
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町６月１日）          ( )内は平年値  

作物名 
遅速  
日数  生育および作業状況  

秋まき小麦  ＋３ 草丈 65.7(55.9)㎝ 茎数 1,017(873)本/㎡ 止葉期 5/26(5/29)   

馬鈴しょ ＋４ 茎長  3.6(2.0)㎝ 茎数 3.5(1.7)本  萌芽期 5/26(5/30) 

大  豆 ＋５ 出芽期 5/30(6/4) は種始 5/16(5/17) は種期 5/18(5/22) は種終 5/22(5/26) 

小  豆 ＋５ 出芽始 5/31(6/4) は種始 5/18(5/21) は種期 5/22(5/24) は種終 5/26(5/28) 

菜  豆  は種始  5/26(5/28) は種期 5/30(6/3) 

てん菜 ＋５ 草丈  15.7(9.9)㎝  葉数  10.4(10.1)枚 

牧  草 ＋５ 草丈  72.6(60.1)㎝ 

飼料用とうもろこし ＋５ 草丈 16.0(4.2)  出葉数 3.9(2.5)  は種期 5/16(5/19) 出芽期 5/25(5/30) 

ながいも (マルチ)  植付始 5/14(5/17) 植付期  5/23(5/23) 

たまねぎ ＋５ 草丈  19.0(17.8)㎝  生葉数  3.7(2.6)枚 葉鞘径  5.0(4.4)mm 

 

畑 作 
 

 高温続きの気象により作物の病害虫の発生も早まっています。ほ場をよく観察し

て、適期防除に努めて下さい。 

 

１ 秋まき小麦 
春以降、降水量は少ないものの、気温と日照時間は平年を上回っています。小麦

の生育が進み、出穂は平年より３日程度早く迎える見込みです。  

出穂以降の管理は、赤かび病の防除が最重要です。時期を逸しないよう、計画的

防除とほ場巡回をお願いします。  

 

表１ きたほなみの生育期節（幕別町）  

 5 月      6 月  

生育期節  幼穂形成期   止葉期   出穂始出穂期   

今年 5/1 

早 5日 

     5/26 

  早 3日 

(6/4) 

 

(6/5)見込 

早 3日   

（平年）   (5/6)    (5/29) (6/7) (6/8)  
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(１）  赤かび病の防除について  

赤かび病は「開花期頃」が最も感染し

やすくなります。また、開花期以降も多

湿状態（雨、霧など）が続くと多発します。

防除は｢予防防除｣が必要で、特に１回目

と２回目の防除が重要です（表２）。１回

目の適期は、ほとんどの穂が穂首まで出

た開花始期（図参照）ですが、開花始め

が雨天の恐れがある場合は、出穂揃いか

ら防除します。  

ほ場をよく観察し、出穂や開花の状況を

よく見極め、適切な防除に努めて下さい。 

 

（２）開花期以降の追肥  

 葉面散布は主に蛋白値を上げるための技術です。葉色が濃く高蛋白が見込まれる

場合は、葉面散布を控えましょう。葉色が淡く生育が劣ったり、石わらなど成熟期

が早まる場合に散布を検討します。この場合、高温時の散布はヤケ症状が出る場合

があるので、気温が下がる夕方以降に散布しましょう。  

     尿素１～１ .５％※  ２～３回（赤かび病防除と同時）  

         （  ※  1000 ㍑の水に尿素を 10～ 15 ㎏ /10a ） 

（３）アブラムシ等の防除  

 １穂当たりに７～１１頭寄生すると（寄生穂率が 45％を越える）、収量、品質

に影響します。ほ場をよく確認し、適正防除に努めて下さい。  
 

２ てん菜 
（１）アブラムシ類防除  

・早期防除が有効です。苗床かん注剤（アクタラ  または ダントツ）および直播

ペレット種子内殺虫剤の残効期間内（４０～４５日）に防除を実施しましょう。 
 

《苗床かん注から残効期間を４５日とした目安の日》  
    ４月２０日かん注   →   ６月 ３日頃 
    ５月 １日かん注   →   ６月１４日頃 
    ５月１０日かん注   →   ６月２３日頃 
 

薬剤名 濃度 薬量 水量 備考 

ダントツ水溶剤 4,000 倍 ２５ mℓ １００ℓ テンサイモグリハナバエにも有効 

 

（２）根腐病防除  ≪６月上旬～中旬≫ 

・高温・多湿条件で蔓延します。  

・発生が懸念されるほ場は必ず防除を実施しましょう。 

薬剤名 濃度 薬量 水量 備考 

モンセレン顆粒水和剤 1,000 倍 ２００g ２００ ℓ 予防効果  

表２  赤かび病防除体系例  

回数  防除時期のめど  農  薬  名  

１回目 出穂揃～開花始  シルバキュア  

２回目 １回目の７日後  ベフトップジン 

３回目 ２回目の７～１０日後 シルバキュア  

臨 機 登  熟  期  間  チルト  



（３）ヨトウガ・褐斑病防除  

・ほ場観察を徹底するとともに、今後の情報に注視しましょう。  

 

