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《主　な　内　容》

平成25農薬年度
水稲農薬の出荷動向

　平成25農薬年度（平成24年10月～平成25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。
　育苗箱処理剤も含めた本年度水稲の延べ防除面積は
213,763haとなり、前年比101％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年度以降は大きな変動はありません。

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64,279ha
で、近年４カ年でみ
るとほぼ平年並、前
年比では105％とな
りました。
　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）」がメインである一方で、
１成分でいもち病をはじめ、他病害にも有効である「トッ
プジン剤」が昨年に引き続き伸長しました。また、「ルー
チン剤」が育苗箱処理の分野で近年伸長傾向にあります。

２　害虫防除剤の出荷実績
　本年度の害虫防除
面 積 は169,117haで、
前年比106％となり
ました。
　薬剤別にみると、
本田カメムシ防除を
主体とした「スター
クル剤」、初期害虫
をはじめチョウ目害虫にも効果を示す育苗箱処理剤「フェ
ルテラ剤」の２剤をメインに防除対応がとられているのが
近年の傾向と言えます。
　前述２剤の使用割合が高い一方で、チョウ目害虫に対す
る効果を狙い「スピノサド」を含む薬剤の育苗箱分野での
使用が増加傾向にあります。
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３　剤型別の出荷動向
　剤型別に比較すると、液剤が103,651ha（前年比100％）、
育苗箱処理剤が66,355ha（前年比102％）、粒剤が201,355ha
（前年比107％）、粉剤（DL）が22,424ha（前年比98％）
でした。近年の出荷動向と大きな変化はありませんでした。
　平成18年に施行されたポジティブリスト制度への対応を
含め、粉剤からより飛散しにくい剤型へのシフトが着実に
進んでいます。
　また、防除効果が高く残効の長い新規成分が登場し、省
力性の面からも育苗箱処理剤の有効性に注目が集まり支持
を得たことで、水稲の病害虫防除において定位置を確保し
ています。

４　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や、省力化生
産へのニーズの高まりによって育苗箱処理剤の出荷伸長が
見られるのが、近年の傾向といえます。
　ポジティブリスト制度の施行、コシヒカリBL導入や減々
栽培への取組み、また、農業者の高齢化等もあり、近年の
県内病害虫防除の環境は大きく変化してきていると言えます。
　今後の農業政策や食品安全に係る制度等の動向が、病害
虫防除にどのような変化をもたらすのかは未知数ですが、
病害虫防除の重要性については変わりありません。
　そのような変化の中でも、生産者、地域、関係機関等で
連携し、時代に合わせた適正な防除方法を選択していく必
要があると考えます。

（全農新潟県本部 肥料農薬総合課　砂原　　駿）
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写真１　発芽時の病徴

写真５　古葉の乾いた病斑

写真９　小玉スイカの果実病斑

写真２　苗の立ち枯れ

写真６　菌泥の漏出

写真10　果皮の隆起

写真３　葉脈に沿った病斑

写真７　果実水浸状病斑

写真11　亀裂からの菌泥

写真４　ハローを伴う斑点

写真８　亀裂病斑

写真12　果皮の褐変症状

植防一口メモ
いちご「越後姫」苗の温湯浸漬による

うどんこ病の防除技術を現地実証
　管内では、新発田市を中心に全市町でいちご越後姫が栽培
されています。越後姫栽培では、うどんこ病の発生が問題に
なっており、防除体系の確立が課題となっています。
　昨年、県農林水産業研究成果として発表された苗の温湯浸
漬によるうどんこ病の防除技術を園芸研究センターと連携し
て現地実証しました。実証では、促成作型で空中採苗直後の
苗を50℃のお湯に３分間、その直後に水に漬けて１分間冷却
し、通常どおりポットに植え、育苗しました。一部で葉やけ
等の軽微な障害は見られたものの、活着には問題はありませ
んでした。うどんこ病は全期間を通して少発生に抑えられ、

