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 このたび、一般社団法人日本植物防疫協会理事長に就任いたしま

した。近年、地球規模での気候変動や人口増加に伴う食料不足が世

界的に大きな問題になっており、安全な食料を安定的に供給する必

要性が一層求められています。特に、農作物の病害虫防除は不可欠

で、農薬は最重要の生産資材であると認識しています。 
 

 私は、農林省農業技術研究所農薬科に入所以来、農業環境技術研

究所時代を通して、一貫して農薬の基礎研究に従事し、また、食品安

全委員会、農業資材審議会、中央環境審議会での検討に参画して、

農薬による人の健康や環境に対するリスク評価・管理に携わってまいり

ました。身の回りにある多くの化学物質の中で、農薬ほど厳しく各種試

験が実施され安全性が確保されているものはないと確信しております

が、さらに、消費者、農業者などに対し、科学的根拠に基づく理解を深

める努力が必要であると考えております。 
 
 平成 20 年より日本植物防疫協会技術顧問としての様々な業務を通じて、当協会の責任の大きさを痛感し

てきました。農薬開発と登録を支援する試験研究や植物防疫に関する出版・情報の発信など各種事業は、

関係各位のご支援のもと順調に推移しております。また、試験実施体制の整備、作物残留試験の GLP 適合、

財政基盤の強化など大きな懸案事項は、山口前理事長をはじめ、歴代理事長の強力な指導により確固たる

道筋が付けられました。今後、これまで蓄積してきた高い信頼を維持・発展させていくことが重要です。 
 
 平成 26 年度事業計画では、我が国農業を取り巻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いう認識に立ち、重点課題として、情報提供機能を拡充し会員

組織を充実させること、新規剤の早期登録を目指す関係各社からの薬効・薬害及び残留の受託試験に全

力で取り組むこと、さらに、都道府県防疫協会との連携を図り地域における植物防疫関係者との繋がりを強

化することを掲げました。これらを達成するために役職員が全力で努力する所存です。 
 
 我が国の農業は TPP 交渉、生産者の高齢化や耕作放棄地の拡大など深刻な状況にあり、この局面を打

開するため、農林水産省は、消費者ニーズや輸出拡大などに応える「攻めの農林水産業」の実現に向けた

取り組みを進めています。農薬に関しても、海外での農薬に対する規制強化や我が国での急性曝露評価

の導入など新たな課題が山積しており、このような農薬を巡る諸問題に的確に対応することが当協会の使
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命であると考えております。今後とも当協会が植物防疫事業の推進を通じて我が国農業の発展に貢献し、

会員の皆様並びに関係各位の発展にお役に立てるよう、微力ながら尽くして参りたいと考えておりますので、

皆様のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 

  一般社団法人日本植物防疫協会の第 3 回総会が平成 26 年 6 月

10 日午後 2 時 30 分から東京都荒川区のホテルラングウッドで開催さ

れ、正会員 113名(委任状含む)が出席した。来賓として、農林水産省

消費・安全局植物防疫課の大友哲也課長、同農産安全管理課の瀬

川雅裕農薬対策室長、横浜植物防疫所の小野仁所長、農林水産消

費安全技術センターの曽根一人理事、（独）農研機構中央農業総合

研究センターの本多健一郎病害虫研究領域長にご出席いただいた。 

 

 冒頭、山口勇理事長は、「当協会は一昨年より一般社団法人として

新たな一歩を踏み出すとともに、昨年は設立 60 周年という大きな節

目を迎えた。新法人 2 年目、設立 61 年目となる平成 25 年度は、各

事業とも極めて順調に推移した。これも一重に会員各位と関係機関

の温かいご支援ご指導の賜と深く感謝する」とあいさつした後、平成

25 年度事業と同 26 年度の取り組みについて概要を述べた。 

 

〔平成 25年度事業の概要について〕 

 当初計画通り各事業を着実に推進することができ、収支決算においても前年を上回る実績をあげること

ができた。 

 試験研究事業では農薬企業各社からご依頼頂いた薬効薬害、作物残留等の試験は前年を上回る件数

を実施した。とくにここ数年、平年を下回る水準で推移していた薬効薬害試験は、新規剤の開発が活発

化したことから 25 年度の件数が大幅に増加した。 

 新法人の公益目的支出計画事業として取り組んだシンポジウム、植物防疫研修会、助成事業、資料

館、自主研究の各事業は、全体として当初計画を上回る規模で実施できた。2 回開催したシンポジウムで

好評を頂いたほか、登録の少ない農作物に対する農薬登録促進を目的とした助成事業は 30課題を採択

し、試験経費の半額を助成した。自主研究事業においては前年に引き続きマイナー果樹の残留基準見

直しを支援する残留調査を行ったほか、薬剤抵抗性対策のために各地にある当協会研究所の圃場での

実態把握を進めた。追加自主研究としてマイナー作物に対する農薬登録促進をはかるため数多くの試験

にも取り組んだ。 

 出版および JPP-NET事業では、月刊誌「植物防疫」の誌面の充実に取り組む一方、ヒメトビウンカの海外

飛来予測システムの運用を開始して発生予察事業の推進に協力した。また、これまで 2 か月に 1 回の発

行だった「植防コメント」については、ネット配信の試行を開始し、発行も月 2 回程度と大幅に増やして情

報発信機能を強化した。 

 

〔平成 26年度事業方針の概要について〕 

 我が国農業は大きな転換期を迎えているが、農業がどのように変わろうとも病害虫の防除対策は重要な

課題であると確信している。しかし、全国の農業研究機関や指導者数は減り続けており、将来にわたり我

が国植物防疫のインフラを堅持していくためには、植物防疫関係者の連携強化が必須と考える。当協会

としては、都道府県植物防疫協会との連携強化など、これまで以上に積極的な役割を果たしていきたい。 
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当協会事業の主柱である委託試験については、優れた防除資材を農業現場で一刻も早く活用できる

