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《主　な　内　容》

１　ＧＡＰとは
　ＧＡＰとは、「Good Agricultural Practice」の略語で、
食品安全、品質改善、環境保全、労働安全など様々な目的
を達成するために、農業生産者自らが、①農作業の点検項
目を決定し、②点検項目に従い農作業を行い、③記録を点
検・評価して改善点を見出し、④次回の作付け等に活用す
る、という一連の「農業生産工程管理手法」です。
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た「新潟県ＧＡＰ推進方針」に基づき、消費者等への安全・
安心な農産物等の供給や、県産農産物等の信頼性確保を図
るため、関係機関等と連携し、ＪＡや産地ごとのＧＡＰの
導入・実践を推進しています。
　その結果として、平成22年12月末現在では、水稲、園芸、
きのこの210産地等でＧＡＰが導入され、取組が進められ
ています。

４　今後の取組推進
　国では、食品安全に加え、環境保全や労働安全のように
幅広い分野を対象とする高度な取組内容を含む農業生産工
程管理（ＧＡＰ）の共通基盤として平成22年４月に「農業
生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」
を策定しました（平成23年3月改定）。
　今後は、国のＧＡＰガイドラインに対応した県ＧＡＰ推
進マニュアルの改定を急ぐとともに、農業者や指導者等を
対象とした研修会の開催や、モデル的に取り組む産地を支
援するなど、各地域、産地等におけるＧＡＰの導入や、よ
り高度な取組の実践を進めていきたいと考えています。
 （新潟県農林水産部農産園芸課　阿部　　渉）

図１　ＧＡＰの考え方
２　ＧＡＰの効果
　ＧＡＰのように、生産の各工程で必要な対策をあらかじめ
定め、その確実な実施によって最終産物の安全性を確保す
る工程管理方式（プロセスチェック方式）によるリスク管理
手法は、農産物の安全性・信頼性の確保の他、環境への負
荷軽減や農作業等の効率化によるコスト低減、生産物の品
質向上や作業者の労働安全等をより効果的に確保できます。
　また、一般に最終産物を抜き取り検査し、基準に合致し
たものを流通させる結果管理方式（ファイナルチェック方
式）による手法に比べ、各工程の点検・記帳に基づく消費
者等への説明や、仮に事故が発生したときの原因究明が容
易であるとともに、リスク管理にかかる取組経費の面でも
効率的であると言われています。

３　新潟県におけるＧＡＰ推進の取組
　本県では、「新潟県環境保全型農業推進方針～にいがた
クリーンランド戦略プラン～」において、安全・安心な食
料の提供と消費者の理解促進の指標として、平成21年から
ＧＡＰ導入産地数を目標項目に加えるとともに、別に定め

表１　新潟県内の産地・団体におけるＧＡＰ取組状況
年度

対象
H19 H20 H21 H22

H24
目標

備　　考
（H24目標の考え方）

米 2 8 18 25 26 全ＪＡでの取組

園芸 24 98 150 173 200

園芸振興プラン
で設定したブラ
ンド17品目の全
産地数

きのこ 1 2 9 12 18
きのこ振興夢プ
ランに掲げる全
産地数

計 27 108 177 210 244
※　各年12月末現在（新潟県農産園芸課調べ）

新潟県におけるＧＡＰの
推進について
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植防一口メモ
「土着天敵」

　特定の害虫を好んで食べる虫をその害虫にとって天敵と呼
び、ほぼすべての害虫に天敵が存在し、それも複数あることが
知られています。天敵の中で、もともとその地域の環境に適応
してすみ着いているものを土着天敵と言います。
　しかし、天敵がいても最初は害虫の増殖の方が早いため、ま
ず作物に害虫の被害が出ます。その後天敵が増殖して害虫が
減少することが一般的です。作物への被害を軽減するためには、
害虫の初期増殖を天敵に影響の少ない化学合成農薬で抑えた
り、あらかじめ土着天敵を増殖させておくためのバンカープラ
ンツを植えておくことなどが必要になります。露地栽培では、
ほ場の周囲が開放型で多種多様の植物や虫でいっぱいのため、
なす畑などではバンカープランツとしてソルゴーを栽培し、土
着天敵を利用する障壁栽培の取り組みが見られます。
　畑のまわりの雑草など身近なところでも土着天敵が活躍して
いますので、観察をしてみてはいかがでしょうか？
 （経営普及課専門技術指導担当　後藤　　豊）

