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今年、喜界島は「50年に一度の災害」「50年に一度の災害」「50年に一度の災害」「50年に一度の災害」といわれる大雨に直面しました。。
この大雨は、家屋の被害や土砂災害等の大きな爪痕を残しました。島の基幹作物であるさとうきびをはじめ
収穫間近であったゴマなどの農作物にも被害を及ぼし、その損害は雨による被害としては過去に例を見ないも
のとなりました。
さとうきびの圃場においては、写真のような大きな被害を被った圃場も至る所に見受けられます。
災害による被害は大きな「減収要因」「減収要因」「減収要因」「減収要因」のひとつです。
そこで「減収」「減収」「減収」「減収」を補償するために共済制度と呼ばれるものがあります。過去には無かった台風以外の自然災害
も今後は「減収要因」となりうる現在、あらためて「共済」「共済」「共済」「共済」への加入を検討してみてはいかがでしょうか？
現在は以前に比べると、少ない掛け金から加入出来る設定もされ農家負担は軽減されてきてます。

もしものために！！！もしものために！！！もしものために！！！もしものために！！！
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さとうきび通信
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本 年

本 年本 年

本 年 32.932.932.932.9 26.426.426.426.4 29.029.029.029.0 22.022.022.022.0 33.133.133.133.1 26.726.726.726.7 29.429.429.429.4 564.0564.0564.0564.0

平 年

平 年平 年

平 年 31.331.331.331.3 26.026.026.026.0 28.328.328.328.3 153.3153.3153.3153.3 31.931.931.931.9 26.026.026.026.0 28.628.628.628.6 105.7105.7105.7105.7

平年との差
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平年との差 ＋ 1.6＋ 1.6＋ 1.6＋ 1.6 ＋ 0.4＋ 0.4＋ 0.4＋ 0.4 ＋ 0.7＋ 0.7＋ 0.7＋ 0.7 －131.3
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－131.3 ＋ 1.2＋ 1.2＋ 1.2＋ 1.2 ＋ 0.7＋ 0.7＋ 0.7＋ 0.7 ＋ 0.8＋ 0.8＋ 0.8＋ 0.8 ＋458.3＋458.3＋458.3＋458.3
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9月4日の集中豪雨により、喜界町の全域に亘り被害が出まし
た。キビ作農家の方々におかれましても被害は少なくないかと思
われます。土砂・土石・流木が流れてきている圃場も確認されて
います。それら堆積物は、刈入れ作業を困難にする原因になると
思われます。
これから刈入れ時期まで、忙しく大変な事とは思いますが、今一
度圃場の見廻りをして頂き、圃場に土砂・土石・流木等があり、
ハーベスターの作業等に支障をきたす恐れのある場合は撤去を
お願い致します。

備備備備 ええええ ああああ れれれれ ばばばば 憂憂憂憂 いいいい なななな しししし ！！！！！！！！

4444日の記録的短時間大雨も「日の記録的短時間大雨も「日の記録的短時間大雨も「日の記録的短時間大雨も「50505050年に一度の災害年に一度の災害年に一度の災害年に一度の災害」と言われますが、この先」と言われますが、この先」と言われますが、この先」と言われますが、この先50505050年が安泰とはいえません！年が安泰とはいえません！年が安泰とはいえません！年が安泰とはいえません！
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年度・作型別面積の推移について

夏植 春植 株出 合計

夏植・秋植⇒栽培期間（約16～18ヶ月） 株 出⇒栽培期間（約12ヶ月）

栽培期間が長期、茎長が長く台風襲

来時に倒伏するため折損等の被害が

少ない。生産量が安定している。

栽培期間が短期、茎長が短く台風襲

来時に折損等の被害が夏、秋植より

大きい。気象条件に左右され、生産

量が不安定。

近年春植・株出体系の確立や株出管理機の普及、一芽苗

等の補植技術の向上により株出面積が増加した。一方で

干ばつや秋雨等の気象要因による植付の遅れ等により、

徐々に夏・秋作付面積が減少傾向にあります。
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後記
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今年は製糖期が4月下旬近くまで延び、株出管理・春植が遅れ気味であったが、5月初旬の梅雨入後1ヶ月近く降雨が無かった事が管理作業の遅れ

を取り戻す形となった。例年になく農家の方々が畑に入って管理している姿を見かける機会が多かったように思われます。また、管理作業が終わっ

た頃合いを見計らったように恵みの雨もあり、順調な伸びを見せていました。

梅雨明け後の干ばつで緩慢となったさとうきびの生育も8月の降雨で回復基調を見せ順調な伸びを見せていたところに今回の豪雨！

「人間万事塞翁が馬」とは中国の故事ですが、地球温暖化のあおりを受け気象災害においてもこれまでの常識が通用しない環境になりつつありま

す。収穫までの間、願わくは台風をはじめとする大きな気象災害に見舞われず、さとうきびが順調に生育することを祈るばかりです。

植植植植 付付付付 にににに つつつつ いいいい てててて
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黒穂病 モザイク病 葉焼病 さび病

NiF　８ 強 強 強 強

Ni　２２ 中 やや強 強 やや強

Ni　２３ 弱 強 強 やや強

◆病害抵抗性

NiF

NiFNiF

NiF 8

88

8

＊早熟、高糖、

＊早熟、高糖、＊早熟、高糖、

＊早熟、高糖、

多収で可製糖量

多収で可製糖量多収で可製糖量

多収で可製糖量

が多く、主要病

が多く、主要病が多く、主要病

が多く、主要病

害に対する抵抗

害に対する抵抗害に対する抵抗

害に対する抵抗

Ni

NiNi

Ni 23

2323

23

Ni

NiNi

Ni 22

2222

22

＊発芽、生育初

＊発芽、生育初＊発芽、生育初

＊発芽、生育初

期からの茎伸長

期からの茎伸長期からの茎伸長

期からの茎伸長

が良い。早期高

が良い。早期高が良い。早期高

が良い。早期高

糖で

糖で糖で

糖で １２月収

１２月収１２月収

１２月収

穫も可能。

穫も可能。穫も可能。

穫も可能。

＊発芽が良く、

＊発芽が良く、＊発芽が良く、

＊発芽が良く、

茎伸長に優れ、

茎伸長に優れ、茎伸長に優れ、

茎伸長に優れ、

可製糖量が多

可製糖量が多可製糖量が多

可製糖量が多


