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《主　な　内　容》

新潟県内における
野生鳥獣による農作物の

被害状況等について
等による被害
防止啓発、被
害を受けにく
い山菜類等作
物の栽培技術
指導等の他、
市町村の被害
防止計画の作
成や被害防止
対策について
支援し、地域
ぐるみによる
総合的な対策
を進めてきた
ところです。
　今後、市町
村・農業関係
者等との連携
を図りながら対策を進め、現場における被害の軽減が図ら
れるよう、引き続き、市町村被害防止計画の作成を推進し
ていきたいと考えています。
〔イノシシについて〕
　専門家によれば、イノシシは、県内において生息域を
拡大させつつあり、今後、個体数、農作物被害が増大す
る恐れがあること、繁殖力は極めて大きく単独行動が多
いことから、捕獲のみでは完全に除去することが困難で
あるとされています。
　イノシシによる農作物被害は、平成17年度に初めて報
告され、被害が増加傾向にあることから、現在、県では、
専門家からの生態学的な指導・助言を受けながら、生息
状況の把握や被害防止技術などの情報提供を行っている
ところです。

 （新潟県農林水産部農産園芸課　　岸田　賢一）

１　被害の現状等
　野生鳥獣による農作物への被害金額は、年度によって差
はありますが、市町村調査によると、平成19年度は、約３
億２千万円となっています。このうち獣類は約８千５百万
円で、ニホンザルによるものが最も多く、県北部を中心に、
野菜や水稲等で約４千万円、次いでタヌキによるものが約
２千万円、クマによるものが約９百万円となっています。
全体では減少傾向にあるものの、近年は、県南部を中心と
してイノシシによる被害が約５百万円と増加傾向にありま
す。

２ 　鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特
別措置に関する法律（以下、鳥獣被害防止特別措置法）

　全国的に鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状
況にあることから、その防止のための施策を総合的かつ効
果的に推進するため、平成20年２月21日に、鳥獣被害防止
特別措置法が施行されました。
　本法に基づき、市町村が被害防止計画を作成した場合、
特別交付税率の拡充や補助事業等特別な措置を受けられる
ことになりました。
　県内では、５市（平成21年１月31日現在）が被害防止計
画を作成し、国の鳥獣害防止総合対策事業を活用しながら、
現在、モンキードッグ（猿追い払い犬）の育成や発信機を
活用した追い払い活動等被害防止対策に取り組んでいます。
〔鳥獣被害防止特別措置法に基づく主な特別な措置〕
① 　権限委譲：都道府県に代わって、市町村自ら被害防
止のための鳥獣の捕獲許可権限の行使が可能

② 　財政支援：市町村が行う鳥獣害対策に係る特別交付
税率の拡充（補助率0.5→0.8へ）、補助事業等の措置

③ 　人材確保：鳥獣被害対策実施隊の設置、狩猟税の軽
減措置

３　県の対応等
　県は、これまでニホンザル主体の獣類への対応として、
先進事例等有効な被害防止技術の情報提供やパンフレット
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植防一口メモ
新たな野菜病害虫の発生が増加

　近年、これまで新潟県では見られなかった野菜病害虫が
発見される事例が増加しています。害虫では、平成19年に
きゅうりで「イラクサギンウワバ」、食用ぎくで「アワダ
チソウグンバイ」、平成20年にはトマトで「タバココナジ
ラミ　バイオタイプQ」が発見されました。病害では、平
成19年にトマトで「すすかび病」、平成20年にはすいかで「ス
イカえそ斑点病（MNSV-W）」が発見されました。
　これらの病害虫は、新潟県より南の地域で発生が見られ
ていた病害虫です。これらの病害虫が侵入してきた経路は
不明な点も多いのですが、地球の温暖化が影響しているこ
とや、野菜苗の全国的流通により他県から持ち込まれたこ
と、施設栽培では周年化により寄生作物が常に存在するよ
うになったこと、などが考えられます。
　見慣れない虫が寄生していたり、これまで効果のあった
薬剤が効かなくなった場合には、薬剤感受性の低下のほか
に、新病害虫の発生を考えることも重要になってきました。
　また、薬剤だけに頼らない耕種的な防除法を取り入れた
総合的病害虫・雑草管理（IPM）の実施や、地域が一体と
なった防除対策を実施することの重要性がさらに深まって
きたと言えます。 （経営普及課　田崎義孝）

