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《主　な　内　容》

いもち病防除面積の推移
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紋枯病防除面積の推移
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※参考　16年度防除面積は48,905ha

平成２３農年度いもち防除剤　出荷面積割合
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その他病害対象薬剤　防除面積推移
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平成23農薬年度
水稲農薬出荷実績

　平成 23 農薬年度（H.22.10~H.23.9）の本会の出荷実績を
もとに防除面積を算出しました。
　箱処理剤も含めた本年度水稲の延べ防除面積は
194,320ha であり、22 年度対比 92%と減少しました。
　コシヒカリＢＬ導入後、防除面積が最小となった 20 年
度以降、21 年度、22 年度は連続で増加していましたが、
今年度は病害虫の少発生等により、再び減少に転じました。
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 65,370ha で、前年比 104％
でした。延べ防除面積同様に 20 年度で最小となりました
が、21 年度に前年比 120% で増加した後も徐々に増加を
続けています。
　薬剤別にみると、昨年同様「ブラシン剤」、「オリゼメー
ト剤（Dr. オリゼ含む）」「ビーム剤」の占める割合が大き
くなっています。
　また、剤型別では箱処理剤と無人ヘリ用を含む液剤の比
率が増加し、全体の 80％以上を占めるようになっています。
② 紋枯病薬剤の推移
　本年度の紋枯病防除面積は 43,970ha で、前年比 95％で
した。21年度から2年連続防除面積が増加していましたが、
本年はやや減少しました。
　この要因は、後述するその他病害対策として使用されて
いたモンガリット剤の減少が主なものであり、紋枯病の防
除面積自体はほぼ前年並みとなっています。
③ その他病害
　近年、墨黒穂病、稲こうじ病の多発生を受け、これらの
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病害を対象にした防除が増えていましたが、22 年度が比
較的少発生となったこともあり、本年の防除面積は減少し
ています。特に 21 年度に多発生した稲こうじ病対策とし
て、翌 22 年度には「撒粉ボルドー粉剤ＤＬ」の増加が顕
著となっていましたが、本年はおよそ 50%の使用量まで
激減しています。（撒粉ボルドー粉剤ＤＬは前述の延べ防
除面積には含まれていません。）
④ 本田害虫防除剤の推移
　本年度の害虫防除面積は 149,230ha で、前年比 95% と
なりました。
　薬剤別にみると、全体では昨年までと同様「スタークル
剤」の使用が半分以上を占めていますが、箱処理剤分野で
の比率は低下しています。同分野では「プリンス剤」と新
規「フェルテラ剤」の 2剤で約 70% を占めるようになっ
ています。
２．剤型別の出荷実績
　防除面積を剤型別に比較すると、箱処理剤は 51,270ha
で前年比 104％と過去最大となったのに対し、粒剤は
19,700ha で前年比 84%、粉剤は 21,960ha で前年比 75％、
液剤は 101,390ha で前年比 98％と減少しています。
　特に粉剤の減少が大きいのは、フタオビコヤガに対する
防除面積が前年に比べ、大きく減少したことが要因の一つ
となっています。
３．今後の防除の動向
　防除効果が高く、残効の長い新規剤の登場もあり、防除
全体に占める箱処理剤の比率が高まっています。
　一方、本田散布剤は、共同防除を主体とする無人ヘリ用
薬剤を除いて減少傾向にあることから、適正な個人防除が
なされていない状況も想定されます。
　近年、今まで問題とならなかった病害虫も発生し、また
発生程度にも年次変動がある中で、前述した箱処理剤をう
まく活用し防除体系に組み入れた中で、それぞれの地域の
発生予察にもとづき、適切な防除を実施していくことが重
要と思われます。
� （全農新潟県本部　肥料農薬総合課　川㟢　祐也）
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図２　タネバエ誘殺消長（平成22年、園芸研究センター砂丘地ほ場)
　　　誘引剤：β－フェネチルアルコールとn-吉草酸の４：１混合物
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図４　ねぎ生存株数の推移
(平成２２年、園芸研究センター砂丘地ほ場)
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表１　ねぎ定植時の大豆または乾燥おからの植溝処理効果(平成22年)

