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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１５日（月）

会場：米子コンベンションセンター

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

○ 「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導入に関するこれまでの働きかけと今後について

○ 食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制度の導入に際して

○ ＪＡ鳥取中央の取り組み状況

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 ただいまから 「食品に関するリスクコミュニケーション」を開催したいと思い、

ます。

まだ、今お見えになった方もいらっしゃいますが、まだ前の方に少し席があいておりま

すので、そちらの方にお座りいただきまして開始をしたいと思います。

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。

まず、ポジティブリスト制度についてですが、この制度につきましては、昨年度から全

国各地でリスクコミュニケーションとして意見交換会を何度か開催させてきていただいて

おります。

昨年度実施分と本日の意見交換会との違いについては、本日は消費からフードチェーン

までの各段階の皆様から取り組み等をご紹介いただきまして、後半、パネリストの方々か

ら今の課題なり問題なり、その他いろいろなご経験についてご紹介なりご質問いただきな

がら、皆様にポジティブリスト制度に対する理解を深めていただくということを目的とし

て実施するものでございます。いろいろなお立場から、会場からもご意見を伺いながら進

めるというような行程になるかと思いますので、ご参加の方、よろしくお願いしたいと思

います。

それでは、資料の方の確認をさせていただきたいと思います。封筒の中に資料が入って

おりまして、議事次第という形で１枚紙が一番上に入っているかと思います。こちらの方

で配付資料が資料ナンバー１から７までそれぞれ入れてございます。そのほか、参考資料

として２点 「食品に残留する農薬等に関する新しい制度について」というものと、あと、

「 」 、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 というもので

参考資料が２点です。こちらの方、資料が抜けていらっしゃるような方がいらっしゃいま

したら、お手を挙げていただければ資料を交換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。資料の方、大丈夫でございますでしょうか。

それでは、本日の議事の運営についてご説明したいと思います。

まず最初に、厚生労働省と農林水産省の方から制度の概要についてご説明させていただ

きました後、パネリストの皆様からそれぞれ10分から15分ぐらいをめどに生産者のお立場

や消費者のお立場、またその他、製造としてのお立場等のそれぞれの立場から取り組みの

状況なりご感想なりいろいろなご意見をご紹介いただくということでございます。それが

大体１時半程度、大体２時20分ぐらいまでこういったご紹介ということでございまして、



- 3 -

休憩を10分から15分程度とらせていただきまして、２時40分ぐらいをめどにパネリストの

皆様の意見交換会を開始していただきまして、16時、午後４時をめどに終了させていただ

くということで考えております。本日はこういった形でやらせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それでは 「残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について」ということで、厚生、

労働省食品安全部基準審査課の長谷部課長補佐、農林水産省消費・安全局農産安全管理課

の横田農薬対策室長から続けてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

○長谷部基準審査課長補佐 ただいまご紹介いただきました厚生労働省医薬食品局食品安

全部基準審査課の長谷部と申します。よろしくお願いいたします。

今月になりますけれども、29日、ポジティブリスト制度施行ということで、これまでも

リスクコミュニケーションということで制度については何度かお話しさせていただいてき

たところで、全国を回ってそのような機会を持っておりますが、今回、施行が近づきまし

たので、制度の方は最初にごく簡単にご説明させていただければというふうに思います。

食品安全部の基準審査課というところは、課の名前のとおり、食品に対してのいろいろ

な規格基準を設定しているところでございます。今回、ポジティブリスト制度ということ

でこれまでの基準と考え方も若干違っておりますし、非常に大きな数の基準値を設定した

ということで３年ほど前に法律の方を改正しまして、その後、詳しい基準値については昨

年の11月29日に告示で示させていただいたところです。

早速ですが、制度の方を簡単にご説明いたします。

ポジティブリスト制度と一般的に言われておりますが、このポジティブリストという言

葉自体はこの法律やそのほかの法令等でも全く規定していない言葉で、一般的に使われて

いる言葉でございます。これまでの制度がネガティブと、それに対してポジティブという

ことでこのような表現が一言で言うならばわかりやすいということで使わせていただいて

いるところでございます。

これまでの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

いてリストアップするものだということで、今度、５月29日施行のものについては原則規

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と、こちらが例外とい

う扱いになります。

残留農薬等のポジティブリスト制度とはということで、一言で言うと基準が設定されて
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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、

ちょっとタイミングがよかったんで持ってきましたが、今朝のこれは読売新聞の例でござ

いますが、同じような、ちょっと遠くて見えないんですけれども、こういったところで政

府広報ということで現在、情報提供というか周知させていただいているところでございま

す。周知そのものは、３年ほど前、法律改正されまして、その後も一次案、二次案、三次

案ということで３案つくりまして、そのたびごとにパブリック・コメントをとって皆さん

のご意見、国民のご意見を聞いてきたところです。そのたびにそのご意見を参考にしまし

て、厚生労働省の審議会等で審議しまして、より良いものに改正してきたところでござい

ます。今回、最終版の方が11月29日に告示ということで、施行がその６カ月後、５月29日

ということで迫ってきております。

どういうふうに変わったかというところでございますが、まず現行の規制というところ

で、５月29日以前の制度についてご説明させていただきます。食品中に残留する物質とい

うことで対象は農薬、飼料添加物及び動物医薬品ということで、対象自体、種類について

は変わりはございません。

ただ、これまで基準が設定されているのは250の農薬と33動物医薬品等ということで、2

83の農薬等について基準値を設定しています。この基準値を設定したものについては、そ

れを超えて農薬等が残留した場合には、食品の販売等を禁止する制度となっております。

では、これ以外の農薬についてはどうか。実際、世界で使われている農薬というのは約70

0ぐらいあると言われておりますので、これ以外にもたくさんある。それについては、農

薬等が残留していても原則販売禁止等の規制はないという状態でございます。それでネガ

ティブリスト方式というふうに呼ばれております。

ただ、原則とありますように、全く基準値がなくても、どんなものが残っていても問題

にならないかというのはそうではなくて、明らかに健康に影響がある物質については現在

も規制がされてございます。ただ、基準値がきっちり決まっていないので、なかなか厳格

な対応がとれないといったところでございます。

、 、それがどういうふうに変わるかというところで 法律の下に告示というのがありまして

それを11月29日に出しまして、半年後の５月29日施行ということになっております。この

３つがこの３本の柱に対応しております。まず、一番基本となりますのはこちらの方でご

ざいまして、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量を告示すると

なっております。一律基準というふうに一般的に呼んでおりますが、数字上にすると0.01
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ppmでございますが、農薬、飼料添加物、動物用医薬品が一律基準の一定量を超えて残留

する食品の販売等を禁止する、これがポジティブリストと言われているゆえんでございま

す。まず、基本的原則として、農薬、飼料添加物、動物用医薬品が一律基準、一定量とい

うのが0.01ppmですが、それを超えて残っている食品については販売等を禁止する。

これに対して、この両端の部分が例外部分でございます。まず、こちらが暫定基準とい

うふうに呼ばれているものですが、現行基準に先ほどの283の基準はそのまま現在も存在

しておりますが、それにプラスして暫定基準を設定して、現在、基準値がある農薬等は79

9に増えております。その増えた基準値の設定の仕方がこういった考え方で設定していま

す。それにプラスして、現時点では農取法に基づいて登録されたと同時に残留基準値を設

定することになっておりますので、現在使用している農薬等についてはほぼすべて基準値

を設定したという値になります。これらについては、先ほどの現行基準と同じような考え

、 。 、で 基準値を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止ということになります それで

超えている部分、逆に言えば超えなければ、それは食品衛生法上、違法にはならない。こ

の決め方というのも、適正な農薬の使い方をした場合に残る量というふうに考えておりま

して、もちろん物質ごとの特性等も評価して国際機関等で決められた基準値を参考にして

おります。

もう一つの例外としまして、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を

告示しています。健康を損なうおそれのないものなので、もちろん規制しても仕方がない

ということなので、一律基準あるいは暫定基準を設定する必要がないということになって

います。この３つの告示の組み合わせでポジティブリスト制度が成っております。

一言で言いますと、基準値が設定されている農薬については、その基準値の範囲内まで

は食品衛生法上、適法。基準値がないものについては一定量、0.01ppmを超えたものにつ

いては食品衛生法上の販売等を禁止するという措置でございます。

制度の概要については今お話ししたとおりでございますが、詳細の方が厚生労働省のホ

ームページの方でも出ておりますので、細かい食品あるいは農薬ごとの基準値ですとか、

審議会での審議経過ですとか、いろいろな詳細、試験法についても載っておりますので、

トップページから入っていただいてこのように進んでいただければ最新の情報も含めて確

認できると思いますので、ここで見ていただければというふうに思います。

、 、 、あと 各会場を回りまして一番よく質問を受ける点がありますので それについて若干

Ｑ＆Ａにも示しておりますが、説明させていただきます。この制度は今説明しましたよう
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に、一律基準なり暫定基準を決めまして、それを超えたものの販売等を禁止するという制

度でございまして、検査とは直接かかわってございません。といいますのも、検査を義務

化しているものではなくて、むしろ検査による安全性の確認より生産段階での農薬等のき

ちんとした管理が重要だということで、農林水産省さんとも情報交換しながら進めさせて

いただいているところでございます。同じような意味でよく質問を受けますが、証明書に

ついても義務化しているものではないということを触れさせていただきます。

厚生労働省の方からは以上でございます。

○司会 ありがとうございました。

それでは、農林水産省の横田室長の方からご説明いただきたいと思います。

○横田農薬対策室長 農林水産省の農薬対策室長の横田でございます。

私の方から農薬取締法とポジティブリストの関係という形で少しお話しさせていただき

たいと思います。

最初に、ポジティブリスト制度が導入されるといったときに、私どもの方にもいろいろ

な連絡がありました。１つは、そもそも農薬の使用をやめてほしいというような意見があ

りました。これを見ていただいたらおわかりになるとおり、例えばこれはトマトの病害な

んですけれども、雨が多かったりするとこういうふうに病気が出てしまう。全部枯れ上が

っちゃって収量の低下というか、もう収穫はできない。例えば、今はあまりないとは思う

んですけれども、リンゴを割って中から虫が出てきた。こういうものもほとんど売物にも

なりませんし、およそ出荷されることはないんです。ちょこっとでも虫が出れば大変、小

売店に持っていけば小売店の方からも文句がついて、病害虫の防除はしっかりやってくれ

ということで、そもそも病害虫の防除のために農薬は必要だと我々は考えております。

これは東京の方でキャベツの場合に特に夏とか秋にとるようなキャベツについて、一方

では適正な農薬を使用してつくった場合、こちらのは防除しなかった場合、一応キャベツ

として成り立ってはいるんですけれども、およそこういうものは店頭に並ぶこともありま

せんし、並んだとしてもだれも買わない。要するに、病害虫防除というのは農薬を使って

適切にやるというのは、これはもう最低限必要なことだと思っております。その上で、農

薬を使用した安全性の確保、これはもうポジティブリストになろうがなるまいが同じなん

ですけれども、私どもの方では４段階で安全性の確保というのは行われております。

農薬というのはそもそも、先ほど厚生労働省さんの方からも700とか800ぐらい国際的に

農薬が使われていると。私どもの方によくあった質問が、700、800という農薬について基
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準ができると、700、800という農薬が使われちゃう。農薬の使用量がふえる、心配だ、こ

ういうお問い合わせが最初のうちはよくありました。これは全く間違っています。国内で

は農林水産省が登録した農薬、それ以外の農薬は使えません。七、八百ある農薬のうち、

国内で使用できる農薬というのはその約４割、300とか320ぐらいです。つまり、ここにも

書いてあるとおり、国内で登録された農薬のみが製造ができ、輸入ができ、販売、使用が

できると。要するに登録されていなければ、販売も使用もできません。

この仕組みの中で、登録のときには農薬の安全性のチェックが行われ、登録されていな

い農薬については取り締まりが行われ、さらに登録されている農薬でも使い方ががんじが

らめになっています。

さらに、農産物中に残留農薬がどの程度あるのかという監視も行われております。先ほ

ど言ったとおり、ポジティブリストというのは食品衛生法に基づく基準をつくって、残留

農薬の基準を超えるような残留があるような農産物についての流通を禁止するという制度

になるわけなんですけれども、その前に農薬取締法というのがありまして、この農薬取締

。 、法に基づいて登録された農薬だけが先ほど言ったとおり使用することができます つまり

安全性が確認されない農薬というのは登録されない。要するに使用ができません。それで

は、どれだけのデータを用意するのか。ここにあるとおり、農薬というのは毒性の試験で

すとか植物体内、動物体内でどういうふうに代謝されていくんだ、どういうふうになるん

だ。さらに環境影響はどうなんだ。それと、農産物への残留性はどうなんだ、これらの試

験を全部行っていきます。

一般的に農薬というのは、開発を始めてから実際に農薬として出ていくまで十数年、数

十億円というお金がかかります。その途中の段階で、発がん性の疑いがあるというような

ものがあれば、その前段階で全部スクリーニングされて落っこっていきます。それだけの

金をかけて、やっと農薬というのは登録までもっていく。ですから、この試験データとい

うのは何メートルにも及ぶようなデータです。

ちょっとトピック的にお話ししますと、環境影響などは最近かなり厳しくなってまいり

まして、よく皆さん方、例えば川で魚が死んだりするといかんからというお話は聞いたこ

とがあると思います。今では例えばミジンコ、ミジンコの半分が泳ぎ方がおかしいといっ

たときには農薬登録はできません。それぐらいに厳しくなっていますので、昔と今とでは

もう農薬の安全性の度合いというのは全く違うというふうにお考えください。

あと、私どもの方で農薬登録をして物質として安全性が確認されたとしても、今度は使
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用方法を定めていきます。そのときに例えば、当然、薬として農薬として効果があって、

