
（様式３）
「ちばエコ農産物」の認証状況報告書（令和2年8月）

実績 / エコ基準

千葉 令和2年8月4日 01A1776002 市原市 時田　清一 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月5日 令和2年10月15日 牛ふん 2.0 6.1 2.72 / 8.0 7 / 9

千葉 令和2年8月4日 01A1601003 市原市 白鳥　徳男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月2日 令和2年5月1日 令和2年9月1日 令和2年9月10日
稲わら

農力アップスーパー
0.5
0.04

6.0 3.0 / 4.5 6 / 7

千葉 令和2年8月4日 01A1676003 市原市 白鳥　徳男 いちじく -
桝井ドーフィン、ビオーレ、

ソリエス、セレスト
- - 令和2年8月15日 令和2年11月30日 牛ふん、鶏ふん 1.0 13.6 7.2 / 8.0 7 / 9

千葉 令和2年8月4日 01A1576001 市原市 鶴岡　紹作 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月10日 令和2年11月10日 牛ふん 0.6 19.2 8.0 / 8.0 8 / 9

千葉 令和2年8月6日 01A1476002 市原市 古川　謙一 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月8日 令和2年11月20日 牛ふん 2.0 14.5 0.9 / 8.0 4 / 9

千葉 令和2年8月6日 01A1401032 市原市 古川　謙一 水稲 移植 ふさのもち 令和2年4月11日 令和2年5月8日 令和2年9月6日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.0 3.0 / 4.5 4 / 7

千葉 令和2年8月6日 01A1370001 市原市 古川　謙一 オクラ - グリーンソード 令和2年5月14日 - 令和2年8月7日 令和2年9月30日 緑肥（エンバク）
10㎏

（は種量）
5.6 5.6 / 11.5 0 / 3

千葉 令和2年8月10日 01A1776001 市原市 濱田　一男 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月11日 令和2年11月30日
稲わら
牛ふん

0.6
2.5

22.4 4.56 / 8.0 7 / 9

千葉 令和2年8月18日 01A1401011 市原市 山﨑　毅彦 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年3月25日 令和2年4月26日 令和2年8月27日 令和2年9月4日
稲わら
レンゲ

0.5
0.5

2.0 0 / 4.5 1 / 7

千葉 令和2年8月18日 01A1401008 市原市 安藤　実 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月18日 令和2年9月1日 令和2年9月2日
稲わら

ケイ酸カリ
0.5
0.04

4.5 4.5 / 4.5 5 / 5

千葉 令和2年8月18日 01A2001001 市原市 羽鳥　晃洋 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさこがね
令和2年3月15日 令和2年4月15日 令和2年8月19日 令和2年9月2日 稲わら 0.5 4.8～8.2 0～3.8 / 4.5 4～5 / 7

千葉 令和2年8月25日 01A1401004 市原市 大宮　良文 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月25日 令和2年9月8日 令和2年9月11日 稲わら、もみ殻　他 0.5 0 0 / 4.5 0 / 5

千葉 令和2年8月25日 01A1401019 市原市 根本　泰弘 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさこがね
令和2年4月1日 令和2年4月25日 令和2年8月26日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.15 2.66 / 4.5 7 / 7

千葉 令和2年8月25日 01A1401014 市原市 鶴岡　裕之 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月22日 令和2年9月6日 令和2年9月8日 稲わら 0.5 0.36 0 / 4.5 5 / 7

千葉 令和2年8月25日 01A1401028 市原市 中郷米米倶楽部　時田　正夫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月22日 令和2年5月17日 令和2年9月10日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 3.6 1.74 / 4.5 3 / 7

千葉 令和2年8月28日 01A1401003 千葉市 鳥海　薫 水稲 移植 ふさこがね、こがねもち 令和2年4月1日 令和2年4月28日 令和2年8月28日 令和2年9月1日 稲わら 0.6 4.0～4.2 4.0～4.2 / 4.5 5～6 / 7

千葉 令和2年8月28日 01A2001002 市原市 杉田　守弘 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年5月2日 令和2年9月2日 令和2年9月5日
稲わら
レンゲ

0.5
0.5

4.0 0 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月3日 02A1801002 我孫子市 長島　操 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月28日 令和2年9月10日 令和2年9月21日 稲わら 0.5 3.0 2.96 / 4.5 5 / 7

東葛飾 令和2年8月3日 02A1401009 我孫子市 森田　秀樹 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月28日 令和2年9月3日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.2～8 0～4.2 / 4.5 0～7 / 7

東葛飾 令和2年8月3日 02A1571001 我孫子市 染谷　智一郎 日本なし 草生栽培 幸水、豊水 - ‐ 令和2年8月7日 令和2年9月20日 古米、小米 0.08 10.4 8.4 / 13.0 17 / 26

東葛飾 令和2年8月11日 02A0601002 柏市 有限会社柏みらい農場 水稲 移植 ふさこがね 令和2年3月22日 令和2年4月16日 令和2年8月下旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 5.5 3.06 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月11日 02A1901001 柏市 岡田　健三 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月4日 令和2年5月5日 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 4.8 2.3 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月11日 02A0901006 柏市 染谷　惣一 水稲 移植 ふさのもち、ミルキークィーン 令和2年4月4日 令和2年5月1～2日 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 4.8 2.3 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月12日 02A0401004 我孫子市 岡田　信之 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、ふ

さのもち
令和2年4月15日,

5月5日
令和2年5月10日, 5月

25日
令和2年9月5日 令和2年9月25日 米ぬか 0.2 0～1.7 0～1.7 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月12日 02A0801002 我孫子市 鈴木　裕一 水稲 移植 コシヒカリ
令和2年3月25日,

5月3日
令和2年4月25日, 5月

22日
令和2年8月25日 令和2年9月30日 稲わら 0.5 3.47 3.47 / 4.5 5、6 / 7

東葛飾 令和2年8月12日 02A1201001 我孫子市 田口　徹 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年4月5日
令和2年4月29日,

5月4日
令和2年9月5日 令和2年9月25日 稲わら 0.5 5.6、10.2 0、4.2 / 4.5 4 / 7

東葛飾 令和2年8月12日 02A1401007 我孫子市 香取　典男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月2日 令和2年9月2日 令和2年9月7日 稲わら 0.2 1.8 3.6、4.2 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月14日 02A0801007 柏市 成川　勝紀 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月8日 令和2年5月5日 令和2年9月中旬 令和2年9月下旬 馬糞 2 4.2 1.8 / 4.5 5 / 7

東葛飾 令和2年8月14日 02A0901007 我孫子市 成島　誠 水稲 移植 ふさおとめ、ヒメノモチ 令和2年3月29日 令和2年4月29日 令和2年8月18日 令和2年9月10日 稲わら 0.4 8.6 3.4 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月14日 02A1701001 我孫子市 髙田　きくゑ 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年4月4日 令和2年5月2日 令和2年9月10日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 2.8 2.8 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月18日 02A0501012 柏市 山口　昭 水稲 移植 コシヒカリ、ひとめぼれ、粒すけ
令和2年3月30日,
4月3日,4月8日,

4月12日

令和2年4月26日
～5月15日

令和2年8月26日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.0～4.48 4.0～4.48 / 4.5 4～5 / 7

東葛飾 令和2年8月18日 02A0501005 柏市 市村　真一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年5月5日 令和2年9月6日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 2.8 1.6 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月18日 02A0701002 柏市 相模　農夫男 水稲 移植
コシヒカリ

ミルキークイン
令和2年4月3日 令和2年5月4日 令和2年9月10日 令和2年10月10日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 5 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0901004 我孫子市 松下　辰己 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年4月6日 令和2年5月6日 令和2年9月5日 令和2年9月15日 稲わら 0.3 3.0 3.0 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A1601003 我孫子市 根本　博 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和2年9月7日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.48 4.48 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A1001001 我孫子市 森　茂 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年3月31日 令和2年5月1日 令和2年8月30日 令和2年9月6日 稲わら 1.5 7.6 2.3 / 4.5 5 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0501025 柏市 鈴木　恒章 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、ふ

さおとめ
令和2年4月2日 令和2年5月2日 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 4.0 4.0 / 4.5 5、7 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0401001 柏市 株式会社エグチライスファーム 水稲 移植
コシヒカリ、つや姫、赤米、黒米、

