
- 1 -

食品に関するリスクコミュニケーション

－農薬に関する意見交換会－

（１）開会

○司会（中山）

それでは、定刻になりましたので 「食品に関するリスクコミュニケーション－農薬に関す、

る意見交換会－」を始めたいと思います。

本日は、大変お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

それでは、最初に、東北農政局長の海野よりごあいさつ申し上げます。

○東北農政局長

東北農政局長の海野でございます。

お集まりの皆様方には、日ごろから農林水産行政の推進にご理解とご協力をいただいており

ます。まず、厚く御礼申し上げたいと思います。

また、本日は、農薬に関する意見交換会ということで企画いたしましたところ、お忙しい中

を多数ご来場いただきましてありがとうございました。

ご案内のように、近年、ＢＳＥの発生あるいは本日のテーマであります農薬に関しましても、

無登録の農薬の問題あるいは中国産の野菜の残留農薬の問題といった、食の安全安心に関する

問題が顕在化してまいりました。これを受けまして、平成15年には食の安全に関する大きな行

政の政策転換を行いまして、農薬については農薬取締法の改正あるいはそれをつかさどる行政

組織の拡充ということがいろいろ行われたわけであります。それから１年半たちました。大き

く転換されました消費者の視点に立った行政という中では、リスクコミュニケーションという

のが非常に大きな柱となってまいりました。今までいろいろな形でこれを行ってまいりました

が、本日の意見交換会もその一環でございます。生産者、流通業者、消費者そして行政関係者、

これらの方から幅広い意見をお聞かせいただきながら、意見交換をさせていただき、関係機関

と連携をとりながら、食の安全に関する行政をこれからも一層努めてまいりいたいと思います。

本日の意見交換、幅広い立場の方がお集まりだと思います。どうか忌憚のないご意見をいた

だきまして、活発なものとなりますことをお願い申し上げまして、冒頭の私からのごあいさつ

にかえたいと思います。本日は、どうかよろしくお願いいたします （拍手）。

○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
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中山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、本日使用する資料でございます。

お手元に封筒に入ったものを配らせていただいておりますけれども、中のご確認をいただけ

ればと思います。議事次第、出席者名簿、座席表、それからプレゼンテーションで使う資料１

から３、それから消費者の方からいただいたご意見をまとめました資料４、それからご出席い

ただいている生産者の方の経営の概要をまとめました資料５、そういったものが入っておりま

す。参考配付といたしまして、食の安全・安心トピックスのチラシ、それから小さいものです

けれども食生活指針を入れております。そろっておいででしょうか。もし不足等がございまし

たら、事務局にお申しつけください。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いたします。

本日は、農薬に関する意見交換会でございます。意見交換に先立ちまして、農薬に関する情

報提供として、行政の担当者それから専門家の方から50分程度説明をいたします。その後、意

見交換に入りたいと思います。本日は、一方的な説明会という形ではなく、会場にいらっしゃ

っている方も含めて、皆さんで積極的にご参加をして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。

（２）説明

○司会

では、まず、最初の説明者をご紹介いたします。

財団法人残留農薬研究所の寺本常務理事でいらっしゃいます。千葉大学園芸学部生態制御化

学研究室の本山教授でいらっしゃいます。それから、農林水産省消費・安全局農産安全管理課

農薬対策室長の横田でございます。

それでは、早速でございますが、初めに農薬取締法の概要につきまして、農薬対策室長の横

田よりご説明いたします。

○横田

ただいま紹介をいただきました農薬対策室の横田でございます。

最初に、農薬とは何かという観点から入りたいと思います。

農薬と申しますのは、大きく分けると三つになってまいります。まず、病害虫の防除に用い

る薬剤、殺菌剤とか殺虫剤とかございます。あと、いろいろな植物の成長を調整する薬剤、例

えば果物の着果を促進するとか、もしくは根っこの出をよくするとか、そういうものがござい
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ます。さらに、病害虫防除に利用する天敵、これはテントウムシとかダニを食べるダニとか、

そういうものがございます。このように大きく分けて三つぐらいございます。

では、なぜ農作物の病害虫防除が必要なのかと。この写真を見ていただきますと、トマトの

疫病、これは比較的温度が低いときに雨が降りますと非常に起こる病気でございます。例えば、

雨が直接かからないように屋根を張って雨よけ栽培をするという形にすればある程度の防除は

できますけれども、一度かかってしまえば植物もそのままだとこのように枯れてしまいます。

また、リンゴのシンクイムシ、これはガの幼虫が中に入ってきまして、このように果実の中身

を食い荒らすというものでございます。また、これは一部の農家の方にご協力いただいて全く

農薬を使用しない区と農薬を使用した区で比較をしてみました。全く農薬を使用しないところ

では、当然ながらいろいろなアオムシのようなものがついて、このように食い荒らしてしまう。

収量が低下するということとともに、実際に売れるような商品にならないという形になってし

まいました。当然、こういう虫食いのものが店頭に並べてあって、それを積極的に買うという

ことはまず考えられないです。私もよく妻と買い物に行きますけれども、やはりじっと商品の

売場を見ていますと、皆さん一生懸命見て、できるだけ大きくてきれいな例えばキャベツなら

キャベツを選ぶと。そういうときに虫食いがあったり、また万が一そういうアオムシとかが出

てくれば、これはもう返品されるなり苦情が来るという形になってしまいますので、どうして

も病害虫の防除というのは必要だということはおわかりいただけるかと思います。

次に、病害虫の防除方法というのはどういうものがあるのだろうかというと、幾つか方法が

ございます。まずは、上の方に耕種的防除と書いてございますけれども、これは例えば雑草を

できるだけ除去して病害虫の発生源をたたく、もしくは病害虫に強い品種の植物を植える。も

う一方で物理的防除、例えば虫が来ないようにネットを張ろうとか、もしくは雑草が生えない

ようにシートを張ろうとか、こういう防除がございます。そして生物的防除、これが天敵等を

利用したりとか、水田などですと小さなエビが泳いでいると思いますけれども、そういうエビ

によって雑草を抑えるとか、そういうものがございます。さらに化学的防除、これは化学合成

したり天然由来の農薬を使用するという形で病害虫の防除を行うという形になってございます。

では、農薬を使用した農産物の安全性の確保というのはどうなっているのだろうかというと、

４段階に分かれております。まず、登録された農薬のみが、つくられて、輸入されて、販売さ

れて、使用されると、そのために農薬の登録制度、これが一つございます。二つ目に、これは

２年ちょっと前に無登録農薬問題というのが新聞紙上をにぎわせましたけれども、無登録農薬

の取り締まりを行う。三つ目に、農薬を正しく使ってもらう。さらに、四つ目として農作物中
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に農薬が残っているのか残っていないのか、どの程度残っているのかという監視を行う。大き

な流れとしては、この４点に基づいて農産物の安全性の確保というものが行われております。

第１点目、農薬登録制度による安全性のチェックとは何かというと、これは、農薬取締法に

よりまして登録された農薬のみが、製造され、輸入され、販売されて、使用される。つまり、

安全性が確認されていないもの、これについては登録がされない、つまり使用もできないとい

う形になります。農薬の登録を申請するというときには、さまざまな毒性の試験を行って、こ

の試験のデータを出してもらって、中身をチェックし、安全性が高い、食用作物などに残留は

しない、もしくは残留したとしても安全性が高いというものについて農薬登録がされていきま

す。後ほど、毒性の試験等については、また詳しい報告がございますのでちょっとカットしま

す。

では、食品中の残留農薬の安全性のチェックというのは一体どうなっているのだろうかとい

うと、これは、当然人体実験はできませんので、動物でいろいろな試験を行います。そのとき

に、下の方にございますけれども、いろいろな試験を行いまして悪影響がない範囲というのが

見えています。この範疇であれば、毎日農薬を投与したとしても動物に何ら影響が認められな

い。これをもとにしまして、さらに安全係数で割る。一般的に100という計数で割りますけれ

ども、例えば１ミリグラムで影響はありませんということが確認されれば、100で割って0.01

ミリグラム、これを人の１日当たりの許容摂取量、ＡＤＩと定めます。

この後、ＡＤＩという言葉が出てまいりますので、これだけはちょっと覚えておいてくださ

い。人の１日当たりの許容摂取量、これだったら毎日ずっと摂取をしたとしても何ら影響がな

いという量でございます。

さらに、使用基準と残留基準の設定がございます。まず、農薬を登録しようといったときに

は、病害虫防除に必要な条件で作物の残留試験を行います。例えば、2,500倍で３回使用する

という条件のもとで試験をやったときに、では、最終散布をして１日後どの程度残るのか、３

日後は、７日後は、最終散布して次の日に例えば0.1ppmぐらい残っているといったときには、

かなり余裕のある関係で残留基準というのが設定されてきます。これに基づいて農薬の使用基

準というのが定められまして、使用希釈倍数というのは2,500倍で、使用回数は３回以内、か

つ使用時期は収穫前日まで。さっきやった最終使用して次の日にこのくらいまで残留があるん

ですよと、それをもとにして残留基準というのができるのですが、それとの関係において農薬

の使用の基準というのが定められてまいります。

ちょっとわかりにくい面があったと思うのですが、これを総合して言えば、農薬の使用基準、
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先ほど言った2,500倍、３回、収穫前日までということであれば、定められた残留基準、先ほ

ど0.5ppmという数字がありましたが、実際に残留している量は0.12ppmとか0.13ppmぐらいです、

残留基準を全然超えないレベルで残る、つまり安全性が高い。さらに、この残留基準に、一般

的に食料消費、摂取量、例えば米だったらどのくらい、野菜だったらどのくらい、この量を掛

けましてＡＤＩ、先ほど言った１日当たりの許容の摂取量、これと比較してＡＤＩを超えませ

ん、つまり毎日毎日継続的にずっとその量を摂取したとしても問題はないという形で安全性の

チェックというのは行われていきます。時々、新聞などに残留基準ぎりぎりで農薬が見つかり

ました、もしくは残留基準を超えましたというのが載っていると思います。それについては、

そういう農作物をずっと一生涯食べるわけでもありませんし、例えば白菜でそういうことがあ

ったとしても、人間は白菜だけを基準を超えたものをずっと毎日食べるわけではありません。

キャベツも食べ、当然お米も食べ、大豆も食べ、いろいろなものを食べますから、トータルと

してＡＤＩを超えていなければ一切問題は生じないという形になってまいります。

２点目として、無登録農薬、これが２年ちょっとぐらい前に問題を起こしまして農薬取締法

を改正いたしました。従来は、無登録農薬の取り締まりというのは、販売の段階で取り締まり

ましょう、無登録農薬を売ってはいけませんとなっております。ところが、２年ちょっと前に

起こったものは、勝手に輸入をして使っているような事例もありました。そういうこともあり

ましたので、法律を改正して、無登録農薬を製造したり、輸入したりしてはいけません、販売

は当然です、さらに使用してはいけませんという形で、全部に網がかかるという形で法律を改

正しております。さらに、これは農家の方に守ってもらうものとして、従来は農薬の使用者は

できるだけ守るようにしてくださいという努力の規定をかけておったのですが、法律を改正し

まして、今度は使用者が守らなければならない基準、遵守義務と申しますけれども、それを破

ると罰則も伴います、罰金がかかったり懲役がかかることもあるんですという形で強化してお

ります。そのときに、食用作物と入っていますが、飼料作物、当然えさから動物に行って人間

に入ることもありますので、飼料作物も含めて食用作物などに農薬を使用する場合には、この

４点を必ず守りなさいとなっております。作物、これは残留試験などが行われてきちんとわか

っている作物。使用の時期、例えば収穫の１週間前と書いてあれば１週間前までです。前日に

勝手に使ったりしてはいけません。使用回数、これも３回ですと言われていれば３回を守りな

さい。希釈倍数なども2,500倍と書いてあれば、勝手に1,000倍とかそういう形で使ってはいけ

ませんという形で、これは守らなければいけない基準として定められております。

では、実際にそれが守られているのかどうなのか、農水省はちゃんとチェックしているんで
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すかという質問も受けます。我々も予算と人員の限りはございますけれども、その中で無作為

