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いもち病防除面積の推移
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※液剤①は空散・無人ヘリに登録のある液剤、液剤②はそれ以外の液剤。

紋枯病防除面積の推移
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　平成21農年度いもち防除剤　出荷面積割合
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平成21農薬年度
水稲農薬出荷実績

　平成21農薬年度（H.20.10～H.21.９）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197,600ha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％、21年度63.1％となりました。
18年度以降ほぼ横ばいで推移していましたが、本年は天候
の影響等で病害が例年より多く見られ、防除面積は昨年よ
り増加しました。また、延べ防除面積は16年のコシヒカリ
BL導入前と比較し２／３に減少しています。

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60,640haで、16年比32.3％、
前年比120％でした。コシヒカリBL全県一斉導入５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
少しています。しかし本年は、早生品種でのいもち病多
発生を受け近年の防除面積と比較し増加しています。

　 　薬剤別では、「カスラブ剤」、「ブラシン剤」、「オリゼ
メート剤」が昨年同様全体の２／３を占めています。

　②　紋枯病薬剤の推移
　 　本年度の紋枯病防除面積は36,200haで、16年比74％、
前年比127％でした。防除面積は16年から減少し横ばい
傾向にありましたが、本年は増加しています。
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　③　その他
　 　昨年から問題となっている墨黒穂病、ごま葉枯病、稲
こうじ病等の多発生を受け緊急的な追加防除が増えたた
め、いもち病の他にごま葉枯病、紋枯病に登録のある「イ
モチエース剤」や、紋枯病の他に稲こうじ病、墨黒穂病
に登録のある「モンガリット剤」が大幅に増えました。
これら２剤を含め、いもち病又は紋枯病に登録のある薬
剤は、前述の防除面積に分類上含まれています。
　④　本田害虫防除剤の推移
　 　本年度の害虫防除面積は155,240haで、16年比68.8％、
前年比100％となり、16年からは２／３に減少しています。
　 　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98,891haで前年比109％、
粒剤は23,831haで前年比115％と増加し、粉剤は26,590haで
前年比94％、箱処理剤は48,287haで前年比97％と減少しま
した。
　本年は緊急的な防除の増加に伴い、共同防除場面では液
剤が、個人対応場面やドリフト防止の観点から粒剤の使用
が増加しています。

３．今後の防除の動向
　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。
　近年、今まで問題視されていなかった病害の発生も多く
見られるようになりました。
　前年病害が発生したほ場では薬剤による予防的防除を実
施するなど、それぞれの地域に応じた適切な防除が必要で
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）
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植防一口メモ

「異常気象と品質向上」
　最近、気象災害の報道を見ていると観測史上初めての雨
量、風速等の言葉が頻繁にでてきているように思われる。
以前の異常気象はもはや日常の気象になってしまった感が
ある。
異常気象の連続の中で新潟県の水稲作においても高温登熟
による品質の低下が毎年大きな問題となっている。高温対
策として、今までも田植え時期の是正、適正な籾数の確保
などの指導がなされてきているが、依然として地域間差や
個人間差が大きくでている。さらに高温と相まって食味重
視のあまり施肥量が年々少なくなったことも品質低下を助
長しているひとつの要因と考える。また、最近、田植時の
箱施用による病害虫の防除、一発処理の除草剤、更に基肥
一発の施肥などの普及により農家の人も自分の水田に行く
機会が少なくなってきている。異常気象に負けず高品質な
もの作るには、今、稲が何を欲しがっているか(水や肥料)
を知ることが重要である。そのためには農家も、指導者も
もっと田んぼへでて稲と仲良くなることが必要と思われる。
 （日植調　北陸支部　種田　貞義）

