【野菜】の【台風・強風・大雨対策】について
農 業 経 営 支 援 課
【施設野 菜全般】
（１）事 前対策
①ハ ウスバンド を点検し、ゆる みがない よう、しっかり ビニル を押さえる 。
②ビ ニル破損や 隙間を点 検し、破 損箇所は 早急に補 修する。
③ ビニ ル の上 から 防風 ネッ ト等 を被 覆し、 ハウ スバ ンド 等で 固定 する と強
度 は増す。
④ハ ウス妻部に は筋かい を入れて 補強する 。
⑤強 風に より ハウ ス倒 壊の 危険 があ る場合 （２ ５ｍ 以上 の風 ）は ，押 さえ
バ ンドを切っ てビニル を除去す る。
⑥ハ ウスの周囲 は滞水し ないよう に排水溝 等を整備 する。
⑦防 風ネ ット の設 置し てあ るほ 場に おいて は、 根石 や支 線の 点検 を行 い風
雨 により強度 が低下し ないよう 対策を講 じる。
⑧ハ ウス 周囲 を点 検し 、強 風で 飛び そうな もの は片 付け ると とも に、 燃料
タ ンク等の付 帯設備が しっかり 固定され ているか を確認する 。
※収穫終 了後につい て
収 穫 が終 了 した ハウ スに つい ても 、破 損ビニ ルや ハウ ス内 のマ ルチ 等の 資材
が飛散し ないよう、 事前対策 を徹底す ること。

ハ ウス 妻 面の 防風 ネ ット 設 置例 ：
細か い ネッ トを 張 った 上 から 、 比較 的 大き な 目合 の ネッ ト で押 さ えて いる

（２）事 後対策
① 強風 が おさ まっ たら 、直 ちに 換気 を行い 、補 強で 使用 した 防風 ネッ ト・
寒 冷紗等も除 去する。
②ビ ニル 破損 等に より 生じ た、 傷害 果や幼 果は 摘果 して ，草 勢の 回復 を図
る。
③湛 水した場合 速やかに 排水を行 う。
④ 草勢 の 低下 や茎 葉が 損傷 する と病 害が発 生し やす いの で、 登録 農薬 を散
布 する。
⑤速 効性窒素肥 料を成分 で１０ａ 当り２～ ３ｋｇ施 す。
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【雨除け ピーマン】
（１）予 想される被 害状況
茎葉 の損傷、傷 果の発生 、落果等 による収 量・品質 の低下
（２）事 前対策
天井 ビニルを剥 ぎ、台風 に備える 。
（３）事 後対策
① ハ ウス ビ ニル ・防 風ネ ット ・寒 冷紗 等は直 ちに 除去 し、 通風 を良 くし て、
床面 を乾燥させ る。
② 枝 の折 れ たも のや 損傷 の激 しい もの は早目 に整 枝・ 剪定 し、 薬剤 散布 を行
う。
③倒れ た枝は上向 きに誘引 して、受 光態勢を 整え、草 勢の回復を 図る。
④傷害 果や幼果は 摘果して 、草勢の 回復を図 る。
⑤速効 性窒素肥料 を成分で １０ａ当 り２～３ ｋｇ施す 。
【いちご （育苗期）】
（１）予 想される被 害状況
・冠水 による病害 の蔓延
（２）事 前対策
①排水 溝等を設置 し、排水 に努める 。
② 寒 冷紗 ・ 防風 ネッ ト等 を苗 の上 に直 接かけ て、 風で 飛ば され ない よう 固定
す る。 ま た、 育苗 ハウ スの 周囲 に２ ～３ｍ の防 風ネ ット を設 置し 防風 対策
を講 じる。
（３）事 後対策
① 寒冷 紗・ 防風 ネッ ト等 の苗 の上 にか けてい た被 覆資 材を 、直 ちに 除去 し、
通風 を良くする 。
②苗の 冠部が土に 埋まった ものは， 速やかに 土を除去 する。
③雨風 に当たると 炭そ病等 の病苗が 増えるの で、病株 を早めに除 去する。
④ 草勢 の低 下に より 病害 虫の 発生 が心 配され るの で、 薬剤 散布 を実 施す る。
特に 土壌伝染性 病害に注 意する。
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【露地野 菜類全般】
（１）事 前対策
①表 面排水を速 やかにす るため、 排水溝の 整備を行 う。

