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畑地かんがい用給水装置の凍結防止対策

１１ 凍凍結結にによよるる破破損損事事例例（（ 印印：：破破損損部部分分））

例年，冬期に畑地かんがい用給水装置の凍結による破損が発生しています。凍結による
給水装置破損の修復は使用者の負担となるため，下記の「使用後の給水装置における各バ
ルブの開閉操作」を参考に給水装置内の水抜きを確実に行い，破損防止に努めてください。
また，給水装置内の水抜きと併せて，装置全体を布等でくるみ保温を行うことも凍結防止

に効果的な対策です。

２２ 使使用用後後のの給給水水装装置置ににおおけけるる各各ババルルブブのの開開閉閉操操作作とと保保温温例例
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　 曽於地域では，約9, 000haの畑地にかんがい施設を整備する畑かん事業も，曽於東部に
続き曽於南部も完了(令和４年度は繰越事業のみ)し，曽於北部を残すのみとなり，終盤とな 
っています。年々，水利用面積も拡大しています。
　 これまでの水利用実証で，①単収が約２～３割アップした。 ②品質が向上した。等の成果
が確認されています。

今回は，便利な畑かん器具として定流量停止弁について紹介します。

便利な畑かん器具の紹介（定流量停止弁）

１１ 定定流流量量停停止止弁弁ととはは

２２ 定定流流量量停停止止弁弁ののメメリリッットト

３３ 定定流流量量停停止止弁弁ののデデメメリリッットト

写真

写真

かん水器具に取付けた定流量停止弁

定流量停止弁のアップ写真

（１）�定流量停止弁という器具の名称のとおり，
一定量の水量が散水されると， 自動で散
水を停止する器具です。

（２）�ロールカーのように， 一定の距離を進むと
散水を停止する畑かん器具では必要では
ありませんが，レインガンや噴射ホース (多
孔式散水ホース ) 等では， 非常に便利
な畑かん器具です。

（３）�タイマー式と異なり， 任意に自分が決めた
水量を散水すると停止します。

（１）�手動ですが， 目盛り（１ｔ単位）を， 自分で
設定すれば， その水量を散水すると自動
で散水を停止します。

（２）�他の作業をしていて止めるのを忘れてい
たということがなくなります。

（３）畑かん事業の補助対象の器具です。
（４）�給水栓とかん水器具の間に取り付けること　　

により使用できます。

（１）�定流量停止弁を， 給水栓とかん水器具の間に設置すると， 一定量の散水量で，
強制的に電磁弁を閉めます。 そのため， 給水栓とかん水器具の間に， 強い水圧
がかかることになり， 器具の継ぎ手等の破損に注意が必要です。

（２）�自動停止とはいえ， 設置直後， 中間， かん水終了予定時に， 前記の理由で目視
での確認をお勧めします。

　　 （現状では， この目視確認は， 他の畑かん器具でも推奨しています。）
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いちごの健全苗の確保（10～５月）

