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《主　な　内　容》

 
平成２４農薬年度 水稲農薬の出荷動向 
 

平成２４農薬年度（平成２３年１０月～平成２４年９月）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２００，３４７ｈａとなり、前年比１０

３％でした。 
 コシヒカリＢＬの導入後、防除面積が最小となった平成２０年度以降は、ほぼ横ばいで

推移しています。 
 
 
１、いもち病防除剤の出荷実績 
 
 本年度のいもち病防除面積は６１，２７６ｈａで、前年比９４％となり前年と比較し減

少しましたが、近年４カ年でみるとほぼ平年並となっております。 
 薬剤別にみると、「ブラシン剤」、「オリゼメート剤（Ｄｒ．オリゼ含む）」がメインであ

ることは昨年と同様の傾向です。そのなかで「トップジン剤」の占める割合が大きくなっ

てきていますが、減農薬栽培の取組と定着により、１成分でいもち病をはじめ、他病害に

も有効であることなどが伸長要因の一つであると考えられます。 
 

 
 
 
 
 

平成24農薬年度
水稲農薬の出荷動向

　平成24農薬年度（平成23年10月～平成24年９月）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
200,347haとなり、前年比103％でした。
　コシヒカリＢＬの導入後、防除面積が最小となった平成
20年度以降は、ほぼ横ばいで推移しています。

１、いもち病防除剤の出荷実績
 　本年度のいもち病防除面積は61,276ｈａで、前年比94％
となり前年と比較し減少しましたが、近年４カ年でみると
ほぼ平年並となっております。
 　薬剤別にみると、「ブラシン剤」、「オリゼメート剤（Dr．
オリゼ含む）」がメインであることは昨年と同様の傾向です。
そのなかで「トップジン剤」の占める割合が大きくなって
きていますが、減農薬栽培の取組と定着により、１成分で
いもち病をはじめ、他病害にも有効であることなどが伸長
要因の一つであると考えられます。
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果樹を加害するクサギカメムシの薬剤防除対策………３
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２、本田害虫防除面積の推移
　本年度の害虫防除面積は162,628ｈａで、前年比109％と
なりました。
　剤型別にみると、粉剤が17,617ｈａで前年比94％と減少
したのに対して、箱処理剤は52,554ｈａで前年比103％、
粒剤は 13,750ｈａで前年比113％、液剤は78,706ｈａで前
年比117％とそれぞれ増加する結果となりました。
　これは、前年の斑点米カメムシにより被害が大きかった
地域や本年度に発生が多かった地域など、状況に応じた防
除が徹底されたことなどが要因と考えられます。

　粉剤のみ前年と比較して減少していますが、散布時のド
リフトの問題や防除体制の変化が想定され、今後もこの傾
向は続くものと考えられます。
　箱処理剤を除いた本田害虫防除剤を薬剤別にみると、「ス
タークル剤」の占める割合が高くなっているのは昨年と同
様の傾向ですが、地域により「キラップ剤」が伸長し、全
体の６％を占めています。
　箱処理剤は「プリンス剤」と「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、本田害虫防除面積の推移 
 本年度の害虫防除面積は１６２，６２８ｈａで、前年比１０９％となりました。 
 剤型別にみると、粉剤が１７，６１７ｈａで前年比９４％と減少したのに対して、箱処

理剤は５２，５５４ｈａで前年比１０３％、粒剤は １３，７５０ｈａで前年比１１３％、

液剤は７８，７０６ｈａで前年比１１７％とそれぞれ増加する結果となりました。 
 これは、前年の斑点米カメムシにより被害が大きかった地域や本年度に発生が多かった

地域など、状況に応じた防除が徹底されたことなどが要因と考えられます。 
粉剤のみ前年と比較して減少していますが、散布時のドリフトの問題や防除体制の変化

が想定され、今後もこの傾向は続くものと考えられます。 
 箱処理剤を除いた本田害虫防除剤を薬剤別にみると、「スタークル剤」の占める割合が高

くなっているのは昨年と同様の傾向ですが、地域により「キラップ剤」が伸長し、全体の

６％を占めています。 
 箱処理剤は「プリンス剤」と「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。 

