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　平成31（令和１）農薬年度（平成30年10月～令和元年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
196,455ha、前年比100％となり、ほぼ前年並みで推移しま
した。

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、59,816ha、前年比99％と
なりました。

　薬剤別では、昨年に引き続き「トップジン剤」や「ルー
チン剤」など、上位４剤で全体の約８割を占めるシェアを
確保しています。
　その中で、紋枯病との同時防除をねらった「ルーチン
剤」が、省力化の観点からも、育苗箱処理の分野において
伸張傾向にあります。
【参考】
　本稿には記載していませんが、作付品種の構成変化に伴い、
育苗箱処理剤を中心に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152,938ha、前年比100％となり
ました。

　薬剤別では、育苗箱処理での「パディート剤」と「フェ
ルテラ剤」、本田のカメムシ防除を中心に「スタークル剤」
を主力とした防除対応がとられています。
　販売開始当初から活用され、使用年数も長くなった「フ
ェルテラ剤」から、イナゴ類への効果も期待される「パデ
ィート剤」への移行が進みつつあります。

３　剤型別の出荷動向
　剤型別に比較した場合、液剤が112,710ha（前年比99％）、
粒剤が12,869ha（前年比88％）、粉剤（DL）が10,127ha（前
年比83％）、育苗箱処理剤が60,749ha（前年比108％）とな
りました。

　前年から粒剤や粉剤（DL）の使用が減少し、液剤への
切り替えや育苗箱処理剤の活用が増加しています。これは、
コスト面や作業の省力化がはかれると同時に、作付品種の
構成や防除体制の変化などの要因が考えられます。

４　おわりに
　今日の農業情勢は、高齢化の波や後継者不足、異常気象
による自然災害など、依然として厳しい情勢下にあります。
こうした中、農業現場ではドローンによる自動散布や圃場
情報と連動させた営農管理システムの導入など、低コス
ト・省力化に向けた技術の発展は目覚ましいものがありま
す。
　今後は、これらの先端技術「スマート農業」の導入を突
破口にして、これまで培ってきた栽培技術をいかに後世に
残すか、また、農産物の高品質・安定生産を実現し、収益
アップを実現するかが最大の課題となってくると思われま
す。
　防除作業面においても、経験と知識に裏打ちされた病害
虫発生予察と現場実態に即した防除方法の実施にくわえ、
精度の高い病害虫の発生抑制を実現するために、先端技術
の導入・活用をどうはかっていくかが、大きな鍵となって
くることでしょう。
　そうした意味でも、従来の価値観にとらわれず、広い視
野をもって「農業と先端技術の融合」に注視していく姿勢
が必要不可欠であると考えます。
� （全農新潟県本部　肥料農薬総合課　渡辺優斗）
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図３ 剤型別防除面積の推移

