
＜ほ場の準備＞ 

１．排水対策 

５月中旬までの１か月予報では、気温は平年より高め、降水量は平年並の見込みです

が、週間予報（４月１４～２０日）では雨や雪の降る日が多いとなっています。多雨により

滞水ができると、春作業が遅れたり生育が停滞します。枕地やくぼみなど、表面滞水が

おきやすい場所は、予めサブソイラや排水溝を設置するなど排水対策に努めましょう。 

２．土壌ｐＨの矯正 

  土壌ｐＨが極端に低い場合、初期生育が劣り、その後の生育に大きく影響します。土壌

診断値を参考に、畑作ほ場で５．５以上、野菜畑で６．０を目標として作土層を矯正して

下さい。ほ場のｐＨが分からない場合は、ＪＡまたは普及センターへお問い合わせ下さい。 

３．十勝川浚渫土(泥炭)を客土したほ場では、不足する養分は必ず土壌改良資材を投入し

補いましょう。 

 

＜秋まき小麦＞ 

１．除草剤 

  越冬した雑草が多い場合、除草剤の散布を検討しましょう。使用にあたっては薬剤の

特徴を考慮し、効率的な散布を心がけましょう（表１）。前作が「そば」の場合は、混入

を防ぐため必ずほ場を確認して下さい。 

表１ 秋小麦除草剤使用基準と注意点 

対象 
雑草 

薬 剤 名 使用時期･量 
使用 
回数 

使 用 上 の 注 意 

１ 
年 
生 
雑 
草 

エコパート 
フロアブル 

止葉抽出前まで 
収穫 45日前まで 
（50～75ml/10a） 

２ 
薬害が発生しやすいので、止葉が出始めたら
絶対に使用しない。また、他剤や展着剤との
混用も避ける（薬害助長）。 

ＭＣＰソーダ塩 
麦の幼穂形成期 
収穫 45日前まで 
（300ml/10a） 

１ 
低温条件では効果が劣るので、晴天･高温時
（日中 20℃以上）に散布する。 

バサグラン液剤 
麦の幼穂形成期 
収穫 45日前まで 
(100～150ml/10a) 

１ 
散布後に降雨があると効果が劣るので、なるべく
好天の続く見込みの時期に散布する。 

広葉 
雑草 

ハーモニー75 
ＤＦ水和剤 

麦の幼穂形成期 
収穫 45日前まで 
（7.5～10g/10a） 

１ 
微量でも他作物に影響を与えるので、周囲への
飛散（ドリフト）に注意する。また、使用後は、
専用洗浄剤により散布器具を必ず洗う。 

 
２．分 肥 

  幼穂形成期の栄養状態は、その後の生育や収量（特に１穂粒数）に影響します。５月

上旬（幼穂形成期）の生育状態を見て、茎数が 2,000 本/㎡前後～それ以下の場合は、

窒素量で２～４ kg/10aの分肥を行いましょう。 茎数 2,000本/㎡を超える過繁茂の場合

は、倒伏を避けるため窒素分肥を控えましょう。 
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＜馬鈴しょ＞ 

１．浴光催芽の注意点 

種子いもが 25℃以上の高温や通気性の悪い状態に置かれると「黒色心腐症（アンコ）」

が発生することがあります。特にハウス内など、急激に温度が上がりやすい環境は注意

が必要です。また、朝晩の冷え込みによる凍結にも注意しましょう。 

２．植え付け 

  地温が低く出芽まで日数を要すると、種いもの腐敗や黒あざ病の発生が多くなります。

排水性が劣るほ場など、地温が上がりにくいほ場は植え付けを遅らせましょう。 

３．除草剤の散布 

  品種や土質によって、薬害を生じることがあります。散布のタイミングを逃さないよ

う注意しましょう（表２）。 

表２ 馬鈴しょ除草剤使用基準と注意点 

対象 
雑草 

薬剤名 使用時期・量 
使用 
回数 

使用上の注意 

１ 
年 
生 
雑 
草 

「土壌散布または
雑草茎葉散布」 
センコル水和剤 

植付後～萌芽直前 
 

（100g/10a） 
１ 

砂土系の土壌や､散布後多量の降雨で薬害を生じるこ
とがある。また、品種（メ－クイン等）によっても､
葉の黄化など薬害を生じることがあるので注意する。 

「土壌散布または
雑草茎葉散布」 
ロロックス 

植付直後～萌芽前 
 

（100～150g/10a） 
１ 

砂土系の土壌や、散布後多量の降雨で薬害を生じる
ことがある。 
１年生イネ科雑草が多い場合は、非イオン系展着剤を
加用する。 

「全面土壌散布」 
モーティブ乳剤 

植付後～萌芽前 
(雑草発生前) 

