農薬による環境負荷の低減対策

 農薬の使用残が発生しないように散布液を調製

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

環境への負荷をできる限り低減するため、農薬の散布液が残ることがないよう、必
要な量だけ散布液を調製しましょう。


実践項目

 農薬は使い切りできるように調合するよう努め、残った場合は適切 共通
に処理し、農薬残液の処理記録をする。
（１）薬液が残らないように、農薬のラベルに表示されている単位面積当たりの使用
量と農薬を使用する面積から必要な量だけ計量し、ほ場ごとに必要な散布量を調製
しましょう。
（２）農薬の準備は、農薬のラベルの指示に従って行います。ラベルの記載どおりに
希釈するため、計量カップや台秤などの計量器を使用し、平らな場所で計量してく
ださい。また、計量器は定期的に校正しておきましょう。なお、薬剤の調製は、農
作物や用水路・河川から離れた場所で行いましょう。
（３）もし散布液が残ってしまったら、適切に処理し、排水路や河川などに直接排水
することは絶対にやめましょう。

 








【○】秤、計量容器の用意



写真出典：農業ナビゲーション研究所

●農林水産省「農薬コーナー」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXLQGH[KWPO

関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

− 30 −

農薬による環境負荷の低減対策

 水田からの農薬流出を防止する対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


 農薬の使用に当たっては、定められた基準に従って適正に使用しなければなりません。
水田においては、農薬が用水へ流入することにより周辺環境への影響が危惧されるの
で、使用方法を遵守し農薬の流出を防止しましょう。




実践項目

水田において農薬を使用する場合は、止水期間を守る。

米

（１）水田で農薬を散布した場合は、７日間は水田水を外に出さない水管理を行いま
しょう。特に、除草剤を使用する時は、農薬のラベルに記載されている止水に関す
る注意事項を確認し、その内容を遵守しましょう。
（２）止水期間における農薬の流出を防止するため、予め畦畔の整備などをしておき
ましょう。
（３）農薬使用後に大雨が予想される場合は、農薬の使用を避けましょう。

育苗や育苗箱で使用された農薬の残液は河川に流さない。

米

（１）種子伝染性病害を防止するための種子消毒薬の残液は、農薬廃液処理装置を用い
て処理するか、産業廃棄物処理業者に処分を依頼するなど適正に処理しましょう。
（２）苗箱施薬した育苗箱は、薬剤が箱の枠等に付着していますので、水路や河川など
で洗わないようにしましょう。
 





●農林水産省「農薬の適正な使用について」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBWHNLVHLLQGH[KWPO

関連法令等
●農薬を使用するものが遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「農薬適正使用に係る対応の強化について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号
農林水産省消費･安全局長、生産局長、経営局長連名通知）

●「水田において使用される農薬における止水期間の遵守の徹底について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
農薬による人の健康、生物の多様性や水系などの周辺環境に対する影響を考慮し、
農薬の使用機会そのものを低減することが求められています。
総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を取り入れ、農薬による病害虫・雑草の防除を
行う前に、作物の栽培方法全体を見渡し、病害虫などが発生しにくい栽培環境を作り
ましょう。



実践項目

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）を取り入れる。

米麦野
果花

（１）害虫のほ場への飛び込みを防止するため、ほ場周辺の雑草を防除するとともに、
ハウスの場合は、開口部に防虫ネットを展張しましょう。
（２）水田の取り置き苗や施設内の観賞用鉢花など、栽培対象外の植物は、病害虫の
発生源になる可能性もあるので、処分しましょう。
（３）土壌病害やセンチュウなどの発生が懸念されるほ場では、土壌消毒を実施した
り、輪作体系を導入しましょう。
（４）イネいもち病などの常発地域や特定の病害が発生しやすいほ場では、抵抗性品
種を選定しましょう。
（５）苗の適正管理により、健全苗を育成し、病害発生を防ぎましょう。


【○】ハウス開口部への防虫ネットの設置

写真出典：長野県

●長野県 ,30 実践指標について
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RNDQN\RLSPKWPO
関連法令等
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 病害虫の発生状況を把握した上での防除の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
病害虫・雑草の防除は、被害が生じると判断される場合に行うことが基本です。
病害虫などの発生状況を把握して防除の必要性を判断しましょう。


