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＜参考配布＞

農林水産省植物防疫所（パンフレット）

植物検疫のしおり

ご存じですか？このルール 持ち出さないで！そのヤサイたち（冊子）

植物検疫ってなあに ―食と緑を守るために―（冊子）

植物検疫（クリアファイル）

食品安全エクスプレス

アンケート用紙 ほか
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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、ありがとうございます。

ただいまから、「見て！聞いて！植物検疫～海外の病害虫から日本の農産物を守る～」

意見交換会を開催いたします。

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・安全局の鈴木と申しま

す。よろしくお願いいたします。

植物検疫制度は、海外等から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す。特に、多くの農産物を輸入しています我が国にとっ

て重要な制度です。本日は、植物検疫の取り組みの現状についてご理解を深めていただく

とともに、その課題などについて、さまざまな立場の方々と活発な意見交換を行いたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして、資料の確認をお願いします。お手元の封筒をご覧ください。

まず議事次第、座席表、資料としまして、資料１「植物検疫の現状とその課題」、資料

２「見て！聞いて！植物検疫 植物検疫の現場から」、あと参考配布として、植物防疫所

のパンフレットのほか、しおり、冊子などを入れております。また、後ほどご紹介ござい

ますが、ＪＡ大阪泉州様から特産農産物の紹介ということで資料を１枚同封しております。

不備等がございましたら、お近くのスタッフの方にお申し出ください。

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同封しております。

現場見学にご参加いただいた方には、先にお配りしました黄色いアンケートと同時に、お

帰りの際に記入をして置いていっていただきたいと思います。また、ファックスでも受け

付けておりますので、用紙に記載してあるあて先へお送りくださいますよう、よろしくお

願いいたします。

続きまして、本日の進行についてご説明します。

本日は、植物検疫に関する意見交換会です。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・安全局植物防疫課長から、植物検疫の現状とその課題につ

いて、スライドで20分程度説明いたします。引き続き、神戸植物防疫所関西空港支所長か

ら、植物防疫所での業務について20分ほど説明をいたします。その後、休憩を挟みまして、

パネルディスカッションに入りたいと思います。パネルディスカッションを行った後に会

場の皆様からのご意見をいただき、意見交換を行いたいと思います。終了は１時30分を予
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定しております。なお、長時間となりますが、昼食等の用意はしておりませんので、あら

かじめご了承をお願いいたします。

また、本日の意見交換のこの会場の風景をビデオなどで収録させていただきまして、後

日、情報の材料として使わせていただきたいと思います。もし万が一、録画などはちょっ

と嫌だわというような方がいらっしゃいましたら、後ほど私の方にお申し出いただければ

と思います。また、休憩時間に喫煙される方は、所定の場所での喫煙をお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

２．植物検疫に関する情報提供

（１）植物検疫の現状とその課題

○司会 それでは、初めに、植物検疫の現状とその課題について、農林水産省消費・安全

局植物防疫課長の別所から説明いたします。よろしくお願いいたします。

○別所課長 ご紹介をいただきました、農林水産省消費・安全局植物防疫課長の別所でご

ざいます。今日はご参加いただきまして、大変ありがとうございます。これから20分ほど

お時間をいただきまして、植物防疫につきまして、その全体をご案内させていただきたい

と思います。

今日は、現場見学にご参加いただいた方は、関西空港で輸入検査の現場をご覧いただき

ましたが、そのほかにも私ども、いろんな仕事をしております。そういったことを含めて

ご紹介をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今日は、３点ほどに分けてご紹介申し上げますが、まず植物検疫全体について、それか

ら制度について少しご説明した後、 近の課題ということで国際化への対応ということで

お話を申し上げます。

まず、植物検疫ということで、植物検疫の必要性ということなんですが、ここにありま

すように、農作物を有害な病害虫から守るということが植物検疫の大事な仕事でございま

す。厚生労働省が食品の安全性ということで、食品の検疫所などで残留農薬などの検査も

行っておりますが、そちらの方と私どもの植物防疫ということが、なかなか区別をしてい

ただけないことが多々ございます。私どもは、日本の国内に病害虫が外国から入ってきま

すと、国内の農業生産が被害を受けて難しくなるというようなことを防止するということ

でございます。そういう意味では、例えば野菜とか果実の検査をいたしますが、食べて安
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全というものと少し視点が違うということをご理解いただきたいと思います。ただ、 終

的には国内の農業生産の安定を目指すということになりますので、皆様方への食料を供給

していく、量的な安全を確保するという意味では、消費者の皆様方にもつながる仕事だと

いうことをご理解いただきたいと思います。

特に、我が国に発生していない未発生の病害虫が国内に入ってきますと、非常に大きな

被害が考えられます。それから、我が国の中にも一部に存在する病害虫がございます。こ

ういうものが全国に拡散していきますと、またいろいろな問題が出てまいります。そうい

う意味で、輸入植物の検査などを行っております。それで、有害な病害虫が見つかれば消

毒などを実施しているということであります。

ちょっと歴史の話になってしまうんですが、1840年代に、これは有名な話として、アメ

リカのジャガイモの病気がアイルランドに侵入をいたしました。アイルランドのジャガイ

モが壊滅的な被害を受けまして、当時、ジャガイモ飢饉ということで100万人の方がお亡

くなりになったり、人口が大幅に減ったというような、現代の時代に照らしてこういうこ

とが簡単に発生するということではないんですが、古い時代の話としてはそういうことが

ございました。

それからもう一つ、これはワインのお話なんですが、アメリカの病害虫でフィロキセラ、

これはワイン用のブドウの根につく害虫であります。アブラムシみたいな害虫だと思って

ください。これが、アメリカのブドウは抵抗性があったんですが、ヨーロッパのブドウは

この害虫に対して抵抗性がなかったのです。それがヨーロッパに入りまして、ヨーロッパ

のワイン用のブドウがほぼ全滅をしました。今どうなっているかというと、アメリカの抵

抗性のあるブドウの台木を使って、その台木にヨーロッパの品種をつないで栽培をして、

ヨーロッパのワインのブドウの生産が復活したというようなことがございます。かなり大

きなお話ではありますけれども、植物検疫というのはそういうことが起こらないように守

っているんだということであります。

我が国にもいろいろな例がございまして、これはＮＨＫの「プロジェクトＸ」でも取り

上げられたので、ご案内の方がおられるかもしれませんけれども、沖縄にウリミバエです

とか、ミカンコミバエ、これはハエなんですけれども、果物、あるいはキュウリとかそう

いう果菜類、野菜の中でも実のなる野菜につく害虫であります。これが熱帯性の害虫であ

りますので、沖縄などに侵入をいたしまして、それを防除いたしました。25年かけて、25

4億円、63万人と大きな数字が並んでいますけども、非常に大きな予算と労力をかけて、
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ようやく根絶したというような歴史がございます。

そういうことで、植物検疫というものを私どもは実施しているわけですけれども、植物

検疫は大きく分けまして、国際検疫と国内検疫に分かれます。国際検疫の場合は、輸入検

疫と輸出検疫の２つに分かれます。今日、特に関西空港で検査をしていますのがこの輸入

検疫ということでありまして、輸入される植物を検査して、病害虫がないかということを

チェックしています。それから、また後ほどご説明しますが、輸出検疫というのは、日本

から植物を輸出するときに相手の国に病害虫が入らないようにするということ、つまり植

物検疫というのは、各国相互に協力しあってやっているんだということをご理解いただき

たいと思います。

それから、国内検疫ということで、これは日本の国内の中で一部発生している病害虫な

どが広がらないようにするということです。

それから、侵入警戒調査ということで、外国から紛れて入ってくるような病害虫が日本

に入っていないかというようなことを、警戒調査などの実施をしております。

それに携わっておりますのが植物防疫所でございまして、全国に865名の植物防疫官が

おります。関西空港にもありますし、この関西地区ですと神戸が本所になっていまして、

神戸が中心になっております。全国の空港や港に、そういう植物防疫官が配置されている

ということであります。

検疫制度の概要についてちょっと踏み込んでまいりますが、植物を輸入するときには、

このどれかに当てはまります。（スライド１１参照）

原則輸入禁止というのがあります。これは、例えば東南アジアの熱帯性の果実とかそう

いったものが多いのですけれども、ミバエなどは、入ってきますと非常に被害が大きいこ

とに加えて、水際の空港や港の検査でなかなか発見しにくいというものがございます。そ

れから、病害虫そのものとか、それから土、―土には非常に病害虫の塊みたいな部分が

ございますので、そういったものは原則輸入禁止にしております。後でちょっとご説明し

ますが、輸入禁止なんですけれども、条件をつけて輸入が認められるケースもあります。

そういったものはございますが、基本的に輸入禁止のものです。

それから、検査を受ければ輸入ができるというものがあります。これは病害虫の検査を

受けて、病害虫がなければ合格、病害虫が見つかると不合格になります。不合格になった

ら、捨てたり、積み戻したりしますけれども、多くは消毒ということでくん蒸などの処理

をいたしまして、病害虫を殺した上で輸入が認められるということもございます。
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それから、検査対象外というのがあります。これは、加工品とか加工食品など、熱とか

