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刈取適期刈取適期この時期には
刈取準備を
しましょう

★刈取適期の目安は、帯緑色籾率で10～3％★★刈取適期の目安は、帯緑色籾率で10～3％★★刈取適期の目安は、帯緑色籾率で10～3％★
穂の下のほうに残っている 黄緑色の籾（帯緑色籾） の
割合を見て判断しましょう !!

平均的な生育箇所の 5～6 本の穂を
まとめて握ってみる。下のほうでうっすら
と黄緑色をした籾の割合で判断する。
10～3％が適期（不稔籾は含めない）

平均的な生育箇所の 5～6 本の穂を
まとめて握ってみる。下のほうでうっすら
と黄緑色をした籾の割合で判断する。
10～3％が適期（不稔籾は含めない）

穂の下のほうは
黄緑色

（参考：「安心イネつくり」 P.82（農文協））

黄緑色の籾黄緑色の籾
を見てほしい
まる～

Ⓒ栃木県　とちまるくん

適期刈取した玄米と
早刈り及び刈遅れの

玄米写真

大規模経営等で刈遅れないために
●適期に刈り始めたのでは、後半刈遅れになります。早めに刈取を開始するなど計画的な刈取をしましょう。
●コシヒカリ以外の品種等の導入により作期が分散し、適期刈取が可能となります。

適　期（胴割無く、光沢良） 刈遅れ（胴割・茶米多い） 早刈り（未熟が多い） 

お米は大切な商品ですお米は大切な商品です
～適切な水管理・被害粒等の混入防止と適期刈取で全量１等米を！～～適切な水管理・被害粒等の混入防止と適期刈取で全量１等米を！～

●出穂期は、こまめな間断かん水とし、その後、徐々にかん水間隔を伸ばしましょう。
●出穂後は、間断かん水を基本とし、異常高温時には夕方から夜間のかん水により、地温を低下させましょう。
●落水時期は、出穂後30日以降とし、その後も高温・多照が続く場合は、ほ場条件を考慮し、収穫7～10日前まで
走り水を実施しましょう。
　※出穂期とは、ほ場全体の4～5割が出穂した期日です。

登熟を高める水管理

●地域全体で休耕地や畦畔などの除草を出穂2～3週間前と出穂期頃の2回行い、斑点米カメムシ類の水田への
侵入を低減しましょう。
●出穂2～3週間前と出穂期頃の除草ができない場合は、出穂期の10日前までには除草しましょう。
●本田においては、粒剤ならば出穂期～出穂期7日後までに、液剤ならば乳熟期初期（出穂期7～10日後）ま
でに防除しましょう。

着色粒（斑点米カメムシ類）を減らすための対策

●前年多発した地域では、出穂10日前までに防除
　・ほ場での稲こうじの発生状況を把握しておきましょう。
●防除のポイントは本田での薬剤防除
　・銅剤（ドイツボルドーA・Zボルドー粉剤DL等）で

あれば出穂20～10日前に散布
　・シメコナゾール剤（モンガリット粒剤等）であれば

田植直後もしくは出穂21～14日前に散布

稲こうじ病対策

「胴割粒」等を減らすための刈取適期の目安
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出穂後25日までこの管理を繰り返します
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足跡や溝の水が少なくな
ったら再び水を入れる

田面がかくれる程度に水
を入れる

水管理のポイント
出穂後25日間（高温年は
30日間）は「湿った田面」を
継続します！

これは乾かしすぎこれは乾かしすぎ

●帯緑色籾率が10%から始め3%までに終了しましょう。
●登熟積算気温は、1,000～1,100℃です。
●高温年は、収穫開始が早まるので刈遅れに注意しましょう。

令和3年産水稲うるち玄米の２等以下に
格付けされた主な理由（令和4年３月末/栃木県）

地域別刈取適期の目安（早植コシヒカリ）

被害粒
（胴割粒・発芽粒他）

26%

その他
12%

形質
（心白及び腹白・

充実度他）
42％

着色粒
（カメムシ類他）

20％

出穂後日数の目安……３８～４６日

気象が平年並み
の場合の早植コ
シヒカリの地域
別刈取適期の目
安です。

県南
県中
県北

８月
下旬

９月
上旬      中旬      下旬

10月
上旬

菌糸の状態で
イネに潜伏

苗の移植直後から感染

図　イネ稲こうじ病の伝染経路

幼穂（籾）に感染 出穂後に発病

土壌中でイネを待つ田植

稲刈り

栃木県/JAグループ栃木/農協 • 中央会 • 全農とちぎ/米麦・大豆生産振興協議会/（公社）栃木県米麦改良協会



農業者の皆様へ

本県の登録（出願）品種は、これまでどおり
自家増殖を認めます。

※ 種苗法の改正に伴い令和４年４月１日から登録（出願）品種の自家増殖の可否や、使用の契約、許
諾料等について育成者権者が判断することとなります。種苗を利用する前には、育成者権者や販売事業
者等にご確認ください。

