
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町７月１５日） ( )内は平年値  

作物名 
遅速 
日数 

生育および作業状況  生育期節 

秋まき小麦  早 1 
稈長 81.6 (82.1)㎝ 穂長 8.1(9.0) ㎝ 

穂数  766(672)本/㎡             
乳熟期 7/3(7/3) 

春まき小麦   稈長 79.3 ㎝穂長 8.3 ㎝  穂数 719 本 /㎡  

馬鈴しょ 早 1 茎長 65.7 (63.1)㎝ 茎数 3.7 (3.8)本 開花期 6/30(6/30) 

大  豆 早 3 茎長 42.2 (35.3)㎝ 葉数 6.8 (5.7)枚  

小  豆 早 2 茎長 14.6 (12.1)㎝ 葉数 5.7 (5.1)枚  

菜  豆 

（金時） 
±0 茎長 37.3 (35.2)㎝ 葉数 4.0 (4.0)枚 

開花始 7/13(7/13) 

開花期 7/16(7/16) 

てん菜 (移植 ) 早 6 
草丈 60.1 (57.8)㎝ 葉数 24.3 (23.1)枚 

根周 25.7 (21.4)㎝ 
 

てん菜 (直播 )  草丈 38.2cm 葉数 16.0 枚  根周 13.7cm  

牧  草 早 2 草丈 34.9 (32.6)㎝ １番収穫終 7/5 (7/ 6)  

飼料用とうもろこし 早 3 草丈 161.3(142.8)㎝  葉数 13.8(12.9)枚  

ながいも(マルチ) ±0 
種子重 59.4 (57.3)g 茎葉重 116.9 (111.7)g  

いも長 22.5(22.8)㎝ いも 23.6 (21.8)いも径 12.6(12.9) 
 

たまねぎ 早 1 
草丈 80.8 (81.3)㎝ 葉数  9.1 (8.4)枚 

葉鞘径  21.8(19.4)mm 球径  4.7(3.7)cm 

肥大始 7/10(7/10) 

肥大期 7/13(7/14) 

 

畑 作 
１ 小  麦  

生育は平年よりも１日早く推移しています。ほ場を観察し登熟状況に応じた適

期収穫に努めてください。倒伏した小麦は低アミロと細麦粒混入の恐れがありま

す。正常な麦と混ぜないよう品質向上を図りましょう。 

 (1) 赤かび病の防除   

本年産は出穂のバラツキが大きく遅れ穂がめだちます。赤かび病に罹病する  

恐れがある場合は、臨機防除を実施しましょう。  

表１ 赤かび病の防除例  

防除時期 農薬名 使用濃度 使用時期 回数 

臨  機（登熟期間） チルト乳剤 25 1,000～ 2,000 倍 収穫３日前 ３回以内 
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２  てん菜  
生育は平年より６日進んでいます。生育は順調で葉数と根周は平年を上回って

