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食 品 に 関 す る リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

（残留農薬等のポジティブリスト制度の導入に際しての生産から

消費までの食品の安全確保の取組みに関する意見交換会）

日時：平成１８年５月１１日（木）

会場：ＫＢＳホール

議事次第

１．開 会

２．講 演

○ 残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について

○ ＪＡ京都におけるポジティブリスト制度への対応を含む安全・安心への取組み

○ 「食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制度」に関する留意事項

○ ポジティブリスト制度への取組み

○ 食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度への意見

３．休 憩

４．パネルディスカッション及び意見交換

５．閉 会
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○司会 まだお見えになっていない方がいらっしゃるようでございますが、定刻になりま

したので、ただいまから食品に関するリスクコミュニケーションを開始させていただきた

いと思います。

本日は皆様ご多忙中ご参加いただきまして、大変ありがとうございます。私は、本日司

会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付の冨澤と申します。

よろしくお願いいたします。

ポジティブリスト制度につきましては、昨年度、制度の内容を知っていただくというこ

とで１年間かけまして意見交換会を全国で開催させていただいたわけでございます。本日

の意見交換会につきましては、これらを踏まえまして生産から消費までのフードチェーン

の各段階におきます皆様の取組みの状況、特に残留農薬のポジティブリスト制度に関する

取組みのご紹介をいただきます。それらを踏まえて関係者の間で問題意識といいますか、

いろいろな課題等について相互理解を図るということを目的として開催させていただくも

のでございます。

消費者、生産者、製造者、販売者、いろいろな方々がいらっしゃいますが、意見を出し

合いながらご理解を深めていただきまして、合意形成の道を探るというようなことを目的

としたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

まず最初に、資料の確認をさせていただきたいと思います。お配りしております封筒の

中に資料が入ってございます。一番上に、議事次第があるかと思います。議事次第の下の

段に配布させていただいた資料のリストがございます。資料ナンバー１から６、あと参考

資料ということで「食品に残留する農薬等に関する新しい制度」という冊子と、「残留農

薬等のポジティブリスト制度における食品安全委員会の役割」という資料がございます。

確認いただきまして、資料がないようでございましたら、事務局サイドの方で新しいもの

をお配りしたいと思いますので、お申し出ください。よろしくお願いいたします。

また、この中にアンケートを同封させていただいております。黄色い紙と思います。こ

れは、リスクコミュニケーションとして意見交換会を開催させていただいておりますが、

その運営の方法なり題材の取り方等について皆様のご意見を聞きながら今後のよりよい運

営に向けて参考にしたいと思っておりますので、ご協力をいただきますようお願いいたし

ます。会の終了後、入口でアンケートの回収をいたしますので、よろしければご提出いた

だきますようよろしくお願いいたします。

続きまして、本日の議事の進行を紹介させていただきます。議事次第をご覧ください。
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まず残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について、厚生労働省と農林水産省の方か

らそれぞれ10分程度、簡単に概要をご説明いたします。その後、生産から消費まで各段階

のパネリストの皆様からポジティブリスト制度に関します取組みなどをご紹介をいただい

て、大体合計で１時間ぐらいの説明を予定しております。２時半ちょっと前になるかと思

いますけれども、説明が終わりました段階で10分程度休憩をとらせていただきます。２時

40分ぐらいの開始だと思いますが、パネルディスカッションによりまして大体80分ぐらい

意見交換をさせていただく予定でございます。終了は16時、午後４時を目処としておりま

す。熱心なご意見を聞かせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

では最初に、残留農薬のポジティブリスト制度の導入について、厚生労働省食品安全部

基準審査課、長谷部課長補佐からご説明いたします。その後、農林水産省消費・安全局農

産安全管理課、東野課長補佐から続けてご説明させていただきます。

それでは、お願いいたします。

○長谷部基準審査課課長補佐 ただいまご紹介いただきました厚生労働省食品安全部基準

審査課というところにおります長谷部と申します。本日はよろしくお願いいたします。

基準審査課では、課の名前のとおり、いろいろな食品での規格基準を策定しているとこ

ろでございます。３年ほど前の法律改正で今回のポジティブリスト制度の導入が決まりま

して、その後具体的な点をいろいろなところでご検討いただいて、昨年11月29日に詳細に

つきまして告示でお示ししたところでございます。制度につきましては、先ほど司会の方

からご紹介ありましたように、リスクコミュニケーション等で何度もご説明させていただ

いておりますので、本日は簡単に概要のみ触れさせていただければと思います。

では、早速説明に入らせていただきます。

まず、ポジティブリスト制度は何かということからご説明いたします。ポジティブリス

トという言葉そのものは法律でも何の規定もなく、わかりやすく言えば制度が、ネガティ

ブからポジティブに変わったということで、こういった言葉を使っております。

したがいまして、ポジティブリストという意味も一般的に使われております使い方と同

じでございまして、ネガティブリストが原則規制がない状態で、規制するものについてリ

スト化するものであるのに対し、今回５月29日から施行されますポジティブリストは、原

則規制禁止された状態で使用を認めるものについてリスト化するものです。原則規制がな

い状態から原則規制された状態に変わったという点が以前との大きな違いでございます。
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今回の残留農薬等のポジティブリスト制度とは、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制度ということでございます。この一番

根本となる法律はもう既に平成15年５月31日に公布されてございます。

それから、先ほど申しましたように、昨年11月29日に告示という形で具体的な基準値な

どを示しております。もちろんそれまでの過程で一次案、二次案、最終案という形で３度、

案の方をお示しさせていただきまして、そのたびにパブリックコメントを行い、いただい

たご意見を参考に、また審議会で内容を検討して改良を加えていって現在の形となったも

のでございます。

食品の規格基準ですので、外国等の貿易、ご存じのとおり日本では非常に多くの食品を

輸入しておりますので、そういった関係もございまして、ＷＴＯ通報といったような手続

も踏んで、11月29日の告示に至ったということでございます。それから、11月29日から６

ヶ月後ということで施行が決まっておりまして、それが今月の29日ということになります。

こちらのスライドは、現行の制度について簡単にお示ししたものでございます。対象が

食品中の農薬、飼料添加物及び動物用医薬品ということで、これは今後も同じでございま

す。これが、数の方が変わってくるというところでございます。現在、食品中の規格が定

められているものは、250の農薬、33動物用医薬品等がございます。これらは、残留基準

を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止するものです。一方、これら以外の農薬、

動物用医薬品等はまだたくさんございますが、現状ではこれ以外のものについては規格基

準がありませんので、農薬等が残留していても原則販売禁止等の規則はありません。原則

といいますのは、明らかに健康影響があるようなものが残っていた場合にはもちろん同じ

ように販売禁止等の措置がとられましたが、規格基準として明確な数字がないので、なか

なか規制しづらい状況だということでございます。

一方、今年５月29日施行予定の一般的に言われていますポジティブリスト制度では、対

象は先ほど説明しましたように、農薬と飼料添加物及び動物用医薬品ということで従前と

同じでございます。11月29日の告示は主に３つの告示からなっておりまして、まず真ん中

が一律基準と言われているものでございます。こちらについては食品に規格基準が定めら

れていないものについて、その場合に人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣

が一定量を告示することとしており。この一定量というのが11月29日に示しております0.

01ｐｐｍという値でございます。この0.01ｐｐｍを超えて農薬等が残留していれば原則と

してその時点でその食品の販売等を禁止することが一番ベースになりまして今回加わった
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ところでございます。

これだけですと、現在適正な農薬の使用の仕方をしても0.01ｐｐｍを超える例がかなり

あり、そういったものは販売できなくなりますので、これまでと同じように基準値を策定

したところです。

先ほど283の物質については基準値があると説明いたしましたが、それはそのまま残っ

ており、そのほか使用されている農薬等がありますので、今まで基準がなかった農薬につ

いて新たに暫定基準として基準値を導入したものです。

まず、この基準値の設定の仕方については、法律的には同じ条文に基づいて設定してお

ります。それから、設定の仕方がこれまでの基準値の設定の仕方とは若干異なっておりま

して、農薬取締法の基準値ですとか国際基準を参考にして設定したという形になっており

ます。

これまでの対象物質、基準値を設定したものは283種類ありましたけれども、今回暫定

基準を導入しまして物質数が799種類にふえております。283から799ということで、これ

までも283の基準値をつくるのに何十年もかかっておりますので、同じような設定の仕方

をすると、今後何十年かかるかわからないということから、若干考え方を変えて、このよ

うな基準値の設定の仕方をしております。

同じように暫定基準値を設定したものについての扱いについては、基準値を超えて農薬

等が残留すると食品販売等を禁止するということになります。ベースとして一律基準0.01

ｐｐｍというのがありますが、これを超えていてもこちらの方の基準値が大きい場合には

そこまでの残留は認めましょうということになっております。

もちろん、基準値の設定自体国際基準等を参考にしております。その基準値を設定する

場合には毒性試験、動物実験がメインとなり、毒性試験結果を中心にして、ＡＤＩ（一日

許容摂取量）を算定して、それを国際基準等では超えないような設定の仕方をしておりま

す。

次に、もう１つの告示としまして、明らかに人の健康影響を損なう恐れのない物質とい

うのもございますので、それを0.01ｐｐｍなりこちらの規制で対象とするのは無理がある

ということで、ポジティブリスト制度の対象外としております。これは、ビタミン、ミネ

ラル等が中心です。

この大きな３本柱からなりまして、ポジティブリスト制度はなっているというところで

ございます。
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繰り返しになりますが、大きな変更点がこの0.01ｐｐｍという一律基準を導入して原則

農薬等の残留をした食品の販売等を禁止しているということです。そのほかには合理的な

理由から設定された基準値のものは認め、その基準値をオーバーしたものについては、同

じように食品衛生法上違反になりますので、それらの流通等は禁止するというものです。

これはトータルとしまして食品の安全性をより向上させるという目的で導入しておりま

す。

制度のごく簡単な説明はこのとおりですが、詳しい情報につきましては厚生労働省のホ

ームページをご覧ください。アドレスは、こちらになりますので、「分野別（食品）」の「食

品安全情報」「分野別施策」を実際に開いて見ていただきますと、ほとんどの告示ですと

か参考になるような情報を随時掲載し更新しております。それぞれの農薬等の暫定基準値、

その試験法、これまでの検討経過等も記載してございます。

あと、１つ補足として、食品衛生法で今回ポジティブリストが導入されることを受けて、

食品の安全性を守る立場で各流通、生産あるいは加工の段階で何をしたら良いのかとのご

質問を説明会の時に受けますが、原則としてはこれまでと考え方は大きく変わるものでは

ありません。生産段階での農薬の管理が重要になりますので、後で農林水産省さんから取

組みについて説明がございますけれども、衛生サイドでも生産部局と連携して食品の安全

性確保のために生産段階での農薬の管理が重要だということを説明しお願いしているとこ

ろでございます。

極端な例としまして、証明書とか検査を義務づけるという誤解もございますが、食品衛

生法上はそういったものを義務づけておりません。最も重要なのは、先ほど申しましたよ

うに、生産段階における農薬等の適正な管理ということになりますので、そういった生産

現場での取組みあるいは情報収集が重要になってくるのではないかと考えております。

以上、簡単ですけれども私の方からの説明とさせていただきます。ありがとうございま

した。

○東野農産安全管理課課長補佐 農林水産省消費・安全局農薬対策室の東野でございま

す。よろしくお願いいたします。私どもの方は、そのポジティブリスト制度の導入に当た

りまして、生産段階でどのような取組みをやっているのかについてご説明させていただき

たいと思います。10分程度ということですので少し早口になるかと思いますが、ご了承く

ださい。

これは当たり前の話ですが、農薬が何のために使われているのかということでございま
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す。農薬をもし使わないと収量の低下ですとか品質の低下が起こるということで、農薬使

用の目的は、病害虫による被害を防ぐということです。これは極端な例ですが、農薬を使

用したところと使用しなかったところとでは、こちらの写真のような違いが生じる場合も

あるということです。

農薬は農作物の安定した生産のために必要不可欠であるということを前提にして、その

農薬を使用した農産物の安全性はどのように確保されているのかということについては、

主に４つのプロセスで安全性を確保しております。１つ目は農薬の登録制度であります。

これは農林水産大臣が登録した農薬しか製造、輸入、販売、使用が認められないというこ

とです。２つ目は、日々私どもの出先機関あるいは都道府県の担当が農薬の販売店を見回

って無登録の農薬が売られていないかどうか取締りをしております。それから、登録農薬

であればどのように使ってもいいのかということではなくて、農薬の決められた使い方を

守って正しく使用していただくということです。最後は、正しく使われた農薬をチェック

することです。我々は毎年4,000農家ぐらいに立ち入り、どういう農薬をどのように使っ

たのか記録を調べております。すべての農家に立ち入るわけにはいきませんので、厚生労

働省の所管になりますが、流通している農作物を抜き取ってチェックをするということも

行っております。こういう４つのプロセスで農産物の安全性の確保をしているということ

です。

この４つのプロセスをもう少し詳しく見ていきます。最初は農薬登録制度による安全性

のチェックです。先ほど申し上げたように、農薬取締法で登録された農薬のみが製造、輸

入、販売、使用ができるということです。この登録をとるためには毒性試験、代謝試験、

環境影響試験、残留試験と言われる70数項目に及ぶ試験データが必要になります。大体１

つの農薬の登録をとるためのデータには厚さで２メーターぐらい、試験費用だけで数億円

程度が必要になるということです。

この残留試験あるいは各種の毒性試験の結果をもとに、農林水産省では使用基準をつく

ります。これは希釈倍率とか総使用回数とか収穫の何日前まで使えるか、といったもので

す。この使用基準を守って使用していれば、食品衛生法の残留基準を超えることがないと

いうことになっています。これは残留試験の結果からかなり余裕のある関係で設定をして

いますので、通常の農薬使用が行われていれば、日本中いろいろなところで使われていて

も残留基準を超えることはないことを確保しているということです。

無登録農薬の取締りが、２つ目の対策でございます。無登録農薬の取締りにつきまして
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も農林水産省本省、地方農政局あるいは農政事務所、都道府県や農薬検査所等の機関が立