　ダイズ縮葉モザイクウイルス（Soybean leaf rugose 
mosaic virus, SLRMV）は、平成17年に県内のダイズほ場
において初めて発生が確認された、新種の植物ウイルスで
す。本稿では、世界で初めて新潟県内で発見された
SLRMVについて紹介します。
分布域、伝染と症状
　県内では、糸魚川市から村上市、佐渡市に至るほぼ全域
で発生が確認されています。しかし、他県や海外における
発生状況は、調査データがないので、正確な分布は分かっ
ていません。県内のダイズウイルス病の発生調査の結果か
ら、1980～1990年代初頭ではダイズモザイクウイルス
（SMV）が最も多く発生していましたが、近年の調査で
はSLRMVの発生が最も多く、次いでラッカセイわい化ウ
イルス、キュウリモザイクウイルスと続きます。SLRMV
は転換初年目の転換畑で発生が多く、連作の進んだほ場や
畑地ではほとんど見られないことから、土壌の理化学性が
伝染・発病に寄与しているものと考えられます。多発ほ場
の土壌にダイズを播種し、加湿状態を保つと実生苗に発病
が認められることから、土壌伝染性病害であることが分か
っています。しかし、発病株の地上部を鋤き込んだ土壌で
は伝染しません。また、アブラムシ伝染や種子伝染はしま
せん。これらのことから、土壌中に何らかの媒介生物がい
て、生育中のダイズにウイルスを伝搬させていると考えら
れます。ダイズを作付し、３年間水稲を作付した後の転作
ダイズでも発生が見られることから、媒介生物は水田状態
でも生存可能なのかもしれません。宿主となる植物につい
ては、県内で作付されているエンレイ、あやこがね、たま
うらら、タチナガハ等の品種は全て感受性で、激しいモザ
イク症状や縮葉症状が現れます（図A）。このウイルスに
対する抵抗性ダイズ品種は、認められていません。また、
種子は褐斑粒にはならず、種皮に痘痕状の隆起を生じるこ
とがありますが（図B）、生産物の品質を大きく損なうこ
とはありません。ダイズ以外の植物では、エンドウとスイ
ートピーでのみ全身感染しますが、症状は全く現れません。
雑草など栽培植物以外での宿主は、分かっていません。
病原ウイルスのプロフィール
　植物ウイルスは、その本体である遺伝情報を記録した
DNAまたはRNAを、タンパク質の殻が包んだ粒子構造を
していますが、SLRMV粒子は一本鎖RNAと外被タンパク
質から構成されています。当初、SMVと同様にポティウ
イルス科共通の遺伝子診断法（PCR法）が適用できたこと
から、ひも状のウイルス粒子であろうと考えられていまし
た。実際、電子顕微鏡による粒子の観察結果、ひも状のウ
イルス粒子が発見されたのですが、SMVなど典型的なポ
ティウイルスの2/3程度の長さしかありませんでした。ポ
ティウイルス科の中には、SLRMVのように短いウイルス

粒子をもつバイモウイルス属もいますが、ポティウイルス
を2つに切ったような長短２種類の粒子で構成されていま
す。ところがSLRMVでは、１種類の粒子しか発見されて
いません。さらに、バイモウイルス属のなかには、
SLRMVと似通った遺伝情報を持つウイルスが数種類いる
ことが分かっています。外被タンパク質の遺伝情報をもと
に進化系統樹を電算機によって作成したところ、SLRMV
はバイモウイルスの仲間と極めて近縁なウイルスであるこ
とがわかりました。バイモウイルスの仲間は、植物の根に
寄生するPolymyxa（ポリミキサ）という原生動物によっ
て媒介される土壌伝染性ウイルスです。
まとめ
　SLRMVの性質は徐々に解明されてきていますが、伝染
環や防除法など、現場における対策のために、まだまだ不
明な点が多く残されています。県作物研究センターでは、
引き続きSLRMVの研究を続けてまいりますが、国内に広
く分布していると考えられることから、今後、県外の研究
機関とも連携し、発生生態や防除法の解明に努めたい。
 （作物研究センター　黒田　智久）

