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植物防疫に関する意見交換会

日時：平成１７年３月１７日（木）

１４：００～１６：３０

会場：農林水産省共用Ｄ会議室

日本郵政公社２階

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

（１）植物防疫ってなあに？～現状とその課題～

（２）意見交換

４．閉 会

＜配布資料一覧＞

資 料 植物防疫ってなあに？～現状とその課題～

参考配布１ 植物検疫のしおり

参考配布２ 食品の安全性に係わるリスク分析

参考配布３ 食の安全・安心トピックス

参考配布４ 食生活指針
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午後 ２時００分 開会

○中山消費者情報官補佐 本日は雨の中、お集まりいただきましてどうもありがとうござ

います。ただいまから、植物防疫に関する意見交換会を開催いたします。

まことに申しわけございませんが、本日は休憩のお時間を途中でとってございません。

会場の方狭くて申し訳ないんですけれども、ご用のある方は適宜おとりいただけたらと思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは初めに、農林水産省消費・安全局参事官の伊地知よりご挨拶申し上げます。

○伊地知参事官 植物防疫は海外からの病害虫の侵入を防止するとともに、国内で病害虫

を防除することによって、国内の農産物の安定した生産と供給を確保する重要な制度であ

りまして、適切な対応が求められているものでございます。また、農産物の輸出入が世界

的に行われる中で、その規制について科学的な根拠に基づく国際的なルールへの協調が求

められているなど、新しい課題も出てきているところであります。

本日は植物防疫の現状について、ご理解を深めていただくとともに、その課題について

消費者、事業者を初め、さまざまな立場の方々と意見交換をさせていただきたいというふ

うに考えております。皆様方の多くのご意見をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせて

いただきます。本日はよろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 ではここで出席者をご紹介します。

まず本日募集により大変多数の方にご参加いただいております。本日は広くご意見をい

ただくために、出席者をプレスリリース等で募集しましたところ、78名の応募をいただき

ました。当初予定していました人数より若干多かったのでございますが、会場を工夫して、

応募いただいた方皆様にご出席をいただいております。このため、出席者のご紹介につき

ましてはお手元の出席者名簿に代えさせていただきたいと思いますので、ご了解ください。

また、名簿作成後にお申し込みいただいた方につきましては、お名前の方が載っていない

こともございますけれども、ご容赦ください。

続きまして、本日の行政側の出席者でございます。

内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課の大津課長補佐です。

厚生労働省大臣官房の松本参事官です。

先ほどご挨拶いたしました農林水産省消費・安全局参事官の伊地知でございます。

それから、消費・安全局植物防疫課長の福田でございます。

同じく植物防疫課検疫対策室長の大村でございます。
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それから、こういった意見交換会等の担当をしております農林水産省消費・安全局消費

者情報官の姫田でございます。

私は本日の司会進行を務めさせていただきます消費者情報官補佐の中山と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。

では議事に先立ちまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。封筒

に入ってお渡ししているものでございますけれども、本日説明等で使わせていただく、こ

ういったカラー刷りの資料が１部、それから、参考配布としまして、植物検疫のしおり、

それから「食品の安全性に係わるリスク分析」という１枚紙で表裏印刷してあるもの、そ

れからこういった緑の、これは私どものメールマガジンのご案内でございますけれども、

「食の安全・安心トピックス」のチラシ、それからこういう小さいもので、「食生活指

針」、こういったものを入れております。

そのほか、入り口の方にも置いてございましたが、植物防疫のＰＲの資料としまして、

こういったシールとかしおりを入れさせていただいております。もし足りないものがござ

いましたら、事務局の方にお申しつけください。

あと続きまして、本日の進行について若干ご説明させていただきます。

本日は植物防疫に関する意見交換会でございます。まず本題に入ります前に、本日の意

見交換会のような取り組みを、今なぜ私たちの行政の方が行っているか、そういったこと

について、消費者情報官の姫田より簡単にご紹介させていただきたいと思います。

その後、本題の植物防疫に入りまして、植物防疫に関するビデオを５分ほどごらんいた

だいた後、植物防疫課長の福田より植物防疫の現状と課題について、約60分程度ご説明を

させていただきます。

それでは、ここから議事に入らせていただきたいと思います。

まず最初に、消費者情報管の姫田より、今私どもが食品安全行政の中で取り組んでおり

ますリスクアナリシス、リスク分析について、若干ご説明させていただきます。

○姫田消費者情報官 それでは、リスクアナリシス、リスク分析について、簡単にお話し

いたします。

まずリスクアナリシス、リスク分析ということには３つの大きな要素がございます。

１つは、リスク評価、リスクアセスメントというものでございます。もう１つは、リス

ク管理、リスクマネージメント、そして３つ目がリスクコミュニケーションという、この

３つの大きな要素から成り立っております。
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リスク評価というのは、ここに書いてあるとおり、食品に含まれるハザードを摂取する

ことによって、どのような健康への悪影響が、そのような確率で起きうるか、科学的に評

価する過程と。なかなか難しゅうございますが、具体的には例えばある農薬を食品中全体

から、場合によっては環境から取ることもありますけれども、環境からや食品中からどれ

だけ取った場合でも、どこまで取っても安全かというようなことを評価することになりま

す。具体的には、我が国では食品安全委員会が担当することになっている。これは、要す

るに純粋に科学的に動物実験でやってみて、どのぐらいのところまで影響が出ないかとい

うことを評価し、それから、十分な安全率を見てその数値を決めていくことになります。

一方リスク管理、リスクマネージメントというのは、これは厚生労働省と農林水産省が

主として実施しているところでございますが、要するに具体的な食品産業や農業も大きく

呼べば食品産業ですが、食品産業の中でどういうリスクを管理していくかということを、

実際に農林水産省や厚生労働省が全体を規制していくことでございます。

そして、その中でリスクアセスメントというのは、それぞれの別個のプロセスですべて

の関係者と協議しながら政策の選択肢を慎重に考慮することということでございます。こ

れは例えば先ほどの農薬ですと、それぞれの個々の食品中に、それでリスクアセスメント

で言われた摂取量に抑えるためには、それぞれの個々の食品がどのぐらいの残留量以下に

抑えればいいかということを考えていくということが、厚生労働省でございます。

そして、農林水産省はどのような散布状況、どういうような農薬の使い方で、その基準

を達成するかというようなことが考えられます。ただ、実際には産業を管理しているわけ

なので、それぞれの中で国民の安全を守りながら、科学的なベースは崩さない中でも、産

業、国民全体での利益、あるいは便益ということ、あるいは国民の関心事項の高さという、

そういうようなことも考慮してリスク管理をやっていくことになります。ですから、基準

値は科学ベースだけではなくて、それ全体の国全体のベースとして考えていくことになり

ます。

そして、リスクコミュニケーションというのは、リスクアナリシスの全過程において、

リスクそのものやリスクに関連したものについて、すべての関係者の間で意見や情報を交

換することと書いてございます。これはすべての関係者というのは、皆、今日いらっしゃ

っている消費者の皆さん方、あるいは食品産業の皆さん方、そして、流通の皆さん方、あ

るいは生産者の皆さん方、そして行政も入ります。あるいは科学者も関係者です。これは

ステークホルダーと申しておりますが、こういうすべての関係者の間で、透明で公正な情
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報を十分しっかり提供すること。なかなかここまででリスクコミュニケーションになるの

ではないかなと言われておりますが、そうではなくて、それだけではなくて、それを相互

にお互いに意見交換していこうと。ややもすると、国と行政と消費者の方々と、行政と生

産者の方々というような考え方がありますが、むしろマルチでその相互間での意見交換と

いうのが必要になってきます。

そしてリスクコミュニケーションは、今日は植物防疫ということでございますが、今日

は特別な施策の変更をする場でリスクコミュニケーションするということにはなっており

ませんけれども、リスクコミュニケーションの１つの形態としては、情報を十分に提供し

てお互いにこれから施策をいろいろやっていく間での情報の交換をやっていこう、意見の

交換をやっていこうというときと、情報、施策を何かの転換点において、事前にしっかり

とリスク関係者の間での情報や意見交換をやっていこうと。それをできれば施策に必要な

ものにおいては、施策に反映していこうということも、リスクコミュニケーションの大き

な要素でございます。例えば、今ＢＳＥでさまざまな段階でリスクコミュニケーションが

行われておりますが、今ＢＳＥにおいては、国内対策の施策の変更をやろうということで

やっております。その前にそのリスクコミュニケーションということで皆さん方の意見を

聞いたというところでございます。

それでは、先ほどからリスクとかハザードという言葉をお話ししておりますが、リスク

とは何だろうと。どうもリスクというのを危険とか危害とかそういう言葉で訳されている

ことがございますが、これは日本語に相当する訳語はないんだろうと言われております。

あるいは甲子園大学の木下学長によりますと、やばさだということで、どうもやばさを行

政で使うのはなかなか難しいので、リスクという言葉を使わせていただいております。

あくまでもリスクというのは、あるとか、ないとかということではなくて、すべての食

品中にハザードが存在、これは食品ということだけではなくてすべてのことですけれども、

原子力とかそういうことも含めてですが、ハザードが存在する結果として、健康への悪影

響というより影響がある確率をその程度の関数ということで、それはリスクというのは全

くないということでもなくて、すべてが全くとても危険だということでもなく、どの程度

かということ、あくまでもはかりであるということで、そのハザードが存在する結果とし

ての影響のはかりだと、メジャーだということを意識していただきたいと。ですから、リ

スクはある、なしではなくて、高いか低いかということで考えている。あるいは、大きい

か小さいかということだと考えているわけです。
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ハザードというのは、そういう健康に悪影響をもたらす可能性を持つ食品中の生物学的、

科学的、または物理学的な物質、または食品の状態ということで、例えば大腸菌Ｏ－157

ですとか、サルモネラとか、残留農薬、プリオン、あるいは食品添加物、そういうような

ことが皆さんご存じのとおりだと思います。

ここは今リスクのことのご説明いたしましたが、リスクはあると考えると、あるいは高

低、あるいは大小で表されると。リスクは常にあるんだと考えていただきたいと思います。

今ここで突然上の天井が落ちてきて皆さんが大けがをされるという確率も全くないわけで

はないんですけれども、非常に低いだろうと考えておられて、安心しておられるわけです。

ただ、絶対安全ということにはならない、。全く100％安全ということには、非常に０が

たくさん、0.000・・・ということで０がたくさんつきますが、確率としてはないわけで

はないということでございます。これは、リスクが低いか高いかというところで、このリ

スクはどこかにあるということでございます。それで、そのリスクをどのあたりにするか

ということを、関係者の中でしっかりと話し合っていこうというのがリスクコミュニケー

ションだということをお考えいただきます。

ですから、基本的には科学の世界でどのくらいのリスクがあるかということをしっかり

と見極めていく、それをリスクコミュニケーションで、十分にお互いにどこらあたりにリ

スクを置くのだということを考えていく。それは、当然ベネフィット、便益との関係にな

ってくるということがあります。そして、最終的にはリスク管理でどういうところで決め

ていこうということを決めていくというのが、このリスクアナリシス、リスク分析の考え

方でございます。

今現在どういうふうに行っているかというと、食品安全委員会でリスク評価をやってお

ります。そして、リスク管理ということで、厚生労働省は食品において、そして農林水産

省は食品を製造する過程でのいわゆる生産の段階でのそのリスク管理をやっていくという

ことで、これはリスクコミュニケーションは、食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省、

それぞれがやっていかないといけないというところでございます。

リスクコミュニケーションというのは、すべての段階でやっていかないといけない。こ

れは、ただ安全委員会、農林水産省、厚生労働省だけではなくて、生産者や事業者の方々

は、これはリスク管理者の１人でございます。ですから、生産者や事業者もしっかりとリ

スクコミュニケーションをやっていく。まず、生産者や来る者にこういう会議を主催いた

だこうということではなくて、ぜひこういうところに生産者や事業者の方も出席されて意
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見を言っていただくと。それが消費者、生産者、事業者、それぞれの間で十分な議論がで

きるようになって、意見交換ができるようになれば、我が国でもリスクアナリシスという

ものが定着したということになると考えております。

もちろん、消費者の方も、おうちで食事をつくられる方もリスク管理者の１人でござい

ます。そして、やはり我が国においては一番大きなハザードだと考えておりますいわゆる

食中毒をしないようにするということも、これも非常なリスク管理の大事なことでござい

ますし、家族の間でのリスクコミュニケーションというのも必要になっていくということ

で、あらゆる方々がリスクコミュニケーションをしないといけないということがあると考

えています。

こういうことを踏まえまして、私どもはリスクコミュニケーションをいろんなリスクご

とにやっているというところでございまして、政策の変更点だけではなくて、今回も、特

に政策の変更点ということではございませんが、皆さん方とリスクについて話し合おうと

いうようなこともありまして、今日植物防疫についての意見交換会をさせていただいてご

ざいます。どうもご清聴ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 先ほど議事の進行の中で、私大変重要なことを言い漏らしてお

りました。これから植物防疫の説明を60分程度させていただきますが、もちろん今情報官

の方から説明がありましたように、その後に皆様からご質問ですとか、皆様と意見交換を

していく時間を設けておりますので、そのおつもりでお聞きいただければと思います。

ではここから、植物防疫に関する説明を開始いたします。最初にビデオを５分程度ごら

んいただきます。

（ビデオ上映）

○福田植物防疫課長 それでは、今のビデオに続きましてご説明をさせていただきたいと

思います。最初からビデオで大分脅かすような話をさせていただいたんですが、いろいろ

世界に植物防疫の分野では非常にリスクが高いと思われる病害虫が存在をしているという

ことを紹介をさせていただきました。実際にも過去にこういった病害虫が侵入、まん延し

て被害があったという例がございますので、歴史的なものを２つほど紹介をしたいと思い

ます。

最初のこのスライドでは、病害虫の侵入・まん延による外国での被害ということで、

1840年代にアイルランドで起きましたジャガイモの例でございます。アメリカからジャガ

イモの疫病という病気が侵入をいたしまして、このためにアイルランドの農地の40％であ
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りますジャガイモ農場、ここがジャガイモが主食であるわけでございますけれども、非常

