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平成27年5月7日号－3

「ニュース」

１ 「平成25年度国内農産物に係る農薬の使用及び残留実態調査」の調査

点検結果について （農林水産省）

農林水産省は 3 月 31 日、平成 25 年度に実施した「平成 25 年度国内農産物に係る農薬
の使用及び残留実態調査」の結果を公表しました。

農薬の使用状況については 3,928 戸の農産物販売農家を対象に、使われた農薬の適用作
物、使用量又は希釈倍数、使用時期及び使用回数について調査しました。その結果 99.85
％の農家で適正に使用されており、生産農家の農薬適正使用意識が高いことが明らかにな

りました。

一方農薬残留状況調査については、農薬の使用状況調査を実施した農家が生産した農産

物 928 点を対象に使用実績のある延べ 4,391 農薬の残留分析を実施しました。その結果基
準値をオーバーした事例が１件認められましたが、通常の摂食量では健康に影響するレベ

ルではありませんでした。また、使われた農薬のうち 84.4 ％が定量限界以下、検出され
た 15.6 ％についてもほとんどが基準値の数分の一から数十分の一のレベルでした。使用
された農薬の大部分は処理後比較的速やかに分解、消失してしまい収穫した農産物にはほ

とんど残留しない実態が確認されました。

なお調査結果の詳細な報告は、http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/150331.htmlを
ご参照ください。

２ 新しい土壌病害管理法「ヘソディム」運用開始、農業環境技術研究所

国立研究開発法人農業環境技術研究所はこのほど、人の健康診断に代表される予防医学

の発想に基づいた新しい土壌伝染性病害の管理法を開発し、運用を開始したことを明らか

にしました。

ヘソディムは、「健康診断に基づく土壌病害管理」（Health checkup based Soil borne Disease
Management）の略称で、「診断」、「評価」、「対策」の 3つの要素で構成されています。「診
断」は病害ごとの診断票にある診断項目（土壌の物理化学性、DNA 診断等による生物性、
栽培履歴等）について調べて記録。「評価」は診断結果をもとに総合評価し、その畑に作

物を栽培した時の発病しやすさのレベルを軽度・中度・重度の３段階で評価・判定するも

のです。

評価レベル 1（発病しやすさ：軽度）では、土づくりによる発病抑止、レベル 2（発病
しやすさ：中度）では病害抵抗性品種の利用による発病抑止、レベル 3（発病しやすさ：
重度）では農薬処理を行うことによる発病抑止等、対策手段の細分化が図られ、過剰な農

薬の使用を抑制することが可能としています。ヘソディムの実践を円滑に行うために、複

数の県の農業試験研究機関と共同で研究を進め、その成果を指導者向けのマニュアルとし

て取りまとめて公開。このマニュアルに基づく病害管理方法の有効性は、レタス根腐病や

アブラナ科野菜根こぶ病等のいくつかの土壌病害に対して確認されており、長野県、三重

県、香川県、高知県等で指導員等による運用が開始されました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/150331.html
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３ 平成26年「農薬調査研究報告」を発行、ＦＡＭＩＣ農薬検査部

農林水産消費安全技術センター（ＦＡＭＩＣ）はこのほど、平成 25 年度の農薬検査部
における農薬調査研究報告第 6号を発行し、その全文をホームページで公開しました。
農薬検査部の調査研究の対象は従来、実験を伴うものが中心でし

たが、昨年度からは農薬のリスク評価・管理、諸外国の農薬登録制

度等に関する文献や現地調査により収集した情報を分析・考察する

調査や論考もその対象に位置づけられることとなりました

尚、実験を伴う調査研究の成果としては今回、「水抽出による作物

中ネオニコチノイド系殺虫剤の一斉分析法の検討（仮邦題）」（英文

学術誌からの転載）と技術レポートとして「イプロジオンおよびマ

ンジプロパミドの残留分析法の妥当性検証」が報告されています。

Ａ4 判、243 頁

http://www.acis.famic.go.jp/acis/chouken/chouken/chouken_index.htm

－主要目次－

・「農薬製剤の剤型および物理的化学的性状についての日本のガイドラインと国際的なガ

イドラインの比較」

・「新たな毒性試験の動向調査」

・「欧米における薬効および薬害に関する要求事項とマイナー使用対策の状況」

・「農薬の作物残留濃度推定モデルに関する国内外の研究の動向調査」

・「農薬登録に関する欧州連合の法制度」

・「現代社会における農薬の役割およびその開発に関する現状について－ジェネリック品

の流通実態等も踏まえた現状分析－」

・「Water-Based Extraction and Liquid Chromatography−Tandem Mass Spectrometry Analysis of
Neonicotinoid Insecticides and Their Metabolites in Green Pepper/Tomato Samples」(仮邦題:水
抽出による作物中ネオニコチノイド系殺虫剤の一斉分析法の検討) (Journal of Agricultural
and Food Chemistry,2014,62,pp2790-2796)