その植物に影響が出ない範疇でどういうふうな使い方があるだろうか。例えばこの場合、

ある農薬を2,500倍に希釈をして、使用回数３回、これで病害虫の防除もできるし、植物

体に害も出ないと。では、そのときに残留がどの程度あるんだろうか。例えば、残留基準

がたまたま0.5という数字があったとします。実際に農薬登録を行うときには、これぐら

いの余裕のある関係をもってきます。ここですと、0.1ちょっとぐらいですかね。３倍と

、 。か４倍の開きがあるように 要するに余裕のある関係で農薬というのは登録されています

法律違反にはなるんですけれども、例えば2,500倍とあるけれども、効きが悪いから2,0

、 、 、 、00倍でまいちゃえ 1,500倍でまいちゃえ ３回と書いてあるけれども ４回使っちゃえ

使ったとしても、すぐに基準を超えるようなことはないように安全性がここで入っており

ます。

ただし、こういう使用方法を前提に農薬登録は行われますので、効きが悪いから2,500

倍を1,500倍でやっちゃえ、そういうときには法律違反になります。これは農薬取締法違

反です。さらに使用時期とか、そういうのを決めた上である程度余裕のある関係で残留基

準と使用基準、使用方法というのは定まっていっております。そういう面では、万が一、

多少のミスが起こったとしても基準を超えることはないんですけれども、逆に言えば使用

方法をきちんと守ることによって残留基準を超えることはないんですという関係になって

います。

さらには、多分、皆さん方、三、四年前にプリクトランとかダイホルタンとかいう言葉

をお聞きになったことがあると思います。日本で登録のない農薬、失効された農薬が外国

から入ってきて使われるというのがありました。以前、農薬取締法、これは平成14年12月

に改正しておるんですけれども、それ以前は登録をしていない農薬を販売しちゃいけませ

んと、ここだけを規制しておりました。

ところが、今の世の中、かなり時代が進んできましたのでインターネットを使って外国

に注文して、個人で輸入してするっと入ってきちゃうということが三、四年前の事件の発

端でした。そのために法律をこういう形で強化をして、製造も輸入も販売も使用も登録さ

れない限りだめなんですよと。あらゆる段階で規制をかけて、登録されていない農薬、そ

ういうものが勝手に入ってきたり、使われないようにしております。ですから、そういう

面では国際的に700から800の農薬があるといいましても、日本国内で使えるのは農薬登録

のある約320。そういう面では、残りの400とか500ぐらいの農薬、これは日本国内では使
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用はできません。使用すれば農薬取締法違反。農薬取締法を違反すれば、これは罰金なり

懲役刑がかかってきます。

一方、農薬を使う農家の方々、かなり使い方が厳しくなっております。以前、農薬取締

法を改正する前はできるだけ使用方法は守ってくださいねというふうに、私ども法律上定

めておりました。これを、同じように、平成14年12月に農薬取締法改正いたしまして、使

用者が守るべき基準、要するに守らなければ罰則がかかりますよとなりました。さっき言

った罰金とか懲役刑です。農薬というのを見たことがある方は、その農薬のボトルにいろ

いろな事項が書いてあります。そこに使ってもいい作物、使ってもいい時期、例えば収穫

前日までですよ、収穫１週間前ですよ、そういうふうに使用時期が書かれています。あと

使用回数、３回までですよ、４回までですよ、回数が書かれています。あと使用量とか希

釈倍数が入っています。これを守らなければ法律違反となります。要するに、農薬はきち

んと定められた方法で守っていただく、それによって安全性を担保している、これが食品

衛生法の前提となっている農薬取締法における規制の状況です。

そういう面では、ポジティブリスト制度が導入されたとしても、まず第１点目としては

上段にあるように農薬の使用基準、さっき言った使っていい作物、使っていい量とか時期

とか回数、これをきちんと守ってください。要するに、農薬のボトルとかいろいろな袋に

書かれていますので、それをよく確認して使用してください。その方法を守って使用した

場合に基準を超えるようなことはありませんということです。

よくありますのが、土壌消毒を行いますと。前の作物で行ったんだけれども、後の作物

に影響は出ないんですか、こういう質問を受けます。私どもの方で実際に、例えば先にＡ

という作物をつくって、次にＢという作物をつくったとします。Ａの作物で土壌処理をし

て、その後Ｂ作物を植えてどの程度残ってくるんだと、ほとんど基準を超えないとかＮＤ

の世界です。そういう世界で、後の作物を植えてほとんど出ることはありません。

先般、後の作物でものすごい残留が出たんですけれどもというお話を承ったことがあり

ます。実際に残留データを見せていただきました。これは、恐らく使用基準違反としか思

えないような使い方でした。そういう面では、使用方法をきちんと守っておれば残留基準

、 、を超えるようなことは 先ほど言ったようにかなり余裕のある関係を持っておりますので

まず問題はありません。

ただ、今回の場合に、農薬と作物の組み合わせで基準が入っていないようなところは空

白になっていますので、そこには先ほど厚生労働省から説明があった一律的な基準、0.01
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ppmが適用になる。農薬というのは、撒いている最中に風がさっと吹くこともあります。

。 、 、そういうときはちょっと心配だというお話がありました それはまさに私ども各県 ＪＡ

市町村一緒になってできるだけ農薬の飛散が起こらないようにしましょうという形で指導

を行い、取り組んでいる最中です。そのためにいろいろな生産工程の管理ですとか、もし

くは飛散を減らすような防除体系、そういうものを守りましょうという形で行っておりま

す。

基本的には、風が強いときにできるだけ散布をやめましょう。せっかくその作物にまい

、 、ているのに 横に農薬が流れていけばその作物の病害虫防除の効果が落ちるわけですから

だれも風が強いときにまきたいわけではありませんし、あと横の作物の関係で風向きなん

かも見ていきましょう。あとは、多少手間がかかるかもしれませんけれども、植物体の近

くからできるだけまこうじゃないですか。そういう形で農薬散布をやっていただければ、

ドリフト、農薬の飛散の影響の度合いというのはものすごく下がってきます。

それでも心配であれば、農薬というのはいろいろな作物に登録があったり、基準があっ

たりします。例えば、ある作物に農薬を散布していて横に別の作物があった、そこにちょ

。 、 。 、っとかかっちゃった ところが 横の作物にもきちんと基準がある 基準があったときに

飛散というのは同じ濃度でかかるわけではありません。非常にうすい濃度でかかりますか

ら、およそ隣の作物の基準があった場合に、基準をオーバーするという心配はおよそあり

ません。かつ先ほど言ったように、例えば散布しているときのノズルもあります。ノズル

も飛散しにくいノズルを使うことによって、農薬の飛散の影響というのはすごく減ってき

ます。シートを張ったりとかネットを張る、それだけではなくていろいろな条件をかませ

ることによって農薬の飛散のリスクというのは非常に少なくなってまいります。

私どもの方では、それだけでなくて、できるだけ一斉に防除をやった方が当然病害虫に

対する効果もありますから農薬の使用できるような作物を広げていこう。さらには、現場

の方で実際に農薬の飛散がどういうふうに起きるんだろうかと見るために実証展示をやり

たいんだということであれば、いろいろな事業を活用して実際に現場で実証展示をして、

、 。それをもとにして自分たちの防除体系に役立てていく そういうことも推薦しております

証明書を出してくれということがよくあります。農薬が残っていないということを証明

してくれということもよく求められます。私どもの方で申し上げているのは、残留分析だ

けで安全性を担保することはできません。絶対に安全とか100％というものは世の中およ

そどの世界でもありません。100％の安全を保証してほしいということであれば、10アー
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ル当たりの圃場でトマトをつくっている、キャベツをつくっている、この１個１個全部分

析をすれば、これは安全性は担保できるかもしれません。しかしながら、一体どれだけお

金がかかるのか、手間がかかるのか。さらに、つぶして分析していけば、食べる物はなく

なっちゃうんです。それよりは、さっき言ったように、農薬というものは使用方法ががん

じがらめになっています。その使用方法をきちんと守る。あと、農薬を散布するときに、

今よりも少し注意をする。使う農薬も、隣の作物との関係でできるだけ基準がある、登録

があるという農薬を使っていく。それによって、ポジティブリストでもし万が一基準をオ

、 。ーバーするんではないかというリスク 不安に対する回答は十分にできると思っています

それでは、分析はできないのか。今は200農薬、300農薬を分析するのに10万、20万と言

われています。ただ、10アール当たりでも野菜は何個もとれるわけですので５個、10個分

析しようということになる。１個分析するのに10万円だったとして、10個分析すれば100

万です。10アール当たり、農家の方はどれだけ所得があるのかといえば、いい作物で200

万、300万とれることもあるでしょうが、50万とか100万、そういう形でしか所得は上がり

ません。実際、言ってしまえば、100万円の分析費用をかけるんであれば農業生産やめた

方が早いんです。これは過剰な心配から過剰な防衛に走っているだけです。

そういう面では、農業生産現場ではきちんといつ、どの農薬をどういう倍率でどういう

作物に使いました、そういうことをきっちり記帳しておれば万が一のときにもきちんと証

明ができるし、おたくの作物、何を使っていますか、こういう農薬をこういうふうに使っ

ています、この情報を提供することによって安全性の担保、不安感の解消にもなると思っ

ています。

ぜひ農業生産現場の方々も流通の方々も消費者の方々も、その辺の事情をきちんと理解

した上でこの問題に対処していただければ、過剰に対応する必要はありません。きちんと

今やっていることをもう少し注意することによって、ポジティブリスト制度により安全・

安心な農産物を供給するという、この制度の本来の目的を達成することができるんではな

いかと思っております。

甚だ簡単ですけれども、以上で説明を終わらせていただきます。

○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からポジティブリスト制度に関する取

り組みなどについてご紹介いただきます。

まず最初に、財団法人食品産業センター技術部次長、露木泰隆様から「食品中に残留す
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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」ということでご紹介いただ

きます。よろしくお願いいたします。

○露木食品産業センター技術部次長 ただいま紹介いただきました財団法人食品産業セン

ターの露木と申します。本日はよろしくお願いいたします。

まず、当センターの役割からご説明させていただきます。しょうゆ、みそ、あるいは食

用油といった基礎調味料からパン、菓子、冷凍食品、そういった加工食品、ほとんどの食

品を網羅している団体会員が加盟しております。また、上場企業を中心とした170ぐらい

の企業会員も会員となっております。

ご承知のとおり、食品産業、９割以上は中小零細企業でございます。そこで、会員から

、 。の声が一番多かったのが まず行政の施行された施行案が非常にわかりにくいということ

それから、もう一つが、ここだけは皆さんにわかっていただきたいんですけれども、私ど

もあるいはこの後話されるチェーンストア協会さんの小売業では農薬を使っていません。

ですから、みずからコントロールできないものに対して何をやったらいいのか教えてほし

いという声が多かったものですから、今日説明させていただきます留意事項というのを出

させていただきました。

制度運用の留意事項ということでよくご理解いただきたいことは、本制度はリストに掲

載されているすべての農薬等について、検査・分析を義務づけるものではありません。な

ぜならば、日本国内では農薬取締法に基づき遵守・管理されていれば残留基準を超えるこ

とがありません。農水省からの説明があったとおりでございます。

また、諸外国においても、基本的に農薬等の使用について規制が行われております。さ

らに国内に流通する食品は都道府県等で収去検査というものをやっております。また、輸

入食品は検疫所で残留農薬等のモニタリングが実施されておりまして、その違反事例など

の結果が公表されております。すなわち、国や自治体が食の安全を担保してくれている、

担保するように努めているということでございます。

また、本制度の施行により、主要農薬等の使用範囲が広がる、いわゆる使用農薬の種類

が多くなるということでありません。従前とこれは全く変わらないということです。国内

においてはこれまでどおり農薬取締法で決められた農薬等しか使用できないということに

なっております。

その上で、原材料の安全性を確保するよう努めてください。国や都道府県等のモニタリ

ング結果を踏まえ、モニタリング結果で違反が出たものについては特にご注意ください。
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それから、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水

産物を調達してください。

検査・分析、先ほどから何回も官庁の方からご説明ありましたけれども、これは必要に

応じて農薬等の使用が適正である、圃場で適正に農薬が管理されているということをチェ

ックするために行うなら意味はありますけれども、先ほどありましたとおり、ゼロリスク

を保証するものではありません。こういうことをご理解いただいて、食品製造業あるいは

流通業者はこのような趣旨を理解し、原材料や生産工程に関する適正な情報入手に努めて

ください。

それでは、制度対応への手順ということでご説明いたします。

はじめにということで繰り返しになりますけれども、農薬等は適正に使用管理されてい

ればまず問題ないということ、これをよく注意する。それから、先ほども述べましたけれ

ども、私ども一切工程で農薬を使っておりません。ですから、第一義的には生産者が安全

性を担保する、そういった義務があります。しかし、食品衛生法では製造・加工に当たっ

ては適合した原材料を使用することとなっておりますことから、自己責任で法令遵守に努

めてください。

その手順として 「１．原材料生産地における使用実態等の情報収集」ということで、、

繰り返しになります厚生労働省、それから都道府県のモニタリング検査、そういったもの

で公表される違反事例、それから主な生産・流通段階での農薬等の使用実態、何が圃場で

使われているか、そういったことをしっかり把握してください。残留の可能性のある、要

は蓋然性の高い農薬に絞り込んでください。

それから、先ほど来出ておりますけれども、検査・分析でゼロリスクを負えないという

ことですが、万が一ということも考えて、もし測りたいならば、先ほどの１の情報収集で

把握した農薬、これについて検査を行ってください。検査の結果を判定するのがこの図で

ございます。資料４の方にもついておりますので、後で見ておいてください。

それから、コミュニケーション、実はこれが最も重要なことで、ふだんから信頼関係を

構築しておくということが非常に大切かと私ども思っております。まず、外部コミュニケ

ーション、卸売業者、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されている

こと、あるいは農薬等の使用基準が従前と変わるものではない。29日を境に使用方法とか

そういうものが変わる、農薬の数がふえる、そういったものではないということをまず理

解していただく。さらに、納入業者に対しましては、食品衛生法に適合した原材料である
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こと。あるいは農薬取締法に従って生産管理された原材料であること、そういったことを

