
　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 3月29日

3月20日 1000倍　10ℓ 4月15日

3月29日

10月20日 全量 10月20日

4月15日 20 5月6日

4月15日 40 4月18日

6月20日 30 6月26日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月4日 0

殺虫・殺菌 5月3日

殺虫・殺菌 5月6日 2

除草 5月7日 5月6日 1

除草 5月20日

殺虫 8月2日

除草 6月5日 2

6月28日 1

8月11日 1

6 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 川村重雄 松崎克広 白野智久
　住所 燕市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成24年10月20日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
268.16

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年10月3日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4/17～24 5月6日
9月20日

実績報告時 9月21日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 27 0.017

育苗サム 0.001 1000倍　10ℓ 0.001

スーパー床土

健苗メイト 0.45 0.027

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ100 0.000 40 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.637
管理状況報告時 2.645

実績時 2.645

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 Dr．オリゼプリンス粒剤６ 1kg

（フィプロニル・プロベナゾール） (50g/20箱)

Dr．オリゼスタークル箱粒剤ＯＳ 0.9kg

(ジノテフラン、プロベナゾール) (50g/18箱)

本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップ粒剤 3kg

（エチプロール）

ツインスター1キロ粒剤 1kg

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

クリンチャーＥＷ 25ℓ/10a

管理状況報告時
実績時

(シハロホップブチル)

アルバリン粒剤 3kg

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

(ジノテフラン)

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月1日

4月10日 24 4月6日

4月20日 1000倍　10ℓ 5月1日 500倍 10 ℓ
4月1日 1000倍　10ℓ

4月15日 全量 4/21～23

4月15日 20 4月19日

4月15日 40 4月19日

7月5日 15

7月10日 10 7月22日

7月15日 10

7/22～23

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月4日 0

殺虫 5月3日 5/1～4 1

除草 5月7日 5/1～4 2

除草 5月20日 5月17日 2

殺虫 8月2日 8/10～12 1

6 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 坂爪節子 松崎克広 白野智久
　住所 燕市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月25日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
265.50

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月27日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4/21～23 5/1～4
9月20日

実績報告時 9月15日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54 0.033

スーパー床土 0.000 21.6 0.000

ハイタック294 0.001 0.001

カクサンアミノ 0.001

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ１００ 0.000 35～40 0.000

（追肥） スーパーケイサン 0.000

αペスカ１００ 0.000 18 0.000

αペスカ１００ 0.000

スーパーアミノ薬元764 18 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.638
管理状況報告時 2.634

実績時 2.634

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/18箱)

本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルフロアブル 500mℓ 500mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップフロアブル 500mℓ 500倍/25ℓ

（エチプロール）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月18日 60 4月16日

4月18日 24 4月17日

4月1日 1000倍　10ℓ 4月1日 1000倍 10 ℓ
5月2日 1 5月5日

10月15日 全量 4/18～20

4月15日 20 4月19日

4月15日 30 4月5日

6月20日 30 7月27日

7月5日 10 4月14日

7月15日 20 7月19日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月11日 0

殺虫 5月3日 5月7日 1

除草 5月7日 5月13日 2

除草 5月20日 5月22日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 星野俊一 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
401.57

収穫
計画時

平成24年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月17日 4/18～20 5/7～8
9月20日

実績報告時 9月19日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.029

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 48

19.2

カクサンアミノ 0.001 0.001

健苗メイト 0.060 0.0300.5

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

0.000

スーパーアミノ薬元764 0.000 20 0.000

スーパーケイサン 0.000 30

管理状況報告時 2.660

実績時 2.660
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.697

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.8kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)

ポッシブルフロアブル 500mℓ 500mℓ

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月16日

4月10日 24

5月2日 0.5

4月16日

5月1日 1000倍 10 ℓ
4月15日 全量 4月17日

4月15日 20 5月2日

4月15日 30 4月18日

4月15日 30 4月17日

6月20日 30 5月1日

7月15日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月11日 0

殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月10日 1

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

6 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 丸山利雄 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
132.31

収穫
計画時

平成24年9月25日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月16日 4月17日 5月7日
9月20日

