
 

各作物の生育・作業の遅速（幕別町８月１５日）  ( )内は平年値  

 
 
 

畑 作 
１ てんさい 

各種病害（褐斑病、葉腐病など）の発生が増加する時期です。気温・湿度が

高く経過すると病害の進展が早まるので、ほ場観察のうえ必ず防除をしましょう。 

(1)  褐斑病防除 

高温・多湿条件下で蔓延が懸念されます。病原菌の潜伏期間は気温 25℃で 10

日程度、15℃で 20 日程度です。計画的な防除を実施しましょう。  

※病徴が進んでいるほ場は、防除間隔を短く設定しましょう。  
 

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   
収穫始 8/3（7/28）収穫期 8/5（ 8/1） 

収穫終 8/8 (8/5)  
 

馬鈴しょ -4 茎長 64.6(60.6)㎝  茎数 4.4（ 3.8)本 /株 
茎葉黄変期 

8/16(8/12) 

大  豆 -8 
茎長 60.5(78.9)㎝    葉数 9.4(9.1)枚 

着莢数 210.7(398.9)個 /㎡ 
 

小  豆 -2 
茎長 47.0（ 43.0)㎝  葉数 10.1(10.6)枚 

着莢数 102.7(131.3)個 /㎡ 

 

 

菜豆（金時）  -4 
茎長 36.1(55.6)㎝   葉数 4.0(4.1)枚 

着莢数 132.7(139.7)個 /㎡ 
 

てん菜（移植）  -1 
草丈 68.5(66.4)㎝   葉数 26.8(27.6)枚 

根周 29.4(30.9)㎝ 
 

てん菜（直播）   
草丈 51.4 ㎝   葉数 21.1 枚  

根周 18.4 ㎝ 
 

牧草 (2 番草 ) -1 草丈 81.0(83.0)㎝ 収穫始 8/17(8/13)  

飼料用とうもろこし  -4 
草丈 261.6(313.0) 稈長 220.3(266.9)㎝   

出葉数 16.2(16.9)枚 

雄穂抽出期 
8/2(7/29) 
絹糸抽出期 
8/5(8/1) 

ながいも (マルチ) +2 
種子重  50.3.(41.5)g   茎葉重 379.3(392.1)g 
いも長  48.0(47.3)㎝   いも重 253.9(233.3)g 
いも径  38.7(37.8)mm 首  長 19.4(23.0)㎝  

 

たまねぎ +1 球径 7.4(7.7)cm 
倒伏 8/10(8/11) 

倒伏始 8/6（8/7） 
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(2) ヨトウガ防除褐斑病防除 

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（ゲットアウト等）、有機リン・合ピレ（ベジホン）、ＩＧＲ剤（カスケード、

マッチ）を混用し、防除を実施しましょう。 

※カスケード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 

※マッチはアシグロハモグリバエ、シロオビノメイガに有効  

※トクチオンはアブラムシ類、ハダニに有効  

 

表１ ８月下旬の防除例  

防除期間 病害虫名 農薬名 使用倍率 系統名 使用時期 使用回数 

8/24～

28 

褐斑病 

プランダム乳剤 25 3,000倍 ＤＭＩ  収穫７日前 3回以内 

＋グリーンペンコゼブ

水和剤またはグリーン

ダイセンＭ水和剤 

500 倍 硫黄 収穫 21日前 5回以内 

ヨトウガ ベジホン乳剤 
1,500～
2,000倍 

有機・
合ピレ  

収穫 21日前 4回以内 

アブラムシ
類 

※ダントツ水溶剤 4,000倍 
ネオニコ
チノイド 

収穫 14日前 3回以内 

※アブラムシ類の防除は必要に応じて実施する  

※気象経過により変更がある場合がある  

 

２ 馬鈴しょ 
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、軟腐病の被害が増加する時期です。生育後半の罹病は塊茎腐敗の原因とな

るので収穫までの日数や病害の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２ デシカン乳剤の使用例 

 

