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（別紙）

有機農産物の日本農林規格の一部改正案に対して寄せられた意見の概要及び意見

に対する考え方について

御意見の概要 件数 御意見に対する考え方

第２条 有機農産物の生産の原則

コーデックスガイドラインで示された ２ 有機農産物のＪＡＳ規格は、コー

原則と同様に、生物の多様性の維持増 デックスガイドラインを踏まえて具

進、資源の循環利用等の重要性を規定し 体的な生産方法や表示方法を規定す

てほしい。 るもので、食料・農業・農村基本法

や有機農業の推進に関する法律と同

様に農業の自然循環機能の維持増進

について規定しています。

可能な限り地域の再生可能な資源を利 １ 生産の原則として、農業の自然循

用した栽培管理を行うことを記載すべ 環機能の維持増進を図ることを規定

き。 しています。

第３条 定義

使用禁止資材の定義を改正して、別表 １ 別表３、別表４及び別表５の資材

３、別表４、別表５の資材を盛り込んだ については、土壌、植物又はきのこ

ものにすべき。これらの資材が使用禁止 類に施される資材ではないこと等の

資材となってしまい、一般管理の項で問 ため、使用禁止資材の定義に規定す

題が起きるため。 る必要がないと考えています。

この規格における「化学的処理」と １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

「天然物質」の定義、「由来する」の許

容範囲（薬剤添加したものも「由来する

もの」に含まれるのか。）をきちんと出

してほしい。とくに「化学的処理」と

「天然物質」はこの第３条の定義に盛り

込むべき。

第４条 ほ場

有機質肥料は速効性が無いことから、 １ 有機管理の期間は、コーデックス

有機質肥料で“旨い茶”を作るには３年 ガイドラインに従って最低限の期間

間の有機管理では短い。有機管理の期間 を規定したものであり、現行どおり

等は野菜、果物、茶樹それぞれに適する としています。

期間を定めることが望ましいのではない

か。
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第４条 ほ場に使用する種子又は苗等

１で定めている種苗とは、認定ほ場か １ １に規定する方法で生産された種

ら生産された種苗だけを指しているの 菌であれば、認定ほ場から生産され

か、それとも非認定ほ場で有機農産物の た種苗に限定していません。

日本農林規格に適合した管理をおこなっ

て生産された種苗も含まれるのか。

シーダーテープは基準１の種子にしか １ 御意見を踏まえ、シーダーテープ

かからないように読めるので、全ての種 は全ての種子に使用可能である旨規

子に使えることが分かるように書いてほ 定しています。

しい。

マルチ、シーダーテープについては、 １ 生分解性のマルチ、シーダーテー

一部の原料に制限している理由に説得力 プは天然物質に由来するものでない

がない。生分解性のマルチ、シーダーテ こと、再生紙原料のシーダーテープ

ープや再生紙原料のシーダーテープも認 は接着剤として化学的に合成された

めるべき。現行の制限を続けるのであれ 物質が使用されていることから、使

ば、原料の違いによるそれぞれの環境影 用は認められていません。

響評価、生産物への影響評価の試験を行

い、その結果を科学的な見地で評価した

うえで制限すべき。

ほ場に使用する種子又は苗等の項２の １ 「使用禁止資材を使用することな

「使用禁止資材を使用することなく生産 く生産されたもの」とは、種子の場

された」とは、栽培の段階での使用禁止 合、採種した後に使用禁止資材で種

資材の使用を制限しているものなのか、 子消毒やコーティング処理を行って

それとも採種した後に販売に供するため いないもの、苗の場合、育苗の段階

におこなう調製（種子消毒、コーティン で使用禁止資材を使用していないも

グ処理等）の工程段階の制限をしている ののことです。

ものかについて明示してほしい。

ほ場に使用する種子又は苗等の項につ ２ Ｑ＆Ａで解説することとします。

いて分かりやすく解説してほしい。

種苗に施された化学合成肥料や種子消 ７ Ｑ＆Ａで解説することとします。

毒剤は多少ともある期間、ほ場で効果が

あり、「持続的効果を示す」の意味が不

明なので、具体的に示すべき。

持続的効果を示す資材が使用されてい ４ 種子消毒された種子や化学肥料が

ないものとは、樹脂等で被覆された緩効 添加されていないコート種子は、持

性の化学肥料及び粒状で持続的効果のあ 続的効果を示す資材が使用された種

る化学合成農薬のことを指しており、種 子には含みません。

子消毒及びコ－ト種子は現行と同様に除
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かれると理解してよいか。

