
にいがた植防だより 第140号

− 1 −

平成26年12月25日発行
発 行 者
公益社団法人　新潟県植物防疫協会
〒951-8133
新潟市中央区川岸町三丁目21番地３
  ☎  025（233）2839
 FAX  025（233）8018

平成26農薬年度

水稲農薬の出荷動向

《主　な　内　容》

平成26農薬年度水稲農薬の出荷動向 …………………… 1
温湯浸漬後のイチゴうどんこ病の再感染防止法……… 2
生育初期のダイズ立枯性病害について………………… 3
農薬の不適正使用はなぜ起こる？……………………… 4
農薬実証ほ成績の概要について………………………… 5
損害防止活動の現状と課題……………………………… 6

　平成26農薬年度（平成25年10月～平成26年９月）の本会
出荷実績にもとづき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農薬の延べ防除面積は
199,157ha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63,775ha。近年４ヵ年
の推移では、ほぼ平年並み
となり、前年比では101％
となりました。
　薬剤別では、「オリゼメ
ート剤（Dr. オリゼ含む）」
「ブラシン剤」、がメインである一方、いもち病をはじめ、
１成分で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。
【参考】�　本稿には記載していませんが、作付品種の構成、現場から

の防除要請等を受け、紋枯病の防除面積が増加しています。

２　害虫防除剤の出荷実績
　本年度の害虫防除面積は
162,242haで、 前 年 比98 ％
となりました。
　薬剤別で見ると、近年の
傾向として、①本田カメム
シ防除を主体とした「スタ
ークル剤」、②初期害虫を
はじめチョウ目害虫にも効果がある育苗箱処理剤「フェル
テラ剤」の２剤を主力とした防除対応が各地でとられてい
ます。

３　剤型別の出荷動向
　剤型別に比較した場合、液剤が109,226ha（前年比107％）、

育苗箱処理剤が54,196ha（前年比101％）、粒剤が19,186ha（前
年比88％）、粉剤（ＤＬ）が16,549ha（前年比86％）となり、
近年の出荷動向と大きな変化はありませんでした。
　なお、カメムシ防除の場面では、粒剤使用による個人防
除から、液剤を主体とした共同防除への移行が一部地域で
見受けられました。
　これは、粒剤よりも液剤がコスト的に安価である点や、
省力化に根ざした防除作業の普及を促進した結果だと考え
られます。
　また、平成18
年に施行された
ポジティブリス
ト制度の対応を
含め、近年はよ
り飛散しにくい
剤型へのシフト
が着実にすすん
でいることがうかがえます。
　省力化の面では、育苗箱処理剤の有効性に注目が集まり、
生産者の皆さんからも支持を得られた結果、水稲の病害虫
防除における定位置を確保・維持しています。

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、省力防除
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
減々栽培への取り組み、また農業者の高齢化等もあり、県
内病害虫防除の環境は年々大きく変化しています。
　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。
　こうした変化の中、生産者、地域、県関係機関およびＪ
Ａ等が連携し、『新潟の米づくり』を実現していくためにも、
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　徳吉　正臣）
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温湯浸漬後のイチゴうどんこ病の再感染防止法
1　はじめに
　イチゴうどんこ病の発病を無くす画期的な技術として、
いちご「越後姫」の苗の温湯浸漬によるうどんこ病防除技
術（平成24年度新潟県農林水産業研究成果）を第134号で
紹介しました。現在、新潟県内の「越後姫」農家での普及
が進んできており、うどんこ病による減収防止に加え、農
薬や労力の削減による低コスト栽培といったＩＰＭに一役
かっています。しかし、本技術は温湯浸漬時にしか防除効
果が無いため、浸漬後に再感染すると再びうどんこ病が発
病してしまいます。残念ながら温湯浸漬を導入した農家で
もうどんこ病を再発病させてしまっている事例が多く見ら
れます。そこで、温湯浸漬を実施する上での再感染防止法
について説明したいと思います。

