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◆ ９月下旬の降雨のため水稲の刈取

作業が遅れたことや１０月下旬の台風

などによって，麦類の播種作業の開始

が遅れたほ場が多くなりました。（図２）。 

◆ 播種後は，１１月下旬まで低温で経

過したため，平年より生育量が少なく，

１２月１５日現在の草丈，茎数は平年を

下回り，幼穂は確認されませんでした。 

図１ 麦類生育期間の半旬別気象経過（アメダス石巻） 
    ※ 実線 ： H２９～３０年，破線 ： 平年値  

播種期 ～ 越冬前 （１０月～１２月） 

◎ 播種作業の開始は例年よりも遅い 
◎ 10月下旬～11月下旬まで，低温傾向で経過                          
 → 草丈・茎数は平年を下回る  
   年内の生育量少 

１  気象経過と生育概況  

図２ 石巻管内の麦類の時期別播種面積 
 ※ 宮城県農産環境課調べ  
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表１ 生育調査ほの生育ステージ  

写真1  ２月１０日現在のシュンライ 

冬期間 （１月～２月） 

◎  １～２月も気温は低めに経過し，生育量は少なかった 
◎ 草丈，茎数は平年より小さ（少な）かった 
◎ 幼穂長は，ほ場によってばらつきがあったが，平年よりも短かった 

◆ この期間を通して気温は低めに推移したため，

大麦・小麦ともにあまり生育は良くありませんでし

た（図３）。 

◆ 草丈，茎数は大麦，小麦ともに平年より小さく

（少なく）なりました（図３） 。 

◆ 幼穂長は大麦，小麦ともに平年より概ね短くな

りました（図３）。 

越冬後 ～ 成熟期 （３月～６月） 

◎ 茎数，穂数は少ない傾向 
◎ 幼穂形成期は平年並～やや遅め 
◎ 成熟期はほとんどのほ場で平年並～やや遅め 

◆ 茎数，穂数は水沼のシュンライを除いて少なくなりました（図３）。 

◆ 幼穂形成期は平年並～遅くなりました（表１）。 

◆ 成熟期は真野のミノリムギを除いて平年より遅くなりました（表１） 。 

 ※ ＋は前年（平年）よりも遅いことを表し，－は前年（平年）よりも早いことを表す  
 ※ 平年：過去５年の平均 
 ※ 桃生（シラネコムギ）は，調査３年目のため平年値なし 

品種 播種日 幼穂形成期 減数分裂期 出穂期 成熟期

本年 10月28日 3月25日 4月23日 4月28日 6月8日

前年差 +7日   +9日   ±0日  -6日   +1日   

平年差 +8日   +10日   +2日   -1日   +1日   

本年 10月17日 3月15日 4月15日 4月23日 6月6日

前年差 -3日   +14日   -5日   -5日   +1日   

平年差 ±0日  +16日   -1日   -1日   +2日   

本年 11月2日 4月1日 4月27日 5月5日 6月21日

前年差 +13日   +10日   -1日   ±0日  +6日   

平年差 +12日   +8日   +3日   +2日   +8日   

本年 10月19日 3月21日 4月24日 4月28日 6月6日

前年差 -4日   +5日   +1日   -2日   -3日   

平年差 -6日   ±0日  +2日   -3日   -3日   

本年 11月13日 4月15日 5月6日 5月12日 6月27日

前年差 +8日   -3日   +3日   -3日   ±0日  

平年差 +26日   +9日   +6日   +1日   +4日   

本年 11月6日 4月14日 5月6日 5月11日 6月26日

前年差 +13日   -1日   +4日   -3日   +1日   
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図３ 生育調査ほの草丈（上）、茎数（中）及び幼穂長（下）の推移 

 ※ 平年：過去５年の平均 
 ※ 桃生（シラネコムギ）は，調査３年目のため平年値なし 
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表２ 生育調査ほの成熟期調査及び収量調査結果  

※ 子実粒厚大麦2.3mm，小麦2.4以上のデータ 
※ 平年：過去５年の平均値 
※ 桃生（シラネコムギ）は，調査３年目のため平年値なし 

収量及び品質   ◎ 収量は平年に比べ，大麦で並～やや少なく，小麦でやや多くなった 

            ◎ 品質は１・２等の割合が平年よりも高くなった 

◆ 穂長は大麦で平年並～長くなった一方で小麦は平年よりもやや短くなりました（表２）。 

◆ 穂数は水沼のシュンライを除き，平年よりも少なくなりました（表２）。 

◆ 収量は平年に比べ，大麦で並～やや少なく，小麦でやや多くなりました。農産物検査における１・２

等の割合は，大麦・小麦とも平年を上回りました。特にシラネコムギでは，昨年よりも１等の比率が高

くなりました（図４）。 

写真２  ４月９日現在の各調査ほの生育状況 

      シュンライ          シュンライ            ミノリムギ           ミノリムギ          シラネコムギ       シラネコムギ  
        （桃生）           （水沼）             （桃生）             （真野）             （小船越）             （桃生） 

写真３  成熟期頃の各調査ほの生育状況 

     シュンライ          シュンライ          ミノリムギ           ミノリムギ          シラネコムギ       シラネコムギ  
   （桃生 6/8）      （水沼 6/7）      （桃生 6/22）       （真野 6/14）      （小船越 6/26）     （桃生 6/25） 



図４ 石巻管内の検査等級別比率と収量の推移（JAいしのまき農産物検査課提供資料より）  

・・・・・・・・・・ Ｈ30年産麦類の作柄要因と次年度に向けた対策（ポイント） ･･・・・･･･・・   

○適期播種：適期 10月５日～20日  
○湿害対策の徹底：明渠，暗渠  
○麦踏みの実施：年内1回，年明け１～２回  
○適期追肥：幼穂形成期，減数分裂期，穂揃期（小麦のみ） 

次年度に向けた 対  策 