 
３、今後の防除の動向 
 防除効果が高く、残効の長い新規薬剤の登場もあり、防除全体に占める箱処理剤の比率

が高まっているのが近年の傾向と言えます。今後もそれぞれ地域の発生予察に基づき、適

切な防除を実施していくことが重要と思われます。 
 また、本年度はアカスジカスミカメの多発生もあり、本田害虫防除面積は前年と比較し

増加しましたが、殺虫剤散布による直接的な防除の他に、カメムシ類を水田内に誘引する

水田内雑草（ヒエ類、ホタルイ）の除草を徹底することや、畦畔雑草の除草も非常に有効

な手段であると考えられています。雑草管理を含めた総合的な防除がさらに拡大すること

により斑点米発生のリスクが低減されることを期待します。 
                   （全農新潟県本部 肥料農薬総合課 砂原 駿） 

３、今後の防除の動向
　防除効果が高く、残効の長い新規薬剤の登場もあり、防
除全体に占める箱処理剤の比率が高まっているのが近年の
傾向と言えます。今後もそれぞれ地域の発生予察に基づき、
適切な防除を実施していくことが重要と思われます。
　また、本年度はアカスジカスミカメの多発生もあり、本
田害虫防除面積は前年と比較し増加しましたが、殺虫剤散
布による直接的な防除の他に、カメムシ類を水田内に誘引
する水田内雑草（ヒエ類、ホタルイ）の除草を徹底するこ
とや、畦畔雑草の除草も非常に有効な手段であると考えら
れています。雑草管理を含めた総合的な防除がさらに拡大
することにより斑点米発生のリスクが低減されることを期
待します。（全農新潟県本部　肥料農薬総合課　砂原　　駿）
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図１　斑点米の症状の代表例
（左側：鉤合部の加害による斑紋）
（右側：頂部の加害による黒変）

図２-１　斑点米とくさび症状米
（左側：�カメムシによるくさび症

状米に類似した斑点米）
（右側：くさび症状米）

図２-２　斑点米とくさび症状米（頂部側から撮影）
　　（左側：カメムシによるくさび症状米に類似した斑点米）
　　（右側：くさび症状米）

植防一口メモ
わたぼうしの稲墨黒穂病対策

　ＪＡ越後さんとう特別栽培米わたぼうし生産者部会では、
地元米菓会社をはじめ県内実需者ともち品種わたぼうしの契
約栽培を行っています。しかし、平成19年から墨黒穂病の発
生に悩まされ、部会では栽培管理と発生状況の関係を調査し
たり、年３回の研修会で技術対策の徹底を呼びかけてきまし
た。
　平成24年度は長岡農業普及指導センターと作物研究センタ
ーが共同で、本田発病を減らす防除薬剤と散布適期、収穫や
もみすり時の注意事項、ほ場での発病状況調査について指導
しました。
　部会では、収穫直前に実需者と役員等が全ほ場を巡回点検
する取り組みを続けています。墨黒穂病の発生を確認した場
合は票せんを立てて、収穫以降の注意をうながします。
　これらの技術対策と気象条件が幸いして、24年度は規格外
発生数量を過去５年で最も少なくできました。今後も実需者
が望む良い品質の米を生産して契約栽培が続くよう支援しま
す。
� （長岡農業普及指導センター　樋口　恭子）