に毎年選定して、毎年4,000ぐらいの農家の方々をピックアップして、これはいろいろな品目

にわたって、農薬の使用状況の点検を行ったりしております。このうち何分の１か、今、大体

700ぐらいですけれども、そういう農家には実際の生産物をいただいて残留農薬がどうなって

いるのか、残っているのか残っていないのか、基準をオーバーしているのかオーバーしていな

いのか、このチェックをしております。幸いに、農薬の残留基準をオーバーするというような

事例はございません。残留するということは時々ございます。先ほど言ったように基準値を下

回っている分については残留していても問題はございません。これについては、当然隠すこと

はできませんので、私どもデータが取りまとまった段階で常にオープンにしていっております。

なかなか新聞などには書いていないと思うのですが、農水省のホームページの中で農薬のコー

ナーがございますので、アクセスしていただきますと、例えば15年度の結果はこういうふうな

残留の状態になっています、こういうところで使用方法でミスがありましたとか、そういうこ

とも全部オープンにしております。その中で、都道府県とも連携をとりながら、各農家にはで

きるだけ農薬の使用については記帳してください、いつ、どういう農薬をどういうふうに使っ

たか書いてください、変な使い方等があれば立ち入り検査をして指導するという形で行ってお

ります。

さらに、これはマーケットの方で実際に市場流通しているものを調べるのですが、これは厚

生労働省の所管になってまいりますが、食品衛生法に基づく措置として、先ほどありました農

薬の残留基準0.5ppmという数字、それを超えるようなものが見つかったときには、農産物の回

収廃棄、こういう命令が下されます。さらに、連絡を受けまして農業部局で実際にそういう地

域に入って調査をして指導を行うということで、衛生関係の部局と農業関係の部局が連携をし

て指導なりそういう措置を行っているということでございます。では、一体どのくらい農薬の

残留というのは見つかっているのか。これは厚生労働省の方で調査されておりますけれども、

実際に50万件ぐらいの検体を調べておりますが、農薬が検出されたのが0.5％ぐらい見つかっ

ております。ですから、200件調べれば１件ぐらい農薬が残留しています。さらに、基準値を

超えるということになると0.01％ですから１万件調べたら一つぐらい出てくるということです。

ですから、そういう面では非常に確率的に低い。ただ、新聞等に載ってしまうと、いかにもそ

こらじゅうで残留基準をオーバーしているようなイメージがあると思うのですが、実際には非

常にレアケースだとお考えいただきたいと思います。

農薬のリスク管理というのは、先ほど言いましたとおり、農薬のそもそもの安全評価を行っ



- 7 -

て登録をし、登録農薬だけが販売され、正しい使用をし、それで安全な農産物が供給されると

いう形になります。

次に、安全安心の確保をどういうふうにやっていくのかというと、当然ながら、できるだけ

化学農薬の使用を減らしてほしいという要望がございます。その要望にこたえていく必要があ

ると思っております。では、実際に農薬はどういうふうに使われているのかといってみると、

この20年間で、1980年ぐらいには70万トンぐらい農薬というのは使われておりました。実際使

用量はよくわかりません、出荷量で見ていますけれども、それが20年ぐらいたったときには、

大体30万トンや40万トンぐらい、大体半分ぐらいまで農薬の使用量というのは減ってきており

ます。そういう面では、全体としてかなり農薬の使用量は減っているということが言えると思

います。それで、先ほど言った病害虫の防除方法、いろいろな方法があるのですが、少し化学

的防除以外のものについてご説明したいと思います。

今、天敵を使って病害虫防除をするというのがあるんですけれども、例えばアブラムシです。

アブラムシというのは、よくいろいろな葉っぱなどにもついているのですが、つぶせばすぐ死

ぬんですけれども、アブラムシといっても生き物ですから生きていかなければいけません。ど

ういう手段をとるかというと物すごい割合でふえていきます。ですから、アブラムシが１匹い

たら、何日かたって見れば、それがうじゃうじゃといる。ただ、アブラムシの密度が低いとき

に、アブラムシを食べてくれるすばらしいヤマトクサカゲロウの幼虫ですけれども、こういう

ふうにアブラムシを食べてくれます。これによって、初期密度を落とせばある程度農薬の使用

を減らすことができる。ただ、どんどんふえてくると、これはやはり農薬で密度を落とさなけ

ればきちんとした農産物の生産はできない。あとこれは、ダニを食べるダニ、チリカブリダニ

という名前を聞いたことがあるかもしれませんが、これは悪いダニの卵を食べてくれている立

派なチリカブリダニというダニです。そういう面で、こういうチリカブリダニとかクサカゲロ

ウの幼虫などを利用しながら防除をするということをやっています。

もう一つは、交信攪乱剤というのがあります。これは、世の中人間でも虫でもそうなんです

が、雄の虫は雌の虫が出す微妙なにおいに寄せられて雌のところに行って交尾をして雌は卵を

産みます。そのときに、こういうところに雌が出すのと同じようなにおいを出すようなものを

たくさん置いておきます。そこらじゅうで雌のにおいがしますので、雄はどこに雌がいるのか

わからなくなります。そうなると交尾ができない、交尾ができなければ今度は雌は産卵ができ

ないという形で特定の虫を防除することができます。ただ、すべての虫をこれで防除できるか

というとできません。特定の虫はこういう交信攪乱剤というもので防除はできますが、それ以
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外のものについては一定程度の農薬の使用はせざるを得ないというのが現状と思っております。

このように、安全安心な農産物の供給を推進するために、一つは農薬のリスク管理、もう一

つが安心感に訴えるためにも化学農薬の使用を削減しましょうということで先ほどの天敵を使

うなどという形で化学農薬の使用削減を行っているという形になってまいります。この全体で

農薬の安全性を確保しているという形になっています。

では、甚だ簡単ですけれども、次にまた毒性なり環境問題に詳しい話がございますので、と

りあえずこれで終わらせていただきます （拍手）。

○司会

続きまして、農薬のリスクと安全性評価につきまして、財団法人残留農薬研究所の寺本常務

理事、どうぞよろしくお願いいたします。

○寺本

皆様こんにちは。

農薬のリスクと安全性評価についてお話しさせていただきます。

本題に入ります前に、農薬がどんなふうにして世の中に出てくるのかということについて、

皆様ご存じでしょうか。少しおさらいをしておきたいと思います。

最初に、農薬は、農薬会社がたくさんの化合物を合成いたしまして、それについて実験室の

レベルで薬効と薬害について片っ端から調べていきます。大体数万個を調べていきますとその

中に二、三個、農薬としてすぐれた効果を持つものが出てまいります。それが農薬候補という

ことになります。そうしますと、今度は圃場に移しまして本格的な薬効と薬害についての調査

が行われます。それと同時に、こちら側に書いたような毒性試験ですとか環境試験、残留性試

験というような一連の試験が行われます。そして、全部のデータがそろいまして安全性その他

特に問題がないという確認ができますと、農薬登録としての申請がなされまして、各データに

ついて専門の機関によって審議がなされ、安全性が確認されますと晴れて農薬として登録され

ます。これが、大体合成を初めてから登録を取得するまでに10年ぐらいの歳月が要ると言われ

ております。

農薬は、人の薬と同じように植物、作物にとっての薬ですから大切なものということであり

ますけれども、使い方を間違えますと、まさにこういった薬害とか毒性、環境毒性あるいは残

留性、こういった問題が生じる可能性があります。何段階かの安全性が考慮されているのです

が、そういう可能性があります。ですから、こういったことをよく理解していく必要があると

思います。それで、きょうは、こういった全体の流れの中の毒性試験とデータの評価のところ
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を中心にお話しさせていただきます。

農薬の毒性試験ですけれども、これはどこでもやれるということではございませんで、毒性

試験適正実施基準に適合した施設において農水省が定める毒性試験指針に準拠して実施されて

おります。この毒性試験適正実施基準と申しますのは、農林水産省がデータの質を確保すると

いう観点からこういった施設に対して定めている基準でございまして、例えば動物の健康です

とか福祉、そういったものに配慮した飼育施設を持っているかどうか、あるいは試験に従事す

る職員の教育とか訓練、こういったものが十分なされているかといったようなハードの面とソ

フトの両方について厳しい基準が設けられておりまして、３年ごとに査察を受けることになっ

ております。

それで、毒性試験の指針でございますけれども、これは1960年代の後半にＤＤＴなどの有機

塩素系農薬の残留性問題が起こってきまして、それがきっかけとなって農薬の登録に必要な毒

性試験の種類と具体的な方法について指針として通知されたものでございます。この1960年代

といいますのは、医薬品ですとサリドマイドによる先天奇形の問題が起きましたし、環境毒性

では有機水銀による水俣病の問題が発生した時代でございます。そういった時代の背景を受け

て、農薬についても厳しい見直しがされたということであります。最初に1972年にこういうガ

イドラインが出されまして、その後1985年と2000年に科学の進歩に伴ってそれぞれ最新の基準、

指針に更新をされております。現在は2000年の指針に沿った試験がなされております。

具体的にどういう種類の試験があるかと申しますと、全部で二十七、八本の試験がございま

す。とても書き切れませんので、大きくグループに分けてみますと四つぐらいに分けられます。

一つは、いわゆる毒性を調べる試験ということで、これが一番多くて二十本ぐらいの試験がご

ざいます。そのほかに、起きてはいけないんですけれども、万一急性中毒症というものが起き

てしまったときには、それの処置法だとか治療法、そういったことが必要になりますので、そ

れに必要なデータ。それから、３番目として動植物体内での農薬の代謝を調べる試験、それか

ら４番目として環境中での影響を見る試験、こういったような試験に分類できるかと思います。

きょうお話しするのは、特に毒性に関係する試験についてでございます。

農薬の毒性試験の特徴というものを見てみますと、一言で言いますと人の曝露様式に合わせ

て試験法が工夫されていると言うことができるかと思います。人と農薬とのかかわりを見てみ

ますと、一つのグループとしては職業的に農薬を取り扱う方々がございます。こういった人々

の場合には、比較的多量の農薬を短期間摂取する可能性が考えられます。ですから、こういっ

た人たちに対しては、種々の経路で１回だけ投与する試験及び経口的にある程度繰り返し投与
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する試験といったものを実施するということになっております。絵でかきますとこのようにな

りまして、散布作業のところですけれども、作業中に鼻から吸い込んでしまった、あるいは口

から飲み込んでしまった、あるいは細い線がありますけれども、皮膚についたものが体の中に

取り込まれるということが起こります。線の太さというのは、体の中に取り込まれやすさとい

うものを示しております。

実際の単回投与試験、１回だけ投与する試験としてはどんなものがあるかと申しますと４種

類の試験がございます。一つは、急性毒性試験と言いまして、やり方としては経口、経皮及び

吸入という３種類の方法で投与したときの致死量の違い、あるいはそのときの標的臓器の違い、

そういったことを調べる試験であります。言ってみますと、農薬の毒性についての基本的な性

質をこの試験で知ることができるというものです。この試験の中で神経毒性が見られた場合に

は、別途、急性神経毒性試験というものも実施することになっております。それから、ほかの

試験としては、皮膚及び刺激性試験というもの、あるいは皮膚感作性試験というものがありま

す。これは、先ほどの急性毒性試験と違いまして、皮膚なら皮膚、あるいは目といった適用し

た部位の変化、そういった場所に対してどういう毒性を起こすかということを調べる試験でご

ざいまして、これは言ってみれば農薬の散布の現場で皮膚についてしまった、あるいは目の中

に入ってしまったということを想定した試験であります。こういった強い刺激性があると困り

ますので、あらかじめこういったことを調べておくわけです。この皮膚感作性試験といいます

のは、皮膚アレルギーを調べる試験であります。

今までの単回投与の試験に対しまして、繰り返し投与する試験というのがあります。これは、

例えば散布作業というのは１日で終わるとは限りませんので３日とか１週間ぐらい続くという

こともありますので、ある程度の期間繰り返して投与したときの毒性を調べます。この場合は

90日間という十分長い期間を設定しております。調べる毒性としては、臓器毒性といいまして、

例えば肝機能がどうなっているか、腎機能がどうなっているかといったような機能検査が主体

になります。また、そういった毒性の生じない無毒性量というものも同時に、この試験以降の

試験では無毒性量を調べるということも要求されております。この無毒性量というのは、先ほ

どのお話に出てきましたＡＤＩを決めるときに大事なものになりますので、ちょっと頭の中に

入れておいていただきたいと思います。それで、こういった経皮毒性とか吸入毒性、神経毒性

という先ほどの急性毒性の結果で、こういった毒性が見られるという場合には、別途それぞれ

の反復投与毒性試験というものも必要になってまいります。

それから、繰り返し投与するもう一つの試験として催奇形性試験というものがあります。こ
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れは、妊娠期間中に母親に強制経口投与と言いまして注射器で胃の中に直接投与するというや

り方になりますけれども、そのときに母体毒性としてどんなものが出てくるか、あるいは胎児

毒性はどうなのかといったことを調べる試験であります。これは、農家の若いお嫁さんが散布

作業をされるという場合もあるかもしれませんので、こういった先天奇形が起きるというよう

なことがあると困りますので、この試験では強い催奇形性がないということを確認するという

ことと同時に、そういった毒性の生じない無毒性量を求めるということになっております。

それからもう一つ、単回投与試験と繰り返し投与する試験のどちらにも入らない特殊な試験

というものがございまして、これは変異原性試験と言います。この試験は、農薬の遺伝子突然

変異及び染色体異常誘発性の有無を調査するという試験でありまして、試験管内試験と動物を

使った試験の両方があります。この強い変異原性というものがありますと、後でお話しする発

がん性があったり、あるいは今お話しした先天奇形を起こす催奇形性といったことを同時に起

こすということがもうわかっておりますので、こういったものの場合には農薬として開発する

ことはできませんので、一連の毒性試験の中ではかなり早い段階で調査される試験でございま

す。

今までは職業的に農薬を取り扱う方を想定した試験をお話ししましたけれども、もう一つの

グループとしては職業的に農薬を取り扱うことのない人、言ってみれば一般消費者と言いかえ

てもいいかと思いますけれども、こういう方々が残りの方ということになりますけれども、こ

の場合には、作物中に残留する極めて微量の農薬を長期間にわたって摂取する可能性が考えら

れます。ですから、この場合の毒性試験としましては、長期間にわたって経口的に繰り返し投

与する試験を実施するということになっております。入るのは口からと限られているわけです。

絵でかきますとこのようになっておりまして、農薬を散布するわけですけれども、ほとんどの

場合には収穫するまでの間に分解されて散布した農薬はなくなってしまうのですが、一部の農

薬ではごく微量こういったものの中に残留をして、それがこういった作物とともに食べるとい

うことで、量的に非常に微量なので点々で書いているわけです。こういったイメージになるか

と思います。

こうした場合の試験としては、長期間繰り返し投与する試験というのを行うのですが、この

試験としては３種類の試験があります。一つは、１年間反復経口投与毒性試験といいまして、

農薬を長期間繰り返し投与したときの臓器毒性を明らかにする。先ほどの90日間の反復投与試

験と同じでございます。ですから、機能検査が主体の試験になりますけれども、期間が１年間

という非常に長い期間になりますので、こういった慢性毒性と言いかえてもよろしいかと思い
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ます。また、この試験でもこのような毒性の生じない無毒性量を求めるということになってお

ります。１年間投与して、さらにそういう厳しい条件の中で無毒性量を求めるというのは大変

厳しい条件になるわけです。

それから、２番目の試験としては、発がん性試験というものがあります。発がん性といいま

すのは、こういった臓器毒性を起こすような高い量を、しかも長期間繰り返し投与したときに

がんが起こるということがありますので、この試験では農薬を生涯にわたって投与したときの

発がん性を調べるということになっております。例えば、ここに書いていますようにラットを

使った場合には、ラットの寿命というのは大体２年半ぐらいでありますので、この試験では２

年間、毎日毎日投薬を続けます。非常に大規模な時間もかかる試験ということになります。こ

の試験では、無毒性量ではなくて発がん性がないということを確認しておく試験になります。

３番目の試験としましては、繁殖毒性試験というのがございます。これは、生殖機能に及ぼ

す影響と出生後の児動物の発育に及ぼす影響を２世代にわたって調査するというものです。で

すから、親の世代の動物から始まって、次の子供の世代が大人に順調に育って生殖活動を行っ

てちゃんとした健康な子供を育てることができるかどうか。ですから、孫の世代が正常に発育

できるかどうかというところまで試験をするものでございます。この試験でも、そういった毒

性の生じない無毒性量というものを要求されております。この試験では、七、八年前になりま

すか、内分泌攪乱作用という言葉が大きく取り上げられて問題になった時期がありますけれど

も、こういった作用ですとか、そのほかにも免疫毒性といったようなものもこの試験の中では

検出することができます。

こうして、たくさんの種類の毒性試験を行っているということが何となくおわかりいただけ

たのではないかと思いますけれども、そういったデータの安全性評価というのは、ではどうな

っているのだろうかということについて少しお話しさせていただきます。

初めに、一連の動物を用いた毒性試験のデータ、これについて食品安全委員会の方で、例え

ば発がん性だとか催奇形性、そういったおそれがないという確認がされますと、最終的に許容

１日摂取量、ＡＤＩというものが最初に設定をされます。これは、出し方は先ほどの横田室長

の話にも出てきましたように、すべての毒性試験について無毒性量を求めて、その中で一番小

さい無毒性量、これを安全係数の100で割ったものであります。安全係数を100にしていますの

は、個人差が当然ありますから個人差を考慮して10倍、それからこういった毒性試験のデータ

というのはすべて動物を使ったデータでありますから人の安全性として外挿をするときに人と

動物の差をさらに10倍考慮しているということでございます。それで、この10倍というものが
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どれぐらいのものかといいますと、毒性試験の中では、例えばある量で死亡が起こるような、

