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●野菜の作業
種 ま き
ハウス育苗野菜の播種
春ﾚﾀｽ：ｽﾃﾃﾞｨｰ,ｳｲｻﾞｰﾄﾞ
ｷｬﾍﾞﾂ：SE、YRSE⇒中旬～
春ﾊｸｻｲ：優黄、彩黄⇒下旬～
果菜類（ﾅｽ・ﾋﾟｰﾏﾝ等）⇒ﾊｳ
ｽ用：上旬～
ネギ：夏扇 2 号⇒中旬～
ｾﾙﾘｰ：ﾄｯﾌﾟｾﾗｰ⇒上旬～
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ：緑帝,ﾊｲﾂ⇒中旬～
ニラ
など

栽

培

管

葉茎菜類の発芽適温（℃）
最低温度
最適温度
種類

理

の

最高温度

ｷｬﾍﾞﾂ

2～3

20～25

35

ﾊｸｻｲ

4

18～22

35

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

2～3

15～25

35

ﾚﾀｽ

3～4

15～20

30

ﾊﾟｾﾘ

3～4

18～22

30

ｾﾙﾘｰ

3～4

15～20

30

ポ

イ ン ト
タマネギの追肥
追肥時期が遅れると小玉になっ
て収量が上がらないほか、貯蔵
性が悪くなることから 2 月中旬
以降に追肥し、寒冷地でも 4 月
中旬までとする。
追肥は NK 化成を使用し、窒素
成分で１ｋｇ～１．５kg/ａを２
２
～３回にわけて行う。
～３回にわけて
（0.3kg～0.5kg/1 回）

●果樹の作業（かきの剪定）
果樹の作業（かきの剪定）
大木化してしまい収穫されないまま放置されている柿の木が多く見受けられます。作業し
やすい樹形にし、摘蕾・摘果を行って隔年結果を防ぐとともに形の揃った実を収穫しましょう。
○木の形づくりは、4 本の主枝を残すようにし
ますが、数年かけて樹高を低くするとともに、
角度の狭い主枝を抜き、4 本程度の主枝になる
ようにします。

○かきの樹は枝に光があたらないと小枝が枯れやす
く、実のなるところが先へ先へといってしまいますの
で、光の入りを妨げている大枝を取り除くとともに、
先へ伸びてしまった枝は枝元へ切り戻りをします。

かきは昨年伸びた枝（結果母枝）の先端数芽から発生した新梢に花が
着き実をならせます。
（摘蕾と摘果による品質向上と隔年結果の防止）

質問コーナー 農薬の種類とどのように作用するかを教えてください。
（前号と今号は殺虫剤についてお知らせします）
（前号と今号は殺虫剤についてお知らせします）
系 統

主な農薬成分名（主な商品名）

有機リン
系

アセフェート（
アセフェート （ オルトラン、
オルトラン 、 ジェイエース）、
ジェイエース ）、ダイア
）、 ダイア
ダイアジノン） 、マラソン（
、マラソン（ マラソン）
マラソン） 、DDV
ジノン（
ジノン（ ダイアジノン）
P（ DDVP）
DDVP） 、MEP(
MEP(ｽﾐﾁｵﾝ)
ｽﾐﾁｵﾝ)、MPP（
MPP（ﾊﾞｲｼﾞｯﾄ）
ﾊﾞｲｼﾞｯﾄ）

神

カーバメ
ート系

経

害

ト、ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）、
）、ベンフラカルブ（
ベンフラカルブ（ オンコル）
オンコル） 、メソミ
ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞ）、ベンフラカルブ
ル（ ﾗﾝﾈｰﾄ）
ﾗﾝﾈｰﾄ）、BPMC（
BPMC（ ﾊﾞｯｻ）
ﾊﾞｯｻ） 、NAC（
NAC（ﾐｸﾛﾃﾞﾅﾎﾟﾝ）
ﾐｸﾛﾃﾞﾅﾎﾟﾝ）

系
阻

ﾊﾞｲﾃﾞｰﾄ
ﾞｰﾄ）、カルボスルファン
）、カルボスルファン（
オキサミル（
（ﾊﾞｲﾃ
ﾞｰﾄ
）、カルボスルファン
（ガゼッ
オキサミル

ピレスロ
イド剤
イド剤

エトフェンプロックス （ トレボン ） 、シクロプロトリン
（ シクロサール）
シクロサール ） 、シハロトリン（
、シハロトリン （ サ イハロン）
イハロン ） 、シペ
ルメトリン（
ルメトリン （ アグロスリン）
アグロスリン ） 、トラロメトリン（
、トラロメトリン （ スカウト）
スカウト ）
ビフェントリン
ﾃﾙｽﾀｰ） 、ペルメトリン（
、ペルメトリン（ ｱﾃﾞｨｵﾝ）
ｱﾃﾞｨｵﾝ）
ビフェントリン（
ントリン（ ﾃﾙｽﾀｰ）

