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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）

日時：平成１７年１０月５日（水）

１３：３０ ～ １６：１５

会場：くまもと県民交流館パレア

「パレアホール」

○中山消費者情報官補佐 本日は、大変お忙しい中、御出席いただきありがとうございま

す。

ただいまから 「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 」、 ）

を開催いたします。

それでは、九州農政局消費・安全部長の畠から、ごあいさつ申し上げます。

○畠消費・安全部長 皆さん、こんにちは。

九州農政局の畠と申します。よろしくお願いいたします。

本日は、足元の悪い中、食品に関するリスクコミュニケーションに御参加いただきまし

て、誠にありがとうございます。

食の安全ですとか、消費者の信頼の確保に向けた取組の一環といたしまして、リスクコ

ミュニケーションというものを、いろいろなテーマを設けて実施しております。テーマに

関する方にお集まりいただきまして、共通の認識を持っていただき、意見交換をしていた

だいて信頼関係の醸成などを図るといったことをねらいとして実施しているものでござい

ます。

本日のテーマであります農薬につきましては、食の安全に関する意見交換会などを開催

、 、 、 、いたしますと ほとんど必ずと言っていいほど いろんな御意見ですとか 御質問が出る

消費者の方の非常に関心の高いテーマだと思います。虫を殺すようなものが、直接口に入

るものにかけられているといったようなことで、農薬の使われ方ですとか、残留性、そう

いったものに非常に不安を持たれているのではないかというふうに考えております。

また、国内各地はもとより、世界各国からいろんな農産物が入ってくるという状況の中
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で、どのように農産物が生産されているのかといったことを消費者の方が直接見たり聞い

たりできないといったことも、この不安を大きくしている背景にあるのではないかなとい

うふうに考えております。

意見交換会の中でも 多分出されるのではないかと思いますけれども 消費者の方は 生、 、 「

産者は自分の食べるものには農薬をかけないで、出荷するものにはいっぱい農薬をかけて

いるのではないか 」といったのを始めといたしまして、生産者が何か悪いことをやって。

いるのではないかといった疑念をお持ちのようですし、一方、生産者の方は「農薬をでき

るだけ使わないようにという声に応えて作った農産物が虫に食われて穴があいていたりす

ると見向きもされないと。口では良いことをおっしゃるけれども、なかなか行動が伴って

いないのではないか 」といった消費者に対する不信感といったものをお持ちのように、。

生産者の方と消費者の方、気持ちの面でも距離が開いているのかなというふうに感じてい

るところでございます。

本日は、この距離を少しでも縮めていただいて、生産者の方が丹精込めて作られた農産

物を消費者の方が喜んで買っていただく、そういった関係を築いていただくためにも、率

直で忌憚のない意見交換会をしていただければというふうに考えております。

限られた時間ではございますけれども、有意義な会としていただきますようお願い申し

上げまして、あいさつとさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 私は、本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費

・安全局消費者情報官補佐の中山と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。受付のところで、封筒に入れた

ものをお渡ししていると思いますので、御確認ください。

１枚紙の議事次第、それから座席表、出席者名簿と続きまして、本日説明として前に映

し出される資料を印刷しました、資料１、２、３。それから本日パネリストとして消費者

として御参加いただく方々の農薬についての御意見を資料４。それから同じく生産者とし

て御出席いただく方々の生産の概要について資料５と入れております。

申しわけございませんが、資料５の生産者の経営の概要について一点訂正させていただ

きます。真ん中の田辺正宜さんの就農時期なんですが、平成48年となっております。すみ

、 。 。 、ません 昭和48年の間違いでございます おわびして修正をお願いいたします それから
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こういった意見交換会などをやっていることにつきまして、リスクコミュニケーションと

いうものを説明させていただいている「意見交換会に参加いただいた皆様へ 、それから」

私どもがお届けしているメールマガジンの御案内、それから今ちょうど募集しているんで

すけれども 「インターネットアンケートモニターの募集 、それから、これは農政局が今、 」

度開催いたします「平成17年度ユビキタシステム九州地域セミナー」のチラシですね。あ

、 。 。と ポケットに入るような小さい版でございます 封筒の中に残っているかもしれません

「食生活指針」と「食事バランスガイド 、以上を配付させていただいております。何か」

不足がございましたら、事務局の方までお申し付けください。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

本日は、農薬に関する意見交換会でございます。

まず、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、専門家から

１時間程度説明をいたします。その後、休憩時間をとらせていただきまして、意見交換に

入りたいと思います。

本日は、会場の皆様も説明をお聞きになるだけでなく、出席者として意見交換に御参加

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

終了は４時15分を予定しております。

では、早速でございますが、まず本日の説明者を御紹介いたします。

財団法人残留農薬研究所の寺本常務理事です。

国立大学法人島根大学の山本理事でいらっしゃいます。

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、初めに農薬取締法の概要などにつきまして、農薬対策室長の横田から御説明

いたします。

、 。○横田農薬対策室長 ただいま 御紹介いただきました農薬対策室長の横田でございます

私ども、農林水産省の中にあって農薬対策室は農薬の検査と登録の業務、製造、販売、

使用とかに対する指導ですとか、取締り、いわゆる農薬全般に関します、そのリスク管理

の方を担当している部署というふうにお考えいただければと思います。

早速ですけれども、資料の説明に入っていきます。

では、まず農薬とは何かと言った場合に、一つには病害虫の防除に用いる薬剤としまし

て、殺虫剤とか殺菌剤とか除草剤、誘引剤とかいろんなものがございます。これは化学合

成物質のほかにも天然由来の農薬というのもございます。成長調整の薬剤ということで、
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主に植物ホルモンみたいなもので、植物の体内で作られるようなものと同じような感じで

作用するもの、さらに病害虫防除に利用する天敵、例えばいろんな蛾の幼虫などに寄生す

る蜂ですとか、皆さんがよく御存じのアブラムシを食べるようなテントウムシ、ダニを食

べるダニとかですね、そういうものがございます。

、 、 、まず 病害虫防除の必要性 これはもうお分かりの方はほとんどだと思いますけれども

例えば向かって左手の方が、これはトマトの疫病という、トマトの病害なんでございます

が、比較的気温が低くて多雨の条件が重なりますと、こういうふうにほとんど枯れてしま

うような形になってしまいます。一つ、雨よけ栽培みたいにして上に何かビニールシート

なんかを張って雨がかからないようにする。土が跳ね返らないように下にシートを張ると

かをしてある程度の防除はできるんですけれども、どうしても発生してしまえば、人間が

風邪にかからないようにするために元気にしていても、かかってしまえば、やはり薬を飲

まざるを得ないというような形で病疫が発生したときには、農薬を使う。使わなければこ

ういうふうに枯れてしまう。右手のように、これはシンクイムシという蛾の幼虫が、例え

ばこれはリンゴですけれども、リンゴの中に入っていくんですけれども、こういう場合に

も食べられてしまえば収量はとれたとしても、実際上は品質低下で売れない。よくリンゴ

などをを買ってきて中に虫がいたとします。そうすると何ていうものを売っているんです

かと小売店の方に文句が行きます。すると、小売店の方から農協へ、こんなものを出荷す

るなというふうになり、きっちりと防除をしなければいけないと。収量の低下の面と品質

の低下、これを防ぐというのが一つございます。

もう一つ、これは東京の農家の方に協力いただいて、実際に農薬を使用しない場合と使

用した場合で比較したものです。特に夏ごろに生育をさせるとなれば、これは虫だって生

きるために食っていかなければいけませんので、右手の場合のように全く農薬を使わなけ

れば、もうぼろぼろに食われてしまう。多少虫食いがあってもよいではないかという状況

ではなくて、およそ見向きもされないものが出来上がってしまうという形になってしまい

ます。

では、病害虫の防除方法、いろいろございます。

一つは、その耕種的防除、これは病気に強いような品種を植えるとか、雑草地によく病

気とか虫が隠れていて作物を入れれば寄ってくると。では、雑草なんかを全部刈り取りま

しょう。若しくは、下のところで生物的防除、例えば線虫が嫌がるような物質を出すよう

な作物を植えておく。また水田などに行きますと、カブトエビのようなエビが泳ぎ回って
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いますけれども、こういうものが水田の中でかくはんすることによって雑草を抑さえると

か、そういうふうに生物を使って防除することがございます。

、 、 、一方 右手の方で物理的防除 これはネットを張って虫が飛んでこないようにするとか

太陽熱を使って土壌消毒をするとかいうのがございます。

最後に四番目として、化学的防除。化学的防除といいましても、先ほど農薬の中には化

学合成以外で天然のものもあるんですよとお話をしたんですが、そういう化学合成や天然

由来の農薬を使って防除をすると。大きく分ければこの四つで病害虫防除というのが行わ

れております。

農薬を使用した農産物の安全性確保でございますけれども、全体の仕組み、一点目は、

まずは農薬登録制度、ここで安全性のチェックが行われます。二つ目として、無登録農薬

が出回らないように取り締まりを行うこと。三つ目に今度は実際の使用場面で、農薬をき

ちんと使っていただく。四つ目として、農作物中の農薬の監視、まず残留農薬の監視等を

行っていくという一、二、三、四という流れの中で安全性の確保を行っております。

では、一点目の農薬登録制度による安全性のチェックとは何ぞや。これは農薬取締法で

登録された農薬のみが製造ができ、輸入ができ、販売ができ、使用ができる。つまり登録

制度において安全性が確認されていない農薬については当然ながら使用ができない。登録

にもなりませんから、使用もできないという形になります。

どういうチェックをしていくのか、これは後ほど詳しい説明がございますが、いろんな

毒性試験ですとか、植物の体内でどういうふうに農薬が分解されていくんだとか、後は環

境への影響とか、農作物にどのくらい残留するんだとか、こういう数十項目の試験を行っ

て農薬というのは登録されていくという形でございます。当然ながら農薬は開発段階で、

これは十数年、何十億円とお金をかけて開発していくんですが、その中で何千、何万とい

う化学物質の中から少しでもおかしいものがあったら、どんどん落ちていきまして、最後

に残た一つ、二つ、これがやっと我々の方へ申請するまでになり、そして申請の中で項目

をチェックしていって安全が確認されないものについては没になっていくという仕組みで

ございます。

食品中の残留農薬の安全性のチェックはどうなっているんだと、許容一日摂取量の設定

というのがございます。これは後ほどの説明にも出てきますので、ＡＤＩと言われている

。 、 、ものでございます これを設定するために長期の毒性試験 これは動物試験を行いまして

いろいろな試験の中で実際に悪影響がない範囲というものを確認していきます。多分、こ
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のグラフがあって青い線、赤い線、緑の線がありますが、この出発点の前のところ、要す

るに何にも線がかかっていないところ、これが悪影響がない範囲だと。これを基にして安

全性を掛けて人の一日当たりの許容摂取量を決めていきます。100分の１を掛けていくの

が一般的でございます。これについては、２年前にできました食品安全委員会の方で、こ

のＡＤＩについてのチェックが行われていくという形になっています。

このＡＤＩを基にして、今度はそれぞれの作物ごとに残留基準や農薬の使用基準、使用

方法、これを決めていくわけですが、実際に例えば公的な機関で試験を行っていまして、

例えば2,500倍で使用回数３回、これで病害虫防除に使えるということであれば、実際に

それで試験を行いまして、農薬の残留がどの程度減衰していくのかということを調べて、

例えばこの左下のところで、最後に農薬を散布して１日後残留濃度が大体0.1ppmちょっと

くらいになれば残留基準はどうなっているか。0.5ppmということで、普通に使った場合に

この残留基準をオーバーしないような余裕のある関係で下の使用基準が出てまいります。

一般に、例えば時々新聞なんかでも使用を間違えたということもございますけれども、そ

ういうときにもこれだけの安全が、余裕のある関係がございますので、残留基準をオーバ

ーするような形にならないように使用の基準というのが定められていきます。一言で言っ

てしまえば、農薬の使用基準、先ほどの2,500倍で３回までですよというのを守れば残留

基準を超えることはない。通常の食料消費の範囲であれば、先ほど言った一日当たりの許

容摂取量を超えることはないという形で安全性というのは担保されるようになっておりま

す。

農薬取締法、これは２年ちょっと前に大改正が行われております。従来は、この真ん中

の表にあるんですけれども、無登録農薬の取り締まり、販売について取締りを行っており

ました。ところが、最近、時代が変わってまいりまして、個人輸入とかもどんどん行われ

てきて、約３年くらい前に問題が起こったときには、個人が輸入して、それを使っていた

という事実が分かってきたということで、平成14年12月に法改正して翌年３月から施行さ

れておりますが、無登録農薬の取締りのために製造、輸入、使用、このすべてに網をかけ

て、川上から川下まで農薬が製造される段階から使用される段階まですべてにこの法の網

をかけたという形になっております。

農薬の正しい使用方法、これを守っていただくために、これも農薬取締法の改正の中で

かなり強化をしてございます。従来の古い農薬取締法の時代は、使用者についてはできる

だけ使用方法というのを守ってくださいということで、努力してくださいという基準でご
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ざいました。法律が改正され、強化された後は、使用者が守るべき基準、遵守すべき基準

ということで、守らなければ罰則がかかりますと。これは懲役刑なり罰金刑がかかると。

具体的に何を守るんだといったときに、特に人間が食べて口から入っていって体内に悪さ

をすることがあるかもしれないというような、特に食用作物みたいなものについては何に

適用があるのか適用のある作物に使え、適用のある時期に使え、適用のある回数を守れ、

使用量を守れ、大きくこの四点について遵守義務がかけられたということでございます。

さらに、そういう義務をかけましたけれども、そのチェックはどうなっているのか。こ

れは私どもの方で、毎年選定をして地方農政事務所、これは各県別に全国にございますの

で、この職員によって農薬の使用状況の点検を行っております。いつ、どういうふうに使

ったか、できるだけ農薬についてはトレーサビリティとかの関係もございますので、どの

農薬を、どの作物に、いつ、どうやって使ったかというのは記帳してくださいという指導

をしながらチェックをしており、一部のものについては、その農作物を手に入れて残留の

分析も行っております。それで、基準を超えるようなものというのはこれまでもほとんど

見つかっておりません。さらに残留基準を超える農作物があった場合には、これは食品衛

生法に基づきまして回収なり、廃棄がされます。さらにその情報を私どもも得まして、こ

れは都道府県の農業の関係の部局と連携をしながら実際に現場における指導等を行ってい

ます。

これは少し古いんですけれども、農作物中農薬の監視ということで、実際にどの程度出

ているかということなんですが、これは厚生労働省で行っていただいておりますが、実際

に基準値を超えるようなレベルというのは、ここに書いてあるとおり、0.01％くらいの水

準だということになっています。

農薬のリスク管理につきましては、安全性がまず評価されて登録をされ、登録農薬が販

売され、正しい使用が行われて安全な農作物が供給されるという関係になります。

安全・安心の確保のために何が必要かといった場合には、１つは農薬を使用する場合の

リスク管理がございます。さらにできるだけやっぱり農薬は減らしてほしいなという要望

も強くございます。そのために、例えば栽培技術においてもできるだけ農薬を使わないよ

。 、 、 、うにしよう また どうしても必要だといったときにも 例えば交信かく乱とか天敵とか

違った形の農薬を使ってみようではないかということも進めております。

実際に農薬がどのくらい使われているか。これは我々の方では出荷ベースで調べるしか

ないんですが、このグラフを見ていただければ、この20年間、データ的に1980年と2000年
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くらいを比べてもらえばよろしいんですけれども、1980年に比べれば量的には半分くらい

