
【参考】野菜の申請時期の目安

半促成栽培 第3期 1月上旬は種､2月中旬定植､6月下旬頃まで収穫

無加温栽培 第3期 2月下旬は種､3月下旬定植､7月下旬頃まで収穫

雨よけ夏秋栽培 第1期 4月下旬は種､5月中旬定植､10月下旬頃まで収穫

露地夏秋栽培 第1期 4月下旬は種､5月下旬定植､10月上旬頃まで収穫

抑制栽培 第2期 7月上旬は種､7月下旬定植､11月下旬頃まで収穫

半促成栽培 第3期 1月上旬は種､2月下旬定植､6月下旬頃まで収穫

ハウス早熟栽培 第3期 1月中旬は種､3月下旬定植､7月下旬頃まで収穫

雨よけ夏秋栽培 第1期 3月上旬は種､5月上旬定植､10月下旬頃まで収穫

抑制栽培 第2期 6月下旬は種､8月中旬定植､12月下旬頃まで収穫

長期どり栽培 第3期 1月中旬は種､3月下旬定植､11月中旬頃まで収穫

雨よけ夏秋栽培 第1期 3月中旬は種､5月下旬定植､11月下旬頃まで収穫

抑制栽培 第1期 6月上旬は種､7月中旬定植､12月上旬頃まで収穫

露地夏秋栽培 第1期 3月上旬は種､5月下旬定植､10月下旬頃まで収穫

ハウス早熟栽培 第3期 1月中旬は種､4月上旬定植､10月下旬頃まで収穫

ハウス長期どり栽培 第3期 1月中旬は種､4月上旬定植､12月上旬頃まで収穫

雨よけ栽培 第1期 2月上旬は種､5月上旬定植､6月上旬～10月中旬収穫

露地栽培 第1期 2月上旬は種､5月上旬定植､6月上旬～10月中旬収穫

露地トンネル栽培 つる引き栽培 第1期 (つる引き栽培) 3月上旬は種､4月下旬定植､7月下旬頃収穫

(ﾄﾝﾈﾙ移動栽培) 3月中旬は種､4月下旬～5月上旬定植､7月下旬～8月上旬収穫

(密閉多づる栽培) 3月中旬は種､4月下旬～5月上旬定植､7月下旬～8月中旬収穫

ハウス早熟栽培 第1期 3月上旬は種､4月中旬～下旬定植､7月中旬～下旬収穫

露地トンネル栽培 第1期 3月中旬～4月中旬は種､4月下旬～5月上旬定植､7月中旬～8月上旬収穫

ネット系メロン ハウス早熟栽培 第1期 2月下旬～3月上旬は種､3月下旬～4月上旬定植､7月上旬～7月中旬収穫

ネット系メロン 抑制栽培 第2期 7月上旬は種､7月下旬定植､9月下旬頃収穫

アールス系メロン 抑制栽培 第2期 6月下旬は種､7月下旬定植､10月中旬頃収穫

23 かぼちゃ 露地栽培 第1期 5月中旬は種､8月上旬～下旬収穫

24 いちご ハウス早熟栽培 第2期 10月下旬定植､5月下旬まで収穫

25 スイートコーン 第1期 4月下旬は種､5月中旬定植､7月下旬～8月上旬収穫

第1期 (早生種) 5月上旬頃は種､5月中旬頃定植､7月下旬頃収穫

第1期 (中生種) 5月中旬頃は種､5月下旬頃定植､8月中旬頃収穫

第1期 (晩生種) 6月中旬頃は種､6月下旬頃定植､9月中旬頃収穫

