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《主　な　内　容》

水稲の斑点米
カメムシ類対策について

１　新潟米の品質向上とカメムシ類
　本県の基幹作物である「新潟米」は、米の消費量の減少
等により産地間競争が激しさを増していることなどから、
安全・安心な米づくりを基に、一定の食味・品質の確保を
通じて、消費者の信頼に応えていくことが必要です。
　このため県では、他産地に負けない「売れる米づくり」
に向けて、生産者等に対する栽培管理指導を徹底し、更な
る品質向上に向けて取り組んでいます。
　その中で、カメムシの吸汁害による斑点米の発生が、品
質低下につながっていることが課題の一つとしてあげられ
ます。

２　効果的なカメムシ対策
　米の品質を低下させる原因となるカメムシの対策として
は、耕種的防除と薬剤防除がありますが、効果的な防除を
行うためにも、まずは薬剤に頼らない耕種的防除をしっか
りと行うことが重要です。
　耕種的防除としては、水田周辺の草刈りが有効です。植
物の種子はカメムシの好適な餌となるため、雑草の種子が
結実しないようにすることで、カメムシの密度を低く抑え
ることができます。
　また、薬剤散布時に畦畔雑草を短い状態にしておくこと
で、畦畔に生息するカメムシに薬剤がよく到達し、高い防
除効果が期待できます。
　なお、草刈りは、５月下旬から雑草が結実しない間隔で
行い、地域の一斉草刈りを、６月中下旬と７月中下旬に２
回行い、その後も雑草の発生状況や防除時期に応じて継続
する事を基本として指導を行っています。

３　周辺雑草地のカメムシ類対策
　畦畔の他、水田周辺の河川敷や道路法面などの雑草地か
ら飛来するカメムシ類による被害も、米の品質を低下させ
る要因の一つと考えられることから、県では、品質向上対
策の一つとして雑草地の除草管理に取り組んでいます。
　河川敷等については、県が管理する河川（２級河川及び
国管理以外の１級河川）のうち、斑点米による格落ち率が
高い地区について、「河川カメムシ類防除対策事業」により、
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市町村へ委託して河川堤防・法面等の雑草地を管理し、カ
メムシ類による斑点米の発生防止を図っています。（平成
21年度実績：９市町45地区100ha）
　なお、これらは環境保全の観点から、事業実施区域・時
期においては、除草剤、殺虫剤の散布は行わず、機械除草
等による管理を行っています。
　また、水田周辺の道路、線路などを管理する機関等に対
しては、７月中下旬までの法面等の除草を依頼しています。

４　おわりに
　コシヒカリBLの普及により、カメムシ類を対象にした
基幹防除が増え、適期防除により薬剤防除の効果が向上し
ていますが、依然としてカメムシ類はイネの重要害虫とな
っています。
　今後も斑点米による格落ちの発生防止に向け、薬剤防除
とあわせて、耕種的防除として機械除草や法面保護植物を
組み合わせた畦畔・周辺雑草地管理等を行い、総合的な対
策を徹底していくことが重要です。

（新潟県農林水産部農産園芸課　　滝澤　卓朗）

イネ墨黒穂病の症状
（左下の籾が黒く透けて見える）（関連記事２頁）



にいがた植防だより 第127号

－ 2 －

図１　出穂期から出穂期５日後までのフェロモントラップ誘殺数と斑点米率の関係
　　 注）[  ]内は実測値．品種はコシヒカリ．データ数は91．平均割れ籾率は2.1％．
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図２　フェロモントラップの設置例

