
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町７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  遅１日  
桿長 84.6(81.5)㎝  穂長  9.7(8.9)㎝ 

穂数 712(677)本 /㎡           

乳熟期 7/4 (7/3) 

馬鈴しょ ±０日  茎長 56.0(42.5)㎝  茎数  4.4(3.8)本 開花期 6/30(6/30) 

大   豆 遅２日  茎長 13.6(16.2)㎝  葉数 2.3(3.1)枚  

小   豆 遅４日  茎長 3.6(4.8)㎝   葉数 0.9(2.0)枚  

菜   豆 ±０日  茎長 12.9(14.5)㎝  葉数 2.3(2.2)枚  

て  ん  菜 遅４日  
草丈 41.2(43.8)㎝  葉数 16.2(18.9)枚 

根周 14.6(15.5)㎝ 

 

牧   草 早３日  草丈 102.0 (94.8)㎝  １番収穫期  7/1(6/24)  

飼料用とうもろこし 遅３日  草丈 57.6(66.0)㎝  葉数 8.0(9.2)枚  

た  ま  ね  ぎ 早２日  
草丈 63.2(55.6)㎝  葉数 7.0(6.5)枚 

葉鞘径 14.6(13.2)mm 

 

 

畑 作 
１ 秋まき小麦 
 出穂期以降の低温と降雨により登熟が進

まず、乳熟期は遅れる見込みです（表１）。

また、降雨により病害虫防除が適期にできて

いないほ場もあります。ほ場観察により病害

虫の蔓延に注意しましょう。  

 

（１）赤かび病の防除 

現在、赤カビ病菌による「葉枯れ症」が発生し、穂に病斑が見られるほ場があり

ます。カビ毒を産出する病原菌もあり注意が必要です。ほ場観察で発見に努め、臨

機防除を行いましょう。薬剤は「チルト乳剤」が有効です。  

使用にあたっては、登録内容（回数、時期）に注意しましょう。  

表２  赤かび病防除の実施例  

回数  防除時期の目処 農薬名  倍率  

３回目  ２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。 

表１  秋小麦生育期節  （幕別町）  

 H28 産  平年値  早晩  

止葉期  5/26 5/29 早 3 

出穂期  6/ 7 6/ 8 早 1 

乳熟期  7/ 4 7/ 3 遅 1 
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（２）アブラムシ類の防除  

 ７月に入り、気温の上昇に伴って増加が予想されます。要防除水準（※）に達する
場合は千粒重の低下が心配されますので、必要に応じて薬剤による防除を実施しま
しょう。 
 
 
 
（３）葉面散布等追肥の注意点  
  乳熟期以降の葉面散布は、タンパクを高め製品品質の低下につながりますので、

避けましょう。  
 
（４）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。また、ほ場内に雑草が多いと、倒伏を助長したり、他のほ場へ