常に共有を図っていただきたいと考えております。

また、内部コミュニケーションということで、まず購買担当者、それから品管担当者、

そういった方たちにだけ説明がいきそうな雰囲気なんですけれども、社員全員の周知徹底

を図ってください。特に、製造部門や物流部門で注意しなければならないことは、工場と

製造設備あるいは原料や製品保管倉庫などの消毒を実施している場合、交差汚染がないよ

うに拭き取り、それから洗浄、そういうのを十分にやってください。

普通、製造設備、夜中に自動的に殺虫剤を噴霧するような設備になっていたり、原料の

ところでは薫蒸したりとか、そういうことがありますけれども、農薬として使っているわ

けじゃなくて設備をきれいにする、クリーンにするためなんですけれども、私ども食品メ

ーカー、農薬を使っていないと言いましたけれども、こういったことで汚染が出ないよう

に、あるいは原料を選別するときに蚊が多い、ハエが多いからといって家庭用殺虫剤を原

料の上でまくということのないようによく注意してください。

それから、さまざまな情報がホームページで紹介されております。こういったものでど

んな農薬が使われているかとか、どういう情報があるのかとか、そういったことを十分把

握してください。

これは独立行政法人農林水産消費技術センターが平成15年４月から平成18年３月の３年

間、企業の自主回収事例を調べたものでございます。残留農薬等は685の中の11件、1.6％

。 、 、 。ということでした 一番多かったのがアレルギー表示 多分 表示忘れということですね

それから、期限表示、賞味期限を間違って打ったというようなことです。これが約２割ぐ

らいずつあります。その次に品質不良、これは微生物によるものなんですけれども、これ

が続いておりまして、以下、異物混入、添加物というようなことになっております。1.6

％は決して少ないというわけではございませんが、アレルギー、それから品質不良、要は

微生物の方が大きな健康被害になることがあります。どうか29日に、要は農薬だけに目が

いかずに、こういうことに関しても注意を払っていただけたらと思います。以上です。

○司会 ありがとうございました。

次に、鳥取県生活協同組合全域理事、谷田範子様から「ポジティブリスト制度導入に関

するこれまでの働きかけと今後について」でございます。よろしくお願いいたします。

○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 鳥取県生協の全域理事をしています谷田範子と申し

ます。
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今日は、生協のポジティブリスト制度導入に関するこれまでの働きかけと今後について

ということで、どういう経過をとってここまで来たかということを簡単にお話しさせてい

ただきます。

現在、世界中で700以上の農薬が使われていますが、日本で農薬の残留農薬基準があり

ますのは先ほど説明にありましたけれども、283ほどしかありませんでした。ポジティブ

リスト制度に向けて、政府に対してこれまでの働きかけについてですが、消費者団体、生

協がこのポジティブリスト制度導入の運動に取り組み始めたのは1995年に始まります。当

時の厚生省が食品衛生法改正作業を進めていたときからですので、もう足掛け10年以上に

なります。10年を経てようやく制度が導入されたということになります。

私たち消費者がポジティブリスト制度を求めた背景ですが、その当時の一例として、輸

入食品の問題があります。輸入農産物の急増、そして収穫後の農産物に直接農薬をかける

というポストハーベスト問題。例えば、ある食品から農薬が検出されても残留基準がない

ものは規制できず、そのまま流通販売されていたということがあります。

日本で使われていない農薬は検査方法もなく、そのまま流通し、何が入っているのかわ

からないまま私たちが食べていたという状態です。急増する輸入農産物に当時の残留農薬

の基準の設定が追いつかないという状態でした。

また、農水省が管理する農薬使用規制と厚生省が管理する食品衛生法の残留農薬規制と

、 。 、の連携 整合性が不十分でした 国内で使用が認められている農薬であるにもかかわらず

使用基準はあっても食品に残ってしまう残留基準が設定されていないという不十分さがあ

りました。

1995年の食品衛生法改正時の要望事項です。生協といたしまして要望した事項ですが、

1995年に全国の消費者団体は全国消団連として１つにまとまり、食品衛生法改正に関する

８項目の要望を厚生省に提出しました。その中の１項目に、残留農薬を取り締まる根拠を

法に明文化し、併せて農薬の残留する食品について原則流通禁止し、国が設定した残留農

薬基準に適合したもののみ流通を認めるようにすることとしてポジティブリスト制度を要

望いたしました。このときの国会で食品衛生法改正に当たり、衆議院、参議院両院から附

帯決議が出されています。その中の１項目、赤い文字で書いてあるところ、同じ意味なん

ですけれども、将来的には残留農薬基準についてポジティブリスト制度の導入を検討する

ことと明記されています。この当時からポジティブリスト制度導入について言及されてい

ました。
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生協では、その後の食品衛生法改正を求める国会請願署名を2000年から始めました。こ

れは全国的な取り組みといたしました。この請願署名の項目の中には 「農薬・動物用医、

薬品の残留基準の設定を計画的にすすめ、残留基準の決められていない食品の流通・販売

ができないようにすること」と、ポジティブリスト制度の導入を明記しています。この国

会請願は、最終的に2001年12月の国会において衆議院、参議院両院で採択されました。こ

のとき集まった請願署名は全国で約1,372万筆にも上りました。鳥取県では、生協を中心

に県連で取りまとめ５万9,382名の署名が集まり、国会に提出しています。このことから

も、ポジティブリスト制度導入は全国の多くの消費者の願いであったと言えます。多くの

消費者の願いがその後の2003年７月の食品衛生法の抜本的改正につながりました。

、 。今回のポジティブリスト制度導入の前進面について 私たちは次のように考えています

これまで規制にかからなかった部分をすべてカバーできているのではないかと思います。

例えば、この制度導入により、ある食品から残留基準のない農薬が検出されても、その食

品の流通・販売を規制することができなかったというような矛盾は解消されるものと思い

ます。また、加工食品も含むすべての食品がこの制度の対象になることも大きく前進した

ことの１つと思います。

ポジティブリスト制度への今後の取り組みについてですが、生協の事業面での対応もあ

ります。それから、地方自治体におけるポジティブリスト制度にかかわる監視・指導計画

の策定への関与、導入後の見直し・検証の方向性についてがあります。こちらは、生協の

事業面とか行政にかかわることですので、今回はちょっとここのところは割愛させていた

だきます。

以上、まとめといたしまして、ポジティブリスト制度は、消費者・生協の組合員が大き

く貢献している、かかわって消費者からの要求で成立した制度であり、これまでの規制か

ら大きく前進が図られたと思います。運用に当たっては、生産から消費までの途切れのな

い相互理解と対応が重要となります。リスクコミュニケーションに関しては、消費者も含

めて意見交換会など積極的に参加して、相互の意見交換を行うことが重要となります。

また、各県行政では今後の運用に向けた取り組みとあわせて、相互の意見交換の必要性

があると考えています。

短時間ですが、これまで生協の活動報告をさせていただきました。これで報告を終わら

せていただきます。

○司会 ありがとうございました。
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続きまして、日本チェーンストア協会常務理事、小笠原荘一様から「食品中に残留する

農薬等のポジティブリスト制度の導入に際して」でご説明いただきます。よろしくお願い

いたします。

○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 ご紹介いただきました日本チェーンストア協

会の小笠原でございます。

私の方からは、資料ナンバー６のこの資料に基づきまして説明させていただきます。

日本チェーンストア協会というのは、小売業団体の１つでございます。チェーン展開を

行っている企業で組織しており、店舗数が11店舗以上、または売上高が10億円以上である

ことが会員の要件であります。食品スーパー、総合スーパーが主要な会員となっておりま

す。現在、88社が会員となっております。お客様に安全な食品を提供することは、私ども

小売業の使命でございます。このため会員企業は、安全な商品を仕入れるため信頼できる

取引先と取引を行い、衛生的な取り扱いを行うよう努めてまいりました。

当協会は、今般の生鮮、加工を問わず、国産、輸入品を問わない食品全般を対象といた

しますポジティブリスト制度の導入に当たりまして、会員企業に対し、いろいろな周知徹

底を図ってまいりましたけれども、その主なものをご紹介させていただきたいと思ってお

ります。

昨年６月にポジティブリスト制度の最終案が厚生労働省から示されたわけでございます

が、７月に厚生省の基準審査課の担当官から会員各社の食品取扱責任者に対しまして制度

の概要を丁寧にご説明いただきました。また、昨年11月29日に厚生労働省から関係法令が

公布されました際には、文書によりその制度の概要を含め周知徹底を図りました。

、 、本年３月下旬には 厚生労働省から制度の周知徹底を図るようにという協力依頼があり

それから144問にも及びますポジティブリスト制度の円滑な導入のためのＱ＆Ａが公表さ

れました。また、農林水産省からは農薬飛散影響防止対策など農薬適正使用に係る指導の

特別強化についての通知がございました。これは、県、地域ごとに栽培体系に対応しまし

た農家同士の農薬使用の調整及び指導を徹底するようにという、そのような内容でござい

ました。以上につきまして、協会は、会員各社に周知徹底を図りました。

今年の４月に入りまして、５月29日の施行を間近に控えて会員企業の食品の仕入れにか

かわる品質管理責任者や、お客様との接点になるお客様担当部門責任者などのそれぞれが

参画する委員会におきましてポジティブリスト制度の説明を行い、周知徹底に努めたとこ

ろでございます。東京では３回開催いたしましたし、大阪でも１回説明をさせていただき
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ました。その際の会員社への説明のポイントは、次のとおりでございます。

「まず、ポジティブリスト制度では、基準を超えて農薬等が残留する食品の販売が禁止さ

れること 、。」

「ポジティブリスト制度は検査・分析を生産者や食品事業者に義務付けるものではないこ

と 、。」

「農薬等は使用基準を守って適正に使用されれば、残留基準を超えることはないこと 」。

「国内に流通する食品については、都道府県が、輸入食品については、厚生労働省がモニ

タリング調査を実施しており、違反事例は公表されること 、。」

「小売業者はこのような制度の趣旨を理解し、これまでと同様、取扱商品の生産段階の農

薬等に関する情報の入手に努めることが必要であること 」。

「協会事務局は、厚生労働省に対しまして制度の趣旨を消費者にわかりやすく説明するよ

うに求め、農林水産省に対し、農家に農薬の適正使用や飛散防止につき指導の徹底を求め

ていること 」。

「したがって、会員社はポジティブリスト制度に適切に対応していただきたいこと。すな

わち、ポジティブリスト制度の趣旨は、商品に残留する農薬等の分析を食品事業者に義務

付けるものではない。従来からの残留農薬に対する取り組みと同様に、生産管理をきちん

と行っている信頼できる事業者と取引をすること 」。

「それから、原材料生産地における農薬の使用実態の情報収集を行うこと。特にプライベ

ートブランドについては情報収集に力を入れること。行政のモニタリング調査の違反状況

の情報の把握をすること 」。

ということでございます。

また、取引先に一方的に農薬分析の証明書の提出を求める等のことがないように、適切

に対応していただきたいというふうに説明しております。

協会といたしましては、消費者の安全・安心にかかわることでございますので、約１年

をかけましてポジティブリスト制度の概要の説明を丁寧に行って、周知徹底を図ってまい

りました。今年４月からは集中的に説明を行い、趣旨の徹底を図っておりますので、会員

各社の制度への理解は進んでいるというふうに理解しております。

私ども小売業が懸念していることは、消費者がポジティブリスト制度が残留農薬の検査

・分析を求める制度であると誤解してしまうことでございます。かかる誤解が生じないよ

うに、国はテレビや新聞等を通じまして制度の趣旨を多くの消費者に周知していただくよ
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う、切にお願いしたいというふうに考えている次第でございます。

以上でございます。

○司会 ありがとうございました。

最後に 生産者のお立場から 鳥取中央農業協同組合営農指導課長 山本満則様から Ｊ、 、 、 「

Ａ鳥取中央の取り組み状況」ということでご説明をいただきたいと思います。それでは、

よろしくお願いいたします。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 皆さん、こんにちは。鳥取中央農業協同組合

の営農指導課長をしております山本でございます。よろしくお願いしたいと思います。

それでは、この残留農薬のポジティブリスト制度の導入に際しての取り組みでございま

すけれども、いい機会でございますので私どもの農協の概要から話をさせてもらって、具

体的にどういった取り組みなのかに入らせていただきたいと思います。

まず、鳥取中央農協の沿革ということで、ご存じの方もあると思いますけれども、98年

２月に東伯町を除く１市７町１村で合併したということでございまして、販売高は150億

円、特に代表的な品目は二十世紀梨、スイカ、メロン等の野菜でございます。

ここに概況を載せておりますが、１月末の概況を載せておりますけれども、組合員とし

ては正組合員が１万2,000、準組合員が5,000人でございますので、約１万8,000人ほどの

組合員がおられるという内容でございまして、主な概要を載せておりますのでごらんいた

だきたいと思います。

販売高につきましては、そこに書いてありますように28億ある梨を中心とした果実類、

園芸につきましては約９億ありますスイカ、らっきょう、トマト、白ネギ、長芋等がある

ということでございます。あと、米穀では米が15億ということでございます。また後で触

、 、 。れることになると思いますけれども うちの農協の場合 直売所を５店舗持っております

ここの販売高が約６億円あるということで、平成17年につきましては142億円の販売高と

いうことになっております。

エリアにつきましては中部管内でございますので、それぞれ合併、行政合併等もござい

ましたので１市４町ということで成っております。来年度につきましては、東伯も含めた

エリアとなることが決まっているところでございます。

さて、今日の主題の方に入らせていただきますが、取り組みの経過ということでござい

ますけれども、この内容につきまして、生産者の方に周知徹底することはなかなか困難で

した。初めてのことでございましてこれまで取り組みがなかったわけですので、まず経過
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について書いております。まず、17年12月12日に、これは鳥取県主体でございましたけれ

ども、総合事務所におきました会に参加したというのがしょっぱなになっておりまして、

この制度の概要を聞いたということでございます。

これを受けまして、１回ではなかなかでございますので、年が明けまして１月10日に入

りまして当農協におきまして中部地区全体を範囲といたしまして研修会を開催しておりま

す。これにつきましては、農協の営農指導員はもとより生産部の組織の指導に当たってお

られる方に声をかけまして、さらに直売所の担当者の方にも声をかけて一堂に会して、県

の方を中心に講師をしていただいて、研修を受けたということでございます。

その後、内部的には１月下旬に委員会なり理事会で報告して、こういった取り組みがあ

るということを説明しております。

さらに、一般生産組織の総会において、ちょうど時期的に各決算総会等がある時期でご

ざいましたので、それに営農指導員等が伺って資料を持っていって、ポジティブリスト制

度が導入されるということですのでその辺に当たって注意をしてくださいと、いわゆる啓

発活動から入ったということでございます。

あわせまして、農協の直売所、５店舗、４組織あるわけでございますけれども、この組

合の総会において、パワーポイントを使ってポジティブリスト制度の内容について説明を

したということでございます。

あわせて、今月18日、あさってになりますけれども、女性会の方も営農部という組織が

できておりますので、そこで農政事務所等にお世話になって研修会を開催するという予定

になっております。

その他、農協につきましてはいろいろ機関誌等も持っておりますし、あるいは座談会、

それとホームページにもついこの間から載せた経過もあるわけでございます。このように

あらゆる方法を使って組合員さんなり、あるいは地域の方もタブロイド版等も日本海新聞

にお世話になっておりますので説明をして啓蒙に努めているという内容でございます。

特には、管内の生産者から、いろいろ質問が出るわけでございまして、先ほど官庁の方

から説明があった内容等とも同じ内容になるわけでございますけれども、どうしても現場

の方は不安が先に立つということでございます。いわゆる出たらどうするのだという話が

、 、どうも先行することになってしまうわけでございまして 適正に使っていけば問題ないと

いわゆる農薬の安全使用基準にのっとって使えば、何ら問題ないということを生産者等に

説明をしていくということであります。当然、農協管内も、一番上に書いてありますよう
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に栽培管理日誌、これによってトレーサビリティに対応できると、いわゆる追跡できると

