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Ⅴ 現地における減肥事例

１ 牛ふんたい肥を利用した化学肥料の低減事例（水稲）

西三河農林水産事務所農業改良普及課

（１）目的

西尾市では、平成 19 年度より、大規模水田作農家が、耕畜連携による市内酪農家の

生産する牛ふんたい肥を利用した水稲栽培に取り組んでいる。この取り組みは化学合

成農薬・化学肥料を慣行栽培に比べ低減し、環境にやさしい農業を行い、安心・安全

で売れる米づくりを目的に始まった。この牛ふんたい肥を利用した水稲栽培において、

化学肥料の使用量を減らしつつ収量・品質を確保するために、施肥技術の実証を行っ

た。

（２）実施地区の概要

土壌は沖積土壌であり、表 1 に示すように水稲・小麦・大豆を２年３作で栽培する

ブロックローテーションが確立されている。西尾市における水稲品種は、コシヒカリ

約 42 ％、あさひの夢約 22 ％、あいちのかおり SBL 約 32 ％が作付けされている（平成 18

年、西尾地域水田農業ビジョン）。

（３）対策技術の内容

実証ほは、たい肥を 2t/10a 施用し、化学肥料を 3.0Nkg（慣行対比 25%減）施用した

たい肥施用区と、たい肥が無施用で、化学肥料を 4.0Nkg 施用した慣行区を設定して行

った（表 2）。

表２　実証ほの概要（施用量・施肥量は10aあたり）

区名 牛ふんたい肥 基肥の種類 基肥施肥量

堆肥施用区 2t
側条ネオエース
(窒素成分20％）

15kg（3.0Nkg）

慣行区 なし
側条ネオエース
(窒素成分20％）

20kg（4.0Nkg）

※全量基肥栽培、品種はコシヒカリ

表１　西尾市のブロックローテーション（２年３作）

１年目 ２年目

水稲 　　移植　→　　収穫

小麦 播種 　→　収穫

大豆 　　　　　　播種 →　収穫

※３年目以降は１年目、２年目を繰り返す
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（４）取組の効果

ア 各試験区の収量と品質

たい肥施用区と慣行区の収量は、それぞれ 623kg/10a、624kg/10a とほぼ同等であった。

整粒歩合もそれぞれ 55%、58%で大きな差はみられず、両試験区の収穫物は、同じ品質

と考えられた（表 3）。

イ 化学肥料の削減及び施肥コスト

たい肥施用区と慣行区を比較して、収量、品質とも大きな差がみられなかったこと

から、たい肥の施用により化学肥料を 25%削減できることがわかった。

肥料コストについては、化学肥料にたい肥施用の経費を合わせると、慣行区よりも

11%のコストアップとなる（図 1）。

しかし、たい肥の連用による土づくりを行っていくことで、化学肥料を更に削減し

ている事例もあり、例えば、化学肥料を 50%削減した場合は、慣行区よりも 14%のコ

ストダウンとなる。

図１ 肥料コストの比較 (慣行を100とする)

（５）地域への普及状況と今後の取組

平成 19 年に 73ha で始まったたい肥施用の取り組みは、平成 20 年には 85ha に拡大し

た。また、たい肥及び有機質肥料のみを用い、無化学肥料、減農薬に取り組んだ水稲

については、付加価値米としての販売が行われている。今後、たい肥利用の取り組み

が西尾市だけでなく、西尾幡豆地域全域へ拡大することも期待されている。

表３　各試験区の収量

収量（kg/10a) 整粒歩合（％）

たい肥施用区 623 55

慣行区 624 58

※収量は坪刈調査結果による
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２ 牛ふんたい肥連用による窒素肥料単肥施用事例（ハクサイ）

