技術情報：１

２０１７年作 苗床（子床）期 【早作早進に適した苗づくりを！】

２０１７年 ２月 宮崎県組合

苗床管理について（子床）
◆苗床管理のポイント：根づくりを意識した苗床管理
○仮植後活着まで4日程度かかります。
○８℃以下の低温、３０℃以上の高温で生育は停止します。
○５℃以下になると寒害、３５℃以上の高温で障害を受ける恐れが
あります。

１．仮植時の注意点
①仮植苗は根張りの良い５枚苗を選んで仮植する。
②子床肥土に大きな穴をあけ、根が十分覆土されるように丁寧に仮植する。
③仮植しながら苗の大・中・小を区分する。（ビニポットで苗の大きさを揃える。）
④ビニポットの大きさは、地積の大きいものほど根量の多いがっちりした苗が生産される。
（なるべく地積の大きいビニポットを使用する。）

２㎝程度

４０℃以上では高温障害を受ける。

仮植苗の大きさ（５枚）

２．苗床管理上の注意点 （右記 ： 「 苗床管理について 」 参照）
①仮植後から活着までの管理
温度 ： 最適温度は２０℃～２５℃（日中高温にならないようにハウス管理に注意する。）
水分 ： 活着までは親床と同程度の管理を行い、床面が乾かない程度に潅水する。
日光 ： 仮植直後は遮光をして活着を促す。
②活着後の管理
・徐々に潅水を控え、夕方床面が白っぽく乾く程度に制限する。
・日中は直射日光を充分当て、ハウスのスソを開けて風に馴らしていく。
・寒い日や風の強い日はスソ開けはさける。
・過度の潅水制限は直根の伸長だけで、細根の発生を阻害させるので適度な潅水を心がける。
・移植１０日前頃から順化処理を行う。
（順化処理）
１）温度 ： 日中はスソ換気とカタ換気を行いハウス内温度を外温に近い状態にする。（スソ換気８時間程度）

活着までの管理
３５℃以上では高温障害の恐れ。

・活着までは親床と同程度の管理を
行い、活着促進を図る。

★潅水
30℃以上で生育抑制。

活着までは、床面が乾かない
程度に潅水する。
（1～2回/日、4～5ℓ/回3.3㎡)

★温度
活着までは、床温が20～25℃が良い

★光線
２０℃～２５℃を管理目標とする。
（２～３℃上下しても特段問題はない）

昼間は床内を常に明るく保つ。

活着後の管理
・活着後は順化処理を念頭に管理
する。

ただし、昼間のハウス内温度は２０℃以上を保つ。（早蕾防止）
２）水分 ： 夕方床面がやや乾く程度に制限する。（活着後の管理と同様）
３）日光 ： １０時間以上の日長を与える。
※ 注意
・順化処理を行う頃（９枚苗の頃）から「花芽分化期」に入るので
短日・低温にあわせないよう注意する。（早蕾の原因）
特に昼間の温度が低いと早蕾になりやすいので、昼間の温度が
２０℃以下にならないようにハウス内温度管理を行う。
・苗が互いに触れ合う頃になると急速に成長するので適期に移植
ができるように本畑準備は早めにしておく。

・仮植苗の大きさ5枚苗（耳たぶ程度）。

★潅水
活着後は、苗が萎凋しない程度
を目安に潅水を制限する。
夕方、床面がやや乾く程度
（1回/日、３～４ℓ/回3.3㎡)

★温度
【健苗の育成】

３．苗床で発生する病害防除（腰折病等）
☆薬剤散布について

８℃以下では生育が停止する。
５℃以下になると寒害を受ける。

昼間20～25℃、夜間10℃程度
を目安にする。

★光線
徐々に自然条件に近い状態にする。

○トップジンＭの１,０００倍かベンレートの１,０００倍液を、表土全体に薬剤が浸透するくらいの薬量を、被害が発生
している部分を中心に、ジョーロで潅水をするような要領でたっぷりと散布する。

