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「第 5回総会を開催」 日本植物防疫協会
平成 28 年 6 月 10 日 荒川区ホテルラングウッドにて

一般社団法人日本植物防疫協会の第 5回総会が平成 28 年 6 月 10日午後 3 時から東京都荒川区
のホテルラングウッドで開催され、正会員 118 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島田和彦課長、同省農産安全管理課農薬対策室の古畑 徹室長、同省

横浜植物防疫所の小野 仁所長、（国）農研機構中央農業研究センターの津田新哉病害研究領域長、

（国）農研機構中央農業研究センターの後藤千枝虫・鳥獣害研究領域長、（独）農林水産消費安全

技術センターの小畠恒夫理事にご出席いただいた。上路理事長の開会挨拶につづき、行政を代表し

て島田課長より、研究を代表して津田領域長よりご挨拶をいただいた後、次第に従って議事が進め

られた。

上路理事長開会のあいさつ

一般社団法人日本植物防疫協会の第５回総会の開会に当たりご挨

拶申し上げます。本日は大変ご多忙の中、会員の皆様、来賓の皆様

にご臨席を賜り、誠に有り難うございます。

まず、去る４月に発生した熊本地震により被災された方々に心か

らお見舞い申し上げます。毎年、熊本城を間近にのぞむホテルで成

績検討会を開催させていただいておりますが、その痛ましい姿に信

じられない思いで一杯です。一刻も早い復興をお祈りするものです。

昨年秋には関東東北豪雨、一昨年春には山梨県を中心とした豪雪

被害と、東日本大震災からの復興もままならない中、近年、甚大な

農業被害をもたらす災害が相次いでおりますことに大変憂慮しています。こうした気象災害の遠因

として地球温暖化の影響が指摘されて久しいところですが、我が国農業の将来にも警鐘が鳴らされ

る中、農林水産省は昨年８月に「気候変動適応計画」を発表しました。気候変動は病害虫の発生に

大きな影響を与えるものですが、そのリスクは確実に高まってくるのではないでしょうか。温暖化

との直接の関係はともかくとしても、近年重要病害虫の発生が相次いでおり、その頻度が以前にも

増して高まっているように感じているのは私だけではないと思います。今後農産物の輸出入機会が

ますます増加すれば、新たな病害虫への警戒や侵入後の対策が一層重要になってくるに違いありま

せん。

他方、昨年秋のＴＰＰ大筋合意以降、我が国農業へのテコ入れ施策が次々と打ち出され、中でも

農産物の輸出促進は当初 2020 年に１兆円とした目標を大幅に前倒しし、官民をあげて強力に推進
していく意気込みをみせております。その際、我が国の農産物の最大の特徴は品質の高さであり、
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そのために病害虫防除が極めて重要であることは言うまでもありません。輸出戦略には植物検疫、

インポートトレランス、防除対策といった植物防疫上の課題が横たわっており、その解決が急務と

されているところです。当協会でも、すでにインポートトレランス対応のデータ作成に協力してい

るところですが、今後も多面的に協力してまいります。

さて、防除の主役を担う農薬については、ここのところ殺菌剤・殺虫剤ともに新たな化合物の開

発がつづき、我が国農薬企業の創薬力の高さをあらためて実感しているところです。その反面、永

年愛用されてきた既登録剤については、残留基準設定に短期暴露評価が導入されたことを契機に、

市場から撤退するものも出てきています。こうした中、最近にわかに生産資材費の低減が論点に取

り上げられ、その動きに目がはなせない状況となっております。たんに薬剤価格のみで農業生産に

対する貢献がはかれるものではなく、効果的な農薬を適時・的確に使用していくことこそが薬剤費

節減の王道であり、防除の省力化を含めたコスト低減をはかっていくことが大切と考えております。

いずれにしても、今後、植物防疫にはこれまで以上に大きな責務が課せられてくるのではないか

と感じており、全国の植物防疫関係者が協力し連携していくことがますます重要になってくるもの

と考えます。当協会としても、目まぐるしい情勢変化に常に目をむけ、関係省庁や関係機関とこれ

まで以上に緊密に連携しつつ、植物防疫の推進に尽力していく決意をあらたにしているところです。

ところで、私ども執行部では、任期である 2 年間、理事や監事との緊密な意思疎通をはかりつ
つ質素で堅実な事業運営につとめ、また、会員の皆様のご意見に耳を傾け、皆様から信頼される組

