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「ファイト・オーツー」は、節間を短く、徒長を抑え、
同時に根を張らせることができる
唯一のバイオスティミュラントです。

「ファイト・オーツー」は、節間を短く、徒長を抑え、
同時に根を張らせることができる
唯一のバイオスティミュラントです。

1L 100ml

「ファイト・オーツー」の鍛えるメカニズム
植物が傷ついた時に出来る「信号」と
同じ作用を含む「ファイト・オーツー」
を散布すると…　

葉

株元が太く、新根が多い!株元が太く、新根が多い! 株が揃い、根鉢が充実!株が揃い、根鉢が充実!徒長を抑え、毛細根がびっしり!徒長を抑え、毛細根がびっしり!

様々な環境変化に耐える強い植物へと鍛えぬく！
バイオスティミュラント「ファイト・オーツー」の実力を育苗で検証！
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チェックその２（車両幅の確認）□□✓✓

チェックその３（安定性の確認）□□✓✓

チェックその４（免許の確認）□□✓✓

農作業機付き農耕トラクタの公道走行について

農 作 業 機 を 直 接 装 着した 農 耕トラクタの
公道走行が可能になりました

農作業機を直接装着した農耕トラクタの
公道走行が可能になりました

　今般、農作業機を装着した農耕トラクタによる公道走行にあたっての取扱いを明確にするため、地方運輸局
から「道路運送車両の保安基準第５５条」に基づく基準緩和認定について公示が行われました。
　これにより、農耕トラクタの使用者が公示された基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農
作業機を農耕トラクタに装着したままでも公道走行が可能となります。

チェックその１（灯火器類の確認）

　農作業機を装着しても、灯火器類（方向指示器、
後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯）
が他の交通から確認できることが必要です。
　農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方
や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。

①農耕トラクタ単体で、長さ4.7ｍ以下、幅1.7ｍ以下、高さ2.0ｍ以下、かつ、
最高速度 15ｋｍ/ｈ以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が 1.7
ｍを超えていないか確認しましょう。

　農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性
（傾斜角度）が変わるため、安定性の保安基準
（30 度又は３５度）を満たせなくなる場合がありま
す。その場合は、運行速度 15ｋｍ/ｈ以下で走行し
なければなりません。

　小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態で
の寸法が、長さ 4.7ｍ以下、幅 1.7ｍ以下、高さ 2.0ｍ以下（安全キャブや安全フレームの高さ 2.8ｍ以下）
を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでど
おり大型特殊免許が必要です。
　なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。

国土交通省　農林水産省　（一社）日本農業機械工業会が発行するガイドブックより引用

□□✓✓

幅が1.7ｍを超えている場合に必要な対応

機体左側に後写鏡（サイドミラー）を設置する必要があります。

②車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。

③保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識「　　　全幅〇.〇〇メートル」を後方の見や

すい位置に表示する必要があります。
④運転者席にも幅を表示する必要があります。

②農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5ｍを超えていないか確認しましょう。
幅が2.5ｍを超えている場合には、道路法に基づく特殊車両通行許可が必要です。

幅が2.5ｍを超えている場合に必要な対応

①道路管理者（国道：地方整備局、都道府県道：各都道府県、市道：各市町村）から、特殊車両通行許可
を得る必要があります（農道は許可を得る必要はありません）。公道走行に関するお問い合わせについては下記までお願いします

（一社）日本農業機械工業会　ＴＥＬ　03-3433-0415

　（一社）日本農業機械工業会ホームページ「安定性の確認が取れたトラクターと作業機の組み合わせ」を
ご確認ください。
※この表はトラクターメーカー及び作業機メーカーにより保安基準を満たすことが確認された組み合わせに
　ついて、随時追加掲載することとしています。

斐川地区本部のページ 斐川地区本部のページ
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藤江　慶子 出西支店支店係 荘原支店支店係