にジャガイモができなくなってしまうと。主食がなくなるわけでございますから、非常に

たくさんの人が飢える、100万人が飢餓で死亡したというふうに言われておりますし、住

めなくなってしまうわけですから、100万人が国外移住をされたということで、よくアメ

リカ、アイルランド系の方、このときにたくさん移住されておりますけれども、ケネディ

大統領とか、そういった方の先祖の方もこのときに移住をされたという話は耳にされた方

もいらっしゃるのではないかと思いますけれども、こういうような非常に社会現象として

大きな問題になった例が１つございます。

それから、もう１つの例は1870年代の例でございまして、フランスでブドウの害虫、ブ

ドウネアブラムシ、フィロキセラというふうに呼ばれておりますけれども、これが猛威を

振るったということでございます。フランスで、ほぼすべてのブドウ畑が全滅になるとい

う、これは本当に社会的な大事件になったということでございます。フランスの方、もち

ろんブドウからワインをつくって飲まれるわけでございまして、そういうことが成り立た

なくなるということで、これは農業者の方はもちろんでございますけれども、フランスの

経済、あるいは社会に非常に大きい影響が出ただろうということをご想像いただけるとい

うふうに思います。

一旦病害虫が侵入、まん延して、農業者の方だけではなくて、一般の国民の方にも多大

な被害が出る事例があるということで、この２つの事例をご紹介をさせていただきました。

こういった、もちろん歴史的にだいぶ古い話でもございますけれども、一旦病害虫の侵

入を許して大きな被害が発生するということでございますが、それでは我が国の場合どう

だったのかということで、これは侵入をしてそれが大きな被害を与えたということではな

くて、既に国内に存在をしていた病害虫が、あるときにもちろん防除がしきれないという

ことで大発生をして大きな被害を及ぼしたという例がございます。

ここでは江戸時代、1670年というふうに書いてありますけれども、江戸時代のウンカの

大発生でございます。当時は今みたいに適切な科学的な防除技術というのがもちろんあっ

たわけではありませんから、神様、仏様に病害虫が来ないようにお願いをするとか、ある

いはもうちょっと物理的に対策として油を水田にまいて、その上に病害虫を落として殺し

てしまうというようなことをやって、何とかくい止めようとしたわけですが、なかなかう

まくいかなくて、ここに256万人と書いてありますが、当時の江戸時代の人口でございま

すので、おそらくまだ日本全国でも二千何百万とかそういう人口だったのではないかと思
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うんですけれども、国民の１割とか、そういう非常に大きな割合の方が飢餓に遭ったとい

うことでございますし、１万2,000人、数字が大きいのか小さいのかというのは評価もあ

るかもしれませんけれども、大変な数の死者が出たという享保の大飢饉の例でございます。

それから、今ビデオでもちょっと出ておりましたが、私ども植物防疫の関係でよくミバ

エの話が出てくるわけでございます。いろんなテレビ番組、ＮＨＫのプロジェクトＸなん

かでも紹介をされたりしたことがありますが、一旦侵入をして、それが広がらないように

する。それから、発生をしてしまうとどうしてもその地域で被害が出る。あるいは、その

地域からその病害虫が付着する可能性のある農産物を出せなくなる、輸出できなくなると

か、そういうことがございます。そういうことで、何とかそういった病害虫を封じ込めて

根絶をしていこうというような努力をしていくわけでございますけれども、これはその代

表的な例でございまして、今世紀の初めに我が国の南西諸島、あるいは小笠原諸島にミカ

ンコミバエの分布が確認をされて、そのためにミカンコミバエの発生地域から未発生地域

へのミカンコミバエが付着する可能性のある植物の移動は禁止をされていたと。

それから、大正の初めから、キュウリ、メロン、あるいはウリなどの大害虫として知ら

れておりますウリミバエが八重山群島で発生して、だんだん広がっていったと。沖縄、あ

るいは奄美群島に拡大をしたということでございまして、これを何とか元に戻そうという

ことで、昭和43年から根絶のための防除事業を開始をしたわけでございます。ここに書い

てございますように防除費用、当時の金額でございますので、これも大変な金額だと思い

ますが約254億円、述べ63万人の人手をかけて何とか根絶に至ったというような事例がご

ざいます。これは大変な努力を要して、やっと国内に侵入した病害虫を根絶をしたという

例でございます。

病害虫がこういうふうに国内へ侵入してしまったり、あるいは先ほどの江戸時代の例の

ように、国内に発生を既にしている病害虫でもうまく防除ができないと、当面農作物に被

害が出る、農業者の方が影響を受けられるということではございますが、さらに食料の安

定供給に大きな影響が及ぶということでございまして、これを防ぐ、病害虫の発生を防ぐ、

「ストップ・ザ・病害虫」とここで書いていますけれども、これが私ども植物防疫の担当

している仕事でございます。病害虫が発生をするというリスクに対して、そのリスクを管

理をしていくという仕事を担当しているわけでございます。

具体的に植物防疫の仕事についてご説明をしたいと思います。これからスライドを使っ

てまた順次ご説明をさせていただきますが、先ほどありましたような世界各国で非常にリ
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スクのある病害虫が発生をしておりますので、国際的に日本に入ってくる農産物、植物類、

こういうものを検疫をしてチェックをする、リスク管理をしていく。それから、国内でも

一部の地域で発生をしているようなもので、ほかの地域にまん延しないように国内検疫と

いうことで移動規制をかけたりする。先ほどミバエの根絶のお話をしましたが、そういっ

た根絶に向けて緊急に集中的に防除をして、発生をしない状態に戻すといいますか、発生

をしないような状態をつくりだすというような対応、これはある程度条件も限られる部分

があるわけでございますが、緊急防除というものがございます。それから、通常国内で例

年発生するようなものについても、発生に任せるというようなことではなくて、発生がど

れぐらいありそうだということをあらかじめ発生予察事業という事業を実施して、予想し

ながら、それに必要なときに必要な手を打つというようなことで、国内防除の仕事もやっ

ているわけでございます。

こういった植物防疫の仕事に携わっている、特に農林水産省が担当している部分につき

まして仕事をしているのが植物防疫官、植物防疫法に基づきまして農林水産省の職員とし

て、現在849名、配置をされております。それから、実際に植物防疫官が仕事をする場所

といたしまして、植物防疫所が置かれているわけでございます。

具体的には、ちょっと細かいスライドで恐縮なんですけれども、全国の植物防疫所、水

色の枠をとって書いていますが、横浜、名古屋、神戸、門司、那覇、５つの防疫所、ある

いは防疫事務所といっておりますが、その下に海の港、それからあとは空港がございます

が、こういった農産物、植物類の出入りのあるような場所に出先がさらに設けられており

まして、全部数えますと73か所設置をされている状況でございます。

順次、植物防疫の世界を見ていきたいと思いますが、その前に、こういったリスクを管

理する仕事の中で避けて通れない話として、国際ルールというのがございますので、これ

についてご説明をさせていただきたいと思います。

植物検疫に関する国際ルールといたしまして、これもいろんなところで話題になったり

しますけれども、今はＷＴＯ、世界貿易機関という世界各国が参加している組織があるわ

けでございまして、やはり物がこれだけ自由に行き来をするような時代になってきており

ますし、もちろん一方で我々の方ではリスクを的確に管理をしたいということで、リスク

管理をしていこうということで、いろいろな措置をとりたいというふうになるわけでござ

いますが、こういったものについても、できるだけ貿易を阻害しないようにしましょうと

いうことでルール化されているわけでございまして、衛生植物検疫措置の適用に関する協
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定、ＳＰＳ協定というふうに略称しておりますけれども、こういう協定に従って、こうい

うルールに従って国際貿易にあまり影響を与えないような措置になるように注意をしまし

ょうというようなことが言われているわけでございます。

この下のクリーム色の枠で囲っておりますように、国と国と間での貿易についていえば、

いろんな形でちょっと厳しすぎるのではないかといいますか、問題があるのではないかと

いうふうな話を感じる国が当事者の国のどちらか一方にあるということが、当然出てくる

わけでございまして、そういったときには、そういう必要以上に貿易を阻害しているので

はないかという訴えをＷＴＯにすることができるということでございます。実際、植物防

疫といいますか、植物検疫の世界では、過去に２度ほど同じアメリカから訴えられたこと

もございまして、こういったところで日本なりのルールといいますか、リスクの管理の仕

方ということを説明をして、相手国の理解を得る。最終的には第三者のご判断をいただく

わけでございますけれども、そういった仕組みが今は整理をされている状況でございます。

具体的に植物防疫について技術的な面でいえば、国際植物防疫条約という条約がござい

ます。これは、先ほど歴史的な事実として紹介いたしましたけれども、ジャガイモの話で

すとか、あるいはブドウのフィロキセラの話ですとか、そういった国際的、あるいは社会

的に非常に問題になったような植物防疫上の事件というのもございましたので、各国が植

物防疫対策、特に国境を越える際の検疫というようなものを実施するようになったわけで

ございまして、それの国際的な根拠としてお互いにルールを決めようということでできた

条約でございます。目的をここに書いておりますけれども、植物及び植物生産物に対する

有害動植物のまん延及び侵入防止を図ると。こういったことをきちんとやってリスクを管

理できるようにしようということでございまして、今136か国、ほとんどの国が大体これ

に入ってやっているということでございます。国際的にある病害虫についてどういうよう

な植物防疫上の措置をとるべきかというような、例えば国際基準をつくるとか、そういう

議論をこの条約のもとでやっているわけでございます。

仕事の中で先ほどの図の中で、まず一番最初に右上の方に出てきます、輸入検疫につい

てご説明をしたいと思います。輸入検疫でございますが、文字通り海外から病害虫が我が

国に侵入、あるいはさらにまん延をして、我が国の農作物に被害を及ぼすということを防

ぐために行われるものでございまして、リスクを抑えるために、管理するためにとり得る

手法として、輸入を禁止をするということがございますし、禁止するほどでないものにつ

いても、入ってくる輸入農産物等について、検査をして初めて入れる。それから、検査を
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した結果、問題があるものについてはリスクを取り除くために消毒や廃棄といった措置を

きちんととってもらうというのが、この中に含まれるわけでございます。

これはもう皆さんの日ごろの食生活をごらんいただいてもわかると思うんですが、我が

国は非常に農産物を大量に輸入するようになってきております。特に食の多様化というよ

うなこともございますし、食べ物以外でも、切り花とかそういったものもたくさん入って

くるようになっております。輸入される植物の量に加えて種類も非常に多くなっていると。

そういった変化が最近見られているわけでございまして、現在見ればこのグラフにありま

すように、検査件数で70万件を超えるような検査が年間あるという状況になっております。

この輸入検査の具体的な流れをご説明したいと思います。先ほどの輸入検査の措置とし

て３つほど申し上げたわけですが、１つは全くリスクがないだろうと思われるようなもの

が右端にございますけれども、検査不要品でございます。既に高度に加工されて、病害虫

がついていてもそれがもとになって国内で発生したりする可能性のないようなもの、あん

ずやマンゴウの乾果、要するにもう乾燥してカラカラになって病害虫がつきようもないも

のというのがございます。

それから、真ん中のところが、それに比べれば当然病害虫の付着する可能性があるので、

検査が必要であるというものが出てまいります。これは、検査に合格すれば輸入できると

いうものでありまして、検査を受けて合格した場合には、下にありますように輸入可能と

いうふうにになるわけでございます。

それから、そもそもこれは輸入が認められるべきでないという危険性の高い、リスクの

高い病害虫に関係をする植物類が輸入禁止品ということになっております。ここにありま

すように、我が国に未発生で被害が大きく、検査で発見するのが困難な病害虫が付着する

可能性のある植物。それから病害虫そのもの、これが入ってくればそのまま発生・まん延

という可能性がありますので、これも植物ではなくて、病害虫そのものも禁止であります

し、それからもう１つは、よくこれも最近では知られていると思いますが、土そのもので

すね。土も、土の中にいろいろな病害虫が既に入っている可能性が高い、リスクが高いと

いうことで、すべて原則輸入禁止ということになっているわけでございます。

この中で、真ん中のところにありました、検査をして入れられるものということで検査

をする場合の説明でございますけれども、輸入検査証明書があるかどうか。輸出国の方で、

日本に輸出するものについて病害虫がいないということを確認したという証明を植物検疫

当局に出してもらうというようなことでございますし、植物によりましては、輸出国が実
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際にその植物栽培されていたときに検査を行って、病害虫がついていませんよということ

を確認したこともさらに書き加えていただく必要があるというものもあるわけでございま

す。

それから、検査の流れについてちょっと補足でございますけれども、植物類が輸入検査

を受けたときに、病害虫が発見をされなければ合格ということで輸入ができるということ

になるわけでございますが、右側のように病害虫が発見されるとまず不合格ということに

なるわけであります。この場合に、植物類を輸入する立場の方々が、そういうことであれ

ば、これはもう廃棄してしまいましょうという選択もあり得るわけでございますけれども、

そうではなくて、これはどうしても輸入したいんだけれども、どうしたらリスクが取り除

けるかというとになれば、その病害虫を消毒することができるものであれば消毒をして、

消毒を行ったということで再度確認をして検査といいますか、合格という評価を受けて、

輸入することができるということになるわけでございます。物によってはそういった消毒

に堪えないようなものが輸入される可能性もあるわけで、その場合はリスクがとても取り

除けないということで、むしろもうこのままこれは廃棄をしてもらわなければならないと

いうようなケースももちろん出てくるわけでございます。

ちょっと図とか文章での説明が続きましたので、具体的な現場の風景を見ていただきた

いと思いますけれども、実際の検査の状況でございます。これは海の港での貨物、コンテ

ナですね。コンテナヤードでコンテナ貨物の検査をしております。相当大量のものがいっ

ぺんに入ってくるということがございます。左側ネギですかね。右が果物の検査をしてお

りますけれども、いろいろ細かい植物の葉っぱの裏側とかへたの裏側とか、そういったと

ころにも目を光らせて検査をしております。

それから、これが木材ですね。木材に虫の侵入した形跡がないかと、そういうものを見

ております。右側は何かちょっとよくわかりませんが、これは穀物、小麦だと思いますけ

れども、小麦が船倉に積まれてバラ積みされているところに行って、防疫官が虫がついて

いないかを小麦、ふるいに入れて振るったりしながら検査をしております。こういう例も

あるということでございます。

それから、最近は、生鮮食物類というのは日持ちもしませんので、空港で輸入されるケ

ースというのが非常に増えております。ここにもあります切り花ですとか青果物、これは

１回当たりの検査数量というのは、それほど多くないわけでございますが、品目としては

非常に多種多様でございます。いろんなものを１日の中に検査をしなければいけないとい
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うことで、なかなか皆さん、ごらんになる機会ないかもしれませんけれども、結構日ごろ