27 さやえんどう 春まき栽培 第1期 4月下旬は種､6月上旬～8月中旬収穫

第1期 ①4月下旬は種､5月中旬定植､7月上旬～8月下旬頃収穫

第1期 ②5月中旬は種､8月上旬～9月中旬頃収穫

第1期 ③6月下旬は種､8月下旬～10月上旬頃収穫

第2期 ①7月下旬は種､10月中旬～10月下旬収穫

第2期 ②9月上旬は種､11月中旬～12月上旬収穫

29 オクラ 雨よけ栽培 第1期 3月中旬は種､4月中旬定植､5月下旬～10月下旬頃収穫

第3期 (春まきﾄﾝﾈﾙ) 3月上旬は種､4月上旬定植､5月下旬収穫

第2期 (夏まき) 6月上旬は種､8月上旬～中旬収穫

第2期 (秋まき) 8月中旬は種､10月下旬～11月上旬収穫

第1期 (春まきﾄﾝﾈﾙ) 2月下旬は種､4月上旬定植､5月中旬～下旬収穫

第1期 (春まき夏秋どり) 4月下旬は種､5月下旬定植､7月中旬～下旬収穫

第2期 (初夏まき) 6月中旬は種､7月中旬定植､9月中旬～10月下旬収穫

第2期 (寒冷地夏まき秋冬どり) 7月中旬は種､8月中旬定植､10月上旬頃収穫

第2期 (夏まき冬どり) 7月下旬は種､8月下旬定植､11月中旬～12月上旬収穫

第2期 (秋まき) 9月上旬は種､10月下旬定植､6月上旬～下旬収穫

第1期 (春まき) 3月下旬は種､5月上旬定植､6月中旬～下旬収穫

第2期 (夏まき) 6月上旬～7月下旬は種､7月中旬～8月下旬定植､9月上旬～11月下旬収穫

春夏まき栽培 第1期 (春まきﾄﾝﾈﾙ) 3月下旬～4月中旬は種､5月中旬～下旬収穫

第1期 (春まき露地) 4月下旬～5月中旬は種､6月上旬～6月中旬頃収穫

第1期 (夏まき雨よけ) 5月下旬～8月上旬は種､7月上旬～9月上旬頃収穫

秋冬まき栽培 第2期 (秋まき露地1) 8月中旬～9月中旬は種､11月中旬～12月中旬収穫

秋冬まき栽培(在来種) 第2期 (秋まき露地2) 9月上旬～9月中旬は種､10月下旬～1月下旬収穫　※山形赤根

ﾊｳｽ冬期無加温栽培 第2期 (冬期無加温) 10月上旬～11月中旬は種､11月下旬～2月下旬収穫

34 レタス ハウス栽培 第2期 (秋まきﾊｳｽ) 9月中旬～10月中旬は種､2月上旬～3月中旬収穫

第1期 (夏ぎく雨よけ) 4月上旬さし芽､5月上旬定植､7月中旬～11月上旬頃まで収穫

第1期 (秋ぎく露地) 5月中旬さし芽､6月中旬定植､10月上旬～11月下旬頃まで収穫

第1期 (秋ぎくﾊｳｽ) 6月中旬さし芽､7月下旬定植､11月上旬～12月下旬頃まで収穫
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【参考】野菜の申請時期の目安
品目名 作型の目安作　型　等 申請時期No.

