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                 ２０２０年４月７日号－1 

  

 

２０２０年度事業の開始にあたって 

理事長  早川 泰弘 

 

 

 

 会員の皆様におかれては、日頃より当協会の事業活動に格別のご理解とご協力をいただ

いており、厚く御礼申し上げます。 

 既にご承知のとおり、年明けから顕在化し始めた新型コロナウィルス感染症のまん延は、

3 月 11 日に世界保健機関（WHO）がパンデミック宣言を表明するに至りました。我が国

でも 4月 7日に政府が 7都府県を対象に緊急事態宣言を発令する等、社会や経済に大きな

影響を及ぼすに至っています。このような状況の中で、協会は 3 月下旬の理事会で 2020

年度の事業計画と予算を策定しました。 

  

基本的な方針として、農薬登録制度の変更やスマート農業の推進等、今後の病害虫防除

に必要な技術や情報のあり方が大きな転換期を迎えていることから、これらの動向に留意

しつつ、定款に定められた諸事業を着実に推進していきます。その中で特に以下の３項目

を重点課題としました。 

（１）新ガイドラインに適合する薬効薬害試験の推進および新たに受託する水稲花粉残留

試験の的確な推進 

薬効薬害試験の新ガイドラインへの対応は、これまで協会が作成してきた一連の試験法

や調査法を体系立てて再整理しましたので、これに基づき的確に実施していきます。ま

た、水稲花粉残留試験は、蜜蜂影響評価のための高次試験ですが、昨年度の自主研究を

踏まえて準備を進めてきており、今年度から新たな委託試験として実施します。なお、

この試験は茨城研究所で GLP残留分析を実施していきます。 

（２）省力的な薬剤施用法の確立に資する調査研究の推進および施用法に関する技術情報

の発信 

官民挙げて推進しているスマート農業の大きな目的の一つは農作業の省力化・効率化で

す。この観点からドローンによる農薬散布に対する期待感が高まっていますが、協会と

しても、ドローンに限らず省力的・効率的な薬剤施用法の重要性は従来から認識してお

り、これまで以上に取り組んでいく必要があると考えています。この方針のもとで今年

度は幾つかの自主研究を開始していく計画です。 

（３）協会ホームページの刷新による諸情報の充実、書籍や発生予察用資材の販売方法の

システム化 

昨今の情報媒体の著しい変化や通販の普及に乗り遅れないよう、所要のシステムを整備 

していきます。具体的には通販サイトを開設し、購入を希望されるお客様の利便性向上
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と協会の事務の効率化を推進します。また、関心の高い技術情報を閲覧いただけるサイ

トも開設します。 

 

全体の予算としては、収益の柱である受託試験のやや減少を見込む一方で、新規取得物

件の稼働に伴う賃貸事業において見込んだ増益がこれを補い、前年とほぼ同等の規模と

しました。 

 

冒頭述べました新型コロナウィルス感染症のまん延は、これまでに経験したことのない

ものであり、今後の状況については現時点では全く予測困難ですが、協会としては役職員

一丸となってテレワークを駆使する等可能な限りの対応を行い、業務の停滞が生じないよ

う努力してまいる所存ですので、会員各位におかれましては、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。 
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2020 年度事業計画 

（2020 年 3 月 30 日 理事会承認済） 

 

基本方針 

農薬登録制度の変更やスマート農業の推進等、今後の病害虫防除に必要な技術や情報の

あり方が大きな転換期を迎えていることから、これら動向に留意しつつ、定款に定められ

た諸事業を着実に推進していく。また、以下を重点課題として取り組んでいく。 

１．新ガイドラインに適合する薬効薬害試験を推進するとともに、新たに受託する水稲花

粉残留試験を的確に推進していく。 

２．省力的な薬剤施用法の確立に資する調査研究に取り組むとともに、施用法に関する技

術情報の発信につとめる。 

３．協会ホームページの刷新をはかり諸情報の充実につとめるとともに、書籍や発生予察

用資材の販売方法のシステム化をはかる。 

 

１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進 

(1) 新農薬実用化試験 

① 依頼を受けた薬効薬害試験について、引き続き、全国の試験研究機関並びに協会研究

所・試験場において効率的な受託を推進していく。 

② 本年から新ガイドラインが適用されることに伴い、協会が作成してきた一連の試験法

や調査法を体系だてて再整理し、的確な試験実施につとめる。 

③ 引き続き、分野別に成績検討会を開催して試験成績の信頼性確保につとめるとともに、

薬剤情報バンクを通じた全国の防除指導への活用をはかる。 

(2) 新農薬環境動態試験 

① 依頼を受けた作物残留試験等について、引き続き、都道府県植物防疫協会、残留分析

機関並びに協会研究所・試験場との緊密な連携のもとで的確な試験を推進していく。 

② 新たに水稲花粉残留試験を受託し、協会研究所・試験場において的確に実施するとと

もに、本試験分野に係る GLP 適合確認を取得していく。 

③ 引き続き、SOP の改善や教育研修につとめ、GLP 試験体制の質的充実をはかる。ま

た、都道府県植物防疫協会における安定的な試験体制確保のための GLP 試験費特別加

算措置を継続する。 

 

