
　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

新潟軽量培土 3月20日 60 3月23日
スーパー床土 4月10日 24 4月5日
カクサンアミノ 4月1日 1000倍　10ℓ 3月22日
育苗サム 3月20日 1000倍　10ℓ 4月20日
育王 4月10日 1000倍　10ℓ 4月20日
ハイタック294 4月20日 1000倍　10ℓ 4月27日
美緑適 4月26日 　500倍　10ℓ 4月27日
健苗メイト 5月2日 1 4月30日
稲わらすき込み 10月18日 全量 10月18日
有機入り粒状050号 4月15日 30 5月5日
スーパーアミノ薬元764 4月15日 10

ハイグリーン 6月20日 20 7月12日
スーパーケイサン 7月5日 30 7月5日
スーパーアミノ薬元764 7月10日 15 7月12日
スーパーアミノ薬元764 7月15日 15 7月22日

使用予定日 使用日

除草 4月5日 3月28日 1

殺菌 3月25日 1000倍 24時間 3月18日 1
菌増殖抑制 4月7日 4月2日 0
殺虫 5月3日 4月30日 1

除草 5月7日 5月15日 2

除草 5月20日 5月29日 2

殺虫 8月2日 7月30日 1

8 回
8 回

回

0.001

0.000

16.8

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 吉田信 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

　℡ 0256-63-3489 025-374-2131 025-374-2132
　住所 燕市関崎157 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26年4月1日

実施日
平成26年3月18日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
62.10

1～6
収穫

計画時
平成25年9月22日

4月10日 4月20日 5月3日
は種 耕起 田植え（定植）

区分 肥料等の商品名

実績報告時

9月20日
管理状況報告時

4月5日 4/12～16

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

使用量
(kg・㍑/10a)

9月20日
5/5～6

計画 実績

化学合成由来
窒素量(kg/10a）

20箱/10a使用 箱/10a使用

0.001 0.001

育苗期（床土） 0.028
0.000
0.001

24.2 0.020
0.000

0.060 0.49

0.001
0.001 0.001
0.001

0.030
0.000

30 2.145
0.000

（基肥） 2.145
本田（土づくり） 0.000 全量 0.000

（追肥） 0.000 20 0.000
0.000

0.000 20 0.000
0.000 15

0.0000.000 20

管理状況報告時 2.199

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） 2.237

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 実績

（ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩）
耕起前除草 サンフーロン 100倍/25ℓ 100倍/25ℓ

700g

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
スポルタック乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍24時間

200倍24時間

（フィプロニル） (50g/20箱)
育苗期 プリンス粒剤 1kg

3kg

キラップ粒剤 3kg

本田 アークエース粒剤 3kg
（ブタクロール、ACN）

（メタゾスルフロン、ダイムロン）

(50g/14箱)

3kg

1kgツインスター1キロ粒剤

（エチプロール）

1kg

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

1000倍　10ℓ
1000倍　10ℓ
1000倍　10ℓ
1000倍　10ℓ
500倍　10ℓ

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



　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

9

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 34.6 4月12日
カクサンアミノ 3月20日 1000倍　10ℓ 3月27日

4月10日 1000倍　10ℓ 4月15日
4月10日 1000倍　10ℓ 4月15日

美緑適 4月20日 　500倍　10ℓ 4月20日
4月25日 1000倍　10ℓ 5月1日
5月2日 1 5月5日

10月11日 全量 10月11日
4月15日 30 5/6～10

6月20日 30 7月8日
7月5日 10 7月20日
7月10日 20 7月15日
7月15日 20 7月18日

使用予定日 使用日

除草 4月5日

殺菌 3月25日 1000倍 24時間 3月21日 1
菌増殖抑制 4月7日 4月8日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月5日 2

除草 5月7日 5月14日 2

除草 5月20日 5月21日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 7月27日

9 回
9 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 相田光一 松崎克広 白野智久
　住所 燕市関崎2337 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-63-3337 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26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
334.54

1～17
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16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12日 4/15～22 5/6～10
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） 新潟軽量培土（床土・覆土） 0.028 20.8 0.018
0.001 1000倍　10ℓ 0.001

育苗サム 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
育王 0.001 1000倍　10ℓ 0.001

0.000 500倍　10ℓ 0.000
ハイタック294 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
健苗メイト 0.060 0.3 0.018

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） スーパーケイサン 0.000 30 0.000
ハイグリーン 0.000 20 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 10 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 15 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） 2.237
管理状況報告時 2.185

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 サンフーロン 100倍/25ℓ

（ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩）

種子消毒
スポルタック乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍24時間
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24時間

育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 450g
（ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ） (50g/20箱) (50g/9箱)

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg
（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

キラップ粒剤 3kg
（エチプロール）
イモチエースキラップ粒剤 3kg 2
（エチプロール、メトミノストロビン）

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

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



　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

3月20日 34.6 4月5日
ス-パー床土 4月10日 24.0 4月12日
カクサンアミノ 3月20日 1000倍　10ℓ 3月24日

4月15日 1000倍　10ℓ 4月20日
4月15日 1000倍　10ℓ 4月20日
4月20日 　500倍　10ℓ 4月28日
5月2日 1 5月4日
10月8日 全量 10月8日
4月15日 30 5/4～5
4月15日 10

7月1日 30 7/1～4
7月20日 20
7月10日 15 7月14日
7月15日 15 7月17日

7月20日

使用予定日 使用日

殺菌 3月25日 1000倍 24時間 3月21日 1
菌増殖抑制 4月7日 4月6日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日

除草 5月20日 5月29日 3

殺虫 8月2日 7月30日 1

除草 5月12日 2

7 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 海藤茂樹 松崎克広 白野智久
　住所 燕市関崎174 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-63-3539 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26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
157.11

18～24
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16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12日 4/16～17 5/4～5
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） 新潟軽量培土 0.028 29.4 0.024
0.000 20.4 0.000
0.001 1000倍　10ℓ 0.001

育苗サム 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
育王 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
美緑適 0.000 500倍　10ℓ 0.000
健苗メイト 0.060 0.425 0.026

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

αペスカ100 0.000

（追肥） スーパーケイサン 0.000 30 0.000
ハイグリーン 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 10 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 10 0.000
有機入り粒状複合050号
スーパーアミノ薬元764 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） 2.236
管理状況報告時 2.198

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 スポルタック乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍24時間

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/17箱)
本田 兆1キロ粒剤 1kg

（ピラクロニル）
月光1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、カフェンストロール、ダイムロン）

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）

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

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



　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

3月20日 34.6 3月23日
スーパー床土 4月10日 24 4月5日
カクサンアミノ 4月1日 1000倍　10ℓ 3月22日
育苗サム 3月20日 1000倍　10ℓ 4月20日
育王 4月10日 1000倍　10ℓ 4月20日
ハイタック294 4月20日 1000倍　10ℓ 4月27日
美緑適 4月26日 　500倍　10ℓ 4月27日

5月2日 1 4月30日
稲わらすき込み 10月18日 全量 10月18日

4月15日 30 5月5日
スーパーアミノ薬元764 4月15日 10

ハイグリーン 6月20日 20 7月12日
スーパーケイサン 7月5日 30 7月2日
スーパーアミノ薬元764 7月10日 15 7月11日
スーパーアミノ薬元764 7月15日 15 7月22日

使用予定日 使用日

除草 4月5日 3月28日 1

殺菌 3月25日 1000倍 24時間 3月18日 1
菌増殖抑制 4月7日 4月2日 0
殺虫 5月3日 4月30日 1

除草 5月7日 5月15日 2

除草 5月20日 5月28日 2

殺虫 8月2日 7月30日 1

8 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 吉田信 松崎克広 白野智久
　住所 燕市関崎157 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-63-3489 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26年4月1日