豊田加茂農林水産事務所農業改良普及課

（１）目的

牛ふんたい肥の連用により、野菜栽培に必要なリン酸やカリ、微量要素等の補給を

図る。たい肥から供給される肥料成分を利用して、施肥量を削減し、肥料に係る経費

の削減と環境への負荷低減を進める。

（２）実施地区の概要

ＪＡあいち豊田猿投白菜部会は、17 戸で約 12 ｈａを栽培し、豊田市場を始め主に

県内市場に年間約 1,200 ｔを出荷している。管内では、スイカ－ハクサイの作付体系が

主体である。スイカを 6 月上旬から 7 月中旬まで収穫した後、ほ場の後かたづけを行

い、8 月の盆過ぎからハクサイをは種・育苗し、8 月下旬から 9 月中旬まで定植してい

る。

ハクサイ作付け前は裸地期間が短いこと、また住宅地と隣接したほ場が多いこと、

労力的な問題から、これまでたい肥施用は定着しなかった。

（３）対策技術の内容

事例として紹介する生産者は、露地野菜経営にとって土づくりは基本であるとの考

えから、平成 10 年から牛ふんたい肥の施用を開始した。当初はたい肥を施用しても、

基肥、追肥等の施肥は通常どおり行っていた。平成 15 年頃、たい肥からの供給が期待

されるリン酸、カリの施肥量を減らした栽培事例を聞き、試験的に窒素単肥による栽

培を行った。その結果、収量、品質とも問題のないことが確認でき、現在は窒素成分

のみ施用している。肥料コストの削減と土作りを兼ねた栽培方法である。

たい肥は管内の酪農家の牛ふんたい肥を使用している。晩秋から冬頃にたい肥置き

場に堆積し、スイカの収穫、ほ場の後かたづけが終了した 7 月下旬から 8 月下旬にか

けて、3 ｔ /10a をマニュアスプレッダで散布している。栽培前に土壌分析を行い、必要

と診断されれば、土壌改良資材を施用する。基肥、追肥は全て窒素単肥で、基肥は硫

安を 80kg/10a、追肥に尿素を 20kg/10a 施用する。

当地域の露地野菜ほ場の多くは、ＣＥＣが 10 未満、腐植も 1.0 ％未満と少ない。た

い肥を連用しているこの生産者のほ場も、以前は同様の診断結果だったが、現在は、

ＣＥＣが 10 ～ 11、腐植が 1.7 ％程度となっており、たい肥施用の効果が現れている。

最近では土壌の地力窒素が高まり、ハクサイに窒素過多と思われるゴマ症状の発生

が増えている。その対策として、基肥、追肥の窒素成分量の削減を検討している。
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（４）取組の効果

当地域で一般的に使用されている施肥事例と比較すると、以下のようになる。

【地域慣行】

種別 肥料・土壌改良資材名 施用量（ kg/10a） 経費

土壌改良資材 苦土石灰（粒） 120 －

ＢＭ重焼リン 40 －

基肥 園芸黒化成（12-9-10） 140 －

追肥 ＮＫ化成２号（16-0-16） 60 －

合計 約 39,000 円

（Ｎ：26.4kg、Ｐ：26.6kg、Ｋ：23.6kg）

【たい肥＋窒素単肥】

種別 肥料・土壌改良資材名 施用量（ kg/10a） 経費

牛ふんたい肥 3,000 4,500 円*
基肥 硫安（21-0-0） 80 －

追肥 尿素（46-0-0） 20 －

合計 約 18,000 円

（Ｎ：26.0kg、Ｐ：4.7kg、Ｋ：17.8kg）Ｐ、Ｋはたい肥由来

＊一次発酵のたい肥を自分で散布した場合の経費。なお、たい肥散布を依頼した場合の

標準的な経費は、たい肥料金（2t）、散布料金、積み込み手数料込みで 18,000 円。

その場合でも、たい肥＋窒素単肥の合計金額は約 32,000 円となり、地域慣行より安い。

※土壌診断により土壌改良資材が必要とされた場合は別途施用する。

（５）地域への普及状況と今後の取組

○ 平成 18 年からたい肥施用に取り組んでいる他の生産者も、肥料価格の高騰を受け、

窒素肥料のみの栽培意向がでてきた。

○ 本年度、豊田土づくり推進組合は、猿投白菜部会に対し、たい肥の散布実演会を開

催し、たい肥施用に関心が高まっている。実演会後、白菜部会員と畜産農家との交流

会では、たい肥利用における留意点について検討した。

○ 3 戸の若手部会員がたい肥散布を委託し、計 3ha にたい肥が施用された。
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３ 土壌診断に基づくたい肥の適正施用と肥料コストの低減（ナシ）

