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１（１） 農薬の残留基準値超過事案や農薬の不適正使用事案
と農薬適正使用の指導

＜現状＞

• 依然として農薬残留基準値を超過する事例が散見される（過去5 年間
の平均で23件／年程度）

• 令和2 年12 月には，農業者による農薬の不適正使用の結果、当該農
薬の有効成分の農作物中の残留濃度が食品衛生法（昭和22 年法律
第233 号）に基づき定められた残留基準値を大幅に超過し、当該農作
物を摂食した場合に健康に悪影響を及ぼすおそれがある事案が発生

• 近年は生産・流通ルート別では、農産物直売所など農協を経由しない
ルートで販売される農産物における基準値超過もみられている

• さらに、農薬残留基準値は超過していないものの、農薬の不適正使用
も散見されている
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１ 農薬による事故の防止について
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＜主な基準値超過の原因＞

① ラベルの確認不足、思い込み等による適用のない作物への農薬の使用、希釈倍
率等の誤り

② 農薬の使用履歴を記載していなかったこと等による使用時期・使用回数等の誤り
③ 散布器具の洗浄不十分による別の作物に使用した農薬の混入
④ 隣接する作物への農薬のドリフト（飛散）

＜事故防止対策＞

 ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用方法等を十分に確認する（表
１参照）

 名称や形状が似ている作物については、適用作物を誤認して農薬を使用すること
がないよう注意する（表２参照）

 農薬の使用状況を把握するため、使用年月日、使用場所、使用農作物、農薬の
種類、使用量又は希釈倍数、使用回数等を農薬の使用記録簿に記録する

 農薬の使用前後には、防除器具を点検し、十分に洗浄されているか確認する

 植栽方法を考慮するとともに、防薬網や遮蔽植物など遮蔽物による飛散防止措
置の導入、散布に当たっては、ノズルの種類、風向きやノズルの方向、噴霧の圧
力に注意する



表１ ラベルの確認事項

①適用農作物 ア 病害虫の発生により直ちに農薬を使用する必要がある場合であっ
ても、必ず農薬のラベルにより適用農作物を確認。

イ 農薬の適用農作物は製剤ごとに異なるため、同一の有効成分を含
有する農薬であっても、使用前にラベルにより必ず適用農作物を確
認。

ウ 同じ科に属する農作物、名称や形状の類似した農作物に適用が
あっても、使用前にラベルにより必ず適用農作物を確認。

②使用量
又は希釈倍数

農薬は、効果や安全性が確認された使用量又は希釈倍数が定められて
いることから、ラベルに記載された使用量・希釈倍数を遵守。

③使用時期 ア 農薬のラベルを確認し、使用時期と農作物の収穫予定日の関係を
確認。特に、使用時期の設定が長い農薬については、収穫までの日
数に余裕を設ける。

イ 農作物の収穫前に、農薬の使用記録簿により農薬の使用後日数が
経過しているか再度確認。

④使用回数 ア 購入した種苗に農薬が使用されているかどうかを確認し、自身が使
える農薬の使用回数を把握。

イ 農薬の使用記録簿について、製剤及び有効成分の使用回数を確認
できるよう工夫する。また、農薬の使用前に使用記録簿と農薬のラベ
ルにより使用回数を確認。

⑤その他 農薬ラベルに記載されている適用病害虫の範囲及び使用方法、使用上
の注意事項並びに最終有効年月を確認し、記載事項に従って使用。
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表２ 農薬登録における誤認しやすい農作物の例

１ だいず えだまめ

２ いんげんまめ さやいんげん

３ キャベツ メキャベツ

４ ブロッコリー 茎ブロッコリー

５ しょうが 葉しょうが

６ しょうが うこん

７ たまねぎ 葉たまねぎ

８ レタス 非結球レタス

９ トマト ミニトマト

10 ピーマン ししとう

11 だいこん はつかだいこん

12 しそ しそ（花穂）

13 やまのいも やまのいも（むかご）

14 さくら 食用さくら（葉）

15 てんさい かえんさい

16 メロン 漬物用メロン

17 すいか 漬物用すいか

18 とうもろこし（子実） 未成熟とうもろこし ヤングコーン

19 しゅんぎく きく 食用ぎく

20 ねぎ わけぎ あさつき

21 にんにく にんにく（花茎） 葉にんにく 6



１（２）被覆を要する土壌くん蒸剤の適切な取扱いの徹底

＜適切な取扱いについて指導の徹底＞

• 住宅地等周辺でのクロルピクリン剤の使用時には、周辺住民に被害が
生じないようにするため、被覆の実施を改めて徹底するとともに、周辺
住民への説明や事前周知等、被害防止対策を行う。

