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特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に
関する意見・情報の募集について

平成１６年１２月１７日
農林水産省消費・安全局

この度、特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）につい
て、広く国民の皆様から意見・情報を募集いたします。
今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとして

おります。

記

１ 意見・情報の提出方法
（１）インターネットによる提出（クリックして下さい ）。
（２）郵便：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
（３）ファクシミリ：０３－３５０１－３７７４

２ 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・

職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは、公表する場合もあり ま
すので御了承願います（公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨 書き
添えてください 。。）

なお、電話での意見・情報はお受けできませんので御了承願います。

３ 意見・情報の提出の締切日
平成１７年１月１７日 （郵便の場合は必着）

４ 特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）の概要
別紙のとおり。

、 、 。 、５ なお この意見募集は 環境省においても実施されております いただいたご意見は
両省で考慮されますので、同じご意見を両方に提出いただく必要はありません。



（別紙）

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）の概要

１ 経緯

① 農薬取締法（以下「法」という ）第２条に基づく特定農薬（原材料に照らし農作。

物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林

水産大臣及び環境大臣が指定する農薬。以下「特定防除資材」という ）の指定に係。

る評価については 「特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針」、

（平成１６年３月１日付け１５消安第６５５２号・環水土発第０４０３０１００１号

農林水産省消費・安全局長・環境省環境管理局水環境部長通知。以下「評価指針」と

いう ）等に基づいて、順次実施していくこととしています。。

② 平成１６年１１月３０日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会

及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第４回合同会合において、評価指針

等を踏まえ、特定防除資材の候補資材 の一部について、薬効や毒性等に関する情（注）

報を基にその取扱いについて検討が行われました。

③ その結果を受け、農林水産省及び環境省では、特定防除資材に該当しないこととす

る資材の取扱いについて別添案のとおりとりまとめたので、意見を募集することとし

ました。

（注）特定防除資材の検討に当たって、平成１４年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供のあった資材

のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材

２ 概要及び意見・情報を伺う理由

① 法第１条の２に規定する農薬に該当しないものについて（別添１）

【概要】

平成１４年に情報提供のあった資材のうち、薬剤でないもの、肥料に該当するもの

等について農薬に該当しないものとして整理し、特定防除資材には指定しないことと

する。

【意見・情報を伺う理由】

これらの資材について、農薬に該当しないものとして整理し、法の規制の対象外と

することが適当とする取扱いに関して意見を伺う必要があるためです。

② 法第２条第１項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないも

のについて（別添２）

【概要】

平成１４年に情報提供のあった資材のうち、安全性に懸念があるもの、天敵微生物

に該当するもの等について農薬登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの

として整理し、特定防除資材に指定しないこととする。

【意見・情報を伺う理由】

これらの資材について、登録を受けなければ農薬として使用すべきでないものとし

て整理し、今後、農薬登録がないものについては、その製造、輸入、販売、使用等を

取り締っていくことが適当とする取扱いに関して意見を伺う必要があるためです。



（別添１）

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）

１．法第２条第１項の規定に基づく農薬に該当しないもの

○ 情報提供のあった資材のうち農薬に該当しないもの

① 薬剤でないもの

資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

アルファルファペレット 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

くず大豆 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

くず米 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

米ぬか 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

鶏ふん 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

② 肥料に該当するもの

資材名 対象農作物等 使用目的 備考

有機酸カルシウム トマト カルシウム欠乏症の防止



③ 使用方法からみて農薬に該当しないもの

資材名 対象農作物等 使用目的 備考

ろう 果樹 せん定時に枝、幹の切り 蒸散抑制による活着促進等を目的
口に塗布し、病原菌の進 として使用する場合には農薬登録が
入を防止 必要

イソプロピルアルコール きのこ 栽培資材の消毒 栽培時に「きのこ」の病害虫防除
に用いる場合は農薬登録が必要

寒天 キウイ 人工受粉の花粉増量

天照石 作物全般 土壌中の微生物を増やす

微量要素（ホウ酸、鉄、亜鉛） きゅうり、いちご 微量要素補給

微量要素 うめ ヤニ果防止

アミノ酸 野菜 養分供給

わさび レタス 切り口の褐色防止

ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム 桑 蚕病予防 「桑」の病害虫防除に用いる場合
は農薬登録が必要

