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※　平成２６年４月１日以降に収穫を開始する作物であって、県域慣行レベルがある場合は、この地域慣行レベルでなく、別に示す県域慣行レベルを適用する。

農林水産
事務所名

作物名 栽培環境 作型
収穫期間

（  月～  月）

化学合成農薬
使用成分回数

（回）

化学肥料
窒素成分量
（kg／10ａ）

栽培地、品種、土壌条件など
特記事項

ウメ 露地 普通栽培 5月～6月 12 11 名古屋地域慣行レベル

ブルーベリー 露地 普通栽培 6月～8月 8 9 名古屋地域慣行レベル

海部 レンコン 露地 普通 8月～5月 5 34
栽培地：愛西市
有効期限：2016/3/31

ふき 施設 抑制・促成 10月～5月 29 40 －

キウイフルーツ 露地・雨よけ 普通 11月 21 9 －

露地ブドウ 露地 普通 8月～9月 33 11 －

施設ブドウ 施設 無加温 7月～8月 22 11 －

西三河 もも 施設 少加温 5月～6月 26 7 栽培地：幸田町

豊田加茂 ブルーベリー 露地 夏どり 6月～8月 8 7 －

アイスプラント 施設 長期どり 11月～5月 0 22 有効期限：2015/11/30

しそ（赤しそ） 露地 夏期 5月～8月 18 36 有効期限：2016/2/29

サツマイモ 露地 露地 8月～10月 6 5 有効期限：2016/3/31

未成熟しかくまめ 露地 露地 9月～10月 4 12 有効期限：2016/3/31

未成熟そらまめ 露地 露地 5月～6月 10 12 有効期限：2016/3/31

オータムポエム 露地 冬どり 12月～2月 8 24 －

はくさい 露地 秋冬どり 11月～3月 34 33 －

温州みかん 施設 被覆加温 6月～8月 26 12 －

にがうり（太れいし） 露地 夏秋どり 6月～10月 17 23 －

ブルーベリー 露地 露地 6月～8月 8 8 －

露地メロン 露地（トンネル） 早熟（ネット系） 6月～7月 13 10 －

葉ねぎ 施設・露地 周年 7月～6月 13 20 －

ルッコラ 施設・露地 周年 7月～6月 6 14 －

しゅんぎく 施設・露地 周年 11月～3月 8 22 －

ピーマン 施設・露地 夏秋どり（普通） 6月～10月 17 36 －

みずな 施設・露地 周年 7月～6月 6 9 －

ズッキーニ 施設・露地 夏秋どり（普通） 6月～10月 18 14 －

大葉 施設（ハウス） 春夏植 4月～3月 25 15 －

大葉 施設（ハウス） 秋冬植 10月～9月 20 15 －

グリーンアスパラガス 施設（ハウス） 半促成 2月～10月 26 66 －

オクラ 露地 普通 6月～11月 18 23 －

さといも 露地（マルチ） 秋どり 10月～11月 7 28 －

ししとう 施設・露地 夏秋どり(普通) 7月～10月 18 30 －

かぼちゃ 露地 普通 7月～8月 12 18 －

すいか ハウス・トンネル 半促成・早熟 5月～7月 24 14 －

とうがらし 施設・露地 夏秋どり（普通） 8月～10月 13 14 －

とうがん トンネル・露地 早熟・普通 6月～9月 10 17 －

こまつな 施設・露地 6月～10月どり 6月～10月 9 18 －

こまつな 施設・露地 11月～5月どり 11月～5月 8 20 －

えだまめ 露地 普通 6月～7月 10 17 －

モロヘイヤ 露地 普通 6月～8月 8 19 －

環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベル
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※　平成２６年４月１日以降に収穫を開始する作物であって、県域慣行レベルがある場合は、この地域慣行レベルでなく、別に示す県域慣行レベルを適用する。
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環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベル

ほうれんそう 施設・露地 11月～4月どり 11月～4月 10 24 －

ほうれんそう 施設・露地 5月～10月どり 5月～10月 11 20 －

甘長とうがらし 施設（ハウス）・露地 夏どり 5月～10月 24 31 －

かぶ 露地 春・秋まき
10月～1月
5月～7月

12 24 －

セルリー 露地 露地（越冬） 12月～3月 30 32 －

東三河