２　イチゴうどんこ病の再感染防止法
　イチゴうどんこ病は分生子により伝染します。分生子は
風で舞い上がったり、静電気等により作業する人に付着し
て他のいちごに運ばれて伝染します。そのため、温湯浸漬
したいちごを他の未浸漬のいちごと隔離することや、作業
により伝染させないための段取りが重要になります。
　温湯浸漬時の親株にうどんこ病が見られる場合、採苗で
ランナーを親株と切り離した時に、まず水に浸けてうどん
こ病の分生子が飛散しないようにします。親株のハウスに
入った人はうどんこ病分生子が毛髪や衣服などに付着して
いる恐れがあるため、ランナーを水に浸けたところで他の
人と作業を交代します。交代した人は、温湯浸漬や挿し苗
作業中に親株や他のイチゴに近づかないようにします。採
苗に数日かかる場合は、温湯浸漬後のいちごに近づくのは
うどんこ病分生子を付着させた可能性のない人だけにして
ください。
　温湯浸漬後の管理は、ハウス内で行い、他のいちごと隔
離します。また、出来るだけかん水等の作業を自動化して、
作業者がハウスにうどんこ病を持ち込むリスクを回避しま
す。葉欠き等の作業を行うときは、温湯浸漬したものを先
に行い、他のいちごに触れた後には温湯浸漬したいちごに
近づかないようにします。さらに気をつけなければならな
いのが、10月頃に届く次年度用の親株です。これにより新
たにうどんこ病を持ち込む恐れがあります。そのため、親
株の管理は他のイチゴの作業が終わってから行うようにし
ます。また、届いた親株を温湯浸漬によりうどんこ病を無
くすことも可能ですが、県内で配布されている畑から抜き
取った直後の親株は、温湯浸漬をすると採苗できる子苗数
が約１割減少するため、その分の親株数を多く確保する必
要があります。
　一方、育苗中に紫外線（UV-B）を照射することで、う
どんこ病の再感染を防ぐことが出来ます。これは、光によ
りいちごのうどんこ病に対する免疫力を高めるためです。
UV-B照射装置（商品名：タフナレイ）を用いて温湯浸漬

後の越後姫のうどんこ病再感染を防げるか試験したところ、
夜間３時間照射により育苗期間中の再感染は見られません
でした（図１・２）。この方法でいちごの花芽分化への影
響はありません。

図１　�育苗中のUV-B照射実験の様子

図２　UV-B照射装置による温湯浸漬した苗のイチゴうどんこ病再感染抑制効果

↑
UV-B照射装置

いちご「越後姫」のうどんこ病対策
　いちご「越後姫」のうどんこ病対策として、県園芸研究セ
ンターが公表した「苗の温湯浸漬」技術が地域に広まってき
ています。
　この技術が公表された平成24年で、まずは室内研修で手順
や注意事項を学んだ２生産者が取組始めました。そして翌25
年には、前年に技術を習得した生産者が講師になった実演会
を通じて、自家育苗生産者の６割まで広がっています。現在、
７割を超える生産者が実施しており、今後も広がる見込みで
す。
　実施生産者はうどんこ病の発病が大きく減り、その効果を
認めています。薬剤散布は予防的散布があるのでゼロにはで
きませんが、ある生産者は、これまでと比較して薬剤散布回
数が１/３になり、散布時間は４割に減少し、散布コスト（薬
剤費＋労賃）も１/３となるなど、発病を抑える以外の効果
も出ています。
　環境にやさしく、コスト削減が図れる有効な技術になって
います。� （三条農業振興部普及課　小林　孝章）

３　終わりに
　今回紹介したイチゴうどんこ病の再感染防止法は、紫外
線照射以外は誰でもすぐに行うことができ、労力もかかり
ません。また、温湯浸漬を行っていない場合でも活用でき
ます。他の栽培者とハウスが隣接している等、自分だけで
は再感染防止が困難な場合は、地域ぐるみで温湯浸漬を導
入したり、育苗期のUV-B照射装置の導入により再感染を
防いでください。いちご苗の温湯浸漬技術とうどんこ病再
感染防止法により、発病が無く、農薬使用を大幅に削減で
きるいちご栽培となることを期待しています。