１　はじめに
　新潟県では安全安心な米づくり、また環境に配慮した農
業を推進するために、平成17年からコシヒカリBLを一斉
導入しました。導入から５年が経過しましたがコシヒカリ
BLは環境保全型農業の推進やいもち病の発生面積の減少
などに期待以上の効果を発揮しています。
　なぜコシヒカリBLはいもち病に効果を発揮するのでし
ょうか。その仕組みを知るには「いもち病菌レース」につ
いて理解することが重要です。
　本稿では、いもち病菌レースとコシヒカリBLについて
説明し、あわせてコシヒカリBLの安定・継続的な利用に
向けた取り組みについて紹介します。
２　いもち病菌レースとは何か
　いもち病菌レースとは、イネの品種によって病原性が異
なるいもち病菌の系統（グループ）のことです。
　この「病原性の差異」はイネの品種がもつ「真性抵抗性
遺伝子」と病原菌がもつ遺伝子によって決定されます。こ
の病原菌がもつ遺伝子はイネに抵抗性反応を起こす遺伝子
という意味で「非病原性遺伝子」と呼びます。ある品種の
真性抵抗性遺伝子とある病原菌がもつ非病原性遺伝子の組
み合わせが「非親和」の関係にある場合は宿主が抵抗性反
応を示すのに対し、「親和」の関係にある場合、宿主は抵
抗性が発揮できず罹病性反応（感染、発病）を示します。
つまり、品種の真性抵抗性遺伝子と病原菌の非病原性遺伝
子の関係があるために、品種によって病原性の異なる菌の
グループが生じるのです。
３　いもち病菌レースの検定
　実際にいもち病菌のレースを分類するには判別品種を用
い検定を行います。表に日本のいもち病菌レース判別品種
に対する新潟県の主要レースの反応を示しました。
　判別品種は日本に発生するいもち病菌に有効な真性抵抗
性遺伝子を一つずつ持っています。判別品種に未知のレー
スのいもち病菌を接種し、各品種の発病の有無によって菌
のレースを検定します。その際、罹病性反応を示した判別
品種のコード番号の和がレース番号となります。
　例えば判別品種「新２号」と「愛知旭」のみが罹病性反

応を示したいもち病菌のレースはコード番号「１」と「２」
の和となるため、レース003.0と分類されます。仮に全て
の判別品種が罹病性反応を起こすいもち病菌のレースは
777.7となります（いわゆるスーパーレース）。
４　コシヒカリBLといもち病菌レースの関係
　コシヒカリBLはいもち病発病抑制効果を安定して維持
するために、いもち病抵抗性遺伝子の異なる４つのコシヒ
カリBLを混合して栽培されています。平成21年産のコシ
ヒカリBLの品種構成はBL１号、BL２号、BL４号、BL10
号を１：２：２：５の割合で混合したものであり、それぞ
れの真性抵抗性遺伝子はBL１号がPia、BL２号がPii、BL
４号がPiz、BL10号がPibとPiiです。表を見ると、BL４号
とBL10号は新潟県における主要ないもち病菌レースに対
し抵抗性反応を示すことがわかります。一方、BL１号と
BL２号に対しては県内に罹病性反応を起こすレースが存
在することがわかります。また、従来のコシヒカリの真性
抵抗性遺伝子はPik-sであるため、県内から分離される全
てのレースで罹病性反応を示すことになります。
５　コシヒカリBLの安定・継続的な利用に向けた取り組み
　新潟県では現在の抵抗性系統を侵す新たないもち病菌レ
ースの出現・蔓延を防ぐために、県内のいもち病菌レース
分布を調査しながら計画的に品種構成を変え、コシヒカリ
BLの安定・継続的な利用を図っています。
　作物研究センターでは病害虫防除所、農業普及指導セン
ター、市町村防除協議会等関係機関の協力の下、現地で採
取したいもち病の病斑から菌を分離し、判別品種によりレ
ース検定を実施しています。
　いもち病抵抗性品種の育種は古くから行われており、常
に新たなレースの出現との戦いでした。一斉導入から５年
が経過したコシヒカリBLですが、今後も注意していもち
病菌レースの動態を把握していくことが重要です。
 （作物研究センター　栽培科　岩田　大介）