いうシステムを全品目、すべてとっておりますので、これに対応してやっていくというこ

とになります。

質問の主だったものをそこに羅列しておりますけれども、特にマイナー作物の問題です

とか、先ほどありましたけれども検査の問題、すべての農薬の成分の検査ができるのかと

いうような質問、それと、一律基準はどういった意味があるのかといったようなこと、こ

の制度の目的がよくわからない、理解しにくいというような意見も上がっておりますし、

木酢等の資材の関係はどうなのかといったことも質問に出ております。それと、農業関係

だけでございましたので、特に一番下に書いておりますように、樹木園、街路樹とかゴル

フ場、こういった関係者はどうなのかといった質問が出ておったように思っておりますの

で、一応質問としてはまとめております。

意見・要望ということになるわけでございます。大部分が先ほど説明の中に出てきた内

容でございますけれども、特に検査はやればいいということでないわけでございまして、

、 、 。この検査にお金がかかるわけですが この費用について だれが負担するのかということ

先ほど流通等の方も話をしておられましたけれども、疑わしい場合に検査はだれがして、

どれぐらいかかるのかという質問もございましたし、保証という言葉が最近出ておりまし

て、この農産物について保証をしてもらえるのかというような、具体的ではないわけでご

ざいますけれども、そういった話もだんだん出てくるようになっております。

それと、農薬等にも新しい飛散しにくいノズル等も出てきておるようでございますけれ

ども、現在の情勢からして農産物、いわゆる農家の経済状況が厳しい中、新たな費用の負

担といったようなこともあります。日本の農業をつぶすのかということも出てきておりま

して、万が一飛散した場合、対応窓口について、当然、行政の方にお世話にならないかん

というふうに思いますけれども、相談の窓口はどうなるのかといったような意見も出てお

ります。対応が遅れて、特に収穫時期が短いものについては収穫ができなくなるというよ

うな意見も出ておったということでございます。

最後になります。下の方に書いておりますけれども、加工品のことも先ほど出ておりま

したが、制度の見直しの方向性、先ほど簡単に説明があったわけでございますがこれにつ

いてはどうなのかと、見直しの方向もあるのかということでございます。特に下から２番

目のところでございますけれども、当然、生産者、いわゆる農家について、先ほど農水の

農薬の安全使用基準にのっとって当然やっていくということで、これは安全であるという
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ふうに我々団体、農協としても言っているわけでございますので、この辺を十分消費者の

方に理解をしていただきたいということをお願い申し上げたいと思います。特に非常に農

産物の価格が最近低迷しておりますし、管理日誌等に非常に手間もかかっております。農

家の主体が高齢化しているということもあわせれば、非常にこの記帳からして負担になっ

ているわけでございまして、これがなかなか価格の方に反映されていないということでご

ざいます。この辺をよく理解していただいて、高い値段を望んでおるわけではございませ

んけれども、適正な価格で買っていただくように消費者の方もお願いしたいというふうに

思います。

我々生産者もイコール消費者でございますので、安全には十分気を使ってやっているわ

けでございますので、この使用基準にのっとってやれば何ら問題はないということを繰り

返し我々も説明しておりますし、それでやっていきたいと考えています。

、 、 、ただ ありましたように 天候によっては飛散の心配もあるということで話し合いなり

天候等に留意してやっていくということに努めたいということでございます。

以上でございます。

○司会 ありがとうございました。

これで生産から消費段階まで各段階での皆様の取り組みなりお考えについてご説明いた

だいたところでございます。

ここで休憩を15分ほどとらせていただきたいと思います。２時25分をめどに意見交換会

を開始したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

（休憩）

○司会 それでは、お時間となりましたので、これからパネルディスカッション及び意見

交換会を行いたいと思います。

まず、パネルディスカッション、意見交換会のコーディネーター及びパネリストをご紹

。 、 、介いたします コーディネーターでございますが 皆様からごらんになりまして一番左側

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。

次に、パネリストでございますが、堀口先生の隣になりますが、鳥取県生活協同組合全

域理事の谷田範子様でございます。その隣になりますが、日本チェーンストア協会常務理

事の小笠原荘一様でございます。続いて、隣になりますが、財団法人食品産業センターの

技術部次長、露木泰隆様でございます。そのお隣になりますが、鳥取中央農業協同組合営

農指導課長の山本満則様でございます。以上の４名様がパネリストでございます。
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最後に、関係行政機関として同席させていただきますが、山本様の隣から厚生労働省食

品安全部基準審査課の長谷部課長補佐でございます。その隣になりますが、農林水産省消

費・安全局農産安全管理課の横田農薬対策室長でございます。一番最後になりますが、内

閣府食品安全委員会事務局評価課の島田課長補佐でございます。

それでは、パネルディスカッション、意見交換会の議事進行につきまして、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 コーディネーターとして議事進行をさせていただきます順天堂

大学公衆衛生学教室の堀口といいます。よろしくお願いいたします。

最初に、このリスクコミュニケーションの開催のときに冨澤様の方からもご説明があり

ましたけれども、これまでこのポジティブリスト制度について全国で、制度の概要につい

ての説明を関係する省庁の方々が行ってきました。それで、今回、また全国10カ所にわた

って開催するこのリスクコミュニケーションでは、制度の概要の説明というところに重き

、 、 、 、 、を置くのではなくて 生協さんや消費者 それから流通業界 加工業界 それから生産者

それぞれの立場で今後のポジティブリスト制度について、今取り組んでいる現状をお互い

に認識したり、今後について困っている点をそれぞれどういう立場の人がどういう点で困

っているかなどの相互理解に努めることに重きを置きたいと思っております。

そしてまた、フロアの方からも適宜、私の方からご質問などをさせていただき、挙手を

願ってご意見を拾っていきたいと思いますけれども、すべての意見を取り上げることはで

きないと思いますので、その節はご容赦願いたいと思います。ということで、始めさせて

いただきたいと思います。

最初に、生協さんの1995年からの取り組み、その当時は多分、ポジティブリスト制度と

いう名称ではなかったと思いますが、残留農薬に関する基準値づくりというような請願を

出してこられて、10年の歳月を経て、今回この制度がスタートすることになったというお

話がありました。一方、ＪＡさんの方からは今回初めて聞いてとても戸惑いを隠せなかっ

たというお話がありまして、ちょっと生産現場と、川下と川上ではこの10年の間にちょっ

と歳月の流れ方が少し違ったのかなというような印象が、私個人としては少し残っており

ます。

そして、ＪＡさんの方からは、これまでたくさんの研修会などを開催してこられて、ま

た今後も開いていかれるというところでいくつかのご意見やご要望が出ていたと思いま

。 、 、す 厚生労働省や農林水産省のホームページのＱ＆Ａ すごい膨大な量なんですけれども
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その中で記載されている質問と回答については、できるだけそれを見てご理解をし、また

所属する団体に理解できない場合には詳細にお尋ねするなりして解決していただきたいと

いうふうに思います。

それで、早速質問をさせていただきたいと思いますが、生協の谷田さん、これまで川下

の取り組みや途中の加工メーカーを束ねていらっしゃる食品産業センターの取り組みや、

あと流通、チェーンストア協会の小笠原さんの取り組みなどをお聞きになってお感じにな

ったこととか、期待することなどはありますか。

○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 先ほどＪＡさんとか、それから流通業界の方からの

お話を聞かせていただきまして、農協の方のお話で、生産者も消費者であるということ、

そこのところはもう皆さん、私たちも全く同じです。それで、ちょっと質問とは変わって

くるかもしれないですけれども、ここ10年かけてこのポジティブリスト制度がようやく実

現したという、それも生協の、私たち消費者の力が大きかったというようなことをお話し

させていただきましたけれども、決してこれは生産者の方、それから流通業界の方に強要

しているものではありません。それから、これで何かどうしてもこのことをやってくださ

、 、 、い それでなければ消費者は商品を買いませんよとか そういうことではありませんので

生産者も消費者もお互いに理解し合って、生産者イコール消費者であるということ、その

ところを誤解されないように、まずちょっと最初にそのことをお話しさせていただきたい

と思います。

生協は、確かに産直活動もやっています。産直活動のところでは、使ってほしくない農

薬とか、それから使ってほしくないいろいろな化学物質とかということもかなり生産者の

ところに求めています。でも、それだけですべて農産物とか、いろいろな加工食品が手に

入るわけではありません。一般商品とか、いろいろなところにも商品を生協も取り扱わな

ければいけませんし、私たちも生協の商品だけで生活できているわけではありません。で

すから、日本全体、消費者全体が安全でいいものを手に入れる、安全なものを口にすると

いう、それには日本全体が行政の責任で安心・安全の保証をしていただかなければいけな

い。そのためのリストを要求したわけでして、決して生協だけが何かいいものを手にしよ

うということでこのことを要望してきたわけではないということをまずお話しさせていた

だいておきます。

○堀口コーディネーター 食品産業センターとかチェーンストア協会の取り組みについて

は、個人的にでもどのようにお感じになりましたか。
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○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 流通関係の方たちのところについては、私たちが外

から見ているだけではちょっとわからない部分がかなりあるんですね。先ほど加工食品の

ところでは農薬は全く使っていないというふうに説明をされました。原材料のところだと

いうことで、ただ途中で生産過程で工場の消毒、それから殺菌とかに農薬を使ったりする

場合がある。それから、加工食品、それから流通業界のところでは消費者のところで見え

ない部分が非常に多いんですね。どこで原材料を入手されて、どういうものが使われてい

、 、 、て 農薬に限らずどういうものが使われていて どういう過程で製造されているかという

そういうところも先ほどの説明の中では農薬のことに限ってだったので農薬は使っていな

いというふうにおっしゃられたんですけれども、流通業界、加工食品の業界とかの中身の

ところをもっと私たちは知りたい、製造過程をもっと知りたいなと思います。

○堀口コーディネーター それでは、食品産業センターの方にお尋ねですけれども、団体

として消費者に向けてこのポジティブリスト制度についてある程度メッセージなどを今後

は発信していただいたりするご予定でいらっしゃいますか。

○露木食品産業センター技術部次長 私どもが個々の団体に対して、この団体はこうやっ

ていますということはちょっとメッセージ出せない。というよりも、団体としてまずガイ

ドラインをつくってくださいとお願いしている。ホームページで例えば日本植物油協会で

は精製するから全く残存しないというようなデータを持っているので、大豆だったら皮を

はぎます。さらに、高温で精製し、脱臭するので残留しませんというようなメッセージを

出しているところもあります。それから、日本ゼラチン工業会などでも、ゼラチンという

のは酸やアルカリ、それからすごい高温、高圧をかけてつくりますので残留しないという

こともありまして、各団体がそれぞれメッセージをホームページに載せているという例は

あります。

私ども先ほども申しましたように125という食品団体がございまして、それ一つ一つが

問題ないと言い切れればいいんですけれども、それはちょっと私どもではギャランティー

できないので、それぞれの団体にメッセージを出していただく、あるいはガイドラインを

それぞれつくって会員企業に徹底するように求めていただくことになります。それがない

と、例えばＡ社は500の農薬を測りました、Ｂ社は600測りましたと。ただそれの競争にな

って疲弊してしまいます。それからもう一つ言っていることは、ＪＡさんは川上なんです

、 、 。けれども そういうところへどんどん保証を求めていくと どんどん倒れていってしまう

、 、 。そうすると もう原料が入ってこないよ 自分の首が締まるよということも言っています



- 26 -

それよりも、例えばＪＡさんたちがどういう取り組みをしているのか、適正に管理されて

いるのか、そういったことをまず確認しなさいといっています。

それからもう一つが、分析というのは先ほどゼロリスクを保証するものじゃないと申し

ましたけれども、生産現場でどういう管理されているか。管理が適正であるか、そういっ

たことをモニタリングあるいはサーベイランスするために分析はするものであって、例え

ば葉っぱ１枚１枚が全部合格しているよなんて保証するものではございません。先ほども

農水省の方からありましたけれども、それをやったら食べるものがなくなります。それか

ら、加工する原材料もなくなります。そういうことを私どもは会員には言っております。

ただ、徹底しているかどうかというのは、それはちょっとわかりませんけれども、そうい

うふうに申し上げております。

○堀口コーディネーター 管理のモニタリングが一番適切。また、会員の企業の方々にそ

れぞれの団体でガイドラインを作成して、ホームページなどを通じて情報提供に努めるこ

とと、それが先ほど言われた外部コミュニケーションの一部というふうに考えてよろしい

でしょうか。

○露木食品産業センター技術部次長 そうですね、はい。

○堀口コーディネーター それでは、チェーンストア協会の小笠原さん。直接購入に来ら

れる消費者がいらっしゃると思いますが、消費者に向けて今後何か情報提供などをされて

いくご予定などはありますか。

○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 私ども毎日、私どもの店頭に消費者の皆様に

お買い物に来ていただいているわけです。それで、私どもはやはり消費者に安全な食品を

提供するというのは、それは小売業者としての社会的な機能、基本的な使命だというふう

に考えております。したがいまして、やはりバイヤーさんが納入されていただくメーカー

さんなり、それから農業生産者の皆さん、団体の皆様と常日ごろお取引しているわけです

から、そのときにきちんと生産管理を行っているところの品なのかどうか、そこをまずチ

ェックしてください。それは、場合によっては輸入品もあるわけでございますけれども、

お取引先がきちんと安心できる、信頼できる納入業者なのか、そこをまずきちんとやると

いうことがスタートラインじゃないかなというふうに思っております。

ただ、私どもメーカーでは生産者じゃないものですから、農薬とか何か直接使うことは

ありません。しかし、プライベートブランドというのがございますので、そういうような

ものについては特に念入りに検査するとか、そういうことは言いませんけれども、どうい



- 27 -

う農薬を栽培するときに使ったものですかというような情報の収集とかはやってください

ねというようなことは会員社に申し上げております。

したがいまして、私ども取り扱っているアイテムは本当に何万アイテムもあるわけでご

ざいまして、それにつきまして消費者の皆様にご説明していくというのは、毎日の店頭で

説明していくのは大変です。これはやはりテレビだとか新聞とかを通じまして国の方がポ

ジティブリスト制度というのは検査だとか分析を求めるものではなくて、それ以前にどう

いう生産過程でやったものか、そういうものをチェックすることがひいては国民に安全・

安心な食品を提供することになるんですよというようなこと、今日、室長さんだとか基準

審査課の課長補佐さんが言っておられましたけれども、そういうようなことを通じてもっ

とメディアの皆様に説明していく、それが非常に重要なのではないかなというふうに思っ

ております。

したがいまして、私ども協会がやる、一業界がやるよりは国が幅広くやっていくのがい

いのではないかなというふうに私自身は考えております。

○堀口コーディネーター ＪＡさんの方でもよく産直の特売所があったりしますけれど

も、トレーサビリティの対応も最近進んでいるとお聞きしておりますが、消費者に向けて

今後、直接何か情報提供するようなこともお考えになっていらっしゃるんでしょうか。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 先ほど言われたように、直売所を農協も持っ

