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午後 ２時００分 開会

○引地消費者情報官 本日は大変お忙しい中、ご来場いただきまして、大変ありがと

うございます。ただいまからポジティブリスト制度導入に伴う生産現場での対応に関

する意見交換会を開催いたします。

私は、本日の進行役を努めさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情

報官の引地と申します。よろしくお願いいたします。

本日の意見交換会は厚生労働省と農林水産省の主催で開催するものでございます。

来る５月29日より、食品衛生法に基づき、食品中の農薬、動物用医薬品及び飼料添加

物について基準値のないものは原則として含まれてはならないとする、いわゆるポジ

ティブリスト制度が導入されます。

生産現場では、生産資材を適切に使用することによって、残留基準値を守る努力が

これまでもなされてきましたが、このポジティブリスト制度の導入により、生産資材

の適正使用の遵守がさらに重要となってまいります。

そこで、本日は、このポジティブリスト制度について、消費者、生産者、関連事業

者を始めとする関係者の方々に理解を深めていただくとともに、生産現場での問題点

とその対応について意見交換会を行うものでございます。

なお、本日の意見交換会の開催に当たっては、募集定員を大幅に上回る多くの皆様

からのご応募をいただいております。１人でも多くの方に出席いただけるようにした

ため、座席がやや狭くなってしまいましたことをご了承ください。また、行政からの

説明につきましても壇上からとなりますことをお許しください。

では、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いしたいと思います。

手元の封筒に資料、議事次第、座席表、出席者名簿、資料として資料１「残留農薬

等のポジティブリスト制度の導入について」という資料、それから資料２として「ポ

ジティブリスト制度導入に伴う生産現場での問題点とその対応」という資料を入れて

おります。また、参考配付といたしまして、「意見交換会に参加いただきました皆様

へ」という資料と、「食品安全エクスプレス」と書いた資料、それから食事バランス

ガイドのリーフリットを入れております。

また、今後の意見交換会の参考にさせていただくためにアンケート用紙も入れてお

りますので、ご協力をお願いいたします。お帰りの際に回収をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。
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資料に不足がございましたら事務局の方までお申しください。

続きまして、本日の進行について説明いたします。

まず、意見交換会に先立ち、情報提供として厚生労働省からポジティブリスト制度

の概要について、約20分程度説明いたします。その後、農林水産省からポジティブリ

スト制度導入に伴う生産現場での対応についてを55分ほど説明いたします。その後、

休憩時間を挟み、意見交換会に入りたいと思います。

本日の意見交換会の終了は４時30分を予定しております。

それでは初めに、ポジティブリスト制度の概要について厚生労働省食品安全部企画

情報課の広瀬課長補佐の方から説明いたします。

資料は、資料ナンバー１の「残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について」

という資料をごらんください。

○広瀬企画情報課長補佐 ご紹介いただきました厚生労働省医薬食品局食品安全部企

画情報課の広瀬と申します。

私の方から残留農薬等のポジティブリスト制度の概要ということでお話をさせてい

ただきます。

まず、ポジティブリストというのはそもそも何なのかということなんですけれども、

一般的に大きくはネガティブリストというものとポジティブリストというこの２つが

ありましてネガティブリストというのは原則規制がない状態で規制するものについて

だけリスト化をするというもの、これが今の現状の食品衛生法の農薬の規制になって

おります。

２つ目のポジティブリストというものなんですが、これは原則禁止された状態、基

本的には禁止となった上で、さらにその使用を認めるものについてリスト化するもの

ということです。こちらの方式（ネガティブリスト）ですと、基準があるものについ

ては基準での規制というのはかかりますけれども、それ以外のものには規制できない

ということになりますが、こちら（ポジティブリスト）は逆にすべて規制された中で

基準のあるものについてだけ基準の範囲内で認められるというものです。

このポジティブリスト制度が導入されるに至った経緯でございますけれども、ここ

にありますように参議院とか衆議院で審議した中で、附帯決議としてポジティブリス

ト制度の導入を検討することというふうになっております。このようなこともあった

わけですけれども、この他このポジティブリスト制度にしてほしいというような消費
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者を初めとする要望が多数寄せられているということが契機となっております。

平成15年５月に食品衛生法が改正されたときですけれども、ポジティブリスト制度

を導入することが決まったわけですが、さらにこれはすぐにこういう制度に移行する

のは難しいということがあり、３年以内に施行するということで、皆さんご承知のと

おりだと思いますけれども、ことしの５月29日から施行されるということでございま

す。

このポジティブリスト制度が審議されていった経過でございますけれども、15年に

法律で決まって、直ちに厚生労働省としては審議会での審議などを開始しているわけ

でございます。15年12月には第１次案というものをまとめて、意見募集をかけており

ます。また、これに対して対応をしながらこの16年４月などにまた審議を行い、16年

８月には２次案の公表というものをしております。

ここでも、薬食審部会と書いてありますけれども、審議会の中で審議を重ね、さら

には今度平成17年、昨年の４月から６月ぐらいにかけては食品安全委員会の中でも調

査審議をしていただきまして、最終的には17年６月のところで最終案を公表、これに

ついても意見募集をするとともに、ＷＴＯ通報というものを９週間したわけでござい

ます。

その後もこの意見に対しての審議とか、それから食品安全委員会での調査審議など

も経まして、一番下になりますが、平成17年11月29日、昨年11月29日ですけれども、

厚生労働省告示ということで皆さんにお知らせさせていただいたということになって

おります。

ここからほぼ６カ月間ぐらいの周知期間をとってということになりますので、今度

の５月29日から施行というふうにしております。

残留農薬等というふうに書いておりましたけれども、規定される物質が一体何なの

かということなんですが、農薬以外にも動物用医薬品ですとか、飼料添加物などが規

定の対象の中に含まれております。

それから、規制対象食品といたしましては加工食品を含むすべての食品ということ

で、一次的な産品だけではなくて、加工されたものなども対象になるということも今

回の大きな特徴の１つだと思います。

いつから規制が実施されるか、何度かお話に出ておりますけれども、５月29日から

適用ということで、５月29日を過ぎると、その前の日までは多分規制されなかったも



5

のもこの制度に合ったものでないと５月29日以降、流通あるいは販売なりができなく

なるということでございます。

ここまでの話を概要としてまとめたものでございますけれども、現在の規制という

のは、こういう状態になっておりまして、農薬とか飼料添加物とか、動物用医薬品に

ついて、こうやって農薬とか基準が決まっているものがあるわけですけれども、基準

が決まっているものについては基準値を超えて残留する食品の販売等が禁止されてい

るわけですが、現在の制度のもとでは基準が定められていないものについては、原則

販売等の禁止の規制がないというような状況で、規制できないという状況にあったわ

けです。

これが新しい制度になりますと、こういう形になりまして、ちょっと１カ所おわび

を申し上げたいんですが、ここ15年５月29日施行と書いてありますけれども、18年５

月29日施行の誤りですので、訂正をいただければと思います。

ここにありますように、基準が定められているものについての規制というのは、現

在のものと基本的に変わりがなくて、基準を超えて残留した場合には販売等が禁止さ

れるということですが、若干、今回、基準を決めるに当たって、ポジティブリスト制

度を導入するに当たって、日本にもともとあった基準というものが非常に少なかった

こともありまして、国際的なものとか輸出国などの基準を踏まえて、かなりの数の暫

定基準というものを設定しております。

暫定基準のもの、それからもともとあった基準のものも含めて、これについては、

基準を超えた場合は販売等が禁止。一方で、現行の制度では、この基準が定められて

いないものというのは原則規制がなかったわけですが、ここは新しいポジティブリス

ト制度のもとでは人の健康を損なう恐れのない量ということで一定量を告示しており

まして、この一律基準と言われる値を超える場合、一定量を超える場合、農薬等が残

留していたら、その食品の販売などが禁止されるということになるわけです。ここが

ポジティブリスト制度の大きな違いになっております。

ただ、農薬とか飼料添加物、動物用医薬品の中でも例外となる物質というのがござ

いまして、それが右側にある物質で、人の健康を損なうおそれのないことが明らかで

あるものについては、ポジティブリスト制度自体の対象外として特定農薬なんかの一

部が入ってくると思いますけれども、それが、この制度自体の対象外ということで、

要するにここの部分については一律基準というものとか、要するにポジティブリスト
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制度、ほかの制度の部分のところのような規制がかからないということになります。

こちらは昨年11月29日に出した告示の内容でございますけれども、まず告示の第

497号というもので、いわゆる一律基準についての規定がなされていて、0.01ｐｐｍ

ということが明示されております。

それから、告示の第498号というのがあるんですが、これがいわゆる対象外物質に

ついての記載をしている部分で、この次に掲げる物質、具体的な物質はここには示し

てありませんけれども、65物質あります。告示の中には、その後ろにいろいろ物質名

が１個１個書いてあるということでございます。

それから499号、これはいわゆる暫定基準の部分で、今回、このポジティブリスト

制度を導入するに当たって、暫定的に幾つか決めた基準があって、それがここの499

号の部分となっております。

次に、一律基準の話ですが、何度も話が出ておりますけれども、0.01ｐｐｍという

のが決定されています。本来、これはゼロという禁止の規制も考えられないことはな

かったんですが、その他、農薬とかいろいろ開放系で使っているようなものというこ

ともありますので、いわゆる工場で生産している添加物のように完全に管理するとい

うのはなかなか難しい部分があります。そういうようなこともありまして、非意図的

な汚染の可能性などもあってゼロにはできなかったということがあります。

ポジティブリスト制度を採用しているほかの国々の一律基準の状況ですけれども、

ＥＵの一部ドイツですけれども0.01、そういった基準を置くというようなこと。ニュ

ージーランド、カナダは0.1ということなんですが、カナダが最近基準を変えるという

ようなことも検討しているというような話を聞いております。米国は基準として示さ

れていないんですけれども、運用条項の0.01から0.1で判断をしているということでご

ざいます。

こちらは対象外物資についてでございますけれども、いわゆるオレイン酸とか、レ

シチンとか、残っていたからといって、そんなに害がないというようなものになるわ

けです。こちらアスタキサンチンなどもたしか摂取上限量などが決まっていないとか、

かなり安全性の高い物質などになっていると思います。

こういうような物質で65物質が対象外物質として決められております。特定農薬の

中には天敵とか微生物農薬というものがあるんですが、これは栽培段階で使用される

ということはありますけれども、例えば最終的な食品として販売されているようなと
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ころで、天敵の昆虫などが残留しているというようなことはなかなか考えにくいとい

うことがあって、これはある程度残留していたとしても人の健康を損なうおそれがな

いというようなものを中心に選ばれている物質でございます。

暫定基準の設定については、このような２つの目的で、１つは国民の健康の保護と

ポジティブリスト制度の円滑な施行のためということでございます。

ここにありますように、暫定基準については、既に設定しているいわゆる正規の基

準の改正等は行っていないということでございます。

暫定基準を設定するに当たって参考としたのはこのような基準で、例えば国際基準、

コーデックスの基準とか、それからもともと農薬取締法で登録の際の基準にしていた

登録保留基準というものとか、それからこういう国際機関で必要としている毒性デー

タなどに基づいて、科学的に基準が決められていると考えられる国、こちらについて

は、手挙げ方式で各国に協力依頼をしたところ、協力をいただけるという回答のあっ

たこういう国々が対象になっております。

フローとしては、こういうような流れになっていまして、大きくはコーデックスの

基準があるものとないものというふうに分かれるわけでございます。基準があるもの

については、これが国内の登録もなければコーデックスの基準をそのまま採用すると

いうことですが、国内登録のものがある場合には、国内の使用実態とかを勘案して基

準を決めていく。コーデックスの基準がないものについても、国内の登録があるかな

いか、また分かれてくるわけですが、国内に登録があれば、外国に基準がない場合に

は登録保留基準、外国に基準があった場合でも国内の使用実態とか、それから食品に

よっては輸入品の方が多いとか、いろいろな状況がございますので、そういう実態な

どを勘案しながら決めていくと。国内登録がないもの、これについては初めて外国の

基準とかということがでてくるわけでございます。どこにもないものについては一律

基準というふうになります。

暫定基準のイメージですけれども、要するにここの欄は、今、赤くなっていますけ

れども、もともとどこにも基準がないようなもの、もとは空欄であったところという

ふうに考えていただければと思いますけれども、このようにコーデックスに基準があ

るもの、小麦0.5という基準があればそれを持ってきて、ほかに登録保留基準でみかん

に0.1というのがあれば0.1を持っていると。このようにほかの参照国からの基準を持

ってきたりしているわけですけれども、お茶について何も基準がなければここは基準
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値として暫定基準を定めないんですけれども、一律基準が適用されるということにな

