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                 ２０２１年４月９日号－1 

  

 

２０２１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。 

 去る 3月 24日の第 30回理事会において、2021年度の事業計画と予算が承認されまし

た。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染症のまん延という未曽有の状況の中での事業遂行と

なりました。関係各位のご協力により、協会の主要事業は滞ることなく実施できたものの、

制約を受けざるを得ない部分も多々あり、ウィズコロナ下で今後の事業を実施していく上

での課題も明らかになりました。また、植物防疫を巡る行政の動きにも大きなものがあり

ました。農林水産省では、「みどりの食料システム戦略」の中間とりまとめが公表され、そ

の中で、『2050年までに化学農薬の使用量をリスク換算ベースで 50％低減をする。』等の

数値目標が示されました。また、「植物防疫の在り方に関する検討会」も 3月末からスター

トし、現行の植物防疫の課題等を点検し、今後の我が国の植物防疫の在り方について検討

を行うこととなっています。 

 

 2021年度事業はこのような諸状況を踏まえて策定しました。その内容について、以下の

4つの重点課題を中心にご紹介します。 

 

１．協会に委託された農薬登録に必要な試験を着実に実施します。また、都道府県等の委

託試験担当者、農薬メーカー、検討委員等の関係者による新農薬実用化試験成績検討会

を開催し、必要な情報の共有と意見交換をすすめます。 

 この課題の中で、特に検討会の開催方式につきましては、昨年の検討会終了後に全国

の試験研究機関に対して実施したアンケート結果を踏まえ、今年度はオンラインも併用

したハイブリッド形式とし、できるだけ多数の関係者が参加していただけるようにしま

す。 

 

２．植物防疫関係者のさらなる技術向上に資するために、都道府県等に協力を仰ぎ新しい

研修制度の導入に着手します。 

この課題は、従来からの「植物防疫研修」とは別に、現場で植物防疫業務に従事する

都道府県の関係者を対象にした新たな研修制度の導入に着手するというものです。都道

府県の試験研究機関・病害虫防除所の人員が限られている中、ベテラン層の減少等によ

り、現場における植物防疫関係者の技術向上が喫緊の課題になっているとの声が寄せら

れています。このような状況の改善の一助となるよう本課題に取り組んでいきます。 
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３．都道府県等の植物防疫関係者との連携をさらに強固なものとするために、協会の基盤

である会員組織の充実をはかります。 

  引き続き、植物防疫関係者のネットワーク強化のために種々の取組を行います。その

一環として、「植防コメント」の内容充実を行います。また、新規会員の加入を促進して

いきます。 

 

４．病害虫防除の基幹となる農薬施用技術について、省力的及び効率的な防除の推進の観

点からドローン散布等の新しい施用技術に関する試験調査法と評価法等を関係者とと

もに検討・協議し、情報発信につとめます。 

 省力的・効率的な農薬の施用法については、協会の重要かつ継続的な課題としてこれ

まで自主研究により、常温煙霧、灌水チューブ等の無人防除やドローン散布について取

り組んできました。今年度は、これまでの課題に加え、前述の「みどりの食料システム

戦略」で目標とされた農薬使用量の低減も視野に入れた慣行散布量の見直しを課題に含

め、これらの試験調査法と評価法等について広く関係者と検討・協議する場を設け、よ

り広範かつ有意義な情報を発信していく予定です。 

 

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、賃貸事業に

おいて不動産物件の稼働率向上に伴う増益を見込み、前年とほぼ同等の規模としました。 

 

新年度も新型コロナウイルスによりいろいろな制約が予想されますが、役職員一丸とな

って新たな課題も含めた諸課題に積極的に取り組んでいく所存ですので、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本植物防疫協会「人事異動」 

◎新規採用－2021年 4月 1日付（氏名・配属先） 

 

天野 昭子  茨城研究所・次長 

竹内 繁治  高知試験場・調査役 

◆ 
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2021 年度事業計画 

（2021 年 3 月 24 日 理事会承認済） 

 

基本方針 

  

新型コロナウイルス感染症のまん延により、農業を含む社会経済活動は多大な影響を被

り、また生活様式の変化も余儀なくされている。さらに、植物防疫分野も関連する新たな施

策が農林水産省から打ち出されようとしている。これらの状況をふまえ、国・都道府県、農

薬メーカー及び関係団体等の植物防疫関係者と確実に情報共有をはかり適切に対応すると

ともに、必要な諸事業を的確に推進する。 

重点課題として以下に取り組むこととする。 

 

１．協会に委託された農薬登録に必要な試験を着実に実施する。また、都道府県等の委託試

験担当者、農薬メーカー、検討委員等の関係者による新農薬実用化試験成績検討会を開催

し、必要な情報の共有と意見交換をすすめる。 

２．植物防疫関係者のさらなる技術向上に資するために、都道府県等に協力を仰ぎ新しい研

修制度の導入に着手する。 

３．都道府県等の植物防疫関係者との連携をさらに強固なものとするために、協会の基盤で

ある会員組織の充実をはかる。 

４．病害虫防除の基幹となる農薬施用技術について、省力的及び効率的な防除の推進の観点

からドローン散布等の新しい施用技術に関する試験調査法と評価法等を関係者とともに

検討・協議し、情報発信につとめる。 

 