ヒメノモチ
令和2年4月7日,4月9

日
令和2年5月3～6日 令和2年8月25日 令和2年9月25日 稲わら 0.5 6.3 4.5 / 4.5 4、6 / 7 http://eguchiricefarm.com/

東葛飾 令和2年8月20日 02A1601004 我孫子市 三須　清一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月22日 令和2年8月31日 令和2年9月15日 稲わら 0.4 4.5 4.41 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0801001 我孫子市 新堀　静江 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、マ

ンゲツモチ
令和2年4月6日 令和2年4月29日 令和2年9月1日 令和2年9月18日 稲わら 0.5 4.2 1.8 / 4.5 4 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A1401008 我孫子市 渡辺　鴻 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年4月28日 令和2年9月1日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0501004 我孫子市 古川　鉄夫 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、マ

ンゲツモチ
令和2年4月7日 令和2年4月30日 令和2年9月4日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.0 4.0 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A1501002 我孫子市 菅井　光男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月6日 令和2年5月3日 令和2年9月7日 令和2年9月17日 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 5 / 7

東葛飾 令和2年8月20日 02A0801005 我孫子市 松下　亮一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月1日 令和2年9月3日 令和2年9月6日 稲わら 0.75 3.85 3.85 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月21日 02A1601002 野田市 谷口　和哉 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月25日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 3 / 7

地域 認証年月日 認証番号 市町村
自己の管理・運営するHPアドレス
（情報ステーションに掲載を希望
する場合）

播種 定植 収穫開始生産者 品目 作型等 品種
/ エコ基準

収穫終了

堆肥 肥料 農薬（成分回数）

原材料 使用量(t) 全N(kg)
(化成N(kg))

実績合計



東葛飾 令和2年8月24日 02A0701008 我孫子市 大井　栄一 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち
令和2年3月29日,4月
16日,4月25日,5月6日

令和2年4月30日,
5月11～13日,
5月19～21日,
5月25～30日

令和2年9月3日 令和2年10月2日 稲わら 0.5 4.5 4.19 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月24日 02A1801003 我孫子市 向　克己 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月4日 令和2年5月3日 令和2年9月5日 令和2年9月15日 鶏ふん、稲わら 0.65 3.0 3.0 / 4.5 6 / 7

東葛飾 令和2年8月24日 02A1978001 我孫子市 中野　治 くり - 丹波 - - 令和2年9月15日 令和2年10月15日 生ごみ 0.002 0 0 / 8.0 0 / 3

東葛飾 令和2年8月24日 02A1501001 我孫子市 日暮　正昭 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月28日 令和2年4月29日 令和2年9月1日 令和2年9月10日 稲わら 0.45 4.4 4.4 / 4.5 7 / 7

東葛飾 令和2年8月24日 02A0801004 我孫子市 須藤　一宏 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月2日 令和2年9月5日 令和2年9月15日 バイオ１４ 0.07 5.4 1.8 / 4.5 4 / 7

東葛飾 令和2年8月25日 02A0501011 柏市
ＪＡいちかわ柏たなか
おいしいお米を作る会

水稲 移植 コシヒカリ
令和2年3月29日,4月4
日,4月5日,4月8日

令和2年4月22日,
5月1～5日,5月7日

令和2年9月上旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 3.0～7.5 0～3.96 / 4.5 5～7 / 7

東葛飾 令和2年8月31日 02A0601008 柏市 根本　大太郎 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月17日 令和2年5月17日 令和2年9月10日 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 3.5 0 / 4.5 5 / 7

印旛 令和2年8月6日 03A0601005 佐倉市 農事組合法人鹿島 水稲 移植
コシヒカリ、ツキミモチ、

ミルキークイーン
令和2年4月11日 令和2年5月9日 令和2年8月下旬 令和2年9月中旬

稲わら
牛ふん

0.5
0.5

4.6 3.9 / 4.5 3 / 7

印旛 令和2年8月6日 03A0301010 佐倉市 清宮　正裕 水稲 移植 コシヒカリ、にこまる　他 令和2年4月5日～ 令和2年5月3日～ 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬
稲わら

緑肥（ヘアリーベッチ）
0.5
2.0

4.2～6.3 0～4.4 / 4.5 3～5 / 7

印旛 令和2年8月6日 03A0803001 八街市 高畑　好伸 落花生 マルチ 郷の香 令和2年5月18日 - 令和2年9月10日 令和2年10月上旬
緑肥（エンバク）

鶏ふん
バーク

0.4
0.6
0.3

0 0 / 1.5 1 / 2

印旛 令和2年8月17日 03A1301003 栄町 小倉　毅 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

美山錦、マンゲツモチ
令和2年3月17日～ 令和2年5月1日～ 令和2年8月20日～ 令和2年9月下旬

稲わら
大豆くず

0.5
0.04

3.6～6.88 0～3.94 / 4.5 0～5 / 7

印旛 令和2年8月17日 03A1001012 印西市 蓮見　正博 水稲 移植
コシヒカリ、ふさこがね、

ミルキークイーン、マンゲツモチ
令和2年4月3日 令和2年4月27日 令和2年9月5日 令和2年9月25日 稲わら 0.5 6.0 4.48 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月17日 03A0301011 佐倉市 清宮　利男 水稲 移植 ふさこがね 令和2年4月7日 令和2年5月7日 令和2年8月25日 令和2年9月1日 緑肥（ヘアリーベッチ） 2.0 2.1 0.9 / 4.5 4 / 7

印旛 令和2年8月17日 03A0801023 成田市 根本　裕富 水稲 移植
コシヒカリ、あきたこまち、

ヒメノモチ
令和2年4月18日 令和2年5月18日 令和2年8月25日 令和2年9月25日

稲わら
鶏ふん

0.5
0.075

4.2 0 / 4.5 5 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A0601014 酒々井町 大塚　洋一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月29日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬
稲わら
米ぬか
籾殻

0.5 0 0 / 4.5 0 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A0701003 印西市 恩田　雅年 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年3月22日 令和2年4月29日 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬
稲わら

発酵鶏糞
0.5
0.06

5.0 2.35 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A1601003 印西市 服部　利春 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年4月29日 令和2年9月5日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 5.0 2.35 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A1601004 印西市 服部　紹司 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年4月29日 令和2年9月10日 令和2年9月30日 稲わら 0.5 5.0 2.35 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A1001011 印西市 岩井　繁 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月28日 令和2年4月25日 令和2年9月1日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 5.0 2.35 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月18日 03A1301001 印西市 佐藤　昭夫 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、

マンゲツモチ
令和2年3月31日 令和2年4月29日 令和2年9月10日 令和2年9月30日

稲わら
鶏ふん

0.5
0.06

2.4 1.5 / 4.5 4 / 7

印旛 令和2年8月19日 03A0801004 印西市 （有）アグリ稲庭 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年3月20日 令和2年4月21日 令和2年9月5日 令和2年9月20日 鶏ふん 0.12 4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月19日 03A1401002 印西市 青山　光男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月29日 令和2年4月24日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 籾殻、鶏ふん、米ぬか 0.5 6.4 4.1 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A1701001 成田市 加藤　茂 水稲 移植 コシヒカリ、古代黒米 （購入苗） 令和2年4月25日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら､米ぬか 0.5 0 3.3 / 4.5 4 / 5

印旛 令和2年8月21日 03A1601008 成田市 山田　順子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月28日 令和2年5月11日 令和2年9月11日 令和2年9月18日

稲わら
米ぬか
籾殻

ミネラル貝化石
天日原塩

0.5
0.15
0.05
0.12
0.325

0 0 / 4.5 0 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A0801021 佐倉市 松井　敏男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月1日 令和2年9月10日 令和2年9月25日 稲わら 0.5 5.9 0 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A0501001 佐倉市 三門　増雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月12日 令和2年5月17日 令和2年9月13日 令和2年9月13日 稲わら 0.5 3.0 0 / 4.5 0 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A1601006 富里市 林田　博幸 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年5月1日 令和2年9月上旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 3.75 3.75 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A1001004 富里市 篠原　弘安 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月12日 令和2年5月8日 令和2年9月15日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A1002003 富里市 斉藤　己千男 さつまいも 普通 紅あずま、紅はるか 令和2年3月9日 令和2年5月14日～ 令和2年9月上旬 令和2年11月上旬 緑肥（ライムギ） 3.0 0 0 / 1.5 5 / 6

