
2019年度実施概要

# 月日 開催場所 主 催 者 内   容 対 象 者 講師名（敬称略）

1 4月17日 埼玉県 若手野菜塾
(生産者使用目線)農薬とは、安全性/危険性

(ADI,ARfD)、正しい使用法、保護具
埼玉北部の農業青年 乾 公正 (石原産業)

2 4月19日 埼玉県 埼玉県植物防疫協会
住宅地における公園街路樹等病害虫・雑草管理
について(適正使用、飛散低減、保管管理)

市町村、県機関、JA等関係団
体、防除業者

石本ゆに (アグロカネショウ)

3 4月22日 奈良県 中部農林振興事務所 直売所販売における農薬の適正使用について
朝市(12団体)の運営者、出荷
生産者

川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

4 4/23 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者　(若林西町) 内田又左衛門（緑安協）

5 4/25 山口県
西日本高速道路メンテ
ナンス中国

除草剤の廃棄方法、効果的散布時期、芝生に雑
草が発生した際の対応、除草剤の種類

山口保全事務所社員、協力
会社

山﨑 道晴 (出光興産)

6 5/16 栃木県
栃木県農業大学校
とちぎ農業未来塾

農薬の知識と適正使用 120分(100分＋Q&A20分)
新規就農希望者(社会人経験
者中心)等

白岩　豊（日農）

7 5/18 栃木県
栃木県農業大学校
とちぎ農業未来塾

農薬の知識と適正使用 120分(100分＋Q&A20分)
新規就農希望者(社会人経験
者中心)等

稲森 正仁(クミアイ化学）

8 5/20 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者 (松平志賀
町)

白岩　豊（日農）

9 5/21 福岡県 JA粕屋ふれあいの里 農薬の安全使用 (作物、使用者も含めて)　60分 出荷者 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

10 5/24 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者 (西中山稲
葉)

高畠　治一郎（日農）

11 5/27 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者 (西町) 金子 俊彦 (クミアイ化学)

12 5/28 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者 (みよし市) 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

13 5/29 愛知県 JAあいち豊田
農薬適正使用 (残留農薬違反対策：飛散防止、防
除機、注意作物など) 60分

産直野菜生産者 (畝部) 白水 健太郎（科研）

14 5/31 長野県 長野県植物防疫協会 農薬取締法改正のポイント 県職員、関係団体等 横田(農薬工業会)

15 6/4 秋田県 農業研修センター
農薬とは、関連法令、殺虫・殺菌剤の種類と特性
等、適正使用について (10-15)、午前　①

農業者、市町村・関係団体、
研修生

内田又左衛門（緑安協）

16 6/4 秋田県 農業研修センター
農薬とは、関連法令、殺虫・殺菌剤の種類と特性
等、適正使用について (10-15)、午後　②

農業者、市町村・関係団体、
研修生

内田又左衛門（緑安協）

17 6/4 長野県
上伊那農業改良普及
センター

適切な農薬の使用方法 (農薬ラベルの見方、調
合、散布方法) (60-90分)

新規就農者 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

18 6/11 長野県
諏訪農業改良普及セ
ンター

農薬の適正使用について (農薬の種類、適正使
用、保管) 19:00-20:30 (60分)

道の駅「信州蔦木宿」農産物
出荷者

大野  研(石原産業）

19 6/12 栃木県
栃木県農業大学校
とちぎ農業未来塾

農薬の知識と適正使用 120分(100分＋Q&A20分)
新規就農希望者(社会人経験
者中心)等

森島　靖雄（シンジェンタ）

20 6/13 青森県 食の安全・安心推進課
修宅地等における農薬の使用について(通知およ
び非農耕地除草剤の留意点) 60-80分

県および市町村の関係職員 山﨑 道晴 (出光興産)

21 6/14 岩手県 病害虫防除所 除草剤の基礎知識と使用上の留意点 60分
農薬販売者、県農薬管理指
導アドバイザー、農薬使用者
等

渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

22 6/18 愛知県 愛知県立農業大学校
農薬の正しい使い方(農薬の定義、登録、安全使
用、使用時の注意、IPMなど)

雇用創出農業研修生 石島　藤夫 (住友化学)

23 6/19 愛知県 JA西春日井産直部会
違反事例 (適用外使用など) および農薬適正使用
(60分程度)

産直部会員 (総会) 徐　錫元 (協友アグリ)

24 6/20 秋田県 農業研修センター
除草剤の基礎知識と適正使用、多品目野菜周年
栽培での留意点について (10-15)、午前　①

農業者、市町村・関係団体、
研修生

大野 哲（日曹）

25 6/20 秋田県 農業研修センター
除草剤の基礎知識と適正使用、多品目野菜周年
栽培での留意点について (10-15)、午後　②

農業者、市町村・関係団体、
研修生

大野 哲（日曹）

26 6/20 熊本県 農業技術課 学校や住宅地等における農薬使用について 50分
販売店、防除業、ゴルフ場、
生産組織など

山﨑 道晴 (出光興産)