まで減ってきているというのが実情でございます。実際には農地面積も減っているではな

いかということで、単位面積当たりに直してみましても同じような動きでございまして農

薬についてはかなり減ってきているというのが現状でございます。やはり農薬をできるだ

け減らそうという取組のあらわれがこれにも出てきているのではないかと思います。

もう一度、病害虫の防除方法、耕種的からいろいろございました。ここで少し情報提供

的におもしろいものをお話しします。

一つは、天敵でございます。左側がアブラムシを食べてくれているヤマトクサカゲロウ

の幼虫でございます。アブラムシ、当然虫も生きていくためには何らかの防御手段を持っ

ております。例えば、いろんなものであれば角を持っているとか、いろいろあると思いま

す。アブラムシはどうやって自分たちを防御するかといえば、どんどん増殖することで自

分たちを守っております。アブラムシは夏の期間、増殖時期は雌しか生まれてこなくて、

ほとんど雌だけでどんどん増殖してきます。条件が悪くなると、今度は雄も発生してきて

交尾を行うと。要するに夏の間は雄は必要なしでふえていきますので、膨大な量になりま

す。多分、家庭菜園などをしておりますと少しアブラムシがいて、少したってから葉っぱ

を見ると真っ黒になるくらい虫が付いていると思います。

私も、自分でプランターでネギとかいろいろ作るんですけれども、物理的防除で一生懸

命自分の手でつぶすんですけれども、もう追いつかないですね。日曜日に頑張ってつぶし

て次の土曜日につぶそうと思ったら真っ黒になってしまいますので、私も農薬対策室長で

すから農薬の安全性が分かっていますので、一回くらいは使って、その後収穫をするとい

う形で行っております。一度つぶしていただけると、特にネギなんかに付いているアブラ

ムシは手が紫色になりますので、少し気持ち悪いと思います。

右の方が、これはダニを食べるダニでございます。人間に悪さをするわけではないんで

すけれども、ありがたいことにほかのダニを食べてくれるんで、こういうものを一定程度

悪いダニの密度が低いときに、良いダニを放してあげれば密度をずっと抑制することがで

きると。ただ天候条件によっては爆発的に増えますので、そういうときにはどうしても農

薬に頼らざるを得ないということになってしまうと思います。

交信かく乱、これも最近農業現場でかなり取り組まれておりますが、例えば蛾の仲間な

んかですと交尾をするために雌がフェロモンを出して雄を呼びつけます。そのときにそこ

ら中に交信かく乱剤、チューブに入っている虫だけが分かるにおいが出るようなものでご
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ざいますけれども、それを置くことによってどこに雌がいるか分からないので交尾ができ

ない。となると次の幼虫が発生してこないと。虫の場合には、においで雌をみつけていき

ますので、そこら中に雌のにおいがしていると交尾ができない。これによって病害虫防除

をする必要がなくなるということでございます。ただ、虫はそれぞれ特異的なにおいを出

しますので、一種類のにおいですべての虫を防除はできませんので、少しずつふやしてい

っておりますが、こういうものがないものについては、どうしても農薬で防除しないと一

番最初に出てきたようにリンゴを割ったら中から虫が出てきたということにもなりかねな

いということでございます。

これを全体的にまとめたのが、この表でございまして左側では農薬のリスク管理、右の

方で化学農薬の使用削減、この両方をあわせて安全でできるだけ安心できる農産物の供給

を進めているところでございます。

もう一つ、簡単に御説明しておきたいのが、最近食品衛生法を改正しまして来年５月か

らポジティブリスト制というのが施行されます。ここに書いてありますとおり、基準が設

。 、定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する 要するに

今の農薬においては残留基準があるものとないものみたいになっておりますが、すべての

農薬について何らかの形で基準が適用されるようにすると。ところが、一定量というのが

一般に言われている一律基準と言われているものでございます。ポジとネガの関係から言

えば、ネガについては原則規制がない状態で規制するものをリストアップ。逆にポジはそ

の逆と。原則規制された中で使えるものについてリスト化されて基準が入ってくるという

のがポジでございます。といってもなかなか分かりにくいので、現行の状況なんでござい

ますが、現行についてはこの下の方になりますけれども、残留基準が定められていないも

のについては規制がかからないという状況になっています。これに対しまして、来年５月

以降、ポジティブリスト制度が導入された後はちょっと分かりにくいんですけれども、左

側の上の方、これが、今残留農薬基準があるんです。その左の下のところが、暫定基準、

国内においてはないんですが、国際基準等々ございますので、そういうものを基準として

設定する。一般的に言われている暫定基準というものでございます。こういうものについ

ては、残留基準であれ、暫定基準であれ、この基準を超えたものについては販売は禁止。

真ん中の欄が、とは言っても、すべての作物、すべての農薬に基準が全部入るわけではご

ざいません。農薬の数に作物の数を掛けますと、基準が必要なものは万という単位になっ

てきます。それで、入らない、基準が設定されていないものについては真ん中の欄で、こ
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の一律基準、これが適用されまして、これを超えた場合にも同じように販売は禁止と。一

番右にあるのは、およそ健康影響はないのではないですかというものにつては、この制度

は対象外と。

特定農薬、これは私どもの方で制度を持っておりますが、その物質が人間の健康に影響

がないというものについては、特定農薬として指定して、ある程度使い方は緩やかにしま

しょうという議論でございます。今、重曹ですとか、食酢とか、天敵のようなもの、天敵

といっても土着の天敵のようなものですね。こういうものは特定農薬になっております。

実際に農薬というのは農薬の中に、当然いろんな作物がございますので、作物ごとに基

準値がございます。例えば、小麦とかミカンとかキュウリとかキウイフルーツ、これにつ

いては今残留基準があるか、若しくは国際基準があるものについてはこのように数字が入

ってまいります。ところが、お茶については、どこの国にも何も基準がないといったとき

には、ここは空白になっております。そこに先ほど言った一律基準というものが適用され

ます。今の0.01ppmという形で進んでおりますが、これが空白部分には適用される。要す

るにすべてのものに何らかの基準は適用されるというふうにお考えください。

そうなってきますと、これは農業生産現場の方々からも、消費者の方々からもいろいろ

言われておりますが、何を注意すればよいのか。まず、大きいのは根本である農薬の使用

基準を守ってください。これは農薬ごとにきちんとラベルに記載されておりますので、農

薬を散布する前にはラベルを見てください。ラベルが小さすぎて見えないという要望がよ

くあるので、私どももできるだけ何とかしないといけないと思うんですが、小さな容器に

なりますと、どうしても大きい字にしますと巻物みたいになってしまうので、我々も苦慮

しているところでございます。

後ほかにも風が吹けば農薬は横の畑にかかったりしますので、一つは食品安全ＧＡＰと

いうふうに書いてございますが、これは生産行程をできるだけ管理してやっていきましょ

う。要するにチェックリストみたいなものを作って農薬をまくときにちゃんと対象作物を

確認しましたか、風が強いときに農薬の散布をやめましたか、隣の作物の関係を考えまし

たか、みたいなリストを作って簡単にチェックするようにしましょう。若しくはドリフト

の防止、農薬が飛散することを防止するためには、農薬を選ぶときにどういう剤の形が良

かったんでしょうかとか。後は農薬をまくときに、この農薬のノズルという出る口がある

んですけれども、そういうものについてドリフトが少ないような、そういうものを使いま

しょうね。そういうものを今さらに再整理しておりますので、こういうことで農薬散布時
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のドリフトの問題についてもできるだけリスクを減らしていきたいと思っています。ドリ

、 、 。フトの低減対策につきましては 今話したようなことをまとめたのが これでございます

以上のような農薬につきましては、かなり怖い、危ない、嫌だという感覚があるかと思

います。ただ、ここで私が申し上げたかったのは農薬は開発段階でも、ものすごくお金を

投入して何万もの物質の中から一個一個選ばれている。さらに私どものところで、私ども

だけではできませんので、独立行政法人の農薬検査所というのがございますが、そこでチ

ェックをして、その上で使用基準を定めて、先ほど言った適用の作物ですとか、回数、こ

れを定めて農薬は販売されるようになる。さらに使用するときには作物を間違っていない

か、回数はどうだ、使用量はどうだ、その辺りをきちんと守れという形で何重にもチェッ

クがかかっているということだけ、よくお分かりいただければと思います。

少し時間がオーバーしていますけれども、以上で終わらせていただきます。

、 、 、○中山消費者情報官補佐 では 続きまして 農薬のリスクと安全性の評価につきまして

財団法人残留農薬研究所の寺本常務理事、お願いいたします。

○寺本常務理事 それでは、農薬のリスクと安全性の評価について、お話しさせていただ

きます。

まず、初めに本題に入ります前に、少し重複するかもしれませんけれども、農薬がどの

ようにして作り出されて世の中に出てくるかということを、もう一回おさらいしてみたい

と思います。

農薬は農薬会社がたくさんの化学物質を合成しまして、薬効と薬害についてスクリーニ

ングを行いまして、その中から優れた効果を持つものを拾い出していきます。それが農薬

候補でありますけれども、こういったものが見つかりますと今度はほ場に移して本格的に

薬効・薬害についての調査に移ります。それと同時に右側に書きましたように毒性試験と

か環境試験、残留性試験といった一連の試験が開始されます。それで一連のこういった試

験について、確かに薬効があって安全性も問題がないということが確認できますと、農薬

会社は農林水産省に対して農薬の登録申請を行います。そうしますと、今度は国の専門機

関によりましてこの一連のデータの審査が行われまして薬効・安全性等が確認されますと

晴れて農薬として登録されるということでございます。こうして世の中に出てきた農薬と

いいますのは作物にとっても大切なものでありますけれども、我々にとっても非常に大切

なものということができます。けれども、使い方を間違えますと、人の薬の場合と同じで

ございますけれども、まさにこういった薬害だとか毒性、環境毒性あるいは残留性、こう
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いったような弊害が生じるおそれがあるわけです。ですから、我々はこういったことを認

識した上で、農薬と付き合っていく必要があるというふうに言えるかと思います。

それで、今からお話するのは、こういった一連の中の毒性試験とこの黄色で書いた評価

の部分について、かいつまんでお話し申し上げます。

農薬の毒性試験でございますけれども、これはどこでも簡単にできるということではあ

りませんで、農林水産省の毒性試験適正実施基準に適合した施設において農林水産省が定

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いいます

のは、毒性試験の質ですとか信頼性を確保するために農林水産省が定めている基準でござ

、 。いまして大変厳しいもので ３年ごとに実際に施設に立ち入りの調査が入ってまいります

ガイドラインの方ですけれども、農薬毒性試験指針ですけれども、これはＤＤＴなどの

有機塩素系農薬の残留性問題というものが1960年代後半に起きてまいりまして、それがき

っかけになりまして毒性試験の方法に関する指針、いわゆるガイドラインというものが通

知されるようになったわけです。ちょうどこの1960年ごろといいますのは、医薬品につい

てはサリドマイドによる先天奇形の問題ですとか、環境汚染に関しましてはこの近くの水

俣湾で発生した有機水銀による中毒、こういったものが明らかにされてきた時代でござい

ます。そういった時代の背景がありまして、農薬についても厳しい見直しがなされたとい

うことでございます。1972年に初めてこの指針が出されまして、その後学問の進歩に伴っ

て1985年、2000年にそれぞれ最新のガイドラインに改訂をされております。現在はこの20

00年のガイドラインに従って試験が行われております。

実際に行われている毒性に関する試験の種類でございますけれども、これは大変多くて

26、27本の試験があります。全部書ききれませんので、こうやってグループ分けをします

、 、と大きく四つに分けることができまして 一つはいわゆる毒性を調べる試験でありまして

これが一番多くて18本あります。それから起きてはいけないんですけれども、万一急性中

毒症が起きた場合には困りますので、その処置法を考えるための試験、こういった試験も

ございます。それから三番目に動物あるいは植物の体内での代謝に関係するような試験、

これが２本ありまして、そのほかの５、６本の試験は最後の環境中での影響を見る試験に

分類されます。

これからお話しするのは、いわゆる毒性を調べる試験についてでございます。

農薬の毒性試験の特徴を一言で言いますと、人の曝露様式に合わせて試験法が工夫され

ているというふうに言えます。人は職業的に農薬を取り扱う人とそうではない人の二つの



- 13 -

グループに大別することができると思います。そうでない人というのは、いわゆる一般消

費者の方というふうに言いかえてもよろしいかと思います。それぞれの人によって曝露の

され方が違っているということでございます。

初めに農薬に関係する従事者の場合はどうかというふうに見ますと、比較的多量の農薬

を短期間摂取する可能性があります。したがいまして、ここで必要になってくる毒性試験

としては種々の経路で単回、一回だけ投与する試験と経口的に繰り返し投与する試験など

が実施されております。絵で書くとこんなふうになりまして、農薬の散布作業のところで

ありますけれども、散布作業中に例えば鼻から吸い込んだ、あるいは口から飲み込んでし

まった、あるいは皮膚に付いたものが体の中に取り込まれる、こういったことが起こるわ

けであります。この線の太さは体の中に取り込まれやすさを意味しております。

初めに単回投与試験についてでありますけれども、これは大きく分けて二つの試験に分

けることができます。一つは急性毒性試験と言いまして、経口、先ほどの絵でお示ししま

したように経口、経皮及び吸入といった三つの経路でもって投与した場合に致死量ですと

か標的臓器というものがどんなふうに変化するかということを調べる試験であります。こ

れによって、いわゆる農薬の毒性の基本的なプロファイルを知ることができるわけです。

こういった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。

それから二つ目のグループとして皮膚及び眼刺激性試験、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と違いまして、皮膚なら皮膚、目なら目といった適用