慣行より大幅に防除回数を減らすことができ
ました。
　今年度はこの実証結果を受けて、温湯消毒
機の利用体系の構築や機械導入の推進と併せ
て防除技術の個別指導により、管内全域の24
戸175aの取組みに広がり、全面積の24％で実
施しています。

 （新発田農業普及指導センター　本間　昌彦）

スイカ果実汚斑細菌病の特徴について
　平成24年、新潟県内の育苗施設で育苗されたすいか苗で
スイカ果実汚斑細菌病が発生しました。また、当該施設か
ら出荷された苗を定植したハウスや露地ほ場でも発生が確
認されました。新潟県では初確認の病気です。見慣れない
病気のため、スイカ果実汚斑細菌病とはどのような病気な
のかご理解いただくことと、病徴を覚えていただくことで、
今後万が一にも発生した場合でも対応が速やかに行うこと
が出来るようにご紹介したいと思います。
　スイカ果実汚斑細菌病は1989～1995年にアメリカで大発
生し、大きな被害をもたらした病気です。日本国内では平
成10年に山形県のすいかで発生して以来、長野県、鳥取県、
徳島県、北海道、茨城県、熊本県、秋田県、石川県、千葉
県、新潟県のすいかやメロンおよび台木として用いられる
とうがんで発生が確認されています。発生が度々見られる
ものの、本病害は適切に防除されており、日本国内に定着
していません。国内に定着すると大きな被害が出ると考え
られ、侵入を警戒している病害です。病原菌はAcidovorax 
avenae subsp. citrulliで、細菌による病害です。種子伝染
が主な感染経路で、日本国内での発生は海外で採種された
汚染種子の使用が原因となっています。本病原菌は、国内
で確認されたすいか、メロン、とうがんの他、かぼちゃ、
きゅうり、ゆうがお、にがうりなどのウリ科野菜に病原性
があります。また、日本に自生するウリ科雑草のカラスウ
リにも感染します。高温多湿を好み、かん水や雨滴、接ぎ
木や整枝作業時の汁液により２次伝染します。特に、育苗
期や接ぎ木後の苗の養生期間が本病害にとって好適な条件
となります。また、感染した植物では維管束を通じて菌が
つるを移動することもあります。
　病徴ですが、新潟県で発生したすいかでの病斑をご紹介
します。汚染種子は発芽時に子葉が水浸状になり（写真１）、
立ち枯れを起こすことがあります（写真２）。葉では、ハ
ウスやトンネルのように雨滴のかからない所では葉脈に沿
った水浸状の黒褐色の病斑（写真３）、雨滴のかかるとこ
ろでは明瞭なハロー（退緑斑）を伴う斑点の病斑が多く見
られます（写真４）。葉脈に沿った病斑が古くなると、白
っぽい乾いた病斑となります（写真５）。つるの菌量が多

いと、白色の菌泥を漏出することもあります（写真６）。
果実の病徴は、太陽光があたり高温になる果実上部に現れ
ます。最初は水浸状病斑（写真７）、病徴が進展すると亀
裂症状を生じます（写真８）。また、小玉すいかは品種に
より病徴が異なることがあります（写真９）。病斑部の果
皮は盛りあがります（写真10）。亀裂病斑からは菌泥が漏
出することもあります（写真11）。果実を切ると、病徴の
ある部分の果皮下は褐変しています（写真12）。
　本病害は、国内に侵入しないよう、種子の生産地で検査・
種子消毒が行われています。しかしながら、全ての種子を
検査することは困難であるため、今後また発生する可能性
があります。今回のお話しには載せておりませんが、侵入
した時の防除対策のマニュアルが作成されており、日本へ
の定着を防ぐことが出来ています。今回ご紹介したような
症状や、スイカ果実汚斑細菌病と疑われるウリ科野菜があ
りましたら、最寄りの普及指導センターや病害虫防除所に
ご連絡下さるようお願いします。

（園芸研究センター環境・施設科　佐藤　秀明）

温湯浸漬のようす
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図１　畦畔の状態と２種カメムシ発生量
「穂あり」、「穂なし」は畦畔の出穂したイネ科雑草の有無

