
担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌 

お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。 

令和２年.05. 

 営農振興課 
TEL ０７４９‐７８‐２４１５         

Ｖｏｌ．３ 

※住所・氏名等について前年（元年度）申請データに基づき印字されています。 
変更がある 場合は、訂正印を押印し、訂正下さい。 
※２年度から初めて交付申請される方、また名義変更等による振込口座を変更 
される方は、交付申請書、口座変更届出書等の様式を切り取って使用してください。 

現在のJA提出書類・数量変更期限について 

令和２年度経営所得安定対策交付金・収入減少影響緩和交付金（ナラシ対
策）申請手続きについて 

農地中間管理機構の申請について 

  裏面が【収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）】の積立て申出書となっております。 
   加入を希望される場合は、書き忘れの無い様ご注意願います。 
   ※「米穀」、「小麦」、「六条大麦」、「大豆」の生産予定面積を記入下さい。 
   ※米穀の対象は「主食用のみ」、ファイバースノウは「六条大麦」、大豆は 
     黒大豆、種子大豆は対象外となります。 
   ※生産予定面積の単位は「㎡単位」ですので、桁数に注意して下さい。  

 5月7日より中間管理機構の貸付申請受付が始まります。農地の借入を希望
される方は市窓口、またはＪＡ営農経済センター窓口へ申請書等を提出してく
ださい。 

JA提出期限 
5月25日 

＜参考＞ 
10ａ＝1,000㎡ 

1ｈａ＝10,000㎡ 
10ｈａ＝100,000

㎡ 

農組長提出期限 
5月18日 

提出書類名 期限 

米穀出荷契約数量変更 5月29日 

大豆資材購入申込書 5月22日 

農地を貸したい方 農地を借りたい方 

●経営所得安定対策等交付申請書 

https://4.bp.blogspot.com/-HjAux8WrxAs/Vq89Kl_tDmI/AAAAAAAA3nw/9VZAQQPlhYI/s800/sagyouin_man01_smile.png


◆田植え後の水管理のポイント 
①田植→活着期 ： 苗が活着するまで（植付後３日程度）は、寒さや風からイネを守るた

め、必要に応じてや深水の湛水状態。 
②分げつ期  ：   活着したら、自然減水により水深３ｃｍ程度の浅水管理。 
               浅水管理を行うことにより、水温・地温を高く保つことになり、初期

分げつを促します。 

◆還元障害に注意！ 
 ほ場をこまめに観察し、還元障害（写真）を発見したら自然
減水により、ほ場を軽く干してください。 
（ ２、３日程度軽く干して、ガスを抜きをしましょう！） 
 

 中干し時期に十分な茎数がなかったり、生育がばらついて
いる場合でも、早めに中干しを開始します！ 

ヤミ田にご注意！ 
③中干し期   ：   目標茎数確保（目標茎数の８割）で早めの中干しの実施。 

稲作情報 

除草剤の散布適期について 

代かきから
一週間まで
を目安に！ 

水稲 ノビエ アゼナ ホタルイ
ミズガヤ

ツリ
ウリカワ

ヒルム

シロ
セリ 藻類 表層剥離

0(3) 3.5 前 前 前 前 前 前 前 前 前

3(6) 3.5 前 前 前 前 前 前 前 前 前

15(18) 4.4 2.0 始 2.0 5cm 1 発生期 再生期 前 始

18(21) 5.0 2.5 始 2.5 7cm 2.0 発生期 再生期 前 発生期

20(23) 5.4 3.0 1 3.0 10cm 2.2 発生期 再生期 始 発生期

22(25) 5.8 3.5 1 3.5 12cm 2.5 発生期 再生期 発生期 発生期

25(28) 6.1 4.0 2 4.2 17cm 3.1 発生期 再生期 発生期 発生期

移植後日数

(代かき後日数)

葉齢

代かき：4/23 ・ 移植：4/26(早期) 