した部位における毒性変化を調べる試験であります。これは例えば農薬の散布作業中に皮

膚に、手に農薬が付いてしまった。あるいは目の中に入ってしまったということを想定し

た試験というふうに言えると思います。この皮膚感作性試験といいますのは、皮膚アレル

ギー性を起こすかどうかを調べる試験であります。

この単回投与に対して繰り返し投与する試験も必要であります。これは、例えば農薬の

散布作業というのは１日で終わるとは限りませんので、一定期間繰り返し投与する試験も

必要になるということであります。この試験の場合にも大きく二つに分けることができま

して、一つは90日間反復経口投与毒性試験であります。これは農薬を一定期間、90日間で

すけれども繰り返し混餌投与したときの臓器毒性を調べる試験であります。この臓器毒性

といいますのは、例えば肝障害が起きないか、あるいは腎障害が起きないかといったこと

を調べる試験でありますので、いろんな臓器の機能検査を中心に行う試験というふうに言
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えます。それから、またそういったような毒性の生じない、無毒性量を求めることにもな

っております。この無毒性量といいますのは、後で評価のところでお話しするＡＤＩとい

うものを決めるときに必要なものになってまいりますので、ちょっと記憶しておいていた

だきたいと思います。

それから、また先ほどの急性毒性試験で経皮毒性とか吸入毒性あるいは神経毒性が見ら

れた場合には、それぞれ別途こういった経路による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、二つ目の試験としましては催奇形性試験というものがあります。これは妊娠

中の母親に、妊娠期間中毎日農薬を投与しまして母体に対してどんな毒性が出るか、ある

いは胎児に対して先天奇形が起きないかといったような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こともあるでしょうから、そういった

場合の安全を担保する試験というふうにも言えると思います。この試験でも無毒性量を求

めることになっております。

それから、そのほかの特殊な試験として、もう一つ、この変異原性試験というものがあ

ります。これ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試験であり

まして、試験管内の試験と動物を使った試験の２種類があります。この変異原性は、強い

変異原性がある場合には、この後でお話しする発がん性だとか、今お話しした催奇形性な

ども同時に引き起こすということがもう既に分かっております。この変異原性試験といい

ますのは、一連の毒性試験の中でも比較的早い段階で実施される試験であります。

職業的に農薬を取り扱う人に対して一般消費者の場合はどうかというふうに見ますと、

この場合には作物中に残留する極めて微量な農薬を長期間にわたって摂取する可能性があ

るというふうに言えます。したがいまして、ここで必要になる毒性試験としましても長期

間にわたって経口的に繰り返し投与する試験が行われております。絵でかきますとこんな

ふうになりまして、農薬を散布した作物を人が食べるわけですけれども、大部分の農薬は

分解をされたり、雨で流れたりしてなくなっていきます。しかし、一部の農薬については

極めて微量なんですけれども、残留する場合がありまして、そういったものを口から一緒

に食べるということになるわけです。したがいまして、試験としては長期間繰り返し投与

する試験が実施されます。この試験には３種類の試験がありまして、一つは１年間反復経

口投与毒性試験であります。これは農薬を長期間、１年間ですけれども、繰り返し投与し

たときの臓器毒性を明らかにするということで、先ほどお話しした90日間反復経口投与毒
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性試験の場合と同じように機能検査が中心になる試験でありますけれども、この期間が十

分に長くなるということでありますので、ここで出てきます毒性というのは慢性毒性とい

うふうに考えてもよろしいかと思います。

また、こういった長期の試験にもかかわらず、やはりそういった毒性の生じない無毒性

量を同時に求めるということになっております。

それから二番目の試験は発がん性試験であります。この発がんといいますのは、一般的

にはこういった臓器毒性が起きるような、どちらかというと比較的高い用量をしかも長期

間投与した場合にがんが起きる場合があります。ここで行われる発がん性試験の場合にも

農薬を動物の生涯にわたって投与したときの発がん性の有無を調べるということになって

おります。例えば、ラットを使った場合にはラットの寿命は２年半くらいなんですけれど

も、この発がん性試験の場合には２年間投薬を行って発がん性の有無をチェックするとい

うことになっております。

それから三番目の試験としては繁殖毒性試験というのがあります。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試験であります。子

供に対する影響と、それから孫に対する影響があるかどうかというものを調べる試験にな

ります。この試験でも無毒性量を求める必要があります。また、この試験では、ここに書

きましたように内分泌攪乱作用ですとか、免疫毒性を検出することもできます。

こうしてたくさんの毒性試験というのが行われているわけですけれども、この農薬の安

全性の評価についてはどんなふうに行われているのかということを次にお話ししたいと思

います。

まず、初めに先ほどお話ししたような動物を用いた毒性試験のデータに基づきまして、

食品安全委員会の方で許容一日摂取量、ＡＤＩというものが設定されます。このＡＤＩと

いいますのは、実施したすべての毒性試験について無毒性量を求めまして、その中で一番

小さい値を特定しまして、それを安全係数の100で割ったものになります。この安全係数1

00を持ってきているのは、毒性に対しての個人差というのは当然あるでしょうから、それ

を考慮して10倍、それからデータはすべて動物から得られたものですから、人と動物で感

受性が違うかもしれないので、10倍の安全を見込む、合計100倍の安全を見込むという考

え方であります。この10倍という大きさはどんなものかというふうに言いますと、例えば

ある量で臓器毒性が起きてきて、例えば一部の動物が死亡するというような量があったと

。 、します そこから10分の１まで下げてきますと動物が死ななくなるのは当然のことながら
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ほとんど臓器毒性なども見られなくなります。それくらいの関係になります。ですから10

倍の違いというのは随分大きな違いで、毒性の方では随分大きな違いになります。ですか

ら、このＡＤＩといいますのは下に書きましたように、全く毒性のない量からさらに２桁

低い量ということで、もう極めて低い量ということが言えると思います。

こうしてＡＤＩが求められますと別途実施されています作物残留性試験のデータに基づ

いて厚生労働省の方で残留農薬基準というものが設定されます。これは作物中の残留量か

ら予想される農薬の推定摂取量ですね、これがＡＤＩを超えない、具体的には80パーセン

トを超えない量に基準値は決められております。

この求め方は、まず１人１日当たりの推定農薬摂取量を求めます。これは乳幼児から妊

婦、それから一般の人、それから高齢者というふうに分けてそれぞれについて算出される

ものであります。求め方はここに書きましたように、ある作物群について１日平均摂取量

というものが国民栄養調査の方から分かっておりますから、それにある基準値を掛けて出

します。そうしますと、この作物群から摂取される農薬の推定摂取量になります。これを

すべての作物群について合計してやりますと、ここに１人１日当たりの推定農薬摂取量が

出て参ります。この値がＡＤＩの80パーセント以下におさまるようにこの基準値を決める

ということであります。通常は10パーセント程度というふうに押さえられていると思いま

す。

それから、もう一つ、作物残留試験のデータと基準値の関係で見てみましても、作物中

に残留する量といいますのは、平均値を求めるんですけれども、最小値と最大値が当然出

てまいります。その最大に残留する量が、この基準値を決して超えることがないように基

準値というのは決められているということであります。ですから、何段階かの安全がかけ

られているというふうにいえると思います。

その次に、人の健康保護と環境保全の観点から環境省の方で農薬登録保留基準というも

のが設定されています。これは四つの基準値が決められておりまして、一つは作物残留性

にかかわる登録保留基準でありまして、これは今お話しいたしました厚生労働省の方で定

めています残留農薬基準値と同じもの。それから二つ目には、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、最後に水質汚濁性

にかかわる登録保留基準、こういったものが決められております。

こうしていろんな基準値が決められますと今度は実際に作物中の農薬残留量、あるいは

環境中の農薬濃度というものが定められた基準値よりも、小さく保たれるように使用基準



- 17 -

というものが農林水産省の方で決められます。これは先ほどお話にも出てきましたように

使用の時期ですとか、使用の濃度、あるいは使用回数、こういったことについて細かく基

準が決められるわけです。したがいまして、この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、こういう仕組みになっているということが言えると思い

ます。

今までお話ししたのを絵に書いてみますとこんな感じになりまして、農薬の試験成績を

まとめまして農薬検査所に提出しますとこちらの方で農薬としての登録検査が行われまし

て、残りのデータについては農林水産省の方に送られまして、そこから環境省、厚生労働

省、内閣府の方にデータが送られまして、それぞれＡＤＩが決められ、残留農薬基準値が

決められ、登録保留基準が決められるということになっていて、最後に農林水産省の方で

農薬使用基準というものが決められるという、こういう仕組みになっております。

以上、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

験が実施されておりまして、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が明らかにされております。ここで有

無と書きましたけれども、当然発がん性ですとか、催奇形性だとか、そういうものについ

てはないことが確認されているということです。

それから、また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ておりまして、人

の健康保護及び環境保全が図られているということをお話し申し上げました。

以上でございます。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

では、続きまして、農薬の環境への影響などにつきまして、国立大学法人島根大学の山

本理事よろしくお願いします。

○山本理事 今日お話しする内容はここに書いていますように、散布された薬はどこへ

行くのか。それから、今日はリスクコミュニケーションということですが、リスク、環境

に対するリスク、いわゆる生態リスクというような言い方をすることもあるんですが、こ

れはどういうふうに考えたらいいのかということと、それからこういう生態リスク削減に

ついて、それを小さくすることについてはどんな取り組みがされているかということ、最

後に少し環境影響ということの評価についての私の考えと、それから少し、残されている

課題をお話ししたいと思います。
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まず最初に、散布された薬の行方でございますが、葉面散布ですと普通は栽培作物に大

、 、 、部分が付着して そこで病害虫を防除するわけでございますが 一部は土壌中に落ちたり

あるいは一部は大気中にいくということが当然あるわけです。土壌に落ちたもの、あるい

は水田ですと田面水に落ちたものが、当該農地以外の環境の水域に出ていく。したがいま

して、この三つの環境媒体に大きく分配されます。

土壌中では、落ちた農薬はどうなるかといいますと、主として土壌微生物によって分解

されていく。ですから、いつまでも土壌中に蓄積しているわけではない。具体的な例は後

で映します。それから飛散などによって大気中に移行したものは、大気中の光によって光

分解を受けるということになります。一部は雨によって落ちてきたりということもありま

す。さらに水を介して生物に行くということがあります。非常に生物濃縮係数の高い農薬

については、生物の方に、生態学でいうところの高次の消費者といいますか、そういった

ところにたまる場合がある。脂肪にたまる場合がある。このようなことが1960年代当時大

きく言われて、そういった生物濃縮性の非常に高い農薬については登録されなくなってき

ている。来年の４月には、そういった生物濃縮性についての登録保留基準も入ってくると

いうような状況でございます。いずれにしても、こういうところへこう分布するというこ

とになります。

水系に入った農薬はどうなるかといいますと、農薬と言いましても、現在約700近く化

合物の成分別に見ればあるわけで、そのうちの水に溶けやすい農薬とほとんど水に溶けな

い農薬、いろいろ物理化学性が違うわけで、水に溶けやすい農薬ほど水系に入りやすいと

いうことは容易に想像がつくわけですけれども、水田の場合には散布日から２日後までの

間に河川水中の濃度が非常に高くなる、非常に高くなるというか、その期間では最も高く

なる。底性生物の分解を受けたり、あるいは底質に吸着されたり、大体、田面水から比べ

ますと排水路では約50分の１、それが集まった小さな河川では500分の１、大きな河川で

は1,000分の１程度の濃度になるというのがいろんな試験成績でわかっております。

それから一方、土壌に入るのが一番多いわけですね。当然作物が植わっている上にまく

わけですから、土壌に入るのが多いんですけれども、ほとんど表層付近に留まって主とし

てそこに住んでいる土壌微生物によって分解されるということになります。土壌中では、

これも先ほど言いましたように、いつまでもどんどん後からまいたものがたまっていくん

ではなくて分解されていきます。残留期間は、土の種類、それから農薬の種類、これの組

み合わせでございますが、その種類によって非常に大きく異なる。現在のところは半分の



- 19 -

量に減る期間、土壌中でこれが１年以上の土壌残留性の農薬は登録されないという仕組み

になっています。これを現在180日に、半年ですね、半年以上のものは登録しないという

ふうに改訂が予定されているところでございます。

先ほどの大気中の例の話ですが、これは鳥取県の松くい虫防除空中散布農薬の飛散の例

であります。ここのところが、ちょうど朝５時、６時くらいにまくわけですけれども、こ

れがサンプリングした場所で50メートルから、約500メートルくらいですか、この順番は

ばらばらです。こっちが遠いとかそういうことではございません。地理的に仮に振った番

号ございますが、こうして散布をした後、こっちは翌日、翌々日ということです。少しこ

の辺ナンバー６というところでは、２、３日後まで検出される場合がありますが、この0.