　　　－必要な資材－
フェロモン剤：１個
発生予察用粘着板：２枚
イボ竹：２本
クリップ：４個

植防一口メモ
「イネ墨黒穂病の本田での見分けについて」

　近年、水稲では墨黒穂病による玄米汚損が発生し問題とな
っています。墨黒穂病の防除対策は施肥管理、薬剤防除、収
穫時以降の対策の３点が重要となります。この内、収穫時以降
の対策は、稲が十分に乾燥している条件下での収穫、発生ほ
場と無発生ほ場で収穫・乾燥・調製作業を別に実施、調製時
の肌ずれ防止（籾の水分調整、籾摺り機のロール幅調整等）
等ですが、まずは、ほ場での発生程度を把握することが重要
です。墨黒穂病は本田での症状が分かりにくい病害ですが、
慣れればある程度は見分けることができます。症状は、①籾
表面に黒い墨を流したようになる、②玄米の一部が籾から飛び
出る、③籾は緑色のままで中が黒く透けて見える（１ページの
写真）等があり、出穂期の30日後頃には③の症状が発病籾の
８～９割を占めます。早めに発生状況を把握して、収穫時以降
の的確な対策をとることで、玄米汚損を未然に防ぎましょう。
 （経営普及課　　堀　　武志）

　斑点米カメムシ類は、イネの最重要害虫です。この防除
のため、毎年ほとんどの水田で、１～２回の殺虫剤散布が
行われています。斑点米発生量には明瞭な品種間差があり、
極早生、早生品種で多く、中生のコシヒカリでは安定して
少ない状況です。コシヒカリでは出穂期が遅く栽培面積も
広いため、侵入成虫数が少ないこと、割れ籾が少なくカメ
ムシが籾を加害しにくいことが、斑点米が少ない要因にな
っています。しかし、斑点米の発生が少ないことは経験的
にはわかっていても、これまで斑点米カメムシでは「防除
のめやす」がなかったため、なかなか殺虫剤散布をとりや
めることができませんでした。
　斑点米カメムシでは、適当な発生量調査法がないことが
「防除のめやす」の策定の障害の一つになっていましたが、
アカヒゲホソミドリカスミカメでは、近年フェロモントラ
ップが利用できるようになりました。フェロモントラップ
は、すくい取りに比べて多くの優れた特徴を持つ調査法で
すので、この誘殺数を指標とした「防除のめやす」を策定
しました。
１　フェロモントラップ誘殺数と斑点米率の関係
　出穂期から５
日間の総誘殺数
と斑点米率の間
には図１のよう
な関係があり、
誘殺数が多いほ
ど斑点米率が高
くなります。玄
米検査の１等米

フェロモントラップ誘殺数によるアカヒゲホソミドリカスミカメの防除のめやす

　設置時期・設置場所
　フェロモントラップはイネの出穂期に、畦畔から５m以
上離れ、イネの生育が平均的な場所に設置します。設置の
高さは、粘着板下辺がイネの草冠となるようにします。
３　誘殺数調査と防除対応
　出穂期５日後に粘着板を回収して、付着している成虫数
を数えます。他の昆虫も多く付着していて見分けにくいの
で、野外ではなく、室内で丁寧に調査するようにします。
　誘殺数が20頭以下では防除不要と判断できます。誘殺数
が多く防除が必要な場合、粉剤、液剤では出穂期10日後頃
まで、粒剤では出穂期７日後頃までに散布します。
４　適用条件
　アカヒゲホソミドリカスミカメの「防除のめやす」です
から、他のカメムシが多い場合は利用できません。山間地
より平坦地が主体になると思われますが、具体的な圃場条
件としては、①畦畔の雑草管理が適切に行われている、②
面積が20a以上、③ヒエ類やホタルイの発生がない、など
が挙げられます。
　最後に斑点米カメムシの「防除のめやす」は県内では初
めての事例です。また、フェロモントラップもこれまでほ
とんど利用がなく、設置と調査には若干の慣れが必要です。
しかし、過去５年間で、現地圃場を主体に調査した事例で
は、ほとんどが誘殺数20頭以下でした（図１）ので、調査
により防除を取りやめることができる圃場はかなり多いと
見込まれます。とりあえず、実際にフェロモントラップを
設置してみて、どのくらいの誘殺数になるのか、試してみ
たらどうでしょう？
　この技術は成果情報として農業総合研究所のホームペー
ジ（http：//www.ari.pref.niigata.jp/）でご覧いただけます。
トラップの調査法など詳しいことは当センターにお問い合
わせください。 （作物研究センター　　石本万寿広）

