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平成27年7月３0日号－1

発行 一般社団法人日本植物防疫協会 東京都北区中里２－２８－１０ tel 03-5980-2181 Fax 03-5980-6751

平成27年度「準メジャー作物等農薬登録支援事業」

の試験実施状況

支援事業部

日本植物防疫協会では、マイナー作物に該当しないが農薬登録が少ない準メジャー作物

等に対する農薬登録促進に寄与するため、平成 23 年度から当協会独自の予算で農薬登録
試験経費助成事業を実施しています。

この事業では、都道府県から寄せられた準メジャー作物に対する農薬登録要望を整理し

リストを作成して関係者に情報を提供しています。また、農薬メーカーに対して農薬登録

促進への協力を要請するとともに、そのリストの中から課題を選定し、農薬登録に必要な

試験のうち効果・薬害試験並びに作物残留試験の試料調整に係る試験経費の半額を助成し

て農薬登録の取得を支援しています。

平成 27年度の試験の実施状況は次のとおりです。
１ 平成27年新規として試験実施中のもの（35課題） 平成27年6月30日現在

番号 都道府県 作物名 病害虫名 農薬名 種類名

1 広島県 いちご 黒斑病 ベルクートフロアブル イミノクタジンアルベシル酸

塩水和剤

2 広島県 いちご 黒斑病 MIF-1401フロアブル ペンチオピラド・メパニピリム

水和剤

3 和歌山県 伊予柑 アオバハゴロモ ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤

4 和歌山県 うめ アブラムシ類 除虫菊乳剤３ 除虫菊乳剤

5 和歌山県 うめ 環紋葉枯病 フルーツセイバー ペンチオピラド水和剤

6 佐賀県 キウイフルー かいよう病 マスターピース水和剤 シュードモナスロデシア水和

ツ 剤

7 福島県 きゅうり カメムシ類 スタークル顆粒水溶剤 ジノテフラン水溶剤

8 福島県 きゅうり カメムシ類 ダントツ水溶剤 クロチアニジン水溶剤

9 北海道 ごぼう 黒あざ病 アフェットフロアブル ペンチオピラド水和剤

10 東京都 こまつな アザミウマ類 ディアナＳＣ スピネトラム水和剤

11 静岡県 こまつな リゾクトニア病 リゾレックス粉剤 トルクロホスメチル粉剤

（立枯病）

12 福島県 しゅんぎく ハクサイダニ サンクリスタル乳剤 脂肪酸グリセリド乳剤

13 高知県 しょうが 白星病 オーソサイド水和剤８０ キャプタン水和剤
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14 静岡県 セルリー アブラムシ類 ウララDF フロニカミド水和剤

15 長野県 チンゲンサイ 軟腐病 バリダシン液剤 バリダマイシン液剤

16 北海道 てんさい アブラムシ類 モベントフロアブル スピロテトラマト水和剤

17 北海道 てんさい アブラムシ類 コルト顆粒水和剤 ピリフルキナゾン水和剤

18 福島県 なす アズキノメイガ(フキ フェニックス顆粒水和剤 フルベンジアミド水和剤

ノメイガ)

19 福島県 なす アズキノメイガ(フキ アタブロン乳剤 クロルフルアズロン乳剤

ノメイガ)

20 徳島県 にんじん 苗立枯病 リゾレックス水和剤 トルクロホスメチル水和剤

21 広島県 ぶどう クビアカスカシバ ガットサイドＳ ＭＥＰ乳剤

22 北海道 ブロッコリー ヒメダイコンバエ キックオフ顆粒水和剤 クロラントラニリプロール・ジ

ノテフラン水和剤

23 北海道 やまのいも 根腐病 モンガリット粒剤 シメコナゾール粒剤

24 山口県 かんきつ ミカンバエ成虫 ＩＫＩ－3106液剤50 シクラニリプロール液剤

25 山口県 かんきつ ミカンバエ成虫 ｱｸｾﾙﾌﾛｱﾌﾞﾙ メタフルミゾン水和剤

26 山口県 かんきつ ミカンバエ幼虫 ｱｸﾞﾘﾒｯｸ アバメクチン乳剤

27 山口県、大分 かんきつ ミカンバエ成虫 ｴﾙｻﾝ乳剤 PAP乳剤

県

28 山口県 ､大分 かんきつ ミカンバエ成虫 ｵﾘｵﾝ水和剤40 アラニカルブ水和剤

県、愛媛県

29 大分県 かんきつ ミカンバエ成虫 ｺﾙﾄ顆粒水和剤 ピリフルキナゾン水和剤

30 愛媛県､大分県 かんきつ ミカンバエ幼虫 ﾊﾟｰﾏﾁｵﾝ水和剤 フェンバレレート・MEP水和

剤

31 山口県 かんきつ ミカンバエ成虫 ﾊﾁﾊﾁﾌﾛｱﾌﾞﾙ トルフェンピラド水和剤

32 大分県 かんきつ ミカンバエ幼虫 ﾏｯﾁ乳剤 ルフェヌロン乳剤

33 大分県 かんきつ ミカンバエ幼虫 ﾘｰｽﾞﾝ顆粒水和剤 チアメトキサム・ルフェヌロン

水和剤

34 山口県 かんきつ ミカンバエ成虫 ｷﾗｯﾌﾟJ水和剤 エチプロール・シラフルオフ

ェン水和剤

35 山口県、大分 かんきつ ミカンバエ成虫 ｽﾋﾟﾉｴｰｽﾌﾛｱﾌﾞﾙ スピノサド水和剤

県
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２ 平成23年度、平成24年度、平成25年度及び平成26年度から継続して試験実施中のもの