（園芸研究センター環境・施設科　佐藤　秀明）
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図　�エンレイに発生した茎疫病（左）
とリゾクトニア根腐病

水和剤（商品名：ボルテックスFS）、シアゾファミド水和
剤（商品名：ランマンフロアブル）の種子塗沫処理で効果
があります。しかし、ピシウム菌と違って生育が進んでも
発病する恐れがあるので、「すずろまん」を作付する際に
は散布剤による防除が必要です。
　リゾクトニア菌（Rhizoctonia solani）によるリゾクト
ニア根腐病も、近年立枯れ株から分離されています。リゾ
クトニア菌は極めて多犯性の糸状菌で、野菜類、普通作物、
花き、牧草など多くの作物に感染して立枯症状を発症させ
ます。ダイズで問題となるリゾクトニア菌にはいくつかの
タイプが報告され
ており、中にはイ
ネとダイズ両方を
発病させるタイプ
もあります。リゾ
クトニア根腐病の
病原菌は、イネ紋
枯病や疑似紋枯病
の病原菌でもあり
ます。また、イネ紋枯病病原菌は、ダイズの葉に感染する
と葉腐病を発病させます。このことから、ほ場では病原菌
が水稲とダイズの間で行き来しながら生き残っている可能
性もあります。症状は茎が地際部からくびれて根が褐変し、
進行すると下葉が黄化、萎ちょうして株全体が枯死します。
薬剤による防除を行う場合、TFM水和剤の種子塗沫処理
で効果が認められます。
　一般にピシウム菌や茎疫病が湿潤状態で被害が大きいの
に対し、リゾクトニア菌は乾燥状態で被害が出やすいこと
から、ほ場の排水を改善し、種子消毒剤を利用して苗立ち
を確保するよう努めましょう。

（作物研究センター　栽培科　黒田　智久）

　ダイズの苗立ちは収量を左右する大きな要因のひとつで
あり、出芽不良の場合まき直しを行うこともあります。苗
立ち不良となる主な原因としては、高土壌水分による湿害
のほか病害虫による立枯れや加害が考えられます。特に新
潟県の水田転換畑は重粘土壌で排水不良ほ場が多く、乾燥
すると硬化して作物に大きなストレスを与えることから、
しばしば立枯性病害の発生が見られます。その主な病原菌
には、ピシウム菌、茎疫病菌、リゾクトニア菌などがあり
ます。

　ピシウム菌（Pythium spp.）は土壌中に普遍的にみられ
る卵菌の一種で、極めて広い宿主範囲であることから野菜
類の苗立枯病の病原としてよく知られています。ダイズを
侵すタイプは数種類知られていますが、いずれも発芽直後
あるいは土中で感染して不出芽や出芽直後の立ち枯れを引
き起こします。ただし、ダイズは生育が進むにつれて本菌
に対する抵抗力がついてくるので、本葉が抽出する頃には
あまり心配をしなくてもよいでしょう。本菌に対しては、
メタラキシルを含む薬剤に効果が認められます。近年県内
に広く普及したチアメトキサム・フルジオキソニル・メタ
ラキシルM水和剤（TFM水和剤、商品名：クルーザー
MAXX）のは高い効果が期待できますが、メタラキシル
Mは耐性菌リスクの高い薬剤であることから、生育期の防
除に本成分を含まない薬剤を選択しましょう。
　茎疫病菌（Phytophthora sojae）も卵菌の一種で、水中
を泳ぐ遊走子によって感染が拡大することから、高水分土
壌に播種すると不出芽になります（図）。ピシウム菌と比
べると品種によっては生育が進んでも発病することがあり
ます。県内で主に栽培されている「エンレイ」や「あやこ
がね」はほ場抵抗性がやや強い品種ですが、葉数３～５枚
頃まで、時期にして６月中下旬までの感染株は立枯れにな
りやすい傾向があります。また、集中豪雨によって冠水す
ると生育中盤以降でも枯死してしまうことがあります。納
豆用の小粒品種「すずろまん」は、エンレイに比べてかな
り弱い品種で、８月以降でも立枯れてしまうことがありま
す。茎疫病菌に対するほ場抵抗性は胚軸下部で発現してい
て、この部分が雨などで水に浸かってしまうと弱い品種が
発病するという報告があります。茎疫病菌に対する対策も
ピシウム菌と同様で、TFM水和剤のほかアミスルブロム