種子を持ち込む場合があります。雑草が繁茂している場合は、株ごと抜き取り、
ほ場外へ持ち出しましょう。  

 
（５）コンタミ（異物混入）防止の徹底 
  前作がソバや春小麦の場合、収穫物にこれらの子実が混入する場合があります。

混入を防ぐため、収穫前に抜き取りを徹底しましょう。  
 

２．てんさい 
（１）褐斑病防除 

  褐斑病の病原菌は糸状菌（かび）です。１～２週間潜伏し、蒸し暑い日が続くこ

とにより発生が多くなります。病斑の発生拡大をさせないためにも予防防除を実

施しましょう。  

（２）アブラムシ防除 

  吸汁から黄化まで２０日程度の潜伏期間があるため、防除しても黄化が進む場合

があります。アブラムシに対して効果が安定しているネオニコチノイド剤を基本

に、効果の期待できる有機燐剤と組み合わせて、連用とならないよう予防防除を

実施しましょう。  

（３）ヨトウガ防除 

  ヨトウガの発生が見られる場合は、有機燐剤（ダーズバン乳剤４０など）や合ピレ

剤（ゲットアウトＷＤＧなど）等を混用し、防除を実施しましょう。  

＜７月の防除予定＞ 

 病害虫  使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 系統名 

7月 
6～10
日 

褐斑病 
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 
 500 倍 ５回以内 21 日前 

ｼ ﾞ ﾁ ｵ ｶ ｰ

ﾊﾞﾒｲﾄ 

アブラムシ類 モスピランＳＬ液剤  4,000 倍 ３回以内 ３日前  
ﾈｵﾆｺﾁﾉ
ｲﾄﾞ 

ヨトウガ※ 
※必要に応じて 

ゲットアウトＷＤＧ  3,000 倍 ４回以内 14 日前 合ピレ  

7 月 
中旬 

褐斑病 
カッパーシン水和剤  800 倍 ５回以内 ７日前  

抗生・銅 
カスミンボルドー   800 倍 ５回以内 ７日前  

ヨトウガ ダーズバン乳剤４０ 1,500 倍 ２回以内 45 日前 有機燐  

※ 気象経過等により変更する場合がありますのでご了承下さい。  

※アブラムシ類の要防除水準 １穂あたり７～11 頭寄生 

（寄生株率 45％以上）    



（３）中耕・除草 

  多雨により圃場が固くなっています。生育増進に繋げるため、畦間が葉に覆わ

れるまで中耕を実施しましょう。ただし、茎葉・根を傷つけないよう十分に注意

してください。  

 

 

３ ばれいしょ 
疫病、軟腐病の発生時期を迎えていますので、

適切な管理をお願いします。  

（１）疫病の防除  

冷涼多湿な気象条件で、繁茂した茎葉や水の

溜まりやすい防除畦や窪地などで発生しやすく

なります。ほ場観察を徹底し、効果的な薬剤を選択して下さい。 

 

（２）軟腐病の防除 

軟腐病の初発時期に入ります。軟腐病は高温多雨な条件を好み、軟弱徒長な生育の場

合は今後の発生が懸念されます。茎葉が徒長したほ場、防除畦で茎葉が傷んだほ場では

発生に注意し、地面に接する下葉の黄化腐敗が見られたら、直ちに防除を行いましょう。 

 

（３）アブラムシ類の防除  

例年並にアブラムシ類の発生がみられます。まれに局所的に発生量が多くなる場合

がありますから、ほ場観察を徹底するとともに、今後の情報にも注視しましょう。 

 

 

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

を防止して下さい。 

 

（３）小豆「アブラムシ類」の防除  

局所的に発生し、寄生株は萎縮、枯死して他の株へ派生する事があります。

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。  

 

 

表３  馬鈴しょ生育期節 (幕別町 )  

 Ｈ 28 産  平年値  早晩  

萌芽期  5/26 5/30 早 4 

着蕾期  6/16 6/18 早 2 

開花期  6/30 6/30 ±0 

品種：メークイン  



（４）小豆「茎疫病」の防除  

連作ほ場や排水の劣るほ場で発生が見られます。特に抵抗性の弱い「エリモ

ショウズ」などの場合は注意が必要になりますので、予防防除に心がけましょう。 

 

（５）害虫 

アズキノメイガやツメクサガなどの鱗翅目幼虫に、開花期から莢伸長期に食害

されると収量に影響します（食害面積率 20％で５％の減収）。ほ場観察を徹底し、

適期防除に努めましょう。  

 

（６）豆類の追肥                

追肥は、根粒菌の着生が極端に少なかったり、茎葉が淡い場合に有効となりま

す（表４）。茎葉の生育が旺盛だったり、地力が高い場合は、倒伏を助長したり

葉落ちが悪くなることがあるので注意しましょう。  

表４ 豆類の追肥目安 

 追肥時期  追肥量  

小豆 第３本葉展開前後 

窒素成分で 

4 ㎏/10a 程度 

大豆 開花始め頃  

金時 

手亡 

第２本葉展開  

～ 開花始め  

 

 

 



野  菜 
 

野菜類の病害虫の発生時期に入りました。ほ場をよく観察し、適期防除をしましょう。 

 

