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中干しによって太くなった茎に大きく充実した籾をつけるため、稲の状態を 

よく観察し、適期適量の穂肥施用を行いましょう！ 
 

１．本年の生育 （７月１１日調査 品種：コシヒカリ 島内拠点ほ場９ヶ所の平均）    

 本 年 
【羽茂大石】 

(移植日：5/7) 

本 年 
【島内平均】 

(移植日平均：5/6) 

前 年 (7/8) 
(前年比・差) 

目 標 値 (7/10) 
(*生育目標値比･差) 

草丈（ｃｍ） ６８.７ ７５ ６１(122%) ６３(119%) 

茎数（本/㎡） ４４２ ５３７ ５７４(94%) ４８０(112%) 

葉数（葉） 11.2 11.6 11.4(+0.2葉) 11.0(+0.6葉) 

葉色 SPAD値 31.1 33.6 35.3（-1.7） 36.0（-2.4） 

葉色板 2.8 3.5 3.6（-0.1） 3.9（-0.4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．出穂期のめやす 
品 種 穂肥（１回目） 穂肥（２回目） 出穂期予想 

コシヒカリ ７月 14 日頃 ７月２3 日頃 ８月 3 日頃 

注意：田植え時期等で、ほ場毎に出穂期は異なります。幼穂確認して判断して下さい。 

令和４年７月１３日 ＪＡ羽茂営農課 

 葉色急落！栄養不足の懸念！ 

    穂肥は適切に施用しましょう！ 

羽茂調査ほ場：●草丈：やや長い ●茎数：やや少ない  ●生育：並  ●葉色：淡い 

島内平均：●草丈：長い  ●茎数：多い  ●生育：やや早い   ●葉色：淡い 

※坪あたり50株の場合 



３．穂肥前の生育診断 
 

 

 
 

☆まずは生育診断する株を決めましょう！☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
(１)穂肥時期（出穂前日数）を把握するため幼穂長を測定する 
 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(２)穂肥散布の有無、穂肥量を決めるため草丈・葉色を測定する 

 

   
                 

 

 

 

 

 

 

この部分の 

長さを測る 

田植え時期、植え傷みの程度、苗質、地力の違い、施肥管理などで出穂期、

穂肥の散布量が変わってきます。穂肥散布の前に必ず生育診断を実施しまし

ょう。 

 

① 垂れている葉を垂直に起こす 

② 田面(地際)から一番長い葉の先端

までの長さを測る 

草丈の測り方 

幼穂長の測り方 
 

① 平均的な生育の株を選ぶ 

② 株の中で一番長い茎を選び株元から抜く 

③ カッターで半分に裂き、一番上がっている節の上に

ある幼穂の長さを測る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

４．コシヒカリ穂肥施用の判断 
 

 

 

 

 
 

 

 

幼穂長と出穂前日数のめやす 
出穂前日数 幼穂の長さ 

２５日 ０．１ｃｍ 

２０日 ０．５ｃｍ 
１８日 １．０ｃｍ 

１２日 ５．０ｃｍ 

 

 

 

 

 

  

            ○ → 窒素成分で最大 1.0kg／10a施用 

            △ → 施用量を減らす 

            ▲ → 施用時期を遅らせる(葉色がさめてくるのを待つ) 

            ☆ → 葉色がさめている場合、施用時期を早める 
            × → １回目は施用しない 

葉色の測り方 
 

① 平均的な生育の稲で最も長い茎を選ぶ 

② その茎の中で、現在伸びている葉の 2 枚下の葉を選ぶ 

③ 測る部分は先端から３分の１程度下の位置 

現在伸びている葉 

○穂肥は登熟を良好にし、品質・収量を安定させるために重要な作業です。 

○穂肥は２回に分けて実施しましょう。 

 １回目→分げつの淘汰を抑え、穂数・籾数の確保が目的 

  ※節間伸長による倒伏や籾数過剰の恐れがあるため、生育を確認し慎重に。 

  ※曇天や雨が長期に渡る場合、草丈が伸びやすい傾向となります。 

 ２回目→実り（登熟）の向上が目的 

   ※節間長の伸長にほとんど影響しないので、後期栄養を考え確実に施用。 

幼穂の長さが０.５cm（出穂２０日前）の時が  

【１回目の穂肥適期】です！ 

この時の草丈・葉色を調査し、 

  穂肥施用量を決めましょう！ 

 