豊田加茂農林水産事務所農業改良普及課

（１）目的

家畜ふんたい肥等有機質資材による土づくりを積極的に行うとともに、土壌診断に

基づき、リン酸及びカリの過剰施用を回避し、環境に配慮したナシ生産及び肥料コス

ト低減を図る。

（２）実施地区の概要

ＪＡあいち豊田梨部会は部会員 64 戸で、栽培面積は約 55ha である。ナシ栽培は、主

に、旧豊田市北部の猿投地区と南部の上郷地区の 2 地区で行われている。

北部地区では、早生品種の幸水や豊水に加え、晩生品種の新高、愛宕の栽培が多い。

一方、南部地区では、愛甘水、幸水などの盆前収穫の早生品種が多く栽培されている。

収穫された果実は、選果場の光センサーにより糖度･熟度･着色等により選別され、糖

度保証された果実として出荷されている。

平成 15 年度に、部会員全員がエコファーマーの認定を受け、土づくりと、化学肥料

及び化学合成農薬の削減に取り組んでいる。

また、平成 19 年度からは、農地・水･環境保全向上対策の営農活動に取り組み始めた。

（３）対策技術の内容

土づくりについては、土壌分析によって把握された腐植含量値を参考に施用量を加減

しながら、牛ふんたい肥や剪定枝チップ、稲ワラ、モミガラ等、有機質資材の施用が積

極的・計画的に行われている。

また、部会全体の取組とはなっていないものの、各生産者が土壌条件や土壌診断結果

に基づき、肥料費高騰対策に取り組んでいる。主な取組内容は下記のとおりである。

ア 施肥量そのものの見直し、たい肥に含まれる窒素成分を考慮した施肥。

イ 土壌診断結果からリン酸及びカリ過剰の傾向が認められた場合には、これらの成分

を減らした配合肥料の基肥利用。

ウ 低価格なナタネ粕の利用や、硫安等窒素単肥を利用した追肥。

エ これまで慣行的に 5 月下旬に実施されてきた硫酸カリの追肥の中止。

（４）取組の効果

肥料コストを低減した優良な施肥改善の事例は、下記のとおりである。

施肥改善の考え方は、

ア 施肥量そのものの見直し及び、たい肥に含まれる窒素成分を考慮。

イ 土壌診断によりリン酸及びカリ過剰が認められたため、これら成分の含有量の低

い肥料の利用。

ウ 慣行的に 5 月下旬に実施していた硫酸カリ追肥の中止。

こうした施肥改善により、肥料費は改善前と比較して約 22 ％低減された。
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表 施肥改善の事例

