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本書をご覧いただくにあたり、以下の点にご注意ください。

① 本書の内容は、せたな町の有機米生産販売グループ「せたなオーガニック倶楽部」の栽培事例と、同グ
ループと道南農業試験場、檜山農業改良普及センターが連携して平成26～30年度に取り組んだ現地実証成
果に基づいており、条件が異なる他の地域では適合しない場合があります。

② 有機農業では、地域の栽培条件に即して、農業者の創意工夫と試行錯誤の積み重ねに基づく多様な技術
が構築されています。本書で掲載した有機稲作技術は、当地域で一般に実施可能な範囲で整理しており、
唯一最適な技術として提案するものではなく、技術の類型化・統一化を行う意図もありません。

③ その他
・有機ＪＡＳ規格の認定取得を前提としています。
・育苗様式は、「せたなオーガニック倶楽部」慣行の中苗箱マットを前提に記述しています。
・プール育苗技術については、当地域における普及性が当面低いと考えられることから触れていません。
・アイガモ農法については、檜山農業改良普及センター発行の「水稲アイガモ農法栽培技術マニュアル
（平成24年２月）」で詳述しており、本書では割愛しています。

「水稲アイガモ農法栽培技術マニュアル」は、以下のURLからご覧いただけます。

http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/ss/nkc/gijyutu/aigamomanyuaru.htm



この度、道南農業試験場、檜山農業改良普及センターのご協力のもと有機肥料早期施肥技術、
新型除草機の導入、作業時間などたくさんの調査をまとめ、「有機稲作導入のてびき」を発刊
できたこと心より嬉しく思います。
2020年の東京オリンピックを控え、有機農産物の需要はますます増えています。また、有機

農業による新規参入者の希望も増加していると聞いています。
せたな町（旧瀬棚町）では平成９年より町内３戸の農家により、アイガモ農法による有機稲

作を開始し、そのお米を使用した日本酒の製造、有機米を学校給食に取り入れるなど先進的な
取り組みをしていました。平成15年には有機米専用の精米施設を建設し、順調に作付けも増え、
ピーク時は５戸の農家が有機稲作に取り組み６haの作付けがありました。しかし、当時40代だ
った人たちも今は60代となり、現在は２戸、2.5haまで減少しています。
渡島、檜山といった道南地方は比較的規模の小さな農家が多く、今後、どのようなビジョン

を持ち、地域社会を維持していくかが問われています。大規模化、スマート化、６次化なども
ひとつの方向性であると思いますが、有機農業もこの地方においてはその方向性のひとつと確
信しています。
この「てびき」はこのような確信の下、有機稲作で課題となっている、育苗技術、肥培管理、

そしてその導入を妨げる一番の要因となっている雑草管理に焦点をあて、４年に亘り実証試験
を継続し、まとめたものです。有機農業は収量性が低いと思われがちですが有機稲作が経済的
に成立する収量ラインを下回らないことが実証できましたので新規参入の方、また経営の一部
を有機稲作に置き換える方も安心して取り組める技術となっているものと自負しています。
まだまだ、工夫や改善の余地は多いと思いますが、有機農業はその土地や風土、歴史にあっ

た技術の確立が大切だと思います。この「てびき」を参考に皆さんの地域にあった技術を確立
し、お互いの技術を高めあうことができればと思います。

せたなオーガニック倶楽部 横山 一康

Ⅰ 発刊にあたって
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（２）販売リスクと生産リスクを考える

① 販売リスク

再生産可能な収益が得られる適正価格での販路の確保は、経営の成否を左右する重要な命題です。
販売方法は様々ありますが、有機農産物の価値を正当に評価して

くれる消費者・実需者に向けた直接販売が、全国的に見ても主流と
なっています（※）。
直接販売にあたり、既存の有機農業者グループに参加したり、す

でに取引のある実需者等の求めに応じて有機に転換するのであれば、
当面の販路はひとまず確保されますが、一から個人で行う場合には、
まず顧客の開拓から始めなければなりません。
顧客の獲得は、運の要素も絡み、絶対確実な成功法則はありませ

ん。最終的には、商品力と営業努力が問われることになります。
また、その後の顧客管理や、商品管理・発送等、慣行栽培の時に

はＪＡにお任せでよかった作業も、基本的に自前で行うことになり
ます。小口の取引が多いほど手間がかかるため、この労力を継続的
に確保できるかどうかも考慮しておく必要があります。

1 経営リスクを考える

（１）経営転換に伴うリスクを吸収できる経営かどうか

新部門の事業を始める際には、一定の経営リスクが伴います。有機農業も「作れば穫れる、穫れれば売れる、
売れれば儲かる」という保証はなく、転換に伴う減収・減益のリスクは当然発生します。
長年経験を培ってこられた稲作のプロでも、いざ取り組んでみたら慣行栽培と勝手が違い、とまどうことが

多いかも知れません。作るにも売るにも、想定以上の試行錯誤を継続的に強いられることになる可能性は低く
ありません。
有機稲作の導入は、現状で既存負債の償還圧が高い経営には初めから向きません。もし減収・減益となって

も、当面耐えられる経営的体力があることは、必須の条件です。

その他のリスク

販売と価格のリスク

・顧客・販路の開拓・確保

・価格設定

労働力(配分)のリスク
・労働力確保(高齢化、後継者)

・顧客管理

・オーガニックリスク（※）

・地域、周辺農家との軋轢

収量・品質のリスク

・病害虫や雑草、気象要因

・技術不足、管理不備

管理に手が

回らない！

発送作業が滞り、

お客さんから苦情が！

収量が不安定で

受注を増やせない！

｢有機｣なのに全然

美味しくないと言われた！

客離れがこわくて価格を上げ

られず、ほとんど利益が出ない！

品質には自信があるが、「高い」と言われる。

････手間がかかっているのに。

いつも来てくれていた出面さん、

今年から来られないって････

ホームページに上げてみたけど反応は

ちょっぴり。ほんとに売れるの････？

（※）オーガニックリスク：使用禁止資材

による汚染、コンタミ発生リスクのこと図１ 有機農業の経営リスク

Ⅱ 有機稲作を始める前に

顧客獲得は商品力＋営業努力の賜物

（※） 直接販売がある程度軌道に乗っても、計画より収穫量が多い、天候等で収穫時期がずれて出荷が一時期に集中する、あるいは取引
先の都合等で、生産物が宙に浮いてしまうリスクはついて回ります。生産余力との相談にはなりますが、基軸を直接販売に置きつつ、リスク
分散のため積極的に複数の販売チャネルを確保しておくと、人脈が広がり、新たな顧客開拓につながる可能性もあります。
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・ ・ ・