『カメムシによる斑点米と
くさび症状米（くさび米）の見分け方』

　カメムシによる斑点米やくさび症状米（くさび米ともい
う）は農産物検査では「着色粒」に分類され、この「着色
粒」の混入が0.1％を超えると２等、0.3％を超えると３等、
0.7％を超えると規格外に格落ちし、生産者は経済的被害
を受けてしまいます。
（農産物検査ではカメムシによる斑点米や、くさび症状米
以外にも、病害による着色粒や高温高湿で管理すると生じ
るヤケ米等も「着色粒」に分類されます。）
　カメムシによる斑点米で比較的多くみられる症状は、写
真１のように玄米の鉤合部（外穎と内穎の重なる部分）に
斑紋が現れるものや、玄米の頂部が黒っぽく変色するもの
です。
　また、カメムシによる斑点米の症状の中には写真２の左
側のように、くさび症状米と非常に似た症状が現れるもの
もあります。冒頭に記載したとおり、カメムシによる斑点
米もくさび症状米も農産物検査では同じ「着色米」に分類
されます。そこで、被害の原因を正確に捉え、次年度の稲
作に役立てるには、この２つをきちんと見分ける必要があ
ります。本稿ではカメムシによる「くさび症状米によく似
た斑点米」と、「くさび症状米」との見分け方を紹介します。
【見分け方】
　見分け方は『玄米頂部の加害とセットになっているか確
認する』ことです。カメムシによるくさび症状米に類似し
た斑点米は、玄米頂部の加害による黒変が必ずセットにな

っています。一方で、くさび症状米の頂部に黒変はありま
せん。
　よく目立つくさび状に黒くなった部分ではなく、頂部の
黒変に注目すると誰でも簡単に見分けることができます。
【発生機構】
○カメムシによる「くさび症状米に類似した斑点米」
　県内の主要な斑点米カメムシであるアカヒゲホソミドリ
カスミカメとアカスジカスミカメは、イネの登熟初期では
好んで籾先端部（頂部）から吸汁加害します。登熟初期の
加害で、被害程度の重いものは子実の肥大が停止します。
被害程度の軽いものは頂部が発育阻害を起こして黒っぽく
変色しますが、中程から基部にかけて肥大成長して図１の
右側のような斑点米となります。こうした被害粒の一部で
果皮と胚乳組織がアンバランスとなり、裂開して周辺が黒
変したものがくさび症状米に類似した斑点米になります。
○くさび症状米
　くさび症状米の発生機構はまだ完全に解明されていませ
ん。過去、西日本では、くさび症状米の発生にイネシンガ
レセンチュウやアザミウマ類が関与すると報告されてきま
した。しかし最近では、くさび症状米にそれらの害虫は存
在しなかったと報告するものや、登熟期間中の高温や水分
ストレスによる生理障害が原因と推察する報告もされてい
ます。現在新潟県におけるくさび症状米は、イネシンガレ
センチュウやアザミウマ類によるものではなく、高温等の
生理障害によるものと考えています。

（作物研究センター　栽培科　岩田　大介）
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図１　果樹を加害する主なカメムシ３種
（左：クサギカメムシ、中央：チャバネアオカメ
ムシ、右：ツヤアオカメムシ）

「目的」か「手段」か
　先日、当センターで採れた「タラノメ」と「うるい」を
試食した。外に目をやれば、今年も積雪は３メートルを超
える。立春はとうに過ぎたが、春とは名ばかりのこの季節
に、淡い春の香りとほろ苦い味を楽しんだ。
　当センターでは研究の一環で、山菜類の作期の拡大に取
り組んでいる。植物としての様々な性質を把握し、あるい
は利用し、時にはその性質を逆手にとって．．．。山菜類は
季節を感じさせる食材の代表選手だが、品薄の時期をねら
った有利販売ができれば、様々な可能性が開けるはず。各
地の取り組みが報道されることも多いが、現段階では消費
量が限られ、大幅な売り上げ増には単なる栽培技術開発だ
けでは限界が見える。また、この問題はなにも山菜に限っ
たことではない。
　技術開発を「目的」にとどまらず「手段」としてもとら
え、農家や地域がより元気になるための手法を開発するこ
とが最終「目的」だと思うが、一筋縄ではいかない。
  （中山間地農業技術センター　金子　　均）