（ジョーロ等は除草剤の散布をしていないことを確認する。）
☆注意 ： ○使用基準書を確認する
○晴天の日中散布は、薬害の恐れがあるので、午後の３時以降に散布する。
○他の薬剤との混合散布は、薬害の恐れがあるので絶対しないこと。

病害の発生・生育不振があったら速やかに耕作組合に連絡を！！
健苗の育成は根づくり、標準作づくりの第一歩！早作早進で目標達成！

■病害の発生に注意し、健苗をつくりましょう！
・高温多湿条件で腰折病等の病気が発生しやすくなります。ハウス管理や潅水は適切に行って下さい。
・活着後のハウス管理はカタ換気だけでなく、スソ換気も行って下さい。（晴天日）
・活着後の潅水は１日１回とし、午後(３～４時頃）乾いているところをジョ－ロ等で軽く潅水し、夕方床面
がやや乾く程度にして下さい。
・合成肥土は松葉表土より保水性が高いので潅水は控えめで良い。

技術情報：２

２０１７年作 移植期 【早作早進・力強い標準作柄形成へのスタート】
２０１７年３月 宮崎県たばこ耕作組合

１． 適期に健苗を適切に移植 ： 順調な活着で早作早進
◎根張の良いガッチリした苗（健苗）の適正な移植に努め、活着促進を図る。
早作早進のスタート
☆ 移植に適した苗 ・・・ 葉数９～１０枚苗（双葉から米粒大の心葉まで（図：健苗参照）
☆ 移植に適した時期 ・・・ 地域にあった最適時期（３月２０日頃には移植完了）
・北西風の強い日は、活着が悪く、早蕾性になる危険性が大きい。
・移植の翌朝、降霜が予想される場合は午後３時迄には終了する。
☆ 移植の方法 ・・・ 霜害を恐れず適正に移植
○植穴は、直径１０㎝～１３㎝、深さ１３㎝～１５㎝程度が望ましい。
最大葉が１㎝～２㎝見える程度（全体に見え隠れする程度）
○極端な浅植、深植は厳禁 ・・・ 植付位置と施肥位置のズレが活着不良の原因。
○植付苗の抱土が露出しないように注意 ・・・ 抱土の乾燥、根が畦土に伸長しにくい状態が活着不良の原因。
◆植付後の確認・手直しを確実に行う。
○移植時に植穴が埋まらないように注意 ・・・ 植穴の空間が少ないと霜害を受けやすくなる。
腰折れ病等の病害が発生しやすくなり、初期生育も遅れる。
☆ 初期生育不振は遅作・品質低下の元 ・・・ 注意深く観察！早く気づき、適切な対応を行う。
○畦内土壌水分過多（ネリ畦）の場合・・・活着不良となり異常小型作になる恐れがある。
（参考） ・べんとう肥 ： 苗床１坪当たり、加燐硝安１００ｇを、水１０リットルに溶かす。移植前日または移植直前に苗床にたっぷりと潅水した後ジョーロで散布する。（活着促進）
○畦内土壌水分不足の場合 ・・・ 初期生育不良となり 急激生長、大型化、遅作化の恐れがある。
・潅水の実施

２． ほ地管理の徹底（根づくりを意識したほ地管理） ： 根の円滑な養分吸収を図り初期生育促進
力強い標準作は根づくりから ： 移植から３５日間は根部発達期（図ー１・４ たばこの生長経過参照）
◆この時期の根群形成が作柄・病害発生に大きく影響する。
・過湿状態では健全な根の発達ができず、根の抵抗力が落ち立枯病等の病害発生を助長
◎特に基本根の形成時期 ・・・ 主として中葉系に養水分を供給
・初期生育の促進と、中葉系の充実がはかられる。
・枯れ上がりや生理斑点病の発生を軽減するためにも基本根をしっかりさせる。
☆ 排水対策の徹底 ・・・ 排水不良は根群の発達阻害
◎排水溝の設置・点検 ・・・ 降雨後、滞水がないように ： ほ地の見回り確認
・降雨後、速やかにほ地外に排水し、溜まり水がないように補修する。
・集中豪雨（ゲリラ豪雨）に耐えられる排水溝を設置する。