実績報告時 9月15日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.033

スーパー床土 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

健苗メイト 0.060

新津床土 0.00021.6

0.001

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

美緑適

2.600

αペスカ１００ 0.000 60 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

0.000

ハイグリーン 0.000 20 0.000

スーパーケイサン 0.000 30

（追肥） αペスカ１００ 0.000

管理状況報告時 2.634

実績時 2.634
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 マーシェットジャンボ 500g 500ｇ

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500ｇ

（ブタクロール）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

15

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月11日

4月10日 24 4月11日

5月1日 1 5月8日

10月20日 全量 5月5日

4月15日 30 4月30日

7月5日 30 7月6日

7月5日 20 7月11日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月7日 0

殺虫 5月3日 5月9日 1

除草 5月7日 5月14日 2

除草 5月20日 5月25日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 丸山留太郎 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月7日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
212.87

収穫
計画時

平成24年9月15日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月11日 5月5日 5/9～10
9月20日

実績報告時 9月24日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.027

(苗共同) スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 45
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健苗メイト 0.060 0.060大島苗生産組合 1

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.145（基肥） 有機イリ粒状複合050号 2.145 30

（追肥） スーパーケイサン 0.000 30 0.000

0.000αペスカ１００ 0.000 20

管理状況報告時 2.232

実績時 2.232
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.241

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.75kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500ｇ

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了
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使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月5日

4月10日 24 4月10日

5月1日 1

4月15日 全量 4/30～5/1

4月15日 20 4月25日

4月15日 40 4月23日

6月20日 30

7月5日 10 7月10日

7月15日 15 7月17日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月1日 0

殺虫 5月3日 5月7日 1

除草 5月7日 5月13日 2

除草 5月20日

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

除草 5月28日 2

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 佐藤豊己 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
198.75

収穫
計画時

平成24年9月20日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月10日 4/30～5/1 5/8～10
9月20日

実績報告時 9月11日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.033

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

21.6

健苗メイト 0.060

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 40 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000

0.000

αペスカ１００ 0.000 18 0.000

スーパーケイサン 0.000 30

管理状況報告時 2.633

実績時 2.633
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)

ポッシブルジャンボ 500g

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

ツインスタージャンボ 400ｇ

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了
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使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月14日

4月10日 24 4月14日

5月1日 1

4月15日 全量 4/30～5/1

4月15日 20

4月15日 30

4月29日

6月20日 20 7月12日

7月5日 30 7月4日

7月15日 15 7月12日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月10日 0

殺虫 5月3日 5月10日 1

除草 5月7日 5月15日 2

除草 5月20日

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

除草 6月2日 2

7 回

7 回

7 回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時

管理状況報告時
実績時

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

（チオファネートメチル）

ツインスターフロアブル 500mℓ

（ジノテフラン）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルフロアブル 500mℓ

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.75kg

耕起前除草

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696
管理状況報告時 2.172

実績時 2.172

0.000

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

スーパーケイサン 0.000 30

2.145

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

有機粒状050号 30

αペスカ１００ 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

健苗メイト 0.060大島苗生産組合

0.027

(苗共同) スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 45
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区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/30～5/1 5月10日
9月20日

実績報告時 9月24日

収穫
計画時

平成24年9月22日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
146.39

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者
　氏名 佐藤巧 松崎克広 白野智久

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

20

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月4日

4月10日 24 4月14日

5月1日 1 5月5日

4月15日 全量 4月29日

4月15日 20 4月27日

4月15日 30 4月27日

6月20日 30 6月30日

7月5日 30

7月15日 15 7月13日

7月21日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月7日 0

殺虫 5月3日 5月7日 1

除草 5月7日 5月13日 2

除草 5月20日 5月24日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 石田一夫 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月4日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
79.92

収穫
計画時

平成24年10月2日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月14日 4月29日 5/7～8
9月20日

実績報告時 9月21日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.036

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 60

24

健苗メイト 0.060 0.0300.5

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

αペスカ１００ 0.000 10 0.000

スーパーケイサン 0.000

0.000αペスカ１００ 15

管理状況報告時 2.666

実績時 2.666
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 1kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×20箱)

ポッシブル1キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了
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使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月14日