がかかって、病害虫という意味ではまず入ってこないというようなものは、そもそも輸入

検査、植物防疫という観点からの検査の対象外になっております。ただ、食品であります

と、当然のことながら、厚生労働省の食品検疫の対象にはなってきます。

それから、輸出検疫のお話になります。輸出検疫は、日本の農産物などを相手国に輸出

するとき、当然その相手国でも同じように植物検疫をやっておりますので、日本から病害

虫が入ってもらっては困るということになります。そういったことで、相手国のいわゆる

植物検疫条件に日本の農産物が適合しているかどうかというのをチェックいたします。大

体、輸出検査というのを行いまして、病害虫などがないということで合格をいたしますと、

植物防疫所が証明書を発給して、輸出が行われるということであります。この条件という

のは、病害虫というのはどういうものが各国にいるかというのが違いますので、各国それ

ぞれ条件が違ってきます。ですから、その相手国の条件に合わせて、私どもは検査をいた

します。

それから、国内検疫です。国内検疫は、１つは種苗検疫ということで、これは主に種バ

レイショについてやっているんですけれども、ジャガイモはイモから生産しますけど、こ

の種となるバレイショに病害虫がついていますと非常に被害が大きくなりますので、この

種バレイショについての検査を行っております。それから移動規制ということで、これは

後ほどちょっとご説明しますが、特定地域の病害虫が広がらないようにということであり

ます。それから緊急防除ということで、これは外国などからもし病害虫が侵入したときに、

急いで防除をいたしまして、広がりを防ぐというようなことであります。

移動規制というのはどういうことになっているかというのを、１つの例として沖縄のお

話でご説明いたします。

沖縄では、カンキツグリーニング病という病気があります。これは、みかんとか、シー

クワーサーとか、そういうかんきつが緑のまま成熟しなくなってしまう、それでグリーニ

ングという言葉なんですけども、そういう特殊な病気が発生をしております。苗木ですと

かそういったものについて移動します。それから媒介昆虫がいまして、病原菌を媒介する

ミカンキジラミという昆虫がいます。そういったものが、発生しているところから未発生

のところに広がらないように、かんきつなどの苗木については検査をしないと持ち出せま

せんよというようなことを行っております。

それから、緊急防除としては、これはサツマイモの害虫の例が多いんですけれども、イ
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モゾウムシとかアリモドキゾウムシ、これは一種のサツマイモの病害です。そういったも

のが屋久島とか鹿児島県などで見つかるときがありまして、そういったものを緊急的に防

除いたします。

それから、侵入警戒調査ということで、外国から病害虫が入ってきていないかというこ

とを、フェロモントラップなど、性フェロモンを使っておびき寄せて捕まえるようなトラ

ップを仕掛けたりとか、あと、農業の現場をぐるぐる回りまして、そういったものが発生

していないかというようなことをチェックいたします。

そういう輸入、輸出、そして国内、その３本柱で植物検疫というのは成り立っておりま

す。

これから少し、ちょっと話がやや複雑になってきますが、植物検疫も国際化、グローバ

ル化の中で、先ほども各国の中で協力関係でやっておりますというお話を申し上げました

が、いろいろな国際化対応というのが求められております。

検疫における国際ルール、今、ＷＴＯの体制のもとに貿易が行われておりますけれども、

ＷＴＯ協定の中にＳＰＳ協定というのがございます。Sanitary―これは衛生ですね、Ph

ytosanitary―これは植物検疫という意味ですけれども、衛生と植物検疫のための措置

に関する協定ということです。これはＷＴＯ加盟国が食品の安全を確保したり、動物や植

物を病害虫から守ったりするという検疫措置、これはきちんとそれぞれの国が行わなけれ

ばいけないわけですけれども、それとあわせて公正な国際貿易を確保すること、検疫と貿

易というもののバランスといいますか、そういったものの調和を図っていくというのが、

このＳＰＳ協定になります。

したがいまして、ポイントとしては２つございます。１つは、科学的な根拠に基づいて

措置をする。つまり、その措置がなぜ必要かということを科学的にきちんと説明できると

いうことが必要になります。各国が恣意的に貿易を阻害しないようにということで、まず

科学的な根拠が求められるということ。それからもう一つは、国際基準があれば、その国

際基準にのっとって、国際基準を尊重して行うということが定められております。

もう一つ、植物検疫には重要な条約がございまして、ＩＰＰＣというものがございます。

植物検疫措置に関する国際基準をつくっている条約であります。先ほどＳＰＳ協定で、国

際基準があれば遵守するということがありましたが、植物防疫分野ではこのＩＳＰＭとい

うのがＳＰＳ協定上の国際基準になっています。ここにいろんな基準がありますけれども、

基準の例を紹介しております。
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どういうことが国際基準によって影響してくるかということなんですが、例えば１つの

例として、ＩＳＰＭ、Ｎｏ．28というのがあります。これは、個々の病害虫に対する植物

検疫処理方法をこれからつくっていきましょう、という、そういう意味では作業現在進行

形の基準です。どう違ってくるかといいますと、これまでは、例えばチチュウカイミバエ

などの重要病害虫の検疫処理方法というのは、基本的に輸入国である日本と輸出国である

外国との２国間の協議でどういう処理をするかというのを決めています。ただ、国際基準

というものができてきますと、そういう国際基準が原則になってきますので、国際基準を

つくるときに日本としての意見をいろいろ言うような、日本として積極的に国際基準の作

成にかかわっていくということが大事になってきます。

国際基準というのは何段階かでつくられるんですが、それぞれの段階でデータを出した

り、あるいは会議に参加したり、そういうようなことで、このＩＳＰＭの作成に日本とし

て参画しているということです。

次に、輸出入の解禁についてお話をいたします。原則輸入禁止になっていますけども、

場合によっては条件をつけて輸入される場合があります、ということを 初にご説明しま

した。例えばどういうことかをご説明いたします。

東南アジアの熱帯性の果実などでは、ミカンコミバエとかそういう害虫がいるので原則

輸入禁止になっていますけれども、例えば完全に殺虫をするような技術が開発されますと、

そういう完全に殺虫を行う、消毒をきちんと行うということを条件に輸入を認めるという

ことがあります。それは逆のこともありまして、日本から輸出するときに、日本のものが

相手国に輸出禁止になっているような場合については、その輸出の解禁を要請していきま

す。その中でいろいろな条件が決まってきます。その条件が過剰であれば、緩めてくれと

いうようなことも、私どもが協議をしたりしております。

輸入解禁した例としては、イタリアのスウィートオレンジが解禁になりました。イタリ

アはチチュウカイミバエの発生国ですので原則輸入禁止ということになっていましたが、

チチュウカイミバエというのは低温に弱いところがございます。果実の中心温度が1.2度

以下で14日間処理をいたしますと、ミバエは完全に死滅する。これはさまざまな試験など

をやって、そういうことが立証されて、そういう条件が定まります。こういう低温処理が

行われることによって、イタリアのスウィートオレンジが日本に入ってこられるようにな

りました。船で運ばれている間にこの低温処理が行われることが通常であります。

このほかに、例えば東南アジアのマンゴウ、フィリピンのマンゴウとかタイのマンゴウ
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を輸入していますけれども、あれはミカンコミバエなどがあり、それは逆に低温よりも熱

に弱いところがございまして、大体50度ぐらいの蒸気の熱で殺虫をして、日本への輸入を

認めるというようなことを行っております。

ここでちょっと皆様方にご注意願いたいのは、例えば日本でイタリアのスウィートオレ

ンジが売っている、フィリピンのマンゴウが売っている、だから海外旅行に行ったときに

日本にフィリピンのマンゴウが持ち帰れる、ということではないのです。これは貨物です

から、現地でこういう処理が行われているということを、植物防疫官が現地で確認をして

おります。消毒処理が確実に行われているということがはっきりしていますので、貨物の

場合は輸入が認められます。ところが、皆様方が海外旅行に行った場合、現地で、「これ

は大丈夫だよ、日本に輸入できるよ、日本に持っていけるよ」と言われても、消毒処理さ

れているかどうかというのは現地ではわからないんです。普通売っているものは、例えば

蒸気での熱処理などはしていません。では、空港で検査してわかるかというと、空港でそ

の果実を見ただけではわかりません。ですから、消毒処理が通常行われておりませんので、

そういう携帯品として海外旅行のお土産で持ってくることはできないということがありま

す。そういう意味で、貨物の扱いと携帯品の扱いというのはちょっと違いまして、携帯品

のほうがかなり厳しくなっています。空港には、海外旅行に行ったときにはこういうもの

は持ち込めませんよ、というポスターがありますので、そこをよくご覧いただきたいと思

います。

それから、 後に輸出についてでありますけれども、台湾にリンゴや桃などを輸出する

ときには、日本にモモシンクイガという害虫がおりまして、これは台湾に発生していない

重要病害虫なので、台湾に入ってもらっては困るということになります。そういったもの

が入らないようにするために、台湾向けの、例えばリンゴの生産園、選果施設を登録いた

します。どこから出るかというのを決めて園地防除、実際に果実をつくるところでのモモ

シンクイガの防除をきちっとやって、選果施設できちんといないかどうかというのをチェ

ックして、 後に輸出のときに植物防疫官が輸出検査をいたします。それで台湾にリンゴ

や桃などが輸出できるというようなことを行っております。

植物検疫は、非常に、なかなか馴染みのない仕事かと思いますけれども、今回の意見交

換会などにご参加いただきましたことをきっかけにして、ぜひ植物検疫についても皆様方、

ちょっと関心を持っていただいて、空港などにいろいろ資料がございますので、また見て

いただきたいと思います。
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大変ありがとうございました。これで私の説明を終わります。（拍手）

○司会 ありがとうございました。

（２）植物検疫の現場から

○司会 続きまして、植物防疫所の検疫業務について、神戸植物防疫所関西空港支所長の

小田から説明いたします。よろしくお願いいたします。

○小田支所長 ただいま紹介いただきました、神戸植物防疫所関西空港支所の小田義勝で

ございます。

先ほど別所課長の方から説明がありましたが、そのごく一部、関西空港で業務をしてい

る内容を紹介したいと思います。

先ほどの現場見学では、40名の方に貨物検査の現場を見ていただいたところでございま

す。それから、見つかった病害虫をどういうふうにして同定しているかという同定診断状

況を見ていただいたところでございます。

これから進めます説明に使うスライドと同じものを、資料２として用意してございます。

検疫の話をする前に、１つ、関西空港の特徴ということを簡単にお話ししたいと思いま

す。

１番目として、我が国唯一の複数の長距離滑走路を持つ完全24時間空港であるというこ

と。２番目に、自然環境の保全に配慮した海上空港であるということ。３番目に、東アジ

アを中心に利便性の高い空港であると。そして 後に、国際線と国内線の乗り継ぎが便利

な空港という特徴を持っております。

これは、関西空港が開港してからの国際定期便の便数の推移ということで、これは冬季

間です（スライド３参照）。飛行機の場合は夏季と冬季に分かれておりますが、一番 近

の冬季ということで、週795便に達しております。一時、テロの影響もあり、減ったこと

もありますけれども、795便となっております。 近の増加の傾向としては、貨物便の増

加の影響ではないかと、その伸びかなと思っております。

次に、地図でございますけれども、週795便あります（スライド４参照）。このうちのほ

とんどがアジア、これが週600.5便ということになっておりますが、うち中国の便が324便

ということで、中国を中心とした東アジアの便が多いということ。それからもう一つは、

便数は少ないんですけれども、中東に週19便ということがございます。ここからさらにア
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フリカのほうへ延びるということでございますが、この辺のところは首都圏の空港にはな