(200～400ml/10a) 
１ 

雑草の生育が進むと効果が劣るので、適期に散布する。 
散布直後の多量の降雨は，薬害のおそれがあるので散布
を避ける。 
砕土､整地､覆土は丁寧に行い､覆土深は2～3㎝以上にする｡ 

「全面土壌散布」 
ボクサー 

植付後～萌芽前 
(雑草発生前) 

(400～500ml/10a) 
１ スズメノカタビラに対しても効果がある。 

 

＜てん菜＞ 

１ 育苗管理 

（１）健苗育成 

・『適度なかん水』と『苗ずらし』､『根切り』の実施により根張りの良い苗を育てま

しょう。 

・『モミ軽くん』使用者は、液肥のかん注と、こまめにかん水を行いましょう。 

・『根切り』と『切葉処理』を行う場合は、定植４～５日前までに実施しましょう。 

   ･･･ポイント･･･ 

    ８㎝（100円ライターの高さ）を超えると葉先がコンテナにあたる長さになります。 

全自動移植機（サークル）を使用の方は特に注意しましょう。 

（２）紙筒内水分の確認 

・『定植 10～14日前』と『定植前』に紙筒内の水分を確認しましょう。 

・ 不足している（紙または土が乾いている）場合は、再度十分なかん水をしましょう。 

（３）斑点細菌病防除 

    低温、湿潤状態が続くと発生します。 



  表３ 斑点細菌病の防除 

   薬剤名 濃 度 薬 量 水 量 散布冊数 安全使用基準 

カッパーシン(水) 800倍 6g 5㍑ 100冊 5回以内 

※カスミンボルドーでも可 

２ 定植作業 

（１）定植前かん水 

・定植４日前に朝・夕２回に分けたっぷりとかん水しましょう。 

・翌日ポットの底まで水が浸透しているか確認しましょう。 

・底まで水が浸透していなければ再度かん水が必要です。 

・その後は、ポットが乾かない程度にかん水しましょう。 

※定植直前かん水では苗剥がれに不具合が生じますので注意しましょう。 

（２）定植前防除 

表４ ジノミ（アブラムシ、テンサイモグリハナバエにも効果あり） 

薬剤名 濃 度 薬 量 水 量 散布冊数 安全使用基準 

アクタラ(顆水) 50～100倍 2～1kg 100㍑ 100冊 １回以内 

ダントツ(水溶) 200倍 500g 100㍑ 100冊 １回以内 

※定植後の残効期間を考慮し、直前散布が有効です。 

表５ 根腐病 

薬剤名 濃 度 薬 量 水 量 散布冊数 安全使用基準 

モンセレン(顆水) 200倍 500g 100㍑ 100冊 
4回以内 

（定植前１回） 

（３）定植は、畑の条件（地温１０℃）、苗の条件（40～45 日育苗）が整い次第、実施し

ましょう。 

※降霜・強風が予想される時は作業の中断も必要です。            

（４）苗は余さずに定植しましょう。 
 

３ 直播作業 

（１）は種前準備        

・湿害回避のため、排水対策を実施しましょう。      ・

・石灰施用（全層及び作条）で土壌ｐHを 5.8以上にしましょう。 

・風害の心配がある圃場は、整地前に麦類（えん麦等）を５kg/10a散播する。  

 （特に風上や風当りの強い場所を中心に）      

  ↓ 

    整 地 

  ↓ 

      は 種 

  ↓ 

  麦類が 3～4葉期までに除草剤（ナブ・ワンサイドＰ）で雑草を枯らす。  

（２）は種作業        

・畑の条件（地温 10℃以上）が整い次第は種しましょう。     

・は種深度は 2.0～3.0 cm（圃場乾燥時は深めに）      

・は種粒数は 10,000粒/10a前後に設定しましょう。 



野 菜 

１ ながいも 

