
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町７月１５日）  ( )内は平年値（※前年値） 

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  ±０ 
稈長  81.5(82.3)㎝  穂長 9.0(8.9) ㎝ 

穂数  698 (691)本 /㎡            
乳熟期 7/2(7/4) 

春まき小麦   
稈長  83.5(※ 79.3)㎝  穂長 8.1(※ 8.3)㎝ 

穂数  672(※ 719)本 /㎡ 
乳熟期 7/13(※7/11) 

馬鈴しょ 早 1 茎長  69.4(65.3)㎝  茎数  3.6(3.8)本 開花期 6/29(6/30) 

大  豆 早 1 茎長  41.7(35.8)㎝  葉数  6.0(5.7)枚  

小  豆 遅 4 茎長  12.2(12.7)㎝  葉数  4.4(5.2)枚  

菜  豆 

（金時） 
±0 茎長  42.5(35.2)㎝  葉数  4.1(4.0)枚 

開花始 7/13(7/13) 

開花期 7/16(7/16) 

てん菜 (移植 ) 早 4 
草丈  58.5(55.7)㎝  葉数  22.6(22.7)枚 

根周  23.9(22.1)㎝ 
 

てん菜 (直播 )  
草丈  46.4(※ 38.2)㎝  葉数  15.2(※ 16.0)枚 

根周  15.4(※ 13.7)㎝ 
 

牧  草 早 1 草丈  33.2(31.4)㎝  １番収穫終 －  (7/5)  

飼料用とうもろこし 遅 2 草丈  132.7(145.7)㎝  葉数  12.5(13.2)枚  

ながいも(マルチ) 遅 2 
種子重  87.2(57.3)g  茎葉重 60.9(111.7)g  

いも長 21.8(22.8)㎝  いも重 16.8(21.8)g いも径 11.8(12.9)mm  
 

たまねぎ 遅 3 
草丈  87.6(78.0)㎝  葉数  8.1(8.8)枚 

葉鞘径  22.0(19.9)mm 球径 3.6(3.8)cm 

肥大始 7/13(7/10) 

肥大期 7/16(7/13) 

 

畑 作 
＜小  麦＞ 

「きたほなみ」の成熟期は平年よりやや遅れる見込みですが、今後の天候によっ

ては急速に登熟が進む場合もあります。収穫準備は例年どおりに進めましょう。「春

よ恋」の生育も順調です。  

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。 

 

１  赤かび病の防除   

登熟期間の防除は必ず収穫の３日前までに実施しましょう。成熟期が遅れ、赤

かび病の発生が懸念される場合は前回防除の 10日後をめどに 1,000倍で散布して

ください。  
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表１  赤かび病の防除例   

防除時期 農薬名  使用濃度 (倍 ) 使用時期 (収穫前 ) 回数 (以内) 

臨機 (登熟期間 ) チルト乳剤 25 1,000～ 2,000 ３日  ３回 
 

 

２ 収穫作業に向けた準備 

 ・コンバインによる収穫作業がスムーズに行えるよう、ほ場周辺の枝払いや草刈

りを実施しましょう。 

・ほ場内に雑草が繁茂している場合、倒伏の助長、他ほ場への種子の持ち込み等

が懸念されるため、株ごと抜き取り、ほ場外へ持ち出しましょう。  

・過去にソバを作付たほ場や前作が春まき小麦の場合、収穫物にこれらの子実が

異物として混入（コンタミ）する恐れがあるため、収穫前の抜き取りを徹底し

ましょう。 

・倒伏した小麦は低アミロや細麦となりやすいため、品質向上のために収穫時に

正常な麦と混ぜないように努めましょう。  

 

＜てん菜＞ 
作況の移植てん菜の生育は平年より４日進んでいますが、ほ場間差が大きく、直

播栽培も含めて全体としては平年並みの生育です。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。また、多雨によりほ場が過湿状態になってい

ます。滞水があるほ場については早期の排水対策を行いましょう。  

 

１ 褐斑病の防除 

褐斑病は前作または前年隣接ほ場で罹病残渣をすき込んだ場合、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。  

また、ＤＭＩ剤およびカスガマイシン剤は道内で広く耐性菌の発生が確認され

ています。可能な限り使用回数を低減してください。また、DMI 剤はマンゼブ剤と

同時に使用しましょう。  

 

表２  褐斑病防除例 
防除  
時期  

農薬名  
分類または
成分名  

浸透  
移行性 

薬剤  
特性  

使用濃度 
（倍） 

使用時期 
(収穫前) 