27 6/21 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　五島市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

川島 秀雄(三井化学アグロ ）

28 6/24 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　長崎市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

川島 秀雄(三井化学アグロ ）

29 6/24 長野県 Aコープたかぎ店
農薬の安全性と適正使用 60分　3回(10:00-
,13:30-、19:00-)

生産者 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

30 6/24 長野県 Aコープたかぎ店
農薬の安全性と適正使用 60分　3回(10:00-
,13:30-、19:00-)

生産者 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

31 6/24 長野県 Aコープたかぎ店
農薬の安全性と適正使用 60分　3回(10:00-
,13:30-、19:00-)

生産者 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

32 6/25 東京都 食料安全課
農薬について (農薬とは、役割、必要性、安全性
等) 50分

販売者、造園業者、ゴルフ
場、区市町村、農協、他

渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

33 6/25 東京都 食料安全課
農薬の適正使用 (保護具着用、使用の際の注意
点、廃棄、住宅地通知) 50分

販売者、造園業者、ゴルフ
場、区市町村、農協、他

渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

34 6/25 宮城県 仙台大学 学生 白岩　豊（日農）

35 6/25 三重県 農林水産部農産園芸課
農薬の安全使用 (安全使用、最近の情勢) 四日市
市、60分

農薬管理指導士更新対象者 森島　靖雄（シンジェンタ）

36 6/26 愛媛県 中予地方局産業振興課
農薬事故防止及び農薬使用におけるトラブルの対
処法 50分＋質疑応答10分

市町、JA、販売者等 内田又左衛門（緑安協）
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37 6/26 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　対馬市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

結城　太郎（日本化薬）

38 6/26 三重県 農林水産部農産園芸課
農薬の安全使用 (安全使用、最近の情勢) 伊勢
市、60分

農薬管理指導士更新対象者 森島　靖雄（シンジェンタ）

39 6/26 兵庫県 農業改良課 農薬散布作業の安全対策　姫路市
農薬販売者、防除業者、使用
者、営農団体等

金子 俊彦 (クミアイ化学)

40 6/27 山口県 山口県農業協同組合 農薬の適正使用 (環境影響評価を含む) 60分 周南園芸部会 総会 白岩　豊（日農）

41 6/27 奈良県
農事組合法人ふるさと明
日香

直売所出荷者が注意すべき農薬の取扱い、生産
履歴記帳　60分

直売所出荷者 (通常総会) 白水 健太郎（科研）

42 6/27 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　壱岐市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

結城　太郎（日本化薬）

43 6/27 三重県 農林水産部農産園芸課
農薬の安全使用 (安全使用、最近の情勢) 、松阪
市、60分

農薬管理指導士更新対象者 森島　靖雄（シンジェンタ）

44 6/28 三重県 農林水産部農産園芸課
農薬の安全使用 (安全使用、最近の情勢) 津市、
60分

農薬管理指導士更新対象者 稲森 正仁(クミアイ化学）

45 7/1 愛媛県 東予地方局産業振興課 農薬の保管管理と事故防止について　60分 市町、JA、等 乾 公正 (石原産業)

46 7/1 新潟県 病害虫防除所
農薬取締法改正のポイントと適正使用に向けた留
意事項　長岡市

販売店 柴田 俊浩 (北興化学)

47 7/2 新潟県 病害虫防除所
農薬取締法改正のポイントと適正使用に向けた留
意事項　上越市

販売店 柴田 俊浩 (北興化学)

48 7/2 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　佐世保市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

赤山　敦夫 (住友化学)

49 7/3 新潟県 病害虫防除所
農薬取締法改正のポイントと適正使用に向けた留
意事項　新潟市

販売店 柴田 俊浩 (北興化学)

50 7/3 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　諫早市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

赤山　敦夫 (住友化学)

51 7/4 長崎県 農林部農業経営課
農薬危害防止対策(全般) 50分(内Q&A10分)
　島原市

市町村、JA等関係団体、防除
業者等

石島　藤夫 (住友化学)

52 7/4 兵庫県 農業改良課 農薬散布作業の安全対策　神戸市
農薬販売者、防除業者、使用
者、営農団体等

金子 俊彦 (クミアイ化学)