ﾄｯﾌﾟｼﾞﾝ

27%
ﾙｰﾁﾝ

20%

ﾌﾞﾗｼﾝ

18%

ｵﾘｾﾞﾒｰﾄ

17%

ﾋﾞｰﾑ

7%

ﾀﾞﾌﾞﾙｶｯﾄ
5%

ﾗﾌﾞｻｲﾄﾞ
5%

ｵﾘﾌﾞﾗｲﾄ
2%

図１ 平成３１（令和１）農薬年度 いもち病防除実績（成分別）図１　平成31（令和１）農薬年度いもち病防除実績（成分別）

図３　剤型別防除面積の推移

ｽﾀｰｸﾙ

51%ﾊﾟﾃﾞｨｰﾄ

10%

ﾌｪﾙﾃﾗ

9%

ﾀﾞﾝﾄﾂ

9%

ｷﾗｯﾌﾟ

6%
ｱﾄﾞﾏｲﾔｰ

5%

ﾌﾟﾘﾝｽ
4%

ｼﾞｮｰｶｰ
3% ｽﾐﾁｵﾝ

2%
ﾊﾟﾀﾞﾝ
2%

図２ 平成３１（令和１）農薬年度 害虫防除実績（成分別）
図２　平成31（令和１）農薬年度害虫防除実績（成分別）
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来年は国際植物防疫年
　国連食糧農業機関（FAO）によると、植物病害虫の被
害により世界の食料生産の20％～40％が損失し、世界全体
で年間に植物病害により約2,200億ドル、植物害虫により
約700億ドルの経済的被害があるとされています。こうし
た状況を受けて、平成30年12月20日に国連総会において、
植物病害虫のまん延防止に向けた取組の重要性に対する世
界的な認識を高めるため、2020年を「国際植物防疫年」と
することが採択されました（農水省HP）。こうした状況の
中、きわめて広食性の高いヤガの害虫であるツマジロクサ
ヨトウが、本年７月熊本県で初確認されました。現在21都
府県115市町村の飼料用トウモロコシ、飼料用および緑肥
用ソルガム、スイートコーン、サトウキビで被害が確認さ
れています（令和元年12月５日現在）。発生は西南暖地が
中心ですが、青森県でも確認されており油断できません。
疑わしい虫が確認されたら防除所にご一報を。
  （経営普及課　棚橋　恵）

植防一口メモ

湛水条件におけるマメシンクイガ幼虫の生存率について
１　はじめに
　同じ作物を連続して作ると、その作物で増えやすい虫や
病気が増えたり、その作物がよく取り入れる栄養分が土壌
中で減少したりします。そのため輪作が必要となります。
輪作の害虫に対する効果は、作物が変わって餌が不足する
ことで現れますが、畑作から水稲作にした場合は、餌不足
に加え水没による酸素不足も影響すると考えられます。
　ダイズ害虫のマメシンクイガも連作すると被害が増える
害虫であり、水稲との輪作が耕種的防除対策として推奨さ
れています。ただし、本種については水没の殺虫効果の詳
細がこれまで明らかでありませんでした。そこで、この対
策を推奨する後押しをするために、水没の殺虫効果の確認
と、その効果を推定するモデル式の作成をしました。

２　室内における水没調査
　マメシンクイガは年１化で
あり、数か月もある幼虫期間
のほとんどを土壌中に作った
繭の中ですごします。容器内
に繭と砂と水道水を入れて水
没させた条件を作り、数段階の温度に設定して生存率を継
続調査しました。水没した後も幼虫の多くは繭から出るこ
とはなく、そのまま水没に耐える状態となりました。温度
が高い場合は、数日で衰弱した個体が現れ始めました。一
方、温度が低い場合は数か月たっても衰弱しない個体がい
ました。温度が高いほど水没したときの死亡率が高いこと
は、他のいくつかの昆虫種で報告がありますがマメシンク
イガでも同様であることが分かりました。
　水没させた幼虫は、当初予想したより長く生存しました。
土壌中に生息する昆虫、例えばコガネムシ類の幼虫では、
蛹化前の非摂食期に呼吸量がかなり少なくなることが知ら
れています。マメシンクイガも同様に呼吸量が少ない発育
段階であるために水没に長く耐えられるのではないかと考
えられます。また、水没させても気管や繭内にはしばらく
は僅かに空気が残っている可能性があります。利用の可否
は不明ですが水中には溶存酸素もあります。低温の場合は
それらの酸素を少しずつ使えば生存できるのかもしれませ
ん。一方で、温度が高まると、生存のための代謝活動が活
発化して酸素が欠乏し生存が難しくなると考えられます。

３　積算温度モデルのあてはめと屋外への適用
　数段階の定温条件下で時間ごとにとった生存率のデータ
をもとに多様な温度変化がある圃場の現象を考えようとす
るときには、積算温度を用いたモデルを用いることがあり
ます。今回の水没調査でもデータに積算温度モデルをあて
はめてみました。そして、モデルの適合性を知るために、
屋外の圃場を含むいろいろな条件で繭を水没させたときの
実測値とモデル推定値とを比較してみました。その結果、
実測した生存率は推定値よりさらに低い場合が多いことが
分かりました。このことは、圃場が湛水したときの死亡要
因には、酸素欠乏以外に、土壌の酸化還元状態の変化、天