ダイズ縮葉モザイクウイルスの発生

図A　発病株 図B　種皮の痘痕状隆起
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み ち く さ

帰　化　植　物
　畜産担当の普及員として強害雑草の代名詞となっている
「ワルナスビ」について最初の相談を受けたのが25年ほど
前でした。牧草地の一角に定着し、鋭い棘があることから
牧草の収穫作業・その後の扱いに不都合で対策を相談され
たものですが、効果的な対策を見つけることができません
でした。ワルナスビは各地に広がり、牧草地の利用年限を
短縮させる大きな要因の一つになっています。
　一方、飼料のほとんどを草地の牧草とする放牧場ではワ
ルナスビの侵入に悩まされず広い草地を管理しているとこ
ろもあります。その条件下であれば、侵入直後の初期段階
に労力を掛けて根絶する方法も選択肢の一つとなりますが、
何れにしても草地で使用できる効果の高い除草剤の登録が
待たれるところです。
　都心に近いある市の駅前、小さな花壇にワルナスビが群
生していました。強敵です。
 （畜産研究センター　倉重　重一）

１　はじめに
　県内のチューリップ球根栽培産地で、土壌伝染性のウイ
ルス病であるチューリップ微斑モザイク病、チューリップ
条斑病およびチューリップえそ病が発生し問題となってい
ます。このうち、チューリップ微斑モザイク病は、病斑が
わかりにくいため発病株の抜き取りが困難なこともあり、
増加傾向にあります。そこで、本病の防除法を本誌111号
にて紹介しました。今回、防除の徹底を促すため、最近得
られた研究知見を加え、病徴、病原ウイルスとその伝搬経
路および防除法を再度紹介します。
２　チューリップ微斑モザイク病
⑴　病　徴
　本病は、花および葉に症状を生じます。花の症状は、品
種により異なり退色型、増色型の２パターンあります。退
色型は、蕾の着色期に楕円形の退色斑紋（図１）を生じ、
斑紋は開花と共に不鮮明になります。増色型は、花弁の中
心に向けてすじ状のモザイクの濃淡があり、花色が濃く出
ます（図２）。葉の症状は、生育時には楕円形の退緑斑紋
を形成して、淡いモザイク症状を生じます（図３）。茎葉
の枯れ上がり時には、淡い楕円形退色斑紋と紫色の色素が
沈着します（図４）。また、本病に罹病すると葉の枯れ上
がりが早まり、球根収量が低下する場合があります。

最新のチューリップ微斑モザイク病の防除技術
　マメ科の緑肥作物の一種であるクロタラリアスペクタビ
リスおよびシロツメクサの土壌すき込み処理は、本病の感
染を抑制します（図５）。そのため、前作にこれらの植物
を栽培して土壌にすき込みます。６月上旬～７月上旬にク
ロタラリアスペクタビリス（播種量：10kｇ／10a）ない
しシロツメクサ（同：５kｇ／10a）を播種します。９月
中旬頃まで両植物とも生育させた後、ロータリー耕等によ
り全量土壌にすき込みます。すき込み後の腐熟期間は、約
１ヶ月程度とします。

図１　退色型病斑
（品種：オックスフォード）

図２　増色型病斑
（品種：メリーウイドーレコード）

図３　葉の退緑斑紋症状（提供：富山農
林水産総合技術センター　園芸研究所）

図４　枯れ上がり時の葉の病徴（提供：富
山農林水産総合技術センター　園芸研究所）

⑵　病原ウイルスと伝染経路
　本病の病原は、Ophiovirus属のチューリップ微斑モザイ
クウイルス（Tulip mild mottle mosaic virus：TMMMV）
です。栄養繁殖性作物であるチューリップでは、球根伝染
によりTMMMVが次世代に伝搬します。さらにこの汚染
球根を定植すると土壌中に生息する菌の一種である
Olpidium virulentusによって媒介され土壌伝染することが
知られています。
３　防除対策
　チューリップの球根栽培は、健全球根を用いた健全土壌
での栽培が基本となります。本病の発病株が認められる場
合は、以下の防除対策を組み合わせて実施します。
１）連作の回避
　チューリップの連作は、本病および本病以外の土壌伝染
性病害の汚染リスクを高めるので避けます。
２）緑肥作物の利用

図5　クロタラリアスペクタビリスとシ
ロツメクサ土壌すき込み処理が微斑モザ
イク病の感染に及ぼす影響
植物は種・すき込み・チューリップ（品種：
Oxford）定植
砂丘畑：2007年6月21日・9月18日・10月16日水田
転換畑：2006年9月12日・10月16日・10月20日　
Bar：標準誤差　ｎ＝３