実施日
平成26年3月18日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
87.32

25～27
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月22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5日 4/12～16 5月5日
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） 新潟軽量培土 0.028 24.2 0.020
0.000 16.8 0.000
0.001 1000倍　10ℓ 0.001
0.001 1000倍　10ℓ 0.001
0.001 1000倍　10ℓ 0.001
0.001 1000倍　10ℓ 0.001
0.000 500倍　10ℓ 0.000

健苗メイト(35g/箱) 0.060 0.49 0.030
本田（土づくり） 0.000 全量 0.000

（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30 2.145
0.000

（追肥） 0.000 20 0.000
0.000 15 0.000
0.000 20 0.000
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） 2.237
管理状況報告時 2.199

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 サンフーロン 100倍/25ℓ 100倍/25ℓ

（ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾐﾝ塩）

種子消毒
スポルタック乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍24時間
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24時間

育苗期 プリンス粒剤 1kg 700g
（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/14箱)

本田 アークエース粒剤 3kg 3kg
（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

キラップ粒剤 3kg 3kg
（エチプロール）

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

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



　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7日
4月10日 24 4月7日
5月2日 1 5月4日

3月25日

10月15日 全量 10月15日
4月15日 30 4月20日

5/6～8

6月20日 30 7月5日
7月5日 30 7月6日
7月15日 20 7月13日
7月25日 20 7月19日

7月25日
7月30日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月6日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月6日 2

除草 5月7日 5月18日 1

除草 5月20日 5月25日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 7月29日 2

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 石田兼助 松崎克広 白野智久
　住所 燕市関崎6 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-63-3595 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26年4月1日

実施日
平成26年3月25日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
67.50

28～31
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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 4/18～20 5/6～8
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） グリーン育苗培土プラス 0.036 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
健苗メイト（30g/箱） 0.060 0.54 0.033
カクサンアミノ 1000倍　10ℓ 0.001

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 15 1.073

有機入り粒状複合050号 15 1.073

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000
スーパーケイサン 0.000 15 0.000
αペスカ100 0.000 10 0.000
αペスカ100 0.000 10 0.000
ハイグリーン 20 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 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 2.213

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24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 900g

（ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ） (50g/20箱) (50g/18箱)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

キラップ粒剤 3kg
（エチプロール）
イモチエースキラップ粒剤 3kg
（エチプロール、メトミノストロビン）

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

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



　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
3月20日 1000倍　10ℓ

4月5日

10月20日 全量 10月20日
4月15日 20 5月5日
4月15日 40 4月17日

6月20日 30 7月22日
7月22日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月2日 0
殺虫・殺菌 5月3日

除草 5月7日 5/3～4 1

除草 5月20日 6月1日 2

殺虫 8月2日

殺虫 7月22日 1

6 回
4 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 燕市柳山2327 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-64-2618 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26年4月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
219.52

34～38
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5日 4/16～18 5/3～4
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） グリーン育苗培土プラス 0.036 54 0.033
育苗サム 0.001
新津床土 21.6 0.000

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 10 1.300

αペスカ100 0.000 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 15 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） 2.637
管理状況報告時 2.048

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24時間
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)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

キラップ粒剤 3kg
（エチプロール）
アルバリン粒剤 3kg
（ジノテフラン）

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



　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31日
4月10日 24 4月5日
4月20日 1000倍　10ℓ 5月2日
4月1日 1000倍　10ℓ 3月22日

4月15日 全量 4/21～23
4月15日 20 4月20日
4月15日 40

4月20日

7月10日 10 7月21日
7月15日 10

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月2日 0
殺虫 5月3日 5月2日 1

除草 5月7日 5/2～4 2

除草 5月20日 5月20日 3

殺虫 8月2日 8月13日 1

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 燕市佐渡45 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-62-3015 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26年4月1日

実施日
平成26年3月22日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
237.18

39～51
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16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5日 4/21～23 5/2～4
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） グリーン育苗培土プラス 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 1000倍　10ℓ 0.000
カクサンアミノ 0.001 1000倍　10ℓ 0.000

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

スーパーアミノ薬元764 0.000
αペスカ１００ 35 0.000

（追肥） αペスカ１００ 0.000 10～13 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） 2.638
管理状況報告時 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（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）
銀河1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

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

17

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 3月25日
4月10日 24 4月2日

4月15日 全量 4月15日
4月15日 20 4月17日
4月15日 30 4月15日
7月5日 30

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 3月29日 0
殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5月2日 1

除草 5月20日 5月14日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 8月3日 2

殺菌 8月3日 0

5 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 斉藤正彦 松崎克広 白野智久
　住所 燕市大船渡431 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-62-6462 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26年4月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
234.61

52～58
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月17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2日 4/15～20 5/2～4
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） グリーン育苗培土プラス 0.036 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000

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 30 0.000
スーパーケイサン 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 2.631

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/17箱)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（バリダマイシン）

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 3月29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21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 4月30日
9月30日 全量 4/14～15
4月15日 30 4月28日

4月28日
6月27日

6月20日 30 7/12～13
7月15日 10
7月25日 15

7月8日
7月17日
7月24日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月10日 0
殺虫 5月3日 5月4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

除草 5月30日 1

除草 6月21日 1

殺虫・殺菌 8月2日 2

6 回
9 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 加茂市鵜森甲204 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-53-1877 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26年4月1日

実施日
平成26年3月29日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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

1～6
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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 4/14～15 5/4～5
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） グリーン育苗培土プラス 0.036 48 0.029
0.000 19.2 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(62.5g/箱） 0.060 1 0.060

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 25 1.788

スーパーケイサン 25 0.000
（追肥） 美緑適ジャンボ 2 0.000

ハイグリーン 0.000 20 0.000
αペスカ100 0.000
食味一番 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 0.000
スーパーアミノ薬元764 8 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 1.881

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　24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/16箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
モゲトンジャンボ 500g
（ＡＣＮ）
バサグラン粒剤 3kg
（ベンタゾン）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（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

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



　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

3月20日 56
5月2日 1

4月5日
4月5日

9月30日 全量 4/19～20
4月15日 30 4月20日

6月20日 2 6月29日
7月15日 20 7月13日

7月23日

使用予定日 使用日

4月16日 1

菌増殖抑制 3月25日 4月2日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月5日 2

除草 5月7日 5月10日 2

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 8月2日 2

7 回
9 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 加茂市田中新田624 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-53-1940 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26年4月1日

実施日
平成26年4月2日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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

7～11
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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5日 4/19～20 5月5日
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） ホーネンス培土1号 0.026
（苗購入） 健苗メイト 0.060

鵜森生産組合 ニューラミックス 42 0.026
黒土焼土 16.8 0.000

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30 2.145

（追肥） 美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
αペスカ100 0.000 10 0.000
αペスカ100 10 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） 2.231
管理状況報告時 2.171

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 バスタ液剤 100ℓ

（グルホシネート）
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24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 700g

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g/20箱) (50g/14箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
トップジンスタークルフロアブル 4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

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

4月13日
4月13日

9月30日 全量 4/23～24
4月15日 20 4月23日
4月15日 30 4月19日

6月20日 30
7月5日 15
7月15日 20 7月6日

6月29日
7月19日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月7日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月4日 2

除草 5月7日 5月10日 2

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 7月26日 2

7 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 加茂市田中新田624 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-53-1940 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26年4月1日

実施日
平成26年4月7日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
23.24

25～27
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月22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 4/23～24 5月4日
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） ホーネンス培土1号 0.026
（苗購入） 健苗メイト 0.060

鵜森生産組合 ニューラミックス 48 0.029
黒土焼土 19.2 0.000

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
スーパーケイサン 0.000
αペスカ100 0.000 7 0.000
美緑適ジャンボ 2 0.000
αペスカ100 10 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） 2.686
管理状況報告時 2.629

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 エコホープDJ（トリコデルマ アトロビリデ) 200倍希釈 200倍24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 800g

（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 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
イモチエーススタークル粒剤 3kg
（ジノテフラン、メトミノストロビン）

