
（様式３）

「ちばエコ農産物」の認証状況報告書（令和2年12月）

実績 / エコ基準

千葉 令和2年12月1日 01A1429001 八千代市 島村　隼人 いちご 促成 とちおとめ、やよいひめ、チーバベリー - 令和2年9月17日 令和2年12月10日 令和3年5月10日
馬ふん

拮抗スーパー特号
2.0
0.32

21.0 4.0 / 18.5 16 / 21

千葉 令和2年12月3日 01A1425001 市原市 齋藤　長敏 トマト 　促成（長期） 桃太郎ファイト 購入苗 令和2年8月24日 令和2年12月6日 令和3年7月30日
チップ

バイオエース
2.0
0.2

5.0 5.0 / 26.0 5 / 26

千葉 令和2年12月11日 01A1414002 市原市 古川　謙一 さといも マルチ 土垂 - 令和2年4月30日 令和2年12月12日 令和3年2月28日
牛ふん、鶏ふん

ライ麦
1.5

（は種）8㎏
7.2 4.24 / 9.0 1 / 5

千葉 令和2年12月11日 01A1415001 市原市 古川　謙一 やまといも 普通 ふさおうぎ - 令和2年5月18日 令和2年12月14日 令和3年3月15日
牛ふん、鶏ふん

ライ麦
1.5

（は種）8㎏
9.8 9.8 / 10.5 5 / 11

千葉 令和2年12月24日 01C1611001 市原市 JA市原市姉崎蔬菜組合 だいこん 冬どり 冬自慢、SC1-126 令和2年10月1日 - 令和3年1月25日 令和3年2月1日
牛ふん

レオグリーン特号
土のみかた

1.0
0.2
0.06

4.5 4.24 / 4.5 5 / 5

東葛飾 令和2年12月1日 02A1616004 我孫子市 日暮 正昭 キャベツ 冬どり 金糸201冬監、彩ひかり（晩生） 令和2年7月27日 令和2年8月27日 令和2年12月16日 令和3年2月15日 鶏ふん 0.3 4.4 4.02 / 14.0 3 / 8

東葛飾 令和2年12月1日 02A1447004 我孫子市 日暮 正昭 ブロッコリー 秋冬どり ピクセル、エンバーＳＰ、緑帝 令和2年7月27日 令和2年8月27日 令和2年12月10日 令和3年1月31日 鶏ふん 0.3 4.4 4.02 14.5 3 6

東葛飾 令和2年12月1日 02A1444004 我孫子市 日暮 正昭 はくさい 秋冬どり 冬峠、さとぶき 令和2年8月14日 令和2年9月14日 令和2年12月10日 令和3年2月15日 鶏ふん 0.3 4.4 4.02 13.0 3 6

東葛飾 令和2年12月2日 02A0944002 我孫子市 須藤 一宏 はくさい 秋冬どり 冬峠、さとぶき 令和2年9月3日 - 令和2年12月8日 令和3年2月28日 バイオ14（鶏ふん） 0.05 11.2 4.4 13.0 2 6

東葛飾 令和2年12月2日 02A1404001 我孫子市 須藤 一宏 大豆 転換１～２年目 丹波黒、黒豆（在来） 令和2年6月11日 令和2年6月24日 令和2年12月5日 令和2年12月10日 バイオ15（鶏ふん） 0.05 10.0 2.75 3.0 1 4

東葛飾 令和2年12月3日 02A1325003 我孫子市 鈴木 順一 トマト 促成長期 麗旬 令和2年7月16日 令和2年9月5日 令和2年12月10日 令和3年7月10日 もみ殻、牛ふん 2.0 18.0 3.0 26.0 18 28

東葛飾 令和2年12月3日 02A1421002 我孫子市 日暮 正昭 食用なばな 秋冬どり 秋華 令和2年9月29日 - 令和2年12月15日 令和3年2月28日 鶏ふん 他 0.3 4.4 4.02 20.0 1 7

東葛飾 令和2年12月3日 02A1922001 我孫子市 日暮 正昭 しゅんぎく 秋冬どり 冬華 令和2年11月3日 - 令和3年1月10日 令和3年3月20日 鶏ふん 他 0.3 4.0 3.5 11.5 0 7