矢印は調査時の畦畔の状態から推定した管理実施時期

図２　２種カメムシの水田内発生消長
（2012年　作物研究センター圃場）

愛知県人が見た「新潟県の水田」雑感
　私は40数年間愛知、三重、岐阜で農薬販売に携わり、縁
あって３年前の１月に新発田市に着任しました。一面の銀
世界に感動を覚えましたが、１週間もしましたら雪国での
生活の大変さを痛感しました。しかし、雪解けも始まり田
植え準備のシーズンとなり、また新たな感動を受けました。
それは、一面「畦塗り」が見事にされた水田を見て、さす
が米作りの日本一（生産高は残念ながら北海道に抜かれま
したが）の県と納得しました。東海地方ではこれほどきれ
いに整備された畦は最近では見られません。同僚に聞きま
したら昔は「畦塗り」の仕事は「嫁さん」の仕事で、畦が
汚いと奥さんが悪く言われたようです。新潟県を表現する
言葉に「男と杉は新潟で育たない」に納得！新潟の女性は
本当に勤勉で、気遣いもありしっかり家を守って見えます
（男性陣怒らないで下さい）。他県のものが勝手なことを
申しましたが、新潟県の「米作り」生産量・品質も日本一
を目指して頑張ってください。
  （吉田農事株式会社　川合　文男）

アカスジカスミカメとアカヒゲホソミドリカスミカメの比較
　近年新潟県内の発生量が増加傾向にある斑点米カメムシ
のアカスジカスミカメは、東北地方の太平洋側の各県や関
東地域では以前から斑点米カメムシの重要種とされてきま
した。そのため現在は新潟県も含め、全国でアカスジカス
ミカメに関する研究が行われ、多くの研究報告があります。
本稿ではアカスジカスミカメについて、同じカスミカメ科
のアカヒゲホソミドリカスミカメと比較して、その共通点
と相違点についてまとめました。

【共通点】
○『出穂したイネ科雑草を好む』
　アカスジカスミカメの寄主植物はアカヒゲホソミドリカ
スミカメと同じくイネ科植物であり、出穂したイネ科雑草
が繁茂した水田畦畔や農道、休耕田が主な増殖地となりま
す。そのため、イネ科雑草が出穂しないように管理するこ
とで、これら２種カメムシの発生量を低く抑えることがで
きます（図１）。

○『斑点米の被害型は主に頂部加害と側部鉤合部加害』
　アカスジカスミカメによって発生する斑点米の多くはア
カヒゲホソミドリカスミカメと同じく、頂部加害と側部鉤
合部加害です（鉤合部とは内穎と外穎の合わさる部分のこ
とです）。そのため、斑点米の被害型によってどちらのカ
メムシの被害かは判断できません。また、鉤合部に隙間が
できる「割れ籾」は２種カメムシによる斑点米被害を助長
します。
○ 『出穂期３日後頃から出穂期10日後の薬剤散布で同時

防除できる』
　エチプロール剤（粉剤・液剤）またはジノテフラン剤（粉
剤・液剤）を出穂期３日後頃から出穂期10日後に散布する
ことで、アカスジカスミカメはアカヒゲホソミドリカスミ
カメと同時に防除できます。その他試験の詳細や、活用面・
留意点については新潟県農業総合研究所作物研究センター
の平成22年度研究成果を参照してください。
（新潟県農業総合研究所　研究成果HPアドレス
　http：//www.ari.pref.niigata.jp/nourinsui/seikatop_index.html）

【相違点】
○『アカスジカスミカメはイネで増殖をほとんどしない』
　フェロモントラップを用いて水田内の２種カメムシの発
生消長を調査すると、アカヒゲホソミドリカスミカメは６
月中旬から７月中旬にかけて、明確な成虫の発生が見られ

ますが、一方アカスジカスミカメは出穂期前の水田内には
ほとんど成虫の発生は見られません。その後、２種カメム
シとも出穂を契機に水田内での発生量が増加しますが、ア
カスジカスミカメの発生時期の方がやや遅い傾向が見られ
ます（図２）。

