【 果 樹 】の 【 台 風 】 対 策に つ いて
＜８月＞
農 業 経 営 支 援 課
【果樹共 通】
（１）予 想される被 害状況
園内 滞水に伴う 根系の枯 死及び樹 勢低下。
強風 による枝の 折損及び 落葉、落 果。
（２）事 前対策
① ほ 場へ の降 雨が 速や かに 排出 され るよう に園 内の 排水 対策 を徹 底す る。
② 防 風ネットの 点検を行 う。
③ 枝 の分 岐点 が裂 ける おそ れの ある 幼木や 高接 ぎ樹 では 、枝 葉を まと めて
結束 したり、分 岐部を縄 で８の字 型に縛っ ておく。
（３）事 後対策
① 結 束した枝は 、早めに 解いて蒸 れを防ぐ 。
② 幼木 ・ 若木 ・根 元か ら揺 さぶ られ た樹・ 倒伏 した 樹は 早急 に立 て直 し、
盛り 土、根締め を行い、 支柱で固 定する。
③ 枝折 れ 、枝 裂け した とこ ろは 切り 取り、 大き な傷 口に は塗 布剤 を塗 る。
④ 枝 が裂 けた もの は、 軽傷 であ れば 縄など でし っか り絞 って 固定 し、 回復
を図 るが、激し い場合は 切り取っ て切り口 に塗布剤 を塗る。
⑤ 落葉 の ひど いも のに は、 日焼 けを 防止す るた めに 、石 灰乳 を塗 布す る。

【かんき つ類全般】
（１）予 想される被 害状況
風傷 に伴う果実 や葉のか いよう病 発生。
マル チ資材の破 損。
黒点 病の増加、 褐色腐敗 病の発生 。
落葉 及び落果。
塩害 による樹勢 低下（沿 海地帯）。
（２）事 前対策
① 襲 来前に銅水 和剤の散 布を行う 。
② 温州 み かん など のマ ルチ 栽培 では 、被覆 資材 が風 であ おら れな いよ うに
土の う等で固定 する。
（３）事 後対策
① 襲 来前 の殺 菌剤 の散 布を 実施 して いない とこ ろで は、 銅水 和剤 の散 布を
行う 。
② 前回 の 黒点 病防 除か ら２ ５０ ｍｍ 以上の 降雨 があ った 場合 は、 収穫 前日
数に 注意しなが らマンゼ ブ水和剤 の散布を 行う。
③ 温州 み かん など 、褐 色腐 敗病 の発 生が懸 念さ れる 品種 では 、防 除を 実施
する 。薬剤の選 択にあた っては、 収穫前日 数に留意 する。
④ 塩 害 が懸 念さ れる 場合 は、 ６時間 以内 に ２～３ トン /10a以 上の 水で 洗い
流 す。 そ の 後落 葉 が発 生し た場 合は 、程度 に応 じた 摘果 （場 合に よっ ては
全摘 果）や枯れ 枝の整理 を行う。

-1-

【完熟き んかん】
基本的 な対策につ いては、 かんきつ 類全般に 準じて実 施する。
（１）予 想される被 害状況
幼果 の傷の増加 。
（２）事 前対策
防風 ネットを設 置し風を 弱めるよ うにする 。

【マンゴ ー ビニル 除去園】
（１）予 想される被 害状況
強風 による新梢 の折損及 び折損部 からの炭 そ病発生 。
風傷 に伴う葉の かいよう 病発生。
（２）事 前対策
① 襲 来前に銅水 和剤の散 布を行う 。
② 防 風対策とし て、ネッ トや寒冷 紗等の展 張を行う 。
（３）事 後対策
① 新 梢が 折損 した 場合 、発 生部 から 除去し 、炭 そ病 に効 果の ある 殺菌 剤を
散布 する。

【なし、 ぶどう、く りなど】
（１）予 想される被 害状況
落果 及び落葉。
葉や 枝に発生す る各種の 病害。
（２）事 前対策
① 棚 や防 風ネ ット の補 修を 早め に行 うとと もに 、棚 の揺 れの 激し いと ころ
は支 柱を立てて 結束する など補強 を行う。
② 側 枝等の棚へ の誘引を 見回り、 ゆるんで いる場合 は締め直す 。
（３）事 後対策
① 病気 の 発生 に注 意し 、防 除基 準に 準じて 襲来 後直 ちに 防除 を実 施す る。
収穫 が近い場合 は、収穫 前日数に 注意する 。
② 主枝 ・ 亜主 枝等 の太 枝が 裂け たも のでも 、毬 果・ 果実 の成 熟ま で枯 死し
な いと 見 込め る枝 は、 傷口 にゆ 合剤 を塗布 して ひも など で固 定し 、収 穫後
切 り離 す 。主 幹部 が折 れた もの は、 萌芽し た中 の２ ～３ 本を 育成 する 。台
木か ら萌芽した 場合は春 の切接ぎ の準備を 行う。
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