൦

249

ਖ

3129/:

ŝᆯଋဴདྷɈݷᄆ࿈
Ŝێຑဴā211œ
Ŝᆙၐਗ91œڬ௫ߊ။
Ŝ౼ဴඝཆଋ࠸ᄵᆎ7/9œݚڬ
Ŝ௫Ȧɤယ25/6ġ26/1œ
Ŝɦᄆ2œڬ௫ߊ။
Ŝᆲହા৩ఛ

Ŝێຑདྷā211œ
Ŝฝɺʷ˅དྷޣჟ
ŜEPOયฤࡊஈඩ2/2qqn
āݚڬɁɁȧɥȺȫฝȞȭɂ
Ŝಘȥɍᆙ਼ঔā1/1œ
Ŝ୕ڽདྷޣჟ
ŜယɄɦᄆɈߊ။
Ŝᆲହા৩ఛ

ŝ༔દဘॳੈૢࣞɈၫయ

稲作

şိĂ౷ĂബɅȠă
şྼᅟɄࡳโ༑ᆵɈڿ૩Ć௫Ʌɛɥă
şࢊࠫ౯Ćိ౯ȥɣ഼ငᄑȥɣɈࣗ܆༧தă
ş౫Ɉไ౷Ʉ܄ۿɅࡍᅇȳɥă

Ćိ41༃!ုےএණ෮ੈၡਠங
ĆےେߋষɈɕ௲ࠣᆅ

麦作

ĆழདྷɈಥ࿒႕தɅȾȞɀ

ཡஒ

ཾێଜචၭఱā႘ဴັޠདྷޜᆯࢾޏ
ŧ171Ľ1115āઑႦીෂܻࣾ႘5௸ಀ2ූᄆāࢼʫ˃6ިāUFM!122Ľ343Ľ75:6āGBY!122Ľ343Ľ4784
ĺࣞოငĻF.nbjm!!cfjcblvAcbtjm/pdo/of/kq
ĺॳੈငĻF.nbjm!!cfjcblv.lfotbAdbsspu/pdo/of/kq

႘ဴັޠယʓˋʗĜ
ŧ17:Ľ1476ā࠾ॽ൲ી௫Ⴆ෨327Ɉ3āUFM!1237Ľ37Ľ2375āGBY!1237Ľ37Ľ6983
F.nbjm!!cvo2Aqmvn/pdo/of/kq

http://www.beibaku.net/
会報誌「北海道米麦改良」はホームページでもご覧になれます。

http://www.beibaku.net/

ཾێଜචၭఱā႘ဴັޠདྷޜᆯࢾޏ
ฆࠆāOp/758

売れる米を
めざそう

低コストで

適正な

小麦の

品質向上

農産物検査の

も く

安定生産

実施

じ

!!!!!!!!!!!

稲 作

平成

年度 水稲作柄現地調査報告書 …………………………………………

水稲収穫後のほ場管理……………………………………………………………

麦 作

小麦の雪腐病防除について………………………………………………………

!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

第

号

北海道

平成

年度

米 麦 改 良

⚒⚐⚑⚘ɽ
⚙

水稲作柄現地調査報告書
平成 年 月
北海道米麦改良協会

一般社団法人
【調査月日】

平成

年

月

日㈪〜

日㈬

【調 査 先】
◎道南班：当別町・蘭越町・道南農業試験場・北斗市・厚沢部町・今金町・厚真町・長沼
町・中央農業試験場（水田農業 G）
◎道央・道北班：美唄市（奨決圃・共励会直播

最優秀賞圃場）・新十津川町・深川市・小

平町・名寄市・士別市・和寒町（共励会

最優秀賞圃場）・上川農業試験場・旭

川市・東川町・中富良野町
（各市町の圃場は、現地奨決圃場を中心に調査）
【参加人数】

約

【総合検討会】平成

名（部分参加含む）
年

月

日㈬

空知農業会館

階大会議室

ຊඪهௐࠪͷ࣮ࢪʹ͋ͨΓɺಓ෦ɾۀվྑීٴηϯλʔɾಓ૯ݚݧࢼۀɾ
۠ถഴվྑڠձɺؔؔػͷօ༷ʹ͝ྗڠɾ͝ҙΛ͍͖ͨͩ·ͨ͜͠ͱΛް͘ྱޚਃ্͛͠
·͢ɻ
ຊͷؾঢ়گ֤Ҭڞ௨ͯ͠ɺ⚔݄ʙ⚕݄ߴԹଟরɺ⚖݄ୈ⚒०͔Β⚗݄த०·Ͱ
Թɾরෆɺ⚗݄Լ०͕ߴԹଟরɺ⚘݄த०͕ԹɾଟӍɾরෆͰɺਫҴͷੜҭਐ
͕Ε͍ͯΔ͕۠ଟ͍Α͏Ͱ͢ɻॳظੜҭͷෆྑʹΑΔܪෆͰึ͕গͳ͘ɺᶷ
ͨΓ佅ͷෆ͕ߟ͑ΒΕΔͨΊෆູগͳ͍Α͏Ͱ͕͢ɺओ࢈Ͱູ࣮佅͕ฏΑΓগ
ͳ͘ͳΔݟ௨͠Ͱ͢ɻࠓޙͷఱީ࣍ୈͰ͕͢ɺ佅ෆͷͨΊฏฒͷ࡞ฑ͑ߟͱ͍͠ݫΒΕ
·͢ɻ·ͨɺੜҭঢ়گҬࠩะ͕ࠩ͋ΔΑ͏Ͱ͢ɻ
ຊௐࠪͰಘΒΕ֤ͨ۠ͷ࡞ฑ֓گɺ૯߹ݕ౼ձͰࢦఠ͞ΕͨࠓޙͷରԠɺ͓Αͼ࣍ʹ
͚ͨཹҙࣄ߲ʹ͍ͭͯใࠂ͠·͢ɻ

．各地区における作柄概況に
ついて
【石狩地区】
ɾ͛ͭൃੜ⚒ૣ͔ͬͨͷͷɺ༮ึܗ
ظɾग़ึ⚒ͰظΕͰͨ͠ɻ
ɾܪฏΑΓ⚑ׂఔগͳ͘ɺ佅ଟ
͘ͳ͍͜ͱ͕ਪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
ɾපಛʹೝΊΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ
【後志地区】
ɾ׆ணظ⚒ૣ͔ͬͨͷͷɺ༮ึܗ
ظɾग़ึ⚑ͰظΕɺग़ึἧ⚒Ε