新規殺虫剤「キラップ」の斑点米カメムシに対する防除効果
　殺虫剤「キラップ」（粉剤、フロアブル剤）は、近年市
販された新しい殺虫剤です。これはフェニルピラゾール系
（育苗箱施用剤の「プリンス」と同系統）の殺虫剤で、カ
メムシ類、ウンカ類に登録があり、特にカメムシ類に優れ
た効果があるとされています。
　新潟県ではコシヒカリBL導入後、本田での殺虫剤散布
はほぼ１回で、斑点米カメムシを主な防除対象としています。
　斑点米カメムシを１回の殺虫剤散布で防除するには、特
に高い防除効果を持った殺虫剤が必要とされます。今回、
「キラップ」の１回散布のカメムシ類に対する効果試験の
結果を紹介します。

１　キラップの斑点米カメムシに対する防除効果
　アカヒゲホソミド
リカスミカメに対し
て、キラップフロア
ブルの出穂期３日後、
出穂期11日後の１回
散布は、散布後長期
間にわたり成幼虫の
発生を低く抑え、斑
点米の発生も抑えま
した（図１）。また、
オオトゲシラホシカ
メムシ、シラホシカ
メムシ等が発生した
条件でも、出穂期３
日後、出穂期９日後
の１回散布は、十分
に斑点米の発生を抑
えました（図２）。

２　カメムシ防除の殺虫剤の選択
　ネオニコチノイド系のスタークル／アルバリン、ダント
ツは、１回散布でアカヒゲホソミドリカスミカメを主体と
した斑点米カメムシに高い防除効果があることがすでに確
認され、現在、県内ではこれらの殺虫剤が主に使用されて
います。キラップは、スタークル／アルバリン、ダントツ
と同じように１回散布での防除効果が十分高いことから、
１回散布の場合の殺虫剤として、選択肢の一つになります。
　一方、キラップは、ツマグロヨコバイに対する防除効果
はなく、また、セジロウンカに対する効果も不十分であり、
これらのことはスタークル／アルバリン、ダントツとは異
なる点です。
　殺虫剤を選択するには、当然ながら、防除対象となる害
虫への効果が確保できることが優先されます。一方、同じ
殺虫剤を毎年使い続けることは、害虫の抵抗性発達の危険
性を高めることになります。地域、年次による害虫の発生
の特徴を考慮しながら、特定の殺虫剤に偏らないようにす
ることが必要です。今回紹介したキラップは、現在の防除
体系の中で、殺虫剤選択の幅を広げるうえで有効な殺虫剤
になります。
　キラップは、水面施用粒剤も農薬登録され、市販されて
います。現在、当センターではその防除効果についても検
討しているところです。
 （作物研究センター　栽培科　石本万寿広）

　このように、キラップ（粉剤、フロアブル剤）は、１回
の散布で、アカヒゲホソミドリカスミカメ、オオトゲシラ
ホシカメムシ等に十分な防除効果があることがわかりまし
た。２種を対象とする場合の散布適期は出穂期３日後～出
穂期10日後となります。平成19年度から病害虫雑草防除指
針にも掲載されています。
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み ち く さ

　本年１月26日、東京において日本植物防疫協会主催のシ
ンポジウムが東京で開催され、「防除に必要な情報の現状
と課題」、「JPP－ネットのコンテンツと活用」、「農薬メー
カーが持つ農薬情報と提供」の３テーマが発表されました。
　３名（機関）の発表の中から、「防除に必要な情報の現
状と課題」（奈良県病害虫防除所　國本佳範氏）について
の概要を紹介させていただきます。

