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１．開会

○司会 本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）に

関するフォーラムを開催いたします。

私は本日の司会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室の

鈴木明子と申します。よろしくお願いいたします。

総合的病害虫・雑草管理とは、病害虫、雑草が発生しにくい環境を整え、防除の要否及

びその実施時期を適切に判断して、天敵や粘着板などの多様な防除方法を組み合わせて行

う環境に配慮した防除方法です。本日は、ＩＰＭの取り組みの現状について理解を進めて

いただくということで、その課題などいろいろな立場の方々と活発な意見交換会を行いた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

まず、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。お手元の封筒の中に、議

事次第、座席表、あと資料として資料１、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、資料２、ＩＰ

Ｍ実践農業者の紹介（１）、資料３、ＩＰＭ実践農業者の紹介（２）がございますでしょ

うか。次に、参考資料として、参考資料①総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の推進につ

いて、参考資料②総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指標モデル（カンキツ）につい

て、参考資料③平成18年度第３回安心・安全モニター調査結果について、あと参考配布と

して、食品安全エクスプレス、食事バランスガイドなども入れております。もしもお手元

に不備などがございましたら、近くの職員にお知らせください。

また、今後の意見交換会の参考にさせていただくためにアンケートも入れております。

お帰りの際には、大変お手数ですがご記入の上、出口のところで係の者にお渡しいただく

ようよろしくお願いいたします。また、ファクスでも受け付けておりますので、11月９日

金曜日までにファクス用紙に記入してあて先にお送りください。

続きまして、本日の進行について説明します。

まず、パネルディスカッションに先立ちまして、情報提供として消費・安全局植物防疫

課から、環境に配慮した病害虫の防ぎ方について、スライドで30分程度説明いたします。

その後、実際にＩＰＭに取り組んでいらっしゃる農業者のお二方に取り組み事例について

説明をしていただきます。その後、休憩をはさみましてパネルディスカッション、あと会

場との意見交換に移りたいと思います。終了は午後４時を予定としております。
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２．ＩＰＭに関する情報提供

（１）環境に配慮した病害虫の防ぎ方

○司会 それでは、植物検疫課の大岡課長補佐より、まず環境に配慮した病害虫の防ぎ方

について説明いたします。

○大岡課長補佐 皆様こんにちは。本日は、お忙しい中、私どもの植物防疫課、それから

消費者情報官室の方で開催いたしますこのフォーラムにご出席いただきまして、ありがと

うございます。

私は、消費・安全局植物防疫課で病害虫の防除を担当しております大岡でございます。

これより、パワーポイントを使いまして、環境に配慮いたしました病害虫の防ぎ方、総合

的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）に関しますことを説明させていただきたいと思います。途

中、私もこういう大きな会場でお話しすることは余りなれておりませんので、十分にお話

しができないかもわかりませんが、お聞き苦しい点はひらにご容赦をいただきたいと思い

ます。それでは進めたいと思います。

では、本日お話をさせていただきます内容は、病害虫防除の現状、それからＩＰＭを定

着させるための取り組み、それから、同じような言葉が続きますけれども、ＩＰＭを定着

させるための課題についてお話をさせていただきます。

では、まず最初に病害虫防除の現状についてお話をしたいと思います。

日本では、なぜ病害虫に対する防除の重要性が高いのかということでございます。私が

思いつく理由は３つございまして、１つには地理的な気象的な要因として、日本がアジア

モンスーン気候帯という四季があって、温暖そして湿潤であるために生物の量が多いとい

うことが言えると思います。言いかえますと、雑草や病害虫の発生が多いと言いかえるこ

とができると思います。ここに書いてございますけれども、ほぼ同じ緯度のカリフォルニ

アは日本の年間降水量に比べて約６分の１しかないという状況です。それからあと、施設

栽培が盛んなことも１つの要因ではないかと思います。

日本は、ご承知のように国土の約３分の２が森林の地帯でございまして、ヨーロッパの

先進諸国に比べても農耕地が非常に少ない状況であります。このため、ビニールハウス等

の施設を用いまして１年間に何度も同一の作物を栽培せざるを得ない状況があり、このた

めに害虫が発生しやすい状況をつくっている要因等もございます。また、施設栽培をする
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ことによって、越冬する害虫が増加していることも事実かと思います。

それから３点目でございます。消費者の多くの方が農作物の見た目を非常に重視してい

るのではないか。日本人が農作物、特に農産品について見た目のよいものを選ぶ傾向にあ

るのではないかということでございます。実際に物不足というものを経験していない私に

とりまして、小売店に行きまして物を選ぶときに、どうしても見た目のいいものを選んで

しまう傾向にあると思います。これは、正直言って皆様方にもそういうところがあるので

はないかと思っております。このために物流も、消費の要望にこたえまして、見た目のよ

い商品を取り扱う、ある意味では出荷をする際の規格として非常に高いものを求めており

ますので、防除の依存度が高いと私どもは考えております。

では、その病害虫はどんなものがあるのでしょうか。ここにありますキャベツの青虫で

ありますとか、水稲のいもち病、ミカンのかいよう病などが主な病害虫として挙げられて

います。では、病害虫を防除することにどんな意味があるのでしょうかということをスラ

イドで簡単に説明させていただきたいと思います。まず一番重要な目的といたしまして、

消費者、国民の皆様方に安価で優良な、先ほど申しました良質な食料・農産物を安定的に

供給することが非常に重要な目的であります。また、農家は慈善事業をやっているわけで

はございませんので、生産物を販売して収入を得ております。したがいまして、それが売

れないとなると収入を得られないことになりますので、農産物の安定的な生産をすること

が非常に困難となり、消費者、先ほど申しました国民への安定的な食料供給というものが

できなくなるのではないかと思われます。

もし防除を行わなかったらどうなるのかということですが、すみません、皆様方のお手

元のところに資料１としてパワーポイントのスライドがありますので、それをご覧になり

ながらお話を聞いていただければと思います。すみません、申し遅れました。その中に、

防除を行わなかったらどうなるのかということを資料として載せておりますので、後でご

覧いただければと思いますが、一例として申し上げれば、リンゴでは約９割、ほとんど壊

滅的な生産減になるといわれております。

では、病害虫防除をどのようにやっていくのかということでございますけれども、農薬

による防除が今日本では一般的な防除方法でございます。まさに一番効果的で、だれもが

同じ効果を得るわけでございますから、非常に有効な防除手段であります。しかしながら、

では作物に虫が出たからすぐ農薬をまくのか、やみくもにまいているとどうなるのかとい

うことでございます。毎年、病害虫の発生する様相は、ここにありますけれども気象条件、
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季節によってその発生が変化いたします。従いまして、毎年、そういえばこのころ農薬ま

いてたよねということで、ただ単にスケジュール的なといいますか、この時期が来たから

この農薬をまこうということであれば、急激な病害虫の発生に対して対応は困難になりし

ます。また、気象の条件によっては発生する時期が当然ずれますので、そうしますとせっ

かく農薬をまいても効果的に作用しないということも出てまいります。そのためには、ど

ういうふうに効果的に防除を行っていけばいいのかということが重要なことになります。

そのために、病害虫の発生に関する予測が必要となるのではないか。じゃ、その病害虫の

発生の予測とは何だろうということでございますけれども、今発生している病害虫は、今

後どれぐらいその発生量が増え、そしてどうなっていくのか、そしてその時どういうこと

をやっていけばいいのかという情報が必要になろうかと思います。

これは、私どもの方が今提供させていただいております発生予察情報というものでござ

いまして、いわば、平たく言うと病害虫の天気予報のようなものだと思っていただければ

いいかと思います。では、その発生予察情報がどのようにしてできるのかについて簡単に

説明させていただきたいと思います。都道府県には、病害虫防除の専門機関であります病

害虫防除所があります。病害虫の発生調査は、病害虫防除所に主に行っていただいており

ます。調査の方は、ご覧いただきますように、ライトトラップでありますとかフェロモン

トラップでありますとか、すくい取りの調査などによって、病害虫の発生の状況を調査い

たします。そして、病害虫の発生に関連する気象情報や農作物の生育状況などを収集いた

します。そして、その気象データなり発生の状況のデータを過去のデータと比較いたしま

して、病害虫の発生動向を予測し、必要な防除対策を提供することとしております。

発生予察の情報に関しまして、ちょっと私どものＰＲになるんですが、私ども農林水産

省の方では、全国的に発生をして時として都道府県の境界を越えて急激に発生するものが

ございます。そして、そういったものは農作物に多大な被害を与えるおそれがございます

ので、そういう病害虫を指定させていただき、その発生の動向を調査して情報を提供させ

ていただいております。また、都道府県でも同じようにその発生予察を行っているわけで

ございますけれども、地域性の高い農作物や多様化した作物、栽培型の中で問題となる病

害虫を調査して、その予察情報を提供していただいております。カジュウカメムシであり

ますとかハスモンヨトウ、それから稲のいもち病などがその代表的な例かと思います。

これまでは病害虫の発生、例えば防除の必要性についてお話を差し上げましたが、これ

からはＩＰＭを定着させるための取り組みについてお話を進めさせていただきたいと思い
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ます。

では、まず最初にＩＰＭ（IntegratedPestManagement）となっておりますが、このＩＰ

Ｍの歴史についてお話をさせていただきます。

ＩＰＭの歴史は意外と古くございまして、1960年の前半にアメリカのワタ栽培における

農薬の使用によって、薬剤抵抗性の発達した害虫が出てきた。そして農薬による防除がで

きなくなり、生産性に非常に大きな問題が出てきたことに端を発しております。既に、皆

様もご承知の方が非常に多いと思います。次の段階で、その対応としてどうするのかとい

うことでありますが、1965年に国連のＦＡＯ（食料農業機構）が病害虫の専門家を招きま

して、今後どのような有害生物に対する防除を行っていいのかということを検討いたしま

した。その答えといたしましてこのスライドに書いてあります内容ですが、この概要を申

し上げますと、農薬だけに頼らずさまざまな防除手段を組み合わせて収量や品質に影響の

出ない発生密度以下に病害虫を管理する方法を提案をした、これがＩＰＭの一番最初の定

義だと私どもは認識しております。

では、ＩＰＭを導入する目的というのは何だろうか。1960年前半にできたものを何で今

この2010年に近づこうとしているところで植物防疫課は推進しようとするのかということ

をちょっと説明させていただきたいと思います。

まず、農薬の使用回数を減らしたり、農薬のかわりに天敵昆虫などその他の防除手段を

使用すればＩＰＭなのかということでございます。確かに定義から申し上げればＩＰＭに

なると考えられますが、農薬の使用回数を制限して生産体系をとるということだけを目標

にいたしますと、病害虫が急激に発生した場合などの適切な病害虫防除ができないという

ことになろうかと思います。それはかえって農家の方に労働力の面でありますとか、それ

から当然減収なりが生じますので、コストなどがかかるということになります。それから、

先ほど説明申し上げましたＩＰＭの定義に従いまして、農薬だけに頼らずさまざまな防除

手段を加えまして、今農林水産省が進めております環境に配慮した農業施策、これを進め

ていくことによって初めて私どもの考えますＩＰＭというのができるのではないか。いわ

ば環境への負荷を低減しつつ収量、品質の低下を招くことのない防除をいかにやっていく

のかということが重要かと考えております。

そこで、今後どのようなＩＰＭを生産者の方に理解をしていただき、実施していただく

かについて専門家を交えて検討いたしまして、平成17年総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）

ですが実践指針を公表させていただいたところであります。では、その概要を少し説明さ
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せていただきたいと思います。公表させていただきました実践指針では、従来の総合的な

害虫管理から病害、さらに雑草の管理、これは雑草自身が病害虫の発生原因となるという

ことから雑草を加えさせていただき、それを定義づけとさせていただきました。それから、

利用する防除技術につきましては経済的な評価を考慮しつつ、病害虫の発生増加を抑える

ための適切な防除手段を組み合わせて講ずるものであります。また、自然の持っています

機能、昆虫なら天敵の捕食、それから病気の出にくい環境づくりなどによって発生抑制を

し、必要な農薬の散布以外、農薬の散布を極力避ける形で農作物の安定生産を図るという

内容でございます。その結果として農薬、つまり化学物質を使用する回数が減り環境への

負荷を軽減できるというコンセプトになっております。

では、そのＩＰＭの考え方を具体的に説明したいと思います。これが総合的病害虫・雑

草管理（ＩＰＭ）の３つの基本でございます。まず最初に予防でございます。病害虫や雑

草の発生しにくい環境を整えていきます。例えば、病気のもととなるような前作の病害が

発生した株を除去することであるとか、土を消毒したりすることでございます。人間の生

活で例えれば、例えば皆様も外出先からお戻りになられましたら手をよく洗うとか、うが

いをするとかいうことによって人間の体に病害が入ってくるのを防がれるということと似

ていると思います。

次に、判断についてであります。病害虫の発生状況をよく観察し、発生している量であ

りますとか、その発生している量が収量、それから品質の低下を生ずるような状況である

かどうか、それをよく見ていただく。そして、その時期を適切に判断をしていただくこと

が、この判断という内容になっております。先ほど申しましたように、品質の低下なり収

量の低下というものを経済的被害を生ずるという水準と考えて、それを超えるか超えない

かということを判断をしていただくことに重点を置いております。これは人間に例えます

と、例えば体調がよくないなとご自身が考えたときに熱をはかる。熱をはかって、その結

果を見て、今日は体調が悪いから少し休もうかとか、いや、これはちょっと病院に行った

方がいいやと考えるか、人間の体調管理でいいますと体温計を使って自分の体に異変が生

じている、そしてその尺度をいわばその体温によって判断する。この病害虫の発生の量も

まさにその一定の水準を超えるか超えないかということを、ご自身で判断をしていただけ

るということになると思います。繰り返すようでございますけれども、その判断の基準と

いうのは経済的な被害を生じるかどうかというところの判断でございます。非常に難しい

言い方でございますけれども、人間の体に例えて熱の一定の線を超えるか超えないかとい
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うところの判断と思っていただければと思います。