は種から短期間で収穫するベビーリー １ 種苗については、原則はあくまで

フなどは食用新芽と同じ扱いの方が消費 も有機の生産の方法についての基準

者の信頼を得られるのではないか。 に適合するものを使用することとし

ており、できる限りこの原則に従っ

た生産方法で栽培することとしてい

ます。

３の災害、病害虫等により、植え付け １ 災害、病害虫等で植え付ける苗等

る種子又は苗等がない場合の購入苗にお がない場合であっても、入手可能な

いても化学合成肥料が施用された培土等 場合には、有機の生産の方法につい

で育苗された苗は使用不可とすべき。 ての基準に適合する種苗や使用禁止

資材を使用せずに生産された種苗を

使用することとしています。

災害、病害虫等により、植え付ける種 １ 災害、病害虫等により、植え付け

子又は苗等がない場合の「ない場合」は る種子又は苗等がない場合として

「入手困難な場合」とした方がよいので は、有機の生産の方法についての基

はないか。 準に適合する種苗や使用禁止資材を

使用せずに生産された種苗が入手で

きない場合であって、かつ、自家採

種や自家育苗の種苗が、災害、病害

虫等によりできなかった場合を想定

してこのように規定しています。

育苗施設が被災し、一年以上使用不可 １ 該当します。

となった場合も「災害、病害虫等によ

り、植え付ける種子又は苗等がない場

合」に該当するか。

「災害、病害虫等により」の「等」に １ 含みます。

ついては、育苗の失敗を含むか。

今後、有機適合種子や苗は外部委託や １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

購入による入手が増える傾向にある。既

に有機苗として販売しているホームセン

ターもある。その場合の農林規格の適合

性はどのうように確認するのかを示して

ほしい。

種苗の遺伝子組み換え情報は農家が事 １ 遺伝子組換え農産物で既に国内で

前に把握することは困難な現状であるの 生産等が認められている品種につい

で、使用する前に国が情報を公開すべき ては、農林水産省及び環境省におい

ではないか。 て公開されています。
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第４条 種菌

種菌の項が新たに設定されたが、この １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

項が適用される具体的な範囲が規格では

明確になっていない。食用とする子実体

を得るためのほだ木、菌床などによる培

養のために植え付ける種菌の培養のこと

のみを指し、さらに遡った培養（例えば

品種の維持のための培養）までは問わな

いということでよいか。Ｑ＆Ａで種菌の

範囲について例示していただけるとわか

りやすい。

きのこ類であっても、組換えＤＮＡ技 １ 御意見を踏まえ、組換えＤＮＡ技

術を用いたものは、自然な方法によって 術を用いて生産された種菌は使用で

生産された農作物とはいえず、有機農産 きない旨規定しています。

物として認めるべきではない。種菌につ

いても、組換えＤＮＡ技術を用いたもの

を使用してはならないこととすべき。

第４条 ほ場における肥培管理

有機肥料であっても堆肥を必要以上に １ ほ場における肥培管理は、当該ほ

使用すれば、環境汚染につながり、有機 場において生産された農産物の残さ

農業の本来のあり方とはいえないため、 に由来する堆肥の施用等を基本とし

ほ場における肥培管理の項に「堆肥を使 ており、現行どおりとしています。

用する場合は、地球環境への影響を最小

限にとどめるため、必要最小限の量のみ

を使用すること。」という文章をいれる

べき。

「生物の導入」とはミミズの他、「有 ２ 含みます。

用微生物又は小動物」のことも含まれる

か。

生物や土壌動物の増殖に用いた資材・ １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

培地などの判断基準等があれば明示して

ほしい。

当該ほ場若しくはその周辺以外から生 １ 海外からの生物導入は、生態系の

物を導入することができる旨記載された 悪影響を考慮して「特定外来生物に

が、ほ場周辺以外からとなると遠方より よる生態系等に係る被害の防止に関

元々地域に生息していなかった生物も導 する法律」に基づき制限されていま

入可能となり、導入した生物の増殖の度 す。
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合いによっては作物や生態系に悪影響を

