
（2）琵琶湖等の環境安全（続き）
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目 的

取組事項

点検項目

解　　説

取組例

参考情報

【米】（畦畔等からの漏水防止対策）あぜ塗り、畦畔の補修、畦畔シートの設置等を行う。

【米】（浅水代かき）水田ハローやロータリによる浅水代かきを実施する。

【米】（田植え前の水管理）田植前の強制落水を行わない。

【米】代かき～田植え後は、こまめに排水口や畦畔からの漏水がないことを確認する。

 近畿約1,450万人のかけがえのない水資源である琵琶湖の水質を守るため、琵琶湖に流入する汚

濁負荷のひとつである水田からの農業濁水を軽減する取り組みが必要です。

　あぜ塗りなどの畦畔からの漏水防止対策や浅水代かきの実施、田植え前の強制落水を行わないな

どの対策を講じ、水田からの農業濁水の流出を防止します。

●あぜ塗りによる畦畔漏水防止

●排水口、畦畔からの漏水確認

●水田ハローによる浅水代かき

●「農業排水対策営農技術集」

（滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/nohai/index.html ）
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目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

健全な土壌の確保

土づくりの実践

県が定める環境こだわり農産物栽培基準「堆肥その他の有機質資材の施用基準」に基づき、
堆肥等の有機物を施用する。また、野菜・果樹に堆肥を施用する場合は、高温で発酵された
堆肥を施用する。

　稲わらや堆肥などの有機質資材の施用は、窒素・リン酸等の養分を持続的に供給するために重

要な役割を果たすとともに、資源の循環利用を促進します。

　しかし、過剰に施用すれば、環境への負荷量が増えてしまいます。

本県は、琵琶湖等の環境を保全することを目指し、「環境こだわり農業」を進めています。

　また、農薬や化学肥料の使用量を通常の5割以下に削減し、琵琶湖等の自然環境にやさしい栽培

方法で作られた農産物を認証する「環境こだわり農産物認証制度」では、堆肥その他の有機質資材

の適正な使用基準を設けていますので、この基準に基づき施用し、環境と調和のとれた農業生産活

動に努めます。

　また、野菜・果樹に堆肥を施用する場合は、病原微生物による汚染を防止し、農産物を衛生的に

取り扱うため、数日間、高温で発酵された堆肥を施用します。

【全品目】

 ●「環境こだわり農産物認証制度」
 （滋賀県　http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/kodawari/ninshou.html）
 ●「栽培から出荷までの野菜の衛生管理指針」
 （農林水産省  http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/pdf/sisin.pdf ） 

堆肥の散布
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目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

健全な土壌の確保

土壌の管理

降雨や強風によって土壌が侵食を受け作土層が失われていくおそれがある場合には、土壌の
侵食を軽減する対策を実施する。水田の場合は、用水路の管理や、畦畔崩壊防止対策も実施
する。

　土壌は降雨や強風によって侵食を受けるため、放置すれば作物を健全に生育させるための作土層が
失われていくこととなります。土壌の性質によって侵食を受けやすい場合があるので、必要に応じて
対策することが重要です。

【全品目】
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取組例 用水路の適正管理

カバークロップの作付

リビングマルチ、草生

栽培冬期湛水管理

用水路の適正管理 リビングマルチ

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

取組事項

点検項目

解　　説

廃棄物の適正な処理

農業生産活動に伴う廃棄物の適正な処理の実施

農薬、肥料等の空容器や空袋、使用済みハウスビニール、期限切れ農薬等は、廃棄物処理業

者への委託等により、適切に処理し、不適切な焼却は行わない。

作物残さ等の有機物のリサイクルの実施

稲わら、麦わら、野菜くず等作物残さの堆肥、飼料、敷料等へのリサイクルまたはほ場への

還元を励行する（病害虫のまん延防止のために処分が必要な場合などを除く）。

【全品目】

【全品目】

 　農業生産に伴い、肥料袋などの使用済みのプラスチックが排出
されますが、これらの焼却は、法律で禁止されておりますので、
廃棄物処理業者への処理の委託等により、適正に処理します。
　また、やむを得ず残った期限切れの農薬についても、同様に廃
棄物処理業者への処理の委託等により、適正に処理します。

参考情報

 ●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
   （電子政府の総合窓口　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html）

参考情報

 ●「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」
  （農林水産省　http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/taisaku/t_info/01_kihan/pdf/5_code_bun.pdf ）

