
２ ０ ２ ０ 水稲技術情報（９ 月号） 

令和２年９月１０日 

県北農林事務所農業振興普及部 

１ 気象経過（アメダス福島）と気象予報 
（１）気象経過 

図１ 最低・最高気温の推移（４月～８月） 

図２ 積算降水量の推移（４月～８月） 

図３ 積算日照時間の推移（４月～８月） 

 

 

・5月 6半旬～6月 4半旬 高温 

・7月 3半旬～6半旬 低温 

・8月 1半旬  高温 

・梅雨入り 6月 11日ごろ 

 平年より 1日早い 

・梅雨明け 8月 2日ごろ 

 平年より 8日遅い 

・5月 6半旬～6月 4半旬 多照 

・6月 5半旬～7月 6半旬 寡照 



（２）気象予報 （令和２年９月３日仙台管区気象台発表） 

 ＜予想される向こう１か月の天候＞（9月 5日～10月 4日） 

向こう１か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率

は以下のとおりです。 

暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう 1か月の気温は高いでしょう。期間の前半

は気温がかなり高くなる見込みです。 

向こう１か月の降水量と日照時間はほぼ平年並みでしょう。 

 

 
 
２ 生育概況 
（１）育苗期～田植期 

   ・４月の低温により、一部のトンネル育苗においてムレ苗や苗立枯病が発生しましたが、全体的

な生育は概ね順調でした。苗の草丈は平年並みでしたが（平年比 99％）、地上部乾物重はや

や軽くなりました（平年比 95％）。育苗期の病気や高温によるやけ症状は、平年に比べ少発生

でした。 

   ・田植始期(5％)は、５月６日（平年差±０日）、盛期(50％)は、５月 17 日（平年差＋２日）、であり

概ね平年並みとなりました。 

 

（２）分げつ期 

   ・５月上旬に田植えが行われたほ場は、その後高温で経過したため活着は良好でしたが、４～５

半旬の低温期に移植されたほ場では活着がやや遅れました。 

   ・５月６半旬より高温で経過し、ガス湧き及び表層剥離が多発しました。分げつ期後半（７月中旬）

の草丈は平年より長く、茎数は平年よりやや多く、葉色はやや濃い状況でした。 

 

   表１ 作柄判定ほの生育状況（福島市下鳥渡 コシヒカリ） 

年 
移植

日 

6/19 7/15 
幼穂形成

始期 

出穂

期 
草丈 

(cm) 

茎数 

(本/㎡) 

葉色 

(SPAD値) 

草丈 

(cm) 

茎数 

(本/㎡) 

葉色 

(SPAD値) 

本年 5/13 41.4 314 38.4 81.1 470 37.7 7/15 8/10 

平年

差・比 
+１日 110% 100% 0 111% 105% +2.1 0日 +3日 
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表２ 水稲作柄解析試験の生育状況 (農業総合センター、郡山市） 

移植日 品種 年 
7月23日 

草丈(cm) 茎数(本/㎡) 葉色(SPAD値) 

5月15日 

コシヒカリ 
本年 68.6 593 32.4 

平年差比 93% 102%  1.7 

ひとめぼれ 
本年 64.8 587 35.6 

平年差比 95% 97%  0.6 

天のつぶ 
本年 62.0 508 34.7 

前年差比 92% 91% -2.0 

 

表３ 水稲作柄解析試験の生育ステージ(農業総合センター、郡山市） 

移植日 品種 年 幼穂形成始期 出穂期 成熟期 

5月15日 

コシヒカリ 
本年 7/25 8/14 - 

平年差比 +5日 +3日 10/1 

ひとめぼれ 
本年 7/16 8/6 - 

平年差比 +3日 +3日 9/20 

天のつぶ 
本年 7/16 8/7 - 

前年差比 +3日 +3日 9/22 

 

（３）幼穂形成期～出穂期 

・６月下旬～７月下旬まで気温は平年並みからやや低めに推移し、また断続的な降雨があった

ため、多くのほ場で適期に中干しを行えませんでした。また、日照時間も平年に比べ短く、福

島市下鳥渡のほ場では草丈が長くなり、また葉色が淡くなるのが遅くなりました。幼穂形成期

は、コシヒカリが７月 15 日（平年差＋０日）、ひとめぼれが７月９日（平年差＋１日）、天のつぶ

が７月 11日（平年差＋２日）でほぼ平年並みとなりました。 

・出穂始期(5％)は、８月６日（平年差＋６日）、盛期(50％)は８月 11 日（平年差＋５日）、終期

(95％)は８月 18 日（平年差＋４日）と平年より遅くなりました。８月からの高温により穂揃いは

良好でした。 

・品種ごとの出穂期は、コシヒカリが８月 10日（平年差＋３日）、ひとめぼれが８月１日（平年差 

＋２日）、天のつぶが８月４日（平年差＋１日）となりました。 

（４）刈取時期 

・出穂後に高温傾向で推移しているため、積算気温から判断すると刈取適期は平年より早くな

ると予想されます。 

・福島市飯坂、信陵、瀬上、鎌田、岡山、大森、平田地区ではアメダス福島のデータを、福島市

茂庭、大波、荒井、立子山、松川、飯野、川俣町ではアメダス二本松のデータを参考にしてく

ださい。 

  



