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販売に関する規制に、使用に関する規制が追加されました。
それに伴い「農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める
⑸ 公園、街路
省令」
（平成15年３月７日農林水産省・環境省）が定められ、
樹等における
第６条では「住宅地やその周辺で農薬を使用するときは、
病害虫防除で
飛散防止措置を講じるよう努めねばならない」と規定され
は現地混用を
ています。この飛散防止措置に関し、「住宅地等における
行わない。
農薬使用について」
（平成15年９月16日農林水産省、平成
⑹ 飛散低減ノ
19年１月31日改正）が発出されていますが、本年４月26日
ズルの使用に
に通知内容が改正されたので、概要をご紹介します。
努め、風向き、
２ 改正の目的と内容
ノズルの向き
同通知においては、特に学校、保育所、病院、公園等の
等に注意する。
公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地等
⑺ 事前に周辺
で農薬を使用する際の、
農薬使用者等が遵守すべき事項（農
住民に対して周知する。近隣に学校、通学路等がある場
薬の使用量や回数をなるべく減らすこと、周辺に飛散しな
合には、散布の
時間に最大限配慮するとともに、散
いように配慮すること等）が示されてきました。
布時や散布直後に農薬使用者以外の者が散布区域に立ち
しかしながら、依然として地方自治体の施設管理部局や、
入らないよう措置する。
庭園・緑地等を有する施設の管理者への周知が不十分であ
⑻ 農薬使用年月日、使用した農薬の種類等、必要事項を
ることから、この度の改定で次の事項が盛り込まれること
記録し、一定期間保管する。防除を委託した場合は、発
になりました。
注者も記録の写しを保管する。
① 地方自治体の管理する施設等の植栽管理の業務委託
⑼ 周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、
にあたり、飛散対策低減対策の実施や周辺住民等への
医療機関等を紹介する。
周知などを業務内容に規定するなど、確実な取組を実
⑽ 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」を参
施すること。
考にする。
② 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」（平
【住宅地周辺の農地における病害虫防除に当たっての遵守事項】
成22年５月31日環境省水・大気環境局土壌環境課農薬
⑴ 病害虫に強い作物の栽培、害虫の捕殺等により、農薬
環境管理室）の指導内容を、農薬使用者等の遵守事項
使用の回数及び量を削減する。
に反映したこと。
⑵ 当該植物に適用のある農薬を、使用方法及び使用上の
３ 農薬使用者等の遵守事項
注意事項を守って使用する。
「農薬使用者等」には、農薬使用者、農薬使用委託者、
⑶ 粒剤等の飛散の少ない農薬を使用するか、飛散低減ノ
雑草・病害虫管理の責任者、農薬を使用する土地・施設等
ズルの使用に努める。
の管理者（市民農園の開設者を含む）など、農薬の使用に
⑷ 散布時には風向き、ノズルの向き等に注意する。
至るまでの一連の関係者が該当し、次のような事項に努め
⑸ 事前に周辺住民に対して周知する。近隣に学校等があ
ることとされています。
る場合には、散布の時間に最
大限配慮するとともに、
【公園・街路樹等における病害虫防除に当たっての遵守事項】
当該学校や保護者等への周知を図る。
⑴ 農薬防除を必要とする病害虫が発生しにくい植物や品
⑹ 農薬使用年月日、使用した農薬の種類等、必要事項を
種を選定する
記録し、一定期間保管する。
⑵ 被害を受けた部分のせん定や捕殺、機械除草等の物理
⑺ 周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、
的防除により対応する
医療機関等を紹介する。
⑶ 農薬は塗布等の方法を活用し、散布する場合は、最小
⑻ 「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針」
（平
限の部位及び区域にとどめる。
成17年９月30日農林水産省消費・安全局植物防疫課）等
⑷ 当該植物に適用のある農薬を、使用方法及び使用上の
を参考にする。
注意事項を守って使用する。

