
農Ｓ－１ 生産管理記録 追加申請圃場の記入例（慣行からの転換）（ 記録期間 2009 年 9月から 2010 年 9月まで）

この日がほ場一覧の有機
管理開始日になる

農Ｓ－１ 生産管理記録 追加申請圃場の記入例（慣行からの転換）（ 記録期間 2009 年 9月から 2010 年 9月まで）

農  家  名 ほ場番号 ほ場面積 栽培品目（品種） 種苗の有機性（採種ほ場）

又は購入種苗使用の理由 

有機種苗（認定ほ場 5番で採種し

た種籾を施設 No1 で自家育苗） 米倉耕吉 １  20ａ 水稲（コシヒカリ）

年月日 作業内容
使用種苗・資材 使用機械・器具 

備 考年月日 作業内容 備 考
種苗・資材名 数 量 機械・器具名 洗浄・整備方法 

2008.9.15 収穫（慣行栽培米）＝

有機管理開始日 

  コンバイン 使用前洗浄 有機管理を開始した日が

分かるように書いてくだ

さい。またその日を圃場一2009.3.2 ボカシ施用、耕起 自家製ボカシ 100kg ブロードキャスター 使用前洗浄 

覧の有機管理開始日と一

致させてください。 

転換するまで他の人がこ

のほ場で慣行栽培してい

トラクター 

4.20 入水     

4.25 荒代かき   トラクター 使用前洗浄 

5.7 植代かき   トラクター、ドライブ 使用前洗浄 

た場合は最終収穫日を証

明する書面を提出してく

ださい。 

ハロー 

5.10 田植え 自家製苗 平箱 45 箱 田植機 使用前洗浄 

5.13 補植     

5.25 除草   8 反取り 使用前洗浄 

有機管理を開始して1年以上の管理記録

6.10 畔草刈り   草刈り機 使用前洗浄 

6.20 手除草     

8.30 ヒエ抜き     緩衝地帯の処理 

9.20 緩衝地帯別刈り     別収穫９月 20 日（約 50kg）  

 （慣行栽培米と一緒にして

自家消費へ） 

作付けなし 

その他（           ） 

9.25 稲刈り   コンバイン、グレンコンテナ 使用前洗浄 

9.26 乾燥   乾燥機 使用前洗浄 

9.26 籾摺り・袋詰め   籾摺り機・ライスグレ

ーダー 

使用前洗浄 

  
慣行ほ場から有機管理に切り替えた場合は慣行の

終収穫日を必ず書いて下さい。
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多年生の場合
この日がほ場一覧の有機
管理開始日になる

農Ｓ－１ 生産管理記録 追加申請圃場の記入例（多年生作物 慣行からの転換） 

                            （ 記録期間 2009 年 9 月から 2010 年 9月まで） 
農  家  名 ほ場番号 ほ場面積 栽培品目（品種） 種苗の有機性（採種ほ場）

又は購入種苗使用の理由 米倉耕吉 9  12ａ 温州ミカン 

年月日 作業内容 
使用種苗・資材 使用機械・器具 

備 考 
種苗・資材名 数 量 機械・器具名 洗浄・整備方法 

2008 9 15 ○○フロアブル散布 動力噴霧器 使用前洗浄 有機管理を開始した日2008.9.15 ○○フロアブル散布

（使用禁止資材最終使

用）＝有機管理開始日

動力噴霧器 使用前洗浄 有機管理を開始した日

が分かるように書いてく

ださい。またその日を圃場

一覧の有機管理開始日と

致させてください

2008.10.2 収穫開始   コンテナ  

2 20 マシン油散布 トモノール 30 倍希釈 動力噴霧器 使用前洗浄
一致させてください。 

 転換するまで他の人が

このほ場で慣行栽培して

いた場合は最終収穫日を

2.20 マシン油散布 トモノ ル 30 倍希釈、

1000 ㍑ 

動力噴霧器 使用前洗浄

2.25 剪定   剪定ばさみ 使用前洗浄 

3.7 ボカシ施用 ○○ボカシ 200kg 手散布  

5 10 草刈り 草刈り機 有機専用

有機管理を開始して1年以上の管理記録

証明する書面を提出して

ください。 

5.10 草刈り 草刈り機 有機専用

7.13 バイオリサ設置 バイオリサ・カ

ミキリ 

１ケース   

9.25 収穫   コンテナ 使用前洗浄 

      緩衝地帯の処理 

      別収穫９月 20 日（約 50kg）  

 （自家消費へ） 

作付けなし

      

103

作付けなし

その他（           ） 

 

      

 



この日がほ場一覧の有機
管理開始日になる

農Ｓ－１ 生産管理記録 追加申請圃場の記入例（非耕作状態からの有機管理開始） 

農  家  名 ほ場番号 ほ場面積 栽培品目（品種） 種苗の有機性（採種ほ場）

又は購入種苗使用の理由

有機種苗（認定ほ場 5番で採種し

た種籾を施設 No1 で自家育苗）米倉耕吉 １ 20ａ 水稲（コシヒカリ）

2年以上非耕作で使用禁止資材の不使用

又は購入種苗使用の理由 た種籾を施設 No1 で自家育苗） 米倉耕吉 １ 20ａ 水稲（ シヒカリ） 

年月日 作業内容 
使用種苗・資材 使用機械・器具 

備 考 
種苗・資材名 数 量 機械・器具名 洗浄・整備方法 

2007.9.15 2007 年秋より休耕（減

反）

  コンバイン 使用前洗浄 2年以上非耕作状態だった

事と、その状態から有機管2年以上非耕作で使用禁止資材の不使用反） 事と、その状態から有機管

理を開始した日（耕起、堆

肥施用等）が分かるように

書いてください。またその

日を圃場一覧の有機管理

2009. 

9.15 

ボカシ施用、耕起 自家製ボカシ 100kg ブロードキャスター 

トラクター 

使用前洗浄 

4.20 入水     

4.25 荒代かき トラクター 使用前洗浄

開始日と一致させてくだ

さい。 

有機管理開始前に他の人

がこのほ場を管理してい

荒代 使 前 浄

5.7 植代かき   トラクター、ドライブ

ハロー 

使用前洗浄 

5.10 田植え 自家製苗 平箱 45 箱 田植機 使用前洗浄 

5.13 補植     

た場合は 2 年以上非耕作

状態で使用禁止資材不使

用だった事を証明する書

面を提出してください。 

5.25 除草   8 反取り 使用前洗浄 

6.10 畔草刈り   草刈り機 使用前洗浄 

6.20 手除草     

有機管理を開始して1年以上の管理記録

8.30 ヒエ抜き 緩衝地帯の処理

9.20 緩衝地帯別刈り     別収穫９月 20 日（約 50kg）  

 （慣行栽培米と一緒にして

自家消費へ） 

作付けなし

9.25 稲刈り   コンバイン、グレンコンテナ 使用前洗浄 

9.26 乾燥   乾燥機 使用前洗浄 

非耕作ほ場で有機管理を開始した場合、そ
の前の状態と 初の有機管理の具体的な内作付けなし

その他（           ） 

9.26 籾摺り・袋詰め 籾摺り機・ライスグレ

ーダー 

使用前洗浄

  

の前の状態と 初の有機管理の具体的な内
容とその日付を必ず書いて下さい。