・ ・

・

・ ・ 売る手間が軽減でき、生産に専念できる ・ 価格が出荷・販売委託先の販売力に左右されやすい

・ 計画的に規模拡大しやすい ・ 手数料が発生する

・ ・ ・

・ ・

・

・ ・

・ 直売所(自営)

・ ・ 立地条件や品揃え等が悪いと期待するほど売れない

・ 人気が出たら出たで、運営に労力を割かれる

・ ・ ・

・

・ 手数料が発生する

お互い顔の見える取引、お客様との密接

な関係性がやりがいにつながる

大型直売所、スーパー
(専用コーナー)、アン
テナショップ等（生産
量によっては仲介業者
等）（買取含む）

売る手間が軽減できる上、一定程度買う
人の顔も見え、良い意味での競争意識が
商品力向上につながる

店頭での競争が厳しく思ったほどの売り上げにつながら
なかったり、商品補充等の手間が負担になることがある

イベント等で、納品先の要求に応えなければならないこ
とがある

単品目ごとの人気、作柄、価格相場に関
わらずセットで定額販売が可能で、安定
的な収益を確保できる

顧客数やニーズに応じた緻密な栽培計画･管理が必要で
経験に裏打ちされた高い技術が要求される

管理や収穫時作業の労働投下効率が悪く、規模拡大が困
難なため、人気が出ても簡単に受注を増やせない

無理な投資をせず、｢細く長く｣のスタイ
ルでやりたい人に向く

規模が小さいほど収益性にこだわらない｢趣味的農業｣の
性格が強まりやすい

委託
販売

主な販売方法

基幹品目型

少量多品目型

タイプ

生産効率上、一
定の栽培面積が
必要な土地利用
型作物を基幹品
目として経営の
中心に置き、余
力の範囲で補完
的な品目を栽培

個人またはグループ名
(ブランド名)で、一般
消費者、個人経営レス
トラン、企業(有機食
材取扱業者、外食チェ
ーン、化粧品会社等）
に契約販売

専門の仲介業者、ＪＡ
等（買取含む）

主に一般家庭向けに野
菜詰め合わせボックス
の定期宅配生鮮野菜を中心

に、リスク分散
を兼ねた多品目
・多品種栽培を
行い、消費者･
実需者にシーズ
ンを通して小口
で生産物を供給
する

メリット デメリット・リスク

直接
販売

直接
販売

委託
販売

少量多品目型と異なりある程度まとまっ
たロットでの取引が可能（安定的な大口
取引先の確保は、経営的なメリットが大
きい）

大口の取引ほど、倒産･閉店や経営方針の転換等、取引
先の都合による取引停止の経営的ダメージが大きい

リスク分散のため小口取引を増やすと、顧客管理の手間
も増える

お互い顔の見える取引、お客様との密接
な関係性がやりがいにつながる

顧客の開拓や管理、商品管理･発送等、基本的にすべて
自分達で行う必要がある

お互い顔の見える取引、お客様との密接
な関係性がやりがいにつながる

顧客の開拓や管理、商品管理･発送等、基本的にすべて
自分達で行う必要がある

② 生産リスク

生産リスクとは、採算ベースに足る収量・品質（※）を安定的に確保
できない可能性のことです。
有機農業では「土づくりによって作物が健全に育ち、生物相のバラン

スも取れ、病害虫は大きな問題にならない」という考え方がありますが、
実際には病害虫の発生が許容範囲内に収まる保証はなく、気象経過に起
因する生育不良、雑草害等を含めた減収・品質低下リスクは、慣行栽培
より高いと見るのが一般的です。
生産リスクは、販売リスクと異なり、裏も表もない絶対的なリスクで

す。本書も、生産リスク軽減に重きを置き、栽培技術を中心とした内容
となっています。

表１ 当地域で想定される有機農業の経営タイプと販売方法のメリット･デメリット

ただし、直接販売には、慣行栽培で全量ＪＡ出荷していた時に
は味わえないやりがいがあります。メリットとデメリットは表裏
の関係にあることが多く（表１）、多分に相対的な性格を持つた
め、経営者の考え方、受け止め方によっては過大に評価する必要
のないリスクとも言えます。

現状、有機農産物は差別化・高付加価値化商品としての地位を
確立し、底堅い需要があります。高い商品力で顧客を掴み、安定
的な収益を確保している経営は少なくありません。
一方で、有機農産物が一般の消費者に広く浸透しているとは言

い難く、楽観できる販売状況でもありません。
有機農産物の価値を消費者に理解してもらうため、有機農業者

は様々な形でＰＲ活動に取り組んでいます。こうした地道な努力

も、重要なリスクヘッジとなります。
イベント販売は一般消費者と交流する絶好の機会
（コープさっぽろ「食べる・たいせつフェスティバルin函館」）

（※）消費者が有機農産物に期待するのは、主に「美味しさ」と「安全性」であることが、意識調査等で明らかになっています。
化学物質由来の食品リスクに対してリスクレスであることは、有機・オーガニックとして販売する以上当然のことですから、求められる品質と

は有機農産物ならではの「美味しさ」です。「有機的農法で作られただけの美味しくない農産物」では、商品力を担保することはできません。
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有機栽培を始める圃場の選定は、生産リスクに直接関わる重要なポイントです。
化学合成農薬や化学肥料による対症療法的な対応を行わない有機栽培において、圃場条件はきわめてシビア

に栽培難度に直結するからです。
しかも、有機に転換した圃場は、有機専用の圃場として固定的に使用することになり、後で不都合があった

からと言って、簡単に他の圃場と入れ替えるというわけにはいきません。
圃場の選定は、十分に検討し、慎重に行ってください。

また、有機への転換は、収穫・調製の最少ロットを目安に少ない面積から始め、経験を積むに従って段階的
に面積を広げていきましょう（本項もその前提で記述しています）。
有機と慣行を並行して手がけると、作業効率が低下し、コンタミのリスクも高まりますが、ここは経営とし