（新潟県農林水産部 農産園芸課 渡邊 嘉顕）
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ダイズ黒根腐病の防除は基本技術の励行から
８月末から９月初旬にかけて、大豆ほ場では立枯性病害
を見かけることがあります
（図１）
。ほ場内に黄化株
（図２）
がポツポツと点状、あるいはパッチ状に発生し、次第にし
おれて立ち枯れてしまいます。大豆に立ち枯れを起こす病
原はいくつか知られていますが、県内では生育初期では茎
疫病、中後期では黒根腐病が主要因となっています。特に
県内の水田転換畑における黒根腐病の発生率は高く、発病
程度の差はありますが８割以上の株が感染していると考え
られます。黒根腐病菌は、土壌中の微小菌核が伝染源とな
る土壌病害で、宿主の大豆が作付けされなくても数年間土
壌中で生き続けられます。また、２～３年の水田期間では、
発病抑制効果はないようです。そこで、平成22年と23年に
行った88ほ場の調査解析結果から見えてきた、発病抑止技
術について紹介します。
調査は、発病に影響すると思われる11要因（面積、土壌
pH、播種時グライ層の位置、暗渠・明渠・弾丸暗渠等、
作付年数、播種日、播種方法、栽植密度、培土回数）につ
いて行い、統計学的手法を用いて発病への影響度を調べま
した。図３は各要因の発病に対する影響度の大きさ（バー
の長さ）と影響する方向（＋方向は助長、－方向は抑制）
を示しています。この中で、バーの長さが±２以下の比較
的影響度の小さい要因（土壌pH、播種時グライ層の位置、
暗渠・弾丸暗渠、播種日、播種方法、栽植密度、培土回数）
は、ほとんど発病に寄与していないか、調査結果の振れが
大きいと考えられます。ほ場面積については、大面積ほ場
が発病しやすいように読み取れますが、影響度と一緒に算
出される危険率（当該要因を考慮すると間違った判断をす
る確率）も高いので、おそらく影響は小さいと思われます。
残った明渠の施工と作付年数について考察してみます。ま
ず、明渠の施工と作付年数については、いずれも危険率が
0.1％未満で、発病に影響している可能性がきわめて高い
と考えられます。黒根腐病のような糸状菌（カビの仲間）
病は一般的にじめじめしたところを好みますので、土の中
の菌は土壌水分が高いと活発に活動します。そのため、ほ
場内土壌をできるだけ乾燥した状態に保つため、雨水を速
やかに排水する、あるいは周りの水田からの水分の侵入を
防ぐ明渠は、発病抑止に有効であると考えられます。調査
では、暗渠や弾丸暗渠の効果が現れていません。これは、
施工の古い暗渠の効果が低下していることや、使用者によ
る暗渠栓の開閉が適切でない場合もあるので、排水設備と
して有効に機能していなかった可能性が考えられます。弾
丸暗渠は、明渠の未施工や深さ、接続不備による効果不良
が主な原因として考えられます。排水設備は、ほ場を乾か
す効果が期待されるので抑制的に働くことが期待されます
が、調査結果から有効に機能していないほ場が多いと考え
られます。作付年数については、この菌は土壌中で数年間
生き残るので、連作であれば土壌菌量の高い状態がずっと
続くことになります。すなわち、連続作付年数が長いほ場

図1．大豆ほ場内に点在する黄化株（8月下旬）

図３．主な要因の黒根腐病発生に与える影響度
注１）バーの長さは影響の程度、プラス方向で助長，マイナス方向で抑制を示す。
注２）要因名の前に付された＊印は、危険率が0.1%水準で有意であることを示す。
注３）調査年の＊印は、発生に年次変動があることを示す。