輸入されたものを目にされたり、あるいは実際に購入されたり、あるいは食べたりされて

いるようなものもあるのではないかと思います。花苗とか果物、ゴレンシ、あるいは切り

花、パプリカ、野菜類といったものが、最近空港からも入っております。

それからもう１つ、むしろ消費者の皆様にもなじみの深い輸入ではないかと思うんです

が、海外旅行をされたときに日本に持ち帰る植物類について検査が必要ですよというよう

なことをいろんなところで聞かれたり、あるいは飛行機の中でそういうお知らせを受けら

れたこともあろうかと思います。これは、そういう植物類を持ち込もうというときには検

査を受けなければならないことになっておりますので、受けないで持ち込むということに

なると罰則がかかったりするケースもあるわけで、我々もＰＲに努めているわけでござい

ます。これは、各空港でもちろんやっているわけでございますが、例えば成田空港でいえ

ば、手荷物を受け取るフロアがございますけれども、ここに２か所設置をしてございます。

カウンターに行っていただいて、植物類を持ち込みたいということで検査を受けていただ

くということでございます。なかなか気づかないで、そのまま持ち込んでしまったという

ようなこともたまに耳にするわけですが、ぜひこの機会にこういう検査を受けなければい

けないんだという認識をしていただきまして、周りの方にもぜひそういうことをお伝えい

ただければというふうに思います。

例えば、東南アジアから果物を持って帰ると。空港の売店で日本に持って帰られますよ

みたいなことで聞いて買ってきたんだけれども、どうも検査を受けたら、これは日本に持

ち込めないものだったと。ここで置いていってくださいという話を防疫官がするわけです

が、これは実際にお金を払って買ってこられる旅行者の方々にとっては大変残念だと思う

んですけれども、そこで所有権を放棄していただいて日本国内に持ち込まないでください

というような説明を聞いていただくケースが多々あるわけでありまして、なかなか納得し

ていただけなくて時間をかけて説明をしなければいけない。あるいは、中にはそんなこと

知らなかったというので怒ってしまわれる方もいらっしゃるわけでございますけれども、

そういうことが必要だということについて、我々もまた周知をしていきたいと思っており

ますので、ご注意をいただきたいというふうに思っております。

こういう注意が必要だということでございますが、輸入禁止品、とにかく持ち込むこと

がリスクがあるということで、輸入禁止品にされているものについて、ちょっと説明をし

たいと思います。どうしてそういうふうに輸入禁止ということになっているかということ
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でございますが、こういう輸入禁止の対象になっているような植物には、我が国が特に侵

入を警戒している病害虫、最初にビデオでもご紹介したようなリスクの高い病害虫が付着

するおそれがあるということでございます。そういう病害虫の発生している地域から、そ

ういった病害虫が付着するおそれのある植物の輸入は禁止ですよということでございます

けれども、赤字でただし書きをつけておりますけれども、研究用とか展示用で特別に許可

をもらうということは、もちろん可能になっております。それなりの管理をして、病害虫

が外へ分散あるいはまん延しないというようなことが確認できるような場合に、そういっ

たことも認めていないわけではございません。

こういう禁止植物に付着する病害虫の例、スライドではもう映しませんけれども、お手

元の資料には、たばこのべと病とかコドリンガ、チチュウカイミバエ、クインスランドミ

バエといった写真をつけさせていただいております。

先ほど空港のカウンターで旅行者の方々から没収といいますか、所有権を放棄していた

だいて置いていってもらうという話をしましたけれども、実際に旅行者の方々がよく持ち

込まれるものとして、日本で非常に珍しくて、旅行されたときに、これは珍しいんだ、お

みやげに持って帰りたいんだということなんだと思うんですけれども、そういうことで取

り上げられてしまう例のものでございます。ゴレンシとかマンゴウ、マンゴスチン、ラン

ブータン、ライチといったようなもの、こういうものを外国で欲しくなるわけでございま

すけれども、あらかじめ日本に持ち込めないんだということを、我々も植物防疫所のホー

ムページ等でＰＲをしておりますので、ぜひ確認をして、旅行に出かけられる前に確認を

していただきたいなというふうに思っております。

そうはいっても、やっぱりこういう珍しい果物とか何かであれば食べてみたいというよ

うな話はあるわけでございまして、輸入禁止とはいっても何とかならないのかという話は

当然あるわけでございます。相手の国にとっても、日本というのは非常に消費市場として

魅力的なわけでございますので、問題はその植物につく病害虫のリスクを取り除けばいい

ということでございますので、何とかそういうリスクを取り除いた上で日本に輸出できる

ようにしてほしいというような要請が出されるわけでございます。例えば、ここに書いて

いますように、病害虫が付着しないような細心の注意を払って栽培をする。あるいは、病

害虫が既に発生をしてしまっているので、なかなか付着しないようにすることは難しいけ

れども、付着しているものも必ずその病害虫が死んでしまうような消毒方法があるので、

その消毒方法をとるというようなことで日本への輸出をして輸入が解禁をされるというこ
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とでございます。これは条件付輸入解禁、条件付解禁ということで、そもそも輸入禁止に

している植物類でも輸入ができるようにするという仕組みでございます。

お手元の配布資料には解禁条件につきまして、消毒といったような解禁条件、あるいは

対象病害虫の無発生の確認とか、そういうものをおつけしておりますので、後ほどごらん

をいただければと思います。実際にこれも皆様方は目にされていると思いますが、ハワイ

のパパイヤとかタイのマンゴウといったようなここに表にありますようなものが、先ほど

申し上げました条件付の解禁ということで輸入が認められているものでございます。

少し長くなりましたけれども、輸入についてのお話をずっと申し上げてきたんですが、

なかなか輸入の検査、あるいは防疫官のやります検査ということで、水際で検査をしきれ

ないものというものもございます。ここではその代表例でございますウイルスを挙げてお

ります。植物にもウイルスがつくわけでございまして、植物体内で増殖をして、さらに別

の植物に発生をして病気を起こすということがあるわけでございます。ウイルスですから、

当然肉眼で見てもわからないわけでございますが、やっぱりこのウイルスがつくような植

物類でも輸入をしたいというケースもあるわけでございまして、そういった場合の対応が

この隔離検疫でございます。

例えば、ウイルスが付着するおそれのある果樹の苗というようなものが、日本に輸入し

たいということになりますと、その国で日本に発生をしていないリスクの高い病気がある

と、ウイルス病があるという可能性があるわけでして、その苗木だけではなくて、周りに

そのウイルス病がまん延をしてしまう、日本の果樹農業が大変な打撃を受けるというおそ

れがあるわけでございますので、今果樹の話を申し上げました。その他花の球根なんかも

そうですけれども、隔離ほ場と呼ばれるほかのところから隔離をされた畑、そこで育てて、

ウイルスがいないかどうかを検査をした上で合格を伝えると。それで初めて輸入できるよ

うにするということでございます。リンゴですとか、ブドウですとか、そういった果樹類

ですとか、あるいは花でチューリップなりユリの球根というのが、こういう隔離検疫の対

象になっております。お手元に対象になるようなものを挙げて、資料につけておりますの

で、ごらんをいただきたいと思います。

隔離検疫の方法でございますけれども、接種をして病原のウイルスがついていないとい

うようなこと、あるいは接ぎ木も同じようなことですね。それから病原のウイルスが中に

発生をしていないという電子顕微鏡での観察、あるいは最近よくいろんなところで使われ

ておりますが、遺伝子的にＰＣＲでＤＮＡの検査をするというようなことが挙げられるわ



－17－

けでございます。

それから、次に輸入の話から輸出の話に移ります。日本にリスクのある病害虫を入れな

いということを目的として、輸入の特に水際での検査、あるいは輸入禁止や条件付きの解

禁という措置がいろいろ講じられておりますけれども、今度は立場を入れ替えて、日本か

ら輸出する場合に相手国が同じような措置をとっているという状況があるわけでございま

す。それに対応しているのが、その輸出検疫でございます。

先ほどから日本に発生していない病害虫が侵入する危険性があるということを言ってき

たわけですが、外国も同じことを考えるわけでありまして、外国に発生していない病害虫

が日本にいると。そういうものが日本から輸出される植物類に付着をしてその国に入るリ

スクがあるというふうに考えられれば、当然外国は日本から輸入されるものに対していろ

んな条件をつける。あるいは輸入そのものを認めないということがあるわけでございます。

ここにはＥＵ向けの盆栽の検査、それからアメリカ向けのナシの検査を挙げております。

こういう検査をきちんとやって、証明がないと輸入を認めないよというようなことを、今

度は日本が言われる立場になっているわけでございます。輸出検疫としては、輸入国が要

求している条件に適合していれば合格でございますし、適合していなければ不合格という

ことで輸出ができないということになるわけでございます。

現在、輸出が可能な植物、あるいは国につきましては、お手元に配布しました資料に表

をつけております。先ほど申し上げましたように、我が国が諸外国から植物類の輸入を禁

止をしているというのはたくさんあるわけでございますけれども、諸外国が我が国から植

物の輸入を禁止するという逆の立場で措置を講じられている例もあるわけでございますが、

最近は我が国の農産物、お米を初め果物類、非常に品質が高くておいしいということで、

どんどん輸出も進めようではないかという話があるわけでございます。そういうときには、

相手国といろいろ相談をして交渉をして、どうやって輸出できるかというようなことを立

場を入れ替えてやっております。今、お手元に資料ついておりますので、後ほどごらんい

ただければと思います。

続きまして、国内での検疫ということでございます。今まで輸入と輸出の話を申し上げ

てきたんですが、国内検疫ということで、今度は国内のある一部の地域に存在している病

害虫が日本の国内でまん延をするということを防ぐための植物防疫上の措置でございます。

日本は非常に南北に長い国土でございまして、それから標高差、非常に高いところ、低い

ところもありますし、そういう地理的な条件の中でも、ある一部の地域だけ発生をしてい
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るというような病害虫があるわけでございます。例えば、沖縄県から鹿児島県に広がって

おりますアリモドキゾウムシとかイモゾウムシという害虫がございます。イモの害虫でご

ざいますが、こういうものについては移動規制というふうにここに書いておりますけれど

も、ほかの地域に発生をすることを防ぐためには、その地域、発生地域から持ち出しては

いけませんよという措置を講じているということでございます。移動規制の例として挙げ

ておりますけれども、さっきアリモドキの話を申し上げましたが、その前の例としては、

かんきつ類の病気でございますけれども、カンキツグリーニング病という病気がありまし

て、これの関係でかんきつ属の種子、果実を除いて植物の移動を禁止しているというのが

ござましすし、アリモドキゾウムシについてサツマイモの生の芋を禁止をしているという

例があるわけでございます。実際にこういう地域で持ち出されないように防疫官が空港と

かそういうところでも呼びかけたり、あるいは実際に持ち出されようとするとチェックを

してそういうものが動かない、移動されないようにとめたりしております。ご注意をいた

だけたらと思います。こういった地域に行ったときにもちろん限られる話ではございます

けれども。

それからまん延防止ということで、いろんな植物防疫対策、病害虫に対してとるわけで

ございますけれども、移動規制みたいなこともやっているわけでございますが、なかなか

そういう対応だけで十分ではないと、被害も大きい、さらにまん延してもっと被害が増え

ていくというようなときにとり得る措置としてこの緊急防除という措置がございます。一

種の命令を、植物防疫法に基づいて発動してその病害虫の駆除をするということでござい

ます。条件が書いていますけれども、重要な病害虫が国内に侵入をして急激にまん延する

おそれがある。農作物に重大な被害のおそれがあるということで、まず植物の移動を禁止

するとともに、そこにある植物の廃棄を命令して、地方公共団体などに協力を指示をして

やっていくということでございます。

こういった厳しい対応でございますので、実際にこれを発動する際には、事前に官報に

時期や地域をお知らせをするということが義務づけられておりますし、既に制度ができて

60年ぐらい経つわけですけれども、これまでに９回、こういう緊急防除という措置が発動

されております。最近の例でいいますと、鹿児島県でイモゾウムシの発生が確認をされま

して、それが何とか緊急防除で効果があったということで、昨年緊急防除が完了できたと

いう例が最近の例でございます。

先ほど申し上げました移動規制とこの緊急防除というのは、ちょっと関連している部分



－19－

もあるんですけれども、緊急防除の方は、妨害虫の分布範囲がある程度限られていないと

なかなか根絶、その病害虫をなくしてしまうというような対応が難しいわけでございます。

広く既に発生をしてしまっているような病害虫についていえば、直ちに根絶に向けて動く

ことが難しいということで、移動規制のみが発動されるというケースも当然あるわけでご

ざいます。

それから植物防疫上の措置として、いろいろ実際に入ってくるところについて措置を講

じるということも、今まで説明したようなことであるわけでございますが、当然リスクが

ありそうだということで、入ってきそうだということで、その侵入をあらかじめ予防的と

いいますか、ありそうなところに調査をかけて、より早く察知して対策をとろうというこ

とで、とられる措置が侵入警戒調査でございます。病気の場合も、人間なんかの病気もそ

うだと思うんですが、インフルエンザが例えば発生しそうだとか、そういう話がよくあり

ますけれども、放っておいて広がる前にいろんな予防的な措置、健康診断を受けるとか、

そういうこともやるわけですけれども、病害虫についても、できるだけ早く対応ができる

ようにするために、少しでも発生している状況を早くつかむという意味で、こういう侵入

警戒調査というのがとられているわけでございます。

少ない病害虫が非常に限られた地域で発生をしている状況であれば、対策も早くまた効

果的にできるということで、こういった措置を大いにこれからもとっていかなければいけ

ないというふうに考えております。

具体的に挙げますと、チチュウカイミバエといったミバエ類について、箇所数でござい

ますけれども、侵入警戒調査を725か所で設置しております。アリモドキゾウムシについ

ては2,451か所で実施をしているところでございます。

具体的に侵入警戒調査ってどうやるのかということでございますが、病気の場合はなか

なかこうはいきませんけれども、虫の場合は、特定の物質にその虫が引き寄せられると。

誘引物質というふうに言っておりますけれども、特定の臭いですとか、あるいは性フェロ

モンというような、オスやメスがそれぞれ異性に呼び寄せられるというようなものがござ

ますので、そういうものを利用して一種の罠、トラップを適当な場所にしかけておいて、

そこにその害虫がかかるかどうかというのを定期的にチェックするという方法が１つござ

います。

もう１つは、右側にありますように、いろいろな場所に実際に出向いていって病害虫を

いるのかいないのかを確認していく。実際にその種類の植物をよく見て確認をするという
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ようなことがあるわけでございます。トラップはお手元の配布資料にも写真をつけており