　前述のとおり２種カメムシとも出穂したイネ科雑草を好
みます。ただし、アカヒゲホソミドリカスミカメはイネで
も増殖できるのに対し、アカスジカスミカメはイネでの増
殖はほとんどないと考えられています。これは、アカスジ
カスミカメはイネ科植物の穎花内にしか産卵できず、さら
にイネの穎花内に産卵しても、孵化した幼虫が穎花の中か
ら外へ脱出できないためです。そのため、アカスジカスミ
カメは水田外から飛び込んできた成虫の加害が多く、アカ
ヒゲホソミドリカスミカメは水田内で発生した幼虫の加害
が主体だと考えられています。
○ 『水田内で出穂したノビエやイヌホタルイは、斑点米被

害を増加させる』
　水田内に雑草が繁茂している場合、特にノビエ、あるい
はイヌホタルイが出穂している場合は、イネの出穂前でも
アカスジカスミカメが水田内に侵入し、その後幼虫が発生
して斑点米被害が多くなることが明らかにされています。
　水田内にノビエ、イヌホタルイを繁茂させないことは斑
点米カメムシ対策として非常に重要なことです。
　作物研究センターでは、これまでの斑点米カメムシに加
えて、近年のアカスジカスミカメの発生量増加に対応する
ため、より精度の高い発生予察手法の開発や的確な防除技
術の開発を進めていきます。

（作物研究センター栽培科 研究員　岩田大介）
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【SRB競技会で飛行技術の向上を図る】
　NOSAI新潟中央（五十嵐孝組合長）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
役割を担っています。

　水稲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」を求められるなか、「有人ヘリコプター」
や「大型ダスター」による一斉防除から省力的で経済的、
効率的な「産業用無人ヘリコプター」による防除へ移行し、
防除体制の確立が急務となっています。しかし、事故の発
生が周辺住民や消費者等に「産業用
無人ヘリコプターは危険だ」とのイ
メージを持たれてはなりません。安
全防除を的確に推進するため、平成
22年度に設立した「NOSAI新潟中
央無人ヘリオペレーター連絡協議
会」において安全研修会を開催し、
組合オペレーターを対象に操作技術
の向上、安全防除に対する意識啓発
を図っています。
　この「NOSAI新潟中央無人ヘリ
オペレーター連絡協議会」は各地域
の組合オペレーター144名が会員と
なり活動しています。今年度開催し

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
た安全研修会は、メーカー講師にヤンマーヘリ＆アグリ樋
口安全推進部長より「安全フライト」と題し講演いただき
ました。講演で樋口部長は「事故のほとんどが接触事故で
あるため、接触事故を無くすことが事故ゼロに繋がる。そ
のためには何をするか」について具体的に説明されました。

　また、室内用の練習機を使い各地域オペレーター協議会
から選抜した選手によるSRB競技会を実施しています。競
技方法については図のとおりです。この会員は出身地域、
年齢は違うが無人ヘリコプターのオペレーターということ
が共通事項であるため、会場内で「今のラダーのタイミン
グよかった」とか「エンコン戻せ」など掛け声が飛び交い
非常に盛り上がり、操作技術向上の励みになったと感じて
います。競技後は、採点結果が発表され土田会長より参加
した選手及び優勝者に対し表彰を行いました。
　組合では、NOSAI新潟中央無人ヘリオペレーター連絡
協議会が掲げている目的「損害防止事業の円滑な進展を図
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、協力を図っていきます。

（NOSAI新潟中央　損害防止課）
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　平成25年度の農薬実証ほでは、殺菌・殺虫剤25剤、除草
剤23剤の合計48剤を延べ79か所で実証し、普及性を評価し
ました。12月９日に成績検討会が開催され、検討会参加者
による熱心な検討によりそれぞれの剤の総合評価が決定さ
れましたので、その概要をお知らせします。
　水稲の殺菌・殺虫剤では、斑点米カメムシ類を対象とし
た箱施用剤や微粒剤等の効果が確認されました。大豆の殺
菌・殺虫剤では、土壌病害である黒根腐病を対象とした種
子塗沫剤の効果や、近年問題となるマメシンクイガ等を対
象に新規系統剤の効果が確認されました。

