
目 次新潟県における土づくりのすすめ方

項 目 ページ

Ⅰ 土壌の基礎知識

１１ 土壌の生成

１２ 地質年代

２３ 堆積様式

３４ 土層の分化

(1) 土壌断面の構造 ３

(2) 農業生産における土層の種類と概要 ３

４５ 土性

(1) 土性の決定 ４

(2) 土性区分 ４

(3) 土壌の塑性による判断と理化学的な特徴 ５

(4) 各土性の特徴 ５

６６ 土壌群

(1) 土壌分布の概要 ６

(2) 新潟県内の土壌群 ６

７７ 土壌の構成

(1) 三相分布 ７

(2) 孔隙 ７

(3) 土壌構造 ８

９８ 土壌水分

(1) 土壌水分の表示 ９

(2) 水分恒数 １０

(3) 水分保持力 １０

(4) 透水性 １０

(5) 地下水位と適用作物 １１

１１９ 土壌の物理性

(1) 土壌ち密度 １１

(2) 貫入抵抗 １１

(3) 農業機械の田面走行可能性の判定 １２

１３10 土壌の化学性

(1) 土壌溶液中のイオン １３

(2) 塩基飽和度 １３

(3) 多量要素と微量要素 １４

(4) 各養分の役割 １４

(5) 体内移動の難易と診断 １５

(6) 土壌中での養分の拮抗・相助作用 １５

(7) 土壌ｐＨによる肥料要素の溶解・利用度の模式図 １６

(8) 作物別の好適ｐＨ １６

１６11 土壌の生物性
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Ⅱ 土壌改良の目標

１８１ 改良目標値の設定

(1) 改良目標値設定の前提 １８

(2) 改良目標値の標記 １８

(3) その他 １８

２１２ 水田土壌の改良目標値

(1) 土壌の種類別目標値 ２１

(2) 陽イオン交換容量別の交換性塩基の目標値 ２１

２２３ 転換畑土壌の改良目標値

２３４ 普通畑土壌の改良目標値（施設園芸土壌を含む）

(1) 土壌の種類別目標値 ２３

(2) 陽イオン交換容量別の交換性塩基の目標値 ２３

２５５ 果樹園土壌の改良目標値

(1) 土壌の種類別目標値 ２５

(2) 陽イオン交換容量別の交換性塩基の目標値 ２５

２７６ 草地土壌の改良目標値

(1) 土壌の種類別目標値 ２７

(2) 陽イオン交換容量別の交換性塩基の目標値 ２７

Ⅲ 県内の土壌実態と特徴

２９１ 県内の土壌の分布図

土壌断面図 ３３

３６２ 水田土壌の実態と特徴

(1) 水田土壌の種類別分類 ３６

(2) 水田土壌の実態 ３６

４１３ 園芸畑（普通畑)の実態と特徴

４３４ 施設園芸畑の実態と特徴

(1) 肥料成分の過剰蓄積 ４３

(2) 塩基のアンバランス ４３

(3) 肥料の副成分の蓄積 ４３

(4) 耕盤形成、物理性の悪化 ４４

４４５ 果樹園の実態と特徴

(1) 砂丘未熟土 ４４

(2) 褐色低地土 ４４

(3) 黄色土 ４４

(4) 黒ボク土・淡色黒ボク土 ４４

４５６ 草地の実態と特徴

(1) 草地土壌の特徴 ４５

(2) ルートマット ４５

(3) 県内草地土壌の実態 ４５
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Ⅳ 土壌改良のすすめ方

４８１ 土壌の改良対策の概要

(1) 土壌の特徴と対策 ４８

(2) 改良対策技術 ４９

(3) 耕うん作業機から見た物理性の改善 ５０

(4) 土壌改良のための診断の手順 ５１

５２２ 物理性の改善

(1) 物理性改善の共通事項 ５２

(2) 水田土壌の改良対策 ５４

(3) 園芸畑の改良対策 ６０

(4) 果樹園の改良対策 ６１

(5) 草地の改良対策 ６４

(6) 水田転換畑の改良対策 ６７

７１３ 化学性の改善

(1) 酸性の改良（ｐＨ） ７１

(2) 保肥力の改良 ７４

(3) 塩基の改良 ７４

(4) リン酸の改良 ７９

(5) ケイ酸の改良 ８１

(6) 鉄の改良 ８３

(7) 処方箋作成と条件別適正資材選定方法 ８４

(8) 塩類集積の改良 ９７

(9) 養分の欠乏、過剰対策 ９９

１０８４ 施設園芸土壌の特徴と改良

(1) 施設園芸土壌の基礎 １０８

(2) 濃度障害と対策 １０８

(3) ガス害発生と対策 １０９

(4) 蒸気消毒と土壌管理 １０９

Ⅴ 堆肥など有機資源の利用

１１２１ 有機物による土づくり

(1) 有機物利用の基礎知識 １１２

(2) 有機物の種類と特徴 １１３

(3) 家畜ふん堆肥の特徴 １１５

(4) 家畜ふん堆肥の利用上の留意点 １１７

(5) 堆肥作りの基礎知識 １２３

(6) 有機物の腐熟判定法 １２６

(7) 水田での有機物施用 １２９

(8) 園芸畑の堆きゅう肥利用上の注意点 １３５

(9) 果樹園の堆きゅう肥利用上の注意点 １３８
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１４０２ 緑肥作物の利用

(1) 緑肥作物の種類と特徴 １４０

(2) 緑肥作物のアレロパシーの利用 １４１

(3) 利用上の注意 １４２

Ⅵ 環境保全型農業と土壌管理

１４４１ 有機質肥料の利用技術

(1) 水田での利用技術 １４４

(2) 園芸畑での利用技術 １５０

（肥効調節型肥料） １５２２ 緩効性肥料の利用技術

(1) 水田での利用技術 １５６

(2) 園芸畑での利用技術 １５６

Ⅶ 肥料、改良資材の特徴

１５９１ 肥料の種類と特徴

(1) 土壌改良資材と土づくり肥料 １５９

(2) 土づくり肥料の主な目的と分類、特性 １６１

１６４２ 資材の利用に係る注意点

(1) 石灰質肥料の選択 １６４

(2) リン酸質資材の施用効果と施用法 １６４

(3) 資材の施用量 １６４

Ⅷ その他

１６５１ 主なＳＩ単位系と慣用単位系の変換例

１６６２ 土壌汚染に係る環境基準

１６７３ 地下水の水質基準

１６８４ 生活環境における河川の水質基準