３）薬剤防除
　球根の植え付
け直前に、フル
アジナム粉剤
（商品名：フロ
ンサイド粉剤）
を10アール当た
り40kg施 用 し、
全面土壌混和し
ます。
４）遅植えの実
施
　球根の植え付
け時の地温が高
いほど、発病が
多くなる傾向があります。その原因は、地温が高いほどO. 
virulentusの活性が高まるためと考えられています。その
ため、球根の植え付け時期は、可能な限り遅らせます。な
お、植え付け時期の目安は、日平均気温10℃前後ですが、
ほ場条件および天気予報を考慮して植え付け時期を決定し
ます。さらに、降雨により定植時のほ場条件が悪化する恐
れがあるため、ほ場の排水対策を徹底します。
５）発病株の抜き取り
　ア　抜き取りの目安
　 　発病株の抜き取りは、花（蕾）や葉の病徴の両方を目
安に実施します。
　イ　抜き取り時期
　 　花の症状を目安にする場合は蕾の着色期および開花期
に、葉の場合は生育時および枯れ上がり時に実施します。
発病株の抜き取りは、これらの時期に必ず複数回実施し
ます。 （園芸研究センター環境・施設科　棚橋　　恵）
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ウコンノメイガに対する農薬の散布時期について
１　ウコンノメイガの発生概況等
　近年、大豆におけるウコンノメイガの被害（葉巻の発生）
が、増加傾向にあります。平成14年頃から、魚沼・上越地
域で多発し、平成17年以降はほぼ県内全域で多発傾向が広
がっています。昨年（平成22年）も、中越（長岡以西）・
魚沼・上越・佐渡地域で被害が多発しました。現地では、
防除対応の遅れなどにより、多被害をまねく事例が認めら
れています。
　そこで、平成22年に、ウコンノメイガに登録のある３種
類の農薬について、散布時期とその防除効果について試験
を行いました。今回は、その概要について報告しますので、
今後の防除指導の参考にしてください。

２　農薬の散布時期の検討
⑴　検討内容・方法等
　ア　耕種概要
　　ア　試験場所：柏崎市藤井（連作９年目）
　　イ　品種：エンレイ
　　ウ　は種日：６月２日
　イ　散布農薬・量等

　ウ　農薬の散布時期
　　・無散布
　　・７月23日散布（葉巻発生初確認日）
　　・７月30日散布（葉巻発生初確認日の７日後）
　エ　調査方法
　　 　農薬の散布前と、散布後から１週間おきに、株当た

り葉巻数（各区30株）を調査
⑵　試験結果の概要
　ア 　葉巻被害初確認日は７月23日で、葉巻被害最盛期は

８月13日となりました。
　イ 　葉巻被害最盛期（８月13日）の株当たり葉巻数は、

いずれの農薬・散布時期でも、無散布区より少なくな
りました（図）。

　ウ 　７月23日散布区では、サイアノックス粉剤で散布２
週間目頃から、葉巻数の増加が見られましたが、トレ
ボン乳剤、スミチオン乳剤はサイアノックス粉剤に比
べ、散布後から葉巻被害最盛期まで葉巻被害の増加が
少なく、防除効果が高いと思われました（図）。

　エ 　７月30日散布区では、いずれの農薬でも防除効果が
認められ、葉巻被害最盛期まで葉巻の増加を抑制しま

農　薬　名 散布量・希釈倍率
サイアノックス粉剤 0.4kg／a
ス ミ チ オ ン 乳 剤 15㍑／a・1,000倍
ト レ ボ ン 乳 剤 15㍑／a・1,000倍

したが、7月23日散布区のトレボン乳剤及びスミチオ
ン乳剤に比べると、３薬剤とも、効果がやや劣る可能
性がうかがわれました（図）。

⑶　まとめ
　ア 　スミチオン乳剤とトレボン乳剤は、ほ場で被害（葉

巻）が見えはじめる早い時期の散布で効果が高く、葉
巻被害の抑制期間も長いことから、１回散布で十分と
思われます。サイアノックス粉剤は前２者に比べて葉
巻被害の抑制期間がやや短いと思われますが、実用上
は１回散布で十分と思われます。

　イ 　散布時期は、ほ場で被害（葉巻）が見えはじめた時
期～その７日後の効果が高いと思われますが、農薬の
種類によって、やや異なった傾向もみられることから、
さらに検討していく必要があります。

　ウ 　ウコンノメイガの防除対策については、現在研究機
関でも薬剤の評価や性フェロモントラップの利用など
の検討が進められています。近い将来、新しい成果が
出てくることに期待しています。

