
東北地方太平洋沖地震(３月１１日)に伴う園芸作物の技術対策(第1報)

農産園芸環境課
（協力：農業・園芸総合研究所）
平成２３年３月２８日

Ⅰ栽培技術対策

【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，下記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。
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）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。
５）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。

３．病害虫防除
１）気温の上昇とともに病害虫の発生が多くなるので，作物をよく観察し，必要に応じて適切に防
除を行う。

２）農薬が不足している場合は，所定の濃度範囲で薄めの希釈倍率で使用したり，病害虫の発生が
多い所だけスポット散布を行う。

３）灰色かび病の発生が懸念されるので，ハウス内湿度を高める夕刻の灌水を避け，薬剤の使用基
準に基づき散布する。

《主な作物の灰色かび病防除（登録のある防除薬剤を使用基準に基づき散布）》
①トマト

セイビアーフロアブル２０（1,000 ～ 1,500 倍・収穫前日まで・３回以内）
フルピカフロアブル（2,000 ～ 3,000 倍・収穫前日まで・４回以内）
ゲッター水和剤（1,000 ～ 1,500 倍・収穫前日まで・６回以内）
スミブレンド水和剤（2,000 倍・収穫前日まで・３回以内）

※ゲッター水和剤およびスミブレンド水和剤は，ともに成分ジエトフェンカルブを含んでおり，
トマトに対するジエトフェンカルブの使用回数は６回以内であるため，両剤を散布する場合は
散布回数に留意する。



②キュウリ
セイビアーフロアブル２０（1,000 ～ 1,500 倍・収穫前日まで・３回以内）
フルピカフロアブル（2,000 ～ 3,000 倍・収穫前日まで・４回以内）
ゲッター水和剤（1,500 倍・収穫前日まで・５回以内）
スミブレンド水和剤（1,500 ～ 2,000 倍・収穫前日まで・５回以内）

※ゲッター水和剤およびスミブレンド水和剤は，ともに成分ジエトフェンカルブを含んでおり，
キュウリに対するジエトフェンカルブの使用回数は５回以内であるため，両剤を散布する場合
は散布回数に留意する。

③イチゴ
セイビアーフロアブル２０（1,000 ～ 1,500 倍・収穫前日まで・３回以内）
フルピカフロアブル（2,000 ～ 3,000 倍・収穫前日まで・４回以内）
スミレックス水和剤（1,000 ～ 1,500 倍・収穫前日まで・３回以内）

【品目別技術（生産可能な施設・露地）】
１．イチゴ

１）出荷できない場合でも，赤くなった果実は収穫して灰色かび病発生を防止するとともに草勢を
維持する。

２）次作の親株は４月上中旬頃までに定植する。すぐに定植できない場合でも，液肥を７～１０日
ごとに施用しておき，できるだけ早く定植する。

２．トマト，きゅうり
１）果実は早めに摘果し，着果負担を軽減する。
２）凍害や低温障害で損傷を受けた枝葉は摘除する。また，側枝を伸ばすとともに追肥を行って樹
勢の回復を図る。

３．野菜苗
１）野菜の発芽温度は品目によって異なるので，下記の表を参考にする。停電により温床線が使え
ない場合は，適温になってから播種する。

表 不時抽だいをおこす苗令と温度

表 野菜類種子の最低、最適および最高発芽温度

２）化成肥料で追肥し，トンネルを被覆するとガス障害が発生することもあるので，日中換気した
り一度に多量の追肥を行わないように注意する。

４．露地野菜
１）春作にむけて畑の準備を遅れないように行う。
２）肥料が不足している場合は，堆肥を多く入れて，肥料の不足分をカバーする。

５．きく
１）低温障害を受けた場合は，病害を受けやすくなるので，殺菌剤を予防散布する。
２）停電により暖房機が稼動できない場合，生育初期であれば，ビニル等で被覆する。
３）重油不足の場合は，生育期で最低温度４℃程度，花芽分化期で最低温度 10 ℃程度になるように

