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「平成２６年度事業計画及び収支予算」決定
日本植物防疫協会
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【新年度に向けて山口理事長挨拶】

満開の桜と共に新年度を迎えました。昨年

度（平成 25 年度）の事業は計画をやや上回っ
て推移し、決算も順調な実績が見込まれていま

す。これもひとえに会員の皆様のご支援・ご協

力と関係者の努力の賜と深く感謝している次第

です。これらを踏まえて、先般、理事会におい

て平成 26 年度事業計画と収支予算を審議し、
以下の通り策定しました。

平成 26 年度事業については、当協会の使命
として定款に定める諸事業を着実に推進して行

くのは言うまでもありません。新法人移行後、

新たな制度の下での経営がようやく軌道に乗っ

てきたところではありますが、一方では TPP
をはじめ我が国農業をとりまく環境は今なお不

透明で、植物防疫組織のインフラの脆弱化も懸

念されるところから、当協会として一層の活動

の充実を図って行く必要があると考えていま

す。

また平成 26 年度の受託試験は、幸いにして
前年を上回るご依頼を受けているところから、

その効率的な受託に全力を挙げて取り組むと共

に、予算についても目標をやや高めに設定しま

した。新法人移行後の事業が順調に推移してい

るとはいえ、中長期的には大きな変動もあり得

ます。今後とも堅実な運営に努めて参りたいと

考えています。

日本植物防疫協会は、植物防疫の発展を通じ

た農業への貢献を目標として、引き続き公益性

のある事業展開に努めて参りますので、会員並

びに関係者の皆様には一層のご支援ご鞭撻を賜

りますようお願い申し上げます。

【平成２６年度事業計画】

基本方針

新法人に移行して丸 2年が経過し、定款に定
める諸事業は極めて順調に推移してきたところ

であるが、我が国農業をとりまく環境が大きく

変化しつつある中、植物防疫関係者の一層の連

携が求められるようになっているとの認識にた

ち、平成 26 年度事業においては次に掲げる事
項を重点課題としつつ、定款に定める諸事業を

着実に推進することを基本方針とする。

１植物防疫関係者のネットワークをより強固

なものにしていくため、協会の情報提供機

能の拡充に取り組み、会員組織の充実にも

取り組む。

２優れた防除資材の早期の実用化を促進する

ため、前年を上回る依頼が見込まれる受託

試験の効率的な受託に全力をあげて取り組

む。

３地域における植物防疫振興を支援するた

め、都道府県植物防疫協会との連携を強化

する。

以上の基本方針を踏まえ、平成 26 年度にお
ける各事業の推進計画を次のとおり策定する。
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１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進

(1) 平成 26 年度における薬効薬害及び残留等
に係る受託試験は、前年を上回る依頼状況に

あるところから、それらの効率的な受託を最

優先課題として取り組む。このため平成 26
年 1月に新設した岡山試験地の活用など協会
試験施設をフル活用するとともに、都道府県

植物防疫協会との連携を強化しその受託促進

を支援する。

(2) 事業の効率化及び質的充実に資するため、
次の取り組みを推進する。

① 試験の実施体制の確保と質的向上を目的

とした次の技術研修会を開催する。

・都道府県植物防疫協会を対象とした新

人技術研修（平成 26年 4月）並びに主
任試験員等研修会議（平成 27年 2月）

・残留分析機関を対象とした技術研修会

（平成 26年 12月）
・臨機の技術研修

② 薬効薬害試験の一層の質的向上をはかる

ため、今後 3か年程度をかけて各種試験法
の改訂をすすめる。平成 26 年度は水稲及
び野菜分野について検討を行う。また、薬

効薬害試験の信頼性確保に資するため、有

識者検討の体制を拡充するとともに、今後

の成績検討会の開催方法について検討す

る。

(3) 本年度内の第 3 回 GLP 適合確認に向けた
手続きをすすめるとともに、GLP 試験体制
が一層的確に推進できるよう、SOP、教育訓
練及び配備機器類の一層の充実につとめ、残

