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はじめに

愛知県では、産地（農業者やその団体）が環境と安全に配慮した農業に取り組む

ためのよりどころとして、「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」を作成しました。

「愛知県農産物環境安全推進マニュアル」は、主として農業生産において環境へ

の影響に配慮したい事項、農産物の安全について配慮したい事項、農産物の安心・

信頼のために配慮したい事項及びチェックシートから構成されており、それぞれの

事項を極めて簡潔にまとめています。

この「農産物環境安全推進マニュアル（技術解説）」では、先に発行された「愛知

県農産物環境安全推進マニュアル」に記載された内容について、分かりやすく説明

しています。例えば、農業生産と環境との関連では肥料などの資材と土壌、水、大

気あるいは廃棄物や生態系などへの影響について解説し、安全との関連においては

農薬の利用や重金属、異物等の混入などについて解説しています。安心・信頼につ

いては、栽培履歴の記録、情報の収集・発信について解説しました。これらの解説

に加えて、マニュアルの導入手順についても記述しました。

この「農産物環境安全推進マニュアル（技術解説）」を、各産地において生産部会

などが産地版の農産物環境安全推進マニュアルを作成する際に活用していただける

ように願っております。
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１ マニュアル策定の背景

愛知県は、製造品等出荷額全国第一位の工業県であるばかりでなく、野菜、花き、畜産

の盛んな全国有数の農業県です。県人口は７２５万人を超えており、大消費地を控えた都

市近郊型農業に大きな特色があります。

平成１７年３月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、農業生産全体の

在り方を環境保全に貢献する営みに転換することや、消費者の視点を反映させ、食品の安

全性の確保等の施策を展開していくことなどを進めるとされています。また、７月には、

国民が健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ食育を推進するための「食育基本法」

が施行されました。

本県では、「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」により、将来にわたる安全

で良質な食料等の安定的な供給確保とその適切な消費・利用、農地等が持つ多面的機能の

適切かつ十分な発揮による安全で良好な生活環境の確保を目指しています。

また、この条例に基づく「食と緑の基本計画」では、農業生産に伴う環境負荷の低減と

農産物の安全性の確保を図るための農産物環境安全推進マニュアルを策定し、これに基づ

き産地の実情に応じた取り組みを進めることとしています。

((((1111)))) 環境問題環境問題環境問題環境問題にににに対対対対するするするする意識意識意識意識のののの高高高高まりまりまりまり

２，２００万人ものひとが訪れた「愛・地球

博」、そのテーマが「自然の叡智」です。多く

の人が博覧会を訪れることによって環境問題に

対する意識が変わったといわれています。

農業は、自然界における水や窒素、炭素、酸

素といった物質の循環を利用して生産を行って

います。ところが、生産活動に伴って肥料、農

薬、燃料などを使用していることから、自然環

境に負荷を与えている面があります。

そうした一方で、農業は食料の供給だけでは

なく、農作物の生産に伴って、県土の保全、水

源のかん養（土壌が、降水を貯留して洪水を緩

和し、水資源を貯留すること）、自然環境の保

全、良好な景観の形成など、多面にわたる機能

を果たしている産業でもあります。よりよい環

境を県民に提供するために、今後も、農業生産に伴う環境負荷をいっそう減らし、環

境にやさしい農業を進めていく必要があります。
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((((2222)))) いまいまいまいま、、、、安全安全安全安全でででで信頼信頼信頼信頼できるできるできるできる農産物農産物農産物農産物がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています！！！！

県民は安全な農産物を利用したいと願っています。特に最近では、ＢＳＥ、鳥イン

フルエンザの発生や無登録農薬の使用など食の安全・安心を脅かす要因が多様化して

おり、生産、流通、加工、小売など食品にかかわるもの全体で食の安全確保のために

適切に取り組むことが求められています。

このため、生産に携

わる農業者にあっては、

命の糧（かて）として

の食べ物を生産してい

るという心構えのもと、

農産物の安全性が脅か

されることがないよう、

農業生産現場において

リスク管理を確実に実

施することが極めて重

要になってきています。

そこで、県では、消費者・農業者・流通業者の団体、学識者などからなる検討会議

を設けるとともに、多くの方々の御意見、御提言をいただきながら、本県の農業をこ

れからの時代にふさわしい環境と安全に配慮したものとするために、農産物環境安全

推進マニュアルを策定しました。

農産物環境安全推進マニュアル及びこの「技術解説」を活用することによって、本

県の産地及び農産物の信頼性を高め、活力ある産地づくりを目指しましょう。

((((3333)))) キーワードキーワードキーワードキーワードはははは「「「「環境環境環境環境」」」」「「「「安全安全安全安全」」」」「「「「安心安心安心安心・・・・信頼信頼信頼信頼」」」」

農産物の安全性の確保と農業生産による環境負荷の低減を促進するため、最も重視

すべきキーワードは「環境」、「安全」、「安心・信頼」の３つです。

農産物環境安全推進マニュアルでは、「環境」に負荷をかけない農業技術や「安全」

な農産物の生産システムの普及と、農業者と消費者のコミュニケーションによる相互

理解の促進を通じた「安心・信頼」関係を築くことをねらいとしています。

((((4444)))) マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの対象対象対象対象

このマニュアルの対象とする品目は、「水稲」、「麦」、「大豆」、「野菜」、「果樹」及び

「茶」としています。

信頼でき

るから
安心ね

安全に

心がけ
ました
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２ 農業生産による環境への影響に配慮したい事項

1950年から1980年代の前半にかけて世界の穀物生産量が大幅に伸びましたが、これを支

えたのは高収量品種、かんがい設備、機械化、化学肥料、農薬をセットにした近代農業技

術の導入であったと言われていま

す。しかし、一方で土壌への塩類

集積、水の富栄養化、温室効果ガ

スの濃度上昇など、土壌、水、大

気などに様々な影響を与えるよう

にもなりました。

環境に配慮した快適な県土づく

りは、すべての産業が取り組まな

ければならない課題です。農業に

おいても、環境への負荷を軽減す

る環境保全型農業に取り組みまし

ょう。

((((1111)))) 土壌土壌土壌土壌

生産基盤としてのほ場は、適切に管理することが必要です。そのために、ほ場の位

置や面積等を記載した台帳を整備し、記録・管理しましょう。また、新たに管理する

こととなったほ場の場合、これまでの生産履歴や日当たり、排水、土壌伝染性病害・

土壌害虫の発生状況等を確認しましょう。

県では、作物ごとに最も効率のよい施肥量を施肥基準として示しており、ＪＡ等の

栽培ごよみはこの基準をもとに作成されています。施肥に当たっては、これらを参考

にして、投入量が過剰にならないようにしましょう。

たい肥などの有機質資材を利用した土づくりにより、水はけ、水持ち及び土壌への

空気の補給がうまくいくようになり、肥料の持ちもよくなります。しかし、有機質資

材も肥料成分を多く含んでいますので、施用量に注意しないと、土壌への塩類集積と

いう思わぬ結果をもたらすことがあります。施用量に注意して用いるようにしましょう。

アアアア 土壌管理土壌管理土壌管理土壌管理にはにはにはには土壌診断土壌診断土壌診断土壌診断をををを活用活用活用活用しましょうしましょうしましょうしましょう

愛知県に分布する農耕地土壌は、有機質が少なく保肥力（ほひりょく：肥料の保

持力）も小さい土壌が９５パーセント以上を占めています。適切な土壌管理を行わ

ないと土壌からの養分供給がなくなり、農作物がうまく育ちません。しかし、土壌

診断を行って、上手に管理すればするほど作物生産に適した土壌になります。

環境への配慮のためにも、定期的に土壌分析を行うなど、土壌診断を実施し、そ

れに基づいた施肥を行いましょう。

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

環境保全型農業とは…

農林水産省の定義では「農業

の持つ物質循環機能を生かし、

生産性との調和などに留意しつ

つ、たい肥の利用による土づく

り等を通じて、化学肥料、農薬

の適正施用等による環境負荷の

軽減に配慮した持続可能な農

業」としています。

ボク、ミミンタ

よろしく
こ の 先 い ろ い

ろ、案内します
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イイイイ 土壌土壌土壌土壌のののの団粒構造団粒構造団粒構造団粒構造のののの形成形成形成形成をををを促進促進促進促進しましょうしましょうしましょうしましょう

本県には有機質が少ない土壌が多いため、特に黄色土など粘土質の土壌では水は

けや通気性が悪く、作物の根が酸素不足になってしまうことが多くあります。また、

大型トラクターなど重い農業機械を使用することにより耕盤（こうばん：深さ30～

40cmのところにできる２～３cmの硬い層）が形成され、ますます水はけが悪くなり、

根のはりも悪くなるほ場もみられます。有機質資材を利用することにより団粒（だ

んりゅう）が形成され、耕盤ができにくい土壌となり、水はけ、水持ち及び土壌へ

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

土壌診断ソフトが
あるよ！

土壌の性質を知るた

めの土壌診断ソフト

「土診あいち」があり

ます。

このソフトを利用すれば、誰でも

簡単に適正な土壌改良資材の選択、施

用量が導き出せます。

パソコンの画面で、改善の様子が一

目で分かります。

土壌診断ソフトの入手先

http://www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/jizoku/index.html

どしん…
どしん…
どしん…

愛知県の農耕地土壌

種 類 特徴及び分布 面積割合 有機質含量 保肥力

灰色低地土 尾張地域の水田土壌 ３１ ％ 小 小

西三河地域の水田、東三河
黄色土 ２８ ％ 小 小

の露地畑地域

尾張及び西三河地域の低湿
グライ土 ２４ ％ 小 小

地の水田土壌

東三河中山間地域の露地畑
黒ボク土 ２ ％ 大 大

土壌

多湿黒ボク土 東三河山麓の水田土壌 １ ％ 大 大

黒泥土・泥炭土 西三河低湿地の水田土壌 １ ％ 大 大

その他 １３ ％ 小 小
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の空気の補給が改善されます。

しかし、前述のように有機質資

材も肥料成分を多く含んでいる場

合があるので、施用量に注意しな

いと土づくりのつもりが土壌への

塩類集積といった思わぬ結果をも

たらすことになります。

なお、耕盤をプラウ（表土を天

地返しする機械）等によって機械

的に破壊するのも土層改良には有

効です。

ウウウウ 施肥基準施肥基準施肥基準施肥基準をををを守守守守りましょうりましょうりましょうりましょう

愛知県が作成している農作物の施肥基準は、農耕地に肥料成分が蓄積しすぎるこ

となく、経営

に必要な収量

が得られるよ

うな施肥量の

上限を、作物

ごとに示して

いますので、

これを参考に

して施肥する

ようにしまし

耕 盤

根
がは

れ
な
い

し
み
込
ん
で

い
け
な
い
よ
～

たい肥や作物残さが、土中の微生物等
により分解されて、土壌の水持ちなど
が良くなります

団粒の形成

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

肥料取締法

肥料の生産、販売について規定している法律で、肥料の品質を保全し、

その公正な取り引きを確保することなどを目的としています。肥料を生産、
販売する者は、原則として国や県への

登録、届け出が必要となります。
肥料には、その区分に応じて品質表

示などをすることとされています。肥
料を利用する際には、表示成分を参考

にして施肥設計をしましょう。

フム
フム
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ょう。なお、市販されている肥料はすべて法律（肥料取締法）に基づいた表示がさ

れていますので、表示内容を確認するようにしましょう。表示がされていないもの

は、法律に基づいた登録・届出ががされていないものであったり、品質に問題があ

る場合も考えられますので注意が必要です。また、有機質資材や土壌改良資材は、

表示を確認するなどして原料の種類や主な成分の含有量が明らかなものを選択する

ようにし、施用後は速やかに土壌と混ぜるようにしましょう。

有機質資材を利用した施肥を行う場合には、適正な施肥窒素量が求められるパソ

コンソフト（施肥診断ソフト）を用意していますので、活用してください。

肥料などを購入した際には、購入伝票を保管するとともに入出庫管理簿に記録し

ましょう。保管に当たっては、屋根のあるところに置いたりシートをかけるなどし

て雨に当たらないようにしましょう。

また、土壌改良資材などの農地への施用を委託した場合には、その実施状況を確

認するようにしましょう。

施肥基準の入手先：http://www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/jizoku/index.html

（不明な点は最寄りの農業改良普及課にお問い合わせください。）

施肥診断ソフトの入手先：http://www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/jizoku/index.html