入検査をして無登録農薬が出回っていないかどうかというのを日々チェックをしていると

いうことでございます。

それから、登録農薬についての正しい使用方法であります。これは平成14年に農薬取締

法が改正されて非常に厳しくなりました。すべての農薬使用者が農薬を使用する際に守る

べき基準がございます。これは農家だけではありませんので、皆様方も家庭菜園やベラン

ダのプランター等でつくっている農作物に基準を守らないで農薬を使用すると３年以下の

懲役または100万円以下の罰金になる可能性があるという非常に厳しい基準でございます。

これには５つ守っていただくべき項目があります。

１つ目は、適用作物です。日本の登録農薬制度というのはダイコンに使える農薬、キャ

ベツに使える農薬というふうに何に使える農薬なのかということを決めています。その決

められた作物以外に使うと違反になります。それから、使用時期です。これは収穫の何日

前までに使ってくださいというもので、例えば、収穫の７日前までに使わないといけない

ものを収穫の３日前に使うと違反になります。それから、使用回数です。播種から収穫ま

でにその農薬を何回使うことができるかということで、５回と決まっているものを６回も

７回も使うと違反になるということです。それから、少なくまく分にはよいのですが、使

用量、希釈倍率も決められた量以上に、あるいは決められた希釈倍率よりも濃くまくとい

うことをすると違反になるということです。

何故この５つを罰則を伴って義務づけているかというと、これらを１つでも守らないと

食品衛生法の残留基準を超えるおそれがあるからです。農薬取締法が許しても食品衛生法

が許さないということになる可能性があるということで、これだけは守ってくださいとい

うことになっています。

ポジティブリストが施行されても、これまでの残留農薬基準はポジティブリストの施行

後も変わらずに維持されますので、国内の生産者の方々にとってみれば、今の非常に厳し

くなった農薬取締法に基づく農薬使用基準、これを守ってさえいれば残留基準を超える恐

れはないというのが原則です。ですから、これまでどおりラベルをよく見て、ラベルの通

りまいてくださいと我々はまずお願いをしているということです。

その上で、１点だけ気をつけていただきたいのが、ドリフトと呼んでいる農薬の周辺の

作物への飛散です。これは例えばキャベツ用の農薬をキャベツにラベルどおりまいていた

だく分には構わないのですが、それがたまたま風に乗って隣のレタスにかかったとすると、
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レタスでの基準が必ずしもあるわけではなく、ひょっとすると一律基準である可能性があ

るので、ドリフトに注意してくださいということを言っています。

ドリフトを完全になくすということはできないですが、できるだけ少なくするというこ

とが大切です。特に収穫直前あるいは収穫中の農作物が隣に植わっているようなときには

気をつけてくださいと言っています。風向きや風速に気をつけたり、背負い式のスプレー

ヤーの場合はできるだけ農作物に近づけてまきましょう。あるいは圃場の端では外側に背

中を向けて内側を向いてまきましょう。少しずつですが、こういうことを気をつけること

によって結果は大きく違ってくるので注意しましょうと言っております。

それから、施行まであとわずかになりましたが、現在は国、都道府県、ＪＡの職員あげ

てローラー作戦を展開して農家の方々にいろいろお願いをしています。お願いしている点

は主に３点です。

１つ目は、先ほど言いましたように、使用基準を守って適正に使用しましょう。これま

でもそうだったんですが、「きっちりやってください」ということをお願いしているのが

１点目です。

もう１つは、ドリフトをできるだけ注意しましょう。先ほどの対策、それから多少ドリ

フトしても心配ないように、できれば隣の作物と共通した基準のある農薬を選んでくださ

い。そうすると、一律基準以外の基準があるわけですから、たまたま風に乗って飛んだと

しても大事にはならないだろうということです。それから、収穫直前の特に葉菜類等が隣

に植わっているときには思い切って隣の畑の収穫が終わるまで農薬散布を控えることも必

要ではないかというドリフト対策が２つ目です。

最後、３点目は、農薬の使用状況の記録です。これは自分がいつどういう農薬をどうい

う使い方をしたのかをきっちり記録に残しておきましょうということです。できたら周辺

でどういう農薬が使われたかも調べて残しておくことが望ましいです。これは先ほど厚生

労働省さんからも分析が必須な制度ではないとご説明ありましたけれども、現在、農業生

産の現場に分析しろというような要求がかなり出てきています。ただ、我々が考えていま

すのは、ごく一部を抜き取って分析しても、それで全体が安全だという証明にはなり得な

いということです。あくまでもモニタリングであって補助的なものと考えます。それより

も全体が安全だという証明は農薬の使用状況をきっちり記録しておいて、要求があればい

つでも見せられるようにしておくこと、生産の工程管理と呼んでおりますが、そこをしっ

かりやるということが安全な農作物の供給につながっていくと呼びかけているということ



- 10 -

です。今、国、都道府県、ＪＡあげてその３点を強力に指導をしているところです。

以上でございます。

○司会 ありがとうございました。

続きまして、生産から消費までの各段階の関係者の方からご説明いただきます。最初は、

京都農業協同組合の参事でいらっしゃいます久保和平様から、「ＪＡ京都におけるポジテ

ィブリスト制度の対応を含む安全・安心の取組み」ということでお話をいただきます。よ

ろしくお願いいたします。

○久保参事 ご紹介をいただきましたＪＡ京都の久保でございます。きょうは生産者サイ

ドを代表いたしまして、ＪＡ京都におけるポジティブリスト制度を含む安心・安全への対

応についてお話を申し上げたいと思っております。

まず、私どもＪＡ京都でありますけれども、昨年４月にＪＡ京都丹後と合併をいたしま

して、亀岡、京都市の京北区域から旧南丹地域、そして丹後、日本海まで非常に広い範囲

を管轄するＪＡでございます。私どものＪＡ京都の管内の農業の特徴でありますけれども、

穀倉地帯であります南丹、そしてまた大変おいしいお米がとれます丹後、このお米を中心

として、そしてまた少量多品目の野菜生産を行っているという特徴がございます。特に近

年、みず菜、壬生菜を中心といたしますブランド京野菜の生産に力を入れております。京

都府さんのご支援も受けながらハウス園芸に取り組んでいるところでございます。

私たちＪＡがＪＡグループあげて取り組んでおりますことにつきまして報告を申し上げ

たいと思いますけれども、安全・安心の取組みであります。特に、他産地とは違う安全・

安心のシステムづくりをしようということで、ＪＡグループ京都は全国の府県域で全国に

さきがけまして、お米のトレーサビリティシステムを構築をいたしました。そして、大変

多くの稲作農家に１つ１つお願いをしまして、どういう農薬を使ったんだ、いつごろに農

薬を使ったんだ、そしていつごろにどういう肥料をまいたんだということを記入いただい

て、そしてそれを公開をするという取組みをいたしております。そして、翌年の平成16年

には京野菜、野菜のトレーサビリティシステムを構築いたしまして、みず菜、壬生菜の情

報公開に踏み切ったというところでございます。17年度からは、さらに紫ずきん、賀茂な

す、堀川ごぼう、聖護院大根等々にまで広げてきているというところでございます。

そして、農家の皆さんには少なくとも出荷する野菜については、すべての栽培履歴を記

帳いただこうということで徹底を今いたしておるところでございます。

農家指導の姿勢でございますけれども、特に農薬取締法が改正されましてからは、我々
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生産者は国民の食料を生産をしている、すなわち、国民の命を預かっているんだと、そう

いう自覚を持って生産をしようということを農家の皆さんに徹底して訴えてまいりまし

た。そして、私たち農家が自信と責任を持って生産をした、そういう農産物を消費者の皆

さんに安心して食していただこう、そういう信頼の図式を築いていこうというスタンスで

我々は生産活動に励もうと営農指導活動に取り組んでおります。

それから、第三者機関によります外部検査を実施をしてもらっております。これは、Ｎ

ＰＯ法人、「京の安心ネットワーク」により検査、調査をしていただいておりまして、生

産現場に入っていただいて、農薬の管理状況でありますとか、あるいは生産の実際に行わ

れている現場をチェックしていただいたり、本当に生産履歴がきちっと書かれているかの

チェックをいただく、そういうような取組みをいたしているところでございます。

そして、さらに今回ポジティブリスト制が施行されるに当たって、私たちはどういうよ

うな取組みをしたらいいんだということにつきましての基本的な姿勢は、外国からどんど

ん農産物が入ってきている状況の中で、国民の健康を守るため残留基準のない農薬は使わ

んでおこうなど、前向きに取り組んでいくのは当然のことだと考えております。今まで農

家に対して行ってきた農薬の安全使用について、さらに新しい制度の説明を行って、そし

て徹底を行っていく、こういうことを行っております。

そのためには、まず、それをする職員、担当者教育をどうするんだということでありま

して、これは行政が行っております研修会にリーダーを参加をさせ、そしてＪＡグループ

の研修会にも参加をさせ、そして、それを踏まえて私たちＪＡ京都独自の研修会を行った

ということであります。ＪＡ京都には120人の営農指導員がおります。そして、営農関係

の職員は180人余りおるわけでありまして、まずこの180人がしっかりと農家の皆さんにこ

のことをお話できる、説明ができるようにならないといかんということで研修を重ねてま

いりました。第一段階で制度の説明、確認、そして飛散防止対策等々を勉強いたしました。

第二段階では、これから農家に農薬の選定でありますとか栽培指針、防除指針の改正をお

願いをしなきゃいかんということでありますので、それぞれの担当者が持っておる問題の

掘り起こしを行ってきたというところであります。

そしてその次に、農家の皆さんにどのように周知をしていったかということであります

けれども、私たちは２月から３月にかけてずっと集落を回らせていただいて農家の集落座

談会で説明をしてまいりました。そして、私どもが発行しております機関紙「ぱーとなあ

ー」の紙上でこのことを周知をしております。しかし、農家がこの制度を知っていただい
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ても、理解をしてもらっても、実際に農薬を使うときにそのことを実践してもらわなかっ

たら大変なことになってしまいますので、私たちは本当にこれから現場に入って、農家が

農薬を実際に使われるときの指導もしていかなければいけないということを肝に銘じてい

るところでございます。

そして、私どもがいろいろな検討を重ねる中で少し不安なところもあります。克服すべ

き課題もあります。このことはいたずらに流通不安をあおるのではなしに、このポジティ

ブリストを前向きにとらまえて、そしてしっかり守っていこうとするなら、我々はこれだ

けの問題を認識をして解決しなければならないということを前向きに考えた上での不安な

点であります。

１つ目は、いろいろ防止対策として紹介をされていることにはすべて経費がかかり、生

産費にはね返ってくるということがあります。これは、後ほどの討論の中でも申し上げた

いと思いますけれども、そういう不安がございます。

２つ目は、ＪＡがコントロールできないことがあるということであります。これは庭木

の消毒でありますとか、あるいはゴルフ場でありますとか、街路樹でありますとか、こう

いう他業者がやられる農薬散布、そしてまた最近は、昔でしたら農薬はほとんどがＪＡで

販売をしておりましたけれども、最近はいろいろなところで農薬が手に入ることから営農

指導が及ばないところがありまして、農薬の使用基準をしっかり守っていただけるのかと

いう不安があります。ガーデニングでありますとか家庭菜園、こういうところにも私たち

がコントロールできない問題が実際問題としてはあるのかなと思っております。

それから、技術的な問題も多ございます。風向きを考えて散布することは、実際問題と

して仕事のやり方でありますとか地形でありますとかいろいろなことを考えるときに、な

かなかやりにくいことがあります。そして、農業では、今このときに消毒をしなきゃその

病気が止まらないということもありまして、克服すべきことはたくさんあるということで

ございます。

そういうことを踏まえて私たち農家は一生懸命努力をする。そして、先ほども申しまし

たように、国民の命を預かっている、そういう姿勢で取り組んでいくということを今確認

をしているところでございます。

最終的に私たちはこのポジティブリストに取り組む上でお願いをしなければいかんこと

もあるわけでありまして、適用農薬の登録拡大という問題があります。これは先ほども申

しましたように、京都は多種多品目を少量生産をしておりまして、なかなか登録農薬がな
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いわけであります。いわゆるマイナー作物が多いために登録農薬がないということです。