写真

作柄調査の様子（当別町）

1

2
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写真
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作柄調査の様子（蘭越町）

Ͱͨ͠ɻख़ظฏΑΓ⚓ఔΕΔ
͜ͱ͕·ࠐݟΕ·͢ɻ
ɾපಛʹೝΊΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ

写真

第

号

作柄調査の様子（厚沢部町）

ɾҰ෦ʹ͍ͪපͷൃੜͱɺ⚘্݄०ͷڧ
෩ɾԹʹΑΓ༿Ḝมɺมึ֬ೝ͞
Ε͍ͯ·͢ɻ

【渡島地区】

【檜山北部地区】

ɾ͚ͭ࢝⚓ૣ͘ɺ༮ึܗظ⚒

ɾ༿ฏฒΈͰ͋Δͷͷɺৎ͘ɺ

Εͨͷͷɺग़ึظฏฒΈͰͨ͠ɻ

ܪ⚒ׂఔগͳ͍ɻग़ึἧ͍ฏฒ

ɾູ࣮า߹ฏฒΈͱਪ͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ

ΈͰͨ͠ɻ⚘্݄०ͷԹɾরෆͰ։

։Ֆ࣌ͷԹಶఱͷӨڹΛߟྀ͢Δͱ

Ֆ͕ෆॱͰొख़͕Ε͍ͯΔͷͷɺ

ԼճΔՄੑ͕·ࠐݟΕ͍ͯ·͢ɻ

ູ࣮ฏฒΈͱਪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ɾ͘͝Ұ෦ʹώϝϋϞάϦόΤͷ༿ͷ৯͕
ݟΒΕ͕ͨɺ͍ͪප֬ೝ͞Ε͍ͯ·ͤ

ɾग़ึͷ͍ͱ͜ΖͰɺ佅มঢ়͕ݟΒ
Ε͍ͯ·͢ɻ

Μɻ

写真
写真

作柄調査の様子（今金町）

作柄調査の様子（北斗市）
【胆振地区】

【檜山南部地区】
ɾ͚ͭ࢝⚑ૣ͘ɺ༮ึܗظ⚑

ɾ͚ͭ࢝⚒ૣ͔ͬͨͷͷɺ༮ึܗ
ظ⚔ΕͰɺग़ึظ⚓ΕͰͨ͠ɻ

Εͨͷͷɺग़ึἧ͍ฏฒΈͰͨ͠ɻ

ɾ⚘݄⚑⚕⚒ࡏݱͷΕͰɺึฏΑ

ɾܪʮ;ͬ͘ΓΜ͜ʯͰฏฒΈఔɻ

Γ⚑ׂఔগͳ͍͜ͱ͕·ࠐݟΕ·͕͢ɺ

ෆູͷൃੜগͳ͍ͱਪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

Ұึ佅ฏΑΓ⚑ׂఔଟ͍͜ͱ͕ݟ
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写真
写真

登熟期の「ななつぼし」

作柄調査の様子

（美唄市奨決圃場）

（厚真町）

ࠐ·Ε͍ͯ·͢ɻ
ɾ͍ͪපͷൃੜݟΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ
【空知南西部地区】
ɾ͚ͭ࢝⚒ૣ͍ͷͷɺ༮ึܗظɾ
ग़ึظ⚒͘ɺ⚘݄⚑⚕Ͱࡏݱ⚓
ΕͰͨ͠ɻ
ɾູ࣮ฏฒΈͱ༧͞Ε͍ͯ·͢ɻ

写真

共励会最優秀賞
調査（美唄市）

山口氏の圃場

ɾ͍ͪපͷൃੜݟΒΕ͍ͯ·ͤΜɻ

写真
写真

作柄調査の様子（長沼町）

奨決圃場の「そらゆき」
（新十津川町）

ɾ৽ेொͰॳظੜҭෆྑͰɺ༮
【空知中央部地区（美唄市、新十津川町）】

ึܗ⚓ͰظΕɺग़ึ⚒ͰظΕɺ

ɾඒӖࢢͰॳظੜҭʢ⚗݄⚑ࡏݱʣ

ึἧෆྑɻึগͳ͘ɺ佅ฏ

ෆྑͰɺ༮ึܗ⚒ͰظΕɺग़ึظ

ΑΓগͳ͍ࠐݟΈͰ͢ɻ

Ͱ⚓Εɺึἧෆྑɺख़ظ
ΕΔͱ༧ɻึ͕গͳ͘佅

【空知北部地区（深川市）】

গͳ͘ͳΔࠐݟΈͰ͢ɻഓ

ɾॳظੜҭෆྑɺ༮ึܗظฏฒ

Ε͍ͯΔͷͷɺੜҭྔฏฒΈҎ্Ͱɺ

Έɺग़ึ⚒ͰظΕɺึἧ͕ؒظ

ऩ֭ظ⚒ఔͷΕͱ༧͞Ε·͢ɻ

͍͕ɺख़ظฏฒΈͷ༧ɻึ͕
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号

【上川地区北部（名寄市、士別市）】
ɾ໊ͰࢢدॳظੜҭෆྑͰɺ༮ึܗظ
Ͱ⚒Εɺग़ึ⚑ͰظΕɺึἧ
ෆྑͰɺख़ظΕΔ༧ɻึ͕
গͳ͘ɺ佅ฏฒΈʙগͳ͍ݟ
ࠐΈɻ
ɾ࢜ผࢢͰॳظੜҭฏฒΈͰɺ༮ึܗ
ظ⚑ૣ͘ɺग़ึ⚑ͰظΕɺึἧ

写真

作柄調査の様子

͕ؒظ͍ะ͋Γɺख़ظฏ

（深川市奨決圃場）

গͳ͍͕ɺ佅ฏฒΈͷࠐݟΈͰ͢ɻ
【留萌地区（小平町）】
ɾॳظੜҭෆྑͰɺ༮ึܗ⚑Ͱظ
Εɺग़ึ⚒ͰظΕɺึἧ͕ؒظ͘ɺ
ख़ظΕΔ༧ɻึ͕গͳ
͘ɺ佅ฏΑΓগͳ͍ࠐݟΈͰ͢ɻ