ておりますし、あと地区によってさまざまな直売所が出てきておるわけでございます。こ

れについてもお互いに安心・安全ということもありますので、記帳に取り組もうという運

動は法律の施行に当たって高まってきているということでございます。ただ実態を理解し

ていただきたいのが１点ございまして、農業に取り組んでいる方には高齢の方も結構おら

れますので、このあたりは非常に苦戦しておりまして、記帳については書きたいけれども

字が細かくて見えんとか、そういった現場においては非常に苦戦しております。何も字が

見えんし、わけわからんしという方も中にはおられると。こういった方も個別にこういっ

た話をして、記帳して必ず出しましょうという話はしていますけれども、当然、組織に入

っておられる方は当然お互いに牽制してやっていくということですので、当然、取り組み

はさらに進んできておると、取り組みをしておるというんですかね、話し合ってきておる

という実態です。

○堀口コーディネーター 高齢化して農薬の字も多分見にくいと思うんですが、農林水産

省の方から何かありますか。
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○横田農薬対策室長 よく私どもが言われますのは、先ほどもラベルをよく確認してほし

い、字を大きくしてほしい。字を大きくすると、実際巻物みたいになってしまって、それ

を見るのも大変なんで我々苦慮している面があります。何かパンフレット的にできないか

とも考えるんですけれども、１個１個つけちゃうとまたそれも大変になって、今度は経費

もかさんじゃうということもあるので、今回のポジティブリストの関係なんかも私どもも

パンフレットを使ったり、あとはＪＡさん、普及所さん、当然、防除所さん、そういうい

ろいろな行政機関なんかもありますので、そういうところがまさに一丸となってもう地域

を回っていただく。あと、また今日のリスコミだけじゃないんですけれども、いろいろな

ところで説明会があったときに結構新聞の方とかテレビの方もお見えになりますので、そ

ういうときにごく一部分にはなると思うんですけれども、報道いただいて、少しでもわか

っていただくように手を今かけ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 一丸となって取り組まれるということです。

ＪＡさんもお話になり質問の中にいくつかＱ＆Ａに書かれている質問があるんですけれ

ども、それ以外に街路樹、ゴルフ場、林業関係などの農薬散布について説明をしてあるの

かという、取り組み経過の管内の生産者の質問というところにありました。これはドリフ

トの問題で非常に気にされているということなんですか、要するに、自分たちが気がけて

いらっしゃっても、ほかから飛散してくるというドリフトの問題で非常に気にかけていら

っしゃる生産者の方が多いということなんでしょうか。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 今のお話は、説明会をした中で、ゴルフ場な

り街路樹で農薬散布を当然されますので、近くに農産物があった場合、飛散する可能性が

ないのかという質問でありました。特に、農業関係の生産や指導に当たっている方のみを

対象にした際に、林業も含めてそういった農業関係以外の方への説明も国の方、行政の方

でしてほしいという要望がありましたので、どの程度進んでいるのかもしわかれば答えて

もらいたいと思います。

○堀口コーディネーター すみません、お願いします。

○横田農薬対策室長 実は、そういうような要望というんですか、心配事が結構農業者の

方の方から出ています。実は、私ども先ほど言った農薬取締法の改正をしたときに、やは

り道路とか公園の周辺で農薬散布をしているときに心配だということがありましたので、

そういうところでは農薬の散布を最低限にするとともに、飛散なんかに注意をしてくださ

いという通知を二、三年前に出しております。今回さらに連休前にもう一度、今度は街路
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樹とか例えば公園とか、そういうところで農薬をまいて横に農産物があったりして収穫間

近であれば、そこにかかったりすると農薬の飛散の問題が起き得ますよということで、今

ちょうど国の方から文書を出して、各県ですとか関係団体に指導をしている最中です。農

水省の傘下に緑の安全推進協会という協会がございまして、そこの傘下にはいろいろな造

園業界の方ですとか、植木業者の方とかが会員に入っておりますので、そこを通じて農薬

散布に注意してくれという話をちょうど今やっておる最中でございます。

○堀口コーディネーター ということだそうで、生産者の方、今、一生懸命やっていると

いうことで、取り組まれているということです。

すみません、それ家庭菜園とかもそうなんでしょうか。

○横田農薬対策室長 農薬取締法の場合は、農薬というのは農薬使用者全部を含めており

ますので、できるだけすべての方々に周知するようにお願いします。逆に言えば、消費者

の方々、今まで農薬の心配を逆に受け身で思われていたと思うんですけれども、今度は自

分たちが逆に今度は能動的に受けとめていかないと、どこかで飛散を起こす可能性もあり

ます。そういうところはなかなか周知を全部するのは難しい面があるんですけれども、ほ

かの省庁にも協力をお願いするような形で周知徹底を行っている最中でございます。

○堀口コーディネーター 消費者の方も自分が農産物をつくる場合には、今後、気をつけ

ていかなければいけないということになるというお話だったと思います。

それから、ＪＡさんの方にいろいろ書いてありまして、検査が必ずしも安全と安心を担

保するものではないのですが、疑わしい場合の検査はどういうふうに、だれが検査をする

んですか、経費はどうするんですかというようなお話が山本様の方からありましたので、

厚生労働省の方からお願いします。

○長谷部基準審査課長補佐 検査についての考え方も３月末ごろ出しましたＱ＆Ａにお示

しておりまして、先ほどもご説明もいたしましたけれども、制度としては義務づけるもの

ではありません。検査をしたから安全が確保されるということではないということを、Ｑ

＆Ａの中で言っております。

実際に検査のやり方というのは、輸入物と国内生産のもので違っておりますけれども、

輸入品についてはまず輸入時に検疫所の方でモニタリング検査等がなされます。入った後

も都道府県等の収去検査が行われます。国内のものについては自治体の方で収去検査がな

されます。その費用については、当然、国と自治体が持っているというところですが、そ

の後、その他の自主的な検査という意味、安全性を念のため確認するための自主的な検査



- 30 -

という意味では、どこが負担するというということは国として指導もしておりません。生

産、流通、加工の中でお話いただいて、どこがやるのが適当かという話になるかと理解し

ております。

○堀口コーディネーター 今日はフロアの方に地方自治体の検査を担当する側の方もお見

えになっているとお聞きしているのですが、国産品に関して検査する立場として何かコメ

ントがあれば今いただきたいのですが、だれかコメントをしてくださる方はいらっしゃい

ませんでしょうか。いれば、挙手をしていただきたいと思います。どなたかいらっしゃい

ませんか。

多分、検査をされる側の人は地元の状況をとても知りたがっていると思うのですけれど

も、何かいい情報提供の場だと思うのですが、何かありませんか。残念ながら、手が挙が

らないので、それではそこのところはもし会場にお知り合いの方がいらっしゃったら終わ

ってからお尋ねしていただければと思います。

消費者の立場で先ほど谷田さんの方からもお話ありましたけれども、検査を含めて期待

するようなところというのはありますでしょうか。

、 、○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 消費者の立場としましては 検査をしていただいて

それで安全が確認できればそれにこしたことはないですし、期待もしていることも事実で

すが、検査だけがひとり歩きして、何でも検査をすればいいというふうにはとらえてはい

ません。

消費者としましては、あくまでも今回のポジティブリスト制度のところでは生産者の方

のところでの記帳、それから生産履歴、そういうものを正直にきちっと記録をとっていた

だく。それを適正にきちっと使っていただければ、今回できましたリストからいけば最終

的に食品には残留しないであろうということを期待して、それで検査、検査ということは

前面に出すつもりもありません。

ただ、時々モニタリングはします。それはバックデータとして保存はしておきます。何

かのときにそれは使うということはあるかもしれませんが、日常的に検査が先行する、検

査が優先するということは考えておりません。あくまでも、生産者の方のところの記帳な

、 、り生産履歴なりを信頼いたしまして そういうものをいつでも提出していただけるように

それから何かあった場合はいつでもさかのぼって確認できるような体制に、そういうこと

をこれから進めていきたい。生産者の方と話し合って信頼関係をつくっていきたいという

ふうに考えております。
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○堀口コーディネーター 信頼関係という点では、加工メーカーさんも言われておりまし

たが、その辺はどうでしょうか。

○露木食品産業センター技術部次長 ちょっと先ほど誤解があったかもしれないので、そ

の件を先に説明いたします。分析するなということは、一切言っていません。日本果汁協

、 、会では例えばリンゴジュースが搾れる時期というのは年に １年中搾れるわけじゃなくて

。 、 、やはりリンゴができる時期というのがあります ですから 例えば３カ月間搾るとすると

最初、真ん中、後というような形で測っています。大豆にしても小麦にしても、みんなモ

。 、 、ニタリングしています というのは もし入ってきちゃってアウトだったよといった場合

一船ごと廃棄しなきゃならない、あるいは一船ごとシップバックで積地にもどさなきゃい

けない。こんなことやったら企業がつぶれちゃいますので、必ずまず先行サンプルで分析

する、それから積地で測る、それから入ってきたところの通関でモニタリングされるとい

うような仕組みになっています。

私が分析にというのは、分析だけに頼ってもまずゼロリスクはないよと言ったのと、豆

腐の協会では１万3,000事業者がいるんです。皆さんの隣の豆腐屋さん、夫婦２人でやっ

ているようなそういうところにまで、そういうところにまでという言い方はおかしいです

けれども、分析証明書を出せといっても難しいと思います。それよりも、ちゃんと管理さ

れた大豆を使っています。それから豆腐を作っていますと言った方がいいですよというこ

とを言っています。企業によっては何億という投資をして高価な分析機器を買ったり、そ

れから５月29日を控えて原材料を全部検査機関に出して検査しているところもございま

す。ただ、町の豆腐屋さんとか中小零細企業がいっぱいいますので、どうやって対応した

らいいかというのを今回お示ししたというところです。

それから、信頼関係ということで、私、スライドの３番、４番のところで言ったんです

けれども、やはりコミュニケーションしておいて信頼関係を得ておくとが大切です。おか

しいメーカーだと思われたら、それはもう農薬に限らず、商売というのは成り立たない。

やはりコミュニケーションして、あるいは自分が使っている原料というのはどういうもの

を農薬として使っているんだということを知っておくことなどが必要であって、それを今

、 、 。度 川下の人 あるいは川上の人とよく話し合ってやっていかなきゃいけないと思います

だから、私は、コミュニケーションというのは、分析することよりも非常に重要だと思っ

ていますし、それから今回こういう機会を与えていただきましたので、いろいろな川上、

川下の方とリスクコミュニケーションできることを感謝しております。以上です。
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○堀口コーディネーター 信頼関係については、谷田さん、何かコメントがありますか。

小笠原さん、加工メーカーさんと、また消費者さんとのコミュニケーションが重要だと

思うんですけれども、信頼関係とかどういうふうにお考えでしょうか。

○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 私どもも、農業生産者・団体、それから加工

メーカーさんの両方とのお取り引きをこれまでもずっとやってきておりましたし、商売の

基本はやはり信頼関係でございますので、それはもうスタートラインでございます。

ただ、私ども先ほど申し上げましたけれども、生産はしないわけですが、プライベート

ブランドにつきましては自分で仕様書の段階で関与いたしますので、プライベートブラン

ドにつきましては特に念入りにどういう生産プロセスをとった原料を使っているか、そこ

は入念にやるようにやっています。そこだけがちょっと違うぐらいだと思っております。

○堀口コーディネーター 山本様の方から出された資料の中に、保証を求められた場合ど

うしていくのかというところがあるんですけれども、保証というのはどういう意味なんで

しょうか。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 保証ですね、これはある一部で出かかってい

るんですけれども、そろそろ出てくるのかなと思います。何をもって保証かという話から

始まるんですけれども、先ほど信頼関係ということで話が出ましたが、現場の方ではそれ

ぞれ段階を経て保証ができるのかと考えています。抽象的に何をもって保証するのかとい

う、こちらの方が聞きたいぐらいの話でして、加工にしても青果にしてもそうなんですけ

れども、一応、管理日誌に基づいて安全ですよということを言っているにもかかわらず、

それ以上に何かあった場合どうかというようなことを言われるところも出てきています。

このあたりは特に行政関係の方にお願いしたいんですけれども、そこまでされると、と

てもじゃないけれども取引できないということがあります。何をもって保証なのかという

あたりをきちんとしていただかないと、農協もそうですし、出荷する段階はかなり厳しい

と思います。加工業者も含めてでしょうけれども、かなり厳しいことが出てくる場合があ

るんで、何をもって保証するのかという、そのあたりの話をちょっと聞かせてもらいたい

と思います。

検査は義務じゃないという話は出たところですので、そのあたりはちょっと指導してい

ただければなと思います。

○堀口コーディネーター まず、食品産業センターの方に原材料として仕入れることを想

定して、保証というのは検査のデータではないとは思いますし、また信頼関係の中でそれ
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を何とするかお互いに話していくことだと思うんですけれども、加工メーカーとしては、