08というのは定量下限値でございまして、もうこの次の日は恐らく見られないだろうなと

いうような値であります。環境庁が示しております気中濃度の評価値というのがございま

す。この農薬に関しては10マイクログラム／立方メートルでございますが、まかれてしば

． 、 、らくは少しこういった１ ･･･というようなところもございますが 光分解を受けながら

どんどん減少していく。評価値の10マイクログラムに比べるとここらで７分の１くらいで

すか、それが減っていって100分の１近くなっていく、それ以下になっていくというよう

なことを例としてお示ししたいと思います。

それから、土壌中でもいつまでもあるわけではないということを申し上げましたが、こ

れは除草剤のシマジンという薬の例でございます。左側は土壌中の濃度をずっと調べてご

ざいます。撒いてから３か月、４か月たったところがこの辺で、半年たったら、ここは対

数目盛でございますから、0.2のところはもとの10分の１になった、ここは100分の１にな

ったということでございますけれども、こういうふうにずっと減衰していく。それから42

日後、ちょうど半分くらいになった、半分よりも少し少ないですか、なったところで、そ

のときに土壌を上からほぼ１センチメートルごとに切って、どの辺に分布しているのかと

いふうに調べますと、ほとんどが、99パーセントが10センチメートルまでのところ、それ

から90パーセントは５センチメートルまでのところに、表層からですね、そこにある。こ

れは土壌中にある有機物であるとか粘土鉱物とか、そういったものに吸着をしていると。

したがって、撒いたものがどんどん蓄積していくということもないし、撒けばずっとしみ

込んでいって、地下水の方に移行していくということでもないということですね。これは

シマジンという薬の例ですが、これの薬は土壌中での移動の仕方が、農薬全体で、先ほど

700くらいあると言いましたが、そのうちの大体真ん中のものであります。これよりも水
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、 、溶性の高いものであったり 物理化学的な性質によってはもう少し移動するものもあるし

もっともっと移動しないものもあります。

さて、リスクの問題なんですが、リスクということで非常に怖いようなイメージであり

ますが、これは良くあれは悪いというような話、例えばいろいろ健康食品なんかでも、こ

れは体に良い、これは体に悪いという言い方をしますが、ああいう良いか悪いかというよ

うなとらえ方は極めてリスクということを考えるときには妙な話でございまして、有害事

。 。象が起きる確率とその重篤度というふうに考えないといけない いわゆる確率であります

ですから、仮に有害なものという言い方が既におかしいんですけれども、ある一定量で有

害なＡとＢという物質でＡの方が毒性が強いというものであっても、曝露、それが体に入

るのか、あるいはそういうことと接する機会があるのかということの、その積、それを掛

け算したものだということで考えなければならないですね。

それからもう一つ、リスク評価というのは、どんな技術にもリスクがあるわけでして、

その技術のリスクを避けるために別の技術を使おうといったときに、その別の技術は果た

してどのくらいのリスクがあるかということもよく考えないといけない。

、 、 、さらにもう一つ言えば その別の技術を開発なり 導入するためにかかるコストですね

そっちのリスクの方が小さいんだけれども膨大にコストがかかれば、そのコストをもっと

大きな別のリスクを削減する方向に回した方が社会全体にとってはいいんではないかとい

う考え方、こういったことも大事なことだろうと思います。このリスクについては、中西

準子さんという方が書いておられる、これは環境リスク学という最近出た本、最近といっ

ても去年ですけれども、またこういったものも参考にしていただければというふうに思い

ます。

この中西準子さんが言っている中にリスクメーターという物差し、同じものをいろいろ

なリスクを一つの物差しで考えてみたい、先ほど言いました曝露の確率とそれからその結

果の大きさですね、いわゆるリスク、これは人口も考慮したものでございます。アメリカ

の話でございますが、2002年に出された本の中に載っているものを中西さんが少し整理し

。 。直されて書かれた絵をそのまま拝借してきました このホームページに載ってございます

日射、これはだれでも外を歩けば日に当たるわけでございまして、非常に曝露確率は高い

わけですね。そうするとその紫外線、あるいはそこに含まれている空気中のいろんな、空

気中のというか、浮遊しているものに対して光が当たってハザードを生じるようなものが

できるかもしれない。そういう意味でこの日射というのは曝露確率が非常に大きい。その
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結果の大きさは一つ一つは小さいんだけれども、曝露が大きいためにトータルのリスクと

しては大きくなると、こういう話であります。ラドンであるとか狂牛病の話であるとか、

エアバック、幾つか出てまいります。例えば狂牛病の、ＢＳＥの話でいきますと、曝露確

率というのは非常に小さいわけですね。したがって、そのリスクはトータルとしては非常

に小さい。こういうふうな物差しでこの赤のところを比べるようなことを考えたらどうか

ということであります。同じ表ですけれども、そういったことで見てみますと、この縦軸

、 、 、はこれが３分の２とかいうことではなくて ここは対数目盛になっていますから 10倍か

いくつの対数目盛か分かりません、原典にもその辺がはっきり書いていないので分からな

いんですけれども、恐らく対数目盛だろうと思います。ほかの損失余命なんかのデータと

突き合わせてみると、明らかに対数目盛だなということがわかるんですけれども、家、交

通、仕事の関係で、深刻度と人口を考慮したリスクの大きさというのは、たばこ、アルコ

ール、事故、鉄砲、自動車、こういったものが非常に高いわけですね。後はこういったと

ころにＢＳＥであるとか人工甘味料であるとか、こういったものがここら辺にあります。

それから環境で言うと、先ほど言った日射であるとか、ラドン、アスベストの問題が今

出てきておりますけれども、少し高い。ただ、この辺に比べてそんなに高くないと。医療

の関係で言うと、がんとか心疾患、これは字が小さくてお手元の資料で見えないかもしれ

ませんが、そういったリスクメーターというものが参考になるというようなことも言われ

ているところであります。

さて、その環境リスクでありますが、先ほど言いましたようにリスクというのは毒性と

曝露の掛けたものであると。環境で言えば、環境生物に対する毒性とその生物がその化学

物質に接触する、どのくらいの濃度、どのくらいの時間接触するかと、そういったことで

初めてそのリスクということを判断できるんだろうということであります。

時間がありませんので、これは飛ばしまして、ただ、人のリスク評価、先ほど寺本先生

のお話でありましたように、その使用基準でもってリスク管理をしていこうということで

ありますが、人は一人一人の個体、個人差のことが出ましたけれども、そういった比較的

感受性の高い方にも影響が出ないようにというような考え方をしておりますが、生態リス

クというのはそういうことでいいんだろうかというふうに私は考えておりまして、個々の

生物、虫一匹一匹に対してはそうですけれども、生き物、環境を守らないといけないとい

ったときに、その生物群集全体に対してそれが存続できるということであれば少々の増減

があっても、その生物群集としてはまた増えてくるというチャンスがある。通常自然はそ
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うなっているんですけれども、そういうことを考えないといけない。それから、もう一つ

はその生物がそこにいることの意義、これは生態的な意義、これを加味したものが生態リ

スク評価だというふうに考えています。右にある本は、私どもが編集しました「農薬の環

境科学最前線」ということで農薬学会が編集をしたものでございます。これに今のお話を

詳しく書いてあります。

さて、その生態影響評価についての取組ですね、できるだけ環境に対してもそのリスク

を小さくしていこうということについて、現在どういう取組がされているかということで

ございます。使用時の安全性とそれから農産物の安全性、これについては先ほどお話があ

ったとおりです。もう一つ、環境に対する安全性というようなことも考えないといけない

ということなんですが、環境に対する安全性で、先ほど寺本先生の話の中で幾つか環境の

関係で試験があるというふうに御説明がありました。これは主として人への曝露、例えば

大気中の農薬の濃度はどうだ、それから水の中がどうだと、こういったときもその水を飲

料水として飲む。大気は人間が呼吸すると、こういう視点でこれまでは焦点が当てられて

きたわけです。ところが、生物多様性の問題であるとか、環境生物一般の保全というよう

な視点になってきました。これまではこういった仕組みになっていなかったんですが、新

しく環境基本計画を踏まえて生態系への保全を視野に入れた取組を強化することが重要と

いうことで、この間この登録の仕組みが整備されまして、この４月１日から施行されてい

るところでございます。内容について細かく少し書いてありますが、資料の方がお手元に

あると思いますが、また後ほど見ていただければいいと思います。

現在、いろんなテストガイドラインがございまして、農薬の生態影響評価試験、ＯＥＣ

Ｄのテストガイドラインです。この後ろは番号で、そのテストガイドラインナンバー。こ

ういったような種類、水生動物ではこうだと、それから陸上の野生生物、有益昆虫、微生

物といったようなことで、さらに現在案の段階ですが、こういったものについて検討され

ているというのがＯＥＣＤの例でございます。こちらは先ほどお話がありました農薬検査

。 。所の方で持っている現在のところのガイドラインです これに順次また追加されていくと

それから環境中の挙動につきましては、右側が薄くなっていてお手元の資料ではちょっ

と読めるかどうか分かりませんが、水質汚濁性試験、それから土壌残留性試験、土壌中運

命試験、水中運命試験、こういったものが、そのガイドラインにありまして、これにのっ

とった試験が行われるということでございます。

さて、この４月１日に施行された中身というのはどういうことかと言いますと、これま
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での登録保留基準というのは、コイ、魚ですね、魚に対してある濃度、一言で言えば、魚

が死ぬか死なないか、このことについての判断、それからその毒性の消失日数７日以上、

長くそういった毒性が続くというようなものについては登録は保留されていたわけですけ

れども、これでは大量に使われる農薬であっても、極めて限られた場所でほとんど量とし

ては使われない農薬であっても同じような評価だったわけです。そうすると濃度が薄くて

も先ほどの話で、毒性が小さくても曝露量が多ければ当然環境に対する負荷は大きいわけ

ですから、その辺が余り考慮されていなかったというのが、この２番目のところ、毒性評

価のみで曝露量が考慮されていない。したがってリスク評価ができない、できないという

か、不十分であったということが一つあります。それから、もう一つは水田農薬について

のみやられていたので、畑地農薬についてはどうしても十分なリスク評価ができない。農

薬全体としては不十分だったというようなことです。

そして、魚だけでなく、藻類、それから甲殻類、これを評価対象に追加したことと、曝

露評価、これは非常に大きなことなんですが、曝露評価を追加することによって単なるハ

ザード評価だけではなくてリスクを評価しようということになったわけです。その曝露評

価、ＰＥＣつまり環境中予測濃度を算出あるいは実測しまして、それが急性影響濃度より

も大きければ登録を保留しましょうという制度に変わったわけです。

最後の話になりますが、時間が余りありませんので、簡単にさせていただきますけれど

も、実は環境への影響というのは非常に難しい。どういうふうにすべての生物を守るのか

というような話になって、できるだけたくさん守るにこしたことはないんですけれども、

。 、 。すべて試験ができない それから我々にとっては 病原菌を媒介するいろんな生物もいる

あるいは作物だったら病害虫もいるということがあります。そうするとどういう生物を対

象にしていくのかというようなことを当然考えないといけない。それから農薬以外の原因

ですね、そういった人為的なかく乱による影響とも比較して考えないといけない。比較す

るための同じ物差しがいるのではないかというようなことがございます。この一番下の部

分は少しややこしい話なんで、また質問でもございましたらお伺いしたいと思います。

これは千葉大学の本山先生という先生が、精力的にいろんな環境の問題を取り扱ってお

られるんですけれども、千葉で行われた魚、それから甲殻類等の調査結果を踏まえて水田

の周りの生物相がその農薬によって全然いなくなったのではないかということの原因は何

。 、 。かを考察しておられます 実は 当然そのときに農薬の濃度もいろいろ測っておられます

撒く前、後、ずっと測った結果でございます。これはコンクリートの３面張りになった排
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水路です。そうするとここではここの水田との行き来ができないわけですね。これは余り

いい写真ではないんですけれども、少し前までは生物が行き来できるというようなことが

あります。それからかんがい水はある一定の期間しか流さない。それから暗きょ排水とい

うものが、地下に何というのでしょうか、溝を作って、上から見えない排水溝がある、大

きな農業機械を入れるために乾田化をする必要があるわけですね。いつもびちゃびちゃし

ている田んぼでは作業がしにくいということで、水のない期間が随分あるわけです。そう

いったことがあります。それからこの田んぼの周辺の環境も随分変わったと。それから非

常に大きいのは家庭の一般排水の流入による水路の汚染があるということが原因ではない

か，というようなことをデータを示しながら述べておられます。

それから、これは私のところで行った試験ですが、無農薬水田といわゆる慣行水田、両

方で、もう簡単にいたしますが、年間を通じて土壌中の微生物はどうなっているのかと。

一言で言えば非常に変動しているということなんです。これは窒素の無機化作用ですから

有機物に含まれている窒素がどれだけアンモニア態の窒素になってくるかと、その活性を

ずっと調べたと、年間を通じて、２週間ごとくらいに。この黒い方は土壌の表層でありま

す。丸と四角は無農薬か慣行かということでございますが、無農薬と慣行の方で差はほと

んどなくてむしろその表層か地面の深いところか、それと季節による大きな変動がある。

これだけの大きな変動があるというようなところで、それは農薬のまく時期ともあまり関

係なく大きな変動があるというようなことでございます。

最後になりますが、その生態影響評価に対する課題の整理であります。我々一般に環境

、 、保全あるいは生態影響という言葉を使いますが どの生態系を守りたいと思っているのか

ここのところが非常にあいまいなままでございます。それからどのくらいそれが変化した

ら、これはもう許せないと、許せないというか、どこまで許容できるかと、逆に言えば。

そういったことの基本的な視点に対する議論というのは、何となく漠然とトンボがどうと

かカエルがどうとかいう話はしますけれども、本当にこの辺の話をきちっと整理する必要

があるだろうというふうに思います。

、 、それから 試験をしていくときにすべての生物を対象とするのは不可能でありますから

どういった試験について再現性の高い試験を提案できるのかというようなことがありま

す。それから試験種に対してあらわれた影響は生態学的には意味を持つのかどうか、これ

は先ほど少し申し上げましたややこしい話でありますが、生態系の機能と構造に対してそ

の生物がいなくなることの意義、これをきちんと整理する必要がある。それから今は個体
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で試験をしています。ある種の個体が死んだか生きたかと。あるいは行動が異常になった

かどうかという判断をしておりますけれども、先ほどの大きな年間通じた変動ということ

で見ますと個体ではなくて、いわゆるポピュレーションレベルと言っておりますが、個体

群レベル、この辺の評価、それからもっと言えば、群衆レベルの評価、この辺をどうして

いくのかというところが難しい問題ではあります。

それからもう一つは、評価に当たっての不確定な要素が当然あるわけでございまして、

環境中の濃度の予測の不明確な部分が曝露量の推定ですね。これがまだ、完璧にできるの

か、できません。かなりの確率で出来ておりますけれども、やはりまだ不明確な部分もあ

る。それから環境中の挙動、残留とか分解とか蓄積とか生物濃縮、いろんな試験をやって

おりますけれども、これも登録されて環境中に撒かれたものについては実測できますけれ

ども、これから世の中に出そうというものについてはある程度予測が必要なわけですね。

それを別の試験で行おうということでありますから、まだ若干不明確な部分も当然ある。

それから一方で生態系の方は非常にタフでありまして、緩衝力とか回復力が結構大きいと

いいながら、それではどのくらいが許容できるのかというところについての明確な回答を

出せるわけではない。もう一つは、内分泌攪乱作用等に代表されるような、まだ科学的に

未解明な事象もないではないということもあります。

さらに、もう一つは先ほどの新しい仕組みというのは水域の生態影響評価でございまし

たが、陸域なんかはさらに難しい問題もある。いずれにしても、適正な使用によってリス

ク管理ができる仕組みというものが、ほぼ整理されてきたというふうに言えると思うんで

すが、ただ、ここに挙げましたような残された課題もないではない。ここをみんなで知恵

を出し合って、その環境に対するリスクの一層の削減に努めていきたいということで、皆

さんにも知恵を出していただければなというふうに思っているところでございます。

以上でございます。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

先ほどの資料の確認のところで、私、一点申し上げるのを忘れておりました。アンケー

トを入れてございます。こういった意見交換会の今後の参考にさせていただきたいと思い

ますので、お帰りの際に御記入して御協力をお願いいたします。

では、ここで休憩をとりたいと思います。休憩時間が短くて恐縮なんですけれども、３

時までだと少し厳しいので、３時５分をめどに再開いたしたいと思います。よろしくお願

いいたします。
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（休 憩）

○中山消費者情報官補佐 本日、意見交換に先立ちまして出席者を募集しましたところ、

107名の方に応募をいただきました。多くの方に会場の方に御出席いただいておりますの

で、会場の皆様の御紹介は出席者名簿の方でかえさせていただきます。御了承ください。

また、消費者の代表としまして、特に前のお席で御意見をお願いしたい消費者団体とし

て３団体の方に御応募いただいております。これらの方々からは「農薬について」という

ことで御意見をいただいておりまして、先ほど御紹介しました資料の４でございます。

まず、その方々でございます。

熊本消費者協会の田中会長でいらっしゃいます。

コープ熊本学校生活協同組合の吉川理事でいらっしゃいます。

健康くまもと21推進市民会議食ネット部会の金子さん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生産者の方にも御出席いただいております。

