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いよいよ田植えの時期がやってきました。健苗を適期に移植し、初期生育をしっかり確
保しましょう！
また春作業中の事故が近年増加傾向です。機械作業の際は、操作・周辺の安全を確認して
行いましょう。
≪北陸地方 1 カ月予報≫（4 月 18 日公表の気象庁 HP より）
向こう１か月の平均気温は、平年並または高い確率４０％です。降水量は、平年
並４０％、多い確率３０％です。日照時間は、平年並４０％、多い確率３０％です。

⇒育苗期間の保温管理の徹底と、天気が急変しやすい時期のため晴れ間の
苗ヤケに注意願います。

1.田植え

◎５月１０日〜２５日頃となるように作業を行いましょう！
※用水の条件に合わせた作業をお願いします。

ポイント 1 植込本数は 3 〜 4 本
植え付け本数が多いと過繁茂になって茎が細くなり、倒伏や品質低下につながりますので
注意しましょう。
ポイント 2 植え付け深さは 2 〜 3cm
深植えは分げつの発生が抑制され、初期生育
が劣ります。また、浅植えは浮き苗や除草剤
の薬害発生の原因となります。
【植え込み深さによる初期生育の差】2018 年度 JA による試験調査結果より
植え付け深さは、分げつに大きく影響します！ 2 〜 3cm 植えを意識しましょう！
【6 月 12 日】

各３本の苗に根元から 5.0cm、3.5cm、
2.0cm の位置に印を付けた。

【6 月 12 日】

印を付けた深さまで 3 本ずつ植え込んだ。
（左から深さ 5.0 ㎝、3.5 ㎝、2.0 ㎝）

2.移植前追肥
移植後の根付きを良好にし、初期生育の促進・良質茎を確保！
施用時期：田植え 4 〜 5 日前頃
・硫安：5g/1 箱 （窒素成分で 1 〜 2g/ 箱）
・くみあい液肥 2 号：200 倍以上に薄めて施用
※施肥後は肥料ヤケ防止のために上から潅水しましょう。
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【7 月 9 日】

3 本の苗本数を計測（左から）
5.0cm 植⇒7 本（４本増）
3.5cm 植⇒9 本（６本増）
2.0cm 植⇒11 本（８本増）

【液肥 200 倍液例】
箱数

液肥

水の量

1箱

5ml

1ℓ

10 箱

50ml

10ℓ

100 箱

500ml

100ℓ

3.基肥

【基肥肥料の施肥機設定目盛について】
肥料名

比重

基準

粒状

設定目盛（㎏）

0.9

20 25 30 35 40 50 60

有機30 魚沼ロマン側条専用粒状

0.9

21 26 32 37 42 53 64

越後の輝き有機50元肥

0.8

23 28 34 39 45 56 68

国産高度化成オール 14

0.9

20 25 30 35 40 50 60

有機30魚沼ロマン元肥一発

0.7

24 30 36 42 48 60 72

越後の輝き有機 30スーパー元肥

0.8

23 28 34 39 45 56 68

越後の輝き有機50スーパー元肥プラス

0.8

23 28 34 39 45 56 68

魚沼ロマンペーストS220

1.4

20 25 30 35 40 50 60

1.4

20 25 30 35 40 50 60

1.2

23 29 35 41 47 58 70

ペースト ネオペーストSR502
有機 30 魚沼ロマンペーストS043

施肥機を設定する際の目盛り

表の見方
肥料の銘柄ごとに比重が異なります。（基準より比重が重いと多く落下します）
上の表を目安に施肥機の目盛りを設定しましょう。※あくまで目安です。
〜目盛り設定例〜（上の表より抜粋）
○越後の輝き有機50 元肥を30㎏ /10a 施肥したい。
→越後の輝き有機50元肥は比重が基準より軽いため、上記表から30 ㎏ /10a
施肥したい場合は、目盛りを34㎏の設定にします。

4.初期生育を良好にする水管理（田植え後）

○「水温上昇」がポイント！
・好天日は浅水管理を行い、活着・分げつの促進・良質茎の早期確保を図りましょう。
・水の更新を行う場合は入水を早朝に行い、日中は水温上昇を図りましょう。

