
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町６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  ＋２  草丈 84.1 (77.3)㎝ 茎数 813 (691)本 /㎡ 
出穂始 6/5  (6/7) 
出穂期 6/7  (6/8) 
出穂揃 6/9 (6/11) 

馬鈴しょ ＋３  茎長 14.5 (12.5)㎝ 茎数 4.0 (3.5)本 着蕾期 6/15 (6/18) 

大  豆 ±０  茎長 5.4 (5.8)㎝  葉数 0.3 (0.4)枚 出芽期 5/30 (6/4) 

小  豆 ＋３  茎長 3.3 (2.6)㎝  葉数 0.1 (0.1)枚 
出芽始 5/31 (6/4) 

出芽期 6/3  (6/6) 

菜  豆 ＋１  
茎長 2.6 (4.1)㎝  葉数 0.1 (0.1)枚 

は種期 5/30 (6/3) は種終 6/8 (6/8) 

出芽始 6/9 (6/10) 

出芽期 6/11 (6/12) 

てん菜 ＋３  草丈 29.7 (22.4)㎝ 葉数 13.0 (13.3)枚  

牧  草 ＋３  草丈 102.0 (94.8)㎝  １番収穫始 6/9 (6/14) 
出穂始 6/7 (6/10) 

出穂期 6/13 (6/16) 

飼料用とうもろこし  ＋２  草丈 29.0 (24.8)㎝ 葉数 6.1 (5.8)枚  

ながいも (マルチ) ＋１   萌芽期 6/10(6/11) 

たまねぎ ＋４  
草丈 39.2 (34.9)㎝   生葉数 6.2 (4.6)枚 

葉鞘径 9.1 (7.5)mm 
 

   
 
 

畑 作 

１ 秋まき小麦 
（１）赤かび病の防除  

多くのほ場ですでに開花期に達し、赤かび病の重要防除時期を迎えています。

この時期の防除を逃した場合、赤かび病に感染するリスクが非常に高くなりますの

で、「開花始め」を起点に、適期を逃さずに実施してください (表１ )。  

表１  赤かび病防除の実施例  

回数  防除時期の目処  農薬名  倍率  

１回目 出穂揃い期～開花始め  シルバキュアフロアブル  2,000 倍 

２回目 １回目の７日後を目処に ベフトップジンフロアブル 800～ 1,000 倍 

３回目 １回目の７～１０日後を目処に シルバキュアフロアブル  2,000 倍 

臨機 登熟期間（収穫３日前まで） チルト乳剤 25 1,000～2,000倍 

※  ストロビーフロアブルは、赤カビ病菌の一部（ニバーレ菌）に耐性菌が確認

されましたので、使用を控えてください。  
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（２）アブラムシの防除  

・出穂期以降にアブラムシの寄生密度が高まります。１穂あたり７～１１頭くらい

アブラムシが寄生する（寄生穂率が４５％を超える）と減収するので、防除しま

しょう。 

 

２ てん菜 
（１）根腐病防除  ≪6 月中旬～7 月上旬までを目途に≫ 

・高温・多湿条件で蔓延します。連作・短期輪作・排水不良畑は必ず防除を実施

しましょう。 

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 備考  

モンセレン顆粒水和剤  1,000 倍  ４回以内 ３０日前  予防効果 

リンバー顆粒水和剤  

または  

アミスター20 フロアブル 

4,000 倍  

 

1,500 倍  

４回以内 

 

３回以内 

７日前  

 

14 日前  

治療効果有り 

 

（２）アブラムシ類防除（西部萎黄病対策）  

・早期防除が有効です。定植後、播種後に専用剤での防除を未実施の方は実施し

ましょう。 

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

ダントツ水溶剤  4,000 倍 ３回以内 14 日前 

 

（３）ヨトウガ・褐斑病防除  ≪6 月 25 日頃から実施願います≫  

 ・ヨトウガの発生が見られる場合は防除を実施しましょう。  

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

トクチオン乳剤  1,000 倍 ５回以内 30 日前 

※アブラムシ類にも効果があります。  

 ・褐斑病の予防防除を実施しましょう。  

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

グリーンダイセン  
または 

グリーンペンコゼブ 
500 倍  ５回以内 21 日前 

 

（４）中耕・除草 

・生育増進につなげるため、畦間が葉に覆われる（葉長が 35 ㎝になる）まで数回

実施しましょう。ただし、茎葉・根を傷つけない様注意しましょう。  

 
３ ばれいしょ 
（１）疫病の防除 

  ばれいしょの萌芽、着蕾期とも例年より早く迎えています。萌芽期以降、 6 月

に入ってからの降雨により疫病が発生する条件がそろい、多くの地区で危険期到

達日を迎えています（表２）。ほ場観察を徹底し、防除適期を逃さないよう準備し

ましょう。  

 



 

表２ ＦＬＡＢＳによる疫病の初発予想時期  

 （萌芽日を５月２６日としてマメダスデータより算出）  

地区 危険期到達日  防除開始の目安 

日新 ６月１２日  ６月１９日  

南勢 ６月１１日  ６月１８日  

明倫 ６月１１日  ６月１８日  

糠内 ６月１４日  ６月２１日  

駒畠 ６月１８日（見込） ６月２６日 

※ 危険期到達日とは、萌芽期以降の気温と降水量から疫病菌の「感染好適指数」を計算し、

基準値に達した日のこと。疫病の発生は、危険日到達日から約１週間～２週間後と予測さ

れる。 

 

