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１．開会

○司会 まず、開会に先立ちまして、九州農政局次長の佐々木よりごあいさつを申し上げ

ます。

２．あいさつ

○佐々木農政局次長 皆さん、こんにちは。九州農政局の佐々木でございます。本日はお

忙しいところ、この植物検疫に関する意見交換会にご参集いただきまして、誠にありがと

うございます。

私どもが取り組んでおります農林水産省の施策いろいろありますけれども、その中にあ

りまして食の安全の確保、それから消費者の信頼確保、加えまして農林水産業、自然に立

脚した産業でございますので、これを10年後、20年後さらにもっとというような安定的に

維持・発展させていくことが大きな課題と考えております。

これに関連して、私ども農林水産省では農薬、動物用医薬品などの生産資材、カドミウ

ムなど、環境中の汚染物質などについてリスクを低減し、また食品の安全を確保するため

のリスク管理といったものを実施しております。同時に、国内農業や畜産を守り、国内生

産の安定を確保するために、本日のテーマであります植物検疫あるいは家畜衛生管理とい

った衛生管理にも取り組んでおるところでございます。

これらのリスクやリスク管理について正確でわかりやすい情報を提供し、消費者など関

係者の方々と意見交換を行いまして、施策へ反映するためにリスクコミュニケーションを

開催しているところでございます。本日は国民生活の安定のために重要な植物検疫制度に

ついて意見交換を開催いたします。

この植物検疫制度といいますのは、海外の病害虫の我が国への侵入、蔓延を防止し、農

産物の安定した生産供給を確保する制度でございます。特に多くの農産物を輸入しており

ます我が国にとって非常に重要な制度ということができると思います。

本日は農林水産省消費・安全局植物防疫課の大村検疫対策室長と門司植物防疫所の大平

調整指導官からお話をいただきまして、植物検疫の取組の現状についてご理解を深めてい

ただくとともに、その課題などにつきましてさまざまな立場の方々と活発な意見交換をし

てまいりたいと考えております。
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どうぞよろしくお願いいたします。

○司会 私は本日の進行役を務めさせていただきます、農林水産省消費・安全局消費者情

報官補佐の中山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議事に先立ちまして、受付で受け取っていただきました資料の確認をお願い

いたします。お手元の封筒の中に１枚紙で議事次第、座席表、それから出席者名簿。それ

から、本日私どもの方から説明させていただくパワーポイントの資料としまして、こうい

った印刷したものを１部入れてございます。それから、植物防疫に関するパンフレットと

いたしまして、こういう小さいものが２つ。それから、植物防疫所というＡ４版のパンフ

レットが１部。それから、私ども消費・安全局で一般の方を対象に安全・安心モニターと

いうのをしております。今回植物検疫を意見交換させていただくにあたりまして、植物防

疫等に関するモニター調査を行いました。その結果が入れてございます。よろしければご

らんください。

１点、この資料の中で追加がございます。一番後ろのページ、問８の４でございます。

問８に④という選択肢があると思うんですが 「植物に関す」で文章が終ってしまってお、

ります。続けて 「植物に関する情報を掲載する」というのが正しい記載でございます。、

大変失礼いたしました。

それから、こういった「食品安全エクスプレス」のちらし、私どもは今食品安全につい

て内閣府の食品安全委員会、それから厚生労働省、農林水産省と連携しながらやっている

わけですけれども、その３府省から毎日出される食品の安全に関するいろいろな情報、そ

ういったものをまとめて月曜日から金曜日までお届けするようなメールマガジンのご紹介

でございます。ご興味がありましたらお申し込みいただければと思います。

それから、こういう小さい版で「食事バランスガイド 。最後に 「植物検疫に関する意」 、

見交換会」についてのアンケートということで入れてございます。こういった意見交換会

等の参考にさせていただきたいと思いますので、お帰りの際にはご協力をお願いいたしま

す。

何か不足がございましたら、事務局の方までお申し出ください。

続きまして、本日の進行についてご説明いたします。本日は植物検疫に関する意見交換

会でございます。まず、意見交換に先立ち、情報提供といたしまして、消費・安全局植物

防疫課検疫対策室長から植物検疫の取組と今後のあり方について、３分程度のビデオと、

それから先ほどご紹介したスライドを用いて、約１時間ご説明をさせていただきます。
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、 、 、その後 門司植物防疫所調整指導官より 植物防疫所での実際の植物検疫業務について

10分間ほどご説明をいたします。

その後、休憩時間をはさみまして意見交換に入りたいと思います。

本日は皆様方も説明を聞いていただくだけでなく、いろいろご質問ですとかご意見をい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

終了は４時を予定をしております。

それでは、初めに植物検疫の取組と今後のあり方につきまして、植物防疫課検疫対策室

長の大村からご説明いたします。

３．議事

（１）植物検疫とは？ ～その取組と今後のあり方について～

○大村室長 皆さん、こんにちは。私は今紹介いただきました、農林水産省消費・安全局

の植物防疫課で植物検疫を担当しております大村と申します。本日はよろしくお願いしま

す。

植物検疫のその取組と今後のあり方についてということでご説明をさせていただきたい

と思います。

まず、植物検疫に関して、私どもの取組をご説明させていただくわけですけれども、そ

の導入部としまして、植物検疫に関するビデオを用意しております。このビデオは２分と

少しぐらいのものでございますが、ある程度それで植物検疫のイメージがわいてくるとい

うふうに思いますので、まずごらんいただきたいと思います。よろしくお願いします。

（ビデオ上映）

今、ビデオを見ていただきましたが、あのビデオ実は30分近くあるもので、やはりあの

部分が導入部であり、本体は今日は私から説明させて頂くことになります 。。

今、短い時間でしたが、植物検疫の対象となっておりますようなチチュウカイミバエと

かゾウムシとかそういうものが世界のいろいろなところにいて、そういうものが植物に付

着して日本に入らないようにするため植物検疫というのがあるというようなことがおわか

りいただけたのではないかと思います。

、 、植物検疫というのはもちろん昔はなかったんですけれども 19世紀の中盤になりまして

世界的に有名なのがジャガイモの疫病というのが、イギリスの左側にあるアイルランドで
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、 。疫病が発生しまして 主食のジャガイモがとれなくなってしまったということであります

そこで、飢饉になり、100万人が死亡して、100万人が国外に出ていったため、人口が半減

になったというような大きな事件がありました。国外に移住した中には、アメリカのケネ

ディ大統領とか有名な方々もたくさんおられたように聞いております。

また、もう１つの事例としまして、やはり19世紀の中ごろなんですけれども、これもま

たアメリカが絡みますが、アメリカからたまたま輸入したものの中にブドウネアブラムシ

というアブラムシがおりました。これはフィロキセラということで、これがフランスのブ

ドウの根っこに寄生するアブラムシで、なかなか土の上から薬をまいても効きが悪いとい

うことで農薬も効かないということで、ブドウの生産に大きな被害をもたらしました。新

世界に入った虫は爆発的にふえることがあるんですけれども、フランスの中では軍隊を使

って大々的な防除をやったけれども、結局は広がってしまったというような事例でござい

ます。

これが今度はその近辺の諸国に出ていかないようにするということことで、これが植物

検疫の国際的な取決めのスタートになったというようなことであります。また、その国際

的な流れが後ほど説明しますが、この10何ヶ国の集まりが、いまや世界を140ヶ国以上が

加盟する国際防疫条約になって整然と動いているというところでございます。

それから、先ほどは外国の例でありましたけれども、日本の国内でも例がございます。

防除技術が発達していないという時代に、これは江戸時代の話でありますけれども、ウン

カという害虫が水田におります。これは小さなセミの仲間でありますけれども、１ミリか

ら２ミリぐらいの小さい体で植物体の汁を吸う害虫でありますけれども、これが江戸時代

には結構多かったようですが、天候のぐあいで大発生したということで、こちらもやはり

主食でありますお米がとれなくなったということで、享保の飢饉がその中でも有名という

ようなところであります。

このころでも有名な防除法がございましたが、例えばクジラの油を水田の水のところに

膜をつくって流し込んでおいて上からたたくと、ウンカが水面に落ちてはい上がれないと

いうような防除は当時からあったんですけれども、決め手となるような防除ではなかった

ということで、ここにありますような１万2,000人が餓死したというような１つの記録が

ございます。

また、比較的最近でありますけれども、大正に入りまして、これは20世紀、大正８年と

書いてございますが、左も右も大体大正８年ごろに沖縄のところで見つかったものであり
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ます。これはミバエ類、先ほども出てきましたが、チチュウカイミバエと並んでありまし

たけれども、ウリミバエ、ミカンコミバエ、これはミカンやウリの名前がついております

けれども、広範な果菜類、果実を加害するということで。防除技術もなかったのでどんど

ん北の方に広がっていくし、ミカンコミバエは小笠原までいってしまったというような状

況でした。

発生地域は特定できますので、そこからのえさとなる寄主植物のそれ以外の未発生地域

への移動を禁止にしたりしましたが、どうしてもその広がりが止められなかったという状

況がございました。あるとき、昭和43年になりましてミカンコミバエもウリミバエもその

ころから防除技術が開発され、ミカンコミバエはフェロモンを使ってオスをどんどん引き

寄せて退治していくという方法を採用し、ウリミバエの方は放射線を使いました。これは

、「 」放射線の平和利用ということで今いろいろ取り上げられますけれども プロジェクトＸ

にも取り上げられました。大量のサナギに照射をしまして、次世代ができないような状態

にしてそれを野外に放育します。そうすると、野外の虫と交尾して次世代ができないとい

うような、これもものすごい毎週何億頭というミバエを生産しまして沖縄や奄美で行われ

ました。小笠原はミカンコミバエについてフェロモンを利用することにより根絶を達成さ

れました。

これらの根絶のためには多大なお金と労力がかかっております。ここに直接防除費と書

いてございますが、国から出た防除関係のお金の総額でありまして、直接防除した皆さん

の日ごろの給料などは入っていない額で、このくらいの額が使われたということでござい

ます。

このように、新たな病害虫の国内への侵入、それから国内にいる病害虫の拡大を許すと

農作物への被害、ひいては食料安定に大きな影響を与えることとなります。こうした病害

虫の侵入、発生を防ぐこと、これが植物検疫の仕事ということになります。

、 。 、植物検疫と一言でいいますけれども いろいろなもので構成されております ここでは

植物検疫は大きく分けると４つに分けることができます。輸入検疫、それから輸出検疫、

国内検疫、そして緊急防除です。これらについてご説明をしていきたいと思います。

植物検疫を行うに当たりましては、もちろん国民の皆さんのご協力のもとに、また都道

府県の方、それから市町村の方、農協の方、いろいろな方々と一緒に仕事するわけですけ

れども、直接植物検疫、植物防疫法に基づいて責任を持って行っているのは植物防疫官と

いいます。現在全国に853名おります。それから、その人たちが勤めている職場、これが
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植物防疫所ということであります。