（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まで数回実施しましょう。  

・除草剤のポイントは適期処理にあります。気象条件･土壌水分等を考慮して実施

しましょう 

※直播の再は種を行ったほ場は、最初に畦間サブソイラーを施工し､その後生育を

見て中耕カルチを実施してください。 

 

３ ばれいしょ 
（１）最終培土（中耕）の実施  

  ストロンを損傷すると、収量や品質が低下します。最終培土は遅くとも着蕾期

までに終わらせましょう。  

 

（２）疫病の防除  

  疫病はやや冷涼で過湿の場合に蔓延しやすくなります。ほ場巡回を実施し、初

発期を逃さないよう注意しましょう。 

 

（３）ナストビハムシの防除  

幼虫による塊茎への食害が問題となっています。今年度も萌芽以降高温で推移

していることから、発生が多く見られます。成虫による食害痕が多い場合は、土

壌施用剤を使用していても、茎葉散布による防除を徹底して下さい。  

  

 

 

 

４ 豆類 
（１）大豆「わい化病」、菜豆「黄化病」（ジャガイモヒゲナガアブラムシ）の防除  

 ジャガイモヒゲナガアブラムシは、山林やマメ科の牧草が近くにあるほ場で被害

が多くなります。ほ場をよく観察し、計画的な防除に努めましょう（表３）。 

表３ 茎葉散布による防除の目安  

クルーザーを使用した場合  
出芽揃期の７～１０日後  

（多発時は出芽揃期にも実施）  

クルーザーを使用しない場合  
１回目  出芽揃期  

２回目  １回目の７～１０日後 

※生育初期の有機リン剤は薬害の恐れがあるので使用は避けましょう。  

 

（２）除草剤の散布 

  例年、散布時期を逸したり、薬害による生育遅延が見られます。豆類の生育や

雑草の発生状況を確認し、効果的な散布に心がけましょう。  

茎葉散布  ２回実施  １回目  成虫の発生初期から盛期  

              ２回目  １回目の７～１０日後  



  「パワーガイザー液剤」は、有機リン系殺虫剤や他の除草剤との１０日以内

の近接散布は、薬害の恐れがあるので避けましょう。  

 

（３）中耕、カルチ 

  除草剤の残効を考慮し、地温の上昇と雑草減少のため中耕（カルチ）を実施し

ましょう。雑草減少のための中耕（カルチ）は、日中の暖かい日が効果的です。  
 

（４）金時のかさ枯病 

  近年、一般ほ場で発生が散見されます。低温・多湿の条件や機械管理作業で

蔓延します。発生が見られた場合は、子葉展開期から銅剤で２回防除を実施し

ましょう。  

 
 

野 菜 

１ レタス  

（１）菌核病の発生に注意  

・例年、この時期から菌核病が感染しますので、定植 15日後の早期の予防防除から

行って下さい。  

菌核病の防除  

   １回目 ゲッター水和剤      1,500倍 収穫7日前まで 

  ２回目 アミスター20フロアブル 2,000倍 収穫7日前まで 

 

（２）腐敗病の予防防除開始 

・６月中～下旬から腐敗病の予防開始時期となるので、定植１５日後の早期にドイツ

ボルドーＡで防除して下さい。 

・ドイツボルドーＡ（500～1,000倍）で防除する場合、薬害軽減のためにクレフノン

200倍を加用して下さい。 

       ※ ドイツボルドーは高温時の日中散布を避け、夕方に散布する。  

また、降雨後の多湿条件では散布しない。  
 

（３）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。  

  ・ダントツ水溶剤、アファーム乳剤、コテツフロアブルで防除して下さい。  

 

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５月２８日～３１日の４日間で３６頭誘殺されています。  

・また、キスジノミハムシの発生も見られますので、初期の発生を抑えるために

育苗期後半～定植当日のジュリボフロアブルでの防除を徹底して下さい。  



（２）定植後のコナガ、ナガメ発生  

・コナガ、ナガメ発生の場合は、スカウトフロアブル2,000倍、収穫前日まで防除し

て下さい。  

 

３ はくさい  

（１）定植後８葉期までのべたがけ資材について  

・抽台防止対策として１３℃以下が続く場合は、べたがけ資材が必要ですが、気温

が高くなっていますので、高温障害に注意し、曇天または夕方に除去して下さい。 

（２）軟腐病の予防防除開始  

・６月中～下旬から軟腐病の予防開始時期となるので、定植１０日後から防除を開始

して下さい。 

・１回目は、アグリマイシン100 2,000倍 収穫14日前まで  

 

４ だいこん  

（１）キスジノミハムシ防除の徹底  

・５月から気温が高く経過しているため、キスジノミハムシの発生が心配されます。

は種時にフォース粒剤を使用したほ場では、は種後２０日頃から茎葉散布を行って

下さい。 

・他の土壌混和薬剤の使用では、は種後１４日目頃から茎葉散布を行って下さい。 

 

