
（様式３）

「ちばエコ農産物」の認証状況報告書（R2年4月）

実績 / エコ基準

千葉 令和2年4月16日 01A1931001 千葉市 本　幸子 ばれいしょ マルチ
メークイン、アンデスレッド、

デストロイヤー、シャードクィン、
ノーザンルビー、ドラゴンレッド

- 令和2年2月24日 令和2年5月31日 令和2年6月15日
牛ふん＋バーク

油カス
鶏ふん

0.2
0.02
0.02

0.9 0 / 7.0 0 / 7.5

千葉 令和2年4月16日 01A1699002 千葉市 本　幸子 ハーブ類・しそ科葉菜類 -
レモングラス、バジル類、

ミント、エゴマ、
アーチチョーク、パセリ他

令和2年1月27日 - 令和2年4月30日 令和2年9月20日
牛ふん＋バーク

油カス
鶏ふん

2.0
0.04
0.02

0.6 0 / 0 0 / 0

千葉 令和2年4月14日 01C1912001 八千代市 JA八千代市人参部会もっと安心農産物グループ にんじん トンネル春どり
彩誉、翔彩、FSC-015、
FSC-1001、FSC-1008

令和元年12月9日 - 令和2年5月5日 令和2年7月10日
牛ふん

緑肥（ソルゴー）

1.0
は種量
2.0kg

13.2
～18.0

9.36～9.9 / 10.0 2～5 / 6

千葉 令和2年4月20日 01A1518004 千葉市 小川　賢 レタス 春どり 春P 令和2年2月5日 令和2年4月3日 令和2年5月1日 令和2年5月10日 鶏ふん 0.1 6.0 4.74 / 12.0 1 / 9

千葉 令和2年4月20日 01A1718001 千葉市 小川　友一 レタス 春どり 春P、スターレイ 令和2年1月6日 令和2年2月24日 令和2年4月25日 令和2年5月15日 緑肥(エンバク）
は種量
4.0kg

10.0 7.9 / 12.0 3 / 9

千葉 令和2年4月20日 01A1818001 千葉市 川村　友也 レタス 春どり 春P 令和2年1月8日 令和2年2月24日 令和2年4月25日 令和2年5月10日 鶏ふん 0.5 10.0 7.9 / 12.0 2 / 9

千葉 令和2年4月20日 01A1518005 千葉市 土井　清隆 レタス 春どり 春P 令和2年1月16日 令和2年3月6日 令和2年4月20日 令和2年4月27日 鶏ふん 0.3 12.0 9.48 / 12.0 1 / 9

千葉 令和2年4月20日 01A1518002 千葉市 株式会社農み レタス 春どり 春P、フリフラッカー 令和2年1月7日 令和2年2月26日 令和2年4月25日 令和2年4月30日 緑肥(ソルゴー）
は種量
2.5kg

10.0 7.9 / 12.0 6 / 9

東葛飾 令和2年4月8日 02A1319003 我孫子市 日暮　正昭 ほうれんそう 春どり ミラージュ、ハンター 令和2年2月4日 - 令和2年4月10日 令和2年4月20日 鶏ふん 0.1 4.8 4.0 / 6.0 1 / 3

東葛飾 令和2年4月8日 02A1320002 我孫子市 日暮　正昭 こまつな 春どり いなむら 令和2年2月4日 - 令和2年4月10日 令和2年4月20日 鶏ふん等 0.1 4.4 4.0 / 10.0 1 / 3

東葛飾 令和2年4月24日 02A0941002 我孫子市 中野　茂俊 非結球レタス -
晩抽レッドファイヤー、
グリーンウェーブ

令和2年1月20日 - 令和2年4月15日 令和2年6月5日 馬ふん 0.1 4.8 2.4 / 12.5 0 / 7

東葛飾 令和2年4月28日 02A1616004 我孫子市 日暮　正昭 キャベツ 春どり 金系201、来陽 令和元年10月7日 令和元年11月25日 令和2年5月1日 令和2年5月15日 鶏ふん 0.1 11.0 10.05 / 14.0 2 / 8

