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いちご 〔 担当：石原・古井 〕 

［摘果］ 

・根張り、葉面積の確保、草勢等バランスを考えて、株に応じて摘花を実施する 

（目安）   頂花房 ７～１０個 、 腋花房 ５～７個 

・１．５番が発生している場合は、上記よりきつめに頂果房、腋果房を合わせて１０果程度にする 

 

 [ハウス内環境管理]  

  ・日中のハウス内の気温は２５℃～２７℃が適温 ※できるだけ温度を保てるよう、早めに閉める 

・年内の収量を増やすため、１２月はできるだけ最低温度を高くするように心がける 

 夜間最低気温は紅ほっぺは７℃、きらぴ香は１０℃とする 

※寒さが本格的になる前に、ハウス内の隙間や二重被覆の破れなどを補修しましょう！ 

  ・葉の光合成にはＣＯ２が必要です！ 

二酸化炭素濃度は４００ppｍ以上を保ちましょう（タイマー式の場合は１５分焚いて、１５分休む） 

  ・循環扇を利用し、常に株の周りの空気を入れ替えましょう 

 

[ミツバチ管理] 

・高温になるとハウスの上部を飛び、体力が消耗するためハウス内は３０℃以上にならないようにする 

・厳寒期は巣箱をハウス内に設置する、または毛布でくるむ等の保温をする 

 

[病害虫防除］ 早期防除を徹底しましょう。＊下記の天敵ついてはミヤコカブリニ・チリカブリダニの影響 

※ダニオーテＦＬ－各種ハダニ類の全ステージに活性を示します 

☆本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は銅剤との 

 混用はさけてください。銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください 

 銅剤を散布した後の本剤の使用はさけてください 

※ダニコングＦＬ 

☆ダブルフェースＦＬに同一成分が含まれています。使用回数に注意してください。 

タマネギ〔 担当：石原・古井 〕 

栽培のポイント：肥料過剰と加湿環境に注意！ 腐敗病の原因となる 
追肥管理：有機化成10号(10-6-7) 50kg/10a  タイミング：①12月中・下旬 ② 3月上旬 

マルチ栽培の場合は追肥ができないので、元肥＋エコロングの７０日タイプを施用する 

収穫・貯蔵について：全株の約８割が倒伏した頃。 茎葉が概ね乾いたら風通しの良いところで貯蔵する 

展着剤の種類について 

 展着剤は、農薬を付着させやすくする、農薬の効果を高める役割があります。 

展着剤は大きく分けて３種類。用途によって使い分けてください。 

〈 農薬混合時の順番 〉                  ラベルの記載倍率で使用すること 

①展着剤 → ②乳剤 → ③フロアブル → ④水和剤 

 ＊展着剤の中には最初に入れることを推奨しないモノもあるのでラベルを要確認。 

＊農薬によっては展着剤によって薬害が発生しやすくなる可能性もありますので要確認。 

 濡れにくい作物 

 稲・ムギ類・ネギ・大豆・里芋、キャベツなど葉の表面がツルツルしたもの 

 濡れやすい作物 

 インゲン・さつまいも・きゅうり・馬鈴薯・果樹など 

水稲〔 担当：石原・古井 〕 土壌改良剤の施用と年内耕起 

高温障害など気象条件に左右されないため、土壌改良剤①または②を施用し珪酸や微量要素を補給します。 

土壌改良剤は、珪酸や微量要素の補給に加え、倒伏防止・食味向上も期待できます。 

ワラ分解キングを施用し稲わらを全量すき込むことで藁の珪酸が還元され、藁の腐熟が進みます。 

＊年内に耕起し保肥力をたかめましょう。                            

【印】マークのある農薬は、購入時に印鑑が必要です。 
 

病害虫 ＲＡＣ 薬剤名 倍率 回数 日数 蜜蜂 天敵 

ハダニ 
25Ｂ ダニコングＦＬ※ 3,000 1 前日 1日 なし 

33 ダニオーテＦＬ※ 2,000 2 前日 1日 なし 

アブラムシ 

コナジラミ 

29 ウララＤＦ 2,000～4,000 2 前日 1日 なし 

9Ｂ チェス顆粒水和剤 5,000 3 前日 1日 なし 

スリップス 
15 カウンター乳剤 2000 4 前日 1日 なし 

28 ベネビアＯＤ 2,000 3 前日 1日 なし 

うどんこ病 
7 パレード20（フ） 2,000～4,000 3 前日 1日 なし 

50 プロパティ（フ） 3,000～4,000 3 前日 1日 なし 

灰色カビ病 2 スミレックス（くん煙） 6ｇ/100㎥ 3 前日 1～3日 なし 

病 害 虫 農 薬 名 倍率 使用基準 

腐敗病 バリダシン液剤 500倍 ３日－５回 

白色疫病 ランマンフロアブル ２000倍 ７日－４回 

アザミウマ類 ディアナＳＣ ２５00倍 前日－２回 

種類 農 薬 名 主な用途 

一般展着剤 クミテン など 農薬を均一に付着させる 

※過剰に入れるのは逆効果 

機能性展着剤 ミックスパワー スカッシュ 

アプローチＢＩ など 

農薬を植物内に入りやすくさせる 

（他汚れ防止・浸透性の向上など） 

固着性展着剤 アビオンＥ（パラフィン系） 農薬の効果が残効性を高くする 

（雨などで農薬が流れないようにする） 

土壌改良剤 施用量(10ａ) 備考 

① オイスターミネラル ５袋 カキ殻入りケイ酸質資材 

② けい酸加里プレミア３４ ２～３袋 ケイ酸３４％加里２０％他に微量要素も含有 

ワラ分解キング １袋 年内に稲藁と一緒にすきこむ。ケイ酸を戻し藁を腐熟化。 

 