東葛飾 令和2年12月3日 02A2044001 我孫子市 小川 廣 はくさい 秋冬どり オレンジクイン、冬月90 令和2年9月7日 令和2年9月22日 令和2年11月28日 令和3年3月10日 レオグリーン特号 0.2 9.2 2.04 13.0 4 6

東葛飾 令和2年12月3日 02A2017001 我孫子市 小川 廣 ねぎ 秋冬どり 夏扇2号 令和2年2月9日 令和2年4月8日 令和2年12月5日 令和3年3月31日 レオグリーン特号 0.2 10.0 10.0 13.0 2 18

東葛飾 令和2年12月4日 02A1347001 我孫子市 海老原 久雄 ブロッコリー 秋冬どり おはよう、ウインタードーム 令和2年8月13日 令和2年9月15日 令和2年12月6日 令和3年3月10日 レオグリーン特号 0.2 13.5 13.5 14.5 4 6

東葛飾 令和2年12月4日 02A1315002 我孫子市 海老原 久雄 キャベツ 冬どり 金宝、金瑛 令和2年8月13日 令和2年9月8日 令和2年12月6日 令和3年3月25日 レオグリーン特号 0.2 4.8 2.4 14.0 4 8

東葛飾 令和2年12月4日 02A1822001 我孫子市 海老原 久雄 しゅんぎく 秋冬どり さとゆたか 令和2年10月18日 - 令和2年12月9日 令和3年3月25日 レオグリーン特号 0.2 2.4 1.2 11.5 1 1

東葛飾 令和2年12月8日 02A0919001 我孫子市 中野 茂俊 ほうれんそう 冬どり ジュリオン 令和2年10月13日 - 令和2年12月9日 令和3年2月10日 レオグリーン特号 0.08 7.2 6.0 12.5 3 3

東葛飾 令和2年12月8日 02A1447005 我孫子市 菅野 秀行 ブロッコリー 秋冬どり ハイツＳＰ 令和2年8月28日 令和2年10月2日 令和2年12月15日 令和2年12月10日 富士のみのり 0.1 7.9 0 14.5 0 6

東葛飾 令和2年12月11日 02A1616003 我孫子市 菅井 光男 キャベツ 冬どり あゆひかり 令和2年8月5日
令和2年9月25日

～9月26日
令和2年12月20日 令和3年2月10日 鶏ふん 1.0 5.6 5.6 14.0 3 8

東葛飾 令和2年12月11日 02A1420002 我孫子市 菅井 光男 こまつな 冬どり 菜々美
令和2月10月18日

～10月20日
- 令和2年12月13日 令和3年2月20日 牛ふん 1.0 4.0 2.8 8.5 3 3

東葛飾 令和2年12月11日 02A1421004 我孫子市 菅井 光男 食用なばな 秋冬どり 早陽一号
令和2月9月20日

～10月7日
- 令和2年12月13日 令和3年4月10日 牛ふん 2.0 2.5 1.65 20.0 2 7

東葛飾 令和2年12月11日 02A1419002 我孫子市 菅野 秀行 ほうれんそう 冬どり クロノス 令和2年10月22日 - 令和2年12月20日 令和3年2月10日 富士のみのり 0.1 8.5 0 12.5 0 3

東葛飾 令和2年12月11日 02A1511001 我孫子市 菅野 秀行 だいこん 冬どり 冬みね 令和2年10月18日 - 令和2年12月18日 令和3年2月15日 カキ殻石炭 0.2 0 0 4.5 0 5

印旛 令和2年12月7日 03A2029001 成田市 荒居　武司 いちご 促成 紅ほっぺ 購入苗 令和2年9月19日 令和2年12月20日 令和3年5月上旬
牛ふん
米ぬか

3.0 21.0 16.8 / 18.5 3 / 15

印旛 令和2年12月7日 03A0729001 印西市 小山　日出夫 いちご 促成 とちおとめ、紅ほっぺ、かおり野 令和2年9月20日 令和2年9月21日 令和2年12月10日 令和3年6月10日
もみ殻、雪花菜

セルカ
0.25
0.10

12.0 4.1 / 18.5 4 / 21

印旛 令和2年12月28日 03A0725007 印西市 五十嵐　道治 トマト 促成長期 大安吉日 令和2年8月25日 令和2年10月14日 令和3年1月10日 令和3年6月上旬