ではプラス方向の影響度が大きくなると考えられます。
平成24年３月に改訂された「大豆栽培の手引き」では、
排水対策を中項目として記載し、転換畑大豆作での排水対
策の重要性を説明しています。これは、本来畑作物である
大豆は湿害に弱い作物で、排水性の改善は重要なほ場要件
であるからです。また、病害虫、雑草対策の面からも、連
作は勧められません。適切に田畑輪換を行うことで、病害
虫・雑草害を抑制し、地力維持を図ることができます。黒
根腐病に対する登録農薬はほとんどありませんが、耕種的
に発生を抑制する技術は、基本技術から逸脱しません。た
とえ薬剤防除技術が開発されたとしても、防除の基本は耕
種的技術です。基本技術を改めて見直し、実践することで、
大豆の安定・増収が期待できます。
（作物研究センター 栽培科 黒田 智久）

図２．黒根腐病発病株の地上部症状
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植防一口メモ
耕種的防除の重要性
～セイヨウナシ褐色斑点病の事例から～
病害虫防除において、即効的かつ確実に効果をあげる方法
は、言うまでも無く「薬剤散布」ですが、薬剤散布とともに
重要なのが、病害虫にかからないようにする栽培管理＝耕種
的防除です。
近年、西洋なしの「ル レクチエ」で問題となっている病
気、「セイヨウナシ褐色斑点病」は５月上旬から発生し、収
穫時期まで枝、葉、果実に二次感染し続け、早期落葉を引き
起こすなど、油断すると非常に怖い病気です。また、残念な
がら、いまのところ特効薬的な農薬はありません。
したがって、
「セイヨウナシ褐色斑点病」の防除においては、
耕種的防除の重要性が高くなります。
主な耕種的防除としては、①病落葉のすき込み（ほ場外へ
の持ち出し）、②枝病斑のせん除、③早期袋かけの実施、④
徒長的な生育の回避、⑤新梢管理の徹底（薬剤をかかり易く
する）、⑥防風網の整備等です。また、放任園が地域にある
と感染源となりますので、伐採するなど地域全体の取組も重
要です。

（経営普及課副参事（農業革新支援担当） 山澤
勉）
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斑点米カメムシの出穂前の水田における増殖
斑点米カメムシ類は、畦畔や休耕田などを主な生息場所