１ ながいも 
雑草の発生が旺盛なため除草を行って下さい。  

（１）中耕と埋め戻し 

・湿潤な天候により、畦間が堅く締まっていますので、根の伸長を確認しながら

中耕を行って下さい。  

・トレンチャー溝の陥没が発生したら、早期に埋め戻しを行って下さい。  

（２）分肥の施用時期 

・分肥は、７月下旬までに肥料Ｓ４４４（N:P:K＝14:4:14）を 10ａ当たり 30 ㎏

施用して下さい。  

（３）除草剤の生育期処理  

・除草剤（ロロックス）の畦間土壌処理は、生育の停滞を防ぐため７月下旬ま

でに終わらせて下さい。  

・畦間土壌処理は、茎葉（下葉）に飛散しないように行って下さい。  

 

２ だいこん 
低温･日照不足により生育が遅れています。多湿条件下で軟弱な生育をしている

場合、今後気温が高くなると軟腐病の発生が多くなりますので、注意が必要です。

また、キスジノミハムシの発生も多くなってきましたので注意して下さい。 

（１）軟腐病の防除対策 

・高温期における窒素施用量は 2～ 4㎏ /10aとし、肥沃なほ場では 1㎏ /10a以下

とします。 

・銅剤と組み合わせた体系防除が効果的です。  

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日頃  Ｚボルドー    500倍  －  －  

その一週間後  スターナ水和剤  1,000倍  ５回以内  １４日前  

※Ｚボルドー水和剤では、薬害軽減のためクレフノンの200倍を加用する。 
 

（２）キスジノミハムシの防除  

 

 

 

 

 

 
※エルサン乳剤は使用時期が収穫前30日前までとなっているので、散布時期に注意する。 

使用時期 使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

は種時  

土壌処理  

ダーズバン粒剤  6～9kg/10a １回  は種時  

フォース粒剤  4 kg/10a １回  は種時  

は種後20日目  エルサン乳剤※  
1,000～
2,000倍  ２回以内  ３０日前  

は種後30日目  ハチハチ乳剤  
1,000～
2,000倍  

１回以内  １４日前  



３ ごぼう 
（１）２回目の分肥および中耕  

・緩効性肥料を使用していないほ場で、本葉３～４葉期に達しているほ場では、

２回目の分肥として、肥料Ｓ４４４（N:P:K＝14:4:14）を 10ａ当たり３０㎏

施用し、除草を兼ねて中耕を行って下さい。  

 

４ レタス 

低温･日照不足･多湿条件によって、「タケノコ球」の発生が見られます。 

今後、降雨後に気温と湿度が高くなると、軟腐病や腐敗病、ナモグリバエなど病

害虫の多発が心配されますので注意して下さい。 

（１）軟腐病、腐敗病の防除  

・軟腐病、腐敗病の防除は、降雨・強風の直前と直後の防除が重要です。 

使用時期 使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

降雨直前の
予防防除 

スターナ水和剤  2,000 倍 ２回以内  ７日前  

降雨後 バリダシン液剤５    800 倍 ３回以内  ７日前  

 

（２）ナモグリバエの防除  

使用方法 使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

セル苗かん注 ジュリボフロアブル   200 倍 １回 定植当日  

茎葉散布 

アファーム乳剤  2,000 倍  ３回以内  ３日前  

ダントツ水溶剤  2,000 倍 ２回以内  ３日前  

プレオフロアブル  1,000 倍 ２回以内  ７日前  

ハチハチ乳剤  1,000 倍 ２回以内  １４日前  

 