印旛 令和2年8月21日 03A0801010 白井市 中村　利男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月10日 令和2年5月5日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 2.4 2.4 / 4.5 4 / 7

印旛 令和2年8月21日 03A0801003 白井市 須藤　高史 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年4月6日 令和2年5月1日 令和2年9月13日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 5.7 4.5 / 4.5 5 / 7

印旛 令和2年8月24日 03A1401001 四街道市 栗山　治 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月30日 令和2年4月29日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
鶏ふん

0.4
0.18

0 0 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月24日 03A1001008 栄町 長谷川　孝一 水稲 移植 ヒメノモチ、コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月23日 令和2年8月19日 令和2年8月下旬
稲わら
籾殻

1.0 4.0 2.5 / 4.5 1 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A0801013 佐倉市 田中　和仁 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月4日 令和2年4月29日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
米ぬか

0.1
0.3

5.56～6.92 4.2 / 4.5 2～3 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A0901005 印西市 笠井　重幸 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年4月5日～ 令和2年5月3日～ 令和2年9月5日～ 令和2年9月13日
稲わら
米ぬか

0.5
0.06

4.6～5.0
2.162
～2.35

/ 4.5 5 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A1601007 栄町 加藤　一男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月28日～ 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 6 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A1001005 富里市 堀井　克吉 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月10日 令和2年5月8日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 2.4 0 / 4.5 0 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A0814001 成田市 加藤　一芳 さといも マルチ 藤早生、八ツ頭 令和2年4月11日 令和2年4月11日 令和2年8月31日 令和2年11月10日 牛ふん 0.1 10.8 0 / 9.0 0 / 5

印旛 令和2年8月26日 03A1103001 成田市 加藤　一芳 落花生 マルチ おおまさり、千葉半立 令和2年5月8日～ - 令和2年9月15日 令和2年10月15日 （前年施用） - 0 0 / 1.5 0 / 2

印旛 令和2年8月26日 03A0802002 成田市 加藤　一芳 さつまいも 普通 べにあずま、べにはるか （購入苗） 令和2年5月18日 令和2年9月10日 令和2年11月15日 （前年施用） - 0 0 / 1.5 0 / 6

印旛 令和2年8月26日 03A0801011 白井市 押田　勝巳 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月20日 令和2年5月17日 令和2年9月下旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.7 2.8 0.8 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月26日 03A1101003 印西市 五十嵐　正孝 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月2日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 4.2 3.36 / 4.5 4 / 7

印旛 令和2年8月31日 03C0801002 成田市 JA成田市 もっと安心米生産班 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日～ 令和2年4月29日～ 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら

魚粉・油粕・米ぬか
0.5
0.1

0～5.0 0～4.45 / 4.5 0～4 / 7

印旛 令和2年8月31日 03A0901008 白井市 大塚　修 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月7日 令和2年5月2日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬
稲わら
溶リン

0.5
0.06

3.4 3.3 / 4.5 7 / 7

印旛 令和2年8月31日 03A0901016 酒々井町 岩澤　政行 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月28日 令和2年5月10日～ 令和2年9月10日～ 令和2年9月22日 稲わら 0.5 4.4 2.336 / 4.5 5 / 7



香取 令和2年8月7日 04A1401004 香取市 向後　晴夫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月15日 令和2年4月10日 令和2年8月29日 令和2年8月30日
稲わら
豚ふん

0.5
0.3

6.85 3.85 / 4.5 7 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1201009 香取市 髙橋　博明 水稲 移植 コシヒカリ、あきたこまち 令和2年3月30日 令和2年4月20日 令和2年8月30日 令和2年9月5日
稲わら

うずら鶏ふん
0.5
0.15

0 0 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1001037 香取市 髙野　芳則 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月23日 令和2年4月20日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 5.2 1.6 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401003 香取市 髙橋　勇樹 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年4月30日 令和2年5月20日 令和2年9月15日 令和2年9月22日
稲わら
豚ぷん

0.5
0.3

3.6 2.484 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301039 香取市 石橋　重信 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ミルキークイーン、マンゲツモチ
令和2年4月3日 令和2年5月8日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬

稲わら
牛ふんもみ殻

0.5
0.5

0 0 / 4.5 3 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1101014 香取市 塙　和憲 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月29日 令和2年9月中旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 2.65 1.45 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1701009 香取市 宮増　伸彦 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月29日 令和2年4月29日 令和2年9月2日 令和2年9月上旬
稲わら

キンチョーエイト
0.5

0.075
4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301040 香取市 尾形　好理 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年4月21日 令和2年9月4日 令和2年9月4日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1001036 香取市 髙野　寛 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月20日 令和2年9月10日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.5 0 / 4.5 7 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1201010 香取市 木内　博文 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月23日 令和2年9月5日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 2.4 0 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1601006 香取市 農事組合法人 清里ファーム 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

マンゲツモチ、黒米
令和2年3月21日 令和2年4月17日 令和2年8月中旬 令和2年8月中旬 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1201027 香取市 大坂　寶雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月25日 令和2年9月3日 令和2年9月10日
稲わら
米ぬか

レオグリーン特号

0.5
0.045
0.06

6.0 3.0 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301002 香取市 髙木　誠一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月26日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 5.0 2.5 / 4.5 0 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301005 香取市 増田　正好 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月30日 令和2年4月21日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
米ぬか

0.5
0.1

3.98 3.98 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1001034 香取市 高木　一元 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年4月22日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 5.2 1.4 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301012 香取市 石橋　康秀 水稲 移植
コシヒカリ、あきたこまち、

ミルキークイーン
令和2年4月4日 令和2年5月2～5日 令和2年8月29日 令和2年9月12日

稲わら
米ぬか

0.5
0.14～0.2

3.6～4.2 0 / 4.5 2～4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301013 香取市 多田　しのぶ 水稲 移植
コシヒカリ、あきたこまち、

ミルキークイーン
令和2年4月5日

令和2年4月29日
～5年1日

令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 5.4 0 / 4.5 3～4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301001 神崎町 森山　修一 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさこがね、山田錦、
ミズホチカラ、マンゲツモチ

令和2年3月27日
令和2年4月26日

～5月1日
令和2年8月中旬 令和2年9月下旬 稲わら 0.5 4.4 0 / 4.5 0～3 / 7 https://www.seijibe.jp

香取 令和2年8月7日 04A1901002 神崎町 農事組合法人 神崎東部 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月25日 令和2年5月15日 令和2年9月15日 令和2年9月20日 稲わら 0.5 4.0 2.0 / 4.5 3 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401006 多古町 飯田　茂一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年8月21日 令和2年4月16日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 2.1 2.1 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401007 多古町 印藤　和示 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月19日 令和2年8月28日 令和2年9月2日
稲わら

米ぬか特号
0.5
0.5

3.2 2.20 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401010 多古町 飯田　治男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月28日 令和2年4月22日 令和2年9月1日 令和2年9月1日 稲わら 0.50 4.1 3.35 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301035 多古町 篠宮　茂 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年4月28日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 3.6 0 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A0701011 多古町 富澤　忠 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月15日 令和2年9月1日 令和2年9月8日
稲わら
牛ふん
米ぬか

0.5
1.5
0.02

1.4 1.4 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401019 多古町 並木　まさ子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年4月28日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 2.3 2.19 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1701010 多古町 佐藤　博勝 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月15日 令和2年4月15日 令和2年8月26日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 3.2 3.2 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1001050 多古町 立花　眞佐子 水稲 移植 コシヒカリ、ふさおとめ 令和2年4月5日 令和2年4月29日 令和2年8月22日 令和2年8月30日 稲わら 0.5 0.55～2.0 0～2.0 / 4.5 2～3 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301027 多古町 山口　清 水稲 移植 コシヒカリ、ふさおとめ 令和2年3月17日 令和2年4月22日 令和2年8月28日 令和2年9月25日
稲わら
米ぬか