ますけれども、ごらんをいただければと思います。

日本だけではもちろんなくて、ほかの国でもいろいろな措置をやっております。これは

日本ではありませんで、オーストラリアの検疫の例でございます。これは州の境で、車の

移動なんかのところで、植物検疫当局が警告をちゃんと出して植物類の移動規制をしてい

るというような例でございます。

あるいは、これもオーストラリアですけれども、果物を持ち込んではいけませんよとい

うような表示を出したりしてやっているというようなことで、こういった取り組みをして

いる外国の非常に熱心な例ですね。こういう例があるということでございます。

それから、防除対策の方でやっと最後のところに来ましたけれども、国内防除について

最後にご説明をしたいと思います。

今、説明をしておりました緊急防除ですとか移動規制、国内の既に一部地域で発生して

いるような病害虫について規制をしていくと、そのリスクを管理をしていこうということ

でやっているわけですが、大体日本でやっている場合は、そもそも発生をしていなかった

病害虫が新たに発生をしているところに対して、そういう移動規制ですとか緊急防除をか

けるています。日本国内に広く発生しているようなものについて、これは毎年、毎年発生

するんだけれども、当然その発生に任せておいては、病害虫によって農作物の被害が増え

るわけでして、経済的にも影響も大きいわけで、それを何とか押さえるということでやら

れているいわゆる防除、国内の防除の問題でございます。これは国内で安定的に農作物を

つくっていく。あるいは農家にとってみれば、農作物の収量を上げていくとか品質を上げ

るためには不可欠な対応になるわけであります。農業者の方が、日々そういう意味では病

害虫や雑草を相手にして取り組んでいるところについての植物防疫措置ということになる

わけでございます。

具体的に数字なんかちょっと挙げていますけれども、いろんな分野に農業生産ではお金

がかかるわけですけれども、植物防疫といいますか、防除の分野で例にしておりますけれ

ども、ここではお米と小麦を挙げておりますが、防除で中心的に資材になります農薬にど

れぐらいお金がかかるかということで言うと、お米とか小麦で９％以上かかっているとい

うことでございます。非常にウエイトも高いわけでございますが、どうして日本の場合は

気候条件も温暖多湿でございますし、そういう条件であれば病害虫や雑草の発生も非常に

大きくなりやすい。そういうものが発生すれば、当然収量が低下する、生産量が安定をし
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ない。病害虫がつけば、見かけも悪くなるし、品質面、味とか何かに影響が出てくる場合

ももちろんあるわけでございますし、大幅な収入源に直結をします。特にここではことさ

らに強調しているように見えるかもしれませんけれども、見栄えの悪い農作物というのは、

やはり一般的に見れば、消費者の方にどうしても敬遠されてしまうという傾向にあると言

えるのではないかと思っております。

実際にその病害虫が発生をしてしまうわけでございますが、それを何とか抑えようとい

う努力でありますけれども、どういうことをやっているかといいますと、各都道府県の中

ではこういった防除を担当する部局として、妨害虫防除所というのがございます。大体各

県１か所でございます。こういうところが中心になりながら、もちろん国が全体的な方針

を決めたりをして、国内で発生をしている病害虫の発生予察事業という事業を実施をして

おります。

これは、病害虫の発生状況ですとか、これからの気象の推移ですとか、それからその年、

その年の作物の生育状況といったものを組み合わせて、その結果としてこれからどういっ

た病害虫がどれぐらい発生するんだろうかというようなことを予測して、そういう情報を

農業者の方々などに提供するものでございます。

普通、毎日、毎日、天気予報がやられておりますけれども、それによく似たような話で

ございまして、雨が降るかどうかで、非常に出かけようかやめようかというようなことに

も影響するわけですし、あるいは服装をどうしようかとか、そういうことにも関係をして

くるわけでございますけれども、そういった先のお天気がある程度予測できればいろいろ

対応ができるわけでございますけれども、植物についてみれば、病害虫の発生がある程度

事前にわかれば、例えば稲のイモチ病が今年の夏、８月には発生をしそうだということに

なれば、その発生に備えた準備ができますし、発生がしないようにどうやったらより抑え

られるかというようなこともあらかじめ対応はできるわけでありまして、そういったこと

を大いに取り組んでいこうというのが、この発生予察事業でございます。

今、申し上げましたけれども、なかなか年々発生する病害虫でございますので、発生に

任せていれば大変な問題になるということでございます。予測をして情報提供をしていく

ということでございますが、対象にしている病害虫、ちょっとあまりにも写真がたくさん

出ているところを取り上げていますのであれなんですけれども、カメムシとかハスモンヨ

トウ、あるいはイチゴ灰色カビ病とか、こういった病害虫を対象に発生予察事業をやって

います。



－22－

お手元に発生予察事業の流れを資料の中に入れさせていただいております。具体的に病

害虫防除としてどんな調査をやっているかとか、そういうことを説明をさせていただいて

おります。

こういった発生予察の情報というのは、どういうふうに提供されるかというと、具体的

には、こういう病害虫発生予報というような各都道府県の病害虫防止所がつくっておりま

すホームページなどで、農業者の方や関係する方々がいつでも見られるようにされている

というのが最近の例でございます。どういう病害虫が発生しそうだ、発生量が多そうだ、

少なそうだというようなことも挙げてありますし、ここはその一番冒頭のところしか挙が

っておりませんけれども、もう少し具体的な裏づけデータなども含めて提供できるように

しております。

それから、国内防除の話でさらにちょっと具体的な説明になりますけれども、実際に病

害虫が発生したときの防除の仕方ということで防除手法の問題になるわけでありますけれ

ども、最近は特に環境に対する影響をどう抑えていこうかと、そういった意識も農業者の

方も持って非常に高くなっておりますし、一般の食品の話で不正表示問題ですとか、ＢＳ

Ｅの話なり、食の安全・安心に関する意識が消費者の方が非常に高まっているというよう

なこともございます。この植物の病害虫防除の分野でも、いわゆる化学農薬だけに頼らな

い防除方法というものも大いに取り上げていかなければいけないという動きがあるわけで

ございまして、ここにありますようにＩＧＲ剤というような選択性の高い農薬、これは昆

虫の生理機能に作用して、人ととか家畜には全く影響を与えない、安全衛生上問題はない

んだけれども、昆虫には影響がきちんと出るということで、昆虫の成長を制御するような

薬剤、それから生物農薬、それからフェロモン剤、こういったものがだいぶ使われるよう

になっております。

こういう農薬、化学農薬に頼らないような手法もだいぶ取り入れて、ここのグラフにあ

りますように、だいぶ、それだけではもちろんない部分もありますけれども、農薬の生産

出荷量の推移で見れば、最近は減ってきているという状況になっております。

だいぶ長い説明で、現状で時間がたちましたけれども、あと意見交換もございますので、

それに向けて少し植物防疫の課題をご説明したいと思います。

全体、植物防疫の問題、網羅的にご説明をさせていただいたんですが、まず植物検疫、

最初の方でお話しをいたしました植物検疫に関する状況でございますけれども、先ほども

グラフで見ていただきましたが、輸入農産物の量的、質的な拡大、増大というのがござい
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ます。実際、検疫の検査件数も増えているわけですし、品目も増加したり、相手国も増え

ているというようなことでございます。新しい病害虫、これまで発見されなかったような

病害虫が発見をされると。実際に国内に侵入をしてしまうというリスクも高まっていると

いうことが言えるかと思います。

それから国際ルールの話を先ほど申し上げましたが、やはり日本も輸出する立場にあれ

ば同じで、相手国に対して日本のものを輸出したいと思えば、相手国の植物検疫措置とい

うのはできるだけ少ない方がいいと思うことがあるわけでございますけれども、先ほど説

明いたしました国際植物防疫条約の下で植物検疫の国際基準とかルールが定められてきま

すけれども、ＷＴＯのＳＰＳ協定にありますように、必要以上に貿易を阻害するようなも

のは措置としては認められないんですよというような話があるわけでございます。

日本の措置でいえば、日本はどうしても島国でございますし、従来はそれほど海外から

物がどんどんが入ってくるというような状況でもありませんでしたし、一旦侵入すれば我

が国の植物、農作物に対する影響も非常に大きいということで、どちらかといえば厳しい

措置を講じたいというふうに我々はもちろん思うわけでございまして、そういう措置が従

来からとられてきておりますので、相手国から見れば、非常に厳しすぎるという意見があ

ります。だからといって、無制限に我々も措置を緩和していいというわけにはいかないと

いうことでございまして、そうすると、先ほども少し説明の中で触れましたが、ＷＴＯと

いうような第三者のところに行って紛争解決をしましょうというようなことがございます。

ここでは、今まだ最終決着はついておりませんけれども、アメリカのリンゴについて、火

傷病という病気の植物検疫措置につきまして紛争になって、まだ最終的な決着は出ており

ませんけれども、こういった例をご紹介させていただいております。

こういった状況の中で、検疫の世界で何をしていくというのは、いろいろ学識経験者の

方々にもご意見を伺いながら、またこういうリスクコミュニケーションの機会を通じて皆

さんのご意見もいろいろといただきたいと思っているわけですが、１つは、輸入植物検疫

のいろんなものがかなり量的にもたくさん入ってくるので、やはりリスクをきちんと見極

めながら、リスクの高いものはきちんと守り、リスクがそれほどでないようなものをあま

りぎちぎち守れば、相手国から見れば非常に厳しすぎるという話にもなるわけでありまし

て、やはりメリハリを今まで以上に、一律になかなかすべてのものを見るのは難しいとい

う部分ももちろんありますので、今まで以上にメリハリをつけた植物検疫をやっていかな

ければいけないだろうということが１つ挙げられると思います。
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それからもう１つは、国際ルールへの調和ということで、ほかの国と全く同じにしてし

まうということではなくて、やはりほかの国に措置を求めるというようなことになれば、

当然自分の国でもそういうことはやっていなければいけないという意味で、同等性という

ことが国際的なルールの中でもよく言われるわけでありまして、自分の国の中でちゃんと

制限をしてきちんとやっているようなものは当然相手に対しても主張をするし、そうでな

いものは、日本国内でも外国から来るものについても、ある程度同じように緩和をしてい

くことも一方では必要だろうということで、そういう意味で我が国のルールが、そういう

意味では国際的なルールに必ずしも調和していないというような批判も受けているという

ことにも対応はしていかなければいけないというふうに感じているところでございます。

守るときは厳しくしたい、それから攻めるときはできるだけ相手に緩くさせたいという

のはどこの国も実は同じでありまして、さっきアメリカから訴えられている話をしました

けれども、アメリカだってやっぱり自分のところで守ろうとする話については、非常にが

んばるわけであります。それは国と国の間でお互いさまのところがあるわけですけれども、

ただやはり科学的な根拠ですとか、あるいはこういう国際ルールですとか、一定の条件に

ちゃんと合わせていくことは当然求められるということだろうと思っております。

それから、国内防除の話について言えば、やはり先ほども触れましたけれども、環境と

いうような問題についてきちんと対応をしていこうという、そういう関心が非常に高まっ

ております。意識も高まっておりますので、そういうその動きの中で、今、新しい食料・

農業・農村基本計画というものもつくられておりますけれども、そういった中でも我が国

の農業全体が環境保全を重視したものに持っていかなければいけないということでござい

ますし、環境負荷を軽減しながら、農作物の安定生産に役立つような防除をきちんとやっ

ていくという意味で、総合的病害虫管理、ＩＰＭ、インテグレーテッド・ペスト・マネー

ジメントという言葉がよく出てくるようになっております。

具体的に説明しますと、これはちょうど昨年から総合的病害虫管理の検討会も開いて、

いろいろ学識経験者の方々や生産者等の方にもご意見を伺っているところですけれども、

病害虫・雑草の発生しにくい環境をまずつくって、問題が発生しないようにまず対応して

いくと。それから、実際に農作物をつくっている場面でいえば、いつ防除をするのかとい

うようなことを、先ほどご説明した発生予察みたいものを大いに活用しながら判断をして

いく。実際に病害虫が出て、防除しなければいけないようなことに直面した場合にも、先

ほどもご説明しましたけれども、一律に化学農薬に頼るということではなくて、いろいろ
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な防除手法を組み合わせて効果的に防除を行っていこうということで、ＩＰＭ、国内防除