水は限りある資源です。用水は大切に使い、かけ流しは絶対に行わないでください。
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5.除草剤（初期剤、初・中期一発剤）
除草剤の上手な使い方
・ラベルに記載されている水深まで湛水して散布しましょう。
3 〜 4 日かけて田面に吸着され「処理層」を作り小さな雑草を枯らしたり、発芽させ
ない仕組みです。散布後 7 日間は落水やかけ流しをせず、田面が露出しそうな場合は、
処理層を壊さないよう、ゆっくり差し水をしましょう。
・除草剤の登録内容範囲内で早めの散布を心がけましょう。
雑草の草丈が 1 〜 2cm の時は土中に隠れていることが多いため、取りこぼしになら
ないよう雑草が目で見える前に散布しましょう。

例）初・中期一発剤を5/20（月）田植えで使用する場合
除草剤登録内容：移植後 3 日〜ノビエ 2.5 葉期（但し、移植後 30 日まで）
日付例

5月20日

5月21日

5月22日

5月23日

5月24日

5月25日

曜日

月

火

水

木

金

土

1日後

2日後

3日後

4日後

5日後

〜

30日後

×

×

◯

◯

◯

◯

◯

日数

適用

移植直後3日〜ノビエ2.5葉期
（但し、移植後30日まで）

田植日（0日目）
移植時

移植直後

×

×

〜

6月19日まで
水

【ＪＡおすすめ除草剤】
品名

剤型
1キロ粒剤51

ウィナー

Lフロアブル
Lジャンボ

ゼータ
タイガー

1キロ粒剤
フロアブル
ジャンボ

トップガン

使用時期

3,078円

が長いためノビエの発

3,315円

但し、移植後30日まで
移植直後〜ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで
移植時、又は移植直後〜ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで
移植後3日〜ノビエ3葉期
但し、移植後30日まで
移植時、又は移植直後〜ノビエ3葉期

Lフロアブル

但し、移植後30日まで

豆つぶ

価格（税込）

移植時、又は移植直後〜ノビエ2.5葉期 〇他剤に比べて残効期間

1キロ粒剤

Lジャンボ

特徴

移植後3日〜ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで
移植直後〜ノビエ2.5葉期
但し、移植後30日まで

生を長期間抑えること
ができる。
〇SU抵抗性ホタルイや難
防除雑草のクログワイ、

3,434円
3,337円

オモダカに高い効果を

3,337円

示す。

3,607円
2,916円

〇他剤に比べて安全性が
高く薬害のリスクが
低い。

3,056円
3,110円
3,024円

※さらにお得な大型規格も取り扱っています。
除草剤の種類や剤型によって散布可能時期が異なります。農薬を使用する際は、必ず
ラベルの使用基準を確認・厳守してください。
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―アオミドロ・表層はく離対策―
アオミドロ・表層はく離は除草剤の拡散を妨げるため除草効果の低下や薬害の発生原因
になります。アオミドロ・表層はく離が発生した場合は夜間に水を落とす（田面は乾かさ
ない）、水の更新、薬剤散布で対応しましょう。
【藻類・表層はく離対策】
品名

剤型
粒剤

モゲトン
ジャンボ

アークエース
1キロ粒剤

使用時期
藻類・表層はく離の発生時、又は

特徴

価格（税込）

藻類や表層はく離の

2,430円

専用剤スポット散布

発生始期〜発生盛期

も可能

代かき後〜移植7日前、移植時、
又は移植直後〜ノビエ1.5葉期
但し、移植後30日まで

モゲトンの成分が
入った除草剤

1,436円

1,846円

6.移植後追肥
早期に良質茎を確保するために田植えの 10 日後頃に施用しましょう。

◎硫マグ（苦土25％）

施用時期：田植え10日後頃

価格（税込）:１，
７０６円（20㎏）

施 用 量：20〜40㎏/10a
特

徴：吸収されやすい水溶性苦土で、窒素やリン酸を効率的に稲体に運ぶ効果
があるため、土壌から養分の吸収を促し、初期生育を促進します。

◎根付燐酸プラス（窒素5％、リン酸21％、苦土6％）
施用時期：田植え5〜7日後頃

価格（税込）:2，
365円（20㎏）

施 用 量：10〜20㎏/10a
特

徴：リン酸が根張りを良好にし、発根促進するため活着が良好になります。
山間地や低温気象条件下で早期の有効茎確保に有効です。

≪5 月 1 日よりアグリセンター営業時間変更のお知らせ≫
農繁期に入り営業時間を拡大して皆様のご来店をお待ちしております。
平日

アグリセンター大和

土日・祝日

8：00 〜 18：30

8：30 〜 17：30

アグリセンター六日町

8：00 〜 18：30

8：30 〜 17：30

アグリセンターしおざわ

8：00 〜 18：30

8：30 〜 17：30

アグリセンター湯沢

8：30 〜 17：30

※土曜日 午前中のみ

( 旧：グリーンパル大和 )

