
１０月の栽培管理について 

令和３年１０月７日大阪管区気象台発表「近畿地方１か月予報」（１０月９日

から１１月８日までの天候見通し）では、向こう１か月の平均気温は、暖かい空

気に覆われやすいため高いでしょう。期間のはじめは気温がかなり高くなる見

込みです。とのコメントでした。また、定期的に降雨があり低温で湿度の高い環

境が発生しております。 

この気象条件であれば下記の病気の発生が心配されます。 

また、生育量を確保ししっかりと生育させるために、土寄せ作業+適期追肥を

行われるなか、追肥により窒素成分を多く施用することからさび病の発生にご

注意ください。 

なお、現地巡回では、黒斑病・アザミウマ類・ハモグリバエ・ヨトウムシ類の

発生も確認しておりますので各圃場の発生状況についてご確認ください。 

 

＜注意する主な病害虫＞ 

病気：さび病、葉枯病、黒斑病、べと病、疫病、軟腐病、白絹病 

虫：アザミウマ類、ハモグリバエ類、ヨトウムシ類 

 

＜今月の防除例＞ 

① アミスター２０フロアブル（さび病、葉枯病、黒斑病） 

② バリダシン液剤５（軟腐病、白絹病等） 

③ ベネビアＯＤ（ヨトウムシ類、ハモグリバエ類等）※発生状況に応じて 

④カナメフロアブル（さび病、白絹病） 

＊防除の内容についてはＪＡ等へお聞きください。 

＊新しくグレーシア乳剤が「アザミウマ類」で登録されました。使用される場合

は、JA等にご相談ください。 

 

 

 

 

 



 

＜主な農薬一覧＞

対象病名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

疫病 アリエッティ水和剤 収穫3日前まで 800倍 3回以内 殺菌(治療)

対象病名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

べと病 アリエッティ水和剤 収穫3日前まで 800倍 3回以内 殺菌(治療)

べと病 アミスター20フロアブル 収穫3日前まで 2000倍 4回以内 殺菌(治療)

べと病　注１ プロポーズ顆粒水和剤 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

べと病　注１ レーバスフロアブル 収穫7日前まで 2000倍 2回以内 殺菌(治療)

べと病　注１ リドミルゴールドMZ 収穫30日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

対象病名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

軟腐病 オリゼメート粒剤 土寄せ時 収穫30日前まで 6kg/10a 2回以内 殺菌(予防)

軟腐病 ヨネポン水和剤 収穫7日前まで 500倍 4回以内 殺菌(予防)

軟腐病 カスミンボルドー 収穫14日前まで 1000倍 2回以内 殺菌(治療)

軟腐病 スターナ水和剤 収穫7日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

軟腐病 バリダシン液剤5 収穫21日前まで 500倍 1回 殺菌(治療)

対象病名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

白絹病 モンガリット粒剤 土寄せ時 但し、収穫14日前まで 4～6kg/10a 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 モンカット粒剤 土寄せ時 但し、収穫30日前まで 4～6kg/10a 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 モンカットフロアブル40 土寄せ時 但し、収穫30日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 ロブラール水和剤 収穫14日前まで 500～1000倍 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 リゾレックス水和剤 土寄せ時 但し、収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 リゾレックス粉剤 土寄せ前 但し、収穫14日前まで 20～30kg/10a 3回以内 殺菌(治療)

白絹病 フロンサイド粉剤 土寄せ時但し収穫21日前まで 15kg/10a 2回以内 殺菌(予防)

白絹病 アフェットフロアブル 生育期 但し、収穫14日前まで 1000～2000倍 2回以内 殺菌(治療)

適用病害虫雑草名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

さび病 ヨネポン水和剤 収穫7日前まで 500倍 4回以内 殺菌(予防)

さび病 ダコニール1000 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(予防)

さび病 ジマンダイセン水和剤 収穫14日前まで 600倍 3回以内 殺菌(予防)

さび病 ラリー水和剤 収穫7日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

さび病 ベルクート水和剤 収穫30日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

さび病 アミスター20フロアブル 収穫3日前まで 2000倍 4回以内 殺菌(治療)

さび病 アミスターオプティフロアブル収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

さび病 アフェットフロアブル 収穫前日まで 2000倍 2回以内 殺菌(治療)

適用病害虫雑草名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

黒斑病 ジマンダイセン水和剤 収穫14日前まで 600倍 3回以内 殺菌(予防)

黒斑病 ポリオキシンAL水和剤 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 ロブラール水和剤 収穫14日前まで 1000～1500倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 ポリベリン水和剤 収穫14日前まで 1500倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 ベルクート水和剤 収穫30日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 アミスター20フロアブル 収穫3日前まで 2000倍 4回以内 殺菌(治療)

黒斑病 オンリーワンフロアブル 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 テーク水和剤 収穫14日前まで 600倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 ドーシャスフロアブル 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 ストロビーフロアブル 収穫7日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 アミスターオプティフロアブル収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

黒斑病 アフェットフロアブル 収穫前日まで 2000倍 2回以内 殺菌(治療)

対象病名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

葉枯病 ダコニール1000 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(予防)

葉枯病 ポリベリン水和剤 収穫14日前まで 1500倍 3回以内 殺菌(治療)

葉枯病 ベルクート水和剤 収穫30日前まで 2000倍 3回以内 殺菌(治療)

葉枯病 アミスター20フロアブル 収穫3日前まで 2000倍 4回以内 殺菌(治療)

葉枯病 テーク水和剤 収穫14日前まで 600倍 3回以内 殺菌(治療)

葉枯病 プロポーズ顆粒水和剤 収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

葉枯病 アミスターオプティフロアブル収穫14日前まで 1000倍 3回以内 殺菌(治療)

適用病害虫雑草名 農薬の名称 使用時期 希釈倍数使用量 本剤の使用回数 効果

アザミウマ類 モスピラン水溶剤 収穫7日前まで 2000倍 3回以内 殺虫

アザミウマ類　注５ スタークル顆粒水溶剤 収穫3日前まで 2000倍 ２回以内 殺虫

アザミウマ類　注５ ベネビアOD 収穫前日まで 2000倍 ３回以内 殺虫



 

ベネビアOD

作物名
適用病害虫

雑草名
希釈倍数使

用量
散布液量 使用時期

本剤の使用
回数

使用方法

ねぎ アザミウマ類 2000倍
100～

300L/10a

収穫前日ま

で
3回以内 散布

ねぎ
シロイチモジ
ヨトウ

2000倍
100～
300L/10a

収穫前日ま
で

3回以内 散布

ねぎ
ハモグリバエ
類

2000倍
100～
300L/10a

収穫前日ま
で

3回以内 散布

注１：他の野菜で疫病の登録があるもの 　　農薬登録：平成30年 ８月 23日現在

注２：農薬の使用にあたっては、必ず手持ちの農薬容器のラベルに従ってください。

注３：高温時の散布は薬害が危惧されるため避けてください。
注４：発病の状況に応じて、農薬は変更してください。
注５：ハモグリバエ類の登録あり。


