
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町７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  ±０ 
稈長 84.6 (82.1)㎝ 穂数  712(672)本/㎡ 

穂長 9.7(9.0) ㎝             
 

馬鈴しょ ±０ 茎長 58.9 (56.4)㎝ 茎数 4.4 (3.8)本  

大  豆 －２ 茎長 30.8 (37.1)㎝ 葉数 5.5 (5.8)枚  

小  豆 －１ 茎長 11.4 (11.2)㎝ 葉数 4.5 (4.8)枚  

菜  豆 

（金時） 
±０ 茎長 30.3 (35.2)㎝ 葉数 4.0 (4.0)枚 

開花始 

7/13(7/13) 

てん菜 ±０ 
草丈 53.6 (57.0)㎝ 葉数 18.8 (23.3)枚 

根周 22.0 (21.9)㎝ 
 

牧  草 －５ 草丈 26.5 (33.1)㎝ １番収穫終 7/12 (7/ 6)  

飼料用とうもろこし －３ 草丈 105.5(142.8)㎝  葉数 12.2(12.9)枚  

ながいも(マルチ) － 4 
種子重 99.9 (56.6 )g 茎葉重 70.3 (115.1)g  

いも長 18.4(23.4)㎝ いも重 16.4 (21.9)いも径 11.5(13.7) 
 

たまねぎ －１ 
草丈  72.5 (81.3)㎝  葉数  8.8 (8.4)枚 

葉鞘径  21.4(19.4)mm 球径  4.2(3.7)cm 

肥大始 

7/11(7/10) 

 
 
 

畑 作 
１ 秋まき小麦  

秋まき小麦の登熟は天候不順の影響で鈍化しています。一部ほ場で赤かび病の

発生が続いていることから、チルト乳剤で臨機防除を実施してください。 

成熟期も遅延する見込みであり、雑草の発生が多く倒伏を助長する恐れがある

場合は、雑草を抜き取ってください。 

 

表１ 赤かび病の防除例  

病害虫名  農薬名  使用倍率  使用回数  使用時期  

赤かび病  チルト乳剤  1,000～2,000倍 
３回以内  

(春期以降 ) 
収穫３日前  
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２  てん菜  
（１）褐斑病防除 