います。高温多湿条件で褐斑病の発生が懸念されます。ほ場を良く観察し病害虫

の発生に応じた適期防除に努めてください。  

(1) 病害の防除 

褐斑病は前作または前年隣接ほ場で罹病残渣のすき込みした場合、初発が早

まり被害が広がる恐れがあります。ほ場の発病状況を確認し発生初期には遅れず

に防除します。ＤＭＩ剤に対する低感受性菌の発生が確認されているため、分類

の異なる薬剤とのローテーション防除に心がけましょう。  

表２ 褐斑病防除薬剤例  

薬  剤  名 分  類  薬剤特性 使用倍率 
使用基準 

（収穫前・以内） 
褐斑病  斑点病  

カスミンボルドー 

カッパーシン 

無機銅・ 

抗生物質 

浸透性  

予防治療 
800 倍  7 日前・ 5 回  ○  ○  

※カスガマイシンを含むカスミン液剤、カスミンボルドーの総使用回数５回以内とする。  

※ＤＭＩ剤は、低感受性菌の発生が確認されているため、連用せずに分類の異なる薬剤とのロ

ーテーション防除を実施する。  

※次回の防除はホクガード＋グリーンダイセンＭの使用を予定して  

います。 

(2) アブラムシ類（西部萎黄病対策）、ヨトウガの防除 

西部萎黄病は一部ほ場で発生し今後の拡大も懸念されます。西部萎黄病に対

する防除は、８月中旬以降の発生状況により薬剤処理回数の削減を検討します。   

そのためヨトウガとの同時防除が可能な薬剤（有機りん剤）を選択し、連

用とならないよう予防防除を実施しましょう。  

表３ アブラムシ類、ヨトウガの防除薬剤例    

農薬名  使用倍率  使用時期  使用回数  分類  

ダーズバン乳剤  1,500 倍  収穫 45 日前  ２回以内  有機リン 

※次回の防除はアクタラの使用を予定して 

います。 

 

３ 馬鈴しょ 
  生育は１日早く推移しています。 草丈は徒長傾向であり、今後は倒伏の発生に 

より軟腐病の被害も懸念されます。ほ場確認により適正な栽培管理が必要です。  

(1) 疫病・軟腐病の防除 

疫病の発生は散見されています。曇雨天が続くと発病し、急速にまん延しま

す。今後も油断せずに、定期的な予防防除に努めてください。 

軟腐病は高温多雨な条件で発生が多く、茎葉が過繁茂になったり、倒伏する

と多発します。発病後では防除効果が劣りますので、予防的な防除に努めまし

ょう。 

 



表４ 疫病の防除薬剤例   

薬剤名 使用濃度  使用時期 
使用

回数 
成分※１  

（分類の場合有） 
効果の発現 夏疫病  菌核病  

リライアブル 

フロアブル 

800～ 

1,000倍 
収穫７日前  

３回

以内  

アシルピコリド系 

カーバメート系 
予防治療    

ホライズンドライ

フロアブル 

1,000～

2,500 倍  
収穫 14 日前 

４回

以内  

 ＱｏⅠ 

シモキサニル 
予防治療    

ブリザード 

水和剤  

800～ 

1,200倍 
収穫７日前  

４回

以内  

ＴＰＮ 

シモキサニル 
予防治療    

プロポーズ 

顆粒水和剤 

750～ 

1,000倍 
収穫７日前 

３回

以内  

ＣＡＡ 

ＴＰＮ 
予防治療  1,000倍 －  

エキナイン 

顆粒水和剤 
2,000 倍  収穫７日前 

３回

以内  

ＣＡＡ 

シモキサニル 
予防治療    

フロンサイド 

ＳＣ  

1， 000～  

2， 000 倍  
収穫７日前 

４回

以内  
フルアジナム 予防  －  1,000倍 

ランマン 

フロアブル 

1,000～

2,000 倍  
収穫７日前 

４回

以内  
ＱｉＩ 予防    

レーバス 

フロアブル 
1,500 倍  収穫７日前 

２回

以内  
ＣＡＡ   予防治療 －  －  

  

※１  今までの使用薬剤とのローテーションや生育状況、疫病の発生状況に合わせた薬剤

の選択をしましょう。  

※２  塊茎腐敗に登録のある薬剤は次のとおり。  

プロポーズ、フロンサイドＳＣ、ランマン、リライアブル、レーバス 

表５ 軟腐病の防除薬剤例 

農薬名  使用濃度 使用基準 成分（または分類） 効果の発現 

スターナ水和剤 1,000 倍  
収穫７日前 

５回以内 
オキソリニック酸 予防治療 

バクテサイド水和剤 750～ 1,000 倍 
収穫７日前 

５回以内 
オキシテトラサイクリン・スト

レプトマイシン・水酸化第二銅  
予防治療 

銅ストマイ水和剤 600～ 800 倍  
収穫７日前 

５回以内 

ストレプトマイシン 

塩基性塩化銅   
予防治療 

マテリーナ水和剤 1,000 倍  
収穫７日前 

３回以内 

オキソリニック酸 

ストレプトマイシン 
予防治療 

カスミンボルドー 500～ 800 倍  
収穫７日前 

３回以内 

塩基性塩化銅 

カスガマイシン 
予防治療 

※ローテーション防除の実施に努めましょう。  

 

