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Vol.８ 平成３０年作最終号（生育調査ほ結果） 
 

           ＊過去の記事は郡山市ホームページから見ることが出来ます。 

 気象経過 

      生育概況 

4月中旬～５月 

 日照時間は平年並みでしたが、気温が高く推移し、苗は
徒長傾向でした。4月5半旬に播種直後の高温による発芽
不良・やけ症状が発生し、まき直し事例が多く見られました。 
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   品質 

  JA福島さくらの検査結果では、12月14日時点の水
稲1等米比率は、90.6％（前年度83.9 ％）でした。2等
米以下に格付けされた主な理由は、カメムシ類による
着色が23％（前年度12％）、次いで、心白・腹白・充
実不足などの形質不良が17％（前年度12％）、整粒
不足が10％ （前年度52％）でした。 

こおりやまの米通信 検索 

  生育調査ほの収量と収量構成要素 

（１）「コシヒカリ」は平年に比べ穂数・もみ数が減少し
たため、収量はやや減少しました。 

（２）「ひとめぼれ」は平年に比べ登熟歩合・千粒重
がやや減少しましたが、もみ数が多く、収量はほ
ぼ平年並みになりました。 

（３）「天のつぶ」は平年に比べ穂数・もみ数が増えた
ため、収量は多くなりました。 

（４）「あきたこまち」は平年に比べもみ数がやや減少
したため、収量はやや減少しました。 

穂数 もみ数 千粒重 登熟歩合 精玄米重※１
(穂/㎡） (×100粒/㎡） (g) ％ (kg/10a)

H30 390 305 22.3 82 606

平年 433 314 22.4 83 614

H30 409 269 22.5 85 542

平年 462 250 23.2 90 523

H30 426 338 23.1 90 744

平年 402 289 22.9 92 670

H30 451 352 22.2 87 666

平年 442 361 22.5 88 710
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年次

H30 436 346 24.3 91

８月 

 高温により出穂期は平年より数日早まりました。 

 台風１３号（最接近８月９日）の風雨によりコシヒカリを
中心に内頴褐変病や風による擦れ籾が多く発生し、また
フェーン現象による白稃が目立つほ場が、西部山沿いの
ほ場を中心に見られました。 

 ８月下旬から９月上旬にかけて日照が少なく経過する
とともに、最低気温が高めで推移し籾の充実が低下しま
した。 

９月 

 台風２１号（最接近９月４日～５日）のフェーン現象によ
る籾枯症状や、止葉の枯れ上がりが見られました。 

７月 

 穂数は平年並みとなりましたが、多照等により㎡当たり
籾数は増加しました。 

 高温・少雨によってほ場の乾燥が進み、必要な用水量
が増加して用水の不足が発生し、一部ほ場では生育停止
や幼穂形成阻害が見られました。 

５～６月 

 高温・少雨により表層剥離が多くのほ場で発生しました。 

 一部ほ場では還元障害による生育遅延が見られ、前
年の収穫の遅れにより稲わらすき込みが遅延したこと等に
よるものと推測されました。 

 ６月中旬の低温により生育の停滞が見られましたが、
徐々に回復しました。 
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イネばか苗病の発生が増加しています。 

イネばか苗病に罹病した株は病気が進展すると生育途中で
枯死してしまいます。また、イネばか苗病の胞子は容易に拡散
することが知られており、感染株から500m以内のほ場は感染リ
スクがあるとされています。このため、イネばか苗病を放っておく
ことで近隣の生産者とのトラブルの原因ともなりえます。 

発生要因として、胞子が侵入した種籾の使用や、不十分な種
子消毒が考えられます。種子更新は毎年行い、必ず塩水選を
行ってから播種するようにしましょう。なお、未消毒種子を購入
した際は必ず適正な種子消毒を実施してください。 

また、種子感染することから採種ほ（喜久田町・日和田町）近く
でイネばか苗病が発生すると種子の安定供給が出来なくなりま
す。近隣の水田においては特にご注意ください（右図参照）。 

 

   イネばか苗病対策を徹底し、ばか苗病の発生拡大を防ぎましょう！ 

５ 

平成３１年度水稲採種ほ予定位置 

主食用米の消費量は毎年、減り続けていますので、高い価格に期待を込めて、一か八かで主食用米の生産を増
やすと、米価が下落し所得も減少します。安定した所得を確保するため、特に次の取り組みをお願いします。 
１ 備蓄米 「収穫前に、収入が見通せます」 

