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愛知県における愛知県における
ＩＰＭ普及への取り組み

愛知県愛知県健康福祉部健康担当局健康福祉部健康担当局

生活衛生課生活衛生課 小島小島 正昭正昭 ｢愛Pまうす｣は、
IPMの普及啓発のために愛知県
で生まれたキャラクターです

◆化学物質過敏症に対する（県民の）関心◆化学物質過敏症に対する（県民の）関心

背 景

の高まりの高まり
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◆多数の者が使用又は利用する建築物のね◆多数の者が使用又は利用する建築物のね

背 景

ずみ昆虫等対策については、平成14年12月
の建築物衛生法施行規則の改正により、薬
剤散布を主体とした防除ではなくＩＰＭに
基づく『人の健康への影響と環境に配慮し
た管理』を行うことが必要

ずみ昆虫等対策については、平成14年12月
の建築物衛生法施行規則の改正により、薬
剤散布を主体とした防除ではなくＩＰＭに
基づく『人の健康への影響と環境に配慮し
た管理』を行うことが必要た管理』を行うことが必要た管理』を行うことが必要

ＩＰＭを普及啓発するために

１ 監視指導時における普及啓発１ 監視指導時における普及啓発

態態

１ 監視指導時における普及啓発１ 監視指導時における普及啓発

２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討
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１ 監視指導時における普及啓発１ 監視指導時における普及啓発

http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000020/20127/pamph.pdf

２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

◆目的◆目的◆目的
県有施設における病害虫、ねずみ・昆虫

等防除に当たって、農薬、殺虫剤等薬剤の
適正使用を徹底し、施設利用者や周辺住民
等に健康被害が生じないよう配慮する取り

◆目的
県有施設における病害虫、ねずみ・昆虫

等防除に当たって、農薬、殺虫剤等薬剤の
適正使用を徹底し、施設利用者や周辺住民
等に健康被害が生じないよう配慮する取り
組みを県が率先して推進すること

◆平成２０年３月７日から適用

組みを県が率先して推進すること

◆平成２０年３月７日から適用
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２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

２ 「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤
適正使用ガイドライン」の策定

◆対象◆対象◆対象
対象施設等：県が所有又は管理する建物、

土地及び樹木等の植物
対象薬剤 ：農薬、殺虫剤、殺そ剤及び消

毒剤

◆対象
対象施設等：県が所有又は管理する建物、

土地及び樹木等の植物
対象薬剤 ：農薬、殺虫剤、殺そ剤及び消

毒剤
◆活動
・ガイドラインの遵守状況の確認
・研修会の実施

◆活動
・ガイドラインの遵守状況の確認
・研修会の実施

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

特定建築物特定建築物 １７１施設１７１施設

調査対象調査対象

特定建築物特定建築物 １７１施設１７１施設
登録業者登録業者 ４４業者４４業者

平成２１年４月から平成２２年６月まで平成２１年４月から平成２２年６月まで

調査期間調査期間

調査方法調査方法

県下５保健所の生活環境安全広域機動班県下５保健所の生活環境安全広域機動班
が立入指導時に調査した。が立入指導時に調査した。
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調査票（特定建築物用）調査票（特定建築物用）

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

調査票（登録業者用）調査票（登録業者用）

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査
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①生息調査の実施①生息調査の実施

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

①生息調査の実施①生息調査の実施
特定建築物、登録業者のいずれも９０％近くが特定建築物、登録業者のいずれも９０％近くが

実施していた。実施していた。

153施設153施設特定建築物特定建築物 1818

0 20 40 60 80 100%

38業者38業者登 録 業 者登 録 業 者 33

実施実施 未実施未実施

②調査結果に基づく作業計画の策定②調査結果に基づく作業計画の策定

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

②調査結果に基づく作業計画の策定②調査結果に基づく作業計画の策定
特定建築物では、計画を策定しないまま作業を特定建築物では、計画を策定しないまま作業を

実施している施設が３０％以上あった。実施している施設が３０％以上あった。

117施設117施設特定建築物特定建築物 5454

0 20 40 60 80 100%

37業者37業者登 録 業 者登 録 業 者 44

実施実施 未実施未実施
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③目標水準の設定③目標水準の設定

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

③目標水準の設定③目標水準の設定
も不適率が高かった項目である。目標水準を設定するも不適率が高かった項目である。目標水準を設定する

ことは過度の薬剤使用を防ぐためにも有効な手段であるが、ことは過度の薬剤使用を防ぐためにも有効な手段であるが、
特定建築物の４０％以上が実施していなかった。特定建築物の４０％以上が実施していなかった。