次に、防除でございます。判断の結果、やはり対処しなければいけない、防除しなけれ

ばいけないとなった場合には、さまざまな防除方法を効果的に組み合わせて実施していく

ことが重要であります。今の例でございますと、例えば熱をはかって、これはもうどうし

ても病院に行かなくちゃいけないという判断をした。病院に行ったら、病院の方で治療の

結果、あなたは薬を飲めば治りますよという方もいらっしゃる、これは非常に重篤な状況

になってしまっているから点滴や注射を打たなければいけないというようなことになる。

いろんな防除の方法、いわばいろんな対処の方法がある。それを組み合わせてうまく使っ

ていくことが重要なことであるというのが私どものＩＰＭの３つの基本ということで説明

させていただきます。

では、その個々一つ一つを説明させていただきたいと思います。まず、ＩＰＭの基本で

あります予防でありますが、病害虫・雑草の発生しにくい環境を整えること、例えば輪作

でありますとか、病気に強い品種の選択、種子消毒、雑草の除去、それから自然に生息す

る天敵の活用などが挙げられると思います。先ほど申しましたが自然に生息する昆虫等の

活用、天敵の活用などで例示を挙げさせていただいております。次に、判断でございます

が、農業生産は当然経済活動だということを冒頭申し上げました。農産物の収量や品質を

低下させないような病害虫の発生であれば、防除を行う必要がないのではないのか。逆に

言えば、それを超えればそれを防除する必要がある。

では、その際に圃場の状況の観察を行っていただいたり、それから、先ほど申し上げま

した病害虫防除所で出しております発生予察の情報を活用していただいて、その基準を判

断していただくということになっております。もう少しそこを詳しく申し上げますと、こ

の判断をするレベルというのは個人によって、例えば農業の経験だったりとか、それから

いろんな知識の量でありますとか、そういったものによって異なってまいります。例えば、

当初、このレベルがもっと低い状況、例えば虫を見つけたら直ちに防除しなければならな

いような経験値でしかない方もいらっしゃれば、かなりもっと上のところでいろいろな防

除対策を持っているから対応可能だよという方もいらっしゃると思います。まさに被害が

大きくなる前に防除しようという、その感覚というのは個人によって、または経営の体系

によって異なってくるということでございます。

次に、防除についてでございますが、防除が必要と判断された場合には適切な手段を選

択して使用することになります。生物的防除方法、それから物理的防除方法、化学的防除
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方法、農薬も含めてでございますがあります。それぞれに特色を持っておりまして、ＩＰ

Ｍはそれらの防除方法の特性をうまく利用して、逆に言うと、不足する点をいろんな防除

の利点で補いながら組み合わせをして対処していくということになろうかと思います。

環境に配慮した防除の中で化学的防除の例といたしましては、昆虫の生理を抑制いたし

ます物質を使ったり、細菌の生産物を利用した農薬などがあります。それからあと化学防

除の例で、もうこれは一般的になってしまいましたので説明も読んでいただくだけだと思

いますが、フェロモン剤があり、昆虫の伝達物質を混乱させたりとか誘引をさせたりして、

いわば交尾をさせないようにして、次の世代の発生量を抑制するという方法もあります。

それからあと生物的な防除の例でございますけれども、これは生物農薬、ここに挙げて

おりますのは昆虫の例でございますけれども、微生物や天敵昆虫などを利用して対処する

方法があります。ただ、生物農薬の場合はもともとの自然のものですから環境への影響は

極めて少ないものでございますが、機能する対象が限られていたり、また、まく時期を早

かったり遅かったりしますと効果が得られないというような注意点もあろうかと思いま

す。

これは、物理的防除の例として黄色蛍光灯を挙げさせていただきました。これも昆虫の

生理を利用したものでございまして、一定の明るさと一定の周波数、光の波長によって夜

行性の昆虫の行動を抑制いたします。要するに昼間と勘違いをさせる、そういったものを

利用した例でございます。

では、どうしてＩＰＭに取り組むのかというところでございますけれども、従来の防除

方法、発生予察を利用した薬剤防除でなくても、安価でかつ十分な収益を得ることも対応

が可能じゃないのかということになろうかと思います。では、どうしてそのＩＰＭによっ

て今後の防除に取り組んでいく必要があるのか。それは私どもの方も申し上げましたよう

に、やはり今大きなキーワードの一つに環境政策、要するに環境への配慮という大きなキ

ーワードがあります。農業生産もやはり一つの商業的な行為でございます。そういう環境

への配慮なしにやはり何でもかんでも使っていればいい、もともと農業は環境にやさしい

んだという方もいらっしゃるかと思いますが、やはりそれに対して前向きに取り組んでい

くということが必要ではないかと考えております。病害虫の発生量を農家ご自身が判断を

していただいたり、または防除の必要性についての理解をしていただいたり、そして、そ

れの結果としてさまざまな防除方法を組み合わせていただいて、適切な防除を行うことに

より農薬だけに頼らない生産方法が実現できるんじゃないか。そして、その結果として農
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薬の使用量を抑えることが可能となる。しかしながら、一方、急激な病害虫の発生などが

考えられます。その際に多大な被害を生じてしまえば収益がないわけでございますから、

それに対しては必要な農薬による防除を実施して、安定した収量、それから品質を確保す

るということが重要となります。これを総合的に組み合わせていくものがＩＰＭの特徴か

と思います。

ここで重要なことは、繰り返しになりますが、やはり農家自らが気象状況や自然の変化

に目を配って、そして圃場の状況、作物の状況と向き合いながら、必要な防除だけを行っ

ていく。そして、それを取り組んでいただく結果として良質な農業生産物を販売すること

ができるということになろうかと思います。しかしながら、農家すべての方に一律にこれ

を課すわけではございません。自主的な考えのもとに実施していただくということが重要

かと思います。そして、それを支援するために防除の指導を行うことが私どもは重要なこ

とだと考えております。

では、どのようにして農家の方にＩＰＭを理解して、実行していただけるのかというこ

とを考えてみました。ＩＰＭに関する必要性でございますけれども、ＩＰＭの概要や防除

についてお話をさせていただきましたが、この考え方を農業生産に反映していただくこと

が非常に重要であります。どうすればいいでしょうか。まず、ＩＰＭといっても何のこと

かよくわからない、昔総合防除といったこともあったけど、それは聞いたことあるけどど

うしたらいいんだろうというのが正直な感想ではないかと思われます。具体的に何に取り

組めばよいのかということを示していくことが非常に重要かと思っております。具体的な

例として、特に、農業生産のそれぞれの工程、例えば種をまくときとか、花の時期とか、

そういった農作業の時期と内容、そのときに何を行うかという内容を具体的に示していこ

うということであります。そして、その具体的な事例、ＩＰＭ実践指標と申しております

けれども、これを農家の方が実際に実践していただくために各都道府県の皆さんに多くの

作物で実践指標を策定していただきたい、これが第一歩ではないかと考えております。

そして、策定をいただいたＩＰＭ実践指標を、生産者の方々がご自身の生産体系に合っ

た形で変更、追加をして活用していただくことが重要ではないかと考えております。お手

元の資料の中に参考資料２というのがございまして、それはＩＰＭ実践指標の内容をプリ

ントして配らせていただいております。その抜粋と思ってごらんいただければと思います。

このように、どういうことをやっていけばいいのか、そして、そのポイントは何かという

ことを書かせていただき、実際に昨年どうだったか、それを今年目標とするのか、実際に
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それができたのか、できなかったのかというところを確認をしながら、自分たちの目標に

対する防除の実行状況、それから自身がどれだけのことができたかというところを確認し

ていくことが重要かと思っております。

先ほどのＩＰＭ実践指標でございますけれども、今農林水産省の方ではいきなりこれを

やっていくというのは難しいことでありますので、水稲、キャベツ、カンキツについて農

林水産省の方でモデルを発表させていただきまして、都道府県の方でそれに類した形、ま

たはそれをモデルにした形で指標を進めていただけるようにお願いをしているところであ

ります。今後、私どもの方でさらに果樹ではリンゴとナシ、それから大豆、施設野菜では

トマトとイチゴ、さらにサトウキビとお茶、露地の切り花のキクについてのモデルをつく

っていく予定にしております。こういったモデルをつくって皆様に提供させていただくこ

とにより、都道府県の方でもＩＰＭ実践指標、これは必ずしもこのモデルを使う必要はご

ざいませんけれども、利用していただけるのではないかと考えております。

では、そのＩＰＭを定着させるための課題でありますけれども、定着に向けての課題に

はどんなことがあるかということであります。ＩＰＭの推進・定着への課題として、ＩＰ

Ｍという言葉、または総合的病害虫・雑草管理を聞いたことがありますかというアンケー

トをとらせていただきました。これは農林水産省の消費者モニターの方に聞いております。

そうしますと、約４分の３以上の方が知らないと。内容とかＩＰＭをよく知ってるよとい

う方はたった５％でありました。これは農林水産省のモニターの結果ですので、恐らく一

般の方をモニターとすればもっと低い値になるのではないか。逆に言えば、知らないとい

うところがもっともっと上がっていくんだと思います。これではいけません、私どもの方

も頑張って取り組んでいきたいと思います。

ＩＰＭに取り組んでも、その評価がなかなかなされないという声をいろんな会議で伺っ

ております。実際に、何を、どう取り組んでいったらいいのか。それはどういう形で反映

されるのかというご意見ですね。農水省の中には非常に多くの取り組みがありまして、例

えばＧＡＰでありますとか、トレーサビリティでありますとか、ＩＳＯ22000、有機ＪＡ

Ｓ、エコファーマー、それから農地・水・環境保全対策、でも、どれもいろんな工程があ

ったりとか、いろんな項目があるんだけれども、ＩＰＭと何がどう違っていて、どう取り

組んでいけばいいのか、非常に複雑でわかりにくいぞというご意見をいただいております。

私どもが考えますのは、ＩＰＭ自身がこういう施策の病害虫防除における技術的な基盤、

基礎技術として、要件としてその取り組みを評価していただけないだろうかということを
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考えておりまして、関係の課と今連絡調整を進めているところであります。

それから、ＩＰＭの推進・定着に向けてはまず防除費用、どういうメリットがあって、

どういうデメリットがあるんだろうかということでありますが、これは独立行政法人中央

農業総合研究センター様の方でお出しになられましたＩＰＭマニュアルをちょっと引用さ

せていただいておりますが、ＩＰＭの防除体系と普通の防除、これによって資材費、それ

から回数を比べてみました。ここでは実際に防除回数が半分近くになっているものもあれ

ば、費用が安くなっているものがあります。しかしながら、逆に費用が上がっているもの

もあるわけですね。それをどう考えていくのかということでありますけれども、数字とし

て考えるだけではなくて、例えば防除の回数を減らすためにどれだけの努力をやっている

のか。それから、判断ということについてどれだけの頭脳なり、技術力、そういったもの

をお持ちになられているのか。そして、それを実際に実行する、この実行する動きという

のが非常に大変でございます。そういったものの数字にあらわせないものがその中には含

まれていると思います。防除や生産に関するもの、ＩＰＭに取り組むためには一定の技術

力とともに、そういう取り組む意志、意識の高さ、こういったものも非常に必要なものだ

と思っております。

では、ＩＰＭの具体化でございますけれども、一つにはまず理解の促進、先ほどありま

したけれども、消費者モニターで５％しかＩＰＭを理解していただけない状況である。で

はどうすればいいのか。ＩＰＭの結果として生まれます生産物、これをどのように評価を

されるのか。そして、それは今日参加していただいております皆様方、それから後ほどパ

ネリストとして上がっていただきます消費者の方、それから流通団体の方のご意見がどの

ように下るかということが重要だと思います。特に、特別栽培、有機栽培との技術的な関

係であったりとか、何か植物防疫課はＩＰＭで農薬の回数を減らすといっているけれども、

では特別栽培と何が違うんだろう、どのような差があるんだろうということを明確にして

いく必要があると思います。そのことにより消費者の購入意欲が高まれば生産者の収益も

高まっていくわけですから、ＩＰＭの取り組みが評価すると考えております。それから、

先ほど申しましたが、農林水産省の関係施策との連携・活用であります。環境保全型農業

等の施策においてＩＰＭの取り組み、先ほど申しました技術的な諸支えというところを理

解をしていただき、例えばＧＡＰであればその技術的要件として評価をしていただくこと

も必要かと思います。

最後に情報の提供であります。ＩＰＭに取り組むために必要な情報を提供していかなけ
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ればならないと考えております。そのためにはまず防除の技術、これを策定して提供して