蛹数 幼虫数 計
大豆 11.7 0.0 31.1 0.0 31.1
乾燥おから 11.7 0.0 11.1 0.0 11.1
慣行 12.0 13.9 3.3 0.0 3.3
大豆 50.0 2.0 405.7 4.3 410.0
無処理 50.0 33.4 2.7 1.0 3.7

１）秋冬ねぎで定植時植溝に250g/m処理し、約１ヶ月後に調査。３反復平均。
２）胎内市は全区にジノテフラン粒剤とジメトエート粒剤を使用。新発田市は殺虫
剤不使用。

株元土壌中のタネバエ虫数(頭/m)処理資材 調査株数 被害株率(%)
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図１�タネバエトラップ

図２　タネバエ誘殺消長（平成22年、園芸研究センター砂丘地ほ場）
　　　誘引剤：β－フェネチルアルコールとｎ－吉草酸の４：１混合物

図３�ねぎのタネバエ被害

図４　ねぎ生存株数の推移
（平成22年、園芸研究センター砂丘地ほ場）

植防一口メモ
「かきの減農薬栽培」への取り組み

　秋葉区のＪＡ新津さつき柿部会は、５年前に部会員全員が
エコファーマーを取得するとともに、当センターと連携して減
農薬防除体系の確立と普及定着に取り組んでいます。
　減農薬栽培技術の普及定着には、フジコナカイガラムシと落
葉病の発生を抑えることが課題で、効果的な防除時期の把握
や効果の高い薬剤選定がポイントとなっています。
　そこで、フジコナカイガラムシに関しては、園芸研究センタ
ーの協力を得て、試験段階の性フェロモントラップを設置し、
地域の正確な発生消長を確認し、防除適期を把握しています。
　また、防除効果の高い薬剤選定では、毎年新しい薬剤の効
果を確認し、防除効果を高めています。
　落葉病対策では、新規薬剤の導入や効果的な防除時期を検
証しながら、新たな防除体系を確立し農薬の散布回数を削減
することができました。
　これらの取り組みにより、２つの病害虫の発生を抑え被害軽
減を図る技術体系を確立することができました。　柿部会では、
この技術体系を定着させ、消費者や市場から高い評価を得ら
れる産地づくりを進めています。
� （新津農業普及指導センター　堀内千鶴子）

新潟県におけるねぎのタネバエ被害と防除対策
　タネバエはダイズなどのマ
メ科作物をはじめ、スイカや
トウモロコシなど様々な作物
の種子を食害します。また、
ダイコンやカブなどでは肥大
した根部に食入するため、商
品価値を損います。作物を加
害するのは白色
～乳白色のウジ
虫（幼虫）で、
老熟幼虫は６
mmくらいの大
きさになります。
成虫は５mm程
度の大きさの灰
黄色～暗黄褐色をしたハエで、未熟堆肥や鶏ふん、油かす
などの有機物の腐った臭いのする所や耕起したばかりの湿
った畑に集まり産卵します。新潟県では蛹で越冬している
と考えられ、３月下旬から成虫の飛来がみられます。４月
下旬、５月下旬、６月下旬に成虫の発生ピークがあり、そ
れ以降は秋にピークが見られる場合もありますが、概ね少
なくなります（図１、２）。
　新潟県のねぎ栽培では、軟腐病の発
生したネギにタネバエの食入痕が見ら
れることもあり、軟腐病を発生させる
１要因であると考えられています。さ
らに、下越地方の砂丘地畑における夏
ねぎ及び秋冬ねぎ栽培で６月から７月
にかけて株が急激に枯死する現象が見
られていますが、タネバエの食入によ
りねぎが枯死していることがわかりま
した（図３）。平成
22年の園芸研究セン
ター砂丘地ほ場にお
ける殺虫剤を使用し
ない試験で、６月中
旬に掘り取ったねぎ
の３分の１の株でタ
ネバエの食入痕が見
られ、８月
上旬にはね
ぎの株数が
定植時の半
分になって
います（図４、表１）。 
　ねぎのタネバエの防除法としては、未熟な堆肥や鶏ふん
等の有機物を使用しないこと、ほ場に堆肥を施用する場合