普通肥料の表示例 特殊肥料の表示例

肥料取締法に基づく表示

肥料の名称 ○○○○

肥料の種類 たい肥

届出をした都道府県 ○○県 第○○○号

生産業者保証票 表示者の氏名又は名称及び住所

○○○○株式会社

○○県○○市○○三丁目１－２

登録番号 正味重量 ２０キログラム（２０リットル）

肥料の種類 生産した年月 平成○○年○○月

肥料の名称 (原料） 牛ふん、蒸製骨粉、鶏ふん、わら類、樹皮、骨炭粉末

保証成分量（％） 備考：１ 生産に当たって使用された重量の大きい順である。

原料の種類 ２ この肥料には、動物由来たん白質が入っていますか

材料の種類、名称及び使用量 ら、家畜等の口に入らないところで保管、使用してく

混入した物の名称及び混入の割合（％） ださい。

正味重量 ３ 蒸製骨粉及び骨炭粉末は、牛に由来するものである。

生産した年月 ４ 蒸製骨粉及び骨炭粉末は、牛のせき柱等が混合しな

生産業者の氏名又は名称及び住所 いものとして農林水産大臣の確認を受けた工程におい

生産した事業場の名称及び所在地 て製造されたものである。

５ 腐熟を促進するために尿素を使用したものである。

主要な成分の含有量等 窒素全量 ３．０％

りん酸全量 １．０％

加里全量 ０．５％未満

銅全量 350mg/kg

亜鉛全量 950mg/kg

石灰全量 １５．０％

炭素窒素比 ５
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たい肥と成分含量 （乾物当たり ％）

資材名 炭素 窒素 カルシウム マグネシウム カリウム リン

牛ふん堆肥 35.75 1.94 1.69 0.69 2.78 1.01

豚ぷん堆肥 37.29 3.54 3.61 1.03 2.29 2.61

鶏ふん堆肥 24.36 3.32 12.41 1.10 3.54 3.18

バーク堆肥 47.50 1.65 3.57 0.18 0.32 0.35

せん定枝堆肥 35.27 1.61 1.96 0.41 1.43 0.22

（農業総合試験場調べ）

有機質資材と土壌改良資材

有機質資材とは、有機質を含んだたい肥や稲わらなどのことを言いますが、法律で定義さ

れてはいません。有機質資材とよく似た言葉に土壌改良資材があります。土壌改良資材は

「地力増進法」で定義されており、その効果は土壌の保水性・透水性・保肥力の改善、団粒

形成の促進などです。

有機質資材は、施用することで土壌のさまざまな性質を改良することから、土壌改良資材

と言うことができますが、有機質資材の中には稲わら・もみがら・緑肥など土壌改良資材と

されていないものも含まれます。そこで、マニュアルの中では広い意味での土壌改良資材を

いう場合は、「有機質資材・土壌改良資材」と表記しています。

有機質資材・土壌改良資材の使用に当たっては、業者に問い合わせるなどして成分を確認

するようにしましょう。

土壌改良資材

①泥炭、②バークたい肥、③腐植酸質資材、④木炭、⑤けいそう士焼成粒、⑥ゼオライト、

⑦バーミキュライト、⑧パーライト、⑨ベントナイト、⑩ＶＡ菌根菌質材、⑪ポリエチレ

ンイミン系資材、⑫ポリビニルアルコール系資材
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((((2222)))) 水水水水

伊勢湾、三河湾の水質浄化のため、ＣＯＤ（化学的酸素要求量：水中の汚物を酸化

安定させるのに必要な酸素の量で、水の汚れの度合いを表す値の一つ）、窒素含有量及

びリン含有量の総量規制が実

施されています。それぞれの

物質の由来は生活系、産業系

及びその他系の三つに分類さ

れ、農業関係はその他系に含

まれます。その他系は、面源

負荷 であるため汚染源が特※

定しづらく、強い規制を受け

ませんでしたが、水質浄化の

ために不可欠であるとの判断

のもと、今後、規制が強化さ

れることが考えられます。

※：面源負荷とは、工場排水、

下水処理水等の点源負荷（特

定汚染源からの汚濁負荷）と異なり、面的な広がりをもつ森林、市街地、農地などの流域か

ら湖沼に流入する汚濁負荷と降雨等に伴って大気中から直接湖面に降下してくる汚濁負荷を

指します。（国土交通省の資料から）

アアアア 肥料成分肥料成分肥料成分肥料成分をををを流出流出流出流出させないようにしましょうさせないようにしましょうさせないようにしましょうさせないようにしましょう

愛知県の土壌は保肥力が小さいため、肥料を必要以上に投入すると、余剰な成分が

流れ出し、地下水や河川を汚染する原因となります。こうしたことを防ぐため、施肥

基準を守り、緩効性肥料（成分が徐々に溶け出す肥料）や局所施肥（11ページ参照）

など環境に配慮した肥料の利用や施肥方法に努めましょう。

(ｱ) 肥料成分の動態

窒素は、有機態の場合、アンモニア態、硝酸態
と変化し、畑作物に吸収されます。

吸収されなかった硝酸態窒素は下層に溶脱し、
水田下層を通過する際に脱窒され窒素ガスとして
大気中に放出されます。

その残りの硝酸態窒素が地下水や三河湾等の水
域への負荷となります。

リン酸、カリについては、土壌に固定され下層
への溶脱はほとんどありませんが、激しい雨によ
り表土とともに流出することがあります。

土に固定
有機態
窒 素

アンモニア態窒素

肥 料窒
素

リ
ン
酸

カ
リ

硝酸態窒素

脱窒

窒素ガス

硝酸態窒素

伊勢湾・三河湾に流入するCOD、窒素、リン

その他系の内訳

平成１６年３月 その他系汚濁負荷削減対策連絡会議

ＣＯＤ 窒素 リン

生活系

産業系

その他系

畜産系

農耕地系

山林系
市街地系

養殖系

下水等

ＣＯＤ 窒素 リン
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農地に施用された肥料（窒素、リン酸、カリ）や養液栽培の排液に含まれる肥料

成分がどのようにして農地の外へ流出していくかを前ページに示しました。

イイイイ 環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした肥料肥料肥料肥料とはとはとはとは？？？？

これまでよく使われてきた化学肥料は、水に溶けやすく、施用直後に大雨がある

とすぐに流れてしまい、作物にあまり利用されないばかりか、環境に負荷をかける

ことにもなりかねません。そこで、雨に当たってもすぐには溶け出さない肥料が考

えられてきました。また、土壌にもともと含まれている窒素も肥料と同じ働きがあ

りますので、それを活用することも大切です。

(ｱ) 有機質資材

家畜ふんたい肥、作物残さ、食品残さ等由来のたい肥の肥料成分は、化学肥料

と異なり水に溶けにくい性質があります。中でも窒素成分は、大部分が有機質の

形（有機態）からなっています。土壌に施用されると、土壌中の微生物の働きで

作物が利用できる、水に溶けやすい無機態の窒素(アンモニア態窒素、硝酸態窒素)

となります。化学肥料のように施用直後、急激に水に溶け出すことがないので、

窒素の流亡（りゅうぼう：利用されずに流れ出ること）は少なく抑えられます。

(ｲ) 緩効性肥料

化学肥料の表面を被覆して、急激に肥料成分が溶け出さない緩効性肥料が販売

されています。窒素成分の効き方を調節することが可能なため肥効調節型肥料と

も呼ばれています。この肥料の利用によっても肥料成分の流亡が抑えられます。

(ｳ) 土壌窒素

土壌中にもともと含まれる窒素も大部分は有機態窒素です。そのため、土壌窒

素は有機質資材と同様に、土壌中の微生物の働きにより無機態窒素に変化し、作

物が吸収できるようになります。土壌窒素を有効に活用すれば、施肥量を減らす

ことができます。

ウウウウ 環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした肥料肥料肥料肥料のののの使使使使いいいい方方方方とはとはとはとは？？？？

環境に配慮した農業を行うためには、家畜ふんたい肥等の有機質資材や土壌窒素

をうまく利用して、化学肥料の適正施用量の把握など、環境汚染を防止する努力が

必要です。

(ｱ) 施肥診断ソフトを利用しましょう

有機質資材、土壌窒素及び緩効性肥料は温度によって効き方（無機態窒素に変

わる速度）が異なります。春先から夏にかけては、よく効きますが、秋から冬に

かけては、あまり効きません。

このように、各種の要因があって施肥量に迷ったときは、施肥診断ソフト（７

ページ参照）の利用を検討しましょう。このソフトを利用すれば、土壌から出て

くる窒素や施用した有機質資材からの窒素肥効を加味して、不足する窒素量を化
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学肥料でどの程度補えばよいかが分かります。

(ｲ) 施肥方法も大事です

肥料として利用する資材の選択によっても肥料成分の流亡は抑えられますが、

施肥方法によっても抑えることが可能です。

全層施肥では、作物の根が届かないところにも肥料があり、降雨やかん水によ

り流れ出てしまいます。局所施肥では根に近いところに肥料があり、作物による

吸収が大きいため、肥料が流れにくくなります。

(ｳ) 単肥の利用も有効です

肥料として用いる化学肥料は、化成肥料やＢＢ肥料 のように窒素、リン酸、※

カリの三要素のうち複数の成分が入ったものが普通です。それに対して、硫酸アン

モニウム（硫安）、尿素、過リン酸石灰、ようりん、硫酸カリウム（硫加）及び塩

化カリウム（塩加）のように、三要素のうち一つの成分しか含んでいない肥料を単

肥といいます。土壌診断結果から、リン酸やカリがかなり多く、肥料として施用す

る必要がないと判断されるときに、窒素の単肥を使うと土壌に余分な成分を蓄積さ

せることがありません。土壌の塩類集積を防ぎ、作物が健全に生育する条件づくり

に努めましょう。

単肥施用が困難な場合、家畜ふんたい肥の施用を条件にリン酸、カリ成分の低い

肥料が流通していますので、これを利用することも余分な成分を蓄積させないため

の一つの手段となります。

※：ＢＢ肥料とはBulk(粒) Blending(配合)の頭文字からつけた名前で、粒状の窒素質肥料、

りん酸質肥料などの原料肥料を物理的に混合して製造される肥料のことです。

全層施肥 局所施肥



12

((((3333)))) 大気大気大気大気

アアアア 身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策にににに取取取取りりりり組組組組みましょうみましょうみましょうみましょう

地球上の生命が何億年も生存し続けてきたのは、成層圏オゾン層の存在と、生命の

存在に快適な大気組成により、快適な環境が持続されたためです。しかし、今、地球

のバリアーである成層圏のオゾン層と、温室効果に関与する大気組成とが急激な勢い

気温の上昇量（IPCC報告書 1995）
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温室効果ガスの濃度（IPCC報告書 2001)
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ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

地球温暖化の仕組み

温室効果ガスは、赤

外線（熱）を吸収して
しまいます。

温室効果ガスの増加で地球の温暖化が進むといわれています

増加した温室効果ガス
温室効果ガス
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で変化しつつあります。温室効果は、二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素などの放出に

よるもので、18世紀までは比較的一定であったこれらのガスは、人類の活動に伴って

上昇しています。このことが、地球規模での気温上昇（温暖化）を引き起こし、近年

の異常気象の原因にもなっているといわれています。

1980年から1990年の主な温室効果ガス別寄与は、二酸化炭素60％、メタン15％、亜

酸化窒素6％となっています。(IPCC報告書 1995)

農業も、農機具や暖房用ボイラーの運転などを行っており、これらは地球温暖化、大

気汚染などの一因となります。特に酸素のない生態系で微生物の働きによって生成され

るメタンは、全放出量に占める割合のうち、水田が12％、家畜が16％と農業生態系から

放出される量が28％を占めます。また、亜酸化窒素の急激な増加に影響していると考え

られている人為的発生源の筆頭にあげられるのが窒素肥料の使用量増加です。

農業生産場面におけるこれら温室効果ガスはある程度抑制可能です。石油など化石燃

料の使用は、温室効果ガスである二酸化炭素や大気汚染物質を発生させ、窒素肥料の使

土壌からのメタン発生のメカニズム

土壌からの亜酸化窒素発生のメカニズム

有機物

酸素

二酸化炭素・酢酸など

メタン発生多

メタン
生成菌

メタン

メタン発生少

水

土
有機物

酸素

メタン

メタン
生成菌

二酸化炭素・酢酸など

たい肥 化学肥料

有機態窒素

亜
酸
化
窒
素

微生物による分解

吸
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収

微生物による硝化
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いすぎは、これも温室効果ガスである亜酸化窒素を発生させます。石油などの利用に当