の規格では、斑点米を含む着色粒の混入率は0.1％以下と
されていますので、「防除のめやす」は、斑点米率が0.1％
以下に収まるように、データのばらつきや、多発生データ
が少ないことを考慮し、「誘殺数が20頭以下では防除不要」
としました。
２　フェロモントラップの設置方法
　設置方法
　粘着板２枚を、
粘着面を外側に
して合わせ、垂
直に設置し、フ
ェロモン剤は、
垂直に設置した
粘着板の上辺中
央にクリップ等で留めます。イボ竹とダブルクリップを使
った設置例は図２のとおりですが、立て看板式などでもか
まいません。
（フェロモン剤は7,875円（12個入り）、粘着板は3,360円（12
枚入り）で、日本植物防疫協会から購入できます）

－コシヒカリを対象として－
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図１ イチゴうどんこ病の病徴

図２ 新潟県におけるイチゴうどんこ病の発病葉率
※病害虫防除所調べ
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図３　イチゴうどんこ病果の発生事例(H15〜16)
※低温暗黒処理による11月出荷作型，品種：越後姫，栽培面積10a
  県内事例，筆者調べ
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「美味しい果物で健康づくりを」
　子供の頃は街中の一般家庭の住宅の庭先には、いちじく、
りんご、かき、日本なしなど様々な果物の木が植えられて
いました。特に栽培管理もしてないのに時期になるとそれ
なりに実がなり、近所の仲間と時々、失敬しては家主によ
く怒鳴られもしました。
　その場で実を服で拭ったくらいにして皮ごと丸かじりす
るなどしてビタミンCを補給していました。今日、流通し
ている果物ほど美味くは無かったはずですが、当時はうま
いと思いました。
　果樹産業を取りまく状況が厳しいなか、各分野の専門家
で構成する「果物のある食生活推進全国協議会」が「毎日
くだもの200グラム運動」を推進しています。果物摂取は
健康維持のためにも奨励すべき食習慣であるとして、毎日、
果物200グラム摂取することを奨めています。これから新
潟県産果物が盛んに出回り始めます。ビタミンや食物繊維、
その他機能性成分が豊富で美味しい県産果物を大いに食べ
て暑い夏を乗り切りましょう。「果物は肥満や糖尿病の原
因」というのは誤解であるとはっきり、研究者は言ってい
ます。 （新潟県果樹振興協会事務局　川口　芳雄）

　新潟県のイチゴ栽培は、宝交早生の半促成栽培から、平
成８年に育成された「越後姫」の促成栽培へと大きく変化
してきた。越後姫は育成系統「はやせ」（ベルルージュ×
女峰）と「とよのか」を交配親として育成されており、イ
チゴうどんこ病の発生はそれまで主力の宝交早生より多い。
また、促成栽培では開花期間が長く、防除実施が難しくな
っていることもイチゴうどんこ病の発生を助長している一
因と考えられる。
　イチゴうどんこ病は、子のう菌
門ウドンコカビ目ウドンコカビ科
Sphaerotheca属の病害で、生きた
植物にのみ寄生する絶対寄生菌で
ある。宿主範囲は「イチゴ」と「エ
ゾヘビイチゴ」等であり、エゾヘ
ビイチゴは県内に自生していない
ことから、発病は親株及び周辺で
栽培されているイチゴから感染し
ていると考えられる。病徴は、白い粉状の菌叢として標徴
が見られ、発病部位は葉、葉柄、果実、果梗、花弁、ガク
など、地上部すべてに及ぶ。病葉は葉縁が巻き上がってス
プーン状になり、その後病葉が成熟すると菌叢は消え、赤
褐色の不整形病斑となる（図１）。盛夏期は標徴が消え、
赤褐色病斑のみの状態となる。罹病性には品種間差があり、
レース１を用いた試験では強い順に「宝交早生」「あかね
っ娘」「章姫」「アスカウエイブ」「とよのか」となっている。
越後姫はとよのかと同程度の発病が見られる。発病適温は
18～22.5℃で、30℃以上では感染せず、35℃以上では菌叢
の再生が不能である。反対に低温に対しては強く、０℃に
なってもすぐに死滅することはない。湿度は高いほど発病
しやすいが、湿度18％の乾燥条件でも発病できる。新潟県
におけるイチゴうどんこ病の防除方法は、夏季の高温時に
摘葉することや換気による湿度の低下、周辺にあるイチゴ
の除去などの耕種的な防除と、薬剤による化学的防除の組
み合わせを中心として行っている。化学的防除については、
本県においてもストロビルリン系薬剤で感受性低下が見ら
れている。そのため、薬剤のローテーションを行う上で注
意が必要である。
　県内のうどんこ病の発
生は、２月後半から４月
後半までは発病葉率が減
少しているが、５月に入
ってから発病葉率が増加
している（図２、病害虫防除所調べ）。これは、３月にな
ると天候の回復によるハウス内の湿度低下、ミツバチの活
動が活発になり奇形果の心配が減ることから薬剤による防
除が行いやすくなること、１番収穫後の古葉整理により減
少し、５月以降はうどんこ病の発病に適した温度となる事