写真

奨決圃の「はくちょうもち」
（名寄市）

写真

作柄調査の様子

ʢখฏொܾะʣ

写真

作柄調査の様子

（士別市奨決圃場）

写真
小平町一般圃「ゆめぴ
りか」の不稔

写真

共励会最優秀賞

高原氏

（和寒町）の「ゆめぴりか」
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ฒΈʙ͍༧ɻึฏฒΈͰɺ
佅ฏฒΈͷࠐݟΈɻ
【上川中央部（旭川市）】
ɾॳظੜҭෆྑͰɺ༮ึܗ⚓Ͱظ
Εɺग़ึظ⚒ΕͰɺึἧؒظฏ
ฒΈ͔Β͔͕ͬͨɺख़ظฏ
ฒΈͷ༧ɻึ͕গͳ͘ɺ佅ฏ
ฒΈʙগͳ͘ͳΔࠐݟΈɻ

写真

作柄調査の様子

（上川農業試験場）

【上川南部（東川町、中富良野町）】
ɾ౦ொͰॳظੜҭʢ⚗݄⚑ࡏݱʣ͕
ෆྑͰɺ༮ึܗ⚔ͰظΕɺग़ึظ
Ͱ⚓ΕɺึἧؒظฏฒΈͰɺख़
ظ⚓Εͷ༧ɻึ͕গͳ͘ɺ
ູ࣮佅ฏΑΓগͳ͍ࠐݟΈɻ
ɾதྑொॳظੜҭෆྑͰɺ༮ึܗ
ͰظฏฒΈͰɺग़ึظ⚑Εɺึἧ
͕ۃΊͯѱ͘ɺख़ظΕΔ༧ɻึ
͕গͳ͘ɺ佅গͳ͘ͳΔࠐݟ

写真

作柄調査の様子

（旭川市奨決圃場）

Έɻ

写真

写真

「上育

号」（左）と「空育

号」（右）（東川町奨決圃場）

「ゆめぴりか」
（左）と「ななつぼし」
（右）（中富良野町奨決圃場）
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．総合検討会における協議事
項について

⑶ ৯ຯͰɺొख़ؒظͷ࢝ΊؾԹ

⑴ ྆൝ʹΑΔௐࠪऴྃޙɺಓ෦ʢ্

͔ͬͨ͜ͱ͔ΒɺΞϛϩʔεؚ༗⚗݄

ࢼறࡏʣ౻ా্੮ීࢦٴಋһΛ࠲ͱ

தʹग़ึͨ͠ะͰ͕ͳ͍ͷͷɺ

͢Δ૯߹ݕ౼ձΛ։࠵͠ɺຊௐࠪͷ·ͱΊ

ग़ึ͕ΕͨะྫΑΓߴ͘ͳΔ͜ͱ

ͱ՝ཧΛߦ͍·ͨ͠ɻ

͕༧͞Ε·͢ɻҰํɺ༮ึܗظग़ึ

⑵ શಓతͳͱͯ͠⚖݄ୈ⚒०͔
ΒͷԹͱরෆͰੜҭ͕ஶ͘͠ఀ͠ɺ

ߴ͔ͬͨͷͷɺ⚘݄த०ͷؾԹ͕

͚͓ʹظΔ༿৭͕ೱ͔ͬͨͱΈΒΕɺ
നؚ࣭༗ݒ೦͕Γ·͢ɻ

ͦͷͰ·ظݥةྫྷޙԹͱরෆ͕ଓ

⑷ ࠓޙͷٕज़ରࡦʹ͍ͭͯɺ⚘݄ͷ߱

͖·͕ͨ͠ɺ⚗݄ޙͷԹ্ঢʢߴԹʣ

ӍʹΑΓਫेͰ͕͢ɺึἧ͍͕

ͱଟরͰɺճ෮ͱͳΓ·ͨ͠ɻܪɺ

ѱ͍ะ͕ଟ͘ొख़Ϝϥ͕͋ΔͨΊɺ͜·

佅֬อͷӨڹड͚·͕ͨ͠ɺ⚘্݄

Ίͳࢼ͠מΓʹΑΓదͳמΓऔΓ࣌ظΛ

०·ͰؾԹ͕ߴ͘ਪҠ͠র࣌ؒʹ·ܙ

Ѳ͢Δ͜ͱɺ͕ॊΒ͔͍ะɺഉ

ΕͨͨΊɺग़ึɾ։ՖൺֱతॱௐͰͨ͠ɻ

ਫରࡦʹΑΓะΛͱ͔͜͢סɺऩ֭࣌

ྫྷظݥة͍ڧԹʹݟΘΕͳ͔ͬͨ

ͷ佅ਫͷϜϥ͕༧͞ΕΔͨΊɺඞͣೋ

ͨΊɺෆູൃੜগͳ͍Α͏Ͱ͢ɻొख़ظ

ஈס૩Λߦ͍ɺదͳௐΛߦ͏͜ͱ͕ඞ

ؒͷԹ͕ߴ͘ͳ͔ͬͨͨΊɺෲനཻɾೕ

ਢͰ͋Δͱͷݟղ͕ࣔ͞Ε·ͨ͠ɻ

നཻͷඃཻͷൃੜগͳ͍ͱ·ࠐݟΕ

⑸ ऩ֭ޙͷฏ⚓⚑࢈ʹ͚ٕͨज़ରࡦ

·͕͢ɺึἧ͍ෆྑͷͨΊ੨ະख़ཻ͕ݒ೦

ͱͯ͠ɺҴΘΒॲཧ৺ഁࡅͷྭߦɺݱ

͞Ε·͢ɻࠓޙͷఱީ࣍ୈͰ͕͢ɺ佅ෆ

ʹਁಁ͖ͯͨ͠Α͏Ͱ͕͢ҭබؒظதͷ

ͷͨΊ͏ΔͪถฏฒΈͷऩྔ

ߴԹରࡦͱͯ͠ҭබɾ༿ΛݮΒ͢͜

ͱ͍͠ݫͷࠐݟΈͰ͢ɻҰํɺͪถͷओ

ͱͱԹཧʹؾΛ͚ͭΔ͜ͱɺ·ͨɺద

࢈ͰੜҭͷΕཱͪ·͕͢ɺऩྔ

ͳ佅֬อͷͨΊʹվΊͯஅʹΑ

తʹฏฒΈ·ࠐݟΕΔͱ૯ׅ͞Ε·

ΔྗɺޮסՌͷѲ͕ඞཁͰ͋Δ͜ͱ

ͨ͠ɻ

ैલͷ௨ΓͰ͢ɻ
Ҏ্
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水稲収穫後のほ場管理
地方独立行政法人
中央農業試験場