第1期 (春まき初夏どり) 4月中旬～5月中旬は種､7月上旬～下旬定植､5月中旬～6月中旬頃収穫

第1期 (春まき夏どり) 2月上旬～3月下旬は種､4月中旬～下旬定植､8月上旬～9月中旬頃収穫

第1期 (春まき初冬どり) 3月下旬～4月中旬は種､5月中旬～6月中旬定植､9月中旬～12月上旬頃収穫

ハウス栽培 第2期 (ﾊｳｽ秋まき初夏どり) 10月上旬～下旬は種､3月上旬～下旬定植､6月上旬～7月下旬頃収穫

秋定植 第2期 8月下旬は種､10月中旬定植､7月上旬～中旬収穫

春定植 第3期 2月下旬は種､5月上旬定植､7月下旬頃収穫

第1期 (露地) 春夏刈り5月中旬～7月下旬､夏刈り6月下旬～8月下旬､秋刈り8月中旬～10月上旬

第1期 (秋にら) 3月中旬は種､5月中旬定植､9月下旬～11月上旬頃収穫

露地普通栽培 第3期 5月～6月下旬頃収穫

露地二期どり栽培 第3期 5月､6月下旬～9月下旬頃収穫

露地長期どり栽培 第3期 5月～9月下旬頃収穫

掘上促成栽培 第2期 12月下旬～2月下旬頃収穫

ハウス長期どり栽培 第3期 4月上旬～10月下旬頃収穫

40 にんにく 第2期 9月下旬定植､6月下旬～7月上旬頃収穫

41 せいさい 露地秋まき栽培 第2期 8月下旬～9月上旬は種､10月下旬～11月下旬頃収穫

42 しゅんぎく ハウス栽培 第2期 9月中旬～下旬は種､11月下旬～3月中旬収穫

43 セルリー 春作ハウス栽培 第2期 11月下旬は種､3月上旬定植､5月下旬～6月下旬収穫

第3期 2月中旬は種､3月下旬定植､5月上旬～11月下旬収穫

第1期 (水稲育苗後ﾊｳｽ利用) 4月中旬は種､5月下旬定植､6月下旬～11月中旬頃収穫

露地栽培 第1期 4月中旬は種､5月下旬定植､7月中旬～10月下旬頃収穫

春夏まき栽培 第1期 3～9月は種､5～11月収穫

秋冬まき栽培 第2期 (冬期無加温ﾊｳｽ) 10月下旬～2月上旬は種､11月下旬～3月下旬収穫

春夏まき栽培 第1期 3月上旬～9月下旬は種､4月下旬～12月下旬収穫

秋冬まき栽培 第2期 10月下旬～2月下旬は種､1月上旬～4月中旬頃収穫

47 モロヘイヤ ハウス雨よけ栽培 第1期 3月中旬は種､4月中旬定植､5月下旬～9月中旬頃収穫

第1期 (春まき露地) 4月中旬～5月中旬は種､5月下旬～6月下旬頃収穫

第2期 (夏まき雨よけ) 6月上旬～8月上旬は種､7月中旬～10月上旬収穫

49 アスパラ菜 ハウス栽培 第2期 8月下旬～10月上旬は種､9月中旬～11月上旬定植､10月下旬～3月下旬頃収穫

春夏まき栽培 第1期 3～9月は種､5～11月収穫

秋冬まき栽培 第2期 10～2月は種､12～3月収穫

51 葉だいこん ハウス栽培 第1～3期

露地栽培 第3期 5月中旬～9月下旬頃収穫

ハウス栽培 第3期 4月上旬～5月下旬及び10月上旬～下旬頃収穫

掘上促成栽培 第2期 11月中旬～下旬掘上、12月中旬～3月下旬収穫

第1期 (春まきﾄﾝﾈﾙ) 3月下旬～4月中旬は種､5月下旬～6月中旬収穫

第2期 (高冷地夏まき) 6月中旬～8月上旬は種､8月上旬～10月上旬収穫

第2期 (秋まき) 8月中旬～9月上旬は種､10月中旬～11月下旬収穫

ハウス冬どり栽培 第2期 10月上旬～11月上旬は種､1月上旬～3月上旬収穫

第1期 (ﾄﾝﾈﾙ栽培) 4月上旬は種､6月下旬～7月中旬頃収穫

第1期 (高冷地) 5月下旬は種､9月上旬収穫

夏まき栽培 第1期 6月上旬～7月中旬は種､9月下旬～11月下旬収穫

第1期 (春まきﾄﾝﾈﾙ) 3月下旬～4月上旬は種､5月上旬～5月中旬頃収穫

第1期 (春まき) 4月上旬～4月中旬は種､5月下旬～6月上旬頃収穫

第2期 (秋まき) 8月中旬～9月上旬は種､10月上旬～11月上旬頃収穫

露地普通栽培 第2期 (加工用赤かぶ) 7月下旬～9月上旬は種､9月下旬～12月上旬頃収穫

ハウス栽培 第2期 (冬期無加温) 10月上旬から12月上旬は種､12月下旬～4月中旬頃収穫

56 ごぼう 露地栽培 第1期 4月上旬～5月上旬は種､8月下旬～12月上旬収穫

57 ながいも 第1期 4月下旬～5月上旬植え付け､10月下旬頃から収穫

第1期 (高うね無培土) 4月下旬催芽､5月中旬～下旬植え付け､10月上旬から収穫

第1期 (高うね､べたがけ) 4月上旬催芽､4月下旬植え付け､9月上旬から収穫

第1期 (早掘り､セル成型苗利用) 5月中旬､9月中旬～10月中旬頃収穫

59 さといも(葉柄) 第1期

第1期 (マルチ早掘り) 3月下旬植え付け､6月下旬～7月中旬頃収穫

第1期 (普通) 4月下旬植え付け､7月下旬～8月上旬頃収穫

第1期 (早掘り) 3月下旬伏せ込み､5月上旬植え付け､8月中旬～下旬収穫

第1期 (普通) 3月下旬伏せ込み､5月下旬～6月中旬植え付け､8月下旬～10月上旬収穫

52 行者菜

36 ねぎ
露地栽培

54 にんじん

55 かぶ

露地普通栽培

春まき栽培

53 だいこん
露地栽培

61 かんしょ

45 こまつな

46 みずな

60 ばれいしょ

おかひじき48

58 さといも

たまねぎ

アスパラガス

ハウス雨よけ栽培

50 チンゲンサイ

37

38 にら

39

44 つるむらさき
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