
今月の税金と料金納付 

3月の事故・犯罪状況 

3月の火災・救急件数 

事
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○固定資産税………………第1期分 
○都市計画税………………第1期分
○軽自動車税…………………全期 
○上下水道使用料………3・4月分 
○児童クラブ育成料…………4月分 
○保育料………………………5月分 
○町営住宅家賃………………4月分 
 
＊納入期限・・・・・・・・5月31日（水） 
 
便利な口座振替の利用を！ 

（申請は税務課または町内金融機関で） 
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件数 累計【1～3月】 
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人数 累計【1～3月】 

わくわくあそびランドに
おいでよ

とき ところ
6月　6日� わしだ保育園
6月12日� 幸田保育園
6月13日� 菱池保育園
6月20日� 豊坂保育園

時間　午前10時～11時
内容　風船で遊ぼう
対象者　町内在住の乳幼児とその親
参加費　無料
申込み　当日会場で受け付けします。
問合せ　菱池子育て支援センター
　�62－8333

第40回町民スポーツ大会で
優勝をねらおう！

●グラウンド・ゴルフの部
とき　6月4日�　午前9時～
　（受付は8時から）
　＊雨天の場合は11日�
ところ　大日蔭グラウンド・ゴルフ場
競技方法　団体戦（1チーム6人）、
　個人戦
参加資格　町内在住・在勤者
申込み　団体戦の参加者は、チー
ム名、代表者名、電話番号を、個
人戦の参加者は、氏名、電話番号
を連絡してください。団体戦に申
し込まれたかたは、個人戦にも申
し込んだことになりますので、個
人戦への申し込みの必要はありま
せん。いずれも5月26日（金）ま
でに生涯学習課スポーツ係（内線
411）へお申し込みください。

レディースソフトボール大
会に参加しよう！

とき　6月11日�　午前9時～　　
＊雨天の場合は18日�
ところ　坂崎運動場

対象者　町内在住・在勤者
ルール　スローピッチ
申込み　6月2日�までに、メンバ
　ー表を添えて生涯学習課スポーツ
　係（内線411）へお申し込みくだ
　さい。なお、申し込みチームが3
　チーム以下の場合、大会は開催し
　ません。

第24回ユニバーサルホッ
ケー大会を開催します

とき　7月1日�、小学生3・4年の
部、小学生5・6年の部／ 7月2日
�、小学生1・2年の部、中学生
の部、一般の部　＊開会式はいず
れも午前8時30分～
ところ　豊坂小学校体育館、勤労者
体育センター　＊開会式はいずれ
も豊坂小学校体育館
参加資格　町内在住・在勤者
チーム編成　1チーム10人以内（出
場選手は6人）　＊今回からすべ
ての部を男女混合とします。出場
は男子4人・女子2人、男子3人・
女子3人、男子2人・女子4人のい
ずれかで出場してください。
そのほか　試合の組み合わせ抽選は
生涯学習課が行います。
申込み　6月9日�までに、メンバー
表を添えて生涯学習課スポーツ係
（内線411）へお申し込みください。

ソフトバレーボール大会に
参加しよう！

とき　6月25日�　午前8時30分～
ところ　デンソー体育館
参加資格　町内在住・在勤者
部門　女子の部、混合競技の部、混
合レクの部
そのほか　組合せ抽選会を6月18日
�、午後7時から勤労者体育セン
ターで行いますので、必ずチーム
で1人の出席をお願いします。

　（抽選会を欠席した場合は、棄権
としますので、ご注意ください）
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抽選会終了後、審判練習を行い
ます。ホイッスルを持参してくだ
さい。なお、女子の部と混合競技
の部での上位入賞チームは、9月
3日�に開催される愛知スポレク
2006西三河地区大会への参加資
格を得ることができます。

申込み　6月2日�までに、メンバー
表を添えて生涯学習課スポーツ係
（内線411）へお申し込みください。
電話受付は行いません。

来て、見て、楽しんで！
歯の健康センターへ行こう

とき　6月4日�　午前10時～午後
2時

ところ　保健センター
内容　歯科検診・相談、歯磨きコー
ナー、フッ素塗布など

そのほか　駐車場は、保健センター
　および役場駐車場をご利用くださ
　い。
問合せ　岡崎歯科医師会（�21－
0501）または保健環境課健康係
（内線184）

歯の節目検診を受けましょう

　歯の健康をチェックする機会とし
て、歯科検診を行います。
期間　6月1日～10月31日
ところ　幸田町･岡崎市内の歯科医院
対象者　本年度に満40歳･50歳･60
歳･70歳になるかた