4月10日 24 4月14日

5月1日 1 5月11日

4月5日 1000倍　10ℓ 4月8日 1000倍 10 ℓ

4月15日 全量 4/23～25

4月15日 20 4月22日

4月15日 20 4月22日

6月20日 30

7月5日 30 4月22日

7月15日 15 7月4日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月10日 0

殺虫 5月3日 5月12日 1

除草 5月7日 5月17日 2

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 渡辺正 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
356.94

収穫
計画時

平成24年10月1日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/23～25 5/12～13
9月20日

実績報告時 9月19日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.027

(苗共同) スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 45
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健苗メイト 0.060 0.045

カクサンアミノ 0.001 0.001

大島苗生産組合 0.75

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000

0.000

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

スーパーケイサン 0.000 30

管理状況報告時 2.673

実績時 2.673
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.697

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.75kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500ｇ

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月5日

4月10日 24 4月14日

4月15日 1000倍　10ℓ

5月1日 1 5月4日

4月15日 全量 4/22～24

4月15日 20 4月20日

4月15日 40 4月20日

6月20日 30

7月5日 30

7月15日 10 7月12日

7月19日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月11日 0

殺虫 5月3日 5月5日 1

除草 5月7日 5月14日 2

除草 5月20日 5月26日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

7 回

7 回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時

管理状況報告時
実績時

（チオファネートメチル）

（ジノテフラン）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ブタクロール、ACN）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg 1kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)

本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

耕起前除草

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.697
管理状況報告時 2.660

実績時 2.660

0.000αペスカ１００ 10

αペスカ１００ 0.000 10 0.000

スーパーケイサン 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 40 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

育苗サム 0.001

健苗メイト 0.060 0.0270.45

0.033

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

21.6

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/22～24 5/5～6
9月20日

実績報告時 9月20日

収穫
計画時

平成24年9月20日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
102.17

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月5日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者
　氏名 土田満 松崎克広 白野智久

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月14日

4月10日 24 4月14日

5月1日 1

4月15日 全量 4月20日

4月15日 20 4月18日

4月15日 40 4月18日

6月20日 30 6月25日

7月5日 30

7月15日 20 7月6日

使用予定日 使用日

除草 4月1日

菌増殖抑制 4月1日 4月10日 0

殺虫 5月3日 5月5日 1

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日 5月20日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

7 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 佐藤信一 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月18日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
124.23

収穫
計画時

平成24年9月20日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月14日 4月20日 5/5～6
9月20日

実績報告時 9月12日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.033

（苗購入） スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

21.6

健苗メイト 0.060大島苗生産組合

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 40 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

スーパーケイサン 0.000

管理状況報告時 2.633

実績時 2.633
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

（グリホサートイソプロピルアミン塩)

耕起前除草 サンフーロン液剤 500mℓ/10a

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 兆フロアブル 500mℓ 500mℓ

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×20箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500g

（ピラクロニル）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

計画時
管理状況報告時

実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了
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使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 3月31日

4月10日 24 4月11日

5月1日 1 5月5日

4月15日 全量 4/26～28

4月15日 30 4月25日

4月15日 20 4月25日

6月20日 20 6月28日

7月5日 30 4月25日

7月15日 15 7月6日

7月25日 15

6月30日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月8日 0

殺虫 5月3日 5月5日 1

除草 5月7日

除草 5月20日 5月25日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

5月10日 2

除草

7 回

7 回

7 回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時

管理状況報告時
実績時

（ペントキサゾン、ACN）

（チオファネートメチル）

クリアホープフロアブル 500mℓ

（ジノテフラン）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルジャンボ 500g 500g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)

本田 アークエース粒剤 3kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

耕起前除草

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.241
管理状況報告時 2.232

実績時 2.232

スーパーケイサン 30 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000

0.000

スーパーアミノ薬元764 0.000 30 0.000

スーパーケイサン 0.000 15

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

2.145

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

健苗メイト 0.060 0.0540.9

0.033

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

21.6

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

9月20日
管理状況報告時

4月11日 4/26～28 5/5～7
9月20日

実績報告時 9月24日

収穫
計画時

平成24年9月28日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
73.21

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月31日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者
　氏名 猪熊正己 松崎克広 白野智久

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了
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使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月3日

