
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町８月１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 4 

稈長 81.6 (82.3)㎝ 穂長 8.1(9.0) ㎝ 
穂数  766(672)本/㎡ 
収穫始 7/25(7/27)収穫期 7/27 (7/31)           

成熟期 7/20(7/24) 

春まき小麦   稈長 79.3 ㎝穂長 7.9 ㎝  穂数 719 本 /㎡  

馬鈴しょ 早 3 茎長  65.7(66.7)㎝  茎数 3.7(3.8)本 終花期 7/19(7/22) 

大  豆 早 4 茎長 69.4(61.4)㎝  葉数 9.2(8.4)枚 
開花始 7/19(7/21) 

開花期 7/17(7/23) 

小  豆 早 2 茎長 36.9(26.2)㎝  葉数 9.6(8.8)枚 
開花始 7/24(7/26) 

開花期 7/26(7/28) 

菜  豆 

（金時） 
±０ 

茎長 49.2(50.3)㎝  葉数 4.0(4.1)枚   

着莢数 45.7(113.8)個/㎡  
開花期 7/16(7/16) 

てん菜 (移植 ) 早 7 
草丈 63.7(64.6)㎝  葉数 26.6(25.4)枚 

根周 29.4(27.0)㎝ 
 

てん菜 (直播 )  草丈 46.6cm 葉数 19.5 枚  根周 18.7cm  

牧  草 ±0 草丈 60.8(60.5)㎝    

飼料用とうもろこし 早 3 草丈 288.2(251.1)㎝  葉数 16.9(15.9)枚  

ながいも(マルチ) 早 3 
種子重  49.4 (49.3)g  茎葉重 202.5 (200.8)g 
いも長  38.5 (32.9)㎝  いも重 111.4 (66.2)g  
いも径  28.0 (24.7)mm 

 

たまねぎ 早 4 
葉数  8.0 (8.9)枚  葉鞘径  22.9(20.2)mm 

球径  7.5(6.3)cm 

肥大期 7/13(7/14) 

倒伏始 8/1 (8/5) 

畑 作 
１ 小  麦  

秋まき小麦の生育は平年よりも４日早く推移し、収穫作業も進んでいます。春ま

き小麦の生育も進み、収穫作業は間もなく終わる見込みです。収穫後のほ場管理

を適期に作業しましょう。 

 (1) 収穫後のほ場管理 

  ア 麦稈の処理 

①  収穫後の麦稈は速やかに搬出し、堆肥化に努めましょう。 

②  麦稈すき込み時の窒素流亡による環境負荷を低減するため、窒素肥料の施用

を避けます（後作に作物や緑肥を栽培する場合を除く）。翌年の作物作付け

時に窒素施用量の増加など施肥量も考慮します。やむを得ず秋まき小麦を連

作し麦稈を多量にすき込む場合は、麦稈の腐熟を促進するため窒素を添加し

ます（窒素１kg/麦稈 100kg）。  
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③  本年、立枯病など土壌病害が発生したほ場では、病気のまん延を防ぐため、