（５）地域への普及状況と今後の取組

果樹は永年性作物のため、施肥や土壌改良の効果発現までには期間を要し、新しい

施肥方法は、なかなか波及しにくい。また、土壌分析のための採土に際しては、でき

るだけ園地の代表値となるように努めているものの、診断結果にバラツキが生じるこ

とも多く、土壌診断結果を参考にはしながらも、肥料や土壌改良資材の施用をこれま

でどおり自己流に行う生産者もいる。

このため、環境に配慮した土づくり・施肥を啓発するとともに、経営改善にもつな

がる肥料コストの低減についても、部会全体に普及する必要がある。

今後は、ＧＡＰ手法のひとつである地域版「やろまいシート」を導入し、チェック

事項を確認しながら改善することによって、より環境と安全に配慮したナシ栽培を推

進する。

施肥改善前

窒素 ﾘﾝ酸 カリ 窒素 リン酸 カリ

Ａ有機化成 12 8 10 140 16.8 11.2 14.0

なたね粕 5 2 1 80 4.0 1.6 0.8

Ｂ高度化成 16 10 14 40 6.4 4.0 5.6

硫酸加里 0 0 50 10 0.0 0.0 5.0

Ｃ高度化成 16 16 10 40 6.4 6.4 4.0

33.6 23.2 29.4

施肥改善後

窒素 ﾘﾝ酸 カリ 窒素 リン酸 カリ

Ｄ有機配合 7 5 3 200 14.0 10.0 6.0

なたね粕 5 2 1 40 2.0 0.8 0.4

Ｂ高度化成 16 10 14 40 6.4 4.0 5.6

Ｂ高度化成 16 10 14 20 3.2 2.0 2.8

25.6 16.8 14.8

78
(施肥改善
前を100)

施用成分量（kg/10a）

施用成分量（kg/10a）施用量
(㎏/10a)

施用量
(㎏/10a)

肥料費

肥料費

100

成分含有量(％)
肥料

肥料
成分含有量(％)

施肥
区分

施肥
区分

基肥

追肥

基肥

追肥

合計

合計
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４ Ｌ型緩効性肥料を活用したリン酸・カリ減肥事例（キャベツ）

東三河農林水産事務所田原農業改良普及課

（１）目的

田原市の土壌は、腐植含量が少なく、保肥力が劣る、赤黄色土や砂礫土が広く分布

しており、キャベツの安定生産のためにはたい肥等の有機物の投入が必要である。し

かし、近年では、たい肥の連用により土壌中のリン酸やカリが蓄積傾向にあるため、

たい肥成分を考慮した施肥体系が必要である。また、肥料価格の高騰はリン酸・カリ

で顕著であり、肥料コストを抑えるためにもリン酸・カリの減肥は有効である。

そこで、リン酸・カリの施肥量を削減した効率的施肥体系を確立する。

（２）実施地区の概要

田原市は愛知県の東南端部に位置し、年平均気温 15.7 ℃、年間降水量約 1,700mm で、

温暖な気候を活かしたキャベツ栽培が行われている。出荷期間は 10 ～6月まで、年間

を通して栽培されており、夏作にはキャベツの他に露地メロンやスイカ、スイートコ

ーンなどが作付けられている。

（３）対策技術の内容

【Ｌ型緩効性肥料「エコベジタ」を用いた効率的施肥体系の実証（平成 16 年度）】

ア 試験場所：田原市中山町内ほ場

イ 供試作物：キャベツ（品種：さちはる）

ウ 実証ほの構成

注1)両区に牛ふんたい肥(TN:1.76% P 2O5:1.30% K2O:3.42% C/N:18.3)を3t/10a施用

注2)エコベジタは硫安を30%、被覆尿素(50日タイプ)を35%、被覆尿素(70日タイプ)を35%含んで

おり、田原地域のキャベツ栽培の省力化と施肥の効率化を図るために開発された肥料である。

エ 耕種概要

たい肥施用：5 月 24 日

施肥：（基肥）9 月 4 日（追肥）10 月 10 日、10 月 27 日、11 月 30 日

定植：9 月 4 日 収穫：12 月 27 日

オ 調査項目

収量、肥料コスト、養分吸収量、土壌の化学性

     (kg/10a)