及ぼす可能性がないとはいえないので、

導入可能な具体的な生物名を明記するか

規制をする文面を付け加えるべき。

ほ場における肥培管理として、ほ場に １ 認められます。

豚や鶏を一定期間放すことで、掘り起こ

したり糞尿が入り、農地の生産力の増強

を行う方法も認められるか。

第４条 栽培場における栽培管理

きのこ類の生産に使用する樹木由来資 ２ 生産の原則において、農業の自然

材は地域内の資源に由来することを規定 循環機能の維持増進を図ることを規

すべき。 定しています。

駒については、自家生産は難しいた １ 可能です。

め、種菌メーカーの生産したものを使用

することが多いと思われる。種菌メーカ

ーにおいて、過去３年以上周辺から使用

禁止資材が飛来していない等の基準に適

合する樹木等の入手は可能か。

原木栽培の種駒は、木片の駒とおがく １ おがくずの駒に混入されるものに

ずの駒の２種類があるが、おがくずの駒 ついては、樹木に由来する資材以外

には様々な栄養体（米ぬかやトウモロコ の資材として、有機農産物のＪＡＳ

シ等）が混入される。これらの有機性を 規格の生産の方法についての基準に

確保することが必要。 従って栽培された資材等を使用する

ことを定め、有機性を確保していま

す。

きのこ類の生産に用いる資材の書きぶ １ 栽培場における栽培管理の項２の

りが樹木と有機農産物・有機加工食品・ 樹木に由来する資材以外の資材に雑

有機畜産物・有機飼料由来が示されてい 草類を含みます。

るが、樹木と同様の条件の雑草類も含め

るべきである。規格上に明確になってい

ない。

第４条 ほ場又は栽培場における有害動植物の防除

「物理的防除」として、コーンスター ２ 接着防止のために微量のコーンス

チを塗布したマルチは認められるのでは ターチが塗布されているプラスチッ

ないか。 クマルチ及び活性炭の分散剤として

微量のコーンスターチが添加されて

いる紙マルチは使用可能です。
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水田の有機栽培で、米ぬか、屑大豆、 ２ Ｑ＆Ａで解説することとします。

オカラなどを利用して行う雑草抑制を認

めてほしい。

捕食動物・寄生微生物の導入のため １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

に、別表２の農薬を利用して得た有害動

植物の弱った個体や死んだ個体をまくこ

とを許容してほしい。

「有害動植物」という用語は、ウイル １ 植物防疫法において有害植物には

スや菌類を含まないことになり、不正確 真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウ

なので「病害虫及び有害生物」とすべ イルスを含むとしており、ＪＡＳ規

き。 格においても同様の取扱いをしてい

ます。

第４条 一般管理

ネギのチェーンポットは紙でできてお １ 紙製のポットは接着剤が使用され

り、現行規格では使用禁止資材になる ているため、ほ場に植え付ける前に

が、紙マルチと同様に認めてほしい。 取り除かない限り使用できません。

第４条 育苗管理

有機ほ場への転換を開始したほ場に直 １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

接は種する場合は有機的な管理が認めら

れるが、当該ほ場の土を育苗土に用いる

ポット等で発芽させた後に当該ほ場に移

植した場合には認められないと誤解され

る規定となっている。当該土は育苗管理

の基準に適合する土として認められるこ

とを明確化して誤解が生じないようにし

てほしい。

第４条 収穫､輸送､選別､調製､洗浄､貯蔵､包装その他の収穫以後の工程に係る管理

２の(1)の有害動植物の防除のただし １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

書き「農産物への混入を防止するこ

と。」は、別表２の二酸化炭素くん蒸剤

やケイソウ土粉剤の使用方法と矛盾す

る。本則のこのただし書きを削除し、別

表２、別表４の該当する薬剤にそれぞ

れ、基準として盛り込むべき。

３の放射線照射とは、殺菌等の目的で １ Ｑ＆Ａで解説することとします。
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農産物に対し意図的に放射線を照射する