• 住宅地等周辺に限らず、クロルピクリン剤を使用する全ての産地に対し
て、クロルピクリン剤の使用時には被覆が必要であることを改めて周知
徹底する。

(令和２年７月15日付け2消安第1758号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)
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しかし、近年クロルピクリン剤の使用において、被覆を行わなかったこと
により、ほ場周辺の第三者が健康被害を受ける事案が発生している。

クロルピクリンを含有する農薬（以下「クロルピクリン剤」という。）は、「農
薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」第８条で被覆を要する
農薬として規定されている。



（神奈川県農薬安全使用指導指針抜粋）
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５ 特別の留意を要する農薬について

(2) クロルピクリン剤（クロールピクリン、ドジョウピクリン、ドロクロールなど）
劇物であり、常温でガス化しやすく、そのガスは人体の粘膜を強く刺激

するとともに植物に対しても薬害を及ぼすので、次のことに留意すること。

ア 住宅密集地では絶対に使用しないこと。

イ 人家及び畜舎から十分（100ｍ以上）離れていることを確認すること。
ただし、育苗用土の消毒で全面をポリエチレンフィルムで被覆する場合、
マルチ畦内処理を行う場合、または、0.03mm以上のポリエチレンフィル
ム若しくは難透過性の被覆資材で被覆する場合を除く。

ウ 処理後は必ずポリエチレンフィルム等で被覆すること。

エ １回の処理面積は10ａ以下とし、大面積の処理は避けること。

オ 地表面にこぼした場合は、直ちに土をかけること。

カ 作業者は必ず土壌くん蒸用の防護マスクを着用すること。
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２ 農薬取締法再評価制度について

＜再評価制度＞

改正農薬取締法（2018年12月1日施行）において、全ての農薬につい
て、定期的に、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う仕
組みを導入

 改正法の施行後に登録された農薬については、今後、概ね15年ごと
に再評価を実施

改正法の施行時での既登録農薬については、2021年度から、優先度
に応じて順次、再評価を実施

既登録農薬の再評価に係る優先度については、「農薬の再評価に係
る優先度の規準」（第17回農業資材審議会農薬分科会資料）に基づき
、既登録農薬（有効成分名）を分類し、優先度を決定（表３、表４参照）

再評価により、既登録農薬の登録変更等が想定されるため、
最新の登録状況に注意！



（第17回農業資材審議会農薬分科会資料）

優先度 種別 規準 種別 規準

優先度A 我が国で多く使われてい
るもの

・殺虫剤の場合、生産量が年あたり概ね20～30 t以上のもの
・除草剤、殺菌剤の場合、生産量が年あたり概ね50 t 以上のもの
※農薬要覧における、原体の国内出荷量（H23～27農薬年度の
平均）。原則として、国内生産量+輸入量

優先度B 使用量は少ないが一日
摂取許容量等が低いもの

・ 国内ないし海外で設定されているADI が低いもの(概ね0.005 
mg/kg bw 以下)
・国内ないし海外で設定されているARfD が低いもの(概ね0.01 
mg/kg bw 以下)

・国内ないし海外の評価で、神経毒性、発がん性、遺伝毒性、免
疫毒性、生殖発生毒性が懸念されるもの
・ 海外の評価で、使用時の安全性について懸念されるもの（AOEL 
が概ね0.01 mg/kg bw 以下)

・環境中への残留性が高いものや有用生物への影響等が懸念さ
れるもの

優先度C1 その他の農薬 優先度A, B, C2 またはD に当てはまらないすべての有効成分

優先度C2 登録が比較的新しいもの 優先度 A, B, D に当てはまらない有効成分のうち、我が国におい
て2006 年以降に評価・登録されているもの

優先度D 生物農薬及び植物検疫
用途農薬 等

・微生物農薬を含む生物農薬、フェロモン
・食品、植物抽出物等、毒性の懸念の小さいもの
・植物検疫用途農薬
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表３ 農薬の再評価に係る優先度の規準