の今後の可能性、方向性の１つとして挙げております。

具体的に今の中でありました病害虫・雑草の発生しにくい環境の整備ということで言え

ば、耕種的対策、輪作体系、抵抗性品種というようなことをずっと挙げられます。それか

ら、防除要否なりタイミングの判断ということでは、先ほど申し上げましたが発生予察情

報の活用というのがもちろん一番ありますし、それから実際にどういう病害虫がどういう

ふうに発生しそうかというところを観察をするということが挙げられます。多様な防除手

法、これもいつもよく出てきますが、天敵を初めとする生物的防除、あるいは粘着板とい

った物理的防除と化学農薬の化学的防除というようなものをうまく組み合わせるというこ

とであります。

昔から結構ＩＰＭという言葉も言われていて、現場で普及に移されつつあって、その辺

はもう私はやっていますよという方もちろんいらっしゃるんですけれども、よりそれを広

げていくということでいえば、やはりＩＰＭを実践していくための指標をつくって、自分

がどこまで実際に実践できているのかというようなことがわかるようにしていく必要があ

るのではないかというようなことで、今まさにＩＰＭ検討会をやっているというふうに申

し上げましたが、その中ではこういった指標の策定を検討して、５月ごろには皆さんにお

示しできるようなものをつくっていこうではないかということで、ご議論いただいており

ます。

いろいろ申し上げてきましたけれども、もう最後のまとめになりますけれども、病害虫

の我が国への侵入ということが、非常に大きなリスクとして想定をされるわけでありまし

て、日本国内で安定的な農業生産を今後もやっていくということが脅かされるということ

が考えられるわけでありまして、それに対応した国としての検疫を初めとする責任を果た

していかなければいけないだろうというふうに考えているわけであります。

それから、ここに消費者というのをあえて書かせていただいておりますけれども、消費

者だけではもちろんないんですけれども、植物検疫に対する意識というものをより高めて

いくことが必要だろうと。これも本当に一例なんですけれども、先ほど申し上げました海

外からのおみやげで持ち込まれる植物類、これも非常にリスクを持ち得るものだというこ

とで、そういう旅行者の携帯品みたいなものの検疫も無視できないといいますか、軽視で

きないものということで取り組んでいく必要があるだろうというふうに思っております。

それから、最後に申し上げました環境に優しい防除といいますか、環境に配慮をした防
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除、ＩＰＭというような取り組みについていえば、生産者・流通関係の方々の取り組みが

進む状況にもあります。ただ一方で、やはりどうしても消費者に敬遠されるような見栄え

の問題もあります。そういうところについて言えば、そういった方々の理解を得ていくと

いうようなことも、我々として大いに取り組んでいかなければいけないのではないかと思

っております。これは本当に今日ご説明しました植物防疫関係のまとめとして、一例と申

しますか、ごく一部の部分を取り上げて書いている部分がございますけれども、これから

意見交換をさせていただきますので、幅広いご出席の方々のご意見をいろいろいただけれ

ばということで、参考にしていただければと思います。

いずれにしても、今のまま続けていくということではなくて、いろんなことも変えてい

かなけばいけないというところもございますので、関係者の方々の意見を参考にしながら

進めていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思い

ます。

どうも説明長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 それでは、ここから会場にお越しいただいております皆様との

意見交換に移らせていただきたいと思います。

今の説明、非常に多岐にわたっておりまして、植物防疫の業務、輸出入の検疫から、そ

れから国内でのいろいろな対策調査、多岐にわたっておりましたので、説明の中でわから

なかった点でございますとか、ここのところをもう少し説明してほしいというような点が

あったかと思います。

まず最初に、そういった質問の方を中心にお受けしたいと思います。それから、順次意

見交換の方に移ってまいりたいと思います。なお、できるだけ多くの方にご発言いただき

たいと思いますので、申しわけございませんが、ご質問、ご意見のお時間をお１人様２分

以内にまとめていただきたいと思います。２分たちましたら、事務局の方から鐘でお知ら

せさせていただきますので、そうしましたら取りまとめていただいて、次の方にお譲りい

ただければと思います。それからご発言に先立ちまして、お名前と、差し支えなければご

所属をお願いします。

では、どなたからでも結構でございます。挙手をしていただいて、そうしたら係の者が

マイクをお持ちいたします。いかがでしょうか。

○内藤 すみません、内藤と申しますが、今、この植防に対して、非常にいろんな対策を

とられているのはわかるんですが、日本の国内へ入ってきて対策を立てるのと、それから
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国際的にいろいろそういう情報ありますよね。そういう情報というのが事前に察知できて

輸入されてくるものなんでしょうか。その事例というのはどのくらいあるのか、ちょっと

その辺がわからなかったのでお願いします。

○中山消費者情報官補佐 では、続けましてもう一方、男性の方、お願いします。

○木野村 すみません、千葉からまいりました木野村と申します。今のご説明資料の中で

９ページと11ページについてご質問したいと思います。

まず９ページの方ですけれども、この下の方の不合格になったものの破棄、この破棄が、

どこへ、どのような方法で、いつ破棄されるのか。それによってはまた土壌汚染等の複合

的、あるいは海洋汚染、こういったようなものにつながってくるのではないか。破棄した

ものの対応はどうなっているのかということですね。これは、日本だけではなくて輸出国、

輸入国との政府間、あるいは政府の関連財団でも何でもいいんですけれども、そういった

ところの対応がお聞きしたいと思います。

それから11ページの方は、ちょっと複雑になるんですけれども、先ほどの空港でのクレ

ームの話が出ましたので、それにちょっとピンと来たんですけれども、輸入の方でクレー

ムがついて、せっかくおみやげに買ってきたものが捨てなくてはいけないと。では、それ

を輸入品を出発する空港の方でなぜチェックできなかったのかと。先ほど、裏返しが日本

からの輸出だよということをおっしゃいました。では、その表返しの方ですね。表返しの

方で、向こうのある国からの輸出の時点でどうなのかと。この資料によりますと、オース

トラリアの例が25ページに挙がっていますけれども、このオーストラリアに限らず、世界

中から日本へ入ってくる輸出国の関係がどうなのかと。その輸出国と輸入国との関係の国

際ルールに基づいて、てんびんにはかってその辺がバランスがとれているのかどうか。日

本だけが例のＢＳＥではないけれども、狂牛病ではないけれども、日本だけが厳しいと。

小さなリスクに細かいことぐちゅぐちゅ言っているというようなことで、またアメリカさ

んが２～３日中に来るそうですけれども、そんなようなことで、日本だけではなくて、そ

れは相互の関係だと。それから先ほどおっしゃるように、リスクの高いものとリスクの低

いものとのいわゆる調整の問題、この辺をどのようにお考えになっているのか。ここのと

ころしゃべり出すとちょっと２分では間に合わないので、この辺でやめたいと思いますけ

れども、いろいろあると思います。よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。まずは内藤さんからのご質問は、海

外のいろんな事前の情報等を察知して、そういったものを使いながら検疫をしていったよ
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うな事例はないのかというご質問だったかと思います。いかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 ご質問に必ずしも的確にお答えになるかどうかわからないんですけ

れども、やはり海外でどういう病害虫が発生をしているかというのは、常に植物検疫の担

当としては気にしているところでございますし、国際植物防疫条約ですとか、あるいはＷ

ＴＯのＳＰＳ協定とかそういう世界でいえば、基本的に自分のところで発生している病害

虫の情報を、やはりほかの国にも提供しなければいけないということだと思いますし、そ

ういう情報があれば、逆に検疫当局としては、その国のある植物がどの程度のリスクがあ

るかという評価がまた新たにできるわけでありまして、それによってリスク評価をして、

そのリスクを管理するための検疫措置というのを検討し直す。例えば新しい病害虫が発生

をした時期がもしあったとすれば、そこの病害虫の付着する可能性のある植物類を禁止す

るとか、あるいは検査を強化するとか、そういうことが可能になるということで、我々も

そういう情報をあらかじめきちんと入手をして対応をすることは大事だというふうに思っ

ております。

ちょっとお答えになっているかどうかわからないんですが、そういう意味ではそういう

情報をあらかじめ入手をして、実際にもそういう措置を検討して日々見直すべきものは見

直していくというのが我々の基本的な立場でございます。

それから、２問目はもうあれですかね。

○中山消費者情報官補佐 そうです、内藤さん、よろしいでしょうか、ご質問。

○内藤 ウエイトというのはどのくらいになっているか、その辺はわかりますか。

○中山消費者情報官補佐 ウエイトがどのくらいになっているかということでございます

か。

○内藤 事前に察知して、情報をどのくらい持っているかと。

○中山消費者情報官補佐 全体の対策の中で、そういう事前に情報を使って対応をとって

いるようなものがどのくらいあるかというようなご質問でしょうか。

どうでしょうか、防疫課長。

○福田植物防疫課長 数字にするのはなかなか難しいんですけれども、検疫対策室長、何

かありますか。

○大村検疫対策室長 数字というのはなかなかお答えしにくいんですけれども、国際植物

防疫条約がございまして、そこで各国が情報を出し合うと。新しい虫が出たというときに

は、そこの事務局に報告しますと、それがホームページで全世界にいきます。ですから、
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私どももそういう情報を入手して新しく反映させております。つい最近も禁止、例えばさ

っき火傷病がございましたが、発生国が増えております。そういうものを禁止対象の国と

いうことで位置づけて規則を改正したりしてきておるところでございます。ウエイトとい

うのは難しいんですが、虫が出たり出なかったりということで、相手はそういうものです

ので、なかなかお答えしづらいんですけれども、よろしいでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 それから、木野村さんからのご質問では、まず１つは、いろい

ろ空港等で検査をして不合格になったもの、そういったものの廃棄はどこで、どのように、

いつされるのか、環境、土壌とか海洋の汚染も心配であるということと、各国の対応がど

うなっているのかというご質問。それから、空港での手荷物の検査で、お客様におみやげ

を放棄していただいたりすることについて、出発する側の海外の方の空港でなぜチェック

ができないのか、日本だけが厳しい対応をとっているということはないのかというような

ご趣旨の質問だったと思いますけれども、こちらの方はいかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 お答えをさせていただきます。まず最初の質問、廃棄の話でありま

すけれども、輸入検査が行われましたら、そこで日本に入れては不合格になる対象の害虫

や病気が見つかります。そうしましたら、植物防疫官は廃棄命令というものをその方に出

します。その中には、いつどこでといいますか、廃棄する理由をまず、こういう害虫が出

ましたから不合格になりますというのがありまして、これを廃棄してくださいと。どこで

いつ廃棄してくださいというようなことが書かれます。どこというのは、大体近く港頭地

域といいますか、海でしたら港の地域、あまり内陸部に入らないようなところにございま

す。また空港でしたら、空港の敷地内などに植物防疫所が事前に検査をして指定した廃棄

場所というのがございます。また公共の廃棄施設というのもございます。そういうところ

を植物防疫所が事前に指定しておきます。その中から一番近いような、また植物の種類に

もよりますから、どこでやってくださいというようなことを言います。各国大体同じよう

なことで、やっているように聞いております。

○木野村 焼却による廃棄を行っているのですか。 。

○福田植物防疫課長 そうです。廃棄のやり方は焼却がほとんどだというふうに思ってお

ります。それから、農薬の残留といいますか、そういうようなことはあまり直接農薬が出

たからそれを廃棄しろという話ではございませんので、また別の問題であろうと思います

が、とりあえず１つ目のご質問ということでお答えします。

それから２つ目、輸出国でチェックというお話がありましたが、条約の加盟国を中心に、
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全世界では、自分の国でこのような規則をつくってこのような検疫条件を持っているから、

その国に対して輸出する場合、我が国に輸入する場合はこういう措置をとってくださいと

いうようなものを各国に通報し合っています。ですから、どこの国がどういうものを禁止

にしているというのは植物防疫所はよく知っております。また、これを国民の皆さんにお

知らせするといいますか、ご照会がありましたら、すぐにお答えできるような体制がとら

れております。ただ空港などでは、特に黙って持ち込むと。また事前に植物防疫所に相談

なしに、そのまま思い込んで、大丈夫だとかいうようなことで持ち込まれる方が大半でご

ざいます。またポケットの中に入れたまま、検査は面倒だから、知っていて検査は面倒だ

からということで、種や小さな植物を持ち込むということもよくございます。新聞などに

出たときには、すぐに植物防疫所の職員がその方のお宅まで訪問させていただいて、その

植物を廃棄させていただくこともございます。また、そのときにひょっとしたら病害虫が

出ているかもしれないということで、しばらくの間、病害虫の調査などをさせていただく

こともございます。

そういうことで、どこの国でも気をつけてはいるんですけれども、やはりそういう方が

多いということで、どこの国もそういうような輸出地のチェックというのが、とことん

100％できないという状況にございます。

お答えになっているかどうかわかりませんが、とりあえずお答えさせていただきました。

○木野村 ありがとうございます。第１点目、今、破棄命令まで出して場所まで設定され

て、空港内なら空港内ということで徹底されているんですが、その結果の報告、やりまし

たよという報告書というのはあるんですか。

○福田植物防疫課長 失礼しました。１つ説明するのを忘れておりましたが、廃棄する場

合は、そのたびそのたび植物防疫官が立ち会います。ですから、そういうことはございま

せん。

○木野村 ああそうですか。それは心配ないですね。よく書類上だけ判子ついてやりまし

たよなんていうのが出ないとも限らないから。例の北朝鮮のシジミ（食品表示）ではない

けれども、そんなのがありますから。

それから２番目、これは確かに各国との相互に徹底するというのはなかなか難しいこと

だと思いますね。今のポケットの例もそうでしょうし、何かこれ徹底させるいい方法はな

いんでしょうかね。このページの25ページにもありますように、オーストラリアではこれ

罰金つけているようですね。この25ページの資料を見ると、26ページかな。ですから、そ
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ういうような何か、ただやるよ、はい、やりましたではなくて、罰金ですね。あまりいい