は、産卵されたタネバエの卵が成長して作物を加害しない
蛹になった後（20日後以降）には種や定植を行う、かん水
をやりすぎない、作物の残さをほ場の外へ持ち出す、ダイ
アジノン粒剤のは種時または植え付け時土壌混和や作条土
壌混和処理による薬剤防除があげられます。加えて、現在
試験中の新たな防除方法を紹介します。
ねぎ定植時の大豆または乾燥おからの植溝処理
　ねぎの定植時に大豆または乾燥おからを植溝１ｍあたり
250ｇ処理する方法です。これにより、ねぎのタネバエ被
害が軽減されることがわかりました（図４、表１）。大豆
を定植時植溝に処理する方法は平成19年から試験されてい
ますが、いずれの年もねぎの株数減少を抑制しています。
この時、タネバエが大豆や乾燥おからを処理した土壌中に
大量に発生する現象が見られています。これは、大豆や乾
燥おからがタネバエ幼虫を「誘引」することで、ねぎへの
被害を軽減させているためと考えられます。一方、大豆を
処理する場合、処理した大豆が発芽して生育すると、ねぎ
の受光体勢を悪化させて生育に悪影響を与えるため、発芽
しないように破砕や煮沸したものを使用する必要がありま
す。今後の課題は、大豆や乾燥おからを処理したねぎの生
育が年次により促進されたり、抑制されたりするという不
安定な面がある点や、大豆や乾燥おからを安価に供給する
体制の構築が必要である点です。
　ねぎのタネバエ被害は場所により甚大なものとなってい
ます。定植後の防除が困難であるため、被害が予想される
ほ場では耕種的防除と薬剤防除を組み合わせて定植時まで
に対応する必要があります。新たな防除法につきましても、
早期にねぎのタネバエ防除に活用できるよう、試験してい
きたいと思います。
� （園芸研究センター　環境・施設科　佐藤　秀明）
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図　薬剤による育苗期感染の抑制効果
１）薬剤名・処理方法の後の（　）内の数字は試験事例数
２）オリサストロビン粒剤、プロベナゾール粒剤は、フィプロニルとの混合剤を使用した。
３） 体系はカスガマイシン液剤４倍液50ml 播種時とフィプロニル・プロベナゾール粒剤50g/箱・緑化期（出

芽直後）の組み合わせ。
４）接種は胞子懸濁液約５×104個/ml に調整した胞子懸濁液を４cc/ケース噴霧した。
５）調査は接種８～10日後に葉身に生じた病斑を対象に行った。
６）エラーバーは標準偏差

「趣味と実益、虫人脈」
　虫（昆虫等を指す。）が嫌い、体質的に受け付けないと
いった人が多くいる中で、虫が好き、飼育・観察や収集し
たいとする人も確実にいる。全く趣味の世界だけで余暇時
間に没頭している人もいれば、主なる仕事ととして、知識・
技術を活かし活躍している人がいることが印象深い。
　私は、遠い昔の学生時代に「応用動物」研究の世界にほ
んの僅か触れたことがあったが、現在では、虫の世界に趣
味的な興味関心は殆どない。
　一方で、虫に関し趣味と実益（失礼）を兼ねて活躍され
ている方達に共通なのは、この分野なら他人に負けないと
強い自信を持って仕事に当たっていることは勿論、老若男
女、職種や立場を超えた人脈を形成していることです。こ
れまで、何度かこのことを体感する場面に立ち会っていま
す。
　社会人として活躍するために、人脈は大きな武器です。
　人脈が多ければ情報量が多くなり、単眼、個眼、複眼と
各種の視点で物事を判断できるのではないでしょうか。
  （佐渡農業技術センター　駒形信一）