２．登録の少ない農作物等に対する農薬登録の推進 

(1) 引き続き、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

係者サイトを設置して情報の共有化をはかり、国及び都道府県の取り組みを推進する。 

(2) 引き続き、準メジャー作物等、農薬登録の少ない農作物の登録を推進するため、都道

府県からの要望に応えて登録試験をすすめる薬剤に対し、試験費の一部を助成する（助

成事業）。 

(3) 海外から侵入し急速に蔓延しつつあるツマジロクサヨトウに対する農薬登録取得の

ため、新たに隔離条件下での薬効試験を推進する。 
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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ため、国等が計画する調査業務に協

力する。 

(2) 省力化に資する薬剤施用法に関する調査研究に取り組み、実用化を促進する（自主研

究）。 

(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 

(1) シンポジウムの開催（研修等事業） 

   植物防疫推進上の諸問題を取り上げたシンポジウムを 9 月及び 1 月に計 2 回開催す

る。うち 1 回は地方開催とする。 

(2) 植物防疫研修会の開催（研修等事業） 

   植物防疫の指導者の養成を目的に開催している本研修会について、引き続き所要の改

善をはかりつつ、10 月及び 2 月の計 2 回開催する。 

 

５．植物防疫に関する歴史的な史料の展示 

歴史的な史料を収蔵・展示している植物防疫資料館を維持管理し一般公開を推進する。

また、ホームページ上に開設した「デジタル資料館」について、植物防疫バックナンバ

ーや史料の充実をすすめる（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」 

植物防疫に関する総合的な技術情報誌として引き続き誌面の充実につとめる。 

(2) 年次刊行物 

農薬管理指導士研修等テキストとして活用されている「農薬概説」、我が国の農薬の

生産出荷量等をとりまとめた「農薬要覧」について、最新の情報を盛り込んだ 2020 年

版を刊行する。また、適用作物病害虫別に登録薬剤が一目で確認できる「農薬適用一覧

表」については、構成内容を見直して 2020 年版を刊行する。 

(3) 農薬ハンドブック 2021 

我が国の登録農薬の特性を解説した本書を 5 年ぶりに全面改訂し刊行する（2021 年 

1 月刊行予定）。 

(4) 新刊・既刊図書が協会ホームページからいつでも手軽に購入できるシステムを構築し、

利便性向上と事務の効率化をはかる。 

 

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）で提供する各種情報の迅速かつ的確な

アップデートにつとめるとともに、必要なシステム改修を講じて利便性向上をはかる。

また、従量課金を廃止し、利用規約を簡素化するなど、サービス向上につとめる。 

(2) 協会ホームページの刷新をはかり、デジタル資料館を通じた情報提供に加え、新たに

次の情報提供につとめる。 

・植物防疫誌に紹介された薬剤感受性検定法の一覧 

・薬剤施用法に関するＱ＆Ａ又は解説 
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・その他の技術情報 

(3) 農業技術情報をめぐる新たな動向を見据えつつ、JPP-NET 事業の将来ビジョンを検

討する。 

 

８．植物防疫関連資材の提供 

引き続き、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資

材、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。 

(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からの委託に基づき、所

要の事務に協力する。 

(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（7 月、和歌山県下）。 

 

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、賃貸物件の堅実な運用につとめる。 

 

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」について、引き続き内容の充実につとめ、定期的に配信す

る。 

(2) 総会にあ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、引き続き研究所・試験場の老朽化設備の修繕

及び更新をすすめる。 

(2) 引き続き、組織や人事制度等の見直しをすすめ、世代交代をはかる。 
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（単位：千円）

実施事業
特別会計

事業会計 管理会計 合計

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取会費 7,750 7,750

事業収益 2,631,060 2,631,060

その他収益 3,300 16,900 16,300 36,500

経常収益計 3,300 2,647,960 24,050 2,675,310

(2)経常費用

事業費 56,460 2,411,340 2,467,800

期首在庫商品 16,900 16,900

管理費 186,780 186,780

その他費用 0

経常費用計 56,460 2,428,240 186,780 2,671,480

当期経常増減額 △ 53,160 219,720 △ 162,730 3,830

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

受託体制安定化準備費用取崩 40,000 40,000

経常外収益計 0 40,000 0 40,000

(2)経常外費用

特別修繕引当金繰入 3,000 3,000

受託体制安定化準備費用繰入 40,000 40,000

経常外費用計 0 43,000 0 43,000

当期経常外増減額 0 △ 3,000 0 △ 3,000

他会計振替額 53,160 △ 215,890 162,730 0

当期正味財産増減額 0 830 0 830

正味財産期首残高（見込み） 0 3,912,439 1,174,042 5,086,482

正味財産期末残高 0 3,913,269 1,174,042 5,087,312

※収支予算の詳細については、ホームページをご覧下さい。

2020年度予算の概要
2020年4月1日から2021年3月31日まで

科　目

日本植物防疫協会「人事異動」 

◎新規採用－2020 年 4月 1日付（氏名・配属先） 

齋藤 龍平  茨城研究所 

横田 佑哉  茨城研究所 

 

◎退 職 －2019 年 1月 31日 

角田 泰   調査企画部 
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