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



　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6日
4月10日 24 4月6日
5月2日 1 4月27日

H25/10/8
9月30日 全量 H25/10/10
4月15日 30 5月3日

4月15日
7月1日 2 6月27日
6月20日 30
7月5日 30
7月15日 15 7月17日
7月25日 15 7月24日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 3月27日 0
殺虫・殺菌 5月3日

除草 5月7日 5月5日 1

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫 8月2日

殺虫 4月29日 1

本田 殺虫・殺菌 8月2日 2

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 高橋茂 松崎克広 白野智久
　住所 加茂市北潟480 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-53-2153 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26年4月1日

実施日
平成26年3月27日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
223.90

12～19
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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 4/13～16 5/2～3
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） グリーン育苗培土プラス 0.036 54 0.032
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
健苗メイト 0.060 0.45 0.027

本田（土づくり） 牛ふん籾がら堆肥 500 0.000
（基肥） 稲わら秋すき込み 0.000 全量 0.000

有機入り粒状複合050号 2.145 25 1.788
（追肥） αペスカ100 20 0.000

美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
αペスカ100 0.000 12 0.000
αペスカ100 0.000 10 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 1.847

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　24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g/20箱)
本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）
ツインスタジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）

育苗期 プリンス粒剤 900g
（フィプロニル） (50g×18箱)
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（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

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



　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

3月20日 34.6 3月30日
4月10日 24 4月6日
5月2日 1 4月28日

9月30日 全量 4/14～15
4月15日 20 4月13日
4月15日 30 4月13日

7月5日 30 4月13日

使用予定日 使用日

殺菌 3月25日 3月18日 0
殺虫 5月3日 5月1日 1

除草 5月7日 5月4日 2

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫 8月2日

殺虫・殺菌 8月2日 2

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 白井康成 松崎克広 白野智久
　住所 加茂市北潟527 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-53-2171 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26年4月1日

実施日
平成26年3月18日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
182.71

20～24、28
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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 4/14～15 5月4日
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） 新潟軽量培土 0.028 29.3 0.024
スーパー床土 0.000 20.4 0.000
健苗メイト 0.060 0.425 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 40 0.000

（追肥） スーパーケイサン 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） 2.688
管理状況報告時 2.650

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 温湯消毒 60℃　10分 60℃　10分
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（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

（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）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
トップジンスタークルフロアブル 4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

17

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6日

4月15日 全量 4/20～22
4月15日 30 4月19日
4月15日 20 4月19日

6月20日 20 7月8日
7月5日 30 7月13日
7月15日 15 7月20日
7月25日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月8日 0
殺虫 5月3日 5月6日 1

除草 5月7日 5月11日 2

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 猪熊正己 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島95 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1081 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26年9月20日 耕起前除草

確認責任者の書類受領確認
計画時 平成26年2月1日 平成26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）
84.70

1～2
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25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11日 4/20～22 5月6日
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000
健苗メイト 0.060 0.8 0.048

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

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 30 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 20 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000

県認証基準 ３kg/10a以下 耕起前除草 2.241
管理状況報告時 2.224

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

(フィプロニル) （50g×20箱) （50g×17箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（チオファネートメチル、ジノテフラン）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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16日
4月10日 24

4月18日

4月15日 全量 5月3日
4月15日 30 4月27日
4月15日 30

6月20日 30
7月15日 15

7月25日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日
殺菌 4月10日 0
殺虫 5月3日

除草 5月7日 5/14～19 1

除草 5月20日 5月28日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 真野薫 松崎克広 白野智久
　住所 三条市荻島1242-2 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-5499 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26年4月1日

実施日
平成26年4月10日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
251.64

3～16
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月18日 5月3日 5/14～19
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（床土） 0.036 42 0.026
スーパー床土 0.000
グリーン培土プラス（覆土） 14 0.009

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

αペスカ１００ 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000
αペスカ１００ 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 2.895

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
温湯消毒 60℃　10分

育苗期 プリンス粒剤 1kg
（フィプロニル） （50g×20箱)

本田 マーシェット1キロ粒剤 1kg 1kg
（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（チオファネートメチル、ジノテフラン）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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 3月22日
4月10日 24 4月5日
4月1日 1000倍　10ℓ
5月2日 1 5月3日
4月15日 1000倍　0.5ℓ 4月21日
10月10日 全量 10月10日
4月15日 30 4月20日

6月20日 30
7月5日 30 7月2日
7月15日 10 8月2日
7月25日 20 7月14日

使用予定日 使用日

殺菌 4月1日 3月15日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月4日 2

除草 5月7日 5月4日 2

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 7月15日 7月25日 2

8 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 武田勝夫 松崎克広 白野智久
　住所 三条市南入蔵2 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-32-2960 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26年4月1日

実施日
平成26年3月15日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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
別表1のとおり

米　（コシヒカリ）
132.88

17～20
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月5日 4月20日 5月4日
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 60 0.036
スーパー床土 0.000 24 0.000
カクサンアミノ 0.001
健苗メイト 0.060 0.6 0.036
育王 0.001 1000倍　10ℓ 0.001

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050号 2.145 30 2.145

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000 30 0.000
NPグリーン 0.300 20 0.600
スーパーアミノ薬元764 0.000 17 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） 2.543
管理状況報告時 2.818

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 温湯消毒 60℃　10分 60℃　10分
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 1kg

（クロラントラリニプロール・イソプロチオラン） （50g×20箱) （50g×20箱)
本田 アークエース1キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

イモチエースキラップ粒剤 3kg 3kg
（エチプロール・メトミノストロビン)

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



　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14日
4月10日 24 4月14日
4月1日 1000倍　10ℓ 4月3日
5月2日 1 5月3日
4月20日 1000倍　10ℓ
9月21日 全量 9月21日
4月15日 20 4月15日
4月15日 30 4月9日

6月20日 30 8月1日
7月1日 2 6月30日
7月5日 10 7月3日
7月15日 20 7月20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4日 1

除草 5月7日 5月8日 2

除草 5月20日 5月18日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

倒伏軽減 7月21日 1

7 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 星野俊一 松崎克広 白野智久
　住所 三条市代官島1764 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-4430 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26年4月1日

実施日
平成26年4月3日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
401.57

1～13
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月18日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4月15日 5/4～5
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
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
カクサンアミノ 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
健苗メイト 0.060 0.4 0.024
美緑適 0.000

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 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 20 0.000
美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
スーパーケイサン 0.000 20 0.000
スーパーアミノ薬元764 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） 2.697
管理状況報告時 2.654

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　24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 クリアホープフロアブル 500mℓ 500mℓ

（ペントキサゾン、ACN）
ツインスターフロアブル 500mℓ 500mℓ
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

管理状況報告時
実績時

スマレクト粒剤 2kg
（パクロブトラゾール）

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

3月20日 60 3月14日
4月10日 24 4月6日
5月2日 0.5

4月15日 全量 4/11～14
4月15日 20 4/11～12
4月15日 30 4/12～14
4月15日 30

6月20日 30 7月26日
7月1日 2
7月15日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月2日 0
殺虫 5月3日 4月30日 1

除草 5月7日 5月8日 1

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 丸山利雄 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島948 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0035 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26年4月1日

実施日
平成26年3月14日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
132.31

14～20
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4/11～14 5/3～4
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000
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
（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ１００ 0.000 40 0.000
スーパーケイサン 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 30 0.000
美緑適ジャンボ 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 2.631

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　24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17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 500g
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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11日
4月10日 24 4月11日

4月15日 全量 4/10～13
4月15日 30 4月5日

6月20日 30 7月19日
7月1日 2 6月29日
7月15日 15 7月13日

7月20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 5/8～10 1

除草 5月7日 5月16日 2

除草 5月20日 5月30日 3

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

8 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 丸山金二 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島934 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0047 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26年4月1日