５ ながいも  

５月から気温が高く経過し、雑草の発生しやすいほ場条件となりましたので、

植え付けが終わったほ場では、早期に除草剤処理を行って下さい。  

（１）除草剤の処理  

・植付直後から萌芽前までに土壌処理としてロロックス（ 100～ 200mℓ /10a）

またはゴーゴーサン乳剤（ 200～ 400mℓ /10a）を散布して下さい。  

ほ場水分が少ない場合は、散布水量を１５０ℓ /10aにして下さい。  

（２）マルチのスリットからの芽出し（平年の萌芽期６月１１日） 

・本年は、植え付け作業が早まったため、萌芽が早まると考えられます。  

マルチ栽培では、萌芽時にほ場の見回りを行い、マルチのスリット部に芽が

引っかからないように注意して下さい。  

 

６ ごぼう  

（１）除草剤処理  

・アグロマックス水和剤は、発芽時の地割れが発生するまでは処理が可能です。  

 

（２）中耕、除草と追肥について  

・ほ場が硬くなっている場合は、除草を兼ねて中耕して下さい。  

・また、本葉２～３葉期に達した時に肥料Ｓ４４４を 10ａ当たり３０㎏施用して下さい。 

 



７ にんじん  

（１）べたがけ被覆資材の除去の目安 

・ベたがけ栽培での被覆期間は、は種後４０～５０日で、本葉６枚となります。 

 本葉６枚となったら、曇天の日に除去して下さい。 

 

（２）雑草対策 

・スズメノカタビラ発生ほ場では、セレクト乳剤を処理して下さい。  

 （スズメノカタビラの３～５葉期まで）  

 

８ たまねぎ  

６月１日現在の作況調査では、草丈１９.０㎝、生葉数３.７枚、葉鞘径５.０㎜で、

平年より４日早い生育となっています。 

（１）除草剤処理の注意点  

・６月上旬までの除草剤処理では、生育抑制を発生させないよう、注意が必要です｡ 

・広葉雑草の優先ほ場では、アクチノール乳剤３０～５０ mℓ /10ａで処理します。

アクチノール乳剤は、気温が高いほど薬害が発生しやすくなるので、５０mℓ /10ａ

を上限として加減します。  

・イネ科雑草の優先ほ場では、セレクト乳剤かナブ乳剤等で処理します。特に、

スズメノカタビラが発生している場合は、セレクト乳剤で処理して下さい。  

・イネ科除草剤を処理する場合は、液肥・葉面散布剤を混用すると葉と葉が接着

する場合がありますので混用しないで下さい。  

 

（２）ネギアザミウマ、ネギハモグリバエの防除 

・５月２７日にネギアザミウマの成虫が確認されています。各ほ場で成虫を確認し

たらトクチオン乳剤 1,000 倍で防除して下さい。２回目以降は以下のとおりです。 

２回目 ６月中旬  オルトラン水和剤  1,000 倍 

３回目  ６月第３週  トクチオン乳剤  1,000 倍 

４回目  ６月第４週  オルトラン水和剤  1,000 倍 

・ネギハモグリバエの幼虫がたまねぎのりん茎に侵入すると品質が著しく低下し

ます。幼虫被害が進んでからは防除効果が得にくいので、５月下旬頃から圃場

で観察を行い、葉に縦に並んだ白い点状の成虫食痕を確認したら、直ちに１回

目の防除を行いましょう。   

１回目 
５月下旬～６月上旬 

（食痕確認直後）  
ダイアジノン乳剤  700 倍 

２回目 ７～１０日後  
ゲットアウトＷＤＧ 
モスピランＳＬ液剤 

2,000～3,000 倍 
2,000～3,000 倍 

（３）白斑葉枯病の発生初期の防除  

・６月中旬頃から初発する白斑葉枯病の防除時期となりましたので、散布水量

１２０ℓ /10a で予防防除を徹底して下さい。  

 

 
６月上旬 グリーンダイセンＭ 500 倍 

６月中旬 フロンサイドＳＣ 2,000 倍 



（４）分肥について 

・過度の追肥は、分球や軟腐病が多発する恐れがあります。ほ場の土壌条件などから

計画的に分肥を考えている方は、定植後１ヵ月を目安に分肥を実施して下さい。

施用量は、硝酸カルシウム２０～３０㎏/10ａで降雨直前に分肥して下さい。  

 

（５）育苗ハウスの緑肥  

・育苗ハウスの地力を高めるために６月上～中旬までに緑肥をは種して下さい。  

・えん麦野生種では、は種量で１５～２０㎏/10ａです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺作物への飛散（ドリフト）防止の徹底と農作業安全 
 

作物の成長もすすみ、農薬散布の機会が増える時期です。 

農薬散布に際しては風向きに注意し、周辺作物への飛散防止に努めて下さい。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・農薬を使用するときは、必ずラベルの安全使用基準や注意事項を確認しま  

しょう。 

・農薬は必ず保管庫にしまい、カギをかけましょう。  

・使用した農薬容器や袋は、適切に処理しましょう。  

・農薬散布の際は、マスク、防除衣、ゴム手袋、帽子  

防除用メガネ、長靴、肌を覆うタオルを身につけ、  

しっかり安全対策をとりましょう。 

・作業機連結時の挟まれ事故や機械昇降時の落下事  

故に、十分注意しましょう。 
 


