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                ２０２０年６月１６日号－1 

  

「第９回総会を開催」 日本植物防疫協会 

－新執行体制の発足－ 

２０２０年６月１２日 日本植物防疫協会会議室にて 
 

 

 一般社団法人日本植物防疫協会の第 9回総会が、2020年 6月 12日午後 2時から東京都

北区中里の日本植物防疫協会会議室において開催された。本総会は、新型コロナウイルス

症感染予防のために、正会員には書面により議決権を行使願うことによりできるだけ出席

をお控えいただく方式で行われた。出席者は、正会員・役員 107名（うち議決権行使書 97

通）であった。 

 

早川理事長 開会のあいさつ                       

当協会の第 9回総会の開会に当たり、執行部を代表し一言ご挨拶申し上げます。 

 

新型コロナウイルスの影響により、今年の総会は例年どお

りの開催が困難であることから、正会員に議決権を行使いた

だく方式により、協会会議室にて開催することとしました。

また、例年総会終了後に開催しておりました会員親睦会につ

きましても、会員の皆様の健康を第一と考え取り止めること

としました。年に一度の大切な機会を設けられなくなったこ

とを大変心苦しく思っております。 

 

さて、本日の総会では、2019 年度の事業と決算について

ご審議いただくとともに、今期で役員の任期が満了となることから、役員改選についても

ご審議いただくこととしております。 

 

2019年度は、受託試験の依頼件数の減尐や不動産賃貸事業の一時的な縮小を踏まえ、緊

縮型の予算の中で諸事業を堅実に進めるとともに、農薬登録制度の変革やスマート農業の

推進等植物防疫をめぐる諸情勢が大きな転換期を迎えているとの認識に立ち、4 つの重点

課題に取り組みました。いずれの事業も順調に推移し、当初計画を若干上回る実績を得る

ことができました。 

 

2020年度の事業計画については、既に会員の皆様にお知らせしたとおりですが、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、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、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、の 3 つを重点項目とし、諸事業を堅実に実施していきたいと考えて
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【あいさつをする早川理事長】 
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います。なお、新型コロナウイルスによる今年度事業への特段の支障は現在のところあり

ませんが、今後の推移によっては、秋以降の協会主催の各種行事の開催方法等について再

考せざるを得ない事態になるかもしれません。 

次に任期満了に伴う役員改選についてご説明します。このたび、藤田専務理事と内久根

常務理事から、「役員としての最大の任務であった新法人への円滑な移行とその後の安定的

な財務基盤構築が達成できたこと、後進の育成にも取り組んできた中で今般後継の目処が

ついたこと」をもって退任したい旨の申し出がありました。それを受け、併せて執行体制

の強化も目的として、新たに 3 人の新役員候補を含めた新執行体制についてお諮りするこ

ととしています。 

 

藤田専務理事と内久根常務理事におかれては、2008年 5月に役員に就任され今日に至る

まで、「薬効試験の民間開放」、「作物残留試験への GLP導入」、「本部事務所の移転」、「公

益法人改革に伴う一般社団法人への移行」、「不動産事業の創設」等、その一つ一つが先例

のない非常に困難な課題に対して、それぞれ事業部門担当と管理部門担当として緊密な連

携の下に的確な経営判断を行い、今日の協会の基礎を築いていただきました。お二人のこ

れまでの協会そして植物防疫の発展に対するひとかたならぬご尽力とご貢献に対し、協会

を代表し心より御礼申し上げます。 

 

最後になりますが、皆様ご存じのとおり、今年 4 月から改正農薬取締法に基づくミツバ

チや使用者安全に関する規制がスタートし、来年度からは農薬の再評価制度がスタートし

ます。また、本年 3月末には 5年ぶりに「食料・農業・農村基本計画」が改定され、今後

の 10 年先を見越した農政の方向性が示されました。このような状況の中で植物防疫につ

いても様々な課題が出てくるものと思われます。本日の総会を経て発足することとなる新

体制においても、引き続き、植物防疫を巡る諸情勢の変化に的確に対応し、スピード感を

持って諸課題に取り組み、我が国の植物防疫の発展に尽力してまいる所存です。会員はじ

め関係機関の皆様の倍旧のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、開会の挨拶とします。 

 

 

【総会議事内容】                              

  定款の規定に基づき、早川理事長が議長となり、藤田専務理事及び内久根常務理事から

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 2019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、支援事業及び不動産賃貸事業等への

取り組みの報告及び 2020 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 

   1. 植物防疫資材に関する試験研究の受託実施 

   2. 登録の尐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 
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   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 役員改選に関する件 

任期満了に伴い藤田俊一氏及び内久根毅氏が退任し、新たに冨田恭範氏、曽根信三

郎氏及び高木 豊氏の 3名が選任された。その他の役員は重任することとなった。新役

員の一覧は下記のとおり。 

 

  《新役員一覧》 

  【理事】（8名） 

   大森  茂 

   小池 好智 

   曽根信三郎〔新任〕 

   高木   豊〔新任〕 

   田中 啓司 

   冨田 恭範〔新任〕 

西 尾  健 

   早川 泰弘 

 