ります。

次に、加工食品の取り扱いですが、基本的にはコーデックスの基準の中で加工食品

として基準が定められている場合には、その基準を暫定基準として設定しますが、暫

定基準が設定されていない加工食品というのは、原料がきちんと基準に合っているか

どうかというようなことで判断をすることになるわけです。

告示の農薬数がどんなふうになっているかということなんですけれども、不検出だ

というものが15個、暫定基準を決めたものが743個、ほかに現行基準があって暫定基

準を設定しなったものが41個あって、合計で799農薬あるということでございます。

こちらの方が暫定基準を設定したものということになりますが、これを全部合わせ

ると758ということになります。

ちょっと時間の関係もありますので、少し飛ばしますけれども、暫定基準について

の５年ごとの見直しというのは、もともと外国の基準とかを持ってきていますので、

その国のものが、５年ぐらいの間に変わっていた場合に少し見直しをするというもの

で、これ以外にもきちんと食品安全委員会の方で、評価をいただいたものについては、

順次きちんとした基準を評価していくということになります。

あとはマーケットバスケット調査とか国際機関の評価などで重要なものについては

どんどんやっていくというようなことになります。

それから、分析法の開発というのがありまして、国立医薬品食品衛生研究所を中心

に、農林水産省にもご協力いただき、また自治体の衛生研究所にも協力いただいて、

開発を進めております。

分析法の整備状況ですが、まだ700幾つあった中で、500幾つまでしか対応できてい

ないという状況ですが、また順次開発を進めていくということにしております。

駆け足で大変申しわけありませんでしたが、以上、概略でございます。ありがとう

ございます。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。引き続きまして、ポジティブリスト

制度導入に伴う生産現場での対応ということで、飼料、動物用医薬品、農薬、それぞ

れ分けまして、説明をいたします。

まずは、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課の杉浦課長から説明をした後、

引き続きまして、同局植物防疫課の早川課長から説明いたします。
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皆様、お手元の資料は「ポジティブリスト制度に伴う生産現場での問題点と対応に

ついて」という資料をごらんください。

それでは、よろしくお願いします。

○杉浦畜水産安全管理課長 まず初めに、ポジティブリスト制度に関係するリスク管

理機関の仕分けでございますけれども、先ほど厚生労働省の方から説明がございまし

たように、厚生労働省は流通加工段階での食品中の農薬等の残留基準を設定いたしま

す。一方、農林水産省は厚生労働省が決めた食品中の残留基準に適合するように、農

薬、飼料添加物、動物用医薬品の使用方法の基準等を定めます。

家畜の飼料に添加される飼料添加物と家畜に与えられる飼料中の農薬の基準につき

ましては、飼料安全法に基づき設定されます。家畜に投与される動物用医薬品の使用

基準につきましては、薬事法に基づき定められます。農作物への農薬の使用基準につ

きましては、農薬取締法に基づき定められます。

まず、飼料の安全性の確保についてご説明いたします。飼料中に含まれる農薬や飼

料添加物が食品としての畜産物に残留し、人の健康への問題が生じたり、食品衛生法

の違反が生じたりすることがないようにリスク管理が必要となります。このため、飼

料中の農薬残留の基準を設定する必要があります。安全性が評価され、登録された農

薬は正しく使用する限り安全です。左側の図です。残留基準を満たした安全な農作物

を生産するため、生産者がルールを守って農薬を使用すればよいわけですけれども、

畜産物の場合はそう簡単にはいきません。右側の図にございますように、畜産物中の

農薬残留を防ぐためには飼料に規制が必要となります。すなわち、畜産農家は農薬そ

のものではなく、飼料を購入いたします。万が一、飼料中に農薬が多量に残留してい

ると、畜産物の農薬残留を防ぐことができません。すなわち、畜産物中の残留農薬に

関して安全な畜産物を生産するには飼料をコントロールする必要がございます。

これは我が国における飼料の供給状況を示したものでございます。飼料には穀物、

油かすなどの濃厚飼料と牧草、わらなどの粗飼料があります。濃厚飼料については約

９割を輸入に頼っております。粗飼料については25％を輸入に頼っています。豚、鶏

には、主に濃厚飼料が与えられます。牛には濃厚飼料だけではなくて粗飼料も与えら

れます。

家畜に与えられる濃厚飼料の原料をさらに詳しく示しますと、この図のようになり

ます。７、８割が穀物及びその加工品です。その他のものというのは油かすなどでご
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ざいます。

コーデックスにおける基準値の設定の考え方を示したものでございます。例えば、

農薬のパラコートは食用のスイカ、キャベツ、飼料、食用の両用のとうもろこし、大

麦、飼料用の牧草に使われます。適正農業規範、いわゆるＧＡＰに基づいてパラコー

トを使った場合には、それぞれここに示した残留基準値以下の量が残留いたします。

スイカ、キャベツについては0.05ｐｐｍ、それからとうもろこしは0.5ｐｐｍ、大麦

は0.1ｐｐｍ、乾牧草は５ｐｐｍといった残留値以下の量が残留いたします。とうもろ

こし、大麦の一部と牧草は家畜に飼料として与えられます。右上の四角の中でござい

ます。パラコートは、大部分が家畜体内で代謝されて排出されますが、一部は畜産物

中に残ります。通常の与え方では、ここに示しました残留値以下の量が残留します。

実際には検出されないということでここに書いてございます牛乳ですと0.1ｐｐｍ、卵

ですと0.01ｐｐｍ、肉の中には0.05ｐｐｍという検出限界以下の値が残留いたします。

人はこれらの農作物、畜産物を食べるわけでございますけれども、農薬の残留量と人

の食品摂取量から１日当たりの摂取量が計算されます。これがＡＤＩ、許容１日摂取

量を超えないことが確認されれば、最初に設定した残留基準値で問題がないというこ

とになります。

我が国における飼料の残留基準値についてもコーデックスの場合と同様に設定いた

します。設定の手順としては、まず飼料の基準値案を設定します。ここでは、農薬、

アラクロールの残留基準値といたしまして、とうもろこし0.2ｐｐｍ、ライ麦0.5ｐｐ

ｍ、それからエン麦0.1ｐｐｍの残留基準値を食品衛生法で定める穀物の基準値を準用

して設定いたします。それから、乾牧草については３ｐｐｍという残留基準値を諸外

国の基準値を参考として設定しております。これを満たした範囲内で、飼料中の残留

のワーストケースを設定し、このような飼料を食べ続けた場合でも食品衛生法の畜産

物の基準値が遵守できるかどうかを確認いたします。

牛の場合は、一番残留基準値が高い乾牧草が75％、残りをすべて穀物で最も残留基

準値が高いとうもろこしとすることにより、ワーストケースの飼料が想定できます。

同様に豚、鶏の場合は、すべてとうもろこしを与えるとすることによりワーストケー

スの飼料ができます。計算しますと、牛の飼料の残留基準値は乾牧草の３ｐｐｍ掛け

る75％、とうもろこしの0.2ｐｐｍ掛ける25％で2.3ｐｐｍ、それから豚、鶏の飼料で

の残留値はとうもろこしの0.2ｐｐｍ掛ける100％で0.2ｐｐｍとなります。
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次に、実際に農薬を添加した飼料を家畜に与えた試験結果からワーストケースの飼

料を食べ続けても食品衛生法の畜産物の基準値を遵守できることを確認いたします。

ここでは、先ほどのワーストケースを想定した飼料、牛の場合は2.3ｐｐｍ、豚、鶏の

場合は0.2ｐｐｍだったわけでございますけれども、これを上回る５ｐｐｍのアラクロ

ールを含む飼料を給与するという試験を行います。

このような飼料を与えつづけた牛、豚、鶏から生産された牛乳、脂肪、卵中のアラ

クロール残留量を分析したところ、アラクロールは検出されず、0.01ｐｐｍまたは

0.02ｐｐｍという検出限界以下で、いずれも食品中のこのたび設定される暫定基準値

を満たすことが確認されました。

したがいまして、最初に設定した基準値案で問題がないということが確認されたこ

とになります。

食品については基準値の定められていない農薬は一律基準値を超えて含まれてはな

らないという、いわゆるポジティブリスト制度が導入されるということについては、

先ほど厚生労働省の方から説明があったわけですけれども、飼料中の残留については、

ポジティブリスト化をすることは予定しておりません。

現在、40成分の農薬について飼料中の基準値を定め、指導をしているわけでござい

ますけれども、今後はこれらのうちの34成分を含む60成分の農薬について、今、説明

しましたような方法で省令で飼料中の残留基準を定めることとしております。

家畜が農薬を摂取したらどうなるかについて、別の農薬、ジクワットを例にとって

説明いたします。農薬ジクワットについては、飼料用の穀物乾牧草について、下の方

の枠の中にあるような基準値を設定することとしております。基準値の最も高い乾牧

草100ｐｐｍとございますけれども、乾牧草だけを乳牛に給与し続けた場合、大部分

は牛の体内で代謝されたり、尿やふんに排出されるわけでございますけれども、牛乳、

その他の部位からは検出されません。牛乳、その他の部位からの検出限界は0.01ｐｐ

ｍ、0.02ｐｐｍですから、いずれも食品中の残留基準値を下回る値となります。

このように、現在使用が禁止されているＤＤＴなど、一部の塩素系農薬を除けば、

微量の農薬を含んだ飼料を摂取しても畜産物に蓄積する可能性は低いといえます。

肥飼料検査所が過去に輸入飼料中の農薬の残留を分析しております。2003年から

2005年までの間に穀物については6,286点について分析を行っておりまして、そのう

ちの73点からグルホシネート、またはアルジカルブが検出され、そのうちさらに５点
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から農薬の残留の値が、今回、設定する予定の基準値を上回っておりました。乾牧草

については、1990年から2005年の間に１万5,089点が分析され、そのうちの408点か

らBHC、ヘプタクロルといった農薬が検出され、そのうち15点が、今回、設定予定の

基準値を上回っておりました。

とうもろこし中の農薬グリホサートの残留状況をシトグラムであらわしますと、こ

うなります。総分析件数、87点のうち83点からは検出されませんでした。４点から検

出されましたけれども、今回、設定予定の基準値案を大幅に下回っておりました。

乾牧草中のパラチオンの残留状況でございます。総分析件数1,137点のうち、1,112

点からは検出されませんでした。25点から検出されましたが、今回、設定予定の基準

値を大幅に下回っておりました。

次に、飼料添加物についてでございますけれども、飼料添加物は安全に畜水産物を

安定、効率的に生産する上で有用な生産資材でございます。飼料添加物を飼料に添加

する目的は飼料の品質低下の防止、飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、飼料が

含有している栄養成分の有効な利用の促進でございます。

飼料添加物は、製造業者により製造され、販売業者を通じて、一部農家に直接販売

されることもございますけれども、大部分は配合飼料メーカーに販売され、配合飼料

メーカーで配合飼料に加えられて、農家に出荷されます。

飼料添加物には食品中の基準値の決め方によって、３種類に分かれます。ビタミン、

アミノ酸、アスタキサンチン等の色素、ミネラルにつきましては、ポジティブリスト

制度の対象外になります。ピンクの四角の中にございます抗生物質等については、残

留基準値が設定され、防かび剤等については、一律基準が適用されるわけでございま

すけれども、飼料添加物は継続的に摂取されるため、原則として畜産物に残留しない

使用方法あるいは畜産物の基準値を遵守できる使用方法が既に義務づけられており、

飼料の表示を守って家畜へ給与すれば畜産物の暫定基準値は遵守可能となっておりま

す。

以上のことから、通常の適正な飼料給与をしている限り、農薬や飼料添加物が畜産

物に残留するおそれはありません。注意しなければならないのは法令に違反した方法

での飼料給与やたたみなどの産業廃棄物の飼料利用をする場合でございます。

次に、動物用医薬品の安全性の確保について、ご説明いたします。動物用医薬品は、

動物の病気の診断、治療、予防に使用されることが目的とされるものであり、抗菌性
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物質、解熱鎮痛剤、ワクチン、血液検査用試薬などがございます。

