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表１　�短期暴露評価により変更が生じたもののうち、変更登録前に製造された
ものを、農家や販売店が所有している可能性のある農薬

成分名 商品名
変更の例

商品例 変更の内容

アセフェート
オルトラン、
ジェイエース
等

オルトラン
水 和 剤

・作物名「なす」を削除
・作物名「レタス」の「使用時期」を
「収穫14日前まで」から「収穫30日前
まで」に変更する。
　他

カルボスルファン アドバンテージ、
ガゼット等 ガゼット粒剤

・作物名「なす」、「きゅうり」、「すい
か」、「とうがん」、「だいこん」、「キャ
ベツ」、「はくさい」、「ねぎ」、「ブロッ
コリー」、「ばれいしょ」、「かんしょ」、
「いちご」、「メロン」を削除

ベンフラカルブ オンコル等 グ ラ ン ド
オンコル粒剤

作物名「きゅうり」、「キャベツ」、「ね
ぎ」を削除

図１　農薬残留基準値設定の流れ（厚生労働省ホームページから引用）

農薬の短期暴露評価の導入と
注意点について
１　はじめに
　これまで、農薬の残留基準値の設定は、一生涯にわたっ
てその農薬を摂取しても悪影響が生じないかどうかの観点
での評価を基に行われてきました（長期暴露評価）。
　食品安全委員会が定めるADI（一日摂取許容量：農薬な
どの物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、健康へ
の悪影響が生じないと推定される値）により影響を評価し、
さまざまな食品を介して摂取する農薬の合計量がこの値を
超えないように、残留基準値が定められています。
　今回は、長期暴露評価に加えて、昨年12月に新たに「短
期暴露評価」が導入されたので概要をご紹介します。
２　短期暴露評価の導入
　短期暴露評価では、特に高い濃度で農薬が残留した食品
を一度にたくさん食べるなど、短時間に特定の物質を多量
に摂取した場合の健康への影響を評価するもので、指標に
はARfD（急性参照用量）が用いられます。
　ARfDは、ヒトがある物質を24時間又はそれより短時間
経口摂取した場合に健康に悪影響を示さないと推定される
一日当たりの摂取量です。
　例えば、トマトが大好きな人は一度にたくさんのトマト
を食べることが想定されますが、その際に、残留している
農薬も短時間に多く摂取することになります。こういった
場合であっても、健康に悪影響がないように、残留基準値
を設定する際の評価手法として、短期暴露評価を加えるこ
ととなったものです。
　なお、今までの農薬を使用して生産された農産物の安全
性が低いということではなく、より安全性を高めるための
措置となります。
３　導入に伴う変更点・注意点
　新たに登録される農薬については、長期暴露評価と短期
暴露評価の双方の結果から、順次使用方法等が認められる
とともに、残留基準値が定められます。
　一方、既に登録されている農薬についても、必要なもの
から短期暴露評価が行われていくため、農薬によっては適
用作物や使用方法の変更、更に残留基準値が見直されるこ
とがあります。

　短期暴露評価後に製造される製品は、変更後の使用方法
を、ラベル等に反映した状態で流通・販売されますが、販
売店等での在庫や農業者が保管しているものは、ラベルの
表示内容が変更前のままとなっているもの（表１参照）が
あるため、使用にあたっては注意が必要です。農薬の製造
元や販売店では、新たな使用方法を記載したチラシを配布
するなどして、周知を行っています。
　仮に、使用方法が変更になったことを知らずに、従来の
ラベルどおりに農薬を使用しても、農薬取締法上の違反と
はなりません。しかし、従来の使用方法では、見直し後の
農薬の残留基準値を超過するおそれがあり、その場合、食
品衛生法違反となります。
　特に制度の切り替えの時期となっていますので、農薬を
利用する際には、必ず最新の登録状況を確認してください。
� （新潟県農林水産部農産園芸課　種田　祐士）
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植防一口メモ