１　防除意志決定の行動過程
　診断により得られる情報のみでなく、他にも多岐にわた
る情報が関連して、これらが意志決定に重要な意味を持つ。
単に発生している病害虫と有効な農薬という情報のみで、
防除が行われるのでないことを、防除情報の入手経路を示
しながら以下により、具体的に発表されました。
⑴　防除所など公的機関からの発生予察情報
⑵　普及指導センター、研究機関への直接、間接の診断・
相談などの情報

⑶　携帯電話やメール情報については、土日も含めた情報
提供

⑷　営農指導員、農業共済職員、農薬取扱店、農産物の出
荷先からの情報提供
⑸　生産者同士の情報交換
　実は、この生産者同士の情報交換こそが最も早く伝達さ
れ、産地内に瞬く間に伝達・拡散。しかし、その内容の吟
味の必要性であると力説されました。
２　防除に必要な情報区分
⑴　病害虫に関する情報……比較的大型の害虫や特徴的な
病班の判定はできるものの、それ以外の病害虫の特定は
困難な場合が多いとのことです。

⑵　防除に関する情報……各県で病害虫防除指針を作成し、
防除法、適応農薬名が作物毎に示され指導者用として活
用。生産者用としては、主に産地ごとの栽培歴、防除歴
が活用されています。発表の中で、農薬散布技量の講習
会実施については、新たな視点と考えさせられたところ
です。
３　課題の提起
⑴　対象者の多様化……これまでは、防除の情報提供対象
者は生産者が主体。現在では、企業等からの新規参入者
の増加により、基本的な農業知識の少ない者からの対応
も多くなっているとのこと。ネットなどからは、日々、
多様な情報が入手できるものの、農薬の袋、瓶のラベル
など、意匠面での改善が必要ではないかと提起。

⑵　判断できない病害の症候群……品種の変化、ミニ特産
化などにより指導者が現地で判断できない事例が増加し
ており、多くの機関に照会しているうちに手遅れになっ

演題「防除に必要な情報の現状と課題」の概要

夏の思い出
　昭和30年代の後半、上越地方の田植えは５月末ころから
始まった。その頃の４Hクラブ員たるもの……夢は、腰に
トランジスタをくくりつけて田の草取りをすること。……
高校生になると４Hクラブ員に登録された。
　ある日、草取りに入ったら雑草が一本もない！無い！隣
の田んぼから除草剤が流れ出て、我田に掛かり……これに
は本当にビックリした。
　翌年からは、田んぼの土を採って乾かし、粉砕し、PCP
と混ぜる……撒く時期は……
講習会・勉強会で、トランジスタラジオなどみんないちど
に忘れた。
　夏がくれば思い出す……偉大な科学の力・強烈な印象。
稲作の合理化が本格的に始まった時であった。
　「のめしこき」は改良の母である。その年から27人いた
集落の４Hクラブ員は田んぼから遠のいていった。
 （県試験員　池田長藏）

シンポジウムの様子

たとの笑えない話も紹介されました。また、出荷先から
登録農薬にも関わらず使用しないようにとの要請がある
などについて話されました。近年、生産者が、生産者間
の情報のやりとりに頼る傾向が強まっているように感じ
ており、深刻な問題として懸念されているとのことです。
⑶　情報伝達の媒体は多様となっており、速度も極めて速
くなっていますが、人と接触しての情報伝達が少なくな
りつつあり、情報が確実に伝わったかについての確認が
できないなどの盲点も示されました。
４　おわりに（講演のまとめとして）
　國本氏は「病害虫が発生した。農薬はこれで決まりとい
ったことは、拙速。及第点に及ばず」であり、生産者の年
齢、経験、病害虫の発生状況、散布器具、栽培方法・品種
など生産者の情報がなければ指導するサイドの情報も出せ
ない。関係者一同が、「実際に防除を行っているのは誰か」
を考えて情報提供することが基本という原点に戻ることが、
栽培者から求められているのではとまとめられました。こ
のまとめに、防除に携わる参加者一同が気持ちを新たにし
て、防除と情報のあり方について考えさせられ、また、感
銘を受けたものと感じたところです。 （県植防事務局）