生育初期のダイズ立枯性病害について

表　新潟県で発生する主なダイズ立枯性病害
病名（病原菌） 発生時期 症　　　状

苗立枯病
（Pythium spp.） 生育初期 出芽後に胚軸が地際部から

水浸状に褐変し、枯死する。

茎疫病
（Phytophthora sojae）

生育初～中期
（エンレイ）

地際部から褐変が上方へ進
展する。

リゾクトニア根腐病
（Rhizoctonia solani） 生育初～中期

地際部がくびれ、根が脱落
する。気根が出る場合があ
る。

黒根腐病
（Calonectoria illicicola）

生育期の中～後期、
まれに初期

地際部から暗赤色の病斑が
進展し細根が脱落する。

米国農薬事情視察に参加して
　今年、２週間の米国農薬事情視察に参加してきました。
　米国の広大な農地での日本とは桁違いの経営規模・農業機械の大き
さを目の当たりにし、各地域で環境に適した作物・栽培・管理方法を
学ぶことができました。
　その中でも一番興味深かったのは、カリフォルニア州での水稲圃場
の視察でした。
　直播水稲で、セスナから種子170kg/haと日本の約５倍量を散布する
ことに驚きました。
　また、農薬の散布もブームスプレイヤーによる地上散布は時間がか
かることや、タイヤの跡ができることから多くの農家は簡単なセスナ
散布を使用するようです。
　ただ、液体だと飛散による登録の問題があり、また粒剤は散布でき
る薬剤が少ないという問題があるそうです。
　雑草は日本と同様に様々な種類に困っているが、病害虫は極端に少
ないので大規模でも管理ができるのだと感じました。
　日本に帰国し、新潟の水田を見たときに区画は小さく作業の手間も
掛かって大変だと思いました。ただ圃場が小さいことで細かい部分に
まで目が届くことも多く、丁寧な管理が米の品質向上にも繋がってい
くと思います。
　今後も農家の皆様が少しでも作業負担が軽減されるような農薬・資
材をご紹介していきたいと思います。
� （株式会社　バイタルグリーン　細木　俊和）
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農薬の不適正使用はなぜ起こる？
　新聞やテレビで、「○○県のＪＡ〇〇から出荷されたレ
タスで、基準を超える農薬△△が検出されました。該当の
レタスは、関東地方のスーパーなどで×月×日から販売さ
れ……」といった報道にしばしば出会います。
　食の安全・安心への関心が高まる中、平成17年に農薬取
締法が改正され､ 農薬使用者（生産者）に使用方法（使用
基準）を守ることが義務づけられました。翌、平成18年に
は食品衛生法によるポジティブリスト制度が施行され、す
べての農薬で基準を超える食品（農産物）の販売が禁止さ
れました。
　この２つの法律の関係は混乱しやすいので、農産物販売
に絞って図にイメージしました。農薬取締法は農薬の使用
方法を義務づけたもので、食品衛生法は食品への残留量を
制限したものです。したがって、残留量が基準を超えてい
なくても､ 農薬の使用方法が誤っている場合は農薬取締法
に違反し、基準を超過して残留している場合は、使用方法
にかかわらず食品衛生法に違反します。
　これらの法律が改正・施行されてもうすぐ10年ですが、
いまだに農薬の不適正使用はなくなりません。表は全国で
昨年から今年に発生した事例です。最も多いのはＡのよう
に、その作物に適用のない農薬を使用するケースです。ま
た、ＢやＣのように作物に適用があっても、希釈濃度や散
布量、散布時期が誤っている場合もあります。Ｃは検出濃
度が基準値以下なので食品衛生法には違反しませんが、使
用基準を超えた散布量のため、農薬取締法に違反しました。
ＤとＥの場合は農薬取締法の直接的な違反は確認できませ
んでしたが、検出濃度が基準（ポジティブリスト適用によ
る0.01ppm）を超えたことから食品衛生法に違反しました。
基準を超えた原因として、立入り調査などから、Ｄは散布
器具の洗浄が不十分で前回使用の農薬が器具内に残ってい
たため、Ｅは前作物の「ねぎ」に使用した農薬が土壌中に
残留していたためと推測されました。また、隣接する作物
に散布した農薬のドリフトで検出される場合もあります。