ことではないんだけれども。

○福田植物防疫課長 今、私どもがまだ取り入れていないものもあるんですが、ちょっと

紹介させていただきますと、ニュージーランドは基本的に携帯で持ち込む植物の輸入は禁

止にしております。飛行機の中で、植物は持っていますかとかいう入国に際してのカード

に書く欄がありまして、そこで持っていませんということが書かれ、持っているかいない

か。いる場合は、禁止といいながら、それを検査といいますか、確認するところに持って

いって没収ということもありますし、特別許可で持ち込まれる方もおられますから、それ

で入国取り上げが終わります。

それから、人を信用していないというところもあるんですが、では持っていない人はこ

ちらに来てくださいということで、そこでＸ線に全部かけられます。またポケットに入っ

ているかどうかは、触ってということになります。そういうところで、大量に植物がそこ

で没収されます。それで国内への病害虫の侵入が減ったという例もございます。

○木野村 ありがとうございます。それで、例えば、空港、飛行機内、アメリカから羽田

まで14時間かかるんですよね、ワシントンから。14時間の間、スチュワーデスさんは３時

間しか寝ていないそうですけれども、それだけの時間があるんだから、お客様に対するサ

ービスとしては、機内でそういったことをやるということはなかなか難しいと思いますけ

れども、何かＸ線ではないけれども、何か方法はないですかね。

私、この間も食品の安全関係で保健所が検査している食品の検査、これを見ますと抽出

率が低いんですね。また、国内の業者さんも非常に多いですから、すべての業者さんに、

あるいは食料品店に検査かけるわけにもいかないので、なかなか難しいことをおやりにな

っているなと、大変だなというご苦労はわかるんですけれども、何かその抽出率を上げる

方法、統計的にも意味がある方法、ＢＳＥの20か月ではないけれども、何かそういうよう

なのがないかなと思ってはいるんですが、いかがでございましょう。

○福田植物防疫課長 いろいろ難しいお話ではありますけれども、例えば沖縄からも先ほ

ど移動規制の話もございましたが、飛行機の中でもお知らせをしたりすることはあります。

また、外国でもそうですけれども、外国は怖いんですけれども、罰金というのはもう最初

に出して、持ち込んだら怖いぞというようなウォーニングのようなことをやっている国も

よくあるように見受けられますが、それは飛行機の会社の方の姿勢といいますか、サービ

スをどこまでやってくれるかというところにかかっておりますが、日本としては、到着す
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る前に旅客の方々に日本には植物検疫や動物検疫がありますと。だから植物を持っておら

れる方はカウンターの方へ行ってくださいというようなご案内は差し上げてはおります。

それから抽出率の話がありましたが、植物検疫は、品目すべてについて実物検査といい

ますか、すべてについて、品目についてはすべて目を通しております。品目を抽出、荷口

を抽出するということはありません。ただし、その荷口、一つの荷口の中での抽出率、す

べてをまた見るというと、もう人的にも何人いても大変なので、科学的に裏づけられた統

計、信頼限界はどこにおいてというので抽出率を設定しまして、検査をして全部をカバー

しているというような状況でございます。

とにかくすべての荷口を見た上でそういうような抽出率を科学的な裏づけのある抽出方

法でやっておるところでございます。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、ちょっと木野村さん、いろいろご質問あろう

かと思うんですけれども。

○木野村 ほかにもいろいろご質問の方、あろうと思いますので、後ほどその抽出率につ

いても、ちょっとご質問します。

○中山消費者情報官補佐 申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

ほかの方、いかがでしょうか。

○西澤 目黒区消費者グループ連絡会の西澤と申します。

今の方と関連しておりますんですが、私の経験した例でシンガポールからランを買って

まいりましたんですね。そうして、シンガポールのときにはちゃんと検疫をしてくださっ

て、紙をきれいに巻いてくださって箱の中に入れてくださって、成田行っても大丈夫です

よと言われてきたんですが、先ほどおっしゃったように飛行機の中で植物検疫をしており

ますからということで、そこへ並んで見ていただきましたら、せっかくきれいに入れてい

ただいた箱を、またすべて開きまして、それで１本か２本ちょっとちょこちょこと見て、

そのままだったんですね。

ですから、私、これ今のお話を聞いて、シンガポールでちゃんとそういうふうにしてく

ださる、提携をしてくださってあれば、成田ではしないんでもいいのではないかという気

がしたんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、お隣の女性の方、続けてお願いいたします。

○武荒 千葉県市川市消費者の会の武荒と申します。

私、植物防疫について、こんなに詳しく詳細にわたって高度な内容をお勉強をさせてい
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ただいたの初めてなんです。それで、一般の消費者の方は知らない、そんな機会もないん

ですけれども、開いた口がふさがらないほど、本当にびっくりするほどの努力をしてくだ

さっていること、本当に感謝いたします。私がいっぺん青年部の幹部の集まりに行きまし

て、そのころ無農薬、無農薬とお題目みたいに言っている時代でしたけれども、私はどう

しても農家で必要な場合は農薬を肯定すると言いましたら、一番簡単な例で、ホウレンソ

ウに農薬をかけましたら雨が降ってしまった。それで早くかけないとせっかくかけた農薬

がだめになってしまうから、すぐかけたりいろんな苦労がございますと。内容は大変な長

時間にわたって伺いましたけれども、今日のお話で植物の防疫で、私小学校のころウリバ

エというんですか、キュウリか何かに小さな虫がとまりますのね。私、取って遊ぶのを喜

んで、でやっていましたけれども、あんないけない虫を殺して、私お手柄だったんだなと

思いますけれども。

一方、消費者の間で無農薬といいますと、もうおりこうさんの象徴であるかのようにお

っしゃるんですね。無農薬というのは、専門的に言えば残留が少ないという、長生きする

ということなんでしょうけれども、でも、農家の人の田んぼで本当に作業している人にと

りますと、無農薬、無農薬と言われますと、とても残酷な言葉に聞こえるんですよ。過重

労働。

それから有機栽培。有機栽培も昔だと……あ、もう時間が来ました。残念ですけれども、

皆さんに一般の無農薬と言っている消費者のいわゆる素人さん、その方たちに、こういう

ことの一端でも認識させる機会があったらいいわねと思っております。農業者の労力を軽

減して、そして成果を揚げる！よろしくご指導下さい。ありがとうございます。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。今の西澤さんからのご質問の

方でございますけれども、シンガポールでせっかくランを買われて、向こうで検疫をして

いただいたにもかかわらず、成田で開けられて検査をしてもらったと。そのことで、シン

ガポールで検疫をしたのであれば、成田での日本到着時の検疫はいらないのではないかと

いうようなご趣旨のご質問だったかと思います。この点いかがでしょうか。

○大村検疫対策室長 何か防疫官がご迷惑をかけたのかもしれませんけれども、これはそ

の外国できちんと輸出時点で検査をして、その時点で付着していないということで、それ

を信用してしまえというご意見もあるかもしれないんですが、やっぱり植物検疫は、どの

国もそうなんですけれども、出したときからまた時間もたって実際に入るときというのは

状態も変わり得るわけで、やっぱりもう一度検査を輸入時点でするというのがどの国でも
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とっている状況でございまして、もちろん輸出時点で検査をされたということも１つの判

断材料にしつつ、もう一度その後ということも場合によってはあり得るということで、虫

がついていないかという検査をさせていただいております。

そういう意味でチェックを二重にダブルでやって、そこの信頼性を確保していくという

のが、ある意味でどの国も基本にしているところがございますので、そこまでやらなくて

もいいのではないかというご意見もあろうかもしれませんけれども、現状ではそういうふ

うにやらせていただいているのでご理解をいただきたいというふうに思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

それから、武荒さんのご発言でございますけれども、無農薬ですとか、有機栽培、そう

いったものを実施していくには、農家の方の負担が非常に大きなものになるのではないか

というようなお話で、この植物防疫の今の説明の中でも、いろんな農薬を使わない防除で

すとか、そういったもののご紹介をさせていただいておりましたので、そういったことに

対する武荒さんの応援というふうに受け止めさせていただいてよろしいでしょうか。ご質

問というよりも。よろしいでしょうか。

はい、どうもありがとうございます。

○福田植物防疫課長 どうもありがとうございました。植物検疫なり植物防疫というのを

皆さんに知っていただくという今日はいい機会なんですが、今後もいろんな手を使いまし

てと言ったらおかしいですけれども、皆さんに私どもの仕事をご理解いただけるような努

力は今後ともしていきたいというふうに思っております。

それから先ほどのランの話で、最近はあっという間に日本に来ると。別にこれは貨物で

もそうなんですけれども、それらには元気な虫がついたまま来るといいますか、昔ですと

何十日もかけて来ますから、もうその植物が本当にぼろぼろになるような段階で来ていた

わけなんですけれども、最近はあっという間に来ますから、すごく元気な植物に元気な虫

がついてくるというような状況で、もう日本に来ればすぐにそのまま即戦力で、施設園芸、

近所にあればそこに入り込むというような状況で、実はそういうような虫が結構国内で見

つかる例が増えております。

ですから、私ども実はそういう植物を一番怖いと思って検疫をしているところなんです。

ただ、サービスが悪かったというのは反省をして、このようなお話があったことは全国の

防疫官に伝えておきたいと思います。ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 ほかの方、いかがでしょうか。大分消費者の方のご質問が多い
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ように思いますが、ほかのお立場の方で何かご質問等あれば。

○有田（浩） 石原産業、農薬メーカーなんでございますけれども、有田と申します。今

日のお話聞いていまして、実は私業界のＩＰＭの委員なんかもやっております。

それで１つちょっとお願いというか、先ほど今無農薬に対する応援のお話とかというよ

うなこともございましたけれども、１つ最近、実は間もなく、今ここでしゃべっていいの

かどうかあれですけれども、京都大学での研究によりますと、いわゆる姿のいい農産物と

いうものは、やはりそれなりにいわゆるアレルギーとか相関で考えても非常に実はいいん

だと。つまり防除をしっかりやった農作物の方がはるかにいいんだというふうな研究結果

が出ているようなことを聞いております。これは間もなく発表になるというお話です。

そういうことからも、先ほどの見栄えのいいものは、農政の方も消費者の方のために見

栄えのいいものをつくらなければならないんだという側面は今までずっと言われてきまし

たけれども、必ずしもそれだけではなくて、いいものというものは、やはりそういう点で

安全・安心な農産物であるというような側面も今後さらに考えていただいて、またそうい

う意味での研究も進めていただきたいというふうに、私ども業界の方もいろいろな意味で

いわゆる総合的な防除について考えていきますけれども、そこら辺についてよろしくお願

いしたいというふうに考えております。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。今のはご意見として承りたいと思い

ます。

そうしましたら、時間のこともありますので、もうご意見でもご質問でも結構でござい

ます。いかがでしょうか。

○大庭 山九株式会社、大庭と申します。

ちょっと１点お聞きしたいんですけれども、今樹木に関する虫なんですけれども、例え

ば梱包材ってございますよね。我々輸入の代行をやっていますものですから、かなりパレ

ットとか輸入材についても、これ結構神経質になっているんですけれども、これについて

皮つきのものというものについては、今検疫対象でございますよね。

ところが、今中国とかヨーロッパにおいては、日本の製材、皮がついていないものを輸

出してもいわゆるフミゲーション、いわゆる検疫対象を、要するに全部燻蒸していなけれ

ば輸入できない状況であるんだけれども、先ほど日本の植物検疫はかなり厳しいというこ

とをここでおっしゃられたんですけれども、逆に今中国とかヨーロッパの方が厳しいので

はないかなと思うんですよ。今後、製材に関して、ここについている虫というのも針葉樹
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とかそういうのもあるんですけれども、これについての対応はどういうふうに考えておら

れるのか、ちょっとお聞きしたいんですが。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。今のご質問の中でちょっと私も専門で

ないのでわからなかったのですが、ほかの方ももしかしたらわからないこともあるのでは

ないかと思います。皮つきのものというようなお話があったんですけれども、その辺の説

明も含めてご回答をお願いできますでしょうか。

○福田植物防疫課長 今のお話は木材梱包材という分野で、これは機械とかいろんな品物

を外国に輸出する、あるいは輸入するときに壊れたり動いたりしないように固定するため

に、木材を使って型枠であるとか、あるいはコンテナの中で動かないように固定をすると

か、そういうことが実際に輸出入をする際にやられていて、それについて規制がヨーロッ

パとかあるいは中国とかで始まっているのではないかというお話だったと思うんですね。

それは確かにそういうことがございまして、先ほど私が説明したときに、国際植物防疫

条約でいろんな基準をつくったりしているというふうに申し上げたんですが、つい最近、

２年前ぐらいですか、国際基準がそういう分野の木材梱包材についての検疫の基準という

のが出されまして、各国がそれに従って今検疫措置をとり始めているところでございまし

て、日本はそういう意味でいうと、今まであまり対象にしてこなかったんですけれども、

この木材梱包材が、輸出されるときには今相手国から求められていますので、そういう燻

蒸をしたとか熱処理をしたという証明をつけて相手国に出すようなことを求められており

ますので、始めておりますし、我が国に輸入される機械類とか何かの型枠とかそういう木

材の梱包材について、リスクがないのかどうかをきちんと評価をした上で、その国際基準

に沿った措置をやるべきかどうかというのを検討してきております。

それで、まだ措置は実際にはいつから実施するというようなことを申し上げてはおりま

せんけれども、いずれそういうことも必要だということで、今リスクの評価をして、こう

いった病害虫に対する処理でどんな処理を相手国に求めるかというようなことをまとめつ

つある状況でございまして、実はアメリカとか、そういう国もこれからそういう措置をと

るんだということで正式に発表したりしておりますので、我々も同じようなことでこれか

らやっていこうというような段取りを進めております。具体的にその木材梱包剤のリスク

評価につきましては、横浜の植物防疫所の方でリスク評価をしました病害虫危険度解析の

報告書の案をホームページでも公開をしておりますので、ご意見があればそういうものに

対してご意見をいただければありがたいというふうに思っております。
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それから皮つきの話につきましては、大村室長の方からありますかね。