北海道立総合研究機構

農業研究本部

農業環境部環境保全グループ

研究職員

巽

和

也

ຊͷਫҴɺ⚕݄ͷఱʹΑΓҠ২࡞ۀฏฒʹऴྃ͠·͕ͨ͠ɺ⚖݄த०Ҏ߱ͷԹʹ
ΑΓɺ੍͕͛ͭ͞Εɺ͕ܪগͳ͍Ͱͨ͠ɻࡏݱͷੜҭɺฏΑΓ⚒͘ɺ΄ؒ
Ͱग़ึɾ։Ֆ࣌ʹظΒ͖͕ͭݟΒΕ·͢ʢ⚘݄⚑⚕ࡏݱʣɻ
ഓؒظதͷ΄ཧͰ͋ΔɺྫྷΛճආ͢ΔͨΊͷਂਫཧؐݩରࡦͱͯ͠ͷத͠ׯ
ͳͲ͕ॏཁͳͷͰ·͏ݴ͋Γ·ͤΜ͕ɺਫҴऩ֭ޙͷ΄ཧॏཁͰ͢ɻਫҴऩ֭ʹޙɺ
ҴΘΒͷൖग़ɺ৺ഁࡅߔ۷ΓͳͲͷಁഉਫੑվળରࡦɺ͋ͥͷิमͳͲΛߦ͏ඞཁ͕͋Γɺ
͜ΕΒ࣍ͷ΄࡞ۀੑΛվળͤ͞ΔͷΈͳΒͣɺऩྔɺ࣭ΛߴΊΔͨΊʹॏཁͰ͢ɻ

．稲わらの搬出
ऩ֭ޙͷҴΘΒΛ΄ʹ์ஔͨ͠··ʹ͠
͓ͯ͘ͱɺද໘͔Βͷਫৠൃ੍͕͞

Ͱ͢ɻ࡞தʹඍੜ͕ͨ͘͞Μ͍·͔͢
Βɺͱઙࠞ͘͢Δ͜ͱͰेͳޮՌ͕
ظͰ͖·͢ɻ

ΕΔͷͰɺ΄ͷס૩ΛਐΊΔͨΊʹରԠ

ͳ͓ɺҴΘΒͷম͖ɺަ௨োେؾ

͕ඞཁͰ͢ɻҴΘΒ CʗN ൺʢૉͱྔؚ

ԚછͷݪҼͱͳΔͷͰɺઈରʹߦΘͳ͍Α͏

ૉྔؚͷൺʣ͕ߴ͘ɺಛʹഉਫෆྑͷ΄

ʹ͠·͠ΐ͏ɻ

Ͱɺͦͷ··অࠐΉͱ͕ؐ͠ݩʮϫ
͢ɻ·ͨੜҭظޙͷૉͳͱݯڅڙΓถͷλ

．いもち病発生ほ場での稲わ
ら処理

ϯύΫؚ࣭༗ΛߴΊɺੜҭɺऩྔɺ࣭ʹ

ס૩ঢ়ଶ͕อͨΕͨҴΘΒͰɺ͍ͪප

ΩʯͷݪҼͱͳΔͳͲॳظੜҭ੍͕͞Ε·

ѱӨڹΛ͢·͠΅ٴɻ

͕ەཌय़·Ͱੜଘ͠ײછͳͱݯΓ·͢ɻͦ͜

ͦ͜ͰɺҴΘΒൖग़͠ɺेʹ͍ͨංԽ

Ͱɺ͍ͪප͕ൃੜͨ͠΄Ͱɺະൃੜ΄

͔ͯ͠Β΄ʹؐ͢ݩΔ͜ͱ͕·Ε·͢ɻ

Ҏ্ʹൖग़Λྭߦ͠ɺ͍ͨංԽͯ͠ेʹ

ਫాͷҴΘΒ͍ͨංͷࢪ༻ྔؒ⚑tʗ

ख़ͤ͞Δ͜ͱͰɺපەݪͷࢮ໓ΛਤΓ·͢ɻ

⚑⚐a ఔͱ͠ɺࢪ༻ʹ͍ԽֶංྉΛݮං͠

·ͨɺҴΘΒϩʔϧϕʔϧͳͲס૩ঢ়ଶ͕

·͢ɻ

อͨΕΔՄੑ͕͋Δঢ়ଶͰਫాͷपลʹ์

࡞ۀͷ߹͔ΒͲ͏ͯ͠ҴΘΒΛൖग़

ஔ͢Δ͜ͱආ͚Δͱͱʹɺอ͢Δ߹

Ͱ͖ͳ͍߹ɺҴΘΒͷղΛଅਐͤ͞Δ

ਫాҭබϋε͔ΒͰ͖Δ͚ͩΕͨ

͜ͱͰѱӨڹΛ؇͠·͢ɻ͍ͨංԽͷ߹

ॴʹ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ಉ༷Ͱ͕͢ɺҴΘΒͷ༗ػΛղͤ͞

ճऩ͖͠Εͣʹ΄ද໘ʹ͞ΕͨҴΘΒ

Δʹɺेͳۭؾʢࢎૉʣͱదͳਫɺ

ɺఱީ݅ʹΑͬͯҴΘΒ෦ͷ

ͦͯ͠ඍੜͷಇ͖͕ඞཁͰ͢ɻ΄ʹ͓͍

ס૩ঢ়ଶ͕อͨΕɺ͍ͪපͷײછͳͱݯΔ

ͯɺද໘ʹઙࠞ͘͢Δ͜ͱͰɺղ

Մੑ͕͋Γ·͢ɻҴΘΒ෦·Ͱ࣪५ঢ়ଶ

͕ଅਐ͞Ε·͢ɻϓϥͰʹਂ͘অࠐ·

͕֬อ͞ΕΔΑ͏ɺதʹࠞ͠·͢ɻ

ΕͨҴΘΒɺ΄ද໘ʹ์ஔ͞ΕͨҴΘΒ
ͷղ͕ਐ·ͳ͍ͷɺࢎૉෆɺਫෆ
ʹΑΓɺඍੜʹΑΔಇ͖͕ಘΒΕͳ͍ͨΊ

．透排水性の改善
ಁഉਫੑ͕ྑͳ΄Ͱɺམਫޙͷ
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．収穫後のほ場管理のポイント