植物防疫所というのは農林水産省の所管でございますが、横浜を初めとして全国に５ブ

ロックございまして、それぞれに本所があり、それに支所、出張所ということで枝分かれ

して、全国の港を管理しています。全国で現在73ヶ所に設置されておりまして、主要な海

と空の港で検疫業務に当たっております。

植物の輸入が管理できるよう、現在全国に142ヶ所の港を設置しておるところでござい

ます。この近所でしたら、熊本空港とか三角港、八代港が植物の輸入できる港に指定され

ております。

それから、植物検疫と一言に言うわけですけれども、これは実は国際的なルールがあっ

て動いているところでございます。植物検疫はそれぞれの国が独自に行っているわけでは

なくて、国際ルールに基づいて行われる必要があると。そして、この国際ルールというの

は括弧で書いてございますけれども、これはＷＴＯの協定の１つなんですけれども 「衛、

生植物検疫措置の適用に関する協定 、ちょっと長いんですけれども、いわゆるＳＰＳ協」

定がございます。このＳＰＳというのは、Ｓというのはサニタリー、これは人間の検疫、

食品衛生、動物検疫の３つが入ります。それから、ＰＳというのが植物検疫という意味で

す。ファイトサニタリーという英語を使われますので。ですから、そういう人間の検疫、

食品衛生、それから動物検疫、植物検疫、合わせてそういう協定があるわけです。

それらが、ここに書いてございますように、できるだけ貿易を阻害しないようにしなさ

いと、植物検疫だけではありませんけれども、世界の植物を保護しつつも、貿易を阻害し

。 、てはいけないというＷＴＯの精神も入って動いているということでございます ですから

ある国がその貿易を阻害していると、必要最小限の植物検疫は行っていないと不満に思っ

、 、 、たら その国に対してＷＴＯに訴えるというようなよくある話で 後ほども出てきますが

植物検疫でも日本は厳しいということでアメリカに提訴された例がございます。

それから、本来の植物検疫の国際ルールがございます。これは、国際植物防疫条約とい

うことで、ＩＰＰＣと書いてございます、インターナショナルプラントプロテクションコ

ンベンション、これがこのまま国際植物防疫条約と呼ばれております。現在142ヶ国と地

域、ＥＵを含んで143の締約国がございまして、これを中心にしまして、例えば入ってい

ない台湾とかいろいろな国があるわけですけれども、200ヶ国近くがこの条約の内容で動

いているというふうにご理解いただければというふうに思います。

国際植物防疫条約というのは本来の目的は私どもの植物防疫法と一緒でございまして、
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この国境というところはあるかと思いますが、国際的な植物の流れを通じてそれぞれの国

が病害虫の蔓延とか侵入防止とかそういうことを図れるような国際的に不利のないような

ものをここで定めております。

また、その内容には純粋に植物検疫、例えば政治的とかそういうような横やりがあって

は植物検疫をしてはいけませんというようなことも明示されておりますので、純粋に科学

的な裏付けで仕事をしているというところでございます。

次に、輸入検疫の仕組みでございます。輸入植物の検査、隔離検疫、海外検疫というふ

うにございますが、輸入検疫と申しますのは、病害虫が我が国に侵入、これが蔓延して農

作物に被害を及ぼすことを防止するために行われているものでございます。具体的には輸

入植物、その病害虫が入らないようにするためそのえさとなる植物の輸入を禁止したり、

また輸入農産物を検査するというようなこと。また、その検査の結果病害虫が発見されれ

ば、それでも輸入をしたいという人がいれば消毒をして適切な消毒条件の基準をつくって

消毒したり、また、輸入を拒否して積み戻しをしたり、また廃棄も焼却するとか、そうい

うような行為も命令することができることになっております。

それから、ご存じのように、我が国は農産物を輸入しておりますけれども、近年では食

生活が多様化するに従って輸入される植物の量だけではなくて、その種類や輸出元の国、

地域も多様化してきております。こうした変化に伴いまして、植物検疫の検査量も年々増

大しておりまして、現在では年間80万件を越える検査が必要となってきております。

次に、検査の流れについて説明をいたします。植物検疫の観点から、日本の場合、大き

く３つに植物を分けております。最初に、一番右でございますけれども、検査を必要とし

ない植物という項目がございます。高度に加工されたもの、あんず、マンゴウの乾果と書

いてありますけれども、いわゆるドライフルーツでございます。乾燥した食品にも虫が付

きますが、それは食品の衛生上の問題とかそういうものでございまして、直接農地での害

、 。虫などがつかないということで 植物検疫の対象から外しているというものでございます

また、次の植物につきましては、今度は左側に輸入禁止品ということがございます。そ

もそも輸入が認められない植物があります。これは、また後ほど説明しますけれども、凶

悪病害虫がつくという可能性があるということで輸入禁止ということになります。それか

、 、 、ら真ん中でありますが これが一番大きいもの 数多くあるものになるわけですけれども

。 、 。輸入検査を必要とするものです 輸入検疫で 病害虫が発見されなければ輸入ができます

また、そこで病害虫が出ればそれなりの処置をして輸入が認められるというものでありま
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す。

そのように植物が、この３つ違うのはなぜかといいますと、その植物に付着する恐れの

ある病害虫の危険度といいますかリスクの違いということによるということになります。

ですから、危険度が非常に高い病害虫が付着する恐れがある植物というのはそもそも輸入

ができない、輸入を禁止にしているということになるわけです。

合格すれば輸入が認められる植物の検査についてさらに説明をしますと。まず、輸出国

が病害虫がいないことを証明した植物検疫証明書が添付されているかどうかについて確認

します。これは、輸出国の植物防疫所が輸出検査を輸出前に行って、病害虫がない場合に

はその植物には病害虫が付着していないと信ずる旨の植物検疫証明書を発行します。輸入

検疫は、それが輸入時についているかどうかを確認するところからはじまります。

そして、検査の結果、病害虫が発見されなければ合格、国内に搬入することができると

いうことになります。

また、輸入検査はこのような流れになっておりますけれども、病害虫が発見された場合

は、不合格ということになります。そして、ここに消毒とありますけれども、虫がついて

いる植物を国内に持ち込みたい人はそのまま持ち込むと国内で病害虫が蔓延とかする可能

性が高いということで、植物防疫法上輸入が拒否されますから、適切な消毒を行う必要が

あります。消毒は植物防疫官が一々立ち会って確認して、虫が死んでいることを確認して

から国内に入れるということになります。

もう１つの選択肢が廃棄ということになります。これは港で保税のまま焼却などが行わ

れます。

またもう１つの選択というのがあって、輸入拒否になったものを第三国に持っていく場

合があります。これは商売上の話でありますけれども。植物防疫法上は消毒か廃棄かとい

うことになります。ですから、虫がついていれば輸入拒否ということは変わりないという

ことになります。

それから、今度は現場の話でありますけれども、これが海の港での貨物検査の一例でご

ざいます。これはコンテナで運ばれた植物でございます。コンテナといいますとコンテナ

、 、 、船 ときどき町の中もコンテナをのせたトラックが走ってますけれども 大体40フィート

12メートルの長いコンテナにいろいろなものが入っています。最近は輸送技術も船も大き

くなりまして、例えば2,000本以上、パナマ運河を越えてくる最大、パナマックスという

コンテナ船はもう二千何百を積載できる巨大な物です、これは植物だけではありませんけ
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れども、その中に植物も混じってくるというようなことです。

また、船の場合ですと、バナナ船とか専用船、１船が全部バナナとか、１船が全部麦と

か、そういうような大量に１つの船で運んでくるという例もございます。また、木材もそ

ういう形で運んでくることがございます。

右で１人、２人いますけれども、ああいう形でハッチの中に入って実際にふるいをふる

って虫がいるかどうか、検査しています。これも植物防疫官の仕事です。それから、左側

の木材の上で何か見ていますけれども、ああいうふうにして虫の穴を探して合格、不合格

とする。木材の場合は結構な率で不合格になることが多いと。これはキクイムシとかカミ

キリムシが中心になろうかと思います。

それから、空港の検査でございます。空港の検査は港と違いまして、新鮮、迅速化した

ものです。付加価値のついて価格も高いようなものが主に運ばれてきているように思いま

す。切り花とか青果物とかが中心になっています。迅速化ということは裏返しで考えます

と、虫が元気な状態で日本に入ってくるということで、海よりもさらに空港検疫というの

はリスクが目の前に迫っているというようなことが多いかというふうに思います。

また、空港の輸送農産物の特徴としては、先ほど言いましたけれども、小口化されてい

るという、小さな貨物が多いということなんですけれども、逆にジャンボ機の一機分すべ

てカイワレダイコンで日本に運んでくる時期もありました。そういうようないろいろな形

での輸入がなされております。

空港の検疫にはもう１つ、旅客携帯品の検査というのがございます。先ほどまでの検査

、 、ではなかなか皆さんの目に触れる機会はないわけですけれども 海外旅行に行かれた方は

日本に帰国して自分の荷物を受け取ったところ、税関を出る前にこのようなブースをご覧

になったことがあるという方もおられるかと思います。植物というのはいろいろな形で輸

入されまして、商業ベースだけではなくて、個人でも持ち込むときには検査を受ける必要

があります。この中で結構な率で禁止植物を持ち込まれようとしているのを確認をしてお

ります。そういうものはもちろんその場で、没収させていただいています。

私どもの事前の説明なりこういうリスクコミュニケーションのような場、いろいろなこ

とを通じて皆さんに事前にお話ししておけば、そういうような禁止植物を持ち帰るという

ことは防げると思いますので、私どもの努力が足りないという反省しております。今後は

そういうようなことがないように、広報には力を入れていかなくてはいけないと思ってお

ります。
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それから、先ほども、そもそも輸入が認められていない植物があるというお話をしまし