よう、関係各社からの依頼試験に全力を上げて取り組んでいく。幸い26年度の受託試験は、前年をさらに

上回るご依頼を受けている。本年 1 月に新設した岡山試験地のほか、当協会の試験施設をフル活用して

効率的な推進に努めていく。受託試験数は毎年変動しており、今後も大きな変動が生ずる可能性もある

が、こうした不安定な環境に左右されることなく、我が国植物防疫の一翼を担っていくという強い使命感の

もと、これまでにも増して誠実かつ的確に業務を推進していきたい。 

 

総会では、定款の規定に基き山口理事長が議長となり議事を進め、以下の議案について審議、満場一

致の承認を得た。 

 

【総会議事内容】 

 

  藤田、近藤及び内久根の各業務執行理事から提出議案の説明が行われ、1～5 号議案について審議の

うえ原案どおり承認された。 

 

 （提出議案） 

 １号議案 平成 25 年度事業報告及び収支決算に関する件 

      事業報告について、実施事業、試験研究事業、出版情報事業及び不動産賃貸事業等への取り

組みの報告・収支決算説明の後、適正であった旨の監査報告がなされ、異議なく承認された。 

 

   以下事業項目 

   1.植物防疫資材に関する試験研究の受託実施 

   2.登録の少ない農作物に対する農薬登録の促進 

   3.植物防疫に関する調査研究の実施 

   4.植物防疫に関する研修会及び講演会等の開催 

   5.植物防疫に関する歴史的な史料の展示 

   6.植物防疫に関する印刷物の発行 

   7.植物防疫に関する諸情報の収集及び提供 

   8.植物防疫関連資材の提供 

   9.植物防疫に関する国内外の関係機関との連携 

   10.不動産の賃貸に関する事業 

   11.会員の相互連絡及び親睦 

   12.会務に関する事項 

  なお、収支・財産の状況については後述のとおり。 

 

 ２号議案 会員への情報提供に関する件 

      原案どおり異議なく承認された。 

 

 ３号議案 役員改選に関する件 

      任期満了に伴う役員改選が行われ、本日選任された全役員が即日就任した。 

なお、山口理事、上園理事は任期満了により退任することとなった。続いて新役員における理事会が

開催され、代表理事・業務執行理事が選定された。新役員は次のとおり。 
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 《新役員一覧》 

 

 【理事】（9 名） 

上路 雅子（代表理事・理事長）（新任） 

近藤 俊夫（業務執行理事） 

藤田 俊一（業務執行理事） 

内久根 毅（業務執行理事） 

神山 洋一 

天野 徹夫（新任） 

青木 邦夫 

田中 啓司 

西尾  健（新任） 

 

 【監事】（2 名） 

岡田  茂 

堀江 博道 

 

 ４号議案 役員報酬に関する件 

   前年同との説明後、承認された。 

 

 ５号議案 会費に関する件 

   前年同との説明後、承認された。 

 

 ６号議案 その他 

   報告事項として、藤田理事からさきの理事会で承認された平成26年度事業計画及び収支予算につい

て説明が行われた。また、基本方針にも掲げる会員組織の拡充の一環として一般会員の勧誘の要請も

行われた。 

 

 

〔平成 25年度収支の状況〕（単位：千円） 〔平成 25年度財産の状況〕（単位：千円） 

 《収益》  《資産》 

   経常収益          2,775,234   流動資産             495,027 

   経常外収益                 0   固定資産            4,662,706 

  収益計             2,775,234    特定預金           1,632,123 

 《費用》    その他固定資産          3,030,583 

   経常費用          2,615,069   資産合計              5,157,733 

   経常外費用             6,079  《負債》 

  費用計             2,621,148   流動負債               350,634 

   当期一般正味財産増減額      154,084   固定負債          620,623 

   一般正味財産期首残高    4,032,392    負債合計              971,257 

   一般正味財産期末残高   4,186,476   正味財産              4,186,476 

 
※記載金額は千円未満を切り捨てて表示 
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～新役員のご紹介～ 

  新たに理事に就任した３名の方々のプロフィール。 

 

 上路 雅子（うえじ まさこ）  

 平成 17年 （独）農業環境技術研究所理事 

 平成 18年 食品安全委員会専門委員（現） 

 平成 19年 日本農薬学会会長 

 平成 20年 日本植物防疫協会技術顧問 

 平成 21年 農業資材審議会臨時委員（現） 

 平成 21年 （公財）報農会理事長（現） 

 

 天野 徹夫（あまの てつお）  

 昭和 57年 全農 入会 

 平成 18年 全農 東京肥料農薬事業所長農薬ＧＬ 

 平成 20年 全農 千葉県本部生産資材物流部次長 

 平成 22年 全農 営農・技術センター所長 

 平成 26年 全農 肥料農薬部長（現） 

 

 西尾  健（にしお たけし）  

 平成 7年 農蚕園芸局植物防疫課国際検疫調整官 

 平成 9年 環境省 水質保全局土壌農薬課長 

 平成 15年 農林水産政策研究所長 

 平成 20年 法政大学教授（現） 

 平成 25年 内閣府本府政策参与（現） 

 

 

 
 

 
 
 

写真 5 会員親睦会で乾杯の音頭を

とる西尾理事 

お 悔 や み 

当協会正会員の訃報をお知らせ申し上げます。 

謹んでお悔やみ申し上げますとともに故人様のご冥福をお祈り申し上げます。 

 

岡田 齊夫 様（正会員） 

 平成 26年 6月 11日永眠 79歳 

 元農業環境技術研究所環境研究官 

 元当協会研究所所長 

 

 