たっては農業機械の省エネ運転、暖房機の掃除、冬期におけるハウスの二重被覆又は夜

間の変温管理、作業工程の工夫など、エネルギー消費の節減を意識して適切な消費に努

めましょう。なお、オイル漏れによる環境汚染や事故を防ぐためにも、重油タンクには

防油堤を設置し、ガソリン等は安全な容器に保管する必要があります。消防法第10条、

危険物の規制に関する政令ほか】

炭酸ガスは、化石燃料の消費を減らすことにより、メタンは中干しや間断かん水とい

った水管理や十分に完熟した有機物を施用したり、有機物を表面に施用して酸化分解を

受けやすいようにするなどの方法により抑制可能です。また、亜酸化窒素は、窒素肥料

が土壌中で硝酸になる（硝化する）ときに発生することから、窒素肥料を一度に多量に

施用しないことや緩効性窒素肥料、肥効調節型肥料のような肥料の選択が重要となりま

す。

農業生産にかかわる温室効果ガスの発生要因と抑制対策

温室効果ガス 発生要因 抑制対策

二酸化炭素 ●化石燃料の消費 ●暖房用燃料、機械燃料の消費節減

●水田への未熟有機物施 ●完熟たい肥の施用
メタン

用時の還元 ●中干し等の水管理の徹底

●土壌診断の実施と作物の吸収に合わせた無

亜酸化窒素 ●窒素肥料の多量施用 駄のない施肥管理

●緩効性肥料など環境に配慮した肥料の施用

燃料タンクと防油堤
ガソリン携行缶
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((((4444)))) 廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

農業生産に伴い、使用済みプラスチックフィルムや農薬の空容器、廃農薬、作物

残さ等様々なものが排出されます。これらを焼却すれば、ダイオキシンの発生源に

なったり、放置すれば水質を汚染するなど環境に悪影響を与えるので、適切な処理

を行いましょう。なお、廃棄物を適正に保管しておく設備なども確保する必要があ

ります。

廃棄物に対する基本としては排出量を削減（Reduce）することが重要であり、そ

のためには栽培、出荷調製等に用いる各種資材について、コンテナの利用など廃棄

物の出にくい資材を選定するようにしましょう。次に、再利用（Reuse）、再資源化

（Recycle）を心がける必要がありますが、食料の生産に対し適正な取り組みとなる

よう留意しましょう。

廃棄物は、排出削減、再利用、再資源化の順に重要な姿勢とされ、廃棄物の３Ｒ

と言われています。また、余分なものは不要とする立場（Refuse）を加えて、４Ｒ

を基本とすることもあります。

アアアア 使用済使用済使用済使用済みみみみプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックはははは正正正正しくしくしくしく処理処理処理処理しましょうしましょうしましょうしましょう

使用済みプラスチックには、ハウスの被覆資材に使われている塩化ビニール、ポ

リマルチや農薬のボトルなどに使われているポリエチレンなどがあります。

これらの使用済みプラスチックを廃棄する際には、地域における分別・回収シス

テムを利用し、記録を残しておきましょう。特に塩化ビニールは低温で燃やすとダ

イオキシン類を発生するお

それがありますので、廃棄

物処理法の構造基準に適合

した焼却炉で焼却するか、

再生処理をします。なお、

寿命の長いフィルムや紙マ

ルチを使用するなど、廃棄物の発生抑制にも努めましょう。

イイイイ 期限切期限切期限切期限切れれれれ農薬農薬農薬農薬はははは適正適正適正適正にににに処理処理処理処理しましょうしましょうしましょうしましょう

有効期限を過ぎた農薬は、購入先あるいは処理業者に引き取ってもらい、適正に

処理しましょう。【農薬取締法第12条ほか】

ウウウウ 作物残作物残作物残作物残さはさはさはさは適正適正適正適正にににに処理処理処理処理しましょうしましょうしましょうしましょう

収穫・調製後の作物残さをほ場や選果施設に放置すると、病害虫の発生源となっ

たり、小動物が侵入する原因となるので、病害虫の発生の少ない残さの場合は土壌

にすき込むなど適正に処理してください。また、周辺環境に影響のない場所や地域

のたい肥センターなどでたい肥化した後に、適正量をほ場に施用するなど土づくり

に利用しましょう。

廃棄物は適切に処理しましょう

分別箱

廃プラ 廃プラ
残さ
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((((5555)))) 生態系生態系生態系生態系

化学農薬は、高い防除効果と省力的な処理方法で収量や品質の低下を防ぎ、食料

の安定供給と農業の生産性向上に寄与してきました。また、人や環境に対する安全

を確保するため、農林水産省に登録された農薬を使用基準どおりに利用するように

規定されています。

しかし、持続可能な社会の実現に向け、農業では化学農薬の使用を少なくした環

境保全型農業が求められています。また、生産場面では農薬に抵抗性を持つ病害虫

の発生や、農薬による天敵の減少などの問題が生じています。

農薬は、過度に使用したり、正しく使用しないと生態系への影響が懸念されるの

で、防虫ネットの使用や、病害虫に抵抗性のある品種の利用などを組み合わせ、化

学農薬だけに頼らない防除法を実践しましょう。

また、花粉媒介昆虫のセイヨウオオマルハナバチは、施設外に逃げ出すと生態系

に影響を及ぼす懸念があるので、特定外来生物として指定される見通しとなってい

ます。指定されると、飛散防止用ネットの使用及び使用済み巣箱の適正処理などが

義務づけられます。

アアアア ＩＰＭ（ＩＰＭ（ＩＰＭ（ＩＰＭ（総合的病害虫総合的病害虫総合的病害虫総合的病害虫・・・・雑草管理雑草管理雑草管理雑草管理））））をををを始始始始めましょうめましょうめましょうめましょう

化学農薬の使用量を必要最小限とし、環境への負荷を軽減するにはＩＰＭの推進

が有効です。

ＩＰＭを実践するには、農

作業の各工程における具体的

な取り組みを農業者自身が把

握し、必要に応じて改善して

いく必要があります。ＩＰＭ

の取り組み状況を把握する手

段として、国から実践指標が

示されています.

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

ＩＰＭとは…
ア イ ピ ー エ ム

Integrated Pest Managementの略で、農林水産省は「総

合的病害虫・雑草管理」と定義しています。

化学農薬に依存した防除は病害虫・雑草の撲滅を目標に

していますが、ＩＰＭは防除の要否を判断したり、病害虫

・雑草の発生状況に

応じ多様な防除手段

から最適な手段を適

切に講じて、経済的

な被害が出ないよう

に抑えていく方法で

す。



17

イイイイ ＩＰＭＩＰＭＩＰＭＩＰＭのののの進進進進めめめめ方方方方

(ｱ) 予防的措置

病害虫や雑草の発生しにくい環境

を整えることから始めましょう。そ

のためには、輪作体系 の導入、抵※

抗性品種の導入、土着天敵の活用等、

生態系が持っている機能を活用しま

す。栽培履歴等を通じて病害虫の発

生の少ないほ場を選ぶことも必要で

す。また、予防的な防除手法も取り

入れますが、適切な手段を組み合わ

せ、化学農薬を必要最小限に抑えることが重要です。

※：同じ作物を連作すると、その作物にとって有害な微生物が増えたりして生育に障害が出

てきます。それを避けるため、同じ畑で同じ作物を連作せずにローテーションする栽培体

系を連作体系といいます。

(ｲ) 防除の判断

防除の要否及びそのタイミングの判断が大切

です。発生予察により病害虫・雑草の発生状況

を把握し予測することが重要です。また、病害

虫の発生がどの程度なら経済的に損失となるか

を推定し、防除の要否に生かすことが必要です。

(ｳ) 防除の実施

防除の必要性を検討し、必要と判断し

た場合には適切に防除を行います。

病害虫・雑草を抑制する多様な手段の

中から適切なものを選択し、化学農薬を

必要最小限に抑えることが重要です。

また、化学農薬を使用する場合には、

各農薬の特性（速効か緩効か、持続期間

等）や病害虫の薬剤抵抗性を考慮して選

択し、効果的かつ効率的な利用で使用回

数の削減に努めることが大切です。飛散

しにくい剤型など、環境に配慮した散布

方法を取り入れることも必要です。

天
敵

農薬
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総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の体系

防除の判断 病害虫の発生状況

防除要否及びタイミングの判断 が経済的被害を生

・発生予察情報の活用 ずると判断
・ほ場状況の観察 等

予防的措置 防除の実施

病害虫・雑草の発生しにくい環境の整備 多様な手法による防除

・耕種的対策の実施（作期移動、排水対策等） ・生物的防除（天敵等）

・輪作体系の導入 ・物理的防除（粘着板等）
・抵抗性品種の導入 ・化学的防除（化学農薬） 等
・種子消毒の実施

・土着天敵の活用
・伝染源植物の除去

・化学農薬による予防（育苗箱施用、移植時の
植穴処理等）

・フェロモン剤を活用した予防 等

農林水産省のＩＰＭ実践指針から引用

ウウウウ ＩＰＭＩＰＭＩＰＭＩＰＭをををを推進推進推進推進するするするする技術技術技術技術

ＩＰＭを進めるためには、予防的措置やさまざまな防除手法を合理的に組み合わ

せた総合的な防除対策を行う必要があり、これらに関係する技術の特長を把握して

おくことが大切です。また、防除の要否等を判断する発生予察技術も重要です。

ここでは、どんな技術があるか紹介します（具体的な方法は参考資料に記載して

います）。

○物理的防除

○生物的防除 総合的な

○耕種的防除 〈合理的な組み合わせ〉 防除対策

○化学的防除(農薬)

発 生 予 察

(ｱ) 物理的防除法

熱、光、風力などの物理的な力を利用して病害虫を防除する方法です。
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主な技術

① 被覆栽培：

防虫ネット、トンネルかけ等により害虫の侵入を防止します。

② マルチ栽培：

土壌への被覆（マルチ）により、雑草や土壌由来の病害虫を抑制します。

水田の紙マルチ、果樹園での被覆植物（ナギナタガヤ等）もあります。

③ 機械除草

有害植物を、機械を用いて除草する方法です。

④ 太陽熱、蒸気、熱水消毒

太陽熱や蒸気などの熱を利用して土壌病害虫や雑草を防除する方法です。

このほかに、黄色光の利用、熱による種子消毒などがあります。

(ｲ) 生物的防除法

生物が本来持っている寄生性、捕食性、誘引性などの性質を防除に活用する方

法です。弱毒ウイルスや非病原菌の接種により、病原ウイルスや病原菌の感染を

防ぐ方法などがあります。

主な技術

① 天敵、微生物農薬

天敵昆虫や微生物を利用して病害虫の密度を低減させる方法です。

② 対抗植物

土壌中の有害生物を減少させる植物を休閑期に栽培します。

③ フェロモン剤

性フェロモンを合成した剤を用いて害虫の誘殺や交尾阻害を行います。

このほかに、除草用の動物（アイガモなど）や弱毒ウイルス等があります。

(ｳ) 耕種的防除法

この防除法は、栽培方法や環境条件の改善によるものです。作物を健全に育て

て抵抗力を高めるとともに、病害虫のまん延を防ぎます。

主な技術

① 抵抗性品種や台木

病害虫による被害を受けにくい品種や台木の性質を利用した方法です。

② 雨よけ栽培

過湿による病害増加を回避する方法です。

③ 輪作

栽培作物をローテーション化して土壌病害を回避します。

このほかにも、有機物施用、排水対策など多くの対策があります。
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(ｴ) 化学的防除法

化学農薬による防除対策です。各農薬の特性（予防剤か治療剤か、効果の持続

期間など）を把握して適切に選択することで、使用回数の削減を進めることが大

切です。

(ｵ) 発生予察法

ＩＰＭでは、害虫や病原菌の発生状況を調べて今後の発生を予測し、適切な時

期に必要最小限の防除を行うことが大切です。こうした予測に用いる手法を「発

生予察法」と呼びます。

主な発生調査方法

① フェロモントラップ

フェロモン剤の誘引性を用いて害虫を

捕獲します。

② 粘着トラップ（粘着板）

誘引性のある色で害虫を誘引し、捕獲

します。

このほかに、予察灯、黄色水盤などがあります。また直接的な方法として、

捕虫網によるすくい取り、粘着板への払い落とし、作物の肉眼観察などがあり

ます。

エエエエ 特定外来生物特定外来生物特定外来生物特定外来生物

近年、外来の生物が生態系に多大な影響を及ぼすことが懸念されています。その

ため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成１６年法

律第７８号）」が定められ、様々な検討がなされています。

農業においても、花粉媒介昆虫としてハウストマトの栽培農家を中心に広く利用

されているセイヨウオオマルハナバチについて、特定外来生物として指定する方針

が環境省の専門家全体会合（平成１７年１２月１９日開催）で決定され、今後、飛

散防止用ネットの使用及び使用済み巣箱の適正処理（完全殺虫）などが義務づけら

れる見通しとなっています。

今後、在来種マルハナバチへの切り換えなども検討する必要があります。

左：フェロモントラップ 右：粘着板
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３ 農産物の安全について配慮したい事項