95施設95施設特定建築物特定建築物 7676

0 20 40 60 80 100%

31業者31業者登 録 業 者登 録 業 者 1010

実施実施 未実施未実施

④調査結果を踏まえた適切な防除の実施④調査結果を踏まえた適切な防除の実施

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

④調査結果を踏まえた適切な防除の実施④調査結果を踏まえた適切な防除の実施
②の作業計画の策定の項目とも関連してくるが、特定建②の作業計画の策定の項目とも関連してくるが、特定建

築物の約２０％が調査結果に基づかないで防除を実施して築物の約２０％が調査結果に基づかないで防除を実施して
いた。いた。

136施設136施設特定建築物特定建築物 3535

0 20 40 60 80 100%

38業者38業者登 録 業 者登 録 業 者 33

実施実施 未実施未実施
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⑤発生源・侵入防止対策の実施⑤発生源・侵入防止対策の実施

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

⑤発生源・侵入防止対策の実施⑤発生源・侵入防止対策の実施
特定建築物の約２０％が発生源・侵入防止対策特定建築物の約２０％が発生源・侵入防止対策

を実施していなかった。を実施していなかった。

140施設140施設特定建築物特定建築物 3131

0 20 40 60 80 100%

37業者37業者登 録 業 者登 録 業 者 44

実施実施 未実施未実施

⑥薬剤使用時の周知⑥薬剤使用時の周知

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

⑥薬剤使用時の周知⑥薬剤使用時の周知
特定建築物の２０％強、登録業者の２０％弱が薬剤使用特定建築物の２０％強、登録業者の２０％弱が薬剤使用

時に利用者等への周知を実施していなかった。時に利用者等への周知を実施していなかった。

111施設111施設特定建築物特定建築物 2929

0 20 40 60 80 100%

33業者33業者登 録 業 者登 録 業 者 88

実施実施 未実施未実施
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⑦薬剤使用後の安全確保の実施⑦薬剤使用後の安全確保の実施

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

⑦薬剤使用後の安全確保の実施⑦薬剤使用後の安全確保の実施
特定建築物の２０％弱が薬剤使用後に利用者等特定建築物の２０％弱が薬剤使用後に利用者等

に対する安全確保措置を実施していなかった。に対する安全確保措置を実施していなかった。

115施設115施設特定建築物特定建築物 2525

0 20 40 60 80 100%

40業者40業者登 録 業 者登 録 業 者 11

実施実施 未実施未実施

⑧防除後の効果判定⑧防除後の効果判定

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

⑧防除後の効果判定⑧防除後の効果判定
特定建築物の４０％弱が薬剤防除後の効果判定特定建築物の４０％弱が薬剤防除後の効果判定

を実施していなかった。を実施していなかった。

109施設109施設特定建築物特定建築物 6262

0 20 40 60 80 100%

37業者37業者登 録 業 者登 録 業 者 44

実施実施 未実施未実施
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⑨適切な薬剤の選択⑨適切な薬剤の選択

主な調査結果主な調査結果

３ ＩＰＭ対応状況の実態調査３ ＩＰＭ対応状況の実態調査

⑨適切な薬剤の選択⑨適切な薬剤の選択
ほとんどの特定建築物が適切な薬剤を選択していた。ほとんどの特定建築物が適切な薬剤を選択していた。
一方、登録業者においては約１０％が適切な薬剤の選択一方、登録業者においては約１０％が適切な薬剤の選択

を行っていなかった。を行っていなかった。

140施設140施設特定建築物特定建築物 11

0 20 40 60 80 100%

37業者37業者登 録 業 者登 録 業 者 44

実施実施 未実施未実施

ＩＰＭ は、

実態調査の結果、建築物衛生法改正以

降７年以上経つが、なかなか浸透されて

おらず、どういう点を指導すれば浸透し

ていくかをＰＣＭ手法を

用いて検討した用いて検討した。
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４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

実施年月実施年月

参加者参加者

平成２２年７月平成２２年７月
その後、この分析に基づく検討会議を４回開催その後、この分析に基づく検討会議を４回開催

・県下５保健所生活環境安全広域機動班の監視員・県下５保健所生活環境安全広域機動班の監視員 ５名５名

実施年月実施年月

県下５保健所生活環境安全広域機動班の監視員県下５保健所生活環境安全広域機動班の監視員 ５名５名

・健康福祉部生活衛生課の監視員・健康福祉部生活衛生課の監視員 ５名５名

・業界団体の代表・業界団体の代表 ３名３名

（社団法人愛知県ペストコントロール協会員）（社団法人愛知県ペストコントロール協会員）

ＰＣＭ手法 は、

Project Cycle Management の略で､

政府開発援助等の国際協力の分野で広く用い政府開発援助等の国際協力の分野で広く用い

られており、

① 現状における問題を特定の上、

② 問題の原因を分析し解決策を探り、

③ その実行計画を策定する参加型計画手法③ その実行計画を策定する参加型計画手法

と言われており、この手法を用いて検討を

行った。
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「ＰＣＭ手法の理論と活用」「ＰＣＭ手法の理論と活用」
財団法人国際開発高等教育機構財団法人国際開発高等教育機構 発行発行