敵など生物的な要因等も関連している可能性を示していま
す。そのため、今回作成した積算温度モデルは正確な生存
率の値は推定できないものの、過小評価のない生存率の値
を推定できると考えられました。

４　水稲との輪作の効果
　これまで、ダイズ→水稲の輪作が耕種的対策になること
が経験的に知られてきました。今回の積算温度モデル、代
掻き以降の温度条件および湛水状態の継続期間などをあわ
せると、新潟県のダイズ後の水稲栽培の湛水はマメシンク
イガ幼虫が死滅するのに十分な温度と期間があると考えら
れました。水稲作以外でも冬季には積雪下の土壌中で幼虫
は水没状態になりますが、温度が低いため、酸欠による死
亡はあまり期待できないと考えられました。ただし、この
時期でも土壌条件の変化や天敵など他の要因が重要な死亡
要因となる場合があるかもしれません。それらの解明も今
後必要と考えられます。
� （農研機構中央農業研究センター　竹内博昭）

写真　摂食中のマメシンクイガ幼虫
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み ち く さ

どこまで落ちる日本の米の消費量
　昭和45年から始まった減反政策が平成30年に終焉し一人
当りの米の消費量も昭和37年の118kgをピークに現在は
54kgほどになっているという。
　博報堂生活研究所が発表している未来年表によれば2025
年には現在の２割減少する予測。これからすると50kgを
割る量となる。
　主食用米の生産量は現在735万ﾄﾝほどである。
　米の消費は７割が家庭で３割が中、外食の業務用途であ
り業務用が年々比率を上げている。
　食堂、おにぎり、弁当最近ではパック米飯の伸びが大き
い。
　よって米消費は業務用米の使用量で大きく左右されるこ
ととなる。
　最近外で食すると主食であるはずのご飯の盛が少ない。
弁当にいたっては副食？と思わせるくらい隅っこに追いや
られ居場が狭い弁当が多い気がするのは私だけでしょうか。
　ならば消費拡大の方策として国はこの部分に“お目付
け”をして一定量以上のご飯を使用したものに限りおにぎ
り、弁当などの販売許可を与える施策はどうでしょうか。
少しは減少に歯止めがかかるかもしれません。
  （神山物産（株）　前田　弘）

糖含有珪藻土及び糖蜜吸着資材を用いた土壌還元消毒法の紹介
はじめに
　近年、開発された土壌還元消毒は、易分解性の有機物で
ある米ぬか、フスマや糖蜜等を土壌に混和してかん水し、
ビニールで土壌表面を被覆して空気の流入を遮断しながら、
高い地温を維持する消毒方法です。土壌中の微生物が、資
材をエサとして分解しながら増殖する際に、土壌中の酸素
を消費し土壌が嫌気状態（還元状態）となり、酢酸や酪酸
の有機酸の生成、二価鉄や二価マンガン等の金属イオンの
溶出や土壌微生物群の構造の変化等の機構により土壌病害
虫が死滅させるものです。しかしながら、米ぬか、フスマ
を用いた土壌還元消毒は圃場の深層部まで消毒効果が届か
ないことや、糖蜜等の液体の有機物を用いた還元消毒は深
層部の消毒効果が高いものの、糖蜜の希釈作業や液肥混入
器の設置が生産現場における普及の妨げとなっていました。
　本稿では，内閣府戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）「次世代農林水産業創造技術」（管理法人：農研機
構生研センター）で実施した「持続可能な農業生産のため
の新たな総合的植物保護技術の開発」において、処理が容
易で、土壌深層部に存在する病原菌の消毒が可能な、新規
資材を用いた土壌還元消毒法について紹介します。