実践項目

 病害虫防除の実施にあたっては、発生予察情報やほ場の観察から
防除の実施を決定する。

米麦野
果花

（１）ほ場内の観察、トラップや粘着板の設置により、病害虫の発生状況を把握し、
防除適期を逃さないように注意しましょう。
（２）長野県病害虫防除所が発表する発生予察情報やＪＡ、農業改良普及センター等
の指導機関から防除情報を入手し、防除タイミングを判断しましょう。 







【○】粘着板の設置による発生予察  【○】肥料袋を再利用したトラップの例




写真出典：長野県

●長野県病害虫防除所「病害虫発生予察情報」
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSERMRMRKRE\RJDLFKX\RVDWVXKWPO

関連法令等
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 農薬と他の防除手段を組み合わせた防除の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
病害虫・雑草の防除が必要と判断された場合には、農薬や他の防除方法を適切に組
み合わせるなど、効果的・効率的に防除を行いましょう。

実践項目

化学合成農薬以外の防除技術を取り入れる。

米麦野

果花
化学合成農薬に依存しすぎることは、生態系に影響を及ぼす可能性があるため、生物
的防除、化学的防除、物理的防除を組み合わせて防除することが必要です。
【生物的防除】
① 天敵の放飼、天敵が生存しやすい環境の整備
② 生物農薬の使用
③ 除草用動物（アイガモなど）の利用
【化学的防除】
① 性フェロモン剤などによる害虫の交信攪乱・誘殺 生物農薬・チリカブリダニ
② 非散布型農薬（ピリプロキシフェン剤など）の使用
【物理的防除】
① 除草用機械の利用
② べたがけ栽培、雨よけ栽培、トンネル栽培などによる病害虫の予防
③ 太陽熱や熱水を利用した土壌中の病害虫・雑草種子の防除
④ 寒冷紗、防虫ネット、袋かけなどによる害虫の侵入防止
⑤ 遮光性が高いマルチ栽培による雑草の抑制
⑥ 黄色灯による夜蛾類の侵入・産卵の抑制

薬剤抵抗性を考慮した薬剤選択に努める。

米麦野
果花

薬剤の特性が同じ農薬の連用を避け、病害虫等の化学合成農薬に対する抵抗性発達
や耐性菌発現の回避に努めましょう。


写真出典：農業ナビゲーション研究所

●長野県 ,30 実践指標について
KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RNDQN\RLSPKWPO

関連法令等
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）

●「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 農薬散布時における周辺住民への影響回避

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農薬は適正に使用されていない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐
れがあります。
住宅地に近接する農地において農薬を使用する際は、周辺住民や子ども等の健康被
害が生じないようにするため、農薬飛散防止対策をとらなければなりません。

実践項目

栽培基準、防除基準などを確認し適切に防除する。

米麦野
果花

（１）農薬は、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に散布をするのではなく、
病害虫の早期発見に努め、発生状況に応じて栽培基準、防除基準に記載されている
農薬により適切に防除しましょう。
（２）病害虫に強い作物や品種の選定、病害虫・雑草が発生しにくい栽培環境づくり、
人手による害虫の捕殺、防虫網の活用などにより、農薬の使用回数及び量を削減し
ましょう。

農薬の散布にあたっては、周辺住民等へ影響がないように注意する。 米麦野
果花
（１）農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日
や時間帯を選び、風向き、ノズルの向きなどに注意するとともに、粒剤などの飛散
が少ない剤型の農薬を使用したり、飛散を抑制するノズルを使用するなど、農薬の
飛散防止に最大限配慮しましょう。
（２）農薬を散布する場合は、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、
使用農薬の種類について、十分な周知に努めましょう。
特に、農薬散布区域の近隣に学校、通学路などがある場合には、学校や保護者な
どへの周知を図り、農薬散布の時間帯を最大限配慮しましょう。