１．植物防疫資材に関する試験研究の受託推進 

(1)作物残留試験の依頼は前年より減少しているものの、薬効薬害試験は前年並みと見込

まれることから、それらの効率的な受託推進と的確な実施につとめる。 

(2)新農薬実用化試験について、次の取り組みをすすめる。 

 ①新ガイドラインに適合した試験法や調査法について引き続き充実をはかり、試験成

績の信頼性確保につとめるとともに、試験成績の薬剤情報バンクへの収載を通じて

全国の防除指導への一層の活用をはかる。 

②成績検討会は、参加者の安全のために新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を

講じ、試験担当者等の参加が可能な開催方式とする。 

(3)新農薬環境動態試験について、次の取り組みをすすめる。 

①引き続き、SOP の改善やオンラインの利用を含んだ教育研修の推進により、GLP 試

験体制の質的充実をはかる。 

②引き続き、水稲及び果菜の花粉残留試験を GLP 試験として受託し、協会研究所・試

験場において的確に実施する。 

③GLP 作物残留試験の主たる実施機関である都道府県植物防疫協会が安定的かつ的確

な実施体制が確保できるよう、GLP 試験費特別加算措置を継続するとともに残留分
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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．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係

る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．植物防疫に関する調査研究の推進 

(1)防除の省力化・効率化に資するドローン散布等の新しい農薬施用技術に関する協議会

を関係者とともに設立し、それらの実用性について調査研究をすすめ、情報発信につと

める。 

(2)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。 

(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 2021 年 9 月及び 2022 年 1 月

に計 2 回開催する。開催にあたり、参加者の安全のためにオンラインによるライブ視

聴を併用するハイブリッド型の開催方式とする。 

(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、オンラインを利用した方式の導入をはかる。2021 年度は年 2 回の

開催とする（開催時期 2021 年 10 月及び 2022 年 2 月）。 

 (3)植物防疫技術研修会（研修等事業） 

植物防疫関係者のさらなる技術向上に資するために、都道府県等の協力を仰ぎ新し

い研修制度を導入するための準備をすすめる。 

 

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「植物防疫資料館」、「植物防疫アーカイブ」におけるバ

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。 
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(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」、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、最新の情報を盛り込んだ 2021 年版を刊行する。 

(3) JPPA オンラインストア 

昨年 9 月に開設した新刊・既刊図書等の「JPPA オンラインストア」の利便性向上と

更なる事務の効率化をはかる。 

(4) 出版環境が年々悪化する中、既刊行物の整理をすすめるとともに、将来の取組につい 

て検討を継続する。 

 

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、関係機関と共同で害虫の海外飛来予測システムの開発に着手する。 

(2)刷新したホームページの利便性を更に高め、会員に対する相互の情報発信、植物防疫

に係る技術情報として発生予察、病害虫防除技術、農薬の施用法・薬剤抵抗性などの積

極的な発信をはかる。また、技術研修に利用可能なテキスト及び資料を公開するために

準備をすすめる。 

(3)JPP-NET の位置づけを引き続き検討する。 

 

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、引き続き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。また、発生予察資材の維持・確保のために費用の一

部補助を行う。 

  

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。 

 

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．会員の充実、情報提供並びに親睦 

(1)植物防疫関係者のネットワークを更に強固なものとするため協会の基盤となる会員組

織の充実に取り組む。 

(2)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。 
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１２．その他 

(1)本部建物の老朽化に伴う大規模修繕をすすめる。 

(2)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。 

(3)引き続き、組織や人事制度等の見直しをすすめる。 

 

 

 

 

 

(単位：千円）

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取会費 7,690 7,690

事業収益 2,507,970 2,507,970

その他収益 3,300 17,390 15,900 36,590

経常収益計 3,300 2,525,360 23,590 2,552,250

(2)経常費用

事業費 57,740 2,246,900 2,304,640

管理費 217,610 217,610

その他費用 26,540 26,540

経常費用計 57,740 2,273,440 217,610 2,548,790

当期経常増減額 △ 54,440 251,920 △ 194,020 3,460

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

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 54,440 △ 248,460 194,020 0

当期一般正味財産増減額 0 460 0 460

正味財産期首残高 (見込み) 0 4,076,609 1,174,042 5,250,652

正味財産期末残高 0 4,077,069 1,174,042 5,251,112

※収支予算の詳細については、ホームページをご覧下さい。

受託体制安定化準備費用取崩

2021年度予算の概要
2021年4月1日から2022年3月31日まで

科     目
実施事業
 特別会計

事業会計 管理会計 合計
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