図　農薬の適正使用とは‥農産物の販売で適用される法律の関係

表　平成25･26年度に全国で確認された農薬の不適正使用事例から抜粋

事例 作物名 農薬名 検出濃度 基準値 適用の法律
（違反内容または原因）

＜参考＞
農薬商品名

Ａ レタス ホスチアゼート
（殺虫剤） 0.4ppm 0.1ppm 農薬取締法（「レタス」に適用なし）

食品衛生法（基準超過） ネマトリンエース粒剤

B にら ペンディメタリン
（除草剤） 0.12ppm 0.05ppm 農薬取締法（使用基準を超えた散布量）

食品衛生法（基準超過）
＊ゴーゴーサン乳剤
など

Ｃ ピーマン アセタミプリド
（殺虫剤） 0.09ppm １ppm 農薬取締法

（希釈倍数を誤り、使用基準を超えた散布量）
＊モスピラン水溶剤
など

D セルリー アラクロール
（除草剤） 0.12ppm 0.01ppm 食品衛生法

（散布器具の洗浄不足による基準超過）
＊ラッソー乳剤
など

Ｅ さといも フルトラニル
（殺菌剤） 0.06ppm 0.01ppm 食品衛生法

（前作物に使用の農薬による土壌残留で基準超過）
＊モンカット粒剤
など

＊農薬商品名は一般的な商品名を例記したもので、実際の使用農薬名は不明。

このような場合、適用作物や散布方法を守ったつもりでも、
農薬使用者の責任を果たしているとは言えません。すなわ
ち、「農薬を使用する者が遵守すべき基準」（農林水産省・
環境省令第５号）に反しています（図）。よくある事例では、
散布器具のタンクを洗ってもホースの洗浄が不十分な場合、
またハウスでは、稲の育苗期に処理した農薬がその後作の
野菜で検出される場合などがあります。特に、ポジティブ
リスト適用の0.01ppmという濃度は、家庭用の風呂（200ℓ）
に例えると、薬品を１滴（0.05㎖と仮定）落とした濃度は
0.25ppmなので、その25分の１に相当します。いかに低い
濃度かイメージできると思います。
　農薬の不適正使用では、ボトルのラベルの確認を忘れた、
あるいは不十分であったという事例が多くあります。その
とき一瞬の「うっかり」や「たぶん大丈夫だろう」が、取
り返しの付かない事態を招きます。すなわち、流通してい
る農産物の回収にかかる経費や労力が膨大なだけでなく、
冒頭のような報道があれば産地のイメージがガタ落ちする
懸念もあります。このようなことを未然に防ぐため、出荷
量の少ない生産者も、細かいラベルを読みにくい高齢者も、
ひとり残らず農薬の適正使用が徹底されるように、産地全
体の体制づくりが大切です。

（新潟県病害虫防除所　山代千加子）
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　平成26年度の農薬実証ほでは、殺菌・殺虫剤18剤、除草
剤20剤の合計38剤を延べ54か所で実証し、普及性を評価し
ました。12月11日に成績検討会を開催し、関係者による熱
心な検討によりそれぞれの薬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。

