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平成20農薬年度
水稲農薬出荷実績

する一方、箱処理
剤は49,556haで前
年比102.0%と増加
傾向にあります。
　また、本田防除
剤の剤型別の構成
割合を比較すると、
液剤（無人ヘリコ
プター散布剤含
む）は64.9％（前
年比102％）で前
年より増加し、本
田 粒 剤 は14.9 ％
（前年比100％）
で横ばい、粉剤は
20.2％（前年比94
％）で減少しまし
た。

３　今後の
　　　防除の動向
　ポジティブリス
ト制度の施行から
２年経過し、粉剤
から粒剤など飛散

しにくい剤型へ移行が進み、また航空防除の廃止や本田防
除の減少にともない、その省力性から箱処理剤が年々増加
しています。また、比較的安価な液剤の需要が増える傾向
にあります。
　コシヒカリBL導入やポジティブリスト制度の施行、航
空防除の廃止、減農薬栽培の増加など、県内の病害虫防除
をめぐる情勢は大きく変化しています。
　防除が減少しているからこそ、１つ１つの防除が重要で
あり、周囲と連携して的確に行っていくことが必要である
と思われます。

 （全農新潟県本部　肥料農薬総合課　伊藤あき子）

　平成20農薬年度（H.19.10～H.20.9）の本会の出荷実績を
もとに防除面積を算出しました。
　箱処理剤も含めた水稲の延べ防除面積は189,000haであ
り、16年度を100％とすると、17年度69.6%、18年度63.2％、
19年度63.4％、20年度60.4％となりました。16年のコシヒ
カリBL導入前と比較すると、延べ防除面積は2/3弱に減少
し、18年以降ほぼ横ばいで推移しています。

１　用途別の出荷実績
　①　いもち病薬剤の推移
　本年度のいもち病防除面積は50,400ha、16年度を100％
とすると、17年度40.3％、18年度30.1％、19年度28.9％、20
年度26.9％となりました。コシヒカリBL全県一斉導入４年
目となり、防除面積は導入前の16年と比べ1/3以下に減少
しており、17年以降も年々減少傾向にあります。
　薬剤別では、「カスラブ剤」、「ブラシン剤」、「オリゼメ
ート剤」が全体の80％を占め、昨年同様いもち防除剤の主
力となっています。
　また本年より本格的に販売を開始した「嵐剤」は、減農
薬栽培が増加している中、１成分でいもち病と紋枯病に効
果があるため、徐々に実績が増えていくと思われます。
　②　紋枯病薬剤の推移
　本年度の紋枯病防除面積は28,500haで16年度を100％と
すると、17年度48.6％、18年度58.3％、19年度55.3％、20
年度58.3％となり、16年と比較すると2/3弱に減少してい
ます。薬剤別では、「バリダシン剤」が全体の60％を占め
ています。
　③　本田害虫防除剤の推移
　本年度の害虫防除面積は150,000haで、16年度を100%と
すると、17年度80.6%、18年度70.5％、19年度69.3％、20年
度66.5％となり、16年と比較し2/3に減少し、年々減少す
る傾向にあります。
　薬剤別では、斑点米カメムシ類に高い効果を示す「スタ
ークル剤」が半分以上を占めており、防除体制にあった剤
型が各地域で使用されています。

２　剤型別の出荷実績
　本田における防除面積を剤型別に比較すると、液剤（無
人ヘリコプター散布剤含む）は90,606haで前年比94.9％、
粉剤は28,248haで前年比87.5％、粒剤は20,784haで前年比
93.2％に減少しました。
　全体では前年比93.0％となり、本田での防除面積が減少
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植防一口メモ
すいか炭そ病の対策について

　新潟農業普及指導センター管内のＪＡ新潟みらいすいか
部会では、平成19年に市場出荷した果実に炭そ病が多発し
たことを受け、平成20年は、病害を発生させないため多く
の対策に取り組みました。まず、炭そ病が発生しにくく省
力的な改良整枝栽培を推進し、また部会員全員から高品質
生産に向けた栽培協定を締結してもらいました。
　次に、多発生ほ場と少発生ほ場の薬剤防除を分析し、薬
剤防除暦を作成・配布しました。そして、収穫１週間前に
は、部会役員を中心に、200筆のほ場を検査し、ほ場で炭
そ病の発生がみられた場合は、果実をビニール袋に保管し
て病斑が後から発生しないか確認しました。
　その結果、炭そ病のほ場での発生は数か所程度にとどま
り、市場からのクレームもありませんでした。今後も天候
に左右されることなく高品質すいかを継続出荷し、信頼さ
れる産地として定着できるよう支援していきます。
 （新潟農業普及指導センター　江口喜久子）