マーガリン 施設野菜・花き ハウス内に吊したアクリ
ル版に塗り、粘着させ殺
虫

○ 情報提供のあった微生物資材のうち天敵微生物に該当しないもの

資材名 使用目的 対象農作物等 備考

根粒菌（窒素固定細菌） 根粒菌着生 大豆



（別添２）

２．法第２条第１項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの

○ 情報提供のあった資材のうち劇物等に該当するもの

資材名 使用目的 対象農作物等 備考

水酸化ナトリウム モグラ駆除 果樹園 劇物

過酸化水素水 殺菌 農作物全般 劇物

酢酸銅（酢酸ボルドーとして使用） べと病 ぶどう 劇物

酸化鉛（光明丹（四酸化三鉛 ） 鳥の食害防止 種子 劇物）
食品中の残留農薬基準（鉛）が設
定されている

硫酸 苗立枯病 イネ 劇物

メタノール（植物成分抽出に使用） 劇物

石灰窒素 センチュウ類、立枯病 イネ、ウリ類等 魚毒性Ｂ
（シアナミド）

除虫菊を含む資材 殺虫・防虫（ウンカ、グ 水稲、果樹、野菜 食品中の残留農薬基準（ピレトリ
ンバイムシ アブラムシ ン）が設定されている、 、
アオムシ、ハダニ、ネキ
リムシ等）

○ 情報提供のあった天敵のうち有害な天敵に該当するもの
アオバアリガタハネカクシ
オオスズメバチ
キイロスズメバチ
クロスズメバチ
コガタスズメバチ
モンスズメバチ
キアシナガバチ
セグロアシナガバチ
フタモンアシナガバチ