行為であると理解しているが、規定上は

明確ではないため、明確化して誤解が生

じないようにすべき。

４に「この表ほ場の項等の基準及びこ １ ボードン処理の袋等包装資材につ

の項１から３までに掲げる基準に従い生 いては、食品衛生法で認められてい

産された農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤 るものは使用可能です。

その他の資材により汚染されないように

管理を行うこと。」とあるが、一般に葉

物の包装などに使用されているボードン

処理の袋は使用できるか。

人の保健のために防除用医薬部外品を ２ 人の保健のための防除用医薬部外

使用することができることを明示してほ 品については、農産物への混入をで

しい。 きる限り防止した上で使用可能で

す。

第５条 有機農産物の名称の表示

玄米及び精米は、表面に「商品名」、 １ 御意見を踏まえ、名称又は商品名

裏面の一括表示欄に「名称」が記載され に近接した箇所に「転換期間中」の

ている場合が多い。有機農産物の「転換 表示が可能となるよう規定していま

期間中」の表示箇所は、有機加工食品の す。

ＪＡＳ規格と同様に、商品名に近接した

箇所に表示することを認めるべき。

有機加工食品のＪＡＳ規格と同様に、 １ 生鮮食品品質表示基準（容器に入

「転換期間中」の表示の文字の大きさを れ、又は包装されたもののみ）、玄

規定すべき。 米及び精米品質表示基準で文字の大

きさを定めているところにより表示

することとなります。

有機農産物には一切の農薬を使用して ２ 有機農産物の規格では、農業の自

いないと思っている消費者が多い。別表 然循環機能の維持増進を図ることを

２の農薬は一般栽培で使用される農薬と 原則とした生産の方法を定めて、農

比べて環境への影響や人体・動物への悪 薬の使用は、農産物に重大な損害が

影響が少ないものが多いとはいえ、使わ 生ずる危険が急迫している場合に限

れるものは少ないに越したことはない。 定して別表２のものに限り認められ

有機農産物も特別栽培農産物と同様に使 ており、現行どおりとしています。

用した農薬名や使用回数の表示を義務付

けるべき。

別表１ 肥料及び土壌改良資材
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植物及びその残渣由来の資材の「建築 ２ 御意見を踏まえ、「植物の刈取り

