
 

 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町８月１日） ( )内は平年値 

 

 

畑 作 
 

１ 秋まき小麦 
  （１）麦稈の適正な処理  

収穫後は速やかに麦稈を搬出して、刈株をチョッパーで細断します。分解を

促進するために窒素を２～３㎏/10a（硫安 10～15kg）添加しましょう。その

後、ロータリーやディスクハローなどで表層に鋤込むと分解が早まります。  

 （２）緑肥による土づくり  

    地力の維持増進のため、小麦収穫跡地に緑肥作物を栽培します（表１）。  

作物名 
遅速 
日数 

生育および作業状況 生育期節など 

秋まき小麦 －5 
稈長 84.6(82.3)㎝ 穂数 712(672)本/㎡ 
穂長 9.7(9.0)cm 収穫始 8/2(7/28)  
収穫期 －（8/1）   

成熟期 7/29(7/24) 

馬鈴しょ －4 茎長 64.9(60.3)㎝ 茎数 4.4(3.8)本 終花期 7/26(7/22) 

大 豆 －8 茎長 47.6(66.0)㎝ 葉数 7.7(8.5)枚 
開花始 7/27(7/19) 
開花期 7/29(7/21) 

小 豆 －1 
茎長 19.8(24.8)㎝ 葉数 7.3(8.6)枚  
着莢数 0.0(0.2)個/㎡ 

開花始 7/28(7/28) 
開花期 7/31(7/30) 

菜 豆 
（金時） 

－4 
茎長 36.2(50.3)㎝ 葉数 4.0(4.1)枚 
莢数 47.3(113.8)個 /㎡ 

開花期 7/17(7/16) 

てん菜（移植） ±0 
草丈 65.1(64.2)㎝ 葉数 25.4(26.0)枚 
根周 27.1(27.0)㎝ 

湿害の影響を受け
たほ場の生育は停
滞している。  てん菜（直播）  

草丈 46.6cm 葉数 17.8 枚  
根周 16.1cm 

牧 草（2 番） -3 草丈 56.3(61.4)㎝  

飼料用とうもろこし -4 
草丈 231.2(251.1)㎝  
葉数 15.6(15.9)枚 

雄穂抽出期
8/2(7/29) 

ながいも(マルチ) ±0 
種子重 75.0(50.8)g 茎葉重 184.4 (209.2)g 
いも長 29.0(32.5)㎝ いも重 64.6(61.5)g 
いも径 26.6 (22.9)mm 

 

たまねぎ ±0 
葉数 9.1(8.9)枚 葉鞘径 22.3(20.2)mm 
球径 6.3(6.3) 

肥大期 7/14(7/13) 
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表１ 主要な緑肥作物の幕別町栽培基準  

作物名  
時期  （月／旬） は種量  

㎏ /10a 
施肥量㎏／ 10a 

備   考 
は種  鋤込み  窒素  燐酸  カリ  

えん麦  8/上～中 10／中～下 15～ 20 3～ 6 
5～
10 

0～ 5 
は種時期が早いほど
多収となる 

サイヤー 
ヘイオーツ 

8/上～中 10／中～下 10～ 15 5 5 0～ 5 
野菜栽培を予定して
いるほ場の線虫対策 

シロカラシ 
（キカラシ） 

8/下～  
9/上  

10/下～ 
11/上  

２  5～ 8 7～ 8 0～ 7 
土壌診断により燐酸
と加里の減肥が可能 

◎景観を目的に「ひまわり」や「シロカラシ類」を栽培する場合は、次の特性を

理解し、後作物に病害が発生しないように注意し緑肥の稔実までに鋤込んでく

ださい。 

 ・シロカラシ 
アブラナ科作物のためネコブ病発生の恐れがある。後作にはアブラナ科野菜（白菜、

キャベツ、ブロッコリーなど）や馬鈴しょそうか病の発生を助長する恐れがあるため
作付を避ける。 

・ひまわり 
寄生範囲の広い「バーティシリウム」や「菌核病」にかかりやすい。ばれいしょ

や野菜類の作付を避ける。 
 

（３）雑草対策の徹底 

小麦収穫後ほ場に多年生イネ科雑草の発生（シバムギ、レッドトップなど）

が多い場合は、耕起前の除草剤散布が有効です。次年度にそばや春まき小麦、

品種の異なる小麦を作付する場合は、耕期前の雑草対策を徹底してください。 

 