虫の増加が認められました。羽化成虫のピークは必ずしも

としており、出穂前の水田では通常、ほとんど観察されま

明確ではありませんが、幼虫の齢構成から見て７月下旬が

せん。イネの出穂とともに生息場所から水田へと移動し、

羽化盛期であると考えられました。幼虫発生量の品種間差

稲穂を加害するのが一般的な発生のパターンです。新潟県

には年次変動が見られましたが、全体に極早生品種で発生

における斑点米カメムシの主要種であるアカヒゲホソミド

量が少ない傾向がありました。

リカスミカメの場合も出穂後に成虫の水田内密度が高くな

以上の結果から、アカヒゲホソミドリカスミカメの第２

りますが、第１世代成虫の発生盛期にあたる６月中旬から

世代が水田内で増殖していることは間違いないと考えられ

７月上旬にかけても、水田で多数の成虫が確認されます。

ます。問題は、これら水田内増殖虫が斑点米被害に関与し

これは、他の斑点米カメムシには見られない大きな特徴で

ているか否かですが、７月中下旬に出穂する極早生品種で

す。アカヒゲホソミドリカスミカメによる被害は、出穂期

は、出穂期と羽化盛期が重なっているため、水田内で羽化

以降に水田に侵入する第２世代成虫と、その後に水田内で

した成虫の一部がそのまま残留して穂を加害している可能

発生する幼虫の加害によるものであり、第１世代成虫は、

性が高いと思われます。新潟県では、一般に出穂が早い品

斑点米被害に直接関わることはありません。そのため、第

種ほどアカヒゲホソミドリカスミカメによる被害が生じや

１世代成虫の水田への侵入については、これまであまり注

すいことが指摘されていますが、このような水田内羽化成

目されることはありませんでした。また、捕虫網によるす

虫の残留がその一因となっている可能性があります。一方、

くい取り調査では、成虫数の増加に引き続く幼虫の発生は

中生のコシヒカリの場合は、出穂前に成幼虫ともにほとん

ほとんど認められないため、出穂前の水田内で増殖するこ

ど捕獲されなくなることから、羽化成虫は水田から移出し

とはないと考えられてきました。しかし、出穂直後の水田

ているものと考えられます。移出した成虫は、畦畔などの

ですくい取り調査を行うと、少数ながら老齢幼虫が捕獲さ

イネ科雑草に移動していると考えられますが、周辺の出穂

れることがあり、低密度であっても幼虫が発生、生育して

した早生品種圃場に侵入し、早生品種における被害に関与

いる可能性があります。そこで、出穂前の水田における幼

しているかもしれません。
アカヒゲホソミドリカスミカメにとって出穂前のイネは

虫発生について詳細な調査を試みました。
低密度の幼虫発生を確実に

好適な餌ではありません。イネの茎葉のみを餌とした場合

把握するために、調査にはサ

は、スズメノカタビラ、メヒシバなどのイネ科雑草を餌と

クションキャッチャーを用い

した場合に比べて生存率が低くなることが明らかにされて

ました。これは、エンジン式

います。したがって、出穂前の水田における本種の密度は、

集塵機の吸入口に捕虫網を装

畦畔や休耕田に比べてかなり低く、また羽化率も決して高

着したもので（写真１）
、す 写真 1 サクションキャッチャー

くないと考えられます。しかし、平野部水田地帯では、水

くい取り調査では捕獲されにくい株元近くに生息する虫も

田は圧倒的に広い面積を占めており、低密度ではあっても

捕獲することができます。このサクションキャッチャーを

全体的な発生量は少なくないのではないかと思われます。

用いて、各調査圃場につき500株を対象に稲株に生息して

今後、水田内での増殖が、地域における発生量にどの程度

いる虫を「吸い取る」調査を行いました。極早生（わせじ

寄与しているか、明らかにしていきたいと考えています。

まん）
、早生（こしいぶき）
、中生（コシヒカリ）を対象と

（中央農業総合研究センター北陸研究センター 水田利用研究領域 高橋明彦）

して、３カ年（2009、2010、2012年）行なった調査の内、
2010年の結果を図１に示しました。３品種いずれにおいて
も、７月上旬に若齢幼虫が発生し、それに次いで中老齢幼

図1

 クションキャッチャーによるアカヒゲホソミドリカス
サ
ミカメ幼虫捕獲数の推移（矢印：わせじまんの出穂期）
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果樹産地の維持発展
   果樹農業は生産者の高齢化や担い手不足、廃園化などの
問題に加えて、価格の低迷、消費が増えないなど依然とし
て厳しい状況である。当協会の生産組織会員も高齢化を理
由に少しずつ減少しています。
   しかしながら、当協会が毎年度、栽培技術の向上、品質
向上等のため開催している現地研修会には果樹農業に意欲
的な生産者が多く参加し、産地間で熱心に意見交換しお互
いに技術を高め合っており、産地の先達が少なからずいる
ことは確かです。
   優れた経営、高度な栽培技術が産地の維持発展の基本で
あり、そこに自ずと人が続くのではないでしょうか。
   今年も県内果樹はこれから順次、樹種別に収穫、出荷時
期を迎えようとしているが、気象災害にあわずに消費者に
喜ばれる美味しい果物が提供されるよう期待しています。

（果樹振興協会事務局 川口 芳雄）
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平成24年度に新潟県で新たに発生した病害虫
昨年度、新潟県内ではスイカ果実汚斑細菌病（特殊報発

