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ウメ輪紋ウイルスについて
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本県での侵入警戒調査の概要
PPVの感染が広がると、ウメ以外でも、モモやスモモな

ウメ輪紋ウイルス（以下PPV）はウメ、モモ、スモモ、
アンズ、ユスラウメなどに感染する植物ウイルスで、これ

どで重大な被害が発生する恐れがあります。このため、農

までにヨーロッパ、アジア、北アメリカや南アメリカ等で

林水産省が都道府県と協力して、全国で発生調査を行うと

発生しています。

ともに、感染植物の処分など根絶にむけた徹底防除に取り

PPVに感染すると、葉や果実に輪紋状の斑点を生じ、商

組んでいます。
新潟県においても、農林水産省や植物防疫所の協力の下、

品価値を著しく低下させます。欧州では、果実が成熟前に
落果するなど、大きな被害が発生しているとの報告もあり

ウメ、モモ、オウトウの各産地をはじめ、果樹苗木を生産

ます。

する苗木業者や穂木採取ほ場の調査を行っており、PPVの

本病害はアブラムシ類により媒介されるか、またはウイ

早期発見に努めています。

ルスに感染している穂木などを接木することで感染すると
４

見られています。

仮に感染の可能性のある植物を発見したら？

一度感染すると治療ができないため、被害樹を伐採し、

新潟県の果樹

感染源になるアブラムシ類の防除を行う必要があります。

生産に重大な影

なお、人や動物に感染することはありませんので、果実

響を及ぼす可能

を食べても健康に影響はありません。

性 の あ るPPV
を、早期に発見
し、根絶を図る
ことが重要です。

被害葉

写真のような感
染の疑いのある
植物を発見した
場合には、速や
かに下記に連絡

被害葉

するようお願い
します。
（植物防疫所原図

無断転載禁止）
果樹苗木ほ場調査風景

２

日本国内での発生状況
日本では、2009年に初めて東京都青梅市のウメで、PPV

の感染が確認されました。その後、関東地方や関西地方の

横浜植物防疫所新潟支所

025-244-4401

新潟県病害虫防除所

0258-35-0867

一部の生産園地や観光園地で、PPVに感染したウメ樹が確
認されており、平成25年度までに、９都府県に感染が拡大

【参考】農林水産省ホームページ

しています。

http：//www.maff.go.jp./j/syouan/syokubo/keneki/

なお、新潟県内ではこれまで、PPV感染植物は確認され
ておりません。

k_kokunai/ppv/ppv_information.html
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（新潟県農林水産部農産園芸課

渡邊

嘉顕）
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大豆害虫ウコンノメイガの発生消長と薬剤防除法
ウコンノメイガは大豆の葉を食害する害虫です。食害に
伴い葉巻を作るのが特徴で、ほ場では簡単に見つけられま

ますので、子実被害を防ぐにはこれ以前に殺虫剤を散布し、
葉巻を少なくすることが重要です。
⑴

す（図１）
。県内では10年ほど前から発生が多くなり、現

殺虫剤による効果の違い

在はほぼ全域で発生し、一部では被害（子実重の減少や小

 ウコンノメイガに登録がある殺虫剤は、数年前まで

粒化）が生じています。ウコンノメイガの発生消長と薬剤

はサイアノックス粉剤のみでしたが、その後、スミチ

防除法を紹介します。

オン乳剤、トレボン乳剤、カスケード乳剤、プレバソ
ンフロアブル５が追加されました。しかし、殺虫剤に
より防除効果に違いがあり（表）
、また、無人ヘリ散
布に登録があるのはスミチオン乳剤のみです。使用す
る防除機器や葉巻の発生量などに応じて適切な殺虫剤
を選択します。

図１
１

表 殺虫剤の防除効果と散布適期

ウコンノメイガの幼虫と大豆の葉巻

大豆ほ場での発生消長（図２）
ウコンノメイガは、秋から翌春にかけては山地の林縁に

多く自生するアカソやカラムシで過ごしています。幼虫で
越冬して６月に羽化し、７月始め頃から大豆ほ場に飛来し
ます。大豆で１世代を経過し、成虫は再び越冬地に移動し

農薬名
防除効果
散布適期
サイアノックス粉剤
△
７月第６半旬
スミチオン乳剤
△
トレボン乳剤
○
プレバソンフロアブル５
◎
７月第５～６半旬
◎：効果が特に高い ○：効果が高い △：効果がやや低い