表４ 再評価を受けるべき農薬の範囲の指定（官報より）

農林水産省告示 再評価を受けるべき農薬の範囲 提出すべき資料提出期限

令和２年度第七百四号
（令和２年４月１日）

エスプロカルブ、フェンメディファム、フサライド 令和４年６月30日

フェリムゾン、プロスルホカルブ、ペントキサゾン 令和４年９月30日

キノクラミン（ACN）、フィプロニル、プレチラクロー
ル、プロパモカルブ塩酸塩

令和４年12月28日

エチプロール、チアジニル、モリネート 令和５年３月31日

令和３年度第五百九号
（令和３年４月７日）

イソプロチオラン、カルボスルファン、プロピネブ、
ベンゾビシクロン、ベンフラカルブ

令和５年６月30日

アラクロール、MCPBエチル（MCPB）、トルクロホ
スメチル、メトラクロール、S-メトラクロール

令和５年９月29日

ブロモブチド、ホセチル、メタミトロン、メチダチオ
ン（DMTP）

令和５年12月28日

クロルピクリン、シアナジン、シハロホップブチル、
フェントラザミド、ブロマシル

令和６年３月29日
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次頁
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農林水産省告示 再評価を受けるべき農薬の範囲 提出すべき資料提出期限

令和４年第八百一号
（令和4年4月19日）

アンバム、インダノファン、ジチアノン、シラフルオ
フェン、テトラコナゾール、トリシクラゾール、ピロ
キロン、ベンフルラリン（ベスロジン）

令和６年６月28日

カフェンストロール、2・4－Dイソプロピルアミン塩
（2・4－PAイソプロピルアミン塩）、2・4－Dエチル
（2・4－PAエチル）、2・4－Dジメチルアミン（2・4－
PAジメチルアミン）、2・4－Dナトリウム一水化物
（2・4－PAナトリウム一水化物）、テブフェンピラド、
フルチアセットメチル、ヘキサコナゾール、メフェ
ナセット

令和６年９月30日

オキサミル、チオファネートメチル、トプラメゾン、
プロパルギット（BPPS）、ベノミル、ペンシクロン、
メソトリオン

令和６年12月27日

シアントラニリプロール、ダミノジッド、ピラクロニ
ル、ピリミジフェン、ブプロフェジン、プロベナゾー
ル

令和７年３月31日

前頁続き
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３ 農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る
適用農作物等の名称について

• 農薬登録申請に際し、農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る
適用農作物等の名称については、「農薬の登録申請に係る試験成績
について」の運用について（平成13年10月）において示されてきたが、
分類を改訂し、「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係る適用
農作物等の名称について」（平成31年3月29日付け30消安第6281号農
林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）として発出

• 作物群に含まれる作物については、都道府県から追加要望のあった
農作物について検討し、令和３年１月14日付けで6281号通知を改正
（主な改正点はP13,14参照）。

※ 別紙表1「適用農作物のうち食用又は飼料用に利用される農作物」については、
農林水産省HP農薬コーナーの農薬の登録ページ参照

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_touroku/attach/pdf/index-54.pdf

登録申請にあっては、当該通知の分類に基づいて行われる
野菜類に新たな作物群を設定（茎野菜類、根菜類、ナス科野菜等）

（１）国通知



＜主な改正点＞

（１）個別の作物名を追加

カカオ、コーヒーノキ、キャッサバ、パースニップ、エホバク、ツノニガウリ、飯田冬
菜、潮江菜、ごまな、エルバステラ、ストリドーロ、食用あさがお、食用アリッサム
、食用トルコギキョウ、食用ヒメヒマワリ、食用ベゴニア、食用モモイロタンポポ、
食用リナリア、食用サボテン、ローゼル、花月

（２）作物群に含まれる作物の範囲を拡大
① かんきつ：柑橘類は多くが球形又は卵形であり、形状が球形に近ければ残留

傾向が大きく異なることはないと判断できるため、表に掲載のない品種等に使
いやすくするため、次のとおり改正。

現行：作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。
改正：ミカン(Citrus)属、キンカン（Fortunella）属、カラタチ（Poncirus）属又はこ