検診料　無料　＊治療費は本人負担
です

申込み　対象者に受診券を5月中に
送付しますので、受診希望の歯科
医院に電話予約をしてください。
岡崎市内の歯科医院を希望のかた
は、住民児童課国保年金係で歯科
健康診査票をお渡しします。

そのほか　検診の際は、健康保険証
と受診券をお持ちください。
問合せ　住民児童課国保年金係
　(内線114、115)

自然観察会を開催します

　身近な里山の自然に親しんでみま
せんか。
とき　6月18日�　午前9時30分～
午後2時　＊雨天中止
集合場所　保健センター駐車場
　＊バスで西尾いきものふれあいの
里へ移動します
対象者　小学校4年生以上
　＊小学校3年生以下は保護者同伴
　　が必要です
定員　25人　＊先着順
持ち物　筆記用具、歩きやすい服装、
　弁当、水筒、帽子
申込み　5月15日（月）から保健環
　境課管理係(内線182)へお申し込
　みください。

三ヶ根山あじさいまつりを
開催します

　三ヶ根山スカイラインを始めあじ
さいの里や本光寺などで満開のあじ
さいをご覧ください。
とき　6月1日（木）～7月9日（日）
期間内のイベントについて
●あじさいフェスティバル
　とき　6月10日�、11日�
　　午前10時～午後3時
　ところ　三ヶ根山スカイライン山
　　頂駐車場
　内容　幸田町・幡豆町・蒲郡市の

物産展、大抽選会、お楽しみ会
●幸田町デー
　とき　7月2日�
　ところ　三ヶ根山スカイライン料金所
　内容　先着200台料金所で粗品を

配布します。
問合せ　三ヶ根山スカイライン利用
促進協議会　�0532－31－2351

今月の老人福祉センター行事

日程　5月17日�　日舞　寿栄路会
／19日�　万歳　三河万歳／26
日�　民踊　なでしこ会／ 30日
�　詩吟　関心流／ 6月2日�　

民踊　三藤会／ 6日�　民踊　き
さらぎ会／ 9日�　民踊　すみれ
会／ 14日�　やよいショー

時間　午後1時～2時
問合せ　老人福祉センター
　�62－7224

児童手当制度が拡充されます

　支給対象年齢が、これまでの小学
校3年生（9歳到達後最初の年度末）
までから小学校6年生（12歳到達後
最初の年度末）までに拡大され、併
せて所得制限が引き上げられます。
　平成18年度に小学校5年生または
6年生の児童がいるかた、また所得
制限の緩和により受給資格がでてき
た場合、新規で申請していただく必
要があります。手続方法については、
今後郵送にてご案内を差し上げる予
定です。
問合せ　住民児童課保育児童係
　（内線117）

アロマセラピーってなんだろう

とき　6月10日、17日、24日
　毎週土曜日　午前10時～正午
ところ　さくら会館　第1研修室
対象者　町内在住・在勤者
講師　幸田町生涯学習支援指導者
　山本香津子氏
定員　20人
受講料　無料　＊教材費（4,200円）
は自己負担
持ち物　筆記用具、エプロン、タオル
申込み　5月26日�までに、生涯学
習課生涯学習係（内線414）へお
申し込みください。
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相見土地区画整理区域内で
保留地を売却します

� 3 街区 1－ 1画地
　面積　167.94�（約 50.8 坪）
　価格　1,620 万 6,210 円
� 3 街区 1－ 2画地
　面積　168.17�（約 50.9 坪）
　価格　1,409 万 2,646 円
� 3 街区 1－ 3画地
　面積　214.88�（約 65.0 坪）
　価格　1,800 万 6,944 円
� 5 街区 3画地
　面積　299.04�（約 90.5 坪）
　価格　2,891 万 7,168 円
� 7 街区 6－ 1画地
　面積　166.88�（約 50.5 坪）
　価格　1,640 万 4,304 円
� 7 街区 6－ 2画地
　面積　166.88�（約 50.5 坪）
　価格　1,640 万 4,304 円
� 7 街区 6－ 3画地
　面積　166.88�（約 50.5 坪）
　価格　1,775 万 6,032 円
申込期間　5月 22日�～ 26日�
申込場所　組合事務局（都市計画課
区画整理係内）