　わらや野菜くず等の作物残さは、有効活用できるものです（ほ場に残すと病害虫がまん延するおそ
れがある場合や、農作業の著しい妨げとなる場合を除く）。土づくりや耕畜連携による堆肥資材、飼
料、敷料などへのリサイクルを励行しましょう。



http://www.maff.go.jp/j/press/2007/20070621press_8.html
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目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説
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溝切りで中干しをスムーズに
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かけがえのない琵琶湖の環境
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参考情報

 ●「環境こだわり農産物認証制度」
  （滋賀県　http://www.pref.shiga.lg.jp/g/kodawari/kodawari/ninshou.html ）

環境こだわり農産物を栽培する
ほ場の立て看板

環境こだわり農産物
のマーク引き
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目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

総合的な鳥獣被害対策

鳥獣被害対策の実施

放任果樹の除去や柵の設置等、鳥獣を引き寄せない取組を行う。【全品目】

　鳥獣による農業等への被害が深刻な状況にあることから、地域ぐるみで被害防止対策を行う取組を

推進しています。

●「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針」
 （農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/h_horitu/sisin/pdf/kihon.pdf

取組例

●食品残さの管理の徹底、放任果樹の除去等鳥獣等を引き寄せない

　取組の実施

●侵入防止柵の設置

●追い払い活動や追い上げ活動の実施
侵入防止柵（シカ対策）

セイヨウオオマルハナバチの飼養に当たっては、環境省の許可を取得（更新）し、適切な

飼養管理を行う。

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

特定外来生物の適正利用

セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する許可の取得（更新）及び適切な飼養管理の実施

【施設、果樹】

　セイヨウオオマルハナバチは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で

「特定外来生物」に指定され、飼養にあたっては、環境省の許可の取得（更新）及び適切な飼養管理

の実施が法律上義務づけられています。

●「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」
 （環境省　http://www.env.go.jp/nature/intro/） 

取組例

●飼養に関する環境省の許可取得（1回の許可の有効期間は3年間）

●栽培施設の全ての開口部をネットで被覆

●栽培施設の出入口の二重の戸の使用、またはネットでの二重被覆
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（3）労働安全の確保

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

参考情報

http://www.pref.shiga.lg.jp/g/nosan/）

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html

目　　　的

取組例
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取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

目　　　的

する。【施設、露地、果樹、花き、茶】

危険な農作業の把握および

危険な農作業の把握および

危険な農作業の把握および

 安全な農作業を行うために、日頃から作業手順、作業環境や危険箇所について、チェックを行い、
事故が発生しやすい危険な箇所の周知徹底、改善を行い、転落・転倒など事故防止に努めます。
　また、施設の管理者とオペレーターとの責任分担を明確にし、施設の管理運営体制を整備します。

取組例

●

●ほ場出入り口における傾斜の緩和、幅広化等を実施する。

●農業機械で道路を走行する時は反射板を取り付ける。

路肩崩壊に注意周囲に注意

●「農作業安全対策」

 （農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html
●「農作業安全情報センター」

 （生研センター http://brain.naro.affrc.go.jp/anzenweb/

農業機械等を導入・使用する際の安全確認

農業機械、装置、器具の安全装備等の確認、点検整備

【全品目】

 農作業に従事する者は、日頃から安全意識を持って、農業機械、装置、器具の日常点検を行い、
異常がある場合は、調整又は修理を受ける等の処置を行います。特に、安全装置や防護カバー等は
入念に点検します。
 また、あわせて適正な管理を行うために、運転日誌、点検・整備日誌を作成します。