●農林水産省「残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について」
KWWSZZZPDIIJRMSMQRX\DNXQBGULIW
●環境省「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」
KWWSZZZHQYJRMSZDWHUQR\DNXKLVDQBULVNOHDIOHWKWPO
関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「住宅地等における使用について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号、環水大土
発第  号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）
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農薬による環境負荷の低減対策

 土壌くん蒸剤等使用時の揮散防止対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌くん蒸剤を使用するときは、表示された使用上の注意事項に従うとともに、薬剤
が揮散して周辺に影響を与えないよう風向きなどに十分注意し、被覆を完全に行うなど
の必要な措置を講じるよう努めなければなりません。


実践項目

 土壌くん蒸剤等の使用にあたっては、周辺へ影響を及ぼさないよう 野果花
適切な揮散防止対策を実施する。
（１）農薬の容器に表示された使用上の注意事項等に従い、防護マスク等の防護装備
の着用、施用直後のビニール等での被覆等を確実に実施しましょう。特に、クロル
ピクリン剤については、使用場所、周辺の状況に十分配慮して防除を行う必要があ
ります。
（２）薬剤使用時の土壌条件（水分含量、深さ、地温等）は、農薬のラベルに示され
ている注意事項に従いましょう。
（３）ビニールハウスをはじめとする施設等の中においてクロルピクリン剤等の土壌
くん蒸剤を使用する場合は、下記事項に注意が必要です。
 ①施設内での施用作業中は、出入口、天窓、側窓等を開け通気を行う。
 ②作業後は直ちに密閉し、臭気が残っている期間は施設内に入らない。
 ③くん蒸後のハウス内に入る場合には、臭気が無くなったことを確認してから十
分換気した後に入室する。
（４）土壌消毒終了後は、耕うんし、土壌中に残っているガスを除去します。





クロルピクリン工業会「クロルピクリンの安全で適正な取扱い」
 KWWSZZZFKORURSLFULQMSIPDQ]HQKWPO

関連法令等
●農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
（平成  年農林水産省・環境省令第  号）

●「クロルピクリン剤等の土壌くん蒸剤の適正使用について」
（平成  年  月  日付け  消安第  号農林水産省消費・安全局長通知）
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肥料による環境負荷の低減対策

 土壌診断結果や施肥基準等に則した施肥の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 
肥料の過剰な施用は、過繁茂や生育障害による収量・品質の低下だけではなく、
生産コストの増加、地下水汚染や河川への流出など環境への負荷にもつながります。
土壌診断を実施してほ場の土壌条件を把握し、適正な施肥の実践に努めましょう。



実践項目

施肥は、地域の施肥基準・施肥設計や土壌分析に基づき行う。

米麦野
果花

栽培ほ場単位に土壌診断を実施し、ほ場の土壌条件を把握し、
「土づくりガイドブッ
ク」や地域の施肥基準を参考に適正な施肥の実践に努めましょう。また局所施肥技術
や肥効調節型肥料等の環境負荷軽減につながる施肥法に積極的に取り組みましょう。

汚泥肥料を連用する場合は、重金属に関する土壌分析を実施する。 米麦野
果花
（１）汚泥肥料等については、使用方法によっては銅や亜鉛等重金属の蓄積による農
地への負荷が懸念されるため、
「有機物資材適正施用ガイドライン」を参考に施肥を
行いましょう。
（２）農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に掛かる管理基準として「土壌（乾
土）１NJ につき亜鉛 PJ」が定められています。汚泥肥料を連用する場合は、こ
れを超えないよう定期的な土壌診断によりほ場管理を行いましょう。



●長野県「有機物資材適正施用ガイドライン」のついて
 KWWSVZZZSUHIQDJDQROJMSQRJL\XNLVKLWVXVKL]DLKWPO
●長野県「信州の環境にやさしい農産物認証制度」
 KWWSZZZSUHIQDJDQROJMSQRJLVDQJ\RQRJ\RVHGRKWPO

関連法令等
●地力増進基本指針（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
 （平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）

●「農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止に係る管理基準について」
 （昭和  年  月  日付け環水土  号環境庁水質保全局長通知）
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肥料による環境負荷の低減対策