ネオニコ
チノイド系

アセタミプリド（
アセタミプリド（ﾓｽﾋﾟﾗﾝ）、イミダクロプリド
ﾓｽﾋﾟﾗﾝ）、イミダクロプリド（
）、イミダクロプリド（ ｱﾄﾞﾏｲﾔ

剤

ネライスト

ｰ）、クロチアニジン（
）、クロチアニジン （ﾀﾞﾝﾄﾂ）、ジノテフラン
ﾀﾞﾝﾄﾂ）、ジノテフラン（
）、ジノテフラン（ｽﾀｰｸ

トルフェ

動

ンピラド

阻

ピロー

害

ル系

剤

マクロラ

アブラムシ、スリップス、コナジラミ等に効果が
高い、神経マヒ作用で摂食や産卵を防止する。

ﾙ）、チアメトキサム（
）、チアメトキサム（ ｱｸﾀﾗ）、
ｱｸﾀﾗ）、ﾃﾝﾋﾟﾗﾑ
）、ﾃﾝﾋﾟﾗﾑ（
ﾃﾝﾋﾟﾗﾑ（ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ）
ﾍﾞｽﾄｶﾞｰﾄﾞ）

速効性で効果が持続する。人畜毒性が低いな
速効 性で効果が持続する。人畜毒性が低いな
どの特徴がある。

カルタップ（
カルタップ（ ﾊﾟﾀﾞﾝ）
ﾊﾟﾀﾞﾝ） 、ベンスルタップ（
ベンスルタップ（ ルーバン）
ルーバン）

致死時間
致死 時間は
時間 は かかるが、神経マヒは速やかに起

キシン系

行

特 徴
分解が早い。
い。アルカリ性で分解するため、アル
分解が早 い。
アルカリ性で分解するため、アル
カリ性の農薬（ボルドーや石灰硫黄合剤）と混
用できない。
用できない。
作用は有機リン剤に
が、作用
作用が異なるため
作用は有機リン剤
に似るが、
作用
が異なるため
有 機 リン 剤 と抵 抗 性 が 重 なら ない 。熱 、太 陽
光、酸に安定であるが、アルカリ性で分解され
やすい。有機リン剤に次いで種類が多い。
除虫菊の研究から開発され、主な作用は神経
まひ。
まひ 。 有機リン剤やカーバメート系薬剤と作用
が異なるので、抵抗性が重ならない。速効性で
残効性があるものが多い。

こり摂食を阻害するため、食害は最小限に止ま
残効性がある。
り、残効性がある
。
トルフェンピラド（ハチハチ
トルフェンピラド（ ハチハチ）
ハチハチ）

エネルギー生産を停止させる
エネルギー生産を停止させる新規系統。食毒よ
生産を停止させる新規系統。食毒よ
りも接触毒の作用がつよい。

クロルフェナピル（コテツ
クロルフェナピル（ コテツ）
コテツ）

呼吸系を阻害。食毒と接触毒の両作用がある
呼吸系を阻害。 食毒と接触毒の両作用がある
が鱗翅目害虫には主に食毒。
鱗翅目害虫には主に食毒。

エマメクチン（ｱﾌｧｰﾑ
エマメクチン（ ｱﾌｧｰﾑ）
ｱﾌｧｰﾑ） 、ミルベメクチン（ｺﾛﾏｲﾄ
ミルベメクチン（ ｺﾛﾏｲﾄ）
ｺﾛﾏｲﾄ）

GAVA受容体に作用し虫の行動を抑制する。
GAVA受容体に作用し虫の行動を抑制する。

イド系

I
G
R

ベンゾ

クロルフルアズロン（アタブロン
クロルフルアズロン（アタブロン）、シフルベンズ
アタブロン ）、シフルベンズ

イルウ

ロン（デミリン
ロン（デミリン）、テフルベンズロン（
デミリン）、テフルベンズロン（ノーモルト
）、テフルベンズロン（ ノーモルト）、
ノーモルト）、

ミツバチや天敵（ハチ類）などに影響が少なく、
人畜に毒性が低い反面、アブラムシなどには効

レア系

フルフェノクスロン（カスケード
フルフェノクスロン（ カスケード）
カスケード）

果が低い。
果が低い。（ｷﾁﾝ質合成阻害剤）

剤

ブ プロ

ブプロフェジン（アプロード
ブプロフェジン（ アプロード）
アプロード）

遅効性だが
遅効性 だが残効性が長い。
だが 残効性が長い。ｺﾅｼﾞﾗﾐ
残効性が長い。 ｺﾅｼﾞﾗﾐや
ｺﾅｼﾞﾗﾐ や ｶｲｶﾞﾗﾑｼ
以外の昆虫には効果が低いが、天敵類に影響
以外の昆虫には効果が 低いが、天敵類に影響
がない。（脱皮阻害剤）
がない。
（脱皮阻害剤）

フェジン
剤
テブフェ

テブフェノジド（ロムダン
テブフェノジド（ ロムダン）
ロムダン）

ノジド剤

残効性が極めて長く、鱗翅目に特異的に効果
がある。（脱皮促進剤）
がある。（脱皮促進剤）

お知らせ
１9
9年度の税制改正で減価償却費計算の方法がかわりました！！（償却可能限度額の廃止）
★計算の実際
○１９年4月1日以降に取得した資産は
19年分の減価償却費＝取得価格×定額法による償却率×農業に供した月数×農業使用専用割合
１２
○１９年3月31日以前に取得し、現在償却中の資産は
いままで通りの計算で償却限度額になるまで償却し、それ以降は翌年から１円になるまで5年間に均等に
償却する。（1円分は最終年に残す。）
○すでに償却限度額に達している資産は
平成20年以降の5年間で1円になるまで均等に償却する。（1円は最終年に残す。）

あさつゆ連絡先 電話：FAX
電話：FAX ４１－１０６２

技術事項作成協力：上小農業改良普及センター
地域生活係

櫻井普及員
櫻井普及員（℡２５－７１５
普及員 （℡２５－７１５６
（℡２５－７１５ ６ ）