【早蕾性について】
・苗の葉数が９枚の頃の温度条件、日長条件に
よって花芽の形成や開花の時期が左右されや
すい。（苗床管理：技術情報１参照）
・移植後３５日程度で花芽分化期となるが、本畑
初期の低温も同様に影響する（左図参照）
・特に昼間の低温が花芽の形成を早め、早蕾性
になりやすい。

３． 移植前のほ地の見回り点検
◎ドリフト（農薬飛散）危険ほ地の確認
・他作物が隣接する場合はドリフト対策を実施。
（周辺農家との話し合い、障壁物の設置等）
◎ジャガイモほ地隣接確認
・タバコほ地の周辺にジャガイモほ地がないかの確認とその対策を検討
・堀り残しイモの有無や小イモの処分場所が近くにないか確認

移植後（特に昼間）低温にならないようにすること
が早蕾を防ぐための大切なポイント
早蕾や霜害を防ぐためにも「適正な移植」が大事
な作業となる。

「早作早進」と「根づくり」を意識した作業で力強い標準作柄を形成し、目標達成を！！

技術情報：３

２０１７年作 本畑初期 【 根づくりを意識した作業で力強い標準作柄へ 】
平成２９年３月 宮崎県たばこ耕作組合

◆本畑生育の第一関門は 「活着」 、第二関門は 「根群の円滑な形成」
・土寄せまでの期間（根群形成期）に充分な根群形成を図ることが 「力強い標準作柄」 形成に最も大切な作業 （技術情報:２ 参照）

≪当面の作業上の留意点≫
１ ．生育不良株、腰折れ病等の病害株がないかを確認する。
本畑を見回り、早く気付き処置する！！
☆生育不良株、病害株の対策を徹底する。
★生育不良株への対策
植穴に水か加燐硝安液（１％液）を１株当たり ２００ml 程度かん注する。
（１０a当たり４００ℓ程度）
加燐硝安液 ・・・ 加燐硝安１kgを水１００ℓに溶かした液

２ ．排水状況の点検確認を必ず実施。
・排水対策は 「根群形成」 「病害予防」 の基本
☆降雨後のほ地の見回りを実施し、排水対策を徹底 する。
・ほ地内に水溜まりはないか、特に枕地付近
・ほ地内への流入はないか、ほ地外への排水は万全か
・ゲリラ豪雨に対応できる排水溝か
★ほ地周囲、枕地に排水溝 （二段排水溝）を
設置すると効果的。
★畑地、水田に限らずほ地の形状に合わせて
排水溝を設置する。
＊排水溝の完備（畑）

３ ．根づくりを主体とした土寄せの実施。
・移植後３０日～４０日経過して作柄に応じて行う。
・土寄せ後は必ず確認して手直しする。
＊ローラー土寄せの際は要注意！
★植穴の固結や畦内土壌の固いほ地の対応
・根の伸長促進のために、土壌をほぐしながら
穴埋めすることが大切。
＊株元までしっかりと土寄せ

４ ．本畑初期での損害対応 ・・・ 慌てず、騒がず、速やかに連絡を！
★霜害 ： 被害程度の確認にとどめる ・・・ タバコは自ら回復する力が強い
・被害の程度を見極めて対応策を実施
★風害 ： 例年４月２０日前後には強風が発生 ・・・ 損害に対応した管理作業
・葉の折損等被害を受けやすいほ地には、防風ネット等の防風対策を実施

損害が発生したら、速やかに耕作組合に連絡を！
ほ地ごとに現場で対策を検討
５ ．タバコ黄斑えそ病（PVY）対策について （たばこ耕作日誌 Ｐ６４ 参照）
☆近年タバコ黄斑えそ病の発生は減少しているが、突発的に大発生する病害
特に本年は、昨年の台風の影響で北海道産種イモが少ないので要注意！
ジャガイモ隣接ほ地は、アブラムシの飛来予防対策が重要。
★モモアカアブラムシの飛来温度 ・・・ 気温の上昇とともに飛来増加
午前９時の温度が１２℃以上で飛来を始め、２０℃以上で最も多くなる。
【 薬剤による対策例 】 使用基準の確認 （使用回数、使用間隔等）
■虫害防除計画 ・・・ PVY防除はジャガイモ農家と地域での一斉防除が効果的
使用月