農薬実証ほ成績の概要について

表１　普通作物殺菌殺虫剤

薬剤名 作物名 病害虫名
ロングリーチ箱粒剤 水稲 初期害虫、斑点米カメムシ類
キラップ微粒剤F 水稲 斑点米カメムシ類
ドイツボルドーA 水稲 稲こうじ病
イモチミン粒剤 水稲 穂枯れ（ごま葉枯病）
クルーザーMAXX 大豆 黒根腐病
プレバソンフロアブル５ 大豆 ウコンノメイガ
プレバソンフロアブル５ 大豆 マメシンクイガ
フェニックス顆粒水和剤 大豆 マメシンクイガ
ダイアジノン粒剤10（無人ヘリ） 大豆 マメシンクイガ

表２　普通作物除草剤

薬剤名 作物名 病害虫名
プレステージ１キロ粒剤 移植水稲 初期一発剤
メテオ１キロ粒剤 移植水稲 初期剤
ナギナタ１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤
ヤイバジャンボ 移植水稲 初中期一発剤
ヤイバ豆つぶ 移植水稲 初中期一発剤
ザンテツ１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤
ボデーガードフロアブル 移植水稲 初中期一発剤
ブレゼータジャンボ 移植水稲 初中期一発剤
ブレゼータフロアブル 移植水稲 初中期一発剤
コメットジャンボ 移植水稲 初中期一発剤
ツインスター１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤
ポッシブルフロアブル 移植水稲 初中期一発剤
フルチャージジャンボ 移植水稲 中後期剤
アトトリ１キロ粒剤 移植水稲 中後期剤
バッチリ１キロ粒剤 湛水直は 一発剤
オサキニ１キロ粒剤 湛水直は 一発剤
バッチリフロアブル 湛水直は 一発剤
プレキープフロアブル 直は水稲 一発剤
ベストパートナー１キロ粒剤 直は水稲 一発剤
ワイドパワー粒剤 直は水稲 中後期剤
ワイドアタック１キロ粒剤 直は水稲 中後期剤
タッチダウンIQ 大豆 一年生広葉雑草

表３　野菜

薬剤名 作物名 病害虫名
ジャストフィットフロアブル たまねぎ べと病
ガッテン乳剤 いちご うどんこ病
スピノエース顆粒水和剤 ねぎ ネギアザミウマ類
スタークル顆粒水溶剤 ねぎ タネバエ
ディアナSC キャベツ コナガ、アオムシ
スタークル粒剤 だいこん キスジノミハムシ
セレクト乳剤 たまねぎ 除草剤

表４　果樹

薬剤名 作物名 病害虫名
フルーツセイバー なし 黒星病
ファンタジスタ顆粒水和剤 西洋なし 黒斑病
フェニックスフロアブル ぶどう スカシバ類
ディアナWDG りんご シンクイムシ類

表５　花き

薬剤名 作物名 病害虫名
ウララ50DF チューリップ アブラムシ類
アフェットフロアブル チューリップ 褐色斑点病、灰色かび病
ウララ50DF ユリ アブラムシ類
コルト顆粒水和剤 ユリ アブラムシ類
トクチオン乳剤 キク アザミウマ類

　水稲の除草剤では、近年は２成分剤の実証が主体となっ
ています。初期剤、初中期一発剤、だけでなく、中後期剤、
直は用剤の実証も増えており、いずれも効果が確認されま
した。大豆では、一年生広葉雑草を対象とした除草剤の効
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、タネ
バエやタマネギのべと病等を対象とした実証剤の効果が確
認されました。また、タマネギでは除草剤の効果が確認さ
れました。
　果樹では、シンクイムシ類、西洋なし黒斑病など、問題
となる病害虫に対し、新規農薬を含め、実証剤の効果が確
認されました。
　花きでは、チューリップやユリのアブラムシ類、キクの
アザミウマ類等を対象とした薬剤の効果が確認されました。
　検討の結果、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が決定した農薬は、各表のとおり
になります。
　いずれの作物においても、近年問題となる病害虫や雑草
を中心に実証剤の普及性が評価されたことで、発生実態に
合わせた防除体系への組み込み、薬剤ローテーションによ
る抵抗性病害虫対策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。
　今後も多くの実証を積み重ね、生産現場への速やかな活
用を図ることが望まれます。

