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                ２０２２年４月１２日号－1 

  

 

２０２２年度事業の開始にあたって 

理事長  早川 泰弘 

 

 

会員の皆様におかれては、日頃より当協会の事業活動に格別のご理解とご協力をいただ

いており、厚く御礼申し上げます。 

  

昨年度も一時期を除いてほぼコロナ下での業務遂行の一年でした。3 月 21 日に「まん延

防止等重点措置」が全面解除されたとはいえ、新型オミクロン株による感染者数は、再度

増加に転じ、依然、全国で数万人規模で推移しています。このような制約の中でしたが、

前年度の経験を踏まえ、各種対策を講じ、また関係各位のご協力により、協会事業は滞り

なくかつ確実に実施できました。 

農政の動きとしては、「みどりの食料システム戦略」の具体化のため、新たな法案である

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関す

る法律案」（通称「みどり戦略法案」）が国会に提出され、現在審議中です。「環境負荷の低

減に取り組む農業者」や「その基盤となる先端的な技術開発等を行う事業者」に対し、金

融税制上の優遇措置等により支援することを主な内容としています。また、「植物防疫の在

り方検討会（中間論点整理）」を踏まえ、植物防疫法も大幅に改正されることとなり、改正

案がみどり戦略法案と同時に国会で審議されています。国内防除関連では、IPM が「総合

防除」という文言で規定され、「有害動物又は有害植物のうち、その発生及び増加の抑制並

びにこれが発生した場合における駆除及びまん延の防止を適時で経済的なものにするため

に必要な措置を総合的に講じて行うもの」と定義されました。そしてその推進を国・都道

府県・農業者が一体となって行う仕組みが規定されています。また、従来の侵入警戒調査

が「侵入調査」として法律に規定され、国の制度設計に基づき全国一斉調査ができるよう

強化されています。このように改正法では、病害虫防除所を中心とした都道府県の役割が

これまで以上に大きくなっています。 

 

2022 年度事業と予算はこのような諸状況を踏まえて計画し、3 月 24 日に開催した第 32

回理事会において承認されました。その内容について以下の 4 つの重点課題を中心にご紹

介します。 

 

１．協会に委託された農薬登録に必要な試験を着実に実施します。また、都道府県等の委

託試験担当者、農薬メーカー、検討委員等の関係者による新農薬実用化試験成績検討会

を開催し、必要な情報の共有と意見交換をすすめます。 
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新農薬実用化試験成績検討会の開催については、昨年行ったハイブリッド形式を併用

しながらできるだけ多数の関係者が参加していただけるようにします。また、IPM の一

層の推進が求められる状況にかんがみ、化学農薬以外の防除資材の登録や普及に関する

適正評価の検討準備に着手します。 

 

２．植物防疫関係者のさらなる技術向上に協力するために、都道府県等の試験担当者を対

象とした技術研修会を開催します。 

都道府県の試験研究機関・病害虫防除所の人員が限られている中、ベテラン層の減少

等により、現場における植物防疫関係者の技術向上が喫緊の課題との声があるため、昨

年度から「植物防疫技術研修」として開始した取組ですが、今年度は更なる充実を図っ

ていきます。 

 

３．都道府県等の植物防疫関係者との連携をさらに強固なものとするために、協会の基盤

である会員組織の充実をはかります。 

 引き続き、植物防疫関係者のネットワーク強化のために新規会員の加入を促進すると

ともに、会員通信「植防コメント」の内容の充実をはかります。 

 

４．病害虫防除の基幹となる農薬施用技術について、省力的及び効率的な防除の推進の観

点からドローン散布等の新しい施用技術に関する試験調査法と評価法等を関係者ととも

に検討・協議し、情報の共有・発信につとめます。 

 昨年度に発足した「農薬の新施用技術検討協議会」は、昨年度本会合を 2 回、その他

に常温煙霧、ドローンによる農薬散布に関する会合をそれぞれ 1 回開催し、有意義な情

報交換と適時な情報発信ができました。今年度はさらに調査を進め充実を図っていきま

す。 

 

予算としては、JPP-NET サーバーの更新、各種セキュリティ対策費の増加等による

経費増を見込み、収支差額としてマイナス 1,200 万円程度で組んでいます。なお、収益

の柱である受託試験の件数が長期的な減少傾向にあることから、今後収益構造の改善に

ついて検討していくことを考えています。 

 

新年度も新型コロナウイルスにより事業運営が制約を受ける状況は当分続くと思います

が、役職員一丸となって新たな課題も含めた諸課題に積極的に取り組んでいく所存です。 

会員各位におかれましては、格別のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

  



- 3 - 

 
2022 年度事業計画 

（2022 年 3 月 24 日 理事会承認済） 

 