１　新規土壌還元消毒用資材
　新規資材のうち、糖含有珪藻土はアミノ酸生成過程で生
じる副生物で、珪藻土に糖類が付着したものです。糖蜜吸
着資材は、ダイズの薄皮に糖蜜を吸着させたもので、家畜
の飼料として販売されています。いずれも形状は粒状で、
図１のように米ぬかやフスマと同様に圃場に散布、耕耘後
ビニール被覆し、かん水処理を行うことで土壌深層部に存
在する病原菌やセンチュウを消毒することが可能であり、
液肥混入機等の機器は必要ありません。

２�　新規資材を用いた土壌還元消毒による土壌病害虫に対
する防除効果
　トマト青枯病の多発する現地圃場におい土壌還元消毒法
を実証した結果、１t/10a以上の処理量で、消毒後は地表
下60cmまで還元化し、土壌中の青枯病菌密度も低減する
ことがわかりました。消毒終了後にトマトを栽培した結果、
青枯病、褐色根腐病及びネコブセンチュウに対して高い防
除効果が認められました（表）。また，適切に消毒すれば、
消毒後にトマトを4連作しても，無処理区に比べて青枯病
の発病株率が低く抑えられることも明らかになりました
（図２）。本消毒法は、トマト以外にも、ナス青枯病、半
身萎凋病、トルコギキョウの青枯病と立枯病、キュウリの
ネコブセンチュウに対しても高い消毒効果が認められてい
ます。

おわりに
　本稿で紹介した資材に限らず、施設野菜の生産現場では、
土壌還元消毒は土壌病害虫対策として広く普及した技術と
なっています。一方で、効果が得られなかった事例も散見
されており、その原因は，かん水量や地温が確保できない
など、不適切な処理によるものです。本消毒法の導入にあた
っては、必ず農研機構のHPに掲載されている技術マニュアル
（https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/
pamphlet/tech-pamph/130490.html）を参照し、要点を理
解して実施することが重要です。
  （農業総合研究所基盤研究部　前田征之）

糖含有珪藻土もしくは糖蜜吸着資材
（1t/10a以上）を圃場全面に散布

ロータリーで耕耘後、かん水チュー
ブを配置、地表面を透明ビニール
で被覆前もしくは後、湛水状態にな
るまでかん水し、ハウスを密閉

３〜7日後に追加かん水（50L/m2）

３週間後に透明ビニールとかん水
チューブを除去、耕耘後、土壌を酸
化状態にして作業を終了する。

資材散布

耕耘（土壌混和）

チューブ配置

ビニール被覆・かん水

図１ 新規資材を用いた土壌還元消毒の作業手順

処理区 ⻘枯病
（発病株率％）

褐⾊根腐病
（発病株率％）

ネコブセンチュウ
（根こぶ指数）

ハウスA
 糖含有珪藻⼟1t/10a 6.1 2.1 0.2
 糖含有珪藻⼟1.5t/10a 3.1 1.8 0.3
 無処理 23.1 28.7 50.1
ハウスB 
 糖含有珪藻⼟1t/10a 4.7 ー 1.2
 糖含有珪藻⼟1.5t/10a 2.3 ー 0
 糖蜜吸着資材1t/10a 0 ー 0
 無処理 22.4 ー 68.3

 表 糖含有珪藻⼟及び糖蜜吸着資材を⽤いた⼟壌還元消毒による⻘枯病、
  褐⾊根腐病、 ネコブセンチュウに対する防除効果

糖含有珪藻無処理 糖含有珪藻無処理 糖含有珪藻無処理 糖含有珪藻
発病株率（％） 3.472222 44.44444 0.694444 20.83333 6.944444 34.72222 7.638889
SE（95％） 3.601162 22.89743 1.361111 2.357514 7.202323 9.815112 5.932946

慣⾏接ぎ⽊⾼接ぎ⽊ 慣⾏接ぎ⽊⾼接ぎ⽊ 慣⾏接ぎ⽊⾼接ぎ⽊ 慣⾏接ぎ⽊
発病株率（％） 17.11712 5.405405 15.31532 4.504505 9.009009 2.702703 43.24324
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図２ 糖含有珪藻土を用いた土壌還元消毒によるトマト青枯病