製造業者で製造された動物用医薬品は、販売業者を通じて、農家や獣医師に販売さ

れます。

動物用医薬品の安全性確保のための制度として、大きく４つの制度がございます。

１つは動物用医薬品の承認制度でございます。動物用医薬品は品目ごとに、有効性、

安全性が審査されることとなっております。もう一つは左下の要指示医薬品制度でご

ざいます。要指示医薬品と呼ばれる一定の医薬品の販売に当たっては、獣医師の交付

する指示書が必要となります。３番目は右上の使用規制制度でございます。牛、馬、

豚、鶏、ウズラ、ミツバチ、すべての水産養殖動物につきましては、省令により定め

られた用法及び用量及び休薬期間を守って使用することが義務づけられております。

最後に、要診察医薬品制度でございます。指示書を発行する場合は、獣医師みずか

ら診察することが遵守法で義務づけられております。このように承認制度による医薬

品自体の安全性確保に加え、要診察、要指示、使用規制といった販売、使用段階の制

度により適正使用が確保されるような仕組みになっております。

今、申し上げました４つの制度のうちの１つ目の要指示医薬品制度についてご説明

いたします。

使用期間中に獣医師の特別の指導を必要とするワクチンや抗生物質などの医薬品に

つきましては、獣医師の診療に基づく指示書の発行を受けて初めて医薬品が販売され

る仕組みでございます。畜産農家は、獣医師が発行した指示書を持たず販売業者に行

っても要指示医薬品を買うことはできません。

要指示医薬品は、その使用に当たって、獣医師の専門的な知識と技術を必要とする

もの、副作用の強いものあるいは病原菌に対して耐性を生じやすいものなど、その使

用期間中、獣医師の特別の指導を必要とするものが指定されております。

要指示医薬品の指示書には、投与する動物の種類及び頭数、それから薬剤名、用法

及び用量、使用基準が定められて、医薬品にあっては、その使用の時期等が記載され

ます。これは、今、申し上げました使用基準の例でございます。医薬品ごとに使用対

象動物、用法及び用量、使用禁止期間が定められております。

例えば、アスポキシシリンを有効成分とする注射剤につきましては、牛に対して用

いる場合には１日量として体重１キログラム当たり10ミリグラム、力価以下の量を静

脈内に注射することが用法、用量として定められ、食用に供するためにと殺する場合
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には５日間、または食用に供するために搾乳する前、36時間は使用禁止期間として定

められております。

今まで説明いたしました動物用医薬品の安全性確保、適正使用の確保のための仕組

みを担保するに薬事監視員による立ち入り検査が行われます。立ち入り先としては、

製造販売業、動物用医薬品販売業、獣医師の診療施設、畜産農家等がございます。違

反行為があった場合には公表し、業務停止、許可の取り消し、獣医師免許の取り消し、

刑事告発等を行うこととしております。

この表の左側のコラムは、食品衛生法に基づく食品中の基準の設定です。上から、

いわゆる暫定基準を定めるものです。それから真ん中が、残留基準がなく、自然に食

品に含まれるもの、一番下がいわゆる一律基準を定めるものというふうになっており

ますけれども、一番上の暫定基準を定めるものにつきまして、食品中に残留基準を超

えて残留しないように使用基準を設定することとしております。

真ん中の残留基準がなく、自然に食品に含まれるものにつきましては、一般に食品

に含まれる量を超えて残留しないように使用基準を設定することとしております。

一番下の一律基準を定めるものにつきましては、食品中に一律基準を超えて残留し

ないように、休薬期間を設定することとしておりますけれども、一部使用基準を設定

するものもございます。ここでいう使用基準というのは、省令で定める出荷前に使用

してはならない期間で、これに違反すると罰則の対象となります。休薬期間というの

は、医薬品の承認時に決められた出荷前に使用してはならない期間でございます。人

の医薬品の使用上の注意に相当し、違反しても罰則はございませんけれども、違反し

た結果、畜産物中に残留すれば食品衛生法違反で罰せられるということになります。

ポジティブリスト制度の導入に伴い、多くの動物用医薬品について、食品中の残留

基準が設定されます。これらの動物用医薬品の使用をどのように設定するかについて

ご説明いたします。

動物用医薬品を使用基準、または休薬期間を守って使用した場合、残留基準に適合

した畜産物が生産されるかどうかを確認いたします。

まず、対象となる医薬品の承認時の残留試験成績を学術文献によって確認いたしま

す。残留基準に適合した畜産物が生産されることが確認された場合には、現在、使用

基準がないものについては使用基準を新たに設定し、現在、使用基準があるものにつ

いては、その基準を維持いたします。確認するための十分なデータがない場合には、
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新たな動物実験を行い、その結果得られたデータをもとに、使用基準を新たに設定、

または維持いたします。

このようにして設定された使用基準ですから法令に違反した方法、または休薬期間

を遵守しないような方法での投与を行わない限り、畜産物中に動物用医薬品が残留す

ることはございません。動物用医薬品、飼料添加物の違法な残留を防ぐためには、違

法な投与がなされないことも含めた農場における衛生管理が最も重要になります。

基準のあるすべての物質を分析することは合理的にリスク管理の方法とは言えませ

ん。分析はモニタリングを目的として行うか、特にある物質について、ここにござい

ますように、使用基準の遵守、適切な指示書の発行、動物用医薬品の適切な表示等が

なされておらず、残留の可能性がある場合に限って実施するのが実際的だといえます。

○早川植物防疫課長 続きまして、農薬の安全確保についてご説明いたします。植物

防疫課の早川と申します。よろしくお願いいたします。

まず、簡単に農薬の規制制度について、ご紹介したいと思います。農薬取締法とい

う法律で、農薬の使用等は規制されております。まず、国内で使用される農薬という

のは、農薬取締法に基づいて登録された農薬でなければ使用できません。登録に当た

っては効果があるか、あるいは作物が枯れたりしないか、あるいは作物への残留、土

壌への残留、水質への残留、こういったもののチェック、その前提となる慢性毒性、

急性毒性等の毒性試験、こういったものに基づいてチェックした上で使用方法が定め

られております。

その場合に、農作物の安全確保ということで、流れでいいますと、まず今、申し上

げましたように登録された農薬のみが製造、輸入、販売、使用ができます。今、申し

上げましたように登録に当たってはいろいろな安全性のチェックをされます。そして、

逆に無登録農薬、農林水産大臣の登録をとれないものは厳しく取締って、告発等をし

ております。

登録になった農薬は、ラベルに例えば使用方法がきちっと書いてあります。例えば、

食用作物でありましたら収穫前の使用時期、あるいは使用回数、あるいは希釈倍数、

散布回数、こういったものは厳しく守られなければいけない。ご存じのように、無登

録農薬がいっぱい出回ったということで平成15年に改正したときにこの使用方法、こ

れも遵守しないと罰則がかかるというような厳しいものになったわけでございます。

今の流れを簡単に言いますと、安全性評価と登録した後で、登録の後の販売で、正
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しい使用、それによって安全な農作物。先ほど申し上げましたように、使用基準を決

めるときには、そのように使用した場合に食品衛生法に基づく残留基準がきっとクリ

アできるというふうな仕組みになるように使用方法は決められております。

次に、今回のポジティブリスト制度に伴って安全対策ということで気をつけなけれ

ばいけないことについてご説明いたします。

ここに農薬の飛散による周辺作物の影響防止対策（ドリフト対策）ということでご

ざいます。先ほど申し上げましたように、ラベルに書いてある作物については、きち

っと使用基準を守れば、それが安全性の確保になっていますけれども、ドリフトとい

うのはこれから説明いたしますけれども、その対象作物にかけたんですけれども、近

くの別の作物にかかってしまったようなことでございます。

写真ですけれども、ここら辺、こういうブースペアというんですけれども、こうい

ったところ、これは野菜ですけれども、まいてますと、これは農薬の細かいきりです

けれども、これが風がふいたりすると、隣の別の作物にかかってしまったり、これは

水稲ですけれども、こういったものがいわゆるドリフトです。ドリフトとというのは

漂流するものとか飛び散るものとか、そういったものの英語なんですけれども、こう

いったものが対策が必要になってくるということでございます。

今、申し上げましたように、ドリフトというのは何かというと散布された農薬が目

的とした作物以外のところに飛んでいってしまうという現象でございます。何が問題

かということでございますと、近隣の混住地域などで、農薬のにおいとかあるいは車

についちゃったとか、あるいは目が痛くなったと、こういったもの。それと近くに川

等があった場合は、それが川に入っちゃって、水質汚染するのではないかという環境

への影響、それと近くのまさにまこうとしている作物じゃない作物への影響と、こう

いったものが大きく分けて考えられております。

具体的に言いますと、どういうことかと、先ほどのポジティブリスト制度の説明で

いろいろと詳しく厚生労働省の方からお話がありましたけれども、例えば、現在ある

農薬が米、キャベツに適用がある。ところが、コマツナには登録になっていない、。

この場合米に適用があるということは、米に残留農薬が１ｐｐｍ、キャベツが２ｐｐ

ｍと決まっていますと、この基準をクリアできるように先ほど説明いたしましたよう

にラベルに使用時期とか、回数とか書いてあるわけです。こういったところで、この

農薬の基準が決まっているんですけれども、コマツナには登録がないということにな
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りますと、今度はポジティブリストが導入されますと、ここに基準がないものは一律

に0.01ｐｐｍというものが当てはめられます。どういうことが問題になるかというと、

もし水田に散布した農薬が例えば、自分の畑でもあるいは隣の家の畑でも構いません

けれども、要するに基準のないコマツナにかかってしまったということが問題になっ

てくるということでございます。

農薬の残留量と言うんですけれども、これは正確に言うと濃度でございます。要す

るに、よくｐｐｍというのであらわしていますけれども、その作物についた農薬の量

をその作物の重さで割ったものでございます。例えば、食塩水だったら食塩の量を水

の量で割ると何％と出るのと同じように、微量でありますから、ｐｐｍ、100万分の

１という単位を使っていますけれども、ついた農薬の量をその作物の重さで割ったの

が、いわゆる残留基準とか、残留濃度とか言っています。ということになりますと、

ついた農薬の量が多ければ多いほど残留濃度は高くなる。今、申し上げましたように

ドリフトが多いほど濃度は高くなる。ただし、農薬は時間とともに分解、消失するの

で、まいてから時間がたって、例えば１つの作物について収穫直前になればなるほど

濃度は高くなります。

こちらの方のファクターを考えますと、そういう意味で重量が軽いほど、この分母

が軽いほど濃度は高くなります。例えば、中が空っぽなピーマンとか、ピーマンは一

般的にいうとキュウリよりも、そういう意味で残留濃度は高くなる傾向にあります。

また、同じ作物でも成長してどんどん重量のふえるほど、この分母が大きくなるほど、

同じ作物でも残留濃度は小さくなる。また、食べる部分に直接ドリフトが及ぶほど濃

度は高い。こういうのが残留という考え方で、ドリフトというものをどういうふうに

考えていくかということで対策に結び付いていくということでございます。

今、説明いたしましたように、例えば作物で見ますと、同じように農薬をまいたと

しても、分母の重さの軽いものほど、残留量は高くなる。軽量の葉菜類とか、だいこ

んの葉っぱとかさやも食べる豆類とか、軽量な小型のパイです。下にいけばいくほど、

例えば皮をむいて中身しか可食部がないものというのは当然農薬の副尺量が減ります

し、外皮に覆われて、その外皮、もみとかあるいはさやとか、そういったものを外し

て食べる部分だけを分析することになりますと、つく農薬の量も減ります。あるいは、

こういうイモ類とか、根菜類のような地面の下にあるようなものはドリフトで先ほど

の霧のようなものは直接かからないので、そういう意味ではリスクは小さくなる。作
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物によっても一律にリスクはなっていなくて、こういうような検出されやすいものか

ら、検出されにくい、リスクが小さいものと大きいものといろいろとあるということ

でございます。

こういったところで対策をどういうふうにやっていくか。まず、指導体制というこ

とで都道府県、この中に行政部局の方でしっかりまずコアの部分でやっていただき、

病害虫防除所という病害虫防除の指導専門の部局があります。これとあと普及指導セ

ンター、ここがコアになって市町村と連携しまして、やっていく。片や全農初め、農

業者団体、県のレベルもあります。そういったところから県のＪＡ等にもお願いしま

して、ここと行政部局が連携して、病害虫防除組織とかあるいは市町村で連携してや

っていく。最終的に農家の方々、あるいは生産組合の方々にきちっと行き渡るように

していただく。地域組織というので市町村レベルもつくっていただく。こういうよう

なことを我々の方も今考えていまして、昨年12月20日に通知を出しまして、こういう

体制整備をお願いしているところでございます。

通知の中にも書いてあるんですけれども、地域の取り組みということで、まずポジ

ティブリスト制度の導入に伴って、農薬使用上の問題点の抽出とその対応策の検討。

初めてのことでございますので、どういうことが起きるかということもいろいろと現

場で把握していただいて検討していただく。それと、地域の農業者相互の連絡体制の

整備、農業従事者に対する啓発活動、それと農薬の飛散、ドリフトのことですけれど

も、これを防止するための防除方法の指導、農薬の飛散による影響が懸念される場合、

厳重な飛散防止対策の指導、農薬の飛散により、食品衛生法の基準を超える農薬の残

留があった場合に、再発防止のための地域の作物、品目、使用農薬、防除方法の見直

し、こういったものが地域の取り組みということで、１つ大きなコアになっています。

その中で、一番大事な個々の農家の方々にどういうふうに取り組んでもらうかとい

うのを４つに分けて書いてございます。

１つは総合的病害虫・雑草管理、ＩＰＭということでございまして、これはちょっ

と後で詳しく説明いたしますけれども、そういったもの。それと農薬散布を行う場合

の飛散防止対策の実施、それとその都度その都度どういう農薬を使ったかという使用

記録の徹底。それと農薬の飛散が生じた場合の具体的な対応、この４つについての取

り組みをお願いしておりまして、これらについて個別にこれからご説明いたします。

まずＩＰＭでございますけれども、ＩＰＭというのはドリフト対策とか、そういう
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ことではなくて、化学農薬だけに頼らない、いろいろな病害虫を防除するいろいろな