実施日
平成26年4月5日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
116.12

21～28
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月17日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月11日 4/10～13 5/8～10
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
（苗購入） スーパー床土 0.000 19.2 0.000

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
（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 30 0.000
美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
αペスカ１００ 0.000 15 0.000
αペスカ１００ 14 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 2.174

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
銀河ジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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
4月15日 1000倍/10ℓ 4月21日
4月15日 1000倍/10ℓ 4月21日
5月1日 1
4月15日 全量 4月15日
4月15日 20 4月30日
4月15日 30 4月18日

6月20日 40 6月26日
7月5日 15
7月15日 20 7月15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6日 1

除草 5月7日 5月9日 1

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐藤勉 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島919 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0041 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
111.55

29～34
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月20日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4月15日 5月6日
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 54 0.033
（苗購入） スーパー床土 0.000 21.6 0.000

大島苗生産組合 育王 0.001 1000倍/10ℓ 0.001
育苗サム 0.001 1000倍/10ℓ 0.001
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
（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 40 0.000
スーパーケイサン 0.000
スーパーアミノ薬元764 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） 2.698
管理状況報告時 2.635

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　24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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14日
4月10日 24 4月14日
5月1日 1 5月6日

10月20日 全量 10月20日
4月15日 30 4月25日

7月5日 30 4月26日
7月5日 20

7月15日
7月24日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 3月30日 0
殺虫 5月3日 5月7日 1

除草 5月7日 5月10日 2

除草 5月20日 5月24日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 丸山留太郎 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島1023 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0051 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26年4月1日

実施日
平成26年3月30日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
212.87

35～44
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/25～26 5/7～8
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 45 0.027
(苗共同) スーパー床土 0.000 18 0.000

大島苗生産組合 健苗メイト 0.060 0.375 0.023

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） スーパーケイサン 0.000 30 0.000
αペスカ１００ 0.000
スーパーアミノ薬元764 15 0.000
スーパーアミノ薬元764 15 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 2.195

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　24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 750g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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29日

4月15日 全量 4月14日
4月15日 20 4月26日
4月15日 30 4月25日

6月20日 30 6月25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11日 1

除草 5月20日 5月16日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐藤茂男 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島908 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0052 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26年4月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
75.64

45～50
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月19日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月7日 4月14日 5月7日
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 54 0.033
（苗購入） さつき焼土 21.6 0.000
山崎農園

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 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000 30 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） 2.636
管理状況報告時 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 マーシェット粒剤５ 3kg 3kg

（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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3日
4月10日 24 4月12日
5月1日 1
4月15日 1000倍/10ℓ

4月15日 全量 4/17～18
4月15日 20 4月12日
4月15日 40 4月12日

6月20日 2 6月30日
7月5日 10

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月6日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月8日 1

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐藤豊己 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島884 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0053 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26年4月1日

実施日
平成26年4月3日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
109.59

51～53
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月15日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月12日 4/17～18 5/5～6
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 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
健苗メイト 0.060
育苗サム 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 20 0.000

（追肥） 美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
スーパーケイサン 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） 2.697
管理状況報告時 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）
ツンスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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3日
4月10日 24 4月12日
5月1日 1
4月15日 1000倍/10ℓ

4月15日 全量 4/17～18
4月15日 30 4月16日

6月20日 2 6月30日
7月5日 10 4月16日
7月15日 15 7月22日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月6日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月8日 1

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐藤豊己 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島884 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0053 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26年4月1日

実施日
平成26年4月3日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
89.16

54～61
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月15日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月12日 4/17～18 5/5～6
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 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
健苗メイト 0.060
育苗サム 0.001

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） 美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
スーパーケイサン 0.000 30 0.000
αペスカ１００ 0.000 10 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） 2.242
管理状況報告時 2.178

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）
ツンスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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14日
4月10日 24 4月14日
5月1日 1 4月14日

4月15日 全量 4/24～25
4月15日 30 4月24日
4月15日 30 4月24日

7月5日 30 4月26日
7月15日 15 7月25日

7月17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6日 1

除草 5月7日 5月11日 2

除草 5月20日 5月30日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐藤巧 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島591 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0065 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26年4月1日

実施日
平成26年4月14日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
146.39

62～70
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/24～25 5/6～7
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 45 0.027
(苗共同) スーパー床土 0.000 18 0.000

大島苗生産組合 健苗メイト 0.060 0.375 0.023

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

αペスカ１００ 0.000 40 0.000

（追肥） スーパーケイサン 0.000 30 0.000
αペスカ１００ 0.000 15 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 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 2.195

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 750g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスターフロアブル 500mℓ 500mℓ
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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

3月20日 60 4月6日
4月10日 24 4月13日
5月1日 1 5月4日

4月15日 全量 4月20日
4月15日 30 4月27日

6月20日 30 7月6日
7月5日 30
7月15日 15 7月14日

7月21日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月9日 0
殺虫 5月3日 5月6日 1

除草 5月7日 5月11日 2

除草 5月20日 5月23日 3

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

8 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 石田一夫 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島572 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0063 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26年4月1日

実施日
平成26年4月6日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
79.92

71～75
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月23日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 4月20日 5月6日
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000
健苗メイト 0.060 0.425 0.026

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 30 0.000
スーパーケイサン 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 15 0.000
スーパーアミノ薬元764 19 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 2.202

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
銀河1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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14日
4月10日 24 4月14日
5月1日 1 5月9日
4月5日 1000倍　10ℓ
4月20日 1000倍　10ℓ 5月2日
4月15日 全量 4/20～26
4月15日 30 4月18日
4月15日 20 4月18日

6月20日 30
7月1日 2 7月2日
7月5日 30
7月15日 15 7月13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10日 1

除草 5月7日 5月18日 2

除草 5月20日 5月29日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 渡辺正 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島536 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0073 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
366.94

76～98
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月19日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4/20～26 5/10～13
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 45 0.027
(苗共同) スーパー床土 0.000 18 0.000

大島苗生産組合 健苗メイト 0.060 0.375 0.023
カクサンアミノ 0.001
美緑適 0.000 1000倍　10ℓ 0.000

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30 2.145

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000
美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
スーパーケイサン 0.000
αペスカ１００ 0.000 30 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） 2.242
管理状況報告時 2.195

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 750g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×15箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ポッシブルジャンボ 500g 500g
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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10日
4月10日 24 4月14日
4月15日 1000倍　10ℓ
5月1日 1

4月15日 全量 4月18日
4月15日 30 4月20日

6月20日 30
7月5日 30
7月15日 10 7月13日

7月25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3日 1

除草 5月7日 5月8日 2

除草 5月20日 5月20日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 土田満 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島530-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0076 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26年4月1日

実施日
平成26年4月10日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
102.17

99～104
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月17日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月14日 4月18日 5月3日
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 60 0.036
スーパー床土 0.000 24 0.000
育苗サム 0.001
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
（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
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 15 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） 2.242
管理状況報告時 2.181

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24時間
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 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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11日
4月10日 24 4月11日
5月1日 1

10月8日 全量 10月8日
4月15日 20 4月17日
4月15日 20 4月17日

6月20日 20 7月17日
7月5日 15 4月17日
7月15日 10

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 5/3～4 1

除草 5月7日 5月7日 2

除草 5月20日 5月20日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 土田忠史 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島415 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1004 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
63.06

105～108
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月11日 4/15～16 5/3～4
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 54 0.033
（苗購入） スーパー床土 0.000 21.6 0.000

大島苗生産組合 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
（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 30 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 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18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 1kg
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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16日
4月20日 1000倍/10ℓ
4月20日 1000倍/10ℓ

4月15日 全量 4/20～21
4月15日 20 4月18日
4月15日 30 4月18日

6月20日 30 7月20日
7月5日 30 7月20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14日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月8日 2

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 渡辺靖弘 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島261 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1025 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26年4月1日

実施日
平成26年4月14日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
131.60

109～116
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月16日 4/20～21 5月5日
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 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
育王 0.001
育苗サム 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 40 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 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） 2.638
管理状況報告時 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 2kg