れらの交配種で、概ね偏球形、球形又は卵形の果実を収穫するものは、
これらの作物群に含まれる。

② 非結球あぶらな科葉菜類：アブラナ科の葉菜類は、特定地域の伝統野菜のよ
うな交配種を判断できない作物が多く、個別に追加の希望が多い。一方、
アブラナ属のうち日本で一般的に栽培されるBrassica rapa、B.oleracea、
B.junceaに属する作物は、既掲載の作物と形状が大きく異ならないため、生
産現場での使いやすさを考慮し、次のとおり改正。
改正（追加）：Brassica rapa、B. oleracea、B. juncea又はこれらの交配種で、非

結球の茎葉又は茎葉及び花蕾を収穫するものも含まれる。（根
菜類、結球あぶらな科葉菜類、はなやさい類及びあぶらな科茎
野菜に含まれる作物は除く。）
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＜主な改正点つづき＞

③ はなやさい類：ブロッコリーとカリフラワーの交配品種の追加要望があり、当該作
物群に含まれる交配品種の作出が多くなっているため、作物群に含まれる作物
間の交配品種にも使用できるよう以下のとおり改正。
改正（追加）：作物群内の作物間での交配種は、これらの作物群に含まれる。

（３）その他の追加・変更

① 「食用すべりひゆ」は、収穫部位が「茎葉を収穫するもの」であることから、食用
花から葉菜類の分類に移動。

※ 食用すべりひゆについては、食用花に適用のある農薬が使用できなくなるこ
とから、猶予期間を設け、施行日から１年を経過した日より適用

② 「清内路あかね」は、「かぶ」の一品種であるが、細長い形状のため、かぶに該
当することとの判断が難しい。このため、作物名「かぶ」の「作物名に含まれる別
名、地方名、品種名等の例」に追加。

③ 食用のバラは、当該作物が登録された当時主流であったミニバラを作物名とし
たところ。今般、通常サイズの食用バラも普及したことから、食用ミニバラの別名と
して「食用バラ」を記載する（既に、食用ミニバラとしての登録が27剤あるため、登
録の適用作物名を変更することは困難）。

④ 小粒ぶどうの粒重量を脚注で以下のとおり追加。
「小粒種ぶどう」は1粒重量が1.5g程度のぶどうをいい、「大粒種ぶどう」はこれよ
り重いぶどうをいう。

15



（２）農林水産省HP農薬コーナーにQ&Aが掲載

（基本的な考え方）

• 今般の作物分類の改訂により、既登録農薬で現在使えているものが、
使えなくなることはありません。

• 現行のラベルに従って、これまでどおり（改訂前）の分類で使用しても問
題ありません。

• 既登録の作物群に、今般新たに含まれることになった作物等にも、使
用可能です。

（例）野菜類に登録があればいも類も使用可

• ただし、作物群Ａでの登録に加え、作物群Ａに含まれる個別作物Ｂにも
既に登録がある場合は、①個別作物Ｂを除いた作物群Ａに含まれる作
物に対しては、作物群Ａの登録内容に従って使用してください。
②また、個別作物Ｂに対しては、個別作物Ｂの登録内容に従って使用
してください。

（Ｑ&Ａ抜粋）
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（３）作物群の登録とは

• 厚生労働省において、国際基準に合わせるため、食品群の改訂が
進められている

• 農薬登録とも関連する内容であるため、食品群の改訂と連携しなが
ら、作物群を整理

• 特徴が似ている作物をまとめて作物群とし、同じ農薬を同じ使用方
法で使う必要がある場合は、作物群を適用作物として申請・登録が
できるようになった

17

新たな作物群の導入は、作物ごとの登録に加え、作物群での登録も
可能とする仕組みで、作物群での登録が進めば、今後登録農薬の少
ない作物にも使用できる農薬が増えることにつながる



４ 特定農薬（特定防除資材）の指定に向けた
検討状況について

（１）特定農薬（特定防除資材）

原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼす恐れ

がないことが明らかなものとして、農林水産大臣及び環境大臣が指

定する農薬

① 天敵（使用場所と同一の都道府県内で採取されたもの）

② 重曹 ③ 食酢 ④ エチレン

⑤ 次亜塩素酸水
（塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。）

①～③は平成15年3月に指定、④⑤は平成26年3月28日に追加指定
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（２）特定農薬の検討対象とする資材一覧（H26.3.28～）

19

 農薬として効果を謳って販売される場合は、取締りの対象となる
 使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用する場合は