２ てんさい 
（１）褐斑病・葉腐病防除  

降雨後、蒸し暑い日が続く事で褐斑病・葉腐病の蔓延が懸念されます。

稔りある秋を迎えるため、引き続き防除の徹底を実施しましょう。  

（２）ヨトウガ防除 

 ８月上旬の防除の際、ヨトウガの発生が見られる場合は、合ピレ剤（ゲット

アウトＷＤＧなど）を混用し、防除を実施しましょう。８月中旬以降、ヨトウ

ガ２化期を迎えますので、防除の遅れがないよう必ず実施しましょう。  

※トクチオン乳剤はアブラムシ類・ハダニにも効果が期待できる。 
※カスケード乳剤はアシグロハモグリバエ・シロオビノメイガ・ハダニに有効。  
※水量を多くすることでより防除効果が期待できます。（100ℓ /10ａ⇒120ℓ /10ａ） 
※気象経過により変更がある場合がある。  

表２ ８月中旬の病害虫防除例  

防除時期 病害虫名 農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 系統名 

8/13 
～ 

8/17 

褐斑病 
カッパーシン水和剤 800倍 

5回以内 収穫7日前 
抗生物質 

無機銅 カスミンボルドー 800倍 

ヨトウガ 
トクチオン乳剤 1,000倍 2回以内 収穫 30日前 有機燐 

カスケード乳剤 4,000倍 4回以内 収穫 7日前 ＩＧＲ 

葉腐病 
モンカットフロアブル40 1,000倍 4回以内 収穫 14日前 

ＳＤＨＩ 
リンバー顆粒水和剤 4,000倍 3回以内 収穫 7日前 



 

３ ばれいしょ 
試し掘りを実施し、出荷規格に応じた収穫時期を考慮し、茎葉処理時期を決定

します。 

（１） 塊茎腐敗対策 

疫病、軟腐病の発生時期であり、生育後半の罹病は塊茎腐敗の原因となります。

収穫までの日数や発生状況に応じて薬剤散布を継続しましょう。  

（２）薬剤による茎葉処理（デシカン乳剤）  

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３ デシカン乳剤の使用基準 

 

 

 

（３）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 
   開花や莢伸長時期を迎えています。菌核病や灰色かび病の発生には十分注意し

ましょう。また、この時期のツメクサガやアズキノメイガなどによる食害は最も

収量に影響します。８月中旬以降に第２回目の発生時期を迎えますので引き続き

適期防除に努めましょう。  

（１）小豆、菜豆類 

 ア 菌核病と灰色かび病の防除  

曇雨天で多湿条件が続くと菌核病や灰色かび病の発生が心配されます。第１

回目の防除は開花始めから菜豆 5～7 日後、小豆 7～10 日後、その後１０日ごと

に、計３回薬剤防除を行います（表４）。  

表４ 菜豆と小豆の菌核病、灰色かび病の防除体系例  

注）炭そ病も同時に防除できる  

 

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 

防除回数  農薬名  使用倍率  使用回数  使用時期  

第１回目  
ブロードワン  
 顆粒水和剤  

菜豆   1,000 倍 

小豆 800～1,000 倍 
（小豆灰色かび病 1,000倍） 

4 回以内 収穫 14日前 

第２回目  
ファンタジスタ  
 顆粒水和剤  

2,000 倍 3 回以内 収穫 7日前 

第３回目  プライア水和剤  1,000 倍 3 回以内 収穫 14日前 



 

表６ マキバカスミカメの防除例  

防除時期 農薬名  使用倍率  使用回数  使用時期  

8 月中旬 
バイジット乳剤  1,000 倍 4 回以内 収穫 21 日前 

スミチオン乳剤  1,000 倍 4 回以内 収穫 21 日前 

 

イ 茎疫病の防除（小豆）  

茎疫病は、排水性の劣るほ場を中心に発生します。過去に発生の見られたほ

場は特に注意が必要です。ほ場観察により早期発見に努め、薬剤による防除を

検討しましょう。 

表５ 小豆の茎疫病の防除例   

 

 