　（日本植物協会主催）シンポジウム報告
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◀ 平成20年度の主な水稲病害虫の発生状況 ▶
　新潟農政事務所の発表による本県の水稲の作況指数は102（10月15日現在）のやや良で、病害虫等の被害は軽微であ
った。ただし、墨黒穂病による規格外の多発生等、問題となる病害虫の発生があった。

病害虫名 発生時期 発生量 発生の概要 発生要因

墨黒穂病 並 やや多 １　巡回調査ほ場では立毛中の発生は確認
されなかった。

２　一般ほ場では、中越・上越・新潟地域
でもち品種のわたぼうしを中心にコシヒ
カリBLや越淡麗でも、ほ場での発生の
確認報告があった。

３　出荷検査では、わたぼうしで玄米に厚
膜胞子の付着が認められ、格落ちの報告
があった。格落ちの報告は中越地域中心。

１　７月後半の降雨は、わたぼうしの
穂ばらみ期～出穂期にあたり、感染
を助長した。

ごま葉枯病 並 多 　　県内のほぼ全域で発生。発生の多かっ
た下越地域では広範囲にわたり、中～多
発生した。その他の地域では、まれ～少
発生が多いが、一部砂質土壌などでは、
多～甚発生ほ場も見られた。

１　地力の低下（有効態ケイ酸等）が
考えられる。
２　一部ほ場では後期栄養の不足。
３　８月第６半旬以降の高温傾向と適
度の降雨は病原菌の増殖やイネへの
侵入を助長したと考えられる。
４　殺菌剤使用の減少は穂枯れ症を助
長したと考えられる。

葉いもち 遅い やや少 １　本田初発確認は、７月３日で平年（６
月18日）より15日遅かった。

２　その後の発病進展は少なく、平年比や
や少の発生であった。

１　６月23日及び29日の感染好適条件
により、本田初発生や７月第２半旬
の各地発生に至る感染が起こったと
考えられる。
２　７月以降の断続的な降雨は、感染
に比較的好適であったもの、感染好
適条件の出現頻度は少なめであった。
３　コシヒカリBLの作付けが多く、
全体としては発生は抑えられた。

穂いもち 並 やや少 １　８月第２半旬に早生品種で初発生。
２　その後の発病進展は少なく、平年比や
や少の発生であった。

３　昨年、穂いもちの発生が多かった「わ
たぼうし」は、概ね防除（葉いもち、穂
いもち）が徹底され、その発生は少なか
った。

１　穂いもちの発生源となる葉いもち
の発生は、平年比やや少で、上位葉
の病斑も少なかった。

ニカメイチ
ュウ

第１世代
　やや早
第２世代
　やや早

第１世代
　やや多
第２世代
　やや多

１　越冬世代成虫の発生は５月下旬～６月
上旬に２山となる地域が多く、発蛾盛期
は６月第１半旬が中心であった。

２　第１世代幼虫の被害は、新潟地域で多
発のほ場が見られ、やや多かった。

３　第１世代成虫の発蛾盛期は８月第１半
旬が中心であった。

４　第１世代幼虫の被害は、新潟地域に多
発のほ場があり、やや多かった。

５　基幹的防除の未実施により、第２世代
幼虫の加害による全面倒伏を新潟市南区
で１ほ場確認した。

１　前年第２世代の越冬前幼虫密度は
平年並であった。
２　多発生の一部ほ場では防除が未実
施であった。
３　前年多発生のほ場では、多くは防
除が実施された。

フタオビコ
ヤガ

早い やや多 １　予察灯では５月第１半旬に初誘殺され、
以降、誘殺数は平年に比べ多く推移した。

２　幼虫の発生程度も平年に比べ多く推移
した。

３　特に、西蒲原では平年比多かった。

１　近年、発生量は増加傾向である。
２　航空防除の廃止、基幹的防除の不
徹底、育苗箱処理剤長期的防除効果
不足等の要因が考えられる。

斑点米カメ
ムシ類

カメムシ
類の発生
　並
斑点米
（見込み）
　やや少

１　カメムシ類（オオトゲシラホシカメム
シ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、ア
カスジカスミカメ）の確認地点率は、畦
畔・本田とも近年並だった。

