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◆気象感応圃 新発田市農業サポートセンター              田植日：5月 11 日 

項目 本年値 前年比 指標値比・差 ※調査について 

草丈(㎝) 26.0 118.0% 118.0% (長い) 【草丈等数値】 

新発田市下羽津気象感応圃 

【指標比・差】 

5 月 10 日以降の適期移植の理想生育との比較 

茎数(㎡/本) 96.0 66.0% 109.0% (平年並み) 

葉数 5.0 -0.5 葉 +0.3 葉 (平年並み) 

SPAD - - - (前年比並) 
 

◆北越後実証圃                         田植日(5 か所平均)：5月 9 日 

項目 本年値 前年比 指標値比・差 ※調査について 

草丈(㎝) 28.0 114.4% 127.5% (長い) 【草丈等数値】 

北越後管内定点調査ほ 5 か所平均値 

【指標比・差】 

5 月 10 日以降の適期移植の理想生育との比較 

茎数(㎡/本) 96.8 116.9% 113.8% (多い) 

葉数 4.4 -0.2 葉 -0.3 葉 (平年並み) 

SPAD 30.4 102.4% - (前年比並) 

田植え後の気温は平年並みであったものの降水量は平年より多く推移しました。生育状況につい

ては、草丈は長めですが概ね生育は順調です。又、今後の天候に注意しながらこまめな水管理を基

本とし、ワキやアオミドロ、表層剥離が発生しているほ場がみられたら生育障害を発生させないよ

う浅水管理を行い、状況に応じて水交換や夜間落水を実施しましょう。 

 田植後 30 日～35 日をめやすに遅れず中干しを開始しましょう！ 

中干し・溝切りは窒素吸収を抑え、適正生育量を確保し、生育後期の稲体を健全に保ち、登熟を

良好にするための重要な技術です。 

中干しが遅く実施されると乳心白粒や白未熟粒の発生が多くなる等、品質低下の要因となります。 
 

◆中干しの開始時期  

 コシヒカリの中干しは目標穂数の 7～8 割を確保した時期が適期となります。又、高地力等で恒

常的に過剰生育するほ場や移植後の高温等により茎数過剰が懸念される場合は、より早めの 6～

7 割で中干しを開始しましょう。 

【参考】中干し時期のめやす（コシヒカリ） 

中干し開始時期のめやす 
中干し終了時期

のめやす 
目標穂数(350 本/㎡)

に対する比率 

茎数 
時期 

(本/㎡) (本/株)

7～8 割 240～280 14～15 6月 8～10日 出穂期 1 か月前

をめどに終了 6～7 割 210～250 13～15 6 月 3～5 日
 

◆中干しの程度  

 田面に小さなヒビが入り軽く足跡がつく程度を基本に干しましょう。 

（土壌が肥沃なほ場では強め、その逆の条件では弱めとしましょう。） 

中干し・溝切りは適切に！ 

適正生育量を確保し強い稲姿に！ 



 ヒビが入り始めたらかん水を開始して、過度の土壌乾燥を防ぎましょう。 

 ただし、生育量が大きくなっている場合は少し強めに中干しをおこない茎数増加を抑えましょう。 

 中干しが不十分であると、生育が過剰傾向となって倒伏が助長されます。 

◆溝切りの重要性  

 溝切りは、緊急時の灌水や収穫前の停滞水の排水に有効です。可能な限り実施しましょう。 

 溝切りはコンバイン収穫のための地耐力の確保やイネの生育調節、収量向上にも有効です。 

 大区画ほ場ほど、灌水に時間がかかるため、迅速な入排水に非常に有効です。 

◆中干しの終了後～幼穂形成期の水管理  
 中干しは生殖成長への転換期（出穂の 1 か月前）をめどに終了しましょう。 

 中干しが強すぎたり、終了時期が遅れると、

根量が少なくなり、出穂後の葉色低下が大き

く米の品質低下を招く可能性があります。 

 また、急激な灌水は根の酸素不足による根腐

れや下位葉の枯れ上がりが生じる原因とな

る可能性があります。 

 中干し終了後は、うわ根の発生促進や根の健

全化及び地耐力の維持に努める必要があり

ます。このため中干し終了直後は、飽水管理

※1 を実施しその後徐々に湛水管理へ移行

しましょう。 

 
 

※1「飽
ほう

水
すい

管理」とは 

自然に水が減り、田面に水が無くなり、溝や足跡に水が溜まっている状態のときに、再びかん水することです。 

 

 

 

 

 

 

 
 
       