農薬適正使用推進員ネットワークの野口会長でいらっしゃいます。

農事組合法人日進温室組合の田辺組合長でいらっしゃいます。

有限会社松本農園の松本取締役でいらっしゃいます。

そして、専門家の立場からは先ほど御説明をしていただきました寺本常務理事、それか

ら山本理事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食品安全委員会事務局の西郷リスクコミュニ

ケーション官です。

厚生労働省大臣官房の藤井参事官です。

農林水産省からは先ほど御説明申し上げました農薬対策室長の横田でございます。

次に意見交換の進め方ですが、初めに日ごろの農薬に対するお考えとか生産現場の現状

などにつきまして、前にお座りいただいている消費者と生産者の、それぞれ３名の方に御

意見をいただき、お互いの御意見を聞いていただいた上で、その中で意見交換をまずして

いただきたいと思います。その後、会場の皆様からも御発言をいただいて、専門家の方や

行政も加わって意見交換をしていきたいと考えております。

それでは早速でございますが、まず消費者の方から御意見をお聞かせください。

座っている順番で恐縮ですが、田中さんからお願いいたします。

○田中会長 熊本消費者協会の田中と申します。よろしくお願いいたします。

私ども、消費者協会は、主に消費者問題に取り組んでおりまして、食品に深く専門的と
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、 。いうことではありませんけれども 消費者問題に取り組む立場から発言したいと思います

まず、農薬についてですが、食品に残留するもの、あるいは土壌に残留するものとして

非常に不安を感じているものです。消費者が抱きます食品の安全性に関していろんな調査

がありますけれども、その中でも農薬への不安というのが大体一番トップにありまして、

その次には、大体、輸入食品、この輸入食品も残留性農薬が心配であるということで挙げ

られることが多くあります。

先ほどのお話の中で、十分な農薬についての安全性の検証ということはなされつつある

とは思うんですけれども、やはり数年前、いわゆる環境ホルモンというのが、私どもの耳

に初めて入ったとき、そのときに環境ホルモンに指定された物質の半数以上は、恐らく農

薬だったというような記憶があるんですけれども、今安全と言われていても次第に時代を

、 、経て 実はあれは安全性を欠いていたということで安全性が覆されるのではないかという

そういうような不安も実際に農薬ということになると感じております。それが、一つあり

ます。

それから、熊本でもありましたけれども、無登録農薬の販売とか使用ということで、や

はり使用者側がちゃんと適正基準を守って使っているかどうかということに対する不信感

を抱くというのは、こういうことを経験した中ではやはりぬぐい去れないものではないか

と思っております。それで一応私ども消費者としては生産者の方の法律を守る姿勢、そう

いう倫理観を求めております。

それから、皆様のお手元にも書いてありますように、生産者や流通業者から、こういう

交流会をしたときに米はまだしも野菜は無農薬ではできないとか、無農薬で作ったとして

も虫食い野菜を消費者は買わないとの指摘をよく受けており、これはもう消費者が生産現

場を知らないと、安全なものを求めながらも見ばえや価格を優先させる消費者行動の矛盾

を感じております。しかし、私もうちの家庭菜園でいろいろ行っていますと虫が発生した

りとか、ちょっと見ない間に草がぼうぼうになってやぶのような状態になったりというこ

とですね。いかに手入れが必要かということを体験するわけですけれども、実際そういう

体験もない。まして農業体験だけでなくて、一般の消費者自身、若い消費者というのは食

生活の体験もだんだん乏しくなって、日常的な食の知識についても常識的なところが欠け

てくる状況にもありますから、まして農業について詳しく知っているということは、まず

そういう方は少ないのではないかと思います。そういう中で、やはり相手を理解するため

には相互理解を深めるために生産者と、さらに流通業者も入って消費者と一緒になって生
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産現場で消費者が農業者を理解する、生産者を理解するということに消費者自身、それと

周りの方の協力を得て交流を深めていく必要があるのではないかと思います。

それから、体への影響とか環境への影響だけでなくて、どうしても無農薬のものを手に

入れるわけではありませんので、農薬を使って生産されたものを家庭で使用するときにそ

のときの除去方法、生活の知恵みたいなものもどこかで情報提供していただけるところが

あるといいなと感じております。

以上が私の感じております農薬についての感想でございます。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

では、続いて、吉川さん、お願いいたします。

○吉川理事 コープ熊本の吉川といいます。よろしくお願いします。

私たち生協は、皆さんも御存じだと思いますけれども、組合さんに安全・安心なものを

いかに届けるかということに対して日々努力をしている団体であります。農産物について

は、有機栽培農産物、特別栽培農産物とか減農薬農産物など、本当にいろんな言葉で表現

されておりますが、消費者にとってはその言葉の意味を一つ一つ理解するのは本当に難し

いことだと思います。農薬に対する不安が大きくなる一方だと思います。実際、野菜など

の栽培段階で農薬がどのように使われているのか、また出荷時の残留農薬がすべて基準以

下なのか知らないことでの不安が増すのだと思います。

消費者は、自分や家族の健康だけを考えていると思うんですよね。それで、安心・安全

を望んでいるんですけれども、その安心・安全の判断基準も先ほど説明がありましたよう

に専門家の方とか生産者、消費者と微妙に違っているのではないかと思います。100パー

セントの本当の安全を求めるのか、少々のリスクはあっても、さっきおっしゃったように

残留はないんだということで納得するのか、その辺の判断は個人個人さまざまだと思いま

す。

生協では食の安全、環境保全にこだわって農産物一つ一つについて産直基準を定め、認

証を行っています。私たちの生協は本当に小さな生協ですので、熊本県産の農産物を多く

取り扱うことができます。まさに今はやりの地産地消を以前から行っております。産直基

準は、生産地域で慣行的に使用されている農薬成分の回数を半分以下を最低基準とし、必

要最低限の農薬使用を事前に生産者と協議し、栽培してもらっています。もちろん収穫後

の貯蔵、保存のためのポストハーベスト、農薬の禁止とか、除草剤は使用しないとの約束

で本当に生産者の方には大変な御苦労をかけております。
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生協の組合員と生産者との積極的な交流を図ることで、例えば田植えとか稲刈り交流会

を行ったり、援農や圃場の視察、見学をさせていただいたりすることでお互いに生産者と

組合員が理解し合い、農産品を生協組合員が買うことで生産者を支える、ことが農薬に対

する信頼関係を結ぶ一番大切なことだと考えております。そうすることで、農薬に対する

不安もなくなるのではないでしょうか。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

では、金子さん、お願いいたします。

○金子 私は健康くまもと21推進市民会議、その中に食ネット専門部会というのがござい

まして、今回その団体の方から出席をさせていただいております。特にこの食ネット部会

という団体は、健康の基本である食の大切さを市民に浸透させて予防医学の観点から市民

を健康に導くという、少しタイトルが大きいんですけれども、要するに一緒に食のことを

考えようという団体です。

今回、農薬についてということで、このリスクコミュニケーションに参加させていただ

いているんですが、資料４の方に大まかにまとめたものが書いてございますので、私の意

見としてはそれが柱にはなっているんですけれども、やはり今消費者というのは消費とい

う立場であって、生産現場をなかなか知ることができない場所にいると思います。こちら

も積極的に生産現場の中に入っていかないと、先ほどお二方の御意見にもあったんですけ

れども、どういう状況でそのものができているのかとか、またもし農薬を使わなければい

けないという状況であればなぜそういう農薬を、いつ、どういう状況で使わないといけな

いのかということを私たち消費者というのは知ることができません。実際にそれを作って

いる現場におりませんので、分からないというのが大半だと思います。でも、結局そのわ

からないということを分からないままにしておくことが一番不安を増しているというか、

増幅させているのではないかなということで、今回こういう意見を出させていただきまし

た。

昨今、農薬についていろんな問題がありまして、残留農薬とか、無登録農薬とかあるん

ですが、なぜそういうものが販売されてしまうのか、どうしてそういうものが使われてし

まうのかということまでは、私たちはよく分かっていないのではないかと。もちろん、そ

ういうものが使われることは違反ですが。

私も昨年１年間、食品消費モニターをさせていただいたり、実際に生産現場というのも
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見せていただいたりということで、断片的ではあるんですけれども、少しずつ生産現場と

いうもので、生産者の方の声とか流通の方の声を聞くことによって、今まであった溝とい

うのが少しずつ埋まってきたのではないかなと、自分の中で埋まってきたのではないかな

というふうに感じています。例えば、医療現場ではインフォームド・コンセントというの

、 、 、で ここで引用するのは少し場違いかもしれませんが だんだんそういうことで同意とか

それで自分たちが納得するというのが進んできています。農薬に関しても、インフォーム

ド・コンセントというのが今からどんどん求められてくるのではないかと思います。つま

り、知った上で選択をするということです。

そういう意味で、こういうリスクコミュニケーション、お互いに同じ場所に立ってお互

いの意見、食い違いとか、どういう見方をしているのか、お互いの常識の差というのを埋

めていくのが必要なのではないかなと思います。

ありがとうございました。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございます。

次に、生産者のお立場から御意見をお聞かせください。

野口さん、お願いいたします。

○野口会長 農薬安全推進員の野口と申します。

私の意見を申し上げますと、近来、ＢＳＥ問題から端を発しまして、その後産地偽装問

題、そしてまた今日の課題である無登録農薬の使用、振り返ってみますと消費者の皆さん

方には不信感を与えているということに大変御迷惑をおかけしているということをおわび

を申し上げたいと思います。

無登録農薬使用について熊本県下でもありました。そういう関係上、私、申し上げてお

きます。先月末まで、熊本ＪＡ、熊本市の園芸部課長もしておりましたので、その方面で

踏まえて話を差し進めさせていただきたいと思います。その後、役員会を開いてこういう

問題が出た、どうするかと、こういう形で行くならば消費者からますます距離が遠くなっ

てしまうよ、だからどうにかしてこの距離感を縮めたいという形をとりたいというところ

で、すぐ役員会を開いてどうするかというところで、私たちは、一個人農家からは全員誓

約書をとりますと。誓約書をとって絶対使いませんよという誓約と、それに対して中に含

まれておりますのが、もしも使った場合は全額補償しますというような形を織り込んでお

ります。

そして、先ほど申し上げましたように生産者と消費者の間が広いということをどのよう
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にして回復していくかという形につなげまして、今日も消費懇話会のニシバシさんとアラ

キさんも来ていらっしゃいますけれども、私たちもどうにかして消費者に我々生産者の気

持ちを知っていただきたいというところで、私は、ニシバシさん、うちが作りよるメロン

ばみがきなっせ。どういう形で作っとるか、みがきたいよというところで、２年か３年前

だったろうと思います。その中で、約30名ほど来ていただきました。そして、私はこうい

う形で作っておりますよと、今義務づけられておりますが、生産履歴の記帳ですね、それ

に対して、いろんな形で今日は何の農薬を散布しましたよ、何を何倍でやりましたよとい

う形を今農協にみんなインプットされてしまっております。全部、保留されてしまってお

。 。ります その記帳を各農家が提出するというような形まで今やっているわけでございます

そして、最後になりましたけれども、今ＪＡ関係で約年間1,500体の残留農薬の検査を

。 、 、やっております これがちょっと私は頭が痛いわけですが なぜ痛いかと申し上げますと

この１検体に対して２万5,000円の出費が必要なんです。これは生産者負担です。これが

一番いいところを持っていかれるなと、今お互いに何でも厳しいですけれども、約1,500

体やっておりますけれども、１検体２万5,000円掛ける1,500です。かなりの莫大な金額で

す。私も厳しいなと思いながら、やっぱり消費者の皆様に私たちの気持ちをわかっていた

だけるならばやらなければいかんというところで、今現在やっております。何の作物でも

みんなやっております。そういう形でやっておりますので、今後生産者と皆様方消費者と

の距離感が近くなりますように、今日の会合がなされたのではなかろうかと私は思ってお

、 。りますので 皆様方に生産者の気持ちをおくみ取り願いましての最後の言葉といたします

どうも今日は大変お疲れさまです。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

では、続いて、田辺さん、お願いいたします。

○田辺組合長 みなさんこんにちは。

今日は私たち生産者と消費者の皆さんが一緒になって「食の安全＝農薬」について討論

する場をセッティングしていただき大変うれしく思います。今日は農業現場の姿を本音で

情報発信したいと思います。しかし 「３分で農薬について話せ」ということで、もしか、

。「 」 、「 」 。すると誤解が生じるかもしれません 農薬の危険性 より 誤解の危険性 が心配です

本来ならば90分くらい時間をいただきたいくらいです。

結論から申します。作物栽培上、農薬は必要です。皆さんは「新鮮で安全でおいしい農

産物を一年中食べたい」と求められています。しかし、これは無理な注文です。例えばト
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マトの旬は夏です。この時期にはトマトは無農薬栽培でもスクスク育ちます。それに栄養