廃材、接着加工材又は薬剤処理材に由来 後又は伐採後に化学的処理を行って

するものを除く」の「由来」は分かりに いないものであること。」と規定し

くい。 ています。

市場に出回る大豆油粕、菜種油粕の多 １ 別表１の肥料及び土壌改良資材に

くは遺伝子組換えのものが大半であり、 ついては、その原材料の生産段階に

またそうでないものが一部混じっていた おいて組換えＤＮＡ技術が用いられ

としても、使う側に見極めが付かない現 ていないものに限ることとしていま

状。従って、明確にこの２資材について す。ただし、現在、大豆油粕等の

は禁止し、NOGM表示のもののみに限定し 「食品工場及び繊維工場からの農畜

使用を許可すべき。 産物由来の資材」等については、原

材料の生産段階において組換えＤＮ

Ａ技術が用いられていない資材に該

当するものの入手が困難であること

から、当分の間、これに該当する資

材以外のものの使用が認められてお

り、現行どおりとしています。

食品工場からの農畜水産物由来の資材 １ 豆乳に化学的に合成された消泡剤

で、豆乳工場からでるおからが使えると が使用されている場合は、「天然物

いうことを明確にしてほしい。 質又は化学的処理を行っていない天

然物質に由来するものであるこ

と。」の基準に合致しないため、使

用できません。

メタン発酵消化液を加えることについ ５ メタン発酵消化液の原料からの発

ては、病原体の残存のおそれがあるこ 酵過程で、病原菌、衛生害虫、雑草

と、家畜糞尿に含まれる雑草種子などが の種子等は消化されることから、問

拡散するおそれがあることから反対。も 題はないと考えています。

し加える場合には、上記２点に関して有

効な手段等考慮した条件をつけるべきで

ある。

メタン発酵消化液の管理条件につい ６ メタン発酵消化液の管理条件につ

て、嫌気条件下でメタン発酵させたこと いては、原料や発酵条件により状況

を検査現場でどのように確認すればよい が異なることから、発酵した食品廃

のか基準を示してほしい（温度、期間、 棄物資材等の場合と同じく、一律に

攪拌等）。 定めることは考えていません。

メタン発酵消化液を食用作物の可食部 ５ 「可食部分に使用しないこと」と

分に使用しないこととあるが、この意味 は、地上部を食用にする農産物に直

を明確にしてほしい。 接散布しないことをいいます。

メタン発酵消化液の食用作物の可食部 １ 御意見を踏まえ、し尿を原料とし
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分への使用が制限されているが、人間の たものにあっては、食用作物の可食

排せつ物以外を原料とするメタン発酵消 部分に使用しないことを規定してい

化液の条件としては過剰である。人間の ます。

排せつ物由来に限定した条件とすべき。

草木灰の「天然物質又は化学的処理を １ Ｑ＆Ａで解説することとします。

行っていない天然物質に由来するもので

あること。」という基準はわかりにくい

ため、原材料の草木の生育過程の化学資

材使用を許容するよう基準の修正が必

要。

塩化加里の基準の「化学的方法によら １ 表現の統一を図る観点から、塩化

ず」は、他の基準の「化学的処理を行っ ナトリウムの規定と表現を合わせた

ていない」とどう違うのか。海水や湖水 ものです。

も「天然物質」に含まれるのであれば、

現行規格のままで問題はないはず。

有機肥料に添加された酸化防止剤は極 １ 酸化防止剤が土壌改良資材に必要

微量であり、土壌劣化の原因にはなり得 不可欠とは考えにくいことから、認

ないので認めてほしい。 められません。

「肥料の造粒材及び固結防止剤」の基 １ 乳酸の使用は育苗用土等のpH調整

準には化学的処理を行っていない天然物 用に限って認められているものであ

質に由来するものであることとあり、 り、造粒材としての使用はできませ

「乳酸」の基準には育苗用土等のpH調整 ん。

に使用する場合に限るとあるが、化学的

処理を行っていない天然物質に由来する

乳酸は、造粒材として使用可能か。

製糖産業の副産物は、「副産物」とあ １ 製糖産業の副産物には糖蜜及び糖

るため、廃糖蜜はいいが、糖蜜や糖はダ を含みます。

メという奇異な規格となっている。主産

物の糖蜜や糖も使用可能とするため「製

糖産業の産物及び副産物」とすべき。

木酢液・竹酢液は、別表１の「その他 ３ Ｑ＆Ａで解説することとします。

の肥料及び土壌改良資材」として認めら

れているが、木酢液・竹酢液と明記され

ていないため、表現が不明瞭で、現場の

生産者や流通業者及び有機農業者等から

の問合せが多く、混乱している。他の資

材と同様に独立させて、木酢液・竹酢液

と明記すべき。
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その他の肥料及び土壌改良資材で認め １ その他の肥料及び土壌改良資材で