 2019年産の福島県優先枠は去年の約２倍「27,000トン」に増えました。 

 さらに、19年産実績が20～22年産までの優先枠として維持されます。（将来的な経営安定のため、今年の実績を残すことが重要。） 

２ 飼料用米 「水田活用の直接支払交付金を活用して収入確保」 

 「ふくひびき」は多収性で、倒れにくく、栽培しやすいので、おすすめです。 

全国各地で新しい水稲ブランド品種がデビューし
ていますが、そのほとんどは育成者から許諾をうけた
生産者しか生産・販売をすることができません。 

「つや姫」、「新之助」、「金色の風」など他県育成品
種の種子は福島県内で正規販売されていないため、
これらを生産した場合には損害賠償を求められたり、
懲役（最高10年）や罰金（最高1000万円、法人は最
高3億円）が課されることもあります。 

  主食用米を作りながら、備蓄米・飼料用米・加工用米で生産調整！ 

７ 

   種苗法を遵守しましょう ９ 

Tips 
Google map →白黒まあまあだけどフリーじゃない 
Yahoo map →白黒綺麗だけどフリーじゃない 
ＯＳＭ →フリーだけどきたない 
市役所ＧＩＳ →毎年申請が必要で白黒きたない 
 ので左記地図はエクセルで作成 

（１）ばか苗病対策（適切な種子消毒の実施） 
  ばか苗病は本田で発生すると薬剤で防除できませんので、種
子消毒を徹底してください。また、平成30年産種子から種子消毒
剤が｢もみ枯細菌病｣や｢苗立枯細菌病｣にも有効な剤に変更に
なりました。古い種子と同一の水槽で浸種しないようにしましょう。 
（２）紋枯病・稲こうじ病の予防的防除 
  紋枯病や稲こうじ病は、過去に発生したことがあれば、ほ場に
病原菌が残るため、より発生しやすくなります。窒素肥料の多用
を避け、出穂前の予防的防除に努めましょう。紋枯病に登録の
ある育苗箱施用剤もあります。 
（３）イネツトムシ等の成虫発生量に基づく適期防除 
  イネツトムシの防除適期は、7月中旬から8月頃です。直播等の
生育の遅いほ場や葉色の濃いほ場では、被害が大きくなるので
特に注意してください。 

 今年の稲作に向けて（平成３０年に目立った病害虫等の対策）  

８ 

   育苗用パイプハウスの雪害対策 ６ 

（１）事前対策 
 冬期間に使用しないハウスのビニルは事前
に除去しましょう。 
（２）筋交い直管による補強 
筋交い直管は、各アーチパイプと部品等で
固定し、下端部は必ず地面に30㎝以上埋め
込みましょう。 
（３）中柱(仮支柱)による補強 
 棟部に対し、左右バランスの良い位置に設
置し、支柱の根本は沈み込まないようブロッ
ク等を置きます。 

青色申告を始めて、収入保険制度を活用しましょう！ 

ＮＯＳＡＩ福島は、平成３１年１月１日から収入保険制度を開始しました。平成３１年に加入できる農業者は平成２９年の所得を青色申
告で行っている方のみです。現在青色申告を行っていない方は、平成３１年３月１５日までに最寄りの税務署に｢青色申告承認申請
書｣を提出し青色申告を行うことにより平成33年から加入することができます。 

問い合わせ先 青色申告・・・郡山税務署 ☎932-2041             確定申告支援・・・お近くのＪＡ福島さくら各支店 

          収入保険・・・ＮＯＳＡＩ福島 郡山田村支所 ☎933-3307 

ASAKAMAI 887 2018.11.27デビュー 

郡山産米「あさか舞」の価値を高める最高級ブランド米
「ASAKAMAI 887（アサカマイハチハチナナ）」。米作り
88の手間と独自に設けた７つの高い生産基準を全て満
たし、販売を開始しました。450g(３合)入り 

1,500円。郡山産杉材の３合枡を使った特 

別なパッケージは、贈答品として品薄にな 

るほどの人気商品となりました。 

安子ヶ島

日和田町

熱海町下伊豆島

喜久田

8

20

296

4

288

49

49

4
郡
山
Ｉ
Ｃ

岩根

八山田

本宮市

郡山市

日
和
田
町
高
倉

500m範囲

採種ほ場

郡
山
Ｊ
Ｃ
Ｔ

296

357