表　日本のいもち病菌レース判別品種に対する新潟県の主要レースの反応

判別品種 抵抗性
遺伝子

コード
番号

レース コシヒカリ
BL001.0 003.0 005.0 007.0 037.1

新 ２ 号 Pik－s 1 S S S S S （従来コシ）

愛 知 旭 Pia 2 － S － S S BL1号

石狩白毛 Pii 4 － － S S S BL2号

関 東51号 Pik 10 － － － － S

ツユアケ Pik－m 20 － － － － S

フクニシキ Piz 40 － － － － － BL4号

ヤシロモチ Pita 100 － － － － －

Pi　No ４ Pita－2 200 － － － － － BL3号

とりで１号 Piz－t 400 － － － － － BL11号

K 6 0 Pik－p 0.1 － － － － S

BL － １ Pib 0.2 － － － － － BL10号

K 5 9 Pit 0.4 － － － － －

（S：罹病性反応　-：抵抗性反応）
※ BL10号はPiiも有するが、Pibによりレース005.0、007.0、037.1に対しても
抵抗性反応を示す。

「いもち病菌レースとコシヒカリBL」
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「ふれあい参観デー」
　今年８月、“中山間地農業技術センターを地域の皆さん
に知ってもらいたい”という思いから、職員の発案により
当センター初の試みとなった“ふれあい参観デー”を開催
した。２ヶ月間、手探り状態の中で幾度となく打ち合わせ
を行い、あちこちから資材を借りて漸くその日を迎えた。
成果のパネル展示、ほ場での説明会、ブルーベリーの摘み
取り体験やアンケートと引換えの花苗のお持ち帰りなど、
参観者から大いに楽しんでもらえたようだ。我々の熱意に
お天気も味方してくれたようで（後片付け終了と同時に雨）、
予測した人数を大幅に上回り、事故等もなく成功裏に終わ
った。スタッフの表情に達成感、満足感ついでに疲労感も
漂っているな～…などと観察していたら、早くもアンケー
トの集計に入ってる…仕事が早い！　結果は“ブルーベリ
ーの摘み取り体験”が奏効したのか来年も是非との好意的
な感想！後日、打ち上げの席で大いに盛り上がったことは
言うまでもない、…だが、その席で来年の話が出たかどう
か定かではない…。
 （中山間地農業技術センター　勝海　喜一）

　新潟県における微
生物殺菌剤の流通量
は、増加が見られる
ものの殺菌剤全体の
１％に満たない。水
稲では微生物種子消
毒剤の新規登録や適
用病害の拡大、催芽
時処理等の効果的な
使用方法の確立、減
農薬減化学肥料栽培
等の普及により平成
15年から流通が見ら
れるようになり、平
成17年より急激に増
加してきているが、
園芸においては以前
から流通が見られる
ものの、その量はほ

新潟県の園芸における
微生物殺菌剤の使用実態と課題

とんど変わっていない状況で、流通している地域について
は新潟や魚沼地域が多く、産地の作付品目や取り組みによ
り違いがある。流通量の多い地域の事例としては、新潟地
域では以前からハウストマトの灰色かび病防除に使用して
おり、ダクト内投入により冬期間のハウス内湿度を上げず
に防除できる手段として活用している。また、南魚沼地域
では八色スイカのエコファーマーが平成20年より灰色かび
病の開花期における防除剤として実証的に導入した。中魚
沼地域でも妻有のエコファーマーがキャベツ等の軟腐病防
除に使用している。
　園芸において、微生物殺菌剤の普及が進まない要因はい
くつか考えられる。①園芸では病気が出ると即商品価値が
無くなるためリスクを回避しなければならない、②適用作
物や病害が限られていたり、露地で使用できないなど登録
が十分ではない、③防除効果が化学農薬に比べ低いこと、
④使用する環境により効果が振れやすい、⑤化学農薬に比
べ価格が高く、有効期限が短いことや保存方法等制約があ
る点などがあげられ、これらが微生物殺菌剤を普及する上
での問題点である。
　微生物殺菌剤が化学農薬に比べ効果が低いことがあるの
は、その発病抑制機構や用いられる微生物の特性によると
ころが大きい。発病抑制機構としては、①空間及び栄養の
競合により病原菌の増殖を抑える拮抗作用、②病原菌へ寄
生することによる食菌・溶菌、③抗菌物質の産生、④寄主
植物の抵抗性を誘導して感染を防ぐもの、⑤病原力の弱い
ウイルスをあらかじめ感染させるとその近縁の病原ウイル
スには感染しにくくなる干渉作用を利用したものである。
これら微生物殺菌剤の多くは、化学農薬のように感染した
病原菌に対し殺菌力が強いわけではない。また、微生物で
あるため、使用した時の温度や湿度等、環境要因により定
着や増殖に適さない場合が出ることや、近接散布または混
用した化学農薬及び展着剤の影響を受ける場合があること