図１　稲こうじ病に対する防除薬剤の効果

籾すり作業の経過時間（分）

図３　精玄米への病粒混入数の経時推移
注）微～多は籾すり前の籾１kg中の病粒混入数、微：3.4個、少：18.3個、中：41.4個、多：61.4個。

図２　�籾粗選機（ふるい目2.7mm）による
病粒の除去効果

ばか苗病の発生増加について
　近年、育苗期のばか苗病の発生が多くなっています。平成
23～27年の発生事例のうち、約９割が「生物農薬のみ」また
は「温湯消毒のみ」の種子消毒によるものです。また、種子
消毒方式別の育苗箱数に対するばか苗病の発生箱数の割合は、
「化学合成農薬」の0.02％に対し、「温湯消毒のみ」は0.33％、
「生物農薬のみ」は3.40％で、特に「生物農薬のみ」での発
生割合が高くなっています。温湯消毒と生物農薬は単独の処
理では効果が不十分ですが、両者の体系処理を行うと防除効
果が向上します。
　ばか苗病は種子伝染以外に、前年発生したほ場由来の稲わ
ら、もみ殻や乾燥調製の際に出る残渣の混じったゴミ等でも
越冬し伝染源になります。特に、種子更新をしても毎年発生
する場合や本田でばか苗病が発生した場合には、種子の保管
時にこれらと種子を接触させない、浸種・催芽を乾燥調製施
設と離れた場所で行う等の対策を行ってください。
  （経営普及課　石川浩司）

稲こうじ病の防除対策
　農産物検査において、稲こうじ病による汚損が認
められると規格外になってしまいます。新潟県内で
は平成21年に多発生し、玄米への病粒の混入や玄米
着色による規格外米が471t発生し大きな問題となり
ました。稲こうじ病による被害を回避するには、本
田の発病を抑えるとともに、乾燥・調製において玄
米汚損や病粒混入を防ぐ必要があります。ここでは、
防除薬剤の効果や病粒除去に関する近年の研究成果
を中心とした防除対策について紹介します。
１　各種薬剤の防除効果
　稲こうじ病の幼穂への感染時期は出穂前１カ月から１週
間の間と考えられ、この時期が薬剤防除の適期とされてい
ます。県内の常発ほ場で実施した、生育期１回散布による
薬剤防除試験の結果を図１に示しました。薬剤無散布区の
株当たりの発病粒数は、平成22年が0.1粒の少発生、23年
が2.8粒の多発生条件での試験でしたが、各薬剤の防除効
果は２カ年ともほぼ同様でした。撒粉ボルドー粉剤DLの
効果が最も高く安定していました。その他、フジワンベフ
ラン粉剤DL、ラテラ粉剤DL、モンガリット粒剤で安定し
た効果が確認されました。なお、撒粉ボルドー粉剤DLは
農薬使用基準が出穂10日前までなので、散布時期に注意が
必要です。

２　籾粗選機による病粒の除去
　発病した病粒は、収
穫作業時に一部は田面
に落下して翌年の伝染
源となりますが、多く
は健全籾とともに収穫
され、乾燥・調製へ回
ってしまうので、粗籾
中に病粒が多く混入す
る場合は、籾粗選機を使って除去する必要があります。コ
ンバイン収穫し、循環式乾燥機で乾燥した粗籾中に混入し
た病粒の約60％は、粒厚2.8mm以上に分布しています。ふ
るい目2.7mmの籾粗選機を使用し、大型の病粒を選別する
ことで、混入した病粒の約66％が除去できます（図２）。
３　籾すり方式による病粒混入割合の違い
　ほ場で見られる稲こうじ病粒は健全な籾や玄米よりかな
り大きい粒ですが、乾燥・調製中に削られたり砕けたりし