もたっぷり、おいしいのです。ところが皆さんは、このおいしいトマトを「真冬にも食べ

たい」とわがままを言われます。トマトにとっては大きな迷惑です 「私は夏の野菜よ。。

どうして真冬に作るのよ」と。日照量も少なく、温度も低く、湿度も高い。トマトにとっ

ては最悪の環境です。トマトはストレスがたまり体調を崩します。病気になります。皆さ

んは風邪をひいたり体調が悪いときには、病院に行って注射を打ったり薬を飲んだり、栄

養ドリンクやビタミン剤を飲むでしょう。トマトだって薬や栄養剤が必要になります。皆

さんが一年中おいしい農産物を求めるならば、少々の農薬は必要です。農産物の安定供給

のためには、農薬が必要であることを理解してほしいのです。

また、私たちは無登録農薬など絶対に使っていません。私たちは自分で作った農産物を

家族みんなで食べています。次世代の遺伝子に影響するような農薬など使えません。そん

な農薬が付いた農産物を子供や孫に食べさせられますか。無登録の農薬を使うことなど絶

対にいけないことです。

私は「くしゃみ３回ルル３錠」の鉄則で農薬散布しています。病気が出ていなくても月

に１回、薄い農薬を定期散布しています。病気が出ていないときもです。病気が発生すれ

ば、ルル３錠では治りにくくなります。解熱剤やのど痛の薬を飲んだりします。薬を飲み

すぎて数日後胃が悪くなります。時には救急車で運ばれ、点滴と抗生物質の薬漬けになり

ます。農産物も病気が出たら、薬漬け栽培になります。１か月に１回が２回、３回の散布

に。そして2,000倍の薄い農薬が1,000倍の濃さになってしまう。作物栽培は予防が一番で

す。そして早期発見、早期治療です。まさに人間の健康管理と同じように作物栽培管理を

しているのです。農業者は作物が病気になり枯れていく姿が一番つらいのです。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

では、最後になりますが、松本さん、お願いいたします。

○松本取締役 有限会社松本農園の松本です。

大体、前のお二方が思いのたけを語っていただいたんで、私の方からいろいろお話しす

、 、 、 、 、るのもあれなんですけれども 私は 実は 資料の方にもありますけれども 平成７年に

それまで旭化成というサランラップで有名な会社の医薬品事業部というところにおりまし

て、お医者さん相手に医薬品の営業をやっておりました。そのころは今とは違いまして、

薬の最前線でお医者さんにいろんな薬の情報を提供し、こういう効果があります、こうい

う副作用があります、使用法はこうですというようなお話をしておりました。医薬品の業
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界もいろいろ問題がございまして、薬害エイズ等もあったものですから、業界のそういう

体質にどうしても私個人的にはなじめなかったということで、時期的に違う仕事をやろう

ということでたまたま私の父がやっておりました松本農園の方に一つのビジネスチャンス

を求めて帰ってまいりました。

農薬について皆さんいろいろ御意見があるかと思うんですけれども、私も個人的にいろ

いろ考えるところがございます。私どもも有機農業、有機農産物の生産等も行っておりま

。 、 。した ここ数年の異常気象等の影響も多々ありまして 有機農法の限界を感じております

昨年まで有機ＪＡＳの登録をしておりましたけれども、昨今、農水省のホームページで

も非常にありますけれども、非常に有機農産物という看板を利用してあくどいことをやっ

、 。ているやからが多いのにほとほと閉口しまして こんなことだったらやってられないやと

非常に有機農産物というのは生産するに当たって非常にコストがかかります。人的コスト

も相当数かかります。ところが、消費者の皆さんは有機農産物の購入売価は通常比の1.1

倍くらいまでは買いますと。ところが、1.1倍どころの騒ぎではございません、生産コス

トは。余りにもそこにお互いの認識のずれがあるということで、どうしても高コストにな

ってしまいますので、高い商品になってしまいます。そうなったときに金持ちだけが食べ

る有機農産物ならもうこんなものは生産する必要がないと、私どもは法人ですので、私ど

もの法人としてのアイデンティティとして富める人も貧しき人にも同じレベルの商品を提

供するというのが、私たちの社会的な役割だというふうな企業姿勢で取り組んでおります

ので、そうではなくて農薬について正面から私たちは議論をしていこうと。農薬が確かに

リスク因子ではありますけれども、それをきちっとした運用管理、その運用管理技術で安

全を確保するんだということでやっていった方がもっとスマートな議論ができるんではな

いかと。

農薬絡みで、例えば虫の問題とかもいろいろありますけれども、耕作放棄地の増大が虫

とか雑草の発生をさらに拡大させている現実もあります。そういったものも含めて農薬と

いうミクロの側面から議論をしていただくことも非常に大事なんですけれども、周りのそ

ういう経済的な環境も含めて皆さんに今回御理解いただけるように、私どもも積極的に今

、 。の現状をお話しさせていただけるように努力していきたいと思いまして 本日参りました

よろしくお願いします。

○中山消費者情報官補佐 どうもありがとうございました。

今、それぞれの御意見を聞いていただきました。主に消費者の方からは、やはり生産現
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場が見えないことが農薬への理解の妨げになっているのではないかということがお三方通

じてお話としてあったと思いますし、また、生産者の方からも非常に力強い生産現場での

取組を知っていただきたいというような思いがあったかと思います。

それぞれの御意見を聞いていただいたところで、例えば消費者の方から生産者の方にさ

らに伺ってみたいことですとか、また逆のこともあったかと思います。

前にお座りの方、どなたからでも結構でございますが、何かございませんでしょうか。

金子さん、お願いします。

○金子 すみません。ちょっと素朴な質問で申しわけないんですが、松本さんの方によろ

しいでしょうか。

今、有機ＪＡＳの方をおやめになられて農薬を使うような形でというお話をいただいた

んですが、例えば具体的に収量とかはどんなふうに変わられたでしょうか。

○松本取締役 有機ＪＡＳで生産を行いますと、例えば除草作業というのはすべて手で行

。 、 、 、います 病虫害の発生した場合は 有機ＪＡＳは ここに結構誤解があるんですけれども

無農薬ということではございません。使用が認められている農薬もございます。ただ、非

常に効果がマイルドですので、かなり予防的使用というふうな感じをしないと病害虫が発

生してから使っていてもなかなか効果が薄いという部分があるんですけれども、実際問題

としては非常に収量が落ちます。確実に落ちます。若干無理する時期に植えつけしたり、

収穫のタイミングが来るものになりますと確実に３割くらいは一般慣行栽培に比べたら落

ちます。例えば今年のように、今10月ですけれども、今年の９月は非常に雨が少なかった

んですね。こういう環境下では、今私どもの周りの農家でもそうですけれども、ヨウトウ

ムシとかいろんな虫がふえると。こういう虫がふえると、私ども、ニンジンを植えて２か

月ほどたちましたけれども、見るも無惨なくらいに畑からニンジンが消えていきます。一

晩で消えます。そうなると、限りなくゼロと。無農薬にすればゼロということは十二分に

あります。それが実態です。

○中山消費者情報官補佐 金子さん、よろしいですか。

今、有機ＪＡＳの話も出ましたけれども、生産者の方でもいろいろお取組をされている

方はいらっしゃると思います。そういったことで、例えば消費者の方に向けて何か参考に

なるようなことを伺ってみたいとか、そういうようなことはございませんでしょうか。野

口さんなども消費者の方との交流などをされているというお話もありましたけれども。

○野口会長 先ほど、消費者との作業現場の検討会をやったという形を踏まえまして、は



- 35 -

っきり申し上げますと私たち生産者と消費者の考えが、その目的が違うのではなかろうか

と私は思うわけです。なぜかと申し上げますと日本は日本の国民性があります。また私、

こういう形の役をしておりましたので、韓国、中国の生産者との研修もやってきました。

その中で考えてみますと日本は日本なりの消費者の目的があり、韓国、また中国辺りは、

中国の国民性が出てしまっているなというような感じも私は受けました。韓国辺りは身土

不二と申しますか、かなり自国の野菜を食べよう、何でも農産物を食べようというような

形で、かなりキャッチフレーズがうまいですね。その辺り日本は何か乏しい考えがあるの

ではなかろうかと私は考えているわけです。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

いかがでしょうか。消費者の方も何か生産者の方にこれを機会に御質問等はございませ

んでしょうか。

では、お願いいたします。

○田中会長 田中でございます。

野口さんは、消費者との交流を持っていらっしゃるということなんですけれども、私も

先ほどのお話で、できるだけ消費者に現場を知ってもらうということですね、理解を深め

るということが、やっぱり一番近道ではないかなと思います、相互理解のためには。ほか

の田辺さん、松本さんは、そのような機会というのをお持ちになっていますでしょうか。

○田辺組合長 消費者の皆さんが「安全・安心農産物」を求められるならば、生産者との

共生を図ることが一番の近道だと思います。今、食料自給率は40パーセントです。60パー

セントは外国産です。だれがどのようにして作ったのか分からない農産物がどんどん外国

からやってきます。スーパーや百貨店の食料品売り場では、ピカピカの果物がズラリと並

んでいます。皆さんは今「安全性について」学習し、安全追及の目を養っておられます。

しかし そのうちそんなぜいたくな安全追求はできなくなる 私たち日本の農業者が今 安、 。 「

全で新鮮でおいしい」農産物を皆さんに供給しているから、中国や韓国やアメリカ産など

の農産物に対して「安全性に疑問があり 「買わない」と言えます。また日本に安全な畜」

、 「 」 、産物を供給してくれる畜産農家がいるから アメリカ産牛肉に対して ＢＳＥが心配 と

輸入拒否ができるのです。もし日本に安全な農畜産物を生産する力がなかったら、それこ

そ「そんなぜいたくを言わずに黙って食べてよ」になってしまうのではないでしょうか。

数年後、この勉強会の席には、アメリカの畜産農家や中国や韓国や台湾の野菜農家やベト
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ナムの養鶏農家などが並ぶことになるかもしれません。そして皆さんが「どうか日本に安

全な農畜産物を輸出してください。変な農薬は使わないでくださいね 」と、嘆願する時。

代がやってくる。

農水省は自給率を45パーセント上げると言っていますが、上がらないと思います。だっ

て、今農業している人の半分以上は60歳以上なんです。後10年後、15年後、だれが農産物

。 。 、を供給してくれるのですか 新しく農業する人は年間に2,000人足らずなのです 皆さん

私たち生産者と早く手を結びましょうよ 「あなたが作った野菜、当てにしているのよ。。

がんばってよ 「分かりました。新鮮で安全でおいしい農産物をあなたのために作ります」。

ね 」そんな共生関係です。。

○中山消費者情報官補佐 松本さん、お願いします。

○松本取締役 私も思いは田辺さんと全く同じです。農家は確実に減っています。私は今

40歳手前です。来年、40ですけれども、仮に年金をもらう年齢までと考えますとニンジン

を年に１回作るとすると25回しか作れません。たった25回です。車を工場で作るのに25回

なんていう非効率的な生産はあり得ないですね。だからそれくらい非常に切迫している状

況があります。これは私のようにＵターンしてきた人間からしても非常におかしな業界に

なっているなというのがあります。

御質問にありました消費者との交流ですけれども、私どもは決して消費者との交流の場

を避けているわけではありませんし、門戸を閉じているわけでもありません。皆さんが、

組織だって、例えばいろんな協会なり、いろんな組合なり、いろんな会議なりをされると

きに、ちょっと、松本さん、来てよと、農業の実態を話してよと言われれば喜んで参上い

たします。私どもは、皆さんにそののことを御理解いただけるのであれば、そのくらいの

ことはどんどんさせていただこうと思いますし、大いなる誤解があるのであれば、正直、

行政の方がお話しされるよりは私どもがお話しした方がちょっとはリアリティーがあるの

かもしれないですし、行政の方は、非常に、特にＢＳＥ以降、行政の方は一生懸命やって

いらっしゃると思います。ただ、なかなか皆さんの方から見るとどうしても何かまゆつば

っぽいというふうにお感じになるところはあるかもしれませんけれども、正直一生懸命さ

れていると思いますし、実際一番問題なのは消費者の方に、例えば農薬を減らしたからよ

く売れるとか、農薬を減らしたから高く売れるとかいう、何というのか、商売人的な発想

というか、そういうことまでしておまえは物を売りたいのかと、私はその根性の方がよっ

ぽど生産者が改めるべきだし、販売事業者の方もほかとの差別化ということで農薬を一つ
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のツールにされているというのを非常に感じます。農薬はそういうスケープボートを利用

するようなものではございません。やはりその辺りの履き違いをどうもされているのでは

ないかなと。それで、県の慣行基準なんかも県によってばらばらです。例えば福岡県と熊

本県のネギの慣行栽培の防除回数で、先日福岡の農家さんといろいろ話をしたんですけれ

ども、福岡の方は異常に少ないですよ。福岡の農家さんが、私どもがその回数では無理で

しょうというふうにお話ししたら、これは県が勝手に決めたからと、非常に悩まれていま

す。

。 、現場の私たちも声を出していなかったという問題もあります 私は熊本県ですけれども

熊本県の県庁の方には、私どもは非常にそういった部分、慣行栽培基準値が決まる前にか

なり折衝して実際の農薬商品名まで含めて議論をしまして、大体の標準的な値というのを

算出したんですけれども、やはり農家もこれからいろんな意味で消費者も含め、いろんな

ところでアピール、声を発する、感情論ではなくてその辺は理路整然とお互い分かり合え

るように最後には抱き合ってほおずりができるくらいの関係になりたいなというふうに考

えています。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

行政が話をすると、まゆつばっぽいというようなことでございましたか。そういうこと

からも、皆様がこうしてパネリストとして今日は来ていただいているわけで、現場の声を

聞かせていただきましてありがとうございます。

今回いらしていただいている生産者の方も皆様、農薬についてきちんと使って生産量確

保することが大切だというようなお考えの方だと思うんですけれども、それでは、消費者

の方から、農薬のどういうことがわかれば安心を得られるのかというようなことについて

は何かありませんか。例えば情報提供としてこういうことがわかればもっと安心できるの

ではないかということで、何か御意見ございませんでしょうか。

コープくまもとの吉川さんなどはいろいろ生産現場の方にも要求をして、いろんな取り

組みをされているようですけれども、例えばコープの会員の方などはどういったことをお

求めになっていらっしゃるんでしょうか。

○吉川理事 生協では産直基準というのを設けております、産直と認めている野菜だけで

はどうしても組合員全部には無理だということで、それに近い商品も扱っております。で

きれば一つでも農薬が少ない方がいいという声が大きいかと思うんですね、生協の野菜を

買う場合は。無農薬、減農薬が基本だという組合員さんの気持ちが大きくて、使われてい
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ないのが当たり前という感覚があります。今、産直基準で実際に生産していただいている