排水対策②傾斜の大きいほ場のため、
表土流出軽減を目的にマルチで簡易集
水路 を 整備 し てい る 事例

排水対策①畦に直交に整備された排水路

排水対策③確実にほ場外に水を排
出 させ ま す。

排水対策⑤排水口の点検整備を行い
ま す。

排水対策④パイプの敷設で畦畔の崩壊
を防ぎ、ほ場外に水を排出させます。

排水対策⑥このような状態では排水口が
機 能 しま せ ん。
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②防 風ネ ット を設 置す るが 、支 柱や 支線の 点検 を行 い風 雨に より 強度 が低
下 しないよう 対策を講 じる。
③ほ 場内 外を 点検 し、 散水 機材 等、 しっか り固 定さ れて いる か確 認す る。
ま た、強風で 飛びそう なものは 片付ける 。
④ トン ネ ル被 覆さ れて いる 場合 は、 トンネ ルが 剥げ ない よう にバ ンド のチ
ェ ックや被覆 ビニルの 補修を行 う。強風 で飛びそ うなものは 片付ける

（２）事 後対策
各作物毎に 記載

【かんし ょ】
（１）予 想される被 害状況
畝 が冠水す るといも が変質す る
（２）事 前対策
・ 排水溝等 を設置し 、排水に 努める。
（３）事 後対策
① 冠水する といもが 変質する ので、冠水 した場合 は早急に 排水を行 う。
②根 が露 出し てい る場 合は 培土を お こない 、少量の 窒素肥料 を追肥して 、
草勢の回復を図るが、収穫可能な場合は追肥は行わず早めに収穫する。
【スイー トコーン】
（１）事 前対策
① 排水溝等 を設置し 、排水に 努める。
② 支柱をた てて、ひ もを張り 倒伏を防止 する
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倒伏対策①バインダーひもで株を挟み込
み ます 。

倒伏対策②トンネル支柱を利用して倒伏
防 止の ひ もを 張 って い ます 。

（２）事 後対策
生 育期
① 強風で倒 伏した場 合は、風が 治まり次 第立て直 す（倒れた ままにしな い）。
収 穫期
② 冠水した ほ場では 速かに排 水をを行う 。
③ 倒伏した 場合は、 上向きに 誘引する。
④ 肥大した ものから 早めに収 穫する。

【かぼち ゃ】
事後対 策
・ 強風で茎 葉が損傷 した場合 は殺菌剤を 散布する 。

【ばれい しょ】
（１）事 前対策
・ 排水溝等 を設置し 、排水に 努める。
（２）事 後対策
生 育期
① 強風によ り茎葉が 損傷した 場合は殺菌 剤を散布 する。
収 穫期
② 冠水した ほ場では 速かに排 水をを行う 。
③いもが肥大していれば早めに収穫する。収穫まで日数がかかるほ場につ
いては、 疫病・軟 腐病の予 防として薬 剤散布を 直ちに行 う。
【さとい も】
（１）事 前対策
①排水 溝等を設置 し、排水 に努める 。
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（２）事 後対策
①冠水 したほ場で は速かに 排水を行 い、早め に追肥を 行う。
②疫病 、軟腐病予 防の薬剤 散布を行 う。
③株元 まで冠水し た場合は 排水、マ ルチを剥 いでから 追肥、培土 を行う。
④根が 露出してい るものは 、早めに 追肥して 軽く土寄 せする。

【オクラ 】
（１）事 前対策
・排水 溝等を設置 し、排水 に努める 。
（２）事 後対策
播種後 ～生育初期
・苗立 ち枯れ病が 出やすく なるので 、殺菌剤 をかん注 する。
収穫期
①冠水 したほ場で は、速か に排水を 行う。
②倒伏 したら上向 きに誘引 し、傷 害果や幼 果は摘果し て、草勢の 回復を図る 。
③速効 性肥料を追 肥し、薬 剤散布を 行う。

【露地き ゅうり】
（１）事 前対策
①栽培 ほ場周辺に 防風ネッ トを張る 。
②排水 溝等を設置 し、排水 に努める 。
（２）事 後対策
① 枝の 折れ たも のや 損傷 の激 しい もの は早目 に整 枝・ 剪定 し、 薬剤 散布 を行
う。
②倒れ た枝は上向 きに誘引 して、受 光態勢を 整え、草 勢の回復を 図る。
③傷害 果や幼果は 摘果して 、草勢の 回復を図 る。
④速効 性窒素肥料 を成分で １０ａ当 り２～３ ｋｇ施す 。

【きゃべ つ、はくさ い】
事後対 策
・薬剤 散布を行い 、少量の 窒素肥料 を葉面散 布して草 勢回復を図 る。
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