果樹を加害するクサギカメムシの薬剤防除対策
　平成24年度は果樹カメムシ類が多発生し、かきやなしの
果実が吸汁加害され、大きな問題となりました。果樹カメ
ムシ類は長期に渡って発生し、周辺のスギ林などから次々
に飛来してくるため、多発生年では薬剤防除回数を増やす
必要があります。また、それら薬剤の多くは天敵等への影
響が大きいので、防除薬剤の選定は慎重に行う必要があり
ます。そこで今回は、果樹カメムシ類の中でも新潟県での
主要加害種である、クサギカメムシの薬剤防除について紹
介します。
１　生態と被害

が飛来して
くるので、
10日以内の
間隔で合成
ピレスロイ
ド剤やネオ
ニコチノイ
ド剤により
防除する必
要がありま

 表１　クサギカメムシに対する各種薬剤の効果 （園芸研究センター試験結果：平成12～23年）

吸汁痕数＊

有機りん ＭＥＰ剤１） 66.0        ３日 ～ ７日

アクリナトリン剤２） 11.1        

ビフェントリン剤３） 15.0        10日 ～ 15日

フェンプロパトリン剤４） 39.8        10日 ～ 15日

アセタミプリド剤５） 41.1        10日 ～ 15日

イミダクロプリド剤６） 37.1        

クロチアニジン剤７） 15.3        

ジノテフラン剤８） 13.2        ７日 ～ 15日

チアメトキサム剤９） 24.6        

その他 エチプロール剤10） 19.0        ７日 ～ 10日

＊吸汁痕数は、薬剤散布６～７日後に１果当たり成虫５～６頭を網掛け放虫し、放虫３～６日後に調査
した結果。試験回数が複数の薬剤は平均値。残効期間は、吸汁痕数の対無処理比が50未満を有効と
して評価した。
１）スミチオン水和剤40など、２）アーデント水和剤など、３）テルスターフロアブルなど、４）ロディー水和
剤など、５）モスピラン顆粒水溶剤など、６）アドマイヤー顆粒水和剤など、７）ダントツ水溶剤など、８）ス
タークル顆粒水溶剤など、９）アクタラ顆粒水溶剤など、10）キラップフロアブルなど

15日以上

無処理比で判定

系統

７日以上

15日以上

対無処理比
農薬名

７日以上

吸汁痕数の対
残効期間＊

合成ピレスロイド

ネオニコチノイド

 

 

調査地点：聖籠町真野（園芸研究センター環境かきほ場）
2012年は、8/3～5、11～15が未調査

図２　果樹カメムシ類の予察灯への年間総誘殺数の年次推移
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の種類が知られていますが、新潟県内で最も重要な加害種
はクサギカメムシです（図１、２）。クサギカメムシは、
成虫の体長が約15mm、体色は暗褐色で不規則な茶褐色の
斑紋があります。卵は乳白色の長さ１～２mmの楕円形で
上からみると円形をしています。年１世代で、成虫は山間
地の建物の隙間などで越冬します。５月末頃までに越冬場
所を離れ、付近の樹木などに移動します。産卵は６月から
様々な植物上で行われますが、越冬成虫の多くは７～８月
まで活動を続けます。幼虫は５齢を経過して８月以降に成
虫になります。主にスギの毬果などを餌にしていますが、
広食性で果樹ではカキ、ナシ、モモ、ウメ、リンゴなどに
大きな被害を与え、被害果は吸汁部を中心に凹み、その下
の果肉も海綿状になるなどの影響がでます。また、幼果期
に加害されると落果することもあります。
２　発生時期・量の把握
　クサギカメムシの発生時期・量は年次によって異なりま
す。予察灯やフェロモントラップの調査結果を基に、病害
虫防除所から発表される発生予察情報を参考にして、当面
の防除対策を判断する必要があります。果樹園内や周辺の
樹木や街灯などの観察も有効です。ただし、発生量が多く
なくても、気温が高い日が数日続くと活動が活発になり、
急に被害が増える場合があるので注意が必要です。また、
果樹カメムシの主要な餌であるスギ毬果の量から、果樹園
での被害をある程度予測することができます。当年のスギ
花粉飛散量が前年の飛散量より少ない年は、カメムシ類の
果樹園への飛来時期が早まり、果実被害の多発生が予測さ
れるので、そのような年は盛夏期の防除薬剤の見直しや秋
の追加防除を計画しておく必要があります。
３　薬剤による防除対策
　かき園でのカメムシ被害の増加時期は通常９月上旬から
10月下旬ですが、多発生年では７月から被害が目立つこと
があります。多発生時期には周辺の山林等から次々に成虫