上記と同じ。

保守点検、使用後の整備

参考情報
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取組事項

点検項目

解　　説

目　　　的

参考情報

【全品目】

 農業機械を安全にかつ、機能を充分に使いこなすためにも、使用する前には必ず取扱説明書を

読みます。

●点検中、あるいは巻き付いたワラなどを取り除く時は、必ずエンジンを切る。

●トラクターで走行中は、左右のブレーキを連結する。

●安全フレームや安全キャブを取り付ける。

取組例

点検時はエンジンを切る

●「農作業安全対策」

 （農林水産省 

●「農作業安全情報センター」

 （生研センター 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html

http://www.naro.affrc.go.jp/org/brain/anzenweb/index.html ）

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

【全品目】

●死亡やけがに備えた労働者災害補償保険への加入。

●道路等での第三者を巻き込んだ事故に備えた任意保険への加入。

●事故により農業機械が破損した場合に備えた任意保険への加入。

●「労災補償関係（農業者のための特別加入制度について）

 （厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/

取組例

参考情報
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（4）経営の改善

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

参考情報

【全品目】

●

 （農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_data/

 農業の現場では、さまざまな技術が開発されています。しかし、特許を取った技術でも本人以外

にはあまり知られていない場合もあり、広く利用されていないのが実情です。

 もし、これらの技術を農業経営に活用できれば、収量を増やしたり、抱えている問題が解決でき

るかもしれません。

 そこで、特許技術を、インターネット等で発掘し、専門家等の指導を仰ぎながら、「知的財産」と

して認識し、適切な手続きを経て、有効に活用します。

【全品目】

●「品種登録」

 （農林水産省 http://www.hinsyu.maff.go.jp/ 

 登録品種は、「種苗法」に基づいて、育成者権が与えられ保護されています。

 登録品種の種苗・収穫物を利用する際は、原則として権利者の許可が必要です。

 登録品種であるかどうか確認を行った上で利用しましょう。

【全品目】

●「環境と調和のとれた農業生産活動規範（農業環境規範）の策定について」

 （農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_kihan/

　ＧＡＰに取り組む際の基礎的な情報として、対象となるほ場の位置、面積などに係る記録を作成

し、台帳形式で保存しておきます。

位置、面積を記録し、保存



目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

　「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」では、農薬使用

者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項（❶から❺）を帳簿に

記載するように努めなければならないとされています。
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情報の記録・保管

農業生産活動に関する情報の記録・保存

農薬、肥料の使用状況や播種、定植、収穫の作業実施日時等、農業生産活動に関する情報を記録し、

保存する。茶の取組時は、ボイラー（簡易ボイラーは除く）の定期自主検査記録も保存する。【全品目】

❶使用日　❷使用場所　❸使用した農作物　❹使用した農薬の種類又は名称

❺単位面積当たりの使用量又は希釈倍数

　肥料についても、「環境と調和のとれた農業生産活動規範」では、肥料の施用状況（❻施用日　

❼施用場所　❽施用した農作物　❾施用した肥料の名称など）等の記録の保存を、農業者が環境

保全のために最低限取り組む事項として示しています。

　また「滋賀県食の安全・安心推進条例」においては、生産者が行う農林水産物（食品に限る）
の生産に関する記録の作成および保存に努めるものとされています。
　よって、農薬、肥料の使用状況とあわせて、播種、定植、収穫の作業実施日時など農業生産活
動に関する情報も記録し、保存しておきます。
　茶の取組時は、「ボイラー及び圧力容器安全規則」でボイラーの定期自主検査記録の保存が義務
付けられているため、3年間保存します。

記載事項

●「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」
（農林水産省　http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/k_kizyun.html ）
●「環境と調和のとれた農業生産活動規範（農業環境規範）の策定について」
（農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_kihan/ ）
●「滋賀県食の安全・安心推進条例」
（滋賀県  http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/annzenzyourei/anzenzyourei.html ）
●「ボイラー及び圧力容器安全規則」
（電子政府の総合窓口 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000033.html ）

取組事項

点検項目

解　　説

農薬、肥料等の購入伝票の保存

農薬や肥料、種子、苗等の購入伝票、保証書は、適切な期間保存する。

　農薬や肥料、種子、苗等の購入伝票を残しておくことは、後の

点検に役立てたり、他者からの説明の求めに対しての証明にもな

り、税務申告上も必要となります。

　肥料や農薬の使用状況等など栽培履歴の記帳を行うとともに、

購入伝票を保管しておきます。

【全品目】



目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報
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記載事項

記載事項

適切な期間

適切な期間

原則3年間の

❶

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
❻ ❼

❼

3

保存期間は、出荷に関する記録については、取り扱う食品等の

流通実態に応じて1～3年間を設定します。

1 3 2

❽

❽

❾

１０

１２

１１

１２

　全ての作物において、その他の記録は、取引先からの情報提供の求めに対応するために必要な

期間保存します。

（農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html）

（厚生労働省 https://www.forth.go.jp/keneki/naha/yunyusoudan/kirokugaido.pdf）
1 3 2



目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

（4）経営の改善（続き）
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http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/zyunsyu/index.html
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❶