要素技術を取り込んだ防除システムでございます。例えば、まず予防的な措置としま

して、病害虫や雑草に発生しにくい環境の整備ということで、耕種的対策、排水対策

とか、じめじめしないとかいったこと。また、輪作体系とか抵抗性品種とか、土着天

敵とか、種子消毒、伝染源の植物の除去あるいは育苗箱施用、フェロモン、こういっ

たものでまず防除の前に病害虫の発生しにくい環境をつくる。その上で農家ご自身が

ご自分の圃場を観察することによって、どのくらい虫が出ているかと、そのタイミン

グはどうかということを判断した上で、タイミングによっていろいろな方法を使う。

天敵を使うような生物的な防除、それから粘着版、フェロモンのような物理的防除、

それと化学農薬。化学農薬は別に排除しているわけでございませんけれども、こうい

ったいろいろなシステム全体を持って結果として化学農薬を減らしていこうというシ

ステムでございます。これがまず１つでございます。

次に、ドリフトを予防するための直接的な対策の方にお話を移らせていただきます

けれども、まずドリフトというのはどういうふうな状況で出るかということ。ドリフ

トはなぜ生じて、どういう場合に多くなるかという、そういう要因をきちっと考えて

みないと対策が講じられない。ここに４つ要因が書いてありますけれども、まず風速

でございます。もちろん、風速が強いほどドリフトは遠くまで飛びますから、多くな

って遠くまで達する。

散布の種類。小規模な手散布よりも効率的な手散布よりも大型散布、この順でだん

だんドリフトが大きくなる。一般的に下に向けて散布をする方が上に向けて散布する

よりも遠くまで飛ばないからドリフトは小さくなる。

剤型についても粒剤の方が一番重たいし、大きいんですけれども、それがだんだん

粒径になり、小さくなればなるほど、遠くまで飛んでしまうのでドリフトは大きくな

る。粒剤よりも微粒剤、微粒剤よりも液剤、液剤よりも粉剤と、小さくて軽いほど遠

くへ飛んでしまう、こういうことでございます。

あと散布粒子の大きさ、粒径が小さいほど、要するに細かく霧になるほど、ドリフ

トしやすい。それで、地べたにまく除草剤よりももう少し作物に向けて少し地上より

も高いところにまく殺虫剤、殺菌剤の方が散布粒子が多くなって、ドリフトは多くな

る。もちろん散布量が多いほどドリフト量は多くなります。そうなると、例えば10ア

ール当たりの散布量の小さい水稲が一番ドリフトが少ないであろう、それよりもたく
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さんまく果樹の方が一般的にドリフトが大きくなるのではないかというふうに考えら

れます。

そこで、ドリフトを減らす対策で散布方法の改善というのは、最も重要でかつ基本

的な対策です。ここでまず基本的な操作の励行ということと、もう少し積極的なドリ

フト低減散布法の採用ということです。これは通常のベースでできる、これは特に新

しいノズル等を使うというふうに分けて書いていますけれども、１つ目は風が弱いと

きに風向きに気をつけて散布するということでございます。先ほどの第１番目のよう

に風に関するものでございます。

次に、散布の位置や方向、高さもここに入りますけれども、そういったものにも注

意する。

それとノズルというのは墳霧口、霧吹きの先端の部分のことをいうんですけれども、

適切なノズルを用いて、適切な圧力で散布する。霧が細かくなればなるほど遠くまで

飛んでしまいます。ですから、できるだけ大粒の水滴になるようなノズルを用いると

か、圧力を強くすればするほど当然のことながら遠くまで飛んでしまいますので、圧

力を落とすとか、こういったことが重要になってきます。ちょっと後でもう少し具体

的に説明させていただきます。

あと量でございます。やはり適切な量で量が多くなればなるほどむだな量もふえて

ドリフトも生じてしまう。これは積極的なドリフト低減散布の採用ということで、も

う少し特殊なドリフト低減、最近だんだんいいものが開発されてきていますので、こ

ういったものを使うというようなことが考えられます。

今、申し上げましたように風向きのことでございます。これは１つの実験なんです

けれども、例えば１分間シューと噴霧させて、そこに人工的に風を送って３メートル

の風下の地点で、これがどのぐらい飛んでくるか。これはカンソ石と言って水に触れ

ると色が変わって濃くなるということで、これは１つの実験で農薬を入れていない普

通のミストでやっているんですけれども、そうすると、１秒間に0.5メートルの風速、

１メートルの風速、２メートルの風速となりますと、同じ３メートルの風下地点では

当然風速が強いほどたくさん飛んでくるということでございます。

こういったところから、次に散布の方向や位置に注意するということで、例えばこ

ういう場所があったとして、ここにかけたいといったときにできるだけここから距離

を離さずに散布すると飛びませんけれども、もっと高いところからやると、これの外
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に飛び散ってしまう。果樹みたいなものにかけるというときも離れてかければかける

ほど遠くまで飛ぶ、高く飛んでしまいます。できるだけ直近のところまでいって作物

を飛び越えたりすることのないようにかける。それとあとまき方ですけれども、圃場

中央部であれば、若干飛んでいっても同じ圃場の中だからいいんでしょうけれども、

圃場の端っこでまくときはすぐ隣が別の圃場だったり、あるいは川だったりすること

もあります。こういったところは真ん中よりも特に注意していただくということが大

切だと思います。

あと３番目の操作として適切なノズルを用いて、適切な圧力で散布する。これは当

然霧吹きみたいなものですから、細かければ細かいほどドリフトしやすくなる。とこ

ろが、平均の粒径、霧の直径なんですけれども、50マイクロメートルと100マイクロ

メートル、倍の粒径でかなりドリフトが違ってくる。大きくなればなるほどドリフト

は少なくなる。こういうことでございます。慣行ノズルでもいろいろとありますので、

よくそこは判断していただく。

今まで現場では、霧は細かくでて圧力が高くてそうすると、作物の葉裏にもいっぱ

いきちっとかかって効果も高いのではないか、逆に粒径が大きいと、ボタ落ちといっ

てその粒が直接ボタと作物について薬害が出るのではないかとか、あるいはボタボタ

落ちちゃってむだになっちゃうんじゃないかと言われて、どうしても細かいものを圧

力をかけてまくというのがあったんですけれども、必ずしもそれがきちっと農薬が効

果的に使われているとも言いがたい。適切な粒径で適切なのであればドリフトも少な

くて効果も十分維持できるというのがあるというものも研究でわかってきております。

ここに書いてありますけれども、圧力が大きくなると、平均粒径は小さくなります。

小さくなるということは霧が細かくなるということです。それと、粒量も多くなると

いうことです。圧力が高くなると要するにドリフトしやすくなる状態になるというこ

とでございます。

あと量。ドリフト量というのは散布量にほぼ正比例するということで、適正散布量

を超えた散布は無意味。どういうことかといいますと、防除効果と散布量の模式的な

図があります。当然、散布量が足らないと防除効果は上がりませんけれども、あると

ころまではある程度比例してきます。きちっと付着していくということですけれども、

そこを超えてしまうと、もう飽和状態といいますか、作物にはつかないであとはボタ

ボタ落ちてしまう、こういったものは作物に付着しないで地面に落ちちゃって、こう
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いったものが霧が細かければ、そのままドリフトで飛んでいってしまうとか、土壌に

もいっぱい残ってしまう、こういったところでむだなところをカットしていくという

ことも非常に大事になことであるということでございます。

あと、積極的なドリフト低減散布法ということで、ドリフト低減ノズルを使用する。

最近､開発されてきましたこれは普通のノズルを使った場合の霧の状態、顕微鏡で見

るとこういうような状態です。例えば同じ量であっても空気を混入した特殊なノズル、

空気が入るような仕組みになっているノズルです。こうなりますと、ミストといいま

すか、粒形がこういう形になって、ある程度大きくなってくるということで、これは

割と海外でもこういうのが主流になってきていますけれども、こういったものが開発

されてきた。こういったものを使うとかなりドリフトがおさえられる。ここで、慣行、

一般的に使われているノズルＡとノズルＢというのがあります。同じ一般的に使われ

ているものでもこんなにドリフトの度合いも違うわけです。これに対して、今、申し

上げました粒径が大きくなるような粗大ノズルＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうに書いてあ

りますけれども、こういった新しいタイプのノズルを使いますと、慣行のノズルの中

でも比較的ドリフトしにくいと言われているものがかなりある。逆に、それを使うと、

ミストといいますか散布のミストの霧の大きさが大きくなるからドリフトがしにくく

なるわけですけれども、これだけこんなに大きくなっていくということでドリフトが

しにくい、新しいノズル、こういったものも利用していただくということでございま

す。

次に、こういうようないろいろな基本的なことをやってもどうしても飛散が避けら

れないような場合はどうするか。ここで使用農薬の種類とか剤型を変更するとか、農

薬散布日や収穫日の変更とか遮へい物の設置あるいはカバーしてドリフトを防止する、

こういったもう少し難しい対策が出てきます。

散布農薬を変更する。先ほど、水稲に基準があって、コマツナに基準がないもので、

コマツナにかかってしまうと問題だということでそういった場合には、米に基準もあ

り、登録基準があって、コマツナにも基準があるものを使えば、仮にコマツナにかか

ったとしても、そのリスクは減るのではないか、こういうことが考えられます。ただ、

個別、１作物、２作物ぐらいであればなんですけれども、栽培全期間を通じてという

のはなかなか困難であろうかと、かなり限定的ではないかなということです。それと

ドリフトしにくい剤型の農薬を使用する。例えば、ミストで霧でまくのと、粒剤があ
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って同じように使えるのであれば、霧じゃなくてぱらぱらとまく粒剤を使う、こうい

ったものもできる範囲でやっていただく。

あと、近接作物の収穫を先に行ってしまう。これが例えば水稲として近くに別の作

物があったとしたときに水稲にこういうふうにまいてきて、隣の近接作物の収穫期の

近くにまくと一番リクスが高くなるわけです。それよりも収穫より前だと残留はかか

っても減るわけなんですけれども、こういったときに、例えば可能な範囲でというこ

となんですけれども、水稲のこれをまく前にこの収穫をしてしまうとか、散布を収穫

の後のここら辺にやるとか、こういったものを可能な範囲で考えなきゃいけないとい

うことでございます。

あと遮へい物で覆うということでネットもあります。いろいろな防虫ネットがあり

ます。これは４ミリのメッシュ、２ミリのもの、１ミリのもの、目が細かくなります。

被覆面積率がどんどん上がってきまして、こういったものでやると、例えば風速1.5メ

ートル、風速３メートルでやった場合に４ミリメッシュだと低減率が1.5メートルでこ

のくらい。３メートルでこのぐらい、これが目が細かくなるほど上がっていきます。

ただ、支柱を設置するコストとか、十分な高さを確保しなくちゃいけないとか、十

分な高さを確保すると風が吹いてきたときに倒れちゃったりするということもあって、

なかなかやはりいろいろとメリット、デメリットもあるということでございます。

あとは、一時的にかかって困るところをシートを覆うとか、バッファーゾーンで少

し緩衝区域をつくるとか、境界近くでは散布しないというようなことも考えられます。

あとは、農薬使用記録の徹底と保管ということで、どれを避けるにもきちっと状況

を残しておくということで、時期、場所、対象作物、それとそのときの気象条件、そ

れと農薬の種類、名称、使用量、希釈倍数、こういったものきちっと書いていただく

ということが重要だと思います。

あとは、農薬の飛散が生じた場合の対応ということで周辺で農作物を栽培した人に

対する速やかな連絡とか、地域組織と対策を協議するということも考えられます。こ

ういったことで、農林水産省としても、こういうパンフレットをつくっています。５

万部ほどつくりまして、各県1,000部ほど、今、配付して、５月の施行に備えて、理

解を深めていただきたいと思ってやっています。これはホームページにも載っていま

す。今、私が説明したことをもう少し手引き風に簡単に書いてあるのでございます、

こういう形です。守ること、対策、そして相談先はどこかということでございます。
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以上で、農薬の対策についてご説明させていただきました。ありがとうございまし