たけれども、その植物は害虫がついていようがついていまいが、とにかく廃棄処分になっ

てしまうものであります。輸入時、持ち込み時に見つかった場合は没収されてその場で廃

棄ということになります。これについてもう少し説明を加えますと、なぜこのような持ち

込んではいけない植物があるかといいますと、これらの植物には日本が特に警戒している

病害虫つく可能性があるという植物だからであります。ですから、そういうリスクが高い

植物ということになりますので、その虫や病気が発生している国からの植物に限って輸入

が禁止されているということでございます。

このような輸入禁止植物に付着する病害虫の例というのは、お手元の資料にもございま

すけれども、タバコベト病、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

いうようなことが書かれておりますけれども、先ほど言いましたような果物だけではなく

て、苗木とかいろいろなものにも広範にわたって禁止というものはございます。

それから、これらについて、先ほど言いましたような珍しい果物を持ち込みたいという

気持ちは私も理解できます。ですから、事前にそういうことをご説明する、事前にお話し

して知識を植え込まなくてはいけないというふうに考えておるところでございます。そう

いうものは今植物防疫所でのホームページとか、またお手元にお配りしました小さなリー

フレットなどを通して持ち込み禁止になる植物をお知らせしています。ぜひごらんになっ

ていただきたいと思います。

それから、外国の珍しい、商売になりそうなものを日本に輸出したい、輸入解禁して欲

しいという各国の希望というか、各国の関係者がその国を通じて日本に要請してくるとい

う例がたくさんございます。解禁しているものには、例えばアメリカ産のチェリーとかハ

ワイのパパイヤとか、他にもたくさんあります。また、台湾からのポンカンとかタンカン

とか、フィリピンのマンゴウとかタイのマンゴウとか、オーストラリアからのオレンジ、

南アフリカからのグレープフルーツ、オレンジとか、たくさんあります。そういうものが

どうして輸入解禁されているかと言いますと、これらはその国で禁止対象になる凶悪病害

虫を輸出前にしっかりと殺したり、いろいろな状態で日本にリスクのない形で輸出ができ

ることを日本の専門家が確認することができたからです。それを確認して、あとは専門家

や利害関係者が出席した公聴会を開催したり、パブリックコメントも求め、手続を踏んだ

上で規則を改正して条件つきで特別に解禁します。条件とはそういうリスクを低減できる

技術の実施を条件としています。
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アメリカのコドリンガは低温に長いことおいて殺虫するとか、オーストラリアはチチュ

ウカイミバエを対象にオレンジを船の上で十日間以上、１度Ｃを続けて殺虫するとか、そ

れをすべてデータで統計的なデータで日本に示して、何回か技術的な協議を重ねて確認を

してそういうことができているということであります。

また、最近の例ですと、オーストラリアの国内は広いですから、砂漠の中に川が流れて

いてその流域に植物を植えていて、その付近ミバエもいないというところでミバエのフリ

ーエリアが設定されています。それをそこからのものはミバエに寄生されていないという

ことで解禁した事例もございます。ここに今言ったのが並んでいるかというふうに思いま

す。

お手元の写真でトラップ調査とか書いてございますように、この写真はトラップ調査で

そういうミバエがいないことを確認しているおじさんです。それから、その次には果実温

度の測定。温度を測定してきて、果実の温度をそれに合わせた基準でくん蒸して、それを

確認して、それも日本が現地に派遣した防疫官が確認をしてオーケーを出しているという

ような状況であります。

結果としてこのようなたくさんの解禁事例がございます。また、実際に現在輸入解禁さ

れている植物または案件は世界各地の36ヶ国と台湾、37ヶ国といいますか、それから112

件に及びます。この中にはまだ今後の話になりますけれども、オーストラリアからのトマ

トとか中国のいちごなど、表を見てもらうとわかりますように、世界各地のさまざまな国

からさまざまな植物の解禁要請があります。

今言いましたオーストラリアのトマトとか中国のいちごというのは要請があって検討を

始めたところでありまして、今後も技術的な協議を続けながら、ものになれば解禁になる

し、ものにならないのはそのまま終ってしまうということになろうかと思います。

それから、今度はまた輸入検疫の１つの形態といいますか１つでございますが、実際に

今までのところはほとんどが植物防疫官が目で通常は検査をしております。しかし、重要

であるにもかかわらず、目で見てわかりにくいというものが出てきます。それらを対象と

して検疫をやる場合はこういうこともあるということでございます。例えば、植物に付着

する病害虫の中にはウィルス、人間にはつかないんですけれども、植物につくウィルスが

ございます。

それから、植物検疫で出てきます病害虫というのは人間の生活とか人間の健康とかには

全く縁のないものでございます。そこら辺をご理解いただきたいと思います。ですから、
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火傷病が凶悪というような表現を使いましても、人間に凶悪ではなくて、国内のある植物

に凶悪ということになります。

、 、今ウイルスの話をしましたけれども ウイルスというのはなかなか目で見てわからない

電子顕微鏡を使ったりしなくちゃわからないということもあるんですけれども、ウイルス

が入って困るようなもの、例えば果樹の苗木など、これを入れる場合はこの隔離検疫とい

うことをやっております。輸入時には肉眼で通常の検査はしますが、今度二次的に国内の

植物防疫所が定めた場所で一定期間栽培して、実際に例えば、後ほども出てきますけれど

も、いろいろなウィルス検定をやって、１本１本全部やって合格、不合格を決めて、不合

格になれば、それはもう禁止品になりますから焼却をしてしまうというようなことになろ

うかと思います。

隔離検疫対象、隔離検疫を受けなければならないもの、植物はお手元の資料にございま

すように、ユリとかチューリップの球根、それからいも類、果樹苗木、そういうものがそ

ういうウイルスの感染が怖いということでそういうものを一々検査しております。植物検

疫はそういう手間はかかりますけれども、すべて無料でやっておるところでございます。

これが隔離検疫の方法でありますけれども。左上に接種検定とございますが、入ってき

た植物の葉っぱをつぶして、汁を敏感な無病の植物にすり込むと。そうすると、しばらく

するとウイルスがあれば特有の反応が出て、葉っぱがそっくり返ったりいろいろな斑紋が

出たりというようなことで大体ウイルスがあるのはわかるので、今度はその下の電子顕微

鏡で確認をするというような方法であります。

それから、右上にありますが、接ぎ木検定、これはウイルスすべてに使えるんですけれ

ども、やはり敏感に反応する植物に直接その木の枝の先っぽをちょっと挿し木すると。そ

うすると、下の方の敏感な植物の葉っぱの方に特有の反応が出たりします。最近では遺伝

子診断ということで本当にその細かいところでの微妙なところもさらに精度を上げた検疫

が行われているというような状況でございます。

それから、次でございますが、今度は輸入ではなくて輸出でございます。これまでは病

害虫が入ってこないことを目的として輸入された植物の検査を行ってきましたが、それと

は逆のシステムがございます。それについてやはり検査をしておりますので、そのご紹介

をしたいと思います。

なぜそんなことをしているかといいますと、やはり我が国が、先ほど説明しましたよう

に、外国からの病害虫の侵入が怖いというのと同時に、外国もやはりそれぞれの農業、緑
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を抱えておりまして、それぞれの国で同じことをしております。ですから、国際植物防疫

条約の中に入ってそういう整然と動くというときには、やはり国境を越えて相手国に侵入

しないような措置をお互いに要求しあってやっています。ですから、日本が輸入禁止とい

うときは相手国に要求していますけれども、また輸出検査、証明書をつけろというような

要求をしている、だから相手はつけているんですけれども。その裏返しで、日本もやはり

相手国からの要求に基づいて輸出検疫証明書を発行したり、禁止のものはそこの国に出さ

ないとか、同じように動いているところでございます。

輸出検査の流れですが、絵にありますように、植物を輸出しようとする場合、輸入国が

要求する検疫条件によって輸出検査が不要な場合とか、また輸出検査が必要な場合、輸出

そのものができない場合、大きく分けてその３つのパターンがあります。輸出検査が必要

な植物については、輸入国の条件を満たしていれば合格、輸出可能となり、満たしていな

ければ不合格、輸出不可能というふうになります。日本の場合ですと不合格になれば国内

の市場なり輸出しなければいいわけです。

また、今大きく３つに分けましたけれども、相手国の要求というところでは、例えば栽

培中に検査をするとか。実は先ほど説明しませんでしたけれども、日本でも相手国に対し

て輸出前に栽培中の検査を、輸出時ではなくて、その植物が地べたに生えているときの、

輸出時にはもうタネになってわからないというときがございます。日本にきてそれを植え

てやると危険も多いので、タネになったその前のときに、まだ生育中に向こうの関係者に

検査をしてもらう。その近所にそういう病害虫はないですよねというのを確認してもらう

ということもやっております。ですから、日本も同じように栽培中に検査をするというこ

ともまた、輸出を予定している植物の栽培中に検査をするということもあります。

それから、現在日本から輸出できる植物、配付資料、お手元にございますけれども、既

に日本から輸出できるものというのはここに書いてございます。ですから、国によって品

目によって輸出できたりできなかったりするということがございます。また、そういうも

のについてはまた植物防疫所の方にご照会いただければよろしいと思います。

それから、ここに前に出ておりますのは、中国への米とか書いてございますけれども、

これらはまだ輸入が禁止になっているというものでございます。国内からの希望、輸出し

たいという要望はあるんですけれども、相手国と交渉しつつも、なかなかまだ問題が解決

していないというものでございます。裏返しにすれば、先ほど日本がやっておった条件つ

き解禁のための手続と同じでございまして、各国もやはりそもそも輸入禁止のものを解除
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するためには科学的な知見を積み重ねて国内に説明できるだけのものを用意した上で、科

学的な裏付けで解禁しています。ですから、私どもはこういう国に対しては日ごろから相

手国が求める科学的なデータとかを病害虫データをいろいろとそろえては出して交渉して

いる状況でございます。

それから、皆さんの中にもご存じの方も多いと思いますけれども、最近のアジア諸国の

富裕層の増加とか、世界的な日本食ブームとか、そういうような背景もありまして、国内

の農産物の輸出気運が結構高まりつつあるという状況でございます。農林水産省としまし

ても、このような動きを2004年からの５年間で輸出額を倍増させようというような動きを

見せておるところでございます。ぜひそうなることを祈るわけでございますが。このよう

な計画の達成のためにも、輸出先国でのＰＲなど、さまざまな取組が必要なわけであり、

植物検疫も重要な役割を担っているという意識でおります。

といいますのも、先ほど言いましたような中国への米など、植物検疫の問題を理由に輸

出できない植物を輸出させるために、植物検疫所の輸出解禁を達成する必要があるという

ことであるからであります。

ただし、輸出できるものはたくさんあるわけですから、本当に現地での市場調査とかそ

ういうものでまずどんどん輸出できるものを輸出してからということも言えるのではない

かというふうに思います。

それから、我が国の解禁要請によりまして、これまでに輸入が解禁されたものがここに

並んでおります。例えばアメリカ向け、豪州向け、ニュージーランド向けのりんご、アメ

リカ向け、豪州向け、カナダ向けのなし、アメリカ向け、ニュージーランド向けの温州み

かん、豪州向けの柿。いずれにしても大量の輸入と違いまして細々とやっと輸出ができて

いるような状況というのがこれらでございます。これ以外に国内から輸出するという、日

本の人件費も高いということもあるんですけれども、ぜひここら辺は踏ん張りどころとい

うんでしょうか、日本も頑張って輸出できるように。既に解禁しているものについてはど

んどん輸出されたらよろしいのではないかというふうに思います。

結構最近ブランド、県としてのブランドが外国で幅を利かせてきているというような状

況を私ども輸出の立場から見ていると、九州もいろいろなものが出ていっているというふ

うに思っております。心強い限りでありますけれども、そのようなときにも植物検疫の知

識があるとないとでは大違いですので、ぜひ正確な情報を知るためにも植物防疫所とか私

どもにご照会いただければというふうに思います。
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このような植物検疫に関する輸出解禁など、農林水産省や生産者、都道府県等の関係者