0.5
0.12

3.0 1.2 / 4.5 3 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401015 多古町 飯田　好晃 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月16日 令和2年9月2日 令和2年9月4日 稲わら 0.5 4.1 3.35 / 4.5 7 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301026 多古町 大谷　晴美 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月12日 令和2年5月18日 令和2年9月20日 令和2年9月23日
稲わら
米ぬか

0.5
0.05

2.7 2.21 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1001045 多古町 木川　蓉子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月22日 令和2年9月1日 令和2年9月1日 稲わら 0.50 3.2 1.78 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301030 多古町 越河　一雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月27日 令和2年4月23日 令和2年9月1日 令和2年9月5日
稲わら
米ぬか

0.5
0.075

4.0 1.92 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1101019 多古町 香取　正 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日 令和2年4月26日 令和2年9月4日 令和2年9月15日
牛ふん
稲わら

0.7
0.5

1.6 0 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401016 多古町 木川　忠良 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月25日 令和2年8月30日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 4.4 4.4 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301021 多古町 瀬利　隆 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月30日 令和2年4月24日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
米ぬか

0.5
0.1

3.6 0 / 4.5 3 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1301022 多古町 寺田　芳明 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年5月5日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 6.2 3.08 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1401012 多古町 佐藤　昭 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月7日 令和2年5月8日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 2.4 0.8 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1701012 東庄町 高木　武男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月23日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
鶏ふん

0.5
0.05

3.6 0 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月7日 04A1601002 東庄町 宮本　春子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月15日 令和2年5月16日 令和2年9月20日 令和2年10月5日 稲わら 0.50 0 0 / 4.5 0 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1001001 香取市 香取　正利 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月25日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら

発酵鶏ふん
0.5
0.08

2.0 2.0 / 4.5 3 / 7

香取 令和2年8月17日 04C1201002 香取市 有限会社　岡飯田ライスセンター六ツ星 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさのもち
令和2年3月22日 令和2年4月24日 令和2年8月下旬 令和2年9月上旬

稲わら
牛ふんもみ殻チップ

0.5
1.0

1.2～2.8 0～2.8 / 4.5 4 / 7 http://www.okaiida.com

香取 令和2年8月17日 04A1001022 香取市 保科　康男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月26日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 5.8 3.0 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1701006 香取市 くりもとライス研究会 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月3日
令和2年4月26日

～4月29日
令和2年9月5日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.0～4.5 0～1.65 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1301011 香取市 篠塚　美千代 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、

あきたこまち
令和2年3月18日

～4月10日
令和2年4月18日

～5月10日
令和2年9月1日 令和2年9月25日 稲わら 0.5 4.0～6.4 2.0～4.0 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1201026 香取市 内野　優 水稲 移植 コシヒカリ、ツキミモチ 令和2年3月23日 令和2年4月26日 令和2年8月下旬 令和2年9月中旬
マッシュルーム廃菌床

稲わら
0.5
0.5

1.2 0 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月17日 04C1401005 神崎町
有限会社 こうざき自然塾こだわり農産物

生産グループ
水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年4月4日 令和2年5月7日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 3.0 0 / 4.5 0 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1501001 香取市 石橋　一博 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月8日 令和2年5月20日 令和2年9月16日 令和2年9月16日
稲わら
米ぬか

0.5
0.05

1.2 0 / 4.5 0 / 7



香取 令和2年8月17日 04A1001010 多古町 熊坂　幸雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月21日 令和2年9月1日 令和2年9月13日
稲わら
米ぬか

0.5
0.075

3.2 2.2 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1101022 多古町 五木田　繁 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月15日 令和2年5月7日 令和2年9月10日 令和2年9月15日
稲わら
米ぬか

0.5
0.15

2.8 1.925 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1001046 多古町 熊坂　茂幸 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月28日 令和2年4月25日 令和2年9月5日 令和2年9月10日
稲わら
米ぬか

0.5
0.06

3.6 0 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1301034 多古町 髙橋　久雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月27日 令和2年4月27日 令和2年8月30日 令和2年8月30日
稲わら
豚ぷん

0.5
0.1

3.0 2.46 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1901001 多古町 栁下　謙一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月3日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら

発酵牛ふん
0.5
0.16

4.0 2.75 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1401011 多古町 飯田　純雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月7日 令和2年5月12日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬
稲わら
米ぬか

発酵鶏ふん

0.5
0.105
0.105

4.8 3.9 / 4.5 6 / 7

香取 令和2年8月17日 04A1701011 多古町 たこまいらいふ萩原農場合同会社 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月3日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 2.4 1.65 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月17日 04C1301036 東庄町 農事組合法人 新宿営農組合 水稲 移植
コシヒカリ、マンゲツモチ、

さよむらさき
令和2年4月14日 令和2年5月12日 令和2年9月上旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 4.8 2.32 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月21日 04C1901005 香取市 JAかとり ちばエコ米栽培グループ 水稲 移植 コシヒカリ
令和2年3月21日

～4月8日
令和2年4月21日

～5月5日
令和2年9月1日 令和2年9月18日 稲わら 0.5 4.0～6.55 1.88～4.48 / 4.5

3
～7

/ 7

香取 令和2年8月21日 04A1101006 香取市 飯森　孝 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月21日 令和2年9月5日 令和2年9月5日
稲わら

フジミバークＳ
米ぬか特号

0.5
0.2
0.1

6.0 0 / 4.5 4 / 7

香取 令和2年8月21日 04A1901006 香取市 農事組合法人 みのりの里 水稲 移植 コシヒカリ、ふさおとめ 令和2年3月24日 令和2年4月26日 令和2年9月5日 令和2年9月20日
稲わら
米ぬか

0.5
0.2

4.5 4.5 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月21日 04A1701003 香取市 小林　康良 水稲 移植 ふさおとめ 令和2年4月10日 令和2年5月10日 令和2年8月25日 令和2年8月25日 稲わら 0.5 3.2 3.2 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月21日 04A1701004 香取市 篠塚　順一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年5月3日 令和2年9月1日 令和2年9月8日 稲わら 0.5 6.0 0 / 4.5 4 / 5

香取 令和2年8月21日 04A1301025 多古町 林　勝彦 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年3月22日 令和2年4月21日 令和2年9月3日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 0 0 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月28日 04A1501006 多古町 宇井　一良 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月30日 令和2年4月27日 令和2年9月1日 令和2年9月1日 稲わら 0.5 2.4 1.65 / 4.5 5 / 7

香取 令和2年8月28日 04A1902004 香取市 宮城　忠 さつまいも 普通 べにはるか - 令和2年5月20日 令和2年9月1日 令和2年10月15日
豚ふんもみ殻

（3作に1回施用）
米ぬか

2.0

0.03
0 0 / 1.5 6 / 6

海匝 令和2年8月17日 05C0601002 旭市 JAちばみどり 旭自主開発米部会 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月22日 令和2年9月1日 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 6.0 3.0 / 4.5 6 / 7

海匝 令和2年8月17日 05C1501002 旭市 旭自主開発米部会 水稲 移植  ふさこがね 令和2年3月30日 令和2年4月25日 令和2年8月27日 令和2年8月下旬 稲わら　他 0.6 6.8 3.3 / 4.5 6 / 7

海匝 令和2年8月18日 05A0702001 旭市 越川　壽一 さつまいも 早掘 ベニアズマ - 令和2年5月5日 令和2年8月19日 令和2年9月10日 米ぬか 0.6 0.4 0 / 1.5 4 / 5

海匝 令和2年8月18日 05A0702001 旭市 越川　壽一 さつまいも 普通 ベニアズマ - 令和2年5月23日 令和2年9月2日 令和2年11月18日 - - 0.4 0 / 1.5 4 / 6

海匝 令和2年8月18日 05A0802002 旭市 増田　裕行 さつまいも 普通 ベニアズマ - 令和2年5月15日 令和2年9月10日 令和2年11月30日 - - 0.6 0 / 1.5 5 / 6

海匝 令和2年8月18日 05A0802003 旭市 増田　幸司 さつまいも 普通 ベニアズマ - 令和2年5月20日 令和2年9月10日 令和2年11月15日 米ぬか 0.04 2.4 1.4 / 1.5 4 / 6

海匝 令和2年8月18日 05A0802004 旭市 髙木　芳子 さつまいも 普通 ベニアズマ - 令和2年5月27日 令和2年9月10日 令和2年11月10日 レオグリーン特号 0.2 0.6 0 / 1.5 4 / 6