 （新潟県病害虫防除所　小池　利幸）

図　散布時期別・散布農薬別の葉巻数の推移
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　平成23年度の病害虫防除実施計画がまとまりましたので、
その概要をお知らせします。
　また、近年、無人ヘリコプター防除による接触等の事故
が発生しています。安全防除に向け、防除開始前に取り組
み体制等の重点事項を十分確認した上で、防除の実施に当
たり、無事故で共同防除が終了するようお願いします。

１　水稲病害虫防除実施計画
　県下のＮＯＳＡＩ団体及び病害虫防除協議会が実施主体
として行う平成23年度の共同防除計画をとりまとめた結果、
実防除面積が55,341ha（前年実績比1,232ha増）、延防除面
積は62,345ha（同597ha減）となりました（表１）。また、
請負防除面積が農家・地域の要望等により、実面積で
1,067ha増加しました。

除計画の変更、機体損傷の復元に要する経費・時間のみな
らず、安全で効率的・効果的な共同防除の信頼を損なうこ
とにもつながります。今年度も８月上旬を中心に過密スケ
ジュールが予想されます。関係機関・団体が一体となり安
全対策に取り組み、無事故を目指し、今後も無人ヘリコプ
ターによる防除手段が継続できるようお願いします。
　≪無人ヘリコプター利用技術指導指針等の徹底≫
　社団法人農林水産航空協会が発行する「産業用無人ヘリ
コプターによる病害虫防除実施者のための安全対策マニュ
アル（平成23年版）」は、安全対策の強化を図るために内
容の一部が改正されました。以下、主な改正点を紹介しま
す。①作業中は、必ず合図マンと行動を共にし、オペレー
ター単独で行動しない（Ｐ23、追加項目）②……ほ場間の
移動において、電線越えは行わない（Ｐ30、追加文）③メ
インローターの回転半径内に入り、機体に接近して作業す
る場合は、必ずエンジンスイッチを切り、メインローター
等の完全停止を確認してから行動する（下線部追加）等の
内容になります。
　また、合図マンを対象とした「合図マンマニュアル」を
新たに作成し、併せて安全対策の徹底を図ることとしてい
ます。無人ヘリコプターによる防除に関する安全対策につ
いては、農林水産航空事業実施ガイドライン及び無人ヘリ
コプター利用技術指導指針等に基づき実施してください。

３　終わりに
　防除実施の際は、周辺住民等からの理解と協力を得ると
ともに、防除作業の安全かつ効率的な実施、農薬危被害防
止対策、周辺環境等の安全確保に一層配慮し、適期・的確
な防除の実施をお願いします。

 （ＮＯＳＡＩ新潟　行田　昌喜）

表１　平成23年度水稲病害虫防除実施計画面積
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

合　計
52,677 496 1,135 1,033 55,341
59,333 621 1,225 1,166 62,345

前年度
実　績

51,684 457 1,111 857 54,109
60,392 512 1,156 882 62,942

増　減
993 39 24 176 1,232

△1,059 109 69 284 △597
注１）面積は上段が実防除面積、下段が延防除面積。

　共同防除のうち無人ヘリコプターによる防除は実防除面
積52,677ha（前年実績比993ha増）、延防除面積は59,333ha
（同1,059ha減）で、実・延面積とも共同防除全体に占め
る割合は95％となっています。
　主な要因は、平成18年のポジティブリスト制度の導入に
よるドリフト問題等によりダスター等の防除から無人ヘリ
コプター防除への移行が進んできたことによるものです。
　平均防除回数は、コシヒカリＢＬに対応した防除体系が
定着したこと、減農薬栽培等の面積が増加したこと、及び
病害虫発生予察調査に基づく必要最小限の防除の実施によ
り、平均1.1回で概ね１回防除が定着しています。
　対象病害虫別の延防除面積実施計画割合は、害虫の単独
防除が37.6％と一番多くなっています。また、いもち病・
害虫の同時防除は17.0％で、22年度実績に比べ4.4％増とな
っています。
　大豆の無人ヘリコプターによる防除は、実面積1,248ha、
延面積2,213haを計画しています。麦は実面積117ha、延面
積234haの防除を５月に実施しました。

２　無人ヘリコプター防除の安全対策
　無人ヘリコプター防除において事故が発生した場合、防

　平成23年度の病害虫防除実施計画がまとまりましたので、 除計画の変更、機体損傷の復元に要する経費・時間のみな

平成23年度病害虫防除実施計画と
防除の安全対策について
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編　集　後　記