農産物中には、健康上好ましくない物質が含まれている可能性があります。そのため、

事故を未然に防ぎ、リスクを最小限にするための方策を講ずることが重要であり、また、

そのための制度を遵守することが不可欠です。

安全はすべての食品の基本です。農業においても、消費者に安全な農産物を届けるた

めに、農薬の使用や出荷調製時の衛生管理などを的確に行いましょう。そのためには、

農産物の衛生的な取り扱いのための研修を受講しましょう。

((((1111)))) 農薬農薬農薬農薬

農薬は、農作物などを病害虫、雑草などから保護し、あるいは作物自体の生育を調

節することにより農業生産の安定化、生産物の品質の向上、農作業の省力化を図るた

めに用いる重要な農業資材です。しかし、多くの消費者が不安なイメージを抱いてい

るのも事実です。

農薬には登録制度が設けられており、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使

用が確保されています。また、使用される農薬については、作物の残留実態（下表）

などが調査されていますが、次のような事に配慮し、農産物の安全性を確保する必要

があります。

市販されている農産物中の残留農薬調査結果（平成13年度）

国産･輸入 検査数 検出数 基準値を超える件数

(件) (件) (％) (件) (％)

基準値が設定されて 国産品 116,473 595 0.51 8 0.01

いるもの 輸入品 113,156 836 0.74 21 0.02

基準値が設定されて 国産品 108,598 322 0.30

いないもの 輸入品 193,538 923 0.48
国産品 225,071 917 0.41

合 計 輸入品 306,694 1,759 0.57

総合計 531,765 2,676 0.50

厚生労働省「食品中の残留農薬検査結果の公表について」(04.6.21)

アアアア 農薬農薬農薬農薬をををを安全安全安全安全かつかつかつかつ適正適正適正適正にににに使用使用使用使用しましょうしましょうしましょうしましょう

農薬の購入、使用、保管等に当たっては、次のことに留意しましょう。

(ｱ) 防除計画

病害虫・雑草の種類や発生時期は気象や栽培条件などによって異なります。防除

に当たってはそれらに有効な農薬の選定、防除適期などを把握し、最も効果的で安

全な防除方法を計画します。

また、防除計画は発生予察情報や観察により適宜修正し、使用する農薬を最小限

にすることも重要です。
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(ｲ) 農薬の保管・管理は適切に行いましょう

農薬には「毒物」、「劇物」に指定されているものもあるので、これらを区分して

専用の保管庫で保管し、盗難防止のために鍵をかけるとともに、地震等で倒れない

ように固定しましょう。あわせて、保管庫の

整理・整とん・清掃に努めましょう。なお、「毒

物」、「劇物」に指定されているものの保管庫

にはそれぞれ「医薬用外毒物」、「医薬用外劇

物」の表示をしましょう。

また、期限切れ農薬が発生しないように在

庫を確認して必要量だけを購入するようにし、

購入伝票等を保管、入出庫管理簿への記録を

行いましょう。なお、誤飲や誤用を避けるため、使いかけの農薬を別の容器に移し

替えることは止めましょう。【毒物及び劇物取締法第11条、第12条、第22条】

(ｳ) 登録農薬を使用しましょう、あわせてラベルを確認しましょう

使用する農薬は、農薬取締法に基づきわが国で登録されたもの（容器や包装に必

ず登録番号の表示がある）、又は特定農薬（重曹、食酢及び地場で生息する天敵）、

散布の前に… 散布するときには…

登録のある農薬であることを確認しましょう 農薬のラベルをよく読んでから使用しましょう

登録のある農薬にはラベルに登録番号（農林水産省登 散布する時には、農薬のラベルをよく読んでから使用
録第○○○○号）が記載されています。 しましょう。

購入時には、以下の点を確認、あるいは農業改良普及 １ 使用方法及び注意事項をよく読みましょう。
課や販売店に相談しましょう。 ２ 使用基準を確実に守りましょう。
１ 必要な農薬を確認しましょう。（農作物、病気、害
虫、雑草などの種類等）
２ ラベルをさらに確認しましょう。（農林水産省登録
番号、使用の基準等）
３ 購入量は必要量をよく考えて決めましょう。

「農林水産省登録番号」のない農薬を農地に使用した
り、使用基準（作物、希釈倍数と散布量、使用回数）を
守らなかった場合には、罰則（３年以下の懲役、100万
円以下の罰金）が科せられます。

「農林水産省登録番号」の記載がない「無登録農薬」
は農地に使用できません。

農薬工業会ホームページから引用（一部改変）

医薬用外劇物 農林水産省登録
第○○○○○号

殺虫剤

○○○○乳剤
△△△△乳剤

□□株式会社

最終有効年月（西暦下２けた）０７.１０

【成分】△△△△…………………40.0％
有機溶剤、乳化剤等…60.0％

【性状】淡褐色乳化油状液体

●種類名

●用途
●商品名

●毒性の表示

●危険物の表示

●最終有効年月

期限を過ぎたもの

は使わないように

しましょう

●農林水産省登録番号

農林水産大臣の登録を証

明するものです

●有効成分名

有効成分・作物ごと

に総使用回数が決ま

っています

●総使用回数

同一成分を含む剤の総使用

回数。有効成分・作物ごと

に決まっています。

●使用時期
この例では７日前まで可能

●散布濃度・量
希釈倍数と散布量

●適用病害虫

防除できる病害虫、雑草名

●対象作物

使用できる作物名

10アール当り
散布液量

【適用害虫と使い方】

【使い方】 散布

【効果薬害等の注意】

●水産動植物に対して影響があるので注意する。

●○○○剤との１０日以内の近接散布はしない。

【安全使用上の注意】

●蚕、ミツバチに対して影響があるので注意する。

●散布の際は、農薬用マスク、手袋などを着用する。

希釈倍数

1,000倍

1,000倍～1,500倍

○○○
アブラムシ類

ハダニ類
200～300㍑

収穫
７日前
まで

３回

適用病害虫作物名 使用時期総使用回数

●使用上の注意

薬害や魚毒性など
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に指定されたものでなくてはなりません。【農薬取締法第11条】

農薬の容器に添付されているラベルには、農薬を適正に使用するための様々な情

報が記載されています。新しい農薬を使うときはもちろん、使い慣れた農薬でも、

使用前には必ずラベルを確認する習慣をつけましょう。

(ｴ) 使用者の健康への配慮

農薬を使用する場合、使用者自身の安全確保がまず大切です。それには、作業者

の健康管理にはじまり、散布作業の準備から後始末、農薬の保管管理に至るまでの

安全確保対策を確実に実行しなくてはなりません。

(ｵ) 保護具の着用

農薬の散布作業における事故を防ぐには、それぞれの農薬の毒性に合わせた防護

装備をすることが重要です。農薬が直接身体に付着することがないような服装に心

がけ、マスクをかけて作業しましょう。特に、農薬容器に表示されている「使用上

の注意」は厳守しなくてはなりません。

防除時に着用した衣類は、他の衣類と一緒にせず、必ず洗剤を用いて洗うように

しましょう

イイイイ 使用基準使用基準使用基準使用基準のののの遵守遵守遵守遵守

農薬使用基準違反等の農薬の不適正な使用を防止するには、次のことを守る必要

があります。

(ｱ) 使用前にはラベルで確認

農薬を使用する前には、適用農作物、使用量又は希釈倍率、使用時期、使用回

数についてラベルで必ず確認してください。

(ｲ) 使用記録簿をつける

農薬を使用した後は、散布日時、農薬名、散布場所、対象作物名、使用量、希

釈倍率、対象病害虫、散布数量等を記帳する必要があります。なお、種苗を購入

する場合、種苗段階で使用した農薬の使用方法、使用成分名及び使用回数が表示

されていますので、購入伝票、品種名とともにこれらの記録も保管しておきまし

ょう。

注意喚起マークの例（ラベルの使用上の注意に表示されています）

注意・警告 強制する内容（青色表示） 禁止する内容（赤色表示）

マスク
着 用

メガネ
着 用

厳重
保管

ハウス内
散布禁止

魚介類
に注意

蚕毒
注意

ミツバチ
に注意
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ウウウウ 農薬農薬農薬農薬のののの飛散防止対策飛散防止対策飛散防止対策飛散防止対策はははは重要重要重要重要ですですですです

農薬の散布時に発生する飛散をドリ

フトと呼んでいます。農薬の散布時に

は風向きに注意するなど、周辺民家や

農地へのドリフト防止に努めなくては

なりません。また、住宅地内や住宅地

に近接した農地で農薬を散布する時には､

散布前に近隣住民に周知するようにしま

しょう。

平成１８年５月２９日には農薬のポ

ジティブリスト制度が始まり、残留基

準が大幅に変更されることから、近隣ほ場からのドリフトによって、本来残留して

はならない農薬が残留し、農産物が出荷停止となってしまうことも懸念されます。

ドリフトを完全にゼロにすることは困難ですので、実質的な問題が生じない程度

に抑制することを目標に、粒剤等の飛散しにくい農薬を選定するとともに、散布時

の風向きを考慮し、噴霧器の風量やノズルの選択を的確に行いましょう。また、朝

夕など風のほとんどない時間に作業を行うように心がけましょう。

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

残留農薬残留農薬残留農薬残留農薬ののののポジティブリストポジティブリストポジティブリストポジティブリスト制度制度制度制度がががが始始始始まりますまりますまりますまります

従来までの農薬の規制については、残留基準（残留してよい量）が定められてい

る農薬、農産物のみが規制を受けるネガティブリスト（原則自由の中で禁止されて

いるものだけを一覧表に示したもの。ダメなもののリスト。）制度であり、残留基

準が定められていない農薬、農産物については、基本的に規制がありませんでし

た。

しかし、食の安全にかかる消費者

の健康保護を最優先とする観点か

ら、平成18年５月29日から、残留基

準が定められていない農薬が一定量

以上残留する食品の流通を原則禁止

するポジティブリスト（原則禁止の

中で禁止されていないものを一覧表

にしたもの。いいもののリスト。）

制度となります。

これにより、農産物を含むすべて

の食品について、ほとんどすべての

農薬が規制を受けることとなります。

登録農薬はこれまで
どおりの残留基準が

適用されます
ただし、対象作物の
範囲内ですので間違

えないでね
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エエエエ 空容器空容器空容器空容器のののの処分処分処分処分

散布液が残った場合は、捨てたりせずに、散布むらの調整等で使い切るようにし

ましょう。

農薬の空容器は、農業協同組合が

行う回収に出したり、直接、処理業

者に委託するなど、基準に適合した

処分を行わなくてはなりません。【廃

棄物の処理及び清掃に関する法律第

11条、第12条、第12条の3】

オオオオ 農薬農薬農薬農薬にににに関関関関するするするする知識知識知識知識のののの習得習得習得習得

農薬による事故防止や誤飲防止、農薬の適正な保管・管理、農産物の農薬残留な

どで問題を起こさないためには、法律の遵守や適切な技術の習得が不可欠です。農

薬使用者としての自覚をもち、積極的に研修等に参加し、最新情報を得る必要があ

ります。また、水田への農薬散布後には河川等に流出しないよう３～４日は田水の

流水を止めるなど、適切な水管理をしなくてはなりませんが、それには農薬のみな

らず、栽培全般に関する知識・技術について、研修などによって習熟するように努

めましょう。

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

農薬の空容器

農薬の空容器は、使い終わった後、洗浄して

から、地域の回収システムに出すなどして適正

に処理しましょう。な

お、洗浄したあとの水

は、捨てずに農薬の希

釈水に混ぜたりして活

用しましょう。
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((((2222)))) 重金属重金属重金属重金属

重金属は、地殻の構成成分として自然界に広く存在しています。そのうち食品の汚

染によって人の健康に被害をもたらす可能性の高いものとしては、カドミウム、ヒ素、

水銀、鉛などがあります。わが国において、作物から重金属を摂取したことにより人

の健康に重大な被害を及ぼした例として、鉱山からのカドミウムによるイタイイタイ

病があげられます。

ア カドミウムア カドミウムア カドミウムア カドミウムとはとはとはとは

カドミウムは、鉱物や土壌などの中に微量に存在する重金属元素で、鉛、銅、亜

鉛の鉱石には高濃度に含まれており、肥料などにも少量ですが含まれることがあり

ます。肥料の場合は鉱山の例に比べ、土壌蓄積に対する危険性は低いと考えられま

すが、カドミウム濃度の高い食品を長年にわたり摂取すると、腎機能障害を引き起

こす可能性があります。

イ カドミウムイ カドミウムイ カドミウムイ カドミウムをををを規制規制規制規制するするするする法律法律法律法律

わが国では、イタイイタイ病を契機に、食品衛生法でカドミウムを１ppm以上含む

米（玄米）の販売や加工などを禁止しました【食品衛生法第８条、同第11条第1項、

食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）】。また、0.4ppm以上

１ppm未満の米（玄米）についても、安全性を重視し、非食用として処理されます。

わが国における重金属汚染の法的規制はどうなっているの？

農産資材（肥料）については、重金属を含む恐れのある資材（汚泥、リン酸質肥料など）に関し
て肥料取締法で濃度が規制され、基準を超えるものの販売はできません。ただし、家畜ふんたい肥