（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）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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 24 4月6日
5月1日 1 4月30日

4月15日 全量 4/16～17
4月15日 30 4月14日

7月1日 2 6月20日
7月5日 20
7月15日 15
7月25日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月4日 0
殺虫 5月3日 5月2日 1

除草 5月7日 5月5日 2

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 斉藤和男 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島220 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1034 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26年4月1日

実施日
平成26年4月4日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
135.83

117～126
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月8日 4/16～17 5/2～3
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
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
健苗メイト 0.060 0.32 0.020

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） 美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
スーパーケイサン 0.000
αペスカ１００ 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） 2.241
管理状況報告時 2.194

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ポッシブルフロアブル 500mℓ 500mℓ
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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9日
4月10日 24 4月12日
5月1日 1

4月15日 全量 4月13日
4月15日 20 4月14日
4月15日 20 4月15日

6月20日 30
7月22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4日 1

除草 5月7日 5月6日 1

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

除草 6月4日 1

除草 6月16日 1

6 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 五十嵐博之 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島218 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1035 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26年4月1日

実施日
平成26年4月9日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
123.00

127～133
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月12日 4月13日 5/4～5
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
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
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
（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
αペスカ100 10 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 2.629

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
クリンチャー1ｷﾛ粒剤 1kg

管理状況報告時
実績時

（シハロホップブチル）
バサグラン粒剤 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

（ベンタゾン）

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

16

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 4月13日
4月15日 1000倍　10ℓ 4月22日
4月15日 1000倍　10ℓ 4月22日
4月30日 1000倍　10ℓ
5月2日 1 5月3日
10月8日 全量 10月8日
4月15日 20 4月14日
4月15日 30 4月15日

6月20日 20 7月17日
7月5日 30 4月15日
7月15日 2 6月28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10日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月7日 2

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 山口幸利 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島167 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1065 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26年4月1日

実施日
平成26年4月5日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
206.88

134～144
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月11日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 4/18～20 5月4日
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
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
育王 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
育苗サム 0.001 1000倍　10ℓ 0.001
ハイタック294 0.001
健苗メイト 0.060 0.4 0.024

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 30 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 30 0.000
美緑適ジャンボ 0.000 2 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） 2.699
管理状況報告時 2.655

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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

4月15日 全量 4月20日
4月15日 20 4月20日
4月15日 30 4月20日

6月20日 30
7月5日 30
7月15日 15 8月2日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月8日 0
殺虫 5月3日 5月6日 1

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 藤田正尚 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島101 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1072 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
81.66

268～272
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月24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11日 4月20日 5月6日
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 45 0.027
（苗購入） スーパー床土 0.000 24 0.000

大島苗生産組合 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
（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
スーパーケイサン 0.000
αペスカ１００ 0.000 15 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 2.627

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 50ｇ/箱 750g

（フィプロニル） （50g×20箱) (50g×15箱）
本田 兆フロアブル 500mℓ 500mℓ

（ピラクロニル）
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）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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11日
4月10日 24 4月11日
5月1日 1 5月6日

4月15日 全量 4/20～22
4月15日 30 4月19日
4月15日 20 4月19日

6月20日 20 7月8日
7月5日 30 7月8日
7月15日 15 7月20日
7月25日 15

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6日 1

除草 5月7日 5月11日 2

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 猪熊正己 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島95 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1081 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26年4月1日

実施日
平成26年4月8日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
173.26

145～156
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月18日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月11日 4/20～22 5月6日
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 18 0.000
健苗メイト 0.060 0.8 0.048

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

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 30 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 20 0.000
スーパーアミノ薬元764 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 2.224

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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2日
5月1日 1 5月1日

10月9日 全量 10月9日
4月15日 20 4月18日
4月15日 20 4月18日

7月1日 2 7月6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 3月31日 0
殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日 5月28日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 堀浩則 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島97 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1074 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26年4月1日

実施日
平成26年3月31日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
143.70

157～162
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月17日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月6日 4月19日 5月3日
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 54 0.033
健苗メイト 0.060 0.3 0.018

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） 美緑適ジャンボ 0.000 2 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） 2.696
管理状況報告時 2.651

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （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 500g
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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11日
4月10日 24 4月13日
4月20日 1000倍　10ℓ

4月15日 全量 4月20日
4月15日 20 4月20日
4月15日 30 4月20日
7月5日 15

7月15日 10 7月12日
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7日 1

除草 5月7日 5月12日 1

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 堀俊明 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島59 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-1075 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26年4月1日

実施日
平成26年4月10日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
20.00

163
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 4月20日 5月7日
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 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
育苗サム 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 20 0.000
スーパーケイサン 0.000

（追肥） αペスカ１００ 0.000 10 0.000
ハイグリーン 30 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 2.633

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （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 500g
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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11日
4月10日 24 4月11日
5月1日 1

4月15日 全量 4/21～22
4月15日 20 4月19日
4月15日 30 4月19日

6月20日 30
7月5日 15
7月15日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月2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 5月23日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 五十嵐博人 松崎克広 白野智久
　住所 三条市大島1878 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0085 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26年4月1日

実施日
平成26年4月2日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
179.80

164～173
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月11日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月11日 4/21～22 5/4～6
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
スーパー床土 0.000 19.2 0.000
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
（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
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 2.629

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 800g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×16箱)
本田 兆フロアブル 500mℓ 500mℓ

（ピラクロニル）
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）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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16日
4月10日 24

4月16日

4月15日 全量 5月1日
4月15日 30 4月25日
4月15日 30

6月20日 30
7月15日 15

7月26日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日
殺菌 4月10日 0
殺虫 5月3日

除草 5月7日 5/12～17 1

除草 5月20日 5月26日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

6 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 真野薫 松崎克広 白野智久
　住所 三条市荻島1242-2 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-5499 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26年4月1日

実施日
平成26年4月10日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
599.35

174～197
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月18日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月16日 5月1日 5/12～17
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（床土） 0.036 42 0.026
スーパー床土 0.000
グリーン培土プラス（覆土） 14 0.009

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

αペスカ１００ 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000
αペスカ１００ 0.000
ＮＰグリーン 20 0.600

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 2.780

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
温湯消毒 60℃　10分

育苗期 プリンス粒剤 1kg
（フィプロニル） （50g×20箱)

本田 マーシェット1キロ粒剤 1kg 1kg
（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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15日
4月10日 24 4月20日
5月1日 1 5月9日

4月15日 全量 4月20日
4月15日 20 5月10日
4月15日 40 4月29日

6月20日 30
7月5日 30
7月15日 10 7月12日

7月22日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月16日 0
殺虫 5月3日 5月9日 1

除草 5月7日 5月15日 2

除草 5月20日 5月26日 3

殺虫 7月15日 7月28日 1

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 吉竹義裕 松崎克広 白野智久
　住所 三条市荻島1195 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-4090 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26年4月1日

実施日
平成26年4月15日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
99.93

198～204
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月20日 4月30日 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
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
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） 米取物語332号 2.600 20 2.600

αペスカ１００ 0.000 30 0.000

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
αペスカ１００ 0.000 12 0.000

13 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 2.660

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×18箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
銀河フロアブル 500mℓ 500mℓ
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

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
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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10日
4月10日 24 4月12日
5月1日 1

4月15日 全量 4月16日
4月15日 30 4月16日

6月20日 10
7月5日 15
7月15日 15 7月8日

7月19日

使用予定日 使用日

除草 4月5日

殺菌 4月1日 4月4日 0
殺虫 5月3日 5月11日 1

除草 5月7日 5月12日 2

除草 5月20日 5月20日 3

7 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 志田昭平 松崎克広 白野智久
　住所 三条市井戸場1046 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-3703 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26年4月1日