いきたいと考えております。それからあと、都道府県の方でも取り組んでいただいており

ますＩＰＭ実践指標を活用した、そしてその指標に技術を利用して、地域に合ったＩＰＭ

の防除体系をお示しできるようなソフトウェアを開発していきたいと考えております。そ

して、何よりも一番大事なことは、個々の農家の方にＩＰＭの取り組みを支援する、指導

する方の育成が不可欠だと考えております。適切な技術のアドバイス、それから情報の提

供、これによってＩＰＭは非常に受け入れにくい言葉かもしれませんが、身近に感じてい

ただき、技術を取得していただくことが重要なことだと私どもは考えております。

すみません、大変雑駁な説明で申しわけありませんが、これで説明を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。（拍手）

（２）農業生産でＩＰＭに取り組んでいる事例について

○大岡課長補佐 すみません、私の下手な説明で皆さんを退屈させてしまったかもわかり

ませんが、続きまして、実際にＩＰＭを取り入れた農業生産を行っていらっしゃいます農

業者のお二方をお招きしております。各お二方から、今の取り組みの状況などをご説明い

ただきたいと思っております。先ほど、ちらっと顔合わせの際に、お二人にＩＰＭという

のをご存じですかとお話ししましたところ、ＩＰＭなんて私はあんまり意識してないよと

いうようなお話もあり、実際に無意識に取り組まれていることが私どもから見ればＩＰＭ

になっているのではないかと思っております。

では、まず神奈川県海老名市で施設野菜の栽培農家として活躍をされており、主にトマ

ト、キュウリ等の栽培をなさっております石川榮一様をご紹介させていただきたいと思い

ます。石川様のプロフィールでございますが、神奈川県海老名市の方で主にトマトの半促

成栽培でありますとか、キュウリの抑制栽培などを取り組んでおられます。それから、栽

培地の特徴でございますが、海老名市南部に位置して園芸の盛んな地域で、直販場が増え

ている。神奈川県の方が増えているということを伺っておりますけれども、そちらの方に

も提供なさっているということであります。

では、すみません、石川さんの方からお願いします。

○石川氏 神奈川県の海老名市からまいりました石川です。
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私、仕事を始めて40年になります。実は、私どもの仕事というのは、先ほど大岡さんか

らちょっとお話がありましたけれども、頭脳プレーでございます。天候、あるいはそれぞ

れの作物、あるいはそれぞれの生態の動きがどうなのかを組み合わせて、最もいい形で作

物としてつくり上げるという仕事でございます。

ただもう一つ、非常に大事な要素がございます。かつて戦後食料のなかった時というの

は、食料をたくさんつくればいいということでありましたけれども、現在のような中では

まさに選ばれる時代、売れるものをつくらなければならないというのが現状でございます。

先ほどお話にもありましたけれども、まさに見た目、鮮度がよくて、安くて、おいしくて、

次に安全であればということがついてくるわけです。

そういう意味で、私のところで栽培しているものがＩＰＭというとらえ方では恐らくく

くられてしまうと思いますけれども、実は、その管理の中で一番重要な要素を占めてくる

というのは天敵を使うということであります。天敵というのは非常にデリケートなもので、

生態のところでいろんな動きをしているわけでございます。皆さん方はご承知だと思いま

すけれども、生態系の中で天敵の動きというのは、あるホストとなるものがたくさん増え

てくると、それを餌とする天敵が増えていきます。実は、そうした繰り返しが地球の生態

をうまくコントロールしているわけですけれども、その一部を切り取って温室の中に入れ

ているということでございます。

まず、どういうわけでこのＩＰＭというか、こうした防除法に取り組むきっかけになっ

たのかということですけれども、実は私、先ほど申し上げたとおり40年くらい前から仕事

を始めていますけれども、土壌線虫ネマトーダの被害が非常に大きくなりました。かつて

は薬剤を使うことで減らすことができた。ところが、３年経ち、５年経ちますとその薬剤

の量というのが少しずつ増えていくわけですね。そのままどんどんどんどん薬剤が年を経

るたびに増えていったらどうなるんだろう。まず恐らく栽培者である私どもの方が先に参

っちゃうだろうということで気がつきまして、それじゃ思い切ってやめたらどうなるのか

なということで一度やめたことがございます。そうしましたら、すべての箇所に発生をす

るのでなく、もうちょっとよく見てみればかなり限定的に発生をしたり、あるいは状況に

よっては、今年は出たけれども来年は出なかったという、そういう経過を繰り返している

わけです。

そこのところから、今ここのパワーポイントでは出てきませんけれども、私のところに

はこういうメッシュ表がございます。私のところの施設、今５つの建物がありますけれど
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も、それぞれの建物ごとにすべてこうしたメッシュ表がございます。このメッシュのとこ

ろに、実際に発生をした線虫の被害株の印をつけていきます。そうしますと、どこにどう

出たか手にとるようにわかるわけです。そうしたことでいわゆる圃場の管理を自分の手元

で、いつ、何が、どう起きたかがはっきりわかるようになってきたわけですね。

それから、この取り組むきっかけの中でそういうことをやっていきますと、実はこのこ

とというのはいろんなことができるわけでございます。私のところでは、それぞれの圃場

のところで必ず特定の株を残しまして根の状態を調べていきます。なかなか根の状態とい

うのは表面から見ただけではわかりませんので、収穫がすべて終わったときに根をきれい

に水で洗いながら、どの方向に根が入って、どういう肥料の吸収の仕方をしているかを調

べていきます。そうしたことを印を付け記録します。実は私は作物を防除するのではなく、

作物を保護してやるという立場でいつも物事を考えております。作物というのは保護して

やらなければなかなか思うように生育してくれない。外の植物とは違う。一般の植物とは

違うということで、そういうとらえ方をして見ております。

そういう方法をやっていきますと、圃場の戸籍簿ができ上がってくるわけです。私の防

除のポイントの中で、例えば病気や害虫から作物を守るためにどうやったらいいのかとい

うのは、先ほど来話が出てましたけれども、まず土の健康を考えてやるということです。

そのことは何も土ということに置きかえなくても、私どもの体で考えてみれば同じことだ

ろうと思います。体がちょっと調子悪いからしょっちゅう薬のご厄介になるのかというこ

とでなく、病気にかからない、体の調子を崩さないために、恐らく日々それなりの管理を

されていると思います。ただ、どうしてもその調子が戻らないときに初めて我々はお薬と

いうものを使って体調を整えるわけです。そのことと実は土の健康というのは非常によく

似ております。土の健康をよくしてやれば、当然そこに生育をしている作物というのは健

康な生育をしてくれるし、当然、そうしますともし防除が必要だということがどこかで起

きても、その防除の量も非常に回数が少なかったり、あるいは量が少なかったりというこ

とで現象として起きてくるわけです。

それから、先ほど申し上げたように私のところでは天敵を基本として防除計画を立てて

おります。現在使用している天敵というのはオンシツツヤコバチあるいはサバクツヤコバ

チ、それからイサエアヒメコバチ、コマユバチ、コレマンアブラバチ、ヤマトクサカゲロ

ウといろんな種類を使っております。これは、それぞれのホストに対処するために使って

いるわけですけれども、それぞれの天敵は当然環境も違いますけれども、それをうまく管
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理をしながら使っております。

それから、もう一つ大事なことというのは観察をよくするということですけれども、そ

の観察の中で、私のところで実は使っているグッズというのがございます。ここに色違い

のマークがございます。それから、もう一つ大事なものというのは、大変薄汚れています

けれども、絶えずポケットに入っているこの小さなルーペです。それからもう一つは、こ

ういうものがないときに使用する洗濯ばさみです。次に、どういう使い方をして観察を磨

いていくのかということですけれども、発生をしているところ、いわゆるちょっとおかし

いなというところに印をつけるわけです。私ども生産者というのは管理をする中で、ほか

の株と隣の株と違ったというのはかなり見抜いております。ただ、その問題になる株がさ

っき管理したときにあったけどどこだったっけということで探すことが非常に難しくなり

ます。特に規模が大きくなればなるほどそれは難しくなるわけで、そういうときにすぐこ

れをつけるわけです。これをちょうど目の高さのところにつけますと、入り口入ったとこ

ろからすべて見えています。なぜ色違いかというと、まず私の場合には赤は虫、それから

ブルーは病気ということでつけています。それから、これをつけたらそのままなのかとい

うことではなく、私のところは５日経ち、１週間経ち、２週間経って、その問題がどんど

ん広がるようであるならば初めて防除という手段をとります。その場合の防除の手段とい

うのは、いわゆる全面的に防除をするということでなく、スポットの防除をしていきます。

そのくらい早く、虫あるいは病気を見抜くということです。ただ、病気の場合には非常に

潜伏している期間が長いですから、発生を見たときにかなりの面積に広がっているという

ことはありますけれども、そういうふうにして私はやっております。

それから、天敵だけなのかということなんですけれども、私どもが使っているいわゆる

総合的な防除、ＩＰＭの中で使うというのは当然病気に強い品種、あるいは線虫にも強い

品種。それから、もう一つは入り口から害虫を入れないネットを張る。それから、私が予

察の中で最も重要にしていることがございます。それは雑草の観察です。皆さん方恐らく

何かの機会にちょっと注意して見られるとわかると思うんですけれども、雑草というのは

かなりいろんな害虫と病気を教えてくれます。例えば、私のところで例に挙げますとナズ

ナ、それからハルノノゲシ、それからこの秋にはサルスベリの新しい芽ですね。それから

春にはホトケノザ、これは秋の七草のホトケノザではない方のホトケノザですね、それを

見ます。例えば、ホトケノザで見ますと、これはうどんこ病の発生が必ずホトケノザには

出てきます。なぜうどんこが出たらどうなのかということなんですけれども、実はうどん
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こが出るという環境になったということを知らせているわけです。それから、もう一つは

このホトケノザ、アザミウマの発生がまず第一に出てきます。このアザミウマを見抜いて、

いよいよ出てきたなという、そういう緊張感をいつも持つわけです。このアザミウマとい

うのがホトケノザについている間というのは、ほかの作物には来ません。アザミウマは春

の草ですから気温が高くなっていると枯れますから、そうしますと作物の方に移ってきま

すけれども、そういう予察をして実はやっております。

それから次は、最後になりますけれども、実際できたものはどんなふうに販売をされて

いくのかなということでございます。私のところの販売というのは、ほとんどが生活協同

組合に産直品として流れております。特に、この生協の組合員さんの方々と年１回なり２

回交流会を持っております。それは、組合員さんというのはどういうつくられ方をしてい

るのかなということに非常に関心を持って訪れられます。それはどういうことなのかとい

うと、私のところでどういうものを使って、どういう時期に、どんなつくり方をしている

んだということを、実は作付前に昨年の実績をもとに提出をしてございます。当然、中に

はこれを見られて、私のところに来て実際にはどうなんだということを恐らく現場と比較

されると思います。そういうふうにして私の場合にはだれでも見られる、だれでも聞ける

という、そういう公開の方法で栽培をしております。

それから最後ですけれども、課題ということになりますけれども、最近の害虫というの

は非常に小さくなっております。なかなか見つけるのが厄介に、しかも気がついたときに

はかなり被害が進んでいるということがよくございます。そういう意味で、発見しにくく

なっているということで昔のスタンダードな害虫から比べると厄介になっています。

それから次に、昆虫が媒介するウィルスが非常に増えております。当然アザミウマとか、

あるいはタバココナジラミのようにトマト黄化葉巻、そうしたウィルスを媒介するのが非

常に増えております。そういう意味で、今最大の課題というのは昆虫が媒介するウィルス

をどう防いでいくのか。当然、昆虫を入れない、あるいは昆虫に保毒をさせないというこ

とが今私のところの最大の課題になっております。

そういうことで、天敵を今までずっと使ってきたんですけれども、その天敵の使い方を

どういうタイミングで一番問題なく使えるのかなということで、特に昨年、今年にかけて

かなり苦労をしております。そういう意味では頭脳プレーの中で向うが勝つのか、こちら

が勝つのか。ただ一つ大事なことは、私の保護の仕方、防除の仕方というのは、すべてを

なくしてしまうということではありません。そこに病気あるいは害虫がいても、被害を出
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さないレベルで維持できればなということで、きれいにしてしまうということは非常に怖