ͷ͘ૣ͕͖סɺऩ֭ޙͷҴΘΒͷൖग़͕༰қ
ʹͳΔͱͱʹɺמΓͲͳגͷൖग़͞Εͳ
͔ͬͨ͞ɺද໘ʹࠞͨ͠ҴΘΒͷ
ղ͕ਐΈ·͢ɻ༥ઇىߞʹޙɺࡅͳͲͷ
ػց࡞ॱ͕ۀௐʹਐΉ͚ͩͰͳ͘ɺૉ
ͷແػԽ͕ਐΈɺਫҴͷॳظੜҭʹྑ͍Ө
͕ڹग़Δ͜ͱ͕ظͰ͖·͢ɻ୷ਫʹظద
ͳݮਫਂ͕֬อ͞ΕΔͨΊɺԹ্͕ঢ͢

図

．排水不良ほ場における土壌断面の
特徴（水田）

ΔɺϫΩ͕ܰ͞ݮΕΔɺͶΒͬͨ࣌ʹظதׯ
͕͠Ͱ͖ΔͳͲͷޮՌ͕ظͰ͖·͢ɻ
（図

·ͬͨঢ়ଶͰɺதͷ༨ͳਫ͕ૄਫࡐ·

）·ͨɺਫాͷϫΩʹ·ؚΕ͍ͯΔԹࣨޮ

Ͱ౸ୡͰ͖ͣʹཹ·Γଓ͚͍ͯΔ͜ͱ͕ݪҼ

ՌΨεͰ͋Δϝλϯͷੜ੍Ͱ͖Δ͜ͱ
͔ΒɺಁഉਫੑΛվળ͢Δ͜ͱٿԹஆԽ
Λ؇ͤ͞ΔॏཁͳऔΓΈͰ͢ɻ

Ͱͨ͠（図

）ɻ

҉͖ΐͷػΛҡ࣋ɾ্ͤ͞ΔͨΊʹɺ
αϒιΠϥͳͲʹΑΔ৺ഁࡅͷࢪ͕ޮՌ

΄ͷಁഉਫੑΛൈຊతʹվળ͢Δʹɺ

తͰ͢ɻ৺ഁࡅͷޮՌΛߴΊΔʹɺ΄

ج൫උʹΑΔ҉͖ΐͷࢪ͕༗ޮͰ͢ɻۙ

͕ʹ͍࣌ͨסɺͰ͖Δ͚ͩΏͬ͘Γͱࢪ͢

ૄਫࡐʢ҉͖ΐͷ্ʹຒઃ͞ΕΔಁਫੑ

Δ͜ͱ͕ॏཁͰ͢ɻਫ͕ߴ͍࣌ʹ͍ٸ

ͷྑ͍ࢿࡐʣ͕༻͞Εɺഉਫػ͕֨ஈʹ

Ͱࢪͯ͠ɺද໘͕࡞ػۀցʹΑͬͯ

্͍ͯ͠·͢ɻ͔͠͠ɺ͔ͤͬ͘҉͖ΐΛ

࿅Γฦ͞ΕͨΓɺ͔ͤͬ͘࡞ُͬͨ྾͙͢

ࢪͯ͠ɺੜ࢈ऀࣗΒ͕αϒιΠϥͳͲʹ

ʹดͯ͡͠·͍·͢ɻ·ͨɺूΊͨਫΛޮ

ΑΔഉਫରࡦΛߦΘͳ͍ͱɺ҉͖ΐͷػ͕

Α͘ഉਫ͢ΔͨΊʹɺ҉͖ΐ͕ຒઃ͞Ε͍ͯ

ेʹൃͤ·͖ͰشΜɻ҉͖ΐ͕ޮ͔ͳ͍΄

ΔϥΠϯͱަࠩͤ͞ɺૄਫࡐʹަΘΔΑ͏ʹ

Λௐࠪͨ݁͠Ռɺͦͷଟ͘҉͖ΐૄ

ࢪ͠·͢ɻૄਫࡐද໘Լ⚒⚕ʙ⚓⚐ᶲਂ͔

ਫࡐͷ٧·ΓͳͲͰͳ͘ɺԼਫҐ͕ߴ

Β҉͖ΐͷ͋Δਂ͞·Ͱॆర͞Ε͍ͯΔͷ

͔ͬͨΓɺ͕࿅Γฦ͞Εͨঢ়ଶ͘ݎక

ͰɺૄਫࡐʹҾ͔͔ͬΔΑ͏ʹࢪ͠ɺ
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҉͖ΐਫᮙ͕ดΊͬͺͳ͠ʹͳ͍ͬͯͳ͍
͔ɺഉਫ࿏ʹ࠭ਫ͕ཷ·͓ͬͯΓഉਫޱ