てのリスク軽減を優先しましょう。

2 有機に転換する圃場を選定する

（１）圃場選定の条件とポイント

① 条件の良い圃場を優先的に有機に転換する

有機農業では、「有機農産物の生産の原則」に則り、土づくり
を特に重視します。
“土づくり”という言葉は便利使いされやすいので注意が必要

ですが、堆肥等の有機物を投入すれば魔法のようにどんな土でも
良くなるというものではありません。土質や排水性等、施用した
有機物が有効に機能するための土壌条件が必要です。
有機転換は、すでにしっかりと土づくりを行ってきた圃場か、

有機物の施用による物理性、生物性等の改善を阻害しない土壌条
件を確保できる圃場から始めてください。
その他、表２を参考に、できるだけ栽培上の阻害要因が少なく、

早期に有機栽培を軌道に乗せやすい圃場を選びましょう。

② 作業性・拡張計画も考慮した圃場配置

高齢化等で労働力の確保が難しくなる中、有機農業においても、
機械化による作業の効率化・省力化は不可避となっています。雑
草防除のように、手取り作業の負担を軽減するためには、慣行栽
培以上に機械力に頼らなければならない作業もあります。
他の作業機械の多くは慣行栽培と共通で、地耐力等、機械作業

で要求される圃場作業性の確保も変わりません。
ただし、重大なオーガニックリスクであるコンタミ防止のため、

有機圃場の収穫作業は慣行圃場と厳密に隔離されていなければな
らず、効率的に作業できる圃場配置を考慮する必要があります。
同時に、今後の有機栽培面積の段階的拡大、将来的な機械装備

の変更まで見据えた計画的な配置であることも求められます。

■ 有機農産物の生産の原則 （有機JAS規格）■

農業の自然循環機能の維持増進を図ることを目的として、

・化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本とする

・土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる

・農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用した
圃場において生産される

４



ポイント 備　　考条件

水尻からの漏水に注意する。

十分な用水を確保でき
適切な水管理が行える
こと

水口、水尻が整備されていること
深水管理(15cm以上)が可能なこと

水管理や防除等で連携が必要な近
隣圃場の所有・管理者と良好な関
係が築けていること

後々近隣とのトラブルを生まないために重要。
近隣の慣行栽培農家の理
解が得られること

水

土
壌

地力の高い圃場である
こと

時期によって、上流の利用状況が用水供給量に影響する場合は注意が
必要。

前歴期間や冷害危険期に必要な深水管理が行えること。

慣行栽培圃場と物理的(機能的)に隔離されていることは当然であるが、こ
れを視覚的な説得力で裏付ける努力も必要である。緩衝地帯の整備が
必要になる場合もある。

適切な水管理とともに、化学合成農薬や化学肥料を使用した慣行栽培
圃場からの漏水・流入を防ぐためにも重要。

畦畔によって近接した慣行栽培圃場
等と物理的・視覚的に明確な隔離
が可能なこと

定期的なあぜ塗りの実施等、メンテ
ナンスが行えること

病害虫の発生が少ない
圃場であること

風通しが良く、山の陰などで日が遮
られないこと
病害虫の常発圃場・地区でないこと

雑
草
・
病
害
虫

有機栽培では、発生後の病害虫に対して可能な防除手段がきわめて限
られるため、常発圃場は初めから避ける。
地区内で病害虫の発生源と見なされたり、逆に防除が行き届かない近隣
圃場からの病害感染・害虫移動リスクが高いこともあり、トラブルを避ける
意味でも周辺の発生状況をよく把握して判断する必要がある。

排水路が整備されてい
ること

近隣圃場の所有者と連携し、清掃
等メンテナンスが行えること

通常発生する程度の大雨で、排水路からの逆流がしばしば起こるような圃
場は避ける。

雑草の発生が少ない圃
場であること

慣行栽培中に適切な雑草対策が
行われ、既発生の雑草が少ないこと

有機栽培では、雑草対策が管理上重要なポイントとなるため、既発生雑
草は少なければ少ないほどよい。特に、多年生雑草多発圃場はできるだ
け避ける。

しっかりしたあぜがあるこ
と（高さ、強度）

地力が低い圃場は雑草が優占しやすく、管理しづらい。地力向上対策を
行っても、改善には時間がかかるため、可能なら最初から地力の高い圃場
で始める方が、有機栽培を早期に軌道に乗せやすい。

排水性(水はけ)の良い
圃場であること

所有地であれば、土壌の排水性・
保水性は経験的に把握されているこ
とがほとんどであるが、可能なら土壌
断面調査を行い、地下水位や下層
土の性状等も含めて把握できている
こと

排水不良圃･湿田では、多年生雑草増加、有機物分解遅延、機械作
業の精度低下・遅延等、弊害が多い。新たに排水改善を行うにはコストと
時間がかかり、有機栽培の要となる土づくりを停滞させることにもなるので、
できるだけ排水良好な乾田で始めることが望ましい。

保水性(水保ち)の良い
圃場であること

いわゆる｢ザル田｣では適切な水管理が難しく、田面の露出により雑草種
子が発芽しやすくなる等、雑草対策の難度が上がる。

土壌診断により確認されていること

通水期間中に用水の利用に制約を
受ける期間がないこと

表２ 圃場選定の条件とポイント

慣行栽培で除草剤を用いて雑草対策を徹底していると、
転換初期の雑草はそれほどうるさくありません。有機栽培
年数を重ねるにつれ、雑草密度は上がってきます。
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有機農産物の
生産の原則
(第2条(1))

農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、
土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減し
た栽培管理方法を採用した圃場において生産すること

生産の方法に
ついての基準
(第4条)

圃場（周辺からの使用禁止資材の飛来・流入防止、圃場履歴等）、種子及び苗、肥培管理、有害動植物の防
除、一般管理、育苗管理、収穫以後の工程に係る管理等
※播種・植付前２年以上（多年生作物は収穫前３年以上）及び栽培中の化学合成農薬・化学肥料等使用禁止、遺伝子
　 組み換え種苗使用禁止等についてはここで書かれています

有機農産物の
表示(第5条)

名称の表示、関連する表示基準

生産及び保管
に係る施設

生産に係る施設(圃場等)及び保管に係る施設が、｢有機農産物の日本農林規格｣第4条に適合していること

生産行程の管
理又は把握の
実施方法

生産行程管理責任者に、次の職務を行わせること
■生産行程の管理又は把握に関する計画の立案及び推進、生産行程に生じた異常等に関する処置又は指導
■生産行程に関する事項、生産行程の管理・把握に係る記録作成及び記録・根拠書類の保存に関する事項、苦
　 情処理、生産計画の策定、登録認定機関に関わる事項等について内部規定を具体的かつ体系的に整備
■内部規定に従い生産行程管理・把握に関する業務の適切な実施、内部規定の定期的な見直し、従業員への
　 周知