稲わら、もみ殻、
米ぬか

鶏ふん

2.0

0.48

25.6 4.4 / 26.0 6 / 28

香取 令和2年12月1日 04A2012005 香取市 鈴木　康夫 にんじん 秋冬どり らいむ五寸 令和2年8月1日 - 令和2年12月中旬 令和3年1月中旬 豚ふん、もみ殻 2.0 1.8 1.8 / 7.5 6 / 8

香取 令和2年12月2日 04A2012006 香取市 宮城　忠 にんじん 秋冬どり らいむ五寸 令和2年8月5日 - 令和2年12月5日 令和3年3月10日 豚ふん、もみ殻 2.0 0 0 / 7.5 3 / 8

香取 令和2年12月2日 04A2018001 香取市 増田　正好 レタス 冬どり モデナ、ホーガン 令和2年9月30日 令和2年10月23日 令和2年12月18日 令和3年2月25日 魚粉 0.075 0 0 / 12.0 4 / 9

香取 令和2年12月2日 04C2013001 東庄町 東庄ニュー小かぶ研究会 こかぶ 冬どり CR白涼、CR雪峰、万寿 令和2年10月1日～6日 - 令和2年12月3日 令和3年4月30日
豚ふん又は

鶏ふん
0.5～2
1.0

0～11.2 0～8.4 / 9.0 2～3 / 3

香取 令和2年12月17日 04A2020001 香取市 岡澤　健男 こまつな 冬どり　 春のセンバツ 令和2年10月30日 - 令和3年1月15日 令和3年2月下旬
マッシュルーム

廃菌床
2.0 4.8 2.4 / 8.5 1 / 3

香取 令和2年12月17日 04C2013002 東庄町
JAかとりホワイトボール
もっと安心栽培ｸﾞﾙｰﾌﾟ

こかぶ 冬どり 雪峰、CR白涼、万寿、その他
令和2年10月2日

～12月7日
- 令和2年12月20日 令和3年3月下旬

豚ぷん又は
鶏ふん

1.0～5.0
0.8～4.0

0～12.0 0～8.9 / 9.0 0～3 / 3

香取 令和2年12月21日 04A2013003 東庄町 掛巣　都章 こかぶ 冬どり CR白涼 令和2年10月20日 - 令和3年1月4日 令和3年3月25日 豚ふん、もみ殻 1.0 10.0 8.1 / 9.0 2 / 3

香取 令和2年12月21日 04A2013004 東庄町 嶋田　志朗 こかぶ 冬どり CR白涼 令和2年10月7日 - 令和2年1月3日 令和3年3月下旬 豚ふん、もみ殻 2.0 8.8 8.25 / 9.0 2 / 3

香取 令和2年12月23日 04A2013005 東庄町 岡野　正夫 こかぶ 冬どり CR白涼 令和2年10月26日 - 令和3年1月26日 令和3年3月下旬 豚ふん、もみ殻 1.0 8.7 8.7 / 9.0 1 / 3

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



香取 令和2年12月28日 04A2013006 東庄町 嶋田　正利 こかぶ 冬どり 万寿 令和2年10月12日 - 令和3年1月3日 令和3年3月20日 豚ふん、もみ殻 1.0 8.5 5.95 / 9.0 2 / 3

海匝 令和2年12月1日 A0313003 旭市 栗栖　新 こかぶ 冬どり CRもちばな、CR伯涼、雪牡丹 令和2年10月1日 - 令和2年12月4日 令和2年12月14日 レオグリーン特号 0.1 10.0 7.0 / 9.0 3 / 3

海匝 令和2年12月1日 A0313002 旭市 宮應　俊孝 こかぶ 冬どり もちばな、CR白涼 令和2年9月30日 - 令和2年12月15日 令和3年2月1日 レオグリーン特号 0.1 10.0 7.0 / 9.0 2 / 3

海匝 令和2年12月18日 05A1921001 旭市 大极　隆 食用なばな 秋冬どり 花かんざ、花の舞、花まつり 令和2年9月29日 - 令和2年12月22日 令和3年4月下旬
緑肥(ソルゴー)

鶏ふん
―
0.2

10.8 5.6 / 20.0 4 / 7

海匝 令和2年12月18日 C0318001 旭市
JAちばみどり

海上野菜組合産直部
レタス 冬どり ｵｰﾃﾞｨﾌﾞﾙ、ﾊﾞｰｸﾚｰ 令和2年9月14日 令和2年10月3日 令和2年12月18日 令和2年3月20日 マッシュルーム廃菌床 2.0 8.0 3.9 / 12.0 3 / 9