ます。
⑵

大豆ほ場に飛来した成虫は間もなく大豆の葉に産卵し、

防除適期

その後幼虫が発生し、葉を食害します。幼虫数は８月上旬

 殺虫剤の散布適期は葉巻が急増し始める７月第６半

がピークで、８月下旬には極めて少なくなります。幼虫は

旬です。適期に散布することで、葉巻の発生を少なく

葉を綴って葉巻を作り、その内部で葉を摂食します。幼虫

抑えることができます。散布が早い場合は、散布１～

は一枚の葉に長くは留まらず、次々に新しい葉に移動しな

2週間後から葉巻が再増加します。散布が遅い場合は、

がら摂食を続け、また大きい幼虫ほど大きな葉巻を作りま

葉巻が相当発生している時期になり、また、殺虫剤を

す。このことから、幼虫の食害に伴って葉巻は急激に増加

散布しても葉巻が急減することはありませんので、葉

し、被害の程度も大きくなります。葉巻は７月中旬に見ら

巻数を抑える効果は低くなります。なお、表の殺虫剤

れ始め、７月下旬から８月中旬にかけて急増し、８月中下

の中で、プレバソンフロアブル５は残効が長いので、

旬に最多になります。８月中旬から次世代の成虫が発生し

７月第５半旬の散布も効果が高く、殺虫力も高いこと

ますが、大豆には産卵せず、ほ場外へ移動します。

から、８月第１半旬でもある程度の効果が期待できま
す。
３

おわりに
葉巻は７月下旬の時点では数が少なく目立ちませんが、

その後８月中旬にかけて急増します。気づいた頃には防除
適期を過ぎ、手遅れになってしまいます。７月下旬にほ場
図２

２

を見回り、葉巻の発生状況を丁寧に確認することが大切で

大豆ほ場におけるウコンノメイガおよび
葉巻の発生消長

す。７月第５半旬または第６半旬の葉巻数を指標とした防
除のめやすが示されていますので利用してください。

防除対策

これらの詳細は農業総合研究所のホームページ
http：//www.ari.pref.niigata.jp/

現在、殺虫剤散布以外に実用的な防除法はありません。
発生状況を確認し、多発生が見込まれる場合は殺虫剤散布
を行います。葉巻は通常８月中下旬に最多になり、この時

の平成26年度研究成果情報に掲載される予定です。ご覧
ください。

期の葉巻が多いほど子実収量が減少することが知られてい
−2−

（作物研究センター

石本万寿広）
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ナシ黒星病の発生生態と防除対策について
１