池田　尋志 伊波野支店長 伊波野支店長兼共済普及係長事務取扱

北村　　徹 伊波野支店共済普及係長 斐川中部支店共済普及係長

池田　直紀 伊波野支店支店係主任 出西支店支店係主任

高木　桃子 伊波野支店支店係 斐川中部支店支店係

糸賀　政宏 伊波野支店共済普及係 伊波野支店支店係

深津　弘之 斐川中部支店長兼共済普及係長 斐川中部支店長

石川　芳樹 斐川中部支店新川中央店長 金融共済部共済課長補佐

杉谷　美香 斐川中部支店共済普及係主任 荘原支店共済普及係主任

和田　裕二 斐川中部支店共済普及係主任 伊波野支店共済普及係主任

上野真里菜 斐川中部支店支店係 出東支店支店係

妹尾　　香 斐川中部支店支店係 金融共済部資金課

岡本　伊織 斐川中部支店共済普及係 営農部営農企画課

足立　裕司 出東支店長兼共済普及係長 出西支店長兼共済普及係長事務取扱

内田　智子 出東支店支店係 斐川中部支店支店係

内田　悠貴 出東支店支店係 伊波野支店支店係

人事異動
氏 　名 新　　　任 旧　　　任

玉木　勝義 営農部次長兼営農第三課長 営農部次長兼営農企画課長兼
営農第三課長事務取扱

青木　義和 営農部営農企画課長 本店営農対策部営農指導企画
課長補佐

安食　　誠 営農部営農企画課係長 営農部営農第一課係長

黒崎　恭孝 営農部営農第一課係長 営農部営農第二課係長

本常　優人 営農部営農第一課 本店畜産部酪農課

水　　彰弘 営農部営農第二課長 金融共済部金融渉外課長

黒田　　信 営農部営農第二課長補佐 営農部営農第二課長

二瀬　　稔 営農部資材課長 生活部ガス住宅課長

野原　秀紀 営農部農機課長 生活部グリーンセンター店長

伊藤　　猛 生活部長 企画総務部次長

飯野　剛年 生活部ガス住宅課長 生活部ガス住宅課長補佐

片寄　泰行 生活部ガス住宅課 伊波野支店共済普及係

野津　　誠 生活部グリーンセンター店長 営農部農機課長

錦織　主巳 企画総務部企画管理課長 金融共済部資金課長

錦織　　睦 企画総務部企画管理課主任 営農部営農企画課主任

佐藤　安弘 斐川統括支店長兼金融渉外課
長兼旅行センター店長

金融共済部長兼旅行センター
店長事務取扱

児玉　　明 斐川統括支店金融課長 企画総務部企画管理課長

三宅　和紀 斐川統括支店融資課長補佐兼
ローンセンター係長

荘原支店長補佐兼支店係長事
務取扱

周藤　　亮 斐川統括支店金融渉外課主任 出東支店支店係主任

錦織　健二 斐川統括支店共済課長補佐 斐川中部支店新川中央店長

梶田　修一 荘原支店係長 金融共済部融資課ローンセンター係長

岡田　美季 荘原支店共済普及係 斐川中部支店共済普及係

江角　睦央 荘原支店共済普及係 斐川中部支店共済普及係

神田　伸彦 出西支店長兼共済普及係長 出東支店長兼共済普及係長事務取扱

【本店】
氏 　名 新　　　任 旧　　　任

飯塚　陽治 経済部長兼生活課長 生活部長

飯塚　賢治 金融部金融企画課長補佐（店
舗渉外指導・統括支店駐在） 金融共済部資金課長補佐

深津　一徳 共済部共済指導課（LA トレー
ナー・統括支店駐在） 金融共済部共済課係長

【子会社出向】
氏 　名 新　　　任 旧　　　任

須田　康秀 （有）斐川農協自動車整備工場 営農部資材課長

氏 　名 新　　　任 旧　　　任
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児玉　　明 斐川統括支店金融課長 企画総務部企画管理課長

三宅　和紀 斐川統括支店融資課長補佐兼
ローンセンター係長

荘原支店長補佐兼支店係長事
務取扱

周藤　　亮 斐川統括支店金融渉外課主任 出東支店支店係主任

錦織　健二 斐川統括支店共済課長補佐 斐川中部支店新川中央店長

梶田　修一 荘原支店係長 金融共済部融資課ローンセンター係長

岡田　美季 荘原支店共済普及係 斐川中部支店共済普及係

江角　睦央 荘原支店共済普及係 斐川中部支店共済普及係

神田　伸彦 出西支店長兼共済普及係長 出東支店長兼共済普及係長事務取扱

【本店】
氏 　名 新　　　任 旧　　　任

飯塚　陽治 経済部長兼生活課長 生活部長

飯塚　賢治 金融部金融企画課長補佐（店
舗渉外指導・統括支店駐在） 金融共済部資金課長補佐

深津　一徳 共済部共済指導課（LA トレー
ナー・統括支店駐在） 金融共済部共済課係長

【子会社出向】
氏 　名 新　　　任 旧　　　任

須田　康秀 （有）斐川農協自動車整備工場 営農部資材課長

氏 　名 新　　　任 旧　　　任
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