た。

○引地消費者情報官 ありがとうございました。それでは、ここで短くて恐縮でござ

いますが、休憩をとりたいと思います。

再開は３時半からということにしたいと思いますので、12、３分ほどの休憩とした

いと思います。よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○引地消費者情報官 それでは、時間となりましたので、意見交換会を始めます。

壇上の本日の出席者をご紹介いたします。

皆様からごらんになって右側から、先ほど説明をいたしました厚生労働省の広瀬課

長補佐でございます。

続きまして、農林水産省消費・安全局農産安全管理課の農薬対策室の方から横田が

出席する予定でございましたが所要がございまして、同室の小倉課長補佐でございま

す。

○小倉農薬対策室課長補佐 小倉でございます。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 続きまして、先ほど説明申し上げました農林水産省の早川課長

でございます。

○早川植物防疫課長 早川でございます。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 同じく農林水産省畜水産安全管理課の杉浦課長でございます。

続きまして、同じく畜水産安全管理課の元村課長補佐でございます。

○元村畜水産安全管理課課長補佐 元村です。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 同じく畜水産安全管理課の遠藤課長補佐でございます。

○遠藤畜水産安全管理課課長補佐 遠藤です。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 続きまして、意見交換会の進め方でございますが、会場からた

くさんのご発言をいただきたいと思います。ご発言される方は挙手をお願いいたしま

す。係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご発言に先立ちまして、差し支えなけ

れば所属とお名前の方をよろしくお願いします。

できるだけ多くの方にご発言いただきたいと思いますので、１回の発言は２分以内
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でお願いいたします。１分30秒ほど経過しますと、事務局の方から１回ベルを鳴らし

ます。１回鳴った後２分経過いたしますと２回鳴らしますので、２回鳴った後は、次

の方にご発言をお譲りしていただけるようにお願いいたします。

行政からの発言は言葉足らずではよろしくありませんので、時間は区切りませんけ

れども、なるべく簡潔に説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

では、ご発言される方、挙手をお願いいたします。一番前の方、その次マスクされ

た方、まずお二方お願いいたします。

○杉山 オノエンホールディングスの杉山と申します。広瀬先生にご質問したいと思

います。

今回の説明の中で、６ページになると思いますけれども、規制対象食品ということ

についての確認をしたいと思います。これは、私は、昨年６月29日、たしか虎の門だ

ったと思いますけれども、その説明会に参加した折に、「この規制対象食品に食品添

加物は入らない、規制対象外である」ということは明言されたんですけれども、「こ

れの理由が食品衛生法の第４条に明確に分かれて定義されているということ」、それ

から、「食品添加物自体がポジティブリストになっておりまして、それが高度加工品

で、精製されたものであるという安全が確認されている」という説明はされたんです

けれども、今回、そういうことが余り明確になっていなかったんですけれども、その

辺、どうなるかということです。

それで、実は私どもお酒、酒類の製造販売をやっているんですけれども、その中で、

醸造アルコール、それから今、ＮＥＤＯで使っていますけれども、食品用の工業アル

コールですね。それらについての質問もしたんですけれども、それらは粗留アルコー

ルを蒸留したものです。粗留アルコールというのは、原料植物からつくられますけれ

ども、これには通常メタノールとかアセトアルデヒドとか、そういう汚染物質が入っ

ていることがあります。これをさらに粗留アルコールを精製してアルコールをつくっ

たものを販売するわけなんですけれども、この場合に食品として認められるのは、精

製アルコールなのか、それとも粗留アルコールなのか。例えば、粗留アルコールにな

ったら、それは汚染されていますから、食品衛生法６条に違反することになってしま

うんです、原則的には。

拡大解釈して、食品としてやっていますけれども、ここを厳密にすると違反してし
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まうから、どこから食品になるのかと、その辺をお伺いします。

○引地消費者情報官 では、広瀬さんお願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 まず、添加物のところですけれども、今回、６ページのス

ライドの中には、特に明示はしておりませんが、添加物自体は食品衛生法の中で別の

規制がされているので、添加物の残留自体が問題になるということはありません。た

だ、添加物をつくる際に、これは天然原料からつくられる香料とか、そういったもの

がありまして、中には元になる原料に農薬が含まれていて、それが抽出の過程で混じ

ってくる可能性があります。ただ、そういう農薬まで含めてポジティブリストの対象

外になるかというとそこまで外れるわけではないので、そこはご留意いただければと

思います。

２番目の醸造アルコールのところなんですが、残っているメタノールとか、アセト

アルデヒド自体は、今回の農薬の規制とかとは話がちょっと違うので、私としてもど

こからがどうだというのがお答えしにくいのですが。

○杉山 結局、食品という定義、これが先ほどのでは「食品添加物は対象外ですよ。

ところが、原料があれだと食品添加物が亡霊のように対象となってくる」ということ

になると、非常に考えづらいんですよね、私どもとしては。食品も汚染物質が入って

いるものは食品とは考えられませんよね。

○広瀬企画情報課長補佐 というか、食品としての汚染物質なりの規格があるものに

ついては、規格をクリアしたものでないと、流通が認められない、販売等ができない

ということになっております。

○杉山 ですから、あくまで高度加工、精製されたもので初めて食になるという考え

方で間違っていないでしょうか。

○広瀬企画情報課長補佐 製造したものがどこから食品になるのかと、ちょっと解釈

が実は難しいところだと思います。一般には、都道府県の衛生監視などで、食品の監

視ということをしていくことになると思いますので、市場流通品という段階が恐らく、

我々の食品衛生監視の対象にはなると思います。

ですから、工場で原料をこれからさらに物をつくって、工場内で何かしている段階

というのは一般的には、それを持って保健所の人が来て調べて違反だとかということ

をする段階ではないというふうに思います。

○杉山 わかりました。ありがとうございます。
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○引地消費者情報官 それでは、２番目のマスクをかけた男性の方、お願いします。

○白須賀 ＩＳＯ9000の審査員をやっております白須賀と申します。ＩＳＯ9000の中

でよく手直しとか、格付け変更というお話があると思うんですが、例えば、行政機関

として検査、指導、監視をしている際に不適合なものが発見された際に流通販売の禁

止という措置がとられるとは思うんですが、その際にまずは食品衛生法関係で広瀬先

生にちょっとお伺いしたいんですが、例えばＡ農協のキャウリががポジ違反だという

ことで指摘された際にＡ農協のキャウリというのは、例えばキュウリは２、３カ月収

穫期間があるんですが、どこからどこまでがその出荷の規制の対象になるのかという

観点です。

２番目に、特別栽培品、これは農林水産省関係の先生にお伺いしたいんですが、特

別栽培の場合、ドリフトで出てきた農薬、これについて例えばドリフトしているとい

うことで表示上は使用している農薬はすべて書いてあると思うんですが、ドリフトし

ていることによって、特栽としての販売が継続できるのかどうか。何かの指導があっ

て、その改善の回答書若しくは経緯書等を提出させるとか、そういう処置がとられる

のかどうか。あと有機栽培も同様で、例えばドリフトがあった場合、有機栽培として

の販売がずっとできるものかどうか。あと特栽とか慣行品としての格付け変更が可能

かどうか、この辺をちょっとお伺いしたいなというふうに思います。

○引地消費者情報官 まず、厚生省の広瀬さんの方から。

○広瀬企画情報課長補佐 まず、最初キュウリでもし違反があったときにどこからど

こまでかということでしたけれども、これは当該検査の対象となっているものという

のはある一体の塊といいますか、ロットを代表して調べておりますので、多分その同

一のロットについては、規制の対象といいますか、食品としての販売をやめてもらう

とか、回収をしたりとか、そういう範囲にかかってくるものだと思います。いつから

いつまでそれによって出荷停止とかという措置をとるのかとらないのかというのは、

ちょっと私どもの方では余り明確になっていないんですけれども、１つお尋ねしたい

のは、今回、キュウリで違反になりましたということなんですが、非常によく最近言

われているのが、ポジティブリストというのを契機に、非常に皆さん、こういうご質

問をなさるんですけれども、ポジティブリストが施行されるネガティブの段階であっ

ても、今まで基準値が全くなかったわけではなくて、その基準値に違反したものの取

り扱いというのは基本的にはもう既に考え方がありますので、それから大きく変わる
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ということはないんです。ドリフトみたいな新しいものが入って、今回起きておりま

すが、それ以外の普通の基準値違反のものに対して扱いというのはこれまでと大きく

は変わらないということだけはまずお伝えしたいと思います。

明確にどういうふうにするのか、違反があった場合、出荷停止とかの措置をどのく

らいかけるのかというのは、実際の衛生監視をしているところの都道府県なり、そう

いうところでどういう対応をしているかによって、ちょっと変わってくるかもしれま

せんので、ここでは正確には申し上げられません。申しわけありません。

○引地消費者情報官 それからドリフトに関連しての特栽について。

○早川植物防疫課長 特栽、特別栽培農産物あるいは有機農産物で、ご自分でつくら

れている出荷生産者がちゃんとそういうのを基準といいますか、農薬を使わないで、

あるいは特別栽培農産物の範囲内で使っていたんですけれども、今のご指摘は、例え

ば隣の農家の方のドリフトがかかってしまったと、そういうような状況のときに、そ

ういうような特別栽培農産物とか、有機のままの表示でいいのかどうかという理解で

よろしいですか。

私ども直接表示のところは表示・規格課というところがあるんですけれども、ちょ

っとそこら辺の今おっしゃいましたようなそういうケースというのは、ちょっと確認

していませんので、そういうのはまた後日確認してお知らせさせていただきます。

※ 後日以下の通り回答しました。

１ 「有機農産物」については、ＪＡＳ法に基づく有機農産物のＪＡＳ規格にお

いて、周辺からの農薬等の資材の飛来を防止することが規定されており、仮に

農薬散布により発生したドリフトにより有機農産物が汚染された場合には、当

該農産物は有機農産物のＪＡＳ規格を満たさなくなることから、有機の格付を

行うことはできなくなります。

また、有機として格付した農産物が、ドリフトによる農薬により汚染されて

いたことが判明した場合には、当該農産物の有機の格付については除去、抹消

する必要があります。

２ このように、有機農産物は厳しい規格に基づく制度となっていることから、

航空防除によるドリフトにより、有機農産物に関する認証が受けられなくなる

等の支障が生じないよう、「農林水産航空事業実施ガイドライン」により、農
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薬散布の際には適切な間隔を取ること、有機農家の意向を的確に把握し散布地

図等の関係資料の整備に努めること等を定め関係者に通知し、問題の防止に努

めているところです。

３ 一方、有機農産物以外にも、より幅広い農業者の方々に農業の自然循環機能

の維持増進、環境保全型農業の推進に取組んでいただくため、「特別栽培農産

物に係る表示ガイドライン」が定められています。

「特別栽培農産物」とは、当該ガイドラインにおいて、当該農産物の生産過

程において直接使用された化学合成農薬及び化学肥料の使用を、慣行レベルの

５割以下に節減して栽培した農産物とされており、周辺からの資材の飛来に対

する防止措置まで求めているものではありません。

○引地消費者情報官 それでは、左の並んでいるお二人のうち通路側の方。

○山浦 日本消費者連盟の山浦と申します。２点ほどお伺いします。今回のポジティ

ブリスト制の趣旨、ねらいは、使っている農薬あるいは動物用医薬品といったものを

明確にして、いろいろなデメリットをなくしていこうということだと思うんです。消

費者としましては、やはりこういった人工的なものはなるべく使ってほしくないとい

う気持ちがありますから、こういったポジティブリスト制において、どういうふうに

してこの人工的な化学物質等を減らしていく、そういうふうな趣旨がそこに生かされ

ているのかということをぜひお伺いしたいと思います。

具体的には、例えば農薬の相乗効果とか、さまざまな化学物質の相乗効果といった

ようなものが最終的には消費者に影響が及ぶわけですけれども、そういったことを考

えて、慎重な基準の設定というふうなことを、今後、しっかりとやっていく、そうい

ったおつもりがあるかということをお伺いしたいと思います。これは、輸入食品等も

ふえておりますから、そういった問題にもかかわると思います。

それからもう一点は、実効性の確保ということにつきまして、お伺いしたいと思う

んですが、資料２の14ページのところに薬事監視員による立ち入り検査等のご説明が

ございましたけれども、こういったことについて、例えば薬事監視員の人員の増員と

いったことは、今回、検討されているのかどうか。実態としてどれくらいの方々がこ

ういった関心をされるのかということをお伺いしたいと思います。

○引地消費者情報官 これはそうしますと、農薬対策室ですか、厚労省の方からです
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か。