死んでしまうような量があったとしますと、その量から10分の１に量を下げますと死ななくな

るどころか、はっきりした毒性さえわからなくなるというのが一般的であります。ですから、

この合計の100で割ったＡＤＩという数値というのは、全く毒性がないという量から、さらに

２けた低い量だと言うことができます。ですから、この量であれば毎日毎日一生涯にわたって

食べ続けても何ら健康に影響ありませんと言うことができるわけです。

こうしてＡＤＩが決まりますと、このＡＤＩともう一つ作物残留試験、このデータに基づい

て厚労省が残留農薬基準というものを設定します。この残留農薬基準といいますのは、作物中

にある一定の基準値までは残留しても構いませんという量になります。これはどういうふうに

して決めるかといいますと、ある作物群について国民が１日当たり平均的に食べる量というも

のがわかっておりますから、それにある基準値、残留農薬の量、濃度というものを掛けまして、

それをすべての作物群について合計をします。そうしますと、１人１日当たりの推定農薬摂取

量というものが出ます。この推定農薬摂取量というものが、先ほど求めたＡＤＩの数値よりも

十分小さくなるように基準値の数値を決めるということでございます。ですから、ＡＤＩその

ものが毒性学的には存在しない量と考えてもいいような十分低い量なんですが、さらに安全を

見てこの基準値が決められるということであります。それともう一つ、実際の作物中に残留す

る最大の残留量、これがこの基準値を超えることのないように、逆に言いますとこの基準値と

いうのは実際の作物中の残留を考えた場合にも十分安全であるように設定されていると言うこ

とができます。

それともう一つ、人の健康保護と環境保全の観点から、環境省が農薬登録保留基準というも

のを設定します。この農薬登録保留基準といいますのは、基準値を超えて検出された場合には

農薬としての登録を認めませんという数値になります。これには４種類の基準値がございまし

て、一つは作物残留性にかかわる登録保留基準、これは先ほどお話しした厚労省が定める残留

農薬基準と全く同じものでございます。ですから、これは人の健康を考えた基準値ということ

になります。そのほかに、土壌残留性にかかわる登録保留基準、それから水産動植物に対する

毒性にかかわる登録保留基準、それから水質汚濁性にかかわる登録保留基準というものがそれ

ぞれございます。この水質汚濁性といいますのは、飲料水中に残留する農薬の基準ということ

になります。

こうして作物中の農薬の残留量ですとか環境中の農薬の濃度というものの基準値というもの

が決められますと、実際に作物なり環境なりにとどまる農薬の量というものが基準値よりも小
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さく保たれるように、最後に使用基準というものを農水省が決めるという手順になっておりま

す。これは、先ほどの説明にもありましたように、使用の時期、収穫の何日前までしか使って

はいけませんとか、使うときの濃度は1,000倍ですとか、使う回数は３回までですというよう

な使用基準を最後に決めるということでございます。ですから、これは使用基準をきっちり守

ることによって人や環境の安全が守られるという仕組みになっていると言いかえることができ

るわけです。

これを絵で見ますとこのようになっていまして、全部の農薬に関する試験成績というものが

農薬検査所に提出されますと、ここでは薬効とか薬害に関しての登録検査が行われますし、ほ

かのデータについては農林水産省を経由して環境省、厚生労働省、内閣府の方にデータが送ら

れまして、初めに動物試験データからＡＤＩが決められ、これに基づいて厚労省と環境省でそ

れぞれ残留農薬基準と登録保留基準が決められる。こういった基準値がちゃんと達成できるよ

うに、最後に農水省で農薬使用基準が決められると、こういうことになっております。

今までお話ししたことをまとめてみますと、最新の科学的知見に基づいて種々の毒性試験が

実施され、急性毒性、臓器毒性、発がん性、免疫毒性、神経毒性、繁殖毒性、催奇形性、変異

原性などの有無及び無毒性量というものがきっちりと求められているということ。それと、こ

ういった毒性試験の結果に基づいてＡＤＩというものが設定され、残留農薬基準、農薬登録保

留基準、農薬使用基準というものが定められ、人の健康保護及び環境保全というものが図られ

ているということをお話し申し上げました。私のような毒性にかかわる人間としてはもちろん

真剣に仕事をしておりますけれども、いろいろな立場の方々がこういった安全を守るための仕

組みというものをきっちり理解されれば、それが安心へ続いていくということなんだろうと思

っております。

どうもご清聴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。

では、続きまして、農薬の環境影響につきまして千葉大学園芸学部の本山教授からご説明い

ただきます。よろしくお願いいたします。

○本山

皆さん、こんにちは。

よく無農薬でつくった何々だから安心だとか、無農薬栽培あるいは減農薬栽培をしているか

ら環境に優しいエコファーマーであるという言葉を聞きます。そういうことから、逆に農薬に
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対するマイナスのイメージが定着してきます。農薬に対するマイナスのイメージというのは、

よく考えてみますと、人の健康に対する不安と環境に対して悪影響があるのではないかという

不安の二つからなっているのではないかと思います。

なぜそういうマイナスのイメージが定着しているか考えてみますと、昔の問題があった農薬

のイメージをずっとひきずっているのではないかと思うんです。ＤＤＴという農薬が戦後アメ

リカから入ってきました。ＤＤＴというのは、公衆衛生とか農業の部分では非常に役に立った

んですけれども、環境中で安定性があり過ぎて残留してしまうというマイナスの性質も持って

いたわけです。それから、パラチオンという農薬がありました。これは有機燐系の殺虫剤で浸

透移行性があったわけです。この農薬は、環境中では比較的速やかに分解されてなくなったん

ですけれども、人と動物に対する選択性がなくて人間に対しても非常に毒性が強かったわけで

す。そのために、自殺とか他殺とかで随分たくさんの中毒や死亡事故が昔あったわけです。そ

ういうイメージがずっと続いていて、先ほど申し上げましたような農薬に対する不安感という

のが世の中に根強く残っているのではないかという気がします。

しかし、そういう農薬というのはもう、先ほど横田室長の説明にもありましたけれども、30

年以上も前に禁止になりました。その後、農薬登録の制度というのは非常に厳しくなってきま

した。ですから、現在使われている登録されている農薬というのは、一旦使用されますと環境

中で目的の病害虫や雑草を防除するという役割を果たした後は、極めて短時間のうちに分解さ

れます。分解というのは太陽の光による分解だとか水による分解だとか、あるいは植物や土に

吸収・吸着されて分解される、あるいは微生物による分解というのがかかわっているわけです。

分解された農薬は、自然の物質の循環系の中に入っていってしまいます。農薬の環境負荷とい

う問題を考えてみますと、環境中に投与された農薬が目的の病害虫、雑草を防除して物質循環

系に入っていくまでの間に、目的としない非標的生物に対してどれだけ悪影響を及ぼすかとい

うことになってくるわけです。

農薬の自然生態系に対する影響について私はきょうお話をするわけですけれども、そういう

ものが一番あらわれやすい場所というのは水田周辺だろうと考えられます。なぜならば、水田

で使われた農薬というのは、水がありますので水を介して周辺の川であるとか、あるいは池や

沼や、最終的には海まで入っていくわけです。ですから、水田周辺の水生生物、水圏生態系と

いいますか、そこが一番農薬の環境毒性があらわれやすい場所だろうと考えられるわけです。

きょうは、私はそういう意味で話題が二つあります。一つは水田に隣接している小排水路では

どういう農薬がどれぐらいの量、濃度検出されるのかというのを私たちが茨城県北浦周辺の水



- 16 -

路で実態調査をした結果について紹介したいと思います。それから、２番目の話題は、農薬の

空中散布についてです。空中散布というのは、非常に広大な面積に一遍にやりますので非常に

生態影響が出やすいと考えられるわけですけれども、空中散布した場合に水田の中を流れてい

る水路の水生生物にどういう影響があるのかというのを実態調査した結果を紹介したいと思い

ます。

まず最初の方の話題ですけれども、調査対象にした地区というのは太平洋に面した茨城県の

北浦というところです。霞ケ浦がこの左側にあります。この北浦というのは非常に大きいもの

ですから湖みたいに見えるんですけれども、大学からここまで来ると２時間ぐらい片道かかり

ます。ここを、学生と一緒に毎週１周して、この赤丸で囲んだところの水をとってきて分析を

してみました。実際の水路がどのうような景色になっているかというと、スライドが小さくて

見にくいかもしれませんけれども、このような小さい水路、水田の水が直接入り込むような水

路です。このように水田で使われた農薬というのは小排水路に出てくるわけですけれども、そ

の小排水路の水を運ぶ基幹排水路みたいなものがあって、その基幹排水路は今度は水門を通し

て北浦の大きな川に流れ込むという仕組みになっています。

水田で使う農薬は、どうやって使うかというと、多くの消費者の方はまだ誤解されている方

がたくさんいらっしゃるようですけれども、今は大体こういう使い方です。田植えをするとき

に稲の苗を育てます。この苗箱に殺虫剤と殺菌剤をぱらぱらと、多くの場合は粒剤をまくわけ

です。そして水をまいて定着させる。それを田植え機に積み込んで、こうやって機械が自動的

に田んぼの中に置いていくわけです。ですから、このことによっても農薬の環境影響というの

は非常に小さくなっているということがわかるわけです。関東地方は大体こういうスケジュー

ルですけれども、私たちが調査をしたところでは、４月28日が田植え前で、４月の終わりと５

月の初めの連休の期間に大体田植えが終わってしまいます。私たちは４月28日から現場に出て

水をとってきました。農家は田植え後大体２週間以内ぐらいに除草剤をまきます。除草剤は、

これも極めて簡単な方法なんですけれども、あぜ道を歩きながら粒剤の格好になったものをぱ

らぱらと振っていくんです。それで全面的に除草剤が処理される。あるいは、水を田んぼに入

れるときに水口のところに除草剤を流し込めば水と一緒に田んぼ全面に施用されるという技術

が今は開発されています。

そこで、私たちはこのように７月の下旬まで毎週水をとってきて研究室で分析してみました。

その結果、びっくりしたわけですけれども、20カ所調べたうちのわずか３カ所からしか農薬が

検出できなかったわけです。地点３では、５月15日にフェノブカルブと呼ばれる殺虫剤が0.65
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ppb。ppbというのはパーツ・パー・ビリオンの略で、非常に小さい単位です。検出されたのは

１回だけです。この農薬の環境省が設定している環境水中基準値というのがあります。この濃

度ならば環境に影響を及ぼさないという数値ですけれども、それが200ppbですからそれに比べ

ると300分の１以下になります。それから、地点７では５月15日と５月20日にエスプロカルブ

という除草剤が0.8ppb、0.2ppb検出されました。この農薬の基準値は100ppbですから、検出さ

れたのは非常に小さい値だということです。それから、地点20では４月28日にテニルクロール

という除草剤が0.13ppb検出されましたけれども、この化合物の基準値は2,000ppbですから、

これも１万5,000分の１以下という全然問題にならないような微量な濃度になります。

したがって、検出された農薬の濃度というのは、このように水田と直接つながっている水路

においてさえ著しく低くて、生態系に悪影響を及ぼすということは考えられないということが

わかりました。現在、使われている農薬というのは昔のＤＤＴやパラチオンの時代と違いまし

て、農薬の性質自体が非常に選択性が高く進歩していることに加えて、製剤の技術と施用技術

の進歩もあります。これらの進歩が相俟って農薬の環境影響を著しく小さくするということに

役立っているわけです。

これは有人ヘリで農薬を散布している写真ですけれども、田植え時期の殺虫剤、殺菌剤、除

草剤散布に加えて、関東地方ですと地域によっては７月の中下旬に稲の穂が出てから発生する

カメムシとかウンカ、ヨコバイ類及びいもち病、紋枯病などの病気の防除を目的に農薬の空中

散布を行います。空中散布というのは、水田の真上から広域に散布しますので、大規模面積を

短時間に消毒できるという意味では農家にとっては大変ありがたい技術なわけですけれども、

その分だけ生態系に及ぼす影響も最も顕著に見られる可能性があるわけです。そこで、私たち

は空中散布の前後で水田の中を流れている水路について水生生物にどういう影響があるかとい

うのを実際に調べてみました。

調査に選んだ対象地域は、千葉県香取郡山田町というところで、成田空港のちょっと北側、

茨城県の県境に近いところです。この地図ではわかりにくいかもしれませんけれども、紫色に

なっているところが水路です。ここに橘堰という水をためるところがありまして、その上流部

、分はこのように谷津田になっていて、両側は山に囲まれています。上流は大体150ヘクタール

下流が1,000ヘクタールの平野部の水田地帯です。私たちは、上流で散布された農薬は水路の

中を流れてきて堰でとれるだろうと思ってここをサンプリング地点にしました。それから、下

流の広大な面積に散布された農薬は黒部川という川に流入しますので、ここの流入口のところ

でサンプリングをしました。
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その結果、実際には非常に低い濃度、理論的に計算した空中散布された農薬から想定される

、川の水の中の濃度よりも100分の１ぐらいの低い濃度しか検出できなかったわけです。それも

よく考えてみますと当たり前のことで、まずその時期の水田というのは落水をしていて水が入

っていません。ですから、水田に落下した農薬が川に入ってくるということはほとんどない。

そうすると、川の上に直接落ちたものだけが検出されるわけですけれども、川の上に落ちた農

薬というのは植物に吸収されたり、川の底にある底質と呼ばれる土に吸着されたり、水は流れ

ていますのでそれで希釈されたりして、実際の水中の濃度というのは理論値の100分の１程度

で、生物には何の影響も及ぼさないような濃度しか検出されなかったということです。

そこで、私たちは、実際の生物にはどういう影響があるかということで、仁良川という空中

散布をする真下にある川で調査をしてみました。学生諸君と一緒に行って、10メートルの幅を

決めて下流から２人、上流から２人、たも網という網で魚その他の生物を全部すくって定量的

に調査をしました。そういうことを何カ所かでやったわけです。小さい川ですけれども、両側

の水田から農薬は流れ込みますし、空からも降ってきたわけですが、実にいろいろな生物がと

れます。とれた生物を分類してみますと、魚類としてはフナ、モツゴ、タモロコ、ヨシノボリ、

ハゼ、その他がとれます。それから、この中にホトケドジョウというのもとれまして、これは

環境省が絶滅危惧種に指定している希少な生物です。それから、甲殻類としてアメリカザリガ

ニやホウネンエビ、両生類としていろいろな種類のカエルがとれました。昆虫類も水生昆虫は

たくさんとれまして、その他貝類としてシジミもここには存在していました。肝心のそういう

水生生物の密度は空中散布でどう変わるかということですけれども、この年は空中散布は７月

19日に行われましたけれども、その前13日と17日に密度を調査して、調べた後生物は全部もと

の川に戻しました。そうしますと、例えば７月17日には、魚類が10メートル当たり136個体、

甲殻類は７個体、両生類４個体、合計147個体という数字です。空中散布が行われた翌日、す

なわち散布１日後に行って再調査してみますとほとんど差がありませんでした。グループ別に

見ても合計数で見ても差がありません。さらに１週間後で見てもほとんど差はない。さらに、

時間経過後に調査してみても、相対的密度の減少はありませんでした。化学分析の結果、水中

からは極めて微量の農薬しか検出されなかったという裏づけが、この生物調査でも証明された

ということになります。

しかし、今紹介しましたような結果を、日本全国どこでも同じように当てはまるか、あるい

はどの農薬についても同じことが言えるかというと、これは科学的には言い過ぎになるわけで

す。先ほどの結果は、あくまで先ほどの場所の、先ほどの農薬についての話なわけです。私た
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ちが調査を行った仁良川では、2003年と2004年は４種類の混合剤のうちの殺虫剤だけが別のも