て小さくなります。一部は玄米と同じくらいの破片となり、
選別されないまま精玄米に混入してしまいますが、この混
入割合が籾すり方式によって違います（図３）。病粒は、
籾すり中に「しいな口」「籾がら口」から排出されますが、
ロール式では、病粒が小さく砕け、その大半が籾がらとと
もに排出されるため、機内を循環する病粒はあまり増加し
ません。インペラ式では、病粒が砕けにくいため粒厚の大
きい病粒が多く残り、排出されずに機内を循環する病粒が
次第に増えていきます。以上から、稲こうじ病粒の混入を
防ぐにはロール式籾すり機の使用が効果的であることがわ
かります。しかし、墨黒穂病ではインペラ式の方が玄米汚
損が少ないので、各病粒の発生状況に合わせた対策が必要
となります。
４　おわりに
　本病は気象条件（幼穂形成期～出穂期の低温、多雨で助
長）により発生量が大きく変わるため、薬剤防除要否の判
断が難しい病害です。前年多発生ほ場、多窒素栽培、出穂
の遅い品種・栽培では発生が多くなりやすいので、これら
を参考にほ場ごとに要否を判断しましょう。また、発生し
た場合には、状況により収穫時には刈り分けを行い、前述
を参考に乾燥・調製作業を行い、病粒を除去して高品質米
に仕上げましょう。
� （作物研究センター栽培科　松澤　清二郎）
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写真１　ナシマルカイガラムシによる果実被害

写真２
枝に寄生する雌成虫と歩行幼虫

図１　ナシマルカイガラムシの歩行幼虫の半旬別発生消長
（園芸研究センター）

図２　ナシマルカイガラムシの歩行幼虫の発生時期と有効積算温度との関係

新潟での全国西洋ナシ研究大会に想う
　本県特産の「ル レクチエ」など西洋なしの生産者らが
技術や流通について情報交換する「第28回全国西洋ナシ研
究大会新潟県大会」が７月15・16日に開催され、県内外合
わせて約300人が参加しました。
　１日目の研究大会では、消費拡大に向けた西洋なし産地
の対応方向が討議され、①生産安定化、省力化、低コスト
化に取り組み、②産地の「こだわり」をもって、良食味と
高品質化の追求によるブランド力の強化を一層進め、③消
費者ニーズに沿った西洋なし生産・販売に取り組むことが
決議されました。
　２日目の県園芸研究センター視察では、「ル レクチエ」
のジョイント栽培とセイヨウナシ褐色斑点病の研究が紹介
されました。近年、当県ではセイヨウナシ褐色斑点病の発
生が問題となっており、今後の研究に期待するとともに、
産地一丸となって防除に取り組むことで生産安定に繋げて
ほしいものです。
  （新潟県果樹振興協会　事務局長　髙橋　栄作）

ナシマルカイガラムシの有効積算温度法による発生予測
　ナシマルカイガラムシは、多くの果樹の枝、果実に寄生
する害虫（写真１、２）で、近年、県内のなしでも増加傾
向にあります。（本誌133号でナシマルカイガラムシの県内
での生態や防除対策について紹介。）
　ナシマルカイガ
ラムシは、１齢幼
虫期に定着し、介
殻に覆われるため、
薬剤による防除適
期が短いことから、
発生時期を正確に
把握することが、
生育期の薬剤防除
では重要となります。その発生
時期は有効積算温度法による予
測が検討されており（新井，
2007）、本県での発生消長調査
の結果、有効積算温度法によっ
て防除適期を予測できることが
明らかとなったので、その方法
について紹介します。

１　雄成虫と歩行幼虫の発生消長
　市販のフェロモントラップと枝に巻き付けた両面テープ
により、ナシマルカイガラムシの雄成虫と歩行幼虫の発生
消長を調査しました。
　１齢幼虫で越冬するナシマルカイガラムシは、５月中旬
頃に越冬世代の雄成虫が発生し、６月上旬頃に第一世代の
幼虫が発生します。そののち２回発生し、第３世代の幼虫
が越冬します（データ略）。