実施日
平成26年4月4日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
96.58

205～209
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月12日 4月16日 5月11日
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 42 0.026
スーパー床土 0.000 16.8 0.000
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
（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
スーパーケイサン 0.000
αペスカ１００ 0.000 20 0.000

10 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 2.171

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 タッチダウンＩＱ 100倍/50ℓ

(グリホサートカリウム塩)
種子消毒 温湯消毒 60℃　10分 60℃　10分
育苗期 プリンス粒剤 1kg 700g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×14箱)
本田 アークエース粒剤 3kg 3kg

（ブタクロール、ACN）
銀河１キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

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



　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13日
4月10日 24 4月13日
5月1日 1

4月15日 全量 4月24日
4月15日 30 4月21日
4月15日 30 4月21日

7月10日 20
7月12日
7月22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8日 1

除草 5月7日 5月14日 1

除草 5月20日 5月28日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

6 回
4 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 坂田賢一 松崎克広 白野智久
　住所 三条市上須頃2593 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-32-3109 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26年4月1日

実施日
平成26年4月11日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
180.67

210～215
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月17日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月13日 4月24日 5月8日
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000
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
（基肥） 有機入り粒状複合050号 2.145 30 2.145

αペスカ１００ 0.000 20 0.000

（追肥） αペスカ１００ 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 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 2.176

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17箱)
本田 マーシェット１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール）
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）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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6日
4月10日 24 4月10日

4月15日 全量 4月21日
5月5日 15 5/8～13

6月20日 30
7月5日 20
7月5日 15 4月21日

8月19日

使用予定日 使用日

殺菌 4月1日 3月20日 1
殺虫・殺菌 5月3日 5/8～13 2

除草 5月7日 5/8～13 1

除草 5月20日 5月22日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

殺虫 8月1日 1

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 米山栄一 松崎克広 白野智久
　住所 三条市栗林549 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-32-5486 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26年4月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
125.78

216～225
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月23日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月10日 4月21日 5/8～13
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） デラックス三菱育苗培土 0.026 42 0.019
スーパー床土 0.000 16.8 0.000

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） グリーンペースト1号 1.500 15 1.500

（追肥） ハイグリーン 0.000
有機入り粒状複合050号 1.430
スーパーケイサン 0.000 30 0.000
NPグリーン 10 0.300

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） 2.956
管理状況報告時 1.819

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 スポルタック乳剤（ﾌﾟﾛｸﾛﾗｽﾞ） 1000倍希釈 1000倍24時間
育苗期 Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６ 1kg 700g

（フィプロニル・プロベナゾール） （50g×20箱) （50g×14箱)
本田 マーシェット1キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（ジノテフラン）

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 3月27日
4月10日 24 4月4日

4月15日 全量 4/11～12
4月15日 20 5月4日
4月15日 20 4月5日

4月15日 20

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 3月30日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日 5月4日 1

除草 5月20日 5月22日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

殺虫 8月1日 1

6 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 田村正雄 松崎克広 白野智久
　住所 三条市栗林366 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-32-4502 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26年4月1日

実施日
平成26年3月27日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
114.76

226～235
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月4日 4/11～12 5月4日
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 51 0.031
スーパー床土 0.000 20.4 0.000

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） 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） 2.636
管理状況報告時 2.631

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 850g

（フィプロニル） （50g×20箱) （50g×17箱)
本田 マーシェット１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール）
ツインスターフロアブル 500mℓ 500mℓ
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（ジノテフラン）

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

14

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月20日
4月10日 24 4月20日
5月1日 1

4月14日 全量 4月14日
4月15日 20 5月10日
4月15日 40 4月14日

7月10日 10

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月17日 0
殺虫 5月3日 5月9日 1

除草 5月7日 5月10日 1

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

殺虫 8月1日 1

6 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 伊藤哲雄 松崎克広 白野智久
　住所 三条市栗林243 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0546 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26年4月1日

実施日
平成26年4月14日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
39.30

236～238
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月22日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月20日 4月14日 5月10日
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 42 0.026
スーパー床土 0.000 16.8 0.000
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
（基肥） 米取物語332号 2.600 20 2.600

アミノール100 0.000 40 0.000

（追肥） 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 2.626

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24時間
育苗期 三井東圧アルバリン箱粒剤 1kg 700g

（ジノテフラン） （50g×20箱) （50g×14箱)
本田 マーシェット１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（ジノテフラン）

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

3月20日 60 4月5日
5月2日 1 5月6日

4月9日

4月15日 全量 4/15～16
4月15日 20 4月15日
4月15日 20 4月14日

7月10日 5 7月20日
6月25日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月5日 0
殺虫 5月3日 4月5日 1

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日 5月27日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

殺虫 8月1日 1

6 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 齋藤和茂 松崎克広 白野智久
　住所 三条市栗林2188-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-32-6234 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26年4月1日

実施日
平成26年4月5日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
271.64

239～256
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月21日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月9日 4/15～16 5/7～8
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（床土） 0.036 48 0.029
健苗メイト 0.060 0.4 0.024
グリーン培土プラス（覆土） 16 0.010

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） αペスカ１００ 0.000 10 0.000
スーパーケイサン 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 2.663

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 640g

（フィプロニル） （50g×20箱) （40g×16箱)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスターフロアブル 500mℓ 500mℓ
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（ジノテフラン）

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

13

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 4月10日
4月10日 24 4月12日
5月1日 1 5月3日

4月15日 全量 4月25日
4月15日 40 4月24日

6月20日 30
7月10日 10

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 4月1日 4月9日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月3日 2

除草 5月7日 5月10日 1

除草 5月20日 5月21日 2

殺虫・殺菌 8月2日

殺菌 8月2日

殺虫 8月1日 1

7 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 山本文七 松崎克広 白野智久
　住所 三条市石上2-5-8 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-34-0922 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26年4月1日

実施日
平成26年4月9日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
91.72

257～261
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月25日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月12日 4月25日 5/4～5
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 39 0.024
スーパー床土 0.000 15.6 0.000
健苗メイト 0.060 0.325 0.020

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） スターコート265 2.360 20 1.180

（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） 2.456
管理状況報告時 1.224

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24時間
育苗期 Ｄｒ．オリゼプリンス粒剤６ 1kg 650g

（フィプロニル・プロベナゾール） （50g×20箱) （50g×13箱)
本田 マーシェットジャンボ 500g 500g

（ブタクロール）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）
スタークル液剤10 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（ジノテフラン）

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

14

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 60 4月29日
4月29日

4月15日 全量 4月26日
4月15日 30 4月24日
4月15日 20 4月24日
4月15日 30 4月24日

7月10日 20 8月5日
7月15日 20 7月30日

8月9日
8月9日

使用予定日 使用日

殺菌 4月1日 4月4日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月27日 2

除草 5月7日 5月27日 1

除草 5月20日 6月6日 2

殺虫・殺菌 8月2日 8月3日 2

殺菌 8月2日

7 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 （農）亜倶璃さんじょう 松崎克広 白野智久
　住所 三条市林町2-10-5 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-33-2485 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26年4月1日

実施日
平成26年4月4日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
134.30

262～267
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月22日

4月10日 4月15日 5月3日 9月20日
管理状況報告時

4月29日 4月26日 5月27日
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） グリーン育苗培土（床土） 0.036 42 0.026
グリーン育苗培土（覆土） 14 0.009

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 20 1.430

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 0.000

（追肥） αペスカ１００ 0.000 15 0.000
スーパーアミノ薬元764 0.000 15 0.000
スーパーアミノ薬元764 10 0.000
αペスカ１００ 10 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 1.465

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 温湯消毒 60℃　10分 60℃　10分
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 700g

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） （50g×20箱) （50g×14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 1kg
（ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ、ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ）
トップジンスタークルフロアブル 4倍/800mℓ 4倍/800mℓ
（ジノテフラン、チオファネートメチル）

バリダシンエアー 8倍/800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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

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 56 4月12日
4月10日 24 4月12日
5月2日 1

