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          平成 30年 12月 14日号－2 
平成３０年度植物防疫地区協議会 

病害虫防除や農薬使用に関する諸課題を協議 
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農林水産省地方農政局主催の「植物防疫地区協議会」は、当年の病害虫発生や防除状況、

農薬に関する諸課題について情報提供や意見交換を行い、今後の適切かつ効率的な病害虫

防除、農薬の適正使用を進めていくことを目的に開催している。 

農林水産省、都道府県、農研機構、農林水産消費･安全技術センター(FAMIC)、植物防疫関

係団体などが参集し６地区で行われた。 
 

北海道･東北地区植物防疫協議会 日程 11月 29～30 日 開催地【仙台】 

関東地区植物防疫協議会     11月 21～22 日    【さいたま】 

植物防疫北陸地区協議会     11月 27～28 日    【金沢】 

東海･近畿地区植物防疫事業検討会   11月 21～22 日    【名古屋】 

植物防疫中国四国地区検討会      11 月 8 ～ 9 日    【岡山】 

植物防疫九州･沖縄地区協議会     11月 8 ～ 9 日     【宮崎】 

 

農林水産省植物防疫課からは、本年の病害虫発生状況の他、発生予察事業の今後の取り

組み、IPM 普及推進、農産物輸出促進対策、薬剤抵抗性対策やマイナー作物の農薬適用拡

大促進対応などについての説明が行なわれた。また、航空事業関係については、農業用ド

ローンの利活用拡大にむけた規制改革について検討を進めている事などが報告された。国

内検疫関係については、特に種馬鈴しょ検疫制度やジャガイモシストセンチュウ対策、侵

入警戒調査などについて、制度の見直しや調査種の拡大などについて、今後の実施内容の

説明が行なわれた。また、本年、特定外来生物に指定されたクビアカツヤカミキリについ

ては環境省とも連携し、適切な防除対策を進めるなどについても説明された。 

農薬対策室からは、農薬取締法の改正内容や農薬の適正使用についての報告があり、意

見交換が行われた。今回は、危害防止運動実施結果の検証を行ったことから、各県からの

報告内容を確認した。そのほか、農薬ラベル表示について都道府県にアンケートを実施し

ており、その結果は今後の検討の参考にするとのことであった。 

FAMIC 農薬検査部からは農薬登録状況など報告された。また、農研機構からは「ＡＩを

活用した病害虫防除の超スマートソリューションの提供」研究コンソーシアムについての

説明があり、都道府県に対して情報提供への理解などを求めた。 

全体会議の後、畜産部局との蜜蜂への被害軽減対策についての合同会議がおこなわれ、

被害軽減のための対策などについての意見交換がおこなわれた。 

 

○ 病害虫発生の特徴－各地区で協議された事項－ 

全国的には、モモせん孔細菌病、リンゴ黒星病、タマネギべと病などが報告された。 

【北海道・東北地区】 

病害虫の発生は全般的に少なかった。リンゴ黒星病は、DMI 剤耐性・QoI 剤耐性が各

県で確認されていることが報告された。本年は発病が早かったために、適期防除が行え

なかったことと病気に好適な気象が相まって多い状況で推移したとの報告であった。 
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【関東地区】 