など特殊肥料とされるものでは重金属の濃度規制は行われていません。

土壌に関しては、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律で銅及びヒ素が濃度規制されています。
また、同法では玄米中のカドミウム含量についても規制値が設けられており、基準を超えると汚染

地域として指定され、汚染除去対策が講じられます。

また、水に関しては水質汚濁防止法で濃度が規制されています。
さらに、食品衛生法では基準以上のカドミウムを含む米の流通・販売が規制されています。

わが国における重金属についての規制一覧

肥料取締法 農用地の土壌の
元素 汚染防止等に 水質汚濁防止法 食品衛生法

汚泥肥料 リン酸質肥料 関する法律＊

リン酸1%につき

水銀 2ppm以下 － － 0.0005ppm以下 －

カドミウム 5ppm以下 0.00015%以下 玄米中1ppm未満 0.01ppm以下 玄米中1ppm未満

ヒ素 50ppm以下 0.004%以下 土壌中15ppm未満 0.05ppm以下 －

鉛 100ppm以下 － － 0.1ppm以下 －

ニッケル 300ppm以下 0.01%以下 － － －

６価クロム 500ppm以下 0.1%以下 － 0.05ppm以下 －

銅 － － 土壌中125ppm未満 － －

* ：銅は0.1NHCl 抽出法、ヒ素は1NHCl 抽出法による
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一方、麦、野菜、果樹等においては、食品の安全上問題になった事例はなく、法

的な規制はされていません。しかし、現在、コーデックス委員会では、食品中のカ

ドミウムの国際的な基準について検討を行っており、それを踏まえて米以外の農作

物についても基準を設定するような国内基準の見直しが行われる可能性もありま

す。

ウ カドミウムウ カドミウムウ カドミウムウ カドミウムなどのなどのなどのなどの重金属汚染重金属汚染重金属汚染重金属汚染をををを軽減軽減軽減軽減するためにはするためにはするためにはするためには

重金属などの有害物質に汚染されているおそれのあ

る産地では、水質検査や土壌中の重金属分析を行うな

ど、汚染がないことを確認しておくことが必要です。

肥料に由来すると考えられる重金属汚染は、有機質

資材を使用する場合に、保証票などにより含有成分を

確認するとともに、県施肥基準や栽培ごよみを遵守す

ることによって、土壌への蓄積を抑制し、農作物にお

ける含量を低く抑えることが可能となります。カドミ

ウムについてみれば、土壌ｐＨを5.5以上に管理する、

水稲を作付けする場合は出穂期前後約３週間の湛水（たんすい：水をたたえること）

管理を行うなど適切な土壌管理が有効です。ただし、こうした土壌管理によるカド

ミウムの抑制効果は、気象条件によっても異なりますので、必要に応じて収穫物に

含まれるカドミウム含量を確認しましょう。

なお、農業用水については、工場排水等が流入するなど、汚染のおそれのある水

は用いないようにしましょう。

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

コーデックスコーデックスコーデックスコーデックス委員会委員会委員会委員会とはとはとはとは

コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品

の公正な貿易の確保等を目的として、1962年に国連食

糧農業機関（ＦＡＯ）と世界保健機関（ＷＨＯ）によ

り設置された国際的な政

府間機関であり、国際食

品規格（コーデックス規

格）の作成等を行ってい

ます。

わが国は1966年から参

加しています。

Codexでは
カドミウム、

遺伝子組換え、
いろいろ
検討中

施肥基準

愛知県
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家畜ふんたい肥中のカドミウムは大丈夫？

県内で流通している有機質資材のカドミウム濃度(ppm)

資材名 調査数 平均値 範囲

牛ふんたい肥 83 0.26 0.11 ～ 0.44

豚ふんたい肥 80 0.58 0.26 ～ 1.04

鶏ふんたい肥 50 0.71 0.59 ～ 0.96

ウズラふん堆肥 17 0.48 0.33 ～ 0.62

混合たい肥 23 0.46 0.08 ～ 1.33

汚泥肥料 6 1.67 0.63 ～ 2.47

（愛知県調べ）

愛知県農業総合試験場で調査したところ、

濃度がやや高いものもみられましたが、法

的に規制されている汚泥肥料の規制値5ppm

に比較して低い結果が得られています。汚

泥肥料も規制濃度を超えたものはありませ

ん。
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((((3333)))) 病原微生物病原微生物病原微生物病原微生物

アアアア 病原微生物病原微生物病原微生物病原微生物とはとはとはとは

微生物（細菌類・カビ類）には、納豆菌やコウ

ジカビなどの有益なものも多くありますが、なか

には腸管出血性大腸菌ＯＯＯＯ１５７のように人体に害

を与えるものもあります。出荷の箱詰めの時など

は、手洗いの励行や清潔な衣服、手袋の着用を心

がけ病原微生物を農作物に付着させることのない

ようにしましょう。

病原微生物は、土や水が汚染源となり、農作物

に付着する場合がほとんどです。ほ場には、土づ

くりのための家畜ふんたい肥が施用されているこ

とが多く、家畜ふん由来の病原微生物を持ち込む

可能性があります。こうした病原微生物は、通常は動物の腸内やふん便の中に存在

しており、土壌中では急激に増加することはありませんが、数か月から１年程度生

存するため、ほ場に病原微生物を持ち込まない対策が重要となります。

農作物に付着する病原微生物の主な汚染源

栽培期間中 土壌、水（かん水、培養液）、未熟・不適切なたい肥、野生動物、

家畜のふん便、作業用機械、ゴミ、作業者

水、収穫用具、輸送用容器、野生動物やペットのふん便、輸送車、
収穫後

施設内のゴミ、不適切な貯蔵、作業者

イイイイ 病原微生物病原微生物病原微生物病原微生物のののの侵入侵入侵入侵入をををを防防防防ぐためにはぐためにはぐためにはぐためには

(ｱ) 侵入を防ぐ

完熟たい肥、有機質肥料、客土用土壌等を用い、かん水にため池などの水を利

用する場合は、畜舎やたい肥舎からの排水が流れ込んでいないかを確認すること

が必要です。

(ｲ) 洗浄する

トラクター等の作業機械や運搬車両、収穫用の箱やハサミ等の農作業用具は清

潔なものを使用し、使用後は水道水などで洗浄後、清潔な場所に保管することが

必要です。
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(ｳ) 収穫・調製時の環境に注意する

収穫・調製時には生産者が直接農作物に触れることとなるので、生産者の衛生

状態には注意する必要があります。作業者全員が、日頃から健康維持のために定

期検診を受けるようにし、体調が不良の時は作業を行わないようにしましょう。

また、喫煙や飲食は衛生上問題とならないように一定の場所で行うようにしまし

ょう。

出荷調製施設の架台などの清掃を定期的に行うとともに、貯蔵施設内の温度管

理を適切に行い、記録を残しておきましょう。不衛生なトイレや手洗い施設は、

作業者を介して病原微生物を広げることとなります。定期的に清掃し、手洗い後

は備え付けのタオルではなくペーパータオルを用いるなど、衛生管理を徹底しま

しょう。

(ｴ) 発生源を減らす

調製後の野菜くずなどは、放置すると小動物や衛生昆虫の発生源となるので、

ミミンタミミンタミミンタミミンタのののの豆知識豆知識豆知識豆知識

マイコトキシン（Mycotoxin、カビ毒）
カビが作り出す代謝産物のうち、人や動物に有害な作用を示す物質のことを総称

してカビ毒といいます。

麦の赤かび病は、穂に感染すると桃色のカビを生じる病害ですが、この病原菌が

出すマイコトキシンというカビ毒は、人に吐き気、腹痛、下痢などの中毒症状を起

こさせるので注意が必要です。そこで、赤かび病の発生を抑制するために、適切な

防除が行われています。また、農林水産省の農産物検査の規格も厳しくなり、赤か

び粒の混入防止の取り組みも強化されています。さらに、基準値（1.1ppm）を上回

る小麦は自主規制の対象となり、販売できません。このようにして、マイコトキシ

ンに汚染された麦は市場に出回らないようになっています。

コムギ赤かび病の病徴 コムギ赤かび病の胞子

ボク、カビと

ホコリは苦手

なんだ
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こまめに廃棄するか蓋付きのゴミ箱に入れるようにしましょう。

(ｵ) 水に注意する

収穫物に付着した病原微生物は清浄な水で洗い流すことができますが、逆に水

が病原微生物に汚染されている場合は、収穫物の直接の汚染原因になります。出

荷調製の段階で、使用する水は水道水が理想的ですが、それ以外の水を使用する

場合は、衛生上支障のない水を使用しましょう。なお、衛生上の基準として、保

健所の指導項目（食品衛生法による水質基準）が参考になります。

食品衛生法による水質基準
（【食品添加物等の規格基準】第1食品の部 D 各

条清涼飲料水２清涼飲料水の製造基準：26項目）

一般細菌 １ml の検水で形成される集落数が100以下であること。

大腸菌群 検出されないこと。

カドミウム 0.01 mg／L 以下であること。

水銀 0.0005 mg／L 以下であること。

鉛 0.1 mg／L であること。

ヒ素 0.05 mg／L 以下であること。

六価クロム 0.05 mg／L 以下であること。

シアン 0.01 mg／L 以下であること。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg／L 以下であること。

フッ素 0.8 mg／L 以下であること。

有機リン 0.1 mg／L 以下であること。

亜鉛 1.0 mg／L 以下であること。

鉄 0.3 mg／L 以下であること。

銅 1.0 mg／L 以下であること。

マンガン 0.3 mg／L 以下であること。

塩素イオン 200 mg／L 以下であること。

カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg／L 以下であること。

蒸発残留物 500 mg／L 以下であること。

陰イオン界面活性剤 0.5 mg／L 以下であること。

フェノール類 フェノールとして0.005 mg／L 以下であること。

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） 10 mg／L 以下であること。

ｐＨ値 5.8 以上 8.6 以下であること。

味 異常でないこと。

臭気 異常でないこと。

色度 ５度以下であること。

濁度 ２度以下であること。

の１０項目が保健所の指導項目です。
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((((4444)))) 異物異物異物異物

アアアア 農業生産農業生産農業生産農業生産にににに関係関係関係関係するするするする異物異物異物異物とはとはとはとは

農産物の生産及び出荷調製の際に混入する異物は、昆虫類、羽毛、金属、ガラス

片、小石など多種に及びます。これらは、消費者の安全を損ねたり、加工の際に問

題となることがあるので、混入防止対策とともに出荷調製時の点検をしっかり行い

ましょう。

異物の種類

昆虫、ダニなどやこれらの排泄物や死がい、寄生虫及びその卵、
動物性異物

ほ乳類及び鳥類の排泄物や、毛など

植物性異物 もみがら、わらくず、木片、枯れ葉、カビ類など

鉱物性異物 小石、土砂、金属、ガラス、プラスチック、繊維など破片

（日本薬学会編「衛生試験法」から引用）

イイイイ 異物異物異物異物のののの混入混入混入混入をををを防防防防ぐためにはぐためにはぐためにはぐためには

(ｱ) 動物の侵入を防ぐ

異物の混入を防ぐためには、適切な防除を行い、病害虫の発生を少なくすると

ともに、ほ場内に動物が侵入しないように柵を設置するなどの対策をとる必要が

あります。ほ場の周辺に樹木が繁茂している場合は、鳥類が集まることがあるの

で、敷地内の樹木をせん定し、落ち葉などを少なくするとともに、防鳥ネット等

を用いて鳥類による異物混入を防ぐことが必要です。

(ｲ) 鉱物性異物を防ぐ

石など鉱物性異物の混入を防ぐためには、ほ場内のゴミを拾うとともに、マル

チなどを用いて土の跳ね返りを防ぎ、中耕をする際にも土壌が作物内に大量に入

らないように注意することが必要です。

(ｳ) 収穫・調製時の異物を防ぐ

異物の混入は、収穫・調製時点にも発生します。収穫する

際には、異物の混入がないか注意し、出荷調製時には必ず帽

子を着用し、出荷用トラックには幌（ほろ）、シートをかける

ようにしましょ

う。また、出荷調

製作業での喫煙は

慎みましょう。
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((((5555)))) 衛生動物衛生動物衛生動物衛生動物