○例年になく早い梅雨明けとなり、突然とも言えるよ
うな真夏到来の年となりました。水稲をはじめ、野菜、
果樹、畜産の管理指導に気の張りつめている日々のこ
とと存じます。遅れましたが、23年度の第１号をお届
けいたします。
○本年度においても、県の皆様のご協力により農薬実
証圃、農薬実用化試験に多く取り組んでおります。高
い効果を有する新農薬の研究と技術開発・普及はまさ
にエンドレスの世界と言えます。
○県無人ヘリ競技会を10月12日（予備日は13日）に開
催の予定です。なお、全国無人へり競技会は大震災で
危ぶまれていましたが、11月１、２日に茨木県水戸市
において開催されます。

　さきに開催の第57回総会において承認されました本年度
における事業計画等の概略について、現在、取組中ですが
ご紹介します。
１　事業推進方針
　将来にわたって安全・安心な農産物の安定生産と消費者
への安定供給を図るため、病害虫や雑草の防除について、
下記により効果的かつ適切な農薬使用の推進及び本県に適
した農薬の普及実証とともに、新農薬の開発に資する試験
を県、関係団体と密接に連携・協力して実施します。

２ 　病害虫・雑草防除に関する調査、安全使用の啓発、研
修等

⑴　病害虫・雑草防除に関する調査
　 　地域において新たに発生した病害虫や難防除病害虫な
どの関し、病害虫防除協議会が病害虫防除所の協力を得
て実施する現地調査について当会が支援し、その成果に
ついて関係者に配付し防除指導等に活用します。

⑵　農薬の危被害防止対策
　 　国が毎年行う「農薬危被害防止運動」を受け、県、関
係団体と一体となって啓発のポスターを作成・配付し、
正しい農薬使用と安全対策とともに、健康保持や環境保
全を図ります。

⑶ 　農薬に関する知識・技術向上に関する研修・検討会の
開催

　 　県が認定する農薬管理指導士の資質向上に係る研修や
防除検討会について、県・関係団体と共催して実施しま
す。また、地域防除協議会に対し、安全対策を含めた協
議会活動の強化のために助成をします。

⑷　広報活動
　 　病害虫雑草防除指針や原色病害虫図鑑（普通作物、野
菜、果樹・緑花木の３巻）の頒布や機関誌である「植防
だより」の配付を行うとともに、当協会のホームページ
（平成18年度に運用開始）での紹介や、病害虫防除等の
提供など情報活動を充実します。（「植防だより」は全記
事を掲載）

⑸　無人ヘリコプター防除の安全対策
　 　無人ヘリ防除は県内の基除的な手段となり年々増加し
ていますが、安全対策が重要な課題となっています。当
協会は県無人ヘリ協議会の事務局を担当し、安全対策会
議の参画や県競技会の開催、事故ゼロ運動等に取り組み
ます。なお、県無人ヘリの競技会を10月12日（水）県農

業大学校において実施を予定しています。（全国の競技
会は11月１、２日の予定）

３　未登録農薬の実用化試験及び新規登録農薬の現地実証
⑴　未農薬の実用化試験及び作物残留に関する試験
　 　農薬の登録申請に必要な農薬の効果及び薬害の試験に
ついて、試験研究機関及び当会の試験員がほ場において
実施します。本年度は、病害、虫害、雑草等に係る試験
は合わせて176件（５月末時点）と前年を若干上回り、
また、作物残留試験については、当会がＧＬＰ試験を７
件、非ＧＬＰ試験３件の計10件（５月末時点）取組みま
す。ＧＬＰ試験の作物は、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリ
ーなどとなっています。
⑵　新規登録の農薬を中心とした現地実証
　 　新規に登録された農薬を中心として実際に農家の現地
ほ場において十分な効果を発揮し、普及性があるかどう
かについて経営普及課、農業普及指導センター、農業大
学校の協力・指導を得て実証します。この成果は次年度
の病害虫雑草防除指針編集上の参考に供されます。本年
度は、全体の件数で76カ所で取り組まれ、近年、成分数
の少ない除草剤の実証が多く見られます。

　会員及び賛助会員の皆様、県、関係機関・団体の多くの
皆様からご支援・ご協力をいただきながら植物防疫事業の
円滑な推進を図って参りますのでよろしくお願いいたしま
す。 （県植防事務局）

23年度病害虫雑草防除指針
　ご好評をいただいております指針の残部があります。お
早めに当会へ （事務局）

（社）新潟県植物防疫協会　平成23年度事業の推進について

写真：無人へり安全対策会議の様子（23.６.23県自治会館）