  この時期は、気温の変動が大きいため次のことに注意して管理して下さい。 

(１）キュアリングの管理 

・目標温度を１５～１８℃になるよう管理して下さい。 

・キュアリング中のミニコンテナ上段と下段では、切り口のコルク化層形成に差が

見られますので、上段と下段の積み換えを行って下さい。 

  ・種いも重量の１０％減を完了の目安としますが、切り口に茶色のコルク層が厚く

できたことを確認して下さい。 

 

(２）催芽の管理 

・催芽開始から８～１０日間の温度は、２６℃になるよう加温します。 

・目標温度２６℃に達すると、種いもから水分が発生しますので、加水の必要はあり

ません。 

・不定芽が見え始めたら４日間で２℃づつ低下させ、１２日間で２０℃になるよう

温度管理を行い、目標の芽は大豆粒大になったら完了です。 

・催芽中は必ず１日１回換気を実施し、酸素の供給を行います。換気（酸素）が不足

すると不萌芽になりますので注意して下さい。 

 

(３）催芽中における腐敗対策 

   ・催芽中に青かびや腐敗いもが発生した場合は、出来る限り除去して、感染拡大を防い

で下さい。 

 

２  レタス・キャベツ 

 (１）定植前の育苗温度管理 

  ・ハウス温度が１５～２０℃になるよう換気を行って、徒長を防いで下さい。 

 

 (２）定植直前の害虫防除 

  ・例年、定植後に気温が高く経過するとコナガやヨトウムシ等の害虫が発生しやすく

なりますので、育苗期後半～定植当日にジュリボフロアブル２００倍液をセル成型

トレイ１箱当たり、０.５リットルかん注して定植後の害虫発生を抑えて下さい。 

 

(３）天候不順で定植が遅れた場合の育苗管理 

・かん水は出来る限り控え、少量かん水を行って下さい。 

・苗の根が褐色になる老化苗とならないように液肥ｅ-トミー105（１－１０－５ ）1,000倍

を２～３日置きに散布して、葉の生育を抑え、根の活性化に努めて下さい。 

 



３ たまねぎ 

(１）定植前の育苗管理 

  ・除々に外気温に慣らすようにし、定植５日前頃から昼夜とも換気をして徒長と老化

苗にならないように葉切りを実施して下さい。 

 

(２）定植前のかん水 

・十分にトレイ内の根鉢が乾燥している状態で、定植前日にかん水して下さい。 

・かん水後定植予定が延びた場合は、そのまま放置して次の定植時にかん水し、トレイ

からの根鉢の抜けを確認します。 

 根鉢の抜けが悪い場合は、少量追加かん水して下さい。 

 

(３）定植畑の準備 

・排水不良畑では、根の伸長を妨げ定植後の活着が悪いことから、定植前にサブソイラ

等を施工して排水対策を実施して下さい。 

 

 

 

○春の農作業事故防止 
★春の農作業事故は、機上作業中に足を滑らせ落下する例や機械の乗降時に滑り落ちる

例、トラックのアオリで手や指を挟む例が多く見られます。 

みんなで声をかけあい、安全作業を心がけましょう！   
 

 

 

 

 

 

 

○周辺作物への飛散防止の徹底 
★除草剤散布など、スプレーヤを使用する作業が増える時期です。 

隣接する作物に除草剤などの農薬が飛散すると、生育が大きく阻害されたり、定め

られた残留基準を超える農薬残留が検出されることがあります。トラブルを回避す

るためにも、風の向きやドリフト低減ノズルを使用するなど、周辺作物への飛散に

十分注意しましょう。 

 

 

○散布後のスプレーヤ洗浄の徹底 
★除草剤や殺菌・殺虫剤の散布後は、必ずスプレーヤの洗浄を行いましょう。 

洗浄が不十分な場合、作物を枯らしたり、農薬残留が検出されることがあります。 