海匝 令和2年8月18日 05A0902001 旭市 宮負　佐典 さつまいも 普通 ベニアズマ - 令和2年5月20日 令和2年9月20日 令和2年11月20日 レオグリーン特号 0.04 1.0 0 / 1.5 6 / 6

海匝 令和2年8月18日 05A0801002 匝瑳市 鈴木　正教 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月2日 令和2年4月29日 令和2年8月31日 令和2年9月10日 稲わら、発酵鶏ふん　他 0.6 6.0 3.0 / 4.5 6 / 7

海匝 令和2年8月18日 05C0901001
匝瑳市

横芝光町
そうさの米研究会 水稲 移植

ふさこがね、ふさおとめ、
ふさのもち

令和2年3月26日 令和2年5月1日 令和2年8月27日 令和2年9月上旬 稲わら、発酵鶏ふん　他 0.6 7.2 4.1 / 4.5 7 / 7

海匝 令和2年8月19日 05C0601003
匝瑳市

横芝光町
JAちばみどりそうさ自主開発米研究会 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月18日 令和2年4月19日 令和2年8月30日 令和2年9月上旬 稲わら　他 0.5 6.0 4.5 / 4.5 7 / 7

山武 令和2年8月3日 06A1077001 芝山町 森田　晃子 ぶどう -
巨峰、スチューベン、ピオーネ、

ロザリオ、甲斐路　他
- - 令和2年8月10日 令和2年10月15日 レオグリーン特号 0.06 0 0 / 3.0 6 13

山武 令和2年8月6日 06A1601001 山武市 美濃輪　朋史 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年5月11日 令和2年9月5日 令和2年9月10日
稲わら
米ぬか

ぼかし肥

0.5
0～0.02
0～0.06

2.88～3.0 0～3.0 / 4.5 0～6 / 7

山武 令和2年8月6日 06A0601007 大網白里市 白井　義雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月29日 令和2年4月24日 令和2年8月下旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 3.6～6.4 0～4.5 / 4.5 4 / 7
http://gensenmai.com/shop/fb1f
6.html

山武 令和2年8月6日 06A1401004 大網白里市 布施　和彦 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月26日 令和2年8月中旬 令和2年8月27日 稲わら 0.5 4.2 3.0 / 4.5 7 / 7

山武 令和2年8月6日 06A0701010 芝山町 實川　嘉一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月29日 令和2年8月25日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 2.8 1.4 / 4.5 4 / 7

山武 令和2年8月6日 06A1201001 芝山町 土屋　収 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年4月30日 令和2年8月26日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.44 0 / 4.5 7 / 7

山武 令和2年8月6日 06A0701012 芝山町 萩原　俊彦 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさこがね
令和2年3月14日 令和2年4月16日 令和2年8月25日 令和2年8月27日 稲わら 0.5 3.9～4.5 3.0～3.3 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月6日 06A1801001 横芝光町 栁橋　武行 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月25日 令和2年9月3日 令和2年9月5日
稲わら
牛ふん

0.5
0.5

4.0 1.88 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月13日 06A0701002 東金市 鈴木　正志 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年4月27日 令和2年5月21日 令和2年9月15日 令和2年9月20日
稲わら
米ぬか
鶏ふん

0.5
0.05
0.075

3.7 3.58 / 4.5 7 / 7

山武 令和2年8月13日 06A0801014 芝山町 土井　好治 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月10日 令和2年4月19日 令和2年8月30日 令和2年8月31日

稲わら
コフナ１号
もみがら
米ぬか

0.5
0.06
0.1
0.08

4.875 0 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月13日 06A0801017 芝山町 戸村　博明 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年4月21日 令和2年8月下旬 令和2年9月中旬 稲わら 0.5 1.6 0.8 / 4.5 7 / 7

山武 令和2年8月13日 06A0501006 山武市 戸村　勝寿 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月24日 令和2年9月上旬 令和2年10月上旬 稲わら 0.5 3.5 3.5 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月13日 06A0801015 芝山町 川口　昭一 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年4月7日 令和2年5月1日 令和2年9月3日 令和2年9月6日 稲わら 0.5 4.4 4.4 / 4.5 6 / 7

山武 令和2年8月13日 06C0501001 山武市 山武郡市農業協同組合 水稲 移植 コシヒカリ
令和2年3月22日

～4月14日
令和2年4月22日

～5月16日
令和2年9月上旬 令和2年9月上旬

稲わら
レオグリーン特号

アグリ革命
マルチサポート

0.5
0～0.04
0～0.002
0～0.04

0～6.0 1.88～2.95 / 4.5 3～6 / 7

山武 令和2年8月13日 06A1377001 東金市 千葉県立農業大学校 ぶどう -
ピオーネ、安芸クイーン、

シャインマスカット
- - 令和2年8月26日 令和2年10月16日 牛ふん 0.5 1.2 0 / 3.0 3 / 13

http://www.pref.chiba.lg.jp/no
udai/

山武 令和2年8月18日 06A0801001 大網白里市 麻生　和正 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月25日 令和2年4月29日 令和2年9月3日 令和2年9月3日 稲わら 0.5 3.3 0 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月18日 06A0801016 芝山町 本橋　優 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

マンゲツモチ
令和2年3月23日 令和2年4月28日 令和2年9月1日 令和2年9月10日

稲わら
発酵粒状鶏ふん

0.5
0.03 3.75 3.75 / 4.5 6 / 7



山武 令和2年8月21日 06A0601001 東金市 小川　真人 水稲 移植 ミルキークイーン 令和2年4月5日 令和2年5月10日 令和2年9月10日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 2 / 7

山武 令和2年8月21日 06A1801003 東金市 小関　芳徳 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、

マンゲツモチ
令和2年4月28日 令和2年5月24日 令和2年9月20日 令和2年10月10日

稲わら
鶏ふん

0.5
0.105

7.05 4.1 / 4.5 4 / 7

山武 令和2年8月21日 06A1001007 東金市 野老　貞一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月24日 令和2年4月26日 令和2年8月28日 令和2年9月6日
稲わら

もみがら
0.5
0.15

4.9 2.8 / 4.5 2 / 7

山武 令和2年8月26日 06A0501001 東金市 鈴木　正昭 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、

夢ごこち、ゆめかなえ
令和2年4月11～26日

令和2年4月29日
～5月12日

令和2年9月3～5日 令和2年9月10日
稲わら

発酵鶏ふん
腐植フミン

0.5
0.06
0.02

4.4～7.6 3.45～4.2 / 4.5 5 / 7

山武 令和2年8月26日 06A0701013 芝山町 堀越　実 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね
令和2年3月26日

～4月10日
令和2年4月26日

～5月5日
令和2年8月26日 令和2年9月20日

稲わら
米ぬか

0.5
0.04

4.48 4.48 / 4.5 4～6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0901001 茂原市 (株)齋藤農園 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年4月4日 令和2年5月5日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 6.0 3.0 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0501001 茂原市 鶴岡　賢治 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月2日 令和2年4月27日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 4.4 4.4 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1501001 茂原市 中村　正明 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年3月20日 令和2年4月18日 令和2年8月22日 令和2年8月30日
稲わら

緑肥（ヘアリーベッチ）
0.8
0.3

2.4 0 / 4.5 5～7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0501002 一宮町 齋藤　繁雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年5月3日 令和2年8月下旬 令和2年8月下旬 稲わら、EM100倍活性液 0.1 7.8 3.0 / 4.5 2 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1501002 睦沢町 髙師　正行 水稲 移植

コシヒカリ、ふさこがね、
ツキミモチ、ヒメノモチ、
雄山錦、粒すけ、五百川、

ミルキークイーン、マンゲツモチ

令和2年3月4日
～4月8日

令和2年4月25日
～5月6日

令和2年8月10日
～9月10日

令和2年8月15日
～9月10日

牛ふん、もみ殻 1.0 3.25 3.15 / 4.5 3～5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801098 睦沢町 宮﨑　広幸 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月24日 令和2年8月20日 令和2年8月22日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.45 4.27 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0701006 睦沢町 関野　富男 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年3月20日 令和2年4月18日 令和2年8月25日 令和2年9月14日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.4 4.4 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801020 睦沢町 長谷　直栄 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年3月9日 令和2年4月21～25日 令和2年8月20日 令和2年9月7日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.4～4.5 4.4～4.5 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801045 睦沢町 柳川　志朗 水稲 移植 こしひかり 令和2年3月15日 令和2年4月19日 令和2年8月20日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 2.0 1.9 / 4.5 6 7