２　歩行幼虫の発生時期と有効積算温度
　平成24年からの３年間の調査では、防除対象となる歩行
幼虫の発生時期は第１世代が６月上旬から下旬、第２世代
が７月下旬～８月中旬、第３世代が９月中旬～10月下旬で
した（図１）。
　歩行幼虫の発生ピーク時の有効積算温度（起算日を３月
１日、発育零点10.5℃以上、発育上限温度32.2℃、毎正時

気温（新井，2007））は年次間で概ね一致しました。第１
世代では372日度で、第２世代は1,075日度（明確なピーク
の無いH24年は除く）となりました（図２）。

３　有効積算温度計算シミュレーションver.2による予測
　JPP-NET（http：//www.jppn.ne.jp/member/）にWEB
上で最新のアメダスデータを用いて有効積算温度を計算す
るサービスがあります。前日までの実測値と、それ以降は
平年値を用いて計算することができるので、生育パラメー
タ等を入力するだけで簡単に有効積算温度を計算できます。

４　防除対策
　生育期の薬剤防除は、比較的発生が揃っている第１世代
の歩行幼虫発生期が最も有効とされています。発生盛期か
ら盛期の10日後頃までが防除適期となり、ブプロフェジン
水和剤（1000倍・収穫前30日・２回まで）などで防除しま
す。ただし、各世代の幼虫ふ化時期が他のカイガラムシ類
に比べて長期に及ぶため、特に多発生園では、第１世代幼
虫発生期に重点的に２～３回のカイガラムシに効果のある
剤を散布することが必要です。今回の幼虫発生の予測法を
参考にしながら適期の防除を実施してください。
� （園芸研究センター環境・施設科　堀川　拓未）
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写真１
苗生産段階のかいよう病発
病株（Psa３系統ではなか
ったが、抜き取りによる感
染防止対策を実施）

キウイフルーツかいよう病Psa３系統の緊急調査結果について
　キウイフルーツかいよう病のPsa３系統の国内初確認
（平成26年５月）後の経過については本誌第141号で、新
潟県農林水産部が報告しています。平成27年に入って春季
の緊急全国調査が実施されました。本県では本系統未確認
ですが、引き続き侵入警戒が必要なことから、今回の調査
結果と農林水産省で開催された防除対策専門家会議の概要
について紹介します。
１　本県における緊急全国調査結果
　県では農林水産省の指示に基づき、
植物防疫所、関係機関・団体並びに
果実生産者・組合等と連携し、平成
26年秋季に五泉市及び佐渡市の果実
生産園地で、また、平成27年春季に
は２市に加え、新潟市の苗生産園地
で緊急全国調査を実施しました。そ
の結果Psa３系統の発生・感染は確
認されませんでした（表）。

表　緊急全国調査結果（新潟県）

調　　査 園地種別 園地数 調査本数 感染園地数 感染樹数
平成26年秋季 果実生産 62 1,789 0 0

平成27年春季
果実生産 60 1,802 0 0
苗 生 産 1 1,500 0 0

２　防除対策専門家会議の概要
　平成27年８月３日に農林水産省において防除対策専門家
会議が開催され、春季調査を踏まえた全国の発生状況を集
約し、今後の対策が検討されました。
⑴　国内の被害状況・防除対策
　Psa３系統の発生が確認された全ての都県（13都県）
では、感染植物の防除として、発症部位の除去や感染植
物のみの伐採など適切な対応を行っています。Psa３系
統の感染が確認された園地では、感染枝の除去や感染植
物の伐採した分のみの果実の減収が確認されたものの、
同一園地内の樹及び同一樹の発症部位以外では通常収穫
できたとされます。①定期的な発生調査による「早期発
見」、②感染植物の症状に応じた適切な防除による「早
期防除」、③農薬散布や感染の恐れのある植物の移動制
限による「蔓延防止対策」等を行っていくことで、国内
において本病が加速的に被害を拡大させていく可能性は
小さくなると考えられます。
⑵　国内で発生したPsa３系統の感染経路
　国の調査結果から感染経路は下記のとおり推定されま
した。
ア　国内への侵入経路の一つとしては、海外から輸入さ
れた汚染花粉の可能性が示唆されたが、近接に発生園
地がなく、輸入花粉を使用していない園地においても
感染が確認されたことから、他にも侵入経路が存在す
ることが推定された。