麦稈をすき込まずに持ち出し堆肥化しましょう。また、２～３年は麦の作付

けを避けます。  

④  そば・麦異品種の後作に麦の作付は避けてください。やむを得ず作付けする

場合は、麦稈を搬出しロータリーをかけ出芽した後に、プラウで埋設して下

さい。 

(2) イネ科雑草対策 

シバムギ・コヌカグサ・レッドトップなどイネ科雑草が多い小麦畑が散見さ

れます。多年生イネ科雑草対策は耕起前の除草剤茎葉処理が有効です。  

  【 多年生雑草の処理方法（グリホサート剤）】  

 小麦収穫 →  雑草が 15cm 以上に再生 →  除草剤散布  →  耕起   

      ※少水量散布時は専用ノズルを使用する。  

※通常２～７日で効果が発現し、効果完成までさらに日数を要します。  

表１ 耕起前の除草剤使用例  

薬剤名  処理方法・使用時期 薬量（ /10a） 回数 注意事項 

ラウンドアップ 

マックスロード 
耕起前（雑草生育期） 
水量 25～100ℓ  

200～500mℓ  ３  ・多年生イネ科雑草が

15cm以上再生後に散布。 

・展着剤を加用しない。 

・散布後 6時間は降雨が

ない日に散布。 

・周辺作物に飛散しない

よう注意し、ラウンド

アップノズルの使用が

望ましい。 

・少水量散布は専用ノズ

ルを使用。 

タッチダウンｉＱ 

通常散布、耕起 3 日以前
（雑草生育期） 

500～750mℓ  １  少水量散布、耕起 3日以前
（雑草生育期） 
水量 25～50ℓ  

サンダーボルト

007 
耕起前（雑草生育期） 

1 年生  
400～600mℓ  

多年生  
500～1,000mℓ  

２  

クサトリキング 
耕起前  
雑草生育期草丈 30cmまで 

250～500mℓ  ３  

(3) 収穫跡地の後作緑肥作付  

    地力の維持増進のため、小麦収穫跡地には緑肥作物を作付けしましょう。  

後作にながいも・ごぼうなどを作付けする場合は、キタネグサレセンチュウ対

策のためえん麦野生種が有効です。えん麦野生種は馬鈴しょのそうか病軽減効

果と小豆落葉病の抑制効果も知られています。表２を参考に、ほ場の条件に応

じた緑肥を選定しましょう。  

表２ 麦後作緑肥の栽培例（北海道緑肥作物等栽培指針） 

緑肥作物名 は種時期 
は種量

(kg/10a) 

施肥量 (kg/10a) 
すき込み時期 

窒素 リン酸 カリ 

えん麦  
一   般  ８月 

上～中旬 

15～ 20 ４～６ ５～10 ０～５ 

10月中旬～10月下旬 

(出穂･開花 7～10日

後) 

野生種  
（サイヤー他） 

10～ 20 ５ ５ ０～５ 

シロカラシ類 (キカラシ) 
※注 1 

８月 
上～下旬 

２  ５～８ 5～10 ０～７ 

ひまわり  (りん蔵 )  
 ※注 2 

８月 
上～下旬 

1.5～ 2 ４～６ ８～10 ０～10 

※注 1 ・馬鈴しょそうか病発生ほ場では前作として用いない。  

・根こぶ病発生の恐れがあるので、前作又は後作にアブラナ科野菜の作付けはしない。 

・キタネコブセンチュウやキタネグサレセンチュウの密度を高めるので、後作物の選定

に注意する。 

※注 2 ・キタネコブセンチュウやキタネグサレセンチュウの密度を高めるので、後作物の選定

に注意する。  



 

２  てん菜  
生育は平年より７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や葉腐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。  

※次回の防除はカッパーシン水和剤またはカスミンボルドー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）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。ほ場を観察し病

徴を確認後適正防除に努めます。   

表３ アブラムシ類の防除薬剤例   

薬剤名  使用倍率  使用時期  使用回数  分類  

アクタラ顆粒水溶剤  3,000 倍  収穫７日前  ３回以内  ネオニコチノイド  

 輪翅目幼虫の食害が見られる場合は、合成ピレスロイド剤で防除します。  

 

３ 馬鈴しょ 
生育は３日早く推移しています。病害虫の発生に注意して適正防除に努めて

ください。今後、早生品種の茎葉枯凋は進みますので、塊茎の肥大状況を確認し

茎葉処理の準備をします。   
 

(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、茎葉の過繁茂、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 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５ 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。 

 

(3) 茎葉処理 

ア 薬剤処理による方法 

デシカン乳剤は接触剤のため、茎葉にまんべんなく付着するよう散布水量に注

意します。生理的ストレスにより維管束褐変が生じやすいので、土壌が極端に乾

燥している条件での散布は避けます。茎葉が繁茂していて枯凋が不十分な場合は、

再散布が必要です。 

表６ デシカン乳剤の使用例 

 

 

 

 

 

 

使用時期 農薬名 使用量 使用回数 使用方法 

茎葉黄変期 デシカン乳剤 250～450ml/10a 2回以内 
茎葉散布 

散布水量 100ℓ /10a 



イ 機械による茎葉処理（リーフチョッパー）  

茎葉処理は好天時に実施します。塊茎の損傷や緑化防止のため、刈高は培

土を崩さないよう余裕を持たせて調節しましょう。作業機の後部周辺に石礫

が飛散しやすいので、作業の際は周囲の人や車に注意しましょう。  

 

４ 豆 類 
生育は順調に経過しています。小豆の開花は始まっています。病害虫の発生に

注意し、適正防除に努めてください。 

(1) 大豆 

ア べと病の防除（黒大豆）  

開花始めに上位葉（上から見ることができる葉）を確認し、適正防除に努

めてください。 

【 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）。       

○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 使用時期 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、無機銅 

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。 

表８ 大豆菌核病の防除薬剤例 

薬剤名 使用倍率 使用時期 使用回数 成分（または分類） 

トップジンＭ水和剤 700～ 1,000 倍 収穫 14日前  ４回以内 チオファネートメチル 

プライア水和剤 1,000 倍  収穫 14日前  ４回以内 
Ｎ-フェニルカーバメ－ト 

ベンゾイミダゾール 

 

 