も効果を不安定にする要因となる。
　一方、微生物殺菌剤を使用するメリットもある。化学農
薬のように耐性菌が問題にならない点、使用回数に制限が
ない薬剤がある点、ダクト内投入という使用方法があり、
ハウス内湿度を上げずに簡易に散布できる点、有機栽培や
減農薬減化学肥料栽培において農薬の使用回数がカウント
されない点である。
　新潟県ではハウスいちごで早期出荷する作型が増加して
おり、作期が長くなっている。その中でうどんこ病に対し
て使用できる化学合成農薬の種類が不足しており、使用回
数、薬剤耐性菌の問題からも有効な防除方法となりうると
思われる。また、日照が少なくハウス内の湿度が高くなる
冬期間にダクト内投入による防除を行えるトマトやキュウ
リのような作物での利用も有効である。
　これらのメリット、デメリットを踏まえた上で微生物殺
菌剤を効果的に利用することが大切である。そのためには、
①単に化学農薬を微生物殺菌剤に切り替えるのではなく、
全体の防除の中でいつ・どのように使用するのか組み立て
る（使用する微生物殺菌剤が働きやすい環境要因で使用す
る、使用する微生物と相性の悪い化学農薬を近接散布しな
い等留意する）、②病原菌が感染する前に植物体に定着さ
せておくことによる予防効果を主体とした防除を行う、③
微生物殺菌剤使用後に作物が新しく育った部位には菌が定
着していないため、定期的に散布する、④病害を十分抑制
できなくなった場合は化学農薬等他の防除に切り替えると
いう点を踏まえて利用することが望ましい。
　現在全国の様々な機関で新たな微生物を用いた病害防除
の研究が進められている。また、平成21年度は園芸の微生
物殺菌剤では15剤で新規登録・適用拡大に向けて新農薬実
用化試験が行われており、今後の登録の増加、効果的な利
用方法の開発、微生物殺菌剤の普及と価格の引き下げが期
待される。新潟県においても総合的な病害管理に向け、微
生物殺菌剤の効果的な利用方法を検討していきたい。
 （園芸研究センター　環境・施設科　佐藤　秀明）

図２ 　園芸殺菌剤（生物農薬）地域
別流通量（H20）

農薬流通実態調査より算出

図１ 　殺菌剤流通量に占める生物農
薬の割合

農薬流通実態調査より算出



にいがた植防だより 第125号

－ 4 －

イネごま葉枯病の発生状況と特殊病害虫調査の概要
１　はじめに
　平成17年度頃から、新発田市及びその近郊でイネごま葉
枯病（以下「ごま葉枯病」という。）が多発生しています。
その後、県内のほぼ全域に発生拡大し、一部地域では、止
葉発病や穂枯れ被害が甚大となっているところです。そこ
で今回は、ごま葉枯病の発生状況と今年度に下越地域で取
り組んだ試験・調査について紹介します。
２　ごま葉枯病の発生状況の推移
　ごま葉枯病の発病株率は、下越地域で平成15年度から、
中越地域は平成18年度から増加しています。また、新潟地
域では、平成21年度に急に増加しています（図１）。
　発病地点率は、地域ごとで差は見られますが、全般的に
近年（平成16年度以降）増加傾向にあります（図２）。

３　平成21年度の発生状況
　ごま葉枯病の発生量は、県内のほぼ全域で発生し、下越
地域を中心に新潟地域や中越地域で発生が多くなりました。
とくに発生の多かった下越地域では、広範囲で中～多発生
となりました。その他の地域では、稀～少発生が多く、一
部砂質土壌などでは多発生ほ場も見られました。また、８
月後半から、多発生ほ場では下葉の枯れ上がりだけでなく、
止葉の病斑や枯れ上がりも確認されています。
４ 　下越地域における試験・調査概要（平成21年度にお
ける中間報告）

　今年度は、土づくり肥料施用試験を実施し、ごま葉枯病
の発病程度と収量の関係を調査しました。
⑴　調査場所　新発田市天王（昨年度の多発生ほ場）
⑵　対象品種　コシヒカリＢＬ（出穂期８月11日）
⑶　土づくり肥料等（資材）及び散布時期