 

 

 

(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す。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。 

 

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 



３ 豆 類 
 莢伸長時期を迎えています。低温多湿条件で茎葉が過繁茂の場合、菌核病や灰

色かび病の発生が懸念されます。ほ場を観察し発生している場合は、薬剤の散布

間隔を短くします。 

(1)  菌核病と灰色かび病の防除（小豆、菜豆） 

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。防除

間隔は 10 日ごとに、薬剤防除を行います。  

 

表３ 小豆、菜豆の菌核病、灰色かび病の防除体系例  

防除回数  農薬名 使用倍率  使用回数  使用時期  系統名  

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 Ｑｏｉ 

第３回目  プライア水和剤  1,000 倍 ４回以内  収穫 14日前 
フェニルカーバメイト 

ＭＢＣ 

注）ファンタジスタ顆粒水和剤、プライア水和剤は炭そ病も同時防除できる  

(2) 大豆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見られます。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が確認されています（8/２～10、84 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。  

  ※農薬の使用に際しては、使用時期に注意します  

(3) インゲンマメゾウムシの防除（金時、手亡） 

金時と手亡の登熟は進み、「インゲンマメゾウムシ」の防除時期が近づきま 

した。インゲンマメゾウムシ」の被害を少なくするため、緑色が完全に退色す
る莢が見え始めたら早急に１回目の防除を行い、その後７日後を目途に２回目
の防除を実施しましょう。  

 

  表４ インゲンマメゾウムシの防除例  

農薬名 使用倍率 
散布水量

/10a 
使用回数  使用時期  

バイスロイド乳剤  2,000 倍 
100～300ℓ  ３回以内  収穫７日前  

ダントツ水溶剤 2,000 倍 

 ※両剤とも収穫 7 日前までに使用する 
※莢全体に薬剤がかかるよう、散布水量は多めとする 

 

インゲンマメゾウムシによる被害の特徴  

・小さな幼虫が豆の中に入るが、侵入跡は微小なため栽培中や収穫時には、肉眼では 

気づきにくい。 

・収穫後から貯蔵中に豆の内部で幼虫が成長し、成虫となって豆から脱出する際に、 

直径２mm 程度の穴を開ける。 

・子実内部は食害により空洞になり、煮豆にすると食害が目立つ。 



＜収穫から保管時の注意事項＞  

① 成熟期以降は早めに収穫する。  

② 収穫した豆は速やかに出荷し、必要以上の長期間の保管は避ける。 

③ は種時に余った種子は、適正に処分する。豆の一時保管場所を清掃し、餌と 

なる豆を一年間残さない。  

 

 

 

 

 

野 菜 
 

１ ながいも 
本年の８月15日現在の作況調査（マルチ栽培）では、1株当たり茎葉重が379.3gで

平年比97％、いも重253.9gで平年比109％、いも長48.0㎝で平年比101％と、新生い

もの肥大は良好となっています。 

(1) 来年度ながいも作付け予定ほ場の緑肥栽培  

・ながいもほ場での土壌病害発生が増加傾向となっています。  

・ながいもの連作は避けて作付けほ場の前作を秋まき小麦にし、小麦収穫跡の

９月初旬までにえん麦野生種（ヘイオーツ等）をは種して地力を高めて下さい。 

 

２ レタス 
(1) すそ枯病とべと病の防除 

・８月以降から、すそ枯病による腐敗株が多くなっています。  

・すそ枯病は、結球期前にバリダシン液剤 5 で軟腐病を兼ねて防除して下さい｡ 

・べと病は、結球期前にランマンフロアブルで防除して下さい。  

表７ レタスの病害防除例         

病害名 農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

すそ枯病 バリダシン液剤５ 800 倍 収穫７日前まで ３回以内 

べ と 病 ランマンフロアブル 2,000 倍 収穫３日前まで ３回以内 

 