に対する防除効果の持続性（'16年6月に1t/10a処理後、4連作）
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令和元年度主要農作物病害虫の発生概況
１　水稲の病害虫
⑴　いもち病
　葉いもちは、初発確認は７月２日で平年比遅く、７月の
発生地点は少なく、発生ほ場の発病程度も稀～少発生で、
発生量は平年比やや少なくなりました。
　穂いもちは、８月第１半旬～第３半旬の間に降雨がなく、
早生や中生品種の感染に不適で、稀～少発生ほ場が確認さ
れましたが発生ほ場は少なく、発生量は平年並でした。８
月第４半旬以降は降雨があり、晩生品種の新之助では他の
品種に比べ高い頻度で発生しました。
⑵　紋枯病
　初発確認は７月４日と平年並で、その後各地で発病が確
認されましたが、８月第３半旬までの降雨日が少なく発病
は停滞しました。その後の多雨により病勢進展し、９月上
旬には中発生ほ場が散見され、一部で多発生ほ場も確認さ
れました。早生品種だけでなく中生～晩生品種でも発病し、
平年比多い発生となりました。
⑶　斑点米カメムシ類
　近年の斑点米被害はカスミカメムシ類による加害が主体
で、６月下旬～７月上旬の畦畔雑草地における斑点米カメ
ムシ類の生息密度は、アカヒゲホソミドリカスミカメは平
年比やや低～並、アカスジカスミカメは平年並～やや高く
推移しました。７月下旬以降の水田内の生息密度は、アカ
ヒゲが平年並～やや多、アカスジが平年比やや多～多で推
移しました。検査等級格落ち率（10月末現在）は平年比や
や多となりました。
⑷　その他の病害虫
　育苗期の病害は、いずれも平年並かやや少ない発生で、
ムレ苗の発生が最も多く、次いでばか苗病、リゾープスに
よる苗立枯病が発生しました。ごま葉枯病は７月上旬から
発生が認められ、８月下旬以降は中発生ほ場が散見されま
したが、出穂期以降の病勢進展は緩慢で、発生量は平年比
少なくなりました。稲こうじ病の発生は平年並、墨黒穂病
の発生は平年比少なく、いずれの病害も規格外米の発生は
少なくなりました。害虫は、イネドロオイムシの被害が常
発地で目立ち、平年比多い発生でした。コバネイナゴは各
地で少発生し、平年比多い発生でした。ツマグロヨコバイ
の発生量が平年比多く推移し、９月には佐渡の予察灯で１
日に10,130頭の大量誘殺も認められ、発生量は平年比多く
なりました。ニカメイチュウの被害は平年比やや多、セジ
ロウンカは初確認が平年より６日遅く、飛来数が少なく増
殖率も高まらなかったため、発生量は平年並でした。

２　大豆の病害虫
　生育期は、葉焼病が７月下旬頃から発生し、９月上旬に
病勢が進展し一部で中～多発生ほ場が認められました。ウ
コンノメイガは８月上旬に多～甚発生ほ場も認められ、平
年に比べやや多い発生となりました。前年発生が多かった
食葉性鱗翅目幼虫は平年並の発生でした。