　果樹を加害する
カメムシ類には、
クサギカメムシ、
チャバネアオカメ
ムシ、ツヤアオカ
メムシなど数多く

す。過去に園芸研究センターで実施した試験結果によると、
クサギカメムシに対して、アクリナトリン剤（アーデント
水和剤など）、クロチアニジン剤（ダントツ水溶剤など）、
ビフェントリン剤（テルスターフロアブルなど）、ジノテ
フラン剤（スタークル顆粒水溶剤など）の効果が高く、10
日以上の残効が期待できます。中でも、アクリナトリン剤
とクロチアニジン剤は残効が長く、多発生時でも散布間隔
を２週間程度にすることが可能と考えられます（表１）。
これらの薬剤は天敵類への影響が大きいものがほとんどな
ので、多用するとカイガラムシ類やハダニ類の多発生を招
く恐れがあるので、アセタミプリド剤（モスピラン顆粒水
溶剤）を防除体系に加えるなど、天敵類への影響も考慮す
る必要があります。

（園芸研究センター環境・施設科　松澤　清二郎）
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図１　斑点米による格落ち率の年次推移

図２　定点ほ場における水田内最多虫数の年次推移

図３　水田内雑草とアカスジカスミカメ発生量の関係
（横軸：イネ５株分の田面の雑草茎数、縦軸：水田内すくい取
り調査３回の合計、カッコ内の数字：斑点米粒率、平成24年）

　平成24年は７月前半の予察調査時にカメムシ類の多発生
が認められ、斑点米の発生が懸念されました。新潟県では
７月17日付けで注意報を発表し防除徹底を呼びかけました
が、斑点米被害を十分抑えられませんでした。その背景に
は加害種の発生動向と水田管理が大きく関与したとみてい
ます。

１　斑点米による被害の発生状況
　斑点米による格落ち率は、全品種で1.94％と平年（1.03％）
に比べ多発生でした。地域別では、これまで斑点米の少な
かった新潟・上越地域でも被害が増加し、佐渡地域で急増
するなど県全体に被害が及びました（図１）。品種別では、
コシヒカリが0.91％と平年（0.43％）に比べ倍増したのを
はじめ、多くのうるち品種で平年比多～やや多となりまし
た。

平成24年の斑点米カメムシ類の多発生
アカスジカスミカメの増加傾向は顕著
で注意報発表の根拠の１つとなりまし
た。雑草地の密度が高まっていた上、
水田内雑草の発生が水田内への侵入や
増殖を助長したとみています（図３）。

２　カメムシ類の発生状況
　病害虫防除所が県内75地点で実施している定点調査から
みたカメムシ類の発生経過は次のとおりです（図２）。⑴
シラホシカメムシ類（主にオオトゲシラホシカメムシ）：
畦畔における発生量が平年よりやや多く、水田内では９月
前半の密度が近年より多発生でした。⑵アカヒゲホソミド
リカスミカメ：畦畔・水田内とも平年より少なめの発生で
したが、前年より密度は若干増加しました。⑶アカスジカ
スミカメ：畦畔・水田内とも数年前から増加傾向で、特に
水田内密度は前年より急増しました。⑷ホソハリカメムシ：
畦畔・水田内とも近年並の発生でした。