の方々の努力によりまして、2005年の輸出額は前年より12.1％も増加しております。この

主な要因としては、台湾向けのりんご、それから米の輸出が拡大したことが挙げられてお

ります。今後とも多くの農産物が輸出できますように、解禁要請を続けていきたいと思っ

ております。何か輸出したいというような、また輸入ができない国がある、輸出できない

国があるということがあれば、ぜひまたご連絡いただければ、私どもがその国と戦うとい

うことになりますので、ぜひ玉をいただければというふうに思います。

、 、 、 。それから 次に ちょっと毛色が違いますけれども 今度は国内での関係でございます

国内検疫について説明をさせていただきますと、国内検疫は我が国の一部地域に存在して

いる病害虫がほかに何も発生していない地域への蔓延、そういう蔓延を防止する、蔓延し

ないようにするための措置として国内検疫というのがございます。

日本は南北に長く、また標高差が大きいというような特徴的な地理を有しておりますた

めに、分布が日本全国にまたがっていない病害虫が存在しております。例えば沖縄県から

鹿児島県の諸島に広く分布するアリモドキゾウムシやイモゾウムシなどであります。この

ような病害虫に対しては、発生地域からの植物を国内の他の場所に持ち出すことを禁止す

るという移動規制と呼ばれる措置を設けて、対象とする病害虫の他地域への蔓延を防止し

ているところであります。

また、移動規制の例としては、我が国の南西諸島からのさつまいもなどは、アドモドキ

ゾウムシなどの蔓延の恐れがあるために他の地域への持ち出しを規制しておりますが、規

制をする、禁止をするというだけではなくて、一定の殺虫技術というのも確立しておりま

す。ですから、単純に持ち込めないということではありません。そういう処理をすれば、

この場合ですと蒸熱処理といいますが、そういうような処理をして、いもがふかしてしま

ったらもう何もなりませんが、生の状態を維持しながらそういう蒸し上げて虫を殺すとい

うようなことで移動を規制しているというところでございます。

また、過去には、先ほども言いましたようなミバエ類とかそういうものの発生地から国

、 、内への移動 九州とか本州へそういうものが来ないように禁止をしておりましたけれども

そのときにもやはり殺虫技術は開発して、一定の処理条件のもとに本州とか九州とかに持

ち込みができるような状況はつくっておった状況であります。

それから、これまでご説明しましたけれども、蔓延防止に努めている病害虫、そういう

移動規制をしながらも蔓延を防止しておったわけでございますけれども、もしそれが国内
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未発生地にポンと出た場合どうするかというようなことが４つ目の緊急防除というところ

であります。これは植物防疫法の規定に従いまして、農林水産大臣が緊急防除というもの

を実施することになっております。これは国費で退治していくというものでございます。

一般的に対象となっておりますのは輸入禁止対象となっておりますようなものでありま

す。ですから、ミバエ類とか今言いましたゾウムシ類とかそういうもの、あとは出てはい

けませんけれども、火傷病とかそういう病気までがございます。

緊急防除はその命令を発動した場合に、その地域からの植物を他の地域への持ち出しを

禁止したり、場合によってはそこの地域にある植物の廃棄を命じるという非常に厳しい命

令となります。したがって、この命令を発動する場合には、事前に官報で行う時期や地域

についてお知らせすることが義務付けられております。この制度ができて約60年たちます

が、過去においてこの緊急防除は９回行われておるところでございます。

、 、一番最近の例としては 鹿児島県の屋久島で発生しましたイモゾウムシというゾウムシ

害虫でございますが、これを緊急防除を発動して移動規制を、場所を特定して持ち出し禁

止にしてやっと、これは平成10年からでしたから、６年ちかくかけて根絶がなされたとい

うことであります。この虫は特にフェロモンもありませんので、人海戦術で根絶の努力を

されたということでございます。大変なご苦労がありました。

ミバエ類ですとフェロモンとかありますから居る居ないはわかるんですけれども、こう

いう事例もあるということでございます。

それから、次に、侵入警戒調査がございます。これは今緊急防除をご説明したところで

ありますけれども、措置を適切に講じるためには病害虫をいち早く発見することが重要で

あります。早ければ早いほどよろしいというところで、いれば見つかるような体制を侵入

警戒調査と呼んでおるところでございます。

これもやはり先ほどの緊急防除と連動しておりますので、特に輸入を禁止しているよう

な凶悪病害虫、そういうものを対象にしているところであります。

、 、 、一例として チチュウカイミバエなど これらについてはこの後で出てきますけれども

386地点といいましょうか、主要な海空港では480、アモリドキゾウムシは2,240、主要空

港では88、火傷病はこういうふうに書いてございます。特に畑や果樹園につきましては都

道府県、例えば病害虫防除所のようなところでございますが、都道府県の方々に、熊本県

もそうです、しっかりと目を配っていただいております。それから、主要海空港、これは

植物防疫所が張りついてやっている142の港ということになりますけれども、それらのと
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ころでトラップをかけたり、巡回調査をしたりしてチェックをしているというところであ

ります。

それから、侵入警戒調査の具体的な方法でありますけれども、大きくわけて２つござい

ます。１つ目はトラップ調査と呼ばれるものです。容器を使ってその中に誘引できるよう

なものを入れると。それがフェロモン剤であったり、まき餌となるものであったりするわ

けです。匂いがすると寄っていくというようなものを利用して行う。その害虫の生息環境

として適切な場所に仕掛けてトラップに害虫が引っかかっているかどうかを定期的に確認

する方法です。このトラップ調査というのはやはりミバエだと木陰のところとか直射日光

が当たるところにはもちろんいないというのもあります。いろいろなそういう日ごろの生

態を見ながらやるというようなところでございます。

それから、２つ目は巡回調査でございますが、特に寄ってくるようなものではないとい

うところで、担当の人が定期的に巡回しながら目で病害虫を見ると。特によく出てきます

火傷病だとかそれらに特異の症状を見せますからそういうものがないか、そういう決まっ

た植物とかを中心に日ごろから気をつけて見ていただくというようなことでチェックをし

ていただいているという状況であります。

お手元の資料にもトラップがいろいろ載っておりますけれども、このようなものの中に

液体のものがあったり固体のものがあったりして、入ったら大変ですけれども、入らない

ように念じながらも、入った場合、すぐ動けるような体制をとろうとしているところであ

ります。

最近では火傷病でアクションプランということで、出た場合の緊急対応マニュアルとい

うのを作成をしたところであります。今後はいろいろなチチュウカイミバエとかいろいろ

なものについて関係者の人がどう動くかというようなものをマニュアル化してどんどん対

応していく予定にしております。

それから、これは外国の例であります。日本ではございません。これはオーストラリア

の州境、州と州の間で植物検疫を行っています。この向こう側はミバエ類がフリーな地域

が控えているということもありまして、こちらから入ってくるときにそこでいろいろな植

物を持っているとミバエを持ち込む可能性がありますので、ここでトラックの運転手のラ

ンチボックスの植物まで取り上げられてしっかりと検疫をしているというのを、これは私

が撮った写真でありますけれども、確認してきております。ヤンバという場所でございま

す。ああいうところに罰金が幾らというようなことがあちこち張り出されていまして、結
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構脅かしているといいますか、注意を喚起しているという状況であります。

それから、これも今度は反対側の出口の方から、先ほどは手前で、向こう側にミバエの

フリーエリアがありましたけれども、その向こう側から今度はこっち側に来るところをち

ょっと見たんですけれども、ここに１つあって、また向こうにも同じような看板が、右の

向こうの方にもあるんですけれども、これが幾つかあるんです。ここで書いてありますの

は、フルーツを果実を持ち込んじゃだめよというふうに書いてあるんですけれども、この

向こうのところで捨てなさい、罰金は幾らですよというようなことが幾つかずっと連なっ

ているというような状況であります。いろいろな国にも、アメリカでもこういうこともや

られていると聞いております。いろいろなやり方があるんですけれども、いずれにしても

多くの国民の方々に意思を伝えながら、リスクを管理して、いいものを生産するとか輸出

できるようにしていかなくてはいけないと思っております。

以上が取組の内容でありました。今から今後のあり方についてご説明をします。

私どもとしましては、今後の植物検疫のあり方としまして、３つ掲げております。１つ

は、輸入植物検疫の一層の重点化、それから２つ目が植物検疫の国際ルールとの調和、そ

して３つ目は、旅客携帯品検査の強化というようなこの３つの事項を重点的に取り組んで

いきたいというふうに考えております。

１つ目の輸入植物検疫の一層の重点化でありますが、この表をごらんいただくとおわか

りのように、食生活の多様化を反映して、輸入農産物が量的にも質的にも増大しておりま

す。これらを反映して、現在検疫の現場ではさまざまな国から輸入されるさまざまな植物

を毎日検査しているところでございます。これに伴いまして新たな病害虫が発見される例

が相次いでいる状況でございます。このため、輸入検査をするに当たっては、病害虫が侵

入する危険性が高い植物にはより厳しい検疫を、また逆に病害虫が侵入する危険性の低い

植物は検疫を緩和するなど、これまで以上にめりはりのある植物検疫の実施が必要だとい

うふうに考えております。

そのため、現在は個々の植物に関して病害虫が侵入する危険性などを評価し、その評価

結果をもとに検疫措置を講じていこうというふうに考えておるところでございます。

次に、国際ルールとの調和ということを挙げました。先ほど申し上げましたように、現

在国際植物防疫条約の下で策定される植物検疫の措置というのは必要以上に貿易を阻害し

てはならないとされております。しかしながら、我が国の植物検疫は厳し過ぎるとの意見

がありまして、例えば皆さんもご存じかと思いますけれども、米国産りんごの我が国への
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輸出に際しまして、我が国が米国に対して求めている検疫措置が厳しいということで、米