こういう取組みを一生懸命農薬メーカーに言うわけですけれども、なかなか商業ベースに

乗らないがためにそのことにとりあってくれないということになりますと、どうしても行

政の強力な助力がいるのではないのかと考えております。

次に集落営農への支援であります。このことは作付品目をそれぞれ調整をして植えつけ

ていけば、ある程度飛散が防止できるわけでありますけれども、このことをやろうと思え

ば集落全体で話をしなければいかんということになります。ちょうど平成19年度からは新

しい経営所得安定対策という政策が実行されます。このことの受け皿としまして集落営農

が挙がっておりますので、この政策とリンクをさせながら農薬の問題に取り組んでいきた

い、そのためにはどうしても行政の支援も必要であると考えております。

最後に、先ほども少し触れられましたが、冷静な対応をお願いをしたいということです。

私たちは一生懸命やる。しかし、今、安全証明を求める動き等も出てきておりまして、過

敏な反応もあるわけであります。すべての取組みについて冷静な反応、判断をお願いをし

たいと、このように考えております。

時間が限られておりますのですべては申しませんですけれども、私たち生産現場の実情

と取組みについてご報告をさせていただきました。

ありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

続きまして、財団法人食品産業センター技術部長の塩谷茂様から、「食品中に残留する

農薬等のポジティブリスト制度」に関する留意事項についてということでお話をいただき

ます。よろしくお願いいたします。

○塩谷技術部長 今ご紹介に預かりました食品産業センターの塩谷でございます。きょう

はスライドに載せておりますように、ポジティブリスト制度に関する留意点ということに

ついてお話をしたいと思います。

まず、食品産業センターのご紹介でございますけれども、会員として団体会員、そして

企業会員、そして地方食品産業、都道府県という形で成り立っておるわけです。このポジ

ティブリスト制度についても制度が発足する上でまず円滑な導入ということで、１つは厚

生労働省から出していただきましたＱ＆Ａの作成の際に私どもの会員からご意見をいただ

いて、その要望をお伝えしてＱ＆Ａに反映されるように進めてまいりました。

いよいよ今月29日から制度が施行されるわけでありますので、次はやはり円滑な運営と
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いうことに関して私どもが関係各省のご指導を賜りまして、留意事項というものをまとめ

ましたので、それをご紹介いたします。

まず１点は、本制度はリストに記載されてあるすべての農薬について検査・分析を義務

づけるものではないということをここで強調させていただきます。下に書いてありますけ

れども、日本国内では農薬取締法に基づいて遵守・管理していれば残留基準を超えること

はなく、諸外国についても同じようなことが言えます。また、国内に流通する食品につい

ては都道府県でモニタリングが実施されますし、輸入食品に関しては厚生労働省、そして

検疫所でモニタリングが実施されます。そのモニタリングが実施された違反事例について

は随時結果が公表されます。この３つの要素から検査・分析を義務づけるということでは

ないというのが本ポジティブリストの制度の本質であります。

そのポイントとしては、先ほど農林水産省からご紹介ありましたように、この制度の施

行によって使用農薬の使用範囲が広がるということではありません。種類が多くなるとい

うことでもありません。国内においてはこれまでどおり農薬取締法等で定められた農薬し

か使用できないということでございます。この点については誤解されている方がいらっし

ゃるので、ここであえてつけ加えさせていただきます。

次は、やはり農畜水産物等の原材料の安全性を確保するよう努めるということでありま

す。どのように努めるかということでありますが、１番目としては、先ほどから申し上げ

ております国や都道府県のモニタリングの結果も踏まえて、原材料の農薬等の使用実態や

管理状況を調べて、適切に生産管理された農畜産物を調達するということが１点でありま

す。検査・分析は必要に応じて農薬の使用が適正であることをモニタリングするために行

うものであるということから、食品製造業者、そして流通業者はこのような趣旨をよく理

解して原材料や生産工程に関する適正な情報入手に努めるということで、原材料の安全性

を確保するように努めるということになります。

制度対応への実際の手順としてまとめたものが次であります。

まずはじめに、この農薬等は適正に使用が管理されていれば基準を超えることはないと

いうことは先ほどから説明があったことでございますが、第一義的にはやはり生産者が安

全性を担保するという義務はあります。しかしながら、やはり製造・加工に当たっては食

品衛生法に適合した原材料を使用するとされていることから、法令遵守に各自が努めてい

ただくということがまず基本的なものであると考えられます。

次は、原材料生産地における使用実態の情報収集ということであります。この情報収集
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をしてそれをシステマティックに活用するということがこの制度を円滑に進める上のポイ

ントだと考えられますし、その情報源としては厚生労働省や都道府県等が発表する違反事

例、主な生産流通段階での農薬等の使用実態等の情報をよく把握して、残留の可能性のあ

る農薬はどういうものがあるかということを情報収集する必要があるということが１点目

であります。

２点目としては、検査・分析に関してであります。使用農薬の実態を把握した上で、先

ほど述べましたようにいろいろな情報を十分に把握して、念のためにいわゆるモニタリン

グとして原材料等における残留状況を把握したい場合には、情報を収集した農薬と可能性

のある農薬等について検査をした方がよろしいかと思われます。

これが念のために分析したときの結果のデシジョンツリーであります。これは今日割愛

しますけれども、このような系統樹でもって判断していただければ結構だと思います。

最後になりますけれども、やはりこの制度を円滑に運営するためには相互のコミュニケ

ーションというものが必要であります。１つはやはり外部とのコミュニケーションという

ことで、卸、小売業者あるいは消費者に対しては原材料が適正に管理していること、そし

て農薬等の使用基準が従前と変わるものではないということをよく理解し、相互に理解す

るということが１つです。納入業者に対しては食品衛生法に適合した原材料であるという

ことについて、常に情報の共有化を図っていただきたいということがあり、外部コミュニ

ケーションという部分がまず１つあります。

次に、内部コミュニケーションという部分が１つのポイントになると思います。これは、

企業の場合にあることですが、本制度の趣旨を内部で周知徹底するということが１つであ

ります。あとは、工場等の製造設備と原材料、製品保管庫等の消毒実施施設との交差汚染

や、拭き取りとか洗浄というものも当然そこで検出されれば対象になりますので、製造部

門、物流部門との内部コミュニケーションをぜひ実施していただきたいということになり

ます。

各ホームページに先ほどもご紹介がありましたように、厚生労働省のポジティブリスト

制度についてのＱ＆Ａが書かれておりますし、近々農林水産省からもＱ＆Ａが出るという

ことも聞き及んでおります。この食品産業センターからの留意事項もこのホームページに

載せておりますので、これを調べて、情報の収集に努めていただきたいということであり

ます。

食品産業というものは中小企業がほとんどでございます。したがって、このポジティブ
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リスト制を周知徹底するということで意見交換等を随分実施してまいりましたけれども、

いよいよ29日からそれを実施、施行されるということでありますので、ぜひ円滑な運用と

いうことで、情報をきちっととって、それをコミュニケーションして共有化するというこ

とに努めていただければと思います。

以上であります。

○司会 ありがとうございました。

続きまして、イオン株式会社食品商品本部農産システムプロジェクトチームリーダー、

高橋博様から、「ポジティブリスト制度への取組み」ということでお話をいただきます。

よろしくお願いいたします。

○高橋農産システムＰ／Ｔチームリーダー

高橋と申します。よろしくお願い申し上げます。

私どもの取組みについてご説明を申し上げます。私どもの基本的なところの部分につき

ましては、ここに書かせていただいておるとおりでございます。こういう問題に対応しな

ければいけないというのは、やはり公の視点への対応力ということが今まで欠けておった

ということが非常に大きなところであります。今後はこの視点を抜いては、やはり商品を

扱うということについてはできないのだろうと思います。したがって、しっかりと共有化

をしていくということが必要なのではないかというふうに考えております。

１つは、ここに書かせていただいておりますように、食の安全や表示、環境や人権とい

うふうなことについて、非常にハードルが高くなってきているということでございます。

このことをしっかりと認識をしていかないと、現状と基準とに非常に差が出てくる、それ

を埋める方法がなかなかないというのが現状ではないかというふうに思います。従いまし

て、実際私どもも日常の活動をしながらこのことを痛感をしておるわけでございますが、

やはりしっかりと見つめていかなければいけないということだろうというふうに考えてお

ります。

もう１つ、ここに非常にありがたいホームページがございましたものでご紹介を申し上

げます。これは、消団連のホームページでございます。消費者の皆様方がみずから行動し

ようよということを発表なさっておるところでございます。現状、消費者の皆様方が野菜、

果物についての不信、不満というのをお持ちになっている部分は、後でもう少し述べさせ

ていただきますけれども、消費者の皆様方自身が自分自身で安全な野菜とは何なのか、あ

るいは安心な野菜とは何なのか、自分が自信を持って買えるものが何なのかということに
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ついてお伺いをしましたところ、非常にあいまいな言葉が返ってくるということでござい

ます。

したがいまして、安心して買える商品をみずから能動的に活動していただいて、そして

それを支援していただくということになれば非常に前向きになっていくのではないかとい

うものを見まして非常に感激をいたしたわけでございます。私どもとしましては、ここの

赤字で書かせていただいているようなところに今お願いをいたしておるわけでございま

す。

それともう１つは、私は野菜・果物の担当をいたしておるわけでございますけれども、

野菜・果物の需要が非常に落ちてきているということでございます。特にこの３年間とい

うのは非常に落ちてきているということでございます。そういう状況の中に、いろいろな

対策を導入をしていかなければいけないということになれば、当然コストもかかってくる

わけでございます。そのためには、やはりもう一度現状認識ということが必要なのではな

いかというふうに考えております。黒い真ん中の山は、従来の野菜・果物のボリュームで

あったわけでございます。これが急激に落ちてきているということでございます。

現在、野菜・果物の特に野菜が落ちているわけでございますけれども、１日当たりの消

費量というのは254グラムであります。これを今350グラム食べようということを言われて

いるわけでありますけれども、言葉だけが先行してきているということでございます。

ところが、今健康ブームの中で野菜の消費量が伸びているということは意識調査の中で

かなりあるにもかかわらず、ここ３年間そういう状況が続いているわけでございますので、

生産者の皆様方も含めて、流通に携わっている者も非常に厳しい状況にあるということで

ございます。本日私が一番申し上げたかったのはこのことでございます。したがいまして、

これから公の対応力を強めていくということについては、社会的責任品質の部分をしっか

りと確立をしていかなければならないということでございます。

したがいまして、先ほど申しましたように、農産物の基準化がどんどん進んできている、

そしてそのハードルが高くなってきていることをしっかりと踏まえていくということが必

要と思います。そういう意味で今一度求められておるのは農産物の基準・規格化というこ

とについてしっかりと見つめていくことです。そして、そのことを具体的に達成していく

ための科学的な手法が今求められてきています。そして、ここに書かせていただいている

ような内容でそのことが今行われてきています。さらにはそのことを検証して第三者機関

で対応していく必要があります。基本的にはこういう方向でやらなければいけないのでは
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ないかということでございます。

やはり、義務的な対応でやっておると問題が起こった後の対処療法ではついていけなく

なってきています。３年後、５年後というのは今よりも厳しくなってくるでしょう。そう

いう点からは、やはり農産物にかかわっておる参画者が一堂になってこういう視点で見直

ししていかなければいけないのではないかというふうに言っております。

したがいまして、私どもとしましては、こういう問題を解決していくためには一組織だ

けでは無理だと考えます。このため、外部のいろいろな専門家の皆様方、あるいはそうい

った皆様方と一緒になってそれを対応していきたいというふうに考えておるわけでござい

ます。

今、私どもはここに掲げさせていただいているような、皆様方のアドバイスを得ながら

１つの仕組みとして客観性を求めていきながらどうしていったらいいのかということを考

えさせていただいております。

そして、その取組みの中身でございますけれども、このような感じで見ております。取

組みの範囲というのは農場から食卓の範囲であり、各段階ごとに適正規範というのを導入

をしていこうということでございます。そして、下の部分でございますけれども、これを

情報のＩＴの仕組みで管理をしていこうというところでございます。こういう形で管理さ

れた商品を流通をすることができればということで取組みをさせていただいております。

まず、１つの柱でございますけれども、それは適正規範というのを導入をしていこうと

いうことでございます。これにつきましては、先ほど申しましたように、基準を明確にし

ていかなければいけないということでございますので、私どもとしましてはここに掲げさ

せていただいていますように、農産物に７つの基準を設定してそれをやっていこうと思っ

ております。その基準を実現をしていくために、それぞれの段階で何をしなければならな

いのかということを設定させていただいておるのが規範でございます。そして、その活動

をＩＴの仕組みで管理をしていきます。その仕組みは、規範システムから情報の管理の仕

組みまでというふうに考えて進めております。そして、そのことを機関でチェックをいた

だきます。

まず、ここでの安全基準でございますけれども、まず、案として掲げさせていただいて

いますのは、こういう視点で今考えさせていただいております。そして、２つ目としてど

のような形でそれらの情報を発信をしていくのか、発信項目はどういうことなのか、その

役割と手法を明確にしていきます。そして、少なくとも当面の課題としましては、私ども
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の店頭で、ここに掲げさせていただいているような項目を発信することができれば、お客