○大村検疫対策室長 梱包材というのはピンからキリまであります。もうＪＩＳマークと

いうんですか、ああいう工業規格がついたようなしっかりしたものから、結局はとめるた

めに、何て言うんでしょうか、くさびとか、そういう本当に虫というか、そこら辺の木を

突っ込んだというようなものまで、もう梱包材といわれるのはピンからキリまであります。

その中で樹皮がついているのかどうかというのがありますけれども、とらえ方としては、

もう木材梱包材という言い方でとらえておりまして、樹皮つきとかいう形ではないという

んでしょうか、用途でとらえようと、今しているところです。

それから、製材というのは、また別の、これは何て言うんでしょうか、梱包材とは別の

取り扱いをしております。

○中山消費者情報官補佐 大庭さん、よろしいでしょうか。

ほかの方、いかがでしょうか。

○星 星と申します。よろしくお願いします。

今の梱包材の中で生鮮食品の場合は、段ボールということはあまりないのかもわかりま

せんけれども、段ボールなんかで、以前、食品ではなくて衣料だったんですが、開けまし

て、検品をしようと思ってちょっと始めた時点で、体中がかゆくなってということがあり

ました。船倉なんかに積み込まれてくるようなものがあった場合に、それが段ボールの場

合、段ボールにも何かついているのではないかという、不安を感じたことがありました。

そのことと、それからもう１つ、検疫所で証明書なんかを一応お出しになりますね。次に

また同じ国から同じ品物を輸入されるときは、以前にこれで検疫オーケーだったので、フ

リーパスというようなことはありませんか。その都度検疫をなさるんでしょうか。その辺

をお伺いしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。星さんとおっしゃいましたか。ありが

とうございます。ちょっとマイクの調子が悪くて後ろの方の方、聞こえなかったかもしれ

ません。２つご質問ございました。

まず１点はいろんなものが輸入品が、星さんの場合、衣料の入った段ボールだったそう

でございますけれども、そういったものを、あけたら非常に体がかゆくなったということ

があって、そういったものが船に長い間積まれてきたりしますので、何かついている場合

があるのではないかというご懸念と、それからもうあと１点は、同じ輸出国から同じ品物

が繰り返して輸入される場合に、１回、１回、検疫をするのか、もしくは最初にやったか



－38－

らあとのものは同じですということで輸入できるのかというようなご趣旨のご質問かと思

います。お願いいたします。

○福田植物防疫課長 ありがとうございます。

では、まず段ボールの方からお答えします。段ボールは、もとは木材からできているも

のですけれども、高度なといいますか、加工がなされておるものでして、植物検疫の対象

にしておりません。また、これにつく虫も対象にしておりません。といいますのは、植物

防疫法という法律に基づいて私どもは仕事をしておるんですけれども、これは国内の農業

とかそういう緑を守るための法律です。病害虫の侵入、まん延を防ぐということなんです

が、残念ながら体がかゆいというのは、農業に直接、間接にあるのかわかりませんけれど

も、現時点ではそういうものが対象にはなっておりませんので、よろしくお願いします。

それから、証明書の件ですが、これはその都度、その都度です。工業農産物や緑は、工

業製品とまでいきませんので、１つ１つが違うということで、すべての荷口についてその

たび、そのたびで証明書を要求しております。

○中山消費者情報官補佐 星さん、よろしいでしょうか。

そうしましたら、ほかの方いかがでしょうか。木野村さん、お願いいたします。

○木野村 毎度すみません。先ほどシンガポールのランの話があったんですけれども、私

はもう花大好きなものであれですけれども、朝日新聞の花便りというのを毎日切り取って

いるんですよ。そうすると、結構輸入の品種がいっぱいあるんですね。私、あれ切り取っ

ているんですけれども、これはいわゆる交配によるところの品種改良ならいいんですけれ

ども、そうではなくて、遺伝子組み換えの関係があった場合に、それが確かに遺伝子組み

換えによるメリット、非常に大きいものですからいいんですけれども、その辺がどうなの

かなと。

実は私、上総アカデミアのＤＮＡ研究所でハワイ大学の教授に質問をし、そのときに、

ハワイ大学の教授は、ハワイでは遺伝子組み換えの食品に対する表示義務はございません

と、こうはっきり言っていました。食品に対する表示義務がないということは、おそらく

植物なんかはハワイでもいろんな花が出ていると思うんですけれども、その辺もどうかな

とちょっと心配になってきたものですから、ご質問させていただきました。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。遺伝子組み替えをされた植物に関す

る対応等がどうなっているのかというご質問だったかと思いますが、その辺は植物防疫の

方でよろしいのでしょうか。
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○大村検疫対策室長 とりあえず私も花だより、毎回見せていただいておりまして、あそ

こに出てくるのは本当に珍しい植物ばかりでありますが、遺伝子組み換えをした植物とい

うことでありますけれども、植物防疫の観点から、もしそれが検疫上何か農業に悪いこと

がするということがはっきりすれば、私どもは検疫の対象にすることになります。

ＳＰＳ協定というのは、さっき出てきましたが、科学的な裏づけが植物検疫には必ず必

要です。ですから、農業への脅威がはっきりしたところで、リスクがあればやるというこ

とですが、今のところ直接そういうものを対象にするという例はありません。

○木野村 ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、補足を情報官姫田の方からさせていただきま

す。

○姫田消費者情報官 組み換え体につきましては、１つはいわゆる食品としての安全性の

問題、それから飼料、えさとしての安全性の問題、そして国内で栽培しても大丈夫かとい

う面での、栽培することによって環境の中にほかのものと、ほかの在来種と混ざらないか

という意味での安全性の問題、この３つの考え方があります。それぞれについて、ですか

ら、日本でもし栽培するということになりますと、食べるものでなければ、最初の食べ物

として、あるいはえさとしてということは関係ございませんが、花であったとしても栽培

するということであれば、環境の中に出ていってほかのものと混ざるかとか、そういう面

での安全性の評価をして、その結果、かなりこれは時間がかかる問題でございますけれど

も、それで安全であれば、栽培できる。そうでなければそうでないという形になります。

もちろん、食品として、えさとしてもそれぞれの厚生労働省の方で、あるいは農林水産

省の方でいわゆる確実に登録するということで、実際に検査して安全かどうかということ

を確かめた結果の、評価した結果登録しているという状況でございます。

○木野村 今の件でちょっと。今日本では原材料５品目、加工品目30品目について規制か

けておりますが、この関係は、将来拡大されそうですか。あるいは縮小されますか。遺伝

子組み換えですね。

○中山消費者情報官補佐 では、厚生労働省さん、お願いいたします。

○松本参事官（厚生労働省） 遺伝子組み換えの食品につきましては、今おっしゃったよ

うに大豆とか、トウモロコシ、ナタネ、綿等が認められて、原材料の重量に占める遺伝子

組換え原料の割合が、５％以上の加工食品について表示義務があります。今後、より安全

性が確実遺伝子組換食品が将来的に出てきたときには、その安全性を十分確認して、安全
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だということになれば対象拡大ということになろうかと思いますけれども、まだ現実の問

題として、具体的にそのようなものが出てきておりません。今現状のまま。ただ、将来的

にどうかと言われますと、そういうものが出てくれば、その安全性が確認されれば拡大さ

れてくるだろうと考えております。

○木野村 ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございます。まだ若干、お時間の方がござい

ますけれども、いかがでしょうか。

○前田 座ったままで失礼させていただきます。私、日本大学の前田と申します。植物防

疫に関して、いろいろかかわり合いがありまして、リスクアセスメントのアドバイスをさ

せていただいていますし、それからいわゆる携行調査という形で私の研究室で今年度も１

人、実験をされています。私の要望というか、意見なんですけれども、輸入検疫の今後の

一層の重点化ということなんですけれども、例えば組織の面とか人員とか、それからある

いは植物防疫官の研修を含めて具体的な方針があれば教えていただきたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。そうしたら、もう一方続けてお願い

いたします。

○岩崎 栃木県の岩崎と申します。２点ほどお願いがあります。

今日の資料、非常によくまとまっていて説明の方もわかりやすかったということで、栃

木県の方に帰りましても、このような説明の資料を使わせていただきたいということがあ

ります。もしよろしければこの資料の方、データでいただければありがたいというのが１

点目でございます。

２点目ですが、私どもの方でも説明の機会を設けてやりたいというのがあるんですけれ

ども、やはり専門家の方をご派遣いただいて説明していただくのは非常にありがたいと。

それで、お願いですが、国の方の業務の１つとして、来ていただけると、ありがたいので

すが。

２点ほどお願いです。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

そうしたら、まず最初に日大の前田さんからのご質問で、輸入検疫の重点化をお願いし

たいと。今後組織ですとか人員、職員研修、そういったものをどういうふうにしていくつ

もりかというようなご質問でございますが、いかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 重点化というのは非常にわかりにくいといいますか、大ざっぱな言
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い方をしているので、少し詳しくご説明すればよかったんですけれども、基本的に国際条

約なんかでも、そのリスクに応じて措置はそれぞれきちんと決めなさいと。それに応じて、

措置に応じてまた検査とか何かもおのずと決まってくるわけでありまして、やはり今一番

求められているのは、その病害虫のリスクがどの程度あり得るのか。それはですから病害

虫だけではなくて、それが付着する植物とか、そういうものについて、それをきちんと評

価をして、それに合った措置を的確に講じていくということなんだろうと思います。

ですから、とにかく水際で何でも検査して何でもとめるんだということも、なかなか今

言えるような状況ではございませんので、そういうより危険性のあるものにその危険性に

応じた検査がきちんとできるような、そういう仕組みに持っていかなければいけないだろ

う。ですから、リスクの高いものはより厳しく、リスクの低いものは、よりそういうもの

に比べれば緩やかにできるように、そういう対応が十分できるようにしていかなければい

けないと思っています。

おっしゃったように、これはまさに組織そのものが、そういう科学的なリスクの評価を

して、その評価に基づいたリスク管理措置をきちんと組み立てて、それに従って対応がす

べて仕組まれていくように、まさにそういう私ども植物防疫の世界で言えば病害虫危険度

解析というふうに言っておりますけれども、リスクアセスメント、リスクアナライシスと

言っていますけれども、そういうリスクをきちんと評価するような部局もこれから、これ

はむしろ外部の専門家の方なんかも参画をしていただくような形で強化をしながら、そし

てまたそういうところの実際の仕事を担う人間も内部的にもつくっていきながらやってい

く必要があるんだろうというふうに思っております。

ですから、そういう意味でそういった分野の充実を図っていくための組織的な対応や、

あるいは人材育成面での対応、これからやっていかなければいけないというふうに思って

おります。

また大学を初め、いろんな学識経験者、あるいはそういう外の組織との連携というよう

なことも含めてこれから取り組んでいく必要があるというふうに思っております。

○中山消費者情報官補佐 よろしいでしょうか。それから、栃木県の岩崎さんの方から、

熱いお申し入れがあったんですけれども、いかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 すごく私どもとしては嬉しい話でして、ぜひ植物防疫の話をさせて

いただきたいというふうに思います。どこにでもはせ参じてがんばりたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いします。



－42－

それから、旅費はうち持ちで行きますので、心配しないでください。

資料の活用も、またデータをお渡ししますので、有効に使っていただければと思います。

それから、先ほど日大の先生の方からお話がありまして、日ごろからお世話になってあ

りがとうございます。携行調査という言葉がちょっと出てきましたので、簡単に説明をさ

せていただきます。携行というのは持っていくという携行なんですが、日ごろから植物防

疫所では調査研究部というところがあって、検査技術、それも簡単にできるような検査技

術を常に勉強してというのか、技術開発をしております。そのためには虫や病気のことを

よく知らなくてはいけないということで、分類学とかいろんな勉強もしなくてもいけない。

そういうときに日ごろやっている仕事の一部を持っていって、短期の国内留学みたいな感

じなんですけれども、１か月とか、そういうような単位でそちらの方に出張させていただ

いて勉強するというようなこともやっております。ご紹介まででした。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、先にあちらの茶色のスーツの男性の方、それ

から紺のスーツの男性の方、それともう一方、順番にお願いいたします。

○野田 板橋区の「生活と文化の会」の野田と申しますが、２つお願いについて、時間が

少ないようなので、このアンケートにも書いたのですが、一応しゃべらせてください。

１つは、今日黙って聞いておりまして、本当にありがとうございましたというお礼なん

です。お話の内容が、行政のやることを対象にずっと解き明かされて非常にありがたかっ

たんですが、最後に、これから消費者はどういう具合にこういう問題に対して関心を持ち、

こういうことに注意してくださいと、指導するようなことをぜひつけ加えていただきたい

と思うんです。

参考までに言いますと、例えば、輸入して持ってきた植物を自分の庭で栽培する時、ま

たは自分の畑でやっていたときにこんなケースがあったとかいうよう話を、すぐ発表した

り報告したりするとかして指導していただくようなことが、だんだん一般の消費者が植物

や家庭菜園など、緑に関心を持ってきましたので、公園を歩いていての観察だとかそんな

ときにも参考になるようなことをお願いしたいと思います。

それからもう１つは、私もそうだったんですが、この表題が非常に関心を呼ばない表題

でございまして、私の愚案ですが、例えば、輸入食品や国産の農作物の病虫害に対し、こ

ういうように防ぐことをやっていますというような表題にしていただくと、一般の消費者

がどっと来るのではないかなと、こういうようなことを思いましたので。

どうも失礼しました。
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○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。そうしましたら、続けてお願いいた

