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高品質・安定生産を目指して

整枝・剪定と管理のポイント

西濃農林事務所農業普及課 ［技術主査］　 水川 真弓さん

西濃農林事務所農業普及課 ［技師］　中島 彩野さん

小麦

■令和3年産小麦の生育状況
　令和3年産小麦は適期に播種が行われ、出芽・初期生育は全体的
に良好でした。今冬は気温が低い時期が一時あったものの、1月下
旬以降は高めの気温で推移し、出穂は平年に比べ約一週間早くなり
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！
　品質の良い小麦生産、そして確実に適期作業を行うためには、排
水対策が重要です。排水溝に崩れ込んだ土を取り除いたり、排水の
つなぎを落水口へ確実に連結し、雨水がほ場内に滞水しないよう補
修しましょう。

■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、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。

ＪＡの荷受予定や気象予報等を参考に、計画的に収穫作業を進め
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た上で、収
穫時期を決定してください。

【収穫時期の目安】
　一般に、刈取適期は成熟期
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%。天候が
良ければ、成熟期以降1日当
たり2～4%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る。　

整枝・剪定
・ナスを支えると同時に、枝を開き中心部に光を当てるため、支柱
とひもを使い誘引します。主枝と１番花の下の葉のわき芽を伸ば
し第２主枝とします。その２本からわき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。
・主枝の葉の基部からはわき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。下の図を参考に、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。

肥培管理
・樹勢を見ながら、10日～2週間おきに追肥を行います。株元には

施用せず、肩に穴肥えをします。
・樹勢は花で判断します。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、生育が弱い場合はめしべが
おしべより短く、短花柱花と呼ばれる状態になります。
・初期に肥効が強く、窒素過多で過繁茂となると石ナスが発生する
ため、注意します。
・あまりにも生育が悪い場合は、即効性がある液肥を施用し、株の
回復を図ります。また、余分な側枝を早めに除去し、果実は小さ
いうちに摘果します。

かん水
・収穫開始後は、マルチの中の水分状態を確認し、常に畝が湿った
状態に保ちます。
・梅雨時期は、雨後の極端な照りつけや乾燥に注意し、「つやなし
果」の発生、草勢の低下を防ぎます。

ほ場整備
・ナスは20℃以上の水に数時間つかるだけで根の枯死が始まると
されます。降水量が増える梅雨に向けて、ほ場の排水性を改善
し、滞水させないようにします。
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植付けの10日前には堆肥2㌔/㎡と化成肥料（8-8-8）40㌘/㎡を施し、深さ30㌢位までよく耕します。

畝幅60㌢、高さ20㌢の高畝、株間30～35㌢（1条植え）。
雑草防除と地温上昇のため黒マルチを敷きます。畝が低いと湿害でイモの形が悪くなります。

苗はなるべく茎が太く、節間が短い苗を選びます。地温が15℃くらいに上昇したころが植付けの適期で、株間を30～35㌢
にして植えます。イモは土に埋まっている葉の付け根に付くので、苗の長さの２/３位まで深植えにします。　　　　　　
【農家さんの裏技】茎の根元を竹べらで押さえ、斜めに差し込むようにして植えると簡単です。植付け後、たっぷりと水をか
けて苗を落ち着かせます。また、この時期は、日中気温が高くなりますので、夕方の植付けと植付け後に寒冷紗か不織布
を掛けておくと活着しやすいです。

植付け後の中間管理はほとんどありません。6月下旬と7月下旬に畝間の雑草を取り、伸びてきた蔓を蔓返し（蔓を引き上
げて反転させること）します。イモに栄養が行き、イモが太くなります。

追肥は基本的に行いません。葉が黄色っぽくなってきた時は、マルチの株元へ化成肥料（8-8-8）20㌘/㎡ほど施します。

ハスモンヨトウが葉を食害することがあるので、見つけ次第捕殺します。

収穫は10月上旬頃～11月の霜が降りる前、晴天が何日か続いた後に収穫するようにします。まず、蔓の根元から茎葉を切
り取ります。その後、根元から30㌢位離したところからスコップで少しずつ土を掘り上げます。土がやわらかければ、イモが
見え始めたら、根元の蔓をつかんで引っ張ると芋づる式に収穫できます。掘ったサツマイモは、収穫後2～3週間くらい置く
と、デンプンが糖分に代わるため甘みが増してきます。加熱する時も時間をかけて加熱した方が甘くなります。

気温が9℃を下回ると腐敗しやすくなります（冷蔵庫の中に入れての保存は厳禁です）。但し、イモを新聞紙に包んで、ダンボー
ル箱に入れて冷蔵庫の上に置いておくと、４月くらいまで保存できます（冷蔵庫の上に余裕があれば是非試してみて下さい）。
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痩せた畑でも連作でもＯＫ今月の
テーマ

サツマイモは栽培も簡単で、やせた土地でもよく育ちます。連作の障害もなく、同じ畑で何回も栽培すると
上質なものができるといわれています。サツマイモは、低カロリーで食物繊維を豊富に含んでいます。

●サツマイモは酸性土壌を好むので、石灰は撒かなくても良いです。
●土中に残っている前作の肥料の量によって、施肥量を加減します。
●窒素肥料が多すぎると、蔓ボケになり葉ばかり茂って、イモが太らなくなるので注意が必要です。
●水はけのよい砂質の畑で栽培します。

栽培の
ポイント

小麦の収穫風景

花の上の1葉を残して摘芯する

収穫時に残した第1わき芽まで切り戻す

主枝 側枝

第1わき芽の葉が手のひら大になったら
側枝の基の葉（主枝の葉）をかく

花の上の1葉を残して摘芯する

第1わき芽を残す

摘芯時に第2、3葉の
わき芽はかき取る

子実水分判定の目安

刈取期の目安

子実水分30％

ツメで押さえると
二つに割れる

30％
ツメで押さえても
つぶれない

35～40％
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焼き芋

関西で定番のサツマイモ。ホクホク食感の焼き芋に。

関東で定番のサツマイモ。ホクホク食感の焼き芋に。

蜜芋ブームの火付け役。クリームのような食感の極甘蜜芋。

繊維質多めでしっとり甘い。数カ月ほど貯蔵するとトップクラスの甘味に。

絹のような繊細さでしっとり滑らか。

ナス
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