茶 〔 担当：森〕 

チャトゲコナジラミ １２月～２月 トモノールS 100倍 - 

灰色カビ病 落弁期 フロンサイドSC 2,000倍 14日-1回 

・トモノールSは２回散布することで効果があがります。その際は1か月以上あけて散布してください。 

・すそ葉、葉裏を重点に散布してください。 

柑 橘 〔 担当：大塚 〕 

＊青島温州の収穫・予措 青島・普通温州の過熟は浮皮が発生するため、収穫の遅れに注意 

しましょう。収穫が遅れると、樹勢回復期間が短くなり、冬季の耐寒性の低下や来春の着果量の 

減少が懸念されるため、早期収穫をしましょう 

貯蔵病害防除後は樹全体の果実が８分着色以上で早期収穫をしましょう 

作 物 使用時期 病 害 虫 薬 剤 名 倍  率 使用基準 

温州ミカン 
収穫７日前 

～前日 

貯蔵病害 

（混用散布） 

ベフラン液剤25【印】 ２０００倍 前日－3回 

ベンレート水和剤 ４０００倍 前日－４回 

スルガ 

（甘夏） 

収穫10～ 

２０日前 

へた落ち防止 

貯蔵病害 

（混用散布） 

マデックEW ３０００倍 １０日―１回 

ベフラン液剤25【印】 ２０００倍 前日－2回 

柑橘 発生時 ミカンハダニ カネマイトＦＬ １５００倍 ７日―1回 

落葉果樹 〔 担当：森 〕 

作物 使用時期 病 害 虫 薬 剤 名 使用倍数 

桃 １２月上中旬 
越冬害虫 

カイガラムシ類・ダニ 

マシン油乳剤９７％      

（トモノールＳ） 

５０倍 

（水100ℓに2ℓ） 

梨 １２月上旬 越冬病害虫 

キウイ １２月上中旬 越冬病害虫 
３０倍 

（水100ℓに3.3ℓ） 

柿 

１２月中下旬 越冬病害虫 
５０倍 

（水100ℓに2ℓ） 

落葉病・うどんこ病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する 

レインボーレッド、   

東京ゴールド 
１２月上中旬 かいよう病 ICボルドー６６D   

２５～５０倍 

（水100ℓに4ℓ～2ℓ） 

イチジク 
１２月上中旬 越冬病害虫 

 マシン油乳剤９５％ 

（トモノール） 

１４倍 

（水100ℓに約8ℓ） 

幼木寒害防止 ⇒ 主幹・主枝に藁を巻き保護する 

さび病、疫病の予防 ⇒ 落葉を園外に持ち出して処分する。 

梨・キウイ・柿 越冬病害虫対策 粗皮削り（病害虫の越冬場所となる荒い樹皮を削り落とす） 

※その他の果樹は、「落葉果樹」で登録のあるマシン油乳剤95％（トモノール）を使用する 

【マシン油乳剤取扱いの注意点】 

・マシン油乳剤は混用時に、油が浮かなくなるまで水と良く混ぜ合わせてください 

・マシン油は、原液に水が少しでも入ると保存できないので、注意してください 

 

 

 

青色専従者の年末調整相談会のお知らせ 
日程：令和４年12月26日（月）午前9：30 長田支店2Ｆ 

  ：令和４年12月27日（火）午前9：30 下川原支店2Ｆ いづれかの日程にご参加ください 

≪持 ち 物≫ 

・専従者の年末調整に必要な証明書等（生命共済、建物共済、社会保険、小規模共済ほか） 

・令和４年度源泉徴収簿（記載中の物） ・納付キップ ・通帳（事業主）通帳印  

・マイナンバーカード、通知カード(通知カードの場合は身分証明書も必要です) 

※事業主と専従者の両者分をご持参ください。 

 ・年末に税務署（茶封筒）ならびに市（緑封筒）より送付される書類 

 ・筆記用具 電卓 

 

   購買からのお知らせ 
〈肥料年間特別予約申し込み受け付け中！〉 

世界情勢や、製造、流通コストの高騰により肥料価格は値上げの情勢です。 

当用価格よりも有利な年間予約をおすすめします！ 
 

☆年間予約おすすめのポイント☆ 

年間予約の安価設定に加え、“コスト対策 特別価格”を設定 

年間予約のみ対応の、決済月の延長・大口個人値引もあり 
 〇申し込み締め切り 令和４年１１月30日（水）まで 

 ※供給時期により改定された価格が適用されます。予めご了承ください。 

 
 

〈年金感謝デー協賛 購買事業展示会〉 
  令和４年12月15・16日9時～16時 会場：長田支店にて 

  お茶詰放題・きたがわ宝石・東洋綿業（健康寝具、衣料品他）・トイレットペーパー特売 

 

〈お正月用品受付中！〉    
申し込み締め切り １1月 28日（月） 

申し込み先    長田営農経済センター購買 または 最寄の支店まで 

〈農業用廃ビニール回収のお知らせ〉 

   日 時 12月６日（火）午前8：30～11：00まで 長田支店駐車場 

 

 

長田有害鳥獣協議会 掲示板 

・11月 捕獲報告  イノシシ４頭 （小坂、丸子） 

  イノシシは依然活発に活動しています。みかんが収穫最盛期を迎えますので、 

   収穫直前に被害にあわないよう、対策をお願いします。 

＊11月１日より狩猟期間となりましたので、入山の際はご注意ください。 