 水田代かき後の濁水流出防止対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌


水田は連作が可能な優れた農耕地で、作土層は肥沃な土壌です。水田から表土が流出
することは肥沃な土壌を失うばかりでなく、肥料分を多く含んだ濁水の河川への流入は、
水系の富栄養化など生態系に深刻な影響を及ぼします。
環境と調和の取れた農業生産活動をすすめるため、水田代かき後の濁水を流失させな
いようにしましょう。




実践項目

水田代かき後や除草剤散布後は止水管理をする。

米

（１）あぜ塗り・あぜシートを利用し、濁水の流出を防止するとともに、不要な入水
や排水をしなくて済むような水管理のしやすい水田としましょう。
（２）代かきは浅水で行い、強制排水は行わないようにしましょう。

田面水に過剰に肥料分が溶出しない施肥を行う。

米

（１）短期間に多量の養分が溶出しない肥効調節型肥料を利用しましょう。
（２）側条施肥田植えにより肥料成分の溶出を防ぎ、肥料の低減も図りましょう。
（３）土壌診断結果等を活かし、必要以上の肥料を施用しないようにしましょう。








環境保全型農業の推進に関しては、以下のホームページにも詳細な情報が記載され
ています。
●農林水産省「環境保全型農業関連情報」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQNDQN\RKR]HQBW\SH

関連法令等
●農林水産省「環境と調和の取れた農業生産活動規範（作物の生産）点検活動の手引き
（未定稿）
（平成  年  月版 農林水産省生産局振興課環境保全型農業対策室）

●地力増進基本指針（平成  年  月  日 農林水産省公表）
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土壌の管理

 堆肥等の有機物の施用等による適切な土壌管理の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌を農作物の生育に適した条件に整備し、維持することは、極めて重要な基本技
術です。
堆肥等の有機物は土づくりや化学肥料の削減に欠かせない資材ですが、資材の特性
を理解し、適正量を施用するように努めましょう。

実践項目

 稲わら・麦わらやたい肥等の有機物の適正な施用による土づくりを
行う。

米麦花

 たい肥等の有機物施用や排水対策の実施による土壌の物理性の改善に 野果花
努める。
（１）堆肥等の有機物の施用は、土壌の膨軟性・通気性・保水性・透水性の改善に有
効です。
有機物資材適正施用ガイドラインにより資材の特性を把握し、地域で作成されて
いる施肥基準を参考に栽培する作物に適した施用量を決定しましょう。
（２）堆肥等の有機物自体にも施肥効果があるため、その肥料分を考慮した施肥設計
を心掛けましょう。施肥設計には長野県土壌・施肥診断システム『Ｄｒ大地』
9HU）を活用することで有機物の施用状況も加味した窒素・りん酸・加里の施
肥設計が可能です。


『Ｄｒ大地』 9HU）トップ画面
写真出典：長野県

●長野県「有機物資材適正施用ガイドライン」のついて
 KWWSVZZZSUHIQDJDQROJMSQRJL\XNLVKLWVXVKL]DLKWPO
関連法令等
●家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針
（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●農林水産省 農業技術の基本指針（平成  年改定）
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土壌の管理

 土壌侵食を軽減する対策の実施

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

土壌は降雨や強風によって侵食を受けることにより、作土層が失われていくことにな
ります。侵食を受けやすいほ場については、野菜等の未作付期間に土壌被覆性のある緑
肥作物を作付しましょう。

実践項目

 傾斜地等では、強い降雨による土壌侵食から、畦畔を保護する対策 米麦
を実施する。
（１）水田においては、植物で被覆するなど、畦畔の管理を行いましょう。
（２）等高線に沿った畝立てを行ったり、侵食により生じた溝は速やかに修復するな
ど、改善策に取り組みましょう。