します。

○本山 千葉大学の本山と申します。輸出入の検疫について大変ご苦労されていて、大変

感謝申し上げたいと思いますけれども、私、資料の34ページから始まります国内防除をめ

ぐる情勢というところで、ちょっと要望を一言申し上げたいと思います。

環境問題に対する国民の関心が高まる中で、環境保全型農業を重視していくと。そのこ

とから、矢印で環境負荷を軽減しながら農作物の安定生産云々ということがあるわけです

けれども、このことはちょっと誤解を招くのではないかという気がするわけです。

つまり、こういうＩＰＭという考え方はもう1960年代から始まってもう40年以上たって

いるわけで、その当時と現在は非常に情勢が変わりまして、農薬取締法も1971年に大改正

があって、ほとんど解決された問題もたくさんある。それにもかかわらず、この環境負荷

を軽減しながらということを強調されますと、多くの方が、農薬が今でも環境に重大な影

響を与えているような誤解をしていまって、そういう実態はないにもかかわらずですね。

そして、防除の方法が多様化していくということは大変結構で私も大賛成なんですけれど

も、各地方自治体や生産者、農家に過剰な負担を強いている面があるのではないかと。つ

まり、あちこちの県がクリーン農業であるとかエコファーマーであるとか、そういう認証

を得るために、農薬の使用量を現状の50％以上削減するということを目指すことを強制さ

れて、実際に非常に不可能に近いことをさせられて苦しんでいるという面があるのではな

いかと思うんです。

ですから、環境を保全する農業が、農業そのものが環境に負荷を与えるという面と、農

業の中の植物防疫、病害虫・雑草防除の面が環境に負荷を与えるという面とがあると思う

んですけれども、この40年以上前の状況と今とは非常に違ったということを、やはりきち

っと把握された上で、国民の皆さんにこういう政策を説明されるときには誤解のないよう

にしていただけたらと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。そうしましたら、時間の方もまいりま

したので、もう一方先ほどお手を挙げていただいた男性の方を最後に。

○駒田 国内防除の今後の方向性の話に補足があるんですが。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、ちょっとお待ちいただいてもよろしいですか。

申し訳ございません。そうしたら、関連ということでお願いいたします。

○駒田 すみません。関連しますので割り込みました。タキイ種苗という種苗会社にいる
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駒田と申します。もっとも若いときは農水省の試験研究機関で仕事をしておりました。

関連あるまさにそれなんですが、この35ページの69番ですか、この表です。ここに出て

おります抵抗性品種の導入、これはまことに私どものというよりも、種苗会社は、皆これ

に集中してやっておりますので、どんどん農薬を使わずに病害、あるいはちょっと大分遅

れているんですけれども、虫害防除のできる野菜や花をつくろうということでやっており

ます。

問題はその上の輪作体系の導入なんです。これは昭和36年にでき上がった農業基本法に

基づいて考えられた農業の選択的規模拡大。これの上に乗っかってでき上がった野菜産地

指定制度というのが、今まだ生きております。これはまさにここに書いてあるお題目とは

全く反対で、連作奨励策なんです。こんなべらぼうな話はないわけで、私は30数年来、こ

れは何とかしろということを書きもし、しゃべりもしたんですが、一向に耳を貸して……

耳ぐらいは貸しているのかもしれませんが、全然これを改めようという動きは、野菜行政

の方にはございません。おかげで、とにかくありとあらゆる病気が、これは土壌伝染病は

もちろんのこと、空気伝染性の地上部病害も、連作、同じ作物を同じところでつくれば病

原菌の密度が高くなって、だんだん病気で苦しめられる。その結果、まかなくてもいい薬

までもまかなければいけないと、そういうことになってしまうんです。そういうことで、

輪作を本気でこのＩＰＭの施策の１つとして取り上げようとお考えなんでしょうか。心配

しております。

それからもう１つ、これはまさに種苗会社に関係あるんですが、あらゆる病気の総合防

除の第一歩は第一次伝染源の遮断です。そこで種子消毒のが非常に重要になります。さま

ざまな防除技術があるので、これはいいと思います。非常にいい化学農薬も、生物農薬ま

でも登場してきておりますから。ところが、野菜ということになりますとそうはいきませ

ん、実は２年前の農薬取締法の改正によってほとんど種子消毒ができる農薬がなくなって

しまって、非常に種苗会社は困っております。ということで、今結局何のことはない、海

外で種子消毒をして輸入をしてきているという、こういう実態がどんどん広がっておりま

す。そういうことで、この点本気でおやりになるのなら、農薬対策室の方へひとつ強力に

働きかけていただきませんと実効性はありません。種子消毒剤はあまりたくさん売れるも

のではないものですから、農薬会社がその気にならないと、そういうことがございます。

すみません、割り込みました。

○中山消費者情報官補佐 では、申しわけございませんでした。先ほどお手を挙げていた
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だいた男性の方、お願いいたします。

○磯部 私、ミカドインターナショナルの磯部と申しますけれども、引き続いて種会社な

んですけれども、特に種の輸出入を担当しているんですけれども、種の輸入の際に、もち

ろん植物検疫を受けて輸入しているんですが、検査が２段階に分かれていて、第１段階は

目視検査として目で見て病害虫がついていないかという検査なんですけれども、特に品種

によるんですけれども、第２検査として多分精密検査で持ち帰って検査をされるんですが、

その後、そのものを後でもちろん返していただけるんですけれども、種というのは工業製

品と違って目で見て、その品種の差がわかりにくいと。同じ品種でもロットによって品質

が違いますから、私ども取り扱い非常に注意しているんですが、精密検査で後で返ってき

たものが、ちゃんと品種もロット番号も書いているんですけれども、その辺を私どもの要

望としては、その場ですぐ返していただくと。後で別で包装して返してもらうのではなく

て、その場でサンプリングをとったときに、元のところに、袋に入れて戻していただくと

いうふうにしていただけると、非常にありがたいというふうに思っています。

物によって、非常に高価な、あるいは貴重な種だったりしますので、その辺をサンプリ

ングの方法を検討していただくということは可能かどうかというふうに思いまして、よろ

しくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

そうしたら、最初の野田さんのご意見でございますけれども、２点目の、テーマが関心

を呼ばないのではないかという点につきましては、私ども事務局の方のことでもございま

すので、また今後検討してまいりたいと思います。どうもありがとうございます。

それから、植物防疫などに関して、消費者の方としてどういったことができるかという

ような観点でお話しいただきたいということでございましたけれども、いかがでしょうか。

植物防疫など、話、行政として取り組んでいるんですけれども、消費者の方としても、

例えば何かできることはないかというお話でしょうか。

○野田 お話を、こうやりなさいとかこういうことに注意しなさいとか、こういうことが

あったらぜひ緊急に報告してくれとか、そういうような消費者がやるべきことを教えてく

ださいと。

○福田植物防疫課長 はい。36ページのまとめのところに若干そういうニュアンスも出し

たつもりで、国ももちろんこれからやっていかなければいけないんですけれども、海外か

らおみやげ類がもし持ち込まれるようなケースがあれば、検疫のカウンターにぜひ来てい
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ただきたいとか、我々の立場で書き込んではおりますけれども、そういう意識もございま

すし、やはりいろいろ病害虫防除をやっていく上では必要な防除、化学農薬ももちろん必

要になるケースが多いわけでありますから、そういうものについてのご理解をいただける

ようなことも、これから我々もよく説明をしていきたいと思いますけれども、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。

ほかにもあるんですが、ちょっとその辺が視点として足りなかったというご指摘は、ま

た次回にはもう少しよくなるように考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

それから、あと本山様の方からご発言がございました、環境負荷の軽減という表現につ

いて、農薬等に誤解を招くのではないかというようなご指摘だったかと思いますけれども、

そちらの方はいかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 非常にこのＩＰＭについては大議論になるところでございまして、

おそらく本山先生もいろいろ議論の状況なんかを見ていただいているのではないかと思う

んですが、正直言いまして、昔あった概念を今新しく整理し直して、それでどういう形で

やっていこうかということで議論しておりますと、定義だけでも、このページの半分ぐら

いは埋まってしまうぐらいの議論に今なっておりまして、おっしゃるとおり、短い言葉で

は誤解を招く表現になってしまっている部分があろうかと思いますので、そういう意味で

よく説明もしながら、そういう部分は進めていきたいと思います。ここでちょっと舌足ら

ずで説明が足りない部分がありましたことは、申し訳ないと思っております。

いずれにしろ、農薬を使ったからだめだというよりは、むしろ先生のお話にもありまし

たが、農薬を５割減らせば大丈夫なのかというのは、全く何の意味もないような部分で進

めざるを得なくなっているような都道府県の取り組みに対しまして、やっぱりきちんと病

害虫は防除しつつ、それから実際上、環境にも影響がないようなことでやれるようなもの

をきちんと評価していくということも、そういう視点も含めながら、都道府県の方が大い

に取り組んでいただけるような、そういう概念を整理して、評価できるような指標をつく

っていこうということで取り組み始めておりますので、また議論の中でいろいろご意見を

参考にさせていただければというふうに思っておりますけれども。

○中山消費者情報官補佐 農薬につきましては、意見交換会の一環として、農薬自体につ

いてもこういった会を開催しておりますので、またよろしければご参加いだだければと思

います。
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ちょっと情報官の方から。

○姫田消費者情報官 有機とか減農薬ということでございますので、少しお話ししますと、

いわゆる通常の栽培のものも有機のものも同じように安全だと考えていただきたいという

のが基本だと思っております。

要するに農薬については、今施用基準を守って使われたものについては、残留基準がク

リアするものであると。それは、十分にリスク評価された結果のものであるということで

ございますので、農薬を使って通常の、もちろん施用基準どおり使って栽培されたものと

有機のものとの安全性というのは、差がないと考えていただきたいと思っております。

ただ、生産者がそういうこと、こういうことを栽培したんだということを、消費者の方

々にアピールして、それを有利販売するということに関しては、有機というのは非常に大

事なことだというのは思っておりますから、それは１つの生産者の販売手段として今後と

も振興していくということも基本でございます。

○中山消費者情報官補佐 それから、駒田さんからのご意見といいますか、国内防除の今

後の方向性の中で輪作体系の導入ということと、種子消毒の実施、この２点について本気

で取り組んでいくのかというような厳しいご質問だったと思うんですがいかがでしょうか。

○福田植物防疫課長 よくご存じの方から質問されておりますので、なかなか答えにくい

ところもありますけれども、基本的にやっぱりそういう方向に動かしていこうという今大

きな農政の全体の流れの中でこの分野では何をしていこうかということで考えております

ので、もちろんそれぞれ省内の関係のところにも意見を聞きながら、これから本当にまと

めていきたいと思っておりますし、輪作については特に野菜のご指摘がありましたが、野

菜についてまたおそらく今年から来年にかけて第２弾と、今水稲について特に集中的に具

体的な議論をしておりますけれども、第２弾でまた野菜なり果樹なり、これからやってい

きますので、またその中でそういうご意見も参考にして進めていけるのではないかと思っ

ておりますけれども、種子消毒も、これも、そういう意味では輪作もそうですけれども、

100％それだけでできるという部分ではないかもしれませんけれども、やっぱり項目とし

ては重要な項目だというふうに認識しておりますので、もちろん農薬対策室にも会議の都

度参加をしてもらっておりますので、そういう意味で重要な項目として取り組んでいきた

いと思っております。

○中山消費者情報官補佐 それから、最後に磯部さんからいただきましたその第２次の検

査といいますか、精密検査の中で、持ち帰っての種子の検査、その検査の手順といいます
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か、そういうやり方についてのご要望だったかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○大村検疫対策室長 種の輸入検査は、先ほど言われましたように１次と２次というんで

しょうか、目視検査、それから精密検査というようなふうに分かれております。種苗はや

はり直接国内に持ち込まれて地べたに植えるということもありまして、私どもは先ほどの

リスクに応じたというところの検疫の今後の重点化の中でも、やはり種苗というのは大事

な検疫の対象、絞り込んでも残るというような大事なものだというふうに思っております。

そういうこともあり、この精密検査というのはやらざるを得ないというふうに思っており

ます。

今は一定期間シャーレの中でろ紙を湿らせて、種に水を含ませたらしばらく置くと。そ

ういうところで精密検査をその期間中に行っておるんですけれども、いずれにしろ使った

ものはもう元に戻らない、最小限を調査しますが、残ったものについては、やはり保管条

件とか、そういうものはもう大事な品物ということも認識した上で、今後もそれなりに、

今までもやっているはずなんですが、やはり皆さんから見るとそういう素人的なところも

あるかもあれませんので、気をつけてまた勉強しながらそういう検査をさせていただきた

いというふうに思います。今後ともまた情報をいただいて、改善をしていこうと思います。

よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 磯部さんよろしいでしょうか。

そうしましたらすみません、ちょっと時間も過ぎてしまいましたが、最後にお礼も兼ね

まして、参事官の伊地知よりご挨拶を申し上げます。

○伊地知参事官 今日は本当に貴重なご意見たくさんいただきまして、ありがとうござい

ました。私どもこういう植物防疫の全体像をご説明をする機会というのは、これまでにご

ざいませんでした。今回初めてでございます。

専門的な言葉も多くて、先ほど言われましたように一般の方にはなかなかわかりづらい

ということも事実でございます。特に防疫という言葉は国際的な物の取引というふうによ

く考えられて、病気を防ぐということをなかなかよく理解してもらうのは難しいなと以前

から考えておりました。、今後も植物防疫だけではなく、いろんなことにつきまして、私

どもがやっている仕事を消費者の方、国民の皆様方の身近なものとして感じていただける

ような努力をしていきたいし、またそういうことでよく理解をしていただくことによって、

いろんなご意見をいただきまして、それを私どもの仕事に生かしていくということが、こ

れからもいい仕事をやっていく上で大変重要だというふうに感じました。また、こういう
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機会を今日は東京でということでやりましたけれども、次は栃木でやるということももう

決まったようでございます。これから、全国的にもこういう取り組みを広げていきまして、

皆様方のご理解とご支援を得ながらいい仕事をやっていけるように努力をしていきたいと

思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうござ

いました。（拍手）

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、最後に事務局からのお願いでございます。皆

様にお配りした中にアンケートを入れてございます。今後のリスクコミュニケーションの

参考にさせていただきたいと思いますので、ご記入の方をよろしくお願いいたします。

それでは、以上をもちまして植物防疫に関する意見交換会を終了いたします。長時間に

わたりありがとうございました。

午後 ４時３８分 閉会


