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各地の取り組み　－鹿児島県における植物防疫業務－
鹿児島県農業開発総合センター生産環境部病害虫防除室　室長　新屋敷　生男

■鹿児島県農業の概要
本県は九州の南端に位置し、東西約 270km、

南北約 600km に広がり、総面積は 9,187km2、耕地
面積は 1,190km2 である。薩摩、大隅の二大半島
からなる県本土と、 甑

こしき

島
しま

、種子島、屋久島、ト
カラ列島、奄美群島など 200 有余の島々からなっ
ている。温暖な気候や全国二位の広い畑地など
を生かした野菜・花き・茶などの生産が盛んで
ある。また、豚・肉用牛（黒毛和種）の飼養頭
数は日本一、ブロイラーの飼養羽数は第二位と
なっている。2015 年度の農業産出額は全国三位
の 4,435 億円で、全国有数の農業県である。
■病害虫防除所の沿革

1952 年、植物防疫法に基づき県内 12 の病害
虫防除所が県出先機関の支庁・地方事務所に併
設された。1973 年には中央・北薩・大隅の 3 病
害虫防除所 2 駐在機関（熊毛支庁、大島支庁）
に、さらに 1988 年に 1 病害虫防除所 1 駐在機関

（大島支庁）に統合された。アリモドキゾウム
シやイモゾウムシの発生に伴い、熊毛（1991 ～
1998 年）や指宿（1994 ～ 1996 年）、屋久島（1998
～ 2003 年）に駐在が設置された時期もあった。
2006 年に鹿児島市にあった病害虫防除所は南さ
つま市に移転し、農業開発総合センターに統合
整備された。現在の職員数は、所長兼生産環境
部長 1、室長 1、研究員 5、大島支庁駐在の研究
員 2 となっている。
■業務の内容
(1) 病害虫発生予察業務

防除所の巡回調査は、普通作物（早期水稲、
普通期水稲、サツマイモ、ダイズ、サトウキビ）
61 地点（167 ほ場）、野菜（キュウリ、トマト等
施設野菜 5 品目、サトイモ、カボチャ等露地野
菜 7 品目）34 地点（144 ほ場）、果樹（カンキツ、
ナシ、ブドウ）13 地点（51 ほ場）、茶 14 地点（28
ほ場）、花き（キク）3 地点（12 ほ場）の合計
125 地点（402 ほ場）で行っている。

このほか、病害虫防除員を 41 名委嘱し、普通
作物（早期水稲、普通期水稲、サトウキビ）11
地点（40 ほ場）、野菜 14 地点（61 ほ場）、果樹 4
地点（16 ほ場）、茶 5 地点（6 ほ場）、花き 3 地
点（15 ほ場）の調査やフェロモントラップ（3
害虫）4 地点、水稲予察灯 1 地点、果樹カメム
シ予察灯 3 地点の調査を依頼している。

巡回調査や病害虫防除員の調査、さらに、病

理昆虫研究室や茶業部、大隅支場環境研究室が
行う定点調査のデータや気象情報等を基に、毎
月 1 回開催する植物防疫情報連絡会（予察情報
判定会議）において、病害虫発生予察情報の内
容を検討し、病害虫発生予察情報を毎月 1 回発
表している。また、必要に応じて当該会議を開
催し、注意報、警報、特殊報等を発表している。
これらの情報は、ホームページや電子メール等
を活用し関係機関や生産者等に迅速に提供して
いる。
(2) 重要病害虫対策
＜アリモドキゾウムシ＞

本県のトカラ列島口之島以南でアリモドキゾ
ウムシが発生していることから、地域振興局や
市町村の協力のもと、県内未発生地域の 1,640 地
点において、早期発見を目的とした侵入警戒調
査を毎年秋に 1 回（トラップを設置し 2 週間後
と 4 週間後に確認）行っている。なお、近年で
は植物防疫所が鹿児島市に設置したトラップで、
2016 年 9 月 2 頭、2017 年 5 月 1 頭、9 月 2 頭の誘
殺があったが，初動対応の結果、定着はないこ
とが確認されている。
＜ミカンコミバエ種群＞