「薬剤による育苗期の葉いもち感染抑制」
～本田にいもち病菌を持ち込まないために！～

１　育苗期のいもち病防除の重要性
　コシヒカリBLはいもち病発生抑制効果を発揮していますが、
平成21年頃からコシヒカリBLの抵抗性系統を侵すいもち病菌
のレースが一部の地域で確認されています。万が一侵害レー
スが蔓延してしまった場合、コシヒカリBLはいもち病抑制効
果を発揮することができません。いもち病菌は種子や乾燥状
態で保存された籾殻や稲わらで生き残るため、苗ハウスに放
置された籾殻やハウス周辺の敷きわらに生き残った前年のい
もち病菌が育苗期間中の苗に感染することが知られています。
つまり、前年に発生した新たな侵害レースも籾殻や稲わらに
生き残って育苗期の一次伝染源となり、増殖を繰り返しなが
ら蔓延してしまう恐れがあります。また、侵害レースに限らず
いもち病に感染した苗を本田に移植した場合、早い時期から
増殖を繰り返し、ズリコミや穂いもちによる減収を引き起こし
てしまいます。従って、いもち病の多発地域や前年にいもち
病が多発生した地域では、確実に育苗期間中のいもち病の感
染を防ぐことで前年のいもち病菌をシャットアウトし、いもち
病菌を本田に持ち込まない技術が必要となっています。
　育苗期間中のいもち病の伝染を防ぐためにはハウス内・周
辺の籾殻や敷きわらの除去など耕種的防除と併せて、薬剤に
よる防除が非常に重要です。種子消毒は種子に付着・感染し
ている病原菌には効果がありますが、僅かな防除モレや、籾
殻や稲わらに生き残ったいもち病菌の育苗期間中の苗への感
染を防止する効果は低いと考えられます。そこでいもち病の
育苗期感染をシャットアウトすることを目指して、育苗期の葉
いもちに高い発病抑制効果を示す薬剤防除法を検討しました。

２　感染抑制効果の高い薬剤防除方法とその活用法
　薬剤処理した従来コシヒカリの苗にいもち病菌を接種し、
その後発病を調査することで薬剤の発病抑制効果を調べまし
た。また、接種は１葉期または２葉期に行い、育苗期前半の
感染、後半の感染に対する発病抑制効果を調べました。
　効果の高かった薬剤防除方法とその特徴を紹介します。（図
参照）
【オリサストロビン粒剤播種時処理または
　　　　　オリサストロビン粒剤覆土混和処理】
　播種時、覆土混和処理ともに育苗期間中の高い発病抑制効
果があり、さらに本田移植後も葉いもち発病抑制効果が期待

できるため、育苗期と本田期の葉いもち防除を兼ねることが
できます。
【チウラム･ベノミル水和剤の１％湿粉衣】
　育苗期のいもち病に対し安定して発病抑制効果が高く、他
の処理薬剤、特に箱粒剤と比べ安価です（箱粒剤の約１/30）。
【カスガマイシン剤（播種時）と
　　　　　プロベナゾール剤（緑化期）の体系処理】
　プロベナゾール剤は県内に広く流通しているいもち病抵抗
性誘導剤であり、本田移植後も葉いもち発病抑制効果が期待
できるため、本田期の葉いもち防除を兼ねることができます。
また、カスガマイシン剤の播種時かん注は、いもち病だけで
なく、もみ枯細菌病等のほかの育苗期病害との同時防除がで
きます。ただし、プロベナゾール剤は単独の処理だと育苗期
の感染抑制効果が劣ります。
【ベノミル水和剤播種時かん注または
　　　　　カスガマイシン液剤播種時かん注】
　両薬剤とも１葉期の効果は高く、２葉期ではやや発病が見
られましたが、その病斑は薬剤により強く抑制されたものでし
た。ベノミル水和剤は安価であり、カスガマイシン液剤は他
の育苗期病害との同時防除が可能です。また、カスガマイシ
ン液剤は県認証制度で節減対象農薬から除外されていること
も利点といえます。