られているけん化について、けん化を起 認められているけん化のために使用

こさせる物質には制限がないことを明示 する物質については制限されていま

してほしい。 せん。

その他の肥料及び土壌改良資材の「天 ２ Ｑ＆Ａで解説することとします。

然物質又は化学的処理を行っていない天

然物質に由来するもの（燃焼、焼成、溶

融、乾留又はけん化することにより製造

されたもの並びに化学的な方法によらず

に製造されたものであって……に限

る）」という基準は、この規格での他の

ところで言う「化学的処理」には「燃

焼、焼成、溶融、乾留、けん化」も含む

ということが暗示されている。「化学的

処理」の定義を明確にし、基準を改正す

べき。

別表１又は別表２に改正後新たに追加 １ 現行規格Ｑ＆Ａ問２４で示してい

された資材を使用したほ場で栽培された るとおり、ほ場の認定を取得し、有

農産物について、規格改正前に収穫を終 機ＪＡＳマークを付けることができ

えており保存している農産物や、改正前 ます。

から栽培されている農産物に、有機ＪＡ

Ｓマークを付けることはできるか。

別表２ 農薬

別表２の項目名は「農薬の種類」とす １ 全ての別表の左欄において「種

べき。 類」との表現を用いていないことか

ら「農薬」としています。

「天敵等生物農薬」及び「銅水和剤」 ２ 御意見を踏まえ、別表２に「天敵

が記載されているが、現地で混用使用が 等生物農薬・銅水和剤」を追加して

行われている事例がある。既登録の「天 います。

敵等生物農薬・銅水和剤」であれば、農

薬登録制度で保障されており、生産者も

現地混用することなく適切に使用できる

ため、「天敵等生物農薬・銅水和剤」を

追加記載すべき。

スピノサド、ミルベメクチンといった ３ 農薬については、農林水産消費安

一般的な農薬を認めることで、有機への 全技術センターによる調査及び専門

入口は広まるものの、こんなに農薬が使 家、事業者、消費者等が参加した検

えるのか、という消費者の拒否感、不信 討を行い、必要不可欠であること等

感を招くのではないか。 のコーデックスガイドラインの基準
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を踏まえて、やむを得ない場合に限

って使用できるものとして認められ

ているところです。

追加する農薬で現在登録されている製 １ 別表２の農薬は、組換えＤＮＡ技

剤は、規格本則の要件である「組換えＤ 術を用いて製造されていないことを

ＮＡ技術を用いて製造されたものを除 確認した上で使用可能なものとして

く」の確認はできるものなのか。もし、 規定しています。このため、農薬を

企業秘密等で情報が開示されない場合 使用する事業者が組換えＤＮＡ技術

は、その内容を周知してほしい。 を用いて製造されたものでないか確

認する必要はありません。

別表３ 種菌培養資材

種菌培養資材について、組換えＤＮＡ ４ ありません。

技術を使って生産してはならない等の制

限はあるか。

別表４ 薬剤

表の基準以外の制限が本則では示され １ 別表４のホウ酸、フェロモン、カ

ていないことから、ホウ酸、フェロモ プサイシン等は有効成分が化学合成

ン、カプサイシン等は有効成分が化学合 された物質を使用していても、また

成されたものであっても、また製造工程 製造工程で化学的に合成された物質

で化学的に合成された物質を使用してい を使用していても差し支えありませ

ても構わないと解釈されると思われるの ん。

で、それをＱ＆Ａで明示してほしい。

「農産物に対して病害虫を防除する目 ２ 農薬取締法において、農薬でない

的で使用する場合を除く。」の意味が分 ものを農産物に対して病害虫を防除

かりにくいので、どのような場合に、こ する目的で使用することが禁止され

の基準に抵触するのかなど、具体的に例 ていることから、確認的にその旨を

示するか、あるいはこの基準の表現をわ 規定しています。

かりやすくしてほしい。

別表４の薬剤は、収穫以後の工程に係 １ 御意見を踏まえ、重曹について

る管理の項で別表２の農薬と並列されて は、別表２との重複があったことか

いるのに、別表４と別表２の両方に重 ら、別表４から削除しています。

曹、フェロモンが記載されているのはな フェロモンについては、別表２の

ぜか。 性フェロモン剤以外のものも薬剤と

して使用されるため、別表４に規定

しています。

有機加工食品のＪＡＳ規格改正案の別 １ 御意見を踏まえ、除虫菊抽出物を

表２（薬剤リスト）に除虫菊抽出物があ 別表４に追加しています。
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るのに対し、有機農産物のＪＡＳ規格改