○広瀬企画情報課長補佐 まず、ポジティブリストの本来の趣旨でございますけれど

も、会場の方からも今、お話ありましたように、やはり今まで基準がないものについ

ては、どんな農薬が残っていても余り規制ができなかったというようなことがありま

すので、これをきちんと管理をしていこうと、基準のあるものについては、基準値の

範囲で使っていきましょうということですし、基準のないものについては残らないよ

うにしましょうということをなるべくしていくということでございます。

相乗効果というお話もあったんですけれども、相乗効果そのものの評価というのは、

今の現在の科学の中では難しいところもございまして、というのは700幾つもの農薬

を１個１個をどういうふうに組み合わさったときに、どういう影響が出るかと、すべ

てを網羅的に調べることはなかなか難しい状況です。ですから、基本的には農薬の評

価というのは個々の農薬の評価になりますけれども、その農薬がきちんと適正に使用

されるというようなことを確保していくために、その１個１個の基準について、きち

んと慎重に決めていきたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 続きまして、監視員ですね、杉浦課長お願いいたします。

○杉浦畜水産安全管理課長 その前に飼料添加物と動物用医薬品の今後の使用方針な

んですけれども、ポジティブリスト化対応するという形でこれらの飼料添加物、動物

用医薬品の使用量を減少させていくということは特に考えておりません。両方とも安

全に畜産物を安定、効率的に生産していく上で、必要不可欠な生産資材だというふう

に考えております。

ただ、使用方法につきましては、このたびのポジティブリスト化に対応するような

形で最終的に生産される畜産物に残留しないような、あるいは基準値を上回らないよ

うな使用が確実になされるようにということで、今回、こういった使用基準を定める

ものでございます。

それから、薬事監視の関係ですけれども、今回、ポジティブリスト化を契機に、特

に人数をふやすといったようなことは考えておりませんけれども、先ほどご説明いた

しました４つの制度、動物用医薬品の製造業者、販売業者等に農家も含めて立ち入り

検査を今後も行っていくわけなんですけれども、こういった立ち入り検査をする際に

は、使用基準を確実に守っているかどうかについても検査させていただくということ

になるかと思います。
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○引地消費者情報官 左側の上段の赤いネクタイの方、それから真ん中の４列目の方。

○栖原 乾燥野菜協会の栖原と申します。先ほどのドリフトの件で、今、日本は自給

率は30％（発言ママ）と言われていますけれども、国内のドリフトというのは、何回

かこういう会で出させていただきましたけれども、初めてドリフトという言葉が出て

きたんですが、例えば、ご存じのようにアメリカは飛行機でまいていますよね。そう

いう形というのは個々の企業でアメリカの飛行機でまくのをやめてくださいというこ

とは言うことができないんですが、こういうのは外務省とか、アメリカの農務省同士

で話し合いというのはついているんでしょうか。先ほどもドリフトを認めているわけ

ですから、そのドリフトなんかをやめさせない限り、海外から入ってくるものは押さ

えられないと思いますので、その辺をひとつ聞かせてください。

あと、商い的な形で、１月に乾燥野菜の動向で中国のキャベツが命令検査の対象に

なりましたけれども、キャベツは去年１年間で4,500トン入っています。そうします

と、たしか、今、関東で分析を依頼すると冷凍缶詰協会、ここ１カ所だけだと思うん

ですが、この先、分析をする場所はふえていくんでしょうか。昔は、次の日にサンプ

ルをとってくれたのが、今は10日待ちになっています。これにキャベツが加わったこ

とによって15日、20日待ちということになると、１カ月のむだが出るということにな

ると思うんですが、この点を教えてください。

それとあとそれに付随した形で、中国の青島とか海外に分析センターの出張所みた

いのができることは可能なんでしょうか。今、国内に持ってきて、それがもしｐｐｍ

が高ければ廃棄ということになると、全世界のむだにつながると思うんですが、もし

出張所があれば、そこでＯＫをもらえれば、そのまま輸入できますし、だめならその

ままそこで向こうに返せばむだがなくなるだけで、今、ここに船舶関係の人は来てい

ないと思いますので、船舶業界がもうかるだけという形になってしまうと思いますの

で、その辺も聞かせていただければ幸いです。よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 では、まず米国政府への要望ということと、検査所の問題２点

でございます。

○早川植物防疫課長 ドリフトは例えば、アメリカにもあるので、日本でもドリフト

を規制というか対策を講じるのであれば、アメリカの政府も講じるべきじゃないかと

いうお話だと思います。ただ、その後に、今のご質問の方がおっしゃったように、そ

のドリフトをしたアメリカの農作物が日本に輸入されたときに安全性の面で問題だと
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いう観点だと思います。ということであれば、当然アメリカで農薬を使われた農作物

が日本に入ってくるときには、食品衛生法に基づきまして、今回のこのポジティブリ

スト制度を含めまして、そこでチェックされますので、仮にドリフトがあったなかっ

たにもかかわらず、基準値違反であれば、当然厚生労働省の方で、それは規制されま

すし、クリアできれば問題ないということで入ってくるということで、そういうこと

だと思います。

そういう意味で、我々はアメリカの政府にドリフトについてどうするとか、そうい

うことは特に言っておりません。

○引地消費者情報官 検査所の問題について。

○広瀬企画情報課長補佐 ちょっと、１点目のものの追加で補足させていただければ

と思いますが、私どもが聞いている話によりますと、アメリカはそもそも日本の栽培

形態のように小さな農地が幾つも並んでいるというよりは、ある一定の区域の幅で、

同じ単一の作物を栽培しているというふうに聞いていますし、その点ではドリフトと

いうこと自体が比較的起こりにくいような栽培形態になっているのではないかという

ふうに聞いています。

それから２番目のキャベツの件ですけれども、食品衛生法上は登録検査機関という

のは幾つかありまして東京に１個だけということは多分ないと思うんですけれども、

ほかの登録検査機関でも分析は可能だと思います。特別な、非常に高度な検査でない

限りは普通の登録検査機関で分析可能であるというふうに思います。

中国の青島にそういったものができないかということなんですけれども、別に例え

ば確かに食品衛生法上どうかを判断するときには登録検査機関で、きちんと行政的に

はかったりするわけでございますが、もし企業として自主検査なりをされるのであれ

ば、必ずしも登録検査機関でなくてもデータを出すことは可能ですので、その現地に

ある検査機関を活用して自主検査なりをされるというのはいいのかと思います。

ただ、その場合に分析というのははかった数値が正しいかどうかということがきち

んと担保されることが重要ですので、きちんとしたバリデーションといいますか、検

証ができている機関でないと、出た数値自体の信頼性がなくなってしまいますので、

その点はご注意いただければというふうに思います。

要するに、日本の検査機関が出張所をつくるかどうかのところは検査機関自身で例

えば、そういうニーズがあればやるかもしれませんし、なければやらないということ
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で、特に登録検査機関自体は独自にやっていますので、特に国としてつくりなさいと

いうことを指導をしたりはしていないという状況でございます。

○引地消費者情報官 先ほどの方、その次、お願いします。

○野原 東京青果の野原といいますが、私どもは、流通業者、市場での卸売業者なん

ですが、お客様のニーズによって、安全・安心のお墨付きというのが求められている

んですけれども、今、農産物のチェック体制というんですか、このポジティブリスト

が発効になった場合のチェック体制、いつ、だれが、どこで、何をチェックするかと

いうのがはっきりしていないと思います。それで、我々はどうしたらいいのかとか、

仲卸はどうしたらいいのかということで、非常に混乱というんですか、全くわからな

い状態なんで、そこら辺を教えていただきたいと思います。

○引地消費者情報官 広瀬さんお願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 まず、いつだれがどこでチェックするのかというところで

すけれども、基本的には輸入される食品であれば検疫所において、まず国内に入って

くる段階で、これもモニタリングといって、全部のロットなり、全部の検体をはかっ

ているわけじゃありませんけれども、モニタリング検査をしております。

ただ、当然、モニタリングですので、それをすり抜ける可能性は当然否定できない

わけでして、事業者としても自主的に輸入しようとするものについての安全性の確認

ということをしていただくということになります。

どうしてもほかの人のところでデータがなくて、どうしても自分で証明を出したい

ということであれば、そこはご自分で分析するしかないと思いますけれども、ポジテ

ィブリスト制度自体はきょうお話ししたような799農薬のすべてを分析をしてくださ

いという制度ではなくて、きちんと農薬が管理された中で食品がつくられるようにと

いうことを担保するようにしましょうということですので、全く素性が知れないもの

であれば、ある程度の数の分析は必要かもしれませんが、きちんと農薬の使用歴なり

なんなりが管理されているのであれば、当然はかる対象の農薬というのも少なくて済

むでしょうし、適正に使われているということが確認できれば、それ以上、多分、分

析をしなくてもいいのではないかというふうに思います。

ただ、どうしても違反が出た場合どうなるのかということはあるかと思いますが、

検査をして基準値を不幸にも超えてしまった場合には、その農作物なりなんなりは回

収なり、販売停止なりの措置を受けることがあると思います。
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○引地消費者情報官 それでは、真ん中の列の女性の方お願いいたします。

○亘 座ったままで失礼します。日本生態系農業協会消費者部会の部会長の亘昌子で

す。ポジティブリスト制度を導入をお願いしてから、約30年になります。大変感無量

の思いを抱いて、今、ここに座っております。

今回、公的に、また一般国民消費者の前でドリフトへの懸念や問題の多いラジコン

ヘリを取り上げられたのは、初めてではないかと思います。そのことに関してちょっ

とお尋ねしたいこともあってマイクをいただきました。

まず、ラジコンヘリの散布というのは概して、農薬の使用濃度が大変高いものが多

いと思います。ちょっと幾つか調べたところでは、多いようなものがございましたの

で、まず、その使用濃度が高いということと、無人は有人ヘリほどではないかもしれ

ないが、空中の風のある高いところから散布するので、先ほど言ったドリフトをさけ

るために、低いところの風がないところを飛ぶというわけにはいかないように思いま

す。

まず、高濃度な農薬散布とドリフトをどうお考えなのかということ。有人ヘリと無

人ヘリによる散布量についての統計資料があるのかないのか。また、そういった無人

や有人ヘリによる畑や作物にドリフトした場合は、どう考えたらいいのか、その辺に

ついてちょっととまどいがありますので教えてください。

○引地消費者情報官 これは早川課長お願いいたします。

○早川植物防疫課長 ラジコンヘリのお尋ねです。今、ご質問ございましたようにラ

ジコンヘリ、無人ヘリも有人ヘリと同じような希釈倍数の濃度でまいております。し

たがいまして、有人ヘリと同じ濃い濃度のものをまくということはそのとおりでござ

います。

ただ、ラジコンヘリは有人ヘリと違いまして、かなり低いところで飛ぶように、今、

いろいろと技術も開発されていますし、有人ヘリのようなドリフトはないということ

でございます。

あと、無人ヘリ、ラジコンヘリにつきましては、対面積当たりの量ということであ

れば、有人ヘリと同じでございます。そういったところで、ラジコンヘリの散布面積

が近年、非常に伸びてまいりまして、例えば水稲の防除面積でいうと、もう既に有人

ヘリを超えているというか有人ヘリが減ってきて、ラジコンヘリがふえているので逆

転したんですけれども、そういうことも非常に重要なので、現在、ラジコンヘリの安
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全対策についても、例えば事前周知とか、そういったものもきちっと今まで以上に厳

しくやろうということで、そういうような所要の通知を改正しようとしております。

使用量の統計というのはないんですけれども、登録された農薬、ラジコンヘリも無

人ヘリも10アール当たりの使用量というのは決まっていますので、そういう対面積当

たりの使用量というのは、そういう使用量で使われているということでご理解いただ

ければと思います。

あと、作物の残留性とか、そういったものは当然使用される作物については、事前

にラジコンヘリとか有人ヘリでその濃度でそのまき方でそれできちっと使用方法で残

留農薬基準をクリアできているかどうか確認した上で、登録されております。

ということで、そういう安全対策はきちっとやるように対策を講じております。

以上です。

○広瀬企画情報課長補佐 実は、先ほど東京青果の方からの質問に対して、輸入品の

話しだけして終わってしまいましたので、ちょっと話を前に戻していただいて国内流

通品の場合には、都道府県なり自治体の方の食品衛生監視の中で基本的にはチェック

をすることになります。

その時点で、きちんと基準が守られていればいいということですので、国内品につ

いても取り扱うものについてきちんと適正な農薬の使用のもとにつくられたものであ

るかというような確認ということをしていけば、799を分析しなければいけないとい

うことではなく、ある程度の農作物についての信頼性みたいなものというのは確保で

きるのではないかというふうに思います。

ただ、どうしても全部調べたいということであれば、それは自分でデータをとって

調べないといけないと思うんですけれども、多くの場合農薬というのは、ほとんど検

出されないことが多いですので、お金をかける割には多分実効性というのは余り上が

らないのではないかなというふうに思います。

○引地消費者情報官 一番前の男性の方。

○小笠原 フード流通システム共同組合の小笠原と申しますけれども、私どもはコン

ビニ等で販売しているお弁当の食材等を購入している団体なんでございますけれども、

先ほどから広瀬課長補佐がもう数回にわたっておっしゃっていらっしゃいますように、

今回の動きはネガティブリストからポジティブリストに移したということが一番の主

眼であって、極端に言えば、基本的な管理体制は従来と全然変わりないということに
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なるんだと思うんですけれども、ただ、決まる段階でポジティブでないその他の部分

