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 以下は、「管理士の手引き」に収録されたサイト一覧です。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

    農薬や防除等に関係する情報が提供されているサイトとその主な内容です。  

【農薬の安全性関係】 
◇ 農薬の基礎知識等 (農林水産省のホームページ) 

http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html 

 農薬取締法、農薬の基礎知識、農薬の適正使用、農薬に関する会議など、最近の農薬行

政など農薬全般に係わる情報が得られます。 

 [農薬目安箱] https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/syouan/nouyaku/160730_1.html 

      農林水産省(農薬対策室)は、疑義資材に関する情報を受け付けています。 

[特定防除資材（特定農薬）] http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tokutei/index.html 

[農薬による蜜蜂への影響]  http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/honeybee.html 

  －関連リンク－ 

[農業資材審議会 (農水省)] http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/ 

[薬事・食品衛生審議会(厚労省)<食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会>] 

       http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127891 

[食品安全委員会 (内閣府)]  http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/index.html 

[食品中の残留農薬 (厚労省)]  

  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html 

[農薬登録保留基準(環境省)]  http://www.env.go.jp/water/noyaku.html 

◇ 農薬対策関係 （環境省のホームページ)  http://www.env.go.jp/water/noyaku.html 

 農薬取締法に基づく登録保留基準の設定等、農薬のリスクの評価・管理に関する取組みに

係わる情報が得られます。 

     <土壌農薬物会・農薬小委員会> 

        http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10-04.html 

◇ 農薬登録情報 (ＦＡＭＩＣのホームページ)  

     http://www.acis.famic.go.jp/searchF/vtllm000.html 

最新の農薬登録情報 (登録速報と登録の詳細内容)が調べられます。 

    <農薬関係リンク集> http://www.famic.go.jp/link/links/link03.html 

◇ 食品中の残留農薬等 （厚生労働省のホームページ) 

     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html 

    全ての農薬、飼料添加物、動物用医薬品について、食品ごとに設定される残留基準に関 

  する情報が得られます。 

  農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売、輸入などは、食品衛生法により禁止され

る「ポジティブリスト制度」や農薬が基準を超えて残留することのないよう、農薬取締法により設

定されている「使用基準」に関する情報が得られます。  

      [薬事・食品衛生審議会 (食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会)] 

        http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-yakuji.html?tid=127891 

◇ 食品の安全を守る仕組み （消費者庁のホームページ） 

 http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/safety_system/ 

   日頃から口にする食品の安全を守る国の行政の仕組みについてやさしく解説しています。 

    [食品安全に関する総合情報サイト] 
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     http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/ 

【病害虫・雑草の防除関係】 

◇ 病害虫防除に関する情報 (農水省のホームページ)  

   http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/index.html 

 病害虫防除が適切に実施されるよう、都道府県等の関係機関と連携して、病害虫の発生

予測(発生予察情報)、総合的病害虫・雑草管理（IPM）の推進、農林水産航空事業の安全

対策や実施基準等、農薬飛散低減対策の指導等に係わる情報が得られます。 

    [農薬飛散（ドリフト）低減対策に関する情報] 

      http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_nouyaku/ 

   [無人航空機（無人ヘリコプター等）に関する情報] 

        http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120507_heri_mujin.html 

     [薬剤抵抗性対策に関する情報] 

          http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/121030_yakuzai.html 

◇ 都道府県病害虫防除所一覧 

     http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/boujyo/120105_boujosho.html 

    各都道府県における注意報・警報・特殊報などの発生予察情報などが得られます。 

◇ 病害虫情報 (農水省・植物防疫所のホームページ) 

    http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pestinfo/index.html 

国内外における病害虫に関する情報や植物検疫(輸入・輸出)の情報が得られます。 

◇ 雑草図鑑（全国農業組合連合会） 

http://www.agri.zennoh.or.jp/visitor/appines/zassou/top.asp 

水田、畑地、非農耕地等の分野別に雑草の特徴、生態が調べられるサイトです。 

        <リンク集> http://www.toyo-green.com/link/ 

    [雑草図鑑(石原バイオサイエンス(株)]  

http://ibj.iskweb.co.jp/dictionary/index.html 

    [芝生の管理関係 (東洋グリーン(株)] 

           http://www.toyo-green.com/care/     

◇ 植物図鑑 (奈良教育大学のサイト)  

      http://kaede.nara-edu.ac.jp/plants_of_NUE/homepage.htm 

    日本で見られる植物の和名、科名、学名、特徴などから検索が出来ます。 

    <リンク集> http://kaede.nara-edu.ac.jp/plants_of_NUE/rinku.htm 

◇ 農薬ネット(「農薬掲示板」の提供サイトです。)  http://nouyaku.net/ 

農薬に関して、消費者や農家からのよくある質問など豊富な内容のサイトです。 

 農薬関連リンクは、関連官公庁・個人・非営利団体・大学・関連学会・メーカー・販売会社・

農業者・食品関係、農薬関連ニュースサイトは日本農業新聞など充実しています。 

疑問や質問を掲示板に投稿することで、有識者や関係者等からの回答が得られる場合

もある。 

◇ 農薬インデックス http://www.agro.jp/ 

農薬に関する多様な情報が得られる検索サイトです。併せて、都道府県の防除所や国・

道府県の農業関係試験研究機関、農薬メーカー・販売店の一覧の情報が得られます。 

【関係団体等】 
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◇ 一般社団法人 日本植物防疫協会 (研修関係) http://www.jppa.or.jp/kensyu/index.html 