ウ マメシンクイガの防除  

幕別町内のフェロモントラップでマメシンクイガの発生が確認されていま

す。（7/27～8/2、31 頭）。マメシンクイガは莢が２～３㎝以上になってから

５～７日程度で莢へ産卵を始めます。産卵の最盛期から７～ 10 日間隔で２回

程度防除します。  

 表９ マメシンクイガの防除薬剤名  

 

(2) 小豆・菜豆 

ア 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 10 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 
成分  

（または分類） 
炭そ病 

１回目 
ブロードワン 

顆粒水和剤 
1,000 倍  収穫 14 日前 ４回以内 

チオファネートメチル 

アニリノピリミジン 
○  

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 Ｑ０ i ○  

臨機防除 プライア水和剤 1,000 倍  収穫 14 日前 ４回以内 
Ｎ-フェニルカーバメート 

ベンズイミダゾール 
○  

※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。  

※臨機防除のプライア水和剤は灰色かび病の発生が多いときに、実施。  

イ 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。  

 

 

 

 

農薬名 使用倍率  使用回数  使用時期  系統名  

ゲットアウトＷＤＧ 3,000倍 ３回以内 収穫７日前 合成ピレスロイド 

スミチオン乳剤 1,000倍 ４回以内 収穫 21日前 有機リン 

プレバソンフロアブル５ 4,000倍 ２回以内 収穫７日前 ジアミド 



 

 

表 11 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。  

 

 

 

 ～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。  



野 菜 
 

１ ごぼう 
（１）黒条病の重点防除時期 

・茎葉でうね間が覆われるようになり、黒条病の発生しやすい時期となりまし

た。８月中旬までに予防防除を実施して下さい。 

表 12 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日前まで ３回以内  

２回目 ８月上中旬 

 

２ だいこん  

（１）軟腐病の防除 

・風雨によりついた傷と降雨による泥はねから軟腐病が感染します。降雨後は

すみやかに防除が必要です。  

表 13 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 

は種後２５日頃 Ｚボルドー 500 倍 － － 

その後７日目 スターナ水和剤 1,000 倍 収穫 14日前まで ５回以内 

※Ｚボルドーは高温時の日中散布を避け、夕方に散布する。 

※Ｚボルドーの散布には、クレフノンの 200倍を加用する。 

 

３ にんじん 
（１）黒葉枯病、軟腐病の防除  

・黒葉枯病や軟腐病が発生しやすい高温多湿の条件となりました。特に茎葉の

生育が旺盛なほ場では注意が必要です。 

 表14 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 黒葉枯病 軟腐病 

ポリベリン水和剤 
1,500～ 
2,000倍 

収穫14日前まで ５回以内 ○  

アミスターオプティ 

フロアブル 
1,000倍 収穫21日前まで ２回以内 ○  

ロブラール水和剤 
1,000～ 
1,500倍 

収穫14日前まで ４回以内 ○  

ストロビーフロアブル 
2,000～ 
3,000倍 

収穫７日前まで ３回以内 ○  

スターナ水和剤 1,000倍 収穫７日前まで ３回以内  ○ 

 



（２）ヨトウムシ、アブラムシ類の防除 

・アブラムシやヨトウムシが発生しているほ場では、黒葉枯病や軟腐病の防除に合わ

せて防除して下さい。 

表15 ヨトウムシ、アブラムシ類の防除例 

害虫 農薬名  使用回数 使用倍率  使用時期 

アブラムシ 
発 生 ほ 場  

ゲットアウトＷＤＧ ２回以内  3,000 倍 収穫７日前まで 

ヨトウムシ 
発 生 ほ 場  

ペイオフＭＥ液剤  １回以内  2,000 倍 収穫14日前まで 

 

４ レタス 
（１）軟腐病、腐敗病の防除 

・軟腐病・腐敗病が発生しやすい高温多湿の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下さい。  

表16 軟腐病の防除例 

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日前まで ３回以内  

カセット水和剤  1,000 倍 収穫７日前まで ２回以内  

（２）アザミウマ類の防除対策 

・小麦収穫後からアザミウマ類やアシグロハモグリバエの発生が多くなりますので、

ナモグリバエも合わせて防除して下さい（使用水量100～300㍑）。 

表17 アザミウマ類の防除例 

農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

アファーム乳剤  1,000～2,000 倍 収穫３日前まで ３回以内  

スピノエース顆粒水和剤 5,000 倍 収穫３日前まで ３回以内  

５ キャベツ・はくさい 
（１）キャベツ・はくさいの害虫防除 

・コナガの飛来頭数は、７月 25日～ 30日にキャベツが 162頭、はくさいが 159頭

と平年より多く推移しています。また、小麦収穫後からアザミウマ類の発生

が多くなりますので、初期の発生を抑えるためにコナガも合わせて防除して

下さい。 

表18 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 

ハチハチ乳剤 1,000～2,000 倍  収穫 14日前まで ２回以内  

スピノエース顆粒水和剤 2,500～5,000 倍  収穫３日前まで ３回以内  

・結球前の生育初期にアブラムシ類の食害が見られるほ場では防除して下さい。 



表19 アブラムシ類の防除例 

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

スカウトフロアブル 1,500～3,000 倍  収穫前日まで  ５回以内  

 