い機能を補完しているという特徴ではないかなと思っております。今の２つのスライドは

関西国際空港株式会社さんからの提供でございます。

次に、検疫の方へ移りますが、航空機利用による影響ということで、船と全く違います。

検疫といえば、大体、海港ということなんですが、関西空港の特徴は飛行機、これはもう

まさに迅速化であります。この迅速化ということからいくと、（スライド５の）一番下の

ところになりますが、病害虫の活力が保たれた状態で侵入してくるということでございま

す。その日のうちに空港へ着く、その日のうちに検査をしなければいけない、ということ

になります。それから先ほどの地図にあったように、いろんなところから輸入されていま

す。そういうことですから、いろんなところの、いろんな国の、いろんな種類の植物に、

いろんな病害虫がついているということで、病害虫の種類数が非常に増えております。そ

れから先ほどありましたように、週795便という、それだけ輸入機会が増加しているとい

うことがございます。こういう影響がございます。

さて、関西空港の主な業務ですけども、先ほどの説明の中のほんの一部となりますが、

輸入検査が大きな仕事になります。その中で、午前中に見ていただきました航空貨物の検

疫、それから海外から持ち込まれる携帯品の検疫、それから郵便物の検疫。今日は、これ

ら（貨物の検疫、携帯品の検疫）に絞って話を進めていきたいと思っております。

これは輸入の流れです（スライド７参照）。

貨物であろうと、携帯品であろうと、郵便物であろうと、基本的には同じ流れをとって

おります。植物を入れたいと、あるいは入れましたということで植物防疫所に申請をされ、

それの検査を行う。そのときに病害虫が発見されない場合は合格ということで合格証明書

が出ます。あるいは検疫病害虫が発見されたときは不合格となります。不合格になったと

きにそれをどうするかというと、消毒という方法があるだろうし、もう廃棄しましょうと

いうところもあるかもしれない。あるいは、積み出し港へ戻すということもあるかもしれ

ません。これは発見された病害虫が影響がないかということを見ながら、どちらかをとる

かというのは輸入者さんの選択ということになりまして、それが適正であれば消毒を認め

ることになるし、積み戻しを認めることになります。あるいは、廃棄の前に分散防止の処

置をしていただかなければいけないということになろうかと思います。この場合、消毒が

実施され、それが適切な消毒であって、植物防疫官が確認すれば、合格の証明書の発給と

いう形になってきます。これが一般的な流れです。
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ここで検疫病害虫の発見と書いてありますが、検疫病害虫でないものについては、いい

でしょう（合格）ということになります。あるいは、特別なものであれば、消毒ではだめ

ですよと、廃棄ですよと、病害虫の種類によって措置も変わってきます。ですから、ここ

は病害虫を決めるということが、もう一つ重要な仕事になってきます。

それをイラストにしたものです（スライド８参照）。これは、貨物現場を見た皆さん方

には同じものをお渡ししてございます。

まず、飛行機が到着します。貨物は上屋、一般的に言えば倉庫ですがこれに入ります。

それと並行して、申請書を提出するということで、受付があり、申請書類の審査がござい

ます。書類の審査の上で、我々はいろんなことをそこで想定いたします。どういう国から

来て、どんなものであれば、どういう虫がついているかもしれない、それにはどういうふ

うな処置がされていたかと、そういうことも必要であろうし、こんな虫がいるだろうと、

そうすると検査はどういう検査が必要だとか、そういういろんなことをここで想定いたし

ます。

それから、貨物の場合、結構大量な荷物が来ますので、それをすべて検査というわけで

はありません。幾つかをサンプルとして検査場へ持ち込んでいくということになります。

もちろん勝手にサンプルを持ってくるわけではなくて、どれだけの大きさの荷口であれば

どれだけ抽出しなければいけないかとか、種類があるのであれば、その種類がすべて網羅

されているような抽出ができるかというものは、植物防疫官が現場へ行って、全体を見な

がら抽出することになっております。

それから、検査は申請のあった件数についてはすべて植物検疫をやっております。持っ

てくるサンプルは少ないとしても、もし100件の検査があれば、100件分だけ検査はいたし

ます。そういう状況です。それでもって検査の結果、病害虫が見つからなくて合格になり、

合格証明書が出て、通関をされる。あるいは見つかって不合格になった場合、消毒もあり

得ますが、廃棄、返送ということもございます。

我々、植物防疫官は、ここの検査に命をかけておるというようなところでございます。

標本を見ていただきましたけども、通常は１ミリから２ミリか、そのくらいの害虫を相手

にしております。たしか蛾の標本など、展翅されたものがあったんですが、あれは卵なり、

幼虫を見つけた後、飼育をして成虫にしたものですから、検査の時点では卵や小さな幼虫、

そういうものが中心で、あるいは微小害虫と呼んでおります１ミリに満たないか、あるい

は１、２ミリのものか、アザミウマだとか、ハダニだとか、アブラムシ、それからカイガ
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ラムシというようなものがほとんどでございます。それらをいかにして早く見つけるか、

そしてそれが重要な害虫なのか、検疫の対象になる害虫なのかというものを特定しなけれ

ばいけないという重要な仕事でございます。

これは我々、一種の職業病かもしれませんが、スーパーへ行って野菜を見ると「虫がつ

いていないかな」とか、花屋へ行って花を見ると「大丈夫かな」と、困ったものだなと思

いますけども、そんなようなことで、常に心がけております。

それから、検査だけでなくて、休みの日など、郊外へ出かけていって、対象となる虫を

探してきたり、キノコなど菌糸を見たりというようなことをやっております。また、いろ

んな学会だとか、研究会などに入って情報を得たりというようなことも常日頃してござい

ます。

これは、輸入植物検査の貨物の昨年の実績ですけれども、どんなものが入っているかな

というものを円グラフにしてみました（スライド９参照）。

一番多いのは栽植用植物ということで、今日見た中では水草が入っていたと思いますが、

そのほかにも菊の穂だとか、カーネーションの穂だとか、そういうようなものがございま

すが、それが件数でいうとほとんどこれで、68.4％ということになります。その次が切り

花、今日は蘭や菊などもあったでしょうか、アジサイなどもありましたけども、切り花が

15.6％。それから栽植用種子が4.9％、野菜が4.2％。貨物ではこのような割合になってお

ります。

それをもう少し、植物ごとに分けてみると、一番多かった栽植用植物は、昨年、51.1％

を水草が占めております。それから菊、カーネーション、ファレノプシス―これは蘭で

すけれども、栽植用植物としてはこういうものが入っております。

切り花としては、非常に種類が多いんですが、一番多いのは菊ですね。それから、バラ、

デンドロビューム、ドラセナ、カーネーション、以下このように続いております。

また野菜では、アスパラガス、今日もあったと思います。それからパプリカ、オクラ、

インゲン、トマトと続いております。

それから、生果実ですが、サクランボ、マンゴウ、パパイヤと続いております。この生

果実については、先ほど説明があった中で、サクランボ、マンゴウ、パパイヤなどについ

ては原則輸入が禁止のものでございます。それを輸出国のほうで100％殺虫できる消毒方

法を開発し、それが農林水産大臣が決める基準ということになりまして、例えば低温処理

だとか、蒸熱処理だとか、そういう処理を行い、なおかつ現地で植物防疫官がそれを確認
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する。さらにもっといろいろな基準がありまして、それをクリアしたものが入ってくると

いうものでございます。

先ほどのイラストの中で、もう一つ重要な仕事として、検査のほかに同定というものが

あります。同定というのは同じく定めるものということで、基準の病害虫と同じかどうか

ということでございます。世間一般的には、これを鑑定と言っている場合が多いかと思い

ますが、鑑定の場合だと、大抵それに評価とお金というものがつながるかと思いますけれ

ども、同定の場合はそこまでは行きません。どんな種類かということを決めます。その種

類によって消毒ができるものだとか、できないもの、合格になるもの、そういうことにな

りますので、重要な仕事です。もちろん検査場で検査をし、ルーペで見たり、実体顕微鏡

で見たりしますが、それ以上もっと必要だというものについては４階の部屋（実験室）ま

で持ち込んで、検鏡に耐えるような標本をつくり、そして調べるということになります。

もちろん実体顕微鏡で見る、あるいはプレパラートをつくって生物顕微鏡で見る、今日は

電子顕微鏡のデモンストレーションも行いました。そういうことになります。また、卵だ

とか幼虫なんかで来た場合には飼育することも必要になってきます。

それから特殊なもの、これは全国に知らせなければいけないというものがあれば、全国

へ情報を提供するということになり、そういう資料がたまってきますと、植物防疫官みん

なが同定できるような資料を作成して流していくということになります。同定官という専

門分野の人間を関空では３名配置しております。全国には足すと50名ぐらいになるかと思

いますが、すべての支所あるいは大きな出張所にも配置しております。同定官というのは

それぞれの専門分野を持っておりまして、関空の同定官が一生懸命やったけれども、それ

以上は難しいというような場合には、ほかの支所あるいは本所の同定官のところへ標本を

送るなり、あるいは今では画像を送って調べていただくというようなことがあります。そ

れよりさらに重要だとなれば、ほかの試験研究機関のほうへ送って、それを同定してもら

うということになります。これも重要な仕事となっております。

次は、携帯品ですけれども、流れは先ほどのものと同じです。（スライド１２参照）

関空の場合は、飛行機で着いて、入管、それから検疫所、人間の方を先にやって、そし

て税関へ来るんですけれども、その前に植物検疫のカウンターがございます。そこへ、植

物を持っていれば、申し出て検査を受けるということになってきます。それでよければ税

関を通って入国ということになりますが、時々忘れて税関のほうへ先に行ってしまう人が

います。そうすると、税関の方で、これは植物が入っていますから戻ってくださいという
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ことで戻されて、検査を受けることになり、時間がロスしますので、先に植物検疫のカウ