褐斑病の初発を確認しています。病原菌は１～２週間潜伏し、高温・多湿条件

が続くことで発生量が多くなります。病斑の発生を拡大させないため、予防防除

を心がけてください。 

（２）アブラムシ類の防除（西部萎黄病対策）  

西部萎黄病の初発を確認しています。モモアカアブラムシに対して効果の安

定しているネオニコチノイド剤（ダントツ・アクタラ・モスピラン SL）を主体に、

効果の期待できる有機燐剤（ダーズバン、トクチオン）を組み合わせて、連

用とならないよう予防防除を実施しましょう。  

（３）ヨトウガの防除 

ヨトウガの発生が見られる場合は、有機燐（トクチオン・ダーズバン）や合ピ

レ剤（ゲットアウトなど）を混用し、防除を実施しましょう。  

※合ピレ剤は単剤で使用せず、ネオニコチノイドと混用して使用する。 

※トクチオン・ダーズバンはアブラムシ類にも効果があります。 

※トクチオンを使用する場合は、近隣作物への飛散に注意しましょう。 

表２ 7 月中～8 月上旬の防除例  

防除

時期  
病害虫名  農薬名  使用倍率  使用回数  使用時期  

7 月

中旬  

褐斑病  
カッパーシン水和剤  

カスミンボルドー 
800 倍  ５回以内  収穫 7 日前  

アブラムシ類  

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

7 月

下旬

～ 

8 月

上旬  

褐斑病  

ホクガード乳剤＋ 

ｸﾞﾘｰﾝﾀﾞｲｾﾝ M水和剤 

ﾌﾞﾘｰﾝﾍﾟﾝｺｾﾞﾌﾞ水和剤 

1,000～1,500 倍  

500 倍  

500 倍  

２回以内  

５回以内  

５回以内  

収穫 14 日前  

収穫 21 日前  

収穫 21 日前  

アブラムシ類  アクタラ顆粒水溶剤  3,000 倍  ３回以内  収穫 7 日前  

（葉腐病） 
（モンカットフロアブル 40） 

（リンバー顆粒水溶剤） 

1,000 倍  

4,000 倍  

４回以内  

３回以内  

収穫 14 日前  

収穫 7 日前  

※褐斑病防除にホクガードを使用する場合は、グリーンダイセンまたはグリーンペンコゼブを混用する。 

※葉腐病は発生を確認または発生が心配なほ場に防除する。  

※気象経過により変更がある。 

 

３ 馬鈴しょ 
本年産の馬鈴しょはやや軟弱徒長気味に生育し、病害が発生しやすい状態です。

ほ場観察により病害の発生を見逃さず管理してください。  

 

（１）疫病  

薬剤による防除は予防的防除を主体とし、疫病の発生程度を見極め治療効果

のある薬剤を選択します。耐性菌の恐れがあるため、同じ成分の連用は避けま

しょう。 



（２）夏疫病  

開花後、高温で推移すると発生が早まる場合がありますので、ほ場観察によ

り発生が見られる場合は、効果のある薬剤や倍率で防除します。 

（３）軟腐病  

高温多雨・多肥・軟弱な生育条件で発生します。7 月 10 日の強風・降雨・降

ひょうなどで茎葉が折損した場合や地面に接する下葉に黄変腐敗症状が見られ

る場合は、直ちに防除します。  

（４）アブラムシ類 

局所的に発生し、吸汁害により被害が広がる場合があります。ほ場観察を徹

底し、適切に防除します。 

 

４ 豆類 
豆類の生育は、６月の曇天多雨の影響で鈍化しています。晴天時の中耕により

透排水性の改善を図るとともに、病害虫の発生に注意してください。  

（１）菌核病、灰色かび病防除  
菌核病は開花後の曇雨天が続くと発生が多くなります。１回目の防除適期は

開花始め後５～７日後です。表３を参考に防除してください。  
  表３ 豆類の菌核病、灰色かび病防除例  

区分  
1 回目  

防除時期  
病害虫名  農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期  

金時  

手亡  

開花始後

5～7 日  

菌核病  

灰色かび病  

ブロードワン顆粒 

水和剤 
1,000 倍  ４回以内  収穫 14日前 

大豆  
開花始後

10～15 日  

菌核病  

 

トップジン M 

水和剤 
700～1,000 倍  ４回以内  収穫 14日前 

小豆  
開花始後

7～10 日  

菌核病  

灰色かび病  

ブロードワン顆粒 

水和剤 
1,000 倍  ４回以内  収穫 14日前 

 
（２）害虫防除 

７月下旬からアブラムシ類、アズキノメイガ、カメムシ、ツメクサガの発生

が増える時期です。ほ場観察をこまめに行い、適期に防除を行いましょう。 

（３）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です（表４）。

茎葉の生育が旺盛だったり地力が高い場合は、倒伏が助長され葉落ちが悪くな

るなどの影響があるので注意しましょう。  

表４ 豆類の追肥目安 

豆類名 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 
１ ごぼう 
（１）黒条病の防除 

黒条病は７月下旬から発生しやすくなりますので、ほ場が茎葉でふさがる前の

予防防除を行って下さい。  

表５ 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  

２回目 ８月上中旬 

 

２ にんじん 
気温が高くなってきましたので、黒葉枯病と軟腐病の発生に注意が必要です。  

 表６ 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 

Ｚボルドー  500 倍 － － クレフノン 200倍を加用する 

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

 