取締りの対象とならない

資材 資材の概要

1 インドセンダンの実・樹皮・葉
インドセンダン(ニーム)の実等を圧搾した油分(ニームオイル)や絞りかす
(ニームケーキ)。野菜、果樹、花きの害虫防除目的で使用

2
ウェスタン・レッド・シーダー (ヒノキ
科ネズコ属樹木)蒸留抽出液

カナダ杉のおが屑を高圧蒸留して得られた抽出液。イネや花きの病害防除
目的で使用

3 甘草(マメ科カンゾウ) 甘草の抽出物。トマトやキュウリの病害防除目的で使用

4
酵母エキス、クエン酸、塩化カリウ
ム混合液

酵母エキスとクエン酸、塩化カリウムの混合液を水で希釈したもの。茶やナス
科野菜の病害抵抗性誘導の目的で使用

5 二酸化チタン 粉剤を水に希釈したもの。野菜の病害防除目的で使用

6 ヒノキチオール、ヒバ油
ヒバの木部や根部を水蒸気蒸留したもの。野菜、果樹、花きの病害防除目
的で使用

7 ヒノキの葉 乾燥し、粉砕したもの。定植型作物全般の除草目的で使用

8 ホソバヤマジソ(シソ科) 水蒸気蒸留して抽出したもの(精油)。野菜の病害防除目的で使用

9 酒類(焼酎) 水で希釈したもの。野菜、果樹、花きの病害虫防除目的で使用

10 木酢液、竹酢液 木材を乾留する際に出るガスを冷却して得られる液体を水で希釈したもの
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（３）特定農薬（特定防除資材）の検討対象としない資材について

■次の資材は、特定農薬の検討対象としない（農薬として使用できない）資材
■①及び②に該当する資材を農薬として製造、販売、使用する場合は、農薬登録

が必要となる

（平成23年2月4日 22消安第8101号 環水大土発第110204001号

平成26年3月28日25消安第5778号 環水大土発第1403283号

農林水産省消費・安全局長 環境省水・大気環境局長通知 県知事宛）

使用者
自らが農
薬と同様
の効能が
あると信じ
て使用す
る場合で
あっても
取締りの
対象とな
る。

※

区分 H23通知 H26通知 例

①
名称から資材が特定で
きないもの

別表１
(78資材)

別表１
(19資材）

海水、鉱滓粉末、酵素、高分子ポリマー、
粘着剤、粘土、灰（かまどの灰）、食品添
加物、アミノ酸全般、食用植物油(サラダ
油を含み、ツバキ油を除く）、食用デンプ
ン類、天然ハーブ精油 など

②

資材の原材料に照らし
使用量や濃度によって
は農作物等、人畜及び
水産動植物に害を及ぼ
すおそれがあるもの

別表２
(129資材)

－

エタノール（酒類を除く）、塩化マンガン、
塩基性塩化銅、塩酸、クレゾール、クレ
オソート、酢酸銅、次亜塩素酸Na、ジベ
レリン、水酸化ナトリウム、ナフタリン、ド
ライアイス、たばこくず・たばこ抽出物、
ツバキ油、除虫菊 など

③
法に規定する農薬の定
義に該当しないもの

別表３
(86資材）

別表２
(５資材)

防虫網・寒冷紗、熱湯、水（普通の水）、
誘蛾灯、アイガモ、緑肥作物、ショウガ、
ニンニク、弱毒ウイルス など



（１） 神奈川県における農薬の空中散布に関するこれまでの経緯

実施状況を把握し、農薬の安全かつ適正な使用の推進を図るため、「神奈川県におけ
る無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について」（以下、「空中散布の
実施について」という。）を制定し、実施者に実施計画書及び実施報告書の提出の手
続き等を定めた

令和２年12月８日 ドローンについては自粛要請を解除
※無人ヘリコプターはこれまでどおり自粛を要請

時期 内容

平成２年 有人ヘリコプターによる農薬散布により、近隣の住宅や学校等への農薬
の飛散が問題となり、有人ヘリコプターによる農薬散布を中止

平成４年～ 無人ヘリコプターについても同様の問題が危惧されたため、無人ヘリコプ
ターによる農薬の空中散布の自粛を要請し、無人マルチローター（ドロー
ン）についても同様に自粛を要請

令和元年～
令和２年

県農業技術センターで現地確認試験を実施した結果、農薬の飛散状況な
どが通常の散布方法と同程度であることを確認

令和２年 消費者団体等とも意見交換を行い、自粛要請の解除に対して理解を得た
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４ 無人マルチローター（ドローン）による農薬の
空中散布について