　ア 　土づくり肥料：５資材・堆肥（４月14日に基肥施用：
表１）

　イ　薬剤防除：イモチエース粒剤（７月23日散布）
⑷　区の設定（表２）

 （病害虫防除所　平野　俊和）

図１　イネごま葉枯病の地域別発生推移（県調査ほ、株率）

図２　イネごま葉枯病の地域別発生推移（県調査ほ、地点率）

表１　土づくり肥料等の概要 表２　試験区設定

⑸　結果及び考察
　ア　葉の発病状況
　　ア 　土づくり肥料施用効果は無処理区と発病程度が同

程度であり、明瞭な効果は認められませんでしたが、
土づくり肥料の施用効果は単年度では効果が現れに
くいこともあり、今後とも継続的に調査する必要が
あると思われます。一方、薬剤防除は、土づくり肥
料との体系処理区を含め、その効果が認められまし
た。

　イ　成熟期の発病状況
　　ア 　土づくり肥料施用効果は、無処理区の穂発病が少

ないため明瞭な傾向は見られませんでしたが、Ｅ区
とＣ区で効果がやや高くなりました。

　　イ 　薬剤防除の効果は認められ、とくに薬剤と土づく
り肥料体系処理区で効果が高くなりました。

　ウ　発病が収量に及ぼす影響
　 　平成19年度、20年度の成熟期における発生量に基づい
た薬剤防除のめやす（ほ場ごとの防除要否（暫定））では、
穂発病度20以上になると収量が低下することが示されて
おり、とくに平成20年度の結果では、穂発病度が20を超
えると10ａ当たり収量は540kg以下に低下することが明
らかとなっています。
　 　これまでの調査データに今年度の結果を加えた回帰式
（図３）では、穂発病度20は、葉発病度50、止葉病斑数
30以上に相当します。また、平成19年度に示した薬剤防
除のめやす（葉発病度60、止葉病斑数15）に比べ、葉発
病度は低下し、止葉病斑数は増加しました。
　 　止葉病斑数は、葉発病度に比べ穂発病度との相関が高
く、今後、薬剤防除のめやすとして有効と思われます。

図３　止葉発病と穂枯れの関係
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「農薬実証ほ成績の概要について」
　平成21年度は、殺菌・殺虫剤28剤、除草剤11剤の合計39
剤を、延べ62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　専門技術指導担当のコメント
⑴　普通作物　殺菌殺虫剤
　 　環境保全型農業の拡大や、栽培体系が多様化する状況
の中、病害虫発生状況にも変化が見られている。水稲に
ついては、昨年度問題となった病害虫を中心に検討され
た。また、本田防除の省略が期待できる剤など、昨今の
情勢に適合した薬剤も出てきており、今後の展開が期待
される。大豆では、重要害虫である子実害虫を中心に検
討され、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　普通作物　除草剤
　 　水稲では、広範囲な雑草に効果を示す新規成分を含む
剤を中心に、スルホニル尿素系除草剤（ＳＵ剤）抵抗性
雑草にも有効な初期剤や一発剤或いは一成分の中期剤の
効果が確認された。また、直播用では、湛水直播用の非
ＳＵ剤の一発剤や中期剤の効果が確認された。大豆では、
新しいタイプの生育期用土壌処理剤（畦間処理＋株間処
理、畦間処理）の効果が高く、適正な散布方法により薬
害もほとんど生じなかった。大豆畝立て播種で中耕・培
土１回処理を想定した場合、これらの剤の中耕・培土同
時処理による雑草防除が有効であることが確認され、今
後現地での活用が望まれる。
⑶　野菜
　 　連作や栽培管理・環境の変化にともない病害虫の発生
状況に変化が見られる。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
おり、近年問題となっている病害虫を中心に普及性が確
認された。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、散布や処理のタイミングが大きく効果を
左右する。生産現場においては、発生状況や薬剤耐性に
ついて十分観察し、的確に対応することが望まれる。
⑷　果樹
　 　従来とは作用機作が異なる新規薬剤が多く、薬剤ロー
テーションが必要な病害虫に対して安定した効果を維持
していくための有効な実証ができた。また、新潟県にお
いては品種の混植、他樹種との隣接園が多いことから、
幅広い薬剤登録を持った薬剤や収穫前安全使用基準が短
い薬剤が利用しやすく、このような薬剤の普及性が確認
できた。さらに、BT剤や天敵に優しい薬剤等、今後の
減農薬に向けた取組にも寄与できる薬剤の普及性も確認
できた。
⑸　花き
　 　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
類に適用拡大された殺菌剤の普及性が認められたことは、
安定生産及び農作業安全の推進上、非常に有益である。
 （経営普及課　堀　　武志）