西洋なしに発生した新病害
「セイヨウナシ褐色斑点病（仮称）」

について
１　はじめに
　平成17年に新潟市の西洋なし園（品種‘ル　レクチエ’）
で、５月頃から葉に褐色不整形の小斑点が発生し、病勢が
著しい場合に早期落葉を伴う障害が発生しました。発生当
初は、葉の症状がセイヨウナシ黒斑病（以下：黒斑病）の
症状に酷似することから黒斑病の早期発病と考えられてい
ました。一方、枝にナシ黒斑病の枝病斑に似た病斑を形成
するなど黒斑病と異なる点も見られたことから、その病原
菌を特定したところ、国内の西洋なしでは未報告の新病害
セイヨウナシ褐色斑点病（仮称）であることが判明。
　このことを受けて新潟県では、防除対策会議を招集する
とともに７月10日経営普及課・専技情報2008（果樹病害№
１）及び７月30日に平成20年度病害虫発生予察情報・特殊
報第１号「セイヨウナシ褐色斑点病（仮称）の初発生」と
して報告、ここでは、報告の概略と研究の取り組みを紹介
します。
２　発生経過
　本病は、平成17年に新潟市で初めて確認されましたが、
同様の障害の発生は平成８年頃からすでに新潟市の一部園
地で確認されていることから、本病の初発生はそれよりも
早いと考えられます。現在、県内では、西洋なしの主要栽
培産地である新潟市、三条市、加茂市等で発生が確認され
ていますが、他県からの発生の報告はありません。
３　病徴および病原菌
　本病は、葉に褐色不整形の小斑点を生じ、病勢が著しい
場合、病斑は融合拡大して落葉を伴います。また、果実表
面に円形黒点、枝に円形～楕円形の褐色～濃褐色病斑を生
じ（写真）、葉、果実及び枝等の被害組織からは黒斑病菌
（Alternaria altanata）とは異なる糸状菌が高率に分離さ
れます。同分離菌は、分生子の形態等からステムフィリウ
ム属菌（Stemphylium sp.）であることが明らかになりま
した。当該分離菌を用いて葉に噴霧接種したところ、同一
症状が再現され、さらに再現部位から当該分離菌が再分離
されることから本病原菌による病害であることが判明しま
した。
４　本病の特徴
　本病の発生は、５月頃から果叢葉、新梢葉および果実で
見られます。なお、本病の伝染方法等については現在調査

中ですが、罹病枝の病斑や罹病落葉が越冬伝染源となり、
翌春の胞子飛散により感染・発病し、生育期では、葉の病
斑部から二次伝染を繰り返すと考えられます。また、本病
の発生園では黒斑病を併発する園が多く見られることから、
本病と黒斑病は類似した栽培環境で発生しやすいと考えら
れます。
５　防除対策
　⑴ 　病斑のある枝は剪定時に切除して適切に処分し、二

次伝染源の除去に努める。
　⑵ 　落葉は越冬病原菌の密度を下げるために、園外に持

ち出して適切に処分する。（＊持ち出しが不可能な場
合は、落葉を土壌に鋤込む。）

　⑶ 　なお本病に対する登録農薬はない。さらに枝葉の密
度を適度な状態に保って園内の風通しを改善し、本病
を含め、病害の発生しにくい環境を整備するよう努め
る。

６　最後に
　現在、園芸研究センターでは、本病の伝染環の解明等の
生態研究、本病防除に有効な薬剤の選抜試験及び農産園芸
課、経営普及課（普及指導センター、専門技術員）、病害
虫防除所等の関係機関と連携した本病の発生実態調査を実
施しています。さらに、次年度以降は、現地ほ場における
薬剤の効果試験を予定しています。本病の防除技術開発の
ためには、関係機関および西洋なし生産者各位の協力が必
要不可欠ですので、関係各位の御協力をお願いします。
 （園芸研究センター環境科　棚橋　恵）