例えば質問等、出たときにはどういう感じでお答えになられるんでしょうか。

○露木食品産業センター技術部次長 非常にナイーブで難しい問題なんですけれども、実

は私らが懸念していたのが小笠原さんのところから私どもの会員にそういうのがあるんじ

ゃないかと非常に危惧していたんです。そうしましたら、何と業界内で、加工度の低い基

礎調味料の方へ加工度の高いメーカーから保証を求めるということがおきました。それは

何を気にしておきたかというと、さらにその下の流通だとか小売業から求められるんじゃ

ないかという恐怖感から、次々に川上にさかのぼっていくような現象が出たので、実は留

意事項というのを出させていただきました。

要は、私らが言っているのは、食品衛生法に違反しませんというのは一筆書いてもいい

んじゃないのかと。なぜなら、違反しようとしていないでしょう、誠意をもってちゃんと

つくっているんでしょう、違反したら当然違反になります。だから、それは出してもいい

んじゃないですかとしています。ただ、測って持ってこいと言われたら、ある公的という

か分析機関では528の農薬を全部測ると70万だそうですので、70万負担していただけます

か、そしたら私どもも測りますとおっしゃってくださいと言っています。

先ほども言いましたけれども、ちゃんとモニタリングはやっています。やっていますけ

れども、その都度、ロットごとに検査結果を求められたら、もうそれしかないですねとい

うことを言っています。悲しいことに、自分たちの業界団体の中で念書を取り合い、例え

ば、もし食品衛生法違反になったときの回収費用を負担するようにという念書を求めてい

るところもありました。そういうことはやめようよと言っているんですけれども、我々が

できるところはそういうところまでで、民と民の間なので一つ一つの事例で対応はちょっ

とできないというのが私どもの立場でございます。

○堀口コーディネーター センターとしては、同じ団体の中でも保証を求める事例があっ

たけれども、そういうことを防ぐ努力をされていると。

小笠原さんの方、どうですか。

○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 私どもが会員社に、一方的に農薬分析の証明

書を持ってこいと、そういうようなことは決してやらないようにというふうに言っており

ます。

ただ、どういう農薬を使って生産されたものですかとかというようなことを聞いてはい

けないということはないと思いますので、当然どういう農薬をいつ、どれだけ使ったもの
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ですかということをバイヤーさんが聞くことはあろうかと思います。検査証明書を持って

きてくださいと、そういうようなことは絶対やらないようにという形で話してあります。

○堀口コーディネーター 厚生労働省と農林水産省の方では、保証に対する考え方で流通

さんも加工さんの方もそういった姿勢で臨まれているということでありますが、今の現状

についてどのようにお考えでいらっしゃいますか。

○長谷部基準審査課長補佐 保証についても検査と同じような意味合いがあると思います

が、私どもとして食品衛生法上は先ほども言いましたように、検査も証明書も義務ではな

いということと、検査したから、証明書を出したから安全性が担保されるわけではないと

いう立場をとっております。

あと、商取引のこれまでの慣習等もありまして、そういったものはどうしても必要だと

いう場合もあり得るかと思いますし、それぞれ業界あるいは関係者によって違うと思いま

す。このため、先ほども民と民との関係ということもありますので余りこうするなとまで

は言えないですけれども、一般的にはその食品の安全性を確保するには証明書、検査に頼

るんではなくて、生産者が使用している農薬の確認とか、そういった周辺の状況からその

食品の安全性について高めていくという努力は必要なんじゃないかというふうに思ってい

ます。

○堀口コーディネーター 農林水産省はいかがですか。

○横田農薬対策室長 私ども基本的には同じスタンスなんですね。さっき言ったとおり、

分析だけで証明することはできませんし、分析で証明するんであれば、例えば収穫された

。 、すべてのものを分析しなきゃ不可能です 農薬というのは使用方法が定められておるんで

それをきちんと守ってやっている。さらに、農業生産サイドではさっき言った飛散の問題

にも取り組んでいるし、農薬の選択なんかにも取り組んでいる。そういうことをきちんと

説明すればいいんだという形でやっています。それでも分析しろ云々といろいろなことが

あるんであれば、農水省の農薬対策室の横田がそんな必要性はないんだというふうに言っ

ていたと名前を使ってもらっても結構と、そこまで言って一応指導しておるつもりであり

ます。

○堀口コーディネーター 強い姿勢で臨まれているようですが、お聞きしていると証明を

、 、求めている根拠となっているものが相手を信頼していないわけじゃなくて 自分が怖くて

自分に被害が及ぶのを他人で防ごうとしているようなニュアンスに聞こえてならないので

すが、ここにおられるそれぞれの立場の方はしっかり履歴も残していくように指導もされ
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ておられますし、その信頼関係のもとでというところでやっているというところを、もし

そういうことをお考えのようでしたらご理解していただければというふうに思います。

それで、特に鳥取は生産県だとお聞きしていますし、また意見、ご要望がたくさんここ

に書かれているので、それに従った形で進めていきたいと思います。万が一、飛散があっ

た場合の対応窓口はどこでしょうかと、山本様の質問にあるんですが、これは、明らかに

何か飛散があったというようなところを自分たちが、生産者側が感じたときにどこに相談

したらいいかと、そういう意味合いなんでしょうか。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 それもあるんですけれども、ずっと畑にいる

わけにはなりませんのでかかったような気がするとか、そういった可能性がゼロじゃない

んです。現にそういったことを言われて、うちの指導員等も非常に困って、普及所の先生

、 、 、方に相談したりして 検査すればいいんでしょうけれども その検査もお金かかりますし

そういったあたりで生産レベルでも非常に不安が先行するわけなんです。かかったではな

いかという心配だらけで夜も寝られんとか、そこまではないかもわからんですが、そうい

った状況の方もありまして、そういったことを解消してあげる方法を持っておかないと対

応できないんです。

もう１点、話のついでですけれども 「ホショウ」も２種類ありまして、保証人の保証、

と、償う方の補償もありまして、日本語は難しいんです。そういった問題もあるんで償う

だけの補償もあれば、証明する方の保証もあるということもあったりして、法律で非常に

後ろ向きというんですか、落ち込むような話ばっかりなんです。そういったことを心配さ

れる方はされていますので、万が一という、かかったような気がするというのまで含めれ

ば、かなり精神的にも苦しい面があるんで、そういったこともちょっと話をしていただけ

ればと思います。

○堀口コーディネーター 農林水産省の方、普及員の方も対応に困っているというところ

なんですがいかがでしょう。

○横田農薬対策室長 私どもこの問題が起こったときに、まず第１点としてあるのは、や

はりできるだけ農薬の飛散を防ごうというのはやるんですけれども、100％飛散をなくす

なんてことはできませんので、そういう面で万が一飛散が起こったときのためにも農薬の

選択というものをよくよく注意してください。横の作物に基準があって、例えば実際かけ

ている作物よりも高い基準が設定されていれば、飛散というのは非常に薄い濃度でかかる

んですから、およそ問題はないと考えられます。
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、 、 、 、また 収穫の相談も 例えば普及所さんなり もしくはＪＡさんに相談窓口をつくって

そこで相談に乗ってあげてほしいという話もしているです。いつ、どの作物にどの農薬が

どういうふうにかかったかということを聞けば、現場に見にいかなきゃわからないという

話もあるんですが、非常に例えば移植直後にかかったんであれば、それから農産物はどん

どん肥大しますし、また農薬はどんどん分解されていきますから、そういう時におよそ飛

散によって何かトラブルが生じるかもしれないというリスクは非常に少ないんです。

ただ、収穫間近に、もしかしたらかかったかもしれないという時には、念のためにやっ

ぱり分析でもしてみようかということは、これは１つ、念のための安全策としてあると思

います。

、 、先ほど言いましたとおり 私どもの方で食の安全・安心確保交付金が一応ありますので

そういう中で万が一の時にいろいろな取り組みと合わせれば、そういういろいろな国の交

付金を利用できます。万が一のときにはそういう国の制度を使いながら分析をしていくと

いうのも１つの手法だというふうに思っております。これの細かいところは、よく地元と

県、あと農政局がありますのでご相談いただければ、いろいろと交付金を活用して最悪の

ときに分析を行うということも可能でございます。

○堀口コーディネーター 相談窓口はどこでしょうか。

○横田農薬対策室長 一番いいのは、各県と私どもの、ここですと中国四国農政局でござ

いますので、そちらの方とご相談いただければいろいろと交付金の中で対応することも可

能です。昔は補助金と言っていたものですね、今は交付金というものになっております。

○堀口コーディネーター ということだそうです 「ホショウ」のところで補償、保証と。

いうところもあるという話がありましたが、保険もできているけれども、行政の対応はと

いうところで、行政だけじゃなく加工メーカーさんや流通さんでもその辺は何か対応の予

定はされているんですか。保険など補償の面については。食品産業センターの方ではどう

ですか。

○露木食品産業センター技術部次長 当センターでは食品リコール費用保険を出していま

、 。 、して それは農薬の自主回収も補償されるというものになっていたはずと思います ただ

私は保険の方の担当部じゃないので的確なことを言えませんが、うちの会員プラス賛助会

員が対象だということだそうです。ちょっとごめんなさい、正確なこと言えなくて。詳し

くはお問い合わせください。

○堀口コーディネーター 食品産業センターの方にその辺の詳細は尋ねていただければわ
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かるかと思います。流通の方は何かそういうものはあるんですか。

○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 そういう保険に入っている話はちょっと聞い

たことないですね。

○堀口コーディネーター 行政サイドの方はどのようにお考えでしょうか。

○横田農薬対策室長 よくあるのが共済制度、農水省では共済制度みたいなのを持ってお

るんですけれども、それで対応できないかという話は聞くんですが、基本的に共済制度と

いうのはいろいろな自然災害をもとにしておりますので、国の方でそういう制度を使って

やるということはできません。これは不可能です。

、 、 、ただ 今のＪＡさんの方で取り組まれているのは これは全農さんになりますけれども

ＪＡ単位で加入する保険というのはあります。これは実際にそういう廃棄が起こったとき

の回収の費用ですとか、もしくはその後にプラスアルファで広報を打っていくための費用

については補償はありますが、非常に加入が少ないようなんですね。全国ベースでそんな

に加入しているところはないと聞いています。

さらに今、全農さんの方でもプラスアルファで考えておるのが個人加入みたいなものも

できないかとか、そういうことも含めて保険についてはもう少し幅広く対応できないかと

、 、 、いう形で これはもうＪＡ全農になりますけれども そちらの方で検討されていますので

もし必要であれば保険についてはＪＡ全農さんの保険を使っていただければというふうに

考えております。

○堀口コーディネーター ということで、全農さんの方にもお問い合わせをしていただけ

ればというふうに思います。

それで、一番最後のページに、山本様の一番最後のページになるんですけれども 「加、

」 、工食品の原材料の考え方は？ というところでクエスチョンマークがついているのですが

食品産業センターの方もおられるので、この意図、この質問の意味をもう一度確認させて

いただきたいのですが。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 これは、今うちも直売所にて、加工品を扱わ

れる方もあります。原材料について自分の家でつくっている例えばホウレンソウを漬けた

のとか白菜とか、大根等であれば問題ないんですけれども、これをスーパーとかほかの場

所より買った場合の表示はどうなのかというあたりです。これはその場合、トレーサビリ

ティーも要るのかとか、食品衛生の関係で表示の義務はないようですけれども、そのあた

りの心配が出てきました。直売所はこれだけ全国的に盛んになっていますので、そういっ
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た心配をされる方も出てきているので、直売で扱っているものはどうなのかという考え方

でお願いします。

、 、○堀口コーディネーター 要するに 農家であっても加工製造業というような位置づけで

自分のところの農産物に加えてスーパーなどでご購入されて加工品をつくると。加工食品

メーカーの方の多分、今、原材料ごとに農薬については追っていっていると思うんですけ

れども、考え方を少し食品産業センターの方からお示ししていただければと思います。

○露木食品産業センター技術部次長 私が説明するのも何ですけれども、本制度は加工食

品、生鮮、区別なく全部対象になる制度でございますので、当然のことながら例えば漬物

にした場合、その漬物も対象になります。ただ、我々としては加工用という、原材料もあ

りますけれども、ほとんど皆さん、私も消費者の１人ですけれども、皆さんがふだん口に

入れているものを加工しておりますので、全く考え方は変わりません。

ですから、私が言えることは食品衛生法に適合した原材料を使うことということ、いわ

ゆる加工、生鮮品に限らず、生産管理された適正に農薬が使われたものを加工に回すとい

うことだと思います。

○堀口コーディネーター 山本様はそれでよろしいですか。

○山本鳥取中央農業協同組合営農指導課長 厚生労動省の方にお聞きした方がいいのかも

わからないですけれども、そのあたりの担当者の方によりまして、つくる側の担当者の方

と売る側の方の考え方が若干違うように感じています。私もちょっと質問したことがあっ

たんですけれども、つくる側の方の言われことと、販売される、売る側の担当者の方と若

干ニュアンスが違うような形があります。そのあたりで先ほど言われたようなことが当然

やっているんですけれども、そういった中にもやはりスーパーでも外国産のものもありま

、 、すので 売られているということは安全だということでいけば問題ないでしょうけれども

そういう理解でいいのかどうかということです。

○堀口コーディネーター 小笠原さん、スーパーの立場で今の話はいかがでしょうか。

、 、○小笠原日本チェーンストア協会常務理事 今 露木さんからも話がありましたけれども

本制度は生鮮、加工、国産、輸入に限らず全部適用されるものですから、すべて同じ取り

扱いだというふうに理解しております。

○堀口コーディネーター 厚生労働省も何か補足されますでしょうか。

○長谷部基準審査課長補佐 制度の一般的な説明としては、加工食品についてはほとんど

基準が設定されているものがないんで、それは一律基準が適用されます。一律基準で出て
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しまった場合には、原材料にさかのぼって見ることになりますということを原則にしてい