国がＷＴＯに提訴したこと。そして、結構な、何年かかかり、二国間でやり合ってきたわ

けでありますけれども、日本側が形の上では敗訴したということで、そのために日本側は

りんごに関する検疫措置を改正しなくてはいけなくなったというような状況がございま

す。

このように、我が国の植物検疫のルールの国際ルールとの同等性を確保することが非常

に重要になってきている状況でございます。それと同時に、我が国としても諸外国に対し

て諸外国の植物検疫のルールが国際ルールに調和していない場合にはきちんとその旨を主

張すると、そういうことが重要であろうというふうに考えております。特に現在国をあげ

て輸出の促進を図ろうとしていることからも、こうした主張は重要になっているというふ

うに思っております。

次は、先ほど詳しく説明させていただくと申しました携帯品の検査についてでございま

す。最近は海外に旅行する方の人数も、またその渡航先もふえてまいりました。おみやげ

などによって多くの植物が持ち帰られるようになってきております。このことは、我が国

にまだ発生していない病害虫が旅行者のおみやげなどに付着して国内に侵入してしまう危

険性が高まっているということが言えるのではないかと思います。そこで、私どもとしま

しては、この携帯品検査を強化していきたいというふうに考えておりまして、そのため空

港等において植物検疫があることを皆さんに知っていただくというためのポスターを張っ

たり、植物検疫を簡単にご説明したリーフレットを配付するなどしているところでござい

ます。もちろん、きょうの意見交換会についても植物検疫を知っていただくいい機会とい

うふうにとらえて開催をしていただいたものでございます。

この携帯植物といいますか携帯品の検査でありますが、手続についてご説明したいと思

います。本日は熊本での開催ということですので、皆さんが海外に旅行される場合は熊本

空港とか、あと福岡の福岡空港、またほかにもあると思いますけれども、そのような飛行

場を利用されるかと思います。これが全国の主要空港には植物検疫カウンターが設置され

ておりまして、飛行機から降りて税関のカウンターに行く前に持ち帰った植物をこのカウ

ンターに置いて検査を受けるということができるようになっております。この検査で輸入

禁止品ではなくて危険な病害虫が付着していないことが確認できますと合格となりまし

て、晴れて国内に持ち込むことができるようになります。逆に、輸入禁止品であったりす

ると、申しわけないんですけれども、廃棄をしていただくと。または虫がついていたりし
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たものについてはその決められた消毒処理をしてから国内に持ち込んでいただくことにな

ります。ちなみに、この検査を受けないと植物防疫法で罰則がございまして、３年以下の

懲役または100万円以下の罰金に課せられるという規程がございます。何より危険な病害

虫を侵入させないために必ずこの検査を受けるようにしていただければというふうに思っ

ております。

それから、お手元の資料に載っておるんですけれども、熊本空港と福岡空港の植物検疫

カウンターの見取り図といいますか、カウンターの場所を示しております。両空港とも手

荷物受取所の隣に設置されております。わかりにくいんですけれども、上の方から人が手

荷物受取所で荷物を取って、熊本空港の場合は下の左側の方の到着ロビーに出ていくと、

税関を受けた後ですね。福岡の場合ですと上から降りてきて、手荷物で受け取って、その

まま植物検疫カウンターがございますが、そこでチェックを受けて税関を抜けてロビーを

出ていくというようなことになろうかと思います。

以上、植物検疫の取組と今後のあり方についてご説明をしてきたわけでありますけれど

も、最後に、再度強調させていただきたいことは、植物検疫とは国内の農業の安全と助長

を図るためのものであるということであります。さらに、最近では「攻めの農政（輸出促

進 」ということにも重要な役割を果たしてきているということであります。そして、こ）

れらを図るためにも危険な病害虫が侵入しないように空港などでの手荷物検査を受けてい

ただくなどの皆様のご協力が必要だということであります。

私の方からの説明は以上でございます。

ご清聴ありがとうございました。

○司会 では、続きまして、植物防疫所の植物検疫業務について、門司の植物防疫所調整

指導官の大平から10分程度ご説明させていただきます。

○大平 皆様、こんにちは。ご紹介いただきました門司植物防疫所の大平と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

門司管内の植物検疫の業務の概要についてご説明いたします。

門司植物防疫所は山口県の下関市と九州７県を管轄しております。組織としましては、

本所、支所、出張所の体系になっております。北九州の門司港に本所を置き、福岡、鹿児

島、名瀬に支所を、各県に10の出張所を配置して、ここに植物防疫官を配置して、九州地

区における植物検疫業務をカバーしております。

門司管内の輸入検疫の特徴ですが、九州は地理的に韓国や中国など、東アジアに近いこ
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ともありまして、こういった地域から九州の玄関口である福岡空港、博多港、下関港を中

心に人や物の動きが非常に活発になっております。

福岡空港の場合は毎日週142便の飛行機が離発着しておりまして、日本では成田、関西

空港、名古屋空港に次いで４番目の国際空港として世界中からさまざまな植物が年間当た

り約１万8,000件輸入されております。出入国者数も約215万人あります。

博多港の場合は韓国の釜山との間に定期旅客船が週40便以上行き交っておりまして、Ｊ

Ｒのビートルや未来高速の高速船が約２時間55分で韓国まで行きますので、利用客も年々

増加している傾向にあります。博多港ではこういった出入国者数は平成16年で約66万人と

なっております。この出入国者数は国内の港では全国第１位です。空港を含めますと、成

田、関空、名古屋空港、福岡空港、羽田空港に次いで６番目の実績となっております。

下関港には韓国釜山から毎日、中国からは青島（チンタオ）と上海（シャンハイ）から

週４便の国際カーフェリーが入港しておりまして、年間約16万人が出入国しております。

それから、長崎県の対馬、ここには厳原と比田勝に韓国の釜山から週８便の定期旅客船

が入港しております。対馬は九州からは直線で約132キロありますが、対馬と釜山間は約5

0キロと非常に近い距離でございまして、旅行客の約90％は韓国の方々です。

植物防疫所ではこれらの交通機関を利用して貨物や手荷物で輸入される植物に対して漏

れなく植物検疫を実施しております。門司管内の貨物として輸入される植物の特徴としま

しては、地理的に近い韓国や中国からのキャベツ、トマト、パプリカ（カラーピーマン）

などの野菜類や、九州は国内有数の畜産地帯を抱えていますので、アメリカ、アルゼンチ

ン、カナダ、中国などからの飼料原料となるトウモロコシや乾燥牧草などが多く輸入され

ております。

今ここに出ているのはパプリカの検査とネギの検査状況です。これはブロッコリーの検

査。これは乾燥牧草の検査状況です。

検査で発見される病害虫は体の長さがわずか数ミリの小さなものであったり、肉眼では

なかなか発見が難しいウィルスやカビであったりしますので、植物防疫官の経験と努力が

ものをいう特殊な技術が必要であるといえます。

次に、国内検疫ですが、沖縄や奄美大島などの南西諸島にはさつまいもの重要害虫であ

るアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、柑橘類の重要病害であるカンキツグリーンニング

病などが発生しております。今この南西諸島の地図が出てますけれども、この赤い線のと

ころが本土に持ち込めないということで、品目としては、さつまいもなどがございます。
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沖縄からはカンキツグリーニング病の関係で柑橘の苗木などが本土に持ち込めないように

なっております。

門司植物防疫所ではこれらの病害虫の蔓延防止を行っております。具体的には鹿児島県

の方々と協力しまして、奄美群島の喜界島におけるアリモドキゾウムシの不妊虫放飼によ

る根絶防除、それから九州本土への侵入を警戒しているカンキツグリーニング病の罹病樹

の伐採や、このカンキツグリーニング病を媒介するミカンキジラミの防除等を行って、こ

れらの病害虫の北上阻止に努めているところでございます。しかしながら、こういった病

害虫の防除は技術的に難しく、時間、経費もかかり、関係者ともども苦労しているところ

でございます。

移動規制は商業ベースでの移動はもちろんですが、個人的におみやげとして持ち出す少

量の植物についても対象となりますので、奄美や沖縄方面に旅行されるときはご注意くだ

さい。

これはアリモドキゾウムシの被害状況です。

アリモドキゾウムシの例をいいますと、１頭のアリモドキゾウムシが未発生地域に侵入

しますと、その１頭からその地域全体に蔓延する恐れが強く、大きな被害が出ることが確

実です。特にさつまいもの生産地、こちらでも鹿児島、熊本、宮崎ありますけれども、こ

ういった生産地への被害は甚大になるものと危惧されます。

植物防疫所ではこういった重要な病害虫を拡大させないために、港や空港において移動

取締や広報活動を行っております。例えば奄美大島の名瀬支所では本土との交通の要所で

ある名瀬港、奄美空港を中心に搭乗客の携帯品などを対象に植物防疫官が移動禁止植物の

取締りを行うと同時に、名瀬市内や周辺の島々を広報車で巡回し、旅行者や地域の皆さん

に対する広報活動にも力を入れております。

このように、植物防疫所の仕事は国民の皆様お一人お一人のご理解とご協力が何よりも

重要です。このため、港や空港におきましては取締対象地域に対して全国的にも機会ある

ごとにパンフレット、リーフレット、ちらし、ポスターを配付して、航空会社や船会社、

旅行代理店などへの協力要請、そしてこのような場をお借りしてアナウンスをしていると

ころでございます。

今後とも植物検疫についてのご理解とご協力をお願いしまして、私の説明を終わらせて

いただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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○司会 そうしたら、ここで休憩をとりたいと思います。あちらの時計で、ちょっと短く

て恐縮ですけれども、時間も押しておりますので、中途半端ですけれども、７分ごろをめ

どに再開させていただきたいと思います。お手洗いはこちらの奥の方にあるようでござい

ますので、お使いください。よろしくお願いします。

（休憩）

（３）意見交換

○司会 それでは、後半の意見交換に移らせていただきたいと思います。

ここで改めて、本日の農林水産省の出席者をご紹介いたします。

消費・安全局植物防疫課検疫対策室長の大村でございます。

消費・安全局植物防疫課種苗検疫係長の春日井でございます。

それから、門司植物防疫所調整指導官の大平でございます。

よろしくお願いいたします。

会場にご出席の方につきましては、お手元の出席者名簿に代えさせていただいておりま

すので、ご了承ください。

次に、意見交換の進め方でございますけれども、通常は私どもこういった意見交換会な

どをするときに多くの方にご発言いただきたいということでお一方の発言を２分に区切っ

て、２分たったらベルでお知らせするというようなことをしているわけでございますけれ

ども、きょうはそれをなしにいたしまして、皆さん大体お心の中で大体２分ぐらいでご発

言、ご質問をまとめていただくということでやらせていただけたらどうかと思います。行

政からの回答の方も、間違いがあってもいけませんけれども、余り長くならないように簡

潔にさせていただきたいと思います。

では、ご質問、ご意見のある方は挙手をしてください。私の方から指名させていただき

まして、そうしましたら係の者がマイクをお持ちいたします。ご発言に先立ちましてはお

名前と、よろしければご所属をおっしゃってください。

では、初めに、今、担当の方から説明をさせていただいたわけでございますけれども、

有意義な意見交換のためにも今の説明の中で特にこういったところがよくわからなかった

とか、ここのところはもう少し詳しく聞きたいというようなご質問の方を先に受けたいと

思いますが、いかがでしょうか。どなたからでも結構でございますが。
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そうしましたら、そちらの前の男性の方。マイクの本数が少なくて、申しわけございま