褐色斑点病葉の症状

褐色斑点病枝の症状

褐色斑点病の果実症状
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み ち く さ

図１　本田におけるばか苗
病徒長苗

図２　枯死株で形成され
た胞子

図３　新潟県のばか苗病発生箱数

表１　温湯消毒のばか苗病防除効果

ブドウの話
　ブドウの栽培の歴史は古く、紀元前から広く栽培され日
本では、鎌倉時代の初期に甲斐の国（今の山梨県）で、甲
州種が発見されて栽培が始まったといわれています。
　新潟県果樹振興協会では毎年、品種検討会、せん定研修
会、現地研修会を行い、本年は、「消費の多様化に対応し
たブドウ作り」をテーマに、シャインマスカットの特性及
び結実管理、及び種無し巨峰の結実管理等、広域的に現地
視察を実施しました。
　全国及び新潟県でのブドウの栽培面積は年々減少してき
ていますが、種無し巨峰、そして緑白色系の品種シャイン
マスカット、ロザリオビャンコは増加してきています。
　従来のブドウは、皮を剥くか、食したときに皮を出す習
慣がありました。消費者からは、皮を剥くのが面倒、手が
汚れる、種があって食べにくい、子供が食べる時に服を汚
すなど、マイナスイメージが多くありました。
　食べやすい、子供にも安心して与えられる種無しブドウ
や、適度に甘味があれば、サッパリとした食感で良いと言
う声が聞かれるようになってきています。
　今回の品種検討会では、消費者に求められているブドウ
は、粒張りが良く、種が無い、そして、おうとうや、プル
ーンと同じように皮ごと食べられるブドウに期待されてい
るとのことなどが熱心に話し合われました。
 （新潟県果樹振興協会　清野　福男）

１　ばか苗病とは
　 ば か 苗 病 は、Gibberella 
fujikuroiにより起こる病害で、
育苗期から本田期にかけて発生
する。種子伝染性の病害で、罹
病もみを播種すると発芽直後か
ら発病し、重症の苗は立枯れす
る。軽症のものは葉鞘が健全苗
の２倍前後に伸び、葉身が細く
全体が黄化した徒長苗となる。
本田でも徒長して、葉は横に開
いて黄化し、上位節から不定根
が出る（図１）。分げつが少な
くなり、発病した茎は穂ばらみ
期頃に枯死する。軽症のものは
出穂するものもあるが、不稔粒
が大部分である。枯死株の葉鞘
には白色～淡紅色紛状の胞子を
形成し（図２）、この胞子が飛散して開花中のもみに感染
する。自然感染もみは縫合線に沿って胞子を生じることも
あるが、一般に特別な病徴は現れない。出穂期の高温によ
り、菌の活動の好適条件になることや、ツマグロヨコバイ
の発生が多い年にはこの虫が胞子の運搬者となり、感染も
みが増加する。また、催芽中にも罹病もみから感染するほ
か、播種密度の高い育苗箱内でも感染して多発生しやすい。

２　新潟県における発生状況
　新潟県におけるばか苗病の発生は、1980年代前半に増加
が見られ、1985年に約77万箱でピークに達した。当時はア
キヒカリ、新潟早生が全体の2割強の面積で栽培されており、
これら品種を中心に多発生した。しかし、1986年以降これ
ら品種の作付け減少とともに、ばか苗病の発生も著しく減
少している。また、1990年には種子消毒剤のベノミルで耐
性菌が確認されているが、DMI剤の普及により大きな問
題とはならず、ばか苗病の発生は低位安定するようになっ
た。
　しかし、この３年間でばか苗病の発生が増加傾向となっ
ている（図３）。新潟県では特別栽培農産物の栽培が増え
ており、この認証を受けるためには化学農薬を５割削減し
た栽培が求められる。そのため、温湯消毒や生物農薬等、
化学農薬に比べ防除効果の低い方法で種子消毒しているこ
とが関与しているものと考えられる。また、ほ場において
も殺菌剤の散布回数が減ってきており、種もみの保菌に及
ぼす影響があるのではないかと考えられる。他県でも同様

１　ばか苗病とは

新潟県におけるばか苗病の
発生について

の傾向が見られており、今後注意が必要である。

３　ばか苗病の防除
　ばか苗病は種子伝染するので、無病の種子もみを使用す
る。採種ほでは500m以内に発病株が無いように管理する
とともに適切な防除を行っていることから、これを用いる
のが良い。また、重症なもみは塩水選で除去できる。塩水
の比重はうるち種1.13、もち種1.08で、種子消毒前に行う。
種子消毒は、化学農薬のDMI剤の効果が高い。また、処
理方法では湿粉衣、種子塗沫及び高濃度浸漬は低濃度浸漬
に比べ効果が安定して高い。温湯消毒については、現在主
に行われている60℃10分間の処理では、種子消毒剤と比べ
効果が劣っている（表１）。処理時間を延ばすことにより
防除効果が向上するが、不発芽により苗立ちが悪くなるの