いわけです。地球の生態系がバランスを保っているというのはそういうことだろうと思う

し、我々農業者が自分の生活を築くために、あるいは生活を維持するためにすべてを排除

するというのは非常に危険な方法で、そうしたバランスのとれた、お互いに共生し合うと

いう考え方で管理、防除を進めております。

以上でございます。ありがとうございました。（拍手）

○大岡課長補佐 続きまして、静岡県の袋井市でお茶の栽培をなさっていらっしゃいます

荻原様の方からお話を伺いたいと思います。

○荻原克夫氏 静岡県袋井市でお茶の栽培をやっております荻原と申します。昔は、学生

のときは東京にいたんですけれども、遠州の生活が長くなりまして遠州弁まるっきりでや

らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

私のところは資料３を見ていただきたいんですけれども、お茶を自分の畑は４町５反ぐ

らいですね。それとミカンを８反ほどやっております。これ以外にうちへ生葉を供給して

いただく農家が三十五、六軒ございまして、合わせて20ヘクタールぐらいの耕作面積とい

うことでございます。

私の栽培地の特色は、大変日照時間が多いところでございまして、また礫質土壌という

ことで排水性が非常にいいところでございます。ということは、うちの方は田んぼはほと

んどありません。歴史的にもほとんど田んぼをやったということがありませんで、昔の換

金作物である稲ができないということで桑とお茶というのを栽培していたようでございま

す。はっきりした、今、国立国会図書館にあります文書に、中原家文書というのがありま

して、それによりますと1362年にうちの方から年貢として京都の荘園領主にお茶を納めた

という記録がございまして、大変古くから、約650年以上前から公式に記録があるところ

でお茶をつくっているところでございます。私の家は明治18年に創業をいたしまして今年

で122年目、５代目ということでございますけれども、それがどうしたといわれるとあれ

ですけれども、650年も前からお茶をつくっているということは、お茶の栽培は適地であ

るということをまずもって皆さんにご理解していただきたいなと思います。農業の中では

いろんな技術がありますけれども、「適地に勝る技術なし」ということで、まず適地適作

ということが第一ではないかと思っております事を私はアピールをさせていただいており
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ます。

その次に、ＩＰＭに取り組むきっかけということでございますけれども、実はＩＰＭか

どうかということは余り私はよくわからなかったわけです。ただ、私のやっていることと

いうのはＩＰＭですよということを言われたんです。こういったことに私が今取り組むこ

とになったきっかけは何かということですけれども、やはり私たち農家というのは去年何

をしたかということを全部記録してありますものですから、それに従ってやっていく。そ

れからあと農協とかの防除暦に従ってやっていくということでやってきたわけですけれど

も、果たしてそれで本当にいいのだろうかなということ、いろんな障害が出てきました。

例えば、お茶の場合ですとクワシロカイガラムシというものが今もものすごく発生をし

ていまして、どんどん防除をしていきますと天敵がなくなってしまって、やってもやって

もクワシロカイガラムシが出てしまうんですね。私はあるとき防除をやめちゃって、今も

やらないんです。そうしたらクワシロカイガラムシがかえって減っちゃうんですね。そう

いうこととか、薬剤の抵抗性というのが非常に出てきまして、例えばモスピランとかいう

のがあるんですけれども、こういったものがもうほとんど効かなくなってきちゃったとい

うことで、ネオニコチノイド系なんですけれども、効かなくなってきた。次から次へ農薬

が出てくるんですけれども、どんどん効かなくなっていくと。例えばＥＰＮを昔よくやっ

てたんですけど、それも初めは1,500倍だったのが1,000倍になり、中には800倍でかけた

なんていう人がいるようになってきて、非常に危険になってきたということで、これで果

たして本当にいいのだろうか。まずもう１回農薬に書いてあるラベルを見てみようじゃな

いかと。それに従った防除というのをもう１回やったらどうかなというふうに。もうみん

なほとんど人から聞いた話でやってっちゃうわけですね。これをもう少し、やっぱり自分

たち独自で、もう少し自分たちの土地に合ったのをやってみようじゃないかということが

まずきっかけなんですよね。

そして次に、私たちのお茶に関しての防除のポイントなんですけど、まず、今石川さん

おっしゃったように畑をよく見るということですよね。まず観察をする。確かに農薬の散

布は技術なんですけれども、そのタイミングとかというのは技能なんですよね。農業とい

うのは技能、経験則に基づく推測というのが非常に大事なことであって、ともかくそれを

養うためには畑をよく見る、観察をするということが非常に大事じゃないかなと思うわけ

です。それと、うちの場合ですと系列の農家がたくさんおりますので、また地域として、

露天ですのでね、普通の畑があるもんですから、やはり地域ぐるみでそういった取り組み
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をしようじゃないかということを、まず私としては主眼としてずっとやってきたつもりで

す。

ただ、これは非常に田舎は難しいです。例えばね、きょうは神送りの日ですよね。皆さ

んご存じですか。今日出雲へうちの神様がみんな行っちゃってるんですよね。朝、赤飯つ

くってお弁当つくったんですよね、神様の。それから11月20日がえびす講ですよね。庚申

（カノエサル）の日、庚申様の日ですよね。そういったものが今もうちの方では生きてい

るんですよね。そういった中で新しいことをやろうというのがどんなに大変か。例えばＩ

ＰＭというものを進めていこうとするときにまず何が必要か。神主が来てしがらみを取り

払うということが大事になってくるんじゃないかって思うぐらいなんですよ、実は。その

中でやっぱりどういうふうにして地域ぐるみでやっていこうかということで、私としては、

私のお茶が出ていっている先のスーパーマーケットに農家を連れて行く。もちろんコープ

の人たちみたいに来ていただくのもいいんですけれども、ともかく農家を毎年私、バス１

台チャーターして都内のスーパーマーケットに連れて行って、こんなふうにして売られて

いるんだから皆さん例えば防除とかいうことは十分気をつけてくださいね。というふうに、

少しずつ、それをもう何年もやってます。そして講習会を開いたりとか、消費者との交流

会とかというのを、そういうようなものを開いた中で少しずつ、少しずつ積み上げていく

ということをしていかないと、農村では非常に新しい取り組みというのは難しいです。

しかし、おかげさまで今うちのところ笠原地区というのが茶園が約200ヘクタールぐら

いあるんですけれども、80％ぐらいがエコファーマーを取得しまして、中でもうちの地区、

三沢地区というんですけれども、うちの地区は約80町歩ぐらいですか茶園があるんですけ

れども、うちの地区だけ、そこは100％エコファーマーです。もちろん私のうちへ持って

くる人は全員エコファーマーです。そして今年度から農地・水環境の中の営農部分も茶園

で畑作、静岡県で第１号でやろうということで、それに取り組んで特別栽培農産物基準に

挑戦しようという取り組みを今やろうとしている。ともかくこういったＩＰＭということ

を進めていこうというのには自分だけでやるっていうんじゃなくて、やっぱり地域ぐるみ

でどういうふうにして推進していくか。そういったことが特に畑作の場合は大切なことじ

ゃないかなと思っております。

私の、生産物の次の販売ということになるんですけれども、これは今直販とか通信販売、

そういったこともやっているんですけれども、首都圏ではこちらですとサミットストアさ

んには、こういった形ではっきり私の名前を入れた商品、そしてやはりエコファーマーの
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マークもついておりますけれども、こういった商品を置いていただいております。全店で

取り扱っておりますので、またよろしければお願いします。またコープさんでもこういっ

た形で生協さんで写真を入れたり、名前を入れたり、私の地区、これは地区として袋井茶

産地という形で、こういった販売をさせていただくという形で、そういった取り組みを紹

介していただくという形でやっております。

あと、最後の課題ですけれども、これはやはり先ほど大岡さんが一番最初に説明された

中でもあったんですけれども、農薬の適切な使用は農業技術であるということで紹介であ

ったとおり、やはり人間病気したときに薬を飲むのと同じだから、農薬はすべて悪だとい

う言い方、農薬という名前がついただけでもう消費者は引いてしまう、そういうことじゃ

なくて、やはり病気に対する薬と同じなんだということをもう少し言っていただいた方が

いいかなと思います。先ほどからおっしゃっているとおり安心・安全はもちろんなんだけ

れども、農産物というのはやはりおいしくなければだめなんですよね、今。おいしいもの

を提供するということについては、どうしても農薬を使用します。例えば、お茶の場合で

すと二番茶後にウンカの防除というのは、化学合成農薬を使わないと普通の自然物由来の

ものではなかなかできないです。その二番茶の後の、それは一番茶の母枝なんですよね。

この防除をきちんとしておかないと、翌年の一番茶というのがいいものがとれないですよ

ね。有機栽培の場合に非常に問題になるのはここなんですけれども、だからおいしい商品

を提供するためにはどうしてもそういった農薬に頼らざるを得ないところというのはあり

ますよね。そして、それというのはやはり、そういうことによって我々のおいしい生産物

が次の世代まで引き継いでいける。我々の、私の経営をやはりだれかが引き継いでいただ

ける。私のところは650年も続いていますので、それが700年になり、800年になっていた

だくためには、どうしてもそういったものをやってかなくちゃいけない。そういった理解

をやっぱり消費者に知っていただきたいと、そういうふうに私は思っております。

また、今後の目標としましては、お茶を飲む、農産物を食べるとかということもそうな

んですけれども、やはりそういったものに私が携われるということをある意味で感謝をさ

せていただいて、ただ単に農業農産物といいますが、農業というのは文化、アグリカルチ

ャーなんですよね。農業は日本の文化を支えてきたと私は自負をしているわけですけれど

も、そういったものでやはり今後はお茶を通してそういったアグリカルチャーを伝えてい

きたいと思っています。そして、やはり先ほどから皆さんおっしゃっているとおり、環境

を保全する。今の景観、私のうちの周りの景観とか、環境とか、そういったものを次の世
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代に橋渡しをしていくということがすごく大事なことじゃないかなと思います。そして、

それを地域で取り組んで今の環境を次の世代に渡していく。これがやはり私は本当のＩＰ

Ｍじゃないかと思っています。

以上です。（拍手）

○大岡課長補佐 ありがとうございました。私のつまらぬ説明よりもはるかに有益で内容

のあるお話だったと思います。いま一度お二人の方に拍手をもって感謝にかえたいと思い

ます。よろしくお願いします。（拍手）

○司会 それでは、ここで短くて大変恐縮なんですが休憩をとらせていただきます。再開

はここの時計で50分から。非常に短くて申しわけないですが、50分からパネルディスカッ

ションを始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（休憩）

３．意見交換

○司会 お時間となりましたので、これからパネルディスカッションを開始いたします。

本日のＩＰＭに関するフォーラムの開催につきまして出席者を募集しましたところ、本

日100名ほどの方にご出席いただいております。

それでは、パネルディスカッションと意見交換の議事進行につきましてコーディネー

ターにお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○浅川消費者情報官 それではパネルディスカッションを始めたいと思います。私は本日

コーディネーター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の浅川

京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、本日のパネリストとして参加していただいている方を紹介したいと思います。

皆様からご覧になりまして、右側から紹介をいたします。

まず、流通業者の立場から、東京青果株式会社営業本部営業情報管理課長の加瀬正孝さ

んです。次に、イオントップバリュ株式会社取締役グリーンアイ商品本部本部長、植原千

之さん、株式会社セブン－イレブン・ジャパン物流管理本部品質管理部総括マネージャー、

伊藤友子さんです。次に、消費者の立場から、消費科学連合会企画委員の内藤英代さん、
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主婦連合会参与、和田正江さんです。また、先ほど発表をいただきましたが、静岡県袋井