長生 令和2年8月11日 07A0801090 睦沢町 村杉　文俊 水稲 移植
コシヒカリ、ふさこがね、

ふさおとめ
令和2年3月9～22日 令和2年4月15～21日 令和2年8月12日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.5 4.4 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801022 睦沢町 今関　澄男 水稲 移植 ふさこがね 令和2年3月6日 令和2年4月18日 令和2年8月20日 令和2年8月21日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801076 睦沢町 田中　義光 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね （購入苗） 令和2年4月23～24日 令和2年8月15日 令和2年9月6日 牛ふん、もみ殻 1.0 5.8 4.3 / 4.5 5 / 5

長生 令和2年8月11日 07A0701015 睦沢町 有限会社 澤田農産 水稲 移植

コシヒカリ、ふさこがね、
ふさおとめ、ふさのもち、

ミルキークイーン、ひとめぼれ、
とねのめぐみ、粒すけ

令和2年3月12日
～令和2年4月1日

令和2年4月14日
～令和2年4月29日

令和2年8月17日 令和2年9月4日 牛ふん、もみ殻、稲わら 1.0 4.3～4.5 3.1～3.8 / 4.5 4 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1101027 睦沢町 中村　富夫 水稲 移植 コシヒカリ、ヒメノモチ、粒すけ 令和2年3月11～12日 令和2年4月17～19日 令和2年8月17日 令和2年8月30日 牛ふん、もみ殻 1.0 2.8 2.8 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1001044 睦沢町 中村　公重 水稲 移植
コシヒカリ、粒すけ、

ミルキークイーン、ふさのもち
令和2年3月16日 令和2年4月23日 令和2年8月30日 令和2年9月5日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0401001 睦沢町 中村　昭信 水稲 移植 コシヒカリ、ヒメノモチ 令和2年3月25日 令和2年4月20～25日 令和2年8月20日 令和2年9月2日 牛ふん、もみ殻 1.0 2～3 1.9～2.9 / 4.5 2～7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0701012 睦沢町 中村　良作 水稲 移植 コシヒカリ、ふさおとめ 令和2年3月15日 令和2年4月20日 令和2年8月20日 令和2年9月2日 牛ふん、もみ殻 1.0 3.6 3.5 / 4.5 5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0701011 睦沢町 中村　義德 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年3月23日 令和2年4月22日 令和2年8月20日 令和2年9月3日 牛ふん、もみ殻 1.0 3.6 3.5 / 4.5 5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0401002 睦沢町 田中　正 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月18日 令和2年8月30日 令和2年8月30日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801059 睦沢町 吉野　秀男 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月25日 令和2年9月3日 令和2年9月6日 牛ふん、もみ殻 1.0 3.2 3.2 / 4.5 5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801012 睦沢町 中村　佳正 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月20日 令和2年8月28日 令和2年9月1日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.2 4.2 / 4.5 5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801026 睦沢町 中村　勇 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月20日 令和2年8月20日 令和2年9月5日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 5 / 5

長生 令和2年8月11日 07A0801058 睦沢町 小髙　茂 水稲 移植 コシヒカリ、マンゲツモチ 令和2年3月22日 令和2年4月18日 令和2年8月25日 令和2年9月1日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.4 4.4 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801017 睦沢町 中村　隆男 水稲 移植
コシヒカリ、五百川、
ふさおとめ、粒すけ

令和2年3月15日 令和2年4月15日 令和2年8月30日 令和2年8月30日
牛ふん、もみ殻、

ミネラル宝素
1.0 0～4.4 0～4.4 / 4.5 0～6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801082 睦沢町 小高　忠夫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月21日 令和2年8月20日 令和2年9月5日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.5 4.3 / 4.5 7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0901071 睦沢町 中村　三成 水稲 移植 コシヒカリ、あきたこまち 令和2年3月25日 令和2年4月23日 令和2年8月30日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.7～5.9 3.4～4.3 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0901076 睦沢町 髙木　芳樹 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月18日 令和2年4月22日 令和2年8月30日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 6.0 3.36 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801061 睦沢町 中村　祐和 水稲 移植
コシヒカリ、ふさこがね、

ふさのもち
令和2年3月20日 令和2年4月19日 令和2年8月25日 令和2年9月5日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.3～4.6 4.2～4.5 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801014 睦沢町 山田　浩士 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね、粒すけ 令和2年3月20日 令和2年4月22日 令和2年8月20日 令和2年8月30日 牛ふん、もみ殻 1.0 3.0～4.5 3.0～4.5 / 4.5 7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0801093 睦沢町 久我　通利 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月15日 令和2年8月30日 令和2年9月1日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.2 4.2 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0901035 睦沢町 幸治　孝明 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月25日 令和2年9月10日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.2 4.2 / 4.5 5 / 5

長生 令和2年8月11日 07A1901001 睦沢町 中村　基明 水稲 移植 コシヒカリ、ヒメノモチ 令和2年3月15日 令和2年4月11日 令和2年8月25日 令和2年8月31日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.5 4.5 / 4.5 3 / 7

長生 令和2年8月11日 07A2001001 睦沢町 酒井　善一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月29日 令和2年4月23日 令和2年8月20日 令和2年9月3日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

長生 令和2年8月11日 07A2001002 睦沢町 田中　衛一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年5月1日 令和2年8月30日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.4 4.4 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0701014 睦沢町 （農）寺崎新町営農組合 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月20日 令和2年8月28日 令和2年9月10日 牛ふん、もみ殻 1.0 3.5 3.5 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0701013 睦沢町 （農）川島営農組合 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月11日 令和2年4月15日 令和2年8月24日 令和2年9月3日 牛ふん、もみ殻 1.0 2.8 2.8 / 4.5 5 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1901002 睦沢町 下根方営農組合 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月26日 令和2年8月25日 令和2年9月3日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 5 / 5

長生 令和2年8月11日 07A2001003 睦沢町 (農）岩井第二営農組合 水稲 移植
コシヒカリ、ひめのもち、

ふさおとめ
（購入苗） 令和2年4月25日 令和2年8月30日 令和2年9月7日 牛ふん、もみ殻 1.0 4.0 4.0 / 4.5 5 / 5

長生 令和2年8月11日 07A0501013 長生村 田中　弘 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月24日 令和2年8月25日 令和2年9月16日 稲わら、牛ふん 1.8 6.0 0 / 4.5 0 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1001001 長生村 鈴木　定 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月下旬 令和2年4月下旬 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら、牛ふん 1.8 3.6 0 / 4.5 0 / 7



長生 令和2年8月11日 07A0501015 長生村 酒井　トミヱ 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月26日 令和2年4月27日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.7 5.2 0 / 4.5 0 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1101001 長生村 串形　武一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年4月30日 令和2年9月10日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.6 0 / 4.5 0 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0501012 長生村 髙山　繁之 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月20日 令和2年8月下旬 令和2年9月上旬 稲わら、牛ふん 1.8 1.8 0 / 4.5 0 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1701002 白子町 鵜澤　一正 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月19日 令和2年8月下旬 令和2年8月下旬 稲わら、鶏ふん 0.5 6.0 4.5 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月11日 07A1001004 長柄町 伊藤　孝 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年5月3日 令和2年8月27日 令和2年9月5日 稲わら、牛ふん 1.5 4.4 0 / 4.5 2 / 7

長生 令和2年8月11日 07A0901002 長柄町 渡辺　純子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月22日 令和2年8月25日 令和2年9月6日 稲わら、もみ殻 0.6 6.3 2.1 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月21日 07A0501014 長生村 長谷川　重央 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月29日 令和2年4月29日 令和2年9月上旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 1.2 0 / 4.5 0 / 7

長生 令和2年8月21日 07A1901003 長生村 芝崎　徹也 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月30日 令和2年5月4日 令和2年9月5日 令和2年9月6日 バイオ有機 0.06 0 0 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月21日 07C1001001
茂原市
長生村
白子町