新潟県におけるイチゴうどんこ病の発生の特徴について
や田植えなどとの作業競
合により防除が難しくな
っているためと考えられ
る。イチゴうどんこ病果
の発生事例では、１番で
は発病が見られず、２番
と３番ではわずかに発病が見られる程度であるが、４番で
は約半分が発病している（図３、筆者調べ）。現在、県内
のイチゴ栽培農家のほとんどは５月で出荷を終了している
状況である。これは、販売単価の低下、他の農作業との競
合、ハダニ類やアザミウマ類の被害という要因もあるが、
多くはうどんこ病の防除が困難であるためと考えられる。
現在イチゴ作付け面積の半分以上は高設栽培であり、イチ
ゴ専用の施設であることから、収益向上のためには４番を
収穫できるまでうどんこ病の発病を抑えることが重要であ
る。一方、他の農家では、育苗期にうどんこ病罹病葉を除
去することにより収穫終了まで発病を認められない事例も
ある。発病程度が一定以上になると、防除が不可能になる
ことから、育苗期から発病のない状態を維持することが大
切である。
　越後姫の前進作型の増加に伴って、育苗期の発病抑制が
難しくなっている。化学的防除についても作期の長いイチ
ゴにとってローテーションできる登録農薬数が十分でない。
現在様々な研究機関で温湯の散布や浸漬による防除や、紫
外光照射による防除等、物理的防除の研究が進められてい
る。園芸研究センターでも耕種・物理・化学的防除を組み
合わせて総合的に発病を抑制できる技術開発を目指し研究
を進めていきたい。 （園芸研究センター　　佐藤　秀明）
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図１　マイマイガ幼虫の寄生密度とかきへの食害程度の関係
（平成21年度：佐渡農業普及センター・病害虫防除所）

図２　マイマイガ幼虫のかき樹における寄生密度の年次別推移
（病害虫防除所：佐渡地域の県調査ほ場３地点平均）

１　発生状況
　平成20～22年に、マイマイガ（別名ブランコケムシ）が、
佐渡地域の雑木林や樹園地などで多発生しました。特に平
成21年は、山林で多発生した幼虫が隣接するかき園や畑地、
水田に侵入し、一部で被害が出ました。多発生対応の事例
としてかきなどでの経過を報告します。

２　マイマイガの生態
　卵（卵塊）で越冬し、年１回発生します。前年夏に樹幹
や家屋の外壁などに生み付けられた卵から４月下旬頃に幼
虫がふ化します。
　ふ化幼虫は、黒褐色の毛虫で、糸を吐いて風に乗るなど
によって移動し、餌植物に到達します。多種類の植物を食
害しますが、サクラ・フジ・ケヤキ等の落葉広葉樹を好み
ます。幼虫は成長につれ、背面に黄色・橙色の斑紋や青色・
赤色の瘤が目立つようになり、歩行や糸で下垂するなどし
て（ブランコケムシの由来）、移動・分散します。
　６月下旬～７月上旬に蛹に達し、７月中旬～８月上旬に
羽化します。多発生時には、夜、街灯に成虫が多数飛来す
る姿がみられます。夏に発生した成虫は、交尾後間もなく
産卵し、卵はそのまま越冬します。