回数  
(以内 ) 

７月中旬 
カッパーシン水和剤 

または 
カスミンボルドー 

塩基性塩化銅 
カスガマイシン 

× 
○ 

予治   800 ７日  ５回 

７月下旬 
～ 

８月上旬 

ホクガード乳剤 DMI ○ 予治  
1,000
～

1,500 
14 日  ２回 

グリーンダイセンＭ水和剤 
または 

グリーンペンコゼブ水和剤 
ジチオカーバメート × 予   500 21 日  ５回 

 



２ アブラムシ類・ヨトウガの防除 

本年はアブラムシが多いです。ネオニコチノイドと有機リン剤の輪番防除を実

施し、連用とならないよう予防防除を実施しましょう。また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しょう。ヨトウガは幼虫が大きくなる

につれて薬剤の効果が低減しますので、食害を確認したら速やかに防除しましょ

う。 

表３  害虫防除例 
防除  
時期  

対象害虫  農薬名  分類  
使用濃度  
（倍） 

使用時期 
(収穫前) 

回数  
(以内 ) 

７月中旬 
ヨトウガ 
アブラムシ 

ダーズバン乳剤 40 有機リン 1,500 45 日  ２回 

７月下旬 
～ 

８月上旬 
アブラムシ アクタラ顆粒水溶剤 ネオニコチノイド 3,000 ７日  ３回 

 

３ 葉腐病の防除 

葉腐病は高温多湿条件で多発します。発生が見られたら直ちに防除を行ってく

ださい。  

表４  葉腐病の防除薬剤例  

農   薬  名  分類または成分名  使用濃度（倍） 
使用時期  

（収穫前） 

使用回数  

（以内） 

モンカットフロアブル 40 ＳＤＨＩ 1,000 14 日前  ４回  

リンバー顆粒水和剤  ＳＤＨＩ 4,000 ７日  ３回  

 

＜馬鈴しょ＞ 
生育は１日早く推移しています。軟弱徒長傾向のほ場も見られます。倒伏の発生

により軟腐病の被害も懸念されます。ほ場状況や気象情報に注意し適正な栽培管理

を実施しましょう。 

１ 疫病の防除 

疫病の発生が一部で見られます。平均気温 15℃以上（最適気温 18～20℃）の多

湿条件で多発します。曇雨天が続くと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。 

 

表５  疫病の防除薬剤例（出典：くみあい農作物病害虫・雑草防除ガイド）  

農薬名  
使用濃度 

（倍） 

使用時期 

（収穫前） 

総使用回数 

（以内） 

成分または 

系統名  

浸透 

移行性  

効果の 

発現  

対象病害 

夏疫病 塊茎腐敗 

プロポーズ  

顆粒水和剤  

750～

1,000 
７日  ３回  

CAA 

TPN 

△ 

× 

予防  

治療  
○ ○ 

ランマン 

フロアブル  

1,000～

2,000 
７日  ４回  QoI ● 予防  － ○ 

レーバス 

フロアブル  
1,500 ７日  ２回  CAA ● 

予防  

治療  
－ ○ 

○：浸透移行性が認められる  ●：浸達性のみ認められる △：浸透移行性は認められるが強くない  
×：無し 
※  薬剤名が異なっても、成分（分類）が同じ場合は連用を避ける。  



 

２ 軟腐病の防除 

軟腐病は高温多湿条件や軟弱徒長気味に生育していると、発生が多くなります。

強風等で茎葉が傷ついた場合、傷口からの感染を防ぐために薬剤防除を実施しま

しょう。本年の生育は軟弱気味であり、気温が高まると注意が必要です。初期防

除の徹底に心がけ、また生育量に応じて散布水量を調節しましょう。  

※薬剤防除の使用例は７月２日の農業技術情報及び「農作物病害虫防除基準」を

参照してください。 

 

３ 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ましょう。

本年はアブラムシが多発傾向ですので、特に倒伏しているほ場では浸透移行性のあ

る薬剤を使用しましょう（表６）。  

 

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 

農薬名  分  類  

対  象  害  虫  使用  

濃度  

(倍 ) 

使用  

時期  

(収穫前 ) 