ますので、どういった原材料が使われていたかというのを可能な限り把握しておくべきだ

と思います。

それから、あとはどうしてもそれが不可能な場合もありますので、加工品の段階で推定

して原材料がどうであったかというような手法を検討するのも１つではないかというふう

に思っています。

あと、つくる側、売る側の担当者の対応が違うという話はちょっとよくわからない面も

あるんですけれども、売る側もどこかから購入しているので同じような立場もあるかと思

います。それは食品を扱っている方全員、食品衛生法上、適合した適切なものを扱うとい

う意味ではどの段階でも同じかなというふうに考えています。

○堀口コーディネーター もし生協さんの方で何かコメントがあれば、生協さんは、消費

者の立場でもありますし、ちょっと売る側の立場でもあるのですが、何かありますか。

○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 事業面については、ちょっと差し控えさせていただ

きます。

○堀口コーディネーター およそ山本様からのＱ＆Ａに載っていない部分について今、話

を進めてきたかと思うんですけれども、谷田様の方からまとめという中で、生産から消費

者までの途切れのない対応の重要性ということが３点目に書いてあります。今ちょうど生

産のところから流通のところまでいろいろと問題点を議論してきたと思うんですけれど

も、感想でもありましたらお願いします。

○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 この制度導入によって、本当にフードチェーンとい

いますか、生産から消費まで一貫して管理できるようになったということはとっても日本

国民にとっていいことだとは思います。ちょっと脱線するかもしれないんですけれども、

この制度導入ということでいち早く民間の検査機関が動き出しているのが非常に不安なん

ですね。インターネットでいろいろホームページとか見てみますと、うちは幾らで農薬検

査をします、うちはこれだけの農薬検査ができるんですよとか、いち早くこれを営利追求

のために利用しようとしているのが、消費者としましてそういう意図でこういうことをお

願いしたわけではないんです。

あらぬ方向にといいますか、また別の産業がここで起きてくるのかな、それに私たち消

費者が本当に純粋な気持ちで安心・安全なものを生産していただいて、それを口にしたい

というそれだけの単純なことで今まで活動してきたのがまた違う方向にいっているという
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のが非常に不安なんです。そのあたり、農水、厚労の方はどういうふうにお考えなのでし

。 。ょうか 何か私たちの意図しない方向でいろいろ今動いているのが見えてきているんです

○堀口コーディネーター そうですね。先ほどからの議論だと、皆さん意図しない方向で

動いているような気がするんですけれども、そういうことに関しまして何かコメントがあ

りますか、厚生労働省いかがですか。

○長谷部基準審査課長補佐 確かに先ほどから言いましたように、食品衛生法上からはそ

のような検査を求めているわけではありませんし、検査機関のためにこの制度をつくった

わけではありません。

ただ、どの程度検査機関を利用されるかというのは、それは民間の方の判断になります

し、また検査機関の方でもそれは民間ですのである程度宣伝等はしていくのをやめろとい

うわけにはいかないというふうには思います。けれども、本来の趣旨からするとポジティ

ブリスト制になったからといって検査を推奨しているわけではありませんし、これまで基

準値も283ありましたけれども、その全部検査をしているかというとそういうわけではな

いので、その辺は必要なものに限ってご判断いただいて検査等をするというのがいいんで

はないかというふうに思っております。

○堀口コーディネーター 農林水産省はどうですか。

○横田農薬対策室長 まさに私もいろいろな現場におきましてお聞きするのは、いろいろ

な検査機関からダイレクトメールでいろいろ来ていますと言うことです。大体、半分ぐら

いの方がそういうダイレクトメールが来ています。そのダイレクトメールの中身というの

が検査をしないと大変なことになりますよというもの。ポジティブリスト制度はそうなん

だという話があって、よく不安の連絡とかもあります。民間の分析メーカーさんがビジネ

スチャンスととらえてやる分について、さっき厚労省さんからあったとおり、それをけし

からぬというつもりはないけれども、冷静に考えればそんな必要はないんじゃないんです

かという形で皆さん、冷静に受けとめましょう。たまたまダイレクトメールが来たからと

いって、別にそれに全く従う必要はありません。分析だけでいいという制度じゃないんで

すよと。

それら、きちんと記帳運動を進めてきちんとやっていけば何でもかんでも分析じゃない

んだということで、先ほどから説明している内容をきちんとやることによって変にそうい

うダイレクトメールとかで踊らないようにという形でやっています。多分、いろいろとあ

ればやっぱりビジネスチャンスととらえて動き出すいうのは当然あると思うんです。それ
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を規制するという話はちょっと違うかもしれないですね。

○堀口コーディネーター ということで、皆さん冷静に対応というところでありました。

また、消費者の方からそういうものを求めてこの制度を請願してきたわけではないという

お話がありました。

それから、この意見交換会の積極的参加ということで、今回のポジティブリスト制度の

意見交換会には非常にたくさんの参加者が来られています。県行政での取り組みと県行政

のレベルでの双方向の意見交換の必要性というふうなところもご指摘をいただいておりま

すが、もしこの中国地方の方で県行政としてこのようなポジティブリスト制度に関してを

メーンにしたリスクコミュニケーションについて、何か都道府県の行政の方でコメントし

ていただける方が、いらっしゃいましたら挙手をしてお答えしていただきたいのですが、

いらっしゃいませんでしょうか。はい、どうぞ。立場を少し表明していただければと思い

ます。

○発言者１ 聞きたいんですけれども、この前、県の食品衛生課の中野さんが来られて、

うちの職員体制を検査いただいたんですけれども、把握しておられるかどうかわかりませ

んのですけれども、この会場に来ておられると思いますので衛生官の中野さんにちょっと

お聞きしたいと思いますけれども、県の対応というのをお願いします。

○堀口コーディネーター 何県ですか。

○発言者１ 鳥取県の食品衛生課の中野さんです。

○堀口コーディネーター 鳥取県の方、もしよろしければお願いします。

○発言者１ 把握されていたら聞いてみたいと思います。

○堀口コーディネーター リスクコミュニケーション、今後、ポジティブリスト制度で進

めていくご予定があるかどうかだけでも、もしご存じでしたら教えていただけないでしょ

うか。

○発言者２ 鳥取県の生活環境局の中野ですけれども、すみません、もうちょっと具体的

にどういう質問かお聞かせ下さい。

○発言者１ 検査体制についてです。

○堀口コーディネーター ちょっと待ってください。まず、一応、まとめの中で県行政単

位でこういう取り組みと双方向の意見交換の必要性があるというところをまずまとめの中

で書いていただきましたので、鳥取県としましてそういったところが今、企画されている

のかどうかをちょっとまず教えていただけませんでしょうか。
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リスクコミュニケーションを県の、今ここに出ているのは鳥取県の方はＪＡの山本様と

生協の方なんですけれども、県レベルの行政の方が本当の現場の取り組みをしていると思

われますし、また県の中での流通や加工メーカーさんもいらっしゃると思うんですが、こ

ういうそれぞれの立場が集まってリスクコミュニケーションをする機会、ポジティブリス

ト制度についてリスクコミュニケーションする機会が今、企画されているのかどうかをわ

かっていたら教えていただけませんでしょうか。

、 、○発言者２ すみません まずリスクコミュニケーションについての話なんですけれども

ちょっとこちらについては、私、県の方の出先の機関の方の担当ですので、ちょっと私の

知る限りではありません。ちょっと本課の方が今、来られておったら、そちらに聞いてい

ただきたいと思います。

検査体制のことについては、具体的に残留農薬が出ているかどうかはどういう検査をす

るのかということでいいですかね。

○堀口コーディネーター 議論されているとか、準備をしているとかいろいろあると思い

ますが、答えられる範囲でお願いします。

○発言者２ ちょっとこちらの方については、具体的にどういう検査をしているかといい

ますと、先ほど説明があったんですけれども、収去検査等でしているわけなんです。ちょ

っと具体的に何カ月に１回どういうふうな調査をしてということについて、ちょっと私の

方で今把握していませんので、後日、米子青果さんの方にまたお答えするということでは

いけませんでしょうか。

○堀口コーディネーター それは結構なんですが、今、検査をする側として何か困ってい

ることはありますか。

○発言者２ この質問とはまた別にですか。

○堀口コーディネーター はい。

○発言者２ そうですね、まだ実際に制度が動いていませんのでちょっとわからないとこ

ろも多いんですけれども、実際、検査して万が一何か引っかかるようなことが出てしまう

ということがあろうかと思います。そのときに順々にさかのぼって調査とかしていかなき

ゃいけないと思うんです。実際に生産者の方が農薬使用基準を違反しているというような

ことがある場合の取り締まりというのは法に従ってやらなきゃいけないと思うんですけれ

ども、ちょっと実際に周辺の農薬が飛散しただとかいう場合があるとき、その責任の所在

というのをどのように追及していくべきなのかなというようなところは、ちょっと今の私
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の立場でどういうふうに取り組んでいったらいいのかというところで不安には思っていま

す。

○谷田鳥取県生活協同組合全域理事 まとめのところに書かせていただいています地方行

政のところ、県単位ですよね。そこのところでのリスクコミュニケーションというのは大

変必要なことだと思いますので、要望といたしましてそれをぜひ小さな単位でもいいです

からやっていただきたいということをお願いします。そこにはぜひ消費者、生産者も加え

ていただいて、行政のみでこのことを進めていただきたくはないです。私たち消費者、そ

れから生産者の声もそこに反映させていただきたいと思います。そのために、まとめとい

たしましてぜひこういうことをどんどん開催してほしいということを書いておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○堀口コーディネーター たしかリスクコミュニケーションを保健所単位で進めていかな

ければならない、進めていくようにというような多分スタンスにもなっていたと思うんで

すが、たしか厚生労働省は、そういうことになっていますよね。

○長谷部基準審査課長補佐 私、ちょっとリスクコミュニケーションの担当課ではないの

で、後は自治体でやることについてこうしろという立場ではないですけれども、国として

、 。は昨年度もやりましたし 今年度も施行前にこういった形で全国で何カ所かやっています

それから、ＢＳＥについても現在やっているところです。ですので、消費者あるいは生産

者の方のご意見をよくお聞きいただいて、意図するところを酌んで実施できるんであれば

ご検討いただければというふうには思います。

○堀口コーディネーター ということで、県単位、また多分、保健所単位といったような

ところになるのかも、厚生労働省の管轄する省庁ではそういう単位になるかと思いますけ

れども、リスクコミュニケーションを進めていってほしいと。本当に地元の生産者の方と

顔が見えて信頼関係が築けるいい場面であると思いますので、そういうふうな今ご要望が

消費者の立場の方からあったと思います。

それで、大分まとめにあったものについては今、意見交換を進めてきたつもりでありま

すが、ほかに何か知りたいことがありましたらフロアの方から質問を受け付けたいと思い

ますので挙手をしていただければと思います。何かありませんでしょうか。お立場をまず

表明していただければと思います。

○発言者３ 私、食肉処理の会社で勤めております。この中に安全基準審査会ですか、こ

こからＱ＆Ａが出ておるんですけれども、これをどういうふうに理解したらいいのかなと
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いうふうに思うんですが、こういうＱがあります「原材料である農畜産物で残留基準を超

えていることが明らかである場合、それらを使用した加工食品について農薬の残留がなく

とも当該加工食品は処分の対象となりますか」と、こういうＱがありまして、これについ

ていろいろ説明あるんですけれども、入っていないものですよ、そこの基準に入っていな

「 」いものがあっても 残留量を勘案し処分の対象となるかどうか判断されることとなります

と、こういうふうにあります。その項目を残留量を勘案しということなんですが、どうい

うふうに勘案をするのかなということを聞きたいと思います。

○堀口コーディネーター クエスチョンの番号、わかりましたか、大丈夫ですか。

○発言者３ クエスチョンの74番です。

○長谷部基準審査課長補佐 74番のところの前段のところは、一般的に食品衛生法の趣旨

であります基準値を超えているものについては、それは製造してはならないということに

なっていますということなんで、製造する時点でそれに気づいていればそれは使えないと

いう判断になります。

それから、後段の部分は恐らくわかりにくいということだろうとは思うんですが、これ

については個別に判断ということになりますので、ここでは言明していないということに

なりますので、それは県の衛生部なりにご相談していただいて個別の判断あるいはそこで

できない場合はまた国等でも問い合わせあると思いますので、一概にちょっと加工食品、

広い概念がありますので、ここで決めつけてどうこう言うわけはできないということでち

ょっとあいまいな表現になっております。

○発言者３ わかりました。それでは126番、もう１点です 「飼料に含まれていた農作物。

由来の農薬が食肉等から検出した場合、一義的に責任は販売者にありますか」と、こうい

うクエスチョン。ところが、この中で食肉販売者は「当該食品について安全性を確保する

ための措置を行うこととなります」と、こういうふうになっています。これが先ほどおっ

しゃられております求償のことじゃないかなと思うんです。損害はだれが持つかと、こう

いうことになろうかと思うんです。そういった場合、どういうふうな形でさかのぼってい

くのかなと、こういうふうに考えております。

○長谷部基準審査課長補佐 これも一般論で答えていますので、特に原因が何であっても

販売しているものから食品衛生法違反になった場合については、その販売禁止等の措置が

とられるということになるということを言っています。

それとは別に、補償の観点という意味ではその残留の原因が何であったかという原因を
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はっきりさせた上でどこが持つかという、それはまたその関係者の間の相談になるかと思

います。

○発言者３ ありがとうございました。先ほど来、パネリストの皆さんのお話を聞いて、

検査をすることが目的ではないんだということを生協の谷田さん、そしてチェーンストア

の小笠原さんが皆さんそういうふうにおっしゃってくださったんで結構なんですけれど

も、既に私どものところにはいろいろな業者さんからお前のところから買っている商品に

ついて安全性があるかどうかの確認書を出しなさいと、こういうことが出ています。それ

から、業者によっては抗生物質あるいは合成抗菌剤、こういった種類をずっと羅列しまし

て、これについて記入して出してくださいと、こういう話がでてきています。

ということは、皆さんのお考えが必ずしも社会の方には一般的に伝わっていないんでな

いかなと。特に生協の谷田さんがおっしゃられるように、私どもは検査を目的としてこの

運動を起こしたんではないと、こういうふうにおっしゃってくださっていますので、その

ことをこれから行政あるいは関係諸団体の方々が広く、早く社会一般に周知していただい

て、私ども生産者の方がそれによって非常な労力を強いられる、あるいは資金の拠出を強

いられる、こういうことのないように要望しておきます。以上です。

○堀口コーディネーター 先ほど来、話にありましたが、ここに今日来られた方々におい

ては十分ご理解をしていただけたのではないかと思います。また、参加できなかった方々

にもその旨、皆様の方からも周知をしていただければと思います。

それで、今、Ｑ＆Ａの質問がありましたが、Ｑ＆Ａについてホームページで見て、その

内容について解釈がよくわからないという場合について、直接どこにお尋ねしたらよろし

いのでしょうか。

○長谷部基準審査課長補佐 こちら、厚生労働省で出しているＱ＆Ａにつきましては、関

係課が複数になる場合もありますけれども、基準値あるいは制度全般についてということ

であれば基準審査課。それから、実際の収去検査とかロットの考え方とか、そういった監

視については監視安全課になりますので、大きくその２つ。それから、輸入品は余り関係

ないかもしれないですけれども、それについては検疫所業務管理室とか監視安全課の輸入

品を担当している室がありますので、そちらのところになります。大きくそのような形に

なるかと思いますので、ご確認いただければと思います。

○堀口コーディネーター わからないことがあれば、積極的にお尋ねをしていただければ

と思います。農林水産省の方はＱ＆Ａを出されていると思うんですけれどもどちらの方に
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お聞きすればよいですか。