表１　普通作物殺菌殺虫剤

表２　普通作物除草剤

表３　野菜

表４　果樹・花き
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編　集　後　記

○昨年は梅雨が明けず、７月下旬から８月にかけての
防除作業に気を揉むことの多かった年ではありました
が、作況99の平年作、１等米比率は89％（12月末）と
いう成果があげられたことは、生産者・関係者ともど
も胸をなで下ろしたことと思います。
○しかし、稲こうじ病、墨黒穂病、いもち病、ごま葉
枯病など広範あるいは局地的や、また限定された品種
での罹病により大きなダメージを受けた地域も見られ、
本年度対策が各地の各機関・団体で検討されているの
ではないでしょうか。
○戸別所得補償制度の創設、需給調整制度の変更など
に対応し農業経営の安定、所得確保のためにはまずも
って、安全・安心な売れる高品質米生産が重要と考え
られます。
○このため、本年産米の栽培に当たり、環境保全型農
業を進めつつ、品種の特性や病害虫発生の状況を把握
しながら、的確な防除を行うことがこれまで以上に求
められていると感じているところです。 （事務局）

水稲防除の現状と
次年度に向けた予察体制

　ＮＯＳＡＩ上越は、上越市、妙高市、糸魚川市の３市で
ＮＯＳＡＩ事業を展開しています。
　病害虫発生予察事業計画や主要な農作物の病害虫基幹防
除計画については、各防除協議会等で策定し、水稲に関す
る事業は、ＮＯＳＡＩ上越が実施主体となっています。
　水稲病害虫発生予察調査は、年間各地区５回、延べ
1,930地点で実施し、関係機関、農家調査員とともに調査
しています。近年、病害虫の発生状況は、斑点米カメムシ
類が問題視されており、カメムシ類による米の格落率が高
くなっています。平成20年度の状況をみると一等米比率が
７割強と極めて低く、その原因がカメムシ類による斑点米
であったという地域もありました。
　今年の第１回目の調査結果は、暖冬小雪の影響でカメム
シ類の越冬率が高く、発生の多い地区では80%の割合で発
生が確認されました。（表１）

　高品質米の生産には、病害虫の発生状況に応じた必要最
小限で環境に配慮した防除が必要不可欠です。そのために
は、発生予察事業を一層強化し、病害虫の発生が懸念され
る場合、緊急防除が必要な場合は、個人または共同で防除
するよう関係機関一体となって農家に呼びかけたり、また、
農家が発生予察データを簡単に取得できたりするような体
制作りを行う必要もあると思います。
　今後とも防除を継続していくには、各機関がそれぞれの
役割を果たし、地域住民等の理解と協力が得られるよう、
また、周辺環境に配慮し地域に根ざした防除を実施するこ
とに努める必要があります。
 （ＮＯＳＡＩ上越　小林　　匡）

　予察調査結果は、調査圃場に設置している立看板に発生
状況を即座に記入し、調査終了後に調査者全員で対応策な
どを協議しています。協議した結果を各集落に回覧したり、
ＮＯＳＡＩのホームページに掲載したりして周知していま
す。特にカメムシ類については、畦畔の草刈りの徹底等耕
種的防除を呼びかけています。
　現在、無人ヘリコプターによる水稲基幹防除はカメムシ
類の１回防除を基本としており、地域によっては、いもち
病の防除をしていますが、実施面積の９割以上はカメムシ
類の１回防除です。
　今年の無人ヘリ防除実施面積は、管内全域で4,242ha（内
ＮＯＳＡＩ請負分2,933ha）となり、毎年増加傾向にあり
ます。昨年斑点米で大きな被害を受けた地域では、防除の
重要性を認識され、ＪＡの取りまとめで新たに150ha無人
ヘリ防除を実施しました。

表１　６月上旬調査

無人ヘリ防除の様子