栃木県

♦本県登録（出願）品種の自家増殖に係る注意事項及び禁止事項

○ 種苗の更新
自家増殖した種苗を利用する場合、種苗からの病気の持ち込みや、他品種の混入、発芽不良等のリス

クがあります。本県では、品種本来の生産性や品質を維持するためにも、種苗の更新を推奨しています。

○ 増殖した種苗の第三者への譲渡禁止
自家増殖した種苗は、あくまで自己の農業経営内での使用のみ可能となります。増殖した種苗（自家

増殖を含む）を有償、無償に関わらず第三者に譲渡する行為は、種苗法違反となります。

♦自家増殖とは

自家増殖
例）いちごの自家増殖（実取り苗）：収穫株から採苗し、次期作の苗として使用

増殖用親株
（購入株）

増殖用親株から採苗 定植・果実収穫 収穫株から採苗

本ぽ施設

収穫

例）水稲の自家増殖：収穫した子実の一部を次期作の種子に使用

収穫した子実を次期作の
種子に利用

自家増殖

○自家増殖とは、収穫物の一部を自己の農業経営において、次期作の種苗と
して利用する行為です。

♦本県が育成した登録（出願）品種の自家増殖の取扱方針について

○自家増殖には、栃木県の許諾が必要です。

○自家増殖の許諾料は、無償とします。

海外への不正な種苗の流出や種苗の不正利用を防止するため、本県育成の登録（出願）品種につい
て、自家増殖を行う場合は、県の許諾が必要となります。許諾契約の方法は、団体と一括して契約す
るため農業者の皆様は、新たな事務手続きを行う必要はありません。

♦本県が育成した登録（出願）品種の取扱一覧

♦ 本県育成品種以外を自家増殖する場合

品目 登録（出願）品種名（商標名・名称）※1 自家増殖
の定義

自家増殖
の可否

許諾
方法

水稲 なすひかり、○とちぎ酒14、とちぎの星、○夢ささら 収穫した子実の一部を次期作
に使用（前ページ参照） 可 団体

一括

大麦
スカイゴールデン、サチホゴールデン、とちのいぶき、
アスカゴールデン、ＨＱ10、ニューサチホゴールデン、
○もち絹香

収穫した子実の一部を次期作
に使用 可 団体

一括

いちご
とちひとみ、なつおとめ、○栃木i27号（スカイベリー）、
○栃木iＷ１号（ミルキーベリー）、
○栃木i37号（とちあいか）

収穫圃場から苗（親株・定植
株）を採苗（前ページ参照） 可 団体

一括

なし ○きらり、○おりひめ 収穫中の成木の剪定枝を穂木
として利用 可 団体

一括

うど ○栃木芳香１号、○栃木芳香２号 伏せ込んだ株の一部を次期作
に使用 可 団体

一括

にら ○ゆめみどり 収穫した種子を次期作に使用 可 団体
一括

かぼちゃ ニューなかやま 収穫した果実の一部から種子
を採取し次期作に使用 ※2 ※2

りんどう ○栃木r２号（るりおとめ月あかり）、
○栃木r３号（るりおとめ星あかり） 収穫した種子を次期作に使用 不可※3 ー

あじさい ○きらきら星、○パラソルロマン、○プリンセスリング、
○エンジェルリング

出荷品の一部の株を次期作用
の親株として使用 可 団体

一括

●問い合わせ先●
◆ 栃木県農政部経営技術課 普及情報担当 電話 028-623-2313（直通）
◆ お近くの農業振興事務所

※本資料の内容は令和４年３月現在のものです。品種登録情報、許諾情報は必ず最新の情報を確認してください。

※ ○は利用権設定契約により、栃木県内のみ栽培可能な品種であることを示します。
※ かぼちゃ「ニューなかやま」については、共同育成品種であるため、共同育成者である那須南農業協同組合

への確認が必要となります。
※ りんどうについては、Ｆ１品種であり、品種特性が維持できないことから、不可とします。

●種苗法の改正について【農林水産省】

●農林水産省品種登録ホームページ【農林水産省】

●栃木県農産物知的財産権センター【栃木県】

●農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて【農研機構】
・果樹（あきづき、シャインマスカット）・小麦（タマイズミ）・大豆（里のほほえみ）等

本県の育成品種以外の種苗を自家増殖する場合は、事前にその品種が登録（出願）品種であるかどうか必
ず確認してください。登録（出願）品種である場合は、自家増殖の可否や、契約、許諾料の有無等について、
育成者権者にご確認ください。

【参考となるホームページ】