１１ 親親株株のの確確保保・・植植ええ付付けけ

炭炭疽疽病病菌菌はは
ここここににたたくく
ささんんいいるる

２２ ラランンナナーー発発生生促促進進

▲

▲

台台風風やや豪豪雨雨

▲

台台風風やや豪豪雨雨

未未発発病病 発発病病！！

44月月 55月月 66月月 77月月 88月月 99月月

治療剤

予防剤+治療剤

防防除除ししなないい場場合合

効効果果的的にに防防除除しし
たた場場合合

発発病病のの立立ちち上上ががりり時時期期

予防剤

1100月月 1111月月 1122月月 11月月 22月月 33月月 44月月 55月月 66月月

図１　育苗期の大まかな作業スケジュール

秋秋
植植
ええ

差差
しし
苗苗

定定植植 養養成成期期間間 ラランンナナ－－伸伸張張

元元肥肥 追追肥肥 追追肥肥 追追肥肥

定定植植 養養成成期期間間 ラランンナナ－－伸伸張張

追追肥肥元元肥肥

３３ 病病害害虫虫防防除除

萎黄病（葉の不揃い）

親親株株用用苗苗

原原種種苗苗購購入入 親親株株定定植植 採採苗苗 本本ぽぽ定定植植

②③④⑤ ⑥⑦②③④①

①健全親株の確保

②培地の交換，培地消毒消毒

防草シート，マルチ張り

③高設採苗，高設育苗

④ポット，プランター等の消毒

⑤罹病苗の除去

⑥本ぽの土壌消毒

⑦罹病株の除去

図２ 生育ステージごとの防除対策（萎黄病）

親親株株床床 育育苗苗ほほ 本本ぽぽ

発発病病のの開開始始期期

発発病病数数

　　親株は， 前年に育苗した健全な子苗を利用
し， 計画的にウイルスフリー株苗を更新しましょ
う。 自家育苗株を利用する場合， ①小葉がねじ
れたり， 大きさが違う株②生育が悪く， 葉の縁や
葉柄の基部が褐変した株③芽の部分が異常な株は除いて植え付けましょう。
　� 10月（図１参照） に植え付けると腋芽数が多くなるため生産性の高い親株が確保できます。
確保出来ない場合は本ぽからの秋ランナー（天井ビニル被覆後の発生ランナー）を利用します。
遅くとも３月までには定植しましょう。 親株床は無病地を選定し， 土壌消毒を行います。 近年，
萎黄病の発生が増えてきているので発生ほ場では親株の交換を行いましょう。

（１）親株の休眠打破
　�　�親株の休眠は， 冬季の低温に遭遇することで
　　�打破されるので， 無加温のハウスに２月頃放
　　�置しておけば， 十分にランナーが発生します。
（２）ジベレリン処理
　　�ジベレリン散布（50ppm， 10ml/ 株）することでランナーの発生が増える品種もあります。
（３）発根促進
　　��過湿による根腐れ対策が重要になります。 活着をスムーズに行わせ， 白根の確保と発根

を促進するため， カルシウム資材や発根促進剤を散布します。
（４）親株管理
　　��芽数は２芽程度に整理し， 強いランナーの発生を促します。 花房が出蕾したら， 速やか

に除去します。 親株の土壌乾燥や肥料切れはランナーの発生が悪くなるので樹勢をみな
がら１か月間隔で追肥をします。

　�春先の新葉が動き出す前 （２月頃） から炭疽病の防除を開始し， 必要に応じて本ぽで問
題になるハダニ類やうどんこ病の対策やアブラムシ類の防除を行いましょう。
　�近年温暖化に伴い， ２ ・ ３月～育苗期間中の気温上昇により， 炭疽病の発生が前進化
しています。 また， 豪雨等により， 炭疽病の被害が拡大しています。 10 日おきの定期的な
散布と豪雨前後の散布を組み合わせて予防散布を行いましょう。 併せて萎黄病や炭疽病の
疑わしい株は除去しましょう。
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茶の秋冬防霜について

１１ どどんんなな茶茶園園がが要要注注意意かか

33 防防霜霜のの準準備備

（１）秋整枝後の気温が高めに推移し，耐凍性の獲得が遅れる年
（２）寒気が停滞しやすい茶園（盆地やくぼ地）
（３）被害を受けやすい品種（冬芽が遅くまで動いている）
（４）更新園などの芽重型の茶園

一番茶を安定的に生産することは，茶業経営上，最も重要です。
しかし，一番茶期に霜害が発生した場合，一番茶の減収，品質低下はもちろん，
二・三番茶へも影響を及ぼします。
気象状況や茶の耐凍性獲得状況等を考慮しながら，一番茶芽を守りましょう！

図2.センサーの設置位置

2 昨昨年年度度のの日日平平均均気気温温とと耐耐凍凍性性温温度度のの推推移移

図1.日平均気温と耐凍性温度の推移

右図は令和3年度に冬芽の耐凍
性を検定した結果です。気温低下
とともに耐凍性は高まり，1月下旬
には最も強い耐凍性を獲得してい
ます。品種別では，晩秋期には「や
ぶきた」に比べ「ゆたかみどり」「さえ
みどり」の冬芽の耐凍性獲得が遅
れます。この時期に急激な冷え込
みがくると凍害の恐れがあるため，
防霜対策が重要となります。また，
過度な防霜は耐凍性の獲得が遅
れる場合がありますので，注意が
必要です。
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（１）�センサーは， 茶株内に埋もれないよう， 板の上に設
置する （図 2）。