ンターへ持ってきていただきたいと思います。

これは（スライド１３）、ときどき見つかります禁止生果実の例ということでございま

す。このようなものが関西空港では時々見つかっているということで、これを精査したと

ころ、チチュウカイミバエだとか、それからコドリンガだとか、アリモドキゾウムシ、こ

れは関西空港でも見つかったことがございます。そういう例でございます。

それから、そういう間違いがないように、こういう広報グッズを使って皆さん方にお願

いをしているところでございます。リーフレットだとか、パンフレットなどがありまして、

一部、今日提供してございます。

これはポスターの例です。これを我々がつくって、お願いをして、目につくところに掲

示していただいているというような状況でございます。

今までのところをまとめますと、 新の技術に立脚した検疫が必要。それから、迅速、

的確、円滑な検疫。そして、国民の理解、協力に基づく検疫ということで、さらに我々も

努力し、これを旨として進めていきたいということで、現場からの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）

○司会 どうもありがとうございました。

それでは、休憩をとらせていただきます。

今、手元の時計で12時20分をちょっと過ぎておりますが、10分ほど休憩をとらせていた

だきます。パネルディスカッションは12時30分から開始といたします。それまでにご休憩

をとっていただくようにお願いいたします。

（休憩）

３．意見交換

○司会 それでは、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「見て！聞いて！植物検疫～海外の病害虫から日本の農産物を守る～」の開催に

ついて出席者を募集しましたところ、約70名の応募をいただきました。どうもありがとう

ございます。そのうち40名の方には、本日、現場見学にもご参加いただきました。現場見
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学を希望されたにもかかわらず、見学施設の都合により見学をお断りさせていただいた方

には大変申し訳ありませんでした。

それでは、パネルディスカッション及び意見交換の議事進行につきましては、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、今からパネルディスカッションを開始いたします。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。よろしくお願いいたします。

まず、本日のパネリストについてですけれども、本日のテーマに関する意見の発表、そ

れから討論に参加いただくために、消費者、流通業者、それから生産者の方にそれぞれご

出席をいただいております。

会場の皆さんから見て右側から、所属とお名前などを紹介させていただきたいと思いま

す。

まず、流通業者のお立場から、伊藤忠商事株式会社生鮮・食材部門長補佐兼食材流通第

一部長、鶴島孝保様でございます。

○鶴島孝保氏 鶴島です。よろしくお願いします。

○浅川情報官 鶴島様は、社団法人神戸植物検疫協会の理事も務めていらっしゃいます。

次に、生産者のお立場から、大阪泉州農業協同組合営農指導課特別考査役、根来実様で

す。

○根来実氏 大阪泉州農業協同組合営農指導課の根来でございます。よろしくお願いいた

します。

○浅川情報官 次に、消費者のお立場から、財団法人関西消費者協会啓発第二グループ、

徳永いづみ様です。

○徳永いづみ氏 徳永でございます。よろしくお願いいたします。

○浅川情報官 後に、先ほどご説明をいたしました行政より、農林水産省神戸植物防疫

所関西空港支所長、小田義勝です。

○小田支所長 小田です。よろしくお願いします。

○浅川情報官 それから、農林水産省消費・安全局植物防疫課長、別所智博です。

○別所課長 よろしくお願いいたします。

○浅川情報官 以上、５名でパネルディスカッションを行っていきたいと思います。

次に、進め方についてですが、まず 初に、今ご紹介しました５名のパネリストの方々
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で意見交換を行いたいと思います。その後、会場にご出席の皆様からも、適宜、ご質問、

ご意見をいただき、全体で意見交換をしてまいりたいと考えております。

それでは、先ほどのご説明をお聞きしてのご意見や、違う立場の方に聞いてみたいこと

などをパネリストの間で意見交換をして、始めていきたいと思います。

まず、議論のきっかけとして、私のほうから質問を１つしたいと思います。

消費者代表の徳永さんにまず質問をさせていただきたいと思うのですが、徳永さんは、

午前中の現場見学にもご参加いただきましたし、また今の会議でも説明をお聞きいただい

たと思いますが、植物検疫の役割とか、実態とか、その他何でもいいんですけれども、今

日の会議に参加される前と今とで何か印象が変わったとか、こういうことがわかったとか、

そういうような感想がありましたら、まず教えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

○徳永氏 まず、先ほど植物防疫所を見学させていただいてなんですけれども、私も含め

てですが、皆さん初めての方がほとんどだと思うんですが、いかが思われましたでしょう。

私は、案外こじんまりしているなと思いました。行く前の想像では、システマチックに、

メーカーの工場の製造ラインのように、クリーンルーム並みのそういう体制で検査されて

いるのかなと思っていたんですけれども、今の検査方法をどうこう言うつもりはないんで

すが、目視で虫や卵などを探すということで、案外、原始的な感じがしました。

ですけれども、後で検査して見つかった病害虫の標本とかを見せていただきまして、本

当に点のような、ほくろのような、そんなものも目視で皆さん見つけられるということを

伺いまして、日ごろの検査官の方の努力というか積み重ねが、水際で病害虫が入ることを

阻止していただいているんだなと改めて強く感じました。

それで、植物防疫所を見学して、その後の講演でなんですけれども、私も植物検疫と食

品検疫ということがちょっとごっちゃになっておりました。講演で、植物検疫は病害虫か

ら農作物を守るためであるということが目的で、食べて安全というのとは視点が違うとい

うお話でした。なかなか植物検疫と食品検疫ということの考え方の違いが整理できなかっ

たんですけれども、先ほどの講演と、その講演の前に農林水産省の方と少しお話しさせて

いただきましたときに、植物検疫と食品検疫と並行して行って、その２つが合格して、ク

リアされて流通されるというお話を伺いまして、ちょっと自分なりに整理できたように思

います。

○浅川情報官 ありがとうございました。
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徳永さんは、ご自身で海外旅行に行ったその帰りなどに、植物検疫を受けたことはあり

ますか。

○徳永氏 マンゴーですとか、何か植物をお土産で買って持ち込んだことはないんですけ

れども、以前オーストラリアに行きまして、オーストラリアに旅客機が着いて、その旅客

機から出る前に客室の人全員に、こう、噴霧しますよね。虫のように一斉にかけられて、

決して気持ちのいいものではなかったんですけれども、逆にそれほどオーストラリアとい

う国は気をつけているんだなということがすごく印象に残っています。

○浅川情報官 確かにオーストラリアとかニュージーランドとか、あの近辺では、飛行機

を降りる前に、通路に薬みたいなものをかけて歩きますよね。

どうもありがとうございました。

では、次に、もう少し専門家の方のご意見もお聞きしたいと思います。

鶴島さんにお伺いしたいのですが、鶴島さんは、日頃から農産物の輸出入にも携わって

おられると思いますが、そういう意味で、日頃から植物検疫とのかかわりというのを持つ

ことも多いのではないかなと推察いたしますけれども、鶴島さんのお考えとして、植物検

疫というものの位置づけ、役割についてどのようなお考えがあるのか、また植物検疫です

とか、あと外国産の農産物の輸入もしくは輸出の手続その他について、何か期待するもの

といいますか、そういうようなご意見がありましたらお聞かせいただければと思います。

○鶴島氏 私どもは商社ですので、輸入とか、輸出とか、貿易業務だけに携わっていると

お考えの方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、実は、かなり国内農業、特に国

産の野菜にも大きなかかわりを持っております。

その意味で、植物防疫の意義及びその重要性について十分理解しているつもりでおるわ

けですが、一つだけ植防さんに期待するものとしましては、やはりいろいろな形、もしく

はいろいろなレベルでの情報発信ということです。当然、お役所ですから、情報発信には

ものすごく注意されているし、今日のこの機会も含めて十分やっておられるのは重々承知

しておりますけれども、一方通行の情報発信だけではなくて、特にさっき別所課長のお話

にもありましたような国際化に対する対応、これは非常に僕らは興味を持っていますし、

非常にレベルの高い話でもありますから、いろいろな機会をとらえて、双方向での情報発

信というものを、引き続き、従来にも増してお願いしたいと思います。

もう一つは、輸入解禁に関する情報発信を期待しております。輸入解禁について少し触

れさせていただきますと、我々、海外の生産者とか輸出業者さん、もしくは自分のところ
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の会社の海外の駐在員の方々から、実は自分のところの国のこういった物、非常においし