͍ͯͩ͘͞ɻ
࡞ߔʹϞϛΨϥͳͲΛॆర͢Δ༗ࡐͷิॿ
҉͖ΐഉਫվળޮՌ͕ߴ͘ɺʹؒظΘ
ͨͬͯޮՌ͕࣋ଓ͠·͢ɻҎલઐͷऀۀ

͕ਫɺຒ͍ͯ͠ͳ͍͔ॏཁͳ֬ೝࣄ߲
Ͱ͢ɻ
҉͖ΐͷਗ਼ʹؔͯ͠ɺۙʮूத

Ͱ͔͠ࢪ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨແࡐ҉͖ΐʹؔ͠

ཧʯͱ͍͏҉͖ΐਗ਼༻ͷຟ（写真

ͯɺۙτϥΫλʔͰࢪͰ͖Δখܕͷ

͕උࣄͰۀઃஔ͞Ε͖͍ͯͯ·͢ɻਫా༻

ͷ͕ൢച͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱ͔Βɺഉ

ਫ͔Β҉͖ΐ௨ਫͤ͞Δ͜ͱͰਗ਼

ਫੑͷվળʹར༻͕ՄͰ͢（写真

͕Ͱ͖ΔࢪઃͰ͢（写真

）ɻ

େӍͷޙӍɺ༥ઇʹظද໘ਫ͕ൃੜ
͢Δ΄Ͱɺߔ۷Γʢ΄໌ڎʣʹΑͬ

）

）ɻདྷय़ʹ༻ਫ

͕௨Γ࣍ୈɺਗ਼Λ࣮ࢪ͢Δ͜ͱͰ҉͖ΐͷ
ഉਫػ͕ҡ࣋͞ΕΔͰ͠ΐ͏ɻ

ͯഉਫ͠·͢ɻͨͩ͠ɺߔΛམਫ͙ͳͭʹޱ

ͳ͓ɺ҉͖ΐͷࢪʹؔͯ͠ɺա࣪ঢ়ଶ

ͳͲɺूΊͨਫΛ΄֎ʹഉग़͢ΔΛଵ

ͷͷࢪආ͚Δ͜ͱɺຒΊ͠

ΔͱɺेͳޮՌ͕ಘΒΕ·ͤΜ（写真

Ͱ͖Δ͚ͩס૩ͤ͞Δ͜ͱɺ࡞ʹػۀΑΔա

）
ɻ

·ͨۙϨʔβʔۉฏ͍͖ͯͯ͠ٴී͕ػ

ͳ౿ΈݻΊΛճආ͢Δ͜ͱͳͲͷʹཹҙ

ΔͷͰɺ΄ͷԜತΛແ͘͢͜ͱɺද໘

͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ਫΛ͙͜ͱʹͭͳ͕Γ·͢ɻ

写真

．無材暗き ょ 施 工 機「カ ッ ト ド
レーン」の外観

写真

．表面排水は溝掘りで

写真

．暗きょ清掃用施設「集中管理孔」

写真

．暗きょ管の清掃状況

9

10

⚒⚐⚑⚘ɽ
⚙

北海道

米 麦 改 良

第

号

ޱΛͯ͘͠ػΛճ෮ͤ͞Δඞཁ͕͋Γ·
͢ɻ

．土壌診断
ྑ࣭ถͷੜ࢈ɺංྉίετͷݮͷͨΊʹ
ɺஅʹࢪͮ͘جංରԠͷ͕༻׆༗ޮ
Ͱ͢ɻʮւಓࢪංΨΠυ⚒⚐⚑⚕ʯͰɺ
ͷੳʹରԠͨ͠ૉɺϦϯࢎɺΧϦɺۤ
ɺ͞ΒʹέΠࢎࢪංྔ͕ࣔ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

写真

．あぜの補修

ਫాͰϦϯࢎΧϦ͕ੵ͍ͯ͠Δ
ʹ͋ΓɺੳʹΑΓ·͕͢ɺଟ͘

．あぜの補修など

ͷ΄ͰϦϯࢎͰ࠷େ⚕⚐ˋఔɺΧϦͰ࠷

ਂਫཧྫྷΛܰ͢ݮΔͨΊͷجຊٕज़

େ⚓⚐ˋఔͷݮං͕ՄͰ͢ɻ·ͨɺ͍ͨං

Ͱ͢ɻͱ͜Ζ͕ɺ͋ͥͷߴ͕͞ෆेɺΒ

ͷ༗ػΛࢪ༻ͨ͠߹ʹɺͦΕ͔Βڙ

Ε͍ͯͯਫ͕࿙ΕΔɺͳͲͷཧ༝͔Βेͳ

͞څΕΔཆΛߟྀͯ͠ݮං͢Δඞཁ͕͋Γ

୷ਫਂΛ֬อͰ͖ͳ͍͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺ

·͢ɻ

ࢪංআࡎࢪ༻ͥ͋ʹޙΛͬͯ࿙ਫ͕ى

அʹ͕͔͔࣌ؒΓ·͢ͷͰɺ߱ઇ

͖ΔͱɺޮՌ͕ྼΔͷΈͳΒͣڥԚછʹͭ

લʹΛ࠾औ͠ɺੳʹؔػґཔ͠·͢ɻ

ͳ͕Γ·͢ɻാͱྡΓ߹͍ͬͯΔ߹ʹɺ

ੳɺมԽͷେ͖͍ແػଶૉΛআ

࿙ਫʹΑͬͯാ࡞ʹ࣪Λݥة͢΅ٴ͋

͚ɺ௨ৗ⚓ʙ⚔ఔܧଓͯ͠ར༻͢Δ͜

Γ·͢ɻ߱ઇલʹ͋ͥͷঢ়گΛ֬ೝ͠ɺิम

ͱ͕ՄͰ͕͢ɺେ͖ͳ෯ͷݮංରԠ༗ػ

Λߦ͍·͠ΐ͏（写真

Λଟྔࢪ༻ͨ͠߹ʹஅͷසΛ

）ɻ

·ͨઌʹड़ͨΑ͏ʹɺഉਫ࿏͕࠭ࡶ

ߴΊ·͢ɻͳ͓ɺւಓࢪංΨΠυ⚒⚐⚑⚕Λ׆

Ͱ;͕͍ͬͯͨ͞Γɺམਫా͕ޱ໘ΑΓߴ

༻ͨ͠ࢪංઃܭͷৄࡉɺ͓ۙ͘ͷۀվྑ

͘ͳ͍ͬͯͨΓ͢Δ͜ͱ΄ͷഉਫෆྑʹ

ීٴηϯλʔͳͲʹ͓͍߹ΘͤԼ͍͞ɻ

ͭͳ͕Γ·͢ͷͰഉਫ࿏ͷਗ਼Λߦ͍ɺམਫ
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小麦の雪腐病防除について
ࡢळͷछظɺશಓతʹฏฒΈʹܦա֓͠Ͷॱௐʹ࣮ࢪ͞Ε·ͨ͠ɻੵઇྔଟ
͔ͬͨͷͷ༥ઇॱௐʹਐΈɺઇපͷൃੜฏฒ͔Βগͳ͍ঢ়ͨ͠Ͱگɻ
͍͠ݫౙ͔ΒখഴΛकΔͨΊʹɺઇපআ͔ܽͤ·ͤΜɻͦͷͨΊʹɺআͷϙΠϯ
τΛࠓҰ֬ೝ͠ɺྑ࣭খഴͷ҆ఆ֬ऩΛਤΓ·͠ΐ͏ɻ