  

 

ウ マキバカスミカメの防除（小豆）  

近年、マキバカスミカメによる子実の被害が発生しています。８月中旬に発生

する第２世代の成虫が小豆の莢を吸汁加害するので、この時期の防除が重要です。

カメムシが確認されたほ場や過去に被害のあったほ場は、防除を実施しましょう。 

 

 

 

   

 

エ アブラムシの防除（小豆）  

アブラムシが発生しています。吸汁害により生育抑制を生じている場合があ

るため、こまめにほ場観察を行い早期発見に努めましょう。防除の際はアブラ

ムシの寄生部位まで薬剤が届くように水量を多めに散布してください。  

表７ アブラムシの防除例 

 

 

 

 

 

 

(２) 大 豆 

  ア マメシンクイガの防除  

近年マメシンクイガの子実への被害があります。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を確認しました（7/29～8/1、３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るので、

産卵の最盛期から７～10 日間隔で２回程度防除します。 

表８ マメシンクイガの防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数  使用時期  

フェスティバルＣ水和剤  600 倍 3 回以内 収穫 7 日前 

ランマンフロアブル 1,000 倍 3 回以内 収穫 7 日前 

レーバスフロアブル 2,000 倍 3 回以内 収穫 7 日前 

農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 系統名  

モスピランＳＬ液剤 2,000～4,000倍 3回以内 収穫 14日前 ネオニコチノイド 

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 

ペイオフＭＥ液剤 2,000 倍 3回以内 収穫 7日前 合成ピレスロイド 

バイジット乳剤 1,000～1,500倍 4回以内 収穫 21日前 有機リン 

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 

バイジット乳剤 1,000～1,500倍 3回以内 収穫 45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 



 

野 菜 
 

１ ごぼう 
（１）黒条病の重点防除時期 

・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９ 黒条病の防除例         

回数 防除時期 農薬名 使用倍率  使用回数 使用時期 

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

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 10 軟腐病の防除例         

防除時期 農薬名 使用倍率  使用回数 使用時期 

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 ５回以内 収穫１４日前まで 

※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  

・黒葉枯病や軟腐病の発生しやすい時期となりました。特に茎葉の生育が旺盛

なほ場では注意が必要です。  

 表11 黒葉枯病と軟腐病の防除例  

農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 備 考 

ポリベリン水和剤 1,500倍 ５回以内 収穫１４日前まで  

アミスターオプティフロアブル 1,000倍 ２回以内 収穫２１日前まで  

ロブラール水和剤 1,000倍 ４回以内 収穫１４日前まで  

ストロビーフロアブル 2,000倍 ３回以内 収穫７日前まで  

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

 

（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12 ヨトウムシ、アブラムシ類の防除例 

害虫 農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

アブラムシ 
発 生 ほ 場  

ゲットアウトＷＤＧ 3,000 倍 ２回以内  収穫７日前まで 

ヨトウムシ 
発 生 ほ 場  

ペイオフＭＥ液剤  2,000 倍 １回以内  収穫１４日前まで 

 

４ レタス 
（１）軟腐病、腐敗病の防除 

・軟腐病・腐敗病の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下さい。  

表13 軟腐病の防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

バリダシン液剤５   800 倍 ３回以内  収穫７日前まで 

カセット水和剤  1,000 倍 ２回以内  収穫７日前まで 

 

（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（使用液量100～300㍑）。 

表14 アザミウマ類の防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

アファーム乳剤  1,000～2,000 倍 ３回以内  収穫３日前まで 

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

 

５ キャベツ・はくさい 
（１）キャベツ・はくさいの害虫防除 

・コナガの成虫が見られ、幼虫による食害が目立っています。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15 コナガ・アオムシの防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

ハチハチ乳剤 1,000～2,000 倍 ２回以内  収穫１４日前まで 

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

・結球前の生育初期にキスジノミハムシやアブラムシ類の発生が見られます。

食害が見られるほ場では防除して下さい。  

表16 キスジノミハムシやアブラムシ類の防除例  

農薬名 使用倍率  使用回数 使用時期 

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



 

 

（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17 株腐病の防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

リゾレックス水和剤 1,000 倍 ３回以内  収穫 7 日前まで 

 