○ 情報提供のあった微生物資材のうち天敵微生物に該当するもの

資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

コナガカビ コナガ アブラナ科野菜 コナガの天敵

コナガ顆粒病ウイルス コナガ アブラナ科野菜 コナガの天敵

コブノメイガ顆粒病ウイルス メイガ類 イネ メイガ類の天敵

ニカメイガ顆粒病ウイルス メイガ類 イネ メイガ類の天敵

スタイナーネマ・クシダイ コガネムシ 野菜 コガネムシの天敵
同種の失効農薬あり

タラロマイセス・フラバス うどんこ病、炭疽病 野菜 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

トリコデルマ生菌 フザリウム菌等 たばこ、野菜 土壌病害の対抗菌
対抗菌として失効農薬あり

トリコデルマ・ビリデ 立枯病、根腐れ病等 農作物全般 土壌病害の対抗菌
対抗菌として失効農薬あり

トリコデルマ・ハルジアナム モンパ病、褐色病等 果樹、葉菜、果菜 土壌病害の対抗菌

ネオジギテス・バービスボラ アザミウマ類 野菜、花卉 アザミウマ類の天敵

パスツーリア・ペネトランス ネコブセンチュウ 野菜 センチュウ類の天敵
同種の登録農薬あり

バチルス・ズブチリス 植物病原体全般 植物全般 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

バチルス・チューリンゲンシス 鱗翅目幼虫 野菜 殺虫タンパク質生成
同種の登録農薬あり



資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

バーティシリウム・レカニ アブラムシ類 野菜、花卉 アブラムシ、コナジラミ類の天敵
同種の登録農薬あり

フシダニカビ（ヒルステラ菌） ハダニ類 果樹・野菜・花卉 ダニ類の天敵

ペキロマイセス菌 コナジラミ類 野菜、花卉 コナジラミ類の天敵

ペキロマイセス・フモソロセウス コナジラミ類 野菜 コナジラミ類の天敵
同種の登録農薬あり

ヘミプタルセヌス・バリコルニス ハモグリバエ類 野菜、花卉 ハモグリバエ類の天敵

ボーベリア属菌 コガネムシ類 イモ、野菜 コガネムシ類の天敵

ボーベリア・バッシアーナ イネミズゾウムシ イネ コガネムシ類、イネミズゾウムシ
天敵
同種の登録農薬あり

メタリジウム菌 スリップス 野菜 昆虫類の天敵

モナクロスポリウム・フィマトバガム ネコブセンチュウ 野菜 センチュウ類の天敵
同種の登録農薬あり

黄いぼ虫生菌（アッセルソニア菌） コナジラミ類 果樹、野菜、花卉 コナジラミ類の天敵

硬化病菌 シンクイムシ類 果樹 シンクイムシ類の天敵

黒きょう病菌 コガネムシ類等 イネ、イモ、野菜 コガネムシ類の天敵

昆虫疫病菌（ハエカビ類） アブラムシ類 果樹、野菜、花卉 アブラムシ類の天敵

非病原性エルビニアカロトボーラ菌 軟腐病 野菜 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

昆虫病原性ウイルス（顆粒病ウイルス） チャハマキ等 茶 ハマキムシ類の天敵



資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

緑きょう病菌 ヨトウガ類 大豆、野菜、花卉 ヨトウガ類の天敵

昆虫病原菌 半翅目昆虫等 野菜、茶、果樹 菌種等詳細は不明

昆虫病原性線虫類 コガネムシ類 イモ、野菜 菌種等詳細は不明

線虫捕食菌 センチュウ 農作物全般 菌種等詳細は不明

放線菌 土壌病害 畑作物 菌種等詳細は不明

糸状菌 土壌病害 野菜類 菌種等詳細は不明

ＯＹＫ菌 青枯れ病 トマト バチルス・ズブチリスの類縁菌
作用機作等詳細は不明

フォーマ菌 耐病性の付与 ナス科、ウリ科等 糸状菌
作用機作等詳細は不明

ペニシリウム菌 不明 不明 菌種等詳細は不明



特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に関

する意見・情報の募集結果について

平成１７年２月２１日

農林水産省消費・安全局

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）について、平

成１６年１２月１７日から平成１７年１月１７日までの期間、農林水産省ホームページ

に掲載すること等を通じて広く国民等から意見・情報を募集するパブリックコメント手

続を実施しました。

その結果、募集期間において、本件に対して別紙のとおり御意見等が寄せられました。

御意見の要旨及び当省の考え方について、御報告いたします。



（別紙）

「 （ ） （ ）」特定農薬 特定防除資材 に該当しないこととする資材の取扱い 案

に対するパブリックコメントの実施結果について

○意見の提出状況

意見の提出件数 ９件

【特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に係るもの】

意見の概要 御意見に対する考え方

「法第２条第１項の規定に基づく農薬に該当しないもの」に関する意見

【情報提供のあった資材のうち農薬に

該当しないものに関する意見】

〈使用方法からみて農薬に該当しない

もの〉

１．ある種のアミノ酸は、農作物に施 今回のパブリックコメントの募集の対象となる資料