様には安心をしていただける１つの仕組みになってくるのではないかというふうに考えて

おります。

これは食品メーカーさんの皆様方にとっては当たり前かもしれませんけれども、私ども

のところにとっては非常に厳しい状況なのだろうと思います。表示をできるということが、

バックに流通履歴の管理がなされておるということが、お客様に認識をしていただけるん

だろうというふうに思っております。少なくともこのくらいのところの部分については、

努力をしていきたいというふうに考えております。

次に、それに基づいた適正規範というところでございます。今回、私ども、先ほどござ

いましたように、各段階ということでございまして、５つの適正規範というのをつくらせ

ていただいてそれぞれの段階でやっていただいておるところでございます。ここでは先ほ

ど申しましたが、消費のところの部分でお願いをいたしておる部分をここに掲げさせてい

ただいております。

とにかく今消費者量が落ちている。落ちていることが非常に厳しい状況である。食べて

いただくことがいろいろなことが進んでいく最大の要因だということをご理解をいただき

たいということを、直接的には申し上げておりませんけれども、そういったことをお願い

を申し上げておるわけでございます。消費者の皆様方が安全だと、あるいは安心に買える

という農産物は具体的に何なのかということを固有名詞でお願いしてください。そのよう

なことを見つけていただきたい。そして、そのことを評価をいただきたい。そうすると、

生産をした生産者は、非常に張り切ってやっていただけますというふうなことをお願いを

申し上げておるわけでございます。こういったことをそれぞれの段階でやっていただきな

がら対応してまいりたいというふうに考えております。

そして、ＩＴでございますが、当然その仕組みを各段階ごとに共有化をしていくという

ことでその仕組みというのを対応しております。

トレーサビリティでございますけれども、１つ安全の仕組みという形で、適正規範で安

全に努力をしていただく。そのことを万が一問題があったときに、スムーズに対応できる

ということで４つの方法でやらせていただいております。ここの部分については比較的う

まくいったのではないかというふうに考えております。

もう１つＩＴの仕組みで生産履歴を管理する中で非常に大事なところでございますが、

正確に生きたデータとしてデータを担保していくことです。そして、いつでも活用できる
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仕組みをお作りいただくということが最も大事なところだろうというふうに考えておりま

す。だから、データが生きておるということ、いつでも手軽に活用できるということが非

常に大事になってくると考えております。

もう１つの視点は、正確にデータが担保されるということが非常に大事になってくると

いうことです。この２点でこの仕組みについてはお願いをして活用をしていただいている

ところでございます。

そのような形で今やらせていただいていまして、それぞれの段階でやっていただいた内

容についてご紹介をさせていただいておりますので、見ていただければと思います。

比較的好意的に受け止めていただいて、生産者の皆様方のところにおいても導入をいた

だいておる部分があります。しかし、課題も一方たくさんございます。やはり難しい、あ

るいは理解ができないというふうなことがたくさんございますけれども、ここら辺を踏ま

えていきながら次のステップに入ってまいりたいというふうに考えております。

私どもも非常にありがたかったわけでございますけれども、消費者の皆様方に参画をい

ただいてやらせていただいたのですが、非常に感心が高くて、多くの意見を寄せていただ

くことができました。これからの改善する上においては貴重な意見であったというふうに

思っております。ここら辺は資料としてつけておりますので見ていただければと思います。

今回は九州の農政局の消費者モニターの皆様方、149名の皆様方にもご参画をいただい

て、実際に今回つくらせていただきました規範を実際にやっていただいて、そしてその感

想、ご意見も賜っております。ここら辺は非常に私どもにとりましては次のステップにつ

なげていくところをご指摘いただいておりますので、大変参考になりました。そういう面

でつけさせていただいておりますので、見ていただければというふうに思っております。

トレーサビリティの部分でございますけれども、卸売市場を通じてトマトの部分でやら

せていただいて、十分対応できるなというところにきました。これからはここら辺を拡大

をしていきながら確実に定着をしていけるような形で対応をしてまいりたいと考えており

ます。

以上、私どもの報告でございました。どうもありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

最後に、ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都事務局長のあざみ祥子様から、「食品に残留

する農薬等に関するポジティブリスト制度への意見」ということでお話しいただきます。

よろしくお願いいたします。
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○あざみ事務局長 コンシューマーズ京都のあざみ祥子と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

先ほどからずっとお話をしていただいている皆さんはそれが専門の方なんですけれど

も、私は食の問題について考えてはいる方だと思いますけれども、しかし、たくさんある

生活の分野の中の１つということで、少し間違って理解しているところがあるかもしれま

せん。また、わかっていないところもあるかもしれませんので、今日はそれもしっかりと

わからせていただくということも含めて、参加させていただきました。

今までずっとお話をお聞きしまして、知らなかったことが少しずつわかってきたなと思

いました。同時に、それぞれの段階のところで皆さん一生懸命頑張ってらっしゃるという

こともよくわかりました。

ところで、最初に残留農薬に対する消費者の不安は大きいというふうに書きました。食

の安全は当然のことなんですが、では食の安全に関して何が不安なんだということを調査

したものは余りありません。そこで日生協の暮らしの商品研究所調査、昨年５月のもので

すが、それをたまたま見せていただきましたので、見てください。

第１番目がＢＳＥ、これは当然だろうと思いますが、ＢＳＥに対しての不安が一番です。

その次が残留農薬ということになっています。そのあと、環境ホルモン、汚染物質、水銀

とかカドミウム、それから有害微生物ですね。この間鳥インフルエンザなどいろいろ問題

ありました。さらに、家畜用抗生物質とか食品添加物、遺伝子組換え食品などになってい

ますが、残留農薬が２番目です。非常に感心が高く、やはり不安なんだということがわか

っていただけるのではないかなと思います。

何でこんなに不安なんだということなんですけれども、情報が不足していることだと思

います。加工食品なんかの場合でしたら添加物としてこんなのが使われていますというよ

うな形で表示されているんですが、農産物の農薬の問題について何を使ったというような

ものがほとんど書かれていません。そういう情報にお目にかかることができないですね。

どのような農薬がどれだけ使われて、何でそれを使ったのというようなこともわからない

のです。それから、残留しているのがどれくらい本当はあるかということについてもわか

りません。そういう意味で情報がないということで非常に不安になっているのではないか

と私は考えております。

それから、農薬は基本的に毒であるという認識があります。農薬は毒と言い切ってしま

うと生産者の方にもちょっと気の毒な話ですが、そのような認識がございます。お手元の
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資料「農薬の歴史」というのをちょっと見てください。戦後になって急に農薬というのが

化学物質として出てまいりました。これが当初は大変劇薬でありましてその事故で人が亡

くなったり、あるいは健康被害を受けたりというようなことが随分ありました。そういう

こともありましたので、大変不安でありました。

それがいろいろな形で改善されてきまして、今では、先ほどのお話を聞いてましても適

正に使用するならばそれほど危険なものではないというところまでいっているようです

が、しかし、消費者にとってはそれがよくわかりません。消費者にどんなメリットがある

んだ、その農薬を使うことでどういうメリットが消費者にとってはあるんだということが

実はよくわからないわけです。ということは、農業の使い方というものについても十分理

解できていません。ですから、農薬の意義というものがわからないというようなことがあ

ります。

それと、３番目に、有機栽培等の取組みが広がらない、農業界全体が不透明に考えられ

るというふうに書いております。例えば特別栽培農産物というのがあるようですけれども、

農薬とか化学肥料というものの両方を慣行的な栽培方法の50％にするということでそれを

決めるんだそうです。しかし50％といったってそもそもどれぐらいどういう形で入れられ

ているのかということがわからないので、50％減っているということはどれだけ安全なの

かということもよくわかりません。それから、「無農薬無農薬と言うけれども、無農薬な

んて絶対にあり得ません」ということを生産者の方からお聞きすることがあります。そう

言いつつも、減農薬という言葉なども出てくるということはどういう認識なんだろうなと

いうことがあり、消費者にとってわかりづらい問題であります。

それから、自家用栽培と出荷するものは違うんだ、ということが今もって私たちの耳に

入ってまいります。農家の近くに住んでいる人たちの中からそんな話が出てまいります。

それが違うとも正しいとも私の方からは言えませんので、どんなものなのか一遍ちょっと

お聞きしたいなというふうにも思っているところです。

もう一度表を見ておいてください。農薬というのは江戸時代からずっと使われていたも

のではあるんですけれども、戦後食物増産のために寄与した大きな力とともに、そういう

毒性もあった、犠牲もあったということです。

それから、資料にもある通り、レイチェル・カーソンが農薬の危険性というものを指摘

したのは1962年のこの『沈黙の春』の中でですね。このときに言われたのがＤＤＴとかマ

ラソン、パラチオンなどで、これでもってバタバタと鳥だとか魚が死んでいくというその



- 23 -

状態に対して警告を発したということです。

それは農薬が出てきて、あるいは増産されるようになってからたかだか20年間ぐらいな

んですが、20年間ぐらい経ったところでその実態を見ながら彼女はこれは大変なことだ、

このまま続いていくならば、私たちにはどんな破滅の道があるかわからないじゃないかと、

もう少し考えようということで警告を発しました。

その下に食物連鎖と生物濃縮という言葉を書いてますけれども、レイチェル・カーソン

は、ＤＤＴが散布されるとそれが湖に流れ込み、プランクトンなんかに濃縮され、魚に濃

縮され、それを食べた鳥が死んでいくという事実、カリフォルニアのクリア湖の例をとり

ながら、カイツブリが死滅していく状況をもってこの食物連鎖と生物濃縮ということを訴

え、農薬の危険性を訴えました。

私たちはそういうインパクトの強い歴史と知識を農薬に関しては持っています。

したがいまして、消費者の願いというのは、本当に農薬を散布してるのか、また、どう

いうものを散布しているのかが聞きたい。そして、どういうふうに栽培しているのかわか

る、信頼できる小規模とか多品目栽培の昔ながらの農法で作られた食べ物が欲しいねとい

うような話になってまいります。

それから、旬のものですね。旬以外のときにつくるためにまかれる農薬のたぐいという

ものについてはそれでいいんだろうかと感じています。地元で新鮮なうちにいただきたい

というのも消費者の願いです。農薬のこれとこれとこれがあかんのやというだけではなく

て、私たちはもう少し生産者の皆さんとトータルにコミュニケートできる関係にありたい

と願っております。

さて、ポジティブリスト制というのが今回導入されるということになりましたが、これ

は私たち消費者団体が2000年ころから食品の安全を求める国会請願活動をしてまいりまし

た。2001年に国会で請願が採択され、2003年の食品衛生法の抜本的改正によりこのポジテ

ィブリスト制というのが導入されることになりました。したがって、そういう私たちの願

いが実ったものとして大変高く評価しているところです。すべての食品に農薬等が残留し

てはいけないということです。使うなと言っているわけではない、残留させるなというこ

とを言っているわけですが、その基準が今回0.01ｐｐｍ以下ということに決まりました。

すべての食品に残留してはならないということです。だから、大体こんな感じかなとい

うように私は書いたんですが、まず絶対に検出してはならないものがあります。それから

国際基準に合わせた基準値というもの以下でなければならないもの、それから日本の今ま
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でのもの。それなりに基準値があります。さらに、これから申請するものは十分考えて基

準値を決めてほしいと思います。その他のものは0.01ｐｐｍ以下です。こういう状況です

ので、私たちはポジティブリスト制というのを絶対に守ってほしいというふうに考えてお

ります。

ところで、先ほども話ありましたけれども、食品安全委員会のリスク評価というのがど

ういう形で今進んでいるのかがよくわかりません。インターネットなどで調べてみようと

するのですが、わかりません。日本人の私たちがよく食べているものを中心にしながらど

んどん評価をしていってほしいなと思っています。また、それをどの分野から評価してい

くのかなどをリスト化してちゃんと公開してほしいというふうに思っています。してはる

のかもしれないんですが、私の目にはなかなか見えないのです。

そして、ポジティブリスト制が導入されるということは、同時にチェック体制がきちっ

とされなければいけないと思います。先ほどからも今までと同じようにやっていれば違反

するようなことはないと言われていますけれども、私も多分そうだろうと思っています。

しかし、輸入食品もですし、国・地方自治体でのチェックも必要です。京都で、この間こ

ういう形でチェックしましたというのが、去年の分について出されました。そして来年度

というか18年度も1,450件の農産物に対してのチェックをやりますと、これはいろいろな

ほかのことも含めてなんですがありました。農薬等の違反は16年、17年に関しては京都の

検査結果はゼロだというふうにお聞きしています。お聞きしていますけれども、こういう

ことをわかりやすく公開して欲しいなと思っているところです。

この残留農薬のポジティブリスト制というのは私たち消費者が欲しくて、安全・安心の

ためにこうしてほしいと要求してやっとでき上がってきたものですから高く評価している

だけに、きちっと監視、注目していきたいというふうに思っています。

ただ、本日消費者の参加は少ないと聞いています。皆さんのこれからやってくださるこ

とに安心しているということでしょうか。

要するに、農業・水産の生産者、加工業者とか流通業者はこれをきちっと守ってほしい

というふうに思います。それから、行政はこれをチェックして指導しなければいけない、

その義務が出てきていると思います。

生産者は、先ほどもお話がありましたように、ドリフトというのか、空中を飛んでいく

ということに対してすごく気にしてらっしゃるというふうに今までも聞いてます。これは

先ほど話がありましたように、正確な記録をいかに取っておくかということが最後に対抗
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できるものであろうというふうに思います。しかし、一方で「空中散布」をもうやめたい