使用  

回数  

(以内 ) 
アブラムシ類 

※  
オオニジュウ
ヤホシテントウ 

アドマイヤー  

顆粒水和剤  
ネオニコチノイド 

◎  

(ジャガ/ﾓﾓ/ﾜﾀ) 
◎  

5,000～  

15,000 
14日  ２回  

コルト顆粒水和剤  その他  
◎  

(ジャガ/ﾓﾓ/ﾜﾀ) 
―  

4,000～  

6,000 
前日  ３回  

※ジ ャ ガ：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 

※その他薬剤の使用例は６月 18 日の農業技術情報及び「農作物病害虫防除基準」を参照

してください。 

 

＜豆 類＞ 
日照不足と多湿の影響により、特に小豆で生育が緩慢となっています。一方で金

時の開花は平年並みに始まっています。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 大豆べと病の防除 

「トヨムスメ」、「音更大袖」、黒大豆以外はベと病抵抗性があるので防除は

不要です。開花始に上位葉（上から見ることができる葉）を確認し、品種に合わ

せて適正に防除しましょう。 

【 べと病の要防除水準  】 

開花始の上位葉の病斑面積率 2.5％以上（病斑個数 30 個/葉、葉全体に病斑が

ある） 

【黒大豆の防除時期の目安】  

  ① 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と

その２～３週間後の計２回 

② 開花始に要防除水準に達した場合：開花期に１回 



   

表７  大豆べと病の防除薬剤例  

農 薬 名 成分または分類 使用倍率 
使 用 時 期 
（収穫前） 

使用回数 
（以内） 

プロポーズ顆粒水和剤  CAA、 TPN 1,000 倍  21 日  ２回  

フェスティバルＣ水和剤  CAA、塩基性塩化銅 600 倍  ７日  ３回  

 

２ 大豆菌核病の防除 

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、開花始後 10～15 日目に 1 回目を実施し、２回目以降は発生条件に応じ

10 日ごとに実施します。 

 

表８  大豆菌核病の防除薬剤例  

農 薬 名 成分または分類 使用倍率 
使用時期 
（収穫前） 

使用回数 
（以内） 

トップジンＭ水和剤 ベンゾイミダゾール 700～ 1,000 倍 14 日  ４回  

  ※フェスティバルＣ水和剤との混用はできない  

 

３ 小豆茎疫病の防除 

連作ほ場や排水の劣る場所で発生することがあります。発病後の茎葉散布では

効果が得られないため、今後の気象で大雨など発生が予想される場合は、予防防

除や溝切りによる排水の実施を心がけてください。  

表９  小豆「茎疫病」の防除薬剤例 

農  薬  名 分類  使用濃度 (倍 ) 使用時期 (収穫前) 回数 (以内 ) 

リドミルゴールドＭＺ 
ジチオカーバメート 

フェニルアミド 
500 30 日  ３回  

   ※その他薬剤の使用例は７月２日の農業技術情報及び「農作物病害虫防除基準」を参

照してください。 

 

４ 炭そ病の防除（小豆・菜豆）  

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 10）。  

※「雪手亡」「絹手亡」は抵抗性あるため防除不要  

 

５ 菌核病、灰色かび病の防除（小豆・菜豆）  

開花後に曇雨天が続くと発病しやすくなります。ほ場の生育に合わせて、適期

防除に努めてください（表 10）。  

小豆防除適期  １回目：開花始(平年 7/26)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(平年 7/13、本年 7/13)後５～７日目  

２回目：１回目防除の 10 日後 



 

表 10 小豆・菜豆  菌核病、灰色かび病を中心とした防除例 

回数 薬剤名 
成分または 
系統名  

使用濃度  
（倍） 

使用時期  
(収穫前 ) 

使用回数 
(以内 ) 

炭そ病  
（倍） 

１回目 

ブロードワン顆粒水和剤 

または 

オルフィンフロアブル 

チオファネートメチル 
メパニピリム 

1,000 倍  14 日  ４回  ○  

ＳＤＨＩ 2,000 7 日  ３回  － 

２回目 
ファンタジスタ 

顆粒水和剤 
Qoi 2,000 倍  ７日  ３回  ○  

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

 

６ アブラムシ類・アズキノメイガの防除（小豆）  

幕別町内で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。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

がってからでは薬剤散布の効果が劣るので、寄生を確認したら直ちに防除しまし

ょう（表 11）。 

表 11 小豆のアブラムシ類・アズキノメイガ防除薬剤例  

農薬名 
成分または 

系統名 

使用濃度

（倍） 

使用時期 

（収穫前） 

使用回数 

（以内） 

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 
ネオニコチノイド 10,000 30 日  ２回  ○   