（２） 実施計画書及び実施報告書の提出

①実施計画書の提出

〇提 出 先 神奈川県環境農政局農水産部農業振興課（以下「県農業振興課」という。
）

〇提出期限 散布する１４日前まで

〇提出様式 「無人マルチローターによる農薬の空中散布実施計画書」

（※県農業振興課HPからダウンロード可能）

〇記載内容 散布場所、散布予定日、作物名、散布農薬名と使用量又は希釈倍数、

周辺への事前の情報提供のチェック、散布予定場所の地図を添付

②実施報告書の提出

〇提 出 先 県農業振興課

〇提出期限 散布後速やかに

〇提出様式 「無人マルチローターによる農薬の空中散布実施報告書」

（※県農業振興課HPからダウンロード可能）

〇記載内容 散布場所、散布日、作物名、散布農薬名と使用量又は希釈倍数、周辺へ

の事前の情報提供のチェック、散布実施場所の地図を添付
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東京航空局
又は

東京空港事務所

県農業振興課

市町村

県関係機関
畜産課
農業技術センター
県政総合センター等

地域農政推進課

①実施する
10開庁日前

までに許可・
承認の申請

②許可・承認

①実施する14日

前までに実施計
画書の提出

③実施後速
やかに実施報
告書の提出

②実施計画書
の情報提供

④実施報告書
の情報提供

（３）農薬の空中散布実施に係る手続きの流れ

航空法に基づく手続き

「空中散布の実施について」に基づく手続き
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実施者

航空法の取り扱いについては、
令和４年12月の同法一部改正に
より変更される可能性があります。
（令和４年10月14日現在、詳細未
定）



（４）実施にあたっての留意事項

①事前の準備

• 周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等
がある場合は、散布日時等を事前に情報提供

• 散布区域や周辺の架線などの危険個所や非散布区域をあらかじめ実地確認し、必要
に応じて危険個所や散布しない区域に目印等を設置

②散布当日

• 散布区域内への侵入防止のための表示などを実施

• 風向きを考慮した飛行経路を設定

• 機体メーカーの取扱説明書等に示された飛行速度・飛行高度・飛行間隔・最大風速を
参考に実施

• 農薬の飛散による危被害を与えないよう無風又は風が弱い日や時間帯の選択、使用
農薬の種類や飛散しにくい剤型の農薬を選択

※ 留意事項については、農林水産省の「無人マルチローターによる農薬の空中散布に
係る安全ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を参照

https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/attach/pdf/120507_heri_mujin-132.pdf
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（５）万が一事故が発生した場合は

報告種別 報告時期 報告様式

事故報告書 第１報
（事故の概要、初動対応等）

事故発生後直ち
に

無人マルチローターによる
空中散布に伴う事故報告書

（ガイドラインの別記様式（第
３の２関係））※県農業振興
課HPからダウンロード可能

事故報告書 最終報
（事故詳細、被害状況、事故原因、
再発防止策）

事故発生から１ヶ
月以内

①農薬事故（農薬の飛散や流出等の事故）

②人身・物損等事故（飛行による人の死傷や他人の物件を壊す等の事故）
東京航空局保安部運用課又は東京空港事務所まで報告するほか、遅滞なく県農業振興課にも報告

※提出先、提出方法は実施計画書及び実施報告書と同様

報告
情報提供

県農業振興課

東京航空局又は東京空港事務所

実施者

（１）農薬事故

（２）人身・
物損等事故

農林水産省

県関係機関

報告

報告
報告

市町村

＜事故発生時の報告の流れ＞
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•変更届の提出を！

住所、氏名、勤務先などに変更があったときは、

必ず「変更届」を提出してください。

変更届が提出されない場合は、更新研修の通知が届かず、

更新できなくなる可能性があります。

更新せずに認定期間が過ぎた場合、再度認定試験を受けることになります。

〇神奈川県「農薬管理指導士認定制度」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f6554/p27226.html

認定証再交付申請書や変更届などの様式がダウンロードできます。

・農薬に関する情報は次のホームページを参照
〇神奈川県「農薬に関する情報」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6k/cnt/f6554/index.html

〇農林水産省「農薬コーナー」

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/
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５ 農薬管理指導士へのお願い

https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/