（２）�センサーは， 圃場の周辺部を避けて， なるべく冷え
やすい場所に設置する (外縁部から 3m以上内部 )。

（３）�スプリンクラーの場合， 散水が周辺の道路に飛散し
ないように対策する。

（４）�防霜開始前に装置 （センサー及び防霜ファン， スプ
リンクラー等） が正常に作動するか必ず確認する。

（５）�設定温度は冬芽の耐凍温度より， 一般茶園では
2℃， 中切りや深切りを実施した更新園は 4℃高めに
設定する ( ※スプリンクラー防霜の場合， 0℃制御活
用した節水型防霜を行う )。

曽於畑かんセンターだより
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自給粗飼料の増産で，飼料高騰に備えよう

２２．．ほほ場場フフルル活活用用のの栽栽培培体体系系
（（イイタタリリアアンンラライイググララススのの極極早早生生・・中中生生品品種種とと夏夏作作ソソルルゴゴーー組組合合わわせせ））

１１．．若若手手肉肉用用牛牛生生産産者者のの意意識識調調査査かからら見見ええててききたたもものの
（（ＲＲ４４べべぶぶ講講座座アアンンケケーートトよよりり））

３３．．皆皆でで必必要要なな自自給給粗粗飼飼料料をを確確保保ししよようう！！

Ｐｏｉｎｔ！

対応策

42%

13%

16%

29%

飼料畑の

増加
増収の工

夫
畑がない

変化なし

自自給給粗粗飼飼料料をを増増ややすす取取りり組組みみををししたたかか？？

21%

38%

17%

24%
0%

余っている

足りている

余裕はない

足りない

全く足りない

自自給給粗粗飼飼料料のの確確保保状状況況はは？？

今，一層の取り組みで，粗飼料確保をする必要があります！

１．早生の専用品種で，早期に秋冬作を作付する
２．年1回は深耕や土壌改良資材投入で，土壌管理を行う

課題

１．飼料畑が足りない
２．自給飼料の品質が不安定
３．必要量が確保できない
４．濃厚飼料を減らし，粗飼料で代替する
５．ロールの売買ができるのか？

裏作，輪作の検討
粗飼料の記録，分析
飼料給与診断など

実施の際は，畑かん
センターにご相談ください！

水を利用した営農で日本一の畑作産地を築こう！
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ヒリュウ台大将季の特性（加温栽培）

１１ 樹樹のの大大ききささはは？？

２２ 果果実実のの品品質質はは？？

糖度 クエン酸
ヒリュウ台大将季 12.8 0.80
カラタチ台大将季 11.0 0.66
ヒリュウ台大将季 11.8 0.56
カラタチ台大将季 11.0 0.66
ヒリュウ台大将季 12.0 0.79
カラタチ台大将季 11.0 0.84

令和元年

令和２年

令和３年

　�かんきつは， 通常， 早く着果させるためカラタチ台木に接木してあります。
　�カラタチの変種であるヒリュウを台木にした場合， カラタチを台木と利用した場合より， 地上部
の生長が抑制され低樹高化（図１）や， 着花（果）の安定や果実品質の向上に優れていること
が明らかになっています。

　今回， 管内でヒリュウを台木としている加温栽培の大将季（不知火）の事例を紹介します。

　�産地では， 産地パワーアップ事業や果樹経営支援対策事業を活用してヒリュウ台大将季へ
の改植を進めています。

　�樹冠容積が大きいほど，
樹が大きいということです。
　�ヒリュウ台は（図２）カラタチ
台（図３）と比較して樹冠容積
は小さく，樹高も低くコンパクト
になります。
　�但し，ヒリュウ台は，樹が小
さいので１本当たりの収量が
少なくなります。 そのため，
収量を確保するため植栽本
数は多くなります。