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

キラップ微粒剤Ｆ 水稲 カメムシ類

ロングリーチ箱粒剤 水稲 カメムシ類

ファンタジスタ顆粒水和剤 大豆 紫斑病

ダイアジノン粒剤10 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 成分数

カミオンＭＸ１キロ粒剤 移植水稲 初期一発剤 3

ショキニー250グラム 移植水稲 初期剤 2

ホットコンビフロアブル 移植水稲 初期剤 2

アクシズMX１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤 3

ウイナー１キロ粒剤51 移植水稲 初中期一発剤 3

ウイナーＬフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 3

ザンテツジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 2

ザンテツ豆つぶ250 移植水稲 初中期一発剤 2

月光１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤 3

ビクトリーＺ１キロ粒剤 移植水稲 一発剤 2

ヒエクリーン１キロ粒剤 直播水稲 初期剤 1

プレキープ１キロ粒剤 直播水稲 初期剤 2

ザンテツ1キロ粒剤 直播水稲 一発剤 2

ベストパートナー１キロ粒剤 直播水稲 一発剤 1

ワイドパワー粒剤 直播水稲 中後期剤 2

タッチダウンＩＱ 大　豆 一年生広葉雑草 1

フィールドスターＰ乳剤 大　豆 一年生雑草 1

表３　野菜殺虫殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名

スクレタン水和剤 すいか 炭疽病、つる枯病

モベントフロアブル きゅうり
アブラムシ類、コナジラ
ミ類、アザミウマ類、ハ
ダニ類

アグリメック ねぎ ネギアザミウマ類

モベントフロアブル いちご アブラムシ類

プレバソンフロアブル5 とうもろこし アワノメイガ

アグリメック すいか ハダニ類

アフェットフロアブル アスパラガス 茎枯病

表４　果樹殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名

レーバスフロアブル いちじく 疫病

ベネセット水和剤 ぶどう べと病

フルーツセイバー おうとう 灰星病

表５　花き殺虫殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名

アフェットフロアブル キク 白さび病

ウララ50ＤＦ キク アブラムシ類

コルト顆粒水和剤 ポインセチア コナジラミ類

　水稲の殺虫剤では、斑点米カメムシ類を対象とした箱施
用剤と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、紫斑病を対象とした新規茎葉散布剤と近年問題
となっているマメシンクイガを対象とした実証剤の効果が
確認されました。
　水稲の除草剤では、近年は２成分剤の実証が増え、本年
は１成分剤２剤、２成分剤８剤、３成分剤８剤について実
証を行いました。実証は移植水稲の初中期一発剤が中心で
すが、直播水稲の初期剤や一発剤の実証も増えています。
対照剤より残草が多かった薬剤及び処理後の多雨の影響で
効果が判定できなかった一部の薬剤以外は効果が確認され
ました。
　大豆の除草剤では、一年生広葉雑草と一年生雑草を対象
とした実証剤の効果が確認されました。
　野菜では、すいか、きゅうり、ねぎなど７種の作物で炭
疽病、アブラムシ類、ハダニ類等を対象とした実証が行わ
れ、対象害虫の発生が無く実証を中止した１剤を除き、効
果が確認されました。
　果樹では、いちじくの疫病、ふどうのべと病、おうとう
の灰星病を対象とした実証剤の効果が確認されました。
　花きでは、キクの白さび病、アブラムシ類、ポインセチ
アのコナジラミ類を対象とした実証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された農薬は34剤で、表１～表５
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、ドリフト軽減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
○　年末の慌ただしい中、総選挙も無事に終了し、現政権の

躍進が伝えられておりますが、今後の日本農業の発展にも
是非力を注いでいただきたいものです。

○　今冬は12月にしては珍しくドカ雪が続いています。農業
施設の被害や枝折れが続出しており、今後もさらに寒波が
続くとのことで、地球温暖化の話は何処へ行ってしまった
のでしょうか。

○　年末を控え今年を振り返ってみますと、当協会の事業活
動はほぼ順調に進捗し、にいがた植防だよりも140号を数え、
昭和53年の創刊以来36年が経過しております。

　　これまで県庁や試験研究機関、普及指導機関、関係団体
など多くの方々から執筆いただくとともに、当協会会員や
関係方面各位に広くお読みいただいております。この場を
お借りして感謝申し仕上げますとともに、今後ともお力添
えいただきますようお願いいたします。