産雄単為生殖系統と、雌のみで世代を重ねて雄が生じ

表）など新たな病害虫の発生が確認されました。ここでは、

ない産雌単為生殖系統という、生殖様式を異にする二

ＣＭＶラゲナリア系とネギアザミウマ産雄単為生殖系統に

つのタイプが存在することが知られています。これま

ついて紹介したいと思います。

で、国内に発生するネギアザミウマは産雌単為生殖の

１ キュウリモザイクウイルス（ＣＭＶ）ラゲナリア系に

みが知られていましたが、今井ら（1988）、MURAI

よるメロンモザイク病

（1990）が島根県のタマネギで、菊池・宮崎（1993）

⑴

が宮城県のヒメジョオンでそれぞれ雄個体を発見。そ

確認の経過
 平成24年９月、新潟市西区メロン栽培ハウスにおい

の後、長野県、大阪府、広島県（S．TODA and T．

て、ウイルスによるモザイク症状を呈した株が発見さ

MURAI，2007）、秋田県、群馬県、神奈川県、静岡県、

れました。農業総合研究所園芸研究センターで、ＲＴ

鳥取県、香川県、高知県（2013年

－ＰＣＲによる遺伝子診断及び生物検定を行った結果、

井保氏より情報提供）でも雄個体が確認され、産雄単

メロンモザイク病（ＣＭＶラゲナリア系）と確認され
ました。
⑵

宇都宮大教授 村

為生殖を行う系統の分布が明らかとなっています。
⑵

特徴

形態
 産雄単為生殖系統の雌と産雌単為生殖系統は形態的

ア 葉に退緑、萎縮を伴うモザイク症状（写真１）、

には区別できないといわれています。雌成虫の体長は

葉脈間のえそ（写真２）及び葉枯れ症状、茎及び葉

１．1～１．６mm で、体色は黄色のものから褐色の

柄にえそ症状が現れます。果実ではネットの形成不

ものまで変異に富み、一般には夏期は淡色系、冬期は

良及び果肉の褐色えそが認められ、糖度の低下がみ

暗色系が多い傾向があります。雄成虫は一般に雌成虫

られます。

より小さく、産卵管がありません。（写真３）

イ ウイルスは、主にアブラムシにより媒介されます。
管理作業等で容易に汁液伝染しますが、土壌伝染、
種子伝染はしません。ＣＭＶは寄生性から６系統群
に分けられ、ラゲナリア系はその一つになります。
ＣＭＶは宿主植物が広く、多数の作物や雑草に感染
することから、ラゲナリア系についてもこれらに感
染すると考えられます。

写真３
⑶
写真１

葉のモザイク症状

写真２

ネギアザミウマ成虫

左：雄、右：雌

被害
 産雄単為生殖系統の寄主植物は産雌単為生殖系統よ

葉のえそ症状

り広範で、野菜類ではねぎ、たまねぎ、にんにく、ト
マト、なす、きゅうり、キャベツ等、花き類ではきく、

⑶

防除

カーネーション、バラ等、果樹類では温州みかん、か

 ウイルスを媒介するアブラムシの防除を徹底します。

きなどに寄生、加害します。

またほ場及び周辺の雑草は伝染源となるため除去しま

 ネギアザミウマ（産雌単為生殖系統、産雄単為生殖

す。

系統ともに）はトマト黄化えそウイルス（TSWV）

ネギアザミウマ産雄単為生殖系統

を媒介することに加え、近年、国内で発生が確認され

２
⑴

確認の経過

ているIris Yellow Spot Virus（IYSV）も高率で媒介

 平成24年11月、新潟市東区のねぎほ場において、葉
身に退緑症状やえそ条斑を呈したねぎに寄生している

することが明らかとなっています。
⑷

防除

ネギアザミウマを採集し、農業総合研究所園芸研究セ

 県内での広がりは不明です。ネギアザミウマの防除

ンターが精査したところ、雄成虫が確認され産雄単為

を徹底し、薬剤抵抗性を発達させないよう作用機作の

生殖系統の新潟県初記録となりました。

異なる殺虫剤のローテーション使用をこころがけます。

 ネギアザミウマには、単為生殖の結果、雄が生じる
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（病害虫防除所