３　斑点米の多発生要因
　本年の斑点米の多発生要因は次のとおりです。⑴　気象：
８月中旬以降の高温少雨がカメムシの水田侵入や加害を助
長しました。⑵加害種：シラホシカメムシ類は登熟後期の
水田侵入があり、アカスジカスミカメは全般に多発生でし
た。⑶ほ場条件：イネの出穂期がやや早まり、一部のほ場
では割れ籾の発生や水田内雑草の多発生がカメムシ類の増
殖・加害を助長しました。⑷防除：カメムシ対象防除は液
剤１回防除が主流で、個人の水面施用粒剤の使用も増えて
いますが、広域防除は無人ヘリコプター主体で散布時期が
固定化し、防除時期・回数の変更など臨機の対応が難しい
状況でした。
４　防除対策
　カメムシに対しては耕種的・化学的防除を組み合わせた
総合的対策が必要である点は従来どおりですが、調査結果
は個々の対策をより的確に実施する必要があることを示し
ています。⑴畦畔等の雑草管理：イネの出穂前に雑草上の
カメムシ密度を抑えておくことが重要です。雑草種子が結
実しない間隔で草刈りを行い（夏季は３週間程度）、地域
全体の密度低減には６月中下旬と７月中下旬の２回の一斉
草刈りが効果的です。粒剤防除が増え畦畔除草の重要度が
増しています。⑵水田内雑草の除草：ヒエ類やイヌホタル
イ等の多発生は多くのカメムシ類（特にアカスジカスミカ
メ）の水田内定着・増殖を助長します。除草剤の的確な処
理が不可欠です。⑶薬剤防除：カメムシの種類は地域によ
って異なるので、発生実態調査を参考に加害種に合った防
除を実施します。また、登熟後期の侵入や水田内増殖の発
生を想定し、各地域で追加防除の体系・体制について改め
て検討しておく必要があります。

（新潟県病害虫防除所　永瀬　淳）
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【はじめに】
　平成２４年産水稲は、７月中旬以降の高温少雨による干
害、８月のガストフロントの影響による減収に加え、９月
中旬まで高温状態が続いたことによって、うるち米１等級
比率が64％となるなど品質低下の被害が発生しました。
　また、本年は平年より２日遅い梅雨明けとなりましたが、
その後、好天に恵まれたことにより病害虫防除はおおむね
計画どおりに実施されました。特に、注意報が発令され被
害が心配されたカメムシ類は、共同防除等の一斉防除効果
によって被害の拡大を抑えることができたものと推察いた
します。関係者のご尽力に深く感謝申し上げます。

［水稲病害虫防除事業の概要］
【実施概要】
　ＮＯＳＡＩと防除協議会が実施主体として行う水稲共同
防除の延防除面積は63,125㌶（図１）で、昨年度に比べ1,742
㌶増となりました。主な増加の要因は、斑点米カメムシ類
の多発した地域で新規に防除を実施したことが挙げられま
す。

水稲病害虫防除事業及び
病害虫地域予察強化事業の実施成績について平成24年度

面積が大幅に減少し、液剤使用の無人ヘリコプターによる
防除が中心となっています。
【病害虫別防除面積の割合】
　病害虫別の延防除面積実施割合は、いもち病・紋枯病・
害虫の同時防除が34.7％（昨年度40.6％）、害虫の単独防除
が34.0％（同29.2％）、いもち病・害虫の同時防除が16.5％（同
19.6％）の順になっています。また、防除対象に害虫を含
む防除面積の割合は99.4％、いもち病を含む割合は51.7％、
紋枯病を含む割合は48.9％となっています。特に、害虫を
含む割合が昨年度に比べ0.7ポイント増加しました。（図-２）