  【監事】（2名）                

   岡 田  茂 

   堀江 博道 

 

 第３号議案 役員報酬に関する件 

   理事会で承認された 2020年度予算同との説明後、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。 

 

－－－収支・財産の状況－－－ 

 

〔2019年度収支の状況〕      （単位：千円） 

《収益》 

経常収益          2,747,096 

経常外収益             42,339 

収益計              2,789,435 

 

《費用》 

経常費用          2,665,014 

経常外費用             48,901 

費用計              2,713,985 

【総会 会場の様子】 
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当期一般正味財産増減額       75,450 

一般正味財産期首残高     5,086,481 

一般正味財産期末残高   5,161,931 

 

 

〔2019年度財産の状況〕     （単位：千円） 

《資産》 

流動資産                 641,176 

固定資産            5,442,106 

特定預金            2,019,183 

その他固定資産          3,422,923 

資産合計              6,083,282 

 

《負債》 

流動負債               336,036 

固定負債          585,314 

負債合計              921,350 

正味財産            5,161,931 

 

         ※記載金額は千円未満を切り捨てて表示 

 

《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、次のとおり新たに代表理事・業務執行

理事が選定された。 

   代 表 理 事 ・理 事 長  早 川 泰 弘（総括） 

   代 表 理 事 ・専務理事  冨 田 恭 範（試験研究事業担当） 

業務執行理事・常務理事  曽 根 信 三 郎（支援事業担当） 

   業務執行理事・常務理事  高   木     豊（総務・財務・不動産賃貸事業担当） 

 

 

【新役員の挨拶】 

 

＜代表理事・専務理事 冨田 恭範＞ 

この度、第 9回総会において理事に選任され、第 29回の理事会において専務理事に選

定いただきました冨田恭範（とみた やすのり）です。これまでは、現場試験のリーダーであ

る茨城研究所長として、主に委託試験や委託事業及び自主試験に従事してまいりました。

これからは、試験研究事業を担当し、調査企画部長を兼務させていただきます。 

さて、2020年度事業計画の基本方針の 3本柱のうちの 2本を小職が担当することになり

ます。一つ目は、「新ガイドラインに適合する薬効薬害試験の推進と新たに受託する水稲花

粉残留試験の的確な推進」です。前者については、試験成績書の様式の変更について改め

て試験担当者に十分説明を行ってきたところです。また、今年度の有識者による成績検討

会の開催方法については、新型コロナウイルス対策の観点から一工夫する必要があると考

えています。後者の水稲花粉残留試験については、蜜蜂の影響試験として取り組んでいる

ところですが、これから出穂を迎え、計画通りに進めていけるかを検証するとともに GLP

適合確認に対する準備も進めています。二つ目は、「省力的な薬剤施用法の確立に資する調
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査研究」です。これについては、省力的な新たな施用方法について現在検討中です。 

微力ではありますが、皆様のご意見を伺いながら一つ一つ着実に進めていければと考え

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜業務執行理事・常務理事 曽根信三郎＞ 

この度、理事（常務理事、支援事業部長兼務）の大役を仰せつかりました曽根信三郎（そ

ね しんざぶろう）です。 

私は、1983年に日本特殊農薬株式会社（現在のバイエルクロップサイエンス株式会社）

農薬研究所に入社して以来、試験研究・開発・普及の場面で勤めて参りました。2016年に

ご縁を頂き、一般社団法人日本植物防疫協会に席を置くことになりました。協会では、技

術総括として、月刊「植物防疫」の編集体制や A4・カラー版への変更、JPP-NET上に農

薬メーカーからのご協力を得て農薬情報と新農薬実用化試験成績が活用できる「薬剤情報

バンク」の創設、「植物防疫研修会」の研修要領の改訂等、支援事業部の業務を行って参り

ました。 

さて、2020年度事業計画の基本方針の 3本柱のうち、「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」を小職が担当いたします。現在、図書や資材の利便性向上をはかるため、受発注に

係る電子システム化の構築に着手しております。 

皆様のご意見を伺いながら、微力ではありますが業務遂行に努力していく所存でござい

ます。ご指導ご鞭撻を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

＜業務執行理事・常務理事 高木 豊＞ 

 この度、常務理事を務めることになりました高木 豊（たかぎ ゆたか）です。総務・財務・

不動産賃貸事業を担当させていただきます。このような大役を担うこととなり身の引き締

まる思いですが、役職員のご協力並びに諸先輩方のご指導をいただきつつ務めて参る所存

です。 

私は、本協会に入りましてから研究所・試験場と本部において薬効薬害試験、農薬残留

試験等の試験研究事業、総務及び不動産事業に従事して参りました。これまでの経験を生

かしながら、今後は本協会が長年にわたり培ってきた信用を継続して築いていけるよう植

物防疫等の関係者、会員の皆様の声に向き合い堅実かつ誠実に業務に取り組んで参ります。 

ご指導ご鞭撻をいただけますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

【新役員 左より冨田専務理事、 曽根常務理事、 高木常務理事】 