のに置きかわりました。それは地元の実施団体が別のものに置きかえたわけです。そうしまし

たら途端に影響が出て、アメリカザリガニだけはたくさん中毒を起こして死にました。

そこで、私たち2004年にもっと詳しい調査をすることにして、水槽を川のほとりの岸辺に置

き、川から汲んだ水を入れて、川からとった魚とザリガニを入れておきました。空中散布が行

われた直後に行ってみましたら、散布１時間後ぐらいでけれども、魚類は全く影響なかったん

ですけれども、ザリガニだけは全部ひっくり返っていました。そのとき川を見ますと、実際に

中毒して動きがとれなくなったザリガニがたくさん流されているのが見えました。そこでザリ

ガニ密度を定量的に調査してみました。ここでは７月15日に空中散布が行われたわけですけれ

ども、その前に２回、その後に２回調査をしました。４つの区間、すなわち10メートルずつ４

区間調査をして、捕獲個体数を合計であらわしてあります。７月16日、空中散布の翌日を見ま

すと明らかに密度が減っています。ところが、１週間ぐらいしますと、また回復しているわけ

です。なぜこういうことになるかといいますと、水だけ入れたガラスの水槽の中でこういう毒

性試験をしますと、濃度は均一ですし、生物には逃げ場がないし、強制的に暴露されますので、

多分一度影響を受けて死んだ個体群というのは回復してこないわけですけれども、野外ではそ

うではなくて、農薬濃度が不均一になる、つまり空から降ってきた場合でも場所によって濃度

に違いが生じます。ですから、死ぬ個体がいても必ず生き残る個体も出てくるということです。

それから、生物そのものにも移動の自由がありますから農薬濃度の低いところに逃げていって

生き延びて、また濃度が低くなって戻ってくるということができるわけです。

ということは、散布する農薬によっては、特定の生物に対して一時的な影響を及ぼすものが

あったとしても、長期的に見てその密度が回復するようなものであれば、その農薬がもたらし

ているベネフィット、ベネフィットというのは食の安定的な生産に貢献しているということで

すけれども、それとのバランスを考慮すれば、それは受け入れ可能な変化だろうと考えられま

す。ですから、農薬の生態リスクというのを考えるときには、回復可能な一時的な変化と、特

定の生物種の絶滅につながるような回復不可能な変化というのを区別して考えることが大事だ

ろうと考えます。

この地区には、先ほどスライドでお見せしました橘堰の下流の1,000ヘクタールの水田地帯

の中に何本もこういう小さい小排水路があるんですけれども、この１本だけは土着の黒いメダ

カがたくさん生存しています。この黒いメダカも環境省の絶滅危惧種の１種です。当然、この

水路には両側の田んぼの農薬も入ってきますし、空からも空中散布でいっぱい農薬が落ちてき
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ます。私たちはこの水路のメダカに対する空中散布農薬の影響というものを調べてみました。

ここは、５メートル間隔の調査区を何カ所かとって、このようにここに生存しているメダカを

全部とって勘定して、また放すという方法で調べました。

空中散布は７月18日に行われましたが、その前７月14日に調べたときには１区、２区、３区

の平均で見ますと５メートル当たり362匹メダカがいました。散布の翌日行ってみますと全然

減っていません。１週間後で見てみますと、１区と２区だけは随分減ったような印象受けます。

ただし、３区が極端にふえています。これはどういうことかといいますと、散布する前を調べ

てみますと、このようにこの水路には草がいっぱい生えていたわけです。ですから、メダカが

たくさんここで生息していました。ところが、１区と２区の水路だけは、隣の水田の農家が非

常に勤勉な方で草を全部引っこ抜いてしまったわけです。大雨が降ったときに冠水しないよう

に、水はけがよくなるように農薬散布した後草を全部引っこ抜いてしまったわけです。そうし

ますと、メダカにとっては非常に住みにくい、逃げ場のない生息環境になったものですから草

が残っていた３区の方に全部移動していってしまったということで、農薬による影響ではなか

ったわけです。

これからわかることは、農薬による影響よりも生息環境の変化というのが生態系に非常に大

きな影響を与えるということです。これは、千葉県の東金というところですけれども、ゲンジ

ボタルというやはり環境省が絶滅危惧種に指定している生物がいます。それが今でも発生して

いる水路があるということで調査に行きました。行ってみましたら、こういう素掘りの水路で

した。ここは、やはり両側の山から出てくる湧水の水路になっていますので１年じゅう水は枯

れません。両側の田んぼの農薬も入りますし、空から空中散布もしています。しかし、よくよ

く見てみますと冬にもかかわらず水が流れていて水草があって、この中にはカワニナというゲ

ンジボタルの幼虫のえさになる小さい貝がいっぱい発生していました。すぐ近くの同じ地区の

水田を見ますと、コンクリート３面張りのＵ字溝がきちんと整備されているわけです。ここも

水は山の湧水ですから１年じゅう枯れないんですけれども、ここには水草が生えないし土もな

いためにホタルのえさになるカワニナが発生していないわけです。多くの人は水田地帯からホ

タルがいなくなったのは農薬のせいだと誤解していますけれども、実際はそうではなくて、や

はりこういうふうな水路が変わったことによってホタルが発生できない環境になったというの

が本当のところなわけです。

昔は、水田の水というのはあぜを切って必要なくなったときは水路に流していました。とこ

ろが、整備事業が進んだ水田というのは、このように暗渠排水というんですけれども、60セン
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チぐらい下のところに排水管が埋設されていまして、必要のないときはこの栓を抜けば水はこ

の下から全部抜けるようになっています。そうすると、水田と水路の両方に水はあっても魚の

ような水生生物、たとえばメダカのようなものにとっては行き来できない仕組みになってしま

ったわけです。それから、用水といいますか田んぼに水を入れる場合も、昔は小川の堤防を切

って水を入れていましたけれども、最近の整備の進んだところというのは地下水をくみ上げた

り、あるいは遠くの川の水をパイプラインやコンクリートの水路で運んできて、このように水

道の蛇口をひねって必要なときに必要な量だけ水を入れるという仕組みになっています。皆さ

んの一般家庭の台所の流しの水道の栓と同じです。必要なときに必要な量だけ水を流すという

ことです。こうなりますと、やはり水路と水田の水の間を生物が行き来するということはでき

ないのが当たり前なわけです。

これは、先ほどの茨城県の北浦というところに行く途中の景色です。千葉大学から北浦まで

車で２時間かかりますけれども、成田空港を過ぎてしばらくしますと利根川の遊水池がありま

して、見ますとこのように非常に整備されたきれいな田んぼがあります。この田んぼというの

は、農家にとっては、おいしくていい品質のお米をできるだけたくさんとる、そういうために

できている田んぼです。そして、それによって農家の生活が成り立つという田んぼですから、

言ってみればここは食料生産工場なわけです。食料生産工場の中にトンボやメダカやホタルが

いなければいけないと、うっかりすると都会に住んでいる私たちはそう考えてしまいますが、

実はそれは消費者のエゴだと私は思っているわけです。農家にとっては、これはいい質のお米

ができるだけたくさんとれる、それが一番大事なところなわけで、そこに消費者がトンボやメ

ダカやホタルを発生させなさいと言うのは、これは非常に無理難題を言っていることだと私は

思います。昔の田んぼは10アール当たり、すなわち１反当たり数俵しかお米がとれませんでし

た。そのために日本の歴史には食料難の時代が随分ありました。今は、こういう立派な田んぼ

ができたために、通常でも10アール当たり８俵、去年のように高温で非常に気候条件がよかっ

た場合には、場所によっては10俵もとれるようになりました。私たちは、これから水田周辺の

生物多様性を守るとか自然生態系を保全するというときには、こういう食料生産工場の中では

なくて、その周辺、つまりその水が流れ込む水路であるとか、その水がさらに流れていく沼や

池であるとか、あるいはその水がさらに流れていく海であるとか、そういう水田周辺の環境を

大事にして、そこで生態系に悪影響が起こらないような管理をしていく必要があるのではない

かと思います。

メダカやホトケドジョウやゲンジボタルが少なくなった本当の原因というのは、よくよく考
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えてみますと農薬のせいではなくて、水田の用水路、排水路がコンクリート３面張りのＵ字溝

になったことが関わっています。かんがい水が供給停止されると水路は干上がってしまい、水

が全くなくなってしまいます。水というのは、工業用水として、農業用水として、飲料用水と

して、みんなで共有していますから、むだにいつまでも流すということはできなくなってきた

わけです。それから、暗渠排水設備の普及によって水田が完全に乾田化する時期が出てきまし

た。水のないところに魚は住めません。それから、以前はため池やその他の自然湿地というの

が水田の周りにあったんですけれども、そういうものが埋め立てられて宅地化になってしまっ

た。ですから、そういう水生生物が逃げて過ごす場所がなくなったということ。それから、一

番最後は家庭の一般雑排水、この中には洗剤が含まれていますけれども、そういうものが農業

用水路を汚染するようになった。私たちが調査してみますと、界面活性剤の濃度の高い水路が

ありました。その中には、洗剤が含まれているわけですけれども、洗剤の中には抗菌物質を含

んだものがあります。シャンプーに含まれている例えばジンクピリチオンと呼ばれる抗菌物質

は、魚毒性が非常に高くて水質汚濁性農薬に指定されているロテノンという殺虫剤とほとんど

同程度の高い魚毒性を持っています。そういうものが、毎日毎日一般家庭の雑排水として農業

用水路や公共用水路に流されているわけです。ですから、生態系が貧弱になったとしたら、農

薬のためではなくて、その本当の理由はこういうところにあるんだということです。

私は、いつも最後にこの写真をお見せしますけれども、この方は、私たちが、谷津田の休耕

田を借りてビオトープをつくって農薬の生態影響を長期間にわたって調査しているところの地

主さんのお百姓さんです。私より３歳年上ですから、もう65歳ですけれども、この方がこの地

区に18軒ある農村の社会で一番若い農業従事者なんです。多分、江戸時代ぐらいから、このよ

うな谷津田を開拓して毎年毎年お米をつくって私たちに供給してくれているわけです。私たち

消費者はうっかりすると、こういう人たちに向かって農薬は危ない、農薬を散布してお米をつ

くるのは危険だ、悪いというような責め方をしてしまいます。私たちはそういうことをしては

いけないと思います。こういう方を守らなければいけないと思います。

私の結論は、農薬を適正に使って人にも環境にも安全な食料生産を確保しましょう。食料生

産を確保するためには、それを担ってくれる農家が生活できるようにしなければいけないと思

います。その息子さんや娘さんが、夢を持って農業をやってくれなければ困るわけです。それ

から、家庭雑排水で農業用水路を汚染してはいけません。農地を大事に守ろう。そういうこと

によって農業そのものが存続できるということだと思います。

どうもありがとうございました （拍手）。
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○司会

どうもありがとうございました。

それでは、後半の意見交換会に移ります前に、ここで休憩をとらせていただきたいと思いま

す。ちょっと時間を急ぎまして、非常に短時間で恐縮でございます。こちらのお部屋、時計が

ないのでございますけれども、３時に会を再開させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〔休 憩〕

（３）意見交換

○司会

それでは、３時になりましたので後半の意見交換会に移らせていただきたいと思います。

意見交換に移ります前に、改めて本日のご出席者をご紹介いたします。

本日は、広くご意見をいただくために出席者を募集いたしましたところ83名のご応募をいた

だきました。当初予定しておりました人数の範囲内でございましたので、応募いただいた方全

員に会場の方にご出席いただいております。会場のご出席者の方につきましては、大変多数の

ためお手元の出席者名簿にご紹介をかえさせていただきたいと思いますのでご了承ください。

また、名簿をつくってしまった後にご応募いただいた方ですとか、本日直接お越しいただいた

方はお名前が載っていませんけれども、ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

それから、本日、消費者の代表として出席に当たりましてご意見をいただいた３団体の方々

でございます。皆様から見て左から６人目の方になりますが、山形市消費者連合会の五十嵐会

長でいらっしゃいます。仙台市消費者協会の小林会長でいらっしゃいます。宮城県生活協同組

合連合会の沼倉理事でいらっしゃいます。

続きまして、農薬を使うお立場としてご出席いただいております生産者の方々です。全国野

菜技術研究会の川田常任理事でいらっしゃいます。ＪＡ岩手中央の北田りんご部会長でいらっ

しゃいます。ＪＡ山形おきたま経営役員の高橋さんでいらっしゃいます。

続きまして、生産と消費を結ぶお立場としてご出席いただいております事業者の方でいらっ

しゃいます。イオン株式会社ＳＳＭ商品部の植原グリーンアイ開発部長でいらっしゃいます。

それから、専門家のお立場からアドバイザーとして、先ほどご説明をしていただきました寺
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本常務理事と本山教授でいらっしゃいます。