３　最後に
　生産現場ではいもち病以外の育苗期病害防除や、農薬使用
回数の制限、あるいは生産費と収益などを総合的に検討し、
その生産者が最も良いと判断した方法で防除を実施すること
になります。その際特に山間山沿地のいもち病多発生地域や、
前年いもち病が多発した地域は、改めて育苗期のいもち病防
除の重要性を見直し、是非本技術を参考にして防除方法を検
討していただきたいと思います。

（作物研究センター　栽培科　岩田　大介）



にいがた植防だより 第131号

− 4 −

表 平成２２年度農薬販売者立入検査の実施状況

販 検 違反件数（件）
売 査
所 総 届 出 帳 簿 取 扱 その他 合 計
数 数 記 載 農 薬

立入検査結果 1,468 187 8 34 0 0 42

１　はじめに
　 　農薬を販売するにあたっては、都道府県知事への届出
義務、また無登録農薬の販売禁止や虚偽宣伝の禁止等が、
農薬取締法（昭和23年７月1日）で定められています。
　 　新潟県では、農薬による事故の未然防止や食の安全・
安心の確保等を図るため、農薬の適正流通・販売等につ
いて監視・指導を行っています。

２　農薬販売者に対する指導状況等について
　⑴　農薬適正販売研修会の開催
　　 　新潟県病害虫防除所（以下「病害虫防除所」という。）

では、農薬の適正販売等を推進するため、農薬販売者
を対象にした研修会を開催しています（例年６月～７
月開催）。平成23年度は、新潟市、見附市、上越市の
３会場で開催し、188名の参加がありました。この研
修会では、農薬販売に係る注意事項や指導状況、毒物・
劇物農薬の販売に係る注意事項、農薬の基礎知識等を
解説・指導しました。

　⑵　農薬販売者立入検査の実施
　　 　病害虫防除所では、農薬販売者に対する立入検査を

適宜実施し、農薬取締法等に基づく適切販売がなされ

農薬の適正販売に向けた取り組みについて
ているかを確認・指導しています。平成22年度は、県
内の農薬販売所数1,468（平成23年３月末現在）のうち、
187に対し立入検査を実施しました。

　　 　立入検査の結果、農薬販売者に対し農薬取締法違反
等で指導した内容は、下記のとおりです。

　　　① 県知事への届出内容に変更が生じているにもかか
わらず、所定の手続きを行っていなかったもの（下
表中「違反件数」における「届出」）

　　　② 帳簿の備えつけの不備や、帳簿における仕入・販
売数量等の記載内容が不十分であったもの（下表
中「違反件数」における「帳簿記載」）

　　 　なお、農薬取締法等に違反が認められた農薬販売者
に対しては、その違反内容を認識するとともに、改善
を図るよう指導しました。

　⑶　その他
　　ア 　農薬販売に係る団体等が主催する研修会で、病害

虫防除所が農薬販売に係る注意事項や指導状況等を
説明し、農薬の適正販売の推進を図っています。

　　イ 　新潟県では、農薬の適正販売・使用を助言・指導
を行う者を「農薬管理指導士」として認定し、その
農薬管理指導士の養成・資質向上を図っています（平
成23年３月末現在：3,194名）

３　今後の対応等について
　 　病害虫防除所では、今後とも農薬取締法等に基づく農
薬の適正販売等が徹底されるよう、次に掲げる３項目を
重点とし、農薬販売者等を指導していきます。
　　① 　関係機関・団体と緊密な連携のもと、農薬取締法

等の遵守啓発及び農薬の適正流通・販売等の監視・
指導

　　② 　農薬販売者に対する立入検査の実施、農薬取締法
違反者に対する指導の徹底

　　③ 　農薬販売に係る研修会等における、農薬取締法等
の遵守啓発及び販売に係る注意事項等の説明・周知

� （新潟県病害虫防除所　西土　恒二）

表　平成22年度農薬販売者立入検査の実施状況

【農薬適正販売研修会】
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表１　普通作物殺菌殺虫剤
薬　剤　名 作物名 病　害　虫　名