(2) ナモグリバエの防除 

・８月中旬以降からナモグリバエやアシグロハモグリバエの発生が多くなります

ので、プレオフロアブルの 1,000倍またはコテツフロアブルの 2,000倍で防除し

て下さい。 

表８ ナモグリバエの防除例          

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

プレオフロアブル 1,000 倍 収穫７日前まで ２回以内 

コテツフロアブル 2,000 倍 収穫前日まで  ２回以内 



３ キャベツ・はくさい  

(1) キャベツの株腐病 

・ほ場が湿潤条件の場合、株腐病が発生しやすくなります。排水対策を実施する

とともに、防除を行って下さい。 

表９ 株腐病の防除例         

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 
 

(2) はくさいのべと病  

  ・定植後は継続的に防除を行い、予防に努めましょう。  

表 10 べと病の防除例         

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

ランマンフロアブル 2,000 倍 収穫３日前まで ４回以内 

レーバスフロアブル 2,000 倍 収穫７日前まで ３回以内 

ダコニール 1000 1,000 倍 収穫７日前まで ２回以内 
 

(3) キャベツ・はくさいの害虫防除 

・コナガの飛来頭数は、８月９日～ 14日に 24頭で、発生が続いています。アブ

ラムシ類等の発生も見られます。ハクサップ水和剤またはスカウトフロアブル

で防除して下さい。 

表 11 コナガ･アブラムシ類の防除例          

農薬名 使用倍率  使用時期 使用回数 

ハクサップ水和剤 1,000～2,000 倍 収穫前日まで ５回以内 

スカウトフロアブル 1,500～3,000 倍 収穫前日まで ５回以内 

 

４ たまねぎ 
  適期に根切りを実施して、規格内率の向上に努めて下さい。    

(1) 根切りの実施  

・葉枯れの多いほ場では、根切りが遅れると皮ムケ・裂皮の発生が多くなります

ので、早期に根切りを実施して健全な「オニ皮」作りを行って下さい。  

(2) 収穫直前までの灰色腐敗病（貯蔵腐敗）防除  

・茎葉が枯葉しても、灰色腐敗病は感染しやすいため、収穫直前まで防除を行

って下さい。 

・収穫まで10日以上ある場合は、ポリベリン水和剤とＺボルドーで防除して下さい。 

・収穫前日には、トップジンＭ水和剤で防除して下さい。 

表 12 灰色腐敗病の防除例         

防除時期 農薬名  使用倍率  使用時期 使用回数 

収穫 10日以上前 
ポリベリン水和剤 750～1,000 倍 収穫３日前まで ５回以内 

Ｚボルドー 500 倍 － － 

収 穫 前 日  トップジンＭ水和剤 500～1,000 倍 収穫前日まで ６回以内 



(3) 抽台株の抜き取り 

・６月の低温気象の影響から、一部品種では不時抽台が発生しています。収穫作業

の妨げとなりますので、収穫前に抜き取りを行いましょう。 

(4) 収穫の早期実施  

例年、収穫時の長雨により収穫遅れによる品質低下が見られます。根切り後、

茎葉が枯葉したら早めに収穫を行って下さい。  

・肌腐れ等の病害球が混入しないよう収穫前に除去して下さい。  

・抽台株があるほ場では、抽台株を収穫前に除去して下さい。 

・タッピングは首部が十分乾燥してから行って下さい。  

・収穫後のコンテナは、搬出しやすい排水良好な場所で風乾して下さい。  

(5) 来年の苗床作り 

・緑肥をは種した苗床は、８月中旬までに緑肥をすき込んで下さい。  

・十分に分解させるためには２～３回の土壌混和が必要です。  

・土壌混和後は、必ず早めに土壌診断を実施して下さい。  

(6) 本畑の緑肥栽培 

・早生品種のほ場では、収穫後に緑肥を栽培して地力維持と病害低減を図りま

しょう。後作緑肥にえん麦野生種を栽培する場合、早めには種し、は種量は

15～20kg/10a と多めにします。  

 

 

 

 

 

★  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

がみられます。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 