５ キャベツ・はくさい 
気温と湿度が高くなると、軟腐病の発生に注意が必要です。  

また、コナガの飛来頭数は、６月２９日～７月３日の５日間に２１頭で、低温

傾向でも発生が続いています。ほ場をよく観察して発生初期の防除を徹底して下

さい。  

（１）はくさいの軟腐病防除 

・定植１０日後からの早期予防が軟腐病を抑えることから、アグリマイシン１００ 

2,000 倍で防除を開始し、その後１週間ごとに防除して下さい。  

使用薬剤名  倍率  総使用回数 収穫前日数 

アグリマイシン１００ 2,000 倍 ３回以内  １４日前  

スターナ水和剤 1,000 倍 ３回以内  ７日前  

マテリーナ水和剤  1,000 倍 ３回以内  １４日前  

バリダシン液剤 5   500 倍 ３回以内  ３日前  

・散布水量は、定植～結球初期までは 150ℓ /10a で、結球期以降は 200ℓ /10a

で防除を行って下さい。  



（２）はくさいのべと病防除  

・この時期に気温が２０℃以下で経過すると、べと病が発生しやすくなります

ので、ダコニール 1000 で予防防除して下さい。  

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 備考 

ダコニール 1000 1,000 倍  ２回以内  ７日前  予防防除 

レーバスフロアブル 2,000 倍  ３回以内 ７日前  発生時  

ランマンフロアブル 2,000 倍  ４回以内 ３日前  発生時  

 

（３）キャベツ・はくさいのコナガ防除  

・成虫の発生が見られるので、防除を行って下さい。 

使用薬剤名 倍率  総使用回数 収穫前日数 

ハクサップ水和剤 
1,000～ 

2,000 倍  
５回以内 前日  

 

６ たまねぎ  

草丈､葉数､葉鞘径の生育は平年値を上回っていますが､軟弱傾向となっています。 

すでに白斑葉枯病と小菌核病の初発が見られます。  

また、べと病が６月２１日に発生しています。発生ほ場で防除を行う際は、

散布水量を１２０ℓ /10a で行って下さい。  

 

（１）白斑葉枯病・小菌核病の防除  

薬  剤  倍率 
総使用 
回数 

収穫前 
日数 

白斑 
葉枯病 

小菌核 
病 

ストロビーフロアブル 2,000 倍 ３回以内 14 日前 ○  

アフェットフロアブル 2,000 倍 ４回以内 収穫前日 ○ ○ 

シルバキュアフロアブル 2,000 倍 ３回以内 収穫前日 ○ ○ 

ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000 倍 ５回以内 収穫前日 ○ ○ 

フロンサイドＳＣ  

 1,000※～ 
2,000 倍 

※白斑病が確認
されたら1,000倍 

５回以内 ３日前  ○  

グリーンダイセンＭ水和剤 500倍 ５回以内 ３日前  ○  

 

（２）べと病の防除 

・過去にべと病が発生したほ場では、７月第１週から気温が 20℃以下で湿度が高い

場合、予防防除としてグリーンダイセンＭ水和剤を混用し、防除して下さい。 

薬  剤 倍率 総使用回数 収穫前日数 備考 

グリーンダイセンＭ水和剤   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  プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍 ３回以内  ７日前  

レーバスフロアブル 2,000 倍 ２回以内  収穫前日  



（３）ネギアザミウマの防除  

   ・ネギアザミウマの発生が見られます。次の薬剤で防除して下さい。 

薬  剤 倍率 総使用回数 収穫前日数 備 考 

トクチオン乳剤  1,000 倍 ４回以内  ７日前   

ディアナＳＣ  
2,500～ 
5,000 倍 

２回以内  収穫前日 
スリップスが多く確認

されたら 2,500倍 

リーフガード顆粒水和剤 1,500 倍 ２回以内  ３日前   

 

（４）軟腐病の防除  

   ・軟腐病の予防時期となりました。次の薬剤で防除して下さい。  

薬  剤 倍率 総使用回数 収穫前日数 

スターナ水和剤 1,000 倍 ５回以内  ７日前 

アグレプト液剤 1,000 倍 ５回以内  ７日前 

バクテサイド水和剤 1,000 倍 ５回以内  ７日前 

※バクテサイド水和剤では、薬害軽減のためクレフノンの 200倍を加用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農 作 業 事 故 の 防 止  

○周辺作物への農薬の飛散防止 

○農薬散布後のスプレーヤ洗浄の徹底 