２　アカヒゲホソミドリカスミカメは、予
察灯で５月19日に初誘殺。６月20日頃が
第１世代発生ピークで平年よりやや早い。
誘殺総数は二桁に留まったものの平年比
やや多かった。

　　ただ、穂揃い期防除以降、少発生で、
斑点米発生程度は平年よりやや少ない見
込み（調査中）。

１　前年８月のアカヒゲの発生は少な
かった。
２　６、７月の雨量は平年比少なく、
発生を助長した。
３　穂揃い期にジノテフラン、クロチ
アニジン剤の散布定着。
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農薬実証ほ成績の概要について
　平成20年度は、殺菌・殺虫剤35剤、除草剤13剤の合計48
剤を、延べ75か所で実証し、普及性を評価した。

１　評価の概要
　実証の結果、普及性が高い、または、普及性があると評
価された薬剤・処理法は、以下の表のとおりである。

２　担当専門技術指導担当のコメント
⑴　普通作殺菌殺虫剤
　近年、周辺への飛散防止が期待できる粒剤・微粒剤Fや、
少ない有効成分数で複数の病害虫に適用のある剤、生物農
薬など、環境保全型農業に適した剤の開発が進められてい
る。今回の実証剤でもこのような剤を中心に検討を進めて
おり、地域毎の防除体系を組み立てる上で、有益な情報が
得られた。
⑵　普通作除草剤
　水稲では３成分剤を中心に、非SU剤などSU抵抗性雑草
にも有効な初期剤や一発剤或いは一成分剤の中期剤の効果
が確認された。また、直播用では湛水直播用の一発剤の効
果が確認された。その他としては、水田畦畔用として土壌
処理剤の除草並びに作業軽減効果が確認された。
大豆では新しいタイプの生育期処理剤（茎葉処理＋土壌処
理）の効果が高かったものの、薬害の程度が大きかったこ
とから今後薬害を軽減する散布方法の検討が望まれる。
⑶　野　　菜
　近年、隣接ほ場への飛散対策から多くの品目に対して登
録の拡大が進められている。また、薬剤感受性の低下の見
られる病害虫に対しては新規作用機作を持つ薬剤や特定病
害虫に対して効果のある新規薬剤等が登録されてきている。
　薬剤の選択幅が広がることは防除対策として有効である
が、現場においては、発生状況や薬剤耐性について十分観
察し、的確対応することの重要性が高まっている。また、
タバココナジラミバイオタイプQやメロンえそ斑点病スイ
カ系の確認など、これまで新潟県では発生が見られなかっ
た病害虫も新たに確認されるなど、現場指導に当たる指導
員等に一層高度な観察力が要求される場面が増加してくる
と思われる。
⑷　果　　樹
　最近登録された農薬は、環境問題に対応できる生物農薬
や従来の薬剤と作用機作の異なる新規化合物など、効果、
作用等も幅広く、剤の特徴は多様性が増している。今回の
実証剤の中にもこれらの特徴内容のもつ剤が検討され、そ
れぞれその効果と特性が確認された。
　果樹における薬剤防除は、予防的散布が中心となるが
IPMをふまえながら病害虫の発生実態に対応すべきであり、
その際、農薬の特徴を十分理解した上で薬剤を選択するこ
とが一層大切になっている。
⑸　花　　き
　花きに対する適用農薬が少ない中で、花き類全般に適用
のある農薬は生産場面において非常に重要であるが、各作
目に対する防除効果や薬害の発生についての情報は少ない。
本年度の実証において、花き類に適用のある殺虫剤の使用
時期の拡大および新規登録により、本県の主要品目である
ユリ等に対する普及性が認められたことは、安定的な生産
の振興を図る上で非常に有益である。
 （経営普及課　堀　武志）
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編　集　後　記
○作物に関する防除関係会議、検討会で注目されてい
るのが、ごま葉枯れ病、墨黒穂病、フオオビコヤガな
ど思わぬ病害虫の多発生です。
　気象・栽培条件、防除体系の変化により、これまで
潜在化していた細菌や害虫の活躍が顕在化したことに
よるものと考えられ、防除の基本である予察と日々の
観察に基づく迅速な判断と対処が重要と改めて認識さ
せられたところです。

