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平成２９年６月１５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

「第６回総会を開催」 日本植物防疫協会

平成 29 年 6 月 9 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６回総会が、平成２９年６月９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１１２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、研究を代表して後藤領域長よ

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６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

皆様に多数ご臨席を賜り、誠に有り難うござい

ます。

≪新法人の５年間を総括≫ 【あいさつする上路理事長】

さて、当協会は平成２４年４月から新法人として再出発しましたが、本年３月をもってちょ

うど５年が経過したことになります。５年というのはひとつの節目でありますので、この機会

をお借りして、歩みを振り返ってみたいと存じます。

まず、公益法人制度改革により、一般社団法人は財産額に相当する公益事業を計画的に遂行

していくことが求められることとなりましたが、それによる赤字は他の事業収益によって賄っ

ていかなければならず、当時の執行部にとって安定的な経営基盤の構築が大変重要な課題でし

た。このため、新法人移行を機に、小平土地の売却益を原資とした不動産賃貸事業に取り組む

こととなりました。この事業には、当時の理事会で心配の声が上がったと聞きますが、結果と

して５年間の事業経過は極めて堅調に推移し、経営基盤の安定に大きく貢献するまで成長しま

した。

このような新しいチャレンジに踏み切った背景には、当時、中核的事業である受託試験事業

が落ち込んだ時期にあったことがありました。そうした低迷期にあって、新法人をいかに軌道
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にのせていくかが、この５年間の大きなテーマでありました。幸運なことに、新法人移行後に