フェルテラ箱粒剤 水稲 初期害虫、フタオビコヤガ、
ニカメイチュウ等

ダブルカットスタークル粉剤DL 〃 いもち病

Dr.オリゼフェルテラ粒剤 〃 初期害虫、フタオビコヤガ、
ニカメイチュウ

ルーチンアドスピノGT箱粒剤 〃 いもち病、紋枯病、初期害虫、
フタオビコヤガ

ルーチンアドスピノ箱粒剤 〃 いもち病、初期害虫、フタオ
ビコヤガ

ブイゲットフロアブル 〃 いもち病
ラテラ粉剤DL 〃 稲こうじ病
イモチミン粒剤 〃 穂いもち、ごま葉枯病

表２　普通作物除草剤
薬　剤　名 作物名 病　害　虫　名

サンシャインジャンボ 水稲 初期一発剤
サンシャインフロアブル 〃 初期一発剤
サンシャイン1kg粒剤 〃 初期一発剤
ベストパートナー1キロ粒剤 〃 初中期一発剤
ゼータワン1キロ粒剤 〃 初中期一発剤
ヤイバ1キロ粒剤 〃 初中期一発剤
エーワンフロアブル 〃 初中期一発剤
エーワンジャンボ 〃 初中期一発剤
ポッシブルジャンボ 〃 初中期一発剤
ナイスミドル1キロ粒剤 〃 中後期剤
ワイドパワー粒剤 〃 中後期剤
ドウジガードLフロアブル 〃 初期一発剤
ベストパートナー豆つぶ250 〃 初中期一発剤
ゼータワンフロアブル 〃 初中期一発剤
ヤイバ豆つぶ250 〃 初中期一発剤
マイウェイ豆つぶ250 〃 初中期一発剤
ビクトリーZフロアブル 〃 初中期一発剤
ロングキック1キロ粒剤51 〃 初中期一発剤
イッポンD1キロ粒剤 〃 初期一発剤
カーメックスD水和剤 〃 水稲畦畔用
イネキング1キロ粒剤 〃 直播用一発剤
ワイドアタックSC 〃 直播用中後期剤
タッチダウンIQ 大豆 耕起前処理
ラウンドアップマックスロード そば 耕起前処理

表３　野　　菜
薬　剤　名 作物名 病　害　虫　名

ディアナSC ねぎ ネギアザミウマ
オラクル粉剤 キャベツ 根こぶ病
プレバソンフロアブル ブロッコリー コナガ、アオムシ
プレバソンフロアブル いちご ハスモンヨトウ
ベトファイター顆粒水和剤 たまねぎ べと病
アグロケア水和剤 きゅうり うどんこ病
エコピタ液剤（H22未了分） いちご ナミハダニ

表４　果　　樹
薬　剤　名 作物名 病　害　虫　名

ナリアWDG かき 落葉病
スタークル顆粒水溶剤 ぶどう コナカイガラムシ類
コルト顆粒水和剤 かき フジコナカイガラムシ
コルト顆粒水和剤 なし アブラムシ
ベトファイター顆粒水和剤 ぶどう べと病
アグロケア水和剤 なし 黒星病
リドミルゴールドMZ ぶどう べと病
サムコルフロアブル10 なし シンクイムシ
フェニックス顆粒水和剤 トルコギキョウ ハスモンヨトウ
フェニックス顆粒水和剤 きく オオタバコガ

　平成23年度の農薬実証ほでは、殺菌・殺虫剤26剤、除草
剤24剤の合計50剤を、延べ78か所で実証し、普及性を評価
しました。
　水稲の殺菌・殺虫剤では、抵抗性誘導型の新規いもち病
防除剤や、近年問題となっているフタオビコヤガを対象と
した育苗箱施用剤を主体に効果を確認しました。育苗箱施
用剤の充実により本田防除の省略が可能となるなど、防除
体系の自由度が増すと期待されます。