4月5日 全量 4/20～25
4月15日 40 4月15日

7月25日 30
7月5日 30
6月20日 10
7月20日 20

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月7日 0
殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5/3～5 2

除草 5月20日 5月23日 3

殺虫 8月1日 1

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 グリーンプランツ河間 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区河間162-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-3506 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26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
219.32ｱｰﾙ（延べ　219.32ｱｰﾙ）

（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）1～11
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月13日

4月10日 4月5日 5月3日 9月15日
管理状況報告時

4月12日 4/20～25 5/3～5
9月15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） ホーネンス培土１号 0.026 50.4 0.023
新津床土 0.000 21.6 0.000
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
（基肥） スターコート265 2.360 40 2.360

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
ＮＰグリーン 0.300
スーパーアミノ薬元764 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） 2.746
管理状況報告時 2.383

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（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）
銀河ジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

キラップ粒剤 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

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 56 4月12日
4月10日 24 4月12日
5月2日 1

4月5日 全量 4/20～25
4月15日 40 4月15日

7月25日 30
7月5日 30
6月20日 10
7月20日 20

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月7日 0
殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5/3～5 2

除草 5月20日 5月23日 3

殺虫 8月1日 1

殺菌 8月1日 0

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 グリーンプランツ河間 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区河間162-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-3506 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26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
556.53ｱｰﾙ（延べ　556.53ｱｰﾙ）

（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）12～30
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月13日

4月10日 4月5日 5月3日 9月15日
管理状況報告時

4月12日 4/20～25 5/3～5
9月15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） ホーネンス培土１号 0.026 50.4 0.023
新津床土 0.000 21.6 0.000
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
（基肥） スターコート265 2.360 40 2.360

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
ＮＰグリーン 0.300
スーパーアミノ薬元764 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） 2.746
管理状況報告時 2.383

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（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）
銀河ジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍　800mℓ
（ジノテフラン）
バリダシンエアー 8倍　800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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

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 56 4月12日
4月10日 24 4月12日
5月2日 1

4月5日 全量 4/20～25
4月15日 40 4月15日

7月25日 30
7月5日 30
6月20日 10
7月20日 20

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月7日 0
殺虫 5月3日 5月3日 1

除草 5月7日 5/3～5 2

除草 5月20日 5月23日 3

殺虫 8月1日 1

殺菌 8月1日 0

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 グリーンプランツ河間 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区河間162-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-3506 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26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
217.04ｱｰﾙ（延べ　217.04ｱｰﾙ）

（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）31～34
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月13日

4月10日 4月5日 5月3日 9月15日
管理状況報告時

4月12日 4/20～25 5/3～5
9月15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） ホーネンス培土１号 0.026 50.4 0.023
新津床土 0.000 21.6 0.000
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
（基肥） スターコート265 2.360 40 2.360

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
ＮＰグリーン 0.300
スーパーアミノ薬元764 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） 2.746
管理状況報告時 2.383

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（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）
銀河ジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍　800mℓ
（ジノテフラン）
バリダシンエアー 8倍　800mℓ
（バリダマイシン）

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



　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

前作収穫終了

22

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

4月10日 60 3月29日
4月10日 1

3月29日

4月15日 全量 4月18日
4月15日 30 4月17日
4月15日 30 4月18日

6月20日 30

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 3月27日 0
殺虫 5月3日 5月2日 1

除草 5月7日 5月3日 2

除草 5月20日 5月16日 2

殺虫 7月30日 8月5日 1

6 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 斉藤好美 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区小吉1862 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-4407 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26年4月1日

実施日
平成26年4月17日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
60.58ｱｰﾙ（延べ　60.58ｱｰﾙ）
（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）35～39

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成25年9月16日
4月10日 4月15日 5月3日 9月15日

管理状況報告時
3月29日 4月18日 5月3日

9月15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） グリーン育苗培土プラス 0.036 66 0.040
(苗購入) 健苗メイト 0.060
山崎農園 さつき焼土 26.4 0.000

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 30 0.000

（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 2.640

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 1.1kg

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/22箱)
本田 アークエース1キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

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

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7日
4月7日
5月2日

4月15日 全量 4月19日
4月15日 20 4月16日
4月15日 30 4月16日

7月1日 2
7月5日 10
7月15日 15

使用予定日 使用日

4月15日 1

菌増殖抑制 3月25日 4月1日 0
殺虫・殺菌 5月3日 5月1日 2

除草 5月7日 5月3日 2

除草 5月20日 5月19日 2

殺虫 7月30日 7月20日 1

7 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 新潟市西蒲区小吉71 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-4398 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26年4月1日

実施日
平成26年4月15日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
80.53ｱｰﾙ（延べ　80.53ｱｰﾙ）
（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）40～41

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成25年9月16日
4月10日 4月15日 5月3日 9月15日

管理状況報告時
4月7日 4月19日 5月3日

9月15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） グリーン育苗培土プラス（床土） 0.036 45 0.027
(苗購入) グリーン育苗培土プラス（覆土） 15 0.009
伊藤農園 健苗メイト 0.375 0.023

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） 美緑適ジャンボ 0.000
スーパーケイサン 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） 2.636
管理状況報告時 2.659

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 ラウンドアップマックスロード 200倍50ℓ

（グリホサートカリウム塩）
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24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg 750g

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g/20箱) (50g/15箱)
本田 アークエース１キロ粒剤 1kg 1kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスタージャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

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

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6日
4月10日 24 4月6日
5月2日 1 4月20日

4月20日 全量 4/18～19
4月15日 20 4/18～19

30 6月15日

6月20日 20 7月14日
7月25日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月1日 0

除草 5月7日 5月7日 1

除草 5月20日 5月23日 2

殺虫 8月15日 8月12日 1

4 回
4 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 佐久間誠 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区羽黒1985 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-3184 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26年4月1日

実施日
平成26年3月23日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
91.05ｱｰﾙ（延べ　91.05ｱｰﾙ）
（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）42～46

は種 耕起 田植え（定植） 収穫
計画時

平成25年9月24日
4月10日 4月20日 5月3日 9月15日

管理状況報告時
4月6日 4/18～19 5月4日

9月15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） グリーン育苗培土プラス 0.036 54 0.033
スーパー床土 0.000 21.6 0.000
健苗メイト 0.060 0.36 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 20 2.600

αペスカ100 0.000 20 0.000

（追肥） スーパーアミノ薬元764 0.000 20 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） 2.696
管理状況報告時 2.655

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24時間
育苗期

本田 マーシェトジャンボ 500g 500g
（ブタクロール）
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）
ダントツ水溶剤 4000倍　80ℓ 4000倍　80ℓ
（クロチアニジン）

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



　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

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 20 4月10日

4月10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 3月29日 0
殺虫 5月3日 4月28日 1

除草 5月7日

除草 5月20日 5月15日 2

殺虫 7月30日

除草 5月5日 2

5 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 新潟市西蒲区針ヶ曽根2881 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-4528 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26年4月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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ｱｰﾙ（延べ　129.30ｱｰﾙ）

（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）47～54
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月19日

4月10日 4月15日 5月3日 9月15日
管理状況報告時

4月6日 4月20日 5月5日
9月15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） グリーン育苗培土プラス 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） 米取物語332号 2.600 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） 2.636
管理状況報告時 2.636

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24時間
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
（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

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6日
4月10日 24 4月12日
5月2日 1 4月30日

4月15日 全量 4月17日
4月15日 30 4月20日

6月20日 2 6月24日
7月10日 15 7月13日
7月18日 15 7月23日

使用予定日 使用日

除草 4月5日 1

菌増殖抑制 3月25日 4月9日 0
殺虫 5月3日 4月17日 1

除草 5月7日 5月8日 1

除草 5月20日 5月24日 2

殺虫 8月10日 7月31日 1

5 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 新潟市西蒲区真木1342 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-3148 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26年4月1日