東葛飾 令和2年4月21日 02C0623001 野田市 JAちば えだまめ ハウス 福だるま、サヤムスメ
令和2年2月8日
～令和2年3月29日

令和2年2月22日
～令和2年4月13日

令和2年4月24日 令和2年5月下旬 牛ふん 2.0 1.0～3.0 0.34～1.02 / 2.5 0～2 / 3

東葛飾 令和2年4月21日 02C0623001 野田市 JAちば えだまめ トンネル 福だるま、サヤムスメ、サヤネ
令和2年2月13日
～令和2年4月14日

令和2年2月29日
～令和2年4月30日

令和2年4月24日 令和2年6月下旬 馬ふん、牛ふん 2.0 2.0～4.0 0.51～1.36 / 2.5 0～2 / 3

東葛飾 令和2年4月22日 02C0512001 船橋市
JAいちかわ船橋人参共販推進委員会船橋地区もっと安心

農産物生産グループ
にんじん 春どり 紅うらら、翔彩、彩誉等

令和元年12月13日
～令和2年2月12日

- 令和2年5月上旬 令和2年6月下旬 馬ふん等 2.0 12.0～14.0 3.96～10.0 / 10.0 1～3 / 6

東葛飾 令和2年4月22日 02C0512001 船橋市
JAいちかわ船橋人参共販推進委員会船橋地区もっと安心

農産物生産グループ（ベータキャロット組合）
にんじん 春どり ベータ―キャロット

令和元年11月15日
～令和2年1月15日

- 令和2年4月下旬 令和2年6月下旬 馬ふん等 2.0 12.0～14.0 7.8～9.38 / 10.0 2～3 / 6

印旛 令和2年4月28日 03A0991001 富里市 杉本　好一 小玉すいか トンネル スイートキッズ 購入苗 令和2年1月16日 令和2年4月6日 令和2年5月5日
牛ふん、鶏ふん
土づくり12号

1.2
0.08

15.4 2.9 / 10.5 7 / 13

印旛 令和2年4月28日 03A1106001 成田市 伊橋産業（株） 茶 成木園 やぶきた、さやまかおり - - 令和2年5月10日 令和2年5月20日 - - 18.4 18.4 / 24.0 1 / 6

印旛 令和2年4月28日 03A0625001 成田市 富岡　正史 トマト 半促成収穫期４～７月 桃太郎グランデ 令和2年2月3日 令和2年4月7日 令和2年6月下旬 令和2年7月中旬
米糠、籾がら、
豚ふん等

1.04 6.4 5.6 / 18.5 4 / 15

香取 令和2年4月24日 04A2012001 多古町 菅澤　博隆 にんじん
トンネル
春どり

TCH-711、TCH-755、向陽2号、
エマ、クリスティーヌ

令和元年11月15日
～令和2年3月1日

- 令和2年5月1日 令和2年7月10日 緑肥（ヘイオーツ）
は種量
15.0kg

12.8 5.76 / 10.0 6 / 6

海匝 令和2年4月20日 05C0636001 旭市 JAちばみどり海上野菜組合産直部 たまねぎ マルチ 七宝､ソニック 令和元年9月18日 令和元年11月10日 令和2年5月11日 令和2年6月30日 マッシュルーム菌床 2.0 20.0 9.4 / 12.0 1 / 8

海匝 令和2年4月20日 05C0861001 旭市 JAちばみどり海上野菜組合ｽﾞｯｷｰﾆ部 ズッキーニ ハウス初夏どり ﾗﾍﾞﾝ､ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｰﾄ他 令和2年2月12日 令和2年3月3日 令和2年4月22日 令和2年9月30日 マッシュルーム菌床 5.0 10.5 0 / 8.5 4 / 8

海匝 令和2年4月27日 05C0325001 銚子市･旭市 JAちばみどり銚子施設園芸組合 トマト 半促成(収穫期4～7月) りんか４０９ 令和元年12月15日 令和2年2月17日 令和2年5月5日 令和2年7月31日 マッシュルーム菌床 4.0 25.0 13.8 / 18.5 8 / 15

