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不適正な農薬の使用について 
○１人でも農薬を不適正に使用し、食品衛生法の 

 基準値を超える農薬成分が検出されれば、消費 

 者の信頼を損ない、当該産地、さらには、県内 

 産地まで巻き込んで、大きな損害を与えること 

 になる。（販売の停止、流通野菜の回収義務が生 

 じる） 

 

○また、農薬使用者には、農薬取締法における罰 

 則が規定されている。（３年以下の懲役または 

 １００万円以下の罰金） 2 



不適正な農薬の使用による損害 

○ 平成１９年１月、栃木県のＪＡかみつがが、 
 新潟市中央卸売市場に出荷した「とちおとめ」 
 から、食品衛生法の基準を超える農薬成分が検出 

○ ＪＡかみつがは、出荷したいちごを全量自主回収・処分する 
 とともに、生産者全員が６日間、出荷を自粛 

○ 自主回収と出荷自粛による、ＪＡかみつがの損害額は、 
 約１億８，０００万円に上ったとのこと 

 １人でも農薬を不適正に使用し、食品衛生法の基準を超え
る農薬成分が検出されれば、直売所・ＪＡ全体が大きな損害
を受けることになります！ 

○ 食品衛生法違反の原因は、定植前に土壌混和して  
  使う農薬を、定植後に使用したことと言われている 
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不適正な使用の例 
• 適用のない作物に使用 
  例）○○粒剤と○○乳剤（○○が同じ）で、使用できる作物が同じと思 

    い込み、粒剤しか登録のない農薬を、在庫のある乳剤で使用した。 

• 希釈倍数を守らなかった 
  例）濃く散布する方が効果があると思い、2000倍希釈を1500倍希釈で   

    使用した。    

• 使用時期を守らなかった 
  例）他の作物で収穫前日まで使えたので、収穫前日数7日のところを 

    収穫前日に使用した。 

 

→すべて、ラベルを確認すると防げること 
 



講習会内容 

• 使用者が守るべきこと 

 

• 農薬の混入・飛散を防ぐために 
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農薬使用者が守るべきこと 
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農薬使用者が、農薬使用時に 
遵守しなければならない基準 
 
          （農薬使用基準の遵守義務） 
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じゅんしゅ 

１ その農薬に適用のない 
 作物には使用しないこと 
 

 
  （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第２条抜粋） 



 農薬のラベルには、農薬取締法に基づき登録番号や 
有効成分のほかに、使用者が使用上守るべき事項や、 
取扱い上の注意事項がすべて表示されています。 
  

【適用病害虫と使用方法】 

           

農林水産省登録 
第○○○○○号 
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作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用液量 
使用時期 

（収穫前） 
本剤及び△△△を 

含む農薬の総使用回数 
使用方法 

○○○ 
アブラムシ類 
コナジラミ類 

4000倍 
150～300L 

／10ａ 
前日まで ３回以内 散布 

〇「作物名」に使おうとする作物が載っていますか？ 

〇農薬の剤型（粒剤や乳剤、水和剤等）が違うのに、使用できる作 

 物が同じと思っていませんか？ 

〇トマトとミニトマトで使用できる農薬が同じと思っていませんか？ 

１ その農薬に適用のない作物には 
 使用しないこと 



間違いやすい作物（例） 
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農薬使用者が、農薬使用時に 
遵守しなければならない基準 
 
          （農薬使用基準の遵守義務） 
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じゅんしゅ 

２ 定められた使用量または 
 濃度を超えて使用しないこと 

  
  （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第２条抜粋） 



農薬使用基準の遵守義務 
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②希釈倍数（使用液量）の確認 
◆定められた希釈倍率及び使用液量を超えて使用しないこと 

【適用病害虫と使用方法】 

作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用液量 
使用時期 

（収穫前） 
本剤及び△△△を 

含む農薬の総使用回数 
使用方法 

○○○ 
アブラムシ類 
コナジラミ類 

4000倍 
150～300L 

／10ａ 
前日まで ３回以内 散布 

〇 希釈倍数、使用液量に間違いはないですか？ 
 

２ 定められた使用量または 
 濃度を超えて使用しないこと 



農薬使用者が、農薬使用時に 
遵守しなければならない基準 
 
          （農薬使用基準の遵守義務） 
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じゅんしゅ 

３ 定められた使用時期を 

 守ること  
 
  （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第２条抜粋） 
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③使用時期の確認 
◆生育期間において定められた使用時期を守ること 

