
刊行物案内

●全国４７都道府県ごとの農耕地土壌の実態について
コンパクトに紹介した初めての出版物

 
平成２４年
１１月刊行

●土壌環境基礎調査・土壌機能モニタリング調査の
成果を分りやすく解説

B５判 132ページ

編集：土壌保全調査事業全国協議会

１１月刊行

B５判 132ページ
価格 定価2,730円（本体2,600円）

目 次

1 日本の農耕地土壌の分類 18 山梨県の農耕地土壌の実態 35 島根県の農耕地土壌の実態1 日本の農耕地土壌の分類 18 山梨県の農耕地土壌の実態 35 島根県の農耕地土壌の実態

2 土壌保全調査事業の歩み 19 長野県の農耕地土壌の実態 36 岡山県の農耕地土壌の実態

3 長期連用試験からわかること
（基準点調査）

20 静岡県の農耕地土壌の実態 37 広島県の農耕地土壌の実態

4 北海道の農耕地土壌の実態 21 新潟県の農耕地土壌の実態 38 山口県の農耕地土壌の実態

5 青森県の農耕地土壌の実態 22 富山県の農耕地土壌の実態 39 徳島県の農耕地土壌の実態

6 岩手県の農耕地土壌の実態 23 石川県の農耕地土壌の実態 40 香川県の農耕地土壌の実態

7 宮城県の農耕地土壌の実態 24 福井県の農耕地土壌の実態 41 愛媛県の農耕地土壌の実態

8 秋田県の農耕地土壌の実態 25 岐阜県の農耕地土壌の実態 42 高知県の農耕地土壌の実態

9 山形県の農耕地土壌の実態 26 愛知県の農耕地土壌の実態 43 福岡県の農耕地土壌の実態

福 農 壌 態 農 壌 態 農 壌 態10 福島県の農耕地土壌の実態 27 三重県の農耕地土壌の実態 44 佐賀県の農耕地土壌の実態

11 茨城県の農耕地土壌の実態 28 滋賀県の農耕地土壌の実態 45 長崎県の農耕地土壌の実態

12 栃木県の農耕地土壌の実態 29 京都府の農耕地土壌の実態 46 熊本県の農耕地土壌の実態

13 群馬県の農耕地土壌の実態 30 大阪府の農耕地土壌の実態 47 大分県の農耕地土壌の実態

14 埼玉県の農耕地土壌の実態 31 兵庫県の農耕地土壌の実態 48 宮崎県の農耕地土壌の実態14 埼玉県の農耕地土壌の実態 31 兵庫県の農耕地土壌の実態 48 宮崎県の農耕地土壌の実態

15 千葉県の農耕地土壌の実態 32 奈良県の農耕地土壌の実態 49 鹿児島県の農耕地土壌の実態

16 東京都の農耕地土壌の実態 33 和歌山県の農耕地土壌の実態 50 沖縄県の農耕地土壌の実態

17 神奈川県の農耕地土壌の実態 34 鳥取県の農耕地土壌の実態



編集代表

斉藤 研二 千葉県農林総合研究センター 塚本 心一郎 茨城県農業総合センター農業研究所

編集委員（五十音順）

内山知二 大阪府環境農林水産総合研究所 齊藤 毅
富山県農林水産総合技術センター
農業研究所

大津善雄 長崎県農林技術開発センタ 竹内晴信
（地独）北海道立総合研究機構

大津善雄 長崎県農林技術開発センター 竹内晴信
（地独）北海道立総合研究機構
中央農業試験場

大塚紀夫 佐賀県農業研究センター 田辺和司 香川県農業試験場

糟谷真宏 愛知県農業総合試験場 中川威佐夫 三重県農業研究所

上山紀代美 神奈 県農業技術 橋本 均
（地独）北海道立総合研究機構

上山紀代美 神奈川県農業技術センター 橋本 均
（地独）北海道立総合研究機構
中央農業試験場

小池 潤
富山県農林水産総合技術センター
農業研究所 坂東 悟 鳥取県農林総合研究所農業試験場

小菅裕明 岩手県農業研究センター 広田年信
徳島県立農林水産総合技術支援センター
農業研究所

小林卓史小林卓史 岩手県農業研究センター

執筆者（執筆順）

小原 洋 （独）農業環境技術研究所 山﨑修平・望月久美子 山梨県総合農業技術センター 角 治夫 島根県農業技術センター

斉藤研二 千葉県農林総合研究センタ 近藤和子 長野県農業試験場 赤井直彦
岡山県農林水産総合センター

斉藤研二 千葉県農林総合研究センター 近藤和子 長野県農業試験場 赤井直彦
岡山県農林水産総合センタ
農業研究所

太田 健
（独）農研機構
中央農業総合研究センター

若澤秀幸・高橋和彦 静岡県農林技術研究所 伊藤純樹
広島県立総合技術研究所
農業技術センター

橋本 均
（地独）北海道立総合研究機構
中央農業試験場

本間利光 新潟県農業総合研究所 谷﨑 司 山口県農林総合技術センター

清藤文仁
（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所

齊藤 毅
富山農林水産総合技術センター
農業研究所

和田健太郎
徳島県立農林水産総合技術支援センター
農業研究所

佐藤 喬 岩手県農業研究センター 宇野史生 石川県農業総合研究センター 田辺和司 香川県農業試験場

鷲尾英樹 宮城県古川農業試験場 坪内 均 福井県農業試験場 大森誉紀 愛媛県農林水産研究所

中川進平
秋田県農林水産技術センター
農業試験場

棚橋寿彦・和田 巽 岐阜県農業技術センター 恒石義一 高知県農業技術センター

矢野真二・熊谷勝巳 山形県農業総合研究センター 瀧 勝俊 愛知県農業総合試験場 藤冨慎一 福岡県農業総合試験場

佐藤睦人 福島県農業総合センター 中川威佐夫 三重県農業研究所 山口史子 佐賀県農業試験研究センター

池羽正晴
茨城県農業総合センター
農業研究所

北川照美 滋賀県農業技術振興センター 藤山正史 長崎県農林技術開発センター

吉泉裕基 栃木県農業試験場 浅井信一
京都府農林水産技術センター
農林センター

城 秀信 熊本県農業研究センター生産環境研究所

小柴 守・鹿沼信行・
染矢和子

群馬県業技術センター 内山知二 大阪府環境農林水産総合研究所 影井雅夫 大分県農林水産研究指導センター

丸岡久仁雄 埼玉県農林総合研究センター 牧 浩之
兵庫県立農林水産技術総合センター
農業技術センター

上田重英 宮崎県総合農業試験場

岩佐博邦 千葉県農林総合研究センター 西田一平 奈良県農業総合センター 西 裕之 鹿児島県農業開発総合センター

松浦里江
（公財）東京都農林水産振興財団
東京都農林総合研究センター

橋本真穂
和歌山県農林水産総合技術センター
農業試験場

知念康太 沖縄県農業研究センター

上山紀代美 神奈川県農業技術センター 坂東 悟 鳥取県農林総合研究所農業試験場



本文見本



本文見本

●読者対象●読者対象
大学等の教育研究機関、独法および公立試験研究機関
行政および普及関係者
生産団体、農業関係者はもとより、広く各界各層の方々
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