正案の別表４（薬剤リスト）に除虫菊抽

出物がない。収穫後作業施設で使用する

なら農薬でない除虫菊抽出物が必要であ

るため、規格を修正すべき。

誘引剤や忌避剤として食品及び食品添 ５ Ｑ＆Ａで解説することとします。

加物を使用可能なことを別表４に記載す

るか又はＱ＆Ａに明記すべき。しょう

が、にんにく、わさび、とうがらし等の

使用実態がある。

別表４の薬剤で忌避剤はカプサイシン ４ 薬剤については、農林水産消費安

のみであるが、木酢液やヒノキチオール 全技術センターによる調査及び専門

なども含め忌避剤をもう少し広げるべ 家、事業者、消費者等が参加した検

き。 討を行い、必要不可欠であること等

のコーデックスガイドラインの基準

を踏まえて、やむを得ない場合に限

って使用できるものとして認められ

ているところです。

別表４に記載されているものは、薬剤 １ 別表４に規定されたことで自動的

であり、これらをほ場において使用すれ に別表１の「その他の肥料及び土壌

ば、薬剤の使用と判断されることになる 改良資材」から除かれるものではあ

か。つまり、カプサイシンやカリ石鹸を りませんが、病害虫の防除効果を有

「その他の肥料及び土壌改良資材」とし することが明らかなものでないこと

て使用することは今後はダメになると考 等別表１の基準に適合することが肥

えてよいか。 料及び土壌改良資材の条件として必

要です。

別表５ 調製用等資材

「ケイソウ土」は［削る。］とは、な １ 御意見を踏まえ、ケイソウ土を追

っていないが、改正案から抜け落ちてい 加しています。

る。残すべき。

エチレンの使用が柑橘類に認められな １ 調製用等資材については、農林水

いのはなぜか。 産消費安全技術センターによる調査

及び専門家、事業者、消費者等が参

加した検討を行い、必要不可欠であ

ること等のコーデックスガイドライ

ンの基準を踏まえて、やむを得ない

場合に限って使用できるものとして

認められているところです。
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オゾンについては、気体でもオゾン水 ３ 農産物の品質の保持改善目的であ

の状態でもどちらでも使用できるか。 れば、どちらも使用できます。

次亜塩素酸水についてもう少し解説が ２ Ｑ＆Ａで解説することとします。

ほしい。

調製用等資材は今回大幅に削除された １ 調製用等資材については、例えば

が、残った資材がどのように調製に使わ 植物油脂については茶刈機の刃の潤

れるのかの具体例がほしい（依然として 滑油として使用されており、今回、

用途がよくわからないものがある。卵白 明らかに農産物に使用しないものを

アルブミン、植物油脂、樹皮製品の調製 削除しています。

品など）。

附則

種苗の経過措置として、ナス科とウリ ４ 種苗の経過措置は、ナス科及びウ

科についてのみ慣行苗の使用が認められ リ科の果菜類について、自家育苗が

ることになっているが、アブラナ科につ 困難な事業者等が確認されたため設

いても同様の扱いとしてほしい。例え 定したものです。なお、災害、病害

ば、九州では、キャベツ、ブロッコリー 虫等により植え付ける種子又は苗等

等の育苗については、8月～9月の播種育 がない場合には、ナス科及びウリ科

苗となることから、高温多湿期故の虫害 の果菜類以外についても慣行苗を購

が多発し、優良なる苗の育苗は極めて困 入することができますが、これには

難である。 育苗に失敗した場合も含まれます。

ナス科及びウリ科の果菜類とこんにゃ ２ 御意見を踏まえ、組換えＤＮＡ技

く芋は慣行苗の使用が経過措置で認めら 術を用いて生産された苗等は使用で

れるが、組換えＤＮＡ技術が用いられた きないよう規定しています。

ものは制限されないのか。

平成18年10月27日告示附則２（肥料及 ６ 当該附則は削除していません。

び土壌改良資材についての組換えＤＮＡ

技術に関する例外規定）を削除しないで

ほしい。

附則によって、みのる式のたまねぎ栽 １ たまねぎの育苗用土の粘度調整資

培が現行として認められると解釈でき、 材については、北海道庁において実

これは北海道農業にはよい改定案であ 用化のための試験を実施中であり、

る。しかし、期限を当分の間としている ５年後のＪＡＳ規格見直しの際に再

ので、有機的な技術開発は足踏みするこ 度検証することとしています。

とは明白。国が所轄する研究機関が先頭

に立って研究開発を急ぐようお願いす

る。

改正前の規定に従って適正に行われて １ 認められます。
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きたほ場の有機的な管理の有効性は、今

回の改正が行われても引き続き認められ

るか。

改正前の規定に従って適正に入手され １ 認められません。

た種子、肥料その他の資材の有機的な有

効性は、改正前に入手済みのものであれ

ば、今回の改正が行われても引き続き認

められるか。

＊ その他の意見提出もありましたが、今回の改正案に直接関係のないものでしたので御

意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