イ　国内における伝搬経路としては、既に本病の発生し
た園地から、風雨や器具（ハサミなど）による他の園
地への伝搬があったと推測されたものの、感染の原因
がわからないものもあった。

⑶　本病に関する試験研究等の結果
　Psa３系統の防除対策は、①薬剤防除の徹底、②耕種
的対策（発症部位の除去等（発生状況に応じ、結果母枝
の基部で切除、発病樹の伐採、園地内の全樹伐採））、③
ほ場の衛生管理（ほ場内へのPsaの持ち込みを防止する
ため、器具（ハサミ、農業機械）や靴など消毒等）、④
こまめなモニタリング（生産者等による月３回以上の発
生調査など）を組み合わせることによる早期発見・早期
防除が有効であるとされました。
⑷　今後の防除対策
　今後の本病の防除については、以下の組み合わせによ
る対策を適切に行う必要があるとされました。
ア　輸入検疫措置
　国内に輸入される苗・穂木・花粉の清浄性を確保する
ため、ニュージーランドやチリと同様に、Psa３系統
の発生国に対し、輸出する苗・穂木や花粉について、
無発生園地で生産され、かつ、輸出前に遺伝子診断で
陰性となったもののみを輸出させる「輸出国検査措置」
を求めること。
イ　国内防除措置
①　Psa３系統の無発生園地への侵入・蔓延を防止す
るため、国内で生産・出荷される苗・穂木や花粉に
ついて、検査により、感染がないことが確認された
もののみの国内移動を認める「指定種苗検疫」の対
象とすること。
②　国内の果実生産における被害を軽減するため、
Psa３系統の発生状況や気象等を調査し、生産者等
に適期防除を促す発生予察事業の対象となる「指定
有害動植物」に指定すること。
③　これまでの試験研究や海外調査等の結果を踏まえ、
発生調査や防除対策等に関する「Psa３系統に関す
る防除対策マニュアル（暫定版）」を作成すること。

３　おわりに
　キウイフルーツかいよう病は、今回問題となっている
Psa３系統の他に複数の系統が知られており、既存のPsa
１系統については全国で発生がみられ、本県も例外ではあ
りません。両系統の症状は酷似しており、ほ場での判定は
困難ですが、共通の防除対策として①ほ場のモニタリング、
②発病部位の切除等の耕種的防除、③薬剤による防除、を
適切に組み合わせ、感染・発病防止を図ることが重要です。
なお、Psa３系統が疑われる症状や普段見慣れない発病状
況を確認した場合には、速やかに横浜植物防疫所新潟支所
または、県病害虫防除所に連絡されるようお願いします。
� （新潟県病害虫防除所　平野俊和）
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平成27年度（公社）新潟県植物防疫協会事業計画
実　施　方　針

　消費者の安全・安心志向の高まりを背景に、今後とも環
境保全に配慮しつつ病害虫・雑草防除における効果的かつ
適正な農薬使用や飛散防止対策など、農薬取締法の遵守と
安全かつ適正な使用の徹底が求められています。
　当協会では平成27年度事業として、①病害虫防除に関す
る調査や各種研修会の開催・情報提供などにより安全で効
率的な防除を推進する事業　②新農薬の現地適応性を検証
や、登録前農薬の実用化に向けたほ場試験など農薬試験事
業を実施し、安全・安心な農作物の安定生産を図り、もっ
て県民生活に不可欠な農産物の安定的な供給に貢献します。