渡辺

勧）

に い が た 植 防 だ よ り 第136号

ＪＡ全農

農薬事業の取り組み

ＪＡ全農では、高品質で安価なＪＡグループ独自農薬の
⑶ 権利取得農薬
開発や、現場課題に対応した防除技術の開発・普及などに
・生産者にとり必要不可欠な農薬を守っていくこともＪ
取り組んでいます。
Ａ全農の役割と考えています。
また、「農作物」
、「環境」
、「使用者」の３つの安全確保
・果樹類、カンキツや茶などの生産者を中心に、カイガ
を柱とした「ＪＡグループ安全防除運動」を展開する中で、
ラムシ類やロウムシ類に対する特効薬として幅広く使
農薬使用者に対する適正使用の指導を強化し、食の安全確
用されていた「スプラサイド剤」について、取扱メー
保に向けた取組みも行っています。
カーの製造・販売中止を受け、その権利を取得し、同
１．現場ニーズに応える農薬の開発
剤の流通、使用を存続させることができました。
近年の国内農薬市場は、農薬規制の強化や登録維持経費
２．大型規格農薬の普及
の増嵩などを背景に、不採算品目の販売を終了したり、権
コスト低減対策のひとつとして、通常規格品に比べて低
利を移管（事業譲渡）したりする動きが活発化しています。 価格な「大型規格農薬」の取扱拡大に取り組んでいます。
県内では、水稲の除草剤や箱処理剤、茎葉処理除草剤を
国内農薬市場の動向
中心に広く活用されています。
①市場の縮小
・1996年をピークに暫減
主な大型規格
・世界における日本市場の相対的地位の低下
・企業吸収合併も一段落

用途

②登録維持経費の増高
・大型品目の販売終了【DDVP、ディプテレックス等 】
・権利移管【スプラサイド、カルホス、ベンゾフェナップ、ベンフレセー
ト】
③研究開発の二極化
・世界市場をターゲットとした品目
・水稲剤など国内市場をターゲットとした品目

通常規格

大型規格

代表例

水 稲 除 草 剤 １kg、500ml 10kg、２L等 エーワン、ボデーガード、ヤイバ、バッチリ
水稲箱処理剤

１kg

茎葉処理除草剤

500ml

２L～200L ラウンドアップマックスロード、バスタ、プリグロックスL

10kg等

フェルテラ、DR．オリゼフェルテラ、嵐プリンス

園 芸 殺 虫 剤

500ml

１L、５L等 プレバソン、バロック

園 芸 除 草 剤 ３kg、500ml 10kg、２L等 トレファノサイド、ゴーゴーサン

その中で、ＪＡ全農は、安全で効果が高く汎用性のある
低コストな農薬を供給するため、メーカーとの共同開発や、
国内農業・農家に必要とされる農薬の権利取得など進めて
きました。
⑴ 共同開発農薬
・平 成13年から上市したヒエ剤「MY-100（オキサジク
ロメホン）
」を含有する水稲除草剤は、
種々の混合剤や、
粒剤・フロアブル剤・ジャンボ剤などの製剤を取りそ
ろえ、生産現場で使いやすい剤として普及しています。
・さ らに、平成22年より上市した「AVH-301（テフリ
ルトリオン）」は、全国的に問題となっている抵抗性
広葉雑草に対し高い効果を示し、幅広い雑草種、葉齢
の進んだ雑草にも有効であることから、生産現場での
課題に対応できる薬剤として推進しています。
⑵ ジェネリック農薬
・特許が切れた有効成分を安価に製造し供給できるもの
で、性能は同等でありながら販売価格を低く抑えるこ
とができます。
・ＪＡ全農では「ペンコゼブ剤」
、
「ジェイエース粒剤・
水溶剤」の取り扱いにより、農薬のコスト低減化を実
現していきます。
主な農薬開発・権利取得の取り組み
MY-100
低コストで高い効果と安全性をそなえたノビエ防除剤
（オキサジクロメホン） として、多くの水稲除草剤の有効成分として使用。
AVH-301
ＳＵ抵抗性雑草をはじめ、幅広い草種に高い効果を示
（テフリルトリオン） す水稲用除草剤の有効成分。
ペンコゼブ