農薬実証ほ成績の概要について

　水稲の除草剤では、近年は生産現場で化学合成農薬を減
らす取組が拡大する中で、成分数の少ない２成分、１成分
剤の実証が増加しています。薬剤によっては、後に回復す
るものの初期生育がわずかに劣る事例も見られ、安全な使
用方法の検討と情報提供が必要と思われます。また、大豆
とそばでは、耕起前処理除草剤の効果が確認されました。
　野菜では、近年問題となっているネギアザミウマ、ハス
モンヨトウに対する薬剤の効果を確認しました。また、非
カウント剤である生物農薬の実証も行い、薬剤ローテーシ
ョンや減農薬への対応など、生産現場のニーズに応じた活
用が期待されます。
　果樹では、カイガラムシ類など特に問題となっている病
害虫に対し、従来とは作用機作が異なる新規薬剤を含め実
証ほを設置し、薬剤の有効性を実証できました。今後、こ
れらの薬剤を含め、薬剤ローテーションの選択肢が増えた
ことにより、病害虫防除対策の強化が期待されます。
　花きでは、問題となっているハスモンヨトウ、オオタバ
コガに対する実証ほを設置し、有効性を実証できました。
　実証の結果、実施機関１か所以上で普及性が高い、また
は、普及性があると評価された薬剤は、表の１～４のとお
りになります（平成22年未了分を含みます）。
　今後も多くの実証を積み重ね、生産現場への活用を進め
ることが望まれます。
� （経営普及課　堀　　武志）
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無人ヘリコプター防除安全研修会の様子
（23.６.30）

編　集　後　記

　東日本大震災による作物・農地被害と放射性物質の
飛散に伴う農産物汚染、ＴＰＰ問題と農業生産に関わ
る大きな事柄に直面した１年となりました。当県にお
いては特に放射性物質に関連した検査・調査が継続的・
重点的に取り組まれています。改めて安心・安全な農
産物の安定生産と供給の重要性を認識したところです。
  （事務局）

ＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター連絡協議会の取り組みについて
【ＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター連絡協議会設立】
　ＮＯＳＡＩ新潟中央（串田幸男組合長）の水稲共同防除事
業は、病害虫の広域一斉防除を効率的に実施し、安全・安心
な高品質・良食味米の生産と農家経営の安定に大きく寄与し
ています。また、集落営農の基盤、絆を深める大きな役割を
担ってきました。
　地域では、環境保全型農業の推進や「ポジティブリスト」
制度の導入、消費者ニーズに合わせた無農薬・減々・有機栽
培等に対応した防除をすすめており、現在では、「産業用無人
ヘリコプター」による防除が中心となっています。
　共同防除は消費者や地域住民から信頼と理解が得られる
「安心・安全」を求められ、周辺環境との調和と、より一層
の経済的、効率的な共同防除体制を確立する必要があります。
　「産業用無人ヘリコプター」による共同防除は、現在考え
られる最良の手法だと考えています。しかし、年々事故が多
発傾向となっていることから周辺住民や消費者等に、危険だ
とのイメージを持たれる可能性があります。共同防除の安全
性を高めるため、オペレーターの操縦技術及び散布技術の向
上、安全フライトに対しての意識啓発がますます重要になっ
てきます。
　組合管内には、地域に７つのオペレーター組織があり、独
自に活動してきました。それぞれ課題を設け、その解決に向
けた安全研修会や練習機等を活用した練習会を開催し、技術
の向上を図っています。
　その各地域のオペレーター協議会を統括するオペレーター
組織を設立することにより、オペレーターのネットワーク化を
図り、連絡・連携・協力体制の強化を目指すとともに、オペ
レーター個人の操作技術及び散布技術の高いレベルでの平均
化を図ること、一人一人のオペレーターに安全防除の意識啓
発を進めていくことを目的に「ＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオ
ペレーター連絡協議会」を平成22年２月に設立しました。
【平成22年度の活動】
　平成22年度のＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター連
絡協議会（土田誠会長）は、各オペレーター組織から推薦の
あった２名の14名で構成され、総会及び安全研修会を７月に
開催しました。
　安全研修会では組合で策定した「ＮＯＳＡＩ新潟中央無人
ヘリコプター防除の安全作業基準」について説明し、安全フ
ライトに対する組合の考え方について周知しました。
　各地域のオペレーター組織から募集した安全標語「無事故
には、労を惜しまず、まず確認」をＮＯＳＡＩ新潟中央無人
ヘリオペレーター連絡協議会の標語として決定しました。こ
の標語は、管内オペレーターすべての安全標語として散布当
日の朝礼・ミーティングで斉唱し意識啓発に役立てています。
　オペレーターの散布及び操作技術の向上と安全対策につい
て万全を期すため、最大限の対策を講じてきましたが、平成
22年度は残念ながら管内において２件の事故が発生し、３月
開催の反省検討会では事故内容の検証と今後の対応について
検討しました。
【平成23年度の活動】
　平成23年度からＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター
連絡協議会の組織体制を変更しました。各地域オペレーター
協議会等の代表ではなく、組合所属オペレーター128名全員を
一堂に会し、総会及び安全研修会をＮＯＳＡＩ新潟中央とＮ
ＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター連絡協議会の合同で
６月30日に開催しました。安全研修会は、新潟県農林水産部
農産園芸課、ＮＯＳＡＩ新潟、新潟市、五泉市、ＪＡ全農に
いがた等の理解、協力により開催することができました。内
容等は、「無人ヘリコプター防除の安全対策の徹底について」
と題して新潟県農林水産部農産園芸課担当者から講演があり