生産行程の管
理又は把握を
担当する者の
資格及び人数

■生産行程管理担当者として、次のいずれかに該当する者を1人以上置くこと
　①大学で農業生産に関する単位を取得して卒業した者で、農業生産又は農業生産に関する調査研究・指導経
　　 験が1年以上ある者
　②高校卒業又は同等以上の資格を持つ者で、農業生産又は農業生産に関する調査研究・指導経験が2年以
　　 上ある者
　③農業生産又は農業生産に関する調査研究・指導経験が3年以上ある者
■生産行程管理担当者が1人の場合はその者、複数の場合はその中から1人を生産行程管理責任者として選任し
　 認定機関の指定講習会で有機農産物の生産行程管理又は把握に関する課程を修了していること

格付の実施方
法

■生産行程の検査に関する事項、格付の表示に関する事項、格付後の出荷等及び出荷後に規格不適合であった
　 場合の対応に関する事項、格付に係る記録作成及び保存に関する事項、登録認定機関に関わる事項等につい
　 て、規定を具体的かつ体系的に整備していること
■格付に関する規定に従い格付及び表示に関する業務が適切に実施され、その結果として格付表示が適切に行わ
　 れること、また名称の表示が｢有機農産物の日本農林規格｣第5条に定める方法で適切に行われることがそれぞれ
　 確実と認められること

格付を担当す
る者の資格及
び人数

■生産行程管理担当者と同じ資格要件に該当する者であって、認定機関の指定講習会で有機農産物の格付に
　 関する課程を修了した者1人以上(ただし適正な格付を行うのに必要な人数以上)を格付担当者として置くこと
■格付担当者が複数の場合はその中から1人を格付責任者として選任していること

有機農産物
についての生
産行程管理
者の認定の
技術的基準

(H28.6.1)

有機農産物
の日本農林
規格＿＿＿
(H29.3.27)

Ⅲ有機ＪＡＳ規格認定の取得について

1 有機ＪＡＳ規格の認定事業者＝有機農産物生産行程管理者になる

（１）有機で生産した米を｢有機米｣と表示して売るなら

国の登録認定機関から「有機農産物の生産行程管理者」として認定されると、
生産した米をＪＡＳ規格に基づいて格付し、包装・容器等に有機ＪＡＳマーク
を貼ることができるようになります。

ＪＡＳ認定の取得はあくまで任意ですが、米は「ＪＡＳ規格が制定されてい
る有機農産物」に該当し、ＪＡＳマークの貼付（表示）がなければ「有機米」

や「オーガニック米」などと表示して販売することはできません。

本書では有機ＪＡＳ規格認定
の取得を前提としています

（２）有機農産物の生産行程管理者として認定されるには

「生産行程管理者」とは、個人またはグループ(組織)を単位とする「事業者」のことです。
有機稲作は、認定を受ける事業者の区分が「有機農産物の生産行程管理者」となります。精米は「加工」

に該当せず、自ら生産した米の精米を行う場合は「有機農産物の生産行程管理者」認定で有機表示が可能で
す。他の認定生産行程管理者（事業者）が生産した米の精米を請け負う場合は、別に「小分け業者」の認定
を受ける必要があるので注意してください。 生産工程管理者が行う小分け業務については、小分け業者の
認証取得が不要となりました。
「有機農産物の生産行程管理者」として認定されるには、表１の基準を満たして、農林水産大臣の登録を

受けた認定機関に申請し、認定を受けなければなりません。

表１ 有機ＪＡＳ規格認定の基準（概要）
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道内計 道南計 江差町 せたな町 今金町
檜山
小計

函館市 北斗市 七飯町 森町 八雲町
渡島
小計

北農会 51 1 0 1 1

ACOH 78 3 2 2 1 1

HOSK 35 1 1 1 0

ACCIS 81 15 2 2 4 3 2 3 2 1 11

計 245 20 1 4 2 7 3 2 4 3 1 13

檜山管内 渡島管内
認　定
機関名

3 登録認定機関を選ぶ

2 認定の流れ

（１）道内にある認定機関を選ぶのがベター

「認定を行う区域」と「事業所の所在地」がともに北海道である登録認定機関は下表のとおりです。
この他に、業務区域に北海道を含む道外の機関はいくつもありますが、

・申請前に参加が義務づけられている指定講習会は、認定機関の所在地周辺で開催されることが多い
・実地検査の際、検査料等の基本手数料以外に検査員の旅費・交通費が実費としてかかる

････ことから、特に理由がない限り、あえて遠方の認定機関を選ぶメリットは見当たりません。認定後も
検査は毎年行われ、長いおつきあいになりますので、道内の認定機関が何かにつけ便利だと思われます。
どの認定機関を選ぶかはご自身の判断ですが、認定機関ごとに手数料の設定等も少しずつ異なりますので、

まずは各機関のホームページで内容を確認した上で、直接問い合わせてみるとよいでしょう。

登録

番号
登録認定機関名 所在地 電話番号／ホームページ

公益財団法人 011-242-2285

特定非営利活動法人 011-398-6400

北海道有機認証協会：略称ACOH（アコー） http://www.acohorg.org/

特定非営利活動法人 011-676-8386

北海道オーガニック推進協会：略称HOSK（ホスク） http://www.hosk.jp/

株式会社 011-375-0123

北海道有機認証センター：略称ACCIS（アッシス） http://www.accis.jp/

第58号
060-0061  札幌市中央区南１条西10丁目４番地150
 南大通ビルアネックス3F

第81号
060-0061  札幌市中央区南１条西10丁目1-2
 SDDビル3F

第95号
060-0807  札幌市北区北7条西6丁目2番地34
 SKビル7F

第54号 北農会　有機農産物検査・認証センター
060-0002  札幌市中央区北２条西１丁目10番地
 ピア2.1  5F http://www.hokunoukai.com/

ninsho/framepage.htm

（２）檜山、渡島管内の有機農産物生産行程管理者認定状況

認定機関を選ぶにあたって、ご自身が営農を行う近在で認定を取られている事業者と同じ認定機関を選ぶの
も有効です。情報を交換したり、申請や検査の際の助言も得やすいでしょう。
認定を受けた事業者は、各認定機関のホームページで事業者名、所在地等の情報が公開されていますので、