用することにより作物体内に植物ホル 「特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする

モンや抗菌物質が蓄積したり、土壌施 資材の取扱い（案 」の当該資材の「使用目的」の欄）

用することで有害線虫の密度が低下す に「養分供給」と明記しているとおり、本案は、専ら

る作用が知られており、これらのアミ 養分補給の目的で使用されるアミノ酸についてのみ、

ノ酸は将来特定農薬として指定される 特定防除資材の候補剤としない旨を決定するものであ

ことにより、有益な農業資材として実 り、農薬として使用されるアミノ酸まで「農薬に該当

用化される可能性があると考えること しない」とすることではありません。

から、全てのアミノ酸が「使用方法か 頂いた御意見も踏まえ、今後、誤解が生じることの

ら見て農薬に該当しないもの」として ないよう適切な表現について検討いたします。

特定農薬の候補から除外されないよ

う、例えば備考欄に「養分供給外の使

用目的のものを除く」等、表記上の検

討をお願いします。

「法第２条第１項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの」に

関する意見

【情報提供のあった資材のうち劇物等

に該当するものに関する意見】

〈劇物等に該当する物・残留基準が設

置されているもの〉

２．食品衛生法との整合性の点につい 今回の検討においては、特定防除資材の指定が保留

ては、単に除虫菊と残留農薬基準に関 されている資材のうち、厚生労働省において、現在、

してだけではなく、全ての保留されて 進めているポジティブリスト制度の検討との整合性の

いる資材に関し、ポジティブリスト制 観点から、その取扱いについて早急に整理が必要と考

度と特定農薬制度との相互関連につい えられた除虫菊を先行して検討の対象としました。

て、合同会合等において専門的に議論 その他の指定が保留されている資材についても、ポ

すべきです。 ジティブリスト制度の検討との整合性の観点から、そ



の取扱いについての整理が必要なものについては、合

同会合等において検討していく考えです。

、３．ニームオイルの有効成分であるア 残留農薬基準が設定された成分が含まれる資材は

ザデラクチンという物質については、 基準値を超えて継続的に摂取した場合健康を損当該

、 、国際的に農薬として広く利用されてお なうおそれがあることから 原材料に照らし農作物等

り、米国においては残留農薬基準の適 人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが

用対象とされている一方、この物質は 明らかであるとする特定防除資材の定義から逸脱して

国内で農薬登録・医薬品登録の実績が いることとなります。このため、今回、データの収集

指定に向けた検討をする必要がないないことから残留農薬基準設定の要否 等を待たずに、

の検討が行われておりません。 した す。と判断 ところで

このような点を踏まえれば 残留農薬基準が設定されていないその他の、残留 一方、

候補資材については、今後、評価に必要なデータを収農薬基準が設定された物質を含む候

集し、合同会合の場等における有識者による検討を経補資材は検討対象から除外され、残

て、特定防除資材の指定の可否の判断を行うこととな留農薬基準の設定されていない資材

ります。は、特定農薬指定に係る薬効や安全

矛盾が性の評価作業に進めるという

生じるのではないか。

〈 メタノール」について〉「

４.植物成分を主体とした多くの有機 メタノールは既存の文献等の資料から毒性を有する

農業用資材を製造する際に、メタノー ことが明らかであり、原材料に照らし農作物等、人畜

ルは植物成分の優れた抽出溶媒として 及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明ら

使用されており、入手のしやすさ、コ かであるとする特定防除資材の定義から逸脱している

ストの点で他の資材では代用できませ こととなります。また、特定防除資材については、希

ん。 釈倍数等使用方法に係る制限を設ける仕組みになって

また、製造した資材は、300倍以上 いないため、希釈した条件の下で安全性が確認された

に希釈して植物に散布するといった方 としても、そのことをもって特定防除資材の要件を満

法で使用されることから、人畜に対す たすことにはなりません。従って、メタノールが「登

る影響及び植物体への残留や土壌・水 録を受けなければ農薬として使用できないもの」に該

系など環境に及ぼす影響は心配なく、 当するという今回の判断は適切なものと考えます。

食の安全・安心にも全く問題はありま ただし、植物成分の抽出物を主体とした資材等の製

せん。単にメタノールが劇物に指定さ 造過程において、抽出時にメタノールを使用した後、

れているというだけで、これを含む製 蒸発等によりメタノールを完全に除去する場合等にあ

剤を農薬登録を受けなければ農薬とし っては、メタノールを原材料とみなさないと判断する

て使用すべきでないものとして整理 ことも可能であると考えられます。今後そのような製

し、特定防除資材に指定しないという 法により製造された資材について検討する必要があれ

のは適当ではないと考えます。 ば、個別に対応していきたいと考えます。

〈 除虫菊を含む資材」について〉「