薬剤名

４月上旬

アドマイヤー水和剤（アブラムシ）

４月中旬
４月下旬
５月上旬

トレボン乳剤（タバコアオムシ）
オルトラン水和剤（アブラムシ）
テルスター水和剤（温室コナジラミ）

ポイント
・飛来初期であり時期が遅く
ならないように
・周辺雑草も防除
・周辺雑草も防除
・周辺雑草も防除

６ ．ドリフト（農薬飛散）対策について （たばこ耕作日誌 Ｐ９ 参照）
☆例年４月中旬から下旬にかけて強風があり、この時期にドリフト（農薬飛散）
事故が多く発生している。・・・ 被害者・加害者にならないよう充分注意！
★他作物と隣接する場合はドリフト対策を実施する。（危険ほ地）
・ドリフト防止注意喚起 「 旗 」 の設置 （耕作組合より配布）
・隣接する農家との話し合い、協調を図る。
・障壁物（ネット等）の設置をする。

《 万が一事故が発生した場合は、速やかに耕作組合へ連絡してください 》

目標収量250㎏確保するには「根づくりを意識した」管理作業を一つ一つ確実に実行し、標準作柄の形成が基本です。

技術情報：４

２０１７年作

病害【糸状菌】対策について

平成29年4月

宮崎県たばこ耕作組合

◆「耕種的防除」の徹底と、「適期適切な薬剤防除」の実施で、疫病・赤星病・灰色かび病等の「糸状菌病害」の
発生を防止し、完全収穫に努めましょう！
１．耕種的防除について