問合せ　幸田相見特定土地区画整理
組合（都市計画課内、内線 244）

人権特設相談所を開設します

　人権擁護委員は、法務大臣が委
嘱する民間のボランティアの人たち
で、全国各市町村に配置されていま

す。人権擁護の宣伝や皆さんからの
相談を受けたり、様々な活動を行っ
ています。そこで、6月1日の人権
擁護委員の日にちなんで人権特設相
談を開きます。高齢者や子ども、女
性の人権侵害など幅広い相談をお受
けします。
とき　6月1日�　午前10時～正午
ところ　福祉サービスセンター
相談員　幸田町人権擁護委員3人
　＊予約は不要です
問合せ　住民児童課戸籍住民係
　（内線113）

危険物取扱者試験を行います

とき　7月9日（日）
ところ　名古屋市・豊橋市内
内容　甲種、乙種第1類～6類、丙種
そのほか　試験案内書および受験願
書は、5月22日�以降に消防署に
置いてあります。

申込み　6月5日�から9日�までに

消防試験研究センター愛知県支
部へ郵送または持参してください。

問合せ　消防課予防係　�63－0119

5月3日は憲法記念日です
―人権尊重の社会づくりを―

　日本国憲法では、「すべて国民は、
個人として尊重される。生命、自由及
び幸福追求に対する国民の権利につ
いては公共の福祉に反しない限り、立
法その他の国政の上で、最大の尊重を
必要とする。」とされ、一人ひとりの
基本的人権を保障しています。　しか
し、私たちのまわりでは、いまだに女
性や障害者、外国人などに対しての偏
見や誤解による人権侵害が少なくあ
りません。
　中でも同和問題は、封建時代に政策
的に作られた身分制度に由来すると
言われ、現在でも、身元調査がされた
り、特定の地域出身であることを理由
に就職や結婚などで差別されること
があるという重大な社会問題です。
　憲法が保障した基本的人権の理念
を実現するためには、私たち一人ひと
りが身のまわりの不合理や矛盾に気
付き、一つひとつ解決していく努力が
必要です。

募　集募　集

相　談相　談

町職員人事異動
　4月1日付けをもって、総勢92人の町職員人事異動を行いました。ここに、課
長級以上の異動についてお知らせします。　（　　　）は異動前
【部長級】
�参事安全政策担当（総務部長）杉浦富和�総務部長（福祉部長）大須賀一誠
�福祉部長（福祉部次長兼福祉介護課長兼老人福祉センター館長）音部年秀
【部次長級】
�監査委員事務部局事務局長（監査委員事務部局事務局長（課長級））鈴木忠男
【課長級】
�福祉介護課長（社会福祉協議会事務局長）伊藤光幸�出納室長（施設管理課
主幹図書館担当）内田はるみ�施設管理課長（施設管理課長兼町民会館長兼図
書館長兼町民プール館長）杉浦護�税務課主幹収納担当（文化振興協会事務局長）
鈴木和博�保健環境課主幹健康担当（企画情報課主幹情報担当）中山豊�産業
課主幹農業振興担当（税務課主幹収納担当）齋藤宣之�産業課主幹商工担当（生
涯学習課長補佐兼スポーツ係長）児玉幸彦�都市計画課主幹区画整理担当（水
道課長補佐兼庶務係長）鈴木司�下水道課主幹公共下水道担当（都市計画課主
幹計画整備担当）山本幸一�出納室主幹出納担当（出納室長（課長補佐級））鳥
居道彦�生涯学習課主幹生涯学習担当（生涯学習課長補佐兼生涯学習係長）清
水宏�社会福祉協議会事務局長（産業課主幹農業振興担当）長谷寿美夫�学校
教育課指導主事（中央小学校教頭）近藤正義�豊坂小学校教頭（学校教育課指
導主事）山本勝秀

試　験試　験

お知らせお知らせ
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　この機会に、人権の大切さについて
考え、お互いを認め合う明るい社会を
つくりましょう。
問合せ　住民児童課戸籍住民係
　（内線113）

さわやか行政サービス推進
月間と春の行政相談週間を
実施します

●さわやか行政サービス推進月間
期間　5月1日�～31日�
内容　国民の立場に立った親切な行
　政、心のこもった行政の実現を目
　指します。
●春の行政相談週間
期間　5月22日�～28日�
内容　国民の皆さんから行政に対す
　る苦情や意見・要望を聞いて、そ
　の解決を図り、それらを行政運営
　の改善に反映させる「行政相談」
　をより多くの国民のかたに知って
　いただきます。
相談
　▼行政相談委員
　　安藤　茂　�62－4674
　▼名古屋総合行政相談所
　　�052－961－4522