５． 除虫菊粉末の有効成分である「ピレトリン」は既に除虫菊粉末は過去100年以上、世

食品中の残留農薬基準が設定されており、３の場合と界中で農業用防除資材として利用さ

同様に、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植れてきた実績があり、薬害や環境へ

物に害を及ぼすおそれがないことが明らかであるとすの負荷が問題となる根拠は全く見当

る特定防除資材の定義にあてはまらないことから、今たらない。

回、合同会合の意見を聞いた上で、除虫菊を含む資材従って、除虫菊粉末を安全性の観

について「登録なしに農薬として使用すべきでない」点から特定農薬の評価の指針に基づ



と判断したところです。く検討作業から除外する緊急性がな

ことから今回の取扱い案から撤回い

し「評価の指針」に則り特定農薬とし

て評価検討作業を行うべきです。

６．除虫菊粉末を特定農薬指定の検討 御質問にある「化学合成されたピレトリン」が、ピ

対象外とすることについて、除虫菊粉 レトリンの構造をまねて合成された「合成ピレスロイ

末と化学合成されたピレトリンとの安 ド」のことを示すのであれば、この物質は除虫菊粉末

全性の比較を含め再検討するべきと考 の有効成分である「ピレトリン」とは異なった物質で

えます。 あるため、双方を比較検討する必要はないものと考え

ます。

また、除虫菊の有効成分である「ピレトリン」につ

いては、すでに農薬登録がなされ、また、残留農薬基

準が設定されているものであり、既に除虫菊粉末の評

価がなされていると考えます。

７． 特定防除資材は、農薬取締法において、原材料に照特定農薬として販売する資材に

らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそついては「使用方法（対象作物・使

れがないことが明らかなものと定義付けられており、用濃度・使用量 」などを表示するよ）

のに、 法律に基づく使用規制は必要ないと整理されているとう行政指導を行うとしている

残留農薬基準が設定された成分が含ま ころです。ただし、どのような使用方法の下で、どの

れる資材については、特定農薬に指定 ような薬効が得られるかなどの情報を提供すること

した場合、その含有成分が残留農薬基 は、使用者の利便性向上に意義があることから、その

準を超えないように使用されることを 製造者や販売者に対し、使用方法を表示するよう努め

法的に担保できないとするのはおかし るなどの指導を行うこととしているものです。しかし

いのではないか。 ながら、このような行政指導は製造者、販売者及び使

用者に対して法的拘束力を有するものではありませ

ん。

一方、残留農薬基準が設定されている成分を含む資

材については、３で述べたとおり、原材料に照らし農

作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがな

いことが明らかであるとする特定防除資材の定義にあ

てはまらないことから、安全性を担保するために使用

方法を制限する必要があるため、特定防除資材に指定

すべきでないと考えています。

８． するには、 特定防除資材には使用方法に制限を設けないとして除虫菊を検討対象外と

に いることから 「ピレトリン」のように残留農薬基準除虫菊粉末 表示された使用方法の 、

が設定されており、その使用方法について規制を行わ範囲内で使用した場合 ピレトリン、「 」

なければ安全性が担保できない資材は、特定防除資材が基準値以上に残留する可能性があ

に指定すべきでないと考えています。ることが、試験して証明されるべき

ではない 。か

（今回の取扱い（案）への直接の意見ではないもの）

意見の概要 御意見に対する考え方

９．農産物などの食品、食品残さは保 頂いた御意見は、今回募集した特定農薬（特定防除



存料などの添加物を除いて、すべて農 資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に

薬に分類すべきでない。 ついてのものではありませんが、農産物などの食品、

食品残さであっても、現に、殺虫・殺菌効果を持ち、

農薬として利用されるものがある以上 「食品」であ、

ることをもって農薬登録を不要とするべきではないと

考えます。

10．私共自らが製造している資材につ 頂いた御意見は、今回募集した特定農薬（特定防除

いて登録等を取得するためには、どう 資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に

、 、すれば良いのでしょうか。 ついてのものではありませんが 農薬取締法に基づき

農林水産大臣の登録を取得するには、申請書、農薬の

見本並びに薬効、薬害、毒性及び残留性に係る試験成

績を農林水産大臣に提出し、独立行政法人農薬検査所

の検査を受ける必要があります。

一方、特定防除資材に該当すると思われる資材であ

って、評価指針に規定されている薬効や安全性の資料

を農林水産大臣及び環境大臣に提出し、合同会合等の

、 、検討を経て 特定防除資材として指定された場合には

農林水産大臣による農薬登録を受けることなく、農薬

として製造・販売・使用が可能となります。

なお、具体的な手続等は農林水産省農薬対策室又は

独立行政法人農薬検査所にお問い合わせ下さい。