(2) アブラムシ類・オオニジュウヤホシテントウの防除  

林地や防風林近くで多発に注意し、害虫の発生状況に応じて防除を実施してく

ださい。 

 

 

 

 



表６ アブラムシ類・オオニジュウヤホシテントウの防除薬剤例 

 

薬剤名  

 

分  類  
対象害虫  

使用  

濃度  

使用  

時期  

使用  

回数  アブラムシ類 

※  

オオニジュウ 

ヤホシテントウ 

デナポン水和剤  カーバメート  ◎ 
（ﾜﾀ） 

○  1,000倍  収穫７日前  ３回以内  

モスピランＳＬ液剤  ネオニコチノイド  ◎ 
（ﾜﾀ） 

◎  4,000倍  収穫７日前  ３回以内  

ゲットアウトＷＤＧ  合成ピレスロイド  ◎ 
（ｼﾞｬｶﾞ、ﾓﾓ） 

 
2,000～  

3,000倍  
収穫７日前  ４回以内  

アクタラ顆粒水溶剤  ネオニコチノイド  
◎ 

（ｼﾞｬｶﾞ、ﾜﾀ） 
○  

2,000～  

3,000倍  
収穫 14日前  ３回以内  

ベジホン乳剤  
合成ピレスロイド  

・有機リン  
◎ 

（ｼﾞｬｶﾞ、ﾜﾀ） 
 2,000倍  収穫 30日前  ２回以内  

ペイオフＭＥ液剤  合成ピレスロイド  ◎ 
（ｼﾞｬｶﾞ、ﾜﾀ） 

◎  2,000倍  収穫７日前  ４回以内  

アドマイヤー  

顆粒水和剤  
ネオニコチノイド  ◎ 

（ｼﾞｬｶﾞ､ﾓﾓ､ﾜﾀ） 
◎  

5,000～  

15,000倍  
収穫 14日前  ２回以内  

モベントフロアブル  テトロン酸  ◎ 
（ﾜﾀ） 

 4,000倍  収穫７日前  ３回以内  

ウララＤＦ  同翅目摂食阻害剤  ◎ 
（ｼﾞｬｶﾞ､ﾓﾓ､ﾜﾀ） 

 4,000倍  収穫７日前  ２回以内  

コルト顆粒水和剤  その他  ◎ 
（ｼﾞｬｶﾞ､ﾓﾓ､ﾜﾀ） 

 
4,000～  

6,000倍  
前日  ３回以内  

※ｼﾞｬｶﾞ：ジャガイモヒゲナガアブラムシ、ﾓﾓ：モモアカアブラムシ、ﾜﾀ：ワタアブラムシ 

※◎は登録があり、道ガイドに掲載されているもの、○は登録があるもの(以下、同じ) 

※モベントフロアブルは銅ストマイ水和剤とは混用しない（ストレーナに付着物が生じる）。

また、ストレプトマイシン含有殺菌剤との混用の場合は、モベントフロアブルを先に希釈する。

本年産の馬鈴しょはやや軟弱徒長気味に生育し、病害が発生しやすい状態です。

ほ場観察により病害の発生を見逃さず管理してください。  

 

４ 豆 類 
生育は順調に経過しています。金時の開花は始まっています。最終培土は早急

に終えるとともに病害虫の発生に注意してください。  

(1) 大豆 

ア べと病の防除 

開花始めに上位葉（上から見ることができる葉）を確認し、品種に合わせ

適正防除しましょう。 

【 べと病の要防除水準  】 

  開花始めの上位葉の病斑面積率 2.5％以上（病斑個数 30 個/葉または葉全

体に病斑がある）。 

    

 

 