2015 年に本県では 36 年ぶりに奄美大島でミカ
ンコミバエ種群の発生が確認された。このため、
植物防疫法に基づく緊急防除が行われ、2016 年
7 月 13 日に根絶が確認された。また、同時期に
発生が確認された徳之島や屋久島においても同
日に発生が終息したと判断された。2017 年も屋
久島で 12 頭、徳之島で 1 頭、沖永良部島で 5 頭
誘殺されたが，初動対応の結果、定着はなかった。
今年も 9 月 3 日現在トカラ列島の悪石島で 1 頭、
奄美大島 2 頭、徳之島 3 頭、沖永良部島 1 頭誘
殺され初動対応が行われている。2015 年 6 月ま
では県内 226 地点でトラップ調査を行っていた
が、2016 年 7 月の緊急防除解除後からは 384 地
点、30 年 4 月からは 400 地点で地域振興局・支
庁や市町村の協力のもと侵入警戒調査を月 2 回
行っている。誘殺時は、地域振興局・支庁や市
町村の協力のもと、植物防疫所とともに初動対
応を行っている。
＜カンキツグリーニング病＞

本病は、徳之島以南で発生しており、発生地
域では防除対策、未発生地域では侵入警戒対策
が行われている。今年度は約 8,800 サンプルの定
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量 PCR 検定を行う計画で、約 3,150 サンプルを
防除所（駐在を含む）で行う予定である（図）。
(3) その他

現地での適切な防除を推進するため、病害
虫診断やトビイロウンカ、ハスモンヨトウ等の
薬剤感受性検定を実施し、ホームページ（URL: 
http://www.jppn.ne.jp/kagoshima/）等で情報を提供し
ている。また、農薬販売業者（卸）への立入調
査（小売店は地域振興局・支庁が実施）や農薬
流通量の調査を行っている。
■課題

ミカンコミバエ種群等の重要病害虫が確認さ
れた場合は迅速な初動対応が必要であるが、離

海外から我が国への重要病害虫の侵入リスク
を低減するため、植物類を日本に輸入する場合
は、植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号）第 6
条第 1 項により、「輸出国の政府機関により発行
され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が
付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を
記載した検査証明書（Phytosanitary Certifi cate）又
はその写しを添付してあるものでなければ輸入
してはならない。」とされています。

このため、海外から植物類を輸入する際は、
輸出国で政府機関の検査を受け、日本が求める
検疫条件に適合することを証明する検査証明書
を取得し、日本への輸入時にその証明書を添付
して輸入検査を受けなければ輸入できません。

輸入検査は、植物防疫官が検査証明書が添付
されていること、輸入された植物と検査証明書
が合致していることを確認した後、植物の種類
に応じた方法で、病害虫の付着の有無について
検査を行います。また、草花・野菜種子や苗類
は直接農地などに植えられるため、病害虫の侵
入の危険性が高いことから、精密な検査を行っ
ています。

なお、手荷物や郵便物で植物類を輸入する際
にも、検査証明書が必要となりますので、ご注
意願います（検査証明書の添付を必要としない
植物を除く）。詳しくは、最寄りの植物防疫所に
お問い合わせください。

○検査証明書の添付を必要としない植物
・うこん及びトチュウの乾燥した植物
・アーモンド、カシューナッツ、ココやし、こ

しょう、ピスタチオ、殻なしクルミ及びマカ
ダミアナッツの乾燥した種子（栽培用を除く）

○検疫の対象とならない植物（例）
・製材、製茶
・アルコール、酢酸、砂糖につけられた植物
・あんず、ぶどう、マンゴウ、パインアップル

の乾燥果実

島を含む複数地点で確認された場合は人員的に
も予算的にも対応の困難度が急増する。

植物防疫所の主なお問い合わせ先

横浜植物防疫所　　　045-211-7153

名古屋植物防疫所　　052-651-0112

神戸植物防疫所　　　078-331-2386

門司植物防疫所　　　093-321-2601

那覇植物防疫事務所　098-868-2850

図　カンキツグリーニング病検定の様子
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