【技術レポート】

・「残留農薬分析業務における分析法の検討 1」(イプロジオンとその代謝物を LC/MS に
よる一斉試験法に追加することの妥当性検証)

・「残留農薬分析業務における分析法の検討 2」(マンジプロパミド試験法の導入のための
妥当性検証)

【資料編】

Higher-tier laboratory methods for assessing the aquatic toxicity of pesticidesの翻訳について
・仮訳 総説:農薬の水生毒性評価のための高次室内試験法
原文 Review:Higher-tier laboratory methods for assessing the aquatic toxicity of pesticides

(Journal of Pest Management Science,58:637-648(2002))
・仮訳 植物防疫剤の販売並びに理事会指令 79/117EEC及び 91/414/EECの廃止に関する

2009年 10月 21日付け欧州議会及び理事会規則（EC）No1107/2009
原文 REGULATION (EC) No 1107/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF

THE COUNCIL of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products
on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC

http://www.acis.famic.go.jp/acis/chouken/chouken/chouken_index.htm
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４ 日本植物防疫協会からのお知らせ

①人事異動（5月 1日付）

○配置換え

氏 名 新・所属等 旧・所属等

林 直人 調査企画部 技術総括 調査企画部 第１グループ

グループリーダー

②会員親睦会のご案内

会員各位

会員親睦会のご案内

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび下記により会員親睦会を行いますのでご案内申し上げます。

親睦会は、当日開催の第 4回総会終了後となりますので、一般会員及び賛
助会員の皆様には、総会にご出席のうえ、議事を傍聴していただくこともで

きます。

記

1. 日 時 平成 27年 6月 12日（金）
会員親睦会 午後 5時から
・総会は、午後 3時から開催

2. 場 所 ホテル ラングウッド 2階 TEL 03(3803)1234
東京都荒川区東日暮里 5-50-5
〔ＪＲ日暮里駅下車 南口から徒歩 1分〕

3. 親睦会参加費（一般会員）
当日、参加費として 2,000円を申し受けます。
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５ 業界人事

・新社長に上園氏が就任、協友アグリ

協友アグリは 1 月 30 日取締役会を開催し、同日付で上園孝雄副社長の社長昇格を決め
ました。小髙根利明社長は相談役に退きました。

【略歴：うえぞの たかお】

1980 年 3 月東京大学農学部卒業、同年 4 月全国農業協同組合連合
会入会。2005年 2月肥料農薬部広域企画課長、06年 2月肥料農薬部
総合課長、07年 2月東京肥料農薬事業所長、09年 1月肥料農薬部次
長、11年 8月肥料農薬部部長、12年 1月協友アグリ取締役、14年 1
月取締役副社長。鹿児島県出身、58歳。

上園社長

・新社長に小池氏、3月 30日取締役会で、クミアイ化学工業

クミアイ化学工業は 3 月 30 日取締役会を開催し、同日付で小池好智常務取締役の代表
取締役社長昇格を決定しました。大竹丈夫代表取締役専務は同会長に、石原英助代表取締

役社長は取締役顧問にそれぞれ就きました。小池社長は、「従来の基本方針を継承しつつ、

知識を智慧に変えてＲ＆Ｄ効率を最大化。生産現場のニーズに応える研究開発型企業を目

指していく」と抱負を述べました。

【略歴：こいけ よしとも】

1978 年 3 月慶應義塾大学工学部卒業、同年 4 月クミアイ化学工業
入社。2003年 1月化学研究所長（現製剤技術研究所）、08年 6月経
営管理部長、09年 1月取締役経営管理部長、13年 1月常務取締役、15
年 1月常務取締役研究開発本部長。長野県出身、60歳。

小池社長

・新社長に谷氏が就任、三井化学アグロ

三井化学は 3 月 25 日、グループ企業の社長人事を発表。4 月 1 日付で、同社の谷和功
常務執行役員が三井化学アグロ社長に就任しました。金井健彦社長は取締役相談役に就き

ました。

【略歴：たに かずのり】

1979 年 3 月京都大学大学院修士課程修了、同年 4 月三井東圧化学
入社（現三井化学）・大牟田工場。90年 8月本社企画部、97年 8月
経営企画部、98 年 8 月精密化学品事業部、2007 年 6 月大牟田工場
ファイン製造部長、09 年 4 月理事・大牟田工場管理部長、10 年 4
月本社ヘルスケア材料事業部長、12 年 4 月執行役員・機能化学品
事業本部長、14年 4月常務執行役員。大阪府出身、60歳。

谷社長