有の感受性の差が現れますが、「幸水」が際立って感受性が

はじめに

８月1日に発表された新潟県病害虫発生予察情報・予報第

高いことが知られています。
「幸水」の場合、収穫約２か月前

６号によると、８月の県内におけるナシ黒星病について、発生

から黒星病に対する果実の感受性が再び高まります。

量は平年に比べやや少なく、発生程度は少発生（発病葉率１

５

防除対策

～5％）と予想されています。しかし、県内の一部地域の日本

ア

なし品種「幸水」
、「豊水」等の栽培園においては、恒常的に

 黒星病の防除において、耕種的防除と薬剤防除は車の両

防除方針

黒星病の発生が散見されており、昨年発病が多かった地域で

輪にたとえることができます。黒星病を防ぐためには、耕

は、病原菌の密度が高まっていると考えられます。これらの

種防除は欠くことのできない作業です。薬剤防除のみに偏

地域を中心とする日本なしの栽培園では、黒星病の発生を減

重することなく、確実に実施する必要があります。

らすために、耕種的防除並びに薬剤防除等の適切な防除対策

イ

耕種的防除

を講ずる必要があります。

 落葉は、収穫直後～春までに集めて、土壌にすき込みます。

２

また芽基部の病斑は、開花直後頃から交配時に基部から切

病原菌

日本なしに発生する黒星病菌と西洋なしに発生する黒星病

除します。その後の管理作業中に発病に気づいたら、その

菌は、別種であることが知られています。ニホンナシ黒星病

都度切除します。６月下旬頃までは、発病葉も可能な限り

の病原菌は、子のう菌類の一種であるVenturia nashicola で、

除去します。

本菌は日本なしおよび中国なしの一部に寄生して西洋なしに

ウ

は寄生しません。また、西洋なし品種「フレミッシュ・ビュー

 生育期の重点防除時期は、①りん片病斑上の分生子感染

薬剤による防除

ティー」
、「ウインターネリス」等で発生するセイヨウナシ黒星

期（４月中旬：脱包期）
、②病落葉からの子のう胞子感染期

病菌は、日本なしには寄生しません。

（４月下旬～５月上旬）③秋雨期（８月中旬～９月下旬）

３

です。アンビルフロアブル、オーシャイン水和剤、スコア

被害
葉、果実および枝いずれも本病に侵されます。樹の枯死な

顆粒水和剤等のエルゴステロール生合成阻害剤（以下DMI

どの全身的な被害はありませんが、果実では病斑形成あるい

剤）の防除効果は高いと考えられます。ただし、DMI剤は

は裂果など直接的な被害を与え、商品価値を著しく低下させ

耐性菌の出現リスクが高いため年２回までの散布とします。

ます。さらに、発病葉は早期落葉するため、収量並びに樹勢

ベルクート水和剤、オキシラン水和剤、デランフロアブル、

の低下を招きます。

ナリアWDG等の薬剤の防除効果も期待できます。本病多発

４

園では、腋花芽鱗片上への感染を防ぐために前年の秋にア

発生生態

ニホンナシ黒星病菌は、発病した落葉上と腋花芽で越冬し

ントラコール顆粒水和剤を散布します。詳しくは、平成26

ます。第一次伝染源として、被害落葉上に形成される子のう

年度果樹病害虫ハンドブックを参照してください。また、

胞子及び腋花芽基部（後に新梢基部病斑となる）上に形成さ

農薬の使用に当たっては、適用作物、使用量、希釈倍率、

れる分生子があり、子のう胞子と分生子の病原性（病気を起

使用時期及び総使用回数を再度確認してから使用してくだ

こす力）は、ほぼ同等と判断されています。ただし、子のう

さい。

胞子は、分生子に比べて第一次伝染源としての寄与率が高い
（子のう胞子：分生子＝８～9：２～1）と考えられています。
これらの越冬部位から、子のう胞子は通常芽が十分にほころ
んだ頃から開花約30日後、分生子は開花初期頃から６月下旬
頃まで飛散します。子のう胞子および分生子とも、発病には
一定時間の濡れ状態が必要です。20℃の場合、濡れ時間が９
時間以上あれば感染が成立します。５～25℃の間では、濡れ
時間が12時間あれば感染が成立します。感染した葉、枝およ
び果実組織上には分生子が形成され、これが第二次伝染源と
なります。葉の組織上では、感染後約７～10日後から分生子
が形成されます。なお、枝病斑は病斑形成時以外では、伝染
源とはならないと考えられています。
日本なし品種間で、本病に対する感受性に差異が認められ
ています。葉では、「豊水」
、「幸水」
、「長十郎」の感受性が
高いことが知られています。一方、果実では感受性が生育時
期で異なり、満開２週間後ころまでの幼果は、日本なしの品
種いずれも高い感受性を示します。開花20日後頃から品種固
−3−

（園芸研究センター
み

ち

く

棚橋

恵）

さ

「ふれあい参観デー」続報
植防だより125号の本欄で「中山間地農業技術センター
初の試み、ふれあい参観デーの開催」が紹介されている。
６回目となる今年も７月に開催した。ずっと梅雨である
このシーズンの開催だが、これまで不思議と天気には恵ま
れてきた。ところが今年の開会式は大雨の中。こんな天気
では誰が来るのか、と心配したが、多くの親子連れで賑わ
った。昨年から子供にターゲットを絞った。そのためか、
今年の来場者は半数以上が子供たち。初回からの目玉であ
るブルーベリーの摘み取りに、農道を元気に歩いていく。
最近はいろいろな組織・機関が施設の一般開放イベント
を行っている。人集め中心のお祭的な催し物が多い。その
ことに批判的な声も無いではないが、まぁ、いいではあり
ませんか。お祭に来て、ついでに業務の一端も垣間見ても
らう。農業にもちょっと目を向けてもらう。それで充分。
仕事に「遊び心」を持てないようではダメでしょう。
あなた！ 来年は来て下さい。