表１　平成24年度病害虫地域予察強化事業実績表

項目

病害虫地域予察調査員の設置状況（実） 調査概要 １地点
当　り
面　積市町村 ＪＡ NOSAI 農業者 普及指導

センター
防除所
　 その他 計 平　均

回　数
延　地
点　数

延　調
査員数

延調査 
員　数

左の内 
農業者 経費総額

人 人 人 人 人 人 人 回 点 人 人 人 円 ha

県 合 計 138 320 196 368 79 38 1,139 5.7 40.7 14,450 5,304 1,489 10,011,433 49
１市町村平均 2.3 5.2 3.2 6.0 1.3 0.6 18.7 − − 236.9 87 24.4 164,122 −
前 年 実 績 139 317 210 385 83 33 1,167 6 41.4 15,517 5,431 1,547 8,728,785 49
前年比増減 △ 1 3 △ 14 △ 17 △ 4 5 △ 28 △ 0.3 △ 0.7 △ 1,067 △ 127 △ 58 1,282,648

　共同防除の延面積における方式別割合は、無人ヘリコプ
ター防除が96.3％、ダスターやスプレー等による請負防除
が2.9％となりました。（図１−１、図１−２）
【無人ヘリコプター防除の安全対策】
　無人ヘリコプターによる請負防除は実面積で54,867㌶、
延面積で60,801㌶でした。
　防除は７月下旬から始まり、８月上旬にピークを迎え、
１日の最高稼働機体数は186機となりました。限られた期
間に集中的に稼働するため、スケジュールが過密にならざ
るを得ない状況となっています。
　本年度も、周辺障害物等との接触事故が発生しています。
事故防止・安全対策を最重要課題として意識の高揚を図り、
無人ヘリコプター防除の実施をお願いします。
【剤型別防除実施面積】
　剤型別での延防除面積は、液剤が60,899㌶（全体の
96.5％）、粒剤1,718㌶（同2.7％）、粉剤508㌶（同0.8％）と
なりました。
　ポジティブリスト施行後、ダスター等による粉剤の防除

［水稲病害虫地域予察強化事業の概要］
【実施概要】
　全体の調査員数は28人減少して1,139人となり、１市町
村（地区）の平均は18.7人（昨年度18.8人）でした。その
うち農家調査員は17人減少の368人で、全体に占める割合
は32.3％（前年33.0％）となっています。農家調査員の参
画は、農家からの情報収集、病害虫発生予察調査の宣伝効
果、農家との接点強化などの意義があり調査員数の確保の
みにとどまりません。今後も参画への積極的な働きかけを
お願いします。
　県全体での延調査地点は14,450地点で、49㌶に１地点の
割合で調査地点が設置されました。特に、延地点数につい
ては、一部の平場地域において調査地点数の見直しが行わ
れたことで1,067地点減少しました。１市町村（地区）当
たりの平均調査回数は5.7回となりました。（表１）
　情報提供の手段は、チラシを中心に全農家に配布してい
る地区が多く、他に、有線・無線、掲示板等が活用されて
います。また、ホームページを利用し、調査結果等を掲示
する取り組みも多くなっています。
【終わりに】
　売れる米づくりや環境保全型農業の進展により、防除薬
剤成分が制限される減々栽培等の面積が拡大し、病害虫防
除を取り巻く環境も変化しています。今後も関係機関・団
体等が連携し、病害虫発生予察情報に基づく適期・的確な
防除が実施できますよう、一層のご尽力をお願いいたします。
  （ＮＯＳＡＩ新潟　太田　耕太郎）
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図１

図３

図２
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図５

編　集　後　記

○公益法人化に伴い、懸案の「特定費用準備資金」を「緊
急防除機器等整備支援事業」として活用する計画が３月
13日開催の理事会で議決されました。平成25年度から30
年度までの６カ年間、緊急的防除等を目的として無人ヘ
リコプター購入に際して、１機当たる105万円（消費税
込み）を補助するというものです。年次計画により計60
機の補助を見込んでいます。