( 旧：グリーンパル六日町 )

( 旧：しおざわ営農センター )
( 旧：湯沢支所店舗 )
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8：30 〜 12：00

園芸技術情報

１．
野菜を育てるために（ 詳 細 は N o . 2

4 / 1 5 号を参 照 ）

（1）土づくり

【排水溝のイメージ図】

基本は深耕と丁寧な耕耘。また有機物の施用で、
水持ちと水はけを良くすることです。
特に転作田など雨水のたまりやすい畑では、暗渠
や明渠を掘るなど、排水を心がけてください。

２．
肥料の使い方

排水溝

（１）肥料の三要素と五要素
チッソ (N)、リン酸 (P)、カリ (K) を主要三要素といい、植物の生育に必ず必要な成分です。
さらにカルシウム (Ca) とマグネシウム (Mg) を加えて、五要素といいます。

チッソ
リ ン酸
カ

リ

葉肥えともいわれ、作物の葉を茂らせ、枝や茎を形作る働きをします。
実肥えともいわれ、果実の肥大に重要な成分です。
根肥えともいわれ、根を活性化することにより、茎や葉を丈夫にする
成分です。

（２）微量要素

五要素の他にも、微量ですが不足すると植物の生育に影響を及ぼす成分を微量要素といい、

マンガン (Mn)、ホウ素 (B)、モリブデン (Mo)、鉄（Fe)、硫黄 (S) などが含まれます。

（３）基肥と追肥の施し方
植付けの前に施す肥料を基肥といい、生育途中に施す肥料を追肥といいます。追肥は速く
効かせたいので、速効性肥料が望ましい。
基肥には効き目がゆるやかな、緩効性肥料を主体にして、効き目の速い速効性肥料を少なめに

果菜類
葉菜類
根菜類

する。生育期間が長いので肥料の半分を基肥とし、半分を追肥として与えることが一般的です
が、果菜一発などの元肥一発肥料を使って追肥を行わない方法もあります。
生育期間が短いので基肥を重点に施用し、追肥は早めに施す。
ばれいしょ・大根など生育期間の短いものは基肥重点、さといも・人参など生育期間が長いも
のは基肥、追肥半々に施用する。

（４）肥料の種類（分類の仕方は数種類ありますが、基肥追肥で区分すると）
①基肥 − MMB 燐加安・果菜一発・大根配合・ネギ配合など、比較的緩効性の成分
で基肥に適する。
②追肥 − NK化成・燐硝安加里・液肥 2 号など、比較的速効性の成分で追肥に適する。
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３．
植え付けの準備
（１）堆肥や石灰類の施用と耕耘（詳細はNo.2 4/15号を参照）
堆肥や石灰類を植付の１〜３週間前（種類によって日数が違う）に施用し、耕耘しておく。

（２）基肥の施用と畝立て
植付５日前までに基肥を施してして畝立てをし、必要に応じてマルチで地温上昇等に努める。
この際、畝が十分に湿った状態で、日中の気温の高い時に張ることがポイントとなります。

４．
苗の植え付け
（１）早植えは禁物
雪が消えても寒い日はまだまだあります。極端な早植えはかえって生育が遅れてしまいます。
平均気温が15℃以上となる頃が適期です。
（八重桜が咲き終わる頃）

（２）苗の植え付けは天気の良い午前中が最適
根の活着をすすめるために、苗の植付けは天気の良い暖かい日の午前中に行いましょう。
寒い日や風の強い日は植え傷みや活着の遅れにつながります。

（３）植え付けのやリ方
①作物にあった株間で植え付け穴を掘ります。
②植穴に殺虫剤（ダントツ粒剤など。作物の登録により異なる）を入れ、土と混和する。
③さらに植穴に、液肥200倍液を1穴当たり約1ℓかん注する。
④植え付ける苗は、あらかじめ液肥200倍液に浸し、泡が出なくなったら、上げて水切りをしておく。

《液肥のうすめ方》
液肥25〜50cc
水10リットル

10リットルの水に対してクミアイ液肥2号(N-10・P-4・K-8)を
200倍(50cc)~ 400倍(25cc)にして入れ、よくかき混ぜる。

《浸し方》
水を入れた容器に鉢ごと浸します。鉢土から泡が出なくな
るまで充分浸して下さい（ぬるま湯の方がよい）。鉢を上げ
た後、1時間程度放置すると根鉢がしっかりする。
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⑤植穴の液肥が完全に浸み込んだ後に、野菜苗を植え付ける。