３　果樹の病害虫
⑴　なしの病害虫
　黒斑病は平年比やや少ない発生でした。黒星病は平年よ
りやや早く５月下旬から発生し、６月上旬に病勢進展がみ
られ６月13日付けで注意報を発表しました。８月下旬には
多～甚発生ほ場も認められ、平年比多い発生となりました。
近年発生の多かったセイヨウナシ褐色斑点病は防除対策が
徹底され、平年比やや少ない発生でした。
　ナシヒメシンクイは７月下旬～８月中旬の高温少雨によ
り増殖が助長され、果実被害は平年比多くなりました。ハ
マキムシ類は防除不徹底の園地で発生が目立ち、平年より
多い発生となりました。昨年発生の多かったニセナシサビ
ダニの発生は平年並でした。
⑵　ももの病害虫
　せん孔細菌病は５月上旬の春型枝病斑が平年より少なく、
葉の発病の病勢進展は緩慢でしたが、８月上旬に病勢進展
があり多～甚発生ほ場が各地で認められました。果実の発
病は、甚発生ほ場も認められましたが、無～少発生園地が
多く平年並の発生でした。ナシヒメシンクイは新梢被害の
発生が平年よりやや早く、７月上旬に被害が増加し、平年
よりやや多い発生となりました。
⑶　ぶどう・かきの病害虫
　ブドウべと病は７月の降雨が少なく発病が抑制され、少
発生園地が多く平年並の発生でした。灰色かび病は開花期
の降水量が少なく発病が抑制され、平年並の発生になりま
した。晩腐病、さび病は平年よりやや多い、黒とう病は平
年より多い発生でした。ぶどうのチャノキイロアザミウマ
は防除が徹底され、平年並の発生でした。
　カキの円星落葉病は、胞子飛散盛期（６月下旬）の連続
した降雨が感染に好適で、平年比多い発生でした。
⑷　果樹カメムシ類
　スギ球果量が多く第一世代成虫の増殖に好適だったと推
測され、予察灯等への誘殺数も概ね平年並～やや多く推移
しました。なし、もも、かきの被害果はともに平年並の発
生でした。

４　野菜の病害虫
⑴　冬春トマトの病害虫
　うどんこ病が、かん水が少なめの乾燥したハウスなどで
発生し、平年比多くなりました。灰色かび病は平年比少な
い、葉かび病は平年比やや少ない発生でした。アザミウマ
類の寄生は平年並でした。
⑵　夏秋きゅうりの病害虫
　うどんこ病は平年並の発生でしたが、一部で多～甚発生
しました。べと病は平年比少ない、褐斑病は平年並の発生
でした。アザミウマ類が各地で少発生し、平年比やや多い
発生でした。
⑶　秋冬ねぎの病害虫
　ネギハモグリバエで従来の系統に比べ被害の大きい別系
統が確認され、11月５日付けで特殊報を発表しました。別
系統が確認されないほ場もあり、平年比少ない発生でした。
  （新潟県病害虫防除所　石川浩司）
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農薬実証ほ成績の概要について
　令和元年度の農薬実証ほでは、殺虫・殺菌剤13剤、展着
剤２剤及び除草剤23剤の合計39剤を延べ51か所で実証し、
これらの薬剤の普及性を、地域で使用されている薬剤と防
除効果や作業性を比較して総合的に評価しました。令和元
年12月９日に成績検討会を開催し、薬剤の総合評価が決定
しましたので、その概要をお知らせします。

　水稲の殺菌剤では、いもち病を対象としたパック剤や散
布剤（無人航空機利用）、稲こうじ病を対象とした散布剤
に効果が確認されました。殺虫剤では、カメムシ類を対象
とした散布剤（無人航空機利用）に効果が確認されました
（表１）。

　除草剤では、移植水稲の初中期一発剤19剤及び中後期剤
２剤、直播水稲の初期剤１剤、大豆の広葉雑草用１剤の計
22剤を延べ31か所で実証がおこなわれました（表２）。
　移植水稲の初中期一発剤１剤を除き、いずれも効果が確
認されました。

　野菜では、ネギの黒斑病及びさび病、アスパラガスの茎
枯病及び斑点病、ブロッコリー黒すす病、にんじんのネグ
サレセンチュウ及びネコブセンチュウ及びナスうどんこ病
を対象とした実証がおこなわれ、調査未了の１事例（にん
じんのネグサレセンチュウ及びネコブセンチュウ）を除き、
いずれも効果が確認されました（表３）。

　果樹では、ブドウのべと病及び晩腐病、ナシ黒星病、も
ものカイガラムシ類、かきのフジコナカイガラムシを対象
とした実証がおこなわれ、いずれも効果が確認されました
（表４）。