１枚下 

２枚下 

33より薄い 33～36 36より濃い

3.5より薄い 3.5～3.8 3.8より濃い

75cm
より長い △ △ ×
75cm～
70cm ○ ○ ▲

70cm
より短い ☆ ○ ▲

上段SPAD/下段カラースケール

【出穂20日前の草丈と葉色診断結果により判断】

コシヒカリ１回目穂肥施用のめやす

草丈

葉色
(単葉)

○カラースケールの場合 
板から 1cm 程度離して、直射

日光を避けて色を比較する。 

○葉緑素計(SPAD)の場合 
中心の葉脈を避けて計測 



ＪＡ羽茂５割減々栽培推奨肥料 

 

 

 

 

 
 

・１回目の穂肥は慎重に（草丈、葉色、幼穂を確認してから） 
１回目の穂肥の施用時期：出穂２0～18 日前（幼穂長 0.5ｃｍ～1.0㎝の時） 

施用量目安 窒素成分総量 内化学窒素量 

８ｋｇ/10a 0.96ｋg/10a 0.46ｋg/10a 
 

・２回目の穂肥は確実に（暑い夏の稲体の消耗に備える後期栄養供給） 
２回目の穂肥の施用時期：出穂 1２～10 日前（幼穂長 5.0ｃｍ～8.0㎝程度の時） 

（１回目穂肥施用の７～１０日後頃に施用） 

施用量目安 窒素成分総量 内化学窒素量 

１０ｋｇ/10a 1.2ｋg/10a 0.57ｋg/10a 
 

・３回目の穂肥の検討（異常高温が予想される場合） 
出穂前 10 日以降の穂肥は、食味低下につながるため原則として施用しませんが、出

穂期までの葉色が極端に淡く推移し（SPAD 値 30 以下、葉色板 3.0 以下程度）、出穂後も

高温が予想される場合は、出穂期３日前まで（はしり穂が見られる頃まで）に窒素成分で

１kg/10a を上限に施用 ※減々栽培の化学窒素成分上限に注意！ 
 

５．これからの水管理のポイント 
      

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

自然に水が減って田面に水がなくなり、溝や足跡だけに水がたまっている状態に 

なったら、再び入水（飽水管理） 
 

出穂期２５日後位までは飽水管理の継続を！ 

越後の輝き有機５０穂肥 

 

保障成分（％） 

Ｎ（窒素） 12％ 

Ｐ（リン酸） 2％ 

Ｋ（加里）  8％ 

玄米は、初めに長さが決まり、次いで幅、最後に厚みが決定します。厚みが

決定する時期は開花後 30 日頃であるため、早期に落水することは厚みがない

（薄い）米となってしまいます。落水は出穂後２５日以降とし、可能な限り登

熟に必要な水分補給に努めましょう 

※出穂期（８月初旬頃）は稲の穂が生長する大事な時期で、水をもっとも必要とします

ので、水管理には特に注意してください。 

 



６．病害虫防除 
(１)カメムシ防除 
・まずは農道・畦畔の草刈を徹底し、カメムシの増殖を抑え、刈り取った雑草は放置せ

ず、ほ場外に持ち出しましょう。 

（佐渡米一斉草刈推進期間７/1５ ～ 2７） 

・稲の出穂間際～出穂後の草刈りは、カメムシを 

本田に追い込むので、避けましょう。 

 

 