①べと病抵抗性弱の黄・青大豆（トヨコマチ、トヨムスメ）  

    開花２～3 週間前に要防除水準に達した場合→要防除水準に達した時期  

その２～３週間後の２回防除  

    開花始めに要防除水準に達した場合→開花期 1 回防除 

    開花始めに要防除水準に達しなかった場合→防除不要  

   ②黒大豆 

    開花２～3 週間前に要防除水準に達した場合→要防除水準に達した時期  

その２～３週間後の２回防除  

    開花始めに要防除水準に達しなかった場合でも、開花期 1 回防除が必要  

表７ 大豆べと病の防除薬剤例  

薬剤名 使用倍率 収穫前日数 使用回数 成分（または分類） 

プロポーズ顆粒水和剤  1,000 倍  収穫 21日前  ２回以内 ＣＡＡ、ＴＰＮ 

フェスティバルＣ水和剤  600 倍  収穫７日前 ３回以内 ＣＡＡ、塩化銅 

レーバスフロアブル 1,500 倍  収穫７日前 ３回以内 ＣＡＡ 

イ 菌核病の防除 

  多湿条件で発病は多くなり、開花期前後に降雨が続くと多発します。  

防除時期は次のとおりとします。  

開花始め後 10～15 日目に 1 回目の防除を実施し、２回目以降は発生条件に

応じ 10 日ごとに防除します。 

トップジンＭ水和剤 700～1,000 倍、収穫 14 日前、４回以内 

(2)小豆・菜豆 

ア 小豆茎疫病の防除   

例年、透水性が劣る一部のほ場に小豆の茎疫病が発生しています。茎疫病

は高温大雨後の停滞水で発病し、まん延します。 

排水不良地や過去に発病したほ場で、エリモショウズなど非抵抗性品種を作付し

ている場合は、計画的な予防防除が有効です。 

表８ 小豆茎疫病の防除薬剤例 

薬剤名 使用倍率 収穫前日数 使用回数 

フェスティバルＣ水和剤 600 倍 収穫７日前 ３回以内 

ランマンフロアブル 1,000 倍 収穫７日前 ３回以内 

レーバスフロアブル 2,000 倍 収穫７日前 ３回以内 

    イ 炭そ病の防除 

７月からの多雨・多湿時に発病が多くなります。ほ場を良く観察し、発生 

初期から防除に努めましょう（表９）。 

 

 



ウ 菌核病、灰色かび病の防除  

開花後に曇雨天が続くと発病しやすくなります。ほ場の生育にあわせて、

適期防除に努めてください。  

◎ 小豆防除適期  

１回目：開花始後７～１０日目  

２回目：１回目防除の１０日後  

◎ 菜豆防除適期  

１回目：開 花 始 後５～７日目   

２回目：１回目防除の１０日後  

表９ 小豆・菜豆の菌核病、灰色かび病の防除体系例 

回数 薬剤名 使用倍率 収穫前日数 使用回数 炭そ病 

１回目 
ブロードワン 

顆粒水和剤 
800～ 1,000 倍 収穫 14 日前  ４回以内 ○  

２回目  
ファンタジス

タ顆粒水和剤 
2,000 倍  収穫７日前 ３回以内 ○  

※ブロードワン顆粒水和剤、ゲッター水和剤はチオファネートメチルを含むので、総使用回数に注意。 

※トップジンＭ水和剤は輪紋病に 1,000 倍で登録あり。   

※雪手亡、絹手亡は炭そ病に抵抗性があるため、炭そ病防除は不要。 

 