　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確認されました。今後、県内各
地域の病害虫及び雑草の発生実態に合わせた実証薬剤の防
除体系への組込みが期待されます。また、既存薬剤と作用
機構の異なる成分の薬剤もあり、薬剤抵抗性病害虫及び雑
草対策としての活用が期待されます。
  （新潟県植物防疫協会事務局）

表１　普通作物殺虫殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名
ゴウケツ粒剤500 水 稲 イネいもち病
トライフロアブル 水 稲 イネ稲こうじ病
エクシードフロアブル 水 稲 カメムシ類
ゴウケツパック 水 稲 イネいもち病

表２　普通作物除草剤

薬　剤　名 作物名 処理方法等 成分数
アシュラフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 ３
エンペラージャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ３
エンペラーフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 ３
エンペラー豆つぶ250 移植水稲 初中期一発剤 ３
カウンシルエナジーフロアブル
カウントダウンフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 ３

カウンシルエナジー粒剤
カウントダウン粒剤 移植水稲 初中期一発剤 ３

キマリテジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ２
ジャイロ１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤 ３
ジャイロフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 ３
センイチMX１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤 ３
ビンワンジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ３
ビンワンフロアブル 移植水稲 初中期一発剤 ３
プライオリティ１キロ粒剤 移植水稲 初中期一発剤 ２
プライオリティ豆つぶ250 移植水稲 初中期一発剤 ２
ベッカクジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ３
ベッカク豆つぶ250 移植水稲 初中期一発剤 ３
ベルーガ豆つぶ250 移植水稲 初中期一発剤 ２
マスラオジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ３
モーレツジャンボ 移植水稲 初中期一発剤 ３
トドメＭＦ１キロ粒剤 移植水稲 中後期剤 １
ワイドショット１キロ粒剤 移植水稲 中後期剤 ２
ジカマック500グラム粒剤 直播水稲 初期剤 ３
アタックショット乳剤 大 豆 広葉雑草 １

表３　野菜殺虫殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名

パレート20フロアブル ネ ギ ネギ黒斑病
ネギさび病

ベジセイバー アスパラガス アスパラガス茎枯病

ファンタジスタ顆粒水和剤 アスパラガス アスパラガス茎枯病
アスパラガス斑点病

シグナムＷＤＧ ブロッコリー ブロッコリー黒すす病
ビーラム粒剤
ネマクリーン粒剤 に ん じ ん ネグサレセンチュウ

ネコブセンチュウ
ベジセイバー な す ナスうどんこ病
シグナムＷＤＧ アスパラガス アスパラガス茎枯病

表４　果樹殺虫殺菌剤

薬　剤　名 作物名 病害虫名

ゾーベックエニベル ぶ ど う ブドウべと病
ブドウ晩腐病

まくぴか＊ も も カイガラムシ類
まくぴか＊ か き フジコナカイガラムシ
アクサーフロアブル な し ナシ黒星病

＊まくぴかは展着剤
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編　集　後　記
○ 　令和2年が始まりました。皆様、あけましておめでと
うございます。今年も、にいがた植防だよりをよろしく
お願いします。

○ 　昨年を振り返りますと、まずはコシヒカリの著しい品
質低下を思い起こします。さらに相次ぐ大型台風の襲来
で、尊い命が失われたほか、農業被害や家屋、河川・道
路などの被害も甚大でした。

○ 　「異常気象の常態化」は、かねてより言われています
が、その備えがいかに脆弱であるかを痛感させられます。

○ 　さて、令和2年はどんな年になるでしょうか。穏やか
なることを願いますが、一方で常在戦場ならぬ「常在災
害」の意識も忘れずにいたいものです。　　　（事務局）
　　　

地域に根ざした損害防止事業の展開
～バックホウ貸出事業を中心に～

【はじめに】
　農業共済組合（NOSAI）では、農業災害に対する損害
の補てんという役割のほかに、幅広い損害防止事業を実施
することにより、地域の農業振興に寄与しています。
NOSAI新潟県上越支所では、無人ヘリコプターによる水
稲防除事業をはじめ、病害虫発生予察事業、農作物鳥獣害
防止対策事業、生産環境整備支援事業を実施しています。