全体的に大きな問題となる事例はなかった。ヒメトビウンカ越冬世代幼虫の RSV 保毒

虫率が高めとの報告が数県あった。栃木県では大麦斑葉病が多発傾向、スクミリンゴガ

イが 2～3 年前から卵魂が確認され、成貝も確認された。千葉県の一部でサトイモ疫病

が8月中旬から目立った、静岡県ではキウイフルーツのカメムシ類が春先多発であった、

など報告された。 

【北陸地区】 

水稲病害虫は全体的に少ない発生であったが、石川県、富山県で斑点米カメムシの発生

が多かった。また、新潟県では、ごま葉枯病がほぼ県内全域に発生が認められたが発病

程度は低かった。 

果樹ではハダニが多発した。野菜では、富山県でネギのネギハモグリバエが多発した。 

【東海・近畿地区】 

シロイチモジヨトウが各府県数年前から増加傾向にあり、薬剤感受性も低下し対応に苦

慮している。ビワキジラミが淡路島にも侵入、さらに一時的に和歌山でも発生が認めら

れた。経路は不明だが、未発生地に突如現れることが確認されたので、今後警戒を強め

る必要がある。 

【中国四国地区】 

水稲の斑点米カメムシ、果樹カメムシ、野菜・大豆ではハスモンヨトウ、タマネギべと

病などの発生が多かった。ハスモンヨトウやシロイチモジヨトウに対してジアミド系薬

剤の効力低下についての報告があった。また、クリシギゾウムシ防除の代替剤対策の要

望があった。 

【九州・沖縄地区】 

水稲病害虫は、各県とも斑点米カメムシが多い傾向であったが、他は少なかった。ムギ

類赤かび病が大分県、福岡県で多発した。ここ数年で九州では DON の濃度が高くなっ

ている。 

果樹では、福岡県でキウイフルーツかいよう病 Psa3 系統が本年も多くの園で発生した。 

 

○ 主な病害虫の注意報の発表状況 
（平成 30年 1月 1日～10 月 25日）－農林水産省資料より 

作物名 病害虫名 発表都道府県数（延べ数） 

水稲 斑点米カメムシ類 10府県(10件) 

イネいもち病（葉いもち） 1道(1件) 

イネ縞葉枯病（ヒメトビウンカ） 1県(2件) 

いちご ハダニ類 7県(10 件) 

たまねぎ タマネギべと病 3府県(4件) 

かき カキ炭疽病 1県(1件) 

かんきつ カンキツかいよう病 1県(1件) 

キウイフルーツ キウイフルーツかいよう病 Psa3系統 1県(1件) 

なし ハダニ類 3県(3件) 

もも ハダニ類 2県(2件) 

モモせん孔細菌病 7県(10 件) 

りんご ハダニ類 3県(3件) 

リンゴ黒星病 4道県(4件) 

さとうきび メイチュウ類 1県(2件) 

野菜類、花き類 オオタバコガ 4道県(4件) 

シロイチモジヨトウ 12府県(14件) 

大豆、野菜類、花き類 ハスモンヨトウ 6県(7件) 

果樹全般 果樹カメムシ類 18県(27件) 

 



 - 3 - 

 

 

○ 農薬の登録状況 

－農林水産消費安全技術センター農薬検査部資料より－ 

         農薬の登録件数等の推移 (平成 30年 9月 30日末現在) 

区分  ＼   年度 25 26 27 28 29 30 

有効登録件数 4,342 4,339 4,375 4,314 4,317 4,282 

新規登録件数 230 171 184 112 151 160 

登録有効成分数 555 563 570 579 583 590 

新規登録有効成分数 16 12 8 12 10 10 

失効有効成分数 4 4 1 3 6 3 

 

新規有効成分を含む農薬の登録状況（平成 29年 10月～平成 30年 9月） 

一般名 農薬名 用途 主な適用の内容 

イソフェタミド ケンジャフロアブル 殺菌剤 ぶどう(黒とう病､他)他 

エンドタールニカリウム塩 MICエンドタールＫ液剤 除草剤 日本芝(こうらいしば)(ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ)他 

ピラジフルミド ディサイドフロアブル 殺菌剤 日本芝(疑似葉腐病(春はげ症))他 

スルホキサフロム トランスフォームフロアブル 殺虫剤 りんご(ｱﾌﾞﾗﾑｼ類､他)他 

シクラニリプロール テッパン液剤 殺虫剤 りんご(ｼﾝｸｲﾑｼ類､他)他 

フェンキノトリオン ジータ１キロ粒剤 除草剤 移植水稲(水田一年生雑草､他)他 

ホルペット リナセル顆粒水和剤 殺菌剤 あずき(茎疫病)他 

フロメトキン ファインセーブフロアブル 殺虫剤 なす(ｱｻﾞﾐｳﾏ類､他)他 

フマル酸 アルテリア水和剤 殺菌剤 西洋芝(ﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽ)(かさ枯病､他) 

トリフルメゾピリム デュポン ゼクサロン箱粒剤 殺虫剤 稲(箱育苗)(ｳﾝｶ類､他) 

 

農薬登録が失効した有効成分（平成 29年 10月～平成 30年 9月） 

一般名 農薬名 用途 失効年月日 

ビテルタノール アースガーデン W 殺菌剤 平成 30年 6月 24日 

エチルチオメトン エチメトン粒剤 6 殺虫剤 平成 30年 7月 13日 

エンドタールニナトリウム塩 ホクサンエンドタール液剤 H 除草剤 平成 30年 8月 23日 

 