市でお茶の栽培をされております農業者の荻原克夫さんです。それから神奈川県海老名市

でトマトとキュウリの栽培を主になさっております石川榮一さんです。それから専門的な

お立場から、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業総合研究センター研

究管理監の髙橋賢司さんです。最後に行政より、農林水産省消費・安全局植物防疫課長、

別所智博、それから同じく植物防疫課課長補佐の大岡高行でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

次に、進め方でございますけれども、まず初めに今ご紹介しましたパネリストの方々で

意見交換を行いまして、その後会場にご出席の皆様からも適宜、ご質問、ご意見があれば

いただきまして、全体で意見交換をしていきたいと考えております。

それでは、パネルディスカッションを始めたいと思います。

まず私の方から話題を提起させていただきたいと思いますけれども、休憩前の前半に荻

原さんと石川さんの方からそれぞれ取り組みの紹介がありました。お二方は、ご自分のな

さっておられることがＩＰＭという意識を特にせずに、日々の工夫を積み重ねてきたこと

が結果として環境にやさしい取り組みになったという説明をされていましたけれども、病

害虫の専門家のお立場から、髙橋さんにまず荻原さんと石川さんのそれぞれの取り組みに

ついてコメントをお願いしたいと思います。

○髙橋氏 お２人の取り組みは、特にＩＰＭということを意識しないで自然にＩＰＭを実

現していることになっていたようだというお話でした。最初のところでＩＰＭはどういう

ものかということで植物防疫課の方からお話がございましたけれども、肩ひじを張らない

で自然にやれるようなことをまさに実践しておられると思いました。

それで、そのきっかけが農薬ということで、これを使っていて疑問に思ったことからい

ろいろ取り組みを工夫してやってこられたというようなお話ではなかったかと思います。

ＩＰＭそのものが農薬だけに頼らない、農薬に頼り過ぎないということで、いろんな手段

を講じて病害虫あるいは雑草の防除をしていくんだということを着実にやっておられると

感じました。

具体的にお話しさせていただきますと、まず石川さん、施設園芸に取り組んでおられる

わけですけれども、まずはＩＰＭについて最初にお話がございました。３つのこと、まず

予防、病害虫にかかりにくい、病害虫をできるだけ防ぐ、そういう手段を講じて、それで

も自然相手、病害虫、生き物相手ですから、やはりどうしてもだめなことが生じてくるわ
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けですね。そのときにどういうタイミング、防除の要否という難しい言葉を使っておられ

ましたけれども、まずそれを防除しなければならないかどうか。それは経済的なことで判

断するということになるわけですけれども、つまり、病害虫にかかっても多少なら大丈夫

だと、防除しなくてもいいよという判断になることもあるわけです。

それから、どうしても防除しなければいけないときにいろんな手段を講じて防除すると

いうことになるわけです。そういう点から石川さんの場合、最初にお話になりましたけれ

ども、レジュメの２枚目のところにまとめておられます、栽培環境の整備とか、作物の体

質強化、こうすれば病気にかかりにくいということ、これらを意識していろいろやってお

られる。特に土づくり、これは土壌病害の防除、連作障害とか、そういうところで非常に

重要なことですので、やっていらっしゃる。

観察眼を磨くということで、それは先ほどお話しました防除しなければならないかどう

か、防除のタイミングですね、こういうことを的確に判断するのに必要になります。それ

から天敵のお話をされておられましたけれども、天敵を使う場合にもやはりどういうやり

方、いつ使うかが問題ですので、これもやはり観察眼を磨くことで的確にできるというこ

とになると思います。

それから、どうしても防除しなければいけないときにはどこをということで、マークを

つけて、それから必要なところをスポット散布する。これは防除するタイミングと、それ

から必要なところだけ防除する、こういうことも重要だということで実践しておられると

いうことでした。それ以外にもいろんな防除手段ということで、防虫ネットとか、そうい

うお話もされておられました。そういうことをいろいろ実践しておられるということで、

ＩＰＭという考え方を意識はしておられないけれども、実際やっておられることは理にか

なっていると理解できます。

課題のところで幾つか挙げておられましたけれども、害虫が微小化して発見しにくい。

これは非常に大きな問題で、専門用語では微小害虫といい、コナジラミなど非常に見にく

い。特に今の農家は高齢化が進んでおりまして、そういう観察しにくい害虫、難しい言葉

は難防除と言いますが、そういう害虫が増えてきている。しかも、それはウィルスを媒介

する、これまた厄介な話で問題になっております。研究的なことを言いますと、天敵の利

用、これはタイミングがなかなか難しいのですが、天敵は化学合成農薬と違って非常に効

果が長いというメリットがありますので、それをうまく使って、スケジュール的に、体系

的に防除をするというようなことも研究しております。それから、常に天敵を放飼すると
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いうバンカー法という、別の作物で天敵を増やして、常に施設の中で天敵を放出するとい

うようなことも研究としてはやっております。こういう技術開発が将来に実際使えるよう

になれればというようなことでございます。

それから、次に荻原さん、お茶を長年つくっておられるということで、茶は品質が非常

に重要な作物で、実際に使っておられる品種も「やぶきた」ということです。この品種は

品質はいいんですけれども、病害虫に少し弱いというところがあってなかなか厄介です。

荻原さんもレジュメの最初のところで、ＩＰＭ防除のポイントを具体的にお示しになりな

がら、害虫の初期発生と天候を見ながら観察する。畑をよく見ることをまず強調しておら

れました。まさにそのとおりで、この防除の要否とタイミングの重要性を意識して、それ

を実践しておられるというように受け取りました。

それから、もう一つ、地域ぐるみでの取り組みというのを強調しておられましたけれど

も、防除の効果を高めるには、やっぱり地域ぐるみで、できるだけ広い地域で取り組むと

いうのが非常に重要でございます。例えばフェロモンを利用して交信攪乱によって虫の交

尾を阻害して、オスがメスと交尾できないということでだんだんと密度を下げていく、そ

ういうフェロモンの使い方があるわけです。これは狭い地域でやっても、そこから虫が外

に出ていってしまえば実際効果はなかなか出てこないということになりますが、ある一定

地域で取り組めば効果が何倍にもなって出てきます。こういう例のように、防除をする場

合にできるだけ広い地域でみんなが協力してやるということが重要だということで、これ

も非常に理にかなったことだと思います。そういうことで、ＩＰＭを意識しないでも理に

かなった取り組みをしておられると受け取りました。

今後の課題で、農薬の適切な使用とか、二番茶の後の防除という茶独特の品質を維持す

るための防除という難しいことも意識しながらやっておられるということで、科学的に見

てもＩＰＭを実践していると受け取りました。

以上です。

○浅川消費者情報官 今、髙橋さんの方からはお二方の取り組みというのが非常にＩＰＭ

の理論にも合った取り組みであるというお話がありました。ただ、実際お話を聞きますと、

石川さんは害虫が非常に小さくなってきているという技術的な問題が今後の課題だという

お話もされておりましたし、また荻原さんは地域ぐるみで行う、地域の風習といいますか、

そういうようなものも取り込みながら、単なる技術ではなくて地域の文化として取り組む

ことが一つ課題だというお話もされていました。また消費者の方に最低限の農薬を使うと
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いうことの理解も求めたいと、これも一つ課題だというお話もありました。

さらに、冒頭農林水産省からの説明の中でも、このＩＰＭを行う際にはかえって手間や

コストというのがかかり増しになるといった取り組みでもあるという、いろいろな課題が

あるということがわかりました。そういう中で、石川さんと荻原さんにお伺いいたします

けれども、いろいろな課題がある中でこういうことが解決すれば、こういうふうになれば

もう少しご自分の取り組みというようなものが効果的にできる、もしくは苦労が報われる

のではないかということで、何かお考え、また提案、アイデアというものがあればお伺い

をしたいと思います。よろしくお願いします。

○石川氏 実は、天敵を使っているということが果たして消費者の方にどう評価されてい

るのかというのは非常に大きな関心がございます。私の場合にはトマトとキュウリですけ

れども、販売をされている方々にとって、先ほどちょっと申し上げたように、鮮度がよく

て価格が安くて、なおかつおいしい、その次に来る安全という部分をいかに、一番表に出

すというのはかなり難しいというか、理解されにくいんです。けれども、実はそうした方

法を表に出すことによって、現在の取引の中で優先取引の順位を一番にしていくという、

そういうとらえ方をしております。同じトマトやキュウリがずっと並んでいるけれども、

石川のところのグループのキュウリは、あるいはトマトは非常に安全にこだわっている。

その内容というのは、こんなことをしている。だから同じ価格だったらこちらをとるとい

う、そういう武器としての取り組みを進めております。そうしたことがさらに買われる方

にもっとわかっていただければなと思います。というのは、私どものそうした商品を買う

ことは地球の環境にも非常に役立っている。地球環境の維持に買われる方が力を貸してい

るという、そういう意識を持っていただきたい。あるいは、そういう取り組みを私どもか

ら発信をしていきたいなということで今考えております。

○荻原氏 私としては農協の問題があるんですよね。こういった取り組みというのをして

いるのが、どうしても農業というと一般的に考えられるのが農協という形になるんです。

私別に農協とけんかをしているわけでも何でもありませんけれども、情報が例えば農林水

産省とかそういうところから来るのに、そういった取り組みをしている農家ではなくて農

協の方にいってしまうと、農協の方でストップしちゃう場合がすごくあるんですよね。だ

から、個々の農業者というのをもう少し把握していただきたいなと思っております。例え

ば、今度のＩＰＭということについてもちろん知っている農協の方もいると思うんですけ

れども、うちの方ではほとんどわからなかったですね。聞いたことがあるけれども、内容
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まで理解している方はほとんどいませんでしたし、そういった農業情報、新しく今大きく

農林水産省の施策が変わってきておりますけれども、そういったものを、特に先進的な農

業者というのは農協に頼っていない面がすごくあるんですよね。そうすると情報が少し遅

れてしまうとか、広報活動も遅れてしまうとかありますので、そこら辺のことをもう少し

どうかなと思っております。

それと、我々が農業をやっているというのがもちろん自分のためで、お金を生活のため

ですからもうけることも大事なんですけれども、先ほど石川さんもおっしゃられたとおり、

我々の意識の中では、単に農業をしているということは生産しているんじゃなくて、農地

とか国土の保全とかという意識というのがすごく実はあるんですよね。そういったものを

消費者の方に理解をしていただきたいと思います。また、そういった人の農産物を買うこ

とによってエコに参加、あるいは国土の保全に参加している。先ほど、そこでジュースを

飲んだんですけれども、いろいろ木でつくったものがありまして、また、こういったペッ

トボトルではなくて紙のものがありまして、少し何か自分もエコに参加しているかなとい

う気分になりましたけれども、そういった形というのをもう少し、例えばＩＰＭの中では

広報していくという形が必要ではないかなと思います。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

幾つかご意見がありましたけれども、消費者の方にはＩＰＭがどう評価されているんだ

ろうか、評価してもらいたいという要望が出されましたし、また、これは流通業者の方に

はできればこういう取り組みをしている農産物を優先的にといいますか、取り扱ってもら

いたいという意見も出されたと思います。また、行政の方になるんでしょうけれども、情

報をどのようにＪＡに属していない農家の方にも行き渡らせるかという課題も出されたと

思います。そこからまた話をつなげていきたいと思います。まず消費者の和田さんと内藤

さんにお伺いをしたいと思うのですが、今日はＩＰＭの説明をいろいろ聞かれて、ＩＰＭ

を使ってつくられた農産物をどのように評価してといいますか、これが店頭に並んだら買

ってみようと思いますかというのが一つと、あと値段が一緒なら買うという答えだと思う

んですけれども、お値段的なものといいますか、どの辺まで許せるかというざっくばらん

なところをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○和田氏 まずアンケートでＩＰＭを知ってる人というのが、よく知ってる人と聞いたこ

とがあるという人を足すと20何％が知ってるということになってましたけど、この数字は

ちょっとどうかなと思います。さっきお話が出ましたけれど、本当に100人聞いて数人が
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知ってる人がいるかなという程度じゃないかなという気がします。そのように、ＩＰＭは

全然知らない存在だということを申し上げておきたいと思います。

それから、お話を伺ってお２人の生産者の方から本当に苦労なさりながら、石川さんは

まさに頭脳プレーなんだとおっしゃいましたし、それから荻原さんはひとりでやるという

のは大変いろんな困難があるので、今農協のお話もありましたけど地域で協力してやって

いくんだというお話ありまして、本当に頭の下がる思いで伺いました。

それで消費者として私自身どうしても疑問が残っているのは、いろいろ農業について新

しいことは、新しいとまで極端に言わなくても環境保全型農業あり、エコファーマーあり、

それから生産履歴の記録があり、トレーサビリティがあり、有機農業、これは法律ができ

ましたけれども、それから特別栽培あり、あとはＧＡＰありというので、それぞれ関連が

非常にあるんだけれども本当にどうなっているんだろうというのが正直なところわからな

いので、これを整理していただきたくて出席もいたしました。

消費者とすれば、よく言われるんですけれど、できれば国産のものを買いたい。それか

ら、できるだけ安全なものを求めたい。いろんなアンケートで３割ぐらいまで値段が高い

のならば国産を買いたいというのがよく話としては出る、アンケートの結果としては出る

んですけれど、よく言われるのは売る立場の方から、いや、あれは本当にアンケートでそ

ういうふうにつけるだけであって、なかなか消費者の人はやっぱり値段が３割まで上がる

となかなか手が出ないんじゃないかっていうことも言われます。正直なところ、今お財布

を全然考えないで買い物ができるようなそんな余裕のある生活はしておりません。安けれ

ば安いほどいい、そういうようなことは言う気は全然ありませんけれども、ある程度のお

財布で出せる範囲の値段ということになると思います。

それから、ＩＰＭでそういうつくり方をしたものを消費者がどう評価するかというのは、

そういう情報が消費者にきちんと届くかどうかということ次第だと思うんですね。話は違

いますけど、今これほどいろいろな表示の問題があり、根本的なところで表示の信頼性と

いうのが覆されてしまっているところで、本当にこれだけ一生懸命やってくださっている

農家の方のＩＰＭに対する努力とか、意味とか、これだけのことがあるんですよというこ

とがどれだけ消費者のところに正確に信頼性のある情報として、なおかつわかりやすく届

くかということによるのではないかなと思います。

○内藤氏 消費科学連合会の内藤でございます。

先ほど荻原さんが農家の方についておっしゃいましたけど、私たち消費者は大切な食料
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をつくってくださっているということで感謝申し上げております。幾ら私たちが逆立ちを