とか、あるいは農薬を変えていきたいというような動きが出てきているようで歓迎したい

と思っております。

加工業者の皆さんは製造過程の透明化ということや、さらに衛生管理、それから仕入れ

先の材料をどこから仕入れるか、すなわち信頼できる仕入れ先というものをいかにきちっ

と確保するかなど、さらに問われてくるだろうと思います。証明書がほしいと先ほどの話

にもありましたけれど、そういうことも含めてこれから必要になってくることかもしれな

いと思っています。だから、農家はきちっとそれを記録していかなければいけないという

ふうにも思います。

それから、流通業者のところは生産者、消費者のよい橋渡しになってほしいと思ってお

ります。よく言われる曲がったキュウリという言葉があるんですけれども、曲がったキュ

ウリは消費者は食べないよというふうに言われています。しかし、消費者はそんなこと言

った覚えはないと私たちはよく言うんです。流通業者のところがどんなものを、生産者に

生産してもらい、そしてどんなものを消費者に渡したいのか考えて欲しいと思います。適

地適作の考え方を大事にして、食べ物であることを大事にした商品流通に徹してほしい。

本当は流通業界がかぎを握るのではないかなというふうに思っているところです。

三者の皆さんにいろいろ申し上げましたけれども、では、消費者はどうすればいいでし

ょう。

本物の味を守る大切さというふうに書かせていただきました。消費者は、この農薬事情

と一方では大変苦労しながら頑張ってらっしゃる皆さんのこともよく理解をしていきたい

なというふうに思います。私、家の近くで学校の子どもたちと一緒に農体験をしています。

この農体験をやることも大事なことだなと思っています。農体験というのはお遊びだとよ

く言われるんですけれども、確かにそれで私たちは生活しようとは思っていません。しか

し、その中でこのときは農薬も使わなきゃいけないんだとか、あるいはこういうとき使わ

なくたってできるじゃないかとか、水をやらなかったら枯れるのよ、夏には草がどんどん

生えてくる、そういうことを体験することでわかるようになります。農薬事情も、農業体

験のような形で学習の機会を多く持っていかなければいけないというふうに思っていま

す。それから、園芸とか庭木の除草剤とかも安易に使ったり、家庭におけるいろいろな殺

虫剤などもむやみに使わないよう気をつけていかなければいけないと思います。

しかし何と言っても、本物の味を守ることが大切です。農薬漬けにしながら季節外のも
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のをつくるとか、自分の国で取れないものを手に入れようとすることではなくて、本当に

おいしいものは何なんだと、本当に大地と太陽と、そしてきれいな水の中から生まれてく

る農作物、あるいはそれを使った加工品などのおいしさを知り、みんなに伝えていく努力

が必要ではないかと思っております。

お勧めはエコクッキングです。私もエコクッキング教室をやり始めてから何年か経ちま

した。ところが、エコクッキングのときにダイコンと葉っぱとの間のところがおいしいと

言うと、そこに農薬がたまっているとか、ダイコンの皮を一緒に料理しようとしても、あ

の皮が問題だとかの話がありまして、大変じくじたる思いをしながらやってきました。し

かしエコクッキングは、農薬のあり方だとか、それから食物のあり方というものの学習の

機会にもなると思っておりますので、今しばらく頑張っていきたいと思います。

最後になりましたが、もう少し情報を公開していただきたいというふうに思っています。

情報公開の一番は、やはり直接に参加させてもらうということだろうと思います。農業の

場、それから農薬がどうあるべきだという審議の場への参加、そして先ほどイオンの高橋

さんがおっしゃったものをみんなが欲しいと思っているのかというその規範づくりにも消

費者を入れていくということがこれからは大切なんじゃないかというふうに思っていま

す。

以上です。ありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

ここで10分間ほど休憩を設けさせていただきたいと思います。今30分ちょっと回ったぐ

らいかと思いますので、40分過ぎぐらい、45分の前ぐらいに開始させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○司会 それでは、席の方へお戻りいただきまして再開したいと思います。よろしくお願

いいたします。

では、時間となりましたので、これからパネルディスカッションの方に移りまして意見

交換をお願いしたいと思っております。

まず、パネルディスカッション、意見交換のコーディネーター及びパネリストのご紹介

をさせていただきたいと思います。

コーディネーターでございますが、皆様からごご覧になって一番左側、順天堂大学医学

部公衆衛生学教室の堀口逸子先生でございます。
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続きまして、パネリストでございますが、先生の横になりますが、ＮＰＯ法人コンシュ

ーマーズ京都事務局長のあざみ祥子様でございます。

あざみ様の隣になりますが、京都府生活協同組合連合会の廣瀬佳代様でございます。

廣瀬様の隣になりますが、イオン株式会社食品商品本部農産システムＰ／Ｔリーダーの

高橋博様でございます。

高橋様の隣になりますが、財団法人食品産業センター技術部長の塩谷茂様でございます。

塩谷様の隣とになりますが、京都農業協同組合の参事、久保和平様でございます。

この５名の方がパネリストでございますが、行政側の方からも同じ席で必要に応じて発

言させていただこうということで、久保様の隣でございますけれども、内閣府食品安全委

員会事務局勧告広報課の大津課長補佐でございます。

大津補佐の隣になりますが、厚生労働省食品安全部監視安全課の鶏内専門官でございま

す。

鶏内専門官の隣になりますが、同じく厚生労働省食品安全部基準審査課の長谷部課長補

佐でございます。

長谷部様の隣になりますが、農林水産省消費・安全局農産安全管理課の東野課長補佐で

ございます。

以上でございます。

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

ーターの堀口先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○堀口コーディネーター よろしくお願いします。コーディネーターとして議事進行をい

たします、順天堂大学公衆衛生学教室の堀口と申します。よろしくお願いいたします。

最初に、パネルディスカッションと意見交換の進め方について少し私の方からご説明さ

せていただきたいと思います。まず、先ほどの講演を踏まえまして、パネラーの中で議論

を進めていきたいと思います。適宜フロアの方からご意見、またご質問などを承っていき

たいと思っています。

これまでもポジティブリスト制については農林水産省と厚生労働省の方でリスクコミュ

ニケーションとして今までは制度の概要説明ということで全国をお回りになったと聞いて

おります。今回のリスクコミュニケーションはその段階を踏まえて一歩前進した形で、生

産者、流通、加工業、そして消費者、それぞれの立場でお互いの今抱えている問題や取組

みなどをお互いに共有するという視点で進めさせていただきたいと思います。
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また、制度について少し補足説明など質問があれば、監督官庁の担当されているパネラ

ー方々の方からご説明をいただければと思っています。

そしてまた、フロアの方に私からご意見を求めたりする場合には、挙手をお願いしてこ

ちらからご指名させていただきたいと思います。所属先が言いづらければどういう立場で

参加されているかというような立場の表明をしていただければと思います。

それでは、早速始めさせていただきたいと思います。

先ほどご講演で、パネラーの方々には一応お話いただいたんですけれども、今日資料も

提供ありましてまだ声も全然出してらっしゃらない方が一人いらっしゃいます。生協の立

場で参加していただききましたが、講演などを踏まえまして、感想なりご意見なりいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

○廣瀬推進委員 京都府生活協同組合連合会の廣瀬と申します。生協は消費者の組織とい

う側面と、組合員へ商品供給を行っている事業者としての側面がありますが、本日は後者

の事業者としての立場ではなく、前者の消費者としての立場で発言をしていきたいと思っ

ております。

事業者としての側面からは本日は配布資料６の日本生活協同組合連合会がマスコミの方

を対象に発行しております「クローズアップＣＯ・ＯＰ」というものに簡潔に整理してお

ります。それを見ていただければと思います。生協としての取組みにお問い合わせがある

場合は、ぜひ関係する生協へお願いしたいと思っております。

それでは、本日は３つの視点から発言させていただきたいと思います。１つは、農薬な

どのポジティブリスト制の基本的評価についてです。２つ目に制度の運用について、３つ

目に消費者の不安ということについてです。

まず、このポジティブリスト制の基本的評価についてお話しさせていただきます。15年

前のことを考えますと、当時生産されている農薬は700以上ありましたが、食品衛生法に

基づく残留農薬基準が設定された農薬は26種類であり、対象となる農産物は53品目しかあ

りませんでした。人の健康保持の視点から残留に関する基準が設定された農薬はほんの少

数で、ほとんどの農薬は残留基準がなく、対象となる品目数も少ないという状況でした。

だから、基準がないのでどれだけ残留しようと食品衛生法に基づく措置はとれなかったと

いうのが実情でした。

その後、残留基準が設定される農薬の数がふえてきましたが、15年かかって基準が設定

された農薬は240余りであり、人の健康保持という視点からすれば、まだまだ不足がある
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と思います。今回、ポジティブリスト制が導入されることによって基準が設定されていな

い農薬が一定量以上残留する食品の販売を原則禁止するということになったことは、この

間の経過からいっても人の健康保持を最優先するという視点からもとても評価できること

だと思います。

また、この間、輸入冷凍野菜から残留基準をオーバーするということが相次いだことを

踏まえますと、制度の対象が農産物だけではなく、加工食品も含まれたこと、これも合わ

せて評価できると思っております。

次に、制度の運用についてです。制度ができることは評価しますが、大切なのはその実

効性がどうかということです。制度が実際に機能しなければ消費者にとっては心配があり

ます。生協とお取引のある生産者の方々からも大変であるとか不安だという声が出されて

いると聞いております。

本日既に行政やＪＡの方、メーカーの方々からどのように努力をされているのか、先ほ

どの報告にもありましたけれども、さらに皆様どのように努力をされているのかというこ

とをぜひ今日はお聞きしたいと思っております。

３つ目に消費者の不安ということです。これは先ほどあざみさんの方から不安というこ

とについて報告していただきましたので重複すると思いますけれども、例えば、京都では、

報告にもありましたけれども、お米や京ブランド野菜のトレーサビリティシステムが導入

されてインターネットで検索して見ることができ、何回農薬を散布したかということは情

報提供されているんですけれども、その先のなぜ、どのような農薬がどう使用されて、ど

う残留するのか、それが残留していてもそれが健康被害につながるものなのか、または全

く心配ないものなのかなど、そういうことを知ることはできません。そういうことは、情

報提供されていなくて知らないということから、消費者の不安ということがあるのではと

思っております。

農薬に関してはこれまでほとんどリスクコミュニケーションというものが行われてこな

かったのではと思います。今回、この制度導入に伴って私たち消費者もしっかり勉強して

いきたいと思っております。まずは以上です。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。

今のお話の中で、ＪＡ京都の取組みで、インターネットで検索ができるようになってい

るというお話があったんですが。私の方から質問させていただきたいんですけれども、久

保さん、そのインターネットで検索をする情報の内容というのはどういったもので、農薬
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に関してはどういった内容なのでしょうか。

○久保参事 今、情報公開しているのは、先ほど言われたとおり、農薬の使用回数までと

いうことで、どういう農薬を使ったかということについてはインターネット上では公開さ

れておりません。必要であれば全農の方へ連絡をいただいて、全農で対応するというとこ

ろまでのシステムしか、今はできあがっておりません。

○堀口コーディネーター 農薬名というのではなくて、使用回数がオープンになっている

ということですね。

○久保参事 その前段としては栽培履歴の記帳があって、そのことについてはきちっと管

理をしているという、そういう前提のもとに適用農薬が使用されていると。その上で開示

をさせていただいているということになります。

ただし、栽培ごよみということについては開示をさせていただいているところでござい

ます。

○堀口コーディネーター 廣瀬さんの方から、今インターネットで情報は不十分であった

んだけれども、少しずつできあがってきたというお話がありましたが。

○廣瀬推進委員 消費者のところには、そもそも農薬について知らないというのが前提に

あるかと思います。やはり、例えば食品添加物に関しては表示がありますので消費者は知

ることができます。その表示に基づいて調べることもできるんですけれども、やはり農薬

はこれまでそういう全くなじみのないものというか、食品添加物なら名前は幾つかは知っ

ているというこれまでの情報の差のようなものがあると思います。そこがやはり余りにも

大きくて、本当に知らないことから来る不安という、そういう側面があるかと思います。

○堀口コーディネーター イオンさんの方でも規範づくりをされておられますが、農薬に

ついていわゆる一般的ななぜ農薬を使うのかとか、今日の農林水産省の東野さんのスライ

ドの最初の方には農薬を使わなかったときにはこういうことが起きるから必要であるとい

うお話がありましたけれども、イオンさんの方で何かそういう農薬についての考え方はあ

るんでしょうか。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー 私どもの方では、プライベートブランドでグリーンアイという商

品を販売させていただいておるわけでございますけれども、ここの商品については生産者

の皆様方に圃場ごとに栽培履歴をとっていただいております。売り場での情報のご提供に

ついては、例えばピーマンならＡという地区の農協のピーマンであれば50人ぐらいの生産

者がいらっしゃいますから、個別には出してなくて、最大限使っていただいた農薬回数が
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上限何回以内ですとして扱わせていただいています。どのような計画を使用していただい