   表４ 出穂期と積算気温からみた予想刈取適期 

品 種 
予想刈取適期(積算気温)＊ 

アメダス福島 アメダス二本松 

ひとめぼれ ９月 ３日(950℃) ９月 ４日(950℃) 

天のつぶ ９月１０日(1000℃) ９月１２日(1000℃) 

コシヒカリ ９月１４日(1000℃) ９月１６日(1000℃) 

＊：9/6まで実測値、9/7～は平年値を使用 

（５）作柄（８月 15日現在） 

・東北農政局が公表した水稲の作柄は、「平年並み」の見込みです。全もみ数（穂数×１穂当た

りもみ数）は、「平年並み」と見込まれ、登熟（開花、受精から成熟期までのもみの肥大、充実）

は、出穂後の気温が平年を上回って経過し、順調に推移しています。 

 

３ 病害虫の発生状況（福島県病害虫防除所） 
（１）いもち病 

・６月に２回、７月に５回の感染好適日が出現しました。 

・多くのほ場で葉いもちの発生がみられ、被害の大きかったほ場ではずり込み症状を呈しまし

た。 

・８月は高温で推移し葉いもちの進展も停滞したため、穂いもちの発生は、平年よりやや少ない

状況です。 

（２）斑点米カメムシ類 

    ・８月下旬の発生ほ場割合はが平年より高く、すくい取り数も平年を上回りました。     

（３）その他の病害虫発生概況 

・稲こうじ病 

・イネツトムシ 

平年より少ない 

平年並み 

・紋枯病 平年よりやや少ない 

４ 今後の栽培管理 

（１）収穫時期 

各品種の刈取適期はコシヒカリでは積算気温 1000～1050℃、ひとめぼれでは 950℃、天のつ

ぶでは 1000℃を目安とします（表５）。また、籾黄化率が 85～90％程度が刈取適期になります

（図４）。今後の経過に十分注意して適期に刈り取りを行いましょう。 

 

表５ 出穂期と積算気温の予想（アメダス福島） 

出穂期 950℃ 1000℃ 

7月 25日 8月 30日 9月 1日 

8月 1日 9月 5日 9月 7日 

8月 5日 9月 9日 9月 12日 

8月 10日 9月 16日 9月 18日 

8月 15日 9月 23日 9月 25日 

8月 20日 9月 30日 10月 3日 

      注）9/6まで実測値、9/7～は平年値を使用 

 

 

（２）収穫時の留意点 

図４ 刈取適期の穂 
     (籾黄化率 85～90％) 



・早朝に収穫すると、朝露が残っているため玄米水分率が高く、乾燥作業の際に燃料代がかさ

んでしまいます。朝露が消える午前１０時以降を目安に、無理のない収穫作業を行いましょう。 

・コンバインやバインダーの刈刃の高さに注意しましょう。低すぎると土等を巻き込んで、玄米の

汚損や放射性物質混入の原因となります。 

・クサネムの種子が玄米に混入すると異物混入となって等級が落ちる原因となります。収穫前

にはほ場を見まわり、抜き取りを行いましょう。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 水田でのクサネムの様子            図６ クサネムの種子 
 

（３）乾燥の留意点 

点火する前に籾水分をチェックしましょう。ムラなく仕上げるためには、籾水分 18％で乾燥機

を一度止め、籾毎の水分ムラを少なくさせてから仕上げ乾燥をする二段乾燥法を行いましょう

（夜間に乾燥機を停止させると、燃料効率も高まり、騒音防止にもなります）。籾水分 25％で送

風温度 40℃以下、毎時乾減率は 0.8％以下を目安にし、急激な乾燥による胴割れを防ぎましょ

う。 

 

（４）調製の留意点 

籾水分や穀温が高い状態で籾摺りを行わないでください。肌ずれや籾混入の原因となりま

す。籾摺機のゴムロールの間隔は、脱ぷ率 80％となるよう調整し、適宜、作業途中でも確認し

ながら作業しましょう。選別機は籾摺り機の処理能力に合ったものを使用し、籾の流量は能力

の７割程度としましょう。 

 

 

見直そう！農業機械作業の安全対策 

【令和２年９月１日～１０月３１日は秋の農作業安全運動の推進期間です】 
 

日々の作業の確認で事故を未然に防ぐことができます！特に死亡事故が多発している農

業機械作業について、日頃から確認をしておきましょう。 

□ 乗用型トラクターに作業機を付けた状態で公道を走行する際には、必要

となる灯火器を必ず設置しましょう。 

□ 農業機械は日常的・定期的に点検・整備をしておきましょう。 

□ 乗用トラクター使用時は、安全フレームと合わせてシートベルト・ヘル

メットの着用を徹底しましょう。 

 