せん。

○山内 私は本日は飛び込みでお伺いしました。ワールドグリーンの山内と申します。主

に観葉植物系統を扱っておりますけれども。きょうは２点ほどお伺いしたいと思います。

１つは二、三日前に台湾の生産者から桜の苗木を向こうで生産したいから送れるかどう

かをちょっと調べてくれという問い合わせがありましたので、その桜の件。

もう１つは、私ども観葉植物を輸入していますけれども、今の場合は根本から切ったボ

クを挿し芽するということで輸入しておりますけれども。観葉植物等を輸入する場合に、

要するに根つきの場合、今、土がついているのは多分だめだと思いますけれども、今はや

りのハイドロカルチャーとかいろいろな土以外の培養土みたいなのがいっぱい今は普及し

ておりますので、例えば水ゴケも含めまして、そういうもので根つきを輸入することがで

きるのかどうかということ、２点お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

○司会 そうしましたら、台湾へ桜の苗木を輸出する条件ということで、どのような手続

が必要かということですね。それからあと、観葉植物を現在挿し芽をするような状態で輸

入されているのを根つきの状態で、土はだめなので、その他の方法で何かないかというご

質問ですね。

室長、よろしいですか。

○大村 座ったままでよろしいでしょうか。失礼します。今の２つの点について、まず１

つ目なんですけれども、桜の苗木を台湾に出せるかどうか。これはやはり先ほどご説明し

ましたように、台湾がどのような輸入検疫をやっているかというのが大事で、これに合わ

せた検疫を行います。台湾の検疫の規則が今、頭にありません。ですが、普通の果樹一般

であれば隔離検疫というのをやっているんですけれども、桜の苗木がそれをやっているか

どうかというのはちょっとわからないです。ですから、その件につきましては、後ほど山

内さんに直接詳細をご連絡いたします。

台湾向けサクラ苗の輸出条件・・・２月２８日回答済み

・輸出する際には植物検査証明書にナミクキセンチュウ、ミカンキイロアザミウマ

が付着していない旨を追記すること。

・輸入は可能であるが、輸入後に１年間の隔離検疫が必要となること。
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それから、２つ目の件も、これは山内さんのご希望の形でできると思います。私どもも

やはり土は輸入禁止にしておりますから、土つきの植物については極めて厳重な検疫をせ

ざるを得ません。土の中にどういう病害虫がいるかわからない。また、土に関しての個々

の病害虫を検出する技術というのも世界にはありませんので、基本的に土を輸入禁止にし

ている国がほとんどだと思います。砂は別です。

ですから、土つきでなければ、先ほど言われましたようなハイドロカルチャーですね、

それとかバーメキュライトとかいろいろな土じゃない、パーライトとか、あとはピートモ

スもそうですね。そのような形で輸入される分にはよろしいと思います。また、個人で輸

出されるのであれば濡れた新聞紙とかティッシュペーパーとかそういうものを根の回りに

まいて濡らしたままビニールに入れて持っていかれたらよいと思います。

以上です。

○司会 では、後ほどご連絡先を事務局におっしゃっていただければと思います。

いかがでしょうか、ほかの方は。そちらの前の女性の方。少々お待ちください。

○中山 すみません。主婦で中山と申します。十二、三年前に生協で輸入農産物の安全性

についてということで勉強して八代とか福岡とか三角の検疫所をお尋ねしてお話聞いたこ

とあったんですけれども、そのときに書類審査ということをお聞きしまして、30ページの

検査件数ということで、これを検査件数の平成17年の80万というのには書類審査の部分は

入っていないと思うんですけれども、書類審査とこの80万の、全体からこの80万というの

は割合にしてどのくらいになるんでしょうか。書類審査がどのくらいで、80万というのが

どのくらいか。

そして、もう１点、臭化メチルでくん蒸するくん蒸の場所とか、そのとき外からですけ

れども、見学したことあったんですけれども。小麦粉とかですね。その臭化メチルという

のが今オゾン層を破壊するとして普通の一般の農産物には臭化メチルは使わないようにな

ってきていると思うんですけれども、今でも検疫の場合は臭化メチルもやはり使っている

のかをお聞きしたいと思います。

○司会 はい、ありがとうございました。そうしたら、２点ですね。こちらの30ページの

検査件数80万件という中身。書類審査等の割合ですね、そういったものがどのくらい含ま

。 、 、れるのかということ それから 先ほど虫を殺すために消毒すると言ってましたけれども

そういうくん蒸に使う臭化メチルはオゾン層を破壊するということで使用が禁止されてい

るのではないかというご質問だったと思いますが。これも室長の方から。
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○大村 お答えします。まず１点目、80万ということでございますが、これは100％でご

ざいます。書類審査というのは私どもやっておりません。ですから、それは厚生労働省の

検疫所が行う食品の検疫のことではないかと思います。植物検疫は全荷口すべて防疫官の

目を通しており、100％の件数すべて目が通っているということで理解していただきたい

と思います。

ですから、検疫所の方に行かれたのかもしれません。

それから、２つ目でございます。臭化メチルがオゾン層を破壊する可能性がある物質と

いうことで、モントリオール議定書の関係でその生産や使用が2005年をもって基本的に使

えなくなったということでございます。今使えるのは、不可欠用途ということで、例えば

日本ではクリとかそれぞれの国でどうしても臭化メチルを使わざるを得ないというものが

ごく一部あります。それから、一番最初から例外となっておりますのが植物検疫と輸出前

の処理ということで、これは例外として残っておるわけであります。

輸出前処理といいますのは、発展途上国などから輸出前に虫を殺していないと商品にな

らないようなものについて、使用を認めるというものです。実際のところ植物検疫ではま

だ使わざるを得ない。もし臭化メチルがなくなりますと世界が病害虫で蔓延してしまうと

いう可能性があります。ですから、最小限に使うように努力をしつつ、またとってかわる

ような技術を今開発しているところです。それから、また、臭化メチルを使ってもそれを

大気に放出しないような技術も開発しています。それから、ほかのガスと混ぜてちょっと

しか臭化メチルは使わない、大気にも余り放出しないような技術というのを開発したりし

ております。

、 、 。ですから 実際のところ 先ほど言いました小麦粉で実際に臭化メチルは使っています

しかし、これは技術が開発されていくに従って臭化メチルが検疫のくん蒸からなくなって

いくということになろうかと思います。まだそれがいつになるかというのはちょっとわか

らないんですけれども、そういう努力は今国をあげてやっているところであります。

○司会 中山さん、よろしいでしょうか。ありがとうございました。

ほかの方いかがでしょうか。

そうしましたら、その黒いお洋服の女性の方、お願いします。

○池崎 福岡のエフコープ生協の池崎と申します。きょうは丁寧な説明ありがとうござい

ました。

私も30ページのところの輸入植物検疫の一層の重点化というところで、検査件数が10年
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で23万件、輸出国も57ヶ国ふえているという状況の中で、実際に今までになかった害虫だ

とかそういう被害ですね、そういうのがこの10年間に具体的にはあったのかどうか。あっ

たとしたらどういったものがあったのかというのを教えていただきたいと思います。

○司会 ありがとうございました。いかがでしょうか。10年間で23万件の検査増、相手国

も57ヶ国とふえている、実際に新しい被害ですとか病害虫、そういったものが具体的にあ

ったでしょうかというご質問かと思いますが。

○大村 ちょっとおくれましてすみません。お答えします。品目は増える、それから国は

増える、ですから、輸入検査で見つかるのは結構なものはあるんですけれども、その中に

はほかの国でも見つかっていたような、例えば禁止品で見つかっているチチュウカイミバ

エとかありますけれども、またそれほど変わった病害虫が見つかったというふうには認識

しておりません。国内で緊急防除をやるようなものが増加に従って出てきたかというのは

ないと思います。これに合わせて植物防疫所の方も総力戦というんでしょうか、この人間

が少なくなる時代に植物防疫所の人間をふやしたり精度を上げたりする努力をしていると

いうところもあろうかと思いますが、特にこの増加に伴って重要な虫が国内に侵入した事

例というのはちょっと思い浮かばないところでございます。

よろしいでしょうか。

○司会 そうしたら、植物検疫の世界では新たに新しい病害虫、目新しいものが世界で発

生して問題になるというより、比較的昔からターゲットになるようなものは同じようなも

のがずっと続いているというふうに考えてよろしいのでしょうか。

○大村 そうですね、今まで輸出しなかったようなところからはやはり不合格になる率が

高かったり、相手国が低開発国だったりすることもあるんだろうとは思います。そう言い

ながらも見つかる虫は変わったものがあればいろいろです。結構広範にいるようなもの、

日本にいなくても広範にいるようなものが結構見つかった事例はございます。

○司会 池崎さん、よろしいでしょうか。

ほかの方、いかがでしょうか。この資料に特別ご質問があればと申しましたけれども、

皆様のご興味は違うところもおありなようなので、現場のことでも結構でございます。

まだ大分時間もあるので私進行として困ってしまうんですが。きょうは食品関連事業者

の方でいらっしゃいますとか、生産者の方もいらっしゃっていただいているようでござい

ますけれども、そういったお立場の方などで何かご質問ございませんでしょうか。

、 。 、 。はい ありがとうございます そうしましたら そちらのグリーンのシャツの男性の方
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○渡瀬 私は一般のその他で参加しております渡瀬進と申します。本日は農政局の方から

ご案内がありましたので申し込んでおります。この検疫のことは私全くのど素人でわから

、 、なかったんですが こういう意見交換会があるんだなということで非常に関心があるのと

半分は野次馬みたいな感じで参加しております。

私の質問は、昨年の暮れに韓国に船で行って、福岡の方で乗り降りしているわけですけ

れども、そういう検疫の話は、旅行代理店を通じても、何のそういうＰＲの印刷物もない

し、説明もなかったものですから、実際はどうなんだろうか、現在もそういうふうなこと

でＰＲはされているんだろうかというわけです。

、 、 、 、それと ４年ほど前 同じく韓国に行ったんですが そのときは福岡空港ですけれども

税関で、ちょっと待たされた間に、検疫所の方でハムか何かはたしか持ち込みができない

。 。ようなパンフレットを見たような気がするんです 私の記憶違いかもしれませんけれども

そして、そのとき、女性の検疫官がいらっしゃったから、厚生労働省と農林水産省は仲が

よくないんじゃないかなと、冗談でちょっと言っておったんですね。向こうの人は縦割り

行政なもんですからと笑いながら話をされたことを今思い出しているんですけれども。

話を戻しますが、ハム類は持ち出せなかったのかどうか。私はそういうのは買ってなか

、 、ったから余り関心もなかったんですけれども ４年ほどの前のことを思い出しましたので

質問させていただきました。それと植物関係の検疫のＰＲが現在どうなのかということで

す。

以上、２点です。

○司会 ありがとうございました。そうしましたら、最初のご質問の現在の旅行代理店等

を通じた一般のお客様への広報活動、いろいろやってはいると思うんですが。特に福岡の

港からフェリーでご出発ですね。そういったところでのお話をお願いします。

○大村 先ほども説明したと思うんですけれども、まずは飛行場のいろいろなところに出

国される皆さんへというようなところで国別というのか、例えばいろいろな国々の方が日

本に戻ってこられる場合のことを想定してリーフレットをつくってあります。これは今お

、 、 、手元にあろうかと思いますが こういうものを これは英語もあればドイツ語もあったり

いろいろな言葉のものをつくってやっているんですけれども、これが全国の飛行場とかフ

ェリーの乗り場とかそういう所には確かに置いてございます。必要に応じてご自由にお取

りくださいということになっております。

また、あと全国の旅行業の集まりがあるんですけれども、そういう団体さんにも結構な
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部数をお渡しして、関係のところに配って回るようにお願いをしてはおります。