参考にしてください。

平成31年3月現在 各認定機関の認定事業者リストより有機農産物生産行程管理者のみ抜粋

指定講習会の受講は、生
産行程管理責任者、格付担
当者の資格要件として申請
前に義務づけられているも
ので、ここが申請準備のス
タートではないという点に
注意してください。
基準を満たし、申請書類

を作成・提出できるまでが
長い道のりとなりますから、
審査を受ける認定機関を早
い段階で決め、必要な助言
を受けながら進めるのが効
率的です。

適
合
＝

認
定
書
交
付

登
録
認
定
機
関
の
選
定

認
定
機
関
の
指
定
講
習
会
受
講

申
請
書
類
の
作
成
・
提
出

書
類
審
査

実
地
検
査

判
定

・認定機関

への問合せ、

相談

【不適合】

→是正

【不適合】

→是正

※詳細は国や認定機関のホームページ等で確認できます

７
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【１】有機ＪＡＳ規格に関することを調べるには

インターネットで各登録認定機関のＷｅｂサイト（以下ホームページと表記）を見たり、直接認定機関や関係機
関等に問い合わせて確認する以外に、ご自身で情報を集める場合は、まず農林水産省のホームページをご覧になる
とよいでしょう。

●農林水産省 「有機食品の検査認証制度」のページ（平成31年３月現在）

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

本書における有機ＪＡＳ規格関係事項は、主に以下の資料を引用元または参考としており、これらはすべて上記
のホームページにアクセスすれば閲覧できます。

■有機農産物の日本農林規格（平成29年４月26日施行）
■有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ＆A（平成29年６月現在）

■有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書（平成28年４月改訂版）

【参考】

【２】「別表」について

（１）「別表」
有機ＪＡＳ規格では、「生産の原則に則った栽培で生産が困難な場合に使用可能な資材」として「別表」が

定められています。本書でもこの後度々触れることになるので、ここで説明します。

・別表１：肥料及び土壌改良資材
・別表２：農薬
・別表３：種菌培養資材
・別表４：薬剤
・別表５：調製用等資材

このうち、別表４の「薬剤」は、収穫以後の工程に係る管理、具体的には施設におけるネズミ、害虫等対策
用に使用される資材で、病害虫等を防除する目的での農産物への使用、収穫物への接触は認められていません。
ここでは、栽培に直接関係する別表１、２のみ掲載します。

（２）「別表」記載資材
「別表」で記載されている資材名は、基本的に一般名称あるいは原料・原体名で、具体的な商品名等は明記

されていません。有機ＪＡＳ規格には個々の資材を「有機適合品」として認定する制度がなく、使用にあたっ
ては、必ず資材ごとに適合性の評価、使用可否の判断が要求されます。
メーカー等が、別表等の基準に適合していることを十分確認した上で、有機ＪＡＳ規格で使用可能な資材で

あることを表示するのは禁じられていませんが、個々の資材の適合性評価、使用可否判断は、最終的に登録認
定機関が行うので、表示があっても無条件で使用可能というわけではないことに注意が必要です。
農水省のホームページには、登録認定機関による資材評価に基づく「有機農産物のＪＡＳ規格別表１への適

合性評価済み資材リスト（平成28年３月31日時点）」が掲載されていますが、このリストに記載された資材で
あっても、メーカー段階で原材料や製造工程等に変更があれば、あらためて適合性を評価する必要があります。

このほか、有機ＪＡＳ規格、有機稲作について、以下のホームページ、掲載資料等が参考になります。

●独立行政法人 農林水産消費安全技術センター（FAMIC） 「JASに関する情報」のページ（平成31年３月現在）

http://www.famic.go.jp/syokuhin/jas/index.html

･･･農林水産消費技術センターと肥飼料検査所、農薬検査所が統合して発足した、農林水産省所管の行政執行法人で、肥料・
土壌改良資材や農薬の情報も正確で豊富なため、農林水産省のホームページと併せて活用するとよいでしょう。

●一般社団法人 有機JAS資材評価協議会のページ（平成31年３月現在）

http://www.yuhyokyo.com/

･･･登録認定機関の共同設立で発足し、資材等の適合性評価を行っています。北海道に拠点を置く４認定機関はすべて正会員
となっており、資材リストに掲載された資材は、適合性評価済みとして取り扱われます。

●一般財団法人 日本土壌協会 「事業報告書等のご案内」のページ（平成31年３月現在）

「有機栽培技術の手引［水稲・大豆等編］」－平成23年度生産環境総合対策事業

http://japan-soil.net/report/reports.html

･･･たいへん詳細な有機稲作技術資料です。全国版ですが、寒冷地稲作にもページが割かれています。

８



【３】「別表１ 肥料及び土壌改良資材」について

－[外部導入資材に関する規定]有機農産物の生産に使用できる資材は、次の３つの条件をすべて満たす必要がある。

※一部経過措置、例外規定あり

～「有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書」平成28年４月改訂版(農林水産省食料産業局)

◆有機ＪＡＳ規格・別表１（下表）に掲載されており、その基準を満たすもの
◆製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの
◆その原材料の生産段階において組換えＤＮＡ技術が用いられていないもの

→本則基準として、原則別表１
のすべての資材に該当

（３）適合性の評価、判断
既述のとおり、資材の適合性評価、使用可否判断は、事実上登録認定機関に委ねられています。
具体的には、使用する資材のメーカーから原材料や製造工程に関する資料を取り寄せ、認定機関に使用可否の確

認を取ります。評価が済み、使用可の連絡を受けるまで、原則としてその資材は使用できません。新たに導入する
資材はもちろんですが、同じメーカー・銘柄の資材を継続的に使用する場合でも、原材料や製造方法が変更になれ
ば、その都度適合性評価・使用可否の確認が必要になります。
これは、不適合資材を使用してしまうリスク回避を目的としたルールですが、臨機応変な資材変更・使用は事実

上できないということでもあります。
資材ごとの確認における注意事項等は、経過措置、例外規定等も含めて「有機農産物及び有機加工食品のＪＡＳ

規格のＱ＆Ａ」「有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書」で詳述されています。

（４）自家製資材について
「別表」関連は、基本的に外部導入資材に係る規定ですが、堆肥やぼかし肥料等を自分で製造する場合において

も、使用する資材は「別表」に適合すると判断されるものを用いなければなりません。
例えば、別表１に記載の「発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材」は、基準で「家畜及び家きんの排せつ