が課題である。温湯消毒を行うのは化学農薬の使用を減ら
した栽培が多いことから、生物農薬を併用することで対応
できないか検討中である。

４　今後の課題
　近年増加傾向のばか苗病が、今後さらに広がりを見せる
ことが懸念される。現在ばか苗病の種子保菌抑制技術は確
立されていないことから、健全種子の生産にあたり、防除
技術の開発が必要である。また、化学農薬の使用を減らし
た中での種子消毒技術の開発が必要である。
 （作物研究センター栽培科　佐藤　秀明）
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農薬販売店への立入検査について
はじめに

　病害虫防除所では、農薬販売店に対し農薬取締法に基づ

く立入検査や適正販売に向けた研修会を実施しています。

ここでは、平成19年度に実施した立入検査の結果と平成20

年度の立入検査計画についてお知らせします。

１　平成19年度の立入検査結果

⑶　無登録農薬等の販売

・無登録農薬や販売禁止農薬の取扱いはありませんでした。

⑷　その他の取扱農薬と保管管理について

　・ 取扱農薬の中では有効期限切れ農薬の取扱いが全体の

５％とH18年度よりやや増加しました。

　・ 保管管理では、帳簿の記載が適正であったものの在庫

数と不一致であった例や、農薬以外の物品と混在した

陳列や保管の事例がありました。

※ 定期的に保管状況を確認し、紛失や盗難のないことを確

認してください。また、保管・陳列中の農薬の最終有効

年月日、農薬登録失効状況を確認し、期限が切れた農薬

や登録失効農薬については適正に処分してください。

⑸　表示について

　・ H18年度に見られた農薬登録内容の確認不足によるポ

ップ表示ラベルの不適正表示は、H19年度においては

ありませんでした。

⑹　その他

　・ 農薬に該当しない除草剤において、農薬と区分されて

いない等の事例がH18年度並に見られました。

※ 農薬取締法第10条の３により、「農薬に該当しない除草

剤」については、農薬との陳列を区分し、ポップ等によ

り植物などの栽培・管理には使用できない旨を表示する

必要があります。

２　平成20年度の立入検査計画

・ 県内の農薬販売店のうち180店舗程度を対象に、11月下

旬～３月上旬頃に帳簿記載や取扱農薬を中心に検査を実

施する予定です。

おわりに

　県では、農薬に関して高度の知識を有する者を「新潟県

農薬管理指導士」として認定する試験制度を設けています。

農薬販売者や販売店の担当者もこうした制度を活用するな

ど農薬に関する関係法令・知識の習得に努めてください。

 （新潟県病害虫防除所）

表　農薬販売店の立入検査での違反・指導内容と内訳
検査総数に占める違反・指導件数の割合（％）

年次 届け出
帳　簿
記　載

無登録
農薬等

その他
取　扱
農　薬

保　管
管　理

表 示 その他

Ｈ19 4.1 26.4 0.0 5.0 5.5 0.0 0.9
Ｈ20 4.2 22.7 0.0 2.8 1.9 3.2 0.9

⑴　届け出について

　・ 立入検査を実施した販売店のうち、届け出に関する違

反（変更届出の遅れなど）は、検査を行った件数の

4.1％でH18年度並でした。

※ 農薬取締法第８条により、農薬販売者の開始届出はその

開始の日まで、変更届出は変更を生じた日から２週間以

内に行う必要があります。変更届出が必要な事項は、農

薬販売者の住所・氏名（法人は、名称・代表者名）、販

売所の所在地や名称の変更です。

⑵　帳簿記載について

　・ 農薬販売管理帳簿類を備え付けていない。または、不

適切な記載などでの違反がH18年度よりやや増加し、

全体の26.4％と違反の中で最も多くありました。不適

切な事例としては、帳簿は備えつけられているものの

日々の記帳に「漏れ」があり、実際の在庫数量と一致

しない例や定期的に在庫数のみをチェックしていた例

がありました。また、スプレー缶タイプの農薬が農薬

であるという認識がされていなかったため、帳簿への

記載がされていなかった事例が数例ありました。国の

登録を受けた農薬には必ず「農林水産省の登録番号」

がラベルや袋に記載されていますので、確認してくだ

さい。

※ 農薬取締法第10条により、帳簿を備え付け、農薬の種類

毎に譲受・譲渡数量を適正に記載し、３年間保存するこ

とになっています（毒物・劇物は５年間保存）。
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水稲本田防除におけるドリフト対策
新たな「微粒剤Ｆ」の登場と今後の動向について