１　病害虫等防除推進事業
⑴　病害虫防除対策調査事業
　地域において課題となっている病害虫に関して、地域
の病害虫防除協議会（６地域）が県病害虫防除所等の協
力を得ながら調査を実施するための調査費を交付します。
⑵　農薬適正使用啓発事業
ア　国の実施している危被害防止運動を受けて、県、農
業団体と連携し正しい農薬の使用・危被害防止に向け
た啓発ポスター配布や啓発活動を行ないます。
イ　地域の病害虫防除協議会が農薬適正使用、保管管理
の徹底などを推進する取組に対して助成・支援します。

⑶　研修会開催事業
ア　農薬管理指導や適正な販売を図るため農薬管理指導
士の認定に係る研修や３年毎の資質向上のための研修
会を県とともに開催します。
イ　農作物の防除担当者による研修・検討会を県、農業
団体と連携して開催します。

⑷　広報事業
ア　病害虫の発生生態や安全・安心な農産物生産に関す
る知識・技術の向上と安全使用の徹底などを図るため、
病害虫雑草防除指針、農作物病害虫図鑑（稲・麦・大
豆編、果樹・花卉・緑化木編、野菜編）を頒布すると
ともに、当協会の機関紙である「にいがた植防だより」
を年３回発行します。
イ　植物防疫に関する資料やフェロモントラップ等予察
資材の斡旋提供を行います。
ウ　当協会のホームページにおいて普及情報活動の充
実・強化を図ります。

⑸　無人ヘリコプター防除推進事業
ア　無人ヘリによる防除を安全で効率的・効果的に実施
するため、NOSAI新潟、県とともに安全対策会議を
開催するなど、事故防止に向けた啓発活動を展開しま
す。

イ　当協会の機関紙「にいがた植防だより」やホームペ
ージにおいて安全防除の取組事例の紹介します。

⑹　緊急防除機器等整備支援事業
　平成25年度から30年度まで、無人ヘリコプター60機の
導入支援に向けた補助事業を計画的に実施します。平成
27年度は導入機体10機分を助成します。

２　農薬試験事業
⑴　農薬実証ほ設置事業（新規農薬の現地適応性試験）
　新規に登録された農薬が、県内各地域において問題と
なっている病害虫や雑草に対し安定した効力を発現し、
普及性の高い薬剤かどうかを実証し、その成績を県病害
虫雑草防除指針に反映するなどにより適正な農薬の普及
を促進します。
　なお、本事業は県農業普及指導員（農業革新支援担当）
及び農業普及指導センターからの協力の下で実施し、当
協会では実証圃の運営や実証結果の評価を行う成績検討
会を開催します。
⑵　農薬委託試験事業（登録前農薬の実用性試験）
　登録に向けた農薬が、本県の病害虫・雑草防除の課題
解決に実用性があるかの判定を通じ、登録の促進に資す
るため、当協会では、（一社）日本植物防疫協会、（公財）
日本植物調節剤研究協会、（一社）農林水産航空協会、
産地農協等からの試験を受託し、下記により実用化試験、
作物残留試験を実施します。
ア　農業総合研究所（各研究センター）に委託して行う
実用化試験及び作物残留試験
イ　当協会の試験員が実施する実用化試験及び作物残留
試験

� （事務局　並木茂吉）
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編　集　後　記
○　今年も暑い夏となり、お盆休みの帰省客で海、山は賑わ
ったようです。暑い夏と言えば米の品質低下やカメムシ類
など害虫の被害などを思い浮かべてしまいます。コシヒカ
リの出穂も順調のようですし、越路早生の刈り取りも始ま
りました。高品質の新潟米が収穫され、全国の消費者の皆
様へ届くことを願っております。