実施日
平成26年3月25日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
138.89ｱｰﾙ（延べ　138.89ｱｰﾙ）

（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）55～61
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月13日

4月10日 4月15日 5月3日 9月15日
管理状況報告時

4月12日 4月17日 5月3日
9月15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） グリーン育苗培土プラス 0.036 54 0.033
スーパー床土 0.000 18 0.000
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050号 2.145 30 2.145

（追肥） 美緑適ジャンボ 0.000 2 0.000
αペスカ100 0.000 15 0.000
αペスカ100 0.000 15 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 2.205

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 サンフーロン 50ℓ

(グリホサートイソプロピルアミン塩)

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） (50g/20箱) (50g/18箱)
本田 兆１キロ粒剤 1kg 1kg

（ピラクロニル）
ツインスター1キロ粒剤 1kg 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

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

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7日
4月10日 1

4月7日

4月15日 全量 4月19日
4月15日 20 4月19日
4月15日 30 4月19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

除草 5月7日

除草 5月20日

殺虫 7月30日

殺虫 8月9日 1

殺虫 5月3日 1

除草 5月6日 2

除草 5月17日 2

除草 6月21日 2

7 回
8 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 斉藤善幸 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市西蒲区高野宮516 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-375-4406 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26年4月1日

実施日
平成26年4月19日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月19日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月19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）
14.13ｱｰﾙ（延べ　14.13ｱｰﾙ）
（一部取下げ後　　　　　ｱｰﾙ）62

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15日 5月3日 9月15日

管理状況報告時
4月7日 4月19日 5月3日

9月15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） グリーン育苗培土プラス（床土） 0.036 60 0.036
(苗購入) 健苗メイト 0.060
伊藤農園 グリーン育苗培土プラス（覆土） 20 0.012

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 30 0.000

（追肥） 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 2.648

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24時間
育苗期 フジワンフェルテラ粒剤 1kg

（クロラントラニリプロール・イソプロチオラン） (50g/20箱)
本田 アークエース１キロ粒剤 1kg

（ブタクロール、ACN）
ツインスター1キロ粒剤 1kg
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

キラップ粒剤 3kg
（エチプロール）
アルバリン粒剤 3kg
（ジノテフラン）
プリンス粒剤 1kg
（フィプロニル） (50g/20箱)
アークエース粒剤 3kg
（ブタクロール、ACN）
ポッシブル1キロ粒剤 1kg
（メフェナセット、テフリルトリオン）

クリンチャーバスＭＥ 100倍70ℓ
（シハロホップブチル、ベンタゾン）

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

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



　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 34.6 4月11日
5月2日 1 5月4日

4月11日
3月29日 1000倍 10 ℓ

4月14日 全量 4月14日
4月15日 40 4月10日

6月20日 30
7月5日 30
7月15日 15

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月8日 0
殺虫 5月3日 5月4日 1

除草 5月7日

除草 5月20日 5月22日 3

殺虫 8月2日 7月30日 1

除草 5月6日 2

殺菌 7月30日 0

6 回
7 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 諸橋春雄 松崎克広 白野智久
　住所 南蒲原郡田上町横場新田1887-1 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0256-57-4209 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26年4月1日

実施日
平成26年3月29日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
68.23

1
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月14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11日 4月14日 5月6日
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） 新潟軽量培土（床土） 0.028 31.1 0.026
健苗メイト 0.060 0.45 0.027
新潟軽量培土（覆土） 10.4 0.009
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） スターコート265 2.360 40 2.360

（追肥） ハイグリーン 0.000
スーパーケイサン 0.000
スーパーアミノ薬元764 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） 2.448
管理状況報告時 2.423

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24時間
育苗期 プリンス粒剤 1kg 900g

（フィプロニル） （50g×20箱） （50g×18箱）
本田 マーシェットジャンボ 500g

（ブタクロール）
銀河ジャンボ 400g 400g
（メタゾスルフロン、ピラクロニル、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
アークエース１キロ粒剤 1kg
（ブタクロール、ＡＣＮ）
バリダシンエアー 8倍/800mℓ

管理状況報告時
実績時

（バリダマイシン）

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

17

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 56 3月29日
5月1日 1 使用せず

計画なし 4月13日

4月20日 全量 4月15日
4月15日 30 4月15日

7月20日 15 使用せず
計画なし 7月17日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 4月8日 0
殺虫 5月3日 3月29日 1

除草 5月7日 使用せず

除草 5月20日 5月24日 3

除草 計画なし 5月10日 1

5 回
5 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 斉藤喜久雄 松崎克広 白野智久
　住所 新潟市南区庄瀬6611 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-372-2913 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26年2月1日

実施日
平成26年3月20日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月11日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月11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）
182.91

1～9
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25年9月16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15日 5月6日
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） 新津培土エース（床土） 0.024 47.6 0.021
健苗メイト 0.060
新津培土エース(覆土） 17 0.008

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） スターコート265 1.770 30 1.770

（追肥） 有機入り粒状050号 1.073
ＮＰグリーン 10 0.300

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） 2.927
管理状況報告時 2.099

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/24時間 200倍/24時間
育苗期 プリンス粒剤 50ｇ/箱 850g

（フィプロニル） （50g/17箱）
本田 兆１キロ粒剤 1kg

（ピラクロニル）
銀河ジャンボ 400g 400g
（ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ、ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ、ﾀﾞｲﾑﾛﾝ

マーシェット1キロ粒剤 1kg
（ブタクロール）

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

17

使用予定日
使用量

(kg・㍑/10a)
使用日

3月20日 56 4月5日
5月1日 1 使用せず

計画なし 4月5日

4月15日 全量 4/13～14
4月15日 30 4月14日

6月20日 30 使用せず

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 4月30日 1

除草 5月7日 5月4日 1

除草 5月20日 使用せず

殺虫 8月2日 使用せず

除草 計画なし 5月18日 2

5 回
4 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 新潟市南区庄瀬6761 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 025-373-1039 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26年2月1日

実施日
平成26年3月23日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月11日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26年8月11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

10～13
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25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5日 4/13～14 5月2日
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） 新津培土エース（床土） 0.024 47.6 0.021
健苗メイト 0.060
新津培土エース（覆土） 17 0.008

本田（土づくり） 稲わらすき込み 0.000 全量 0.000
（基肥） スターコート265 1.770 30 1.770

（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） 1.854
管理状況報告時 1.799

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/24時間 200倍24時間
育苗期 プリンス粒剤 50ｇ/箱 850g

（フィプロニル） （50g/17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
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

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



　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19日

4月15日 全量 4/15～25
4月15日 20 5/10～11
4月15日 30 4月10日

7月5日 30 4月10日
7月21日

使用予定日 使用日

菌増殖抑制 3月25日 3月29日 0
殺虫 5月3日

除草 5月7日

除草 5月20日 5月25日 2

殺虫 8月2日

除草 5/10～12 2

殺虫・殺菌 8月6日 2

5 回
6 回

回

別紙１・２共通様式 申請者 認証番号
平成　26　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 新潟市秋葉区新保1681 新潟市南区新飯田2628-1 新潟市南区新飯田842
　℡ 0250-38-4435 025-374-2132 025-374-2131

確認責任者の現地確認
ほ場確認

予定日
平成26年4月1日

実施日
平成26年3月21日

管理状況確認 平成26年8月1日 平成26年8月20日
収穫状況確認 平成26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26年2月1日 平成26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）
275.20

1～14
は種 耕起 田植え（定植） 収穫

計画時
平成25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19日 4/15～25 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
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 20枚 0.036

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） スーパーケイサン 0.000 30 0.000
αペスカ100 10 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） 2.636
管理状況報告時 2.636

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24時間
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）
ツインスタージャンボ ４00g 400g
（メタゾスルフロン、ダイムロン）

スタークル液剤10 8倍/800mℓ
（ジノテフラン）
アークエース1キロ粒剤 1kg
（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

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