物に由来するもの」と限定されているため、人糞を使用することはできません。
また、自家製資材の原料を外部から調達する場合は、外部導入資材と同様に評価が必要になります。

その他、有機ＪＡＳ規格に関する規則や情報は、「別表」関連だけでも詳細かつ多岐に及ぶため、認定機関の助言
を受けたり、農水省、認定機関等のホームページから情報を収集するなどして、正しく理解しておく必要があります。

肥料及び土壌改良資
材

基　準

①ほぼ植物、残渣そのものに近い形態のもの。木酢液や植物の

　抽出液のような加工を施しているものは[43]でみる。

②原則として原材料の製造(植物の生産工程)は問わない(慣行農

　法由来の草木も可)。

②排せつ物となって以降の収集､運搬､発酵･乾燥･焼成等の工程

　で化学物質の添加は不可。外部から導入する場合、畜産農家

　に対し凝集促進材、殺虫剤等が使用されていないか確認。

③敷料は、建築廃材を原材料としていないこと。

④家畜･家きん飼料(牧草･濃厚飼料)原材料の栽培方法、遺伝子

　組換えの有無、抗生物質等の確認は不要。

⑦生ふん尿は発酵､乾燥､焼成していないので不適合。

※加工家きんふん肥料(肥料登録されているもの)、微生物(堆肥

　等の発酵促進の目的で使用される)の別項あり

[03] 油かす類
天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油
の抽出を除く。)を行っていない天然物質に
由来するものであること。

※エタノール(食品)、焼酎(食品)、焼酎廃液や発酵粕、コーンス

　ターチ(未発酵)、おから(未発酵)等16の別項あり

②配合肥料の原材料として使用されている場合は個々の原材料

　について評価。

※骨粉、魚粉･魚粕･フィッシュソリュブル等７の別項あり

別表１　肥料及び土壌改良資材

備　　考（※）

[01]
植物及びその残さ由
来の資材

植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を
行っていないものであること。

【例】稲わら、もみ殻、落ち葉、剪定枝

[02]
発酵、乾燥又は焼成
した排せつ物由来の
資材

家畜及び家きんの排せつ物に由来するもので
あること。

【例】牛ふん、豚ふん、鶏ふんなど家畜や家きんの排せつ
　　物由来のもの

[04]
食品工場及び繊維工
場からの農畜水産物
由来の資材

天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油
の抽出を除く。)を行っていない天然物質に
由来するものであること。

【例】菜種かす、おから、コーンスターチ、ふすまなど食
　　品や繊維工場の残さ

[05]
と畜場又は水産加工
場からの動物性産品
由来の資材

天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであること。

【例】骨粉、魚かす

９



④原材料の由来に関する追加基準がないので、原材料の製造工

　程(化学合成添加物等の使用の有無)は問わない。

※コーンスターチ(発酵)、おから(発酵)の別項あり

[07] バーク堆肥
天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

①木材の生産段階で使用された資材は確認不要、刈取り後また

　は伐採後に化学的処理を行った木材を用いたものは不適合。

②腐熟促進材として尿素･硫安を使用したものは不適合。

[08]
メタン発酵消化液(汚
泥肥料を除く)

家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタ
ン発酵させた際に生じるものであること。た
だし、し尿を原料としたものにあっては、食

用作物の可食部分に使用しないこと。

②｢可食部分に使用しないこと｣とは地上部を食用にする農産物に

　直接散布しないことをいう。

[09] グアノ

[10] 乾燥藻及びその粉末 ②酸･アルカリ処理のあるものは不適合。

[11] 草木灰
天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

②草木の生産段階で使用された資材は確認不要、刈取り後また

　は伐採後に化学的処理を行ったものは不適合。

[12] 炭酸カルシウム

天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを
含む。)であること。

②製造工程に造粒工程がある場合、造粒材の有無を確認。

（Q&A15-9）貝化石肥料等は本項に含み、使用可

[13] 塩化加里
天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海
水又は湖水から化学的方法によらず生産され

たものであること。

（Q&A15-8）使用が不可欠な加工助剤の使用は認められる

[14] 硫酸加里
天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであること。

[15] 硫酸加里苦土 天然鉱石を水洗精製したものであること。

[16] 天然りん鉱石
カドミウムが五酸化リンに換算して１kg中

90mg以下であるものであること。

[17] 硫酸苦土
天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

[18] 水酸化苦土 天然鉱石を粉砕したものであること。

[19] 軽焼マグネシア

[20]
石こう(硫酸カルシウ

ム)

天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

[21] 硫黄 告示1005号により化学合成であっても認められる。

[22]
生石灰(苦土生石灰を
含む)

天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであること。

[23] 消石灰 上記生石灰に由来するものであること。 ①告示1005号により化学合成であっても認められる。

[24]
微量要素(マンガン､
ほう素､鉄､銅､亜鉛､

モリブデン及び塩素)

微量要素の不足により、作物の正常な生育が
確保されない場合に使用するものであるこ

と。

①告示1005号により化学合成であっても認められる。

[25] 岩石を粉砕したもの

天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであって、含有する有害
重金属その他の有害物質により土壌等を汚染

するものでないこと。

[26] 木炭
天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

②木の生産段階で使用された資材は確認不要、刈取り後または

　伐採後に化学的処理を行ったものは不適合。

③自家製の木炭についても同様に評価する。

[27] 泥炭

天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。ただし、土
壌改良資材としての使用は、野菜(きのこ類

及び山菜類を除く。)及び果樹への使用並び
に育苗用土としての使用に限ること。

②土壌改良を目的とするほ場への施用、融雪剤としての使用は

　不可。

　育苗用土の他、ぼかし肥の原材料として使用することは可。

[28] ベントナイト

[29] パーライト

[30] ゼオライト

[31] バーミキュライト

[32] けいそう土焼成粒

[33] 塩基性スラグ
トーマス製鋼法により副生するものであるこ

と。

[34] 鉱さいけい酸質肥料
天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであること。

[35] よう成りん肥

天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであって、カドミウムが

五酸化リンに換算して１kg中90mg以下である
ものであること。

[36] 塩化ナトリウム
海水又は湖水から化学的方法によらず生産さ
れたもの又は採掘されたものであること。

（Q&A15-8）使用が不可欠な加工助剤の使用は認められる

天然物質又は化学的処理を行っていない天然

物質に由来するものであること。

[06]
発酵した食品廃棄物
由来の資材

食品廃棄物以外の物質が混入していないもの
であること。

【例】生ごみ、食品廃棄物を原料とするたい肥

10



※➀ 使用禁止資材の飛来・流入防止措置には、防風ネット設置、あぜ・緩衝地帯の整備等が考えられますが、圃場の
状況により必要な対策が異なることから、措置が適切かどうかの最終的な判断は登録認定機関に委ねられます。