病害防除は耕種的防除が基本！ まずは排水対策の徹底を！
耕

種

的

防

除

①排水対策の徹底

・排水溝の点検、補修を確実に行う。（雨天日の見回り）

・技術情報３参照

②ほ地内外の衛生管理の徹底

・残渣（わき芽、除去葉等）のほ地外持ち出しを確実に行う。

・病害発生・拡散防止

③ほ地周辺の雑草除去

・病気、害虫の寄宿植物をなくす。

・うどんこ病菌、アブラムシ等

④雨天日の収穫回避

・病害が発生したら雨天日の収穫は極力控える。

・疫病の拡散は特に激しい

⑤作業機の洗浄

・作業は病害の発生していないほ地から行い、病害の拡散を防ぐ。

・AP-1使用時は特に注意

２．薬剤防除について

病害の特徴を知り早めの防除が大切！ 糸状菌病害は発生前の予防が効果的！

◆ 殺菌剤は予防的効果が大きい

・・・

気象状況等見ながら計画的に防除する。

◆ 茎葉散布剤は葉の表裏に充分かかるように丁寧に散布する。（ AP-1

≪薬剤防除例≫
対象病害

疫

･･･

垂直散布 ）

※「同一病害に対する農薬の使用回数は２回以内であるため、下記農薬を効果的に組み合わせる。使用にあたっては「農薬使用基準」を確認する。

農薬名称剤型

適用病害

使用時期

処理方法
株元処理
株元散布
株元潅注

リドミル粒剤
ユニフォーム粒剤

疫

病

大土寄期
（４月下旬まで）

オラクル顆粒水和剤

疫

病

収穫10日前まで

病

カッパーシン水和剤
ブリザード水和剤
アグリマイシン100水和剤

赤星病
灰色かび病

【排水対策の徹底（畑）】
（やってる人はやってます！）

アミスター20フロアブル
ポリオキシンＡＬ水和剤
ポリオキシンＡＬ水溶剤
ベルクート水和剤
エコショット水和剤

疫 病
うどんこ病・疫病
空胴病・野火病・疫病
角斑病
赤星病・菌核病
赤星病・灰色かび病
赤星病・灰色かび病
赤星病・灰色かび病
灰色かび病

収穫10日前まで
収穫10日前まで
収穫３日前まで
収穫10日前まで
収穫５日前まで
収穫５日前まで
収穫10日前まで
収穫３日前まで

ポイント

・１株当たり、３～４ｇを株元に処理する
・土寄せと同時に処理
・１株当たり、３～４ｇを株元に処理する
すると効果的
・横掻２回終了直後に処理 （１株当たり2000倍液を200mℓ処理）
・横掻１～２回終了直後に処理 （防除効果大）
土壌表面散布
2000倍液を10a当たり200ℓ畦間処理（葉に付着しないよう注意）
茎葉散布
茎葉散布 ・薬害が出やすいので散布には注意する（夕方散布）
・100mm程度の降雨が２～３回あった時タイミングを見て散布
茎葉散布
・豪雨や台風接近が予想される時（２～３日前）に散布
茎葉散布 ・横掻３～４回終了後、葉の表裏にたっぷりと散布
茎葉散布
茎葉散布 ・中葉系に発生したら早めに散布(初発を見逃さない）
茎葉散布 ・収穫までの日数を考慮して薬剤を選択する
茎葉散布

◆昨年は赤星病の初発は5月下旬でした。発生の時期が早くなっているようです。発病の兆候を見のがさず、早めの防除が大切です！

・発病させない予防対策が重要！

・効果的防除は病原菌を「残さない」「増やさない」「広げない」の徹底！

技術情報：５

２０１７年作 本畑期 【わき芽除去作業】

たばこ作りの基礎知識（Ｐ３２～３３）参照

平成２９年 ４月
宮崎県たばこ耕作組合

◆葉たばこの順調な成熟と充実にかかわる重要な作業です。わき芽除去は適期を逃さず、効果的に実施しましょう！
１．わき芽除去のポイント

毛じがあるので

● １回目のわき芽取り（手作業）の際に、土寄せの不十分な株は手直しを行い、しっかり株元まで土寄する。

薬害に注意

・接触剤散布に伴う不定根の焼け防止のため株元までしっかり土寄することが重要
● 特に 「新品種ＪＴ７７」 は、わき芽が固いので１回目のわき芽取り（手作業）は、早めに摘芽する。
● 草丈が一升瓶の高さ （４０～５０ｃｍ） の頃からコンタクトを散布する。（その後のわき芽管理を大きく左右する：タイミングの見極めが重要）
・ 散布はわき芽の大きさが 米粒大の頃が 最適で、あまり大きくならない時期 （３㎝以下） に行う。
・ １回目のコンタクト散布は、 薄め（４０～５０倍） で散布量が少量でも効果がある。 （散布の際は薬液が芯部にかからないように注意：右図参照）
※薬液が地際部へ流れ落ちるような多量な散布は、根や茎を傷め、倒伏や立枯病発生の原因となるので要注意！

２．接触剤の効果的使用 ・・・ 接触剤は接触しないと効果なし！（わき芽の発生状況を注意深く観察 ： 先手先手がコツ）
☆心止前のコンタクト使用

・・・ 特に丁寧に散布し、一次芽を焼き、その後のわき芽伸長を遅らせる。

☆心止後の接触剤使用

・・・ 心止めすると二次芽が旺盛に急速に発生伸長する。 → 心止後の早い時期に散布する。

わき芽の発生パターンは、左図のように考えられます。
（ たばこ作りの基礎知識より抜粋 ： Ｐ３３ ）
発生時期や天候を考慮しながら、計画的な接触剤
散布を心掛けましょう。

３．接触剤の使用にあたって
☆「たばこ用農薬の使用基準」 により、使用方法 （希釈倍数・使用量）、 遵守事項等を確認
使用時期
心止前
心止後

使用方法
コンタクトのみ使用可
コンタクト単用
コンタクト・イエローリボン併用

使用回数
２回以内
４回以内
イエロー２回以内
〆コンタクト１回

４．病虫害対策
☆糸状菌病害 ・・・ 技術情報：４ を参考に計画的に実施してください。
排水対策の徹底・効果的農薬の使用
☆たばこ黄斑えそ病（ＰＶＹ） ・・・ 技術情報：３ を参考に実施してください。
・気温の上昇に伴いアブラムシの飛散が増加します。
ジャガイモ隣接ほ地を中心に計画的防除に努めてください。