ているかということにつきましては、インターネット上のホームページでその農薬名を表

示させていただくという形でやらせていただいております。

○堀口コーディネーター あざみさんにお尋ねしたいんですが、消費者の方はまず回数と

か以前の、農薬がなぜ使われるのかとか、どんなものが使われるのか、その前段階のもの

がまず知らないことで不安があるというのが廣瀬さんの方からお話がありました。一方で、

回数をちゃんと守っているとか、どれだけ使っているとかという情報をきちんとイオンさ

んの方でもブランドに関して開示されておられますし、ＪＡの方でも取組みされていると

いうことです。しかしながら、例えば農薬の使用回数が３回と書いてあって、数がふえれ

ばふえるほど悪いというふうに逆に解釈してしまう人もいるわけです。

あざみさんの方にお聞きしたいのは、消費者の方でＮＰＯ法人ということで消費者に向

けた農薬とは何ぞやというふうな研修会などや、今回のポジティブリスト制度についての

勉強会とかというのはされているんでしょうか。

○あざみ事務局長 農薬については、前はやってましたけれども、最近、ここ二、三年は

やってません。やってないということで、今回のこのポジティブリスト制に絡みまして少

しやはりやらなければというふうに思ったのは、実は、どういうものが本当に使われてい

るんだろうというのがよくわからなかったことがあります。一応農薬としてこれは使って

もいいですよ、基準値はこういうふうに決めていますというのが１つずつの野菜、例えば

ホウレンソウならホウレンソウ、ミズナならミズナに関してやられているということです

が、じゃあ、どれくらいあるんだろうというふうに思いまして、この間引っ張り出してみ

ました。ホウレンソウに関しまして、東京都の健康局食品薬品部安全部食品監視課という

ところのホームページを出してみましたら、69ほどの農薬を使ってもいいよというものが

出てまいりました。本当はこんなにたくさん使ってないんだろうというふうに思うんです

けれども、その中のどれも、ドキッとするようなものも残留基準というのが出てくるわけ

です。それに対してどれだけ使ったとか残留しているとかというのは出てきていないんで

すけれども、基準値だけを見ると69ほどあると。だから、それがものすごくわからないこ

とばっかりです。

それで、みんなで考えていかなきゃいけないなというふうに今思ってますし、ぜひそう

いう意味ではきちっとした学習会を組んでいきたいなというふうに思っているところで

す。その辺の情報も行政の方できちっと出してほしいなというふうに思っています。
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○堀口コーディネーター 行政の方に出してもらいたい情報というのはどういうものでし

ょうか。

○あざみ事務局長 検査結果は出してほしいなというふうに思っています。何を調べて、

そして何が出なかったんだということ。そういう意味では、これからの農薬の検査に関し

て大変大きな機械を導入しなければならないんだそうですが、行政として、そういう手だ

てをしてあるのかというようなことも不安になってまいります。

○堀口コーディネーター 実際は検査をするのは都道府県になると思うんですが、今日こ

この演台に上ってらっしゃる方は国の方なので、フロアの方でもし都道府県の行政担当の

方で検査について何か表明なりご意見なりしてくださる方がいらっしゃらないでしょう

か。ホームページなどでそれぞれで情報開示していると思うんですけれども、もし地方自

治体の立場で何かありましたら、いい機会だと思ってご発言していただきたいのですが、

いらっしゃいませんか。

○発言者１ 大阪市の食品衛生監視員の者です。私の簡単な略歴ですけれども、ＢＳＥが

発生したときに大阪市の食肉衛生検査所の方でＢＳＥ対策の立ち上げに携わってまいりま

した。その後現在は淀川区役所の方で生活環境係長として、例えばアスベスト対策である

とか、食品のリスクコミュニケーションであるとか、食中毒の予防であるとか、それから

このごろではノロウィルス対策であるとか、そういったものについて従事しております。

そういった関係の中でぜひお伺いしたいんですが、食肉衛生検査所に行っていたときに、

今回の問題でもなっておりますが、残留有害物質の中の１つとして、抗生物質の残留につ

いて、特にブタのテトラサイクリン等についてかなり悩んだ経験がございます。我々が検

査する場合については、例えば食肉でいえばどの薬品がどの程度使われているのかという

ことは全くわかりません。その中で、まずスクリーニングを行って、その上でサーベイラ

ンスというかそういう体制にもっていかざるを得ません。それが例えば農薬について言う

ならば、非常に多くの農産物に対して何が使われているかわからない状況の中でスクリー

ニングすることを自治体に求めていくのか。大阪市では今、行政改革を進めておりますが、

非常に要員は少ないです。検査体制についても非常に不備な点というか不十分な点がある

ということは私自身強く思っております。

そういった中で、国は輸入食品のことに関して言えば、10数％のモニタリングを図って

きているといったことがある。その一方で、国内の検査体制についてはＧＬＰというもの

を導入しながらそういうものを進めていますが、各自治体にその一端を担っていただく、
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担わせようというかそういう形になっていると思うんです。しかしながら、私の率直な感

想としては、非常に財政的に厳しい中で十分な検査体制を整えていくには、今では本当に

心もとない。そういったものに対して、例えば生産者に対してその一部を負担してもらう

とか、それから国はＢＳＥの検査についても２年後に全頭検査体制について打ち切るとい

ったような方針もあるようなんですけれども、その市民との間に立っている私の立場とし

ては、そういったことに対する配慮をもう少しいただきたいというところが率直な意見で

す。

○堀口コーディネーター 行政改革も進みつつある中で、検査体制というものを確立して

いくのが今の地方自治体は非常に困難な状況にあるというお話を伺ったと思います。確か

に農薬、何が使われているかわからない、雲の中で何かをつかんでいくという中でのスク

リーニングというのは非常に難しいと思います。

イオンさんの方で会社としても検査をされたりとかすると思うんですけれども、何か検

査に対する考え方みたいなものはありますか。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー 私どもの部分につきましては、検査は野菜・果物を担当しており

ますので、食品全般ではございません。野菜・果物の範囲の中でやらせていただいておる

ことについては、先ほど申しましたように、プライベートブランドのものにつきましては

計画の段階で使用の成分を明確にしていただく。その範囲の中で基準回数を決めさせてい

ただいて、上限を前提として管理をしていただいているというふうな形でお願いをいたし

ております。

その部分につきましては、販売前に検査をさせていただくということと、販売途中での

検査というふうな形で実質的にはやらせていただいているというところでございます。た

だ、一般物の流通がほとんどでございますから、正直申し上げまして、検査のことについ

て、具体的にこのようなことをお願い申し上げたいということについては、今のところは

まだ申し上げておりません。また、逆にそういった面でのあり方について１つのルールと

して決めていただければ、我々にとっても非常に参考にはなるというふうに思っています。

○堀口コーディネーター 食品産業センターの方でも、企業の取組みというところで、自

主管理という検査、フローチャートみたいなものも先ほどありました。

塩谷さんの方で何か、検査に対する考え方みたいなものはありますでしょうか。

○塩谷技術部長 特に決まっているわけではないんですけれども、ここで検査というと、

先ほどありましたように、約800近くの農薬と、あと基準がある0.01ｐｐｍという無限大
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の話になります。私どもの食品産業としてやはり各団体で扱うものが違うわけで、例えば

小麦を扱うとかいろいろなものが違いますので、やはりある情報を集めて的確にそのもの

を中心にして、その周辺を洗い流すという方法がやはり一番効率的であるというふうに考

えます。

○堀口コーディネーター 検査ありきではなく、まずは商品というか情報をしっかりとと

いうところです。行政の方で検査をする場合にはまた違うご苦労も出てくるということが

今のところのお話しだと思います。

あといろいろな取組みがありましたが、あざみさん、何かご意見ご質問とかはあります

か。

○あざみ事務局長 皆さんが農家の人あるいは加工業者の人が本当のところどこで悩んで

らっしゃるのかというのが実はよくわからないんです。お話を聞いていますと、今までど

おりやっていれば本当に違反することはないんだというふうに言われているんですけれど

も、しかし、大変不安に思っていると業者の方からよくお聞きするんです。それで、その

辺がよくわからないです。

それから、小さな栽培面積しか持っていない京都の農家と先ほどおっしゃっていました

けれども、大きいところとではどう違ってくるのか、その辺がちょっとよくわからないん

です。

○堀口コーディネーター どういう部分で悩んでいるのかというところなんですが。食品

産業センターも全体の企業をとりまとめている団体でありますし、ＪＡさんも大きな団体

なので、もしフロアの方でどういうところで実は悩んでいるんだということを、実際に生

産者及び事業者の方で、今のあざみさんからご質問にお答えしていただける方がいらっし

ゃいましたらお願いしたいんですが。

○発言者２ 京都市内で生産者の市場で集荷のお手伝いをしている者です。

一番生産者の方が心配されていることは、恐らく農薬のドリフト、つまり隣の畑で農薬

散布されたときの飛散のことだと思うんです。皆さんのお話を伺っていると、記帳記帳と

おっしゃられますけれども、きっちり自分の農薬散布しているところを記帳したところで、

朝方隣の畑で農薬を散布されて、それが飛散してこっちの畑にかかる。そこまでは記帳で

きないわけですよね。それをそのまま出荷した場合に、流通の経路に乗って、もしサンプ

リングで検出された場合は、圃場自体の畑の廃棄ということになると思うんですけれども、

そうなってしまうとキャベツでしたらキャベツも回収しなくてはいけないと思うんです。
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検査自体に１週間ぐらいかかるとすれば、その１週間の間出荷を停止するのかというと、

出荷をそのまま続けて、もし万が一ドリフトが原因で検出された場合も回収しなければい

けない。その回収費用は結局は生産者が負担するのではないかということがあります。損

害賠償請求されたときに、記帳という行為でどこまでが損害賠償請求に対抗できるのかと

いうのがまず１点ポジティブリストの中でわからない点であります。

あとは、共選出荷です。農協さんを通して共同で出荷されている生産者もたくさん全国

にはおられると思うんですけれども、共選で出荷されたときに、その共選の中から基準を

超えるものが出た場合、どこまでを廃棄するのか。その共選全体、何十人もおられる組合

員の方々の畑全員を廃棄しなくてはいけないのか、それとも組合員個人の特定できるので

あれば組合員個人の方の畑だけ廃棄すればいいのかということがあります。

生産者さんはほとんどが家族経営で、個人で経営されておられます。損害賠償起こされ

たときは、業者がほとんど回収費用などの請求を行うと思うんです。その業者に、記帳と

いう確たる様式もなくて任意で書くようなもので、民事裁判とか起こされてそれで戦うこ

とができるのかという、根本的なところがまずわからない。怖いというのは何か漠然とし

た不安がそこに生産者にはあると思います。隣の畑にかかって、隣の畑の生産者からお前

のところが農薬をかけただろうというけんかにもなりかねません。その辺の回りの生産者

との兼ね合い、それも怖いし、風評被害というのも、その地域で一人出たらそこの地域全

体が商品として見てもらえへんのじゃないかという不安も生産者の側は持っていると思い

ます。

損害賠償のことについては行政の方にできたら答えていただきたいと思います。

○堀口コーディネーター まず、ＪＡは、まとめる立場として多分そういう話もお聞きに

なっているかと思うんですけれども、久保さんの方から何かありますでしょうか。それで、

そういうものに向けてどうやって今後取り組んでいこうというふうに考えてらっしゃるの

かお聞かせください。

○久保参事 先ほどの私の話の中でも少し触れたんですけれども、克服すべき課題という

ことで、詳しくは時間の関係で述べられなかったその中に今おっしゃっておった悩みもあ

るということです。したがって、私のところは、農家の皆さんに農薬を売るときに十分注

意をしてくださいとお話ししています。

例えば、いもち病とカメムシの消毒を共同でやる場合に、風向きを見てやってください、

地形を見てやってくださいと言われても、その判断はだれがするんだということがありま
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すし、その判断をした者が責任をどれだけ持たなければならんのかということがあります。

当然農協の職員でありますとか、あるいは普及センターの職員さんに相談をしてください

と農家に言っていますが、そのときにどういう判断基準があるのかということに対して、

その基準すらないということであります。

あるいは農家の方に防風ネットで編み目１ミリのものをずっと囲ってくださいと言う

と、今まで全然必要なかったものをつけてもらわなきゃならない。いろいろ問題点を書き

上げておりますけれども、１つ１つ克服するには少し行政のお手伝いもいるなということ

を考えておりまして、それは後ほどまたきっちりお話しをしたいなとこのように思ってお

ります。

ただ、だれがどういう形で弁償するんだ、賠償するんだ。私ども出荷した者には集荷業

者にその回収の責務があるというところまでは聞かせてもらっておりますけれども、それ

を特定をしてだれに損害賠償するのかというところも今後明らかにしていかなきゃいかん

と、そういう具体的な悩みもあるということです。

○堀口コーディネーター 今のお話をお聞きして本当に苦労だけじゃなく悩んでらっしゃ

るんだろうと思うんですが。今のお話、廣瀬さん、どのようにお感じになられましたか。

○廣瀬推進委員 やはりもちろん大変だなというのがあるんですけれども。では、この制

度が悪いのかといったらそういうことではなくて。ちょっとずれるかもしれませんけれど

も、このポジティブリスト制に関するリスクコミュニケーションなどに参加しながら感じ

ていることは、ドリフトのことばかり強調されて、そればかり心配なんだというふうに言

われている。では、本体の方はどうなのかという感じがして、ちょっと違うかなという気

がします。

それと、検査だけが安心や安全を担保するものではないということはよくわかっていま

す。信頼というものがとても大切だということもわかっているんですけれども、一方でや

はりいろいろなことが起こっているという現状を考えると、牽制関係とか緊張関係とかそ

ういうことも必要になってくると思います。

最後にもう一度申しますと、本当にドリフトだけに対策ばかり強調されることにはちょ

っと違和感を感じています。

○堀口コーディネーター あざみさんはどうですか、今の農家が本当に今一番心配してい

ることというお話に対してどうお考えですか。

○あざみ事務局長 もし本当に検出されてしまった場合、どういうふうにするのか、ある
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いはどういうふうになるんだというあたりが十分に伝わっていない。私もどういうふうに