（20課題）

番号 開 始 年 都道府県 作物名 病害虫名 農薬名 種類名

度

1 23年度 鳥取県 やまのいも ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ類 ﾈﾏﾄﾘﾝｴｰｽ粒剤 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ粒剤

2 福島県 さやいんげん ﾌｷﾉﾒｲｶﾞ アタブロン乳剤 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤

3 24年度 秋田県 ねぎ タマネギバエ ジュリボフロアブル クロラントラニリプロール・チアメ

トキサム水和剤

4 福島県 トマト すすかび病 NC-233フロアブル２０ イソピラザム水和剤

5 25年度 徳島県 れんこん 褐斑病 トップジンM粉剤DL チオファネートメチル粉剤

6 高知県 にら 株腐細菌病 スターナ水和剤 オキソリニック酸水和剤

7 福島県 果樹類(りんご） ﾋﾒﾎﾞｸﾄｳ 園芸用ｷﾝﾁｮｰﾙE ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝエアゾル

8 青森県 ごぼう ﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ アタブロン乳剤 クロルフルアズロン乳剤

9 岐阜県 しゅんぎく ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ウララDF フロニカミド水和剤

10 山梨県 未成熟ﾄｳﾓﾛｺｼ ﾊﾀﾞﾆ類 ﾃﾙｽﾀｰﾌﾛｱﾌﾞﾙ ビフェントリン水和剤

11 静岡県 セルリー 菌核病 アフェットフロアブル ペンチオピラド水和剤

12 新潟県 いちご 輪斑病 アフェットフロアブル ぺンチオピラド水和剤

13 26年度 静岡県 かぼちゃ ｳﾘﾊﾑｼ トレボン乳剤 エトフェンプロックス乳剤

14 鹿児島県 ごぼう ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ プレオフロアブル ピリダリル水和剤

15 福島県 さやいんげん ｶﾒﾑｼ類 アディオン乳剤 ペルメトリン乳剤

16 大阪府 しゅんぎく 葉枯病 ベンレート水和剤 ベノミル水和剤

17 青森県 やまのいも 炭疽病 ベンレート水和剤 ベノミル水和剤

18 大分県 にら 白絹病 バリダシン液剤 バリダマイシン液剤

19 静岡県 メロン 軟腐病 ｽﾀｰﾅ水和剤 オキソリニック酸水和剤

20 福島県 トマト ﾊｸｻｲﾀﾞﾆ蔓延防止 キルパー カーバムナトリウム塩液剤

また、平成 26 年 9 月に都道府県から寄せられた 314 課題の登録に向けての取組状況に
ついては、当協会のホームページ関係者サイトに「平成 27 年度マイナー作物以外の重要
な農薬登録要望の試験の進捗状況（平成 27 年 6 月 30 日現在）」として公表しています。
なお、平成 23 年度からの本事業により試験を実施した課題のうち、平成 27 年 6 月 30

日現在登録となったものを参考のため併わせて掲載します。
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○本助成事業の課題で登録なったもの（16課題） 平成27年6月30日現在

番号 都 道 作物名 病害虫名 農薬名 種類名 担当会社 登録年月

府県

1 山形県 西洋なし 黒斑細菌病 ｵｷｼﾗﾝ水和剤 ｷｬﾌﾟﾀﾝ・銅水和剤 日本農薬（株） 平成25年2月

2 宮崎県 花き類 うどんこ病 ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000 TPN水和剤 （株）エス・ディー・ 平成25年3月

エス バイオテック

3 福島県 りんご ヒメボクトウ フェニックスフロ ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ水和剤 日本農薬（株） 平成25年3月

アブル

4 福島県 なし ヒメボクトウ フェニックスフロ ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ水和剤 日本農薬（株） 平成25年3月

アブル

5 岐阜県 ほうれんそう ホウレンソウケ ドロクロール ｸﾛﾙﾋﾟｸﾘﾝくん蒸剤 ｸﾛルピクリン工業 平成25年6月

ナガコナダニ 会

6 大分県 トマト ミニト すすかび病 園芸ﾎﾞﾙﾄﾞｰ 硫黄・銅水和剤 サンケイ化学（株） 平成25年6月

マト

7 大分県 トマト すすかび病 アフェットフロア ペンチオピラド水和 三井化学アグロ 平成25年9月

ブル 剤 （株）

8 大分県 ピーマン 白絹病 アフェットフロア ペンチオピラド水和 三井化学アグロ 平成25年9月

ブル 剤 （株）

9 宮崎県 しょうが 根茎腐敗病 オーソサイド水 キャプタン水和剤 アリスタライフサイ 平成25年10月

和剤８０ エンス（株）

10 広島県 ほうれんそう ホウレンソウケ スミチオン乳剤 MEP乳剤 住友化学(株） 平成26年2月

ナガコナダニ

11 大分県 ピーマン 白絹病 リゾレックス水 トルクロホスメチル 住友化学（株） 平成26年5月

和剤 水和剤

12 福島県 ミニトマト 斑点病 ﾀﾞｺﾆｰﾙ1000 ＴＰＮ水和剤 （株）エス・ディー・ 平成26年7月

エス バイオテック

13 鹿児島 さとうきび イネヨトウ サムコルフロア クロラントラニリプロ デユポン(株） 平成26年７月

県 ブル１０ ール水和剤

14 高知県 さやいんげん 灰色かび病 アフェットフロア ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ水和剤 三井化学 ｱ ｸ ﾞ ﾛ 平成26年8月

ブル （株）

15 宮城県 大豆 ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ ｱﾀﾌﾞﾛﾝ乳剤 ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ乳剤 石原バイオサイエ 平成26年9月

ンス（株）

16 北海道 ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾓｽﾋﾟﾗﾝ粒剤 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ粒剤 日本曹達（株） 平成27年3月