53 7/8 福島県 環境保全農業課
農薬事故を防ぐには (農取法改正、住宅地通知
等)
　60分

農薬管理指導士、アドバイ
ザー、市町村等

今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

54 7/8 宮城県 みやぎ米推進課
農薬を知る。理解する。適正に使う (危害防止運
動重点項目：住宅地、農薬ラベル確認、移し替え
注意)、60分

管理指導士、JA、県市町村関
係者

森島　靖雄（シンジェンタ）

55 7/8 福岡県 食の安全・地産地消課
住宅地等における農薬散布について 45分+Q&A
　福岡市

農薬販売者、JA、ゴルフ場、
地方公共団体、鉄道局

川島 秀雄(三井化学アグロ ）

56 7/9 福岡県 食の安全・地産地消課
住宅地等における農薬散布について 45分+Q&A
　久留米市

農薬販売者、JA、ゴルフ場、
地方公共団体、鉄道局

川島 秀雄(三井化学アグロ ）

57 7/9 愛媛県
ファーマーズマーケットい
よっこら

農薬について学ぼう～知って納得、出荷時に後悔
しないために～(農薬使用の基礎) 90分

農産物出荷会員 川原 正見（日曹）

58 7/11 茨城県 鉾田市産業経済課
農薬の適正使用 (農薬事故を起こさないための農
薬の適正使用) 60分

野菜栽培専業農家 稲森 正仁(クミアイ化学）

59 7/11 兵庫県 農業改良課 農薬散布作業の安全対策　加東市
農薬販売者、防除業者、使用
者、営農団体等

川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

60 7/16 福島県 環境保全農業課
農薬事故を防ぐには (農取法改正、住宅地通知
等)
　60分

農薬管理指導士、アドバイ
ザー、市町村等

白岩　豊（日農）

61 7/16 大阪府 農政室推進課
農薬の安全性 (住宅地における農薬使用、留意
点)　80分

農薬販売者、農業者、ゴルフ
場、公共施設管理者等

赤山　敦夫 (住友化学)

62 7/17 兵庫県 兵庫六甲農業協同組合
苺栽培における農薬適正使用 (農薬使用の基本、
抵抗性対策など) 50分

有野苺部会総会 内田又左衛門（緑安協）

63 7/19 愛媛県 えひめ南農業協同組合
農薬の適正使用(残留基準、抵抗性対応など)
　30分＋10分Q&A

野菜部会総会 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

64 7/23 栃木県 河内農業振興事務所
農薬の適正使用について (記帳を含む)
　13:30-14:30 (60分)

直売所出荷者、加工所、6次
産業化実践者等

徐　錫元 (協友アグリ)

65 7/23 栃木県 農政部経営技術課 病害、虫害、雑草、PGRに関すること ゴルフ場農薬使用者等 形田恵理子（シンジェンタ）

66 7/26 奈良県 農林水産振興課
奈良県農薬安全使用研修会 (農薬使用者が気を
付けること、ローテーション) Q&A込75分

防除業者、農薬販売者、ゴル
フ場、共済組合、市町村等

今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

67 7/26 島根県 食の安全推進室
農薬の適正使用のための基礎知識 (修宅地周辺
を含む)　85分(Q&Aを含む)、隠岐の島町

農薬使用者、県市町村施設
管理部局、学校等防除業者

赤山　敦夫 (住友化学)

68 7/29 島根県 食の安全推進室
農薬の適正使用のための基礎知識 (修宅地周辺
を含む)　85分(Q&Aを含む)、安来市

農薬使用者、県市町村施設
管理部局、学校等防除業者

赤山　敦夫 (住友化学)

69 7/30 島根県 食の安全推進室
農薬の適正使用のための基礎知識 (修宅地周辺
を含む)　85分(Q&Aを含む)、益田市

農薬使用者、県市町村施設
管理部局、学校等防除業者

赤山　敦夫 (住友化学)

70 7/30 高知県 環境農業推進課 農薬の適正使用 (高知市) 午前、60分
農薬販売者、ゴルフ場、関係
機関、森林組合、JA指導員等

山﨑 道晴 (出光興産)

71 7/30 高知県 環境農業推進課 農薬の適正使用 (安芸市) 午後、60分
農薬販売者、ゴルフ場、関係
機関、森林組合、JA指導員等

山﨑 道晴 (出光興産)

72 7/31 高知県 環境農業推進課 農薬の適正使用 (四万十市) 午後、60分
農薬販売者、ゴルフ場、関係
機関、森林組合、JA指導員等

山﨑 道晴 (出光興産)

73 8/7 大阪府 (株)かんでんエルハート 農薬講習会 職員 草間　祐輔 (住化園芸)

74 8/8 徳島県
もうかるブランド推進
課

展着剤の効果的な活用～適正な農薬使用のため
に～

管理指導士、アドバイザー、
病害虫防除員など

川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

75 8/28 埼玉県 花と緑の振興センター
緑化活動における農薬の使用方法について(農薬
使用の注意点、調製、使用、処分)、60分

緑化ボランティア団体構成員 大野 哲（日曹）

76 8/30 栃木県
下都賀農業振興事務
所

花きにおける農薬の適正かつ効果的な使用方法
(適正使用、農薬の希釈、RACコード等)、90分

花き生産者 川原 正見（日曹）

77 8/30 東京都 都立農産高等学校 農薬の安全で効果的な使用について
東京都農業高等学校農業科
教員

山﨑 道晴 (出光興産)

78 8/31 茨城県
農業総合センター農業大
学校

農薬の適正使用に関して (ラベルの見方、適正処
分、散布器具の洗浄、適用外使用など)