水稲 ノビエ
カヤツリ

グサ
コナギ ホタルイ

ミズガヤ

ツリ
ウリカワ

0(4) 2.1 前 前 前 前 前 前

3(7) 2.3 0.2 前 前 始 前 前

7(11) 2.6 2.0 前 0.5 1.5 1cm 始

10(14) 3.4 2.5 前 0.8 2.2 3cm 1.0

12(16) 4.2 3.0 前 1.5 2.7 5cm 1.6

15(19) 4.9 3.5 1.6 2.1 3.2 8cm 2.3

移植後日数

(代かき後日数)

葉齢
代かき：5/10 ・ 移植：5/14 

4月下旬移植圃場の雑草は水温がまだ低い為、雑草の動きが
遅いなぁ。それに比べて5月中旬移植圃場の雑草は移植後 

１週間ですべての雑草が動き始めている！ 

移植時期によって除草剤を散布するタイミングを変えた方が 
効果的だな！ 
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分げつ期（12

月下旬） 

分げつ期（2

月上旬） 

最高分げつ

期（2月下旬） 

節間伸長期

（3月下旬） 
出穂期 出穂後 

R2 10月播種 平均 42.1 46.8 45.9 38.9 44.4 46.4 

R2 11月播種 平均 37.8 44.8 45.4 39.9 41.8 43.9 

R1 10/19播種 39.2 39.4 44.8 45.9 44.8 48.2 

R1 11/8播種 40.3 41.3 45.7 46.3 46.3 51.3 
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令和2年産大麦葉色調査（SPAD） ※4/22時点 

大麦生育情報 

茎数 茎数 草丈 幼穂長

本／ｍ 本／㎡ cm ㎜

44.8 130.5 522 71.3 8.5（出穂1～2割）

46.3 135.5 616 37.1 3.0

4月9日

SPAD

注意： 

気温が上がり雨が続くと赤かび病が発生しやすくなります！収穫前に圃場巡回をし、
赤かび病の有無を確認しましょう！ 

※赤かび病被害 

赤かび病かな？ちょっと圃場を見て欲しい！と思われましたら各地域のＴＡＣ担
当、または各センターの営農指導員へご連絡下さい！ 

 4/22に生育調査を行ったところ、10月中旬播種圃場では実の肥大が確認
でき、11月上旬播種圃場でも開花最盛期を終えていました。4月中旬の気
温の低下により、前回(4/7)調査時よりも生育の進行が遅くなっていました。 
 
 成熟期は、10月中旬播種で5/25頃、11月上旬播種で6/1頃と予想されま
す。収穫適期(子実水分30％以下)は成熟期から3日後が目安となりますの
で適期に収穫できるよう早めに準備をお願いします。 
 
  また、5月上旬に大麦の生産記録をTAC担当、または営農指導員が配

布しますので収穫前にお近くの営農経済センター、もしくは各
支店の営農経済係まで生産記録の提出をお願いします！ 

http://gaityuu.com/kokurui/mugi/oomugiakakabi/photo004.htm
http://gaityuu.com/kokurui/mugi/oomugiakakabi/photo005.htm
http://gaityuu.com/kokurui/mugi/oomugiakakabi/photo002.htm


従来の緩効性肥料の施用と合わせて、１４日以上の中干しを実施す
る取組(生育中期に１本/１０a以上の溝切りを原則行う) 

環境保全型農業直接支払交付金の取組の変更点について 

取組11 緩効性肥料の利用および長期中干し に被覆肥料の被
膜殻の流出防止策の実施が要件に追加されました！ 

≪チェックポイント≫ 
・あぜ塗り等による漏水防止対策 
・浅水代かき等により田植え前の強制落水を行わない水管理 
・本田を確認し、被膜殻の回収に努める 

交付単価：4,000円/10a以内 

+ 
被覆肥料の被膜殻の流出防止対策の実施 
NEW！！ 

 多くの被覆(緩効性)肥料はプラスチック殻で肥料が覆われており、被膜殻が水

面に浮いて、河川や琵琶湖に流れ出る可能性があります。プラスチック殻の流
出を防止するために以下３点のチェックポイントを踏まえ作業してください。 

新型コロナウイルスの感染予防策について 

緊急事態宣言発令中！！ 
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