留分析機関との連携強化をはかる。

２．登録の少ない農作物等に対する農薬登録の

推進

地域特産作物の病害虫対策を支援するため、

国や都道府県の取り組みに協力するとともに、

公益目的の実施事業として次の取り組みを推進

する。

(1) 準メジャー作物等登録農薬の少ない農作物

の登録推進に係る試験経費の一部を助成する

（助成事業）。

(2) びわに対する登録農薬の確保に必要な作物
残留試験を自ら実施する（自主研究事業）。

(3) 国の補助を受け、マイナー葉菜類に対する
登録農薬の確保に必要な薬効薬害試験及び

作物残留試験を自ら実施する（自主研究事

業）。

３．植物防疫に関する調査研究の推進

(1) 農薬等の安全性向上及び防除技術の改良に
資する調査・研究を推進するため、国等が計

画する事業に可能な範囲で協力する（調査研

究事業）。

(2) 公益目的の実施事業として、薬剤抵抗性対
策に資するため、前年に引き続き協会自らの

試験施設における実態解明をすすめる（自主

研究事業）。

(3) 農業の変化に対応する新たな病害虫防除対
策に関し喫緊の要請があった際は、その解決

に向けた所要の検討を推進する。

(4) 必要が生じた際は、外国事情等について所
要の調査を行う。

４．植物防疫に関する研修会及び講演会等の開

催

公益目的の実施事業として次の取り組みを推

進する（研修会等事業）。

(1) シンポジウムの開催
植物防疫推進上の諸問題を取り上げたシン

ポジウムを平成 26 年 9 月及び平成 27 年 2
月の 2回開催する。

(2) 植物防疫研修会の開催
植物防疫の指導者の養成を目的とした研修

会を平成 26 年 9 月及び平成 27 年 1 月の 2
回開催する。

５．植物防疫に関する歴史的な史料の展示

公益目的の実施事業として、植物防疫資料

館の一般公開を推進するとともに、同館に収
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載された歴史的な史料のデジタル化をすすめ、

ホームページからの閲覧利用法を検討する（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」の誌面充実
平成 26年 4月号より、読みやすい記事を追
加する等誌面の充実をはかり、購読者の一層

の確保につとめる。

(2) 植物防疫年刊（仮称）の新規発行
植物防疫関係者の情報共有を促進するため、

植物防疫をめぐる各方面の動向や新農薬の技

術情報等をとりまとめた年刊を新たに作成し、

全国の関係機関に配布する。

(3) 単行本の発行
生物農薬・フェロモン剤ガイドブックの改訂

に取り組むほか、農薬概説、農薬要覧及び農

薬適用一覧について 2014年版を作成する。

７．植物防疫に関する諸情報の収集及び提供

(1) 有料データベースである植物防疫情報総
合ネットワーク（JPP-NET）について、病害
虫発生状況、発生予測シミュレーション、農

薬の登録内容、植物検疫等に関する情報の充

実につとめ、的確な運用を推進する。

(2) 植物防疫に関する各種情報をひろく発信し
ていくため、ホームページの改良に取り組む。

８．植物防疫関連資材の提供

発生予察用性フェロモン剤、植物ウイルス抗

血清等の提供を推進する。うち抗血清につい

ては、設備の老朽化が著しいことから供給品

目の絞り込みを含む業務推進方法の見直しを

すすめ、継続的な供給体制を確保する。

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。うち都道府県植物防疫協会は

地域における植物防疫の中核機関であるとこ

ろから、その会員となって活動を支援してい

く。

(2) 日本農薬学会、日本植物病理学会及び日本
応用動物昆虫学会に事務室を提供し、会務に

協力する。

(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（平成 26年 7月、徳島県下）。

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、所有する 3件
の賃貸物件の的確な運用にとつめる。

１１．会員への情報提供並びに親睦

(1) 会員に対する情報提供機能の拡充をはか
るため、会員通信「植防コメント」を刷新

し、配信情報の種類及び内容並びにそれら

の配信方法等について検討する。

(2) 係る情報提供機能の拡充により新規会員の
獲得を促進する。

(3) 総会に合わせ会員親睦会を開催する。

１２．その他

(1) 老朽化が著しい宮崎試験場の管理棟の改
築をすすめる。

(2) 千葉試験場を効率的に維持・運営するた
め、日本植物調節剤研究協会と共同運用を

はかる。

(3) 一層堅実な業務推進体制構築と職員育成
をはかるため、内規やマニュアルの充実等

に取り組む。



（単位：千円）

実施事業
特別会計

事業会計 管理会計 合計

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取会費 8,000 8,000

事業収益 1,100 2,871,800 2,872,900

その他収益 3,000 32,610 16,750 52,360

経常収益計 4,100 2,904,410 24,750 2,933,260

(2)経常費用

事業費 60,830 2,556,730 2,617,560

管理費 179,440 179,440

その他費用 31,930 31,930

経常費用計 60,830 2,588,660 179,440 2,828,930

当期経常増減額 △ 56,730 315,750 △ 154,690 104,330

2.経常外増減の部

当期経常外増減額 0 0 0 0

他会計振替額 56,730 △ 211,420 154,690 0

当期正味財産増減額 0 104,330 0 104,330

正味財産期首残高（見込み） 0 2,999,427 1,174,042 4,173,469

正味財産期末残高 0 3,103,757 1,174,042 4,277,799

平成26年度収支予算
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科　目