（中山間地農業技術センター 金子 均）
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ネギアザミウマによる秋冬ねぎの被害
１ 食害による被害
ネギアザミウマ成･幼虫が葉を食害して白斑を生じさせます。
被害が著しい場合は葉全体にかすり状の食害痕がみられ、葉
が白く見えます。
⑴ これまでの被害状況
 病害虫防除所は、下越地域において秋冬ネギ病害虫の
発生状況を調査しています。ネギアザミウマは、本年は
調査開始から多発傾向が続き、６月下旬には被害度の高
いほ場が目立ち、過去10年間で最も高い被害度となりま
した。そこで７月4日に平成26年度新潟県病害虫発生予
察速報第７号「ねぎのネギアザミウマの多発生に注意」
を発表して適切な防除対応を呼びかけました。７月下旬
の調査でも平年（平成16～25年の平均値）と比べ被害度
が高い状態が続いています。
（図１）
⑵ 防除
ア ネギアザミウマの発生状況は地域やほ場により異な
ります。ほ場を見まわり、被害の確認に努めます。ネ
ギアザミウマの発生源となるほ場周辺、畦間の雑草を
除去します。
イ 薬剤防除は土寄せ時の粒剤散布のほかに茎葉散布を
組み合わせ、寄生密度を抑制します。農薬の使用基準
を守り、薬剤抵抗性の発達を防ぐため、系統の違う薬
剤をローテーション使用します。
ウ シペルメトリン乳剤（アグロスリン乳剤）は、薬剤
感受性の低下事例があるため使用しない。

⑵ 特徴
ア 葉身に不明瞭な退緑斑が発生し、その後境界部に淡
黄色を帯びた白色の紡錘形えそ条斑（写真１、2）を
生じます。大きさは10～15mm程度になります。病勢
が進展すると病斑が癒合拡大し、葉が萎凋･枯死する
ことがあります。
イ ウイルスは、ネギアザミウマによって媒介されます。
ネギアザミウマは幼虫時に感染植物から吸汁すること
によりウイルスを獲得し、永続伝搬しますが、経卵伝
染はしません。他のアザミウマ類による伝搬は確認さ
れておらず、種子伝染や土壌伝染もしません。また、
汁液伝染はほとんどしないため、管理作業による伝染
の可能性は極めて低いです。
 ウイルスは、ユリ科をはじめ、17科40種以上の植物
で感染が確認されています。主な被害作物は、ねぎ、
たまねぎ、にら、らっきょう、にんにく、テッポウユリ（以
上ユリ科）
、トルコギキョウ（リンドウ科）
、アルストロ
メリア（アルストロメリア科）等があります。
B

A

写真１ IYSVのほ場での発病状況

図１ ネギアザミウマ被害度の推移
２ えそ条斑病による被害
ネギアザミウマによる被害は、食害の他にねぎにウイルス
病を媒介します。ネギアザミウマはネギえそ条斑病の原因と
なるアイリス黄斑ウイルス（Iris yellow spot virus、ＩＹＳＶ）
を媒介します。
昨年度病害虫防除所では県内で新たにネギえそ条斑病を確
認したとして、
「ネギえそ条斑病の初発生」の特殊報を発表し
ましたので紹介します。
⑴ 確認の経過
 平成24年11月、新潟市内のねぎほ場で、葉身に退緑症
状やえそ条斑を呈したねぎが発見されました。農業総合
研究所園芸研究センターにおけるＰＣＲ法による遺伝子
診断の結果、ＩＹＳＶによるネギえそ条斑病と確認され
ました。
 ＩＹＳＶによる病害は、平成８年に千葉県のアルストロ
メリアでの発生が確認されています。国内のねぎでは、
平成18年に栃木県で、その後は関東以西の数県で発生が
報告されています。