い物があると。これをぜひ日本に輸出したいとか、日本市場で販売したいというようなリ

クエストをいただくことがよくございます。

近で一番話題になりましたのは、インドの生のマンゴウが、一昨年に条件つきで輸入

解禁されました。実はそれほど大きな商売になっていないんですけれども、インド人の方

にとってこのマンゴウは魂というような言い方をされる、もしくは食文化の象徴であるよ

うでして、これは輸出された方だけではなくて、日本に住むインド人の方、もしくは日本

人の方でもインドにかかわりを持っておられる方から非常に大きな予想以上の反響をいた

だいたのを覚えております。

科学的に分析に基づいた完全消毒というのは当然のことなんですけれども、それをクリ

アした上で、今後も引き続き、こういう輸入解禁に我々も携わっていきたいと思いますの

で、その意味で情報ということをよろしくお願いしたいと思っています。

以上です。

○浅川情報官 ありがとうございました。

今のご意見として、これは国からのということになるんでしょうけれども、国際化への

対応ですとか、あと輸入解禁についての情報提供、また双方向の情報の受発信というもの

をお願いしたいというご意見があったと思います。

一通り出席されている方にご発言いただきたいと思いますが、次に、根来さんにお聞き

したいと思います。

植物検疫というのは、海外からの病害虫の侵入、あと国内での有害病害虫の移動制限と

いうようなことを、それぞれ行いまして、国内の産地に病害虫が蔓延するということを防

止するという目的を持った仕事でございます。生産者のお立場として、この植物検疫に何

か期待するものがあるかどうか、また、根来さんは生産者でもあり、また、病害虫の防除

にもお詳しいと聞いていますので、その専門家として何かご意見がありましたらご紹介を

いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○根来氏 病害虫の侵入阻止というのは、やっぱり現場では一番期待をしているところな

んです。ただ、今の生産上、やはり海外から侵入している害虫というのも非常に多いとい

う現実もこの場で知っていただきたいと思っているんです。壊滅的な打撃をこうむること

はないにしろ、やはり生産上、困難にしているというものをちょっと紹介させてもらいま

す。
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まず、うちのＪＡ大阪泉州というのは、大阪府下の貝塚市から南の地区をエリアとして

いまして、ここの関西空港も泉佐野市ですので当ＪＡの管内となります。その中での特産

物としては、キャベツ、フキ、ミツバ、ズイキというのはご存じですかね、サトイモの軸

の部分ですね、そこを軟化―軟らかく育てて食べるものなんですけれども、こういうも

のが特産品です。ただ、何といっても、やはりこの泉州水ナスというのが私たちの農協の

一番の特産品であります。これを漬物にしたら、ごっついおいしいんです。ちょっと今は

時期的にないですけれども、ぜひ一度ご賞味いただきたい。それでこの前、橋下知事と東

国原知事が水ナスの交換をしていましたね。これはうちの農協に出荷された水ナスを漬け

たやつです。

その水ナスについて、今日はちょっと作業服で失礼をしているところで、ちょっと朝、

現場に行って、そのままこっちのほうに寄らせてもらったんですけども、そのときに現場

で水ナスを１つもらってきました。この水ナスの病害虫というのは、今日の資料でもちょ

っとつけさせてもらっていますけれども、やはりよく虫がつくんです。まず一つは、ミナ

ミキイロアザミウマといいまして、がくのところから傷をつけるんです。もう傷だらけに

なります。もう一つ、ミカンキイロアザミウマといいまして、このしりのところに点々と

吸った跡がついて、ここが漬からない。それで、ついたらもうＣ品ということでランクが

下がる。このミカンキイロアザミウマは千両ナスとか長ナスにはつかない、皮の薄い水ナ

スだけにつく害虫なんです。ほかにも今日は、オオタバコガとか、マメハモグリバエとか、

タバココナジラミとか、いろいろなこういう主要害虫を書かせてもらっています。

私、いろいろ資料を集めてみましたら、ミナミキイロアザミウマというのは、1978年、

宮崎県のピーマンで初めて確認されて、アジア地区からの侵入と思われるという記述があ

ります。これが風に乗って大陸から来たのか、人が持ち込んだのかはわからないというこ

とです。ミカンキイロアザミウマについては、1990年、日本で初めて確認されて、大阪で

は1994年に初めて確認されています。これも海外からの侵入害虫といわれています。アメ

リカ西部が起源で、アメリカ全土に広がる間に薬の抵抗性がついて、それがヨーロッパに

広がって、日本には苗や切り花を多数輸入しているため侵入したと思われるということな

んです。もともと在来ではないんです。ですので、今、水ナスをつくる上で非常に困って

いる害虫というのは、やはり侵入害虫が多いという現実なんです。

これがなければ農薬はもっと減らせるんです。（農薬散布は）生産者にとっても一番し

んどい、やりたくない仕事なんです。これが減らせる。やはりそれらの病害虫を侵入させ
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なくしてほしい。それが現場で仕事をやっている人間の望みなんです。

私自身、検疫でこれらの害虫が対象かどうかもちょっと存じていません。今こうやって、

先ほどの話でもありましたけれども、人と物の交流がこれだけ盛んになると、人について

くるかもしれない。それはいろいろなことが考えられます。けれども、やっぱり農産物や

食品の検疫というもので水際防除というんですか、きっちりやってほしいと思います。

以上です。

○浅川情報官 ありがとうございました。

今、消費者の方、それから流通業者の方、また生産者の方からそれぞれご意見をいただ

きました。今は私の方から質問をさせていただいたんですが、このほか、パネリストのご

出席の方からご発言、ご意見、またほかのパネリストに聞きたいというようなことがもし

ありましたらお願いしたいと思うんですけれども、よろしいですか。

それでは、次に、実際、現場で植物検疫を行っておられる小田支所長にコメントをお願

いしたいんですが、今もご説明が少しありましたけれども、どういう点で苦労しています

とか、あと現場の立場から、例えば一般の旅行者の方などにお願いしたいことということ

がありましたらお願いしたいと思います。

○小田支所長 一番は人が少ないということです。今、公務員がどんどん減らされている

中で、毎年少ないながらも増員していただいているというのは、行政に感謝したいなと思

っております。

この話は別として、空港からいうと、とにかく時間との勝負というのが問題かなと思っ

ております。先ほども説明いたしましたけども、病害虫が活力を持ってくるというような

ところ、これについては 新の注意を払って検査していかなければならない。流通のほう

から見れば、検疫で止められるということが、やっぱりこれは問題だと指摘をされるだろ

うと思うんですけれども、我々としては、検疫というものは止めなければいけない。です

から、その止める時間をできるだけ短くするために、いろいろな技術を開発していかなけ

ればならないと思っております。虫も発見しなければいけないし、同定もしなければいけ

ない、それをできるだけ短い時間で処理していくかというのが一番の悩みかなと、それも

また説明をしながらご理解してもらっております。

次には、海外からお客さんが植物を持って帰ってくること。それは結構なことなんです

けれども、それにもやっぱりルールがございます。持ってくるときに検査をしてもらう、

それから日本へ着いたらカウンターへ申し出てもらう。これが 低の条件だなと思ってお
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ります。もちろんお客さんも時間で動いておりますので、できるだけ早く入国したいとい

うのはわかるんですけれども、結局植物を持って税関さんのところへ行くと、植物がある

から戻ってくださいということで、余計な時間をまた使わなければいけないということに

なります。時間の節約にもなるんですが、一番は、植物を持って検査を受けずに入るとい

うことは絶対してはいけないことだと。我々はそれを皆さんに訴えるために何とか広報を、

リーフレットを配ったり、ポスターを掲示したり、こういう機会を見つけてお願いをする

ということを続けていきたいなと思っております。

○浅川情報官 ありがとうございました。

また、先ほど鶴島さんのほうから情報発信についての期待というのもありましたし、こ

れだけ食生活が豊かになってきますと、外国からいろんな物を入れたいと、一方ではそう

いうニーズもあるわけで、それとの兼ね合いというものを加味して国際交渉といいますか、

相手国との交渉もやらなくてはいけないというような課題が行政にもあると思いますが、

そのことについて別所課長、どうですか。

○別所課長 いろいろご意見いただいたんですが、少しご説明させていただきたいと思い

ます。

情報発信が足りないというのは、やはり我々日頃反省するところでありまして、 近は

こういった、今日のような機会も含めて、できるだけ努力するようにしているんですが、

なかなか十分でないところもあります。

我々がいろんな工夫をしていることを若干ご紹介させていただきますと、先ほど国際化

への対応ということのお話がございました。国際基準が今、ＩＰＰＣという国際植物防疫

条約のもとでつくられているんですが、そういったものでどういうものが今原案ができて

きて、日本としてどんなふうに対応しているのかというようなことを、関係の業界の方と

か、あと消費者の方とか、そういった方との国内連絡会というのをつくりまして、いろい

ろ丁寧に説明するというようなこともやっております。ただ、やはりなかなか機会という、

そういう会議とか連絡会ということになりますと、世の中の方々すべてにということにな

らないものですから、そういう意味では回数を増やすということもなかなか難しいところ

がありまして、正直、皆さん方にとってはちょっと不満が残るところもあるんだろうと思

います。

そういう意味で、非常にアクセスしやすい情報発信としては、昨今のホームページとい

うのが大きな手段になっております。今日もこういう広報グッズなんかも入れております



- 24 -

けれども、この果実がいっぱい並んでいる一番下のところに、農林水産省植物防疫所のホ

ームページのアドレスが書いてあります。この植物防疫所のホームページは、非常に情報

が満載されております。どういったものが輸入できるとか、輸出できるとか、携帯品はこ

ういうものを注意しなければいけないとか、いろいろなことが書いてありますので、ぜひ

ちょっとお時間のあるときに、植物防疫所のホームページにアクセスしていただくと様々

な情報が手に入ります。できるだけ私どももそういうホームページの充実なんかに努めて

おりますので、ぜひ利用していただきたいと思います。

それから、根来さんのほうからアザミウマの侵入害虫のお話がございましたが、我々に

とっては非常に耳の痛い話でございます。風に吹かれてというものもありますし、人間に

くっついてというものもありますし、また場合によっては植物にくっついてということだ

ったのかもしれません。その辺、我々としてなかなか100％ということに至っていないと

いう部分が正直あります。非常に微小害虫でして、これは各国の植物検疫機関も非常に苦

労して対応してきているんですが、なかなか世界的な広がりを止められないという点も正

直ございます。先ほど、アメリカからヨーロッパ、ヨーロッパから日本というお話がござ

いました。我々100％、すべて全部とめられているということを申し上げるわけではござ

いません。ただ、そういうことにできるだけ対応していくために、今日も同定の標本など

もご覧いただきましたけれども、そういう微小害虫の発見、同定がしやすいようにそうい

ったものを整備するとか、そんなことも努力を日々積み重ねているというところでありま

す。

植物輸入大国・日本でありますので、そういった中で日頃努力はしているんですが、で

きるだけ検査技術の向上とか、そういったものにも今後努めていきたいと思っております。

○浅川情報官 やはり輸出入ということになりますと、一刻も早く輸入をしたい、いろん

なものを輸入したいというニーズと、あと一方で、病害虫が入ることを防止するという、

それぞれの必要性というものがありますので、そこはできるだけ検査の精度、あとスピー

ドというようなものを高めていくことで折り合いをつけるというお話が今あったと思いま

す。

それで、今、小田支所長、あと別所課長から、そのほかのパネリストの方からのご意見

に対するそれぞれの回答ということでお話があったと思いますが、それに対して、ほかに

ご意見とかそのようなことは、ほかのパネリストの方はございますでしょうか。よろしい

ですか。
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冒頭に徳永さんのほうから、あまり植物検疫のことがよく理解できていなかったという