はじめに
　「食の安全安心」への関心が高まるなか、中国産食品か
ら農薬や毒性を持った物質が検出される事例が相次ぎ、食
品に対する不安が増大しています。
　日本では、平成18年５月に「ポジティブリスト制度」が
施行され、残留する可能性のある農薬等については食品す
べてに残留基準値を設定し、その値を超える食品の流通は
原則禁止となっています。
　農薬の使用場面においては、特に「ドリフト(飛散)によ
る周辺作物への影響」が懸念され、使用者に対する農薬の
適正使用は勿論のこと、ドリフト防止対策の周知徹底に重
点を置いた指導がなされてきました。
　その結果として、①散布技術の改良（ドリフト低減ノズ
ルの開発や遮蔽ネットの利用）や、②防除薬剤の製剤変更
（粒剤への切替え）が進むなど、平成20年９月現在でドリ
フトに起因する残留基準値の超過事例は１件も発生してい
ません。

水稲用農薬「サジェスト微粒剤Ｆ」の登録
　既知のとおり、現地の状況に適した様々な対策がとられ
てきた一方で、ドリフト低減に向けた農薬製剤の開発・試
験が平行して行われてきました。
　特に、水稲の本田防除に使用されるＤＬ粉剤は、散布労
力や豊富な製品数（混合剤）、コスト面に優れ広く使用さ
れていますが、以前から「視覚的に認識できるドリフト」
により、農薬散布者や隣接圃場の作物、さらには周辺環境
への影響が問題視されてきました。
　このような中、ＤＬ粉剤の特性を失わずにドリフトを低
減する「サジェスト微粒剤Ｆ」が、本年の６月、新たな農
薬として登録を取得しましたのでご紹介します。
※ 実際の販売は平成22農薬年度を予定。（来年度は、展示
試験等で特性を把握する。）

１　適用内容

作物名
適　　用
病害虫名

使用量 使用時期
本剤の
使用回数

使　用
方　法

稲

いもち病
紋 枯 病
ウンカ類
ツマグロヨコバイ
カメムシ類

3～4kg/10a
収穫21日
前まで

３回
以内

散布

２　有効成分：ジノテフラン　0.35％、トリシクラゾール
　0.5％、ペンシクロン　1.5％

３　特　徴
　⑴ 　ＤＬ粉剤より粒径が遥かに大きいため、ドリフトが

格段に少ない。【図１、２】

　⑵ 　背負動力散布機によるホース散布が可能。（⇒微粒
剤Ｆ専用ホースを使用）

　⑶ 　ＤＬ粉剤からの切替え時に、大幅なコスト上昇を伴
わない。

　　　（ ⇒新たな設備投資など不要、薬剤コストは粒剤と
比較して安価）

４　今後の動向
　⑴ 　水稲の本田防除におけるドリフト対策のひとつとし

て、微粒剤Ｆは非常に有望であり、今後期待の持てる
分野・製剤技術のひとつです。

　⑵ 　ただし、すべての有効成分が微粒剤Ｆに適している
わけではなく、効果面や製剤面などクリアにすべき課
題も多く存在しています。

　⑶ 　現在、前述した１剤のみ登録取得に至り、まだスタ
ートを切ったばかりの分野ですが、各地域の防除体系
に沿った商品の充実に向け、多くの農薬メーカーが開
発に着手し、この分野の普及拡大が図れることを期待
します。

 （全農新潟県本部　肥料農薬推進課　三本　　豊）

図１　ＤＬ粉剤と微粒剤Ｆ粒子比較
ＤＬ粉剤 微粒剤Ｆ

図２　ホース散布でのドリフト低減効果
クミアイ化学工業2008
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編　集　後　記

○事故米の転売事件、大学の禁止農薬使用、メタミド
ホス、ジクロルボス、トルエンなど食の安全性を巡る
報道、事件が後を絶ちません。
　かっては、考えられないような現象は「性善説か性
悪説」か、「日本人のモラルの喪失又は低下」かと論
じられる時代、「食の安全は自らの問題として自ら確
保しなければ」と考えさせられたのではないでしょう
か。
○自給率向上は誰もが否定しませんが、その実現には
安定生産は欠くことができません。持続的に安全・安
心な農産物が安定して生産され、消費者に提供される
ことが求められます。とはいえ、自然界の気候変動、
これに伴う大災害や病害虫の激発など不安は否定でき
ない今日、農薬の果たす役割は計り知れず、より安全
で効果のある農薬についてエンドレスの開発・普及が
必要不可欠ではないでしょうか。 （事務局）