３　多発生時に問題となった作物
⑴ 　かき：ふ化期に周辺の山林・雑木林から風に乗って移
動・分散するのが一般的ですが、多発生時には中齢幼虫
期以降に周囲の雑木が食い尽くされて歩行侵入する場合
があります。平成21年は、５月防除の遅れや、二次的な

マイマイガの多発生事例

侵入により一部の園で被害が発生しました。５月中の幼
虫密度がかき１新梢当たり0.8頭程度までなら、食害葉
面積率は14％以下で、特に大きな被害は認められません
でしたが、食害葉面積率が28％にまで達すると生理落果
率が50％を超え、残った果実の肥大も劣りました（図１：
佐渡普及センター調査）。二次侵入による加害が顕著な
園でしたが、被害事例として参考になります。通常は、
６月上旬の開花直前の殺虫剤散布によって、幼虫密度は
激減し、葉の食害もほとんどなくなります。
⑵ 　イネ：平成21年には、山林に隣接した谷筋の一部水田
で幼虫の侵入・加害が見られました。山林で多発生した
幼虫が餌を求めて水田に侵入したり、水路に流されて水
口から流れ込んだものです。イネで本種の登録農薬はな
いので耕種的な対策を講じます。草刈りが幼虫を水田内
に追い込むこともあるので、畦畔・農道に幼虫が多い場
合には、蛹となる７月上旬ごろまで草刈りの延期を検討
します。また、水口からの流入に対しては、仕切網など
を設置し、流れ着いた幼虫を集めて処分する措置が考え
られます。

４　おわりに
　本種は突発的な多発生をする虫として知られています。
増加の要因はよく分かっていませんが、２～３年経つと病
気の蔓延で減少すると言われています。佐渡地域では、平
成22年の５月上旬のかき園内の幼虫は前年並の高密度でし
た。しかし、その後急激に密度は減少し、実質的な被害は
認められませんでした（図２）。多発生園での５月中旬防
除は有効でしたが、６月以降、周辺の山林でも目立った発
生が見られない状況です。春先の低温等の影響が考えられ
ますが詳しい要因は不明です。今後、広域的多発生の対応
として、街灯へのガの多飛来や春先の幼虫発生などの兆候
を早めに捉えて発生実態を把握し、関係者と情報共有する
ことが重要と感じています。
 （新潟県病害虫防除所　　永瀬　　　淳）
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病害虫地域予察強化事業実施計画と
水稲病害虫防除実施計画について

　平成22年度の病害虫地域予察強化事業の計画と水稲病
害虫防除実施計画がまとまりましたので、概要をお知らせ
します。

１　病害虫地域予察強化事業実施計画　［表１］
　平成22年度の実施計画では、調査員は1146人で１市町村
（地区）平均18.5人となっています。そのうち農家調査員
は413人と全調査員の36％を占めています。調査地点数は
2712地点、概ね46㌶に１地点（昨年実績45㌶）の割合で調
査地点の設置が計画されています。また、１地区当たりの
平均調査予定回数は6.3回（昨年実績6.1回）となっています。
　病害虫地域予察強化事業は、本県で実施する水稲病害虫
発生実態調査において、「地域の発生実態を把握して地域
の防除に活かす」ことを目的としています。また、病害虫
発生予察調査は、農家の理解と関係機関の指導・協力を得
て、県下全域で定着しているとともに、防除事業に欠かせ
ない調査となっています。
　平成元年では、調査員が1816人、調査地点数は6620地点
で21㌶に１地点の調査を実施していましたが、それをピー
クとして、以降年々調査員、調査地点数とも減少していま
す。
　近年、調査員の確保が難しい環境にありますが、増加傾
向にある農家調査員の参画は、知識・技術の向上に加え、
地元の最新情報を地域へ持ち帰るといったメリットがあり
ます。また、防除回数１回が概ね定着してきているため、
病害虫が突発的に発生する可能性が高くなっています。緊
急防除の対応のためにも、農家自身が予察調査に参画し、
地域における病害虫の発生状況を承知することが重要です。