　無人ヘリ防除事業では、１機1千万円を超える高額な上、
防除を取り巻く環境が大きく変化する中で、維持管理、
運用面でのリスクを抱えていますが、本事業が農作物の
安定生産に少しでも寄与できればと願っています。詳細
は後日紹介します。

○当協会の大竹智事務局長がこの３月31日をもって退任し
ます。任期途中に死去した故矢代晴久前局長の後任とし
て、平成24年４月１日から公益社団法人移行１年目の業
務を担当しました。  （事務局）

ＧＩＳデータを活用し、防除活動を支援
　ＮＯＳＡＩ下越は、新発田市、阿賀野市、新潟市北区（豊
栄地区）、胎内市、村上市、関川村、聖籠町の７市町村を
管内としてＮＯＳＡＩ事業を展開しています。
　ＮＯＳＡＩ事業で使用する地図作成にかかる労力低減の
ため、平成19年度から整備している耕地情報管理システム
（以下ＧＩＳ（Geographic Information System）という）
の概要と防除活動に活用している内容について紹介します。
【ＧＩＳの導入にあたって】
　ＧＩＳシステム選定のポイントとして主な５つの項目を
あげ、これらの項目を勘案して組合で使用するＧＩＳを決
定しました。
①　各地域再生協議会と共有している水田情報データ（以
下一体化データ）を活用して地図作成ができること。
②　専門知識がなくとも簡単に使用できること。
③　導入後の地図データ更新（ポリゴン）がＮＯＳＡＩ職
員で対応できること。
④導入後の維持（更新）経費が極力抑えられること。
⑤今後、増加する管理項目に迅速に対応できるシステムで
あること。
　ＧＩＳでは、写真画像（図１）、地番図に土地改良区図
を合成した白黒地図画像（図２）、ＮＴＴのベクトル地図（図
３−建物や道路、水路等が入った地図）を背景図データと
し、この背景図を基に作成したポリゴン（図４）の４つで
階層を構成し、使用しています。

　これにＮＯＳＡＩ下越で作成した台帳データをＫＥＹコ
ードで連結し、ポリゴンに台帳データを登録して使用して
います。
　ＧＩＳに連結する台帳データ作成は水稲共済の引受に係
る一体化データをアクセスでクエリを組むことで誰でも作
成できるように対応しました。
　土地改良事業等でＧＩＳデータの更新が必要な場合は変
更になった箇所の背景図に地図を合成し、差し替えること
で更新できます。現在はこの作業を業者委託し、その合成
した地図に合わせて職員がポリゴンを作成して更新します。
【防除図面への活用】
　図５は管内の地区のデータを基に作成・活用している防
除図面です。

　下図は、図１～図４まで階層（レイヤー）を構成し、重
ね合わせるイメージ図です。実際にはこのように重ね合わ
せて写真や耕地情報を表
示させています。
　ポリゴンには大字、字、
地番などの位置情報がＫ
ＥＹコードとして設定さ
れています。

域に合った防除地図の作成が可能となります。
　また、帳票の設定をすることにより散布班別の面積集計
表等を作成することもできます。
　平成24年度は、農作物共済（水稲）・畑作物共済（大豆）
の引受、評価用の地図作成や防除散布図面作成に取り組み
ました。また、組合員農家からの要望により所有圃場の地
図作成など幅広い用途に活用しています。
　今後もＧＩＳを活用し、組合員農家の農業生産の安定に
寄与するよう取り組んでいきます。

（ＮＯＳＡＩ下越　農産課　片桐　　強）

　黄色が散布
地、ピンク色
が散布除外地
などの色分け
をしています。
連結する台帳
データの構成
や色塗りの設
定により、地