特許切れ農薬（ジェネリック品）の国内第１号であり、
園芸用殺菌剤で幅広い病害に有効。

ジェイエース

特許切れ農薬（ジェネリック品）として開発。園芸用
殺虫剤として広く使用されている有効成分（アセフェ
ート）含有。

スプラサイド

2012 年１月にＪＡ全農が権利を取得。カイガラムシ
類に卓効を示す園芸用殺虫剤。

３．現場課題の解決に向けた技術開発
営農・技術センター農薬研究室を中心に、病害虫・雑草
の防除技術の研究・開発を行なっています。
⑴ 省力・低コスト、安全や環境保全に配慮した施用技術
の開発や研究を行うとともに、生産現場で実行できる手
法を検討し、普及につなげる努力を続けています。
⑵ また、近年問題となっている抵抗性雑草に対して、効
果の高い農薬の開発に取り組むとともに、展示圃試験な
どを活用したより効果的な使用法の提案などとあわせ、
生産現場に密着した技術開発を行っています。
⑶ 薬剤抵抗性害虫や耐性菌問題について、感受性検定を
実施するなど、関係メーカーとの協力により発生回避の
ための対策・検討などに取り組んでいます。
４．総合的防除法の普及
化学農薬だけに頼った防除では、抵抗性害虫や耐性菌の
発達という問題もあり、また、環境や農薬散布者への影響
なども考慮した防除法が今後ますます必要となってきます。
環境へも配慮した防除手段として、ＩＰＭ（総合的病害
虫・雑草防除）の考え方を取り入れることも必要であると
考えています。
総合的とはいってもいろいろな手段・方法があり、場合
によってはコストや労力がよりかかる場合もありますが、
それぞれの産地にあった方法で導入されるよう検討をすす
めていきます。
５．おわりに
この場をお借りしてＪＡ全農農薬事業の主な取組み状況
についてご紹介させていただきました。近年、農業経営の
規模拡大が進むトレンドは新潟県内でも例外ではなく、Ｊ
Ａ全農としても対応が求められております。その中でも前
述しました「大型規格農薬」は生産資材コスト低減の一環
として非常に重要な取り組みであり、引き続き普及拡大が
図られるように努めていきます。
（全農新潟県本部 肥料農薬総合課 砂原
駿）
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日植防60年のあゆみとこれから
協会の「これから」を考えるとき、我が国の農業構造の