○横田農薬対策室長 農政関係の場合には、基本的に直接、農薬対策室、私どもの方でも

構いませんし、例えば県とか農政局を通して私どもの方に質問を上げていただいても結構

。 、 。です 最終的には 私どもの方で全体を取りまとめてお返しするようにしたいと思います

私どもで結構です。

○堀口コーディネーター ということで、ちょっといろいろ分かれていて複雑かもしれま

せんが、間違えてもきっと回してくれると思いますので、Ｑ＆Ａにつきましてわからない

ことがありましたら、皆様、どうぞお尋ねしてください。

○発言者４ すみません、東伯町農協の戸田と申します。３点、お伺いさせていただきま

す。

○堀口コーディネーター では、１点ずつ。

○発言者４ はい。まず１点は、農業団体としましては、先ほど山本さんの方からありま

したけれども、ドリフトという問題が非常に生産者は心配しております。すなわち同じ口

に入れる農産物をつくっている組合員同士は情報交換できると思うんですけれども、例え

ば隣で芝がつくってあるとか、苗木だとか花とか鑑賞用ですね、そういったものをつくっ

てある品目が転作地の中に結構私どもの地域にはあります。

そういった場合に、そういったところの団体から情報が来ない。ところが、実際出荷し

。 、ました野菜が農薬がかかっていますよということが来て出荷停止になったと そのときに

かけた側にはどんな制裁があるのか、責任があるかということがわかりづらい。かけられ

た側は共同選果という場合でございますと個人の名前で出ておりませんから、農協全体が

出荷停止になるのかというような問題が１つあります。

○堀口コーディネーター 団体間のコミュニケーションがまずとれていないという前提の

もとで、かけた側がどうか。かけた側を特定するのが私もどうかとは、わからないかとは

思うんですが、それからかけられた私は一人一人の名前で出荷しているわけではないので

農協の単位になるのでしょうかというお話ですが、農林水産省の方どうですか。

○横田農薬対策室長 最初に、かけた側、かけられた側の話ですけれども、そこははっき

り言って立証できるかどうかですよね。きちんと立証できなければ、逆に言えば名誉棄損

で訴えられることもあり得るということになると思います。

今、花とか何とかの関係であれば、恐らく農業生産の中で一緒にお話をするというのも

あるでしょうし、実は私どもの方でも農産物、食い物じゃない方のつくっているところに
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ついても、さっき言った連休前に植木業者とかそういうのを含めて、要するに食べるもの

じゃないところに農薬を使うところについてもきちんと飛散について注意をしてください

というのを出しておりますし、農水省の中でも例えば花とか芝とか担当するところにもき

ちんと指導をしてもらうように実はお願いをしております。その中で、当然ながら近くで

収穫に近くなれば、当然ドリフトでもしかすると例えば基準をオーバーするみたいなリス

クもあり得るんで、情報提供をした上で農薬の選択とかを行ってほしいという形での周知

徹底を行うようにお願いをしております。

、 。○堀口コーディネーター それでは 農協単位かどうかというようなところはどうですか

○横田農薬対策室長 ロットについての考え方ということですか。

○発言者４ 共同選果でやっている場合です。

○横田農薬対策室長 ちょっと話がかみ合わないかもしれないですけれども、できるだけ

やはり原因を究明していただいて、衛生部局と農林部局が連携して原因の究明が必要だろ

うと。飛散状況とか原因など調査した上で、生産者、出荷日が同じと考えられるものつい

ては、その１つをロットとして扱うというふうになっていますので、原因究明が非常に重

要になってくるんではないかと思います。そうしないと、なかなかロットの絞りを考え方

が決まらないんで、ぜひそれはやっていただきたいと思います。

○発言者４ 逆に言いますと、米とか梨なんかは個人名をもって１つの梨としていません

ね。そうなると、もう持ち込み段階から個々分別して集果するということは非常に困難、

経費がかかりますけれども、それをしなければならないという逆な解釈ができるんです。

○堀口コーディネーター ちょっと待ってください。多分、農産物はいろいろな作物で収

穫の状況も違うと思うので、ちょっと梨、その辺につきまして多分、鳥取、産地ですので

個別にご相談していただければと思います。次、どうぞ。

○発言者４ それと、ここにチラシがあるんですけれども、農林水産省さんの消費動向で

すね。この中に飛散ということを大きく書いてあります。それで0.01ppmということがか

なりうたってあるんですけれども、農家サイドで0.01ppmというのを、１億分の１ですか

ね、単位として。果たして今の、私、勉強不足で申しわけないんですけれども、これを検

査する基準、機関がこの0.01ppmという数値をぶれがなく一律に検査できるものなんでし

ょうか。検査機関がぶれがなくです。

○堀口コーディネーター 検査の精度の話ですね。

○発言者４ そうです。
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○長谷部基準審査課長補佐 検査法については、物質が非常に多いというのと、あとは対

象となる食品もさまざまだということで難しい面があるというのは認識しております。現

在、示しておりますのは、一斉分析法を中心に、それができなければ個別法ということで

示していまして、すべてのものを0.01ppmまで検査できるかというと、現時点ではそうい

う体制にはなっておりません。

ただ、収去して、それについて行政判断を下す場合には、もちろんその検査の精度とい

いますか、それは確立されたものであって、いい加減な検査で判断することはできません

ので、判断する場合にはきちんとした検査法だということは言えると思います。

○堀口コーディネーター ３点目。

○発言者４ ３点目は要望ですけれども、やはり飛散という問題になりますと、やっぱり

農薬の製造業者さんの飛散しないような剤の開発援助をやはり指導徹底をまずしていただ

きたいなということですね。例えば、ヘリコプター防除を農家の労力軽減ということで取

り入れましたが、愛知県等ではそれも散布はままならないということになっております。

昔ではナイアガラというようなことで一斉防除しますと、粉の薬をばっとまくと夏場に蔓

延するという状態が過去にあります。

しかし、農薬、それと散布の資材、方法、ノズル等の技術開発の方がまだ追いついてい

ないように私ども農業団体の方は認識しておりますので、やはりここらの企業さんとの連

携と足並みをそろえていただきながら法を進めていただかないと、そちらの方が後送りで

制度が前にいっちゃいますと、なかなか生産者サイド、費用負担ばかりかかって大変だと

いうことをご認識いただければ幸いだということで要望だけです。

以上です。

○堀口コーディネーター 農薬開発について、もしあれば状況などをお願いします。

○横田農薬対策室長 実際おっしゃられたように、剤型の問題がありますので剤型につい

ては今メーカーなんかとも相談しながら、飛散が少ないような剤型の方への切り替えがで

きるかどうか実は検討しています。

ただ、それをやれば当然ながら農薬の生産にお金がかかる可能性がありますので、その

ときに多少高くなった農薬を使っていただけるのかどうかという問題が１つ。それと、ナ

イアガラはばっと結構飛散しますので、そのときに今度は剤の選択の問題で、ある程度、

これは病害虫にもよりますけれども、クリアはできると思います。そういう面では、剤型

を変えなきゃいけないパターンと、剤型は同じものであっても、同じ粉ものであったとし
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ても、今度は使う農薬自体を別の農薬に変えることによって、実際、飛散が起きたとして

も問題をほとんど２割以降にできるパターン、そういう幾つかのものである必要があると

思っています。

私どもの方でも、できるだけその農薬の適用拡大の面、それと剤型の切り替えの面、こ

れは適宜進めていきますが、今できる段階でもある程度は対応できるかと思っています。

もう少し進めるつもりではおります。

○堀口コーディネーター そろそろ時間もなくなってきましたので、すいませんが、この

辺で終了させていただきたいと思います。その前に、食品安全委員会の方からリスク評価

、 、について５分程度コメントをいただけるということでしたので 食品安全委員会の島田様

よろしくお願いいたします。

○食品安全委員会評価課島田課長補佐 食品安全委員会の島田でございます。せっかく話

が煮詰まってきたところでちょっと全体的な話をさせていただくのをお許しください。皆

様のご意見の腰を折るようなことになって申しわけございませんが、私どもの食品安全委

員会でもこのポジティブリストにかかわっておりまして、これに関する科学的な評価をす

る状況にございます。そのことだけ短時間、ご説明の時間をお許しください。私ども、ち

ょっとスライドのお時間もないようでございますので、お手元の方に参考資料というもの

を用意させていただいております。スライド形式の２つの四角が入っているような紙でご

ざいまして 「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」、

というふうなことでございます。

私ども食品安全委員会というのは、実は先ほど消費者団体の方からのご要望であったポ

ジティブリストがやっと望みどおり成就しましたというお話があるのと同じように、消費

者の方々のご要望を受けまして食の安全を一元的に扱う機関として誕生したのが２年半前

でございます。ポジティブリストと時を同じくして産声を上げた食品安全委員会でござい

ますけれども、このポジティブリストの場合には３年間の施行期限、いわゆる法律を実際

に運用する期限が３年でございまして、厚生労働省さんの方で本制度をつくられたのは科

学的評価をまず後回しにするとのことでした。

ただ、ここにあるご説明、先ほど長谷部補佐の方から厚生労働省のポジティブリストの

つくり方ということでＡＤＩという１日当たりどのぐらい摂取したら問題が起き、実際に

どのぐらいの残留量を食品が含んでいた場合に問題となるかというのが今回、皆様方のご

懸念である残留基準でございます。生産者、加工業者の方々がこの残留基準を守っていく
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ことによって、国民が実際に食べているＡＤＩという１日当たりこれだけの量だったら化

学物質の摂取は許容できます、このＡＤＩを守ることによって食品の安全が実際には担保

できる制度ですというふうなご説明をいただいたかと思います。

ただ、そのＡＤＩが何によって定められているかについては、先ほど厚生労働省さんの

方から幾つかの毒性をきちっと確認した上でやっていただいていますということであった

と思います。こういう化学物質の毒性というのは、実はその時々によって新たな発見があ

ります。例えば環境ホルモンとか、そういう問題が起きてきたときに人の生殖に対する影

響がわかってきましたなどという報道が近年あったかと思います。その他、いろいろな毒

性が後で見つかるものもございますので、食品安全委員会としては今、現時点でこれを評

価していきたいと考えております。

私の資料では、今回、合計で758の農薬を評価しますというのがまずあるんですが、こ

れは厚生労働省さんがおつくりになった資料における残留基準799、800弱にあたります。

これについては、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、それからア

メリカといったところの基準を参考にしています。いわゆる先進国において既に評価がさ

れたもの、それから、国内で評価をされたものもございます。国内外で評価されたものを

ベースに今後評価をしていくという考え方でおりまして、その中では過去の評価を踏まえ

た形で評価をしていくんですということをこちらからご説明させていただきたいと思いま

す。

つまり、800弱の物質の評価について、専門家の方、約50名集まっていただいておりま

して、その方々に改めて毒性の評価をしていただくこと。それから、それを踏まえて厚生

労働省さんの方で改めて残留基準について再確認をしていただくということでございまし

て、私どもの資料の４ページのところのリスク評価の審議フローというのを見ていただけ

ますでしょうか。

厚生労働省さんと私どもの食品安全委員会が右左になっておりますが、厚生労働省さん

から今後、化学物質の評価を依頼いただくことになっておりまして、これを踏まえ、改め

て我が国における科学者の方々にＡＤＩ、１日当たりの摂取量を確認させていただくとい

うふうなことでございます。その上で、ＡＤＩの範疇に残留基準がおさまるような形でそ

れぞれの作物にどのくらいの残留基準が適当かどうかを判断していただき、それが私ども

食品安全委員会にもう一度戻ってまいりまして、実際に国民が今の計算でどのくらいの化

学物質を摂取することになるか、そのぐらいの摂取のときにＡＤＩと比べて国民の安全が
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保たれているかどうかということを確認させていただく作業が進むということでございま

す。

実際にその作業の進み方を同じ資料の後ろの方に、こういうふうな形でやっていきます

というふうなことが書いてございます。これは過去の評価がされた諸外国の評価結果と、

その後出てきた科学的な論文を全部チェックさせていただいた上で評価をするということ

でございます。改めて細かくご説明申し上げるつもりはございませんが、要すればこれは

過去の評価をちゃんと見直して、もう一度再確認をしますということでございます。

この資料につきましては、今、６月９日までご意見を伺っております。こういったやり

方に関して 、皆様にも見ていただいて、何かこういう仕組みでもっとこういうふうにし、

てほしいとか、そういうご意見がありましたら連絡先の中の島田が私でございますので、

私の方にご連絡をいただく、あるいはご助言いただければ幸いかと思います。

短時間でございましたけれども、そういうことでございますのでよろしくお願いいたし

ます。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。

時間もいっぱいいっぱいになってしまいまして、まだフロアの方から今日のパネリスト

の方にご質問あろうかと思いますが、終了後、各自、個人個人にお尋ねしてくださいます

ようお願いいたします。

本日の議論が皆様にとって共通認識を得る機会になればと考えます。ここでパネルディ

、 。 。スカッション 意見交換を終了させていただきます マイクを司会へ返したいと思います

ありがとうございました （拍手）。

○司会 どうもありがとうございました。

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、長時間にわたりご参加いただきまして大変ありがとうございました。出口の方

にアンケートの回収箱を設けております。リスクコミュニケーションを含めまして、いろ

、 、いろご意見をいただければ今後の参考にさせていただきたいと思いますので 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。


