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平成２９年度事業計画と予算について

理事長 上 路 雅 子

平成 29 年 3 月 24 日、15 時から協会会議室において第 17 回理事会が開催され、平成 29 年度
事業計画と予算が承認されました。その内容は別掲のとおりです。

昨年、我が国農業の新たな推進方針が策定されたことを受け、当協会としてもこれらを強く意

識した事業展開が必要であるとの認識にたち、新年度は 4項目の重点課題を掲げその推進に取り
組むとともに、定款の定める諸事業を着実にすすめることを基本方針としました。

重点課題のひとつ目は、ＪＰＰ－ＮＥＴに「薬剤情報バンク」を創設することです。これは、

去る 1 月 31 日付けで農林水産省消費・安全局長より当協会あてに登録試験データ等薬剤情報の
都道府県等への提供に係る協力要請があったことを受けたものです。当協会では毎年、新農薬実

用化試験成績を全国の指導機関に配布する一方、ＪＰＰ－ＮＥＴ内にその概要をデータベース化

しているところです。また、植物防疫誌、会員通信、その他刊行物を通じ、薬剤の特性等に関す

る様々な情報を提供しているところです。今回の協力要請を受け、それらを一元的に集約した情

報バンクを構築することで、全国の指導機関がいつでも必要な情報を検索し、参照できるシステ

ムを構築していくこととしました。さらに、農薬メーカーから任意にご提供いただく情報サイト

も併設し、システムの一層の充実をはかってまいりたいと考えています。ＪＰＰ－ＮＥＴ内での

システム構築となることから利用者に一定の制限はありますが、利用料金への転嫁なしに本年

9月の稼働を目指して取り組んでまいります。

２つ目の重点課題は、研修会の内容の充実です。地域の指導機関の人員削減等により民間の人

材育成が急務となってくる中、当協会が実施する「植物防疫研修会」の使命がますます重要にな

ってきています。そこで本研修会の内容を一層充実して取り組んでまいります。

また、都道府県等で取り組むマイナー作物農薬登録推進を支援するため、昨年各地で技術研修

会を開催したところ、大変好評であったことから、新年度も継続して取り組んでまいります。

３つ目の重点課題は、施用法に関する取り組みです。大規模化や省力化といった流れの中で薬

剤の施用法がキーワードとなってくるとの認識から、昨年から取り組みに着手したところですが、

全国から様々な情報が寄せられる中で喫緊の課題が幾つか生じてきたことから、新年度において

は、それらの解決に取り組んでいくことと致します。具体的には、水稲の高密度育苗法への箱粒

剤の適応性と、施設病害に対する常温煙霧法の適応性の確認であり、協会自主研究事業として取

り組んでまいります。これらの成績検討会を通じて施用法について広く情報交換してまいりたい

と考えています。
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４つ目の重点課題は、全国の技術情報の収集と発信に関する取り組みです。当協会の本部ばか

りでなく研究所や試験場でも外部との交流促進をはかっていく必要がありますが、そうした中か

ら全国の技術情報を積極的に収集し、協会の情報媒体である月刊誌「植物防疫」や会員通信「植

防コメント」を通じて適時的確な発信を心がけていきたいと考えています。この取り組みの一環

として、まず植物防疫誌への積極的な寄稿を呼びかけてまいります。また、一定期間を経過した

本誌バックナンバーを「植物防疫アーカイブ」として協会ホームページ上で公開していきたいと

考えております。

さて、協会の最も重要な事業である受託試験については、一昨年をピークとして減少傾向にあ

ります。中でも活発な新剤開発がつづいてきた殺虫剤分野の試験が大きく減少し、平成 29 年度
新農薬実用化試験の構成比率は、はじめて殺菌剤を下回る状況となっています。このような中、

受託がすすみにくい病害虫に対し協会研究所の取り組みを強化する等、受託の促進に努力してい

く所存です。また、残留試験や国からの委託調査業務にも積極的に取り組んでまいります。

公益目的事業については、既に述べた研修会や自主研究以外にも、シンポジウムの開催や試験

費の助成等について引き続き取り組んでまいりますが、資料館事業については、新たに協会ホー

ムページに「電子資料館」を開設していきたいと考えております。

なお、経営基盤の安定を目的に取り組んでいる賃貸事業については、昨年保有物件のひとつを

売却したことを受け、新年度はその売却益を充当して更新物件取得の検討をすすめていく考えで

す。

これら事業計画を踏まえた平成 29 年度予算は、受託試験の規模縮小を反映し、昨年を 4.9 パ
ーセント下回る事業収益を見込んだ内容としました。他方、事業支出についても前年を下回る水

準に抑制することにより、健全性を損なわない収支予算を編成させていただきました。引き続き

堅実な経営につとめてまいる所存です。

役職員が一丸となり、新たな事業計画を着実に推進してまいりますので、会員各位におかれて

は、引き続き格別のご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

（別掲）平成２９年度事業計画

平成２９年度予算の概要
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平成２９年度事業計画

基本方針

農業競争力強化施策の方向性に沿った植物防疫の推進を支援するため、平成29年度は、以下の

重点課題を掲げてその推進に取り組むとともに、堅実な経営方針のもとで、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 地域における病害虫防除指導を支援するため、登録試験データ等を検索できる薬剤情報バン