県植物防疫協会の新会長に
佐藤悌𠮷氏（ＮＯＳＡＩ連会長）就任

　去る、９月11日の県植防臨時総会において、新保定雄会
長の辞任に伴う新会長として 、下越農済組合長で８月１
日から県農業共済組合連合会長の佐藤悌𠮷氏が選出され、
９月12日に就任しました。
　また、監事の高橋 豊果樹振興協会長の辞任に伴い、新
監事として同協会長の吉田文彦氏が就任。任期は両氏とも
平成22年３月末までです。

　本県における産業用無人ヘリコプター（以下「無人ヘリ」
と言う）の普及状況については、機体数では181、オペレ
ーター779人、防除面積は延べ６万ヘクタール弱と年々増
加しています。一方、１回防除が定着してきており、防除
時期が集中し、オペレーターと合図マンの連携不足や事前
確認の不徹底などに伴う事故が増加傾向にあります。
　当会では、県、ＮＯＳＡＩ新潟、関係機関・団体と連携
し、無人ヘリの安全対策等に取組んでいますので、その概
要をご紹介します。
１　無人ヘリコプターの安全対策会議による意志統一
　毎年、防除実施時期を迎える前に県、ＮＯＳＡＩ新潟と
共催し、各地域の担当者を主に会議を開催し、それぞれの
機関・団体の取り組みを説明しながら、安全対策について
の意思統一を図っています。
　本年度は、６月26日に開催、参集者は70名。電力会社か
らも出席願い、万一、電線関係の事故に備えて、緊急連絡
体制を確認するとともに、多様な実情に配慮して防除を実
施している３団体の事例紹介が行われたところです。
２　無人ヘリコプター協議会による啓発活動
　⑴　各種資料の提供
　 　平成７年に発足した県産業用無人ヘリコプター推進協
議会として、資料「ＳＫＹＷＯＲＫＥＲ」の配布や、「手
引」の配布などを行い、全国の情勢や安全運行のための
マニュアル、適用農薬の紹介を実施しています。（参考：
無人ヘリ用農薬は、農薬インデックス　http://www.
agro.jp/のサイト「無人ヘリコプター用農薬」のデータ
ベースに最新の情報が常時掲載）

　⑵　第14回県無人ヘリ競技会の開催
　 　県の後援を得て10月15日に開催。全県から30組の参加
を得て、農業大学校の圃場において、精鋭の選手が日頃
のテクニックを発揮しました。

　 　全国大会推薦の最優秀賞には、新潟スカイテック推薦
の安達瞬一氏とＮＯＳＡＩ新潟中央推薦の松田俊行氏の
２組、また、優秀賞には、ＮＯＳＡＩ魚沼推薦の五十嵐
淳二氏、ＮＯＳＡＩ新潟中央推薦の阿部治氏、ＮＯＳＡ
Ｉ魚沼の西潟研二氏の３組、努力賞に５組が表彰されま
した。

　 　なお、10月29日の全国大会において、県代表の安達瞬
一氏が見事に農林水産航空協会長を受賞しました。

３ 　国による無人ヘリ利用技術指導指針等の一部改正に伴
う対応
　国では、無人ヘリ防除が全国的に拡大し、住宅地近辺で
も可能のことから、地域住民への連絡なしで実施されトラ
ブルが増加していることなどから、防除の体制（県段階、
地域段階）の強化や、住民への事前周知の徹底などを中心
とした指導指針の改訂を行いました。これに先立ち、意見
交換や、指針改訂の直前に国の担当官による説明会を開催
し、理解を深めていただきました。
４　次年度に向けて
　無人ヘリ防除が今後とも基幹的な防除手段として、その
役割が益々大きくなっており、安全対策、地域住民への周
知がこれまで以上に求められ、その徹底が重要な課題にな
っています。
　無人ヘリは、機体は小さいながらローターの回転力、破
壊力は図り知れなほど強力であり、一歩間違えば重大事故
に直結します。地域住民の皆さんにとって安全・安心な防
除手段として信頼を得続けるには、無人ヘリ防除のソフト・
ハードの両面を再点検し、見直しする重要な時期ではない
かと考えております。
 （県植防事務局）

県競技会の一こま（初めての対面飛行）