※➁ 禁止資材の使用中止を以て、
有機的管理(転換)を開始した
ものと見なされます。北海道
の稲作では、最後に慣行栽培
を行った年の翌年から２シー
ズン、基準に従い有機的管理
による作付を行うことで要件
に適合します。

[37]
リン酸アルミニウム
カルシウム

カドミウムが五酸化リンに換算して１kg中
90mg以下であるものであること。

①告示1005号により化学合成であっても認められる。

[38] 塩化カルシウム ①告示1005号により化学合成であっても認められる。

[39] 食酢
①告示1005号により化学合成された食酢であっても認められる

　ため、合成酢も可。

[40] 乳酸
植物を原料として発酵させたものであって、
育苗用土等のｐＨ調整に使用する場合に限る
こと。

[41] 製糖産業の副産物

①本項製糖産業とはさとうきび、甜菜から製糖することを指す。

②副産物とは糖蜜･糖･廃糖蜜･バガス･石灰乳等を指す。

④製糖工程における化学的処理の有無は問わない。

※別項ぶどう糖は[04]または[06]、製糖産業以外から産出される

　廃糖蜜は[04]の項でみる。

[42]
肥料の造粒材及び固
結防止材

天然物質又は化学的処理を行っていない天然
物質に由来するものであること。ただし、当
該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止
材を製造することができない場合には、リグ
ニンスルホン酸塩に限り、使用することがで
きる。

②肥料の製造工程に造粒工程、固結防止目的の添加材がある

　場合に適用。

④⑤リグニンスルホン酸塩は告示1005号により化学合成であっ

　ても認められる。ただし使用の理由を確認。

[43]
その他の肥料及び土
壌改良資材

植物の栄養に供すること又は土壌を改良する
ことを目的として土地に施される物(生物を
含む。)及び植物の栄養に供することを目的
として植物に施される物(生物を含む。)で
あって、天然物質又は化学的処理を行ってい
ない天然物質に由来するもの(組換えＤＮＡ
技術を用いて製造されていないものに限
る。)であり、かつ、病害虫の防除効果を有
することが明らかなものでないこと。ただ
し、この資材は、この表に掲げる他の資材に
よっては土壌の性質に由来する農地の生産力
の維持増進を図ることができない場合に限
り、使用することができる。

③農薬と見なされるものは本項で認められない。

※植物抽出液､焼酎､原材料として添加する酵素(商品名に｢○○

　酵素｣と記載しているものは厳密には酵素にあたらず、微生物

　資材など別の分類に該当するものが多いので注意)､微生物資

　材(ほ場や作物に直接使用する場合)等５の別項あり

（※） 備考欄の①、②･･･は「有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書」第１章1.2 「別表１の対象資材における個別判断
手順書」確認の手順及び確認時の注意点に対応。（Q&A**-*）は「有機農産物及び有機加工食品のＪＡＳ規格のQ&A」に対応。
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■有機農産物の日本農林規格(平成29年３月)■
第４条 生産の方法についての基準〈ほ場〉より
➀ 周辺からの使用禁止資材飛来・流入防止のため、必要な措置を講じていること。
➁ 種苗、肥培管理等について、次の期間、第４条の基準に従い有機的管理により生産を行っていること。
・多年生作物(果樹・茶木・アスパラガス等)：最初の収穫前３年以上
・多年生以外の作物：播種または植付前２年以上（←有機稲作）
※２年以上使用禁止資材が使用されていない新規造成地、非耕作地の場合はそれぞれ１年以上。
※転換開始後、最初の収穫前１年以上基準に従い有機的管理を行うと、以降｢転換期間中｣と見なされます。

３年目～
・有機JAS認証取得

０年 １年目 ２年目

・禁止資材の使用中止

・基準に従い生産 ・基準に従い生産

有機米としては

出荷できません
転換期間中 有機米慣行栽培

         ↑
有機的管理

開始

↑
有機的管理の
開始から１年

↑
有機的管理の
開始から２年

■有機に転換し、有機米として出荷できるようになるまでの期間



農　薬 基　準

[02] なたね油乳剤 ・なたね油乳剤は水稲に登録がない。

[03] 調合油乳剤 ・調合油乳剤は水稲に登録がない。

[04] マシン油エアゾル ・マシン油エアゾルは水稲に登録がない。

[05] マシン油乳剤 ・マシン油乳剤は水稲に登録がない。

[06] デンプン水和剤 ・デンプン水和剤は水稲に登録がない。

[07]
脂肪酸グリセリド乳
剤

・脂肪酸グリセリド乳剤は水稲に登録がない。

[08] メタアルデヒド粒剤 捕虫器に使用する場合に限ること。
・捕虫器(流出しない容器)での使用のみ可。散布は不可。

・北海道の稲作では、使用場面が想定されない。

[09] 硫黄くん煙剤 ・硫黄くん煙剤は水稲に登録がない。

[10] 硫黄粉剤 ・硫黄粉剤は水稲に登録がない。

[11] 硫黄・銅水和剤 ・硫黄･銅水和剤は水稲に登録がない。

[12] 水和硫黄剤 ・水和硫黄剤は水稲に登録がない。

[13] 石灰硫黄合剤 ・石灰硫黄合剤は水稲に登録がない。

[14]
シイタケ菌糸体抽出
物液剤

・レンテミン液剤

[15]
炭酸水素ナトリウム
水溶剤及び重曹

・炭酸水素ナトリウム水溶剤は水稲に登録がない。

・重曹は特定防除資材(特定農薬)であるが、水稲への薬効は

　認められていない。

[16]
炭酸水素ナトリウム
・銅水和剤

・炭酸水素ナトリウム･銅水和剤は水稲に登録がない。

・ピペロニルブトキサイドを含む資材は貯穀用除虫菊剤(PGP)が

　該当する(使用できない)。

・除虫菊乳剤、ピレトリン乳剤は水稲に登録がない。

別表２　農薬
備　　考（※）

[01]
除虫菊乳剤及びピレ
トリン乳剤

除虫菊から抽出したものであって、共力剤と

してピペロニルブトキサイドを含まないもの
に限ること。

【４】「別表２ 農薬」について

生産の方法（第４条）－有害動植物の防除の項

耕種的防除（※１）、物理的防除（※２）、生物的防除（※３）又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより有害動植
物の防除を行うこと。ただし、農産物に重大な損害が生ずる危険が急迫している場合であって、耕種的防除、物理的防除、
生物的防除又はこれらを適切に組み合わせた方法のみによってはほ場における有害動植物を効果的に防除することができない
場合にあっては、別表２の農薬（組換えＤＮＡ技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。）に限り使用することができる。