してもできるものではございません。それを頑張ってやってくださっている農家の方には

感謝の一言でございます。

それと、ＩＰＭといいましても総合的病虫害・雑草管理、私は最近またこういった短縮

した言葉が非常に出てきて、私たちがなかなか理解できないということ、今和田さんもお

っしゃいましたように、ＩＰＭという言葉は私たちにとっては初めてといってもいいよう

な言葉でございます。ただ、病虫害とか雑草管理ということについては非常に興味がござ

います。ここのところでは出ておりませんでしたけれども、お米の場合、カメムシがお米

につきますと汁を吸ってしまってお米が黒くなるということで、雑草管理が非常に今大切

だと聞いております。それで、石川さんのところのトマトですが、それをコープかながわ

に納入されているということで、私はコープかながわの組合員なんですね。海老名のトマ

トを買っているんですが、天敵でやってるという話は情報の中に出てないと思います。で

すから、できればそういった情報は消費者に正確に伝えていただいた方がいいと思ってい

ます。しっかりしたトマトで、私たちはとても喜んでおりますので。それと、生産者との

交流という話で子供たちも見ておりますので、将来的にそういう交流をされるのがとても

いいことではないかと思っております。

それと荻原さんの方で、木ですよね、農産物といいましても私たちが食べる野菜、一年

草ではなくて、こういった木が母枝ですか、そういった形で来年度の木をつくるためにど

れだけのことをされているのかということも初めて知りました。ただ、非常に最近有機茶

というのが出ておりますので、そういったお茶ってどうやってつくるのかなというのは私

はちょっとかねがね興味を持っておりましたので、こういった防除の話と有機の話とはど

こで一緒になるのかなというのがありますので、もしよろしかったら後で教えてください。

それと値段なんですが、今申し上げましたとおり、私たちは石川さんのおつくりになっ

たトマトはそのままのお値段でいただいているんですよね。そうすると、高いとか安いと

かいうことはなくて、そこに出てきた生産者との信頼のところで、いいものはいいので、

ちゃんといただくものはそれという値段ですので情報を正しく伝えて、そしていいものを

つくっていただければ私たちは値段が多少高くても、それが普通の値段として私は消費者

が受け入れられるのではないかと思っております。

ただ、私、消費者団体と出ておりますけれども、日本全国には消費者団体はいっぱいあ

りまして、目的とか理念が違います。ですから私が出てきまして、ほかの消費者団体が同
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じように考えているということではありませんので、消費科学連合会として私が意見を申

し上げていますということはご承知いただきたいと思います。

○浅川消費者情報官 どうもありがとうございました。

消費者の皆様からは、まずはＩＰＭということが情報が届いていないというお話でした

し、また、いろいろな農林水産省の政策でやっている中の整合性といいますか、どういう

ような整理をするのかというご指摘もいただきました。これについては農林水産省から答

えるということになるんですが、まずその前に流通業者の方にお伺いをしたいと思います。

消費者の皆様からはこのＩＰＭの取り組みということは非常にすばらしい、このような取

り組みが行われている農産物についてはきちんと情報が伝われば、それなりのお値段で、

もちろん財布の制約というのはあるんでしょうが買いますよというお話がいろいろあっ

て、全体的には評価がされていると受けとめましたけれども、流通業者の立場から、ＩＰ

Ｍにより生産された農産物というのは店頭で扱う魅力といいますか、そういうものがある

かどうか。また、こういうふうにすればもっと取り扱えるのにといったような、むしろ流

通業者からのＩＰＭの認知度アップですとか、店頭で取り扱うためにこうしたらいいとい

うようなご提案があったらお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○植原氏 イオントップバリュ株式会社の植原といいます。

私どもがこのＩＰＭに近い形で取り組んでいる事例もご報告させていただきながら、こ

のことについて述べたいと思います。まず、欧米では安全で持続可能な農業を目指すとい

うことでＧＡＰ、先ほど話に出ています適正農業規範に基づく管理というものが90年代の

後半から始まっております。農林水産省も生産工程管理という名前で2005年からこのＧＡ

Ｐを非常に力を入れております。このＧＡＰのまさに中核がＩＰＭなんですね。欧米の考

え方は、ドライな考え方で、経済的な面からこのＩＰＭを取り入れています。まず、防除

にかかるコストと経済的に受ける被害のコスト、これを考慮して、経済的バランスのとれ

たところで防除水準を決めています。まず、この基準を決めるということがこのＩＰＭの

重要なところだと欧米では言われています。

日本では、総合的に病害虫を管理する技術というところは確かに営農指導力を入れはじ

めていますが、そういった基準を作るなどノウハウにあたる部分などは行政や研究機関、

営農指導する部署がもう少し力を入れてこれからやっていくのが課題じゃないかなと思い

ます。まさに、こういった取り組みをきちっとお客様にお伝えできれば、非常に信頼性を

高めるものになるだろうと私どもは考えております。私どもプライベートブランドではこ
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ういった考え方を取り入れた管理をしておりますけれども、一般の農産物も含めてこうい

ったものがどんどん広がることを期待しております。

ただ、ＩＰＭというのはあくまで病害虫管理がＩＣＭといった統合的なクロップマネジ

メントという視点も、これからもっと違う意味で必要になるのかなと考えております。

私の方からは以上です。

○伊藤氏 セブン－イレブンの品質管理の伊藤と申します。

お二方のお話を伺っていて、農業というのは技術なんだなということを実感して感心い

たしました。私の返事がレベルの低い話になるんじゃないかと思うんですが、前提として

皆さんにお話ししておきたいのは、今セブン－イレブンでは直接的に野菜とかを扱ってお

りません。いわゆる、それを原材料にした惣菜やお弁当で、お客様から見たいわゆる加工

食品という形で扱わせていただいております。対象も和田先生と内藤先生がおっしゃった

ようなコープのように食に対して比較的関心の高い消費者というよりは、関心の高い方低

い方も含めて一般のお客様が私どものお客様になっていることをご理解いただきたいと思

います。その上での返事だと考えていただきたいと思います。

実は私どものお客様は食品の中での安全というものは、これは100％担保されているも

の。安全という基準から外れるものについてはもう食べ物ではないというのが、私どもの

お客様が考えていることだと実感するところです。では、このお客様の期待感の中でＩＰ

Ｍということを考えたときにお客様にプラスになるかどうかということなんですが、先ほ

ど和田先生がおっしゃっていたようにＩＰＭの精神がお客様にどれぐらい情報として届く

か。ＩＰＭを実施しているとして、それが安全性に寄与できるかというところからお客様

は判断されるのではないかと思います。

私どもは仕事柄、いろんな農家さんとかＪＡさんにお邪魔しますが、ＩＰＭというのは

一続きのプログラムの中に組み込まれないと、健全で、本当の意味で安全な農産物はでき

ないのかなということを感じています。その中で、一般のお客様がとらえると思われると

ころから流通業が何を選択するかと申しますと、安全ということと適合性が同じかは論議

があると思いますが、法律に照らし合わせて適合性のないものは私どもでは安くても使わ

ないと思います。それがＩＰＭと直接つながるかはわかりませんが、流通としてはそこの

部分に安全性を確保する一つの農業技術としてＩＰＭがかかわってくるのではないかと思

っております。

○浅川消費者情報官 卸売業のお立場からいかがでしょうか。
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○加瀬氏 どうも皆さんお世話になっております。大田市場で青果物、野菜、果物等卸売

業をしている東京青果の加瀬と申します。

私自身、このＩＰＭという横文字自体は本当に知らなくて、ただ日本語に直した要する

に病虫害あるいは雑草の排除ということですから、これはもう皆さん過去国内の生産者の

方が非常にやはり長年苦労して、どうしたらこれを排除して高品質のものを市場等、ある

いはいろんなところに流通できるかということで非常に苦労しているのは、私も過去野菜

・果物の市場での流通を30年以上携わっているのでよく知っております。それが、このＩ

ＰＭということで、今いろいろお話聞いたんですけど、これを適切にうまく活用すること

によって少しでも生産者の方の労力の負担が軽減されたり、あるいは安定した収量とか、

安定した品質が確保されるというような実例が出てくれば、卸売市場では、より積極的な

対応が可能になってくると思います。現在、確かに卸売市場では、安心で安全なものが大

前提のなかで慣行栽培の野菜とか果物の流通が主になっていますけれども、近年は、こだ

わった生産物の流通量も、年々増加傾向にあります。

以上です。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

パネリストとして行政以外の方々にひととおりお話を伺いますと、行政側の課題という

のがかなりあるのかなと感じました。私の方で整理いたしますと、まず情報の問題、これ

はそもそもＩＰＭということがどのような形で認知、ＪＡでとまっているという話も含め

まして個々の農業者にきちんと定着しているかどうかという話が一つありました。また逆

の方向になろうかと思いますが、消費者なり流通業者、今加瀬さんの方もＩＰＭをご存じ

なかったと。やはり東京青果さんがご存じなかったというぐらいなんで、本当に認知度が

少ないということで、これだけ知られてないのに評価しろといっても無理だというのが恐

らく皆様方の本音かもしれませんが、一つこの情報の問題というのがあると思います。

それから、伊藤さんの方からおっしゃられましたけれども、地域に組み込まれないとい

い農産物が生産できない。これは荻原さんの問題と共通するのかなと思いましたけれども、

やはり地域ぐるみでこのＩＰＭの体系というのをきちんと確立して、植原さんの方からも

お話しありましたけれども、これをきちんと体系化するということがあると思います。客

観的に評価をできるようになる、そのことが情報伝達にも資するのであるというお話をい

ただきましたが、この中には行政として対応しなければならない課題も非常に多いと思い

ます。今後どのように取り組むのかということについて何かご説明がありましたらお願い
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いたします。

○別所課長 それでは、少し私の仕事の領域も超えるような部分も多少あるんですけれど

も、日ごろこの件に関して政策推進する立場としてご説明をしたいと思います。

まず情報伝達で荻原さんの方から、どうも行政の情報の流れというのは市町村や農協の

ところでとまっちゃって、個々の農家までなかなか行ってないよというお話がございます。

なかなかお役所仕事という中で、やはりそういうきめ細やかなところが欠けているところ

は確かにあるんだろうと思います。ただ、実は最近役所の方も大分その辺は進んできまし

て、特に農林水産省のホームページなどをご覧いただくと、これだけ大きな組織のホーム

ページですので非常に領域が広くなおかつ深い、ページがどんどん深くなっていくという

ことでちょっと見づらいところはあるんですけれども、関心のところをクリックしていた

だくといろんなものが見えてきます。もちろんＩＰＭとか私のやっている植物検疫の話と

か、そのほかにも各局、各課の施策など、それからあと規則を改正すればすぐ出したりと

かしています。これはなかなか今度、逆に受け手になっていただく方々がどれだけ問題意

識を持ってその情報を見ていただけるかというところにもいってしまいますので、難しい

ところはあるんですけれども、そういった点の工夫もさせていただいていますので、どう

ぞ利用していただければと思います。

それから、ＩＰＭの認知度については全く知られてないと、まさにそのとおりでありま

して、これは我々大いに反省をしなければいけないというか、大いに反省をして今日のよ

うな機会を設けてみたわけです。後ほどの各種政策との関係でもちょっとＩＰＭの位置づ

けということで認知度とかかわりが出てくると思うんですが、実はＩＰＭというのは余り

製品規格ではないんですね。製品規格というのは、最後の製品が、例えば有機ですとある

程度製品規格として、工程管理ですけれども最後は表示という形になるんですけど、ＩＰ

ＭというのはどこまでやったらＩＰＭで、どこまでやらなかったらＩＰＭでないかみたい

な、そういうはっきりした線がなかなか引けないものだと思ってますので、一種の最後の

製品規格にはなかなかなり得ない。ですから、野菜にＩＰＭ野菜って表示をするとしても

その基準ができてこないものだと思っています。ですから、認知度を上げるとか、そうい

う流通業界の方や消費者の方への理解を促進するという観点で、ＩＰＭとは何かというこ

ととか、農家の方がどう取り組んでいただいているかみたいな情報というのをどうやって

発信していくか、これは非常に大事なんですけれども、最後のお買い物の場面でＩＰＭか

どうかということがキーポイントになるかどうかというのは、ちょっと正直難しいものだ
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と思っています。