お話、あと、案外こじんまりとやっていると、意外だったというお話があったように、一

般消費者の方からすれば、植物検疫というようなことがいま一つ、ご自分で検疫を受けて

おられない限り、あまり知られていないと思います。実際、成田空港などに行っても、そ

のカウンターというのが本当に端のほうにあって、気づかずに通り過ぎて行ってしまわれ

る方も多いと思います。今後、一般の旅行者の方にもう少し意識してもらうためにどうし

たらいいのかというのも、一つの課題だと思うんですけれども、それについて何かアイデ

アというか、別所課長、何かございますでしょうか。

○別所課長 これは本当に難しい話でありまして、多分、一番効果があると我々が思って

いるのは、テレビコマーシャルですね。ああいったものができるといいんですけれども、

あれは非常にコストがかかりまして、なかなかそういう予算的なものまで難しいというこ

とも正直ございます。空港のポスターとかは、かなり目につきやすいところに我々、貼っ

ているつもりなんですけれども、税関、それから動物検疫、植物検疫、さまざまな輸出入

についての検査・検疫あるいはそういう規制というものがございますので、ぜひちょっと

「あれ何だろう」と視野を広げていただけるとありがたいなというところがあります。あ

まり答えになっていないんですけれども、何とか努力をしていきたいなと思っております。

それと、広報グッズとか、あと中に漫画が入っていたと思います。これは私も自分の子

供に持たせて、小学校に、こんなのがあるからちょっと持っていきなさいと言って持って

いってみたら、先生が大変喜んでくれました。やっぱりパンフレットとかリーフレットは

大人向けなので非常に難しいので、こういう漫画みたいなものでやってくれると理解しや

すいんだというようなことも言われました。皆さんもぜひ、今日配らせていただいていま

すので、お使いいただければありがたいなと思います。

○浅川情報官 どうもありがとうございます。

活発にいろいろご意見いただきましたけれども、このあたりで、会場にご出席していら

っしゃる皆様方にもご参加いただいて、意見交換を行いたいと思います。

今のパネルディスカッションの内容でも結構ですし、この前に行われました農林水産省

からの説明、また、朝、現場見学に参加された方はそのときに抱かれた疑問、ご質問、ご

意見、広く承りたいと思います。質問、ご意見につきましては農林水産省の担当に対する

ものだけではなくて、ご出席いただいておりますパネリストの皆さんに対するものでも結

構でございます。ご発言される方は挙手をお願いします。係りの者がマイクをお持ちいた
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しますので、ご発言に先立ちまして、お名前と、差し支えなければ所属を言っていただけ

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、ご発

言は手短にお願いしたいと思います。

では、ご質問、ご意見があります方は挙手をお願いしたいと思いますが。

では、前から３番目の方、お願いします。

○発言者Ａ 食品会社におるんですけれども、今日は施設の見学をさせていただきまして、

ありがとうございました。

今日の検査設備のことなんですけれども、検査をされている検査室と外部とが１枚のの

れん式のシートカーテンみたいなものでして、防疫体制をされる検査室から飛散する確率

があっても、どうなんでしょうか。そういうことは、我々は食品会社でありますと、１匹

の害虫でも非常に大騒ぎになるという問題になるんですけれども、やはりここで、一般消

費者にも公開されるような設備ですので、やはりそういう姿勢といいますか、あったほう

がいいのではないか。もちろん、そこで防いだからといって全部が防げるわけではないん

ですけれども、ちょっとそういう率直な感じを抱きました。

根来さんのお話でも、もう既にそういう実態があるという、そこから漏れた虫ではない

にしても、そういう実態があるということをお聞きしましたので、感想を述べさせていた

だきました。いかがでしょうか。

○浅川情報官 では、小田さん、お願いします。

○小田支所長 今日は見学していただき、ありがとうございました。あれが実態です。

それと、先ほど徳永さんからもあったんですが、「意外と……」ということを言ってい

ましたけれども、大体どこの国もあんなような感じ、肉眼検査でやっている、それから少

しずつ顕微鏡だとかそういう形へ持っていくというのが一般的かなと思っております。も

ちろん検査官は、ただやみくもに虫を見つけるだけではなくて、虫がいればどうなるか、

植物がどう変わっているかというようなところ、例えば小さな卵が生まれればどうなって

いるかとか、１ミリ、２ミリの虫がつけばどうなっているかということを想定し、そうい

う兆候を探しながら虫を探していくという状況で頑張っております。

それで、先ほどのシートのみで大丈夫かというところですけれども、理想を言えば、き

ちっとした密閉されたところでやればいいんでしょうけれども、梱包自体も我々気をつけ

てございます。あそこへ持ってくる前に倉庫に入りますので、倉庫から開けて持ってくる

というようなことはありませんので、そういうことで、あそこへ持ち込んで、その中で開
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扉してもらって、そして検査をしているというような状況でございます。それが終わりま

したら、次の物とコンタミしないような形できちんとしていると思っております。

それから、今日見てもらってわかったと思うんですが、今の植物は相当きれいになって

おります。あの中から探そうと思っても、虫がバラバラ見つかるというようなことは、ま

ずないだろうと思います。我々が必死になって探して虫１匹見つかるかどうかというよう

な状況ですので、相当クリーンになっているのではないかなと思っております。今後もそ

ういう形を輸出するときから気をつけていただきたいし、我々もできるだけ要望に沿った

形を続けていきたいなと思っております。

あまりいい返事ではないかと思いますけども、以上です。

○浅川情報官 ありがとうございました。

あと、後ろのほうで手を挙げていらっしゃる方、どうぞ。

○池田氏 グローバル・ビズ・ゲートの池田と申します。私は貿易実務を教える講座をや

っているんですけれども、やはり皆様、学習されている中で、特に食品輸入に関していろ

いろな部署、官庁がバラバラとかかわってくる。今回も厚生労働省の話も出てきましたし、

農林水産省、もちろん経済産業省さんもかかわっていらっしゃる。その中で、なかなか一

元化して情報がないので、全部のチェックをやりづらいというご意見をかなりいただくん

ですけれども、そのあたり、ワンストップサービスみたいなものを官庁の中で横断でやっ

ていただきたいなというところが一つの意見でございます。

それともう一つ、携帯輸入の話なんですけれども、皆さん旅行で持ち込まれる方という

のは、何で植物を持ち込んではいけないのかというのをあまり理解されていない。今回の

日本の食産業といいますか、農業を守るという意義をそもそも知らないので、一度、例え

ば税関といいますか、あそこで引っかかると、２回目、じゃあ今度は隠して持ってきたろ

かいな、みたいな感覚になっちゃうと思うんですよね。ですから、一般の方に対する教育

というのをもっとやるべきだと思います。そのタイミングとしては、皆さん初めての海外

旅行というのは、大体、大学生ぐらいが多いかなと思いますので、その直前、高校ですと

か中学校ぐらいの方に、学校教育の中で入れていくというのを検討されてはいかがかなと

思っております。

以上です。

○浅川情報官 どうもありがとうございました。

では、２つご意見がありました。ワンストップサービスの関係、あとそれから、大学生
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など携帯輸入の可能性がある方に対する教育についておもしろいアイデアをいただきまし

たので、それに対して、別所課長、お願いします。

○別所課長 その前に、先ほどの、あの検査設備で大丈夫かというお話もありましたので、

ちょっとそれについても少し触れさせていただきます。

先ほど小田支所長から説明があったとおりなんですが、そのほかに、空港は割と、ああ

いうコンクリートの塊ですのであまり植物はないので、簡単には広がっていく部分ではな

いんですが、定期的に空港の中でも害虫調査とかをやっていまして、侵入したものが広が

っていないかというチェックなども行っております。

それから、なかなか一元化した情報がないというお話であります。非常に今、消費者行

政のこともございますけれども、やはり我々、今のお話というものをきちんと受け止めて

考えていかなければいけないなと思っております。ただ、正直申し上げまして、輸出入に

ついてはやっぱりいろんな視点があります。病害虫の視点もありますし、それから食品と

しての安全性の視点もあります。それから、税関のような関税をかけたり、密輸を防止し

たりという視点もあります。それぞれいろんな視点がありますので、ワンストップで包括

的に情報提供ができるようにということは、非常に大事な話として考えていくんですけれ

ども、専門性のあるそれぞれの機関が並行的に、もちろん 後は税関のところで一本化さ

れるんですけれども、やるということをやっぱり考えていかなければいけないし、そこを

効率的にやっていかなければいけないと思っております。

それで今、例えば輸入のときの申請なんかは一括して申請できるように、いろんな申請

を一本化できるようにオンラインのシステムを整備したりして、そんなようなことも行っ

ております。いろんなところに行かなくても、書類を一つ出せばオンラインで申請ができ

るようにというような工夫も行っておりますので、そういうようなものを今後も整備・充

実していきたいと思っております。

それから、学生さんに対する教育なんかが非常に有効じゃないかというご意見をいただ

きました。さっき申し上げたように、普及とか啓発とか、非常に難しいんですけれども、

貴重なご意見をいただいたと、いいアイデアをいただいたと思っています。これからそう

いう活動を進める上で参考にさせていただきたいなと思います。

○浅川情報官 では、前から２番目の方、どうぞ。

○坂井氏 私、石川県の坂井と申します。今日いろいろと仕組みやら見せていただいたり、

紹介していただき、本当にこの催しに参加してよかったなと考えております。
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ただ、一つだけご質問させていただきたいんですが、諸外国から入れる場合ですね、植