４ 豆類 
（１）中耕の注意点 

豆類は「根粒菌」の着生状況がその後の生育や収量に大きく影響します。中耕に

より根部を切断すると、根粒菌の着生に影響します。中耕の際は、根部の伸長状況

を確認し､根部を痛めないよう注意しましょう。  

 

（２）金時「かさ枯病」の防除  

低温多湿の条件や機械管理作業により蔓延する場合があります。発病株を確認し

たら、速やかに抜き取ってほ場外へ搬出するとともに、銅剤による防除で蔓延を防

止してください。  

 

（３）小豆「アブラムシ類」の防除  

局所的に発生し、寄生株が萎縮、枯死して、他の株へ移動することがあります。

ほ場をよく観察し、寄生を確認したら防除を実施しましょう。  

 

 

 

 

野 菜 

１ レタス  

（１）腐敗病の防除 

・腐敗病の防除開始時期となりましたので、早期に防除してください。 

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数  

ドイツボルドーＡ  500～1,000 倍 －  －  

※薬害軽減のためにバイカルティ 1,000倍を混用してください。 

※ドイツボルドーＡは、高温時の日中散布や多湿条件での散布を避け、夕方に散布

する。 



 

（２）ナモグリバエの防除  

  ・ナモグリバエは、平均気温が15～20℃になる６月中～下旬から成虫の発生が

多くなりますので、注意が必要です。  

 

 

 

   

 

 

２ キャベツ、はくさい  

（１）コナガ、キスジノミハムシの防除  

・コナガの成虫が６月９日～１４日の５日間で１７頭誘殺されています。低温と降

雨のため、現在の発生は少ないですが、引き続き注意が必要です。 

・コナガは薬剤抵抗性がつきやすいので、同一系統殺虫剤の連用は避けましょう。  

 

３ だいこん  

（１）亀裂褐変症と軟腐敗の予防防除  

・多湿条件で気温が高くなると、亀裂褐変症や軟腐病の発生しやすい条件となります。 

・亀裂褐変症の防除 

・軟腐病の防除の防除 

※Ｚボルドーにはクレフノン 200 倍を加用してください。 

 

（２）キスジノミハムシ（ジノミ）の防除  

・気温の上昇にともなってキスジノミハムシが発生してきますので、注意が必要です。

茎葉防除を徹底してください。 

 

 

 

 

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数  

ダントツ水溶剤  2,000 倍  ２回以内 ３日前  

アファーム乳剤  2,000 倍 ３回以内 ３日前  

コテツフロアブル  2,000 倍 ２回以内 前日  

使用時期 使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

育苗期後半～  

定植当日  
ジュリボフロアブル 200 倍  １回以内  定植当日 

ほ場定植後  
スピノエース顆粒水和剤  5,000倍 ３回以内  ３日前  

アファーム乳剤  1,000 倍 ３回以内  前日  

使用時期 使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

は種後 20 日目 バシタック水和剤 75 1,000 倍  ３回以内  21 日前 

使用時期 使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

は種後 25 日目 Ｚボルドー 500 倍  －  －  

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

エルサン乳剤 1,000 倍 ２回以内  30 日前 

ハチハチ乳剤 1,000 倍 ２回以内  14 日前 



 

５ ながいも  

・マルチ栽培では、気温が高くなる時期となりますので、萌芽期の見回りを徹底し

て、スリット部に引っかかった芽を出してください  

 

６ たまねぎ  

草丈、葉数、葉鞘径の生育は、平年を上回っています。 

生育の進んでいるほ場では、オニ皮となる８葉目が出てきましたので、除草剤

処理は避け、病害虫防除を徹底してください。  

 

（１）白斑葉枯病の防除  

・白斑葉枯病は、まとまった降雨があってから7日以内の温暖な日に発生しやすく、

高湿度や雨天が続くと多発します。降雨後に予防防除を行ってください。  

・発生ほ場では、速やかにアフェットフロアブルまたはファンタジスタ顆粒水和剤で防

除してください。 

 

 

 

 

（２）小菌核病の防除 

・５月下旬～６月上旬の多雨と平均気温１５℃前後の肌寒い気温の条件で発生が

助長されます。本年は、この時期の降雨が多いので発生に注意してください。  

・連作ほ場や生育の進んでいるほ場では、早めの予防防除を行って下さい。 

 

 

 

 

  

   

・ファンタジスタ顆粒水和剤またはアフェットフロアブルで同時防除ができます。  

 

（３）べと病の防除 

・感染前の防除が効果的です。６月中旬～下旬頃に予防防除を実施しましょう。

特に、過去、発生が見られたほ場では必ず実施してください。  

・べと病の発生条件・・・気温が２０℃以下の高湿度条件で胞子を形成し、感染

します。初発の発生時期は６月中～下旬、発病は７月上旬頃です。  

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 備考  

グリーンダイセンＭ 500 倍  ５回以内  ３日前  予防防除 

リドミルゴールドＭＺ 1,000 倍  ３回以内  ７日前  発生時のみに使用する 

 

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

アフェットフロアブル 2,000 倍 ４回以内 前日  

ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000 倍 ５回以内 前日  

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

フロンサイドＳＣ  
＋ 

トップジンＭ水和剤 

2,000倍 
 

1,000倍 

５回以内 
 

５回以内 
（定植後回数） 

３日前  
 

前日  

シルバキュアフロアブル 2,000倍 ３  前日  