基肥 追肥1 追肥2 追肥3 N P2O5 K2O

エコベジタ区 エコベジタ(24-4-5) 135 32.4 5.4 6.7

BBあつみ(14-8-14) 40 60

BB追肥あつみ(16-2-15) 60 60
32.0慣行区

施用量

33.2 10.4

成分量
試験区 肥料名



- 41 -

（４）取組の効果

土壌中のリン酸とカリはたい肥の連用により十分量が蓄積されており、収穫時でも

ほとんど変わらなかった（表 1）。キャベツの収量は外葉重、結球重ともにエコベジタ

区と慣行区で大差はなかった（表 2）。養分吸収量は、リン酸とカリは慣行区よりもや

や少なかったが、生育に影響は見られなかった。窒素吸収は両区で同等だった（表

3）。肥料コストは、エコベジタを利用することにより約 11%低減できた（図 1）。
以上の結果、エコベジタ区は収量と養分吸収が慣行と同等であり、リン酸・カリを

減肥できたことから、たい肥とＬ型緩効性肥料（エコベジタ）を組み合わせた施肥体

系は有効であることが実証された。また、3 月どりキャベツにおいても、エコベジタ

の全量基肥施用の有効性が実証されており、たい肥施用ほ場では、いずれの作型でも

リン酸・カリの減肥が可能であると思われた。

表１ 土壌の化学性

表２ キャベツの収量

表３ キャベツの養分吸収量

図１ 肥料コストの比較

（平成20年8月改定後の価格より算出）

（５）地域への普及状況と今後の取組

現在、ＪＡ愛知みなみ常春部会のキャベツ生産者の 15 ％程度がエコベジタを利用し

ており、今年度の肥料価格改定により、Ｌ型肥料の利用は増加していくものと思われ

る。今後は局所施肥等により施肥の効率化を図り、さらなるコスト低減に向けて取り

組んでいく。

試験区 pH EC T-N CaO MgO K2O P2O5 CEC

% mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g me/100g

作付前 6.7 0.18 0.207 274 50 67 278 11.6

収穫時 6.7 0.16 0.190 275 44 61 251 12.0

作付前 6.4 0.19 0.220 246 48 82 285 11.3

収穫時 6.2 0.15 0.234 222 38 59 268 12.2

エコベジタ区

慣行区

試験区 全重 外葉重 結球重 10a収量

kg/株 kg/株 kg/株 t/10a

エコベジタ区 1.64 0.59 1.05 6.93

慣行区 1.65 0.57 1.09 7.19

     (kg/10a)

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

エコベジタ区 13.0 3.5 17.9 10.2 3.1 10.5

慣行区 13.0 4.5 20.3 10.2 2.9 13.7

試験区
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参考資料

１　県内の家畜ふんたい肥入手先

　県内各地で作成されている家畜ふんたい肥の供給情報（たい肥マップ等）の一覧を掲載してあります。

　各マップの具体的な掲載内容や入手法等については、マップの作成元にお問い合わせください。

（１）ホームページ上に掲載されているたい肥供給情報

掲 載 元 掲載範囲

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 掲載時期

掲載件数 牛ふん 109 豚ふん 47 鶏ふん 42 鶉ふん 6 混合ふん 16 計 220

位置図 副資材 △ NPK成分 △ C/N比 △ 荷姿 △ 配達有無 △

製造方法 △ 農家ｺﾒﾝﾄ 水分率 △ EC等 △ 価格 △ 散布有無 △

注）△は、掲載欄はあるが空欄のデータも多数存在するもの

掲 載 元 掲載範囲

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 掲載時期

掲載件数 牛ふん 6 豚ふん 4 鶏ふん 2 鶉ふん 混合ふん 計 12

位置図 副資材 ○ NPK成分 ○ C/N比 ○ 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 ○ EC等 価格 ○ 散布有無 ○

掲 載 元 掲載範囲

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 掲載時期

掲載件数 牛ふん 15 豚ふん 6 鶏ふん 3 鶉ふん 混合ふん 1 計 25

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 C/N比 荷姿 配達有無

製造方法 ○ 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 EC等 価格 散布有無

掲 載 元 掲載範囲

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 掲載時期

掲載件数 牛ふん 31 豚ふん 23 鶏ふん 12 鶉ふん 4 混合ふん 4 計 74

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 ○ C/N比 ○ 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 ○ 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 ○ EC等 ○ 価格 ○ 散布有無 ○

（２）パンフレットとして作成されているたい肥供給情報（たい肥マップ）

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 6 豚ふん 4 鶏ふん 2 鶉ふん 混合ふん 計 12

位置図 副資材 ○ NPK成分 ○ C/N比 ○ 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 ○ EC等 価格 ○ 散布有無 ○

掲載情報
(連絡先以外)