○書籍の紹介
　・原色図鑑

　・平成21年度病害虫雑草防除指針の斡旋
　　 現在、県は３月中旬の配布に向けて、精力的に改

定作業を進めており、当会で現在申込み受付中で
す。 （事務局）

新たな防除体制について
○　共同防除の現状
　NOSAI中越は、平成10年に中越地域の５組合が合併（当
時21市町村）し、広域組合として発足しました。そして市
町村による平成の大合併を経て、現在５市２町１村で事業
を展開しています。
　組合合併当時の水稲防除は、有人ヘリコプターによる航
空防除、大型防除器具等を利用した地上共同防除、さらに
は個人一斉防除など多様な方法により防除が行われていま
した。しかし近年は、安全・安心な農産物を求める社会情
勢から、農薬取締法改正やポジティブリスト制度の施行な
ど農薬関連の制度が改正され、また一方では、生産者の高
齢化に伴う労働力不足などにより共同防除の実施が難しく
なってきました。
　このような社会情勢のなか当組合では、平成18年度を最
後に有人ヘリコプター防除を中止し、産業用無人ヘリコプ
ターによる防除へと移行しました。
　現在組合では、35機の産業用無人ヘリコプター（リース
機４機含む）と組合所属のオペレーター110人の協力により、
水稲、大豆、麦の基幹防除を実施しています。
　当組合本所の防除は、管内全ての地域である長岡市（旧
長岡、栃尾、三島、越路、山古志村）で実施しています。
また、防除の実施に際しては、管内の２JA（JA越後なが
おか、JA越後さんとう）が実践している環境保全型農業（３
割、５割減々栽培）の現状把握等を行い、防除基本計画（防
除回数、防除時期、使用農薬等）を関係機関と連携して作
成し、長岡市防除協議会の承認をいただき実施しています。
　防除計画作成に際しては、減々栽培の普及から防除使用
農薬の制限や基幹防除回数１回という条件を満たすこと、
さらに広域的な防除効果や経済性を含めた観点から検討を
行っています。しかし全ての要望を満たす計画の作成は難
しく、品質低下の大きな要因となっている斑点米カメムシ
類を中心に防除を実施しています。
　平成20年度の防除は、産業用無人ヘリコプターより62％
を実施し、その他の地域では集落等ごとの共同防除や個人
一斉防除により対応を行っています。さらに産業用無人ヘ
リコプターについては、本所にある組合所有機（リース機
含む）９機、委託機15機の計26機により、実防除日数８日
間、延べ153機で3,900haを防除しています。また、そのう
ちドリフトが懸念される240haについては、粒剤散布を実
施し、地元農家からは均一に散布されていることの確認を
いただいております。

○今後の防除対応
　今後の防除対応について考えますと、環境保全型農業の
推進や、安心・安全な農産物の供給などのニーズに応える
ため、NOSAI自ら防除のあり方について考え行動する必
要があると思います。

　そのためには、防除実施主体として共同防除を推進する
ために、各地域で行われている環境保全型農業、減農薬減
化学肥料栽培等の検討会に計画段階から積極的に参画し、
品種別や栽培方法別の集団化について共同で検討を行い、
防除を行う上での使用農薬、時期、剤型等について助言を
行うことが必要であると考えます。
　一方で、農家へ迅速に病害虫予察情報等を提供し、農家
自身が緊急防除に対応できるよう体制の整備が必要でもあ
ります。

〇終わりに
　最後になりますが、当組合の防除体制は、平成18年度の
有人ヘリコプター防除中止後、産業用無人ヘリコプターに
移行しましたが、NOSAIが病害虫防除を担うことに変わ
りはありません。
　共同防除は、省力的で効果的かつ安価な防除方法です。
今後とも、安心・安全な農作物の生産に寄与するため、安
全で効果的な共同防除体制の維持推進を図っていきたいと
思います。
 （NOSAI中越　上村　孫衛）