いばらき営農塾受講生 川原 正見（日曹）
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79 9/6 岡山県 全農岡山県本部 農薬の適正散布について 農業高校の農業指導者 大野  研(石原産業）

80 9/11 茨城県
(株)ネクスコ・メンテナン
ス関東 (日産緑化)

農薬の適正使用 14事業所緑化担当者 内田又左衛門（緑安協）

81 9/17 栃木県 上都賀農業振興事務所
農薬の基礎 (ラベル、誤認しやすい作物、残留基
準超過対策ポイントなど)、120分

新規就農者、就農希望者 高畠　治一郎（日農）

82 9/26 島根県 島根県農業協同組合
農薬の適正使用のための基礎知識 90分(Q&A含
む)　出雲市

直売所関係者
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

83 9/27 福岡県
(公)福岡県樹芸組合連合
会

農薬の基礎知識および公園緑地等における使い
方と安全対策

公園、街路樹等担当する県市
町村職員

乾 公正 (石原産業)

84 10/1 岩手県 農業普及技術課
農薬の安全使用、危害防止対策 (使用者、農作
物、農産物、環境に対する安全) 60分　二戸市

農薬管理使用アドバイザー 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

85 10/7 京都府 農林商工部企画調整室 農薬取締法の概要、農薬取扱時の注意等、 55分 農薬管理指導士 高垣 龍男（バイエル）

86 10/16 埼玉県 農産物安全課
農薬使用における注意点等 (住宅地、RACコー
ド)、50分

農薬管理指導士等 森島　靖雄（シンジェンタ）

87 10/16 山口県 農業振興課 管理指導士更新研修 管理士等 山﨑 道晴 (出光興産)

88 10/17 山口県 農業振興課 管理指導士更新研修 管理士等 山﨑 道晴 (出光興産)

89 10/17 岩手県 農業普及技術課
農薬の安全使用、危害防止対策 (使用者、農作
物、農産物、環境に対する安全) 60分　釜石市

農薬管理使用アドバイザー 田中　明寛(SDS)

90 10/19 茨城県
農業総合センター農業大
学校

農薬の適正使用に関して (ラベルの見方、適正処
分、散布器具の洗浄、適用外使用など)

いばらき営農塾受講生 高垣 龍男（バイエル）

91 10/23 京都府 南丹広域振興局 農薬に係る最新の情勢と安全使用
販売者、ゴルフ場、農薬管理
指導士、他

金子 俊彦 (クミアイ化学)

92 10/23 長崎県 農業経営課 農薬一般、農薬の安全性評価、農薬取締法 70分 農薬管理指導士養成研修 森島　靖雄（シンジェンタ）

93 10/24 栃木県 下野市教育委員会
小中学校における除草剤等の取扱いについて (実
技を交えた講演依頼)

小中学校公仕 (用務員) 大野  研(石原産業）

94 10/24 埼玉県 農産物安全課
農薬使用における注意点等 (住宅地、RACコー
ド)、50分

農薬管理指導士等 森島　靖雄（シンジェンタ）

95 10/24 京都府 農林商工部企画調整室 農薬の適正販売と適正使用、 60分(Q&A込)
農薬管理指導士、販売者、使
用者

徐　錫元 (協友アグリ)

96 10/25 岩手県 農業普及技術課
農薬の安全使用、危害防止対策 (使用者、農作
物、農産物、環境に対する安全) 60分　滝沢市

農薬管理使用アドバイザー
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

97 10/28 奈良県 奈良県農業協同組合
農薬適正使用で安全・安心をお届け (産直出荷者
への残留基準値超過対策) 120分程度

まほろばキッチン出荷会員 水野　雅之 (日産化学)

98 10/29 奈良県 奈良県農業協同組合
農薬適正使用で安全安心をお届け (希釈倍数
オーバー、登録外使用)

まほろばキッチン出荷会員、
JA直売所

水野　雅之 (日産化学)

99 10/30 栃木県 下都賀農業振興事務所 病害虫の種類と効果的な農薬の使い方 90分 新規就農者 高畠　治一郎（日農）

100 11/5 島根県 食の安全推進室
農薬の安全使用、農薬をとりまく情勢 (安全使用、
不適正事例、住宅地通知など)Q&A含め90分

管理指導士 (浜田市) 徐　錫元 (協友アグリ)

101 11/6 島根県 食の安全推進室
農薬の安全使用、農薬をとりまく情勢 (安全使用、
不適正事例、住宅地通知など)Q&A含め90分

管理指導士 (松江市) 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

102 11/7 栃木県 農政部経営技術課 病害、虫害、雑草、PGRに関すること ゴルフ場農薬使用者等 形田恵理子（シンジェンタ）

103 11/12 島根県 食の安全推進室
農薬の安全使用、農薬をとりまく情勢 (安全使用、
不適正事例、住宅地通知など)Q&A含め90分

管理指導士 (出雲市) 結城　太郎（日本化薬）

104 11/12 青森県 県営農大学校 農政時事 (農薬の適正使用、IPM) 2学年 山﨑 道晴 (出光興産)