ウララＤＦ 同翅目摂食阻害剤 4,000 ７日  ２回  ○   

モスピランＳＬ液剤 ネオニコチノイド 2,000～4,000 14 日  ３回  ○ 
○ 

(2,000倍) 
 

ゲットアウトＷＤＧ 合成ピレスロイド 3,000 ７日  ３回  ○ ○  

ペイオフＭＥ液剤 合成ピレスロイド 2,000 ７日  ３回  ○ ○  

スミチオン乳剤 有機リン 1,000 21 日  ４回  ○ ○  

カスケード乳剤 ＩＧＲ 4,000 ７日  ２回   ○ ○ 

ダニトロン 

フロアブル 
フェンピロキシネート 1,000～2,000 ７日  １回    ○ 

 

７ 窒素追肥 

根粒菌が行う窒素固定量は、豆類の生産性を大きく左右します。大豆は、開花始

頃に引き抜いてみて根粒菌が個体当たりに数個しかついていない場合が要追肥の

目安となります。生育量や地力、根粒菌の着生に応じて、追肥の要否を検討しまし

ょう。 

表 12 豆類の窒素追肥時期と追肥量の目安  

作物名 追肥時期  追肥量の目安  備    考  

大  豆  
開花始頃  

（開花始 :平年） 
２～４kg /10a 程度 

生育後期に窒素供給が多いほ場で

は追肥量を減らす。 
小  豆  

第３本葉展開期前後  

（７月上中旬） 

 



野 菜 
 
１ ごぼう 
（１）黒条病の防除 

黒条病は、低温多湿条件下で発生しやすく、７月下旬から初発が見られます。

収穫予定の１ヵ月前に発生すると、減収につながるため注意が必要です。ほ場

が茎葉でふさがる前に、予防的防除を行ってください。 

表１  ゴボウ黒条病の防除例          

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 にんじん 
(１) 黒葉枯病・軟腐病の防除 

黒葉枯病は低温多湿条件下で、軟腐病は高温多湿条件下で発生しやすくなり

ます。本年は多湿条件が続いているため、注意が必要です。ほ場を確認し、防

除を実施してください。防除薬剤については、平成30年度農作物病害虫防除基準

(P49～50)を参照ください。 
 
(２) 追肥 
  定期的な降雨により、肥料の流亡が懸念されます。肥料切れは、根部肥大の抑制

や黒葉枯病の助長につながるため、必要に応じて追肥を行ってください。  
 

３ キャベツ・はくさい 
コナガの飛来頭数は、７月 11 日～７月 16 日にキャベツで 52 頭、はくさいで 29

頭と発生が続いています。継続して防除を行ってください。  

（１）はくさいの軟腐病防除  

気温が高まっており、軟腐病の発生に注意が必要です。防除薬剤については、

平成30年度農作物病害虫防除基準 (P43～44)を参照ください。 
 

（２）キャベツの株腐病防除 

   一部ほ場で、株腐病の発生が確認されています。結球～収穫期の高温・多湿条

件下で発生しやすくなります。結球初期から予防的に防除を行い、発病株は早

期に抜き取りましょう。 

     表２ キャベツ株腐病の防除薬剤例  

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 

アミスター２０  
フロアブル※  2,000 倍 収穫７日前まで ４回以内 

    ※黒斑病に登録あり。  
 

 



（３）菌核病の防除 

結球期に入り、菌核病に注意が必要です。キャベツ・はくさいの菌核病は、気

温20℃前後、多湿条件下で多発するため、予防的防除を行いましょう。  

表３ キャベツ･ハクサイ菌核病の防除薬剤例 

農薬名 キャベツ はくさい 使用倍率 使用時期 使用回数 

アミスター 20
フロアブル  ○   2,000 倍 収穫７日前まで ４回以内 

ファンタジスタ  
顆粒水和剤  

○   
2,000～
3,000 倍 収穫３日前まで ３回以内 

 ○  3,000 倍 

ロブラール水和剤 
○   

1,000 倍 
収穫７日前まで ４回以内 

 ○  収穫 14日前まで ３回以内 
 

（４）ジアミド系殺虫剤使用時の注意点 

コナガ防除でジアミド系殺虫剤を使用する場合、次の点に特に注意してくだ

さい。また、株元までかかるように水量は 120ℓ /10a 以上で散布してください。 

 

 

 

 
 

 

 