農家の方々は半分以下の農薬をということでお願いしていますが、それよりもずっと低い

レベルで生産されているんですよね。除草剤を使わずに一本一本草を取っていらっしゃい

ますし、金額的なことがさっき出ましたけれども、金額的なものも最初契約したお値段で

ということで、市販のものより、ちょっとプラスかなというくらいで、無理のないお値段

で私たちは購入できます。組合員は満足しているのではないかなと思っております。

例えばキュウリだったらキュウリの収穫をどれだけするためにどれだけの農薬がいるの

かとか、味を追求するにはとか、何のために農薬が必要かという部分がはっきり認識され

ていないのではないかなと思います、生産者は、先ほど言われたように、旬以外の時期に

作るにはやはり農薬が必要だというお話も聞かせていただきましたが、本当にどういう場

合に農薬が必要なのかというのがはっきり消費者には分かっていないと思います。

すみません。中途半端な言い方で。

○中山消費者情報官補佐 すみません、急に振りまして。どうもありがとうございます。

安全性の確保、適正な使用をされているということと併せて、やはり消費者の方から見

ると何のために農薬を使うのか、例えばの話ですけれども、生産者の方の利益のためだけ

にそれが使われているのではないかというような、そういった理解不足が農薬に対する誤

解を深めているのかもしれないですね。

パネリストの間でいろいろ意見交換をしていただいておりましたが、ここから会場にお

越しの皆様からも御質問ですとか、御意見をいただきたいと思います。

それで大変恐縮なんですけれども、時間も短いこともありまして、できるだけ多くの方

に御発言をいただきたいと思いますので、会場からの御発言は２分以内でお願いしたいと

思います。いろいろ時間のことを申して怒られそうなんですけれども、１分40秒を経過し

。 、ましたら１度ベルを鳴らしてお知らせいたします ２分たちましたら２回鳴らしますので

ほかの方にお譲りいただけたらと思います。行政からの回答などもあると思うんですけれ

ども、こちらは言葉が足りずに誤解があってもいけませんので、時間は区切りませんけれ

ども、行政もできるだけ簡潔に回答をお願いします。

それから、御発言に先立ってはお名前と差し支えなければ御所属をお願いいたします。

後で議事録の確認等に使わせていただきます。

では、どなたからでも結構でございます。

そうしましたら、そちらの男性の方と、次、そちらの男性の方。
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○竹熊 菊池養生園の竹熊といいます。

さっき松本さんが有機農業をやっているやからという言葉を使われましたね。こんなこ

とを使ってはいけないですよ。やからとはどういうことですか。私は、熊本県の有機農家

の運動をスタートさせた最初の人間です、30年前、あなたが生まれて小さいときに。そう

いうやからという言葉は訂正してください。まず、それが一点。

それから農薬は必要だとおっしゃる。私は農薬を使わずに30年農園を持っていますよ、

農事組合法人を作って。できますよ。冬にキュウリ、トマトを食べる必要はない。食べた

ら病気する。冷え性になる。医学がそういうことを教えないから、だから農薬だけの問題

ではない。あれは石油を使っているんだよ。そういうことも考えてトータルに考えないと

だめなんだよ。地球のことを考えてやっている人たちをやからとは何ですか。あなたたち

、 。 、は自分たちの 要するに経営のことしか頭にないでしょう あなたは農薬会社ではなくて

製薬会社にいたということも自分で白状しているからあえて言いますけれども。もう年寄

、 。りになると気が短いから なぜかというともう長生きしないから言いたいことは言います

農水省は、もう少し考えないといけない。僕は、農水省の食育委員として仕事をしてい

ます。あるいは中央の方でも委員をしたことがありますが、そういうときに文部科学省を

全然呼んでいない。今日は大臣官房のどうのこうのという若い人が来ている。何でここで

食育の問題があるのに、必ず来ておかないといけない。子供たちの命のことを考えたらい

いんです。おじいちゃん、おばあちゃんは何食べたっていいんですよ、外国産でも。その

問題も含めてもう少し真剣に考えて。上滑りしている。こういうことにお金を使ったら無

駄、はっきり言って。もう少し根本的なこと、今がんは２人に１人死ぬんだよ。３人いれ

ば３人のうち１人死ぬ。そのお金をどれだけがんに使っているんですか。病気にならなけ

ればいいんだから。病気にならないために何をしたらいいかということを真剣に考えない

といけない。命のことを忘れてお金のことを考えているから。ここの前に座っている人た

ち、消費者３人以外は大学の先生も含めて農薬がなければ生きられないような、いわゆる

仕事をしていると。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

松本さん。やからという点はコメントいただけますでしょうか。

○松本取締役 やからと申し上げたことで、誤解がありましたので、その点については訂

正させていただきます。
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私が意図して申し上げたのは、有機農産物の生産基準に照らし合わせて明らかに違法行

為をやっている人がここ最近かなりの量で摘発されていると、指導がされているというこ

とです。私は有機農業を否定するものでもありませんし、そういうことをやられる、そう

いう技術を追求するということについては全然否定もしませんし、私どもはそういうこと

ができるようになるためのいろいろな研さんもしております。先ほど言われたように、私

、 、 、どもはキュウリとかは作っていないですけれども 基本的に路地野菜ですから その季節

季節にあった農産物を作るということでやっておりますけれども、これは現実問題、いろ

んな農家の方で裏側の部分を持っていらっしゃる方がいるのは仕方のない現実で、それは

法的に処罰されることであるので、私どもがとやかくはそれについては言えないですけれ

ども、やはり一生懸命みんながまじめにやりましょうよと、農薬だって減らすように皆さ

ん努力しているわけですよね。そういうときにその農薬を使っている。化成肥料を使って

いる、これは有機ＪＡＳの基準にはまっていないものまで、有機ＪＡＳとしてもうけよう

としている人がいることに対して批判の意味を込めて、そのような言葉を使ったというこ

とでございます。そういう表現の部分で私の方のボキャブラリーが乏しかったものですか

ら、誤解を与えてしまったということについては深くおわび申し上げます。

○中山消費者情報官補佐 松本さんのお話としては、違法なことといいますか、正式なこ

とをしていないのに有機とおっしゃっている方に対して「やから」とお使いになったとい

うことと思います。その辺誤解があったようです。

それから、農薬は必要かというような総論的なお話があったと思うんですけれども、横

田室長、どうでしょうか。

○横田農薬対策室長 私どもは、農薬は先ほどお話ししたとおり安全性は確実に担保され

ていると思っています。その中において、先ほど自給率の話なんかも生産者の方々から出

ておりましたけれども、できるだけ自給率を維持、向上させるために、農業生産を守って

いく上で農薬は必要だと思っております。おっしゃられたように無農薬でできるのであれ

ば、それは無農薬で行ってもらえばいいんであるし、キュウリは冬に食べないというので

あれば、食べなければいいんであって、ただ私なんかも個人的には冬にキュウリは食べた

いなというのであって無理して作っていただくんだったら、そこで農薬を使うことは必要

性があるかと思っております。

後、食育の関係で文部科学省を呼ばないというのは、今日は何のためのリスクコミュニ

ケーションかということを考えていただければ答えは明白であって、食育であるときには
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当然ながら文部科学省と連携しながら行っています。幅広く行うと、これは大変多くの人

間が関与してきますので、ある程度特化して今日は農薬についての、特に食の安全という

観点から議論をしているというふうにお考えください。

○中山消費者情報官補佐 少々お待ちください。マイクでお話しいただけますか。

○竹熊 農村医学会に私はもう45年くらい属しております。農薬は安全とおっしゃるなら

自分で飲んでみてから言ってくれと。医薬品は全部人体実験をやりますよ。人間が飲みま

す。そして臨床実験した結果、許可される。それでも副作用がある。この前農薬学会の会

長さんに言ったら、農薬は自分で飲んだ人はだれもいない。動物実験、全部動物実験でし

ょう。そして、しばらくするとそれは消えていく。

、 。 、 。それで農薬というと 私も勉強していますよ 除草剤というのは これは草殺しですよ

人間殺しではないからと言ってこれを飲んだら、例えばグラムキソンなんかはすぐ肺ある

いは腎臓をやられることは常識でしょう。そうだったら、安全だということ、それを誤飲

して飲むこともあるでしょう。そういうことも含めて農薬の使用基準はちょっとわかって

いる。それを一生懸命やっておられることも知っているんですよ。だけど、皆さん方が農

薬の研究にどれくらい予算を使っているかは知りませんが、農薬を使わない研究にどれく

らい予算を使っているか教えてください。有機農業とかそういうのに関して、農水省はど

れくらい予算を組んでいるのか教えてください。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、今いただいた御意見、全体について横田室長

お願いします。

○横田農薬対策室長 有機農業関係については、いろんな生産進行の場面とか研究とか行

っていますので、トータルで幾らかは私も全部は承知しておりません。

後、農薬に対する安全性という話が出ましたけれども、農薬は一言言って飲むものでは

ありません。農薬はそれを使用してその後農産物から人間の体に入ってきているときの安

全性をチェックしているだけです。医薬品は飲むものです。根本的な考え方が違うと思い

ます。

以上でございます。

○中山消費者情報官補佐 よろしいですか。

。 、安全性の話は今日の説明にもありました 今のお答えで御満足かどうか分かりませんが

農薬についてはきちんと安全性を確保する、その残留濃度を含めて、そういう取組をして

いるということについては、資料等をまたごらんいただければと思います。
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○竹熊 そこが問題ですよ。飲むんではなくて食べ物ですよ。お薬はそんなに毎日飲まな

いですよ。だけども、食べ物は毎日食っているではないですか、米からずっといろんなも

のを。それにかけるのになければない方がいいんですよ。その研究をどれくらい農水省は

本気でやっているかということですよ。それを問うているわけです。

○中山消費者情報官補佐 その辺のお話は説明の中にもあったかと思うんですけれども、

そうしましたら、もう一度よろしいですか。

○山本理事 今の問題は、飲むものではないということで、口に入れるんだとおっしゃっ

たんですけれども、私が今日話しした中で、リスクというのは毒性と曝露量の両方を考え

てくださいという話をしました。全くそのことでありまして、どれだけの量を口に入れる

か、それで我々が普段食べている、その農産物から入ってくる量はこれ以下であれば現在

の科学の範囲ですよ、もちろん、安全と見込まれるというような話のリスク・マネージメ

ント、リスク管理をしているということです。お医者さんで、農村医学会でということを

おっしゃったんですが、大量に口に入れれば別に農薬でなくても死ぬものはいくらでもあ

。 、 、 。ります それは リスクというのは曝露量と毒性 両方を考えていただかないといけない

その曝露量のところで規制をしていると、こういうことだと思います。

○中山消費者情報官補佐 竹熊さん、申しわけございませんが、ほかの方のこともござい

ますので、今のお答えで、次に移らせていただきたいと思います。御了承ください。

それでは、お待たせいたしました、そちらの男性の方。

○植村 私はどう言ったらいいんだろう、無職です。農薬毒性の事典を書いている植村と

いいます。そこにいらっしゃる山本さんとは何年か前にけんかしました。議論を大いにや

ったんです。それから、横田さんのところには時々電話して文句を言っております。今日

の講演で、特に今回のリスクコミュニケーションに関してそこで意見を発表される方々を

選ぶに当たって、その団体の登録だとか何かをしなければならないとか、設立の趣旨とか

代表者とか構成員とか予算は幾らなんていうのを報告させるようなやり方はやめてほし

い。今後、本当にみんなと一緒に農薬のことを議論し合いたいというんだったら、自分が

どう思っているかという程度のことは必要だろうけれども、ああいうばかな手続というの

はやめてほしいんです。それが第一点。

それから、農薬のリスクコミュニケーションということなんですけれども、農薬の問題

を食品だけに限るのは、これはやはり間違いだろうと思います。そのことについては今日

山本さんが話したとおりです。もっと広くとらえないといけない。現に、実は食べ物では
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なくて、農薬を至る所で使ったために化学物質過敏症の方々は非常にたくさん苦しんでい

るわけですよ。私のところにも相談があります。熊本市内からも相談がありました。自分

の家に帰るときに、その道の横で隣の人が除草剤をまいているので、その家から出ること

もできないと言って苦しんでいるわけですよ。そういう、農薬を使ったために環境汚染し

て人を苦しめているというリスクというのをきっちり評価しなければ安全だなんて言えな

。 、 、いですよ 先ほど寺本さんなんか 全く安全だというような言葉を使われましたけれども

これは間違いです。ただ、動物試験で影響が見られなかった最大量を評価しているだけの

話で、そういう点をきっちり考えていただきたいなと。

それと、もう一つ、ちょっとすみません。これは間違いではないかと思いますので申し

上げますけれども、山本さんのＯＨＰの中に急性毒性に関する評価のところで、ラットだ

けしか挙げていなかったんですが、私は農薬の毒性の種族差ということが問題になった農

薬裁判の支援する会の会長をやりましたし、証人としても出たんですが、そこで初めて農

薬の毒性の種族差が議論されて、それ以降農薬検査所はラット一種類ではなくて、ほかの

ものにもやることになったはずなんです。ＯＨＰには一個しか書いてなかったです。ほか

のところはラット等と書いてありましたけれども、あれは間違いではないんですか。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございます。

最初に御意見いただきました事務手続、今回の意見交換会の募集の件でございますけれ

ども、私、確かお電話で植村さんからその件についておしかりを受けたのを思い出してお

ります。確かに煩雑な様式を要求させていただいておりました。リスクコミュニケーショ

ンに取り組み始めましたころに、私どももいろいろ暗中模索でやってきたときに、そうい

うやり方をしたことを引きずっているところもございまして、今その点については改善を

するべく準備しているところです。御理解ください。よろしくお願いいたします。

それから、後半でいただいた御質問については寺本先生お願いします。

○寺本常務理事 ガイドラインが時々で変わってまいっておりますので、最新のガイドラ

インをチェックして書いたつもりでありますけれども、もしかしたらマウスが落ちている

かもしれませんので、戻ったら確認します。

○植村 少なくとも単一動物だけで急性毒性を評価することは誤りだということは、1970

年からその農薬裁判というのにかかわっていて、その時点で問題になって残留農薬研究所

というのがほかの動物についてもやるということになったんです。ここはちょっと、もし
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今ラットだけになっていたとすれば、ほかのものにも変えていただきたい。動物の種類に