 必要に応じて、降雨や風などによる土壌侵食を軽減する対策を実施 野花
する。
（１）未作付期間は土壌被覆性のあるエン麦やライ麦などの緑肥作物を作付して、降
雨による流亡や強風による風食から土壌の侵食を防ぎましょう。緑肥は、地域の栽
培基準等を参考に適期播種し、浸食防止効果が期待できる生育量を確保しましょう。
（２）果樹の場合、草生栽培により土壌の浸食を防ぎましょう。
（３）堆肥の施用などによって土壌の透水性改善を図りましょう。
（４）ほ場とほ場の間に、防風垣を設置することも検討しましょう。

【○】春先の風食を防止するために緑肥作物を作付した圃場
関連法令等
●地力増進基本指針（平成  年  月  日付け農林水産省公表）
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
 （平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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写真出典：長野県

廃棄物の適正な処理・利用

 農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理（法）

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

 

農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理については法令で義務付けられています。
 事業者である「農業者」は、事業活動で発生する廃棄物の減量に努め、発生した廃
棄物の処理を適正に行わなければなりません。

 実践項目
 不用農薬及び空容器は産業廃棄物として適正に処理し、記録をする。 共通
一時的に保管する場合も、適切に分別し保管する。
（１）市町村やＪＡが、定期的に不用農薬や空容器を回収している場合があります。
指定された回収日まで保管を行う際は、適正に分別し、農作物や周辺住民に影響を
及ぼすことがないよう注意する必要があります。
（２）産業廃棄物収集運搬業者に受け渡す場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）
 
を運搬業者に渡し、返送される管理票により、廃棄物が正しく処理されているかを
確認するとともに、管理票を５年間保存しておかなければなりません。

 マルチ、ビニール、育苗箱等の廃プラは産業廃棄物として適正に処 共通
理し、記録をする。一時的に保管する場合も適切に分別し保管する。
使用済みの廃プラスチックについては、ＪＡや廃プラスチック類適正処理協議会、
市町村等が指定する回収日まで適正に保管し、処理手続きを行う必要があります。
 
 養液栽培では培養液を回収して再調整し、これを循環利用すること 野花
により廃液の排出量を最大限低減させる。
養液栽培で使用された養液が排液として河川・湖沼に流入すると環境汚染につなが
るので、排液量を極力減らす栽培管理が望まれます。養液の更新時や栽培終了時には
排液中の無機成分をできるだけ少なくするほか、土耕栽培の作物の液肥に利用するな
どにより、環境負荷を減らすとともに、生産コストの抑制を図ることが望まれます。








【×】農薬の空き容器が野ざらしになっている例
写真出典：農業ナビゲーション研究所

関連法令等
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和  年  月  日法律第  号）
●「環境と調和のとれた農業活動規範について」
（平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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廃棄物の適正な処理・利用

 農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却の回避（法） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
 

農業生産活動に伴う廃棄物の不適切な焼却は、原則として法律で禁止されています。
 廃棄物の発生をできるだけ少なくすることは、廃棄物の管理や取扱い、処理におい
ての時間と経費の節約になるだけでなく、環境に対する負荷を軽減することにつなが
ります。

実践項目

 不用農薬及び空容器は産業廃棄物として排出し、処理記録をする。 共通
一時的に保管する場合も、適切に分別し保管する。
 マルチ、ビニール、育苗箱等の廃プラは産業廃棄物として排出し、 共通
処理記録をする。一時的に保管する場合も適切に分別し保管する。
廃ビニール等の野焼きは、煙や悪臭が近隣住民の迷惑になるばかりでなく、法律で
禁止されています。産業廃棄物としての適正な保管管理と処分を行いましょう。
 
 稲わらや作物残渣等は堆肥化などのリサイクルに努める。

共通

収穫残渣をたい肥や飼料として利用するなど適正な処理を行う。

共通

（１）農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は規制の例外
とされていますが、堆肥化などにより、できるだけ有効に農地へ還元していきまし
ょう。
（２）家畜の飼料、畜舎の敷料等の用途への利用を検討しましょう。






作物残渣等の有機物のリサイクルの実施に関しては、以下のホームページにも詳細
な情報が記載されています。
●農林水産省「環境と調和のとれた農業生産活動規範 農業環境規範 」の策定につい
て
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQNDQN\RKR]HQBW\SHKBNLKDQLQGH[KWPO