エ 小豆のアブラムシ類・アズキノメイガ  

小豆の茎葉にマメアブラムシの寄生が確認されています。また、食葉性鱗

翅目幼虫と思われる食害痕も一部見られます。とくにマメアブラムシは被害

が拡がってからでは遅いので、寄生を確認したら直ちに防除しましょう。 

表 10 小豆のアブラムシ類・アズキノメイガ防除薬剤例 

薬剤名 使用倍率 収穫前日数  使用回数 
アブラ 

ムシ類 

アズキノ 

メイガ 
ナミハダニ 

アドマイヤ－ 

顆粒水和剤 
10,000 倍 収穫 30 日前  ２回以内 ○   

モスピラン SL 液剤 
2,000～ 

4,000 倍 
収穫 14 日前  ３回以内 ○ 2,000 倍  

ゲットアウトＷＤＧ 3,000 倍 収穫７日前  ３回以内 ○ ○  

ペイオフＭＥ液剤  2,000 倍  収穫７日前  ３回以内 ○ ○  

バイスロイド乳剤  2,000 倍  収穫７日前  ３回以内 ○ ○  

スミチオン乳剤  1,000 倍  収穫 21 日前  ４回以内 ○ ○  

オルトラン水和剤  1,000 倍  収穫 14 日前  ３回以内 ○ ○  

カスケード乳剤  4,000 倍  収穫７日前  ２回以内  ○ ○ 

ダニトロンフロアブル 
1,000～  

2,000 倍  
収穫７日前  １回以内   ○ 

ニッソラン水和剤  
2,000～  

3,000 倍  
収穫 14 日前  ２回以内   ○ 

トクチオン乳剤  1,000 倍  収穫 30 日前  ２回以内  ○ ○ 

※トクチオン乳剤はツメクサガに 1,000 倍で登録あり。  



野 菜 
 

１ ごぼう 
（１）黒条病の防除 

黒条病は７月下旬から発生しやすくなりますので、ほ場が茎葉でふさがる前の

予防防除を行って下さい。  

表５ 黒条病の防除例         

回数 防除時期 農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

１回目 ７月下旬 
フロンサイド水和剤 1,000 倍 収穫２１日前 ３回以内 

２回目 ８月上中旬 

 

２ にんじん 
気温が高くなってきましたので、黒葉枯病と軟腐病の発生に注意が必要です。  

 表６ 黒葉枯病と軟腐病の防除例  

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 備 考 

Ｚボルドー  500 倍 － － クレフノン 200倍を加用する 

スターナ水和剤 1,000 倍 収穫７日前  ３回以内  軟腐病のみ発生の場合 

 

３ キャベツ・はくさい 
コナガの飛来頭数は、７月１０日～７月１５日にキャベツで１７９頭、はくさい

で９７頭で、多発が続いています。継続して防除を行って下さい。  

（１）はくさいの軟腐病防除  

気温が高まり、軟腐病の発生に注意が必要です。 

表７ 軟腐病の防除例 

防除時期 農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

結球期前 バリダシン液剤５    500 倍 収穫３日前  ３回以内  

その後７日目 マテリーナ水和剤 1,000 倍 収穫１４日前  ３回以内  

 

（２）菌核病の防除 

結球期に入り、菌核病に注意が必要です。  

表７ 菌核病の防除例 

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 キャベツ はくさい 

ファンタジスタ
顆粒水和剤 

  2,000～ 
3,000 倍 

収穫１４日前 ３回以内  ○  

アミスター２０
フロアブル 

2,000 倍 収穫７日前  ４回以内  ○  

ロブラール水和剤 1,000 倍 収穫１４日前 ３回以内  ○ ○ 

 



（３）コナガ・アオムシの防除 

コナガの成虫が多くなりましたので、ほ場をよく確認し、効果が期待できる

薬剤で防除して下さい。  

また、散布水量を 120 ㍑/10a にして株元までかかるようにして下さい。  

表８ コナガ・アオムシの防除例 

農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

ハクサップ水和剤  1,000～2,000 倍  収穫前日  ５回以内  

ハチハチ乳剤 1,000～2,000 倍  収穫１４日前  ２回以内  

 
４ レタス  

気温が高くなったことから、ナモグリバエ、軟腐病、腐敗病の防除を徹底して

ください。  

（１）ナモグリバエの防除 

成虫は葉裏に産卵し、ふ化した幼虫が食害痕を発生させますので、葉裏に薬剤

が付くように防除してください。 

表９ ナモグリバエの防除例 

農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

プレオフロアブル  1,000 倍 収穫７日前  ２回以内  

アファーム乳剤  1,000 倍 収穫３日前  ３回以内  

 