❷

❸

❹

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/zyunsyu/index.html

参考情報

❶

❷

❸

❹

（4）経営の改善（続き）



（4）経営の改善（続き）

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

目　　　的

取組事項

点検項目

解　　説

参考情報

ボイラーの適正使用

ボイラーの使用時の登録・主任の設置

ボイラー（簡易ボイラーは除く）の設置・使用に必要な届け出、取扱作業主任者の設置を

行う。【茶】

生産工程管理の実施

生産工程管理の実施

ＧＡＰのＰＤＣＡサイクルを実践する。

　ボイラーの設置・使用に必要な届け出、取扱作業主任者の設置に関しては、法令上の義務となっ

ています。

❶ボイラーの場合
　設置時の届け出、落成検査等の実施
　必要な場合は、取扱作業主任者の設置
❷小型ボイラーの場合
　設置の報告

法令に義務付けられている対応

●「ボイラー及び圧力容器安全規則」
　（電子政府の総合窓口　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000033.html ）

以下の手順による生産工程管理を実施します。
❶ 栽培計画などを策定した上で、点検項目等を作成。

❷❶の内容を念頭に農作業を行う。必要事項は記録、保存（複数の者で農作業を行う場合は、

作業者ごとに取り組む）。産地の農業者団体等で、必要に応じて収穫物中の残留農薬検査等を

行った場合は、その結果も含む。

❸❶と❷を基に自己点検を行う。

❹ 自己点検の結果、改善が必要な部分の把握、見直し。

さらに、産地の責任者等による内部点検、第二者（取引先）による点検、または第三者（審

査や認証団体等）による点検のいずれかの客観的な点検の仕組みを活用し、各農場の実態に

即したＧＡＰを実践しましょう。

※ＧＡＰ点検シートを作成し、記入するだけでは、ＧＡＰを実践したことにはなりません。
　❹まで行いましょう。

●「滋賀県におけるGAP（ギャップ）の推進について」
　（滋賀県　http://www.pref.shiga.lg.jp/kakuka/g/kodawari/gap.html）
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〈食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）〉 （平成１２年６月７日法律第１１６号）

（循環型社会の構築）。

行政による食品廃棄物の再生利用・発生抑制に関する指導、再生利用事業者の登録制度、再生利用事業計画
の認定＋計画範囲内における一般廃棄物の収集運搬の許可を不要とする等の特例。

環境基本法の基本理念にのっとった、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現。

有用廃棄物の処理の優先順位（発生抑制⇒再使用⇒再生利用⇒熱回収⇒適正処分）、廃棄物の循環利用又は適
正な処分を行う責務、処分が困難とならないための措置を講ずる責務等。基本理念と基本的な枠組みを示し
たもので、個別の廃棄物・リサイクル関係法令の整備を通じて、実行ある取組を推進。

〈循環型社会形成推進基本法〉 （平成１２年６月２日法律第１１０号）

〈家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（家畜排せつ物法）〉 （平成１１年７月２８日法律第１１２号）

家畜排せつ物の処理や保管の適正化＋利用促進⇒健全な畜産業の発展。

家畜排せつ物の管理基準の遵守、施設整備に対する金融上の支援措置等。

〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）〉 （昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）

（平成５年１１月１９日法律第９１号）

廃棄物の排出抑制および処理の適正化⇒生活環境の保全および公衆衛生の向上。

廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準等。廃農薬や植物残さ、農業用廃プラ
スチック等の適正処理、野焼きや不法投棄の禁止等。

〈環境基本法〉

将来にわたり国民の健康で文化的な生活の確保に寄与（国内）＋人類の福祉に貢献（地球環境）。

環境保全に関する基本理念、各主体の責任、施策の基本となる事項。

（昭和２５年５月１日法律第１２７号）〈肥料取締法〉

農業生産力の維持増進に寄与＋国民の健康の保護。

肥料の規格公定や登録、肥料の品質（効力）保証や生産から施用までの安全確保のための諸ルール、特定普
通肥料※の施用ルールの遵守、保証票が無いものの施用禁止等。
※普通肥料のうち、施用方法によっては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるもの。