『『ＩＰＭが普及しないＩＰＭが普及しない』』を中心問題としてを中心問題として

実施方法実施方法

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

『『ＩＰＭが普及しないＩＰＭが普及しない』』を中心問題として、を中心問題として、

①① 関係者分析関係者分析

②② 問題分析問題分析

の順に意見を出し、の順に意見を出し、

その意見を付箋に記その意見を付箋に記

載してホワイトボー載してホワイトボー

ドに貼り付け 関連ドに貼り付け 関連
③③ 目的分析目的分析

④④ 解決策解決策

ドに貼り付け、関連ドに貼り付け、関連

付けをして付けをして問題分析問題分析

系図系図にまとめ検討しにまとめ検討し

た。た。
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４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ＰＣＭ手法による検討の様子ＰＣＭ手法による検討の様子

中心問題から
引き起こされ
る直接的結果

中心問題から
引き起こされ
る直接的結果

過剰な薬剤使用による

環境への影響
過剰な薬剤使用による

環境への影響
薬剤による

健康被害の発生
薬剤による

健康被害の発生

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

知識が知識が

る直接的結果る直接的結果

中心問題中心問題 ＩＰＭが普及しない

環境への影響環境への影響 健康被害の発生健康被害の発生

問題分析結果抜粋

知識が
普及していない

知識が
普及していない

コストが不明瞭コストが不明瞭
中心問題の
直接的原因
中心問題の
直接的原因
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ビル所有者等に
関心を持たせる
ビル所有者等に
関心を持たせる

目的目的

元請業者・施主
にうまく伝える
元請業者・施主
にうまく伝える

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

解決策解決策

目的目的

ビル所有者・
利用者向けの

パ レ ト作成

ビル所有者・
利用者向けの

パ レ ト作成

ＩＰＭを分かり
やすくするため

愛称を募集

ＩＰＭを分かり
やすくするため

愛称を募集

利用者に
うまく伝わる
利用者に

うまく伝わる
明瞭な見積り

を得る
明瞭な見積り

を得る

関係者による
推進協議会

発足

関係者による
推進協議会

発足

目的分析結果・解決策抜粋

解決策
（手段）
解決策
（手段）

パンフレット作成パンフレット作成 の愛称を募集の愛称を募集 の発足の発足

ＩＰＭ対応ビルの
認定制度

ＩＰＭ対応ビルの
認定制度

計画書・報告書の
標準化

計画書・報告書の
標準化

付箋を用いた問題分析系図

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討
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４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

●付箋を用いたメリット
① 並べ替えが可能で、論理の整理がしやすかった。
② 色を変えることで同じ意見をまとめやすかった。

●付箋を用いたメリット
① 並べ替えが可能で、論理の整理がしやすかった。
② 色を変えることで同じ意見をまとめやすかった。

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

問題分析系図（概要）
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ＩＰＭの普及について柔軟か

ＰＣＭ手法による検討ＰＣＭ手法による検討

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ＩＰＭの普及について柔軟か
つ体系的に検討を行うことに
より、解決策を導くことがで
きた。

解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足
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解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足



18

解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

愛Ｐまうすは、ＩＰＭの普及啓発のため
に愛知県で生まれたキャラクターです。

解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足
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解決策の例

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

パンフレットの作成
ビル所有者 ビルメンテナンス会社向け

４ ＰＣＭ手法を活用した検討４ ＰＣＭ手法を活用した検討

ポスターの作成
一般県民向け

ポスターの作成
一般県民向け

標準的な作業計画書・報告
書の作成
標準的な作業計画書・報告
書の作成

ビル所有者・ビルメンテナンス会社向けビル所有者・ビルメンテナンス会社向け

キャラクターの作成キャラクターの作成

書の作成
業界の協力を得て作成予定

書の作成
業界の協力を得て作成予定

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

リスクコミュニケーション
を踏まえた推進協議会の発
足

愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

（目 的）

第１ 愛知県内の多数の県民が使用又は利用す
る建築物における、県民の健康と環境に配慮し
たＩＰＭ（総合的有害生物管理 Integrated 
Pest Management ）に基づいたねずみ・昆虫等
対策を業界団体と行政機関が 体となって推進