山武 令和2年12月16日 06A0529001 東金市 田中ファーム株式会社 いちご 促成
章姫、チーバベリー、紅ほっぺ、かおり野、と

ちおとめ
-

令和2年9月24日、
10月5日

令和2年12月20日 令和3年5月15日
糖蜜

豚ふん
米ぬか

1.0
0.8
0.4

4.2～11.2 4.2 / 18.5 5 / 21

長生 令和2年11月27日 07C1688001 長南町 （農）長南町東部営農組合 大豆 転換１～２年目 フクユタカ 令和2年7月20日 - 令和2年12月1日 令和2年12月15日
稲わら
麦わら

0.70 0 0 / 3.0 2 / 4

長生 令和2年12月8日 07A2017001 長生村 岡本　文子 ねぎ 秋冬どり 龍まさり 令和2年5月1日 令和2年5月1日 令和2年12月15日 令和2年3月15日 牛ふん 1.5 12.3 12.3 18.0 8 / 13

夷隅 令和2年12月8日 08A1629001 いすみ市 最首　博之 いちご 促成 かおりの、やよいひめ 令和2年7月12日 令和2年9月27日 令和2年12月20日 令和3年5月31日 アグリPソイル 0.1 4.2 4.2 / 18.5 6 / 21

夷隅 令和2年12月28日 08C1021001 いすみ市
ＪＡいすみナバナ出荷組合

ステビア栽培グループ
食用なばな 秋冬どり

花飾り、花まつり、花かんざし、花の舞、サカ
タ88、春華、春山

令和2年8月14日 - 令和2年10月28日 令和3年4月30日
鶏ふん
豚ふん

0～2.0 5.0～33.0 2.3～14.7 / 20.0 0～5 / 7

君津 令和2年12月7日 10A1094001 君津市 保坂　知昭 養液栽培いちご 促成 章姫、紅ほっぺ、チーバベリー 令和2年8月1日 令和2年9月22日 令和2年12月10日 令和3年5月31日 - - - - / - 18 / 21

君津 令和2年12月22日 10A0821009 富津市 ＪＡきみつ富津野菜部会 食用なばな 秋冬どり 花飾り、花娘
令和2年9月1日
～10月24日

- 令和2年11月20日
令和3年2月中旬

～3月上旬
牛ふん 2.0 2.0～15.2 0.78～7.92 / 20.0 1～6 / 7

君津 令和2年12月15日 10A0812001 袖ケ浦市 田中　和 にんじん 秋冬どり 敬紅、恋ごころ 令和2年8月3日 - 令和2年12月20日 令和3年2月28日 牛ふん 2.0 15.0 7.5 / 7.5 3 / 8

君津 令和2年12月7日 10C0918001 袖ケ浦市
ＪＡきみつもっと安心

平川レタス生産グループ
レタス 冬どり

ブリザード、アスレ、
パワースイープ

令和2年9月4日
～10月下旬

- 令和2年11月5日
令和2年11月20日
～令和3年2月下旬

ふすま 0.5 0～31.0 0～12.0 / 12.0 0～6 / 9

君津 令和2年12月18日 10A1229001 木更津市 関口　高弘 いちご 促成

章姫、紅ほっぺ、真紅の美鈴、ふさの香、
やよいひめ、チーバベリー、あまおとめ、

白雪小町、みるくいちご、おおきみ、
恋みのり、桜香、とちおとめ、こいのか

令和2年8月12日 令和2年10月2日 令和2年12月21日 令和3年5月31日 堆肥 0.3 38.0 17.7 / 18.5 16 / 21

君津 令和2年12月22日 10A0920001 富津市 稲村　吉徳 こまつな 冬どり はまつづき 令和2年11月10日 - 令和3年1月4日 令和3年3月31日 牛ふん 1.0 4.2 4.2 / 8.5 2 / 3

君津 令和2年12月24日 10A0939001 富津市 ＪＡきみつ富津南瓜部会 かぼちゃ 露地 都、くりゆたか
令和2年1月6日

～2月16日
令和2年2月10日
～令和3年4月5日

令和3年4月25日 令和3年7月下旬 牛ふん 2.0 0～11.2 0～7.7 / 8.0 0～4 / 6