長生農業協同組合 水稲 移植 コシヒカリ
令和2年3月15日

～4月7日
令和2年4月16日

～4月26日
令和2年8月下旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 1.4～7.2 0～4.5 / 4.5 2～7 / 7

長生 令和2年8月25日 07C0601001 長生村 一松ちばエコ米生産組合 水稲 移植 ふさおとめ、コシヒカリ 令和2年3月下旬 令和2年4月下旬 令和2年8月下旬 令和2年9月上旬 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 6 / 7

長生 令和2年8月25日 07A0501009 長生村 長谷川　肇 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月1日 令和2年4月30日 令和2年9月8日 令和2年9月8日 稲わら 0.5 4.2 0 / 4.5 0 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1301002 大多喜町 小高　康照 水稲 移植 コシヒカリ、ヒメノモチ 令和2年3月20日 令和2年4月24日 令和2年8月25日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 2.2 2.2 / 4.5 2 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1001013 御宿町 吉野　穣 水稲 移植 コシヒカリ、ツキミモチ 令和2年3月20日 令和2年4月19日 令和2年8月20日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.6 0 / 4.5 7 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1201004 いすみ市 水上　六保 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月15日 令和2年9月1日 令和2年9月1日 稲わら 0.5 5.4 2.3 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1101001 勝浦市 千葉　藤博 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年3月20日 令和2年4月21日 令和2年8月20日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 2 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0701005 勝浦市 渡辺　斉 水稲 移植 コシヒカリ、ふさのもち 令和2年3月16日 令和2年4月19日 令和2年8月25日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.9 3.8 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0901008 いすみ市 尾﨑　圀夫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月14日 令和2年4月11日 令和2年8月27日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 7.9 3.9 / 4.5 7 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0401001 いすみ市 （有）増田ライスファーム 水稲 移植
コシヒカリ、あきたこまち、
ふさおとめ、ふさこがね、

峰の雪もち
令和2年3月8日 令和2年4月5日 令和2年8月20日 令和2年10月1日 稲わら 0.5 4.1～5.7 4.0～4.4 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1601001 御宿町 （株）スズヤス 水稲 移植
コシヒカリ、ふさおとめ、

ふさこがね、ミルキークイーン、
にこまる、ヒメノモチ

令和2年3月1日 令和2年4月5日 令和2年8月10日 令和2年10月25日 稲わら 0.1 2.0～4.5 0～4.5 / 4.5 2 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0501004 いすみ市 松﨑　秋夫 水稲 移植
コシヒカリ、ふさこがね、

ヒメノモチ
令和2年3月12日 令和2年4月15日 令和2年8月15日 令和2年9月30日 稲わら 0.5  2.4～4.8 0～3.0 / 4.5 3～5 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0901003 いすみ市 飯島　和人 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月13日 令和2年4月19日 令和2年8月25日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 4.8 2.4 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A1701001 大多喜町 磯野　清 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月18日 令和2年8月22日 令和2年8月30日 稲わら 0.5 2.8 2.8 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0901007 大多喜町 市原　寿一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月27日 令和2年4月23日 令和2年8月30日 令和2年9月3日 稲わら 0.5 3.0 3.0 / 4.5 7 / 7

夷隅 令和2年8月13日  08A1501001 いすみ市 織本　幸一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月23日 令和2年8月28日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 4.4 1.4 / 4.5 6 / 7

夷隅 令和2年8月13日 08A0601002 いすみ市 吉野　仁治 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月22日 令和2年9月1日 令和2年9月1日 稲わら 0.5 1.8 1.4 / 4.5 3 / 5

夷隅 令和2年8月13日 08C0901001 いすみ市 農事組合法人みねやの里 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年3月13日 令和2年4月11日 令和2年8月11日 令和2年9月5日 牛ふん 1.0 4.0 4.0 / 4.5 4 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08C0401001 いすみ市 ちば国吉米匠の会 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月7日 令和2年4月19日 令和2年8月25日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 2.4～6.0  0～2.95 / 4.5 0～6 / 7

夷隅 令和2年8月19日 C0301003 いすみ市 JAいすみもっと安心米生産班 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月11日 令和2年4月15日 令和2年9月5日 令和2年9月30日 稲わら 0.38～0.5 0.9～9.0  0.3～4.43 / 4.5 4～7 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A0801005 大多喜町 関　等 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月29日 令和2年8月29日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 3.5 3.5 / 4.5 3 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A1301001 勝浦市 吉野　努 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月15日 令和2年4月18日 令和2年9月1日 令和2年9月15日 稲わら 0.2 0 0 / 4.5 3 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A1101003 いすみ市 髙地　恒夫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月27日 令和2年4月22日 令和2年8月20日 令和2年8月31日 稲わら 0.7 6.9 1.8 / 4.5 3 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A0801003 大多喜町 森　久雄 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月6日 令和2年4月30日 令和2年9月5日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 6.0 3.0 / 4.5 7 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A1601002 いすみ市 渡邉　健一 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月17日 令和2年4月23日 令和2年8月23日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 0 0 / 4.5 0 / 7

夷隅 令和2年8月19日 08A0601004 大多喜町 渡邉　繁吉 水稲 移植 コシヒカリ、ツキミモチ 令和2年3月21日 令和2年4月21日 令和2年8月15日 令和2年8月21日 牛ふん 1.0 3.0 3.0 / 4.5 4 / 7

夷隅 令和2年8月28日 08A1501002 大多喜町 永野　悦子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年4月22日 令和2年8月26日 令和2年9月3日 緑肥（ヘアリーベッチ） 0.3 4.2 4.2 / 4.5 5 / 7

夷隅 令和2年8月28日 08A1001001 勝浦市 髙旨　達郎 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月4日 令和2年4月3日 令和2年9月1日 令和2年9月15日 稲わら 0.1 2.1 2.1 / 4.5 7 / 7

夷隅 令和2年8月28日 08A0501005 いすみ市 座間　雅敏 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね 令和2年3月22日 令和2年4月23日 令和2年8月25日 令和2年9月9日 稲わら 0.5 1.8～5.25 0～3.92 / 4.5 4～6 / 7

夷隅 令和2年8月28日 08A1001002 勝浦市 岩瀬　智彦 水稲 移植 コシヒカリ、ふさこがね （購入苗） 令和2年4月3日 令和2年9月1日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 3.0 3.0 / 4.5 4 / 5

夷隅 令和2年8月28日 08A1033001 大多喜町 三上　正行 れんこん 普通 在来種 - 令和2年4月20日 令和2年9月1日 令和3年4月30日 牛ふん 1.0 3.6 3.0 / 13.5 1 / 2

安房 令和2年8月3日 09C0401001 南房総市 JA安房房総里味米栽培ｸﾞﾙｰﾌﾟ 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日～ 令和2年4月16日～ 令和2年8月20日 令和2年9月14日 鶏ふん、稲わら 0.2 13.1 4.4 / 4.5 7 / 7

安房 令和2年8月3日 09A1633001 鴨川市 髙橋　豊 れんこん 普通 金澄 - 令和2年4月15日 令和2年9月1日 令和3年3月31日 牛ふん 0.04 4.9 4.9 / 13.5 2 / 2

安房 令和2年8月3日 09A2033001 鴨川市 株式会社ナガサファーム れんこん 普通 金澄 - 令和2年3月31日 令和2年8月1日 令和3年3月31日 牛ふん 5.0 24.9 12.6 / 13.5 2 / 2

安房 令和2年8月3日 09A0601002 館山市 髙山　進 水稲 移植 ふさおとめ、コシヒカリ　他 令和2年3月4日～ 令和2年4月4日～ 令和2年8月16日 令和2年9月15日
鶏ふん
稲わら

0.55
0.1

1.04 1.04 / 4.5 1 / 7

安房 令和2年8月3日 09A1801002 館山市 諏訪　文二 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月27日 令和2年8月28日 令和2年8月30日 稲わら 0.4 3.2 3.2 / 4.5 3 / 5

安房 令和2年8月3日 09A1901001 南房総市 株式会社岡本農園 水稲 移植 粒すけ 令和2年4月7日 令和2年5月3日 令和2年8月25日 令和2年9月5日 稲わら 0.55 4.5 4.5 / 4.5 5 / 7