5月1日 1 5月1日

10月15日 全量 4月19日

4月15日 20 4月18日

4月15日 20 4月18日

6月20日 20 7月4日

7月5日 15

7月15日 20 7月19日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月3日 0

殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5月8日 1

除草 5月20日 5月30日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

6 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 堀浩則 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月3日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
143.70

収穫
計画時

平成24年9月17日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月7日 4月19日 5月3日
9月20日

実績報告時 9月21日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.033

健苗メイト 0.060 0.032

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 54

0.54

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

αペスカ１００ 0.000 15 0.000

スーパーケイサン 0.000

管理状況報告時 2.665

実績時 2.665
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500ｇ

（ブタクロール）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

12

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月5日

4月10日 24

5月9日

4月15日 全量 4月26日

4月15日 30

4月15日 30 4月25日

6月20日 30

7月15日 15

7月28日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日

温湯消毒 3月20日 60℃ 10 分 0

殺虫 5月3日

除草 5月7日

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫 8月2日 8月3日 1

殺菌 8月2日 8月3日 1

5月10日 1

7 回

5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 真野薫 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成　　年　　月　　日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
251.64

収穫
計画時

平成24年10月6日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月5日 4月26日 5月10日
9月20日

実績報告時

20箱/10a使用

0.036

肥料等の商品名

計画

スーパー床土 0.000

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

健苗メイト 0.064 0.004

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

0.022グリーン培土プラス

箱/10a使用

育苗期（床土） 36

区分

実績

0.0000.000 全量

有機入り粒状複合050号 2.145

αペスカ１００ 0.000 40

本田（土づくり） 稲わらすき込み

0.000

（基肥）

αペスカ１００ 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000

有機入り粒状複合050号 10 0.715

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.181
管理状況報告時 0.741

実績時

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

育苗期 プリンス粒剤 1kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈

本田 アークエース粒剤 3kg

（フィプロニル） （50g×20箱)

ポッシブルジャンボ 500g 500g

（ブタクロール、ACN）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

マーシェット1ｷﾛ粒剤 1kg

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

（ブタクロール）

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

17

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月19日

4月10日 24 4月21日

5月1日 1 5月11日

4月15日 全量 5月6日

4月15日 20 5月12日

4月15日 40 5月5日

6月20日 30

7月5日 30

7月15日 10 7月12日

7月25日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月18日 0

殺虫 5月3日 5月11日 1

除草 5月7日 5月14日 2

除草 5月20日 5月25日 2

殺虫 7月15日 7月28日 1

6 回

6 回

回

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時

管理状況報告時
実績時

(エチプロール)

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップ粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルフロアブル 500mℓ 500mℓ

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17箱)

本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.85kg

耕起前除草

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696
管理状況報告時 2.657

実績時

0.000αペスカ１００ 13

αペスカ１００ 0.000 10 0.000

スーパーケイサン 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000

2.600

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

健苗メイト 0.060 0.0260.425

0.031

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 51

20.4

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

9月20日
管理状況報告時

4月21日 5月6日 5/12～13
9月20日

実績報告時

収穫
計画時

平成24年10月2日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
99.93

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月5日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者
　氏名 吉竹義裕 松崎克広 白野智久

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

14

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月9日

4月10日 24 4月13日

5月1日 1 5月9日

全量 4/22～24

4月15日 30 4/22～24

4月15日 15 4月17日

6月20日 10

7月5日 15

7月15日 15 7月18日

7月25日 15 7月26日

使用予定日 使用日

除草 4月5日 4/11～12 1

菌増殖抑制 4月1日

殺菌 3月15日 0

殺虫 5月3日 5/8～12 1

除草 5月7日 5月14日 2

除草 5月20日 5月22日 2

除草 6月6日 1

6 回

7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈

（申請者は記入不要）

　氏名 志田昭平 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
252.39

収穫
計画時

平成24年9月25日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月13日 4/22～24 5/10～12
9月20日

実績報告時

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.026

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 42

25

健苗メイト 0.060 0.0420.7

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

2.145

スーパーケイサン 0.000 30 0.000

（基肥） 有機粒状050号 2.145 30

（追肥） ハイグリーン 0.000

αペスカ１００ 0.000 10 0.000

スーパーケイサン 0.000

0.000αペスカ１００ 0.000 10

管理状況報告時 2.213

実績時
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.241

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

(グリホサートカリウム塩)