先ほどの政策との関連をちょっとここで申し上げますと、農林水産省の中には例えば環

境保全型農業ですとか、有機ＪＡＳとかＧＡＰとかＩＰＭとか、いろいろ環境とかそうい

ったものなどにかかわる一種の特別なつくり方とか、農産物というものに対するさまざま

な政策があります。実は似たようなことをいろんなところから見ていろいろ言ってるとい

うところがありまして、この辺は例えば有機というものは特別栽培もそうですけど、どれ

だけ化学的なものが排除されているかということがある程度その結果として評価をされる

ものであります。ところが、それを環境へのインパクトと、つまり生産工程の中で化学的

なものができるだけ排除されたことの結果として、周辺環境への環境負荷が下がるという

意味では環境保全型農業ですし、また、有機をやるというのは単に化学的なものを一切使

わない、だったらかわりにどういうものを使って、どれだけの品質と収量を上げていくか

ということになると、これはかなり厳しい生産工程管理、プログラムを自らつくってしっ

かり実践していかなければ、ちゃんとした有機農産物というのはできないわけで、これは

まさに生産工程管理の問題ですので、ＧＡＰにもつながっていくようなものなんですね。

ですから、そういう意味ではいろんなものをいろんな方向から見ていて、しかも農林水産

省の、これは我々反省しなきゃいけないのは、そこのところをきちんとわかりやすく説明

してないがために、いろんなものがいろいろありますね、関係がよくわかりませんね、一

体何なんですかというところになっちゃってるんだと思います。そういったところは我々

少し皆さんへの情報伝達の仕方、説明の仕方というのをもっとわかりやすく整理をしてや

っていかなきゃいけない。そのためには、自分たちの頭を整理しなきゃいけないんで、自

分たちが頭整理できてない人間が幾ら説明してもわかってもらえないんで、まず農林水産

省自身がきちんと自分たちの政策をきちんと体系立てて説明して、整理をしてお伝えをし

ていくということが大事なんだと思います。この辺は私の仕事の領分から相当超えた部分

です。

それで、ＩＰＭなんですけれども、いわば、例えばＧＡＰにしても有機にしても環境保

全型農業にしても、やはりそういう生産工程というものをきちんと管理をしていかないと、

そういったきちんとしたものにはなっていかない。ですから、ＧＡＰというのはそういう

意味では非常に、そこの底流になるものだと思っています。先ほどイオンの植原さんの方

から、ＩＰＭはＧＡＰの中の非常に重要な要素だよというお話がありました。まさにその

とおりでありまして、ＧＡＰの生産工程管理というのは、いろんな生産の始まる前から全
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部生産ができる最後のところまでのトータルの管理ですけれども、その中から防除という

ものを切り出して、そこをぐっと拡大して、さらにさらに細かくどういう工程管理をした

らいいかというのをやるのがＩＰＭでありまして、そういう意味ではＧＡＰとＩＰＭとい

うのは非常に近しい関係にあるということです。

それで、ＩＰＭというのは単に例えば化学農薬を減らすとか何とかということよりも、

いろいろな防除方法もそうですし、さっき予防の問題もありましたけれども、そういった

総合的なものをベースにして、収量とか品質とか、あるいは環境保全というものをどうや

って技術的に築き上げていくかという裏づけとなる技術的な基盤を、例えばＧＡＰにして

も環境保全型農業に対してでも、有機に対してでも与えるものだと思ってます。ですから、

ＩＰＭが単独で存在しているんではなくて、ＩＰＭがむしろそういったさまざまなそうい

う政策の中の技術的基盤を与えるベースになるものだと考えています。これから推進する

に当たっても、単にＩＰＭ、ＩＰＭと我々が念仏のように唱えても、それだけではいけな

くて、実は今日の議論の中で出されているほかの政策との関係は一体どうなんですかって

いうところの整理から始めるところが、認知度を上げていく上で一つのポイントなんだろ

うと考えております。

ちょっと雑駁なお話ですが以上です。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

ＩＰＭというのはまさに方法ということで、ケース・バイ・ケースという中で工夫され

ていくという、そういう性格からなかなか製品規格にはなじまないという説明がございま

したし、またいろいろな政策との関連については今後このＩＰＭをうまく有機的に連携づ

けて、ほかの政策とともに進めていきたいという説明がございました。実際、石川さんと

荻原さんのお話を先ほど聞きましたら、できたものの販売ですけれども、そのキーワード

というのを私なりに考えますと、やはり消費者との間で顔の見える関係という中でこのＩ

ＰＭ、こういうことをやっているんだという情報を伝達しながら売っていると考えます。

そういうことから考えますと、やはりＩＰＭというのは大量流通になじまないといいます

か、なかなかその規格化が難しいということになりますと、そういう直接顔の見える関係

という販売方法にならざるを得ないということなのでしょうか。その売り方について何か

ご意見等ありましたら、農業者の方にお伺いしたいと思うんですけれどもいかがでしょう

か。

○石川氏 ＩＰＭというのは確かに、いわゆる生産物をつくる工程の中の一つの手段だろ
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うと思います。そういう意味で大量生産になじまないのかというと、実はそうではなく、

逆のことだろうと私は思います。例えば非常に広い面積である害虫あるいは病気が発生し

たときに、たくさんの農薬を使用しなきゃならないという場合に、このＩＰＭの利用の中

でやれば、ひょっとしたらその半分なり、あるいは３分の１で済む可能性って十分あるわ

けです。そういう意味で私はむしろ小さい面積よりも大面積の方がこのＩＰＭに非常にな

じみやすい。ただし、その理念がそれぞれの農家に十分理解をされないとなかなかできな

い。さっきの荻原さんの話のように、まさにそのことが地域ぐるみでなければうまくいか

ないだろうと思います。

それから、先ほどの情報伝達のところで、こういうことを言うと本当に農協の方に申し

わけないんですけれども、実は予察の情報というのは絶えず出てきます。この予察情報の

提供先というのは、それぞれの防除所から指導機関で流れていくだろうと思います。農協

もその一つだろうと思うんですけれども、たとえどんな情報であっても、その情報という

のが受け取った人のいわゆる考え方で次に流れていくのか、それともそこでとまってしま

うのかが決まるだろうと思います。実はそういう意味で、私は怒られちゃうんですけれど

も、直接情報が私のところに入るように実は仕組んであるんです。通常はそれぞれの指導

機関、農協も含めて流れるんですけれども、私のところに直接流れるようにしております。

私のところに流れた情報を私のグループがありますから、私がグループのところに、実は

今こういう情報が入ってるからちょっと気をつけてよということで、そういう情報の流し

方をしております。そういう意味では、組織としてその情報をどう流していくかという一

つの課題でありますけれども、申しわけないですけれども、一つ飛び越して情報を私はと

っております。それがいいか悪いかの判断は私のことでやっていきたいと思います。

そういう意味で、製品に対するＩＰＭの情報というのは、私どもはなかなか伝えにくい

ということはあります。実は大変興味深いことが一つございました。これは生協さんとの

交流会の中で子供さんがおいでになられる機会というのが非常に多いです。実はトマトの

ことなんですけれども、トマトに私ども面積が多いですから当然マルハナバチを使ってお

ります。マルハナバチ、ご承知のとおりセイヨウオオマルハナバチは特定外来生物の指定

をされて、いろんな規制を受けておりますけれども、実は今まで子供たちはトマトを輪切

りにしたときにトマトの種がどうなってるのかなというのがよくわからなかったんです

ね。私のところへ来て説明しますと、実はこのトマトの種、うちへ帰ってから乾燥させて

冷蔵庫の中へ入れて休眠させて、もう１回まくとちゃんと芽が出るよというと実はびっく
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りしてるわけですね。そういうところでなぜマルハナバチを使ってトマトができ上がって

きて、そのトマトがなぜおいしいのか。なぜそれが自然に最も近いのかっていうことが子

供たちにようやくわかってもらえました。実は親の方に伝えるよりも、子供たちにそうい

うことを伝えた方が意外と早く伝わっていくということがあります。

それからもう一つは、実はこれはちょっと私ごとで恐縮なんですけれども、私が天敵を

使っているということで何年か前に「僕は農家のファーブル」ということで、小学校の高

学年向けの夏休みの課題図書に指定されました。たしか大変な数の子供たちが読んで、そ

のうちの何件かが順位に入賞されて私のところにその原稿が届けられたことがあるんで

す。そういうことをきっかけに、僕は今までトマト嫌いだったんだけどトマトを食べてみ

たいということで私のところに手紙をいただいて、私はトマトを送ったということがあり

ます。そういうところから、実は小さい虫なんだけれども、非常に農業に役立っている。

それから虫というのは随分いろんな仕事をしてるんだなということを子供たちがわかって

くれたということ。そういうところから、まさに小さい取り組みかもしれませんけれども、

このＩＰＭの中で天敵あるいは昆虫が、私どもの生産物を守ってくれるんだ、あるいは生

産物をつくる場合に昆虫が非常に大きな役割をしているんだということをわかってくれた

点では、私は消費者に少しだけ、ＩＰＭの仕組みがわかってくれたのかということで、ち

ょっとほっとはしております。

以上です。

○荻原氏 今、質問のことでちょっとあれなんですけれども、先ほど内藤さんが言われた

有機って一体どうなのというところで、ちょっとそれも含めてお答えしたいなと思うんで

すけれども、ＩＰＭを普及させるためには、やはり有機農産物とＩＰＭの農産物というの

をはっきりした方がいいと思います。それと、やはり今世間では有機農産物というのがも

のすごくあふれてますよね。だけど、有機農産物になじまない農産物というのがあるわけ

ですね、どうしても。永年作物とかというものはね。何でも有機であればいいわけではな

いんでね。そこら辺の区別というのはした方がいいんじゃないかなと思います。

それと、有機農産物はイコール化学合成農薬は使わない、じゃ、農薬は悪だというふう

なことになってきますけれども、昨年の５月ですか、今年でしたっけね、一律基準が決ま

ったのがね。これが0.1ppmですね。

○浅川消費者情報官 0.01ppm、昨年ですね。

○荻原氏 0.01ppm、昨年でしたっけね。朝ズバで言うかと思ったけどほとんどみのもん
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たは言わなくて残念だったなと思ってね。柴田君が言ったのがそれだけでしたんでね、影

響力がないなと思ったんですけどね。それが一体どんな数字なのかというのはほとんどわ

からないですよね。２５ｍプールの中に２～３㏄ですよね。それが日本の基準なんですよ、

農薬の。その農薬というのも今ほとんどものすごい厳重な管理をされていて、試験をして

出てきて人体に影響がないということが1,000倍液とか1,500倍液、普通の使用方法に従っ

ていれば何の問題もないということが現実にあるわけですよ。そして、その基準が0.01pp

mということで、それはとんでもない数字だということをもう少し消費者の方にわかって

いただきたいなと思います。農林水産省もその点の広報が不足しているんじゃないか。大

体この中（講堂）にいっぱいくらい水入れて、この中に２～３㏄入れたぐらいでしょう、

農薬の濃度が。それって一体どうなのというね。それを、その程度の農薬の濃度と有機と

どちらが安全なのかな。有機農産物で堆肥を、私ね、堆肥はやってるんですけど、豚フン

とか牛フンとかフンの堆肥は使わないですね。木切れとか、お茶から出たものとか、くず

とか、そういうものしか使ってないです。だってフンの方が危険でしょう、牛とか畜産物

の。そんなこと言うと畜産の方に怒られちゃうから言わないですけど、それ以上は。だか

ら、果たして有機が安全なのか、0.01ppmの基準の中でやっている農産物は果たして危険

なのか、その比較軽量ですよね。その点をはっきりした方がいいと思うんですよね。だか

ら、それをやはり農林水産省はＩＰＭを今後進めていくんだったら、きちんと説明をした

方がいいんじゃないかなと思っています。

それと、やはり有機農産物に有機でなきゃだめだっていう人もやっぱりいますけどね、

私なんかこれは一種の宗教だなと思っていますのでね。それよりも、やはり先ほど東市（東

京青果）の加瀬さんがおっしゃったように、こだわっている農産物というのがやっぱり今

そういうふうな方向がすごくあるんですよね。だから、そういった有機というふうにひと

くくりにされた産物よりも、例えば石川さんのトマトだとかというふうに、ここで私のお

茶とか言わないところにいいところがあるんですけどね、そういうふうな形でそういった

個人、どういうふうな農産物、作物に対して意識を持っているかということを、それを買

っていただきたいと私は思っています。ちなみに、私今年サミットストアで売ってるお茶

は316品目の農薬検査で合格しておりますので、農薬は安全でございます。そういうふう

に、そこら辺をやっぱり言っていきたいな。今後ＩＰＭを進めるんだったらそこら辺もお

願いします。そう思っております。内藤さん、いいでしょうか。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。
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さて、意見交換を今までいただきましたけれども、もうそろそろ時間も迫っております