なるのかよくわからないのですが、そこら辺が生産者の方としては非常に不安になってら

っしゃる部分があるんじゃないかなというふうに１つ思います。

それと、今、廣瀬さんが言われたみたいに、ドリフトのことばっかり確かに言われると

いうのが、私もすごく気になっているところです。それで１回出たからといって、それで

もって厳罰に処せられるというようなことにはちょっとならへんのやないのかなというふ

うに思うんです。その前にすべきこととして、先ほどもちょっとお話がありましたけれど

も、少々飛んでも、それとこれとは、農薬が飛んで行って隣の畑から隣の畑へ飛んで行っ

ても共通できるような農薬というのはないんだろうかと思います。私実際現場がよくわか

らないんですけれども、全くホウレンソウとキャベツとが全く違うものであっても、使う

農薬はそんなに変わったものばっかりじゃないんじゃないかなというふうな感じもするん

です。

その辺も含めて私わからないものですから何ともよう言いませんけれども、隣の農薬が

たまたま飛んできたというような問題に対しては記帳こそ対抗できるものではないかなと

いうふうに私は思っています。

○堀口コーディネーター では、ドリフトの対策と使ってはならない農薬が近隣の畑へと

広がったと考えられる場合の対応等についてちょっとコメントいただきたいと思います。

○東野農産安全管理課課長補佐 農薬の適用作物なんですけれども、いろいろな作物に共

通して使える農薬というのは探せば割とあるんですよ。野菜類という登録のある農薬なん

かもありますので、そういうのを選んでいただければ多少隣の野菜にかかっても大丈夫だ

ということもあります。例えば京野菜のように一うねごとに違う種類のものが植わってい

るというようなところもいろいろなテクニックがありまして、例えば葉っぱものと葉っぱ

ものの間に根ものを植えておく。そうすると、一うね飛んでも根ものの場合は地下だから

大丈夫とか、いろいろなテクニックがあります。むしろそういう一うね毎に違うようなも

のが植わっているところの方が、背負い式の動力噴霧器などで、割と対処のしようがある

んだろうなと思います。むしろ大型の機械で果樹園などでやっているところの方が、いろ

いろなことをもうちょっと心配しないといけないというような状況なのかなと思っていま

す。

それから、もうちょっとだけ言わせていただくと、共同出荷のときにどの範囲をとめる

んだというようなご質問があったかと思うんですが。食品衛生法上どこまでかというのは
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後でまた厚生労働省さんから話があると思うんですが、基本的には検査のために抽出、サ

ンプリングしてきたそのロットだけが食品衛生法の対象になるということなので、その後

どこまで止めるかというのは行政の指導が入る場合がありますが、基本的には産地で考え

ていただくということなんだろうと思います。

例えば、そのときに記帳をやはり点検するわけですね。農家の記帳を見て、だれかが勘

違いして農薬を違う使い方をしていたと、キャベツに使えない農薬を間違って使っていた

ということがあれば、そういう間違って使った農家の分は出荷に当たってはもう一度自主

検査を実施するべきでしょうし、そうじゃないと、ちゃんと使っていたという人の分はち

ゃんと説明をして堂々と売ればいいんだろうと思うんです。そこはこれまで産地が自主的

に産地全体を廃棄したりしていたこともあるんですが、今後はそういうこともよくよく考

えていかないといけないと思います。無登録の農薬が見つかったとかということではなく

て、ちゃんと安全性が確認されている農薬がたまたま基準値を超えたものが見つかったと

いうことですから、そこは産地全体を廃棄するというようなことから考えを改めていく必

要があるでしょう。

その原因がドリフトである場合には、ドリフトを起こした圃場を特定できるかどうかわ

かりませんが、その作物はわかると思うので、その作物に近いところに植わっていたもの

は自主的に分析をしてから出荷をする。だけれども、離れている圃場のところまでは止め

る必要ないんだろうと思います。その辺の見きわめというのは産地で考えるべきことでし

ょうけれども、相談していただければ、農政部局、衛生部局、国も一緒になって考えて、

「じゃあ、ここまでは大丈夫じゃないですか、ここの範囲は出荷に当たっては念のために

分析してから出してくださいよ」ということは指導はさせていただきたいと思っています。

それから、損害賠償の話ありましたけれども、基本的に損害賠償の話はちょっと国の農

薬取締法とか食品衛生法の話ではないので、裁判で決まる話ということになると思います。

たしかに回収、出荷停止になると費用の話が出てくるのは事実です。今、農家を対象にし

て全農と民間の保険会社がそういう場合の保険制度をつくっていますので、ＪＡ単位で入

るかと思うんですが、そういうのもご利用いただければと思います。

きょうは食品産業センターの方もお越しですけれども、食品産業センターが民間の保険

会社と組んだ保険なんかもあるので費用の関係はそういうことでも対処できるのではない

かと思います。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。
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では、厚生労働省の方から。

○長谷部基準審査課課長補佐 お話の中で畑全体廃棄というのが何度か出てこられたと思

いますが、検査というのはモニタリングといいますか一般的に流通の段階であるものを抽

出して検査するものですので、その取ったものと同一と認められるようなもの、例えば同

じ日に同じ生産者の同じ圃場から出されたもので、そこからある程度取って検出をしたと

いう場合には、その同一と思われるものを出荷停止、流通停止というような形になるもの

と考えております。

共同出荷の場合にも農政部局さんの方と連携をして、そういう特定の農家がわかるので

あればそこに対して指導等に行って、その畑全体ということではなくて、生産物あるいは

農薬にもよるとは思うんですけれども、減衰していくということは一般的なことですので、

そのあたりを踏まえて出荷されるものだというふうに思われます。

あと、民事の損害賠償の件については東野補佐と同じでございます。

あと、風評被害につきましては先ほどから何度も出ていますように、記帳をしっかりし

ていただいて。先ほど特定の農家がわかると、あるいは風評被害というのは要は特定され

ていないというところが大きな問題になるということもありますので、そのあたりはちゃ

んと調べて風評被害が起こらないような形で公表されるべきものというふうに思っており

ます。

○久保参事 先ほどのドリフトについて、そればっかり話がいくのはどうかなという話が

ありました。少し述べておきたいと思うんですけれども、私どもはずっと農薬の使用につ

いては農薬取締法に応じてそれを守ってきっちり適用作物にやるということについては学

習ができておりますし、実践もできております。したがって、それに違反した場合には大

変なことになるよということも自覚して生産活動に励んでいるわけです。今度の制度がで

きて「飛散をしてくるものに対して」という新しい学習をしておらないことが実際問題と

して起きてくるわけで、このことについてはかなり神経質にもなっておりますし、いらん

心配もしていかなきゃいかんということであります。ドリフトについての対策というのは

どこまでやったら良いのかということを、本当に今真剣に考えているということでありま

す。それには先ほども言ったように、粉剤を粒剤に変えたら10アール当たり500円から1,0

00円コストが上がる。あるいは編み目の防風ネットを一反設置しましたら５万、６万かか

ると、そんなことまでやりながらコストも計算をしながら、どういう防ぐ手だてがあるの

か。あるいは加害者にもなるし被害者にもなるということの怖さも知っておかないとこの
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対応はできないということになりますので、その辺について一生懸命今やっているという

ところであります。

○堀口コーディネーター 今学習中という、非常に前向きなご意見でした。

先ほどもう一人フロアから手が上がっていたと思います。

○発言者３ 食品製造業に勤めております。私は何回かこういう席に話を聞かせていただ

いたりしております。日々の業務で今困っていることというのが、保証書についてです。

食品を取り扱っている皆さんですと100％安全というものはないというのは多分皆さんご

存じだとは思うんですけれども、どうしても取引先から保証書を出せと言われることがあ

ります。今回であれば農薬のポジティブリストに適合を確認していますとかそういった形

であれば出すことができるかとは思うんですけれども、その保証が金銭の補償であったり

とか人偏と言偏の「ホショウ」であったりとかいろいろなのがありますが、そういったも

のを出せと言われることが多々あります。

当然、私どもも食品製造業なので、こういうことを言われているのでこれを求める、そ

ういったことがどんどん進んでいくと思うんですけれども、海外のものについてはこうい

う場所で話し合われることもありません。特に海外産への考え方が違うというのもありま

す。海外産にはそういった保証ができるものじゃないですが、理屈は出来ない思うんです

けれども、そういったものがどんどんお客さんの方から保証と言われる、こういったとこ

ろに対応することが今一番困っていることです。

あと、今日のお話でいくつか質問事項があるんですけれども、やはり分析には費用がか

かりますし、弊社でも自社で分析しようと1,000万ぐらいする機械を買ったりとかするん

ですけれども、分析費用はどこが持つのかという点が気がかりです。例えばＪＡさんでし

たら第三者機関での調査や検査をされるという話があったと思うんですけれども、それは

実際問題としてどちらが費用負担されているのか、折半なのか、売値に乗せていくことが

できるものなのか、そういったことを生産の立場、あとスーパーとか消費者と対応すると

いうことでイオンさん、消費者としての立場から生協さんとかコンシューマーズ様、その

あたりの意見をお聞きしたいと思っております。

○堀口コーディネーター 保証書を求められて非常に困っているというお話ですが、まず、

食品産業センターの塩谷さん、やはり同じような状況というのはあるんでしょうか。

○塩谷技術部長 はい、二、三そういうようなことがあるというふうにお聞きしておりま

すけれど、先ほどから述べておるように、これは義務ということではございません。ただ、
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そうはいってもいわゆる商売上いろいろなことがありますので、むげにはできません。た

だ、それはすべての検査書を求めるということではなくて、先ほどから言っているように、

いわゆる情報を整理して合理的な根拠でもってそれを保証するということで、数値で保証

するというのは多分不可能だというふうに思います。

○堀口コーディネーター 先ほどそれぞれのご質問に対してのお返事をということですの

で、まずＪＡの方からお願いいたします。

○久保参事 検査費用につきましては、行政の検査については行政でお願いをしていると

認識をしております。私どもが行うものについてはＪＡが負担しております。

○堀口コーディネーター それでは、イオンさんの方から。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー プライベートブランドの部分につきましては当社の方で負担をさ

せていただいておりまして、これは販売者ということよりも生産でございますので作ると

いうことについての責任と、流通ということで合わせて私どもの方で負担をさせていただ

いています。ただ、一般的な部分につきましては先ほども申しましたように、だれもが納

得できる安全ということについてどのように予防措置をとって対応していくのかというこ

とが今求められているのだろうというふうに思っているわけでございます。

したがいまして、私どもとしては先ほど申しましたように、安全基準をお互いに取引き

するものについては明確にして、そのことを実現していくためにそれぞれの段階でやれる

ことを明確にしていく、それが適正規範であるというふうに考えているわけでございます。

そして、トレーサビリティというのは、先ほどもございましたように、事故がないとい

うことではないわけでございますので、事故があるという前提の中でどのような形で対応

していくのかということなんだろうと思います。

そして、その商品の生産の管理の状況のあり方、難しいものもそうでないものもあると

いった場合の部分については、トレーサビリティで管理する生産ロットと流通ロットのひ

もづけをどのような形で関連づけるか、そこで十分対応できるんだろうというふうに思っ

ているわけでございます。そして、そのことの機能を第三者機関が担っていますが、その

ときの負担をどうすべきなのかということについては今のところ正直いい案がないという

のが実態でございます。これからの中でそういったところをカバーしていくということが

非常に大事になってくるはではないかと思います。

ようは、今、日本で基本的にどのような形で安全に関して、農産物の生産、流通が管理

されているのか、こういったモデルがしっかりと定着をするということが今求められてく
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る。そういう意味で私どもとしては一般のものについては対応させていただいているとい

うのが現状でございます。

○堀口コーディネーター それでは、廣瀬さん、どうでしょうか。

○廣瀬推進委員 消費者としては何も言えないのではないでしょうか。税金であるとか商

品への価格転嫁であるとか、結局は間接負担ということになっていると思います。そこで

どこの部分で安全にお金を払っているのかというのは見えないと思いますので、消費者の

側からどこが負担ということは言えないと思います。

○堀口コーディネーター あざみさん、お願いします。

○あざみ事務局長 よく安全な食品をとか言いますと、本当に安全であるならば、例えば

除草剤なんかまかないためにはやはり手で取らなきゃいけないんだから随分コストがかか

りますよ、その費用はちゃんと持ってくれますかというような話がよくあるんです。消費

者の方もやはり適正な価格で買うことについては当然なんですけれども、しかし、高くて

もいいですかというふうに言われたら、自分たちの家計から言えばそう簡単にそうですそ

うですとも言い切れない部分が当然あります。だから、その辺は価格であるとかそういう

ことも含めたリスクとの戦い、お互いの戦いなんだろうというふうに思っているんです。

本当に大変かもしれないんですけれども、私はやはりこういう機会に、いい機会ですか

ら、本当にどうすればちゃんとした第三者機関みたいなものをつくって、本当にどうすれ

ば消費者の信頼が得られるんだろうか、そして自分たちもそれなりにきちっと生産ができ

るんだろうか、そういうことを研究するというような機会にもしてほしいなというふうに

思っています。それから、保証書がとれない、お互いに顔を見ている関係でしたら別に保

証書までとらなくても安心できるのかもしれないんですけれども、輸入されてくるお野菜

なんかをどういうふうにするかというような問題のときにはどうしても保証書の１つも欲

しくなるかもしれないんです。しかし、そういう信頼できる取引先がなかったときには、

この機会ですから国産の地元の人たちのところの食材を使って加工しようよとかいうよう

な形で、いろいろな意味でいい機会としてとらえてほしいなというふうに私は思っており

ます。

○堀口コーディネーター それぞれの人からご発言、検査がすべてではなく、それで安全

性が確保されるものでもないので、またどういうふうに安全を確保するかというそのモデ

ルの構築が必要だというお話で規範づくりなどにもイオンさんの方では取り組んでおられ

るということでした。
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○発言者４ きょうは貴重なお話を、大変役に立ちましたので、ありがとうございました。