写真２ えそ条斑（A）と
ネギアザミウマ食害痕（B）

⑶ 防除
ア ウイルスを媒介するネギアザミウマの防除を徹底し
ます。
イ ほ場内及び周辺の雑草や収穫後の残渣はネギアザミ
ウマの生息場所となるので、除草や残渣処理を徹底し
ます。
ウ 発病株は見つけ次第抜き取り、ほ場外に持ち出し土
中に埋める等適正に処分します。

（病害虫防除所 渡辺
勧）
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植防一口メモ
コシヒカリBL導入10年目

コシヒカリBLが導入されて10年目を迎えました。いもち
病に対する防除面積は導入前の2004年に比べ約１/３に減少
しましが、穂いもちの発生面積割合は導入前に比べ大幅に減
少しており、コシヒカリ新潟BLの高い発病抑制効果が発揮
されています。
2008年以降、一部地域で抵抗性品種を侵害する新たなレー
スも確認されていますが、BLを構成する品種の変更やBL導
入前の多発生地における防除対応の変更などにより発病抑制
効果が維持されています。これには、梅雨明け後の好天によ
る穂いもち少発生が続いていることも影響していると思われ
ます。
近年、いもち病の少発生が続いているため、「葉いもち防
除を省きたい」との誘惑に駆られるかもしれません。しかし、
侵害菌が発生した地域の多くは、多発生地域なのにいもち病
を無防除としていました。これからも、BLを長く使い続け
ていくために、多発生地における葉いもち防除を徹底しまし
ょう。
（経営普及課 石川浩司）

に い が た 植 防 だ よ り 第139号

新潟県病害虫研究会シンポジウム
新潟県病害虫研究会は、県内の病害虫関係者の情報交換
と連携を図ることを通じ、新潟県農業の発展に寄与するこ
とを目的に設立され、活動の一環としてシンポジウムを年
２回開催しています。いつもは県内で問題となっている病
害虫の発生生態や防除法をテーマに開催しています。今回
は病害虫から少し離れて「朱鷺と佐渡における環境保全型
農業」をメインテーマに開催した、７月２日の21回シンポ
ジウムの内容を紹介します。
佐渡自然保護官事務所の広野行男氏が、「トキの野生復
帰の近況とエサ場について」と題して講演。日本国内のト
キは江戸時代中期には広い範囲に分布していたが、現在は
佐渡島内の他、４ヶ所で分散飼育していること。トキの野
生復帰の取り組みは、2015年頃に佐渡島に60羽を定着（野

因と水田周辺に存在する環境要因から予測モデルにより推

生下で繁殖した個体を含む個体群が形成され、60羽以上が

定した結果、コウチュウ目は平野、カメムシ目は平野～里

１年以上生存）させることを目標に行われており、①飼育、 山、トンボ目幼虫は里山の水田で種数が多くなる（生物多
訓練、放鳥、②生息環境整備（環境保全型農業、ビオトー

様性が高くなる）と推定されたことなどを紹介した。

プの整備など）、③社会環境整備（環境教育、地域住民と

佐渡市役所の西牧孝行氏が、「朱鷺と暮らす郷認証制度

の座談会、トキとの共生ルールなど）を柱に、モニタリン

と販売促進活動」と題して講演。認証は佐渡市独自の米の

グと調査研究によるフィードバックを組み合わせて実施さ

制度として2007年に発足し、江の設置、ふゆみずたんぼ、

れていること。これまでに10回で合計159羽を放鳥し、６

魚道の設置、ビオトープの設置など生きものを育む農法の

月26日現在で136羽が野生下で生存していること。トキは

実施と５割減々栽培、エコファーマーの認定などを要件と

ドジョウ、ミミズ、カエル、イモリ、昆虫、貝類、サワガ

していること。また、2010年からは６月と８月に農家だけ

ニなどをエサとしており、エサ場に占める水田や休耕田の

でなく、子どもたちや都市住民も参加した「生きもの調査」

割合は、春～秋は50～60％、冬は80％弱であること等が紹

を全島で実施し、生きものに視点をあてた地域作りに取り

介されました。

組んでいること。お米屋さんでは差別化された「こだわり

佐渡生きもの語り研究所の大石麻美氏が、「田んぼの生

米」が求められており、「朱鷺と暮らす郷」認証米は、農

きものの種多様性や生物量を高めるために」と題して講演。 業に食の生産だけでなく、生物多様性保全の役割があるこ
トキのエサ場として重要な田んぼの生きものを増やす取り