ただし、今お話がありましたように、直接旅行に行かれる方がご存じないということで

あれば機能していないということで、まことに申しわけないんですけれども、今後は綿密

にそれぞれの植物防疫所からも押しかけていくようなことで努力を続けていかなくちゃい

けない、もう少し細かくやっていかなくちゃいけないんだろうなと思っております。

ご質問の件を続けさせていただきますけれども、ハムが日本から持って行けるか、持っ

て帰れるかというのは、残念ながら植物検疫の、さっきの縦割りということでちょっと痛

いところを突かれましたけれども、食品衛生の関係と動物検疫の関係と２つございます。

これは中山さんの方がわかるのかな。

○司会 ではちょっと、きょうは進行役ですけれども、私実はこの仕事をする前に動物検

疫所におりましたので、そこの話を少し。

おっしゃるように、外国からハムやソーセージ、そういったいわゆる畜産物をお持ち帰

りになる方が多いんですけれども、それはほとんどの国からのものが持って入ることがで

きません。それは厚生労働省の方がやっている人間が食べての食品としての安全性の観点

からではなくて、国内の畜産に及ぼす影響、例えばウシやブタが病気になる、そういうこ

との観点から規制をさせていただいております。

やはりご出発のときには知らなかったとおっしゃっていますけれども、動物検疫所も出

発のロビー等で植物検疫の方と同じように、いろいろパンフレットですとかポスターで注

意の呼びかけはさせていただいているところです。ただ、やはり皆さん出発前はウキウキ

されていることもあり、なかなか役所のところのパンフレット等に目をもっていっていた

だけないのかもしれません。

先ほどご紹介しましたこの安全・安心モニターの問の７番にも、空港や港などで植物検

疫についてのポスターやパンフレットを見たことがありますかと伺いましたところ、やは

り70％近くの方が見たことがないというお答えなので、植物検疫も動物検疫もそういった

ＰＲについてはいろいろ取り組んでいかなくてはいけないなと思っているところでござい

ます。

すみません、進行役がべらべらしゃべりまして。

そうしましたら、ほかの方はいかがでしょうか。

そちらのブレザーの男性の方。

○藤本 すみません、切り花の輸入業をやっております、ザッパージャパンの藤本と申し
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ます。２点ほどなんですけれども、先ほど土の件でご質問がありましたけれども、ピート

とかパワーライトとかココピートとかいうのは土ではないという見解でいいということで

すが。例えばピートを使って栽培をして、出荷するまでに１年とか２年とかかかったとい

うことになると、見た目どうしても土に見えるんじゃないかという心配があるんですよ。

そのとき、要は土の概念というのはどこなのか、何なのかということ。そういうものを輸

入した場合に、土もしくはピートかを、どこで違いを判断するのかというのを１点お聞き

したいと思います。

もう１点は、最近はカブトムシとかクワガタが輸入自由化になっていますが、これは昔

は害虫だからだめだったということになって、今は許可になったということは無害、少な

くとも無害になったということだと思うんですよ。しかし、街路樹の芯を食ったり国内の

原種と交わってほかの種類になったりとかいう弊害がいろいろ出ていますけれども。これ

は解禁になりましたけれども、害が出ているということでまた禁止になるというような可

能性はあるんでしょうか。それと、何でこれは害虫だったのに無害の虫であるというよう

なことになったのかという、その辺の経過がわかれば聞きたいと思うんですけれども。

よろしくお願いします。

○司会 ありがとうございます。では、２点ですね。ピートというので一、二年育ててい

るとそもそも土のようになってしまって、その見分け方はどうしたらできるのか、土の概

念というようなお話だったかと思います。

それともう１点は、カブトムシやクワガタなど、今年はいろいろ人気の虫だったようで

すけれども、昔は害虫ということで輸入できなかったけれども、今はそれができる。それ

はどういった理由で、実際に国内で木や日本の固有種に害が出ているようだが、そこら辺

の考え方ということかと思います。

春日井さん、よろしいですか。

○春日井 非常に難しい質問なんですが。ピートモスとかココピート、ヤシ殻を炭化した

ものですよね。とか、よく土と間違えるのはバークというんですか、ああいうようなもの

が輸入したときに土じゃないかという形で、植物防疫所の職員である植物防疫官も非常に

困るものです。バークとかピートモスとかそういうようなものがいわゆる腐敗したものと

土というのは基本的には全く別なもので、非常に区別がつきにくいというものがあります

けれども、植物防疫官として基本的に成分を分析することにより区別をしております。

また、このような有機物であれば基本的に燃やしてしまえば全部燃えてしまうものなん
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ですよね。ただ土というものが入っていれば、いわゆるその辺の土というものは燃やして

も必ず鉱物が残りますので、基本的にはそういうようないろいろな成分分析をしたり、実

際に電気炉なんかで燃やしているような形で区別をしております。

ただ、ピートモスとかそういうものも長い間に栽培していると当然病害虫、いわゆる植

物の病気とか害虫、よく出るのがセンチュウなどの病害虫がついているかどうかというも

のも検査いたします。土で即禁止にはなりませんけれども、当然病害虫が見つかれば消毒

なり廃棄、ひどい場合は廃棄というような対象になります。

、 、 。あと クワガタ カブトムシが輸入できるようになったという経緯ということなんです

昨年ぐらいでしたか、ムシキング、非常にブームが起きましていろいろ質問があったとこ

ろなんですが、カブトムシ、クワガタムシで日本にいる虫じゃなくて外国のすごく角が長

いものとか大きなものを輸入したいというような声がありました。我々としてもかなり以

前から質問を受けておったんですが、外国産の虫の生態がよくわからなかった訳です。ジ

ャングルの中にいるようなもので本当に図鑑でしか見たことがない、いうなれば図鑑にも

載ってないようなものがたくさんあります。

カブトムシという形でくくろうとしたとき、クワガタムシでくくろうとしたときに、非

常に生態が多様であることがわかりました。いわゆる沖縄なんかにいるタイワンカブトム

シ、台湾あたりから来ているんでしょうけれども、タイワンカブトムシがヤシの大害虫に

なっているとか、サトウキビの大害虫になっているようなものも中にはいるし、そうじゃ

なくて、樹液なんかをなめているだけのものもあったりということで、非常に生態が幅広

、 、い虫であるということから カブトムシという大くくりでは非常にくくりにくかったので

一律カブトムシはだめよという形をとらざるを得なかったのです。生態がよくわからない

ものですから、国内に入ったときに農業害虫になり得る可能性もあったということで、一

律に禁止グループとしていたんです。

その後、インターネットであるとか、外国の研究者がこういうものを研究しはじめて、

生態がだんだんわかってきたということで、ある種に関しては農業害虫になり得ないよう

なものもあるということもわかってきたので、種、属、グループとかいう大きなくくりじ

ゃなくて、個別の種ごとに判断しようということになったときに、植物防疫法でいう農作

物の被害を出さないというような種が幾つかあることが判明したことから、そういうもの

に関しては植物防疫法で規制できない。要するに農業に被害、農作物を食べないものは植

物防疫法では規制できませんので、植物防疫法の規制の対象外ですよというような形を判
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断したということをご理解いただければと思います。

非常に懸念されるのが生態系という形でありますが、昨年の６月１日から実際に法律の

規制が始まったんですが、外来生物法という形でこれは環境省が主に主管となっている法

律になるんですが、外来生物による生態系保護をするという目的の法律ができました。そ

の中で今まで日本にいないような外国の虫、明治維新以降に入ってきたような虫であると

か動物、例えばアライグマであるとかブラックバスであるとか、そういうようないわゆる

外来生物が国内に入ったときに、生態系を乱すようなものに関してはその法律で規制しま

しょうということで昨年６月１日から法律が施行されて実際に運用しています。

昆虫でいえば、例えば２月１日、種が追加されまして、テナガコガネ類、いわゆるヤン

バルテナガコガネというようなものが沖縄におりますが、そういうようなものの保護のた

めにテナガコガネ類の規制をして一切輸入できないようにするというような形で規制がな

されています。それに対しても農林水産省植物防疫所としても協力しています。輸入する

際に種の識別をするとか、そういうような形で農林水産省も協力しながら環境省と法律を

一緒に維持しているところです。

したがって、ちょっと戻りますけれども、植物検疫の中ではカブトムシ、クワガタムシ

を全部無害というふうに認定したわけではございませんし、あいかわらずヤシの大害虫で

ありますタイワンガブトとかいうのは輸入されればやはり禁止であるということには変わ

りありません。虫の性質が変わったから考え方を変えたというものではございません。

よろしいですか。

○山内 私、鹿児島あたりにちょっと行きまして、街路にワシントニアが植わってますけ

れども、芯が倒れているのがものすごくあるんですね。最近は福岡のホテルでも見ました

けれども、ヤシというのは芯を食べられるとほとんど死んでしまうんですね、こんな大き

いやつも。今それがものすごく流行していますけれども、そういう駆除なんかやっておら

れますか。

○春日井 どんな虫ですかね。

○山内 そういう、多分今おっしゃった……

○春日井 タイワンカブトムシ。

。 。○山内 そういう部類だと思いますけれども 何しろ芯の柔いところしか食べんのですね

○春日井 タイワンカブトムシも確かにヤシの柔らかいところ、頂点の方から入ってきて

食べてしまうということがあります。
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、 。○山内 そういう頂点を食べてしまうもんで それが今ものすごく流行しているんですよ