東海農政局畜産課

www.maff.go.jp/tokai/seisan/nosan/kankyou/taihilist.html

愛知県内

平成19年11月

愛知県堆肥生産利用推進協議会 愛知県内

www7/ocn.ne.jp/~taihi/map/04map2.html 平成16年12月

掲載情報
(連絡先以外)

美浜町役場農業水産課    TEL 0569-82-1111(内線266) 美浜町内

www.town.mihama.aichi.jp/nougyo/taihi/ 平成19年5月

掲載情報
(連絡先以外)

豊橋市役所農政課 豊橋市内

www.city.toyohashi.aichi.jp/nousei/taihi/ 平成19年8月

掲載情報
(連絡先以外)

愛知県堆肥生産利用推進協議会堆肥マップ 愛知県内

愛知県堆肥生産利用推進協議会
（(社)愛知県畜産協会内） TEL 052-951-7477

平成16年12月

掲載情報
(連絡先以外)
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名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 4 豚ふん 4 鶏ふん 鶉ふん 混合ふん 1 計 9

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 ○ C/N比 ○ 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 ○ 農家ｺﾒﾝﾄ 水分率 ○ EC等 価格 ○ 散布有無 ○

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 9 豚ふん 6 鶏ふん 3 鶉ふん 混合ふん 1 計 19

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 C/N比 荷姿 配達有無

製造方法 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 EC等 価格 散布有無

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 15 豚ふん 6 鶏ふん 3 鶉ふん 混合ふん 1 計 25

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 C/N比 荷姿 配達有無

製造方法 ○ 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 EC等 価格 散布有無

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 25 豚ふん 7 鶏ふん 14 鶉ふん 混合ふん 計 46

位置図 ○ 副資材 ○ NPK成分 ○ C/N比 ○ 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 ○ 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 ○ EC等 ○ 価格 散布有無

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 7 豚ふん 鶏ふん 2 鶉ふん 混合ふん 3 計 12

位置図 ○ 副資材 NPK成分 ○ C/N比 荷姿 ○ 配達有無 ○

製造方法 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 EC等 価格 ○ 散布有無

名　　称 掲載範囲

作成元の連絡先 掲載時期

掲載件数 牛ふん 23 豚ふん 11 鶏ふん 2 鶉ふん 1 混合ふん 5 計 42

位置図 ○ 副資材 NPK成分 C/N比 荷姿 配達有無

製造方法 農家ｺﾒﾝﾄ ○ 水分率 EC等 価格 散布有無 ○

瀬戸市内

尾張農林水産事務所農政課 TEL 052-961-7211(代表) 平成18年9月

掲載情報
(連絡先以外)

掲載情報
(連絡先以外)

堆肥で地力ＵＰ!!

掲載情報
(連絡先以外)

愛西市堆肥マップ

美浜町畜産団体連合会（美浜町役場農業水産課内）
 TEL 0569-82-1111(内線266)

西三畜産振興会（西三河農林水産事務所農政課内）
 TEL 0564-27-2726

設楽・東栄・豊根津具地区農業改良推進協議会（新城設
楽農林水産事務所農業改良普及課） TEL 0536-62-0546

田原市環境保全型農業推進協議会（田原市農政課内）
 TEL 0531-23-3517

愛西市内

愛西市畜産組合（愛西市役所立田庁舎経済課内）
 TEL 0567-28-7278(代表)

平成20年3月

みはま堆肥マップ 美浜町内

平成19年5月

掲載情報
(連絡先以外)

にしみかわの堆肥マップ 西三河地域内

平成18年1月

掲載情報
(連絡先以外)

北設楽郡堆肥マップ 北設楽郡内

平成19年3月

平成17年3月

掲載情報
(連絡先以外)

田原市たい肥マップ 田原市内
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肥料価格高騰対策技術指針
平成２０年９月

愛知県農林水産部

名古屋市中区三の丸三丁目一番二号

電話０５２－９５４－６４１１

執筆協力

愛知県経済農業協同組合連合会