ました。オペ
レーターは県
の担当者から
直接、話を聞
く機会は少な
く、斬新な感
覚で無人ヘリ
防除のおかれ
ている周辺環
境、安全フラ
イトなどの重
要性を改めて認識しました。
　その後、「安全フライトについて」と題し、ヤマハスカイテ
ック静岡本社営業部山本安全普及課長、ヤンマーヘリ&アグ
リ大阪本社無人ヘリアグリ事業部奥山課長より講義がありま
した。両氏は、産業用無人ヘリオペレーターの指導部門のト
ップであり、参加したオペレーターは、緊張感に充ち、真剣
に耳を傾けていました。この安全研修会の成果は、オペレー
ター個々の安全に対する意識の高揚が図れたことと、全員が
地域のオペレーターではなく、ＮＯＳＡＩ新潟中央のオペレー
ターとしての意識が芽生え、オペレーター同士の連帯感も生
まれました。
　今後、ＮＯＳＡＩ新潟中央では組合所有の機体及びオペレ
ーターの有効利用を図るため、地域を越えたオペレーター等
の派遣を推進していきたいと考えています。また、各オペレ
ーターがどこの地域に散布に行っても支障がないよう一層の
ネットワーク化の進展を図っていきたいと思います。
　平成23年度の産業用無人ヘリコプターによる水稲防除実施
面積は16,130ｈａ（業者委託含む）となりました。今年度は組
合オペレーターを一堂に会した安全研修会を開催し、確実な
現地の事前確認を徹底した結果、安全に対する意識が高揚し、
無事故で作業を終えることができました。
【終わりに】
　ＮＯＳＡＩ新潟中央無人ヘリオペレーター連絡協議会が掲
げた目的「損害防止事業の円滑な進展をはかるため、地域オ
ペレーター協議会等のネットワーク化による、連絡・連携・協
力体制の強化、また、一人一人のオペレーターの操作技術及
び散布技術の向上と安全フライトに対しての意識啓発を目的
とする。」を達成するため、関係機関と連携、協力を図り、目
標に向かって全力で取り組んでいきます。
� （新潟中央農業共済組合　損害防止課）

〔お知らせ〕
○ 23年10月25日の臨時総会において、当協会理事の田井忠
榮氏が退任され、ＪＡ新潟中央会副会長の今井長司氏が
選任されました。
○農薬管理指導士の研修日程
　・24年１月20日（金）農薬管理指導士養成研修
　・ 同 １月27日（金）農薬管理指導士資質向上研修
　・ 資質向上研修については、2月にも開催の予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（期日未定）


