４月の霜害対策
１

早 期水稲

（ １） 事前対 策
ア 育苗 ハウ スは密 閉し ，保温 に努 める。
イ 田植 え後 は，深 水に 湛水す る。

２

さ つまい も

（ １） 事前対 策
ア 苗床 及び 超早掘 のハ ウス， トン ネル栽 培は密 閉し ，保温 に努 める。
イ 貯蔵 庫は 地上， 半地 下式と も換 気口を ふさぐ 。
ウ 電熱 温床 のない 育苗 ハウス や超 早掘り 栽培（ 12月 ～１月 植付 ）では ，二 重被覆 や
補助加 温器 具等を 利用 し，保 温に 努める 。
エ 晴天 時の 夜間に は， 放射冷 却に よって 外気よ りも ハウス 内の 温度が 下が る場合 が
あるた め， 注意す る。
（ ２） 事後対 策
ア ハウ ス内 が高温 ・多 湿とな らな いよう ，適切 に換 気を行 う。

３

野

菜

（ １） 事前対 策
ア 露地 品目 では， 事前 に寒冷 紗や 不織布 等のべ た掛 け資材 で被 覆し， 霜害 を防止 す
る。ま た， 防風網 や防 風垣は ，冷 気が滞 留しな いよ うに裾 を空 けてお く。 豆類で は
不織布 等の 水平張 りで 霜害を 防止 する。
イ 施設 品目 では， ハウ ス内の 隙間 対策を 徹底し ，気 密性や 保温 効果を 高め る。
ウ 無加 温ハ ウスで は， 二重被 覆で の保温 やスト ーブ 等によ る補 助的な 加温 を行う 。
エ 晴天 時の 夜間に は， 放射冷 却に よって 外気よ りも ハウス 内の 温度が 下が る場合 が
あるた め， 注意す る。
（ ２） 事後対 策
ア 霜害 によ り草勢 が弱 ってい る場 合は， 草勢の 回復 や病害 予防 のため に液 肥や殺 菌
剤を散 布す る。
イ 豆類 では ，霜害 によ り芯が
止ま った場 合は主 枝の 更新を 行う 。また ，出 荷でき な
てつきよう
くなっ た莢 はすみ やか に摘 莢し ，草 勢の回 復を図 る。
ウ ハウ ス内 が高温 ・多 湿とな らな いよう ，適切 に換 気を行 う。

４

花

き

（ １） 事前対 策
ア 露地 品目 では， 事前 に寒冷 紗や 不織布 等のべ た掛 け資材 で被 覆し， 霜害 を防止 す
る。ま た， 防風網 や防 風垣は ，冷 気が滞 留しな いよ うに裾 を開 けてお く。
イ 施設 品目 では， ハウ ス内の 隙間 対策を 徹底し ，気 密性や 保温 効果を 高め る。さ ら
に，日 中の 換気を 徹底 し，茎 葉の 軟弱化 による 降霜 時の被 害発 生を抑 える 。
ウ 無加 温ハ ウスで は， 二重被 覆で の保温 やスト ーブ 等によ る補 助的な 加温 を行う 。
エ 晴天 時の 夜間に は， 放射冷 却に よって 外気よ りも ハウス 内の 温度が 下が る場合 が
あるた め， 注意す る。

（ ２） 事後対 策
霜害 によ り草勢 が弱 ってい る場 合は， 草勢の 回復 や病害 予防 のため に液 肥や殺 菌
剤を散 布す る。

５

果

樹

（ １） 事前対 策
ア 防風 樹（ 垣）は 下枝 を刈り 払っ て，冷 気が溜 まる のを防 ぐ。
イ 強い 霜害 が予想 され る場合 ，幼 木は樹 冠を不 織布 やこも で覆 う。
ウ 無加 温ハ ウスで は， 二重被 覆で の保温 やスト ーブ 等によ る補 助的な 加温 を行う 。
エ ハウ ス内 の隙間 対策 を徹底 し， 気密性 や保温 効果 を高め る。
オ 晴天 時の 夜間に は， 放射冷 却に よって 外気よ りも ハウス 内の 温度が 下が る場合 が
あるた め， 注意す る。

６

葉 たばこ

（ １） 事後対 策
ア 苗が 活着 する前 に心 葉まで 枯死 した場 合は， 苗を 植え替 える 。
イ

苗が 活着 してお り， 心葉を 含め て全て の葉が 枯死 した場 合は ，わき 芽を 伸ばし ，
下位節 のわ き芽の 中か ら勢い の良 いもの を１本 立て る。

ウ

施肥 量は 十分で ある ことか ら， 追肥は 行わな い。 また， 樹勢 が弱っ てい るため ，
当分の 間は 薬剤散 布を 控える 。

７

茶

（ １） 事前対 策
ア 事前 に防 霜ファ ンや スプリ ンク ラー等 の作動 状況 を点検 し， 不良箇 所は 修繕し て
おく。
イ 設定 温度 は，耐 凍温 度にあ わせ たもの とし， 過度 な高温 に設 定しな い。
ウ 防霜 ファ ンの故 障や スプリ ンク ラーの 目づま り等 がない か， 夜間に 必ず 巡回・ 点
検を行 う。
エ 幼木 園の 場合， 株元 への敷 き草 は寒暖 差によ る幹 割れ等 の被 害が発 生す る恐れ が
あるた め， 株元か ら離 して畦 間に 寄せる 。

（ ２） 事後対 策
ア スプ リン クラー の散 水停止 は， 茶株面 温度が プラ スに転 じた 時点と する 。
イ 霜害 を受 けた茶 園で は，基 本的 に整枝 は行わ ずに 芽の回 復を 待つ。
ウ 幼木 園で 幹割れ 等の 被害が 発生 したら ，速や かに 株元に 土寄 せを行 い， 被害発 生
部分を 土で 覆う。