※１ 耕種的防除
作物及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物

の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。
※２ 物理的防除

光、熱、音等を利用する方法、古紙に由来するマルチ（製造工程において化学的に合成された物質が添加されてい
ないものに限る。）若しくはプラスチックマルチ（使用後に取り除くものに限る。）を使用する方法又は人力若しくは機
械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。

※３ 生物的防除
病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物若しくは有害動植物が忌避する植物

若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその生育に適するような環境の整備により有害動植

物の防除を行うことをいう。

別表２は、「やむを得ない場合」に使用可能な農薬のリストで、使用が無制限に認められているというわけでは
ないことに注意してください。
これらの農薬は、有効成分が化学合成されたものであっても使用を認められています。
また、農薬取締法に基づく登録農薬であることを前提としており（特定防除資材（特定農薬）に指定される食酢、

重曹等を除く）、慣行栽培と同様に農薬使用基準を遵守しなければならないことはいうまでもなく、不適切な使用
は農薬取締法違反となります。

・適用のある作物以外に使用しないこと
・使用量の規制のある農薬は、規制量を超えて使用しないこと
・希釈倍率の規制のある農薬は、定められた希釈倍率を下回って（濃い濃度で）使用しないこと
・定められた使用時期を守ること
・成分ごとの総使用回数を守ること（種苗期の使用を含む）

本書に掲載した別表２備考欄は、本書執筆時点の登録内容に基づき、使用が認められる可能性のある資材の商品
名を記載していますが、既述のとおり使用を推奨するものではありません。
また、執筆時点で登録が有効である農薬のうち、本書発行時点で販売・流通に関する取扱いが未定または変更の

可能性があることがメーカーに確認できた資材は、記載を見送っています。
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[17] 銅水和剤
・ボルドー、ドイツボルドーＡ

・銅水和剤は水稲に登録のない資材が多いので注意。

[18] 銅粉剤 ・撒粉ボルドー粉剤ＤＬ、Ｚボルドー粉剤ＤＬ

[19] 硫酸銅

[20] 生石灰

[21] 天敵等生物農薬 ・Ｑ＆Ａ16-2に該当資材一覧が掲載されている。（下表）

[22]
天敵等生物農薬・銅
水和剤

・銅・バチルス ズブチリス水和剤が該当し(Ｑ＆Ａ16-3)、水稲に

　登録がない。

[23] 性フェロモン剤
農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有す
る物質を有効成分とするものに限ること。

・｢有機農産物のＪＡＳ規格別表等資材の適合性判断基準及び手

　順書(H28.4)｣2.1.2.3.に記載された資材は水稲に登録がない。

[24] クロレラ抽出物液剤 ・クロレラ抽出物液剤は水稲に登録がない。

[25] 混合生薬抽出物液剤 ・混合生薬抽出物液剤は水稲に登録がない。

[26] ワックス水和剤 ・該当する資材がない(失効)。

[27] 展着剤
カゼイン又はパラフィンを有効成分とするも
のに限ること。

・パラフィンを有効成分とする展着剤は水稲に登録がない。

[28] 二酸化炭素くん蒸剤 保管施設で使用する場合に限ること。

[29] ケイソウ土粉剤 保管施設で使用する場合に限ること。 ・該当する資材がない(失効)。

[30] 食酢

・食酢であれば合成酢も可。ただし食酢以外を混合した｢あわ

　せ酢｣は該当しない。

・特定防除資材(特定農薬)であり、稲のもみ枯細菌病、ばか苗

　病、ごま葉枯病への薬効が認められている。

[31] 燐酸第二鉄粒剤 ・北海道の稲作では、使用場面が想定されない。

[32]
炭酸水素カリウム水
溶剤

・炭酸水素カリウム水溶剤は水稲に登録がない。

[33]
炭酸カルシウム水和
剤

銅水和剤の薬害防止に使用する場合に限るこ
と。

・炭酸カルシウム水和剤は水稲に登録がない。

[34] ミルベメクチン乳剤 ・ミルベメクチン乳剤は水稲に登録がない。

[35]
ミルベメクチン水和
剤

・ミルベメクチン水和剤は水稲に登録がない。

[36] スピノサド水和剤 ・スピノエースフロアブル

[37] スピノサド粒剤 ・

[38] 還元澱粉糖化物液剤 ・還元澱粉糖化物液剤は水稲に登録がない。

[39] 次亜塩素酸水
・特定防除資材(特定農薬)であるが、水稲への薬効は認められ

　ていない。

ボルドー剤調製用に使用する場合に限るこ
と。

・単体での使用は不可。

・硫酸銅、ボルドー液用生石灰ともに水稲に登録がない。

【補】［21］天敵等生物農薬の項に係る該当資材

（※） 備考欄は、平成31年3月末現在の登録状況に基づく、資材の水稲での使用可否を整理した。また、「有機農産物及び有機加工食品のＪＡＳ規
格のQ&A（H29.6）」、「有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書（H28.4）」、「特定農薬（特定防除資材）として指定され
た資材（天敵を除く。）の留意事項について（H26.3 各都道府県知事宛通知、農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長）」別紙等
の関連事項を参考とした。

ＢＴ水和剤 （虫）チューンアップ顆粒水和剤

タラロマイセス フラバス水和剤 （菌）タフブロック、タフブロックＳＰ

トリコデルマ アトロビリデ水和剤 （菌）エコホープ、エコホープＤＪ

バチルス シンプレクス水和剤 （菌）モミホープ水和剤

バチルス ズブチリス水和剤 （菌）ボトキラー水和剤

（※） 「有機農産物のJAS規格別表等資材の適合性判断基準及び手順書（H28.4）」第２章2.1.2.4
天敵等生物農薬（平成28年４月５日現在）記載の資材のうち、平成31年3月末現在で水稲に登
録がある資材（一部資材は記載見送り）

13