　▼行政苦情110番
　　�0570－090－110
問合せ　総務課法規庶務係
　（内線331）

地上アナログテレビ放送終
了のお知らせ

　現行の地上アナログテレビ放送
は、地上デジタル放送への移行に伴
い、2011年7月24日に終了します。
問合せ　総務省地上デジタルテレビ
　ジョン放送受信相談センター
　�0570－07－0101

子どもの急病！ガイドブック
（改訂版）を発行しました

　今年4月に「子どもの急病！ガイ
ドブック（改訂版）」が発行されま
した。ガイドブックは、町内の保育
園・幼稚園および住民児童課戸籍住
民係で出生届を出されたかたに配布
します。ぜひ、ご家庭などで活用し
てください。なお、保健センターで
も配布していますので必要なかたは
お尋ねください。
問合せ　保健環境課健康係
　（内線184）

介護保険被保険者証
交付説明会を行います

　満65歳になられると介護保険の
第1号被保険者となりますので、被
保険者証を交付し、介護保険制度の
説明を行います。
とき　5月29日�　午前10時～11時
ところ　保健センター　視聴覚室
対象者　昭和16年6月2日から同年
7月1日生まれのかた

持ち物　筆記用具　＊介護保険料の
口座振替を希望される場合は、預
金通帳と届出印をご持参ください。

問合せ　福祉介護課介護保険係
　(内線126)

寄付ありがとうございます（敬称略）

幸田町社会福祉協議会へ�親子文
化を育てる会　金5,000円／柴田
美久枝　金10万円／	苔善　金
100万円／マロー観音　金19万
6,249円

寄　付寄　付

●行政相談（電話相談可）
と　き　毎月第3水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　総務課法規庶務係(内線331)
　＊電話相談の場合は、行政相談委員
　　安藤茂氏(�62 ー 4674)へ。
●人権相談
と　き　毎月第1水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　住民児童課戸籍住民係(内線112)
●消費生活相談
と　き　毎週月～金曜日　午前9時～午
後4時30分
ところ　西三河県民生活プラザ
問合せ　西三河県民生活プラザ
　�27 ー 0999
●無料法律相談（予約制）
と　き　毎月第2木曜日　午後1時～3時
ところ　役場3階301会議室
問合せ　住民児童課戸籍住民係(内線112)
●司法書士法律困りごと相談（予約制）
と　き　毎月第3水曜日　午後1時～4時
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　社会福祉協議会　�62ー7171

毎月の相談
●建築無料相談
と　き　毎月第2･4水曜日　午後1時～4時
ところ　役場4階401会議室
問合せ　都市計画課(内線241)
●心配ごとお気軽相談（電話相談可）
と　き　毎週水曜日　午前9時～正午
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　社会福祉協議会　�62ー7171
●教育相談
と　き　毎週火～金曜日　午前10時～
午後6時

ところ　旧消防庁舎内教育相談室（2,3階）
問合せ　TEL・FAX63－1188
Ｅメール　soudan@sk2.aitai.ne.jp
●身障者･知的障害者相談
と　き　身障者相談　毎月第1・3火曜日  
／知的障害者相談　毎月第2・4火曜日
＊ともに午前10時～午後3時

ところ　つどいの家相談室
問合せ　つどいの家　�63 ー 2941
●精神保健福祉（心の病、心の健康）　 
相談（予約制）

と　き　毎月第3木曜日　午後2時～4時
ところ　西尾保健所

問合せ　西尾保健所地域保健課
　�0563－56ー 5241
●女性相談
と　き　毎月第4水曜日　午前10時～午
後4時
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　福祉介護課福祉係(内線123)
●母子家庭相談（電話相談可）
と　き　随時受付
問合せ　福祉介護課福祉係(内線123)
　または西三河事務所健康福祉課
　�27－2719
●子育て相談（面接・電話・訪問）
と　き
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時
　土曜日　　　午前8時30分～正午
ところ　子育て支援センター
問合せ　子育て支援センター　�62ー8333
●こどもの相談
と　き　毎月第2水曜日　午前10時～午
後4時
ところ　福祉サービスセンター
問合せ　福祉介護課福祉係(内線123)
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徳村　茉尋 
近藤　花菜 
近藤　一真 
高橋　侑大 
森山　結希 
渡邊　丞英 
永井　小晴 
田村　春妃 
古賀　百華 
桐生　眞旺 
大須賀舞桜 
三島　結実 
　橋　胡葉 
成瀬 奈々美 
久光　皇輔 
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畑中　翔太 
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田境 まどか 
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人口動態【H18.4.1現在】 