【各事業の概要と今年度の実績】
［水稲無人ヘリコプター防除］
　地域米ブランドの確立、また、低コスト生産や環境保全
型農業の推進を踏まえ、主に斑点米カメムシ類を対象に防
除を実施しています。
　今年度は７月28日から８月18日まで、６団体24機により、
延べ4,162haを散布しました。現場作業ではオペレーター
や作業員等 284人が出動しました。
［病害虫発生予察事業］
　主要病害虫の発生と被害の定期的な調査により、効率的
かつ適正な防除に結びつけることを目的として実施してい
ます。
　今年度は６月4日から８月９日まで、277地点で５回調査
しました。現地調査では関係機関職員や農家調査員等152
人が出動しました。調査結果は、県病害虫防除所へ報告し、
栽培管理に役立てているほか、調査地点に設置している立
て看板へ記録して農業者に周知するとともに、調査終了後
の検討会で防除要否の判断をするなど、速やかな対応に努
めています。
［農作物鳥獣害防止対策事業］
　野生鳥獣による被害を未然に防止し、水稲の安定的な生
産を図ることを目的に、管内で水稲を作付けしている組合
員等に電気柵の貸し出しを行っており、今年度は13件の利
用がありました。

【生産環境整備支援事業】
　農用地等生産環境の維持・整備等を行い、自然災害によ
る農作物等への被害を未然に防止することや災害発生時の
被害拡大防止を通じて農業経営の安定を図ることを目的に、
組合員等に機械質量が３トン未満のバックホウとアタッチ
メントを貸し出しています。
　当支所では湿地用幅広ゴムクローラーを採用した後方小
旋回バックホウを２台所有しており、軟弱地盤でのスムー
ズな作業を実現しています。キャビン付きで風雨時の作業
も安心です。アタッチメントとして装着するバケットは、
掘削や土砂等運搬用に使われる先端に爪が付いた標準バケ
ットと畦畔や法面の整備に使われる爪なしで幅広の法面バ
ケットの２種類があります。

　事業実施期間は冬期間を除
いた３月から11月です。貸し
出しには、制度共済または収
入保険制度の加入者であるこ
とやバックホウの運転に必要
な資格（小型車両系建設機械
運転）を取得していることの
ほか、貸し出した機械は農用
地で活用することなどの条件
を満たす必要があり、同一組
合員等に対し、年度内６回ま
での貸し出しを可能としてい
ます。例年、雪溶け後の３月
下旬から田植え前の４月の利
用件数が多くなっています。
　平成23年から開始した当事業はこれまで延べ602件（令
和元年11月末現在）の利用がありました。貸し出し体制や
料金体系の見直しも行ってきましたが、利用者からは「小
型機なので効率的に作業ができる。運搬費も安くてとても
助かっているので、多少自己負担が増えても利用したい」
と、この事業の継続を望む声が多く届いています。
　また、当事業の開始に合わせて、小型車両系建設機械運
転に係る免許を取得するための特別教育の講習会を主催し
ており、平成26年までに10回実施し、273名の方が取得さ
れました。
　農家数の減少と比例するように、当事業の利用者数も減
少してきています。一方で、個人農家にとっては高齢化や
収入減少により、農機具等の所有及び農地の維持管理がま
すます困難になっています。このような状況の中で、当事
業はこれら困難の解決の一助になりうるものと考えていま
す。今後も地域の実情・要望を踏まえながら、地域の農業
振興に寄与できる体制づくりに努めていきます。
  （新潟県農業共済組合上越支所　田中健介）

写真１　貸出バックホウ

写真２　作業風景
（標準バケット装着）