新たな系統の農薬開発が相次ぎ、平成２７年度には過去最大に迫る水準にまで達しました。こ

の陰には、都道府県植物防疫協会をはじめ全国の試験場や協会研究所職員の献身的な努力があ

ったことに、あらためて感謝申し上げたいと存じます。いずれにせよ、これら賃貸事業の成功

と受託試験の増加が、新法人移行後の５年間を極めて順調に推移させたと言えるでしょう。

こうした好調を背景に、公益目的事業として開始した助成事業にも力を入れて取り組むこと

ができました。この事業は、ＧＬＰ制度導入によって取り残されると懸念された、生産量の少

ない準メジャー作物に対する農薬登録促進を目的として開始したものですが、数年前、残留農

薬基準に短期暴露評価が導入される方針が発表されると、そのままでは多くの重要な既登録剤

が撤退しかねないと懸念されたことから、登録維持のための作物残留試験に大規模な助成を行

うことを決断しました。

新法人移行に当たって課題となったもうひとつのポイントが会員のあり方でした。あらため

て申し上げるまでもなく社団法人の構成員は会員です。そこで、有名無実化していたそれまで

の会員制度をあらため、新法人では全国の植物防疫関係者に気軽に参加いただけるよう、一般

会員という新しい仕組みを付け加えました。協会が定款に掲げる「植物防疫の進歩発展」には

全国の関係者が日頃から情報共有していく環境づくりが不可欠であるとの思いから、昨年まで

会員の拡大を重点課題のひとつに掲げてまいったところです。この結果、新法人発足時に７１

３であった会員総数は、先月末には１４１７にまで増加しました。最近は、意欲的な農業者な

どからも入会申込みがあるなど、植物防疫に対する関心の広がりに驚きと喜びを感じる一方、

期待に応えていける活動と情報発信を心がけていくべく、決意を新たにしているところです。

このように、新法人移行後において、それまで以上に植物防疫に貢献することが出来たのも、

安定的な経営基盤の構築に一定の目途が得られたからに他なりません。そしてその要因は、さ

きに述べた事業面の好調だけでなく、歴代の執行部の質素で堅実な経営方針に加え、全国のご

関係者の心強いご理解ご支援の賜であることを忘れてはならないと存じます。なお、結果論的

に申せば、新法人移行に当たり一般社団法人を選択したことが、意欲的な事業展開に幸いした

と言えるのではないかと考えております。

≪今後の５年間を見据えて≫

さて、順調であった移行後の５年間に対し、今後の５年間はどのように展望したらよいでし

ょうか。

皆様すでにご承知のとおり、昨年から我が国農業の方向性に大きな転換が示され、植物防疫

も今後大きな変化に晒されていくのではないかと予想されています。技術面では、昨年のシン

ポジウムでも取り上げたように、輸出促進に伴う残留基準や防除体系の課題、さらに薬剤抵抗

性問題にどう対応していくかといった課題のほか、今後大規模・省力的な営農形態に見合う防

除方法も課題となってくるでしょう。他方、生産資材費低減の要請の中で、農薬の流通改革や

ジェネリック農薬の参入拡大など、業界にはこれまでにない緊張がはしっています。協会とし

ては、植物防疫関係者が一致協力して築いてきた農薬に対する信頼がいささかも損なわれるこ

となく、改革がすすめられることを切に願うものです。
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事業面では、受託試験は一昨年をピークに減少期に移っております。これは新剤の開発と短

期暴露対応が一段落したためですが、増加のペースが急激であっただけに、減少幅も大きくな

っております。環境の激変も予想される中、今後５年間にどのような変化があるのか十分に見

通すことは困難ですが、しばらく我慢の時期がつづくものと想定し、次のステップに備えるた

め、この時期において今一度足下をしっかりと踏み固めたいと考えております。

このような考えから、昨年保有不動産の一部を売却し、一層の経営安定に役立てていくため

の準備に入りました。事業面では、一段引き締めた予算運営の中でも決して萎縮することなく、

新たな農業施策の方向性に即した幾つかの重点課題を掲げ、取り組んでまいります。

まず、生産資材費低減の観点から、農薬の薬効や薬害に関する登録試験データを地域の指導

機関がこれまで以上に活用していく方針が示されたことを受け、この機会に農薬に関する様々

な技術情報を集積した「薬剤情報バンク」の創設に取り組んでまいります。これにより、当協

会に集積された新農薬実用化試験データを詳しく参照いただける仕組みを作るとともに、農薬

メーカーにもご協力いただき、薬剤の特徴や的確な使用法を指導者層にしっかりとお伝えして

いくシステムに育てあげたいと考えております。

次に、新たな農業の展開の中で大規模化・省力化に見合う薬剤施用法が重要な課題になって

くるとの認識から、本年、関連のシンポジウムを開催するとともに、幾つかの調査研究課題に

取り組んでまいります。中でも、水稲においてにわかに脚光を浴びている「密苗」については、

箱粒剤をどうするかが問題となっていることから、緊急の取り組みを開始することにしたとこ

ろです。

さらに、植物防疫に関する人材育成に力を入れていく必要が高まっているとの認識から、協

会がこれまで行ってきた様々な研修機能をより一層充実してまいります。また、協会の組織を

あげた情報収集体制を構築し、月刊誌や会員通信に反映していくことなどを通じ、全国の植物

防疫関係者との連携を一層緊密なものにしていきたいと考えております。

先行きは混沌としていますが、どのような変化があるにせよ、病害虫の被害防止が農業生産

の重要課題でありつづけることに疑いの余地はなく、諸情勢の変化に遅れることなく、皆様の

お役にたてる活動に積極・果敢に取り組んでいくことが、協会の使命と認識し、これら重点課

題にしっかりと取り組んでまいる所存です。会員をはじめ関係機関の皆様におかれましては、

一層のご指導ご鞭撻を賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

前置きが長くなりましたが、本日の総会では、平成２８年度の事業報告と決算をご審議いた

だきたく存じます。過去最高の実績をあげた２７年度と比べるべくもありませんが、平成２８

年度事業は、いずれの事業ともに計画どおり順調に完了することができました。のちほどの報

告の中で、今ほど触れた平成２９年度の取り組みについてもご説明させていただく予定でおり

ます。また、３名の理事から退任のご意向が示されたため、本総会において新たな理事の選任

をお諮りしたいと存じます。

限られた時間ではありますが、的確なご審議を賜り、本日の総会がご参会の皆様にとって有

意義なものとなりますことを祈念して、挨拶と致します。
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【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、藤田及び内久根の両業務執行理事から提出