※接触剤の使用にあたっては、 遅れることなく、丁寧な散布 を心掛けてください。
※収穫時期と重なります。収穫作業を優先させるためにも、 受委託共乾を積極的に活用してください。

収量・品質に影響する重要な作業が重なる時期です。 計画的に、段取り良く取り組みましょう。

技術情報：６

２０１７年作 心止期【力強い標準作柄の形成に向けて】

平成２９年４～５月
宮崎県たばこ耕作組合

１．適正な心止め ・・・ 「たばこ作りの基礎知識 Ｐ３０～３１」参照
☆ 目的

さきがけ花

栄養生長から順調な成熟生長へ移行するための大切な調整作業

①開花結実に必要な養分や水分の頂上への移行を防ぎ、葉の成長や展開を促す。

第１花枝

②葉に内容成分を蓄積させ、充実や成熟を促進する。
・心止め後上位葉が開帳し、樹勢が旺盛になり、その後順調な成熟過程に移行することが大切。（ビアダル型の作柄形成）
☆ 心止めの方法

わき芽
第１花枝葉

・標準作柄は、花軸が完全に伸びてから、開花１輪の頃第１花枝葉とも３枚程度切除する。（右図参照）
（収穫葉数１７～１８枚確保することを目安にして切除位置を決める。）
・大柄作は開花１０輪の頃若干浅止めにする。（第１花枝葉とも1枚もしくは花軸のみの切除）
（花を咲かせ過ぎたり、わき芽を伸ばし放題にしない：晩作化の要因）
・栄養不良の作柄はさきがけ花が白味を帯びた（節間が定まった）頃、やや深止めにする。
【心止位置：第１花枝葉とも３枚切除】

☆ 作業上の注意点
・個々の畑の地力、耕土の深浅、施肥量、作柄の樹勢等を考慮して切除位置を決める。
・ほ地の６０％～７０％が標準状態になったとき行う。不揃いのときは２回に分けて行い成熟を揃える。
・曇雨天が続くときは仮止め（花蕾のみを切除）を行い、天気の回復を待って止め直す。
・モザイク病や黄斑えそ病が発生しているほ地は、最初に健全株の心止めを行い、その後に病害株を行う。
※用心のため浅止めしたほ地で、その後心配がないと判断した時は、早めに切り直すか頂上葉を除去する。

２．接触剤散布およびわき芽除去作業 ・・・ 「技術情報：５」 「たばこ作りの基礎知識 Ｐ３２～３３」参照
☆ 心止めするとわき芽の伸長が旺盛になる ・・・ 引き続き段取りよく適期に実施
（接触剤はわき芽に接触しないと効果がないので、丁寧な散布に努める）
【心止後の作柄】

３．病虫害対策の徹底 ・・・ 「技術情報：４」 「たばこ作りの基礎知識 Ｐ４２～４５」参照
☆ 気温の上昇とともにアブラムシの飛散が多くなる。 ・・・ 黄斑えそ病対策として防除を心掛ける。
☆ 糸状菌病害対策も万全に ・・・ 最悪を想定して、排水溝の管理、残渣の持ち出し等耕種的防除
を徹底 しながら計画的防除に努める。

４．異物混入防止に心掛けましょう ・・・ ５S３定の徹底
☆ ほ地でのマルチ片回収と収穫、吊り込み時、取り下ろし荷作り時の葉元確認、包の確認
☆ 吊り込み前の乾燥室のパネル点検、清掃