（２）軟腐病、腐敗病の防除 

発生しやすい条件となりましたので、予防と治療効果のある薬剤で防除を

行ってください。  

移植前のほ場では、降雨後に停滞水が発生しないようにサブソイラー等で

排水対策を行ってください。  

表１０ 軟腐病、腐敗病の防除例 

農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

バリダシン液剤５  800 倍 収穫７日前  ３回以内  

カセット水和剤  1,000 倍 収穫７日前  ２回以内  

 

５ たまねぎ 
移植栽培では、球肥大に入っており、白斑葉枯病、小菌核病、軟腐病、りん

片腐敗病の発生が見られます。これから重点防除時期ですので、適期防除に努

めてください。 



（１）白斑葉枯病・小菌核病の防除  

   表１１ 白斑葉枯病・小菌核病の防除例  

防除時期 農薬名  使用倍率 使用時期 使用回数 
白斑 
葉枯病 

小菌核 
病 

７月上中旬 ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000 倍 収穫前日 ５回以内 ○ ○ 

７月中旬 シルバキュアフロアブル 2,000 倍 収穫前日 ３回以内 ○ ○ 

７月下旬 ストロビーフロアブル 2,000 倍 収穫14日前 ３回以内 ○  

８月上旬 フロンサイドＳＣ  2,000 倍 収穫３日前 ５回以内 ○  

 

（２）べと病の防除 

７月上旬以降、高温に経過しているため、発生は少ない状態ですが、過去に

べと病が発生したほ場では、引き続き注意してください。 

表１２ べと病の防除例 

農薬名 使用倍率 使用時期 使用回数 備 考 

グリーンダイセンＭ水和剤   500 倍 収穫３日前  ５回以内  予防防除  

リドミルゴールドＭＺ 1,000 倍 収穫７日前  ３回以内  

発生時 プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍 収穫７日前  ３回以内  

レーバスフロアブル 2,000 倍 収穫前日  ２回以内  

 

（３）ネギアザミウマの防除 

気温の上昇とともに急激にアザミウマの発生量が増加し、被害が増えますの

で、ほ場観察を行い、適期防除に努めましょう。  

表１３ ネギアザミウマの防除例  

農薬名 使用倍率 使用時期 使用回数 

オルトラン水和剤  1,000 倍 収穫２１日前  ５回以内  

リーフガード顆粒水和剤 1,500 倍 収穫３日前  ３回以内  

トクチオン乳剤 1,000 倍 収穫７日前  ４回以内  

 

（４）軟腐病の防除 

２５℃以上の高温多湿条件で発生が助長されます。強風や激しい降雨の後は

発生の可能性が高まりますので、ほ場を良く確認し適期防除に努めて下さい。  

  表１４ 軟腐病の防除例  

農薬名 使用倍率 使用時期 使用回数 備 考 

スターナ水和剤 1,000 倍 収穫７日前 ５回以内  

アグレプト液剤 1,000 倍 収穫７日前 ５回以内  

バクテサイド水和剤 1,000 倍 収穫７日前 ５回以内 
クレフノンの 200 倍を
加用する  



 

 

 

 

 

 

 

 

～農薬の安全使用と農作業事故防止～  

★農薬散布において､農薬の安全使用基準を遵守し､散布の高さを低くし､

周辺作物への飛散防止に努めましょう。 

 

★散布時は､必ず防除用マスクを身に付け､肌をしっかり覆うようにします。  

散布が終わったら、肌の露出部を良く洗い、うがいをしましょう。  

 

★作業機をセットする時に「挟まれ」や「機械昇降時の落下」事故が発生

しやすいので、十分注意しましょう。 

 

★水分をしっかりとり、熱中症に注意しましょう。  