物検疫ですが、問い合わせ等はそれぞれの国の空港なり、それとも大使館なりを通じて植

物検疫ということをお聞きすればよろしいんでしょうか。そこら辺を一つ教えていただけ

ればと思います。

○小田支所長 入れるというのは、日本に入れるということですか。

○坂井氏 はい。日本に来てからの話は大体理解できました。日本に来る前に、例えばベ

トナムでそういう物の検疫を受けたいと、そういう申請書や証明書を発行していただくと

いうような手続をベトナムでやる場合はどうすればいいのかなと。

○小田支所長 日本へ持ち込む前に向こうの方で検査をして、向こうから言えば輸出検査

ということになりますよね。その内容については、日本はこういう物を禁止していますよ

ということは全国の植物防疫所はみんなわかっていますので、全国の植物防疫所、どこで

もいいですから聞いていただければいいと思います。

ただ、ベトナムでどこから出しているのと言われると、やはりベトナムにも植物検疫機

関がございます。それから、ほかの国でも植物防疫機関がありますので、そういうところ

で出しておりますので、どこの国でもそれはあるかと思います。

○別所課長 今日、こういうパンフレットがあります。その裏側に、植物防疫所の電話番

号も全部書いてあります。まず 初に植物防疫所にアクセスしていただければ、まずは個

別の相談に乗らせていただきますので、一番この窓口がよろしいかと思います。

○坂井氏 一応連絡してみました。そうしたら、大使館に問い合わせてくれと言われまし

た。

僕が思いましたのは、関空とかありますね。ベトナムならベトナムでこういう空港があ

るわけですね。そこでもいいのかなと今日考えていたんです。今言われました、課長さん

の話で、問い合わせましたら、大使館へ問い合わせなさいということでした。

○別所課長 すみません、多分、相手国の植物防疫制度がどうなっていて、相手国でどこ

で受けられますかという話になると、正直なかなか我々も情報を持っていないので、そう

すると相手国の在京の大使館にお聞きくださいということになってしまう部分もありま

す。例えば、日本がベトナムに対してどういう条件を課していますというようなことはき

ちんとお伝えできるんですけども、ではベトナムの検査所がどこにありますかとか、そう

いうことになると、なかなかお答えができないときもあります。もし非常にその点で十分

な説明ができていなかったとすれば、我々もちょっと気をつけなければいけないと思いま
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すので、またよろしくお願いいたします。

○浅川情報官 一番右端のセーターを着た方、どうぞ。

○発言者Ｂ すみません、３つほどちょっと質問をさせていただきたいんですが。やっぱ

り時節柄、残留農薬というのが非常に気になるところなんですが、今回、植物防疫ではそ

こは視点ではないというようなことを言いましたが、今朝のニュースで、植物検疫所での

残留農薬検査を強化するというようなＮＨＫの報道が実際にはございました。輸入の際に

こういった検査プロセスがどこかで入ってくると思うんですけれども、どういった検査プ

ロセス、これは植物検疫とどういう連携をしているのかというところをもう一度教えてい

ただきたいというのが１点。

２点目は、今回、植物検疫では目視で合格しないと輸入しない、もう通関しないという

ことですが、残留農薬検査の場合は検査プロセスに多分１週間程度かかるんですね。特に

野菜・果物なんかは１週間も置いておくと腐ってしまうとかいう形もありまして、恐らく

検査は回すけれども、その間にもう通関を通してしまう、流通させてしまうというような

プロセスになるかと思いますけれども、この辺のプロセスの確認です。ちょっとこれは所

轄外かもしれませんが、お願いします。

それから、３番目に、植物検疫の検査不合格の場合に、くん蒸に回すか、消毒に回すか、

廃棄するかということですが、今日見た野菜・果物、これは航空貨物なのでかなり限定さ

れていると思いますけれども、あまり野菜・果物で引っかかる物は少ないよというような

話でしたが、ここでの検査不合格率、特に野菜・果物に関して。それから、海で運ばれて

くる貨物の検査合格率、この辺をちょっと教えていただけたらなと思います。

それと、これは意見なんですが、どんどん輸入農産物が増えてまいります。やっぱり水

際の検査というのが非常に重要になってくると思いますので、ここの検査が不十分だと、

ひいては日本の消費者の食の安全性が損なわれる、または日本の農業が壊滅するというよ

うな格好になりますので、ここのところは先ほど農協の方が言われたとおり、日本の農業

を守るためにも、日本の国民が日本の農産物を安心して食べられるためにも、どんどん植

物検疫というものは強化してほしいなと思います。珍しい輸入農産物は海外旅行の楽しみ

にしておけばいいんじゃないかなと。わざわざ輸入して日本で食べることはないんじゃな

いかなという、 後は私見ですが、よろしくお願いします。

○浅川情報官 激励のご意見ということで受け止めさせていただきます。ありがとうござ

いました。
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それから、少し前にありました質問、ご意見に対して、別所課長、お願いします。

○別所課長 残留農薬検査は、食品検疫所、厚生労働省の検疫……、両方「検疫」という

言葉を使っているものですから、どうしてもなかなか誤解というか、区別をしていただけ

ないことがあるんですが、全国にそれぞれやはり検疫所がありまして、厚生労働省の方の

食品検疫の関係で、残留農薬の検査の強化を行うということについての報道だったと思い

ます。

それで、厚生労働省では、通常、輸入食品については届け出をしてもらって、たしか１

年間で百八十何万件かの輸入の届け出が出ていますが、その中で、厚生労働省の方でモニ

タリング検査ということで、リスクといいますか、そういったものに応じて抽出して検査

をしているということであります。特にモニタリング検査で、残留農薬などで特定の国の

特定の品目について何回か違反が繰り返されますと命令検査ということで、全部受けて合

格しないと流通できないというような仕組みになっております。

非常に件数も多い中で、あちらのほうは成分検査でありますので、先ほど徳永さんのほ

うから意外と原始的ですねという話がありましたが、これはもう検査の内容が違いますの

で、当然設備も違ってまいります。食品検査のほうは成分検査ですので、非常に精密な機

器分析も必要になってきますので、そういう実験室といいますか、試験室も非常に違った

形で整備をされております。そこを一緒にできないのかというお話も素朴なお話としてあ

るんですけれども、やっぱり試験の仕方も、あと専門的な知識も違います。私どもの方は、

見ていただいたように、病害とか、昆虫とか、それから植物について詳しい人間がやらな

ければいけませんし、厚生労働省の検査のほうは科学分析とか、医学とか、専門性がかな

り違ってきます。ただ、サンプリングとかそういうところでのお互いの連携みたいなもの

は日頃からとるようにしております。そういう意味で、かなり性格が違うんだということ

はご理解いただきたいと思います。

それから、不合格率のお話がありましたので若干、時間もないんですけれども、触れさ

せていただきますと、空港と港に分けてというのは、ちょっと今手元にデータがないんで

すが、例えば野菜とか、果実とか、あと穀類、豆類、そういったようなものですと、大体、

虫が見つかって不合格になる割合が十数％ございます。ただ、見学のときにもご説明させ

ていただいたように、一応消毒をして、処理をして、輸入が認められるケースもかなりご

ざいます。実際に廃棄・返送になるというのは、それほど多くありません。殺虫した上で

輸入を認めるというケースがかなり多いということであります。
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○浅川情報官 このほか、何かございますか。

では、帽子をかぶられた方、どうぞ。

○二見氏 鶴島様に質問させていただきます。

私は西宮市の消費者団体連絡会のほうから参りました、二見と申します。今回、鶴島様

は生鮮・食材部門の担当でいらっしゃいますので、そちらの方から現地指導はどうなって

いるのかということをお聞きしたいと思います。

中国の問題で皆さん、末端での私たちの周りでの購買動向ですけれども、マーケットに

行きましても、このごろお年寄りから若い人までご夫婦で行かれる方が多いんです。そう

しますと、必ず表示を見ておられます。だから、生鮮野菜であっても、輸入野菜であって

も、「これはどこのやな」、「大丈夫かな」と相談しながら買っておられるのが現状でござ

います。そして加工食品なんかは、表示を見まして「中国」の字が入っていますと、皆さ

ん、ためらうか、やめますか、どちらかしていらっしゃるんです。だから、本当に今回の

事件は、皆さん真剣に考える機会を、自分たちの足元を見る機会を与えられたと思ってい

るんですけれども、どうぞ輸入してくださる方、ここへ来ておられる方も大勢いらっしゃ

ると思うんですけれども、日本人の食、命を預かって、それを仕事としていらっしゃると

いうことを肝に銘じて、安全・安心な物を輸入していただきたいと思います。

現地でのご指導はどのようになっているんでしょうか、教えてください。

○鶴島氏 まず、野菜のほうで申し上げます。簡単に申し上げますと、信頼できる相手と

しか取引をしないというのが、もう原則になっております。かつては、ある意味では、相

場が合えば買うという場面もあったかもわかりません。ただ、今は特に栽培関係、栽培履

歴ですね、種をまいてから収穫するまで、どういうタイミングで、どういう農薬を、いつ、

どういう濃度でまいたかというような、日本と同等のレベルのそういうレコードがちゃん

と提出できる相手としか、我々はまず取引をしないというのが原則になっています。かつ、

日本で求められている規制、もしくは新しい、今は残留農薬基準も大分変わってきていま

すので、そういうのを全部理解した上で、それに関する契約書を結べる相手としかしない

というのが原則になっております。

ただ、正直申し上げますと、それだけやっていても残留農薬値オーバーというのが出て

いるものがございます。これは、例えばコンタミネーションといいますか、隣の畑から飛

んできちゃったとか、理由はいろいろありますけども、「じゃ、お前ら、完全にそれは防

御できているのか」、「残留農薬値オーバー出ていないのか」といったら、出ているのはあ
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ります。ありますが、少なくともそういう指導を徹底した上で、それができる相手としか