に関して10ｐｐｂにするか100ｐｐｂにするかという話がかなり盛り上がった時期が

ありまして、そこの部分の10ｐｐｂに最終的に決まったわけですけれども、これがい

ろいろな形で消費者とかいろいろなところで伝えられている部分がありまして、動き

出しますと、例えば具体的に言うと「ここにあるお弁当のここにいろいろ入っている

お肉やお魚や野菜、こういうものが10ｐｐｂ以上あるのかないのか」というような、

そういう問い合わせが消費者から多々来る可能性があるわけです。

そこのところがひとり歩きしてしまって、先ほどから何回も広瀬課長補佐がおっし

ゃっているようなニュアンスをどういうふうに一般消費者からの問い合わせ等にお答

えしたらいいかなということで、非常に考えているんですけれども、できますればＱ

＆Ａみたいな形で、こういうふうに答えると先ほどから口頭でおっしゃっていただい

ている部分が一般の消費者にわかりやすくだれに対しても同じような答え方ができる

といいなと思いますので、できましたら、これを機会にそういうＱ＆Ａみたいのをつ

くっていただけるとありがたいと思うんです。

以上でございます。

○引地消費者情報官 広瀬さんお願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 今の方のまず、0.01ｐｐｍ、10ｐｐｂ、これに決まった背

景というのは、これはやはり今まで評価したこともない農薬がたとえこのぐらいまで

残っていたとしても大丈夫な基準というようなことで決められていますので、当然、

かなり厳しめの基準になっているわけです。

ですから、ほかの農薬の基準とかを見ていただくと１ｐｐｍとか２ｐｐｍとか基準

があるものでも、たまたまその農薬でその農作物に基準値がない場合には0.01という

基準が当てはまりますけれども、当然、１とか２が残っていても大丈夫なわけですか

ら、0.01以上残っていても実態的には大丈夫だと思います。科学的には。

ただ、そうは言いつつも、今回のポジティブリストという制度自体は、きちんと基

準のあるものについてしっかり管理して使いましょう、基準のないものについては残

らないようにしましょうということですので、やむを得ずといいますか、その他のも

のについては0.01、これは評価がしたことがないような農薬であっても大丈夫な残留

だということなので非常に厳しめの数値だということで、ここは消費者の方には理解

いただきたいと我々は思っておりますし、ご指摘のありましたＱ＆Ａについても、現
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在担当課の方で、Ｑ＆Ａの整備を進めているところですので、そういうことを通じて、

コミュニケーションを図っていきたいというふうに考えております。

○引地消費者情報官 そうしましたら、階段の一番上の方です。

○岡本 はちみつ協議会の岡本と申します。私どもの業界は大半が中国から輸入して

いるわけですけれども、今回のポジティブリスト制において799というのがリストさ

れております。現実にコスト面等々から、先ほど広瀬さんの方から管理という話があ

りましたけれども、現実に799の分析検査は不可能なわけでございます。

漏れ聞くところによると、使用していないものについては、検査の必要がないとい

うお話もございますので、それでは今、私どもでははちみつに使用している農薬等に

ついて調査を行っているところでございます。

一方、流通から799の要請があるわけでございます。この辺について、厚生労働省

なり農水省の方で何か流通業界に対して使用していない農薬等の検査の必要性がない

等のコメントとかのお考えはあるでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。

○引地消費者情報官 広瀬さんお願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 実は、今のところは流通の方に、そういうようなお話をお

伝えする予定はなくて、前にも指導通知みたいなものを出してくれというようなお話

は来ていたんですけれども、現時点までそういう通知を出すというような予定にはな

っていません。今後、そういうことを考える可能性もあるかもしれないんですけれど

も、ちょっと担当課の方で順次検討されることだと思います。

私どもとしては、制度自体の仕組みというのをこのような会とか、そういう場を通

じて、なるべく周知を図っていく中で、今、問題となったようなことについてもほか

に来ていただいた方、その他大勢の方にも理解していただきたいというのが、我々の

今までの取り組みの中身でございます。

○引地消費者情報官 一番こちらの前の方、その次、先ほどお手を挙げられた黒い背

広を着た方、その次、一番端の方。

○鈴木 竹本油脂の鈴木と申します。広瀬さんにお伺いしたいんですが、先ほどの質

問と重複するんですけれども、私ども輸入原料を使って加工をしておりまして、その

輸入原料のトレーサビリティが全くとれないんです。そうした場合に、農薬の情報が

ありませんから、やはり799農薬を一斉分析するか何かして、一律基準以下であるこ

とを証明する必要があるのかどうかということについての厚労省の見解を伺いたいん
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ですが、現実問題は、やはりそういうものを一斉分析する機関がないんです、799も

ありません。そこら辺のところを厚労省としては、どのようにお考えかちょっとお伺

いしたいんですか。

○引地消費者情報官 広瀬さん、お願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 なるべく、とにかく情報を集めていただくということしか

なくて、現地で、例えば全く履歴がとれないということであっても、恐らくその国で

使える農薬なりなんなりというのは、ある程度の縛りはあるでしょうから、そんなに

799全部ということはないんだと思います。日本でも、今回799の基準を外国の基準ま

で含めてつくたので、こんな数になりましたけれども、日本国内で認められている農

薬の数はもう少し少ないですし、その辺も含めて、分析対象なりを選んでいただきた

いというのと、もうどうしても心配であれば、現在、一斉分析とかも含めてできるの

は529ぐらいの農薬までだったと思いますので、心配であれば調べていただくという

のも手かなとは思いますが、これも我々も分析法の中で、当然、食品衛生監視という

ことをしていくことになりますし、その際には当然使用国である程度の情報をどこま

でとれるかわからないんですけれども、そういうことなども参考にしながら取り組ん

でいくということになると思います。

農薬の違反というのは断言はできないんですけれども、一般にどういう作物とかど

ういうものについて何が残りやすいみたいな傾向みたいなのがあって、そういうよう

な情報というのはとっていただくというのがいいんだと思います。

○引地消費者情報官 次、黒い背広を来ている方、３列目の方、お願いいたします。

○大野 ミツカングループ本社の大野と申します。先ほどから、さまざまな方がお伺

いされているようなことと重複してしまうんですけれども、加工食品を当社は製造し

ておりまして、その加工食品ですと、今回の0.01ｐｐｍという非常に低レベルの農薬

ですと、最終製品では出てこないのに、原料段階では出てくるような可能性も考えら

れます。

そのような、例えば当社で製造している製品の原料から分析によって0.01を超える

ような農薬が検出された場合に、本当にそれが、今回、お話に上がっているとおり不

当の違反の事例となるのか。

あとは分析精度の問題であったりとか、サンプリングロットの偏りであったりとい

う、そういう違反の蓋然性を調査するというのは相当な時間を要すると思うんです。
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その間の違反の蓋然性が確定するまでの時点でどのような対応を行っていけばいいの

か、そういう基本的なお考えがあったらお伺いしたい。

特に、実際、先ほど申し上げたように最終加工食品ですと、加工時の消長等によっ

て農薬が分解するとか、あと香辛料の配合が非常に少なくて、実際にＡＤＩの観点等

から全く安全に問題がないような最終製品、先ほどの検出した農薬の濃度が最終製品

では全く問題がないようなことかほぼ確認されている場合に、そういう場合に違反の

蓋然性が確認されるまでの時点で回収等踏み込んだ判断を行うべきであるかどうかと

いうことをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○引地消費者情報官 これも広瀬さん。

○広瀬企画情報課長補佐 非常に難しいご質問をいただいたんですけれども、１つは

まず原材料というのは一般の食品みたいな形で流通していたとすると、恐らくその時

点で何らかの縛りがかかってきたりとか、もしどこかの業者が扱っている食品で違反

が見つかって、それと同じものがそちらの会社に納入されていたとすると、違反食品

を使って、新たな食品をつくるということ自体は食品衛生法上よくないというか、適

法というふうに考えられないので、そこは何らかの影響があるかもしれません。

ですから、本来、蓋然性があるのであれば、それで製品として出荷するには、でき

れば公式見解としては出荷を控えていただきたいと思いますけれども、なかなか現実

の世界というのはそうもいかないのかなというふうに感じもしているわけです。

ただ、最終製品から見つからないということだとしても原材料としては、きちんと

管理していただきたいというのがこちらとしての考えです。ただ、実際に流通してい

る製品の中で違反が見つからないとすると、恐らく流通食品から我々がたどっていく

というのは困難だと思います。

○引地消費者情報官 一番右側の先ほどお手を挙げた方、どうぞ。

○鍋谷 失礼します。兵庫県の農林水産技術総合センターから来ました鍋谷と申しま

す。３点ほど。

１点目はドリフトの中のノズルの問題ですけれども、ヤマホ工業さんと提携されて、

キリナシノズルが大分前に出ていますけれども、実際のところ、工業会の方がノズル

については、詳しいと思うんです。連携について、どう考えているのかというのと、

それから粉剤というのは一番ドリフトがすごいという中で、粉剤を単に粒剤に変える

のではなくて、粉剤についてのドリフト低減対策の具体策があるのかどうか、２点目。
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それと、ドリフトによって、実際のところ、基準値をオーバーしたらだめなわけで

すけれども、出た場合に風評被害、従来、自分が出してしまっての風評はいいんです

けれども、その場合についての風評詐害の防止についての考え方、３点についてお願

いします。

○引地消費者情報官 早川課長、ドリフト問題、３点お願いいたします。

○早川植物防疫課長 １点目、キリナシノズルですか、工業会というのは農業工業会

のことですか、それとも農業機械化工業会のことですか。

ポジティブリスト化でドリフト対策が必要になってきまして、ノズルメーカーある

いはサンプルメーカーと日本植物防疫協会という農薬のいろいろな試験をやっている

ところがありますけれども、提携して、最後に新しいノズルの開発等になっておりま

す。今後もそれはどんどん進んでいくのではないのかなと思っております。

あとは粉剤のドリフト防止、これにつきましては、粉剤の中でもドリフトレスのＤ

Ｌ粉剤というのがありますので、できるだけそういったものを使っていくということ

と、あとは、やはり先ほどの液剤散布と同じように風向きとか、風の強さとか、そう

いったものを考慮してやっていただく。あとは、例えばできるだけ朝の早い時期にま

いていただければ、例えば朝露等があったときには、それに付着するので、そのドリ

フトが少なくなるのではないか。そういうような考え方もありますので、そこはケー

ス・バイ・ケースでやっていかざるを得ないというふうに考えております。

風評被害につきましては、風評被害というのは実際はそうではないのにそうであっ

たということの被害ということでございますので、ここはどこまで立証できるかとい

うのはありますけれども、先ほどの私がしゃべりました中にもありましたけれども、

使用記録簿とか、そういったものとか分析とか、そういったいろいろなデータをもと

にして、それはそういうことは違うんだよというふうにきちっと説明していくことに

よって、風評被害を防止していくということが原則といいますか、そうせざるを得な

いなというふうに思います。

○鍋谷 オーバーした場合、すぐ報道機関で新聞に載りますよね。そういう場合に、

載ってしまってからでは遅いわけです。そこらをどうするかをやらないと、従来みた

いにみずからのミスであってのものはしょうがないんですけれども、そうでなかった

ら産地もつぶれますよね、場合によっては。そこらが流通業者も含めて、記事を見て

どう思うかによって、随分変わっちゃうわけです。それをしっかりしないと、今回の
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制度によって大変なことになるのではないかと思っているんです。