２　水稲病害虫防除実施計画　［表２］
　平成22年度に計画された共同防除の延防除面積は６万
2835㌶（前年比4893㌶増）となりました。
　増加傾向で推移している無人ヘリコプターによる防除面
積は、延防除面積が５万8735㌶（前年比3814㌶増）で、共
同防除全体に占める割合は93％で、21年度と同様に無人ヘ
リコプター防除が大半を占めることとなりました。
　ドリフト問題等から、ダスター等の粉剤での防除方法か
ら無人ヘリコプター防除に移行してきていることが主な要
因として挙げられます。
　去る６月23日には、県下の防除関係者を一堂に会し、平
成22年度無人ヘリコプター防除安全対策会議が開催されま
した。無人ヘリコプターによる病害虫防除事業を的確に実
施し、事故防止を図るため安全対策の徹底について協議さ
れました。
今後、重大な事故が発生した場合、無人ヘリコプター防除
が実施できなくなる事態も推測されます。
　22年度は無事故で防除が終了できるよう、関係機関・団
体が一体となり安全対策への取り組みをお願いします。

３　今後に向けて
　近年、周辺環境等に一層配慮した安全・安心な防除が求
められています。防除の実施にあたっては、地域住民の理
解と協力を得るとともに、予察調査に基づいた的確な薬剤
を必要最小限で、適期に散布する防除への取り組みをお願
いします。

 （NOSAI新潟　行田　昌喜）

表１　平成22年度水稲病害虫地域予察強化事業実施計画
病害虫地域予察調査員の設置状況（実） 調　査　概　要 １地点

当　り
面　積項　　目 市町村 JA NOSAI 農業者 普及指導

センター その他 計 平均
回数

調　査
地点数

延地
点数

延調査
員　数

左の内
農業者

人 人 人 人 人 人 人 回 点 点 人 人 ha

県 計 126 295 217 413 69 26 1,146 6.3 2,712 16,951 6,636 2,144 46
市町村等平均 2.0 4.8 3.5 6.7 1.1 0.4 18.5 － － 273.4 107 34.6 －
前 年 実 績 137 310 215 378 81 30 1,151 6.1 2,672 16,197 5,711 1,569 45
前年実績対比 △11 △15 ２ 35 △12 △４ △５ 0.2 40 754 925 575 １

表２　平成22年度水稲病害虫防除実施計画

項　目 無人ヘリ スプレー ダスター 背負動散 合　計
ha ha ha ha ha

県　 計
49,764 491 1,157 1,787 53,199
58,735 616 1,247 2,237 62,835

前年度
実 績

48,441 439 1,580 921 51,381
54,921 486 1,586 949 57,942

増　 減
1,323 52 △423 866 1,818
3,814 130 △339 1,288 4,893

注）上段　実防除面積　　下段　延防除面積
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編　集　後　記

　無人ヘリコプターによる防除が後半に入ります。厳
しい暑さの中で緊張の連続する作業ですが、農産物の
高品質・安定生産のため重要な防除です。事故には十
分留意した運航を願っています。
６月末までの主な会議の紹介
・４月19日　農薬実証圃設計打合せ
  …………………………56剤86カ所で実証
・５月12日　県産業用無人へり推進協議会総会
  ………………………事故ゼロ運動を展開
・５月17日　植物防疫協会幹事会
  …………………総会に先立ち議案の審議
・５月24日　植物防疫協会総会
  ……21年度決算、役員改選、幹事の選任
・６月２日　植防だより編集員会
  ………22年度発行内容検討、年３回発行
・６月24日　農薬委託試験事業運営会議
  …………………… 173件受託試験を予定
・６月23日　無人ヘリ防除安全対策会議
  ……………… 県、NOSAI新潟との共催