　　一年間お世話になりました。皆様、良いお年をお迎え下
さい。  （事務局）

損害防止活動の現状と課題
　ＮＯＳＡＩ上越が合併してから15年が経過し、農家経営の安定
に損害防止活動を展開してきました。そのなかで、水稲の病害虫
発生予察調査では、農家調査員をはじめ農業普及指導センターや
農協等関係機関から協力いただき、本年は年５回、延べ1,700ヶ
所の調査を行いました。
　調査終了後、調査結果を圃場に設置してある立看板に記載し、
調査結果並びに対応策を作成、ＮＯＳＡＩ部長等を通じ回覧及び
組合のホームページでお知らせしています。コシヒカリＢＬに移
行したため、いもち病の発生は少ないですが、斑点米カメムシの
発生が増加しています。ここ数年斑点米の格落ち率が高い地域が
あり、今年の６月上旬の調査で、畦畔のすくい取りの確認地点数
が44.1％と昨年の39.3％に比べ高い数値でした。その後も畦畔、
本田のすくいとり数が高い傾向でした。
　特に、アカヒゲホソミドリカスミカメやアカスジカスミカメ、
一部地域ではクモヘリカメムシが増加傾向で今後の懸念材料です。
今年はカメムシ注意報が発令し、斑点米の発生が心配されました
が、出穂期以降の低温や畦畔農道の草刈り、防除対応で斑点米の
格落ちは少なかったです。しかし、結果等を農家へ情報提供を行
っていますが、防除の目安として活用されているかが課題になっ
ています。そのため、より効果的に情報が届くよう今後はあらゆ
る機会に提供していきたいと考えています。
　水稲の無人ヘリコ
プター防除は、合併
前上越市及び三和区、
清里区で有人ヘリコ
プター防除と併用し
て実施していました
が、農家の高齢化や
担い手不足から中山
間地での無人ヘリコ
プター防除への要望が増えています。管内の有人ヘリコプターの
防除が平成17年度に終了し、翌年から無人ヘリコプター防除に移
行しました。平成18年度の散布面積が1,483haで平成26年度は、
延面積で4,778haと約3.2倍に拡大しています。
　組合が所有している無人ヘリコプターは９機で、散布委託業者
が15機の、合計24機で散布を行っています。
　組合では、農家からの要望に応えるべく農家オペレーターの養
成を行っています。本年度も５名養成し、組合所属は、現在39名
になります。しかし、オペレーターの多くは、専業農家の後継者
のため、家庭の都合でオペレーターを脱退することもあり、オペ
レーターの数は横ばい状態になっています。
　今年は、水稲の無人ヘリコプターによる事故は幸いにもありま
せんでしたが、平成20年度から毎年事故が発生していました。そ
こで、オペレーターの技術向上のため練習会を実施しています。
散布前の実機での練習の他、農閑期に電動ヘリや今年から新たに
エンジン機を導入して、散布技術の研鑽をはかっています。また、
安全対策会議を実施し、関係団体からの指導や安全対策マニュア

ルに基づき危被害防止に努めてい
ます。
　しかし、防除を実施するにあた
り、大規模農家を中心に、品種や
栽培時期並びに環境保全型農業、
減農薬減化学肥料農業とした栽培

技術の多様化で、適期防除が難しくなっています。散布を実施し
ていない中山間地域等から無人ヘリコプター防除の要望があり、
現在の機体数の運用では要望に応えるには厳しい状況です。
　また、防除前に現地確認を実施し、危険箇所の確認のほか、除
外圃場や散布のドリフトによる飛散がないか散布図面をもとに確
認しています。地図の作成については、平成21年度に耕地情報シ
ステム（ＧＩＳ）を導入しましたが、大区画圃場の耕地整理や区
画整理等で現状と地図情報との乖離がみられので、現状にそった
地図の更新が必要となっています。
　今後も、消費者に支持される安全・安心な上越地域米のブラン
ド化と安定供給のため、病害虫の発生を的確に把握し、必要最低
限の防除を適正に実施していくことが求められます。今後も関係
機関と協力しながら、課題を克服し損害防止活動を展開していき
たいと思います。  （ＮＯＳＡＩ上越　齋藤　　晃）

無人ヘリコプタースクールの様子