安房 令和2年8月3日 09C0701001 南房総市 農事組合法人三芳村蛍まい研究会 水稲 移植 ひとめぼれ、コシヒカリ 令和2年3月28日～ 令和2年4月29日～ 令和2年9月5日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 4.6 0 / 4.5 3 / 7

安房 令和2年8月3日 09A1201001 南房総市 前田　正昭 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月7日 令和2年4月26日 令和2年8月26日 令和2年9月5日
稲わら
米ぬか

0.5
0.3

0 0 / 4.5 0 / 7



安房 令和2年8月3日 09A1201003 鴨川市 土屋　倫生 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月2日 令和2年4月30日 令和2年8月30日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 3.6 3.6 / 4.5 7 / 7

安房 令和2年8月14日 09C1101001 南房総市 農事組合法人かざぐるまファーム 水稲 移植 にじのきらめき 令和2年3月20日 令和2年4月20日 令和2年8月30日 令和2年9月11日
稲わら
鶏ふん

0.5
0.2

5.0 3.9 / 4.5 7 / 7

安房 令和2年8月14日
09B1001001

～09B1001004
鴨川市 鴨川おどや出荷グループ 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年2月28日～ 令和2年3月30日～ 令和2年8月15日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 7 / 7

安房 令和2年8月14日
09B1001011

～09B1001034
鴨川市 鴨川市農林業体験交流協会 水稲 移植 ふさおとめ、コシヒカリ　他 令和2年3月11日～ 令和2年4月10日～ 令和2年8月17日 令和2年9月30日 稲わら 0.5 5.56 4.48 / 4.5 7 / 7

安房 令和2年8月14日 09A2001001 館山市 前田　雄俊 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月20日 令和2年5月1日 令和2年9月1日 令和2年9月30日
稲わら
鶏ふん

0.5
0.15

4.0 4.0 / 4.5 6 / 7

安房 令和2年8月14日 09A19012001 鴨川市 曽我辺　明宏 さつまいも 普通 紅はるか、ベニアズマ 令和2年3月6日 令和2年5月10日 令和2年8月25日 令和2年11月10日 牛ふん 0.2 1.4 1.4 / 1.5 0 / 6

安房 令和2年8月31日 09A1833001 鴨川市 亀田　敏明 れんこん 普通 金澄 - 令和2年4月13日 令和2年9月10日 令和3年3月30日
牛ふん
鶏ふん

0.2
0.24

12.4 12.4 / 13.5 2 / 2

安房 令和2年8月31日 09A2001002 鴨川市 南房総ルネサンス株式会社 水稲 移植 コシヒカリ （購入苗） 令和2年4月25日 令和2年9月5日 令和2年9月8日 稲わら 0.5 4.5 4.5 / 4.5 4 / 5

安房 令和2年8月31日 09A1101001 南房総市 中村　浅次 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月24日 令和2年9月5日 令和2年9月6日 鶏ふん 0.09 1.56 1.56 / 4.5 4 / 7

安房 令和2年8月31日 09A1478001 鴨川市 高橋　和也 くり - 銀寄、筑波　他 - - 令和2年9月10日 令和2年10月31日 鶏ふん 0.1 7.0 7.0 / 8.0 0 / 3

君津 令和2年8月6日 10A2001001 木更津市 竹内　和義 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月13日
令和2年5月20～21日,

5月25～26日
令和2年9月10日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 0 0 / 4.5 0 / 7

君津 令和2年8月6日 10A0901006 袖ケ浦市 大野　進 水稲 移植 ふさこがね 令和2年3月17日 令和2年4月16日 令和2年8月20日 令和2年8月20日 豚ふん 1.5 4.0 1.9 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月11日 10A1201001 富津市 鈴木　等 水稲 移植
コシヒカリ、ミルキークイーン、

ヒメノモチ
令和2年3月21日 令和2年4月25～27日 令和2年8月22日 令和2年9月5日 稲わら 0.5 5.6 4.5 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月12日 10A0501003 木更津市 藤井　任子 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月21日 令和2年4月25日 令和2年8月25日 令和2年9月2日 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 7 / 7

君津 令和2年8月11日 10A0876003 君津市 柴崎　利幸 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月12日 令和2年11月3日 苦土石灰 0.1 0 0 / 8.0 5 / 9

君津 令和2年8月14日 10C0881001 木更津市 木更津市農業協同組合ブルーベリー部会 ブルーベリー ポット栽培以外 ハイブッシュ、ラビットアイ - - 令和2年5月25日 令和2年9月22日 籾殻 0.5 0～12.4 0～2.8 / 4.5 0～1 / 3

君津 令和2年8月12日 10A0876005 君津市 江尻　惠男 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月17日 令和2年10月20日 苦土石灰 0.06 4.0 0.0 / 8.0 4 / 9

君津 令和2年8月19日 10A0901010 袖ケ浦市 関　大地 水稲 移植 マンゲツモチ 令和2年3月21日 令和2年4月23日 令和2年9月8日 令和2年9月9日 稲わら 0.5 4.2 4.2 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月19日 10A0801008 袖ケ浦市 石川　和利 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月4日 令和2年4月25日 令和2年8月25 令和2年8月27日 稲わら 0.5 4.5 3.3 / 4.5 7 / 7

君津 令和2年8月21日 10A0801004 袖ケ浦市 有限会社ファーム笹山 水稲 移植 コシヒカリ、ミルキークイーン 令和2年3月26日 令和2年4月27日 令和2年8月25日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 4.0 1.9 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月19日 10A1401001 袖ケ浦市 鶴岡　健一 水稲 移植 ミルキークイーン 令和2年4月5日 令和2年4月29日 令和2年9月6日 令和2年9月14日 稲わら 0.5 6.0 4.5 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月20日 10A1140001 袖ケ浦市 伊藤　正己 ピーマン 促成 京鈴 （購入苗） 令和2年8月7日 令和2年9月1日 令和3年1月31日 牛ふん 1.0 6.4 3.7 / 16.6 1 / 14

君津 令和2年8月20日 10A1701001 君津市 川島　薫 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年3月22日 令和2年4月22日 令和2年8月26日 令和2年8月28日 稲わら 0.5 5.2 2.4 / 4.5 6 / 7

君津 令和2年8月21日 10A0403001 袖ケ浦市 田中　和 落花生 マルチ 郷の香、Qなっつ 令和2年5月9日 - 令和2年8月25日 令和2年9月15日 牛ふん 1.0 3.0 1.5 / 1.5 2 / 2

君津 令和2年8月26日 10A1725001 富津市 廣尾　義之 トマト 抑制 桃太郎ピース 令和2年6月25日 令和2年7月27日 令和2年9月5日 令和2年12月5日 牛ふん 2.0 5.6 2.6 / 12.0 3 / 15

君津 令和2年8月19日 10A0801010 君津市 朝生　博之 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月5日 令和2年5月5日 令和2年9月1日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 5.0 2.4 / 4.5 7 / 7

君津 令和2年8月21日 10A0776001 木更津市 富永　信行 いちじく - 桝井ドーフィン - - 令和2年8月17日 令和2年11月15日 牛ふん 1.0 4.8 0.0 / 8.0 4 / 9

君津 令和2年8月21日 10A1901001 木更津市 星野　将輝 水稲 移植 コシヒカリ、ゆうだい２１ 令和2年4月11日 令和2年5月3日 令和2年9月10日 令和2年9月15日 稲わら 0.5 0 0 / 4.5 5 / 7

君津 令和2年8月26日 10A0301028 木更津市 農事組合法人上望陀 水稲 移植 コシヒカリ、ひとめぼれ 令和2年3月21日
令和2年4月19日

～5月7日
令和2年8月20日 令和2年9月20日 牛ふん 1.5 4.4 3.4 / 4.5 4 / 7

君津 令和2年8月28日 10A1201006 君津市 保坂　正春 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月4日 令和2年5月10日 令和2年9月5日 令和2年9月8日 稲わら 0.5 4.5 3.4 / 4.5 7 / 7

君津 令和2年8月28日 10A1201004 君津市 三平　文秋 水稲 移植 コシヒカリ 令和2年4月15日 令和2年5月7日 令和2年9月7日 令和2年9月10日 稲わら 0.5 5.0 2.4 / 4.5 7 / 7