（昭和２３年７月１日法律第８２号）〈農薬取締法〉

農業生産の安定＋国民の健康の保護＋国民の生活環境の保全。

農薬の規格や製造・販売・使用等の規制。「使用」に関しては、主として、無登録農薬の使用禁止や、使用基
準（適用作物、使用量、希釈倍数、使用時期、使用回数）の遵守。

（昭和２２年１２月２４日法律第２３３号）〈食品衛生法〉

食品の安全性確保⇒国民の健康保護。

食品や添加物、器具や容器包装の取扱や、表示・広告・営業上のルール、行政による監視指導体制等。

（平成１５年５月２３日法律第４８号）〈食品安全基本法〉

行政の縦割り解消や各関係者との連携⇒食品の安全性の確保を総合的に推進。

食品安全に関する基本的な方針、関係者の責務、多分野の専門家からなる食品安全委員会の創設等。

　農産物の生産は、様々な法令の適用を受けるため、関係法令の理解を深め、これを遵守していく

ための点検項目を定めなければなりません。農業生産活動に関係する主な法令は以下のとおりです。

6．関係法令
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農産物の安全性・品質の向上農産物の安全性・品質の向上

環境保全環境保全
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（平成１１年７月２８日法律第１１０号）〈持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）〉

環境と調和のとれた農業生産の確保⇒農業の健全な発展に寄与。

エコファーマー認定制度やエコファーマーに対する農業改良資金貸付の特例等。

（昭和４５年１２月２５日法律第１３９号）〈農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（農用地土壌汚染防止法）〉

（昭和４７年６月８日法律第５７号）〈労働安全衛生法〉

特定有害物質による農用地汚染により、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物
等の生育が阻害されることを防止⇒国民の健康保護＋生活環境の保全。

汚染農用地の復元対策（汚染地域指定→復元計画策定→実行→復元→指定解除）に関すること等。

職場における労働者の安全と健康を確保＋快適な職場環境の形成を促進。

危険・健康障害の防止措置や安全衛生管理体制、機械等・有害物に関する規制、就業管理等。

（平成１０年５月２９日法律第８３号）〈種苗法〉

品種育成の振興＋種苗流通の適正化⇒農林水産業の発展。

新品種の登録、指定種苗の表示（品種、産地、発芽率等）、育成者権とその権利侵害に対する罰則等。

（平成２１年４月２４日法律第２６号）〈米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ法）〉

安全性を欠く米穀等の流通防止＋表示の適正化等⇒国民の健康保護＋消費者利益の増進＋農業、関連産業の
健全な発展。

生産者を含む米・米加工品取扱事業者に対する取引等の記録・保存、産地情報伝達の義務等。

（昭和４６年６月１日法律第９１号）〈悪臭防止法〉

事業活動に伴い悪臭が発生する工場等に対する規制＋悪臭防止対策⇒生活環境の保全＋国民の健康保護。

規制に関する対象地域の指定や規制基準の設定および指導等。日常生活に伴う悪臭発生の防止、悪臭が生じ
る野外焼却の禁止、水路等における悪臭の防止措置等。

（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）〈消防法〉

火災から国民の生命・身体・財産を保護＋災害による被害の軽減⇒社会の秩序や公共の安全の確保。

火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項、灯油などを含む危険物の貯
蔵に関するルール等。

（昭和２５年１２月２８日法律第３０３号）〈毒物及び劇物取締法（毒劇物取締法）〉

毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締の実施。

営業の登録、取扱責任者の資格、取り扱いや表示のルール等。

（昭和２５年５月１１日法律第１７５号）

農林物資の品質改善、取引の単純公正化、適正表示により消費者の選択に役立つこと等⇒消費者の利益保護等。

「ＪＡＳ規格※」について規定。
※一定の品質や特色などについての規格を満たすことを確認されたものにＪＡＳマークを付すことを認める仕組み （例）

〈農林物資の規格化等に関する法律（ＪＡＳ法）〉

（昭和３７年５月１５日法律第１３４号）

消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境の確保⇒消費者の利益保護。

消費者をだます不当な表示の禁止、過大なオマケや豪華な景品で消費者をあおる行為の禁止。

〈不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）〉

（平成６年１２月１４日法律第１１３号）

主要食糧の需給及び価格の安定⇒国民生活と国民経済の安定。

生産調整、食糧の安定供給、適正な価格形成に関することや、政府の買入れ及び売渡し、用途限定米穀（飼
料用米、加工用米など）の用途別管理等。

〈主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（食糧法）〉

労働安全労働安全

その他（権利関係、食品表示、食品流通、生活環境、公共安全）その他（権利関係、食品表示、食品流通、生活環境、公共安全）