105 11/12 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士更新研修 (農薬安全使用、危害防止
対策) 60分 14:20-15:20

農薬指導士 金子 俊彦 (クミアイ化学)

106 11/12 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士更新研修 (農薬の安全性評価、各基
準の設定) 60分 15:30-16:30

農薬指導士 乾 公正 (石原産業)

107 11/13 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士更新研修 (農薬安全使用、危害防止
対策) 60分  14:20-15:20

農薬指導士 金子 俊彦 (クミアイ化学)

108 11/13 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士更新研修 (農薬の安全性評価、各基
準の設定) 60分 15:30-16:30

農薬指導士 乾 公正 (石原産業)

109 11/13 岩手県 農業普及技術課
農薬の安全使用、危害防止対策 (使用者、農作
物、農産物、環境に対する安全) 60分　北上市

農薬管理使用アドバイザー
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

110 11/14 神奈川県 農業振興課
ゴルフ場における芝草病害等の発生動向と防除
対策

ゴルフ場管理者、グリーン
キーパー、農薬管理指導士

佐々木伸浩(理研グリーン)

111 11/19 宮城県 みやぎ米推進課 芝の病害虫発生動向と防除対策
ゴルフ場、市町村、県関連機
関

佐々木伸浩(理研グリーン)

112 11/21 高知県 環境農業推進課
農薬関係法令、農薬の安全性及び適正使用、農
薬に関する最新情報

JA営農指導員、販売者、ゴル
フ場、森林組合、防除業者

山﨑 道晴 (出光興産)

113 11/22 島根県 食の安全推進室
農薬指導に必要な機作知識 (適正使用、改正農
取法、薬剤抵抗性・RACコード) 90分＋Q&A15分

営農指導員、普及指導員AM 赤山　敦夫 (住友化学)

114 11/22 島根県 食の安全推進室
農薬指導に必要な機作知識 (適正使用、改正農
取法、薬剤抵抗性・RACコード) 90分＋Q&A15分

営農指導員、普及指導員PM 赤山　敦夫 (住友化学)

115 11/25 山形県 防災くらし安心部
農薬の適正使用と危害防止 (農取法改正、安全性
評価、保管管理、飛散低減、住宅地、RAC)125分

農薬管理指導士更新および
新規認定希望者　(山形市)

乾 公正 (石原産業)

116 11/26 山形県 防災くらし安心部
農薬の適正使用と危害防止 (農取法改正、安全性
評価、保管管理、飛散低減、住宅地、RAC)125分

農薬管理指導士更新および
新規認定希望者　(鶴岡市)

乾 公正 (石原産業)

117 11/26 和歌山県 農業環境・鳥獣害対策室
農薬の適正使用と最近の情勢(役割、安全使用、
住宅地通知、改正農取法、除草剤販売) 75分

農薬アドバイザー、市町村 森島　靖雄（シンジェンタ）

118 12/4 兵庫県 農業改良課 緑地・ゴルフ場の雑草防除
防除業者、農薬販売者、ゴル
フ場

川畑  絢平（シンジャンタ）

119 12/4 神奈川県 農業技術センター
農薬取締法の改正と今後の農薬登録について(農
薬取締法の改正、今後の農薬の使用、販売での
留意点)

農薬管理指導士 森島　靖雄（シンジェンタ）
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120 12/5 岩手県 農業普及技術課
農薬の安全使用、危害防止対策 (使用者、農作
物、農産物、環境に対する安全) 60分　奥州市

農薬管理使用アドバイザー
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

121 12/6 秋田県 水田総合利用課
ゴルフ場　(住宅地通知、緑地・街路樹マニュアル)
　90分

ゴルフ場関係者 結城　太郎（日本化薬）

122 12/6 青森県
(公社)青森県植物防疫協
会

農薬を取り巻く情勢と適正使用について 70分
(Q&Aを含む)

管理指導士 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

123 12/9 福島県 農薬商業協同組合 農薬取締法の改正と販売業者の心得 福島県組合員、安全協会員
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

124 12/10 長崎県 大村・東彼地域普及課
茶生産における農薬安全対策 (農薬の適正使用
(MRL超過)、空容器の適正な処理)、保管管理

JA茶部会　90分 + 30分
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

125 12/10 京都府 農林水産部農産課 農薬事故の防止対策 (残留基準超過、飛散対策) 農業協同組合職員等 赤山　敦夫 (住友化学)

126 12/13 大阪府 農業協同組合中央会
農薬の安全性について (残留基準の設定・安全
性、適正使用、住宅地通知) 90分 テスト10問

JA営農担当、支店職員 田中　明寛(SDS)

127 1/8 千葉県 安全農業推進課 農薬取締法及び安全使用 農薬管理指導士認定研修 森島　靖雄（シンジェンタ）

128 1/8 千葉県 安全農業推進課 農薬一般及び農薬の安全性評価 農薬管理指導士認定研修 森島　靖雄（シンジェンタ）

129 1/9 島根県 島根県農業協同組合
農薬指導に必要な基礎知識 (RAC、改正農取法、
適正使用)

