
「６月中旬播き夏栽培のキュウリに挑戦する」
「連続栽培で、長く収穫する」

　４月～５月上旬に苗を植え付けたキュウリは、順調に生育していれば６月中旬以降収穫できるようになります。初
物が収穫できるこの時期（６月中旬～７月上旬）に種を播いても栽培できます。育てるのが難しいかもしれませんが、
直播栽培に挑戦してみましょう（品種は、Vアーチ、夏すずみがおすすめです）。

家庭菜園に関する相談は、TAC（タック）、支店営農経済担当者までご連絡ください。

今月のテーマ

○原因：ネコブセンチュウが根に寄生したことが原因の一つと考えられます。
○対策：土壌消毒材等効果の高い資材もありますが、マリーゴールドを混植すると、線虫の種類によってはほとんど死滅します。
　　　　また、良質な完熟堆肥の施用も有効です。
　　　　つる割れ病が心配されるほ場では、ニラやネギを株元に1～2本混植すると予防できます。

●発芽して本葉が1～2枚になって、これからどんどん伸びるときに生育が止まってしまい、ついには枯死してしまうことがあります。

○症状：葉色が薄くなることや曲り果と呼ばれる曲がった状態に実が育つ症状があります。
○対策：草丈が30㌢くらいになるまで、5～7節までは、雌花を摘花にします。１番果を収穫したら、2週間おき位に少しずつ、こまめに

追肥をします。
　　　　一度に多量の肥料を与えると、キュウリが苦かったりすることがあります。梅雨明け後は、水やりも重要になります。
　　　　曲り果や奇形果は若どりします。曲り果が出始める前に「畑のカルシウム」の追肥を行うとよいでしょう。
　　　　一晩で巨大な実になることもあるので、少し早いかなと思う大きさで、収穫します。

●成り疲れ：キュウリは成長が早く、次々と実がなるので育てて楽しい野菜です。
　　　　　　ですが、調子が良い状態がいつまでも続くわけではありません。

●病害虫：うどんこ病やべと病は、水はけを良くして、傷んだ葉や古い葉などはすぐに取り除いて、ツルが絡まってしまわないよう風通し
　　　　　を良くしましょう。薬剤では、ダコニール1000水和剤がおすすめです。
　　　　　害虫では、ウリハムシは、マラソン乳剤またはモスピラン顆粒水溶剤を使用時期・使用回数・希釈倍数等に注意し散布しましょ
　　　　　う。

情報提供は、西濃農林事務所農業普及課（TEL 73-1111）

～仕立て・切り戻し剪定の方法、草勢判断～

～適期収穫で小麦の高品質・安定生産を！～

西濃農林事務所農業普及課 ［技師］ 坂井田 彩野さん

西濃農林事務所農業普及課 ［技術主査］ 水川 真弓さん

仕立て法
・なすは、放任すると枝が上に伸びて倒れてしまいますので、支柱やひもなど
で支える必要があります。支えると同時に枝を開き株の中心部に光を当て
ることが、支柱やひもで誘引する目的です。
・主枝と１番花の下の葉の脇芽を伸ばし第２主枝とします。その２本から脇芽
を主枝として伸ばすことで、合計で４本の主枝を仕立てます。

切り戻し剪定
・なすの着果習性は、１番果より上では葉が２枚展葉すると花が咲き、またそ
れを繰り返します。
・主枝の葉の基部からは脇芽が伸びてくるので、それを側枝として果実を収
穫します。

・株元まで十分に日光が当たるように、切り戻し剪定の方法でふところ枝
（混み合う枝）の間引きや古葉を取り除きます。

草勢判断
・生育が弱い場合、落花や褐色円星病などが発生しやすくなります。草勢を
簡単に判断する方法として、花で見分ける方法があります。生育良好な場
合、めしべがおしべより長く、長花柱花と呼ばれる状態になります。生育が
弱い場合、めしべがおしべより短く、短花柱花と呼ばれる状態になりま
す。
・生育が弱い場合は、潅水や液肥で株の回復を図ります。また、余分な側枝
を早めに除去し、果実を小さめのうちに収穫、または摘果します。

◇令和元年産小麦の生育状況
　令和元年産は適期に播種が行われ、出芽は全体的に良好でした。暖
冬傾向であったため、初期生育の揃いは良く、生育は早めに推移しまし
た。出穂は「イワイノダイチ」が３月末から、「さとのそら」は４月８日頃
から始まり、昨年よりやや早い出穂となりました。
　適期収穫を目指し、まず現在の生育状況・ほ場状況を確認しましょう。

◇収穫前の排水対策を！
　確実に適期作業を行うためには、排水対策が重要です。雨水がほ場内
に滞水しないよう、排水溝に崩れ込んだ土を取り除いたり、排水のつな
ぎの見直しを行い落水口へ確実に連
結するなど、排水溝の補修をしてお
きましょう。
　小麦は、湿害に非常に弱い作物で
す。生育・登熟不良にもつながるた
め、生育期間を通じて排水対策に取
り組むよう心掛けましょう。

◇適期収穫で品質向上を！
　小麦の収穫時期は、雨の多い時期と重なります。刈り遅れると穂発芽
やカビ等の発生、退色粒（種皮の色があせて光沢を失い白っぽくなる）

による外観品質の低下を招く他、容積重の低下にもつながり、大きく商
品価値を損なう可能性があります。小麦の品質を確保するため、気象予
報等を参考に、計画的に収穫・乾燥作業を進めましょう。また迅速に収
穫作業が開始できるよう、早めに機械の準備・整備をしておきましょ
う。
　以下の目安を参考に、必ずほ場ごとの成熟期を判断し収穫時期を決定
してください。

【収穫時期の目安】
　一般に、刈り取り適期は成熟期から
3～6日程後（子実水分が28%以下）
になります。
（成熟期水分は約40%です。天候が
良ければ、成熟期以降1日当たり2～
4%水分は落ちます。）

【成熟期判断の目安】
①茎・葉が完全に黄熟色になる。
②穂の中心まで黒化し、わん曲し始める。
③穂を手のひらでもむと脱粒しやすく、脱ぷも容易で青粒がない。
④粒がロウ程度の硬さになったとき。　　　　
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図1　作型目安
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露地（じかまき）

定植（保温） 収穫トンネル ホットキャップ

※参考価格　￥2,268(15kg)　　

※価格は、税込み価格です。お求めはファーマーズマーケットへ

￥1,480(100g) ￥259(100mL) ￥853(250mL)
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