カドミウム吸収抑制対策として出穂前後 25 日間は湛水管理を実施しましょう。 

【コシヒカリ水管理イメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 

このような状態になったら、かん水しましょう。 

用水が輪番制の地域では、この状態より 

乾かないよう注意しましょう。 

中干し終了、灌水時の田面の状況 



 
■取りこぼしたヒエや広葉雑草等は早めに除草剤で対処しましょう。 

■除草剤を適正に使用し、カメムシが好むヒエやホタルイの発生を防ぎましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケイ酸は全吸収量の 9 割が水稲生育の後半の幼穂形成期以降に吸収されます。 
中間追肥の大きな目的は、稲体を強くするとともに根の働きを良くし、穂肥のやれる稲姿にするこ

とですので、ケイ酸やカリを中心に積極的に散布しましょう。 

施用時期：６月下旬（出穂の４０日前頃）～ 

【期待できる効果】 

① 光合成の促進、②根の活力向上、③受光態勢の改善、④耐倒伏性の向上、⑤耐病虫性の向上、 

⑥異常気象時の品質低下軽減 

■上記の総合的な効果として、玄米収量の増加と米の品質向上が期待出来ます。 

品　　　名 容量 特　　　性

クリンチャ-1キロ粒剤 １kg
　　　　　　【移植後７日～4葉期（１キロ散布）】
　　　　　　【移植後25日～5葉期（1.5キロ散布）】

クリンチャ-ＥＷ 100ml
　　　　　　　　【移植後20日～6葉期】
　　　　　　　　展着剤を必ず加用する。

バサグラン粒剤 3kg
落水状態で散布する。散布後4日間降雨無しで効果絶大
【移植後15日～50日】

バサグラン液剤 500ml
落水状態で散布する。散布後4日間降雨無しで効果絶大
【移植後15日～50日　1本/10a】

クリンチャ－バスＭＥ液剤 500ml
落水状態で散布する。散布後4日間降雨無しで効果絶大
【移植後15日～ノビエ5葉期　2本/10a】
展着剤使用不可

バイスコ－プ1キロ粒剤

（新剤）
1㎏

ホタルイ15㎝・オモダカ矢尻葉5葉期・クログワイ15㎝

イボクサ20㎝・クサネム20㎝
【移植後14日～収穫45日前】
※但しヒエには効果が劣ります。

レブラス1キロ粒剤 1㎏

ノビエ4葉・ホタルイ花茎20㎝・オモダカ矢尻葉3葉
クログワイ30㎝
【移植後14日～収穫60日前】

セカンドショットＳジャンボMX 500ｇ
ノビエ3.5葉・草丈クログワイ20㎝・オモダカ矢尻葉3葉
ホタルイ5㎝
【移植後14日～収穫45日前】

中
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ヒエ専用剤

ヒエ専用剤



✌おすすめ肥料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞お買い求めは下記センターまで 
 

■配送センター   ℡ 26-7700 

■川東購買センター ℡ 25-2714 

■豊浦購買センター ℡ 22-2319 

■聖籠購買センター  ℡ 27-5738 

■紫雲寺購買センター ℡ 41-3120  

 
 

〈いもち病・紋枯病〉 

■補植苗はいもち病の伝染源となります。速やかに撤去しましょう。 
■病害の発生が確認されたら、一斉防除期間を待たず防除しましょう。 
 
〈斑点米防止対策カメムシ〉 
 

カメムシの住処を減らすため草刈りを徹底しましょう。 

■草刈り重点推進期間【第 1 回】 
6 月 15 日（火）～6 月 30 日（水） 

※カメムシの餌となる雑草が結実しないよう適宜草刈りを実施しましょう。 

■農道・畦畔一斉防除期間 
7 月 9 日（金）～7 月 11 日（日） 

※農道・畦畔への除草剤使用は周囲作物等へ絶対に飛散しないよう、十分注意し散布しましょう。      
一斉防除計画に基づき病害虫防除を徹底しましょう。 
 

 

 

品　　　名 容量 特　　　性

けい酸加里プレミア34 20kg
茎が丈夫になり倒伏軽減になる。収量・品質向上
【出穂４０日前頃　20～30㎏/10a】

マルチサポ－ト１号 20kg
登塾を良好にし、食味向上が期待できる
【出穂４０日前頃　20～30㎏/10a】

ファイトアップ 500ｇ
根の充実で倒伏軽減・品質・登塾の向上
※投込み剤
【出穂４０～３０日前頃　500ｇ/10a】

ス-パ-シリカ・プレミアム 20kg
倒伏軽減・高温障害の低減が期待できる
【出穂４０日前頃　20～30㎏/10a】

K　S　K　28 14㎏
液体ケイ加里肥料
※水口施用
幼穂形成期（出穂30日前）以降に1.4㎏/10ａ

中
間
追
肥

肥料