耕起前除草 タッチダウンＩＱ 100倍/50ℓ 100倍/10ℓ

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.7kg

温湯消毒（委託） 60℃　10分

本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×14箱)

（ブタクロール、ACN）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg 1kg

3kg

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

（ベンタゾン）

バサグラン粒剤

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

管理状況報告時
実績時

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60

4月10日 24 4月7日

4月1日

4月15日 全量 4月21日

5月5日 20 5月13日

4月15日 20 4月21日

6月20日 30

7月5日 20

使用予定日 使用日

殺菌 4月1日 3月23日 1

殺虫・殺菌 5月3日 5月13日 2

除草 5月7日 5月14日 1

除草 5月20日

殺虫 8月2日 7月31日 1

殺菌 8月2日

除草 5月25日 2

8 回

7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）

　氏名 米山昭一 松崎克広 白野智久

栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1
025-374-2131

生産者 確認責任者

　℡ 025-374-2131 025-374-2132
　住所 三条市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月23日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
125.78

収穫
計画時

平成24年9月25日

4月10日 4月15日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

9月20日
管理状況報告時

4月7日 4月21日 5月13日
9月20日

実績報告時

区分 肥料等の商品名

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

スーパー床土 0.000 0.000

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036

24

デラックス三菱育苗培土 0.02145

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

1.200

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

（基肥） グリーンペースト1号 1.200 20

（追肥） ハイグリーン 0.000

有機入り粒状複合050号 1.430

管理状況報告時 1.221

実績時
県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.666

実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)
区分

農薬名 使用目的
（殺菌/殺虫/

除草等）

計画

耕起前除草

育苗期 Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６ 1kg 0.8kg

種子消毒 スポルッタク乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍希釈 1000倍希釈

本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（フィプロニル・プロベナゾール） （50g×20箱) （50g×20箱)

ポッシブルジャンボ 500g

（ブタクロール）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

トップジンＭゾル 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

ツインスタージャンボ 400ｇ

（チオファネートメチル）

管理状況報告時
実績時

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月1日

スーパー床土 4月10日 24 4月13日

カクサンアミノ 4月1日 1000倍　10ℓ 3月23日 1000倍 10 ℓ
4月15日 1000倍　10ℓ 4月23日 1000倍 10 ℓ
4月15日 1000倍　10ℓ 4月23日 1000倍 10 ℓ
4月20日 1000倍　10ℓ 4月23日 1000倍 10 ℓ
5月2日 1 5月6日

9月30日 全量 5/1～2

4月15日 30 5月3日

6月20日 30

7月15日 10

6月5日

6月24日

7月25日 15 8月12日

7月9日

7月16日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月9日 0

殺虫 5月3日 5月8日 1

除草 5月7日 5月13日 2

除草 5月20日

殺虫 8月2日

除草 5月24日 2

殺虫殺菌 8月3日 2

6 回

7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 知野清逸 松崎克広 白野智久
　住所 加茂市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月23日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
231.40

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月20日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 5/1～2 5/8～9
9月20日

実績報告時

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 48 0.029

0.000 21.6 0.000

0.001 0.001

育苗サム 0.001 0.001

育王 0.001 0.001

ハイタック294 0.001 0.001

健苗メイト 0.060 0.45 0.027

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30 2.145

（追肥） ハイグリーン 0.000

αペスカ100 0.000

ＮＰグリーン 6 0.180

スーパーケイサン 23 0.000

食味一番 0.000 10 0.000

スーパーアミノ薬元764 14 0.000
スーパーアミノ薬元764 18 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.245
管理状況報告時 2.385

実績時

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.9kg

（フィプロニル） (50g×20箱) (50g×18箱)

本田 アークエース粒剤 3kg 2.5kg

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルジャンボ 500g

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

ツインスタージャンボ 400g

管理状況報告時
実績時

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

(ジノテフラン、チオファネートメチル)