（２）キャベツ株腐病の防除 

・株腐病を防ぐため、結球期頃に防除して下さい。 

表20 株腐病の防除例 

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

リゾレックス水和剤 500～1,000 倍 収穫 7 日前まで  ３回以内  

 

（３）はくさい軟腐病の防除 

・軟腐病の発生が増える高温の時期になりましたので、結球期以降の感染防止

のために防除間隔を５日おきにし、散布水量を多めにして防除して下さい。

また、治療効果が期待できるマテリーナ水和剤の 1,000倍、バリダシン液剤 5

の 500倍で防除を徹底して下さい。 

表21 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日前まで ３回以内 

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

 

６ たまねぎ 
病害虫防除を徹底するため、散布水量を120ℓ 以上/10aで防除して下さい。また、

倒伏期を迎えますので適期根切りに努めて下さい。  

（１）軟腐病の防除 

・軟腐病の発生時期に入っていますので、予防防除を行いましょう。軟腐病がま

だ見られないほ場では、抗生物質を含む薬剤を散布した後、銅水和剤の散布で

抑えましょう。発生が見られるほ場では防除間隔を縮め、抗生物質を含む薬剤

を中心に防除を行って下さい。 

・銅水和剤を散布する際は、高温時の日中散布を避けて下さい。  

   表22 軟腐病の防除例  

農薬名  使用倍率 使用時期 使用回数 
オキソリ 

ニック酸 

ストレプト 

マイシン 
銅 

スターナ水和剤 1,000 倍 収穫７日前まで ５回以内 ○   

アグレプト液剤 1,000 倍 収穫７日前まで ５回以内  ○  

バクテサイド水和剤 1,000 倍 収穫７日前まで ５回以内  ○ ○ 

コサイド 3000 1,000 倍 － －   ○ 

Ｚボルドー 500 倍 － －   ○ 

※スターナ水和剤、マテリーナ水和剤は、同じ成分（オキソリニック酸）を含んでいる

ことから、これらの薬剤の合計使用回数は５回以内とする。 

※アグレプト液剤、バクテサイド水和剤、マテリーナ水和剤は、同じ成分（ストレプトマイシン）



を含んでいることから、これらの薬剤の合計使用回数は５回以内とする。 

※バクテサイド水和剤、コサイド 3000、Ｚボルドーを散布する際は、薬害軽減のため

クレフノンの 200倍を加用する。  

 

（１） 白斑葉枯病・灰色腐敗病の防除 

表23 白斑葉枯病・灰色腐敗病の防除例  

薬  剤 倍率 使用時期  総使用回数  

フロンサイドＳＣ  2,000 倍 収穫３日前まで  ５回以内  

 

（２）アザミウマ類の防除 

・アザミウマ類が多く発生しています。小麦収穫後にさらに多くなりますので、

８月上旬に防除して下さい。 

表24 アザミウマ類の防除例 

薬  剤 倍率 使用時期 総使用回数 備考 

ディアナＳＣ 
2,500※～ 
5,000倍 

収穫前日まで ２回以内  
※アザミウマの発生が 
多い場合は 2,500倍 

リーフガード顆粒水和剤 1,500倍 ３日前  ３回以内   

 

（３）根切りまでに10日以上を要する場合 

・根切りまで10日以上防除間隔が空いた場合は、灰色腐敗病と軟腐病・肌腐病の

防除をして下さい。高温時の日中の散布を避けて下さい。 

 表25 根切りまでに10日以上を要する場合の防除例 

病 害 薬  剤  倍率 使用時期 総使用回数 

灰色腐敗病 シルバキュアフロアブル 2,000 倍 収穫前日まで ３回以内 

軟腐病 コサイド 3000 1,000 倍 － － 

 

（４）根切り直後の防除 

・根切り直後に行う灰色腐敗病と軟腐病・肌腐病の防除は、高温時の日中散布は

避けて下さい。 

 表26 根切り直後の防除例 

病 害 薬  剤 倍率 使用時期 総使用回数 

灰色腐敗病 トップジンＭ水和剤 1,000 倍 収穫前日まで ５回以内 

軟腐病 Ｚボルドー    500 倍 － － 

 

（５）根切り 

  ・根切りは、肥大の状況を確認して、遅れないように実施して下さい。  