※ジアミド系薬剤については、平成 30 年度農作物病害中防除基準 (P69)を参照 

ください。 
 

（５) チップバーンの発生に注意  

   降雨後の高温等で急激に生長が進むと、カルシウムが欠乏し、チップバーン

が発生しやすくなります。品質低下を防ぐため、カルシウムの葉面散布を実施

してください。 

 
４ レタス  

引き続き、ナモグリバエ、軟腐病、腐敗病の発生に注意し、適期に防除を実施

してください。  
 

（１）ナモグリバエの防除 

防除の際は、葉裏まで薬剤がかかるように散布してください。防除薬剤につい

ては、平成30年度農作物病害虫防除基準(P45～46)を参照ください。 
 

（２）軟腐病・腐敗病の防除 

軟腐病と腐敗病が発生しやすい条件が続いています。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。防除薬剤については、平成30年度農作物病害虫防除基準(P45～46)を参照

ください。 

 

①ジアミド系薬剤の連用を避け、他系統とのローテーション防除を行う。  

(ジアミド系薬剤は、できる限り１作型に１回の使用に抑える。) 

②ジアミド系薬剤の使用後、防除効果が低いと判断された場合は、他系統薬

剤による追加防除の実施を検討する。 

③ジアミド系薬剤をかん注剤、茎葉散布剤として使用する際は、所定の希釈

倍数等を遵守する。 

 



５ たまねぎ 
7 月上旬の降雨等により、茎葉が倒伏しているほ場が散見されます。ほ場に入れ

るようになり次第、防除を行い、倒伏した茎葉からの病害発生抑制に努めましょう。 

また、茎葉の生育が旺盛な時期であるため、生育に合わせて薬剤の散布水量を

増やしましょう。 
 

（１）べと病の防除 

べと病の発生が確認されています。過去に発生したほ場では、引き続き注意

してください。発生を確認した場合は早期に防除を行い、蔓延を防ぎましょう。 

表４ タマネギべと病の防除薬剤例 

農薬名 使用倍率 使用時期 使用回数 作用 

グリーンダイセンＭ水和剤 400～ 600 倍 収穫３日前まで  ５回以内  予防 

リドミルゴールドＭＺ  1,000 倍 収穫７日前まで  ３回以内  予防･治療  

レーバスフロアブル  2,000 倍 収穫前日まで  ２回以内  予防･治療  
 

（２）白斑葉枯病・小菌核病の防除  

７月上旬の連続的な降雨や低温が続いたため、小菌核病の発生に注意が必要

です。ほ場を確認しながら、予防的防除に努めてください。  

また、白斑葉枯病は倒伏前に多発させると球肥大に影響を及ぼすため、計画

的に防除を実施してください。 

     表５  タマネギ白斑葉枯病・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月中旬 シルバキュアフロアブル 2,000 倍 収穫前日まで ３回以内 ○  ○  

７月下旬 フロンサイドＳＣ  
1,000～
2,000 倍 収穫３日前まで ５回以内 ○   

８月上旬 
ファンタジスタ  

顆粒水和剤  
2,000～
3,000 倍 収穫前日まで ５回以内 ○  ○  

 

（３）軟腐病の防除 

7月上旬以降、発生が散見されます。軟腐病は、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るため、ほ

場を良く確認し適期防除に努めてください。  

表６  タマネギ軟腐病の防除例 

防除時期 農薬名  使用倍率 使用時期 使用回数 

７月中旬 コサイド 3000※  1,000～
2,000 倍 

－ － 

７月下旬 バクテサイド水和剤 
500～

1,000 倍 
収穫７日前まで ５回以内 

８月上旬 コサイド 3000※  1,000～ 
2,000 倍 

－ － 

  ※薬害軽減対策として、クレフノン 200倍を加用する。  
 

（４）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、被害が多くなりま



す。こまめにほ場観察を行い、適期防除に努めましょう。 

表７  ネギアザミウマの防除例  

防除時期 農薬名 系統名 使用倍率 使用時期 使用回数 

７月中旬 リーフガード顆粒水和剤 ﾈﾗｲｽﾄｷｼﾝ 1,500 倍 収穫３日前まで  ３回以内 

７月下旬 ディアナＳＣ ｽﾋﾟﾉｼﾝ 
2,500～
5,000 倍 

収穫前日まで  ２回以内 

８月上旬 トクチオン乳剤 有機リン 1,000 倍 収穫７日前まで  ４回以内 

 

 

 

 

 

～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。  