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 56

5月2日 1 5月4日

4月6日

9月30日 全量 4/27～29

4月15日 20 4月27日

4月15日 30 4月24日

6月20日 30 7月19日

7月5日 15

7月15日 20 7月7日

7月15日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月4日 0

殺虫・殺菌 5月3日 5月4日 2

除草 5月7日 5月9日 2

除草 5月20日

殺虫 8月2日

除草 5月18日 2

殺虫殺菌 8月3日 2

7 回

8 回

8 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 長崎剛 松崎克広 白野智久
　住所 加茂市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月24日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
122.67

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月20日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4/27～29 5/4～5
9月20日

実績報告時 9月17日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） ホーネンス培土 0.036

（苗購入） 健苗メイト 0.060 0.48 0.029

鵜森生産組合 ニューラミックス 47.6 0.026

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ100 0.000 20 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000

スーパーケイサン 0.000

αペスカ100 0.000 10 0.000

αペスカ100 7 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696
管理状況報告時 2.655

実績時 2.655

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 エコホープDJ（トリコデルマ アトロビリデ) 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 0.8kg

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g×20箱) (50g×20箱)

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

ツインスター1キロ粒剤 1kg

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

(ジノテフラン、チオファネートメチル)

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月6日

4月10日 1 5月3日

4月15日 全量 4/23～24

4月15日 20 4月22日

4月15日 30 4月22日

6月20日 30

7月5日 10 4月22日

7月15日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月1日 0

殺虫・殺菌 5月3日 5月3日 2

除草 5月7日 5月8日 2

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫 7月30日 7月20日 1

7 回

7 回

7 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 大橋福一 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月22日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成24年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
84.57

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成25年9月26日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4/23～24 5月4日
9月20日

実績報告時 9月21日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 48 0.029

(苗購入) 健苗メイト 0.060 0.4 0.024

伊藤農園

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ100 0.000 40 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000

スーパーケイサン 0.000 30 0.000

αペスカ100 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696
管理状況報告時 2.653

実績時 2.653

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 0.8kg

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g/20箱) (50g/16箱)

本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール、ACN）

ポッシブルジャンボ 500g 500g

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップ粒剤 3kg 3kg

（エチプロール）

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

20

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月6日

4月10日 24 4月6日

4月15日 全量 4月20日

4月15日 30

4月18日

4月18日

6月20日 20

7月10日 20

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月1日 0

殺虫 5月3日 5月1日 1

除草 5月7日

除草 5月20日 5月10日 2

殺虫 7月30日 8月4日 1

除草 5月3日 2

6 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 竹石直子 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月23日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成24年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
129.30

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月28日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4月20日 5月3日
9月20日

実績報告時 9月22日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 60 0.036

スーパー床土 0.000 24 0.000

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 有機粒状050号 2.145

米取物語332号 20 2.600

αペスカ100 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000

αペスカ100 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.181
管理状況報告時 2.636

実績時 2.636

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 1kg

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/20箱)

本田 兆１キロ粒剤 1kg

（ピラクロニル）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg 1kg

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップ粒剤 3kg 3kg

（エチプロール）

アークエース1キロ粒剤 1kg

(ブタクロール、ＡＣＮ)

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

19

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月8日

4月10日 24 4月13日

5月2日 1 5月2日

4月15日 全量 4月17日

4月15日 30 4月24日

6月20日 20 7月8日

7月10日 15 7月16日

7月18日 15 7月26日

使用予定日 使用日

除草 4月6日 1

菌増殖抑制 3月25日 4月11日 0

殺虫 5月3日 4月13日 1

除草 5月7日

除草 5月20日

殺虫 8月10日 8/9～10 1

除草 5月22日 2

除草 5月7日 1

5 回

5 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 藤田倉一 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月25日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月20日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成24年2月1日 平成25年8月20日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
139.30

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月27日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 4月17日 5/3～4
9月20日

実績報告時 9月12日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036 57 0.035

スーパー床土 0.000 22.8 0.000

健苗メイト 0.060 0.475 0.029

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 有機粒状050号 2.145 30 2.145

（追肥） ハイグリーン 0.000 30 0.000

αペスカ100 0.000 15 0.000

αペスカ100 0.000 20 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.241
管理状況報告時 2.209

実績時 2.209

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草 サンフーロン液剤 50ℓ

(ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩)

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 1kg 0.95kg

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/19箱)