★良い植え付け方

★悪い植え付け方
㋐ 深く植え過ぎ

㋑ 株元のくぼみ

鉢土の上にわ
ずかに土がか
かる位が良い

株元をやや
高く植え付
ける

温度・水分・酸素の供給面

地温が上がりにくく

株元が排水不良で過湿

から好ましい

茎の基部から侵入す

になりやすい

○

る病害に弱い

⑥上図の㋐のように深植をしないこと。

×

×

特に、接ぎ木苗の場合は接ぎ穂部分が土に埋まらないようにする。
⑦マルチ穴をしっかりと土で埋める。隙間があると、穴から熱風が出て苗を焼くことがあるので
注意する。
⑧植え付けたら、仮支柱を立て、風害から守りましょう。

ヒモを８の字
にくくる
←

植え付け直後の苗は30㎝ほどの短めの
支柱を根元から離して根を傷つけないように
差します。苗の茎を支柱にゆとりをもたせて
ヒモで結びます。苗が生長してきたら本支柱
に替えましょう。

⑨活着を促進させましょう。定植後、風や低温から守るため、
トンネル被覆・苗キャップ・あんどんを
かけましょう。
（あんどんは使い終わった肥料袋とイボ竹を使って作れます）

予

告

次回のJAみなみ魚沼営農情報誌あぜみちは、
・ 稲作 ：「中干し・溝切り、中間追肥について」
・ 園芸 ：「夏野菜の整枝と防除について」 です。
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農地情報システム（電子地図）ご利用の案内

南魚沼市農業再生協議会で導入している農地情報システムをより広く活用いただくため、イン
ターネットで公開しますのでご活用ください。

＜システムの利用方法＞

インターネットブラウザで下記のアドレスを入力し、ログイン画面でユーザＩＤとパスワードを入力
してログインしてください。

Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.agrilook-info.jp/minamiuonuma/
ユ ー ザＩＤ
パスワード

user
user

こんな時に活用
農地の貸し借りや営農計
画を考える際に地図上で
場所を確認できます。

◇地番で圃場を検索することができます

上部の地番検索欄に住所、地番を入力すると検索候補が表示され、該当地番をクリック。

◇圃場を選択し地番を確認できます

圃場（筆界内）
をクリックすると圃場地番が表示されます。

◇圃場に色を塗ることができます

「選択モード」をチェックすると、選択した圃場に色をつけることができます。

【問合せ】 南魚沼市農業再生協議会事務局（本所） TEL:025-777-3760

お待たせ
い たしました！

野 菜 苗 市開催！

JAが自信を持っておくる健苗をお求め下さい！
！

★塩沢会場 5月11日（土）午前7時〜10時まで
場所／しおざわ基幹センター駐車場

★湯沢会場 5月12日（日）午前7時〜10時まで
場所／湯沢支店駐車場内

ご不明な点がございましたら、ＪＡみなみ魚沼 営農指導課
（アグリセンター大和 :℡777-3786 しおざわ基幹センター :℡782-1171）
までお問い合わせください。
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ユ ー ザＩＤ
パスワード

user
user

こんな時に活用
農地の貸し借りや営農計
画を考える際に地図上で
場所を確認できます。

◇地番で圃場を検索することができます

上部の地番検索欄に住所、地番を入力すると検索候補が表示され、該当地番をクリック。

◇圃場を選択し地番を確認できます

圃場（筆界内）
をクリックすると圃場地番が表示されます。

◇圃場に色を塗ることができます

「選択モード」をチェックすると、選択した圃場に色をつけることができます。

【問合せ】 南魚沼市農業再生協議会事務局（本所） TEL:025-777-3760

お待たせ
い たしました！

野 菜 苗 市開催！

JAが自信を持っておくる健苗をお求め下さい！
！
★大和会場／あぐりパーク八色店舗前

★六日町会場／本店駐車場内

5月11日（土）午後1時 〜 5時まで

5月11日（土）午後1時 〜 5時まで

5月12日（日）午前7時〜10時まで

5月12日（日）午前7時〜10時まで

ご不明な点がございましたら、ＪＡみなみ魚沼 営農指導課
（アグリセンター大和 :℡777-3786 しおざわ基幹センター :℡782-1171）
までお問い合わせください。
ー8ー