とを明確に示したブランド米として、こだわりのお米屋さ

組みの中で、各農家が取り組める有機栽培、冬期湛水、水

んのマストアイテムとなることを重点目標に販売促進活動

辺（江）の創出、休耕田の湛水化が、生物多様性や生物量

を行っていること。佐渡は2011年に、後世に残すべき生物

の増加にどの程度効果があるかについて調査した結果、減

多様性を保全している農業上の土地利用方式や景観である

農薬栽培と通年湛水を組み合わせると、直接トキのエサと

として、FAO（国連食糧農業機関）からGIAHS（世界農

なる魚類や昆虫などやそれらのエサとなるイトミミズやプ

業遺産）に認定され、他の認定地域と連携した活動を行っ

ランクトンなどの多様性や生物量を増やす効果があること。 ていること。これらの取り組みを通して、農業の価値と食
湛水環境をどこに作れば効果があるのかを明らかにするた

の役割を全ての人と共有することを目標としていることを

め、里山と平場に通年湛水環境を新規に作って試験を行い、 紹介した。
里山・平場ともに１年目から生物多様性や生物量増加の効

これからも、病害虫を中心にしながら、時々は関連する

果があらわれ、水生昆虫に対する効果は里山で高いこと。

分野の話題を取り上げてシンポジウムを開催していく予定

水生昆虫類の多様性が高い水田がどこに分布するかを、水

です。研究会に興味のある方の入会をお待ちしています。

田の水温や水深、水田か休耕田か、江の有無などの環境要
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（新潟県病害虫研究会幹事

石川浩司）

に い が た 植 防 だ よ り 第139号

「農薬シンポジウム in 新潟」
の取組みについて
消費者等に対し、農薬のはたらきや役割及び安全性につ
いて科学的に理解していただくことにより農薬に対する不
安を払拭し、安全安心な食生活の実現、国内農産物の消費
推進に寄与することを目的に、
「農薬シンポジウムin新潟」
を全国農薬安全指導者協議会主催で６月19日、新潟日報メ
ディアシップ２階日報ホールを会場に開催しました。
参加者については農薬の知識が少ない一般の消費者を対象
にしたいということで、開催案内ポスター及びパンフレッ
トを作成し、参加者の募集を行い、関係各位のご協力のお
かげで当日は200名を超える方から参加していただきまし
た。以下、シンポジウムの概要について紹介をさせていた
だきます。

会場からは、新発田市の男性から「私の家の周りに平家
蛍が多数生息している、もう少しするとカメムシ防除が始
まるが、農薬散布で私の好きなホタルがいなくなるのでは
と心配。
」等の質問があり、本山直樹さんから分かりやす
く答えていただきました。