織づくりにつとめてまいりました。お陰様で各事業とも順調に推移し、執行部としての責務を何と

か果たせたのではないかと考えております。

本日の総会は、平成 27 年度事業結果について収支決算を含めてご審議いただくものですが、せ
っかくの機会ですので、既に走り始めている平成 28 年度事業計画についてもかいつまんでご紹介
させていただく予定です。また、役員の改選期に当たりますことから、新たな執行体制についても

ご審議いただきたいと存じます。

このうち平成 27 年度事業につきましては、のちほど詳細をご報告させていただきますが、年度
当初に 3 つの重点課題を掲げ取り組んでまいりました。まず受託試験については、活発な新規剤
開発を背景として例年になく多くの試験依頼をいただいたところから、その的確な推進に全力をあ

げるべく、協会研究所でも総力をあげてこれに取り組みました。この結果、近年で最高の受託件数

を達成することができました。依頼急増の背景には、一昨年導入された残留農薬の短期暴露評価へ

の対応のための作物残留試験の増加もあります。新たな評価導入により既登録剤が使えなくなるこ

とは、生産現場における病害虫防除の推進に大きな障害となりかねません。

このため、2 つめの重点課題として、既登録剤の登録維持を支援するため、助成事業の中で総額
１億円の緊急支援を行うことを決め、初年度となる 27 年度にその半分に当たる 5 千万円の助成を
講じたところです。その際、果樹を中心とする既登録剤の多くの作物残留試験を短期間に実施する

ため、都道府県植物防疫協会の試験員の皆様には特段のご理解とお力添えをいただきました。ここ

に厚くお礼申し上げます。

重点課題の 3 つめは会員組織と情報発信機能の拡充ですが、１年間で約 250 名の新規会員を得
ることができました。また、新しく登録された農薬の特徴や防除効果についての情報発信を開始す

るなど、情報発信機能の充実にもつとめました。

このように重点課題を順調に達成できたのも、ひとえに会員をはじめとする関係者のご支援の賜

と、深く感謝申し上げる次第です。
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なお、平成 27 年度の検討課題としていた千葉試験場の今後については、理事会で慎重な議論を
重ねた結果、共同運用先である日本植物調節剤研究協会に寄附することとし、その手続きを完了し

ておりますことをご報告致します。

最後に、平成 28 年度事業方針につきましては、既に会員通信「植防コメント」を通じて皆様に
お知らせしたところですが、受託試験がピークをすぎたとの認識から、数年前の予算規模に戻し、

着実かつ堅実に事業運営に当たっていくことを基本方針としました。このような中でも、消極的に

なることなく、新しい課題にも取り組んでいく所存です。

まず、施用法についての恒常的な検討の枠組みを作り、省力的で効果的な施用技術の開発と普及

を支援してまいります。また、先頃、マイナー作物の薬効試験や残留分析試験などのノウハウをお

伝えする研修会を全国各地で開催することを決めましたが、このような取り組みを通じて薬剤試験

技術の継承にも貢献してまいりたいと存じます。なお、新年度においても会員組織の拡充につとめ

ているところですが、先頃全国の普及センターや農薬卸関係者に呼びかけましたところ、多くの方

から会員のお申し込みをいただいておりますことをご報告します。そうした方々の期待に応えてい

けるよう、情報発信のあり方等についても検討してまいる所存です。

引き続き皆様の温かいご支援をお願いし、挨拶と致します。

【総会議事内容】

定款の規定に基づき、上路理事長が議長と

なり、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異議なく承

認された。

（提出議案）

１号議案 平成 27 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・収支決算及び 28 年度事業
計画のポイントも含めた説明の後、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等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.会員の情報提供及び親睦

1号議案から 5号議案までを審議、承認
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12.会務に関する事項

なお、収支・財産の状況については下記のとおり。

〔平成 27 年度収支の状況〕 （単位：千円） 〔平成 27 年度財産の状況〕 （単位：千円）

《収益》 《資産》

経常収益 3,779,150 流動資産 850,408
経常外収益 97,125 固定資産 5,039,404
収益計 3,876,275 特定預金 2,076,858
《費用》 その他固定資産 2,962,546
経常費用 3,536,957 資産合計 5,889,812
経常外費用 117,546 《負債》