（目 的）

第１ 愛知県内の多数の県民が使用又は利用す
る建築物における、県民の健康と環境に配慮し
たＩＰＭ（総合的有害生物管理 Integrated 
Pest Management ）に基づいたねずみ・昆虫等
対策を業界団体と行政機関が 体となって推進対策を業界団体と行政機関が一体となって推進
することを目的として愛知県ＩＰＭ推進会議
（以下「推進会議」という。）を開催する。

対策を業界団体と行政機関が一体となって推進
することを目的として愛知県ＩＰＭ推進会議
（以下「推進会議」という。）を開催する。
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愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

（業 務）
第２ 推進会議は、次の業務を行う。
(１) ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等対策の

推進に関する協議
(２) ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等対策の

普及啓発

（業 務）
第２ 推進会議は、次の業務を行う。
(１) ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等対策の

推進に関する協議
(２) ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等対策の

普及啓発普及啓発
(３) その他ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等

対策の推進に関すること

普及啓発
(３) その他ＩＰＭに基づいたねずみ・昆虫等

対策の推進に関すること

愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

（構 成）
第３ 推進会議は、別表に掲げる団体をもって

構成する。
２ 推進会議には、議長を置き、構成団体の長

の中から選任する。
３ 推進会議には 個別の事案について検討す

（構 成）
第３ 推進会議は、別表に掲げる団体をもって

構成する。
２ 推進会議には、議長を置き、構成団体の長

の中から選任する。
３ 推進会議には 個別の事案について検討す３ 推進会議には、個別の事案について検討す

るために委員会を設けることができる。
４ 議長は、必要に応じ、推進会議に構成団体

以外の者の出席を求め意見等を聞くことがで
きる。

３ 推進会議には、個別の事案について検討す
るために委員会を設けることができる。

４ 議長は、必要に応じ、推進会議に構成団体
以外の者の出席を求め意見等を聞くことがで
きる。
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別表 愛知県ＩＰＭ推進会議構成団体別表 愛知県ＩＰＭ推進会議構成団体

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

業界団体業界団体

●社団法人愛知ビルメンテナンス協会

●社団法人愛知県ペストコントロール協会

●社団法人全国建築物飲料水管理協会愛知県支部

●社団法人名古屋ビルヂング協会

●愛知県飲料水水質管理協会

●愛知県管工事業協同組合連合会

●社団法人愛知ビルメンテナンス協会

●社団法人愛知県ペストコントロール協会

●社団法人全国建築物飲料水管理協会愛知県支部

●社団法人名古屋ビルヂング協会

●愛知県飲料水水質管理協会

●愛知県管工事業協同組合連合会

行政機関行政機関

●愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課

●名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課

●豊橋市保健所生活衛生課

●岡崎市保健所生活衛生課

●豊田市保健所感染症予防課

●愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課

●名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課

●豊橋市保健所生活衛生課

●岡崎市保健所生活衛生課

●豊田市保健所感染症予防課

愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

（開 催）
第４ 推進会議は、議長が必要と認めるときに

開催し、議長が招集する。

（庶 務）
第５ 推進会議の庶務は 愛知県健康福祉部健

（開 催）
第４ 推進会議は、議長が必要と認めるときに

開催し、議長が招集する。

（庶 務）
第５ 推進会議の庶務は 愛知県健康福祉部健第５ 推進会議の庶務は、愛知県健康福祉部健

康担当局生活衛生課において処理する。
第５ 推進会議の庶務は、愛知県健康福祉部健

康担当局生活衛生課において処理する。
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愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領愛知県ＩＰＭ推進会議開催要領

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

（その他）
第６ この要領に定めるもののほか、推進会議

の運営に関して必要な事項は、議長が推進
会議に諮って定める。

附 則

（その他）
第６ この要領に定めるもののほか、推進会議

の運営に関して必要な事項は、議長が推進
会議に諮って定める。

附 則附 則
この要領は、平成２３年１１月２９日から

施行する。

附 則
この要領は、平成２３年１１月２９日から

施行する。

愛知県ＩＰＭ推進会議の様子愛知県ＩＰＭ推進会議の様子

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催
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愛知県ＩＰＭ推進講習会の様子①愛知県ＩＰＭ推進講習会の様子①

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催

愛知県ＩＰＭ推進講習会の様子②愛知県ＩＰＭ推進講習会の様子②

愛知県ＩＰＭ推進会議の開催愛知県ＩＰＭ推進会議の開催
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ヒトの健康と環境に優しい

ＩＰＭ