よって随分急性が食い違いがあるので、以上です （注)。

○寺本常務理事 おっしゃるとおりなんですけれども、一方では、ヨーロッパなんかを中

心にして動物実験に使う動物の数をできるだけ減らすという方向もありますので、いずれ

にしてもチェックしてみます。

（注）

急性経口毒性試験に関する最新のガイドラインでは「１種以上の哺乳動物、通

常はラット」とされており、必要に応じてマウスなどの試験も行われている。

○横田農薬対策室長 二番目の化学物質過敏症絡みのお話がございました。農薬になると

どうしても話が幅広くなりすぎてしまうんで、今食の安全の関係でリスクコミュニケーシ

ョンをとりあえず始めていますので、その観点から今回は行ってみる。一連の流れの中で

行っております。おっしゃるように農薬は農産物だけではなくて街路樹とか公園とか、そ

ういうところで散布することによって近くを通った方がその影響を受けるという問題もあ

りますので、私どもの方でも２年くらい前に住宅地関係の通知を出して、周知をやり、さ

らに実はほかの省庁にもその周知の徹底をお願いしてやっている最中ではあるんですけれ

ども、なかなか周知が全部にうまくいっていなくて農薬対策室の指導不足ということはよ

く御指摘も受けておりますので、これについては我々の方でもさらなる指導の徹底を進め

ていこうというふうに考えております。

同じようにこの食の安全の方で一段落してくれば、また幅広くリスクコミュニケーショ

ンというのは展開していきたいと思っております。

○植村 今日山本さんがここに来て話されたのは、考えてみるとやはり少数の農産物の消

費者と生産者だけで農薬問題を考えてはいかんということですよ。まさに、今日も幸いに

山本さんが指摘されたようにそれ以外のことを考えてほしい。

特に農薬を考えるのに単に消費者と生産者という位置付けをするのは間違いだと思うん

ですよ、もっと農薬というのは開放系で使われていて、自然環境自身を非常に痛めている

わけですよ。そういうものに対してどう考えるかということを考えれば、消費者であろう

が生産者であろうが同じような基盤になってどう考えていっていいか、先ほど竹熊先生が

おっしゃったように、世界のことまで考えて有機農業の人たちはやっているんだというよ

うに広く農薬問題をとらえていくことができるようになると思うんです。単なる消費者と
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生産者という形での考えはやめてほしいんです、僕は。もっと広く考えたほしいと思いま

す。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

また、リスクコミュニケーションの開催の内容につきましては、おっしゃるとおりに目

的を明確にして、また違う面からの取組もしてまいりたいと思います。

それから、寺本先生の件につきましては、事実確認ができましたら、皆様に直接お知ら

せすることができませんので、議事録をホームページに掲載する際にその中で、どういう

。 。結果であったかを書かせていただこうと思います それで御了承いただきたいと思います

今、生産者と消費者だけと言われた後で言いづらいんですが、せっかく会場にも消費者

の方がいらっしゃっています。いろいろ普段御懸念の点とか、そういったことがありまし

たら、ぜひ御発言いただきたいと思います。

そうしましたら、そちらのグリーンのシャツをお召しの女性の方。

○西橋 熊本消費者懇話会の西橋と申します。野口さんを初め、生産者の方々とは長く30

年来のお付き合いをさせていただいております。本当に30年前地球が危ないと言い出した

のは多分私たちのグループではなかったかと思っておりますが、その当時からやはり農薬

というものはこれだけのリスクがあるんだよということを、今思い出しても、当時どうい

う症状があったかというのはちょっと思い出せないんですけれども、やはり地産地消、自

分たちのものは自分たちの地元からということで、もうさんざんいろいろな方向から生産

者の方々にお願いして私たちは沿道にも行ったりして、そんな付き合いを重ねまして今30

年たって、ほとんどのもの、お米を初め農産品を無農薬でいただいております。それも、

先ほどおっしゃっていらっしゃったようにやはり時期にないものはないんです。それはそ

れでいいと思って私たち消費者はおります。先ほども、消費者が言うんではないか。きれ

いなもの、時期外れなものを消費者が欲しがっているのではないかとおっしゃっていまし

たけれども、ここにいらっしゃらないのは流通業界の方がいらっしゃらないんですね。消

費者と生産者というのは本当に意見が一致するんです。でも間に入っていただくと、やは

り流通の方で、そういうことはということで、それは消費者がおっしゃる。それは生産者

がおっしゃるということで今の価格というのは私は決まってしまっていると思います。

ですから、私たちは直で生産者と消費者と対で話をしようということで今に至っている

んですが、一つ、一番心配なことがこれも何度も言うんですけれども、空中散布のことで
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すね、これは生産者に言いましたら、高齢者対策でこれはとってもいいことだとおっしゃ

ったんです。空中散布ということは全然関係ないようなところまで環境を汚染してしまっ

ているのではないかなと思って一言お尋ねしたいと思います。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

流通の方が間に入って消費者と生産者の間をややこしくしているのではないかという御

発言もありましたけれども、今日パネリストとしては来ていらっしゃらないんですけれど

も、例えば会場の方に、もし流通関係の方がいらしていて一言言いたいということはござ

いませんでしょうか。

ないですか。また、そういったことも含めて意見交換できるような機会も設けたいと思

います。

それから、空中散布の話がございましたけれども、これは横田室長からお願いします。

○横田農薬対策室長 先生もおっしゃっていた空中散布、無人のヘリコプターで散布する

面積というのは増えているんですね。有人のヘリコプターでの散布がぐっと減ってきてい

るんですけれども、全体では減っているんですが、それが無人になりかわって増えている

というのは事実としてあります。当然ながら、その空中散布で使えるような農薬について

は普通の防除とは使用方法が違いますので、無人のヘリコプターでまくことを前提にして

いろんなチェックを行っております。その後、気中濃度の問題がどうなるかとか、安全性

。 、 、 、 、のチェックをして行っています 当然ながら 農薬というのは全般的に 私 先ほど安全

安全と申し上げたんですが、使い方を誤ると今度はそれが危険性を及ぼすことはあり得ま

すので、そういう面でのチェックを行っている面があります。確かに大面積で実施するの

にコストを低減して行うという面では必要性がありますので、実は使う機械とか何とかに

ついても、そういう散布をするようなところに関係するような団体みたいなのがあって、

いろんな使用方法とかを定めて行っておりますので、使用に当たっては、そういういろん

な、また同じようにリスク管理を重ねて行っているというのが現状でございます。

、 、○西橋 そういった場合 いろんな種類の農薬がこっちの圃場ではこういう農薬を使って

こちらでは違う農薬を使っている。そうした場合に交差してしまうような、農薬が多重に

なってしまうようなことっていうのはあり得ないでしょうか。あった場合はリスクという

のはやはりないんでしょうか、あるんでしょうか。

○横田農薬対策室長 実は農薬をまくときにも１種類のものとか２種類のものとかを混ぜ

てまくこともありますので、事例集みたいなものを作ってあって、この農薬とこの農薬だ
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、 。ったら例えば混ぜてまいても大丈夫ですとか そういう形のチェックが行われております

さらにそれだけでは不安感なんかもあるということもありますので、今まさに考えている

ところなんですけれども、農水省の方でももう一回混ざった農薬についての安全性確保と

いうんですか、そのための研究開発を少し行ってみようということで、今まさに取り組み

始めているところでございます。

○西橋 ぜひ、早急にお願いいたします。

○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。ちょっとお待ちください。ほかの方

はよろしいでしょうか。

では、お願いします。マイクでお願いいたします。

○植村 植村です。先ほど、無人ヘリコプターで農薬を散布するときにいろんな影響を調

べているというようなことをおっしゃたんですが、実を言うと私は全国空散反対ネットワ

ーク代表なんです。それで、いろいろと彼（横田室長）と話しているわけですよ。それで

先ほどいろいろ話ししているということを申し上げたんですが、ヘリコプターで農薬をま

いたときにどれだけ環境汚染するかということのデータをちゃんと示してほしいと言って

も出てこないんですよ。調べているというけれども、公表はできないと、そういう状況な

んです。彼は今調べているとおっしゃったけれども、調べてみんなに分かるようにしてい

、 。 。ると皆さんは理解されたと思うので それは間違いだと言っているんです そうでしょう

私どもはそういう具合にして、実はちょうど今日持ってきているんですが 「無人ヘリコ、

プター農薬散布現状と問題点」なんていう、こういうパンフレットを作っているんです。

それも多分横田さんは見ていると思う。見ていない。とにかく、あなたがちゃんと調べて

やっているというのは間違いなんです。

○横田農薬対策室長 私どもの方で航空防除を担当しているところや関係団体ございます

が、その辺りでデータチェックは行っています。ただ、それをどうするかという問題につ

いては、調べているところの知的所有権等々ありますので、下さいと言っているときに出

しているかどうかまでは私は承知しておりません。ただ、基本的には気中濃度の問題につ

いては環境省の中でもきちんと基準が定められているわけですから、この環境基準等を守

れば基本的には問題がないというふうに考えています。

○植村 国民に知らせずいて、そんな調べているなんて無責任なことは言わないでくださ

いよ。

○中山消費者情報官補佐 その点につきましては、今の横田の回答で回答とさせていただ
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きたいと思います。

終了を４時15分を予定しておりまして、そろそろ時間になっております。せっかくパネ

リストの方にも出ていただいておりまして、パネリストに対する御質問などもあるかと思

ったんですが、今のところないようなので御発言ありますでしょうか。

○田辺組合長 皆さん、ポストハーベスト御存じですか。輸出するとき腐敗防止や虫を駆

除するために農薬処理することです。その実態のテープ「ポストハーベスト農薬汚染」を

見て、本当にゾッとしました。11月20日、私たち熊本県農業法人協会はグランメッセ熊本

で「次世代の子供たちに、今の食料を食べさせていいのだろうか」と、高校生や消費者の

皆さんと一緒になって勉強会を行います。午前は「ポストハーベスト農薬汚染」編集者小

若先生の講演、そして地産地消についてのフォーラム。昼御飯は、私たち農業法人協会員

60社で生産した食材を使ったお弁当を食べていただきます 午後から法人協会員の農場 コ。 「

ッコファーム 「フルーツランド 「私の農場の日進温室組合 「鶴田有機農園」の４コ」、 」、 」、

ースに分かれてバスで見学に行きます。生産現場を見ていただき、生産者と農業者と交流

を図っていきたいです。帰りには、私たちが作った食材を袋いっぱいに詰め合わせたもの

をお土産に持って帰り、御試食していただきたいのです。消費者の皆さんとネットワーク

が構築できたらと思っています。

私たち農業法人協会は今年から、熊本県立農業大学で「出前講座」を開くことが決まり

ました。私たち農業法人経営者が「農の心 「安全農産物作り」などの情報を発信したい」、

と思っています。皆さん方も「これについて話してよ」などの要望がありましたら、御連

絡ください。喜んで参ります。

○中山消費者情報官補佐 では御質問としては最後にさせていただきたいと思います。

○馬場 竹熊先生のこれまでの御努力すごく感心して拝見させていただいておりますけれ

ども、ただ一つ申し上げたいのは、戦後日本が食料がなかったときに、やはりＢＨＣ、Ｄ

ＤＴがやむを得ず必要だったことです。その時点で人類の知恵としてあれしか方法がなか

った。その誤りに気が付いたときにすぐに見直したということだけは、認めていただきた

いなと思います。

、 。 。 、私 緑の安全推進協会というところにおります 馬場と申します 何かございましたら

こちらの方からでも通してお話いただければありがたいと思います。私の友人に古庄淑子

さんという人がおりまして、菊池の方にですね。竹熊先生の話もよく伺っております。

以上でございます。ありがとうございました。
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○中山消費者情報官補佐 ありがとうございました。

それは御意見として承りたいと思います。

では、竹熊さん本当に短時間でお願いします。手短にお願いいたします。

○竹熊 会場の皆さんにちょっと聞きたい。６月23日にＮＨＫの番組で「汚染される北極

圏」という番組が、１時間近くの番組がありました。それを見た人、ちょっと手を挙げて

ください。

○中山消費者情報官補佐 会場の皆様、御協力いただけますでしょうか。

○竹熊 これだけいて、たった２人。しかも農水省とか大臣官房の人は見ていない。あれ

は３回ありました。３回あったんです。にもかかわらず、だれも見ていない。結論から言

います。農薬は農毒薬の略字なり。虫はころっと人間はじわっと。これが私の結論です。

○中山消費者情報官補佐 そうしましたら、本当にお客様で最後です。少々お待ちくださ

い。マイクでお話いただけますか。

○田中 私、福岡県農薬販売共同組合の理事長の田中ですが、今までずっと聞いておりま

したが、結論的に申し上げますと絶対農薬は必要です。農薬を私のところも販売しており

ます。実際私も農業をしております。ところが絶対に農薬は必要です。ただ適正に適量を

使うということさえ守れば、農薬は絶対に必要です。農業生産におきましては、この農薬

がなかったら安定供給の農産物というのはまずできないと私は思います。そうなれば、全

部外国からいただかなければならない。外国からいただいたら、どうなるか、今さっき先

生方も申されましたように大変なことになります。それよりも、日本で確実な的確な農薬

使用をすれば本当に立派な生産ができると私は確信しております。

そういうことで、結論的に申し上げますと農薬は絶対に必要です。私が販売しているか

らいうのではありません。お客さんがみんな言われるんです、農家の方が。また、うちで

作っていてもできないんです。わずかな面積でも、もう農薬を使わなかったら大量生産な

んか、まずできません。これだけは言っておきます。

以上です。

○中山消費者情報官補佐 いろいろ御意見をいただきまして、ありがとうございました。

時間を超過してしまいましたこと、おわびいたします。

最後の方で農薬が必要か必要でないかというような御意見もいろいろありました。本日

説明させていただいたような内容ですとか、それから今日パネリストの方にお話しいただ

いたようなこと、それを皆さんがどういうふうに判断されるかは、また皆さんの一人一人
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のお考えかと思いますけれども、本日のこの意見交換会を通じまして今後農薬について何

かお考えいただくときには参考にしていただければ幸いでございます。

それから、今日は農薬の話でございましたので、残留基準で厚生労働省、それから評価

の話などで食品安全委員会の方にも御登場いただく機会があろうかと思ったんですけれど

も、話の流れで御登場いただくことができませんでしたことをおわびいたします。

長時間にわたり、ありがとうございました。

以上をもちまして、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

を終了させていただきます。

長時間にわたり、ありがとうございました。

お帰りの際にアンケートに御協力をお願いいたします。

それから資料の中に入れておりますモニターの募集ですとか、農政局の開催いたします

トレーサビリティの講習会、そういったものにも御参加もよろしくお願いいたします。