JAしまね営農関係職員 赤山　敦夫 (住友化学)

130 1/15 埼玉県 農産物安全課
農薬使用における注意点等 (住宅地、RACコー
ド)、50分

営農指導士、販売者、造園業
者等

森島　靖雄（シンジェンタ）

131 1/15 和歌山県 農業環境・鳥獣害対策室
農耕地における農薬の適正使用と農取法30年度
度改正(農取法、住宅地、除草剤、RAC) 75分

農薬管理指導士、認定希望
者

徐　錫元 (協友アグリ)

132 1/16 和歌山県 農業環境・鳥獣害対策室
非農耕地における農薬の適正使用と農取法30年
度度改正(農取法、住宅地、RAC) 75分

農薬管理指導士、認定希望
者(ゴルフ場、造園業者想定)

徐　錫元 (協友アグリ)

133 1/16 愛知県 農業経営課
農薬の一般知識(30分)、安全性評価および各種基
準(30分)

農薬販売者、防除業者、ゴル
フ場関係者

高畠　治一郎（日農）

134 1/17 東京都 植物調節剤協会 緑地管理分野における農薬の安全な利用法 緑地管理研究会 内田又左衛門（緑安協）

135 1/17 東京都 食料安全課 農薬の安全使用、危害防止対策 90分 農薬管理指導士養成研修 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

136 1/20 徳島県 もうかるブランド推進課
農薬の適正使用とドリフト対策 (住宅地通知関連
で)　80分

農薬管理指導士 山﨑 道晴 (出光興産)

137 1/21 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士養成研修 (農薬安全使用、危害防止
対策) 60分  14:20-15:20

農薬指導士 結城　太郎（日本化薬）

138 1/21 福岡県 食の安全・地産地消課
農薬指導士養成研修 (農薬の安全性評価、各基
準の設定) 60分 15:30-16:30

農薬指導士 結城　太郎（日本化薬）

139 1/21 京都府 農林水産部農産課 芝地等の雑草防除一般 50分 販売業者、防除業者など 大村 (レインボー)

140 1/22 山口県 農業振興課 農薬管理指導士更新研修 管理指導士 山﨑 道晴 (出光興産)

141 1/23 山口県 農業振興課 農薬管理指導士更新研修 管理指導士 山﨑 道晴 (出光興産)

142 1/23 愛知県 愛知県林業振興基金 農薬の安全講習 (農薬の適正使用)
植木等の生産・流通及び造
園・緑地管理に携わる方

川原 正見（日曹）

143 1/24 奈良県 北部農林振興事務所 農薬の分類法と作用機構について(仮) 90分 天理市果樹生産者 柴田 俊浩 (北興化学)

144 1/24 宮城県
登米農業改良普及セ
ンター

農薬の基礎知識と適正な使用 (基礎知識、安全使
用、保管、RACなど) 120分(Q&A含む)

新規就農者、関係機関 森島　靖雄（シンジェンタ）

145 1/28 埼玉県
埼玉県農業技術研究
センター

農薬の抵抗性と農薬の選び方・上手な使い方
 60分(Q&A込)

県内トマト生産者、普及指導
員

今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

146 1/28 山形県 食品安全衛生課
住宅地等における農薬の適正かつ安全な使用に
ついて 70分＋Q&A10分

県・市町村施設管理者、防除
従事者

大野  研(石原産業）

147 1/28 愛媛県
ファーマーズマーケット
いよっこら

農薬について学ぼう (使用基準や注意点、記帳) 会員出荷者 白水 健太郎（科研）

148 1/29 茨城県 農業技術課 農薬の安全性及び適正使用(仮)　60分 農薬適正使用アドバイザー等 田中　明寛(SDS)

149 1/30 埼玉県 川越農林振興センター
農薬の適正使用 (飛散、RACなど) 90分＋30分
(Q&A)

日高市農業会議所会員、職
員

渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

150 1/30 埼玉県 農産物安全課 効果的な防除方法及び農薬最新情報
ゴルフ場散布従事者、防除業
者

岩田　卓也(理研グリーン)

151 1/30 群馬県 技術支援課
ゴルフ場における農薬安全使用と病害虫対策 60
分(Q&Aを含む)

グリーンキーパー等ゴルフ場
関係者

青柳　岳人（シンジャンタ）

152 2/3 福島県 環境保全農業課
ゴルフ場の農薬使用に関する防除技術について
(仮題)

ゴルフ場農薬安全使用管理
責任者、グリーンキーパー

福田　茉由（シンジャンタ）

153 2/4 山形県 農業技術環境課
農薬取締法の改正内容のポイント及び関連法令
等　60分 新庄市

農薬適正使用推進員 藤井　清一 (日産化学)