アアアア 衛生動物衛生動物衛生動物衛生動物とはとはとはとは

衛生動物とは、衛生上で問題となるネズミや野鳥などの小動物や、ハエ、ゴキブ

リなどの昆虫類をいいます。これらは、ふん尿による汚染に加え、病原微生物の伝

搬をする可能性があります。

衛生動物と媒介感染症

ハエ 細菌性消化器感染症（腸チフス、赤痢、コレラ等）、細菌性食中毒

ダニ ダニ脳炎、回帰熱 等

ゴキブリ 細菌性消化器感染症、アメーバ赤痢、細菌性食中毒 等

ネズミ 細菌性食中毒、ペスト

イイイイ 侵入侵入侵入侵入をををを防防防防ぐにはぐにはぐにはぐには

(ｱ) 数を把握する

衛生動物の侵入防止対策を的確に講ずるには、生息状況を把握することが必要

です。肉眼観察のほか、ふんや足跡などにより生息数がおおむね把握できます。

(ｲ) 生息数を増やさない

施設周辺の除草を徹底して行い、廃棄物や生ゴミは定期的に清掃を実施し、衛

生動物の生息場所をなくす必要があります。

(ｳ) ほ場や建物に侵入させない

ほ場周辺に野生動物の侵入を防ぐ網を設置したり、ハウスでは出入り口、天窓

・側窓等にネットを張るなどして、衛生動物の侵入を防ぎましょう。また、出荷

調製施設では、定期的な施設の点検や整理、整とん、清掃に心がけるとともに、

壁や床などの通気口などからの侵入防止策を講じましょう。

ウウウウ 適切適切適切適切なななな駆除駆除駆除駆除をををを

衛生動物の痕跡や生息を施設内や作業場で確認した場合、適切に防除又は駆除し

ましょう。

なお、衛生動物ではありませんが、犬や猫などのペットを施設や作業場に連れ込ま

ないようにしましょう。
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((((6666)))) 作業者作業者作業者作業者のののの健康健康健康健康とととと安全安全安全安全

安全な農産物を生産するためには、農作業や農産物の出荷調製などに従事する者の

健康と安全が基本となります。

日常の健康管理に気を配るとともに定期検診を受けるようにしましょう。雇用者に

ついても同様な配慮をしましょう。

また、運搬車両・各種の機械・作業用具については、正しい使用方法に従って使用

するとともに、定期点検を行い、異常を発見した場合にはすぐに適切な修繕を行い、

作業事故の防止に努めましょう。
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４ 農産物の安心・信頼のために配慮したい事項

安全・安心な農産物という言葉が頻繁に使われるようになっています。この背景に

は、消費者が安全・安心を農産物の価値に強く求めているからにほかなりません。

しかし、ひと言で安全・安心といわれる中で、それぞれの違いが見過ごされていま

す。「安全」については、「３ 農産物の安全のために配慮したい事項」で示してきた

ような科学的、客観的な事実に基づいて判断することができますが、「安心」は、あく

までそれぞれの人がそう感じるというものですから、主観的なものであるといえます。

言い換えますと、科学的、客観的なデータをそろえて、この農産物を安全ですという

ことはできても、それによって「安心」と感じる人もいれば、「安心できない＝不安」

を感じる人もいるということです。「安全」と「安心」の間には大きな隔たりがあるこ

とが分かります。

それでは、「不安」を感じる要因にはどのようなものがあるでしょうか。例えば、残

留農薬が基準値以下だから安全であるという科学的な根拠がよく分からないとか、農

家が農薬の使用基準をきちんと守っていないかもしれない、あるいは、店頭において

信頼できる食品表示がされていないといったことが考えられます。これは、情報量の

不足や信頼関係の稀薄（きはく）さと関係がありますが、簡単に言えば生産と消費の

距離が広がってしまった結果であるともいえます。

こうした不安を取り除いていくためには、農産物の生産者から消費者に向けて積極

的に情報を発信していくことが重要となります。それにより、生産者と消費者の間に

コミュニケーションが生まれ、信頼関係を深めることにつなげられます。

((((1111)))) 栽培履歴栽培履歴栽培履歴栽培履歴のののの記録記録記録記録にににに努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう

農業生産に伴う正確な記録を残しておくことが、まず第

一歩となります。

また、「２ 農業生産による環境への影響に配慮したい事

項」や「３ 農産物の安全のために配慮したい事項」で示

した環境対策や安全対策について、自らの生産活動を点検

・確認するためにも必要となります。このため、作業者や

記録者の名前とともに、種子、肥料、農薬等に関する情報

を記録し、収穫物については収穫ほ場・収穫日・出荷日・

出荷量などに関する記録（ノート、伝票等を含む）を保管

しておくことが必要です。

さらに、国が定める「環境と調和のとれた農業生産活動

規範（農業環境規範）」に基づく点検や第三者からの説明の

記
録
は
ま
め
に

マ
メ
が
で
き
る
く

ら
い
に

ま
め
に
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求めなどに対し、過去の作物生産活動の内容が確認できるよう、肥料・農薬の使用状

況等が確認できる記録を保存することが不可欠です。記録は、農産物環境安全推進マ

ニュアルに基づくチェックシートをつけるまではもちろんのこと、少なくとも１年程

度は保存しておきましょう。

複数の農業者が共通して活用している記帳様式に沿って記録を作成、保存すること

によって、自らの取り組みを比較・検討しやすいばかりでなく、必要な場合に第三者

に対して取り組みを分かりやすく説明することが可能です。

ＪＡグループが推奨している「生産履歴記帳運動」は、栽培方法や収穫後の取り扱

い方法を定めた基準にしたがって生産を行い、その際に使用した、肥料・農薬等の資

材や作業の内容を栽培履歴記入票に記入する運動です。こうしたことを実行していれ

ば、マニュアルに対する基本的な第一歩は、すでにほぼできているといえます。

参考

○「生産履歴記帳運動」とは、次のような取り組みです。

① 適切な生産基準を設定し、

② その基準に基づいて適切な生産管理・記帳を行い、

③ 生産基準ごとに農産物を分別管理し、

④ 記帳内容に基づく情報を取引先・消費者に提供する。

○「生産履歴記帳運動」のねらいは、

① 適切な生産管理による農産物の安全の確保

② 記帳内容に基づく情報提供による安心の確保

③ 記帳による生産者の「無実の証明」

④ 記帳に基づく農業技術・経営の見直し

⑤ ＪＡの販売主体としての体制強化

⑥ 農業の現場からの情報発信

⑦ 「平等」から「公平」への事業システム改革の第一歩です。

「ＪＡ生産履歴記帳運動マニュアル」

（全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会）より
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((((2222)))) 情報情報情報情報のののの収集収集収集収集にににに努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう

農作物の生産に伴う環境対策や、農産物の安全対策などに適切に対処するには新た

な知見や必要な情報の収集に努めることが大切です。また、消費者や流通関係者の意

見に耳を傾けることも必要です。

例えば、農業改良普及課、市町村、ＪＡ等が発信する情報誌・パンフレット・チラ

シ、インターネットの情報サイト、専門誌又は書籍などを通じて、知識や情報を入手

するとともに、講演、研修会などに参加することなどが重要です。

作物の生産活動に伴って環境にどのような影響があり、また、農産物の安全を脅か

す要因には何があり、それにはどのような対処が可能かなど、適切な知識や情報を有

していることが重要です。方法は様々であって差し支えありませんが、知識や情報を

得るための取り組みを行うことが不可欠です。

なお、農産物環境安全推進マニュアルの実践に際して、その考え方の習得、理解に

努めることもこうした取り組みのひとつと言えます。

アアアア 環境対策環境対策環境対策環境対策

環境対策についていえば、土づくり、肥培管理等環

境保全型農業や省エネに関する研修を受講して情報収

集し、それを参考にして実践することが重要です。ま

た、生産活動に伴って発生する環境への影響と対処法

に関する知見・情報に加え、影響を受ける地域の自然

環境や生活環境についての知見・情報を収集すること

も有意義です。ほ場やほ場周辺、周辺の里地・里山等、

地域にどのような生物がいるか、地域の水利はどのよ

うになっているか、水質への影響の出やすさはどうか、

地域住民が快適に生活する上で支障となっている点は

ないか、などについて情報を得、生産活動との関係を

気に留めることが、よりよい生産活動を模索するとき

のヒントになるでしょう。

イイイイ 安全対策安全対策安全対策安全対策

安全対策についていえば、自分が生産した農産物が出荷後にどのように流通し、ど

のような店舗でどのように販売され、どのように消費されているかの情報を収集する

ことが有意義です。最終的には、農産物は食べ物として口に入るものですから、そう

いうイメージをきちんと頭に浮かべながら生産、調製、出荷作業を行うことは、おの

ずから安全に気をつけることにつながります。

また、このような環境対策や安全対策に関する情報収集に努めることは、農業者自

身のためだけではなく、その取り組みを消費者にアピールすることにより、消費者と

のコミュニケーションを深める手段ともなります。

情
報
集
め

耳
を
大
き
く

目
も
大
き
く
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((((3333)))) 情報情報情報情報のののの発信発信発信発信にににに努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう

蓄積した正確な情報を積極的に発信し、消費者とのコミュニケーションを築くこと

は、消費者の安心・信頼の確保につながります。

しかし、これまで農業者は、あまりコミュ

ニケーションを重視していませんでした。産

地では、「いいものを作ってさえいれば、必

ず消費者に分かってもらえる」という言葉を

聞くことがありますが、生活の中で情報があ

ふれている今日、品質の優れた農産物を生産

していても、それを消費者に知ってもらわな

ければ、購入を期待することはできません。

消費者は、様々な事件などを通じて、農産

物に対する「不安」を少なからず持っていま

す。消費者の不安を取り除き、産地への信頼

度を高めることが、産地の振興のために必要

となります。産地への信頼度を高めるために

は、農業者の環境対策や安全対策への取り組みを情報として発信し、消費者等とのコ

ミュニケーションを深めていくことが必要です。

情報を発信するための方法としては、消費者、流通関係者との意見交換会や交流会

の実施、農産物そのものへの表示、インターネットやマスコミを使った宣伝、産地に

おけるイベントの実施などがあります。

情
報
は

心
も
の
せ
て

幅
広
く

消費者との意見交換会
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５ 環境配慮、安全確保、安心・信頼のためのチェックシート

((((1111)))) 生産要素生産要素生産要素生産要素とととと要因要因要因要因のののの設定設定設定設定

これまでみてきた、農業生産による環境負荷の低減、農産物の安全の確保、安心・

信頼の確立のために、農業生産の各段階で、どの項目に注意を払えばよいかを設定し

ていく必要があります。

農産物の生産には、「人」、「生産基盤」（栽培に必要な土壌や水など）、「生産資材」（肥

料や農薬など）、「栽培管理」（施肥や農薬の使用方法など）、「機械・用具」（農作業機

械など）、「生産物」（生産されたものの取り扱い）、「廃棄物」（作物残さや使用済みプ

ラスチックフィルムなどの処理）の７つの要素が関係しています。

これらの７つの要素について、このマニュアルで重要なキーワードとしている「環

境」、「安全」及び「安心・信頼」のために必要な項目を整理したものが次の表です。

要因
環境 安全 安心・信頼

生産要素

農薬・肥料等資材の 農薬の取扱、農作業 情報収集による知識習
人

取扱 安全、健康管理 得

ほ場、施設、土壌、
生産基盤 立地条件 適切な生産基盤管理

水質の安全

環境に配慮した農薬、 安全に配慮した農薬、
生産資材の適正管理の

生産資材 肥料、たい肥等資材 肥料、たい肥等資材
記録

の適正管理、 の適正管理

環境に配慮した農薬、
安全に配慮した農薬、

肥料、たい肥等資材 適切な栽培計画と栽培
生産管理 肥料、たい肥等資材

の適正使用、エネル 管理の記録
の適正使用

ギーの使用

省エネルギーに配慮 事故等を未然に防止 適切な機具等の使用記
機具・用具

した機具等の使用 する機具等の点検 録

生産物 環境に配慮した出荷 残留農薬 適切な表示
形態 異物等の混入防止

廃棄物 適正な廃棄物処理 適正な廃棄物処理 廃棄物処理の記録

注：廃棄物処理とは、３Ｒあるいは４Ｒを基本とし、適正に処理することを言い

ます（１５ページ参照）
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・人
・生産基盤（水、土壌など）
・生産資材（肥料・農薬など）
・栽培管理
・機械・用具
・生産物
・廃棄物