管理する。



６．ばら
１）凍害を受けた茎は折り曲げて同化枝とし，新芽の発生を促す。
２）べと病や灰色かび病の発生が懸念されるので，ハウス内が過湿にならないようかん水量に注意
し，換気につとめ，予防的に薬剤散布を行う。

３）重油不足の場合は，最低温度 10 ℃程度になるように管理する。

７．鉢物・ポット苗
１）転倒，散乱した鉢やポットは速やかに原状を回復し，培土を補充するとともに，草勢回復のた
めの葉面散布を行う。

２）病害の発生が懸念されるので，ハウス内が過湿にならないようかん水量に注意し，換気につと
め，予防的に薬剤散布を行う。

８．果樹（地震後の樹体管理）
１）燃料，水，機械等の都合により，発芽前の休眠期防除が行えない事態が想定される。この場合，

リンゴでは，マシン油乳剤(97%以上の高度精製マシン油に限る)によるリンゴハダニ防除を発芽
後３週間まで 200 倍液の散布が可能である。また，マシン油乳剤を散布できない場合は，ハダニ
の発生動向を見極めて，ダニ剤の特別散布を行う。

２）ナシでは，休眠期防除が行えない場合，ただちに致命的な障害が発生する可能性は低いが，そ
の後の，黒星病，黒斑病の増加が懸念されるので，発生状況を観察しながら，早期に通常防除に
戻す。

３）モモでは，縮葉病対策として，休眠期に石灰硫黄合剤や有機銅剤の散布が必要であるが，発芽
前に散布できない場合は，発芽後なるべく早期に，チウラム水和剤（チオノックフロアブルやト
レノックスフロアブル等）を撒布する。

４）海水等が冠水した園地では，表層の泥等を可能な限り除去した上で，別紙，果樹研究所の資料
に準じて対応する。なお，灌水する水の EC は 0.4 以下であることを確認する。



Ⅱ 塩害技術対策

１．海水等流入地の状態について

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!



Ⅲ 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。

→

【簡易分析器材】

２ 土壌分析

●土壌中ＥＣ0.9ｍＳ／ｃｍ以上の圃場では，早急に除塩対策を実施。(Ⅱ 塩害技術対策参照)
土壌の採取法は常法に同じ。

通常分析 風乾土：蒸留水＝１：５

ｐＨ 6.8以下

ＥＣ 0.9ｍＳ／ｃｍ以下

施設土壌は硝酸態窒素の蓄積が多いため，海水の影響が比較的少ない場合でもＥＣが高めと

なる可能性がある。実測のＥＣから次式による計算値を差し引き判断する。硝酸態窒素濃度

はＥＣの抽出液を硝酸イオンメーターかＲＱフレックスで測定する。

硝酸態窒素由来のＥＣ＝（硝酸態窒素濃度 mg/100g ＋６．１）／３６．７

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

緊急に除塩する場合

●ＥＣ0.4ｍＳ／ｃｍ以上の場合，ナトリウ

ム 濃度を確認する

【確認方法】

ナトリウムカーディーでナトリウム分析し，

Ｎａイオン80ｐｐｍ以下の場合は，使用可能

とする（この場合 EC0.7程度）

※ＥＣ1.0ｍＳ／ｃｍ以上の場合は，緊急時

の除塩でも使用しない。

コンパクト

ｐＨメーター

コンパクト

ＥＣメーター

ナトリウム

カーディー

硝酸イオンメーター
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《現地で実施または分析時間を短縮したい場合

「生土重量法」にてｐ H 及び EC を測定で可能

生土４０ｇ＋蒸留水１４０ｍＬ（乾土：水＝１：５相当）で ３０分浸とう，またはポリ

ビンで２分間手浸とう。現地で計量する際はキッチンスケール等でも可

基準は通常分析と同様

水分２５％と仮定しているため，若干の誤差が出る。