戸籍異動  3月届出分 
（順不同・敬称略） 

総人口　35,385人（前月比+１７人） 
　内　男　17,795人　女　17,590人 
世帯数　11,743戸（前月比+１９戸） 
　3月中の異動 
出　生　 42人（男　２１人　女　２１人） 
死　亡　 25人（男　１２人　女　１３人） 
転　入　255人（男１２４人　女１３１人） 
転　出　255人（男１３６人　女１１９人） 

おめでとうござます 

※プライバシー保護のため、希望者のみ 
　掲載しています。掲載希望のかたは、届 
　け出時に住民児童課にお申し出下さい。 

出生児 保護者 区 

おくやみ申し上げます 
死亡者 年齢 世帯主 区 
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職種　嘱託保育士
募集人員　若干名
勤務時間　週40時間以内、日・祝祭日は休日
資格など　保育士資格を有し健康なかた
年齢　20歳から60歳まで
給与　幸田町嘱託・非常勤職員給与基準による
雇用期日　平成18年5月～　＊以降随時相談に応じます
提出書類
　�履歴書
　�写真（最近3か月以内に撮影したものを履歴書にのり付け）
　�保育士資格証明書の写し
　�健康診断書
申込み　5月1日（月）～
　役場勤務時間中に限ります。
問合せ　住民児童課保育児童係　内線116

保育園嘱託保育士を募集します

住宅名および募集戸数

　神山住宅Ｃ棟

　2戸（平成3年度建設）

家賃　2万6,500円～4万3,900円

申込資格　住宅に困窮していること

　が明らかなこと／収入基準に適合

　していること／市町村民税を滞納

　していないこと

受付期間　5月11日(木)～18日(木)

　＊応募者多数時は抽選

入居予定　平成18年6月上旬

問合せ　都市計画課建築係(内線241)

町営住宅入居者を募集します

洋室

和室

押入

押入

和室

ベランダ

ベランダ

台所

玄関

押入

洗面

浴室
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　幸田町弓道場が幸田中央公園内にオープンし、4月から使用可能となりました。
利用時間　午前9時～午後9時（3時間単位）
休館日　毎週月曜日（国民の休日にあたるときはその翌日）、12月28日～1月4日

時間区分
使用料

専用利用
個人利用

小人 大人

午前 午前9時から
正午まで 1,500円 150円 200円

午後

正午から午後
3時まで

1,500円 150円 200円
午後3時から
6時まで

夜間 午後6時から
9時まで 2,500円 200円 300円

備考
1 半面を専用利用する場合は、専用使用料の半額。
2  「小人」は中学生以下、「大人」は高校生以上。
3 営利を目的とする利用については、使用料の2倍の金額を徴収。
4 町内中学校などのクラブ活動などは、使用料を免除することがあります。

そのほか
1 個人利用をしようとする者は、教育委員会が認める指導者の認定を受けた者
で、利用登録された者でなければ使用できません。（弓道の技術をある程度習
得している者に限るため）詳しくは生涯学習課スポーツ係（内線411）へご
連絡ください。

2 中学生以下の者が個人利用するときは、指導者または保護者の同伴がなけれ
ば利用できません。

3 中学生または高校生の部活動で利用するときは、指導者の責任において使用
してください。

4 専用利用をしようとするときは、教育委員会に利用登録された者が許可申請
し、利用するときは利用登録者の同伴がなければ利用できません。

5 許可を受けた者または指導者、保護者以外の者は、射場への入室はできません。

幸田町弓道場がオープンしました

●弓道教室に参加しませんか
とき　6月6日�から8月1日�までの毎週火・金曜日　全16回　午後7時～9時
　＊7月18日�は幸田町弓道場が休館日のため開講しません
ところ　幸田町弓道場
対象者　町内在住者または在勤者で高校生以上のかた。経験の有無は問いません。
定員　20人　＊先着順。ただし、受講生が5人未満の場合は開講しません。
受講料　3,000円
申込み　5月10日�から24日�までに、生涯学習課スポーツ係（内線411）へお申し込みください。

幸田中学校幸田中学校

駐車場駐車場

幸田中央公園幸田中央公園

水辺水辺
エリアエリア

幸田町弓道場幸田町弓道場

矢道

射場 (六人立 )
玄関

便所更衣室 更衣室 倉庫
巻藁
練習場

的場

28m

観
覧
席

通
路
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新築住宅は平成18年6月1日から現存住宅は平成20年5月31日までに設置しなければなりません。