○春日井 沖縄なんかで非常に問題になりつつあると。

○山内 また本土に入ってきてますけれどもね。

○春日井 我々としても農作物被害という形で検討しまして、防除が必ずしも必要だとい

う形で国をあげて防除する必要があるという形であれば、もちろんやる対象という形にな

ります。それに対して明確にこれをこれからこうしますよというようなものは今のところ

ないです。

○司会 本日は検疫の話でしたけれども、いわゆる国内防除というものも植物防疫の中で

の取組であると思うんですか、そういったことではまだ対象になっていないということで

よろしいんでしょうか。

○大村 直接の担当ではないので申しわけないんですけれども、国内の病害虫防除の対策

というのは、もちろん植物防疫課、私どもの課のところでやっています。これが農業に直

接影響が出るような話になりますとまたありますし、並木というのをどうとらえるかとい

うのは県の中での、公園緑地と、それに農薬が使える使えないでまたいろいろ、農地じゃ

ないといういろいろあるわけですね。そういう中でどうとらえているかというのはちょっ

と私個人的に承知していないので申しわけないですけれども。輸入時点で発見すればそう

いう病害虫はみんなとめるんですけれども、新天地に来た虫というのは急激に蔓延すると

いうこともありますので、農地に広がらないように今後ともまたそういう、特に九州沖縄

というところは気をつけていかなくちゃいけないとは思っています。

ヤシオオオサゾウムシ・・・２月２８日回答済み

・中東から東南アジアにかけて広く分布。

・１９７５年、沖縄県で発生を確認。

・１９９８年、宮崎県日南海岸のフェニックス成木が立ち枯れる被害が発生し、内部

を食害している本虫が確認された。

・現在、九州では佐賀、大分を除く全県で確認されている。

・防除対策として、被害木の伐採・焼却、産卵防止のための魚網ネット処理などが行

われている

・昆虫寄生性センチュウ（スタイナーネマ）が農薬登録されている。
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○司会 ありがとうございました。もしそれ以上のことがわかりましたら、山内さん、先

ほど別件もございましたので、合わせてご回答させていただくと思います。本日の議事録

はホームページにも載せますので、そのとき新たに情報があれば、そこに合わせて掲載さ

せていただきたいと思います。

ほかの方、いかがでしょうか。

そちらの男性の方。少しお待ちください、今マイクがまわりますので。

○高木 私、農政局の食品モニターの者です。最近ちょっと食物関係もですが、動植物あ

たりも簡単に輸入しますね。よく新聞なんかで見ますけれども、先ほど申し上げられまし

たように、生態系のいろいろ国内の生態系が崩れるとかいろいろ言っておられますが、こ

の植物防疫というのは例えば今言われました菌とかウィルスとかそういう検査だけで一応

認可、海外からの植物をどんどん認可されるわけでしょうか。

例えば以前、今も盛んに農地などに発生しておりますセイタカアワダチソウですか、そ

れも何か話聞きますと海外の植物が入ってきたとかいうようなことも聞きます。私は余り

簡単に何もかんも一部の方の好みでどんどん入れてきて、あとはもうその事業やって倒産

して、そのまま放ったらかすというようなことが、動物とか植物に限らずあると思うんで

す。それで、簡単に植物を鑑賞用で入れても私は花粉とか何とか飛んで行って雑種ができ

るんじゃなかろうかと思うわけですね。そういうことも考えられた上でどんな行政をして

おられるかということです。

あと１つですが、非常に生態系の検査件数がふえております反面、これからいろいろ職

場の国家公務員あたりの減員を調べるような問題で人員減になるわけですね。そうします

と、果して植物検疫が完全に今までどおりいくかどうか非常に私自身としては不安に感じ

るわけですよ。その点がはっきりしないものですから、この人数で、私は今の人数でもど

んどんふえていく関係上職員数が少ないんじゃなかろうかと思いますが、どうなんだろう

かと思います。

それと、この植物防疫の方で検疫網というのが我が国の地図で書いてありますが、これ

に熊本空港が載っておりませんが、これは検疫所ではないわけですか。門司検疫所のとこ

ろです。

○司会 日本地図のところですか。

○質問者 19ページです。

以上です。
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○司会 ちょっとわかりませんでした。すみません。

そうしたら、今３点いただいたかと思います。１点目のご質問といいますかご意見は、

いわゆる植物検疫として病害虫の輸入検疫をするだけでなく、外来植物の植物自体をです

ね、日本にはびこってしまうようなそういったものの植物自体の検疫とか規制というのを

しないのかということが１点。

それからあと、これ人事院の方に言っていただけたらすごくありがたいと思いますが、

いわゆる国家公務員が減る中でこういった検疫業務が、非常に重要だと認識していただい

たんだと思うんですけれども、そういったものがきちんと行われるのか心配だというご疑

問。

それから、パンフレットに熊本空港がないということで、これはどういうことだろうか

と。

そうしましたら、合わせてご回答いたします。

○大村 では、今のからいきましょうか。熊本空港は植物防疫所がないからここに載って

いないんです。植物防疫官の事務所がここに熊本にはないというだけで、植物が輸入でき

る港にはなっております。ですから、今ここでは飛行機が来るたびに八代の出張所から出

張で来てます。というようなことで。あと、三角にも出張所はあったんですけれども、効

率的な検疫をやるために八代の方に職員をまとめておりまして、八代の仕事をしながら三

角に行ったり熊本空港に行ったりするということとご理解いただきたいんですけれども。

それと、逆に戻っていきまして、人数ですけれども。私どももいればいるほどいいとい

うふうには思っております。今、すごく厳しい情勢荷にもかかわらず人間がふえている、

政府の中でふえている機関はもう植物防疫所と動物検疫所ぐらいしかないというような状

況であります。その中で、今大ざっぱにいって10年で100人ふえているというのは考えら

れないぐらいのふえ方だというふうに思います。

おっしゃる意味は、私ども日頃からよく理解しております。ですから、人間をふやすだ

けじゃなくて、技術も精度を上げる努力というのを欠かさないようにしているというよう

なところでご理解いただきたいと思います。

いずれにしてもめりはりを効かせて、虫が余りつかないようなものについてはそれなり

にやらなくちゃいけないし、リスクが高いものはに人なり技術なりお金なりをもっていく

ような努力をして、全体を見直しているところではあります。

それから、最初に言われたことなんですけれども、植物防疫法に照らしていきますと、
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確かにおっしゃるとおりです。よくご存じだと思いますけれども、菌類とかウィルス、有

害植物という定義でいきますとそういうようなものについてはいわゆる病気みたいな、植

物の病気に当たるようなものは植物検疫の対象として国内に入れないようにしています。

、 。 、しかし 有害植物の中にセイタカアワダチソウのようなものは入らないんです ですから

輸入時にそういうものがないようなきれいなもので入れなさいということで、申告と違う

じゃないのということで対応することは可能ですけれども、その植物があることを理由に

輸入禁止にするということはなかなか難しいという状況です。

結局は、生態を考えると、合わせ技という感じでいきますと、先ほど彼が言った、外来

生物法というのがありますけれども、そういうところでとらえる方がわかりやすいのかな

。 、 、というふうに思います ですから 今後そういうような動きも出てくるかもしれませんが

なかなか今の植物防疫法ではとらえがたいところであります。

以上です。

○司会 ご質問いただいた方、よろしいでしょうか。

若干お時間ございますので、もうお一方ほど、どなたかいらっしゃいましたら承りたい

。 、と思いますが 生産者の方などはご発言をまだいただいていないかと思うんですけれども

いかがですか。

農林水産省からは特に追加なり、もしくはこれを機会に会場にお越しの方に逆に聞いて

みたいことなどあれば。

よろしいですか。

○大村 今全部大体お話はできたと思いますけれども。最近の話として、２月、ですから

今月に１つ動きがあったのを１つご紹介したいと思います。これは台湾に日本から普通に

りんごとかなしとか今まで輸出されておったんですけれども、それが今年の２月１日から

輸入禁止、輸出できなくなったというような話があります。これはやはり台湾が、これは

モモシンクイガという害虫なんですけれども、これの侵入を阻止するために、日本だけじ

ゃないんですけれども、韓国とか中国の大陸とか、そういうところからのえさとなる植物

の、特にりんご、なし、すももとかですけれども、輸入を禁止にしたという状況がありま

す。

実はもう事前にわかっておりましたから台湾側と協議を重ねて、条件つきで輸入が、日

本側からの輸出ができるようになりました。これはやはり県の病害虫防除所のしっかりと

した指導があったり、生産も病害虫防除をしっかりやって、あと選果場での選果もしっか
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りきれいにやると。輸送は箱もまた輸送するコンテナとかウィング車のようなきれいな状

態で輸出ができるようにする。輸出検査は植物防疫所で２％以上行うとか、箱の表示はし

っかりと台湾向けと書いて、その選果場の番号まで書くとか、トレースができるようにし

たりといったこと、そういうようなことで混乱なく、輸入は禁止になりましたけれども、

そういう形での日本からの輸出が継続してできるような状況になりました。

ただし、向こうで見つかりますと、例えば１回目で見つかりますと、その県からの輸出

ができなくなるとか、２回目見つかると日本から輸入ができなくなるというようなペナル

。 、 、ティーはかかっています こうなるとすごく怖い話ですから しっかりとした生産をして

病害虫防除に、特に熊本でしたらナシが一番大きいと思いますが、そういうようなものが

つかないような防除をして生産現場でやっていただきたいと思います。

ただ、裏返してみますと、日本も例えば台湾だけではないんですけれども、いろいろな

国、アメリカのさくらんぼとかでもそういう対象の虫が見つかったとしますと、今回のＢ

ＳＥの脊柱みたいなものでして、何でこういうプログラムの中でこういうものが出てくる

のというようなことになります。ですから、プログラムがおかしいのか、やはり生産者が

おかしかったのか、選別している人がおかしかったのかとかいうようなことです。いずれ

にしても私どもにとっては深刻に受け止めて改善、その原因が何であったかというのをつ

きとめていく努力をしなくては再開ができないということになります。

ですから、そういうふうにならないように今後ともそういうことを皆さんと私どもで情

報を共有しながらやっていかなくちゃいけない。緊張感を持って輸出をしなくちゃいけな

いというような時代がきております。

ですから、これは台湾の人たちの安全・安心ということも植物検疫ではやるということ

でございます。

ご紹介をしました。

○司会 そうしましたら、会場の皆様、よろしいでしょうか。

今日は植物検疫についてご紹介させていただきました。人間の健康に直接影響を及ぼす

というような観点から規制をしているわけではございませんけれども、説明にもありまし

たように、輸入業者の方から個人の方までの協力があってこその検疫業務でございますの

で、本日の説明でありますとか皆様からのご質問に対する回答などを参考に、今後植物検

疫についてお考えいただくようなことがあれば幸いでございます。

本日は長時間にわたりご協力いただきましてどうもありがとうございました。
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お帰りの際にぜひともアンケートの方の方にご協力いただければと思います。よろしく

お願いいたします。