本田 マーシェット１キロ粒剤 1kg

（ブタクロール）

ポッシブル1キロ粒剤 1kg

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

アルバリン粒剤 3kg 3kg

（ジノテフラン）

ツインスター1キロ粒剤 1kg

（ダイムロン、メタゾスルフロン）

兆1キロ粒剤 1kg

管理状況報告時
実績時

（ピラクロニル）

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

16

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 20枚 4月20日

4月20日 全量 4/21～24

4月15日 20 5月12日

4月15日 30 4月10日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月16日 0

殺虫 5月3日

除草 5月7日

除草 5月20日

殺虫 8月2日

除草 5月30日 2

除草 5月12日 2

殺虫・殺菌 8月6日 2

5 回

6 回

6 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 小林勝 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年4月1日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月5日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成25年2月1日 平成25年8月5日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積（延べ面積）
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
275.20

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月21日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月20日 4/21～24 5月12日
9/20～10/31

実績報告時 9月23日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） こめパワーマットＫタイプ 0.036 16 0.029

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ100 0.000 40 0.000

（追肥）

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.636
管理状況報告時 2.629

実績時 2.629

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 50ｇ/箱

（フィプロニル）

本田 マーシェット1キロ粒剤 1kg

（ブタクロール）

ポッシブルジャンボ 500g

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ

（ジノテフラン）

ツインスタージャンボ 400g

（ダイムロン、メタソスルフロン）

アークエース1ｷﾛ粒剤 1kg

管理状況報告時
実績時

(ブタクロール、ＡＣＮ)

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

(ジノテフラン、チオファネートメチル)

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時



　氏名
　住所
　℡

栽培責任者
　氏名 　氏名
　住所 　住所
　℡ 　℡

印 管理状況報告時 印 実績報告時 印

ｱｰﾙ

前作収穫終了

18

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60

4月10日 1

4月7日

4月15日 全量 4月15日

4月15日 20

4月15日 30

4月15日

6月20日 30

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月5日 0

殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日

殺虫 8月2日

除草 5月18日 2

5 回

4 回

4 回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　25　年 新潟しろくま会特別栽培米研究会 （申請者は記入不要）
栽培管理計画・記録・実績 新潟市南区新飯田2628-1

025-374-2131
生産者 確認責任者

　氏名 坂井友司 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-374-2131 025-374-2132

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成25年2月1日

実施日
平成25年3月31日

管理状況確認 平成25年8月1日 平成25年8月5日
収穫状況確認 平成25年9月20日 平成　　年　　月　　日

確認責任者の書類受領確認

計画時 平成24年2月1日 平成25年8月5日 年　　　月　　　日　

ほ場番号・所在地 作物名（品種）〔作型〕 栽培面積
別表1のとおり

米　（コシヒカリBL）
147.60

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成24年9月23日

4月10日 4月20日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月7日 4月15日 5月4日
9月20日

実績報告時 9月20日

区分 肥料等の商品名

計画 実績

20箱/10a使用 箱/10a使用

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

育苗期（床土） グリーン培土プラス 0.036

健苗メイト 0.060

新津培土エース 50.4 0.022

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000

（基肥） 米取物語332号 2.600

αペスカ100 0.000

スターコート265 40 2.360

（追肥） ハイグリーン 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 化学肥料の使用量合計（窒素成分kg/10a） 2.696
管理状況報告時 2.382

実績時 2.382

区分
農薬名 使用目的

（殺菌/殺虫/
除草等）

計画 実績 節減対象農薬
の成分回数

（回）（剤型、成分名も記入）
使用量

(kg・㍑/10a)
使用量

(kg・㍑/10a)

耕起前除草

種子消毒 ﾀﾌﾌﾞﾛｯｸ（ﾀﾗﾛﾏｲｾｽ ﾌﾗﾊﾞｽ） 200倍希釈 200倍希釈

育苗期 プリンス粒剤 50ｇ/箱 0.9kg

（フィプロニル） (50g×18箱)

本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）

ポッシブルジャンボ 500g

（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）

キラップ粒剤 3kg

（エチプロール）

ツインスタージャンボ 400g

(ダイムロン、メタゾスルフロン)

管理状況報告時
実績時

県ホームページでの住所、電話番号公開 希望する 希望しない

節減対象農薬の成分回数合計（回） 県認証基準9回以下
計画時