【適用病害虫と使用方法】 

作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用液量 
使用時期 

（収穫前） 
本剤及び△△△を 

含む農薬の総使用回数 
使用方法 

○○○ 
アブラムシ類 
コナジラミ類 

4000倍 
150～300L 

／10ａ 
前日まで ３回以内 散布 

〇 使用時期 

 （収穫前使用期限） 

 は適正ですか？ 

３ 定められた使用時期を守ること  



農薬使用者が、農薬使用時に 
遵守しなければならない基準 
 
          （農薬使用基準の遵守義務） 
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じゅんしゅ 

４ 定められた総使用回数 
 以内で使用すること 
 
  （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第２条抜粋） 
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④成分が同じ農薬の使用回数の確認 
◆定められた総使用回数以内で使用すること 
◆農薬名が違っていても成分が同じであれば使用回数に含まれる 

【適用病害虫と使用方法】 

作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用液量 
使用時期 

（収穫前） 
本剤及び△△を 

含む農薬の総使用回数 
使用方法 

○○○ 
アブラムシ類 
コナジラミ類 

4000倍 
150～300L 

／10ａ 
前日まで ３回以内 散布 

〇その作物に使用するのは何回目ですか？ 
〇同じ成分で、農薬名が違う場合、回数を合算  
 してますか？ 

 

４ 定められた総使用回数以内で 
 使用すること  



農薬使用者が、農薬使用時に 
遵守しなければならない基準 
 
          （農薬使用基準の遵守義務） 
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じゅんしゅ 

５ 有効期限を守る 
 
（農薬使用者は、最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう努めな
ければならないき規準を定める省令第２条抜粋） 



５ 有効期限を守る 
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農薬の表示には法に基づき最終有効年月が必ずのっています 

 
 
・効果 
（病害虫等の効果） 
・品質 
（薬害、変質などおこらない） 
・農薬使用基準 
    （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第２条） 

 

有効期限内で保障されていること 

 農薬使用者は、最終有効年月を過ぎた農薬を使用し
ないよう努めなければならない 



６ 防除の記録を行うこと 

 
   

 農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる
事項を記載すること。 

１ 農薬を使用した年月日 

２ 農薬を使用した場所 

３ 農薬を使用した農作物等 

４ 使用した農薬の種類又は名称 
 

５ 使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は 
 希釈倍数     
 
    （農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令第９条） 
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農薬の混入・飛散を 
防ぐために 
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事例１ 

 小松菜からキャベツ、大根に散布した農薬成分○○が
検出された 

こまつな 

だいこん 

キャベツ 
使用した防除器具 

キャベツ、大根に散布した農薬（○○乳剤）が隣接した
小松菜に飛散 

原因 
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小松菜 

大根 

キャベツ 
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飛散防止の取り組み 

１．吹上散布（鉄砲噴口の操作）は要注意 

 ・散布圧力を高め過ぎない 

 ・ノズルは作物に向け、近くから散布する 

 ・病害虫の生息部分に散布する 
 

２．飛散軽減ノズルを使う 
 

３．隣接する作物に適用のある 

  農薬を使用する 

 飛散低減ノズル 

〈対策〉 
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4. 避けられない場合は被覆する 

5. 飛散の心配がない農薬（粒剤など）に替える 

 

 

飛散防止カバー 不織布シート 

〈対策〉 

飛散防止の取り組み 



事例２ 

 きゅうりに適用のない農薬成分△△が0.１ppm 

 (残留基準値0.01ppm）検出された。 

原因 

ラベルを確認して農薬を散布 
 
 
庭木に△△水和剤を散布したのち、 
ホースの通水洗浄をせずにタンクのみを洗浄 
 
 
後日同じ散布器具できゅうりに適用のある 
別の農薬を散布 

しかし・・・ 
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散布器具の十分な洗浄 

① 散布が終わったら残液を抜く 

② 洗浄・通水してから片付ける 

③ 次回の散布開始時、直ちに作物にかけない 

〈対策〉 

洗った水は、ほ場内
の土壌に散布しま
しょう!! 
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特にホース中の 
残液に注意 



まとめ 

• 農薬を使用するときはラベルを確認する 

 

• 農薬を使用したときは帳簿に記載する 

 

• 散布器具を十分に洗浄する 

 

• 圃場の近隣の条件の確認と飛散の防止 
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【参考】農薬登録情報の検索方法 
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①農林水産消費安全技術センター（FAMIC）のHPを検索 
（http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm000.html） 

②「農薬登録情報提供システム」をクリック 

http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm000.html


ご清聴有難うございました 
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