  農薬取扱業者や防除指導に携わる県・市町村、関係団体職員等を対象に、植物防疫及

び病害虫雑草等防除に用いる資材等（防除機、農薬等）に関する正しい知識を備えた指導

者を養成するための研修等を実施しています。 

◇ 一般財団法人 植物調節剤研究協会  http://www.japr.or.jp/ 

     植物調節剤（除草剤、植物成長調整剤及び植物の生育調整資材）の開発利用の研究、 

    普及を図ることを目的としています。 

◇ 一般社団法人 農林水産航空協会  http://www.j3a.or.jp/ 

農林水産業において航空機による薬剤、肥料等の散布など航空機等(マルチローター式

の小型無人機を含)を利用する事業の発展を図るために、情報の収集・提供、調査研究、新

技術の開発等を行っている団体です。 

◇ 一般社団法人 日本くん蒸技術協会  http://www.nikkunkyo.or.jp/ 

検疫くん蒸・土壌くん蒸等の安全対策、農薬散布時の作業者保護のため保護マスク等の

適正使用に係る情報が得られます。 

[農薬保護マスク]  http://www.nikkunkyo.or.jp/mask/index.html 

◇日本芝草研究開発機構  http://www.shibakusa-rd.or.jp/aboutus/ 

   芝草管理技術の普及と農薬の適正使用に関する啓発活動を主眼として、「芝草管理技  

術者」の資格認定制度事業を実施している特定非営利活動法人です。  

 ◇ゴルフ場防除技術研究会・資料室  http://www.bougiken.com/ 

 芝草登録農薬について、新規登録・適用拡大登録など登録状況及び出荷状況などの用途

別・種類別一覧やゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る水質の暫定目標値など芝草に登録

されている農薬について豊富な資料が紹介されています。 

[資料室] http://www.bougiken.com/data.html 

◇ 農薬工業会 (－教えて！農薬Ｑ＆Ａ－) ttp://www.jcpa.or.jp/qa/ 

農薬について、よくある質問、知りたい情報にお答えしています。 

      [農薬取締法の目的と改正の歴史]  http://www.jcpa.or.jp/qa/a6_25.html 

◇ 一般財団法人日本 GAP 協会 http://jgap.jp/index.html 

  日本におけるＧＡＰ(=JGAP:食の安全や環境保全に取り組む農場に与えられる認証制度 

  (注))の推進を目的に活動する特定非営利活動法人です。 

◇ 注) 農業生産工程管理(GAP)に関する情報 (農林水産省のホームページ) 

         http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/ 

◇ FOOCOM http://www.foocom.net/links/ 

     農業、水産業、食品製造・加工・流通などの食品業界の食にまつわるさまざまな情報を、 

 科学的根拠に基づいて分析し提供している非営利の消費者団体です。 

◇ 公益社団法人 緑の安全推進協会  http://midori-kyokai.com/ 

     [「みどりのたより」バックナンバー] http://midori-kyokai.com/kanrisi/ 

 

【法令検索】 

◇ 法令検索システム (電子政府の総合窓口)  

     http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/ 

    法令（憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則）について内容の検索ができます。 
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◇ 日本法令検索(国立国会図書館)  

http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ 

     国会図書館の日本法令索引では、過去の法令や現行法令の改正経緯などを調べることが 

  出来ます。 

 

【緊急時】 

◇ 公益財団法人 日本中毒情報センターＨＰ (中毒 110 番・<一般専用>)  

       http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf 

      化学物質（農薬、たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の自然毒などによって起こる 

  急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限定し情報提供しています。 

     [中毒 110 番・電話サービス]  http://www.j-poison-ic.or.jp/homepage.nsf       

■大阪中毒１１０番（365 日 24 時間対応） 

     ０７２－７２７－２４９９ （情報提供料：無料） 

 ■つくば中毒１１０番（365 日 9 時～21 時対応） 

     ０２９－８５２－９９９９ （情報提供料：無料） 

 ■たばこ誤飲事故専用電話 

（365 日 24 時間対応、自動音声応答による情報提供：一般向け）  

     ０７２－７２６－９９２２ （情報提供料：無料）  

 

【海外の情報(=日本語)】 

    海外における食品の安全性に関する情報が日本語で読めるサイト 

◇ 食品安全委員会 ・食品安全性総合情報システム(国内を含) 
        http://www.fsc.go.jp/pickup_overseasinfo/ 

◇ 食品の安全に関する情報 (国立医薬品食品衛生研究所) 
    http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/index.html 
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