（事務局）

平成22年度における植物防疫協会の事業概要紹介
　第55回通常総会において、22年度の事業計画及び収支予
算が決定されましたので、遅れて恐縮ですがその概要をご
紹介します。

事業実施方針
　消費者の安全・安心指向の高まりの中、今後とも病害虫
防除における効果的かつ適正な農薬使用の徹底による農産
物生産が求められています。
　当協会では、このような情勢に対応し、環境負荷低減を
目指しながら、農薬の安全使用等について県、関係団体と
密接に連携し、以下の諸事業に取組み県農業の発展に寄与
することとしています。

１　農薬実証ほ設置事業
　新たに登録された農薬を中心に、地域における適応性と
その効果を実証し、得られた成績は、毎年度県が作成する
病害虫雑草防除指針の作成上の参考にします。
　本事業は、県内各地の農業普及指導センターと県農業大
学校の協力を得て実証していますが、本年度は56剤を86カ
所で取り組みを進めているところです。
２　農薬委託試験事業
　本県の立地条件に適合した農薬の開発に資するための事
業で、病害虫防除の農薬を中心とした日本植物防疫協会や
除草剤中心の日本植物調節剤研究協会、無人ヘリ防除薬剤
が主な農林水産航空協会等から農薬登録に向けた効果・薬
害・作物残留などの試験を受託し、研究機関と当協会とが
合計して170件ほどの試験を実施しています。
３　損害防止活動支援事業
　コシヒカリBLの導入や環境保全型農業の推進などを背
景に、地域における防除体制強化が求められています。
　このため、平成18年度に立ち上げた、地域における損害
防止活動を支援する緊急防除等事業を継続します。
　既に配備済みの13機の無人ヘリの効率的な活用や農薬飛
散事故対応のための簡易分析機器の配備継続・操作演習を
内容としています。
４　防除組織の強化及び農薬安全対策に関する事業
・地域防除組織の強化を図るため、県内６地域の防除協議
会の活動費の助成を行うとともに、地域課題解決のための
調査費を交付します。
・植物防疫事業推進上の重要課題などに対処するための最
新情報の提供と研修会を開催します。
・機関紙「にいがた植防だより」を年３回発行するととも
に、会員に予察情報などのを迅速に提供します。
　昨年度までに比べ年１回少なくなりますが、タイムリー
な情報提供に努めていきたいと考えています。
５　植防関係資料の配付及び情報発信に関する事業
　農作物病害虫雑草防除指針、「原色図鑑　新潟県の農作
物病害虫」（３巻）の配布、頒布による病害虫知識の普及
を図るとともに県植防協会HP充実を図ります。

原色図鑑　新潟県の農作物病
害虫　－見分け方・防ぎ方－
新潟県で発生する農作物の主
な病害虫について「見分け方」、
「被害と発生予察」、「防除の
ポイント」が手早くわかる。

【Ⅰ】稲・麦類・大豆編＜改訂版＞ 2,600円（内税）
【Ⅱ】果樹・花卉・緑化木編 2,700円（内税）
【Ⅲ】野菜編＜改訂増補版＞ 2,700円（内税）

 ※全て送料別途　　県植物防疫協会のHPでも紹介
６　農薬管理指導士の養成と資質向上研修
　県からの委託事業として、農薬管理指導士の養成、資質
向上研修会を実施します。
７　県産業用無人ヘリコプター防除協議会
　事務局を担当し、組織強化、安全対策の推進、防除計画
並びに実績検討、飛行競技会等に取り組みます。
　県の飛行技術競技会は10月13日（水）県農業大学校で開
催の予定です。
　県無人ヘリ安全対策会議の様子（22.6.23　新潟市内）

　 県、NOSAI新 潟、
県植防の３者共催に
よる会議。80名の参
加で事故ゼロを目標
とした安全対策の取
組みを再確認しまし
た。
 （県植防事務局）