基本方針 

 新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、農作物生産における病害虫防除の的確な

推進と新しい防除技術の開発・振興のために国・都道府県、農薬メーカー、防除機メーカ

ー及び関係団体等の植物防疫関係者との連携強化につとめるとともに、諸事業を確実に推

進する。 

重点課題として以下に取り組むこととする。 

１．協会に委託された農薬登録に必要な試験を着実に実施する。また、都道府県等の委託

試験担当者、農薬メーカー、検討委員等の関係者による新農薬実用化試験成績検討会を

開催し、必要な情報の共有と意見交換をすすめる。 

２．植物防疫関係者のさらなる技術向上に協力するために、都道府県等の試験担当者を対

象とした技術研修会を開催する。 

３．都道府県等の植物防疫関係者との連携をさらに強固なものとするために、協会の基盤

である会員組織の充実を継続してはかる。 

４．病害虫防除の基幹となる農薬施用技術について、省力的及び効率的な防除に資する新

しい施用技術に関する試験調査法と評価法等を関係者とともに検討・協議し、情報の共

有及び発信につとめる。 

 

１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進 

(1) 作物残留試験の依頼は前年より減少、薬効薬害試験は前年より若干多いと見込まれ

る。これらの効率的な受託推進と的確な実施につとめる。 

(2) 新農薬実用化試験について、次の取り組みをすすめる。 

 ① ガイドラインに適合した試験法や調査法について引き続き充実をはかり、試験成績

の信頼性確保につとめるとともに、試験成績の薬剤情報バンクへの収載を通じて全

国の防除指導への一層の活用をはかる。 

② 成績検討会は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じた会場での開催に

向けて準備をすすめるが、今後の状況を踏まえオンラインを併用するハイブリッド

型の開催方式も視野に入れ準備する。  

③ IPMの一層の推進がもとめられるなか、化学農薬以外の防除資材の登録や普及につ

いて適正評価のために必要な準備に着手する。 

(3) 新農薬環境動態試験について、次の取り組みをすすめる。 

① 引き続き、SOP の改善やオンラインの利用を含んだ教育研修の推進により、GLP

試験体制の質的充実をはかる。 

② 引き続き、花粉残留試験を GLP 試験として受託し、協会研究所・試験場において

的確に実施する。 

③ GLP 作物残留試験の主たる実施機関である都道府県植物防疫協会が安定的かつ的

確な実施体制が確保できるよう、GLP 試験費特別加算措置を継続するとともに残留

分析機関並びに協会研究所・試験場との緊密な連携のもとで的確な試験を推進して

いく。 
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２．登録の少ない農作物等に対する農薬登録の推進 

(1) 引き続き、病害虫防除・農薬登録推進中央協議会の一員として、協会ホームページ

に係るサイトを設置して情報の共有化をはかり、国及び都道府県の取り組みを推進す

る。 

(2) 引き続き、準メジャー作物等、農薬登録の少ない農作物の登録を推進するため、都

道府県からの要望に応えて登録試験をすすめる薬剤に対し、試験費の一部を助成する

（助成事業）。 

 

３．植物防疫に関する調査研究の推進 

(1) 前年度に発足した農薬の新施用技術検討協議会において、防除の省力化・効率化に

資するドローン散布、無人散布の実用性等について調査研究をすすめ、情報発信につ

とめる。 

(2) 農薬等の安全性向上及び防除技術の改良に資するため、国等が計画する調査業務に

協力する。 

(3) 外国事情等を含め時宜に応じた所要の調査・検討を行う。 

 

４．植物防疫に関する研修会及び講演会等の開催 

(1) シンポジウムの開催（研修等事業） 

  植物防疫推進上の諸問題を取り上げたシンポジウムを 2022 年 9 月及び 2023 年 1 月

に計 2 回開催する。開催にあたり、参加者の安全のためにオンラインによるライブ視

聴を併用するハイブリッド型の開催方式を軸に準備する。  

(2) 植物防疫研修会の開催（研修等事業） 

  植物防疫の指導者の養成を目的に開催している本研修会について、オンラインを利

用した方式あるいは開催時の状況を踏まえ対面方式により行う。2022 年度は年 2 回の

開催とする（開催時期 2022 年 10 月及び 2023 年 2 月）。   

(3) 植物防疫技術研修会（研修等事業） 

  植物防疫関係者のさらなる技術向上に資するために、都道府県に向けた技術研修を

協会研究所等において開催する。 

  

５．植物防疫に関する歴史的な史料の展示 

歴史的な史料を収蔵・展示している植物防疫資料館を維持管理し一般公開を推進する。

また、ホームページ上に開設した「植物防疫資料館」、「植物防疫アーカイブ」における

バックナンバーや史料の充実をすすめる（資料館事業）。 

 

６．植物防疫に関する印刷物の発行 

(1) 月刊誌「植物防疫」 

植物防疫に関する総合的な技術情報誌として引き続き誌面の充実とともに読者層の掘

り起こしにつとめる。 

(2) 年次刊行物 

農薬管理指導士研修等テキストとして活用されている「農薬概説」、我が国の農薬の生

産出荷量等をとりまとめた「農薬要覧」、適用作物病害虫別に登録薬剤が一目で確認で 
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きる「農薬適用一覧表」については、最新の情報を盛り込んだ 2022 年版を刊行する。

