
栽培管理台帳兼生産登録書

電話番号

品種名 面積(a) 植栽年 本数 備考 本年度出荷計画(kg)

※特記事項については園地の所在地を記入ください。

２．施肥・土作り（前年の礼肥より記入ください）
施肥月日 　　　　　　肥料名 施肥量 　　　　施肥目的

　　 ／ 　　　　　㎏

　　 ／ 　　　　　㎏

　　 ／ 　　　　　㎏

　　 ／ 　　　　　㎏

　　 ／ 　　　　　㎏

　　 ／ 　　　　　㎏

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

３．栽培管理状況

整枝剪定 仕上げ摘果

摘蕾 有袋の場合（袋かけ）

予備摘果 収穫（早生・中生）

草　刈 収穫（晩生）

摘芯・新梢管理 初出荷予定日

4. 気象災害など記入欄
月日

　　　月　　日～　　月　　日 　　　月　　日～　　月　　日

　　　月　　日～　　月　　日

2021年度もも・ネクタリン

　　　月　　日～　　月　　日

災害などの項目 被害面積

　　　月　　日～　　月　　日 　　月　　日

管理作業

　　　月　　日～　　月　　日 　　　月　　日～　　月　　日

　　　月　　日～　　月　　日

住所：佐渡市

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

１．生産登録（品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください）

2021年度もも・ネクタリン

生産登録書・栽培管理日誌

私は、栽培・防除指針を遵守してもも・ﾈｸﾀﾘﾝ生産を行い,その内容全てを下記
に記帳し報告します。

生産者名：　　　　　　　    　　　　　　　      　印

/   ,   /   ,   /   ,   /

　　　　生産・出荷登録

 

 

 

 

 

 

 

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」 

の実現を目指そう！ 

 

 

 

 

 

 

●提出についての注意事項（この用紙は2回提出いただきますので、保管に注意ください。）

○提出期日  １回目 ７月末日（生産登録および１回目防除確認） 

２回目 １０月末日（最終防除終了後） 

※提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。 

○提出場所  最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。 

※１回目・２回目ともに、期日まで必ず提出くださるようお願いします！！ 

●その他 

提出いただいた個人情報は、ＪＡ佐渡の生産指導のみに使用し、管理はＪＡ佐渡が責

任を持って行います。（提出いただく毎に JA が押印、コピー（控）し原本は返却いたし

ます。） 

産地全体で取り組もう 

１．「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録 

２．「大玉でおいしいもも・ネクタリンづくり」は、適期の管理 

３．「環境にやさしい もも・ネクタリンづくり」は、土作りと適

正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病害虫防除の実践 

 

提出回数 営農農機課名 確認者 検印

（　　　）

営農農機課

１回目
は、原本
を生産者
へ返却し
てくださ

い。
２回目

確認日

Ｊ Ａ 確 認 欄

１回目 　　年　　月　　日

　　年　　月　　日



５，農薬使用履歴
防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は充分に注意し、JAにご相談ください。
下記に使用履歴を正確に記入してください！！下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数 もも 回数 ネクタリン

(　　　　　　　　　　) 300Ｌ（　　　　） 500倍

ハーベストオイル (　　　　　　　　　　) 300Ｌ（　　　　） 50倍

ICボルドー４１２ (　　　　　　　　　　) 30倍 下記にてJAに提出ください。（2回）
ダーズバンDF (　　　　　　　　　　) 3000倍

ICボルドー４１２ (　　　　　　　　　　) 50倍

サイアノックス水和剤 (　　　　　　　　　　) 1000倍

アグリマイシン100 (　　　　　　　　　　) 1500倍

サイアノックス水和剤 (　　　　　　　　　　) 1000倍

臨時 ／ 臨時 ／ スカシバコンＬ (　　　　　　　　　　) 40～100本(　　本） ‐

チオノックフロアブル (　　　　　　　　　　) 500倍

スタークル顆粒水溶剤 (　　　　　　　　　　) 2000倍

チオノックフロアブル 500倍

スタークル顆粒水和剤 (　　　　　　　　　　) 2000倍

マイコシールド (　　　　　　　　　　) 1500倍

サムコルフロアブル10 (　　　　　　　　　　) 5000倍

臨時 ／ 臨時 ／ コンフューザーＭＭ (　　　　　　　　　　) 100本(　  　本） ‐

チオノックフロアブル (　　　　　　　　　　) 500倍

モスピラン顆粒水溶剤 (　　　　　　　　　　) 4000倍

チオノックフロアブル (　　　　　　　　　　) 500倍 確認印 検印

モスピラン顆粒水溶剤 (　　　　　　　　　　) 4000倍

マイコシールド (　　　　　　　　　　) 1500倍 　 月　　日 印 印

アーデント水和剤 (　　　　　　　　　　) 1000倍 　　　　＊確認欄 確認印 検印

デランフロアブル (　　　　　　　　　　) 600倍

スタークル顆粒水溶剤 (　　　　　　　　　　) 2000倍 　 月　　日 印 印

スターナ水和剤 (　　　　　　　　　　) 1000倍

コロマイト乳剤 (　　　　　　　　　　) 1000倍

デランフロアブル (　　　　　　　　　　) 600倍 ※農薬使用については、濃度・散布量に注意！！

モスピラン顆粒水溶剤 (　　　　　　　　　　) 4000倍 ※他の作物への農薬付着に細心の注意を払いましょう。

ナリアＷＤＧ (　　　　　　　　　　) 2000倍

ダニサラバフロアブル (　　　　　　　　　　) 2000倍

12 ／ 12 ／ (　　　　　　　　　　) 500Ｌ（　　　　） 2000倍

臨時 ／ 臨時 ／ (　　　　　　　　　　) 500Ｌ（　　　　） 1500倍

13 ／ 13 ／ (　　　　　　　　　　) 500Ｌ（　　　　） 30倍

14 ／ 14 ／ (　　　　　　　　　　) 500Ｌ（　　　　） 30倍

臨時 ／ 臨時 ／ (　　　　　　　　　　) 200Ｌ（　　　　） 300倍 2021年度
もも・ネクタリン防除日誌

使用月日 散布量（ﾘｯﾄﾙ）/10a 希釈倍率

／

／

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。（但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください）

２回目は10月末日まで（収穫後防除実施終了
後）に必ず提出をお願いします。

300Ｌ（　　　　）

／

500Ｌ（　　　　）

／ 300Ｌ（　　　　）

／

350Ｌ（　　　　）

3

　　　６，除草剤使用履歴

使用農薬 備　考

／ 500Ｌ（　　　　）

トラサイドＡ乳剤

ICボルドー４１２

11

10

ICボルドー４１２

オーシャイン水和剤

フルーツセイバー

9 ／ 500Ｌ（　　　　）

11

／

／

10 ／ 500Ｌ（　　　　）

／

希釈倍率

400Ｌ（　　　　）

500Ｌ（　　　　）

備考

／ 300Ｌ（　　　　）

4

／5

散布量（ﾘｯﾄ
ﾙ）/10a

チオノックフロアブル

回数・使用時期

2

使用農薬

3

／

8 ／ 500Ｌ（　　　　）8

2

9

7 ／

／

5／

500Ｌ（　　　　）

／1／1

／ 400Ｌ（　　　　）

7

／

6

4

6

確認・検印欄

確認月日
（１回目）

確認月日
（２回目）

／

／

１回目は7月末日まで（収穫前）に必ず提出を
お願いします。