雪腐病発生状況

͍ઇපͷەछΛѲ͠（表

ฏ⚓⚐࢈ɺҰൠ΄ʹ͓͚Δൃੜ໘ੵɺ

）ɺͦΕʹԠ

ͨ͡ޮՌతͳༀࡎΛબ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ

ඃ໘ੵͱʹฏฒͰͨ͠ɻ͔͠͠ɺཹ

ߚ৭ઇපʹɺༀࡎʹΑΔछࢠফಟॏཁ

๖ํͰඃ໘ੵߴ·Γ·ͨ͠ɻපݪ

ͳআରࡦͰ͢ɻ

ەผͰɺઇ৭খཻ֩ەපͷׂ߹͕ߴ͍

菌種と薬剤の残効に応じた
薬剤防除を

Ҭ͕ଟ͔ͬͨͷͷɺΦϗʔπΫɺेউ
ํͰߚ৭ઇපͷׂ߹͕ߴ·Γ·ͨ͠ɻ
ઇපͷൃੜɺࠜઇ͓ؒظΑͼ༥ઇظͷ

ಓ૯ݚதԝɾ্ɾेউɾݟͷ֤ࢼۀ

ૣ൩ʹΑͬͯେ͖͘ࠨӈ͞ΕΔ͜ͱ͔Βɺۙ

ݧ͔Βɺઇපͷ֤ەछผʹɺༀࡎࢄ͔

ͷൃੜঢ়ʹگ༉அ͢Δ͜ͱͳ͘ɺӽౙલͷ

Βࠜઇ࢝·Ͱͷ߱ਫྔͱ֤ࡴࡎەͷޮੑͱ

ༀࡎআͱߞछతআΛ࣮֬ʹ࣮ࢪ͢Δ͜ͱ

ͷؔΛௐࠪ͠ɺەछͱༀࡎͷޮʹԠͨ͡

͕ॏཁͰ͢ɻ

আٕज़͕ఏࣔ͞Ε͍ͯ·͢ʢʮখഴͷઇ
ࠇ৭খཻ֩ەප͓Αͼઇେཻ֩ەපʹର͢

発生しやすい菌種を確認し
ましょう

Δࡴࡎەͷޮੑͱআ࣌ظʯʮখഴͷઇ

ઇපɺපەݪͷछྨʢەछʣʹΑͬͯɺ

ࡎەͷޮੑͱআ࣌ظʯɺ͍ͣΕฏ⚒
⚖

ൃੜੜଶൃੜ͍݅͢͠ʹҧ͍͕͋Γ·

৭খཻ֩ەප͓Αͼ৭ઇපʹର͢Δࡴ
ւಓීٴਪਐࣄ߲ʣɻ
ޮ͕͍ༀࡎͱɺޮͷ҆ͱͳΔༀࡎ

͢ɻ
·ͨɺەछʹΑͬͯༀࡎͷޮՌ͕ҟͳΔͨ
ΊɺͦΕͧΕͷҬ͓Αͼ΄Ͱൃੜ͢͠

ࢄ͔Βࠜઇ࢝·Ͱͷ߱ਫྔΛɺ表

·͢ɻ͜ͷٕज़Λ͢༻׆Δ͜ͱͰɺࠜઇલ

✵ ▱
▼ ⊁
ᚋ ᚿ

⢏

⫹ 

〓Ⰽᑠ⢏

ᷓ ᒣ

㯮Ⰽᑠ⢏

ୖ ᕝ

⣚Ⰽ

␃ ⴌ

〓Ⰽ

䜸䝩䞊䝒䜽
༑ 
0%

20%

図

40%

ʹࣔ͠

60%

80%

100%

発生ほの病原菌種別発生割合
ʢւಓපআॴʣ
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⚒⚐⚑⚘ɽ
⚙

表

北海道

米 麦 改 良

第

号

雪腐病の菌種の特徴と対策

·ͰͨͣɺΑΓૣ͍͔࣌ظΒͷༀࡎআΛ
ߦ͏͜ͱ͕ՄͰ͢ɻ

⑵

雪腐褐色小粒菌核病・褐色雪腐病

͜ΕΒɺओʹଟઇଳΛத৺ʹൃੜ͠·
͢ɻൃප͕⚕⚐Λ͑Δͱऩྔɾ࣭͕Լ

⑴

˞˞

雪腐黒色小粒菌核病・雪腐大粒
菌核病

͢ΔͨΊɺઇ৭খཻ֩ەපআՁ⚔⚐ɺ

͜ΕΒɺओʹগઇଳΛத৺ʹൃੜ͠·

·͢ɻઇ৭খཻ֩ەපʹରͯ͠ɺϑϧ

৭ઇපআՁ⚖⚐Λআͷඪͱ͍ͯ͠

˞

͢ɻൃප͕⚒⚕Λ͑Δͱ͢ࢮރ͕ܪΔݸମ

ΞδφϜਫࡎ F ͱςϒίφκʔϧਫࡎ F

͕૿͑ɺੜҭ͕Βͭ͘ཁҼͱͳΔͨΊɺൃ

͕ɺ৭ઇපʹରͯ͠ɺγΞκϑΝϛυ

ප⚒⚕Λআͷඪͱ͍ͯ͠·͢ɻઇࠇ৭

ਫࡎ F ͕ޮੑʹ༏ΕΔ݁Ռͱͳ͍ͬͯ·

খཻ֩ەපʹରͯ͠ɺϑϧΞδφϜਫࡎ

͢ɻͨͩ͠ɺテブコナゾール水和剤 F を散布

F ͱςϒίφκʔϧਫࡎ F ͕ɺઇେཻە

すると褐色雪腐病の発生を助長する場合があ

֩පʹରͯ͠ɺϑϧΞδφϜਫࡎ F ͱν

るため、褐色雪腐病が問題となる地域では、

ΦϑΝωʔτϝνϧਫࡎ͕ޮੑʹ༏ΕΔ

シアゾファミド水和剤 F による防除を行う必

݁Ռͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

要があります。

米 麦 改 良

第

号

表

残効が長い薬剤と、残効の目安となる散布から根雪始までの降水量

北海道

⚒⚐⚑⚘ɽ
⚙

ʢฏ⚒⚖ւಓීٴਪਐࣄ߲ʣ

表

表

の殺菌剤を使用した場合の各地域における防除時期の目安
ʢฏ⚒⚖ւಓීٴਪਐࣄ߲ʣ
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⚙