なお、読者のニーズを踏まえ刊行物の継続について検討に着手する。 

(3) JPPA オンラインストア 

新刊・既刊図書等の「JPPA オンラインストア」の利用者の利便性向上のためにス

トアの改善を行う。 

 (4) その他 

 出版環境が年々悪化する中、将来の取組について検討を継続する。 

 

７．植物防疫に関する諸情報の収集及び提供 

(1) 植物防疫情報総合ネットワーク（JPP-NET）で提供する各種情報の迅速かつ的確な

アップデートにつとめるとともに、必要なシステム改修を講じて利便性向上をはかる。

また、関係機関と共同で害虫の海外飛来予測システムの開発をすすめる。 

(2) ホームページの利便性を更に高め、会員に対する相互の情報発信、植物防疫に係る

技術情報として発生予察、病害虫防除技術、農薬の施用法・薬剤抵抗性などの積極的

な発信をはかる。また、都道府県に向けた技術研修に利用可能なテキスト及び資料を

公開する。 

(3) JPP-NET の位置づけを引き続き検討する。 

 

８．植物防疫関連資材の提供 

病害虫の発生予察や診断をサポートするため、引き続き発生予察用性フェロモン資材、

植物ウイルス抗血清等の頒布を行う。また、発生予察資材の維持・確保のために費用の

一部補助を行う。  

 

９．植物防疫に関する国内外の関係機関との連携 

(1) 国や関係団体等との連携をはかり、所要の協力を行う。 

(2) 日本農薬学会、日本植物病理学会及び日本応用動物昆虫学会からの委託に基づき、

所要の事務に協力する。また、学会と連携し国内外の植物防疫に係る関係機関と必要

な情報共有に努める。 

(3) 農林害虫防除研究会との共催により研究集会を開催する。  

 

１０．不動産の賃貸に関する事業 

  経営基盤の安定に資するため、賃貸物件の堅実な運用につとめる。 

 

１１．会員の充実、情報提供並びに親睦 

(1) 植物防疫関係者のネットワークを更に強固なものとするため、継続して協会の基盤

となる会員組織の充実に取り組む。 

(2) 会員通信｢植防コメント｣について、引き続き内容の充実につとめ、定期的に配信す

る。 

(3) 総会にあわせ、新型コロナ感染症の発生状況をふまえ、参加者の安全を確保し会員

親睦会を開催する。 
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１２．その他 

(1) 試験の効率的な受託推進に資するため、引き続き研究所・試験場の老朽化設備の修

繕及び更新をすすめる。 

(2) 職員のスキルアップと人材育成のために新たな研修プログラムを整理する。 

 

 

 

 

 

(単位：千円）

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取会費 0 0 7,620 7,620

事業収益 0 2,532,560 0 2,532,560

その他収益 3,120 16,620 15,900 35,640

経常収益計 3,120 2,549,180 23,520 2,575,820

(2)経常費用

事業費 58,230 2,332,150 2,390,380

管理費 185,660 185,660

その他費用 22,140 22,140

経常費用計 58,230 2,354,290 185,660 2,598,180

当期経常増減額 △ 55,110 194,890 △ 162,140 △ 22,360

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

特別修繕引当金取崩 0 15,000 0 15,000

0 40,000 0 40,000

経常外収益計 0 55,000 0 55,000

(2)経常外費用

特別修繕引当金繰入 0 5,000 0 5,000

受託体制安定化準備費用繰入 0 40,000 0 40,000

経常外費用計 0 45,000 0 45,000

当期経常外増減額 0 10,000 0 10,000

他会計振替額 55,110 △ 217,250 162,140 0

当期一般正味財産増減額 0 △ 12,360 0 △ 12,360

正味財産期首残高 (見込み) 0 4,181,565 1,174,042 5,355,607

正味財産期末残高 0 4,169,205 1,174,042 5,343,247

※収支予算の詳細については、ホームページをご覧下さい。

受託体制安定化準備費用取崩

2022年度予算の概要
2022年4月1日から2023年3月31日まで

科     目
実施事業

 特別会計
事業会計 管理会計 合計
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日本植物防疫協会「人事異動」 

202２年 4月 1日付（氏名・配属先） 

 

◎採 用 

黒澤  駿  茨城研究所 研究員 

   佐藤 菜々実 茨城研究所 研究員 

  佐藤 紅音  茨城研究所 研究員 

   吉村 拓真  宮崎試験場 研究員 

    

中内 恵里子 高知試験場 総務担当 

 

◎就 任 

   井園 佳文  高知試験場 場長 兼務 

 

◎配置換え 

  柑本  俊樹  茨城研究所 総括主任 

 

◎再雇用 

   飯干 浩美  高知試験場 調査役 

 

◎退 職（2022 年 3 月 31 日付） 

   高津 康正  

 