ので、このあたりで会場に出席していらっしゃる方々にもご参加いただいて意見交換を行

いたいと思います。ご発言される方は挙手をしていただきまして、係の者がマイクをお持

ちいたしますので、できればお名前と、差し支えなければ所属の方を言っていただければ

と思います。また、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、ご質問、

ご意見とも手短にお願いしたいと思います。

それでは、どなたかご意見、ご質問ありましたらよろしくお願いします。はい、どうぞ。

○八巻氏 福島の伊達市から来ました八巻といいます。先ほどからお茶と施設野菜のお話

を聞いたわけなんですが、私どもの方ではコンフューザーを使いました果樹の特に桃、リ

ンゴ関係なんですが、この関係をちょっとご紹介させていただいて皆さんのご意見を求め

たいと思うんですが。

私どもで平成４年からコンフューザーを利用しまして、伊達市の場合には桃が中心なん

ですが、平成10年に大幅に普及拡大をしまして、平成19年についてはもう桃の栽培面積が、

伊達市、桑折市、国見市あわせて大体900ヘクタールくらい一応あるんですけれども、80

％以上のコンフューザーを使った取付面積になっております。そういった意味で、今回の

ＩＰＭも含めての複合フェロモンを利用した栽培の事例としては特化的になっているんじ

ゃないかと思っております。そういう面でお話をさせていただいたわけなんですが、ただ

残念なことに殺虫剤削減でありますけれども、殺菌剤が従来どおりの防除ということにな

っております。特に、特異的に出てきましたのがコガネムシとかカイガラムシとかいうよ

うな害虫であります。ただ、そうなりますとこの虫を今度たたく殺虫剤を散布しなきゃな

らないという場面が出てくるわけなんですが、そういった課題も出てまいります。

それから一方、野菜関係ではキュウリの防虫ネット栽培ということで、これもまだ数は

少ないんですが増えてきております。これもホモプシス根腐病というような立ち枯れ性の

急性萎凋症のものを防ごうということから発端したものでありますが、そういった面で果

樹・野菜含めていろんな場面で方法を講じられたということであります。特にＩＧＲやＢ

Ｔ剤を利用したものも防除体系に組み入れられるということであります。そういった農産

物は、今日来ております東京青果さんの方に高く売ってもらっておりますので感謝を申し

上げたいと思いますが、特に先ほどから申し上げるこだわり農産物について、ちょっと東

京青果さんに今後の取り組みについても若干お話を聞かせていただければと思いますので

よろしくお願いしたいと思います。
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なお、私は日本ＧＡＰ協会の指導員と審査員を兼ねておりますので、その意味でもお聞

かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○浅川消費者情報官 じゃ、加瀬さん、よろしくお願いいたします。

○加瀬氏 はい。ご出荷のほどどうもありがとうございます。市場での価格形成というこ

とで非常に皆さん関心があると思います。野菜・果実等に関して市場での価格形成にかか

わる要因はいろいろあるんですけれども、基本は販売時点の需要動向と供給動向、それに

加えて品質が非常にかかわってきます。それで生産者の皆さんは、いろんなこだわりをも

って高品質の青果物の生産に努めていると思います。ＩＰＭを活用して栽培に取り組み、

農薬の散布回数が減ったとか、収量、品質が安定、あるいは上がったとかに繋がれば素晴

らしいことです。実際、供給も多様化していますけど、それ以上に需要者のニーズも多様

化しており、多様化した受容者の方々に対応するために、弊社でも従来の慣行栽培以外の

こだわった栽培方法等により生産された青果物に関しては、より詳しい説明や情報等を付

けて販売に努めています。弊社で言うと個性園芸事業部という部署でこだわりの青果物を

積極的な取り扱いをしております。まだ実際は、弊社総体の取扱量から見ると全体の５％

もないような中で動いていますが、事業部ができて１０年ほど経ち、初期の頃と比べると

３倍ぐらい伸びていますので、今後も市場流通においてもこだわった農産物の流通量は増

えていくと思います。よろしいでしょうか。

○浅川消費者情報官 よろしいですか。

それでは、そのほかにご質問、ご意見などございますでしょうか。どうぞ。

○小林氏 兵庫県の行政に携わっております小林と申します。消費者の内藤さんと和田さ

んにぜひお聞きしたいんですけれども、今日ＩＰＭということで施策的な定義づけ、それ

から生産者から自分たちはＩＰＭをどういうふうにとらえているよという説明があって、

あと、なおかつ流通業者さんからもＩＰＭのとらえ方というのがいろいろ出てきたと思う

んですけれども、それらのいろんな言葉を聞いて、和田さんなり、内藤さんなりの中で、

じゃＩＰＭというのはどういうふうに定義づけられたのか、それをちょっとお聞かせ願い

たいなと思います。短い言葉で結構ですので、ぜひお願いいたします。

○内藤氏 私は原則的に農薬は悪いものだとは思っていません。先ほど一番初めに大岡さ

んがお話しになったように、日本という国の天候その他を考えますと最低限の農薬は使わ

なければならないだろうと、そう思っておりますし、農家との交流の中でもそう思ってい

ます。ですから、このＩＰＭの状態の中で定義づけとおっしゃいましたけれども、私は普
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段の私の生活の中でＩＰＭというのはもう一々何とかということは考えませんで、今の状

態のままで私は生産物を買うつもりでおります。0.01ppmの話もあるんですが、非常にこ

だわりのある消費者も確かにいます。ただ、その0.01ppmがどういうものであるかという

こともわからないで、ただそれを振りかざして農協の直売所にいらっしゃるお客様もいら

っしゃいます。ですから、そういったところで厚生労働省とも農薬というものはどういう

ものであって、本当のクリスブレストの部分についてもやはり消費者に正しい理解をして

もらうような方法は必要かと思っております。これでよろしいでしょうか。

○和田氏 短い言葉で申し上げるのは非常に難しいと思うんですけれども、やはり、繰り

返しになりますけれども、お２人のような努力をしていらっしゃる方のお話がもっと広が

っていくということで消費者の方も理解が深まっていくと思います。製品規格にはならな

いわけですから、そこのところでの、それでもなおかつ情報の伝達というのが大事ではな

いかなと思います。それで、ここの場所（講堂）いっぱいに２～３滴の、０．０１ｐｐｍ

の農薬が危険で、有機と名がついていれば全部問題がないというような言い方は決してす

るつもりはありませんけれども、有機ＪＡＳをとるというのはもう大変なことですので、

きちんとしたものであれば有機はそれなりの存在価値がきちんとあると思います。今日は

たしか消費者の部屋で「有機農業」をやってますよね、私は帰りに寄りますといって今通

ってきましたが、２つに割って、こっちが危険で、こっちが問題なくてというような短絡

的な考え方ではなくて、それぞれの特徴、それぞれの生産者の方のご努力、これは生産者

の方ご自身の健康のためでもあると思うんですね。それがある意味で一番生産者の方にと

っては大きなことだとも思いますので、それぞれのところで情報を正確にいただきたいと

思います。どこのだれがつくったという名前が書いてあるから信用できるかといったら、

そうはいかないわけですよね。今荻原さんがおっしゃったようにちゃんと検査がしてあっ

て確かなものならいいですけれども、そうじゃなくて、写真まで張ってあるものがありま

すけれど、写真があれば信用できるっていうもんじゃないよねってよく言ってます。だか

らやはり産直とか、生協とかというところだといろんな情報が行き来しますけれども、普

通の市場流通のものというのはやはりなかなかそれが難しいけれど、その情報はできるだ

け提供していただいて、なおかつ信頼できるような形にしていただきたいと思います。そ

れだけでございます。

○浅川消費者情報官 ありがとうございます。

予定の時間を過ぎてしまいましたけれども、何かありましたらあとお１人ぐらい。はい、
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後ろの方、どうぞ。

○田中氏 長野から来ました田中といいます。

ＩＰＭという何か横文字で難しく、そしてまた農水の方もこういうような方皆さんお集

まりで、難しくやってるようですが、ここのタイトルにもあるように環境に配慮したとい

う部分をもうちょっと考えてみると、例えば日常生活の中で近くのスーパーに行くのに車

で行くと、自分は自転車で、自分は歩いていく。ＩＰＭというのは、いみじくも石川さん

も荻原さんもおっしゃったように自ずとできてた。振り返ってみたらＩＰＭだった、そう

いうような軽いもんじゃないのかな。ですから、それをあえて流通に云々ということにな

るとちょっと次元が違ってきちゃうんじゃないか。もちろん、大事なことですから、これ

はまず生産者がさっきもおっしゃったように生活に、自分の体にもいいことなんだから、

やろうよというその教育をしていかなきゃいかんじゃないのかと思います。

それから今一つ、今日の中で環境という部分がすっかり抜けてましたが、私は同じぐら

いに環境の方もここにおいでになって、ＩＰＭの大事さというものを説明して欲しかった

なと思います。ちょっと余分になりますが。

○浅川消費者情報官 ご指摘ありがとうございます。やはりＩＰＭというものの必要性な

り認知度というのを高めるためにいろいろな方にも参加していただいた方がいいのではな

いかというご意見、受けとめさせていただきます。

別所課長から何か、情報伝達その他についてございますか。

○別所課長 今の方のご意見でも、やっぱり生産者の意識がまず大事だよというお話がご

ざいました。やはり生産者の方で広く、これは先ほども大面積になじむ技術だという石川

さんのお話もありました。そういう意味では、生産者に広く取り組んでいただくことが非

常に重要だと思っております。ただ、そういった観点からいきますと、やはり生産者の方

の取り組みに対する、やはり流通や消費者の方々の評価というのがまた生産者の意欲を喚

起することになっていくと思いますので、そういった相互の関係というのは非常に大事な

んだと思います。

そういった中で、やはり情報伝達ということもございます。ＩＰＭの情報をどうやって

消費者まで伝達していくんだということがやはり大きな課題になるんだと思います。私、

先ほど製品規格へはなかなかなじまないものだということを申し上げました。ただ、今の

流通業界の中でかなり製品規格ということもありますけれども、むしろ生産工程管理とい

うものがどれだけきちんとなされているかということを非常に重視されつつあると理解を
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しております。そういった中で、例えばスーパーさんが産地を選択、取引先を選んでいく

中でＩＰＭを含めた生産工程管理というものを評価していただいて産地を選んでいただく

というようなことが、大規模にもなじむ技術でありますし、そういった将来性というのが

一つ考えられるんではないかということで、ぜひ今日ご出席の流通業界の方々にはそうい

う視点から評価をしていただければありがたいと思います。例えば店頭の一種の表示の中

で、野菜とセットで産地の生産工程管理が紹介されていて、消費者の方はそれを買うとき

にはなるほどということを見て選んでいただける、そういう関係ができていくと非常にい

いのではないかなということを私は考えております。ただ、そのベースになるのはやはり

ＩＰＭというものをもう少し広く、ＩＰＭという言葉でなくてもいいんですけれども、そ

ういった農業技術の一つの体系として、そういった生産者が努力する技術体系というもの

をもう少し広く知っていただくことが大事だし、そこに我々努力していかなければいけな

いんだと考えております。ありがとうございます。

○浅川消費者情報官 荻原さん、どうぞ。

○荻原氏 今まで農業というのが我々生産者のサイドから見ますと、生産はもう農家が一

生懸命やればいいんだ。販売は農協が一生懸命やる。だから消費者と生産者というのはそ

んなに接点つくらなくてもいいんだということがずっと言われてきたわけですけれども、

今ずっとお話の中でもやはりそういうことじゃなくて、もう少し生産者側の情報ももっと

開示しなくちゃいけない、消費者の情報ももっと生産者の方へ欲しいということが今もう

常識になってきている状況の中で、農協の立場というのをもう少し農林水産省サイドもよ

く考えていただいて、こういったＩＰＭを推進する中で農協はどうなっていくんだという

ことをもう一度考えていただきたいと思っております。蛇足ですけれども、よろしくお願

いします。

○浅川消費者情報官 ありがとうございました。

４．閉会

○浅川消費者情報官 さて、活発にご発言をいただいておりますけれども、予定の時間も

過ぎておりますので、そろそろ本日の説明会を終了させていただきたいと思います。本日

はさまざまな立場の方が一堂に会して議論することで理解が少しは深まったのではないか

なと思っております。会場の皆様方にもご議論に参加していただきまして、感謝しており
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ます。

では、以上をもちまして、環境に配慮した病害虫の防ぎ方、総合的病害虫・雑草管理に

関するフォーラムを閉会いたします。

なお、お帰りの際にアンケートを回収いたしますので、ぜひご協力をお願いしたいと思

います。また先ほど、もう既に和田さんから紹介がありましたが、１階の消費者の部屋で

有機農業の展示もしておりますので、時間に余裕のある方はぜひお立ち寄りいただければ

と思います。

では、長時間にわたりどうもありがとうございました。これで閉会をさせていただきま

す。（拍手）