154 2/4 石川県 農業安全課
農薬の適正な販売と使用について (試験問題の内
容に沿った講義)　40分(14:10-14:50) 輪島市

農薬取扱業従事者 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

155 2/5 石川県 農業安全課
農薬の適正な販売と使用について (試験問題の内
容に沿った講義)　40分(14:10-14:50) 小松市

農薬取扱業従事者 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

156 2/5 福井県 流通販売課 農薬の安全使用、危害防止対策(農薬概説)　80分 農薬管理指導士養成 山﨑 道晴 (出光興産)

157 2/5 山形県 農業技術環境課
農薬取締法の改正内容のポイント及び関連法令
等　60分 南陽市

農薬適正使用推進員 藤井　清一 (日産化学)

158 2/6 福井県 流通販売課 農薬の安全使用、危害防止対策　80分 AM 農薬管理指導士更新研修 白岩　豊（日農）

159 2/6 福井県 流通販売課 農薬の安全使用、危害防止対策　80分 PM 農薬管理指導士更新研修 白岩　豊（日農）
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160 2/6 石川県 農業安全課
農薬の適正な販売と使用について (試験問題の内
容に沿った講義)　40分(14:10-14:50) 金沢市

農薬取扱業従事者 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

161 2/6 千葉県 安房農業事務所
直売所へ出荷する生産者のための農薬の安全使
用について(使用者責任、適正使用、危害防止)
90分＋Q&A10分

直売所等職員、生産者 徐　錫元 (協友アグリ)

162 2/7 山梨県 農業技術課
農薬取締法の概要と適正な農薬使用 (農取法、適
正使用、保管、廃棄、飛散防止など) 80分

農薬管理指導士 乾 公正 (石原産業)

163 2/7 奈良県 農業水産振興課 芝生の病害虫および雑草防除管理について 80分
ゴルフ場農薬管理者及び防除業
者

大村 (レインボー)

164 2/7 三重県 農林水産部農産園芸課
農薬の安全使用 (安全使用、最近の情勢) 松阪
市、60分

農薬管理指導士更新対象者 稲森 正仁(クミアイ化学）

165 2/7 宮城県
登米農業改良普及セ
ンター

農薬の基礎知識～除草剤について～ 120分(Q&A
含む)

新規就農者、関係機関 森島　靖雄（シンジェンタ）

166 2/8 高知県 県立高知農業高校
農薬の適正使用 (誤使用防止、飛散防止、RACな
ど) 60分

農業高校の実習助手技能員 山﨑 道晴 (出光興産)

167 2/12 長野県 農業技術課 農薬の飛散防止対策と適正な廃棄方法 (長野市)
農薬管理指導士更新研修、
養成研修

高畠　治一郎（日農）

168 2/12 愛媛県 JAしまね 農薬の適正使用のための基礎知識 産直生産者、店舗スタッフ 赤山　敦夫 (住友化学)

169 2/13 山形県 農業技術環境課
農薬取締法の改正内容のポイント及び関連法令
等　60分 鶴岡市

農薬適正使用推進員 結城　太郎（日本化薬）

170 2/13 愛媛県 環境政策課 芝生(草)病害虫概説・雑草概説 13:00-15:50 ゴルフ場関係者 川畑  絢平（シンジャンタ）

171 2/14 山形県 農業技術環境課
農薬取締法の改正内容のポイント及び関連法令
等　60分 山形市

農薬適正使用推進員
今瀧博文（ダウ・アグロサイエン
ス）

172 2/14 山形県
(公財)やまがた農業支
援センター

農薬の適正使用についてい (農薬使用基準など) 新規就農者など 白水 健太郎（科研）

173 2/14 福岡県 宗像市環境課 住宅地通知 90分　AM 行政職員、施設管理者、事業者 大野  研(石原産業）

174 2/14 福岡県 宗像市環境課 住宅地通知 90分　PM 行政職員、施設管理者、事業者 大野  研(石原産業）

175 2/15 北海道
千歳市グリーン・ツー
リズム連絡協議会

農薬に関する正しい知識を学ぶ (農薬の安全性、
農薬ラベルの見方) 50分＋Q&A10分

食育講座 (消費者) 石本ゆに (アグロカネショウ)

176 2/17 香川県 農業経営課
農薬の効率的な使用と住宅地周辺における防除
の注意点(仮) 85分13:05-14:30

農薬管理指導士 渡部 昭英 (ＢＡＳＦ)

177 2/18 長野県 農業技術課 農薬の飛散防止対策と適正な廃棄方法 (松本市)
農薬管理指導士更新研修、
養成研修

徐　錫元 (協友アグリ)

178 2/19 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 佐伯市 農薬指導士 坂本 里枝（日曹）

179 2/21 鳥取県 くらしの安心推進課
農薬適正使用推進研修会 (農薬一般、安全使用、
危害防止対策、残留農薬と健康被害など) 180分

生産者、JA、販売者、ゴルフ場、
造園業、防除業者、自治体

金子 俊彦 (クミアイ化学)