クを創設する。

② 植物防疫に携わる人材を育成するため、研修事業の質的充実をはかる。

③ 新たな栽培管理体系下で必要となる省力・効率的な薬剤施用法に関する調査研究を推進する。

④ 全国の技術情報の収集につとめ、植物防疫誌又は会員通信等を通じた適時的確な情報配信を

はかる。

１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進

(1) 平成29年度における薬効薬害及び残留等に係る受託試験は、ピーク前の依頼状況に戻りつつ

あるが、それらの効率的な受託と的確な実施に取り組む。中でも、受託がすすみにくい病害虫

に対し、協会研究所における取り組みを強化する等により、受託の促進につとめる。

(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29年4月）並びに主任試験員等研

修会議（平成30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、試験法について引き続き所要の検討を行う。

(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。また、平成29年度はGLP適合確認更新年に当たる

ことから、当局による査察に協力し、指導事項があれば改善につとめる。

２．登録の少ない農作物等に対する農薬登録の推進

(1) 病害虫防除・農薬登録推進中央協議会の一員として、協会ホームページに関係者向け情報サ

イトを常設して情報の共有化をはかるとともに、国及び都道府県の取り組みを支援する。

(2) 都道府県が自ら取り組むマイナー作物に対する薬効薬害試験及び作物残留試験の的確な実施

を支援するため、前年度に引き続き、地域で技術研修会を開催する（研修等事業）。

(3) 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）。

(4) 残留農薬基準設定への短期暴露評価導入に伴う既登録農薬の登録維持を支援するため、前年

度に引き続き、緊急助成を行う（助成事業）。

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

る調査業務に協力する。

(2) 省力化やコスト低減に向けた農薬施用法の開発と普及促進に資するため、以下の課題に取り

組むとともに、施用法に係る諸課題の情報収集をすすめる。

① 水稲高密度育苗技術に対する箱粒剤の適応性調査（自主研究）

② 施設病害に対する常温煙霧法の適応性調査並びに農薬登録の推進（自主研究を含む）
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(3) 必要が生じた際は、薬剤抵抗性対策、外国事情等について所要の調査検討を行う。

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29年9月及び平成30年1月に

計2回開催する。

(2) 植物防疫研修会の開催

植物防疫に関する幅広い知識の習得を促進するため、新たに研修要綱を定めるなどして質的

充実をはかる。また、受講希望に対応するため、前年度同様3回開催する（開催時期：平成29

年10月（2回）及び平成30年2月）。

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、引き続き歴史

的な史料の保存、修復、デジタル化に取り組む（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」

本誌が全国の植物防疫関係者の身近な存在となるよう、掲載規程を策定してひろく寄稿を呼

びかけるなど編集方針を一部変更のうえ、引き続き誌面の充実につとめる。また、平成30年

1月号から本誌体裁をA4版に変更する。

(2) 単行本の発行

農薬概説、農薬要覧及び農薬適用一覧表の2017年版を作成する。また、平成30年度における

以下の改訂版発行のため、所要の準備をすすめる。

① ひと目でわかる果樹の病害虫第1巻

② 農薬概説2018年版

７．植物防疫に関する諸情報の収集及び提供

(1) 植物防疫情報総合ネットワーク（JPP-NET）について、以下の取り組みをすすめる。

① 地域における病害虫防除指導を支援するため、登録試験データや関連情報を幅広く検索で

きる「薬剤情報バンク」を創設し、運用を開始する。

② 病害虫発生現況、農薬登録等データベースの改良をはかり、本ネットワークの的確な運用

を推進する。

(2) ホームページを通じた以下の新たな情報提供に着手する。

① 植物防疫アーカイブ

一定期間経過後の月刊「植物防疫」の掲載記事を収載

② 電子資料館

植物防疫資料館の主な蔵書を収載

８．植物防疫関連資材の提供

病害虫の発生予察や診断をサポートするため、発生予察用性フェロモン剤、植物ウイルス抗

血清等の頒布を行う。

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。
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(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29年9月、岩手県下）。

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2件の賃貸物件の的確な運用にとつめるとともに、

前年に売却した物件に代わる新たな賃貸物件の取得に向けた検討に着手する。

１１．会員への情報提供並びに親睦

(1) 会員通信「植防コメント」を通じ、協会の事業実施状況や植物防疫に関する諸情報の適時的

確な配信につとめる。

(2) 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すす
める。

(2) 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、外部との
交流拡大に取り組む。

(3) 将来を見据えた事業及び組織体制のあり方に関する検討を引き続きすすめる。

平成２９年度予算の概要

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで （単位：千円）

科 目 実施事業 事業会計 管理会計 合計

特別会計

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取会費 7,970 7,970

事業収益 2,574,640 2,574,640

その他収益 8,000 19,440 15,450 42,890

経常収益計 8,000 2,594,080 23,420 2,625,500

(2)経常費用

事業費 78,880 2,332,250 2,411,130

管理費 169,610 169,610

その他費用 20,200 20,200

経常費用計 78,880 2,352,450 169,610 2,600,940

当期経常増減額 △ 70,880 241,630 △ 146,190 24,560

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

緊急助成準備金取崩 13,000 13,000

経常外収益計 0 0 13,000 13,000

(2)経常外費用

特別修繕引当金繰入 3,000 3,000

経常外費用計 0 3,000 0 3,000

当期経常外増減額 0 △ 3,000 13,000 10,000

他会計振替額 70,880 △ 204,070 133,190 0

当期正味財産増減額 0 34,560 0 34,560

正味財産期首残高（見込み） 0 3,563,850 1,174,042 4,737,892

正味財産期末残高 0 3,598,410 1,174,042 4,772,452

※収支予算の詳細については、ホームページをご覧下さい。