○早川植物防疫課長 確かに記事は先に出た場合にどうかということでありますけれ

ども、それは現在でもそういう状態があって、それはダメージがあっても後できちっ

とデータで説明していくというしかないと思うんですけれども、記事をとめるという

ことはできないんです。

そこは、今でもそういうオーバーしたというところで産地のそういうダメージがあ

りますので、そこはそうじゃなくて、きちっとやって問題がなかったということを説

明していくことしかないというふうに思っております。

○引地消費者情報官 では、この列の真ん中ぐらいの方。

○谷奥 社団法人日本養蜂はちみつ協会の谷奥と申します。私どもの団体は国内の養

蜂農家の保護育成をやる団体でございます。

私どものハチの病気につきましては、農薬取締法で２つの薬が認められております。

今回、厚労省の発表では、ハチミツに関する品目については、約80品目ぐらい、いろ

いろな基準値が示されてございます。

私どもは、今まで養蜂農家には２つの農薬については基準値を守るようにというこ

とで、例えばテトラサイクリンなんか認められておりませんので、これは検出されな

いようにということで指導してきたわけでございますが、今回、それらについても基

準値が明らかにされたわけです。

それで、国内の養蜂家にしてみると２つの薬品しか使えないのに、輸入ハチミツに

ついては、80品目まで許容されるんですかというような不満があるわけでございます。

私どもも今後、許容範囲内であれば、さっきドリフトと言いましたんですけれども、

私の方は逆ドリフトで、ハチはよそに飛んでいくわけですから、よそから来るもので

はなくてよそに飛んでいってまで、そういうものが含まれる可能性があるわけですけ

れども、今まで指導していたことと、若干、私なりに矛盾を感じておるんでございま

すが、そのあたりについて何か見解がありましたらご教授願いたいと思います。

○引地消費者情報官 広瀬さん、お願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 多分、これは食品衛生法と、それから農薬取締法の関係と、

それから食品衛生法と動物用医薬品の関係と同じような関係だと思うんですけれども、

基本的に食品衛生法の場合には、海外から入ってくる食品、当然、諸外国の場合には

日本と規制も違いますので、日本で薬事法上登録がされていないような薬剤も海外で
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は使用が認められて使われているというような事例もあるわけです。

ただ、そういうものが入ってきたときに、それで安全なのかどうかという点で、今

回、基準をつくっておりますので、必ずしも食品衛生法で基準ができたから、これは

国内で使っていいというふうには実はリンクはできないものでございます。

ただ、意図せず残っていた場合に、安全か危険か言われれば、基準値以内であれば、

それは流通上問題がないんでしょうということになってしまうのではないかと思いま

す。

○引地消費者情報官 関連して、遠藤さん、お願いします。

○遠藤畜水産安全管理課課長補佐 先ほどのお話は、ハチミツのお薬の場合は、動物

用医薬品になりまして、先ほど２品目しか承認がないとございましたけれども、その

ものにつきましては、ハチミツ中とかロイヤルゼリー中とか、残留試験をきちんと行

いまして、評価したものなので、そういう使い方をきちんと守っていただければハチ

ミツ中に基準値を超えて残留することはないと評価されております。

今後も、輸入食品についてはわかりませんけれども、国内でハチミツを生産される

生産者の方には薬事法で認められた動物用医薬品だけを使っていただきたいと思いま

す。そうでないと、薬事法上の規制がかかりますので、薬事法としては違法な使用と

なりますので、どうぞご注意ください。

○引地消費者情報官 それでは、こちらの右側の後段の方。

○太田 食品製造業の太田と申します。厚生労働省に伺いたいんですが、食品、加工

でもいいんですけれども、適法性を確認するために、どのような内容の検査を行おう

というふうに予定をされているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。

○引地消費者情報官 では、お願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 基本的には、食品衛生法で基準のあるものについて実際の

検査というのは厚生労働省が直接というよりは、輸入食品は厚生労働省の検疫のとこ

ろでやりますけれども、基本的に、国内流通品については都道府県とかの自治体が食

品衛生監視の一環として行うことになります。

当然、基準ができているものについて、リソースというのは限られていますので、

お金とか、人とか、時間というのは限られていますので、どこまで確認できるかとい

うものについては、個々の自治体によって状況が違うと思いますけれども、基本的に

は基準に合っているかどうかということを１個１個確認していくということになると
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思います。

○引地消費者情報官 時間が大分押し迫ってまいりましたので、ここで最後に何名か

の方にご質問をいただいて、終了したいと思いますが、いかがでしょうか。それでは

この方向の階段の真ん中あたりの方で今、手を挙げた方、それから前のお二人でお願

いいたしたいと思います。

○奥内 科研製薬の奥内といいます。幾つか質問があるんですけれども、１つは広瀬

先生がアメリカのドリフトのところで、地域的にヘリコプターが農作物が決まってい

て、ほとんどドリフトが起こらないということを言われていましたんで、根拠たるも

のをもう一度正確に言っていただきたい。根拠がないんだったら、そういう意見は言

わないでいただきたい。

ほかのアメリカ以外の国もどういう形でドリフトが起こっているのかという実態を

どこまで農水として厚生労働省としてつかんでいるのか、その辺がわかれば教えてい

ただきたいということです。

それから、農水の先生方も厚生労働省の先生方も今回のポジティブリストの流れの

中で、適正な使用に基づいてやれば問題がないということを繰り返されているんです

けれども、今、私たち、日本の農民といいますか、日本の生産者は必死でポジティブ

リストを守ろうという方向で努力をしております。

それで外国の輸入品に対して、日本の飼安法なり動物用医薬品の薬事法なり、それ

から農薬取締法なり、適用はされていません。コーデックスも限界というのはどうし

てもあります。そういう中で、どうそれに対して対応されるというふうに考えられて

いるのか、ちょっと時間がないようですので、幾つかもっと質問があるんですけれど

も、それとあと１つは、いろいろな消費者のところから、私たち製薬会社に対しても

分析の依頼とか、そういうのがかなり来ています。こういうときはそういう対策のお

金というのはなかなか予算がとれませんので、すべて厚生労働省なり農水省の窓口に

分析依頼をお願いしますという形で紹介されている窓口の電話番号なりを紹介しても

よろしいんでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 それでは、まず広瀬さんからお願いいたします。

○広瀬企画情報課長補佐 私も要するに聞いていますという話ですので、特に手元に

何かデータがあって、アメリカの栽培形態と航空防除の実態というのが資料としてあ
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るわけではありませんので、その程度の話だということをまずご理解いただいて、そ

の辺は農水省の方にもう少し情報があるかもしれません。

それから、適正に使用すれば問題ないということについては、これはそもそも食品

の安全全般にかかわる話で、フードチェーンアプローチというふうに言われているん

ですけれども、基本的に最終段階で検査をして合格していればＯＫという規定ではな

くて、やはり栽培している段階からきちんと安全性を確認するための基準といいます

か、使い方なりなんなり、そういうことをきちんとクリアしていきましょうという中

で、安全を確保していきましょうというのは、国際的な流れでございますので、そう

いった中できちんと適正に農水省が定められた農薬の使用基準に従っていれば、恐ら

く厚生労働省の残留基準をクリアできるようにつくられているはずですので、それを

守って使用者が使っていれば、本来基準値違反というのは起こり得ないんだというふ

うに思っております。

農薬については、目に見えないものですので、１個１個分析し出したら切りがない

んだと思うんですけれども、私どもの調査している数の中では、消費者団体の方から

は検査件数でかけているので、もっと件数率は高いはずだと言われるんですが、いろ

いろな農薬について、例えば１つの農作物について50農薬を検査した場合、50検査と

いうふうにした場合、そうやって積み上げていくと、検出率はたしか数％、0.02％く

らいだったかと思うんですけれども、ですので、大概のものは分析しても出ないとい

う結果になります。ですから、本来はきちんと適正に栽培されたものだという確認を

していくことの方が重要で、それを念のため確認するために検査があるというような

ことで考えていただければと思います。

最後に分析について、受け付けていただけないかということですけれども、厚生労

働省もそもそもそういう分析を受け付けておりませんので、もし分析してほしいとい

う方がいらっしゃるのであれば、民間の検査機関にお金を払って分析していただくと

いうことになるんだと思います。

○引地消費者情報官 関連いたしまして、早川課長。

○早川植物防疫課長 諸外国のドリフトの実態を調べているかというご質問につきま

しては、当方の方では、そういうものは調べておりません。

○引地消費者情報官 前のお二人の、今、手を挙げられた方からお願いいたします。

○飯島 東都生活協同組合の飯島と申します。畜産の生産現場における何か留意点が
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あったら伺いたいと思います。今回のお話ですと、えさに残留基準値ぎりぎりの農薬

が残留していても最終的な畜産物にはほとんど影響がないということであるとか、動

物用医薬品の使用に関しても使用基準なり、休薬期間をきちっと守っていれば、ほぼ

問題はないだろうということです。農作物でいうドリフトというのもないので、心配

することはないかなと思っているんですが、生産現場で気をつける部分があったら伺

いたいと思います。

○引地消費者情報官 それでは、杉浦課長、よろしくお願いいたします。

○杉浦畜水産安全管理課長 先ほども説明させていただきましたとおり、使用基準あ

るいは飼料中の農薬の基準というのは定めていきたいと思っておりますので、こうい

った基準に違反しないような形で飼養管理をしていただくというのが一番重要かとい

うふうに思っております。

以上です。

○引地消費者情報官 それでは最後の前の方。

○青島 静岡県で普及員をやっている青島といいます。よろしくお願いします。２点

伺いたいんですけれども、まず１つ、残留分析をやり始めれば切りがないというとこ

ろがあると思うんですけれども、そういった状況の中で生産者サイドとしてはどれだ

けの情報が市場とか、食品業界に対して発信できれば現実的なラインというか、及第

点と考えているのかというところで、ある程度指針が出てくればというふうに思いま

す。

今までどおり、今まで基準がなかったところに基準ができたよという解釈であれば、

農薬の適正使用に努めて、ちゃんと記帳をしていて、要請があればそれを公開すると

いうところで必要十分であり、新たに残留分析をお金をかけてということは不要だと

いうふうに考えますけれども、これでよろしいかどうかというところが１点。

あと、もう一つ、先ほど、無人ヘリについては、いろいろ検討を重ねてくださって

いるということだったんですけれども、これから出てくる結論として、ある程度こう

いうふうに、今、地上防除についてはある程度植物防疫協会なんかを中心に指針が出

ていますけれども、無人ヘリについても同様の指針が出てきて、このようにやればド

リフトがかなり極力低減できるよという指針が出てくるのか、やはりどんな方策を使

っても無人ヘリについてはドリフトを少なくしていくことが難しいから無人ヘリは縮

減の方向に持っていくのがいいのかというふうにこれから普及していくに当たってど
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ちらの方向で考えて、どちらの方向で指導していったらいいかということについて助

言をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○引地消費者情報官 早川課長、お願いします。

○早川植物防疫課長 ご質問の１点目、基本的にはおっしゃるとおりに今までどおり

にきちっとお使いになれられて、使用記録も残す、それが原則だと思います。

ただ、今回、こういうポジティブリストというドリフト原則が重要になるというこ

とは今まで以上に特にまくときに風向きとか、そういった散布方法に気をつけていた

だくということだと思います。ですから、後は生産者と消費者団体、流通業界から求

められたときには、そういったものを出せて、トレーサビリティをきちっとしていれ

ばいいということで、その基本は、私は今までどおりできちんとやっていただければ

と思います。

２点目の無人ヘリにつきましては、これは安全対策を今まで以上にしっかりやって

いくという方向で、いろいろな国の実施要領の改正の準備をしているところでござい

ます。

そして、ドリフト対策につきましても、日本植物防疫協会のようなマニュアルはで

きていないんですけれども、今、農林水産航空協会という団体の方でそれを作成中と

いうふうに聞いております。

無人ヘリコプターというのは、いろいろな意味で省力化ということでもこれからい

ろいろな意味で重要になってきますので、それは今おっしゃったように縮小というこ

とではなくて有人ヘリに変わったりあるいはなかなか作業の困難なところでも有望な

技術がありますので、その芽をつぶさないように安全対策は今まで以上に、ともする

と今まで無人ヘリの安全対策は地上防除の延長みたいな感覚もあったんですけれども、

そうではなくて有人ヘリと同じ感覚できちっと安全対策もやっていくというふうに

我々、農林水産省としても考えておりますので、そこは安全対策をこれまで以上にし

っかりやって、そしてそういう有望な技術は伸ばしていくという方向で考えておりま

す。

ドリフト対策もしっかりやるということで、マニュアルも今、団体の方で作成して

いるというところです。

以上です。
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○引地消費者情報官 本日は、皆様から、いろいろなご質問、ご意見をいただきまし

て、大変ありがとうございました。

この意見交換会によって、ポジティブリスト制度についての理解が深まればという

ふうに思っております。

以上をもちまして、本日の食品に関するリスクコミュニケーションを閉会したいと

思います。

長時間にわたりどうもありがとうございました。

なお、お帰りの際にはアンケートを回収いたしますので、ご協力方よろしくお願い

いたします。