（新潟県植物防疫協会事務局）
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編　集　後　記

○10月18日、第19回新潟県産業用無人ヘリ飛行技術競技会
が開催されました。参加者は26組、技術レベルは年々上
昇し、成績優秀者４組が全国大会にも出場し、上位に入
る実力を発揮しました。

○本誌135号でもご紹介した無人ヘリ導入を支援する「緊
急防除機器等整備支援事業」平成25年度分として、８事
業主体、無人ヘリ12機体の導入に対し補助金額12,600千
円を交付しました。

○政府は新たな米政策として、米の直接支払交付金をこれ
までの半額とし、飼料用米など非主食用米の生産支援を
強化するとしています。一方、日本植物防疫協会が９月
に開催したシンポジウムでは、農産物のグローバル化や
国内営農形態の変化に応じた防除技術のあり方等が重要
と提起しています。

○今後、本県農業も大きな変革が予想されますが、基本は
安全・安心・良質な農産物の提供であり、高齢化や担い
手の再編が進む中でも、無人ヘリを活用した的確な病害
虫管理が益々重要となってゆくことでしょう。 （事務局）

【研修会の様子：上越会場】

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、無登録農薬の販売禁止、帳簿の備え付け・記載等が、
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、新潟県病害虫防除所（以下「病害
虫防除所」という。）が中心となり、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
　 　病害虫防除所では、農薬販売者（販売店）における農

薬の知識向上や適正販売等を推進するため、毎年度研修
会を開催しています。平成25年度は新潟市、見附市、上
越市で開催し、３会場で178名が参加しました。

　 　今回の研修会では、新潟県からは、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
項等を解説・指導するとともに、「（公社）緑の安全推進
協会」からは、除草剤の基礎知識等について講演してい
ただきました。とくに、講師が除草剤の特徴や効果的な
使い方等について説明・解説すると、参加者は熱心にメ
モを取るなど除草剤に対する関心の高さがうががえまし
た。

⑵　農薬販売者立入検査の実施
　 　病害虫防除所では、農薬販売者に対し立入検査を適宜

実施し、農薬取締法等に基づく適切な農薬販売がなされ
ているかを監視・指導しています。

　 　平成24年度は、県内の農薬販売所１，435（平成25年
３月末現在）のうち、218に対して立入検査を実施しま
した。その結果、①変更届や廃止届の未提出、②帳簿の
備えつけや保存の不備、不完全な帳簿記載、③不適切な
宣伝表示等について、農薬販売者に対して注意・指導を
行いました（下表参照）。

　 　平成25年度も適宜立入検査を実施しますが、過去に不
適切な農薬販売を行い、病害虫防除所が注意・指導した

農薬の適正販売に向けた取り組みについて

表　平成24年度農薬販売者立入検査の実施状況

販

売

所

数

検

査

総

数

違反件数（件）

届

出

帳
簿
記
載

取
扱
農
薬

そ
の
他

合

計

立入検査
結 果

1,435 218 ８ 40 0 0 48

※販売所数は平成25年３月末現在。

農薬販売者に対しては、継続的・重点的な監視・指導を
行っていく予定です。

３　今後の対応について
　病害虫防除所では、今後とも農薬の適正流通・販売等が
徹底されるよう、次に掲げる３項目を重点として農薬販売
者を指導していきます。
① 　研修会の開催による農薬取締法等の周知・遵守指導及

び農薬に関する知識向上の推進。
② 　立入検査の実施による農薬の適正流通・販売に向けた

監視・指導。
③ 　農薬取締法違反者に対する継続的・重点的な指導の実

施。
（新潟県病害虫防除所　西土　恒二）