費用計 3,654,503 流動負債 689,193
当期一般正味財産増減額 221,773 固定負債 652,601
一般正味財産期首残高 4,326,244 負債合計 1,341,795
一般正味財産期末残高 4,548,017 正味財産 4,548,017

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示

２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、近藤理事

は任期満了により退任することとなった。

《新役員一覧》

【理事】（8名）
青木 邦夫

天野 徹夫

上路 雅子

内久根 毅

田中 啓司

西尾 健

平田 公典

藤田 俊一

【監事】（2名）
岡田 茂

堀江 博道

３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。

４号議案 会費に関する件

前年同との説明後、承認された。

５号議案 その他

報告事項として、内久根理事からさきの理事会で承認された平成 28 年度収支予算の概要につ
いて説明が行われた。最後に議長から、このたびの九州地方を中心とした震災に対する災害義援

金の拠出に関する提案が行われ、異議なく承認された。
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【理事会における代表理事及び業務執行理事の選定結果】

総会終了後、新役員による理事会が開催され、次のとおり代表理事・業務執行理事が選定された。

代表理事・理事長 上路 雅子

業務執行理事 藤田 俊一

業務執行理事 内久根 毅

退任のごあいさつ “５年間ありがとうございました。”
平成 23年 5月に開催された定時総会で、新法人移行に向けて新設
された業務執行理事支援事業部長として経営陣に参画させていただ

いて以来、5年間にわたり協会の業務に携わらせていただきました。

この間、植物防疫に関わる幅広い分野の皆様との出会いを通して、

協会の果たすべき役割の重さ、責任の重さを痛感するとともに、力

不足ではありましたが多くの皆様に支えられて充実した 5年間を過

ごさせていただくことができました。心より感謝申し上げます。

私ごとになりますが、実家が専業農家でしたので子供時代から防

除の手伝いをさせられ、病害虫の怖さも実感として体験してきました。そして大学時代に、農家

にとってなくてはならない農薬が社会の批判の的になっている状況に強い関心をもったのをきっ

かけに、今日までほぼ半世紀近くにわたり農薬を通して社会とかかわってきました。社会人とし

てのスタートは全農の農薬研究部に配属された昭和 47年。その年はちょうど農薬取締法大改正
の翌年でした。また、農薬の生産額がはじめて 1千億円を超えた年でもありました。
農薬産業は当時、まだ創成期に近い状況だったと思いますが、その後絶え間のない技術革新を

続け、安全性確保をはじめとする様々な課題を乗り越えて、農業生産を支える重要な資材とし

て成長してきました。このような激動の時代ともいえる状況の中で、試験研究、技術普及、流通、

更に環境分析など様々な形で農薬とかかわる仕事ができたことを感謝するばかりです。

若いころは、世間から悪者扱いされるばかりの因果な世界に足を突っ込んでしまったと思った

こともありました。しかし、今振り返ると常に緊張感がみなぎった世界でもありましたし、農薬

と関わってきたからこそ物事を客観的に捉える努力の大切さや、ものの見方、考え方、伝え方な

ど多くの事を学ばせていただいたように思います。農薬とのかかわりの中で私の人生感が養われ

てきたといっても過言ではないと、改めて今、思いを新たにする次第です。

病害虫防除に関する試験・研究・指導の体制は、近年縮小傾向にありますが、農業が自然を相

手にする産業である限り、病害虫との戦いは止むことがありません。これからは今まで以上に関

係者が現場の問題点や課題、情報を共有し、お互いの機能を補完しながら生産現場をサポートし

ていくことが大切になってくると思います。植物防疫に関わる皆様のますますのご活躍と、病害

虫防除を支える農薬の更なる健全な発展を祈念しお礼のごあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。

前業務執行理事 支援事業部長 近藤俊夫

近藤前理事
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【会員親睦会】

総会終了後には恒例の会員親睦会が開催された。

上路理事長の開会あいさつの後、古畑農薬対策室長の発声で乾杯。和やかな歓談の中、正会員を代

表し梶原敏宏氏の中締めで、午後 7 時過ぎに散会した。

あいさつに立つ古畑室長

和やかな歓談が続いた会員親睦会

中締めのあいさつは梶原氏

植物防疫の発展を祈念し乾杯