北海道

米 麦 改 良

※

発病度とは、発病指数を定め株数調査
を集計し発病の程度を表す指標で、

〜

（最大）。

第

号

防除適期を逃さないための
準備
΄͕͵͔ΔΈɺઇපআͷͨΊͷ࡞ۀ
ػց͕ߦͰ͖ͳ͍ࣄଶΛආ͚ΔͨΊɺഉਫ
͕ෆྑͳՕॴɺඞཁʹԠͯ͡ߔΓΛ

※※

防除価とは、無防除区における発病度
を

ߦ͓͖ͬͯ·͠ΐ͏（写真

）ɻ

とした場合の、防除区の効果の程

度を示す指数。防除価が高いほど効果が
高い。

⑶

本技術の活用にあたっての注意
事項

①

ༀࡎͷޮɺࢄ͔Βࠜઇ࢝·Ͱͷ߱
ਫྔʹԠͯ͡ݮগ͢ΔͨΊɺ߱ਫྔ͕҆

写真

枕地の溝切り

Λ͑ͨ߹ʹɺ͜ͷٕज़Ͱඪͱ͢Δ
আޮՌ͕ಘΒΕͳ͍Մੑ͕͋Γ·͢ɻ
②

͜ͷٕज़ɺ্ࢄͰࢄਫྔ⚑⚐⚐L
ʗ⚑⚐a ʹΑΔௐࠪ݁Ռʹͮ͘جͷͰ͋Γɺ

ແਓϔϦίϓλʔʹΑΔࢄݕ౼͍ͯ͠

࢈༻ۀແਓϔϦίϓλʔʢ͍ΘΏΔϥδί

·ͤΜɻ
③

無人ヘリコプター使用時は
法令と安全対策を再確認しま
しょう

ߚ৭ઇපআͷͨΊͷछࢠফಟ͕ߦΘ

ϯϔϦίϓλʔʣϥδίϯϔϦίϓλʔʹΑ
Δઇපআ͕ಓͰ࣮ࢪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

Ε͍ͯΔ͜ͱ͕લఏͰ͢ɻ

࢈༻ۀແਓϔϦίϓλʔυϩʔϯͷແਓ

耐雪性には品種間差があり
ます

ߤۭʹػΑΔༀࢄΛߦ͏߹ɺߤۭ

ߗ࣭छͷʮΏΊ͔ͪΒʯ
ʮͭΔ͖ͪʯɺ

ඞཁͰ͢ɻ
ʢͨͩ͠ɺػମຊମͷॏྔͱόο

๏ͷఆΊʹΑΓࠃަ௨େਉͷڐՄɾঝೝ͕

ઇੑ͕ʮΩλϊΧΦϦʯฒͷlதzͰɺʮ͖

ςϦʔͷॏྔͷ߹⚒͕ܭ
⚐⚐̶ະຬͷͷΛআ

ͨ΄ͳΈʯʹൺΔͱྼΔ͜ͱ͔Βɺಛ

͘ʣɻ

ʹ͜ΕΒͷछༀࡎআΛ࣮֬ʹ࣮ࢪ͠·
͠ΐ͏（表

表

๏ͷҰ෦վਖ਼ͱༀࢄʹΔڐՄɾঝೝͷ

）ɻ

秋まき小麦各品種の耐雪性
品

種

名

Ұൠࣾஂ๏ਓྛਫ࢈ߤۭڠձͰɺߤۭ

耐雪性の強弱

આ໌ΛؚΉʮ࢈༻ۀແਓϔϦίϓλʔʹΑΔ
පআ࣮ࢪऀͷͨΊͷ҆શରࡦϚχϡΞ
ϧʦฏ⚓⚐൛ʧʯΛެ։͍ͯ͠·͢ɻ

͖ͨ΄ͳΈ

ڧ

ΩλϊΧΦϦ

தʢڧʣ

ΏΊ͔ͪΒ

த

「産業用無人ヘリコプターによる病害虫

ͭΔ͖ͪ

த

防除実施者のための安全対策マニュアル

・耐雪性は、雪腐褐色小粒菌核病に対す
る耐病性検定結果に基づき評価してい
る指標
・（

）は品種登録時の評価

［平成

年版］は、一般社団法人農林水

産航空協会のウェブサイトで閲覧するこ
とができます。

第

写真

号
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⚒⚐⚑⚘ɽ
⚙

ラジコンヘリコプターを使用し
た雪腐病防除
写真

前作物の違いで雪腐病の発病程
度に差が生じた事例

ϥδίϯϔϦίϓλʔʹΑΔઇපআ
ʹࡍͯ͠ɺࠓҰɺؔ๏ྩ҆શରࡦϚ
χϡΞϧͷ༰Λ֬ೝ͠ɺ๏ྩΛ९क͢Δͱ
ͱʹɺࣄނࢭΛਤΓ·͠ΐ͏ɻ

খഴͷ࿈࡞ઇපͷଞʹɺࣶҤॖපɺ
؟පɺཱރපɺൗපɺͳ·͙͞ࠇึප
ͷൃੜΛॿ͠·͢ɻ

今後に向けて−連作回避の
重要性−

ΔͨΊʹɺాാྠ͕༰қͳాסແ

ઇපରࡦʹɺༀࡎʹΑΔԽֶతআ๏

ૡ͖ഓΛಋೖ͠ɺഴɾେ౾ͱͷྠ࡞ʢۭ

ͱซͤͯɺߞछతআΛߦ͍ɺӽౙʹඞཁͳ

࡞ྠܕʣΛ࣮ફ͍ͯ͠Δࣄྫɺখഴͷ࿈࡞

ੜҭྔΛ֬อ͢Δͱͱʹɺதͷઇප

Λճආ͢ΔͨΊͷऔΈ͕ਐΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ

ີەΛߴΊͳ͍͜ͱॏཁͰ͢ɻ

খഴΛ࿈࡞͠ͳ͍ͨΊͷྠ࡞ମͮ͘ܥΓʹ

写真

ɺछɺछྔɺجංࢪ༻ྔɺ

ઇපͷༀࡎআಉҰͷ΄ͷ༷ࢠͰ͢ɻ
࿈࡞Օॴ͜ͷޙɺഇߞʹࢸΔඃͱͳΓ·
ͨ͠ɻ

ۙɺळ·͖খഴͷաͳ࿈࡞Λճආ͢

͚ͯɺҬҰͨͬͳͱؙରԠ͕ٻΊΒΕ͍ͯ
·͢ɻ
ʢจ

∁ڮ

ٛ༤ʣ
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൦
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ਖ
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ŝᆯଋဴདྷɈݷᄆ࿈
Ŝێຑဴā211œ
Ŝᆙၐਗ91œڬ௫ߊ။
Ŝ౼ဴඝཆଋ࠸ᄵᆎ7/9œݚڬ
Ŝ௫Ȧɤယ25/6ġ26/1œ
Ŝɦᄆ2œڬ௫ߊ။
Ŝᆲହા৩ఛ

Ŝێຑདྷā211œ
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Ŝᆲହા৩ఛ
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稲作

şိĂ౷ĂബɅȠă
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