

本県の主要品目では，イチゴは特に耐塩性が弱い。一方ダイコン，ネギ，ハクサイ等

はは比較的耐塩性があると判断される。トマト，ホウレンソウ，スイカ等のウリ類は，

中間程度の耐塩性を有するとみられる。

１）野菜等について土壌および用水中の塩素含量が作物の生育に被害を及ぼす限界濃度

分類 作物名 土壌中の塩素濃度 用水中の塩素

mg/100g ppm
メロン 目安40～50 200以内を目安

弱 イチゴ・インゲン・ニンジン 目安40～50 210以内を目安

レタス 104，160mgでは不可 210以内を目安

タマネギ 100mgでも健全 250 以内を目安

トウガラシ・サツマイモ

ソラマメ・バレイショ 目安50～60 250 以内を目安

中 ショウガ・ゴボウ・エンドウ

ナス 品質から目安50～60 300以内を目安

青ジソ 50以下を目安 170で障害発生

ホウレンソウ 目安100 300以内を目安

キャベツ 目安120 300以内を目安

スイカ・カボチャ・サトイモ 目安60～70 300以内を目安

トウモロコシ

強 トマト 70～100以下を目安 300以内を目安

ブロッコリー 90以下を目安 210程度

アスパラガス 90以下を目安 300程度

ダイコン 150以下を目安 300程度

ネギ 150以下を目安 700程度

ハクサイ 150以下を目安 300程度

極強 ササゲ 目安80～90 350以内を目安

ダイズ 目安90～110 350以内を目安

水稲 目安100～150 200～250
(香川県「農地への海水流入が農作物に及ぼす影響とその対策」一部改編 )
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各指標地の換算を参考として示す

【注１】土壌ＥＣ (ms/cm)への換算値は，概ね「土壌中のＣｌ (mg/100g)÷166」
(例 ) 作物名：イチゴの場合 土壌中のＣｌ 50mg／100gを目安

土壌ＥＣ＝50(mg／100g)÷166＝0.301ms/cm
【注２】土壌中ＮａＣｌ (mg／100g)の換算は，｢土壌中のＣｌ (mg/100g)×1.65｣
【注３】用水中ＮａＣｌ (％ )の換算は，｢土壌中Ｃｌ (ppm)× 1.65÷10,000｣

２）花き栽培用水中の塩素含量の目安

キクの用水指標 用 水：塩素（Ｃℓ）濃度で100～150ppm以内

バラの用水指標 さし木：塩素（Ｃℓ）濃度で100ppm以内

接ぎ木：塩素（Ｃℓ）濃度で 50ppm以内

（H5福岡県塩害資料より抜粋）

※塩害対策の詳細についてはH23.3.29付け，園芸作物の技術対策 (第２報 )，H23.4.4付
け (第３報 ) を参照

４ 飼料作物

飼料作物については，被災後の農地の排水状況，塩類濃度を踏まえ，耐湿性・耐塩性

を考慮して作付けする草種（イタリアンライグラス，ソルガム等）を選定して下さい。

なお，飼料用とうもろこしの播種が６月以降に遅れる場合には，奨励品種にこだわら

ず，相対熟度で１２５日以上の晩播適性の高い品種の選択に努めて下さい。

５ 農作業事故防止

１）4月1日から6月30日まで春の農作業安全運動期間です。

２）早めの保守点検・整備等を実施するとともに，震災後であることから一層の農作業

安全に努めてください。

３）農作業事故を未然に防止するため，あらかじめ地震に伴うほ場や作業道等のほ場周

りの損傷を点検し，農業機械の走行に支障がないかを確認して農作業を行ってくださ

い。