取引をしないというのが野菜の原則になります。

それと、加工品については、昨今こういう話題になっておりますので、これに関しても

やはりそういう意識があって、そういう設備があって、ハード・ソフトともに整っている

相手、検査設備もある程度持っている相手としか取引しないというのは、私どもとしては

原則にしておりますが、これも残念ながら、今回話題になっている天洋食品さんのように

イレギュラーなケースが出ているのも事実であります。ただ、おっしゃいましたように、

食の安全・安心というのを 大の課題として取引を行っているつもりであります。

以上です。

○浅川情報官 どうもありがとうございました。

もうそろそろ時間も迫っておりますので、ちょっとたくさんいらっしゃるんですが、で

は、今手を挙げていただいている順番でお願いします。はい、そこの女性の方。すみませ

ん、手短にお願いしたいと思います。

○発言者Ｃ 今日は見学を楽しみに来ましたけれども、あまりの簡単な検査でびっくりし

ました。もっと立派な機械や何かを通して、何か大々的にもっと厳密にされているのだと

思っていましたけども、あまりに簡単なので、びっくりいたしました。

それから、私もいろんな物をつくったり、消費者でもあり、また自分もつくっておりま

す。それが、ああいう虫の場合は、振ったぐらいでは絶対落ちないんです。そのくらい細

かい、アザミウマなんかはただの目では見えないようなものが、あんなのしてはるので、

あまり簡単な検査でびっくりいたしました。

それから、輸入物が多いのは、どうしてこんなにたくさん日本へ輸入しなくてはいけな

いのか、日本の経済のことを考えてくれてはるようですけども、かえって経済を悪くして

いるようで、どうして外国でばかり野菜やらをつくらせはるのか、日本でどうしてつくれ

へんか、やはり安全・安心をしたら、自分のところの地域でつくって、自分のところの地

域の旬の物を食べるというのが一番安全・安心だと思うんですけど、やはり外国からの輸

入が多いので、昔と違って虫類もものすごく種類が多くなっています。30年前と比べたら

虫が多くて、生産者にしたら大変なことです。それを、日本の農家だけに薬の制限ばかり

されて、外国では何をやってはるのか。その基準が違いますから、こんなにきれいな野菜

が来るということは、ものすごい農薬をやってきていると思うんです。そういう安全・安

心ということをどのように思っていられるのか、ただ虫がいるか、いないかだけやなしに、
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虫がいないようにするのはどれだけの農薬をやって日本へ入ってきているのか、そういう

ことをお考えなのか、もっと日本人の健康ということを考えていただきたいと思います。

ありがとうございました。

○浅川情報官 ありがとうございました。

少し時間がありませんので、質問をまとめてお受けして、あとはお答えをまとめてさせ

ていただきたいと思います。

ほかに手を挙げておられた方……、では、そこの眼鏡の男性の方、お願いします。

○安藤氏 国際衛生の安藤と申します。２点ほどお伺いしたいと思います。

ちょっと私、今回、施設見学を希望したんですが、残念ながら漏れまして、見ることは

できなかったんですけど、お話を伺っていると、検査施設のところの間仕切りの部分がビ

ニールカーテンのようなものになっているということで、虫に関してはある程度それで抑

えられるのかもしれないんですけども、病害虫ということで、いわゆる菌に対してはちょ

っと心配かなと、私個人的に思いました。そこら辺について、もしコメントがあればと思

います。

それから、もう一つなんですが、検疫対象の不合格のもの、約十数％あるということで、

これは規制緩和でかなり減ったとは思います。その中で、消毒方法のことなんですが、先

ほどのご説明の中で、低温処理ですとか、スチームによる高温の処理というようなことが

ありましたけども、それ以外の方法としてはどういうことをやれているのかということを

教えていただければと思います。

○浅川情報官 ありがとうございます。

それから、今のご発言の方の少し前で手を挙げておられた方、お願いします。

○飯田氏 飯田と申します。消費者団体の者なんですが、小田さんに伺いたいと思います。

先ほど、19年の実績を円グラフで示していただいたんですが、野菜・果実のところでいい

ますと、結果的にこうなっているのかもしれませんが、特定の物に集中しております。こ

れでちょっと思ったんですが、この基準といいますか、考え方が、アスパラガスとかに大

変集中しているんですけど、そういうものがあるのかどうかという点と、素人考えながら、

いわゆる病害虫の卵なんかでいいますと、葉物野菜につきやすいのではないかという感覚

があるんですけど、この中には葉物野菜みたいなものは固有名詞では挙がっていないんで

すが、その辺のところを教えていただければと思います。

○浅川情報官 では、 後に。どうぞ。
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○寺西氏 食品会社の寺西と申します。先ほど消毒法についてお尋ねがありましたけれど

も、臭化メチルとか青酸ガスとか、それでくん蒸をされているという説明も、今日の見学

会で聞きました。この辺の、たしかいろいろ環境問題で禁止勧告が国連から出ているとか

なんとかということをちょっと聞いたんですけど、現実はどういう作業内容で、どういう

考え方でされているのかということをお尋ねしたいと思います。

○浅川情報官 ありがとうございました。

今何人かの方にご質問をいただきましたので、まとめて、小田支所長と別所課長からご

回答をお願いしたいと思います。

○小田支所長 先ほど、野菜・果実のところで、卵が葉物野菜につくのではないかという

ことだったと思いますけども、卵はあらゆるものについています。レタスなんかは少ない

でしょうかね、そんなに航空機は利用されていないようです。アスパラガスにしても、卵

はついています。ヤガの卵などがついておりまして、それは検疫で、我々の目で発見して

おります。ですから、その辺は葉物だけじゃなくて、そういうものにもついていて、ちゃ

んと見ております。

それから、ビニールカーテンで菌は抑えられないのではないかという話なんですけども、

あそこで１次検査をやっており、菌については次の部屋へ移って、種を置いたりしながら

検査をしておりますので、別の部屋で検査しておるということでございます。

○別所課長 それでは、何点かありましたので回答させていただきます。

まず消毒方法については、今 後のご質問の中にありましたように、現地で消毒すると

きには、虫と植物の種類に応じて、低温処理だったり、蒸熱処理だったり、あるいは薬剤

のくん蒸処理もあります。ただ、日本に入ってきて、水際で検査して不合格になったとき

には、大体薬剤でのくん蒸処理でやります。やっぱり時間的に短時間で行う必要がありま

すので、臭化メチルとか青酸ガスなどを使っております。

臭化メチルについては、 後の方のご質問にあったように、オゾン層破壊物質というこ

とで、モントリオール議定書に基づきまして、各国とも使用量をどんどん減らしてきてお

ります。我が国の場合でも、例えば農業分野での土壌消毒とか、そういったことについて

は使用量をどんどん減らして、代替手段がなかなかないようなものを除いて、原則禁止を

しております。ただ、検疫用途での臭化メチルくん蒸というのは、実はこれはモントリオ

ール議定書での例外扱いになっておりまして、国際的な約束の中では使えるということに

なっております。ただやはり、使えるからどんどん使っていいんだということではなく、
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例えば代替剤とか、ほかの手段でできないかというようなことで、いろんな技術の開発な

どの研究もしております。ただ、短時間で効果があって、なおかつコスト的にもというも

のになりますと、代わりのいいものがなかなかそう簡単には見つからないという現状も我

々の悩みとして、正直、ございます。

それから、若干小田支所長からも答えがあったんですけども、やはり空港と港では、航

空機を使って入るもの、それから船で入ってくるもの、輸送時間とかも違いますので、や

はり空港は空港として検査品目についての特徴というものがあります。そういった中であ

あいう、資料でご説明したような中身が多いということであります。

あと、病気についても、植物の病気は空気感染云々というよりは、植物体についてまわ

りますので、病変のあるような植物をまき散らすと当然問題がありますけども、ビニール

カーテンから空気を介して外にどんどん飛んでいくというものでは通常ありませんので、

そこはあまり施設的にはそれほど問題ではないのかなと思っております。

それから、消費者の方から特に安全・安心ということについて、もっと注意を払って取

り組むべきというお話がございました。今回は植物検疫ということで、病害虫の侵入防止

というところを見ていただきましたが、政府全体としては、安全・安心ということについ

て、一生懸命取り組んでいるところであります。もちろん十分ではないというご批判、ご

意見、多々いただいております。そういった中で、今後もその充実に努めていきたいと思

います。

植物検疫の方は、小田支所長からもありましたけども、公務員の数を減らされている中

では比較的、徐々にではありますが、増員を認めていただいておりまして、そういう意味

では体制の強化をしていただいている数少ない組織の一つであります。今後とも努力をし

ていきたいと思いますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。

○浅川情報官 ありがとうございました。

４．閉会

○浅川情報官 それでは、時間も過ぎましたので、このあたりで会議を閉めたいと思いま

す。

本日の会議は、ご出席の皆様方に植物検疫の仕事を紹介するということを目的として開

催いたしました。海外からいろいろ病害虫が入ってくるリスクが今非常に大きい中で、今
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日の会議をきっかけとして、植物検疫の役割というのを少しでも皆様に意識していただけ

れば幸いでございます。

以上をもちまして、「見て！聞いて！植物検疫」を閉会いたします。長時間にわたりお

つき合いいただきまして、どうもありがとうございました。お帰りの際にアンケートを回

収いたしますので、ご協力をお願いしたいと思います。

本日はありがとうございました。（拍手）