大切な命を守るために
住宅用火災警報器を設置しましょう
◎設置場所・例

・普段、就寝に使用している部屋（寝室）に設置します（来客などで使用する部屋は除きます）。
・寝室が2階以上にある場合は、その階から直下階に通じる階段の上端に設置します。

寝室　1階のみ 寝室　2階のみ 寝室　1階・2階

寝室　1階のみ 寝室　2階のみ 寝室　3階のみ 寝室　1階・2階 寝室　1階・3階

居室

居室 居室 居室

リビング
ダイニング

風呂

洗面所

　上記の例に該当せず、設置の必要がない階で、7
平方メートル（4畳半）以上の居室が5以上ある階の
廊下（廊下や直下階がない場合は直上階に通じる階
段の下端）に設置します。

悪質な訪問販売に十分注意してください。
　消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をするもの
が出没する恐れがありますので注意してください。

住宅用火災警報器に関する問い合わせ
消防署　63－0119
住宅用火災警報器相談室
フリーダイヤル　0120－565－911
受付時間　月曜日から金曜日までの午前9時～午
後5時まで（祝祭日は休み）

◎壁に取り付ける場合

◎天井に取り付ける場合

居室 居室

居室 居室

居室

居室

居室居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

居室

寝室 寝室

寝室 寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

寝室

居室

階段階段 階段階段 階段階段

階段

階段階段

階段

階段階段

階段階段

階段階段

階段

階段階段

階段階段

階段

階段階段

階段階段

階段

階段階段

階段階段

階段

：設置場所

● 2階建て

● 3階建て

階段階段

居室：居住のために使用する部屋のこ
と。リビング、ダイニング、キッ
チン、子ども部屋など。
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●商品中に残留する農薬などのポジティブリスト制度とは？
　現在は、農産物に残留する農薬について、食品衛生法により種類ごとに残留基準が設定されています。この基
準を超えて農薬が残留している農産物の流通は原則として禁止されていますが、残留基準が設定されていない農
薬については、規制の対象外となっています。
　このため、平成15年5月30日に改正された食品衛生法では、残留基準が設定されていない農薬の場合でも、一
定の基準を超えて検出されると、その農産物の流通は原則として禁止されることになりました。（ポジティブリス
ト制度の導入）
　残留基準が設定されていないものには国際基準などを参考にした暫定基準が、国内外の基準もないものには一
律基準が設定されます。一律基準には人の健康を損なう恐れの無い量として「0.01ｐｐｍ」という厳しい基準が
設定されます。
●ポジティブリスト制度の導入による変化

●農薬の飛散（ドリフト）にはこれまで以上に注意が必要です
　次の場合には特に注意してください。
　・ほ場どうしの距離が近い場合
　・隣の食用作物の収穫が近づいてきた場合
　・飛散が起こりやすい散布方法の場合
　散布する際には次のことに気をつけてください。
　・農薬のラベルの内容を確認し、農薬使用基準を守りましょう
　・散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう
　・風向きに気をつけて、風の弱いときに散布しましょう
　・散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
　・細かすぎる粒子ノズルは使わず、散布圧力を上げすぎないようにしましょう
　・タンクやホースは洗いもれがないよう、きれいに洗っておきましょう
散布することをまわりの栽培者に伝え、日ごろからコミュニケーションをとるなど、地域の方々と
の連絡を密にしておくことが重要です。

問合せ
　�残留農薬基準に関すること　西尾保健所　�0563－56－5241
　�飛散防止に関すること　愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課　�27－2780

農産物の残留農薬の規制が大きく変わります
～ポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されます～

を参考にできるもの 

＊残留しても規制対象外 

＊基準オーバーで規制有 

農薬の 

残留基準 
設定があるもの 

従来のままの 

残留基準 
を使用 

基準をオーバー 

した場合 

などの措置が 

とられることと 

なります。 農薬の 

残留基準 
設定がないもの 

国内外の基準 
流通の禁止 

規制の対象外 

のないもの 

国内外の基準 

暫定基準 

健康に悪影響を及ぼさないもの 
厚生労働大臣指定の６５物質 

＊国際基準 
＊農薬取締法の基準 
＊欧米の基準 
 
 
 
 

を設定 

一律基準 
を設定 

（0.01ppm） 

現在の基準・規制 ポジティブリスト制度導入後の基準・規制 
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