最後に司会の渡辺景子さんから、
「消費者としての立場で、
農薬については漠然な不安を持っていたが、今回のシンポ
ジュウムに参加して農薬について生産者、消費者、学職経
験者、県の行政の方と様々な人達が、立場は異なっても一
緒になって一つの目標に向かってやっているなと言う気が
しました。また、このようなことを外部に発信するには口
コミが一番、本日、見聞きしたこと、特に本山先生からの
基調講演内容を周囲の皆さんに口コミでお伝え願えれば幸
第１部の基調講演は「農薬とは何？」と題して千葉大学
いです。」ということで終了となりました。
名誉教授の本山直樹さんから、農薬はなぜ社会的にバッシ
当日、会場にお越しいただいた方に開演前、終了後にア
ングされるのか、なぜ農作物は保護することが必要なのか、
ンケートを実施しました。その結果についてご紹介します。
農薬が果たしている役割等について農薬の知識が少ない消
回
答
費者にも分かりやすく解説をしていただきました。最後に、
回答の
質問の内容
時 期 思う＋ どちらとも やや思わない
現行の農薬管理システム（登録制度・使用基準・残留濃度
やや思う 言えない ＋思わない
モニタリング・環境影響評価等）が機能していて、食品へ
開演前 33％
29％
38％
１ 農薬を使用した野菜は人体に有害？
終了後 10％
15％
76％
の農薬残留は実質的に存在せず、散布時の飛散も周辺住民
開演前 32％
33％
35％
に健康影響を及ぼす閾値以下で、生態系への影響について
２ 農薬は有害で危険？
終了後 11％
17％
72％
も問題にならないとし、農薬は作物保護に必須の資材であ
開演前 21％
24％
55％
３ 無農薬で野菜は収穫できる？
終了後 10％
20％
70％
り、十分なリスク管理をした上で、食糧確保のために活用
開演前 31％
28％
42％
４ 農薬は環境中や作物中に残留する？
をしていく必要があるとまとめていただきました。
終了後 11％
15％
74％
第２部は「農薬と食の安全・安心」と題してパネルディ
スカッションを行いました。パネリストには、生産者とし
て大坂昌子さん、消費者として進藤朝子さん、新潟県病害
虫防除所の山代千加子さん、本山直樹さん、進行役として
渡辺景子さんから参加をしていただき、それぞれの立場か
ら意見をいただきました。また、会場にお越しいただいた
方から、質問をお受けしました。
生産者の大坂昌子さんからは「新潟市中央区で、トマト、
キュウリ等10種類以上の野菜を生産し、近隣の直売所やス
ーパーに販売をしている。畑が住宅地の中にあり、病害虫
防除のための農薬散布については、非常に気を遣いながら
やっている。また、農薬使用については、JA等の指導を
受けながら、作物ごとに必要最低限度にとどめるよう努力
している。
」
消費者の進藤朝子さんからは「農薬は農作物には欠かせ
ないものとは思っているが、頭の片隅では悪いイメージを
持っており人に害を与えるものではないかと不安。野菜に
かかった農薬は本当に洗えば落ちるものなのか。本当に大
丈夫なものなのでしょうか？」
以上の生産現場での苦労、消費者の不安に対して、本山
直樹さん、山代千加子さんにも加わってもらい農薬につい
て生産者側、消費者側それぞれの立場で討論を行いました。

開演前
終了後
開演前
終了後

５ 農薬は必要か？
６ 農薬は安全だと思うか？
男性70名

女性82名

年齢

20代16名

30代16名

74％
89％
41％
85％

40代17名

21％
10％
37％
11％

50代37名

５％
１％
22％
４％

60代以上66名

約３時間のシンポジウムでしたが、アンケートの結果か
らも消費者の農薬に対する不安を払拭するという目的に少
しですが近づくことができたと感じています。今後とも消
費者への働きかけを微力ながら継続をしていく所存です。
最後になりますが、開催にあたり後援をいただいた農林
水産省北陸農政局、新潟県、公益社団法人新潟県植物防疫
協会、またご協力をいただいた関係各位の皆様に心より感
謝申し上げます。
（新潟県農薬安全指導者協議会 坂井文夫）
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先日、民間調査会社から発表された米の収穫予想作柄は、
全国作況は「100」
、作付面積から推計すると生産目標数量
より18万トン多いと予想しています。一方、米の消費減少
から６月末の民間在庫量は222万トンと過去10年の最高水
準だとも伝えられています。そんな中で、全農にいがた県
本部は本年産米の仮渡金（概算金）を決めたが、２年連続
の引き下げで、過去最低額とのことです。最近の温暖化傾
向や異常気象の下、全国各地で集中豪雨等による土砂崩れ
など災害が発生し、尊い人命が失われたり多くの被害が出
ていますが、米の作柄や品質への影響も懸念されます。カ
メムシを主とした防除も終了し、丁度今頃からが米の品質
が決まる大切な時期です。米の販売環境は決して良くない
状況にはありますが、品質の良いおいしい新潟米が収穫さ
れ、全国の皆さんから支持されることを期待しています。
○ ６月に当協会の定時総会を開催し、平成26年度事業決算
が承認されました。決算額（経常費用合計）は67,524千円
となりました。また、役員の選任については、宮島允監事
に代わり高橋七郎県果樹振興協議会会長理事の就任が承認
されました。
（事務局）