最後に、行政からの出席者といたしまして内閣府食品安全委員会事務局評価課の島田課長補

佐です。厚生労働省大臣官房の松本参事官です。そして、先ほどご説明申し上げました農薬対

策室長の横田でございます。

ここからの意見交換会につきましては、進行役を農林水産省消費・安全局消費者情報官の姫

田とかわらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○姫田

それでは、意見交換会に入りたいと思います。

まず、先ほども出席者83名ということを司会から申し上げましたけれども、本日の主役は今

そちら側に座っている皆さん方です。普通シンポジウムとかパネルディスカッションというと

前に座っている人が全部しゃべって、会場からちょろちょろと二、三回質問して、それで終わ

ってしまうというようなことがございますが、本日はリスクコミュニケーションということで

やると企画したわけでございまして、生産者の方々、消費者の方々、そして流通の方々、そし

て学識経験者の方々、会場には地方自治体の方々もいらっしゃいますし、そういう皆さん方が

お互いに農薬についての利害関係者であるわけです。ですから、そういう方々がお互いに意見

交換しようということが一番大事なことです。その前に、先ほどとりあえず農薬についての科

学的な知識をまずみんなで共有しようということで、先ほど３人の方から皆さん方にお話をさ

せていただきました。それを基礎に、皆さん方の思いをそれぞれ意見交換していこうというこ

とです。

ただ、直接始めますとなかなか十分意見も出てこないということで、特にそれぞれの代表の

方々に前に座っていただいて、前半、前の方々での意見交換を進めた上で会場の皆さん方と意

見交換していきたいと思いますので、しっかりと何を言おうかということも考えておいていた

だいて、どんどん手が挙がるような意見交換会にしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

まず、それでは、前にお座りいただいている消費者、生産者、事業者の方々から、どなたで

も結構です、順番に当てることはしませんので、まず私から言いたいわというようなことがあ

れば、まず最初にお話しいただいて、それで意見交換していきたいと思います。

それでは、五十嵐さん、お願いいたします。

○五十嵐

山形市消費者連合会の五十嵐と申します。
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今、実はほっとしているんです。お三方の先生方のお話を聞いて、私たちがやってきたこと、

これからやろうとすることが間違いではなかったと本当にほっとしているんです。

本当に、私たち山形というのは、ＢＳＥ以来、無登録農薬の問題、残留の土壌の問題、全く

激震地でございました。そのとき、私は、山形県の基幹産業は農業です。非常にショックだっ

たのは、ＢＳＥのときに生産者に泣かれました。２カ月収入ゼロだと、こんなんではもう生き

ていけない、何とかしてほしいということで、生産者を何とか支援をしたい。それには、それ

なりのきちんとした根拠がなければならないということで、いろいろなことをしました。それ

以来、残留農薬の問題だの無登録農薬の問題、いろいろなことが出てきまして、生産者を支援

をしていかなければならないということで、非常に生産現場に足を踏み込みました。実は、消

費者というのは、何となく情緒的に農薬は不安だということのようでした。だけれども、結局

きちんと自分たちの目で見て学習をてしてみると、そうではないんだということに気づかされ

ました。非常にショックだったのは、消費者団体というのは生産者をいじめる団体だと思って

いたと。だから、消費者団体の言うことなどは耳から通していけばいいんだという生産者の言

葉にショックでした。そうではなくて、会長、本当におれたちのことを考えていてくれるんだ

とよくわかったと。だから、それには情報をきちっと開示してほしい。お互いに情報を共有し

ないと、きちんとあなた方を守ってやれないし、私たちは、先ほど最後の先生がおっしゃった

全くそのとおり、農業を守っていくというのは、生産者を守るということは農業を守っていく

ということで、我々自身が農業者とともに勉強しながら、彼らとともに歩んでいくんだと。

本当に私は、きょう、いい学習会だったなと、こういうことを実は待っていたんです。もっ

とわかりやすく、いろいろな人にこういう情報を提供してほしかった、本当に待っていました。

本当に私はよかったと、ますます私は間違っていなかったな、私たちの団体のあれは間違って

いなかったなという思いをしております。

○姫田

どうもありがとうございました。

そうしますと、この後も、消費者の方と思ったんですけれども、非常に熱い思いが五十嵐さ

んからあったので、生産者のお三方のうちどなたかその熱い思いにこたえて、自分たちはどう

考えているのかということがありませんでしょうか。なければ、せっかく山形ですので、ＪＡ

山形おきたまの高橋さんお願いします。

○高橋

ＪＡ山形おきたまの高橋と申します。
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ただいま、本当に消費者の代表の方から熱いエールを送っていただきました。本当にありが

たいなと思っております。

先ほどのお話のとおり、無登録農薬問題、本当に山形が第１番に出たというようなことで、

全国の何といいますか本当に悪い部分を一身に背負ってしまったなとあのとき思いました。そ

のときに、やはり情報のなさが一番問題だったんだろうと、そんなことでとにかく情報開示し

なければならない、我々も余り農薬についてそこまで考えたことはそれまでなかったわけです

けれども、あの事件がきっかけで本当に生産の本当の情報を開示しなければならないというよ

うな、そんな思いを強くしたときでもありました。

それで、いち早くやはり生産者全員が防除歴それから肥料等についても全部記帳して、ちゃ

んとしたデータを保持しようというような動きをすぐとった次第でした。ただ、それだけでは

やはり信頼を得ることができないということもありまして、ＪＡ独自に分析センター、早速立

ち上げることにいたしまして、全員から誓約書をとって、私は使っていませんと、ちゃんと農

薬を適正に使用しておりますという誓約書を全員からとりました。それに基づきましてサンプ

リング、全地からサンプリングしまして検査をしたというような経緯がございます。それは今

も引き続きやっております。全員のサンプリング、そしてそれを保管して、そのシーズンずっ

と保管しておく、何か問題があったときには、やはりそれを分析して調査を徹底するというよ

うな体制を今とってやっております。

そんなことで、我々も好んで農薬を使うわけではございませんので、なるべく農薬を、先ほ

どの本山先生のお話で農薬だけが問題ではないというお話だったわけですけれども、やはり農

薬を少なくしていきたいという気持ちは同じですので、そういった方向をこれからも進んでや

ってまいりたいなと思っているところです。

○姫田

どうもありがとうございます。

本日の前にいらっしゃる消費者の方々というのは、実は私どもから選んだということではな

くて、公募で意見を出していただいて、それで来ていただいた方々です。そのときのご意見と

いうことで、資料４に皆さん方のご意見をそのまま載せています。その中で、小林さんや沼倉

さんは、例えば特に沼倉さんは生産者へのモラルに対しての不信感というようなことをおっし

ゃっています。そして、小林さんも、まだまだ農薬への不安は減りませんというようなことを

おっしゃっているので、今の情報開示とか生産者との信頼関係ということについて、お二方ど

ちらからでも結構ですから少しお話しいただけますでしょうか。
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○小林

消費者協会の小林でございます。

私は、久しぶりに農薬についてのまとまった勉強をきょうさせていただきました。前回は、

平成10年よりももっと前、無登録農薬の問題とかが出る以前の勉強会でございました。ですか

ら、基本的なところは前に勉強したとおりだなと思いながらお話を伺いました。きょうお話し

していただいた中で、本山先生の環境影響というのに大変引かれたんですけれども、消費者は、

確かに食べて安全かどうかという安全性の問題も大変重要視しているんですけれども、今、環

境への影響というのもとても気になるところなんです。それは、日本が自給率が４割しかない

という輸入大国であること。そうしますと、日本の国内で一生懸命農薬を減らしている、農薬

そのものも戦後すぐのころよりも環境に優しい、人体への影響も優しいものになったとしても、

輸入されてくるものの中にどんなふうに残留しているのかというのがすごく気になるところで

す。

それともう一つは、先ほどの環境影響評価では水田を調査しておられましたけれども、農薬

の散布量というのは、水田が今一番減農薬栽培が進んでいるのではないかと思います。それ以

外の施設野菜、それから施設果樹とか路地果樹とかといったようなところでは、大変に農薬を

散布しないとなかなか市場価値のあるものがつくれないというジレンマを生産者の方たちが抱

えていらっしゃると聞いております。私も、昨年フェロモンなどを使っておられる福島の農家

の方のところに見せていただきに行きましたけれども、そういったところからしますと、環境

影響評価というのは、そういったところの環境影響評価もぜひ継続的にやってデータを明らか

にしていただきたいと思いますのと、かつて農家の方たちは農薬の被害を大変に受けてこられ

たと聞いておりますが、その農家の方たちの人体に対してどういう影響があったのかといった

ようなことが継続的に聞き取り調査なりなんなりというのがなされてきたのかどうか。そうい

ったデータが全然出てきておりません。そういったところも大変気になるところでして、消費

者は自分たちの安全だけを求めるのではなくて、農家の方たちの健康も一緒に守りながら生き

ていきたいと、そのためには農薬の散布を減らしていくことがお互いの健康影響にとてもいい

のではないかと、またそれが環境にもいいのではないかと思っていますので、まだまだ目を離

せないと感じているところです。

○姫田

ありがとうございました。

では、今、野菜とか果樹とかの環境の状況の話がありましたので、ひとつ本山先生、何かご
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知見ありますでしょうか。

○本山

きょうは時間の関係で省略しましたけれども、私たち実は陸生生物といいますか、農薬散布

したときに水田とその周辺環境における昆虫類であるとかクモ類だとか、そういうものにどう

いう影響があるかということも調査をしています。一時的な変化というのはあるんですけれど

も、また回復します。一番皆さんが心配されている生物多様性が貧弱になるのではないかとい

うことも、種の多様度の指数という生態学的な計算の仕方があるんですけれども、そういう物

指で調査をしていますけれども、やはり大きな変化はないというようなデータを得ています。

ですから、ご指摘されたように、果樹園とか施設栽培の野菜、花というのは一番農薬の使用

頻度が高い、消費者が高品質の生産物を要求するものですから、そうせざるを得ないんだと思

うんですけれども、そこでは環境影響というよりも散布作業者の健康影響が一番大きな問題だ

と思います。ですから、野外の生態系に対する影響というよりも散布作業者自身の健康を守る

という観点から、防除方法を多様化して農薬の使用量を減らしていくということは確かに大変

大事なことではないかと思います。

○姫田

ありがとうございました。

施設園芸とか果樹では、農薬を使わざるを得ないというようなお話がありましたけれども、

どなたか生産者の方でどんな取り組みをされているか、どんな状況なのかというのを少しお願

いできますでしょうか。北田さん、お願いします。

○北田

岩手中央農協は岩手県の中心部にありまして、岩手県ではリンゴの面積に関しては一番大き

い農協であります。面積で大体700ヘクタール、それから組合員というかりんご部会員が1,000

人ぐらいいます。昨年、私たちは、安全だと言いつつも、どうしても農薬の使用回数が多いだ

ろうと、リンゴの場合はそう見られ方をされがちですので、去年は減農薬、減化学肥料という

ことで、農薬の使用量を岩手県基準の半分にしました。これは、農協全体で取り組むのは全国

初めてだったわけです。それで、最終的に1,000人のうち認定されたのが777人、面積で430ヘ

クタール。全域で取り組んで農薬の使用回数を、先ほどもお話ありましたけれども、性フェロ

モン剤という交信攪乱剤を使ったりして半分にしました。除草剤も使わないで、みんな夏場で

も草刈り機械を背負ってリンゴの木の下を体で草を刈ったりということで、農薬を徹底的に減

らしました。組合員の皆さんからは、とんでもないことをするということで大変おしかりを食
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って、そんなことで被害を出したらおまえ責任をとるのかというふうにも怒られたんですけれ

ども、最終的には気候のせいもあったのか、農薬を減らしたということが原因なのかはっきり

しませんけれども、若干の病害虫の被害を出しました。いずれそういう努力をしているという

ことをお伝えをしたいと思います。ただ、それが店頭に並んだときに、今までだったら減農薬

栽培リンゴでよかったんですけれども、去年からは特別栽培リンゴという名前に変わってしま

いました。ですから、消費者の方が買うときに何のことかよくわからないまま見過ごしてしま

うというところがちょっと残念かなと思っています。

○姫田

五十嵐さん、お願いします。

○五十嵐

実は、生産現場の中に入っていって、生産者がどういうつくり方をしているかずっと見せて

いただきました。山形はトマトの産地であったりキュウリの産地であったりしますけれども、

彼らは彼らなりにきちんと、こういう形でこういう薬剤をして、防除履歴もみんな見せてもら

ってやりました。彼らは彼らなりに本当に頑張ってやっている。それから先ほどの話にもあり

ましたけれども、安全性についてはその基準はがんじがらめ、いろいろな角度からやっていま

すので、農薬に関しての私は不安というのは余り、生産現場に入っていって彼らの生産の場を

見て、非常に私は生産者は生産者なりに頑張っているということを感じていまして、確かに激

震地であった山形だからやるのかなという思いはするのですが、非常に頑張っている姿は目に

映りました。

例えば、でも、一昨年か何かで農薬の説明会がありましたときに、マイナーな作物に対して

の指定農薬がないので、それを何とかしてほしいと私はフロアーから発言をしました。消費者

の立場で言うべきではなかったのか、生産者の立場の発言をしましたけれども、翻ってみれば

それは私たちに返ってくることですからやりました。それで、この３月31日をもってそれも終

わりです。インターネットで調べてみました。ところが、山形がずっとかなりの数が多い、他

県は少なかったんですが、こんなことにもこんな農薬を使うのかという思いで見ましたけれど

も、その基準値以内であって、栽培されているアケビとか山菜とか、そんなものにもありまし

たので、彼らは彼らなりにきちんと防除基準を守ってやっているんだなということをひしひし

と感じますので、私は生産者のモラルを疑ったら切りがないと思っています。

というのは、だからこそ、生産者と消費者がきちんと情報を共有して信頼関係を構築するこ

とこそが安全安心のパターンだと思っていますので、その辺が一つの大きな柱になるのかなと
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いう気がします。安全と安心は別だと思っています。安全は科学的データに裏づけられますけ

れども、安心は非常に心理的なものですから、生産者のモラルがどうのこうのということは、

やはり生産者とともにきちんと現場の中に行って、彼らと話をすることによって裏づけられる

信頼が何よりの安心を生むのかなと、私はそう思っています。

○姫田

ありがとうございます。

モラルという話も出ましたが、沼倉さん、意見を出されておりますので、お願いします。

○沼倉

前段階で農薬の安全性が進んでいること、それから環境影響評価がきちんとされつつあると

いうことを学習させていただきました。農薬については消費者は知識がなくて、何かが起きる

と不安に駆られているのが現状だと思います。

昨年なんですが、宮城県内の環境保全型農業をやっているお米の産地を訪ねる機会がござい

ました。先ほどは、水生生物と共生してできた作物を望むのは消費者のエゴというお話がござ

いましたが、そうなのでしょうか。お話をさせていただきますと、そこではあぜの水路や水田

に水生生物がたくさんおりました。メダカが群れをなして泳いでいました。以前には、これは

なかった光景でございます。それは、その地域の皆さんだけでなく上流の水系も含めて、やは

り農薬を減らしたり環境に配慮した農業生産が行われているのではないかと感じました。農薬

も適正に使われて、そして農薬の安全性も進みということで農薬の使用量も削減されていると

いうのを感じたわけです。

農薬取締法が改正されましたけれども、山形で起きたダイホルタンなどの無登録農薬を流通

させた業者、それを使う生産者が一部の方ですがいらっしゃる、そういうことに対してのモラ

ルについて、私たち消費者は大変不信感、怒りを持つことになるわけです。農薬取締法が改正

されることにより、今まで規則を守ってくださいねと言われていた努力規定が罰則ということ

になりました。消費者にとって安全なものが供給されるということは本当に大事なことだと思

うのです。一方で、施策の体系はきちんとされても、最終的には生産者のところに使用者とし

ての責任が全部押し寄せられる、労力の問題もしかりです。そして適正な使い方も守らなけれ

ばいけない。そこに、私たちがどういうふうに理解をしてかかわっていくのかということが、

後段、具体的にもう少し話を進められればと思います。

○姫田

どうもありがとうございました。
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今ちょっとお話が前に進んでおりますが、その間に農家の人体に対する影響のお話とか、そ