（３）はくさい軟腐病の防除 

・軟腐病の発生が増える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18 軟腐病の防除例 

防除時期 農薬名 使用倍率  使用回数 使用時期 

結球期前 バリダシン液剤５    500 倍 ３回以内  収穫３日前まで 

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

 

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19 軟腐病の防除例  

農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 
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 ５回以内 収穫７日前まで ○   

アグレプト液剤 1,000 倍 ５回以内 収穫７日前まで  ○  

バクテサイド水和剤 1,000 倍 ５回以内 収穫７日前まで  ○ ○ 

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。 



 

 

（２） 白斑葉枯病・灰色腐敗病の防除 

表20 白斑葉枯病・灰色腐敗病の防除例  

薬  剤 倍率 総使用回数  使用時期  

フロンサイドＳＣ  1,000 倍 ５回以内  収穫３日前まで  

 

（３）アザミウマ類の防除 

・小麦収穫後にアザミウマ類の発生が多くなりますので、８月上旬に防除して下

さい。 

表21 アザミウマ類の防除例 

薬  剤 倍率 総使用回数 使用時期 備考 

ディアナＳＣ 
2,500※～ 

5,000倍 
２回以内  収穫前日まで 

※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回以内  ３日前   

 

（４）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22 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 総使用回数 使用時期 

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

軟腐病・肌腐病  コサイド 3000 1,000 倍 － － 

 

（５）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23 根切り直後の防除例 

病 害 薬  剤 倍率 総使用回数 使用時期 

灰色腐敗病 トップジンＭ水和剤 1,000 倍 ６回以内  収穫前日まで 

軟腐病・肌腐病  Ｚボルドー    500 倍 － － 

 

（６）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。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★  農作業事故を避けるため、作業途中で点検等を行う時は、必ずエンジンを停止

してから行いましょう。また、作業機械周辺の作業員にも声を掛け合うなど、

巻き込み事故を未然に防ぎましょう。  

★ 朝夕の公道通行の際は、必ずライトを点灯し、夜行反射板や低速車マークを

必ず付けて、安全走行につとめましょう。  

★ 馬鈴しょの枯凋処理や豆類の菌核灰色かび病防除の農薬によるドリフト事故

が懸念されます。防除作業を実施する場合は、風向きや噴霧圧に注意し、隣接す

るほ場への飛散防止につとめましょう。また、マスクを着用するなど、農薬から

身を守りましょう。 

★   農 薬 の 安 全 と 適 正 な 使 用 に 努 め ま し ょ う 。  

  農薬の使用は、「農作物病害虫防除基準・除草剤使用基準」に則り、対象作物、

使用時期、使用量、希釈倍率、収穫までの日数の確保、同じ農薬の連用を避ける、

同一成分を含む農薬の使用回数等に注意し、適正に使用しましょう。  

★   保 管 管 理 の 徹 底 を し ま し ょ う  

  毒物または劇物に該当する農薬だけでなく、乾燥した冷暗所に保管箱、または

保管庫を設置し、全ての農薬を施錠して保管しましょう。 

★  農薬の調剤及び散布作業中は、マスク、手袋（不浸透性のもの）、眼鏡等を着用し、

体を保護しましょう 

★   農薬散布は、風向きや噴霧圧に注意し、隣接作物への飛散を防ぎましょう。 

農作業安全に十分注意しましょう 

グリホサート系除草剤の取扱注意について  

 グリホサート系除草剤（ラウンドアップマックスロード等）は、極めて微量でも種

馬鈴しょに萌芽障害を引き起こします。  

 萌芽不良事故が発生した場合、あくまで人為的なものであるとされ、責任の範囲は

生産費のみならず生産物保証に及ぶ危険性があることから、補償金額が甚大なものと

なります。  

 

●萌芽不良事故防止に向けて  

 ①隣接する種馬鈴しょ原採種ほ場へのドリフトに注意しましょう！  

 ②スプレーヤ（タンク・ノズル）の洗浄を徹底しましょう！  

  薬液がノズルやホースに残っていた場合でも、萌芽不良となる可能性があります。  

 ③除草剤散布の際に使用した手袋や長靴を洗浄しましょう！  

 ④収穫後の種馬鈴しょへのドリフトに注意しましょう！  