○　今号では、当協会の事業計画を紹介させていただきまし
た。公益社団法人に移行し４年目を迎えました。今後さら
に当協会事業を通じ様のお役に立つよう頑張って参ります。
ご意見、ご要望がありましたら何なりとお寄せ下さい。

  （事務局）

佐渡地区における水稲防除の現状について
　NOSAI佐渡では、佐渡市農業再生協議会より事業委託
を受け、佐渡市管内において、水稲一斉防除を実施してお
ります。水稲病害虫防除計画・病害虫発生予察事業計画・
病害虫薬剤試験散布計画については、佐渡市農業再生協議
会（事業主体）が策定し、防除業務は、NOSAI佐渡が事
業主体となって佐渡管内の一斉防除を展開しております。
　NOSAI佐渡の水稲共同防除事業は、病害虫（カメムシ）
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すると、佐
渡市農業再生協議会の基本方針に基づき、関係機関（団体）
と連携し、病害虫発生予察調査に基づいた、主要病害虫（カ
メムシ）の広域防除を実施（推進）しております。
　水稲防除は、斑点米カメムシ類を対象病害虫として１回
の基幹防除を実施しています。管内の平成27年度請負予定
防除面積は、2907.6haで、そのうち無人ヘリコプターでの
防除面積は、2822.0ha（97.0％）となっております。地上
防除における液剤の防除面積は、82.9％（2.9％）、粉剤の
防除面積は、2.7ha（0.1％）となっております。近年は農
業者の高齢化に伴い、個人で防除が出来ない農家が増加し
ており、請負防除は年々増加傾向にあります。
　現在NOSAI佐渡では、無人ヘリコプター延29機（所有
２機、委託27機）を活用し、組合所属オペレーター９名と
委託業者３社で無人ヘリコプター防除を実施しています。
毎年県内では、配電線、支線ケーブルへの接触事故等が発
生していることから、防除実施前の７月上旬に無人ヘリコ
プター安全講習会及び散布前練習を実施しています。講習
会では、新潟スカイテック㈱の佐々木様を講師に迎え、安
全対策等、また過去の事故状況等を説明し、オペレーター、
NOSAI職員と共に本年度事故をおこさないと全員一致で
認識しました。また、講習会終了後に現地で安全対策を踏
まえた練習会を実施しました。
　また、散布当日は、朝４時30分までに各集合場所に集合
し、作業の打合せ実施後、５時から散布作業を開始し概ね
11時頃に作業が終了できるように計画しています。作業班
の体制は、オペレーター２～３名、作業員２名（確認・農
薬調合係）関係機関（市・JA・NOSAI）１名の計５～６

名で作業を行っています。圃場条件が整備された所では、
１日20～40ha散布しています。

　水稲病害虫の発生予察調査は、佐渡市農業再生協議会が
主体となり、関係機関、農家調査員により年間８回、延
1344地点で実施しています。近年の佐渡地区における病害
虫発生状況は、暖冬小雪の影響もあり、病害虫が多く発生
する傾向にあります。特に佐渡地区は斑点米カメムシ類が
多く発生し、カメムシ類による米の格落ち率が高くなって
いる状況です。近年言われている安心・安全な佐渡米を生
産するには、病害虫防除は欠かせない役割を担っておりま
す。
　病害虫発生予察は、病害虫の発生状況に応じた必要最小
限で環境にやさしい防除を実施するために必要であると考
えています。そのために、水稲病害虫発生予察調査を強化
し、緊急防除が必要な場合には、関係機関と共にチラシ・
ホームページなどで農家へ情報提供を行うことが重要で、
特にカメムシ類については、畦畔の草刈りの徹底等耕種的
防除の呼びかけを実施しています。
　NOSAI佐渡では、関係機関と連携し、無人ヘリコプタ
ーの事故防止対策を徹底し、安全な防除を実施していきま
す。
� （NOSAI佐渡事業課　鈴木）