関する要素

・環境

・安全

・安心・信頼

キーワード

チェックシート

農業生産に

環境や安全について配慮し
たい事項を、自らチェック
し、記録として残します
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((((2222)))) 管理項目管理項目管理項目管理項目のののの設定設定設定設定

前項の生産要素と要因の設定に基づいて、管理項目を次のように設定しま

す。

Ⅰ 人 Ⅰ-1 人に対する管理
Ⅰ-2 管理のための情報収集

Ⅰ-3 消費者との交流

Ⅱ 生産基盤 Ⅱ-1土壌（ほ場、周辺環境） Ⅱ-1-(1)土地の管理

Ⅱ-1-(2)土地の適性
Ⅱ-1-(3)土壌病害虫予防

Ⅱ-2水 Ⅱ-2-(1)栽培用の水

Ⅱ-2-(2)出荷調製用の水
Ⅱ-3施設・装備 Ⅱ-3-(1)施設・装備の管理

Ⅱ-3-(2)施設・装備の保守点検

Ⅲ 生産資材 Ⅲ-1作物 Ⅲ-1-(1)種苗等の選定
Ⅲ-1-(2)種苗等の受入

Ⅲ-2肥料・有 Ⅲ-2-(1)選定

機質資材 Ⅲ-2-(2)受入
・土壌改 Ⅲ-2-(3)保管
良資材

Ⅲ-3農薬 Ⅲ-3-(1)選定
Ⅲ-3-(2)受入

Ⅲ-3-(3)保管

Ⅳ 栽培管理 Ⅳ-1栽培計画
Ⅳ-2土づくり Ⅳ-2-(1)土層改良

Ⅳ-2-(2)有機資材施用
Ⅳ-3施肥 Ⅳ-3-(1)合理的施肥

Ⅳ-3-(2)望ましい施肥

Ⅳ-4ほ場・施設環境
Ⅳ-5施設衛生
Ⅳ-6かんがい水

Ⅳ-7病害虫対策 Ⅳ-7-(1)薬剤防除
Ⅳ-7-(2)危被害防止対策

Ⅳ-7-(3) ＩＰＭ

Ⅴ 機械・機具 Ⅴ-1適正管理
Ⅴ-2効率的使用

Ⅴ-3衛生的使用

Ⅵ 生産物 Ⅵ-1出荷調整

Ⅵ-2情報管理

Ⅶ 廃棄物 Ⅶ-1廃棄物の削減

Ⅶ-2廃棄物の再利用・再資源化
Ⅶ-3廃棄物の適正処理
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((((3333)))) チェックシートチェックシートチェックシートチェックシート

チェック項目の大半はふだんの農業生産において普通に行われていることですが、

この普通のことをしっかりと実行しているということを証明する記録を残すことが重

要です。まず、ふだん実行していることからチェックし、徐々にチェックできる項目

を増やすようにしていきましょう。

チェックシートチェックシートチェックシートチェックシートのののの見方見方見方見方
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環境・安全やろまいシート
チェック頻度

必 推 年 作 その区分 チェック事項
須 奨 一 付

回 前 都度

人 人に対する管理 健康を維持するため、定期検診を受けている。 ○ ○

手洗いを励行し、清潔な作業着を着用している。 ○ ○

体調が良くない時は、作業を行わないようにしている。 ○ ○

喫煙・飲食は決めた場所で行っている。 ○ ○

管理のための情報収 農産物の衛生的な取り扱いに関する資料を収集したり、研 ○ ○

集 修を受講している。

土づくり、肥培管理等環境保全型農業や省エネに関する資 ○ ○

料を収集したり、研修を受講している｡

農薬に関する資料を収集したり、研修を受講している。 ○ ○

消費者との交流 市場や小売業者、消費者とのコミュニケーションに努め、経 ○ ○

営に生かすようにしている。

生 土壌 土地の管理 ほ場の位置、面積等を記載した台帳を整備している。 ○ ○

産 （ほ場、 土地の適 土地のこれまでの利用状況や日当たり、排水性等につい ○ ○

基 周辺環 性 て、問題がないことを確認している。

盤 境） 土壌病害 土壌伝染性病害や土壌害虫の発生が少ないほ場を選択し ○ ○

虫予防 ている。

水 栽培用の水 水源（農業用水、地下水、水道、その他）が明らかな水を ○ ○

用いている。

出荷調製 洗浄水に水道水以外を使用する場合、衛生上支障のない ○ ○

用の水 水を使用している。

施設・装 施設・装備 施設、機械の概要を記載した台帳を整備している｡ ○ ○

備 の管理

施設・装備 重油タンクに防油堤を設置している。 ○ ○

の保守点検 ガソリンなどの揮発油は安全な容器に保管している。 ○ ○

生 作物 種苗等の 病害虫抵抗性品種など、農薬の使用回数の削減が可能 ○ ○

産 選定 な品種を選定している。

資 種苗等の 種苗は、購入伝票、品種名、使用農薬（使用方法、使用 ○ ○

材 受入 成分名と使用回数）等の記録を保管している。

肥料・有 選定 肥料は、登録・届出された表示があるものを選択している。 ○ ○

機質資 緩効性肥料など、環境に配慮した肥料を選択している。 ○ ○

材・土壌 たい肥などの有機質資材や土壌改良資材は、表示を確認 ○ ○

改良資 するなどして、原料の種類や主な成分の含有量が明らかな

材 ものを選択している。

注：必須項目のうち、明らかに該当しない場合には、産地のチェックシートから除くことができます。



44

チェック頻度
必 推 年 作 その区分 チェック事項
須 奨 一 付

回 前 都度

生 肥料・有 受入 購入伝票を保管している。 ○ ○

産 機質資 入出庫管理簿へ記録している。 ○ ○

資 材・土壌 保管 整理・整とん・清掃に努めている。 ○ ○

材 改良資 屋根のある場所に又はシートをかけて保管している。 ○ ○

材

農薬 選定 使用する作物の登録農薬であることを確認して購入している。 ○ ○

受入 購入伝票等を保管している。 ○ ○

入出庫管理簿へ記録している。 ○ ○

期限切れ農薬がないように在庫を確認し、適量の購入に努 ○ ○

めている。

保管 農薬は、カギをかけて保管するようにしている。 ○ ○

「毒物」、「劇物」に該当する農薬は、保管庫に「医薬用外 ○ ○

毒物」、「医薬用外劇物」の表示をしている。

農薬を別の容器へ移し替えないようにしている。 ○ ○

栽 栽培計画 栽培品種、施肥量、栽培時期、収穫時期、栽培方法など ○ ○

培 の計画を立てている。

管 連作障害を回避するため、輪作を導入している。 ○ ○

理 ほ場の裸地期間が短くなる栽培計画を立てている。 ○ ○

土づくり 土層改良 深耕等、透排水性の改善に努めている。 ○ ○

有機質資 たい肥などの有機質資材は、県の施肥基準又はＪＡ等の栽 ○ ○

材施用 培ごよみに従って施用している。

たい肥などの有機質資材を施用後、速やかに土壌と混ぜて ○ ○

いる。

農地への施用を委託した場合には、その実施状況を確認し ○ ○

ている。

施肥 合理的施肥 定期的に土壌診断を実施している。 ○ ○

県の施肥基準又はＪＡ等の栽培ごよみに基づいた施肥を行 ○ ○

っている。

望ましい施肥 緩効性肥料の利用や局所施肥など、環境に配慮した施肥 ○ ○

を行っている。

たい肥などの有機質資材の肥料成分を考慮した施肥を行っ ○ ○

ている。

ほ場・施設環境 作業の安全のため、ほ場・施設内外の整理・整とんに努めて ○ ○

いる。

暖房機の掃除を行い、冬期には二重被覆又は夜間の変温 ○ ○

管理を行うなど省エネに努めている。

施設内の温度を記録している。 ○ ○
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チェック頻度
必 推 年 作 その区分 チェック事項
須 奨 一 付

回 前 都度

栽 施設衛生 施設内の清掃に努めている。 ○ ○

培 施設にペット等動物を入れないように注意している。 ○ ○

管 施設内でネズミなどの小動物や、ハエ、ゴキブリなどの衛生 ○ ○

理 昆虫の痕跡や生息を確認した場合、防除又は駆除してい

る。

かんがい水 かん水に当たっては、流量計を目安にするなど、節水に努め ○ ○

ている。

病害虫 薬剤防除 使用する作物に登録のある農薬をラベルの使用基準どおり ○ ○

対策 使用している。

農薬を使用する場合は、農薬が身体に付着しないような服 ○ ○

装等に心がけ、マスクをかけて作業している。

農薬の入出庫管理簿を付け、在庫のチェックと計画的な利 ○ ○

用に努めている。

農薬を使用したときは、日時、農薬名、場所、対象作物、 ○ ○

使用量又は希釈倍数等を記帳している。

危被害防 粒剤等の飛散しくにい農薬を使用するようにしている。 ○ ○

止対策 散布機の風量、ノズル等に注意している。 ○ ○

風がほとんどない時間に作業を行うようにしている。 ○ ○

住宅地内や住宅地に近接した農地で農薬を散布する時に ○ ○

は､散布前に近隣住民に周知するようにしている｡

水田への農薬散布後３～４日は河川等に流出しないよう、 ○ ○

かけ流し、漏水等のない水管理に努めている。

使い残した散布液は散布むらの調整で使い切るようにしてい ○ ○

る。

防除に使用した衣類は、他の衣類と一緒にせず、必ず洗剤 ○ ○

を用いて洗うようにしている。

ＩＰＭ 適期防除のために、病害虫の発生状況を観察や予察情報 ○ ○

（総合的病 などで確認している。

害虫・雑草 病害虫の発生しにくい環境づくりのため、作期の移動、種子 ○ ○

管理） 消毒、マルチなど病害虫・雑草を予防する対策を取り入れ

ている。

化学農薬の使用を最小限にするため、防虫ネットなど化学 ○ ○

農薬以外の防除技術を組み合わせている。

同じ種類の農薬の連用を避けるなど、薬剤抵抗性を考慮し ○ ○

た防除を行っている。
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チェック頻度
必 推 年 作 その区分 チェック事項
須 奨 一 付

回 前 都度

機 適正管理 定期的に、運搬車両・機械・作業用具の点検・修繕を行っ ○ ○

械 ている。

・ 効率的使用 作業工程の工夫など、省エネに努めている。 ○ ○

機 衛生的使用 農業機械及び作業用具の洗浄や収穫用ハサミの消毒に努 ○ ○

具 めている。

生 出荷調製 帽子の着用などにより異物の混入を防止するなど、衛生に ○ ○

産 注意した農産物の調製を行っている。

物 作業前後には、出荷調製用の架台の清掃を行っている。 ○ ○

作業場にペット等動物を入れないように注意している。 ○ ○

作業場でネズミなどの小動物や、ハエ、ゴキブリなどの衛生 ○ ○

昆虫の痕跡や生息を確認した場合、防除又は駆除するよう

にしている。

作業場のトイレは定期的に清掃している。 ○ ○

手洗い後には、ペーパータオルを使用している。 ○ ○

貯蔵施設内の温度を記録している。 ○ ○

出荷用トラックには幌(ほろ)、シートをかけている。 ○ ○

情報管理（生産履歴 種子、肥料、農薬等に関する情報を記録し、収穫物につい ○ ○

の記録） ては収穫ほ場・収穫日・出荷日・出荷量等に関する記録を

保管している。

廃 廃棄物の削減 栽培、出荷調製等に用いる各種資材について、コンテナの ○ ○

棄 利用など廃棄物の出にくい資材を選定するようにしている。

物 廃棄物の再利用・ 作物残さについては、たい肥化したり、ほ場への還元を行うな ○ ○

再資源化 ど、リサイクルするようにしている。

廃棄物の適正処理 農薬の空き容器は地域で定められた回収・廃棄方法で処 ○ ○

理している。

期限切れ農薬は、販売店による回収に出すなど適正に処 ○ ○

理している。

ほ場や作業場から発生する被覆フィルム・こん包資材等を分 ○ ○

別して適正に処理し、その記録を保管している。
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６ 農産物環境安全推進マニュアルの導入手順

