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日本植物防疫協会「第11回理事会」を開催
－平成27年度事業計画及び予算、短期暴露評価導入に伴う協会の対応が承認－

平成 27 年 3 月 26 日に開催された第 11 回理事会で平成 27 年度事業計画と予算および喫緊の課題

となっている短期暴露評価導入に伴う協会の対応が承認されました。

以下、理事会の概要と本年度の事業計画、収支予算の概要をご報告します。

理事会の概要
１．上路理事長あいさつ骨子

「平成 26 年度事業については各事業とも順調に推移しており決算見込みは計画を上回る見通し

である。平成 27 年度事業についても前年度に掲げた基本方針を継承しつつ諸事業を着実に推進し

ていくが、特に協会事業の柱である委託試験については前年を上回るご相談を受けており、全力を

あげて効率的な実施に努める。また、短期暴露評価の導入など喫緊の課題についても積極的に取組

み、植物防疫関係者の負託に応えたい。」

２．議決事項

１号議案：短期暴露評価導入に伴う緊急助成措置実施規程の新設に関する件

短期暴露評価導入による生産現場への影響を最小限に抑えるため、協会の自己資金を運用した基

金を造成して農薬企業が登録維持のために実施する作物残留試験経費の一部を助成する案につい

て、原案どおり承認されました。なお合わせて、２７年度～２９年度３年間で１億円を助成する計

画案についても了解をいただきました。

（＊取組みの内容は後段の記事参照）

２号議案：平成 27 年度事業計画及び収支予算に関する件

原案通り承認されました。事業計画と収支予算の概要を以下に掲載しました。

３号議案：総会の日時及び場所並びに目的である事項に関する件

第４回総会（決算総会）を平成２７年６月１２日、ホテルラングウッド（都内荒川区東日暮里）

で開催することについて承認されました。詳細は後日ご案内致します。

平成27年5月7日号ー1
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【平成２７年度事業計画】

基本方針

我が国農業をとりまく環境が大きく変化しつつある中、植物防疫を着実に推進していくために当

協会が果たすべき役割は一層大きくなっているとの認識にたち、平成 27 年度事業においては、前

年度に掲げた基本方針を継承しつつ喫緊の課題への対応もはかっていくために以下の重点課題を掲

げ、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。

②植物防疫関係者のネットワークをより強固なものとしていくため、会員組織の拡充に取り組むと

ともに、情報発信の一層の充実に取り組む。

③短期暴露評価の導入に伴って問題となる既登録剤の登録維持を支援するため、緊急助成に取り組

む。

以上の基本方針を踏まえ、平成 27 年度における各事業の推進計画を次のとおり策定する。

１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進

(1) 平成 27 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 27 年 4 月）並びに主任試験員等研

修会議（平成 28 年 2 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、前年度から着手した各種試験法の改訂をすす

める。平成 27 年度は引き続き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、成績

検討会の開催方法を一部改善する。

(3) 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) 残留農薬基準設定への短期暴露評価の導入に伴い、既登録農薬の作物登録維持のために企業が

実施する作物残留試験の経費を一部助成する（助成事業）。

(3) マイナー葉菜類（非結球芽キャベツ）に対する農薬登録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）。
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(2) 農業の変化等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（自主研究事業を含む）。

(3) 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 27 年 9 月及び平成 28 年 1 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 27 年 9 月及び平成 28 年 2 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、同館に収載され

た歴史的な史料のデジタル化を進めるとともに、展示・閲覧に供する（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

昨年度から拡充した事務局企画記事を含め、引き続き誌面の充実をはかるとともに購読者の

一層の確保につとめる。

(2) 「植物防疫年刊２０１６」の発行

植物防疫関係者の情報共有を促進するため、植物防疫に関する行政の指針や研究開発動向、

技術情報、農薬企業の重点農薬などを取りまとめた年刊を発行し、会員及び全国の関係機関に

配布する。

(3) 単行本の発行

農薬概説、農薬要覧及び農薬適用一覧の 2015 年版を作成する。

農薬ハンドブック 2016 年版を発行する。（3 月末発行予定：前回は 2011 年版）

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) ホームページを活用し、植物防疫に関する各種情報をひろく発信する。

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行なう。

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。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、引き続きその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 27 年 7 月、大分県下）。
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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つとめる。

１１．会員への情報提供並びに親睦

(1) 協会の事業実施状況、会員情報の提供に加えて、植物防疫や病害虫防除に関連する諸情報を幅

広く収集し「植防コメント」として配信する。

(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) 試験の効率的な受託推進に資するため、研究所・試験場の老朽化設備の修繕及び更新を進める。

(2) 千葉試験場を効率的に維持・運営するため、前年度に引き続き日本植物調節剤研究協会と共同

運用をはかる。また、本場のその後の運用のあり方について検討する。

(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。

【平成２７年度収支予算】
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

収支予算計画の詳細は、第４回総会終了後平成２６年度の決算報告書と合わせてホームページで公

開します。

（単位：千円）

実施事業

特別会計

1．

(1) 経常収益

受取会費 8,000 8,000

事業収益 3,266,890 0 3,266,890

その他収益 2,940 34,720 17,310 54,970

2,940 3,301,610 25,310 3,329,860

(2) 経常費用

事業費 105,760 2,892,680 2,998,440

管理費 177,750 177,750

その他費用 28,220 28,220

105,760 2,920,900 177,750 3,204,410

△ 102,820 380,710 △ 152,440 125,450

２．

0 0 10,000 10,000

102,820 △ 245,260 142,440 0

0 135,450 0 135,450

0 3,142,935 1,174,042 4,316,977

0 3,278,385 1,174,042 4,452,427

当期正味財産増減額

正味財産期首残高（見込み）

正味財産期末残高

経常収益計

経常費用計

当期経常増減額

経常外増減の部

当期経常外増減

他会計振替額

科　目 事業会計 管理会計 合計

経常増減の部
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＊短期暴露評価導入に伴う協会の取組み

作物登録維持のため１億円を助成

今般、残留農薬基準の設定に短期暴露評価が導入されることになったことに伴い、既登録剤の

登録維持が困難となる事例が生じてくることが想定されますが、中には生産現場における病害虫

防除に不可欠なものも少なくないと見込まれます。

農薬企業各社は自主的に短期暴露評価を行い適用作物や使用基準の見直し作業をすすめていま

すが、中には登録を維持するために緊急に作物残留試験を計画する必要が生じているものもあり

ます。このため、当協会としても生産現場で必要な防除手段確保の観点から自己資金を運用して

「緊急助成基金」を造成し、企業が作物登録維持のために実施する試験を支援していくこととし

ました。

緊急支援対策の概要

１．短期暴露評価導入に伴う既登録剤の作物登録維持のために実施する作物残留試験経費の一部

を助成する。

２．助成内容は、ＧＬＰ作物残留試験を対象に１試験課題（農薬と作物の組合せ）につき原則

１００万円（同一成分５試験課題を上限）とする。

３．基金の造成は平成２６年度会計から６千万円、２７年度会計から４千万円、総額１億円を予

定する。

４．助成実施期間は平成２７年度～２９年度の３か年とする。

５．企業から申し込みのあった内容については外部の専門家を入れた審査委員会が定める基準に

従って審査し決定する。

なお、３月末時点で７０を超える課題の申込みを受けています。

協会としては本緊急助成対策以外にも、短期暴露評価導入に伴う病害虫防除への影響評価や代

替防除手段の確保、関係者による情報や課題の共有化などできる限りのサポートを行っていく

所存です。

以上