○ 排水対策の徹底

大切な作業が重複する時期ですので、共乾を活用しながら段取りよく適期適切な作業を実施しましょう！

× 除去葉の放置

技術情報：７

２０１７年作 収穫期 【収穫作業の基本的考え方】

平成２９年４～５月
宮崎県たばこ耕作組合

熟度を担保しながら「完全収穫」 により 「品質・収量の確保」 に努める
１． 旧下葉収穫（収穫の開始）
☆心止め前に全面積収穫を目標とし、完全収穫に努め収量確保を図る。

◆旧下葉収穫の開始は、共乾施設の稼働と
連動させ、ロスなく完全収穫が達成される
ように十分な検討を行う

・旧下葉は早く生まれており発蕾期以降の収穫で乾燥仕上がりに大きな支障はない。
・中葉の充実を図り、2回目以降の取遅れ防止のためにも早めの収穫に努める。
・大柄、遅作であっても下葉は早めに収穫を行い、風通しを良くして上位葉の充実を促進させる。

２． 各着位、回期別の収穫方法と熟度兆候の見極め
着葉位置

葉 分

１

収穫回期

上葉
３枚程度

２

◆栽培面積、乾燥施設等を総合勘案し、収穫適期になるべく多く確保できるように総掻開始時期を
決定する。
完全収穫が前提
◆心止後５０日程度を目安にして開始時期を決める

３
４

確認

・総掻開始の目安 ・・・ 本葉の最上位葉の中骨の白化を確認（本葉はAタイプの熟度を担保）

５

本 葉
５枚程度

６
７

総 掻

１０枚
・総掻残葉数の目安 ・・・ 熟度の促進と若返り防止を考慮する。
※樹勢・地力・施肥・新連作地等を勘案 ・・・ 目安 → 総かぎ枚数１０枚程度

８

拾い取り

９

・拾い取りの実施 ・・・ 流れそうな合葉だけを拾う（収量に大きく影響）
※若返り防止のため無理な収穫はしない（老化した葉であれば若返らない）

１０

拾い取り
１１

１２

合 葉
５枚程度

１３

横掻 ５回目

１～２枚

横掻 ４回目

１～２枚

１４
１５
１６

残葉数
１０枚を例示

中 葉
３枚程度

１７
１８

早作タイプの標準作柄
収穫葉数：１８枚程度

適熟葉の徴候および収穫の目安

収穫枚数

旧下葉
２枚程度

考え方

・熟度を担保し、葉先の枯れと中骨の白化（表面が平となりミゾができる）
を確認して収穫

横掻 ３回目

１～２枚

・熟度を担保し、葉先の枯れと中骨の白化を確認して収穫
（樹勢の弱い作やツートンカラー作は葉色にだまされやすい）

横掻 ２回目

１～２枚

・熟度を担保し、取り遅れがないように注意しながら完全収穫

『広く・浅くの収穫』
で着位を揃える。
（包内斉度向上）

・取り遅れがないよう早めに収穫（発蕾以降は収穫可能）
・心止め前に全面積を目標
① 旧下葉収穫は早めに実施し、以降は熟度を担保した収穫を実施 ・熟度が乗るまで様子を見る事が大切
② 横掻は５回以上実施し、包内斉度の向上と収量確保を図る（収穫枚数１～2枚を遵守）
◆目標：横掻収量１０ａ当８０㎏以上を確保
③ 総掻は葉分け区分をしっかりと行う → 特に、上葉・本葉の区分は注意
横掻 １回目

１～２枚

３．収穫作業上の注意点 ・・・ 作柄、成熟状況を見極め、段取り良く作業する。
・梅雨期の収穫作業が主となるので、疫病発生防止に細心の注意を払う
・立枯病のクジリ取りは確実に → 立枯病葉は活力のあるうちに収穫・乾燥
◆共乾の有効活用
◆区分貯蔵後販売前の見直し
◆当日吊り込みの実施

４．効率的共乾運営に向けて ・・・ 運営会議決定事項を確実に遵守する。
・基本は揃えること
◆１束当たり重量 ◆作柄タイプ ◆着位
・共乾の運営は、役員、オペレーターに任せる

販売見込票を作成し、販売前に提出してください！

◆病災害葉区分・整理 等