図２　ヒリュウ台大将季
　　　�樹齢９年生
　　　��樹冠容積2.78㎜3

　　　��樹高2.1m

図３　カラタチ台大将季
　　　�樹齢６年生
��������樹冠容積10.78㎜3

��������樹高2.6m

　�過去３カ年の調査でヒリュウ台は糖
度でカラタチ台より 0.8 ～ 1.4 度高く
なりました。 また， クエン酸はヒリュウ
台とカラタチ台は同程度でした。

図１　ヒリュウ台導入による低樹高栽培事例

曽於畑かんセンターだより
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新たな農業者の育成

１１ 新新規規就就農農者者励励ままししのの会会

曽於市新規就農者励ましの会 志布志市新規就農者励ましの会

２ 令和３年度県農業青年会議

プロジェクト発表の部最優秀賞表彰 輝けトークの部最優秀賞表彰

　�７月６日に曽於市の， 7月12日に志布志市の新規就農者励ましの会が開催されました。
　�当日は， コロナ対策のため参加者を限定しましたが， 市長をはじめ農協などの関係機関や
指導農業士， 農業青年クラブの代表が参加して， 市長から記念品贈呈等が行われました。
　�大崎町で計画していた新規就農者励ましの会は， コロナ禍で延期になっていますが， 今年
度の対象者は， 曽於市１２人， 志布志市１２人， 大崎町１人の計２５人で， ご夫婦で励まし
の会に参加される方も多く， 農業公社修了生やＵターン， 定年帰農者など多様な方々が新
規就農しました。 　
　�今後は， 関係機関や指導農業士， 農業青年クラブ員等と連携して研修会や巡回指導な
どを行い， 新規就農者の経営が早期に安定できるように支援を行っていく予定です。

　�令和３年度の鹿児島県青年農業者会議は， 新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
Ｗｅｂ開催され， 曽於地区からは青年プロジェクトと輝けトークにそれぞれ２名の農業青年が
発表しました。
　�プロジェクト発表の部では，曽於市ヤングファーマーズクラブの前田一勝さんが最優秀賞を，
三枝幸一郎さんが優秀賞を受賞され， 輝けトークの部では， 志布志市ブルーファーマーズク
ラブの遠迫正和さんが最優秀賞を， 福末幸平さんが優秀賞を受賞され， 新規就農者励ま
しの会と併せて表彰が行われました。
　�プロジェクト発表の部の前田一勝さん， 三枝幸一郎さん， 輝けトークの部の遠迫正和さん
は県の代表として令和５年１月に開催される九州大会でも発表される予定です。

水を利用した営農で日本一の畑作産地を築こう！

曽於畑かんセンターだより
令和4年10月発行第59号
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畜産農場における防疫対策を徹底しましょう！

１１ 畜畜舎舎等等のの消消毒毒のの徹徹底底

毎月29日は，県内一斉消毒の日！

★畜産農家の皆様へ★

畜畜舎舎周周囲囲へへ
のの石石灰灰散散布布

畜畜舎舎のの消消毒毒

出出入入りり車車両両のの
消消毒毒

２２ 飼飼養養衛衛生生管管理理基基準準のの遵遵守守

○畜舎出入時の手指・作業衣・靴の消毒，畜舎専用衣服・靴着用，車両の進入制限

○農場周囲の柵設置，畜舎・堆肥舎等の防鳥ネット設置
除草や木の伐採等の環境整備，衛生害虫（ネズミ・昆虫）の侵入防止と駆除

日日々々のの注注意意事事項項

・ �海外ではアフリカ豚熱や口蹄疫が継続的
に発生し， 国内では豚熱等の発生が確
認されています。

・ �本県においても， 令和３年11月， 令和４
年 1 月に 「高病原性鳥インフルエンザ」
が養鶏農場にて発生しました。

・ �家畜伝染病の侵入 ・ 発生を防止するた
め， 防疫対策を徹底しましょう！

・ �人による病原体の持ち込み ・ 伝搬や野生動物等からの病原体感染を防止するため， 飼養
衛生管理基準を守りましょう！

曽於畑かんセンターだより

水を利用した営農で日本一の畑作産地を築こう！

令和4年10月発行 第59号
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