山武 令和2年4月16日 06A1040001 横芝光町 鵜ノ澤　房枝 ピーマン 半促成（長期） Ｌ３京鈴（接木） 購入苗 令和2年2月29日 令和2年4月中旬 令和2年12月下旬
エノキダケ培地コーン
コブ（エアーポイン

ト）
0.72 25.72 1.12 / 23.0 1 / 26

山武 令和2年4月16日 06A1140001 横芝光町 越川　正美 ピーマン 半促成（長期） 京鈴 購入苗
令和2年3月中旬
～令和2年5月下旬

令和2年4月下旬 令和2年12月中旬 豚ふん 2.0 31.6 13.36 / 23.0 2 / 26

山武 令和2年4月21日 06A0606001 大網白里市 有限会社　河野製茶工場 茶 成木園 やぶきた、くらさわ、おくみどり - - 令和2年5月10日 令和2年8月31日 大豆油かす 0.5 29.6 12.88 / 24.0 1 / 6

安房 令和2年4月6日 09A1973001 鴨川市 刈込　安義 中・晩生かんきつ類 - ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｨｰﾄ、八朔　他 - - 令和2年4月20日 令和2年6月10日 鶏ふん、稲わら 0.3 13.2 9.4 / 15.0 0 / 5

安房 令和2年4月6日 09A0974004 南房総市 石井　一雄 びわ 施設 富房、瑞穂 - - 令和2年4月14日 令和2年5月17日 鶏ふん、稲わら 0.4 13.7 0 / 8.0 4 / 5

君津 令和2年4月20日 10A0830001 君津市 小澤　治美 さやいんげん ハウス半促成 スーパーステイヤー 令和2年2月16日 令和2年3月1日 令和2年4月25日 令和2年7月5日 籾殻、米ぬか 4.0 14.4 0 / 12.0 3 / 10

君津 令和2年4月14日 10C0830001 袖ケ浦市 ＪＡきみつ平川ハウスインゲン生産グループ さやいんげん ハウス半促成 ケンタッキーブルー　他
令和2年2月8日
～令和2年3月5日

令和2年2月25日
～令和2年3月26日

令和2年4月25日
～令和2年5月15日

令和2年6月21日
～令和2年7月10日

牛ふん他 0.2～2.0 0～44.0 0～11.5 / 12.0 0～2 / 10

君津 令和2年4月28日 10A1230002 君津市 安田　富士男 さやいんげん トンネル 鴨川グリーン 令和2年3月10日 令和2年4月6日 令和2年5月28日 令和2年7月10日 - - 4.5 4.5 / 13.5 1 / 10

君津 令和2年4月28日 10A0911001 袖ケ浦市 露﨑　春雄 だいこん 初夏どり 春の守 令和2年2月27日 - 令和2年5月10日 令和2年7月上旬 鶏ふん 0.2 4.5 3.8 / 5.0 3 / 6

君津 令和2年4月23日 10A1430002 君津市 小澤　美次郎 さやいんげん ハウス半促成 サクサク王子ネオ 令和2年2月15日 令和2年3月3日 令和2年4月25日 令和2年6月30日 豚ぷん 0.5 12.0 9.8 / 12.0 5 / 10

君津 令和2年4月30日 10A1461001 袖ヶ浦市 原　保雄 ズッキーニ 半促成 ダイナ、オーラム 令和2年3月11日 令和2年4月11日 令和2年5月15日 令和2年7月20日 牛ふん 0.5 1.6 1.1 / 11.5 2 / 6

君津 令和2年4月30日 10A0947003 袖ヶ浦市 陸野　光男 ブロッコリー 春どり(苗購入) おはよう、ピクセル、惠麟 令和2年1月9日 令和2年2月24日 令和2年5月1日 令和2年5月30日 鶏ふん 0.9 6.4 3.2 / 14.0 2 / 5

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