日本植物防疫協会は本年５月に設立60周年を迎えました。
これもひとえに関係機関の皆様の温かいご支援の賜と心か

変化を見極めていく必要があるものと考えています。病害

ら感謝申し上げる次第です。協会の前身は昭和21年に設立

虫防除は今後も重要な分野でありつづけると思いますが、

された社団法人農薬協会ですが、昭和28年に改組して社団

農業が変われば求められる防除の内容は変わってくるから

法人日本植物防疫協会が設立されました。当時の記録を紐

です。高齢化が限界域に近づくなど、我が国農業は転換期

解くと、戦後粗悪な農薬が横行して大問題となり、優良な

にありますが、今回のTPPはそれに拍車がかけることにな

農薬を選別するための試験制度が求められたことが協会設

るでしょう。こうした変化に応じた防除技術や情報を的確

立の大きな動機であったと記されています。ほぼ同時期の

かつ迅速に提供していくことが重要になるだろうと考えて

昭和23年に農薬取締法が制定され、検査機関として設立さ

います。

れた農林省農薬検査所と両輪で今日の農薬登録制度の基礎

また、全国の植物防疫関係者の連携もこれまで以上に必

が構築されてきました。同時に協会は植物防疫の技術や情

要になると考えています。全国の植物防疫関係者による団

報の普及にも傾注し、雑誌「植物防疫」は前身の農薬協会

体である当協会にとってこの点は重要であるとの認識から、

時代に早くも創刊されています。その後農業振興とともに

気軽に会員になっていただけるよう会員制度を見直したと

農薬は日進月歩をとげ、その種類と生産量は飛躍的に増大

ころであり、今後は情報発信を充実していきたいと考えて

しました。この間、協会はいわば産官学の拠点としての機

います。

能を果たし、多くの研究会が設立されました。研究会は、

さらに、国際化に向けた対応にも留意していく必要があ

病害虫の防除法を探ることを目的としたものから、新たな

ります。作物残留試験にGLP制度が導入されたのもその一

製剤や施用技術の開発、さらに新農薬創製を目的としたも

環であり、今後もそうした流れに的確に対応していけるよ

のまで極めて多岐にわたっていました。農薬の残留性が規

う、しっかりとした体制づくりをすすめていきたいと考え

制されるようになったのは昭和46年の農薬取締法の大改正

ています。

以後のことですが、この際においても協会に研究会が組織

最後になりますが、新潟県植物防疫協会の皆様とは、こ

され、残留性評価に関する技術的な検討が精力的に展開さ

れまでも二人三脚で諸問題への対応に当たってまいりまし

れました。こうして、植物防疫の黎明期から発展期におい

た。また、GLP作物残留試験の推進にも大きな役割を果た

ては、協会はいわば中心的な役割を果たしてきました。

していただいております。植物防疫には引き続き重要な使

食糧増産の必要が薄れたのちも農薬は農産物の品質向上

命が課せられるであろうとの認識のもとで、今後も皆様と

に欠くことのできない資材として認識され、次々と新たな

の連携のもとで活動してまいる所存ですので、引き続きご

優れた農薬が開発されてきました。このような時代の変化

支援ご協力をお願い申し上げます。

に応じて、協会の試験制度も少しずつ変貌してきました。

（一般社団法人 日本植物防疫協会 業務執行理事 藤田 俊一）

都道府県試験研究機関の受託能力の低下を補うため、協会

編

自らの試験施設の整備をすすめる一方、県植物防疫協会で

集

後

記

の実施機能の整備にも力が入れられました。また、全国の

○当協会の会長理事が交代しました。昨年の６月に就任さ

植物防疫関係機関における情報共有を加速するためJPP-

れた関原忠良氏から病気療養のため本年４月15日に辞任

NETも構築されてきました。

願が出されました。このため、吉見均副会長から暫定的

こうした中、平成14年の無登録農薬問題を発端とした農

に会長理事を務めていただきました。６月13日の定期総

薬取締法改正は、食品安全行政全体の見直しにまで発展し、

会及び理事会において五十嵐孝新潟県農業共済組合連合

平成20年には農薬登録制度の国際調和に向けた改革がはじ

会長（NOSAI新潟中央組合長）が会長理事として選出

まりました。加えて、公益法人制度改革にも直面すること

されましたので改めて皆様にお知らせいたします。

となりました。さきごろ編纂した「60年のあゆみ」におい

○今年の梅雨期は長期化し、８月３日にやっと梅雨明けし

ては、とりわけこの10年間は歴史的な出来事が相次いだと

ました。当初コシヒカリの出穂期はかなり早まるものと

総括しましたが、別の言い方をすれば、半世紀を経て新時

予想されましたが、日照不足や雨天が続いたため平年並

代に向けて制度や組織が大きく変貌しはじめる時期であっ

となりました。温暖化が進む中でも適切な栽培管理や適

たと思います。

正防除により、高品質でおいしい新潟米が消費者の元に

さて、設立60年の節目に先立ち、協会は昨年から一般社

届けられることを望んでおります。

団法人として再出発しました。当協会が公益社団法人を選

○最後に、４月１日から並木茂吉事務局長が就任しました。

択しなかったことに多くの関係者から意外感が示されまし

前任の大竹智事務局長同様ご支援、ご協力をお願いいた

たが、公益的な立場から植物防疫の推進に貢献していく姿

します。

勢には何ら変わりはありません。
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（事務局）