れからマイナー作物に対する農薬はどうするのかというようなお話、それから問題になりまし

た無登録農薬を生産者は使っているということに対してということでございますので、行政か

ら少し、横田からそのあたりをまとめてお話したいと思います。

○横田

最初は、マイナー作物の話がちょっと出たんですけれども、実は農薬取締法を改正したこと

によって、マイナー作物はほとんど農薬が登録されていないということで、えらい事態になっ

てしまって、当面２年間くらいの間については特別な使用方法であれば使ってもいいですとい

うことで、作物と農薬の組み合わせで9,000ぐらい農林水産大臣が承認をしています。ただ、

これはあくまで２年間というお約束があったものですから、その間に作物の残留試験ですとか、

薬の効果試験、植物に対する薬害試験、これを全部そろえて農薬登録の申請をしていただき登

録をしましょうという形でやっておりました。これについては、各県、ＪＡ、生産者の皆さん

も協力してやっております。ただ、これについて、昨年台風が10個上陸しまして、夏がかなり

高温が続いて、例えば病気が発生しなくて薬の効果を見ることができなかった、試験をやって

る圃場そのものがなくなってしまって残留分析も何もできないと、こういう事情を考慮せずに

切ってしまったら、では農業者はどうしたらいいんだということで、もう１回17年度にやり直

さざるを得ないものについては１年延長しようと、その間にデータをとってくださいという形

で9,000件のうち、データがとれて登録待ちで少し延長するもの、17年度にもう１回試験をや

り直すもの、それと必要性からいったら多少低いので今回承認を取り消しても大丈夫だという

仕分けを現在行っております。何とか２月じゅうぐらいには仕分けを終わって、それを全部オ

ープンにしようと思っています。ですから、４月からは、この農薬は使えませんというものと

登録待ちなり試験をやっているので当分の間１年ぐらいは使えますというものを全部決めた上

でオープンにして進めていこうと思っております。ですから、あと１カ月ぐらいたてば全部オ

ープンにできると思っています。

２点目に、先ほど水田の方での環境影響はあったんですけれども、畑の方に関してもちょっ

とありましたが、実は畑の方とかについては、基本的に土壌中に落ちていきますので、今度は

土壌中での分解がどうなるかということを調べています。さらに、土壌中から水の方に行った

り、先ほど本山先生がおっしゃったように直接水に行ったりするものですから、水生生物への

影響というものもかなり、例えば対象にするいろいろな水生生物も藻類であれば、藻みたいな

ものも比較的農薬に弱い藻類を対象にしなさいとか、例えば農薬に弱い何とかエビを対象にし
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なさいという形で、試験の対象生物をふやしています。さらに、これはまだ国際的に議論がさ

れておるところなのですが、陸生生物、例えばミミズとかそういうものについてどこまで評価

する必要があるのだろうかということで議論が行われています。当然、日本も一緒に参加して

やっていますので、こういうものについて必要だということになれば、日本としてもそれに対

する例えば試験の方法とか、そういうことを定めることになっていきます。

もう１点、いろいろな農家の方への影響という形が、人体への影響がございました。実は、

継続的に厚生労働省と連携をして農薬による中毒事故、これは死亡事故も含めてデータをとっ

ております。では、死亡事故はどうなんだと言われますと、何件かございます。明確にあらわ

れているのが、よくあるのが泥酔してしまってドリンク剤と間違えて飲んでしまって亡くなっ

たり高度の中毒を起こしたというパターンがございます。あとは、例えば土壌に処理するよう

な薬剤ですと、その後にカバーをかけてくださいと、そうしないと揮発して目に刺激があると

いうような農薬がございます。これの被覆を怠ってしまって気化してしまって目に刺激があっ

て事故が起こったというのもございます。これも、私どものわかる範疇でできるだけオープン

にしていっておりますので、興味のある方は農水省の農薬のホームページをごらんいただけれ

ばわかると思います。

また、無登録農薬に対する関係から法律改正まで起こっていきました。私が先ほど言いまし

たとおり罰則もかけて、罰金刑とか懲役刑とか、かける形になっておるのですが、そもそも安

全な農産物をきちんと国民に供給するというのが大前提にありますので、罰則があるから使用

基準を守るのではなくて、きちんと使用基準を守ってつくるというのは当然ですから、そうい

う面で今、県なり農水省の中の農政事務所と連携をして、現場の方に指導なり周知徹底を図っ

ているのが現状です。その面が不足していると言われればそのとおりなので、我々は今後も継

続的に続けていきたいと思っております。

○姫田

それから、コーディネーターが余りしゃべるとよくないのですが、水生生物の件に関して、

先ほどＵ字溝というような話がありました。今までの土地基盤の整備事業の中で、今までは真

っ直ぐな何もない排水路とか水路をつくってきたわけなんですけれども、今、新しい考え方と

して、例えば水路の途中に曲がりをつけようとか、そこに草を植えようとか、あるいは壁に蛇

が潜める穴をつくろうとか、あるいはカエル、魚が通れるような水路を設けようということで、

これは実はドイツで始まった考え方なんですけれども、そういう意味では、環境に配慮しなが

ら、かつ農業生産を上げていこうというような考え方での従来の機能一辺倒、効率一辺倒から、
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そういう考え方の公共事業を始めているところです。

当然、それはコストがかかりますので、そのコストについては行政で負担できるような考え

方ということで、農家がそのコストを負担するというのはなかなか難しいと考えていますので、

そういう形で、当然今までのり面に、ぺたっとしたコンクリートののり面ですれば5,000円で

済んだところが、蛇が入れるようにすると２万円かかるとか、そういうようなことになります

ので、そういうことも今始めているところです。

それで、一部、沼倉さんからの生産者が最終的にはどうコンプライアンスを高めていくかと

いうようなこと、それから実際は最後には生産者の方に来るということなんですけれども、途

中で生産者と消費者の間をつないでおられるイオンの植原さんから、どういうことをされてい

るか、あるいはどういうことを生産者、消費者に期待されているかということを、お話を聞け

たらと思います。

○植原

イオンの植原です。

日ごろは、ジャスコ並びにマックスバリューほか、イオンのお店をご活用いただきまして大

変ありがとうございます。この場をおかりいたしまして御礼申し上げます。

イオンは、先ほど仙台の小林さんがおっしゃられました、生産者の健康それと農業の環境に

対する視点の重要性、全く同感です。それと、同じく山形の五十嵐さん、科学的に裏づけされ

た安全性、それときちんとした情報をつけての安心を提供する事。イオンはお二人のおっしゃ

ったそのことを今やろうとしています。やはり、まず安全であるということはきちんとした科

学的な裏づけが何か、今先生方からお話ありましたとおり農薬はきちんと農家で管理すれば安

全だといっても環境並びに生産者の健康、ましてやコストのかかるものですので、使わないも

のは使わなくていいという事を基本に考えています。しかし使うからには、きちんとしたルー

ルを守れば安全を担保できるだろうとも考えています。その安全をきちんと担保する為にイオ

ンは生産者の方と適正なルールを確認し合う、そこからスタートしていこうと考えています。

イオンが取り組もうとしている安全管理のことの説明をさせていただきますと、安全基準を

達成するためのルール、手順をそれぞれ生産者の方と一緒になって確認し合おう、それを実現

する為にそれぞれの方がみずからつくっていただいたその行動基準をみずからが守っていただ

いて、安全なものをつくっていこう、生産の工程管理をきちんとしていこうという取り組みで

す。この工程管理といっても、まずはきちんとしたルールをつくる組織の体制づくりから始ま

って、種の問題、水の問題、水といってもかんがい用水だけではなくて、収穫の後に使う水の
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水質の問題、もしくは土壌の問題、堆肥の安全面での問題、肥料、農薬、農薬は当然使用だけ

ではなく、安全保管を含めての管理のあり方。先ほどお話あったとおり使用基準というのがあ

りました。例えば、30人の生産者がおられたとしますと、30人の方は例えば1,000倍という農

薬の希釈に対してどういう方法をとっておられますかということを聞きますと、30名の方がい

ろいろな方法をとっておられます。間違いではないのですが、ただ、その中で聞くと一番適正

でコストのかからない方法というのが幾つかあるんです。それを組織としてルール化していた

だいて、それを守っていく。そういう積み重ねを生産者と一緒になってイオンはやっていこう

としています。そして、安全な野菜、果物を消費者にお届けしようと考えています。そういう

努力をきちんと消費者の方にお伝えすること、それが私たち流通の使命であろうと考えており

ます。

そういうことは言葉ではなかなかわかりづらいかもしれませんので、去年の秋に福岡県のあ

る生産者の方のＮＨＫのニュースがあります。これは、イオンが取り組んでいただいている生

産者の方のご紹介ですので、ちょっと見ていただいたらいいかと思います。

〔ビデオ〕

今回のこの取り組みは、何らイオンからではなくて、イオンはあるべき方向性だけを出して

います。その方向性に対して、生産者がこういう自分たちの取り組みの基準を設けていただい

て、三つから四つ、それを自分たちで内部でみんなで確認し合うというのが基本的なルールに

なっています。まだまだスタートしたばかりですけれども、こういう生産者の取り組みをきち

んと消費者の方にお伝えしていきたいと思いますので、ご支援の方お願いいたします。

○姫田

ありがとうございました。

どちらかというと、今のお話はイオンというだけではなくて、私ども農林水産省がＧＡＰ、

グット・アグリカルチャル・プラクティス、要するに農場段階でのハサップという、ハサップ

まではいかないけれども、最後にアナウンサーが言っていましたけれども、消費者から考えれ

ば当たり前の取り組みだけれどもということなのですが、必ずしもできていなかったこともあ

るのではないかと思います。そういうことを、今進めているということをご紹介していただき

ました。

まだ、生産者の方でしゃべっておられない川田さん、そういう取り組みについて生産者とし

て何かございますでしょうか。

○川田
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私、県内矢本の川田と申します。皆さん、よろしくお願いいたします。

今のビデオ見せてもらいまして、また一つ勉強になったなと思います。先ほどのモラルの件、

そして生産者の健康の面、農薬散布の現実、振り返りますと無登録農薬の発覚後、大きく意識

というのは変わったと思います。確かに風評の被害という部分もたくさんありましたし、大き

な痛手として地域によっては命を絶ったという悲惨な事態を引き起こしたことも現実にあると

思うんです。ただ、日本の農業の生産者が大きく意識を変え、襟を正したということから考え

れば、大きな価値があったのかなと、私はそう思いたいと感じています。

それ以後、農薬のメーカーさんもいろいろな知恵を出していただきましたし、そして私達も

農薬を減らすと、口で言うのは簡単なんですけれども、それをどういうふうな対処でしていか

なければいけないのかといった努力もしてきました。ただ単に農薬を減らすというのではなく

て、減らしたら減らしたなりの何かの手だてを持たなければいけないものですから。そういう

根拠を持たないと安易に減農薬という言葉を持ち込めない現状というのも確かにあるんです。

先ほどのお話の中にもありましたけれども、例えば天敵昆虫、害虫を有用害虫が食べてという

ようなこともありますし、虫を施設の中に網を張って入れないような工夫、もしくはハエ取り

リボンですか、ああいうように害虫をぺたぺたくっつけて、これが意外と効果があるんですけ

れども、もしくは生殖の機能をなくしてしまうというような、物理的な対処を交えて考えてい

かなければならないと思います。そうした意味では、農業の現場が変わりつつあると思います。

また、今後、農薬につきましても、いろいろな研究が進んでいくと思いますし、そしてそう

いう人たちのご指導のもと、また私たちも大きく躍進していかなければいけないと思いますし、

そして先ほどからモラルという部分がありました。モラルというのは、人それぞれ千差万別に

考えられる部分があると思うんですけれども、我々も一般のお客様たちに見られている、農薬

を散布している姿を見られている立場なんです。そうしたときに、しょっちゅう散布していま

したというわけにはいきません。個人的に私のところの経営を言わせてもらうのであれば、う

ちにもパートさんが入っています。多いときですと６人ぐらい来ていただくことになります。

そうしたときに、当然わかるわけです。何を散布しているとか、私たちもうそもつけませんし、

身内から信頼していただきましょうということで、本当に襟を正して生産しているのが現状で

す。そして、そういうふうに襟を正すというのはもちろん大切なことですし、そして今のビデ

オほどではないですけれども、マナーとしてせめて手を洗うとか、片づけるとか、そういうこ

とで対処していかなければいけないと思います。もちろん人様の口に入る食べ物をつくってる

わけですから。
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あと、話は変わりますけれども、一番最初のところで自給率という言葉がちらっと山形の会

長さんから上がりました。私、自給率という言葉ですごく敏感になってしまうんですけれども、

最近カロリーベースとか金額ベース、もちろん昔は生産量ベースという言葉があったんですけ

れども、最近は金額ベースで、金額としては結構いっていると、つまり高付加価値の生産物が

流通として動いているという考え方の金額ベースということなんでしょうけれども、食という

のはあくまで我々の命をつないで生き長らえていくという衣食住の基本的なものですから、や

はり我々国民が安心してせめて１年、２年は安心して食べれると、生きていくのに心配ないと

いうぐらいの数字の出し方を、私はせめて自給率という言葉であらわしていってほしいという

感じが最近するんです。もともと、自然災害、昨年来より自然災害により衣食住の必要性とい

うのがすごく私感じるものですから、多分皆さんも同じだと思うので、自給率という数字、今

後気をつけて考えていただけたらと思います。

○姫田

どうもありがとうございました。

では、沼倉さん、お願いします。

○沼倉

イオンさんの取り組み、それから農業者の頑張っているお話を伺ったわけですけれども、生

産者がどのように努力してつくっているのかと、なかなか消費者のところに伝わらないという

のが大きな壁になっているのではないかと思います。私は、流通や販売する事業者が生産者と

消費者の間に入って基本的な情報を消費者に知らせるという役割が必要なのではないか、今ご

報告されたイオンさんの取り組みはまさにそうではないかと思います。そうすることで、生産

する側への理解と信頼が築かれて、消費者は安心を得られます。そして、化学検査もきちんと

されているということで、安全も手にするのではないかと思います。

みやぎ生協の取り組みについて、お話をさせていただきますと、生協も使用する農薬を決め、

使用基準も決めております。今現在進めていることは、生産者と栽培履歴をパソコンや携帯電

話を使って入力するシステムづくりを進めています。その農作物がどうつくられたのか、どう

いう農薬を使ったのか、何倍で薄めたのか、何回使ったのかということを、生産者や事業者が

使いやすくて、点検しやすいものでないとやはり長続きしないですし広がらないと思うわけで

す。それから、何か起きたとき消費者にも、すぐに情報公開ができる。大変な作業だと思いま

すが、消費者のニーズにこたえるために中間に入っている事業者のところでも取り組むことが

必要になっている。
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そういうことがさまざま努力されている中で、私たちもやはり農産物に対してきれいなもの