３ キャベツ・はくさい 
コナガの飛来頭数は、７月１０日～７月１４日に３９頭で、発生が続いています。

継続して防除を行って下さい。  

（１）はくさいの軟腐病防除  

気温が高まり、軟腐病の発生に注意が必要です。 

表７ 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  

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  

 

（２）コナガ・アオムシの防除 

コナガの成虫が多くなりましたので、ほ場をよく確認し、効果が期待できる

薬剤で防除して下さい。  

また、地際部から発生しているため、散布水量を 120 ㍑/10a にして株元まで

かかるようにして下さい。  

表８ 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 

ハクサップ水和剤  
1,000～
2,000 倍 

５回以内  収穫前日  

ハチハチ乳剤 
1,000～ 
2,000 倍 

２回以内  収穫１４日前  



４ レタス  

気温が高くなったことから、ナモグリバエ、軟腐病、腐敗病の防除を徹底して

ください。  

（１）ナモグリバエの防除 

成虫は葉裏に産卵し、ふ化した幼虫が食害痕を発生させますので、葉裏に薬剤

が付くように防除してください。 

表９ ナモグリバエの防除例 

農薬名  使用倍率  使用回数 使用時期 

プレオフロアブル  1,000 倍 ２回以内  収穫７日前  

アファーム乳剤  1,000 倍 ３回以内  収穫３日前  

 

（２）軟腐病、腐敗病の防除 

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

行ってください。  

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。  

表１０ 軟腐病、腐敗病の防除例 

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  

カセット水和剤  1,000 倍 ２回以内  収穫７日前  

 

５ たまねぎ 
移植栽培では、球肥大に入っており、白斑葉枯病、小菌核病、軟腐病、りん

片腐敗病の発生が見られます。これから重点防除時期ですので、適期防除に努

めてください。 

（１）白斑葉枯病・小菌核病の防除  

   表１１ 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 
回数 

使用時期 
白斑 
葉枯病 

小菌核 
病 

７月 
上中旬 

ファンタジスタ顆粒水和剤 3,000 倍 ５回以内 収穫前日 ○ ○ 

７月
中旬 

シルバキュアフロアブル 2,000 倍 ３回以内 収穫前日 ○ ○ 

７月
下旬 

ストロビーフロアブル 2,000 倍 ３回以内 収穫14日前 ○  

８月 
上旬 

フロンサイドＳＣ  2,000 倍 ５回以内 収穫３日前 ○  

 



（２）べと病の防除 

べと病は、気温が 20℃以下で多湿状態が続くと発生しやすい病気です。この

発生条件が続いたことから、過去にべと病が発生したほ場では、引き続きグリ

ーンダイセンＭ水和剤による予防防除を実施するとともに、発生時には速やか

にリドミルゴールドＭＺ、プロポーズ顆粒水和剤、レーバスフロアブルにより

防除を行ってください。  

表１２ べと病の防除例 

農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 備考 

グリーンダイセンＭ水和剤   500 倍 ５回以内  収穫３日前  予防防除 

リドミルゴールドＭＺ 1,000 倍 ３回以内  収穫７日前  

発生時 プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍 ３回以内  収穫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 

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、被害が増えますの

で、ほ場観察を行い、適期防除に努めましょう。  

表１３ ネギアザミウマの防除例  

農薬名 使用倍率 使用回数 使用時期 

オルトラン水和剤  1,000 倍 ５回以内  収穫２１日前  

リーフガード顆粒水和剤 1,500 倍 ２回以内  収穫３日前  

トクチオン乳剤 1,000 倍 ４回以内  収穫７日前  

 

（４）軟腐病の防除 

   表１４ 軟腐病の防除例  

農薬名 使用倍率  使用回数 使用時期 

スターナ水和剤 1,000 倍 ５回以内  収穫７日前  

アグレプト液剤 1,000 倍 ５回以内  収穫７日前  

バクテサイド水和剤 1,000 倍 ５回以内  収穫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。  