(２)カメムシ防除薬剤（粉剤・液剤防除は２回が基本） 
・ラジコンヘリ散布以外の方は、必ず個人で防除を行いましょう。 

※農済のラジヘリ共同防除は 8/６～8/７の 2 日間で散布予定です。 

（使用農薬はキラップフロアブルです。） 

・１回目にキラップを散布した区域は、２回目の追加防除は MR.ジョーカーを使用して

下さい。（JA 羽茂の推奨栽培基準では同じ剤での２回防除はできません） 
 

使用例 

＜１回目＞穂ぞろい期（出穂５～７日後頃） 

薬 剤 名 散 布 時 期 使用回数 使 用 量 

キラップ粉剤ＤＬ 収穫 14 日前まで １回 3～4kg 

キラップフロアブル 
収穫 14 日前まで 

（希釈倍率 1000 倍～2000 倍） 
１回 60～200ℓ 

 

＜２回目＞１回目の７～１０日後 

薬 剤 名 散 布 時 期 使用回数 使 用 量 

MR.ジョーカー粉剤 収穫７日前まで １回 3～4kg 

MR.ジョーカーEW 
収穫 14 日前まで 

（希釈倍率 1000 倍～2000 倍） 
１回 60～150ℓ 

 

 

(３)稲こうじ病 
・稲こうじ病が常発する地域や近年見受けられたほ場では、薬剤の散布を行いましょう。 

（使用適期：出穂 20～10 日前） 

薬 剤 名 散 布 時 期 使用回数 使 用 量 

Ｚボルドー粉剤 DL 出穂 10日前まで ― 3～4kg 

・Ｚボルドー粉剤は、稲に使用する場合（特に出穂期以降）薬害を生じやすいので、出穂

10 日前以降の使用は避けてください。また、散布後少なくとも 7 日間は落水、かけ

流しはしないでください。 

・近隣に早生品種で出穂したばかりのほ場がある場合、穂に薬剤がかかると薬害を生じ

ますので、飛散に注意して散布して下さい。（風のない時間帯を選んで散布） 

 

 



 

 

施用量 総窒素成分 化学窒素量 施用量 総窒素成分 化学窒素量

（10aあたり） (10.00%) (4.90%) （10aあたり） (12.00%) (5.70%)

5 kg 0.50 kg 0.25 kg 2 kg 0.24 kg 0.11 kg 

10 kg 1.00 kg 0.49 kg 4 kg 0.48 kg 0.23 kg 

15 kg 1.50 kg 0.74 kg 6 kg 0.72 kg 0.34 kg 

20 kg 2.00 kg 0.98 kg 8 kg 0.96 kg 0.46 kg 

25 kg 2.50 kg 1.23 kg 10 kg 1.20 kg 0.57 kg 

30 kg 3.00 kg 1.47 kg 12 kg 1.44 kg 0.68 kg 

35 kg 3.50 kg 1.72 kg 14 kg 1.68 kg 0.80 kg 

40 kg 4.00 kg 1.96 kg 16 kg 1.92 kg 0.91 kg 

45 kg 4.50 kg 2.21 kg 18 kg 2.16 kg 1.03 kg 

50 kg 5.00 kg 2.45 kg 20 kg 2.40 kg 1.14 kg 

※計算例
　　①穂肥１回目   8kg＝化学窒素量 0.46kg

　　②穂肥２回目 10kg＝化学窒素量 0.57kg

・２回目の提出は ８月２０日頃までとなっております。よろしくお願い致します。

　★基肥 30kg＝化学窒素量 1.47kg

★1.47kg+①0.46kg+②0.57kg（＋育苗肥料0.054kg）=2.554kg

（3kg未満なので５割減々基準ＯＫ！）

羽茂米栽培記録カードの提出について

・後期除草剤散布等で１回目の提出がまだの方は、作業完了次第提出をお願い致します。

JA羽茂 コシヒカリ５割減々推奨肥料 施肥量換算表

・化学窒素成分量が10aあたり「３kg」を超えなければ５割減々基準を満たします。
  （育苗培土や弁当肥にも微量に化学窒素成分が含まれています）

　◆参考：育苗肥料(合成培土2.8㎏＋べんとう肥15g）×20箱＝0.054㎏/10a

・３kgを超えてしまう場合は、100％有機資材（味好２号、けいふん等）で補って
　下さい。

基 肥

越後の輝き有機50元肥

穂 肥

越後の輝き有機50穂肥

★

①

②