((((1111)))) マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの必要性必要性必要性必要性

農産物環境安全推進マニュアルを、各産地において導入するに当たっては、あらか

じめ産地の中で話し合いを進め、取り組みの体制やそれぞれの役割分担、手続き等を

合意して、農業者の総意によって取り組んでいくことが重要です。

農業生産は、個々の農業者がそれぞれで実施するものですが、ほとんどの場合は、

複数の農業者によって産地が構成され、○○産地として農産物が共同出荷されていま

す。

個人で何もかもが完結する場合には、自身でチェックシートをつけるだけでよく、

そこにもし問題があったとしても、責任は個人に帰せられることになります。しかし、

産地で実践しようとする場合には、一人の不適切な行動が産地全体に不利益をもたら

したり、産地に大きな責任を負わせることもあります。

したがって、産地を構成している農業者が、それぞれ何のために農産物環境安全推

進マニュアルを導入するのか、導入によって何を達成しようとするかを明確にしてお

く必要があります。産地＝組織としてもどのように農産物環境安全推進マニュアルを

導入し、運用していくかを明確にしなければなりません。

「○○産地のものは、品質のばらつきが大きい。」とか「一部の農家で登録外の農薬

が使用されたために○○産地は出荷停止になった」というような場合は、これまで個

々の農業者の資質が問われていましたが、実は産地を構成する組織の管理体制にも問

題があったといえます。

こうした問題を放置しておくと、産地の信頼は失われてしまいます。したがって、

産地の中で、「品質のばらつき」を少なくしたり、「適正な農薬使用」を進めるなど組

織としての仕組みを備えておく必要があります。

こうした仕組み作りが、マネジメントであるといえます。

品質管理品質管理品質管理品質管理のののの重要性重要性重要性重要性！！！！

ビジネスの世界では、「品質のばらつき」が少なく壊れにくいといわれる商品がよく売れます。

「品質のばらつき」が少なく、壊れにくい商品を作るためには、その生産の各工程で、一定の

品質を確保するための配慮がなされている必要があります。不良品を排除する仕組みや、そもそ

も不良品を出さないような工程に改善するなど、そういう仕組みづくりに成功した企業が消費者

の信頼をかち得ることができるのです。一方、いかに機能が先進的でも、壊れやすくばらつきが

多い商品は消費者の支持を得ることができないので、生き残ることが難しくなります。
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((((2222)))) 導入手順導入手順導入手順導入手順のののの概要概要概要概要

アアアア 目標目標目標目標のののの明確化明確化明確化明確化

いまや国内だけではなく、国際的な産地競争が進む中で、消費者・実需者のニー

ズに的確にこたえることができた産地のみが生き残ることができ、そうでない産地

は淘汰（とうた）されることになります。

こうした中、「①自分たちの産地に求められているニーズは何か。 ②ニーズに対

して産地としては、どんな農産物＝商品を提供できるのか。 ③そのためには、ど

ういう産地になっていかなければならないか。」をはっきりさせておく必要がありま

す。

イイイイ 産地版農産物環境安全推進産地版農産物環境安全推進産地版農産物環境安全推進産地版農産物環境安全推進マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの作成作成作成作成

明確にした目標と県が示した愛知県農産物環境安全推進マニュアルの内容を踏ま

えて、自分たちの産地に見合った産地版農産物環境安全推進マニュアルとしてのチ

ェックシートを作成します。

県が示した農産物環境安全推進マニュアルは、あくまで一般的な生産方式に基づ

いて記載していますので、産地の品目や作型によって要不要の部分があります。こ

れらを精査して作成していくことになります。

なお、こうした産地版農産物環境安全推進マニュアルは、産地としての技術を客

観化するという意味でも重要です。従来、一部のベテラン農家だけが持っていたノ

ウハウを、農産物環境安全推進マニュアルの中に落とし込んでいくことで、全体の

底上げを図るというメリットも期待できます。

ウウウウ 研修研修研修研修のののの実施実施実施実施

農産物環境安全推進マニュアルの導入の成否は、個々の農業者に対する意識改革

と、継続的な研修にあります。

産地を目的とする姿に変えていくためには、個々の農業者の目標が産地のあるべ

き姿とつながるようにしなければなりません。

まず、意識改革としては、農業者が農産物環境安全推進マニュアル導入のメリッ

トを認識することから始まります。このためには、何度も説明会等を開催し、なぜ

取り組もうとしているのか理解してもらうことから始まります。

個々の農業者が自分には関係ないという気持ちを取り除くことが大事です。

((((3333)))) 内部内部内部内部チェックチェックチェックチェックのののの実施実施実施実施

内部チェックは、産地の中でのマネジメントシステムの継続的な改善を進めるとと

もに、産地内での透明性の高い運用を図るためにも重要です。

したがって、内部チェックは、毎年１回は実施する必要があります。また、義務的

なものでなく、産地が一丸となってより良い産地づくりに取り組むためにも重要な手

段ですから、積極的な取り組みが必要です。



49

チェックの目的は、農産物環境安全推進マニュアルの基準に適合しているかどうか

をチェックするとともに、そのマネジメントシステムが効果を上げているかどうかを

チェックすることにあります。

改善すべき事項がある場合には、具体的に作業などを見直してもらい、実際に結果

を出してもらって、はじめてチェックを行う意味があります。単なる指摘で終わって

しまうようならチェックの意味はありません。

((((4444)))) 役割分担役割分担役割分担役割分担のののの明確化明確化明確化明確化

農産物環境安全推進マニュアルを導入する場合に、それぞれが何に取り組んだらよ

いかをあらかじめ決めておく必要があります。

個々の農業者の段階では、チェックシートをつけることが役割となります。

部会の役員や農協の職員は、組織の目標達成を意識してチェックシートの項目を選

定したり、個々の農業者に対して研修を実施したり、内部チェックを実施したりする

など、マネジメント機能を発揮することが期待されます。

こうした役割分担についても、産地の農業者が全員納得の上で決めておく必要があ

ります。



50

引用文献

（引用順）

○ IPCC第二次評価報告書：IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に

関する政府間パネル)(1995)

○ IPCC第三次評価報告書：IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に

関する政府間パネル) (2001)

○ ＩＰＭ実践指針：農林水産省(2005)

○ 食品中の残留農薬検査結果の公表について：厚生労働省(2004)

○ 衛生試験法：日本薬学会(2005)、金原出版（東京）

○ ＪＡ生産履歴記帳運動マニュアル：全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会

(2003)



51

関係機関

機 関 名 所 在 地 電話番号

農林水産部農業経営課 名古屋市中区三の丸三丁目1-2 052-961-2111㈹

尾張農林水産事務所農業改良普及課 名古屋市中区三の丸二丁目6-1 052-961-7211㈹

同 一宮支所 農業改 良普及 課 稲沢市小沢2-13-3 0587-21-2511

同課 江 南 駐 在 室 江南市木賀町大門65 0587-56-3703

海部農林水産事務所農業改良普及課 海部郡弥富町大字前ヶ平字川北49 0567-65-4312

知多農林水産事務所農業改良普及課 半田市出口町1-36 0569-21-8111㈹

西三河農林水産事務所農業改良普及課 岡崎市明大寺本町1-4 0564-23-1211㈹

同課 西 尾 駐 在 室 西尾市寄住町下田13 0563-57-4154

同 安 城農 業 改 良 普 及 課 安城市池浦町境目1 0566-76-2400

豊田加茂農林水産事務所農業改良普及課 豊田市小坂町2-49 0565-36-6639

同課 足 助 駐 在 室 豊田市足助町陣屋跡19-3 0565-62-0502

新城設楽農林水産事務所農業改良普及課 北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6-2 0536-62-0546

同 新 城農 業 改 良 普 及 課 新城市字石名号20-1 0536-23-2111㈹

東三河農林水産事務所農業改良普及課 豊橋市飯村町高山11-40 0532-63-3529

同 渥 美農 業 改 良 普 及 課 田原市加治町南恩中7-5 0531-22-0381

農業総合試験場 愛知郡長久手町大字岩作字三ヶ峯1-1 0561-62-0085㈹

同 東 三 河 農 業 研 究 所 豊橋市飯村町高山11-48 0532-61-6235

同 山 間 農 農 業 研 究 所 豊田市稲武町スソガエト11 0536-82-2029

同 作物研究部水田利用グループ 安城市池浦町境目１ 0566-76-2141

同 園芸研究部特産野菜グループ 海部郡弥富町大字前ヶ平字川北49 0567-65-4311

同 園芸研究部常緑果樹グループ 蒲郡市上ノ郷町上名取11-1 0533-68-3381

病害虫防除所（農業総合試験場環境基盤 愛知郡長久手町大字岩作字三ヶ峯1-1 0561-62-0085㈹
研究部病害虫防除グループ）



52

索 引

［あ］

……………………………………………………………………ＩＰＭ 15,16,17,19,40,44,49

……………………………………………………………………………………亜酸化窒素 12,13

…………………………………………………………………………………安全対策 34,36,37

［い］

……………………………………………………………………………………………異物 31,45

［え］

…………………………………………………………………………………………衛生動物 32

……………………………………………………………………………………塩類集積 3,5,10

［お］

…………………………………………………………………………………………オゾン層 11

………………………………………………………………………………温室効果ガス 3,12,13

［か］

……………………………………………………………………………………化学的防除法 19

…………………………………………………………………………化学農薬 15,16,17,19,44

…………………………………………………………………………………………化成肥料 10

……………………………………………………………………………………家畜ふん 9,10,28

………………………………………………………………………………カドミウム 25,26,30

…………………………………………………………………………………………空容器 14,24

…………………………………………………………………………………………カリ 9,10,30

…………………………………………………………………………………環境対策 34,36,37

………………………………………………………………………環境保全型農業 3,15,36,42

…………………………………………………………………………緩効性肥料 8,9,13,42,43

………………………………………………………………………………………外来生物 15,19

［き］

……………………………………………………………………………………局所施肥 8,10,43

……………………………………………………………………………………キーワード 2,38

［こ］

……………………………………………………………………………………耕種的防除法 18

………………………………………………………………………………………………耕盤 4,5

……………………………………………………………………………コーデックス委員会 26

［さ］

…………………………………………………………………………………栽培履歴 16,34,35



53

…………………………………………………………………………………残留農薬 20,34,49

［し］

………………………………………………………………………………………………ＣＯＤ 8

…………………………………………………………………………………ＪＡ 3,35,36,43,49

…………………………………………………………………………………………重金属 25,26

………………………………………………………………………………………情報の収集 36

………………………………………………………………………………………情報の発信 37

［す］

…………………………………………………………………………………………水質基準 30

［せ］

…………………………………………………………………………………生態系 12,15,16,19

……………………………………………………………………………………生物的防除法 18

……………………………………………………………………………施肥基準 3,5,6,8,26,43

…………………………………………………………………………………施肥診断ソフト 6,9

………………………………………………………………………………………施肥方法 8,10

…………………………………………………………………………………………全層施肥 10

［そ］

……………………………………………………………………………………………総量規制 8

［た］

…………………………………………………………………………………………大気汚染 12

………………………………………………………………………………………………湛水 26

………………………………………………………………………………………………単肥 10

…………………………………………………………………………………………………団粒 4

［ち］

…………………………………………………………チェックシート 35,38,41,42,46,47,48

……………………………………………………………………………………地球温暖化 11,12

……………………………………………………………………………………地球温暖化 11,12

……………………………………………………………………………窒素 6,8,9,10,12,13,30

［と］

……………………………………………………………………………………登録農薬 2,21,43

………………………………………………………………………………………導入手順 46,47

………………………………………………………………………………………土壌管理 3,26

………………………………………………………………………………土壌診断 3,10,13,43

……………………………………………………………………………………………土壌窒素 9

…………………………………………………………………………………………ドリフト 23

［に］



54

……………………………………………………………………………………二酸化炭素 12,13

［の］

……………………………………………………………………………農業改良普及課 6,36,50

……………………………………………………………………………………農業環境規範 34

［は］

………………………………………………………………………………………発生予察法 19

［ひ］

………………………………………………………………………………肥効調節型肥料 9,13

…………………………………………………………………………………飛散防止 15,19,23

…………………………………………………病害虫 14,15,16,17,18,20,22,31,40,42,44,50

……………………………………………………………………………病原微生物 28,29,30,32

…………………………………………………………………………………………ＢＢ肥料 10

［ふ］

……………………………………………………………………………………物理的防除法 17

［ほ］

……………………………………………………………………………………………保肥力 3,8

………………………………………………防除 15,16,17,18,19,20,22,31,32,40,44,45,50

…………………………………………………………………………ポジティブリスト制度 23

［ま］

……………………………………………………………………………マネジメント 46,47,48

［め］

…………………………………………………………………………………………メタン 12,13

……………………………………………………………………………………………面源負荷 8

［ゆ］

…………………………………………………………………有機質資材 3,4,5,6,9,26,42,43

［り］

……………………………………………………………………………………………流亡 9,10

………………………………………………………………………………………輪作体系 16,17

…………………………………………………………………………………………リン酸 9,10



55



56

愛知県農産物環境安全推進マニュアル

（技術解説）

平成１８年３月発行

愛知県農業総合試験場

〒480-1193

長久手町大字岩作字三ヶ峯１－１

電話(0561)62-0085（代表）

FAX (0561)63-0815