関連法令等
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和  年  月  日法律第  号）
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和  年  月  日政令第  号）
●悪臭防止法（昭和  年  月  日法律第  号）
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エネルギーの節減対策

 不必要・非効率なエネルギー消費の節減

食㻌 環㻌 労㻌 管㻌

農作物の生産活動といえども、化石燃料や電力を消費すれば温室効果ガスである二酸
化炭素が発生します。それぞれの営農条件において二酸化炭素の排出抑制に取り組むこ
とが大切です。
 また、施設・機械等の使用にあたっては、不必要・非効率なエネルギー消費を節減
することが求められます。

実践項目

施設・機械等でのエネルギーの使用に際しては、常に節減に取り組む。
共通
電気配線等の点検を行い、適正な利用に努める。
（１）非効率なエネルギーの消費を避けるため、エネルギーを多く使用する施設・機

械については、定期的な清掃・点検整備を行うとともに破損箇所は補修しましょう。
電気系統の事故や、漏電防止にもつながります。
（２）機械の運転日程の調整や作業工程の管理により、効率的な機械の運転を行いま
しょう。

リターナブルコンテナの使用など、ゴミの減量に向けた取組を行う。 野果花
出荷用ダンボールの代わりにリターナブルコンテナ等を用いることは、流通コスト
の削減や省資源効果にもつながります。出荷先に応じて積極的に取り組みましょう。
ゴミの減量化は生産者サイド、流通サイドにとって共通の課題でもあります。

 ハウスの適切な温度管理や、燃料の節約につながる取り組みなど
野果花
省エネ対策に取り組む。
変温管理など効果的・効率的なハウスの温度管理を導入するほか、循環扇の利用や
多層被覆栽培等燃料の節約につながる取り組みを行いましょう。
また、施設・機械の更新にあたっては、必要とする機能や能力を満たす条件の中で、
できるだけエネルギー効率の良い方を選びましょう。
      







  【○】農機具の定期的な点検  【○】循環扇の設置によるハウスの省エネ対策 
写真出典：（左）農業ナビゲーション研究所、（右）長野県
 
●農林水産省「農業機械の省エネ利用マニュアル平成  年度数値化改訂版」
KWWSZZZPDIIJRMSMVHLVDQVLHQVL]DLVBNLNDLNDSGIQRXNLBPDQXDOSGI
関係法令等
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
 （平成  年  月  日付け  生産第  号農林水産省生産局長通知）
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特定外来生物の適正利用

 セイヨウオオマルハナバチの飼養許可取得・適切な飼養（法） 食㻌 環㻌 労㻌 管㻌
セイヨウオオマルハナバチは、平成  年９月１日、「特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法律」
（外来生物法）に基づく“特定外来生物”に指定され、
原則として、本種の飼養、運搬、保管等が禁止されました。
 ただし、トマトの授粉など農業に利用する場合には、外来生物法に基づく飼養等許可
を受けることで、使用することができます
飼養する場合は環境省の許可を取得し、法令上で義務付けられた飼養方法に基づき
適切に管理するほか、在来種のクロマルハナバチの導入も積極的に検討しましょう。
実践項目

 作物の授粉にセイヨウオオマルハナバチを使用する場合は、環境省
の許可を取得し、逸出防止等の対策を実施する。

野

（１）ハウスの開口部へのネット展張、出入り口の二重構造など逸出防止措置が取ら
れている施設であれば飼養許可を得た上で飼養が可能です。
（２）施設には許可証のコピーなど許可を受けた標識を掲示しましょう。
（３）飼養する必要がなくなったときは、確実に殺処分してください。

セイヨウオオマルハナバチ

【○】ハウスへの許可証の掲示
写真出典：光畑雅宏氏

●環境省「セイヨウオオマルハナバチの飼養等許可の申請を行う方へ」
KWWSVZZZHQYJRMSQDWXUHLQWURODZVKL\RXPDUXKDQDKWPO
関連法令等
●特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
（平成  年  月  日法律第  号）

●環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準 を定める細目等
（平成  年環境省告示第  号）

− 44 −