180 2/21 群馬県 造園団体協議会
住宅・緑地での農薬使用、健康と環境に配慮した
樹木の防除、樹木の病害虫防除 60分

農薬管理指導士更新者 古口　正巳（日曹）

181 2/22 大阪府 JAいずみの
農薬の有効活用 (有効な使い方、作用、製剤、
RACコード)

生産農家 川原 正見（日曹）

182 2/25 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 宇佐市 農薬指導士 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

183 2/25 茨城県 農業技術課 ゴルフ場における農薬の使用方法と散布
グリーンキーパー等ゴルフ場関係
者、市町村

岩田　卓也(理研グリーン)

184 2/25 群馬県 技術支援課
最近の農薬情勢 (既登録農薬の再評価制度およ
び薬剤抵抗性) 60分 AM

農薬管理指導士更新研修 金子 俊彦 (クミアイ化学)

185 2/25 群馬県 技術支援課
最近の農薬情勢 (既登録農薬の再評価制度およ
び薬剤抵抗性) 60分 PM

農薬管理指導士更新研修 金子 俊彦 (クミアイ化学)

186 2/26 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 日出町 農薬指導士 川島 秀雄(三井化学アグロ ）

187 2/26 大阪府 農林水産部農政室
農薬の適正使用 (住宅地通知、短期暴露評価な
ど)　90分 AM

管理指導士養成・更新 川原 正見（日曹）

188 2/26 大阪府 農林水産部農政室
農薬の適正使用 (住宅地通知、短期暴露評価な
ど)　90分 PM

管理指導士養成・更新 川原 正見（日曹）

189 2/27 群馬県 NPO法人農業支援C 農薬の適正使用　 60分 太田市認定農業者 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

190 2/27 沖縄県 営農支援課
農薬危害防止講習会 農薬を使用する上での大切
なこと (適正使用、飛散防止) 名護市

販売者、グリーンキーパー、農薬
管理指導士、市町村担当など

白岩　豊（日農）

191 2/28 沖縄県 営農支援課
農薬危害防止講習会 農薬を使用する上での大切
なこと (適正使用、飛散防止) 那覇市

販売者、グリーンキーパー、農薬
管理指導士、市町村担当など

白岩　豊（日農）

192 3/2 沖縄県 営農支援課
農薬危害防止講習会 農薬を使用する上での大切
なこと (適正使用、飛散防止) 石垣市

販売者、グリーンキーパー、農薬
管理指導士、市町村担当など

野村  政直 (石原産業)

193 3/3 沖縄県 営農支援課
農薬危害防止講習会 農薬を使用する上での大切
なこと (適正使用、飛散防止) 宮古島市

販売者、グリーンキーパー、農薬
管理指導士、市町村担当など

野村  政直 (石原産業)

194 3/3 大分県 地域農業振興課
農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 豊後大野
市

農薬指導士 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

195 3/4 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 日田市 農薬指導士 川島 和夫（丸和ﾊﾞｲｵｹﾐｶﾙ）

196 3/4 千葉県 JA千葉みらい
「安全・安心・新鮮」農薬の適正使用・管理徹底
(使用基準、飛散防止、記帳、希釈) 60分(Q&A含)

出荷登録者 森島　靖雄（シンジェンタ）

197 3/4 熊本県 熊本県経済連 農薬のRACコードについて　50分 営農指導員など 赤山　敦夫 (住友化学)

198 3/5 青森県 田子町役場 正しく使って安全・安心な野菜生産 90分 直売所会員 出崎里永子（ホクサン）

199 3/6 鳥取県 くらしの安心推進課
農薬販売者研修会 (農取法、食衛法、毒劇物、非
農耕地除草剤、住宅地通知など)　180分

販売者 山﨑 道晴 (出光興産)

200 3/6 奈良県 西和ブドウ研究会
西和ブドウ研究会 研修会 (農薬の分類法と作用
機構) 90分

ブドウ生産者 柴田 俊浩 (北興化学)

201 3/10 北海道 技術普及課
農薬使用における事故事例及びその対処法
　60分

農薬指導士更新者 出崎里永子（ホクサン）

202 3/10 奈良県 北部農林振興事務所 農薬の系統と効果的な使い方 奈良市農業研究会連合会員 赤山　敦夫 (住友化学)
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203 3/12 栃木県 芳賀農業振興事務所
農薬の適正使用と生産履歴記帳について 50分
(Q&A含む)

直売所、農産物加工、六次産業関
係者等

森島　靖雄（シンジェンタ）

204 3/17 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 大分市 農薬指導士 徐　錫元 (協友アグリ)

205 3/18 大分県 地域農業振興課 農薬の適正使用、安全使用() 90-120分 大分市 農薬指導士 徐　錫元 (協友アグリ)

206 3/18 奈良県 奈良県植物防疫協会 農薬の分類法(RACコード)と作用機作について 農協、販売業者、市町村、等 柴田 俊浩 (北興化学)
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