私は食品加工業なんですけれども、農産物と農産物の乾燥したものとかを原料として使っ

ておりまして、それらを買っているところに使っている農薬の種類とか使用履歴を提出し

てくださいというふうに言っているんですけれども、なかなか返ってこないところがあり

ます。そういう問屋とか商社とかと取引しないというのが一番なのかもしれないんですけ

れども、そういうわけにいかない場合はどのように圧力をかけて使用履歴を提出させれば

いいのかなというのをお聞きしたいんですけれども。特にイオンさんはどのようにされて

いますか。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー 答えにくい内容でございますけれども。お願いは、特に輸入商品

なんかについてのご指摘のようなことがあるんだろうというふうに思います。

○発言者４ いえ、輸入食品ではなく、輸入食品の場合はまたちょっと別に考えています。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー 先ほど申しましたように、輸入食品の部分については私どもにつ

いては原則としてご使用いただいた部分については情報としていただきたいということを

お願いを申し上げております。国内の部分につきましては、どのような農薬を使ったのか、

あるいはどのような資材を使ったのかということが高い安全管理ということなんだろうと

思いますが、そこまでは要求はいたしておりません。先ほど言いましたように、規範でお

願いをしていくということで今進めております。

○発言者４ そういう使用履歴を提出させたりとかはしていないということですか。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー 国産のプライベートブランド以外の部分についてはすべての商品

について生産履歴のあるものしか販売をしないということは申し上げておりませんし、そ

のようなことを現状ではお願いはいたしておりません。

○発言者４ それと、先ほど自社でも分析されているというふうなお話があったんですけ

れども、農薬の分析ってすごい大変なんですけれども、残留農薬の一斉分析のシステムの

構築というのはどのくらいかかりましたでしょうか。ちょっと参考のためにお聞きしたい

んですけれども。

○高橋Ｐ／Ｔリーダー それは私ども、先ほども申しましたが、私は野菜・果物の担当で

ございまして、私どもの方の組織的には品質管理センターというのがございますので、そ

こら辺でお答えをさせていただくということもできますので、後で具体的に申し上げます

ので、来ていただければというふうに思います。ここではちょっと私のところでは答えが
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できませんので。

○発言者４ ありがとうございました。

○堀口コーディネーター ＪＡさんは履歴をしっかり追うということで指導もしておられ

るようですが、問屋さんが入ったところでは履歴が出てこないというお話があったと思い

ます。

問屋さんというかＪＡさんを通してみれば多分そういう履歴の追跡も可能というふうに

考えてよろしいのですか。

○久保参事 ＪＡ京都では、生産出荷をされる農家の皆さんにはそのことをしっかりやっ

てくださいよということまでは言っています。ただし、今まで言ったように、開示をして

いるものは京都のブランド京野菜に限っているというところでございます。

○堀口コーディネーター そのほか、フロアから手が上がっているようです。

○発言者５ 農産物の生産とその加工と流通をやっています。厚生労働省の方と農林水産

省の方にお願いがあるんですけれども。せめて、証明書というのは当然出せると思います

し、また生産履歴のないものを流通というのはまずおかしなぐらいなので、その生産履歴

をとれないものは流通させてはならないと、私はこれには大賛成です。生産履歴イコール

証明書というふうに私は理解していますが、それと保証書とは全然意味の違うものである

と思います。

それと、あとモニタリングの頻度ですね。例えば生産者でしたら加工メーカーさんから

請求される。加工メーカーさんでしたら量販さんから提出を求められる、そういって皆さ

んが自分のところのいわゆる会社の安全を担保するためにそれを請求するのであって、そ

の部分については行政の方で指導ができないのかなと思います。証明書の提出は求めても

いいと思うんですけれども、保証書の提出は求めてはならないとかいう指導はできないの

でしょうか。または、過度のモニタリングの要求、これについてもある程度規制してもら

わないと、余りにもあいまいな表示で、検査は義務づけたものではないというところにと

どまってますでしょう。ということは、際限なく求められる可能性もあります。

それと、先ほどからドリフトについて何でそこまで気にするんだというふうにおっしゃ

いますが、少なからず今日ここに参加している人たちは、今回のこの制度について真摯に

取り組もうとして集まっているはずなんです。ですから、当然法令順守の中で農産物をつ

くっていきます、加工品をつくっていきます。それでもどうしてもイオンさんが言われる

適正農業規範を実践していても本当に被害者にならないかといったら100％ないと思うん
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です。そのときに本来被害者であるべき生産者、これは法的弱者です。この保護、救済が

全くここに盛り込まれてないんです。もう怖くて野菜もつくれないし、加工品もつくれな

いし。その部分について行政指導である程度救済と、また各流通段階への行政指導ができ

ないかなというふうなのを切に願います。

以上です。

○堀口コーディネーター 生産者の立場でどうですか。感想をお願いします。

○廣瀬推進委員 そうですけれどもね、何と言いましょうか。ただ、一生懸命やっていま

すというのはわかります、信頼していただけるように頑張ってますというのもわかります

が、先ほど少し言いましたけれども、いろいろなことが起こっている、消費者を裏切るこ

とが起こっているという現状で、そういう現状に網をかけるということによって得られる

安心・安全もあるので、もう消費者は黙ってなさいという話にはならないと思います。信

頼と牽制の関係というのは必要だと思っているので、それはコミュニケーションしながら

つくっていくものです。イオンさんが規範というふうに言われましたけれども、そういう

規範をつくって、法律でできているものもありますが、それを越えたようなものもですね、

消費者と生産者、両者が安心できるもの、そういうものもつくる可能性ってあるんではな

いかなと思っています。

○堀口コーディネーター あざみさん、どうですか。

○あざみ事務局長 やはりこの機会に、といいますのは、さっきからＪＡさんの方でお聞

きしましても本当に生産履歴そのものを出せるところがすべてではないという話になって

おりますので、本当にできないんだと、なかなか現状は今までもできてきていないんだと

いうふうに思うんですね。だけれども、これからはそれではあかんよということで、やは

り努力をやっていかなければいけないんだろうと思います。だから、やはり真摯に取り組

んでいくということが必要なんだろうと思うんです。

フォーマットみたいなのがないというふうにおっしゃっていましたので、やはりそれは

業界の方できちんとつくりながらそれに合わせて行っていくべきだと思います。少なくと

もこことこことここだけはクリアしたらそれなりにちゃんと胸を張れるんだというものを

みんなでつくっていってほしいなと思うんです。

そういうものを規範とおっしゃっているんだろうというふうに思うんですけれども、や

はりそこに消費者の目というものも一緒に入れていただいたらうれしいなというふうに思

います。私たちとしては、これをつくるためにはこれが必要ですよと言われてもわからな
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いわけですし、そういう意味では最初からやはり食べる側の者とつくる側の者とのコミュ

ニケーションをどこまで上手にやっていくかということがますます問われるようになって

くるのではないかなというふうに思います。

○堀口コーディネーター 塩谷さんが今回の制度はコミュニケーションが大事だというよ

うなお話をされておられましたけれども。塩谷さん、どうでしょうか。

○塩谷技術部長 この制度を施行するに当たって、行政の方もＱ＆Ａというものをつくっ

て皆さんに知らしめている。当センターもこういうようなＱ＆Ａが出てきたときに行政の

方に来ていただいて、そこでこの文言に書いてある意味というものはどういうことを意味

するんだろうかということの内容を意見交換する場を設けておるんです。その中には、今

の質問や不安に関しても、解釈というものを披瀝していただいている部分もあるので、川

下、川上ということもありますけれども、自分達がそういうような認識をするという意見

交換の場というものを積極的にとらまえて、その中でコミュニケーションをする。そこの

中はやはり行政ともコミュニケーションするし、それと同じような業界の中でもコミュニ

ケーションをして、ある程度の、規範という言葉がよく出ていましたけれども、それは言

葉で書く規範もあるし、ちょっと抽象的になりますけれども、心で決める規範という部分

もあるので、そこの部分がまず共通認識を持つということが必要だと思います。

いよいよ29日から新しい制度が始まるわけなんですけれども、試験の前のようにどうし

ても不安でありますので、こういう場をよく活用していただいてコミュニケーションを図

るということが大切だと思います。ただ、コミュニケーションをどういうふうに図るかと

いうのは答えはないと思うので、これからも施行された後も、どんどんこういうコミュニ

ケーションを図るということが重要かと思います。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。

残りがあと５分ほどになりました。あざみさんの発表の中で食品安全委員会が農薬の評

価をするというお話がありましたが、食品安全委員会の方からリスク評価について少しお

話をいただけるとお聞きしているので、お願いしたいと思います。

○大津勧告広報課課長補佐 それでは、最後に一言、食品安全委員会から発言させていた

だきます。

先ほどコンシューマーズ京都のあざみさんの方からも、食品安全委員会が行っているリ

スク評価の姿といいましょうか、動きがよく見えないというお話がございました。食品安

全委員会は平成15年７月に発足いたしまして間もなく３年を迎えようとしております。実
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はこの農薬等のリスク評価の作業というのは、私自身も食品安全委員会にきまして始めて

知りましたけれども、大変な時間と労力を要する作業でございます。１つの農薬等のリス

ク評価、私どもの食品安全委員会がリスク評価するというのはいわゆるＡＤＩ１日摂取許

容量の値を定めるというのが役割であります。このＡＤＩを設定する作業は、例えば使用

するバックデータになる資料がファイリングして並べますと、１つの農薬で多分この机１

つ、場合によるとその上にさらにまた２段重ねぐらいになってしまうほどのデータを使い

ながら作業をするということになりまして、非常に時間と労力を要します。

それで、今回のポジティブリストでは全部で799の剤がリストアップされており、既に

終っておりますものを除き残り758について評価を行うことになりますが、今お話しした

ような手間ひまをかけてやって758をやるとなると、これはもう当然私たちの孫、曾孫の

代ぐらいまで時間がかかってしまうのではないかとの心配もあります。ただ、そうは言っ

てもおられないわけでして、少なくとも私ども食品安全委員会は全力を挙げてこの作業に

取り組まなければいけませんが、ことポジティブリストだけやっているわけではなくて、

先ほどちょっと話が出たＢＳＥですとかさまざまな問題を私どもも抱えております。とは

いえ、全力でやらせていただくわけです。

今日、皆様のお手元にお配りしております資料の一番最後のアンケート用紙の１つ前に

「残留農薬等のポジティブリスト制度導入における食品安全委員会の役割」というパワー

ポイントの写しを配らせていただきました。実は、今回私どもそのリスク評価を始めてい

くに当たって、どういう体制で進めるのかということについてのいわゆる評価の進め方、

考え方をお示しいたしております。これは定例の委員会が必ず木曜日に開かれまして、ま

さに本日、その委員会で決定されたかと思います。その内容に基づきまして、皆様方にい

わゆる意見、情報の募集、いわゆるパブリックコメントというのを付させていただきたい

と思っております。きょうから６月９日、金曜日までの30日間ということでございます。

実はきょうその資料を本当は皆様方にお配りしたいんですが、間に合いませんでしたので、

このパワーポイントの写しでお許しいただきたいと思います。

ここの中の例えば３ページの下のポジティブリスト制度導入時の農薬等の審議手順、そ

れから４ページ目上の審議フロー、それから５ページ目の上段下段両方、あるいは６ペー

ジ目の上の優先物質、優先物質以外の剤の評価方法といった、こういったフローチャート

的な図式化したものもございますけれども、こういうものも参考資料という形で添付しな

がらパブリックコメントに付させていただきました。
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本日の夕刻、私どもの方のホームページの中でこれを掲載させていただきますし、それ

から一部報道機関にもプレスリリースをいたしましたので、報道の方でうまく発表してい

ただければと思うんですが、ぜひインターネット身近にお使いいただける方いらっしゃい

ましたら、私どもの方の食品安全委員会のホームページを通してぜひこれをごらんいただ

いて、一人でも多くの皆様方からご意見をちょうだいできれば幸いに思っております。

食品安全委員会の下にこれを担当する専門調査会というのを設けております。その専門調

査会の人数も倍増いたしておりまして、フル回転で審査に当たっていただくということを

考えております。とはいうものの、評価依頼が厚生労働省からまいりましてから１日や２

日でできるというものでもございません。この程度でいいかということでＡＤＩを設置し

ては大変なことになるわけですから、現在入手できるすべての科学的知見をもとにしなが

ら、あるいは動物実験とかその他さまざまな実験データをすべて使って残留基準の基本に

なりますＡＤＩを設置するという作業に慎重に取り組んでまいりたいと思います。

その最初の取組みの柱になるのが先ほどご説明していますこの評価の手順ということに

なりますから、ぜひホームページ等をごらんいただいて、皆様方のまた専門のお立場から

のお考えなりご意見をぜひお寄せいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○堀口コーディネーター 時間も４時になりました。まだまだいろいろお尋ねしたいこと

があろうかと思いますが、本日の議論はこれにて終了させていただきたいと思います。き

ょうのご発言が皆様方の今後の取組みの参考になればと思います。

きょうはどうもありがとうございました。（拍手）

○司会 どうもありがとうございました。

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を終了させていただきます。

本日は長時間にわたりありがとうございました。また、貴重な意見をいただきまして、

御礼申し上げます。

出入口におきましてアンケートの回収を行っております。今後のリスクコミュニケーシ

ョンの中で参考とさせていただきまして生かしていきたいと思っておりますので、ご協力

の方よろしくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。