ですとか、姿形の整ったものですとか、また旬にないものですとか、無理に求めてはいけない

のではないかなと考えているところです。

○姫田

どうもありがとうございました。

かなり時間もたってまいりまして、前に出ておられる方も話されて結構ですけれども、この

あたりで一度、お約束でございますので会場の方から、今の流れに沿わない意見でも結構でご

ざいます、言っておきたいということがあれば、あるいは聞いておきたいということがあれば、

この前に出ている人たちだれに対しての意見でも結構でございますし、農薬に関することであ

れば何でも結構でございますので、どなたかございますでしょうか。

もしよろしければ所属とお名前をお願いいたします。

○叶内

山形から参りました叶内でございます。

いろいろ、きょうは勉強させていただきまして大変ありがとうございました。この農薬問題

というのは、やはり大変、より専門的でありますし、また学問的な要素が強いわけでございま

す。私は銀行員でございますから、全くこの分野は素人でございますので、この立場から感想

なり意見を二、三申し上げたいと思います。

第１点は、使われております農薬というものがどういうものであっても、これはやはり今お

話承りましたように決められたものが基準に基づいて使われているということで、この前提に

立つ限りは信頼する以外にないなと思っているわけであります。要するに、消費者としては生

産者に対する信頼と信用、これだけをもう頼りにするわけであります。こうした中で、二、三

日前の新聞報道にありますとおり農産物の特別調査結果が出ておるわけであります。まことに

残念ながら不適正なものがあると、私は新聞報道しか知りませんけれども、大変残念だと思い

ます。この中で、特に記事の中で問題なのは、農薬を使用していないで栽培していますと言い

ながら、実際は使用していたというものが５件あったというのです。大変なショックを受けた

次第でございます。これでも、何千件、何万件のうちの５件だとしても、信頼関係が崩れてし

まうわけです。ここでぜひお願いしたいのは、関係当局におかれましては、こういう場合に非

常に厳しい処置をぜひしていただきたいと。と同時に、やはりこういう先に対しましては、し

ばらくの期間を経過後に、また再度調査を実施してみると、こういうフォローも大事なのでは

ないかと思うわけでございます。これしか、我々としては安心感を得られる方法はないのでは
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ないかと思った次第でございます。

それから２番目でございますが、農薬につきましては、やはり使うよりも使わない方がいい

ということはよくよくわかったわけでありますが、逆に使わないために、病害虫あるいはカビ

の発生とか、こういうデメリットも出てくるというお話も今承りました。そうしたことが、病

害虫とか、カビの発生とか、こういう場合の我々の健康に及ぼす影響、こういうことについて

どう考えたらいいのかなと、逆に私は感じておりました。したがいまして、農薬を使用しない

と、あるいは減らすことでの逆に安全性の研究といいますか、こういう問題についてぜひお教

えいただければと思うわけでございます。

それから、この会場に来るまでにちょっと時間がございましたので、この地下の食料品売場

で野菜とか果物のコーナーをちょっと見てまいりました。農薬に関連した何か表示があるのか

どうかなと思って丹念に見たんですが、残念ながら１件しかございませんでした。この１件と

いうのは、フロリダ産のグレープフルーツコーナーなんですが、オルトフェニルフェノールナ

トリウム、チアベンダゾール、イマザリルなどの防ばい剤を使用しておりますと、こういう表

示があるんです。こういう表示というのは義務なのかどうか。我々、こんな表示を見ても安全

かどうかというのはわかるわけがないです。何のために表示しているのかと思った次第でござ

います。

○姫田

ありがとうございます。

ちょっと私の不手際で、会場からのご発言は２分以内にということでお願いしたいと思いま

す。

では、まとめて答えたいと思います。手が挙がっておりますので、そちらの方、お話お願い

いたします。すみませんが、この後、時間の関係もございますので、２分以内で簡略にお願い

いたします。

○二瓶

仙台市消費者協会に名簿があります二瓶と申します。

私も、きょう、農薬のことで多少偏見があったなと思うんですが、実はここに食品安全委員

会の方がいらっしゃいますけれども、昨年の９月に食の安全に関する意識調査というのをやっ

ていらっしゃるんです。それで見ますと、食品の安全性の確保に関する不安の筆頭は農薬にな

っているんです。農薬、それから輸入食品、それから添加物、それから汚染物資、それから五

つ目が遺伝子組み換え食品、こういう順序なんです。一般の消費者というのは、とにかく農薬
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に関しては漠然とした不安を持っているわけです。その辺の情報が、私思うんですが、要する

に今表示の問題も出ましたけれども、農薬の使用についてはＪＡＳ法でも食品衛生法でも何ら

表示義務がございません。それから、私どもがそういう食に関する農薬の情報といいますか、

こういう機会が余りございません。ですから、きょうのような一般の消費者に対する情報の提

供、いわゆる食品を買うときに農薬に関する情報の入手先がないんです。表示もございません

し、全くその辺が漠然として消費者が不安を持っているわけですから、そのあたりの誤解を解

く手段、これをお考えいただかないと、やはり何といいますか一番その辺が大事なところでは

ないかと思います。

○姫田

ありがとうございました。

それでは、今お二方のお話、ご意見について少し答えたいと思います。

一つ目の信頼関係が崩れるから表示ということでございますが、いわゆる農政、私ども全国

に農政局、農政事務所に2,100人の食品の安全を守るための職員が配置されております。そう

いう職員が中心になって、それぞれの表示についてあるいは表示そのものについて、県と協力

しながら巡回しております。今回もその一環でございまして、要するに表示について仕入れ先

がどういうところから仕入れたかということの帳簿を調べて、それで本当にそうではないでは

ないかということで今回調べたわけでございます。あるいは、場合によっては、ウナギなどで

すと中国産のウナギと日本産のウナギですとわずかに品種が違いまして、ＤＮＡ鑑定すると品

種が違うということがわかりますので、そういうようなものもやっております。例えば、牛肉

ですと和牛とそれ以外のものというのはやはり品種が違いますのでわかるということでＤＮＡ

検査をやったりと、いろいろなことをやって表示の適正化というものを図っております。一つ

は、ＪＡＳ法による最高１億円という罰金刑もありますけれども、まず一番事業者にとって厳

しいのは氏名の公表だろうと思っています。ですから、今回もかなり氏名の公表をさせていた

だいたということは厳しいことだと思っておりますし、物によっては、もっとひどいものによ

っては告発ということもすることを考えてやっていきたいと思っております。

それから、最後の方なんですけれども、食の安全に対する情報提供ということで、本日もそ

ういう意味では、意見交換もですけれども、その前に情報を出させていただきました。我々ま

だまだ不十分だと思っておりますが、ホームページにいろいろな情報を、私どもだけではなく

て、本日来ております厚生労働省、食品安全委員会、それぞれ３者共同しながら情報提供させ

ていただいております。それから、お手元の資料の中に食の安全・安心トピックスというもの
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が入っていると思います。これもインターネット環境が使える方ということですけれども、私

どもだけではなくて、食品安全委員会、厚生労働省、環境省そして農林水産省が、毎日いろい

ろな食品の安全に関するプレスリリースをしております。このプレスリリースを、ヘッドライ

ンを全部毎日毎日皆さんのお手元に送り届けるメールマガジンを出しておりますので、そうい

うものもご参考いただければと思います。いろいろなことで、なかなかマスコミを使うと国民

の税金が大量に流れ出していってしまうので、それはできるだけ有効に使いながらということ

で、それぞれ各省で工夫してまいりたいと思っております。

あと、使わないためのデメリットについては、横田から。

○横田

先ほど農薬を使用しないことによるカビの問題とかいろいろなデメリットの話です。実際、

例えばカビが発生してそこから有害物質が出てくるというのはあります。そういうものについ

ては、必ず農薬の方で予防的にきちんと、そういう例えばカビが発生しないように防除をする

というのが基本になると思っています。

さらに、難しいのは、これはまだ科学的にも今研究中だと思いますけれども、農薬を使用し

なければ、植物は病害虫に加害されたときに当然動けませんので自分で防御機構というものを

働かせなければならないのです。その際に、どういう物質がどのように植物体内で発生し、そ

れがどの程度の例えばいろいろなリスクがあるのかというのは十分わかっていない面がありま

す。中には、かなり発がん性が疑われる物質を生産するということがあり得ます。そういうも

のを含めて、農薬の使用のメリット、デメリットというのは考える必要があります。

ただ、一般的に言えば、同じ作物を毎日ずっと、例えばキャベツを毎日10個ずつ食べ続ける

ということはないので、バランスのよい食生活をすれば基本的には大きな問題にはならないと

思います。

○姫田

また、カビ毒については、こういうような意見交換会や情報提供というものは、カビ毒も非

常に大きなリスクだと我々考えておりますので、それについては当然リスクコミュニケーショ

ンもやっていきたいと思いますし、我々もそれぞれカビ毒に注目してリスク管理というものを

やっているところでございます。

今、防ばい剤の表示とかについて、厚生労働省の松本参事官、お話ありましたらお願いしま

す。

○松本
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恐らくフロリダからのオレンジか何かだと思いますけれども、ポストハーベストという形で

使われて、アメリカでは農薬の扱いですけれども、日本の場合には食品添加物の扱いです。こ

れは食品衛生法上の取り扱い、法律の取り扱いだけで、物は一緒なんですけれども取り扱いが

違いまして、食品添加物の場合は表示することになっております。それで表示してあると考え

ております。

○姫田 ありがとうございました。

ほかに、会場からどなたかございますでしょうか。では、そちらの前の方、そして後ろの女

性の方と、そういう順番に行きましょう。

○佐々木

私、米を有機栽培で無農薬でつくっている者ですけれども、一応仙台の消費者協会の会員で

もあります。

きょうは農薬のことについての主なお話であったので、聞きますと厳しい試験をして全部安

全だということで許可されていると、安全のオンパレードなんです。そうしますと、私たちみ

たいに農薬を使わないで有機栽培をやっているのが、自分は何をやっているのかなと思って、

今一瞬戸惑ったんですけれども、それはそれで、私は私なりのスタンスで今後もやっていきた

いと思います。

もう１点、平成十二、三年ごろまで、先進国で発がん物質とかがあって、農薬とかが使用禁

止になったものが化学物質の輸出という貿易の関係で、低開発国とかそういう国では規制がな

いということで先進国では使われない農薬を輸出しているというのを前に新聞で見たことがあ

るのですが、今はその辺どのようになっているのでしょうか。その辺をお聞きしたいと思いま

す。

○姫田

それでは、後ろの女性の方、お願いします。

○菅野

県のモニターの菅野と申します。

私は、生産者の方が農薬を使って作業する場合の、ハウス栽培みたいな閉鎖的な環境でつく

った場合の作業者へのリスクと、路地栽培をやった場合の農薬による作業者へのリスクがどの

程度の差があるのか。イメージとして考えられるのは、ハウスの中で閉鎖的ですから空気の動

きも悪くて、農薬を一度使ったものが少なくなっていくのに路地のような開放的なところより

も時間がかかるのではないかと思うことです。ですから、最近はスローフードとかということ
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で、その土地その土地に古くから伝わる作物ですと、意外とその土地に合っていて使用する農

薬や何かが少ないのではないかということで、その辺のところのもし数値的なものがありまし

たら教えていただきたいと思います。

○姫田

お二方から、非常に難しい質問が出まして、輸出の話はわかりますか。

○横田

先の農薬の輸出の話ですけれども、いろいろな物質を輸出もしくは輸入する立場になったと

きは、輸入国のＯＫが必要になってきます。いろいろな農薬であってもリスクというのは、例

えばＤＤＴみたいなものについてもある国では環境問題があるけれども使いたいというのがあ

ります。これは、基本的にマラリアで死ぬのか、それともＤＤＴの方の問題があるのか、どち

らの方が生命に対するリスクがあるのかと。当然ながらマラリアで死ぬリスクというのは非常

に高い、そういうところについてはＤＤＴを使うということがあるのです。それは、ニーズが

ある場合には、日本はやっていませんけれども、ほかの国から輸出するということはあります。

基本的には、輸入国が受け入れるかどうかが一番大きな問題だと思います。

先ほどの２点目の閉鎖環境と開放環境の話ですけれども、明確にそれを比較したデータがあ

るかというと私はちょっと自身がないのですが、先ほど毒性の評価の中で吸入の問題とか、あ

と経皮の問題、経口の問題と、いろいろな観点から毒性の評価が行われて、その中で一定量、

この分量以下であれば大丈夫ですという評価がされて、その上で農薬登録をされているという

ことがありますので、基本的には、確かに吸入する量が違ったとしても、一定量以下であれば

基本的には、人間も代謝機構が働いておりますので、問題が生じることはないと思っています。

○姫田

それから、食品に対する残留という意味で言えば、先ほども横田から説明しましたように、

農薬の散布段階で一つの関門を設けているわけですけれども、その後、食品の残留のところで

関門を設けているわけでございます。ですから、施用をきちんとやれば一定以下の残留しかな

いわけですけれども、その後の食品の安全性という意味でも、厚生労働省そして農林水産省そ

れぞれ実際に抜き取り検査して調べているということで、それは数字的にも先ほど見ていただ

いたとおりの状況ということでございます。

大分、時間が過ぎてまいりましたが、会場の方あるいはパネラーの方、では、そちらの方で

会場の方終わりたいと思います。そして、もしこちらでお話ある方があれば、そこまでという

ことにしたいと思います。
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○早坂

私、加美町から来ました、米をつくっている早坂と申します。

実は、きょうここにお邪魔したのは、消費者の皆さんがいっぱい来ているんだろうなと思っ

て来ました。実は、ＪＡＳ法表示になっていますが、消費者の皆さんはＪＡＳ有機という認識

をどの程度持っているのかなと。実は、ＪＡＳ有機の米をつくっておりましたら、無農薬、無

化学肥料の証明書をくださいと、これは有機だったらそんなものは必要ないはずなんです。そ

れが、卸さんとか、大手のバイヤーさんとか、そういう方からそういう提出を求められた。お

かしい話なんです。この辺は、国の方でＪＡＳというのは何なのか、有機というのは何なのか、

もう少し宣伝をしてほしいと思いました。わざわざここにお邪魔して、こういう意見を言うの

はおこがましいんですけれども、そういうものを理解していただいて初めて皆さんに安全なも

のを提供できるのではないかと思います。ＪＡＳ有機を表示して無農薬、無化学肥料、二重に

表示なんて、そんなのおかしい話ですから、ぜひ行政の方でよろしく宣伝方お願いしたいと思

います。

○姫田

ありがとうございました。

そして、もう一方、そちらの方。

○岸谷

東北大学に籍を置きます岸谷といいます。

最近の農薬の現状というのを大変よく勉強できまして安心したんですけれども、私一つお伺

いしたいのは、ダイオキシンの残留性の問題です。先ほど先生たちもおっしゃいましたけれど

も、60年代、70年代にかけて非常に多量に日本の農地に農薬がまかれまして、目的とした成分

だけではなくて、その製造過程にどうしても不純物として入ってくるダイオキシンが大変大量

に土壌中に残留しているというのは、もうこれはよく知られている事実なんですけれども、こ

れは大変自然界での分解が遅くて半減期が25年とかということを聞きますと、60年代なら今20

00年になりましたから半分にはなっているのかなというようなことも聞くんですけれども、そ

の辺が実際にどういうふうに現在残留しているのか。あるいは、本当は根っこから吸われたり

して作物に残留しなければいいんですけれども、その辺の現状がどうなっているかとか、ある

いは、この間もちょっと見たデータでは火葬場の出る煙りの中に大変ダイオキシンが含まれて

いてということは、人体の油脂中に非常にまだ残っていると、非常に代謝のされにくい化学物

質だということで、次世代に影響したりとか、非常に心配するわけですけれども、老婆心なら
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いいんですけれども、その辺の現状についてお聞きしたいと思います。