議案の説明が行われた。

提出議案と議決結果は次のとおり。

第１号議案 平成２８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及び２９

年度事業計画のポイント並びに収支決

算についての説明が行われた後、岡田

監事から監査報告がなされ、当議案は

原案どおり異議なく承認された。

以下事業項目 【総会にて提出議案を審議】

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.会員への情報提供及び親睦

12.会務に関する事項

なお、収支・財産の状況については後述のとおり。

第２号議案 役員人事に関する件

役員人事については、青木理事、天野理事及び平田理事の退任に伴い、後任の理事とし

てそれぞれ宇野 彰一氏、引屋敷 透氏及び西本 麗氏が新たに理事に就任した。

新役員の紹介は後述のとおり。

第３号議案 役員報酬に関する件

原案どおり異議なく承認された。

第４号議案 会費に関する件

前年同との説明後、原案どおり異議なく承認された。

第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２９年度収支予算の概

要について説明が行われた。また、坂野雅敏正会員が叙勲の栄に浴されたことが紹介され

盛大な拍手で祝福された。
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－－－収支・財産の状況－－－

〔平成２８年度収支の状況〕 （単位：千円）

《収益》

経常収益 3,106,659

経常外収益 194,558

収益計 3,301,217

《費用》

経常費用 3,027,180

経常外費用 87,602

費用計 3,114,782

当期一般正味財産増減額 186,435

一般正味財産期首残高 4,548,017

一般正味財産期末残高 4,734,452

〔平成２８年度財産の状況〕 （単位：千円）

《資産》

流動資産 670,128

固定資産 5,200,137

特定預金 2,977,606

その他固定資産 2,222,531

資産合計 5,870,266

《負債》

流動負債 519,080

固定負債 616,733

負債合計 1,135,813

正味財産 4,734,452

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示

－－－新役員のご紹介－－－

新たに理事に就任した３名の方々をご紹介いたします。

宇 野 彰 一 昭和４２年生まれ

（う の しょういち）

平成 ２ 年 日本農薬 株式会社

平成 ８ 年 株式会社 高岡屋

平成１３年 〃 専務取締役

平成１６年 〃 代表取締役社長（現）

平成２８年 全国農薬協同組合 理事長（現）

西 本 麗 昭和３２年生まれ

（にしもと れい）

昭和５５年 住友化学 株式会社（旧 住友化学工業 株式会社）

平成１８年 〃 農業化学業務室 部長

平成２１年 〃 執行役員 農業化学業務室 農薬化学品質保証部担当

平成２５年 〃 代表取締役 常務執行役員

平成２７年 〃 代表取締役 専務執行役員（現）

平成２９年 農薬工業会 会長（現）
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引 屋 敷 透 昭和３４年生まれ

（ひきやしき とおる）

昭和５８年 全国農業協同組合連合会

平成２１年 〃 本所肥料農薬部 肥料課長

平成２４年 〃 本所総合企画部 次長

平成２７年 〃 山梨県本部 副本部長

平成２９年 〃 本所肥料農薬部 部長（現）

【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。

路理事長から開会の挨拶と退任理事に対する謝辞と新任理事の紹介がなされ、古畑農薬対

策室長の発声で乾杯。和やかな歓談の中、小野横浜植物防疫所長の中締めで、午後７時過ぎ

に散会した。

【乾杯のあいさつに立つ

古畑農薬対策室長】

【和やかな歓談が続いた会員親睦会】

【中締めのあいさつをする 小野横浜植物防疫所長】

【新旧役員を紹介する上路理事長】
左から、新任：引屋敷理事、西本理事、宇野理事 と 退任理事：平田理事、青木理事