○姫田

まず、それについてお答えして、それからこちらの方をお願いします。

まず一つは、有機ＪＡＳの表示ですけれども、実は、表示につきましては、これはリスクコ

ミュニケーションですけれども、説明会を全国で都道府県の協力を得ながら厚生労働省と一緒

になって積極的にやっております。しかも、こういうようないいパンフレットもつくって、本

日はたまたま農林水産省のリスクコミュニケーションですけれども、二、三年前は厚生労働省

と私どもが同じところに一緒にいるというようなことはなかったんですけれども、こうやって

２人同じパンフレットを持っておりますが、このようなことで厚生労働省と農林水産省が一緒

になってパンフレットをつくって、そして全国に出しています。まだまだ、これから周知徹底

ということでは図られていないというお話でございますので、積極的にやってまいりたいと思

いますが、担当課長が全国を走り回ってやっているような状況でございます。それから、また、

それぞれ業務を、農政局来ておりますけれども、農政局中心になって皆さん方に情報提供して

まいりたいと思います。

それから、ダイオキシンのお話ですけれども、多分ダイオキシンそのものは、むしろ農薬と

いうよりは、いわゆる主として塩素を含むような物質を低い温度で焼却すると出てくるもので

ございます。ですから、火葬場も人間の中にダイオキシンが含まれていたのではなくて、人間

を燃やすという行為の中でダイオキシンが出たのだと思います。そして、全国で、いわゆるご

み焼却場、一般廃棄物処理場、産業廃棄物処理場でも、もう既に昨年の４月からすべての一般

廃棄物処理場は850度以上の高熱で焼却すると、ダイオキシンが非常に出にくい温度で焼却す

るようなことになっております。それから、皆さん方も昔はそこら辺でたき火をしておられた

わけですけれども、このたき火というのもダイオキシンの発生原因になるということで、さま

ざまなことがございます。それで、私ども農林水産省も、厚生労働省もされています、全国の

いろいろな農産地点において農産物を収去してダイオキシンの検査をしております。比較的基

準よりもほとんど下回っておりますけれども、かなり基準に近い数値の地域もあるようでござ

います。今後ともきちんと、国全体として、私ども農林水産省、厚生労働省というところだけ

ではなくて、国全体としていかにダイオキシンの発生を抑えるかということと、それから農林

水産省と厚生労働省一緒になって食品中の残留を監視していくということが大事だと考えてい

ます。厚生労働省の松本参事官、よろしいですか。

○松本
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ほぼ姫田情報官が言われたとおりでありまして、そういういろいろな調べたデータについて

は、今ほとんど公表されています。インターネットを使うのが一番便利です。日本全国、北は

北海道から南は沖縄まで、線がつながっていればいろいろ見れるのでありますが、刷り物とな

りますと大分限られております。そういうことで、公表はされていますので、見ていただけれ

ばと思います。

○姫田

それでは、手が挙がっておりますので、小林さん、五十嵐さん、高橋さんの順で。

○小林

どうも、もう農薬は安全だという流れで終わってしまいそうなんですけれども、確かに、そ

れぞれの分野で努力していらっしゃるというのは私たち消費者もそのとおりだと思います。私

どもも、野菜も果物も人も同じ生き物であると考えています。それは、皆さんと同じだと思い

ます。ただ、無登録農薬の問題が起きたときに明らかになったことが、本当に解決したのかと

いうのが一つ残っています。それは、今回は農産物だけでしたけれども、輸入の切り花ですと

か花苗からダニなんかが野菜や果物に移ってしまって、そのために農家がすごく苦労をしてい

ると、しかも今の農薬は人体に優しい、環境に優しいということで、そういったダニ剤がなか

なかきかない。しかも、かつて強い農薬を何回も浴びたことによってダニ自体が交差抵抗性を

持っているというように、何種類かの薬剤が全然きかないようなスーパーハダニが誕生してい

るというような問題もあのときに明らかになったかと思います。そういったことへの対応がど

うなっているのかということは、今回農家の方からは聞かれませんでしたので、農薬の安全性

を高めると同時に、やはりそういった問題ももっと解決していかなければいけないのだろうと

思います。

それで、農薬を多用するという言い方をさせていただきますけれども、それは旬を無視した

農作物の栽培がされておりまして、年じゅう夏のものも冬のものも店頭にあふれているという

状態が一つ一番異常なのではないかと思います。農家の方たちが生計を立てていくためには、

ふだんその季節には食べられないものをつくることによって生計を立てていかなければいけな

いという事情もあるでしょうけれども、旬のものであれば農薬もたくさん使わなくていいと、

農作物も元気なんだと聞いておりますので、その辺のところもこれから解決していかなければ

いけないのではないかと思います。そういう意味では、蒸し返して申しわけないんですけれど

も、経済効率優先の水田の圃場整備、それの中で生物の多様性を云々というのは消費者のエゴ

だという発言がありましたけれども、そういったことも含めて、今、農水省がとっている農業
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政策が本当に一番いいのかというところも含めて、消費者とか生産者と一緒になって考えてい

かなければいけないのではないかと思いますし、きょう、イオンさんしか出ておられませんけ

れども、お店が大きくなることによって大量供給とか、統一規格とか、見ばえ重視とかといっ

たようなことが行われてきているし、また行われてきたということも、一つ農薬をたくさん使

わなければいけない、市場に出荷するための見ばえのいいものをつくらなければいけない、そ

れが消費者ニーズという言葉に転嫁されて使われてきたというのも事実であろうと思います。

また、十分な商品知識のない仲卸業者だとか小売店がむだに見ばえにこだわるというのもあっ

たと聞いております。もしかすると今もあるかもしれませんので、そういったもろもろの問題

が全部農薬のところに集約されてきているかと思いますので、今後もぜひ、インターネットに

ありますと言わないで、たくさんのこういった情報提供の機会をつくっていただきたいと思い

ますし、もっと細かいことについても質疑応答ができるように回数を重ねていただきたいと思

います。お願いいたします （拍手）。

○五十嵐

先ほどのダイオキシンの話もそうなんですが、まさに20、30年たっても分解されなかった塩

素系の問題が山形で起きた残留土壌の問題なんです。そういう40年前の農薬が今に生きていて

生産者を苦しめているということについて、負の遺産についてもきちんと行政は分解する方法

だとか、そういうことを研究をきちんとして、やはりこういう会を重ねることによって消費者

と生産者と、もちろん行政もそう、いい意味での行政はコーディネーターであってほしいと思

います。そうでないと、なかなか理解が深まっていかないし、そこで信頼関係が構築されてい

かない。その辺のところを本当にお願いしたいと思います。

○姫田

どうもありがとうございました。

では、高橋さん、お願いします。

○高橋

先ほど消費者の方からご意見の中で農薬を使っていながら農薬を使っていないというような

販売をしたという報道があったというのは私も聞きました。本当に信頼を失うような大きな問

題だったと思います。非常に残念に思うわけですけれども、そういった中で、生産者といたし

ましては、やはり最低限自分で生産し販売するものについて責任を持って売れる体制をとるべ

きだろうと、そんなことで自分の中でもチェックする機能が働かなくてはだめなのではないか

と思っております。
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そんなこともありまして、前段でお話し申し上げた分析センター、そういったものもつくっ

たというような経緯があるわけですけれども、その中で幾ら分析して適当でないものが見つか

ったといたしましても、それだけで終わらそうということでは何もならないわけで、やはりそ

の前段の誓約書、私は適正に農薬を使用しておりますという誓約書、これはちょっと考えると

大したことではないかと思われるかもしれませんが、生産者にとっては物すごく責任の重いこ

となんです。その項目の中には、単に使ったからだめだというだけではなくて、もちろん使え

ば出荷停止です。その上で、なおかつ組織のみんなに迷惑をかけるわけですので、そういった

被害それも全部責任を持つという、そういう意味合いも含んでおります。そういった重い責任

を負った上でサイン、捺印をして出しているというのが現状です。そういった中で、もし万一

見つかれば、そういったものが発覚すれば大変なことになるという自覚は生産者全員が今持っ

ております。幸い無登録農薬問題以来、そういった違反者は一人も出ておりませんので、これ

は本当に徹底されていることだと思っております。これからもその辺のご理解をいただきたい

と考えております。

それから、先ほど抵抗性の問題がありましたが、本当に我々もその分については十分考えた

上で農薬の散布を行っております。散布回数を守るというのは、これは当然のことですし、な

おかつ輪番で同じものを連用しない、交互に薬を使う、なるべく抵抗性を発生させない、耐性

菌を出さないというような細心の注意を払って生産を行っておりますので、その辺もあわせて

ご理解をいただきたいと思います。

それから、旬を無視しているとか外観重視とか、いろいろなご意見ありましたが、それはや

はり生産者としても疑問に感ずる部分は多々ございます。ただ、どうしても高価格で売れるも

のを生産したいというのが生産者の心情でございます。その辺もあわせていい方向に消費者の

皆様方と考えていかなければならないのではないかと思っております。

それから、病気とか虫については、施肥の関係も重要な関係があると思っております。有機

質100％の肥料を使っていれば、これは幾らやっても大丈夫だというような考え方は、ちょっ

とこれは疑問ではないかと思っております。人間も、おもいっきりテレビで紹介されているよ

うな体にいいというものをどんどん食べたからといって、健康に本当になるのかなと思います。

下手をすれば腹を壊すわけですし、本当に適正な量というのはあるはずですので、その辺から

健康な作物をつくり、病気や害虫が発生しないような体制も十分考えていかなければならない

のではないかと思っております。

○姫田
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どうもありがとうございました。

では、目配せがあったので沼倉さん、大分時間がたっておりますけれども、よろしくお願い

します。

○沼倉

きょうは、本当にいろいろな方々からご意見が聞けて、いい意見交換になったと思っており

ます。私たち消費者は、やはり生産者が安全に配慮してつくった農産物を、生産者が再生産可

能な価格で支持していくということが必要なのかと思います。そうすることで、地域の、国内

の安全な農産物が持続的に生産されていくのではないか。ちょっときれいごとに思われるかも

しれませんけれども、やはりこういうことを着実に進めていくということが必要なのではない

かと思います。私もできるだけ輸入農産物は買いたくないという思いがございます。それが、

結局は私たちの食の安全対策でもあるのではないかと考えます。どうもありがとうございまし

た （拍手）。

○姫田

どうもありがとうございました。

では、最後に幾つかのことがありましたので、ドリン剤とか……

○横田

先ほど五十嵐さんから話のあったドリン剤の話だと思います。ドリン系農薬については、と

りあえず急場しのぎの策として客土をしましょうとか、作物転換しましょうと、そのときに必

要ないろいろな補助事業をやりましょうということもやっていますし、技術会議でもできるだ

けドリン系農薬を分解できるような、植物単位の摂取が少なくなるような、そういう研究開発

をやっております。すぐに結果が出るわけではありませんが、そういうこともやっていること

をお伝えしたいと思います。

あと、先ほどの抵抗性の話がありましたので、確かに高橋さんがおっしゃるとおりで、ロー

テーションで使っていくという形にしませんと、新しい農薬の開発は物すごい時間がかかりま

す。時々2,000倍で使いましょうという農薬を4,000倍とか5,000倍で使えばより安全ではない

かという形のことを受けるのですが、それをやることによって抵抗性の発現の可能性を非常に

高めることになってしまいます。そうしますと、次に2,000倍でまいたとしてもきかない、す

るとその農薬は使えなくなり、結局新しい農薬が必要ということになりますので、きちんと使

用方法を守るというのは、そういう面でも守る必要があると思っております。

○姫田
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それでは、私がまとめる前に、といいますか本日は結論を出すということではなくて、皆さ

ん方お互いの意見を交換して少しでもお互いに分かり合おうというのが基本的な課題でござい

ます。本日は、かなりそういう面で進んだのではないかと思っております。

その中で、ちょっと旬がないというような話がありましたが、ただ、生産者がそのときにい

ろいろなところに対してニーズに合わせてつくらないと、結局海外から持ってこざるを得ない

ということもございます。そういうこともお考え合わせの上で、やはりどういうふうに生産者

の方々がつくっておられるかということ。要するに、私ども農林水産省も同じですが、まず一

番最初に来るのは、安全のもう一つ前には安定供給というのが一番に来ます。ですから、安定

供給を図って、しかも安全なものをつくっていかないといけないということが非常に大事なこ

とだと思っております。そして、その結果論として消費者の方々皆さんが安心を感じていただ

く。よく、安全・安心と我々役所が押し売りしていることがありますが、役所が押し売りでき

るのは安全まででございまして、安心というのは消費者の方々が感じられるものではないかと

思っております。

まだまだ、本日は皆さん方からの役所に対して大分情報の提供が少ないということが聞かれ

ました。私ども、本日、厚生労働省の松本参事官もリスクコミュニケーション担当の参事官で

ございまして、２人、あと安全委員会の方も３者合わせて積極的にこれからも情報提供そして

意見交換を図ってまいりたいと思っておりますので、今後ともぜひご支援のほどよろしくお願

いいたします。

本日は、どうもお忙しい中ありがとうございました （拍手）。

お手元にアンケートがありますので、ぜひ、入場料は無料ですがアンケートだけは書いてい

ただかないと困るということになっておりますので、よろしくお願いいたします。


