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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１７日（水）

会場：ボルファートとやま

議事次第

１．開 会

２．講 演

① 残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について

② 農産物の安全・安心は生産工程の管理で

③ 「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

④ ポジティブリスト制度導入に関する対応について

⑤ 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

⑥ ポジティブリスト制度導入にともなうコープ北陸の取組について

３．パネルディスカッション及び意見交換

４．閉 会
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○司会 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、

リスクコミュニケーションを担当しております古川と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。

ポジティブリスト制度につきましては、昨年度、制度の内容等を知ってもらうというこ

とを目的といたしまして、意見交換会等を全国で行ってまいりました。本日の意見交換会

は本年５月29日の施行を控えまして、生産から消費までのフードチェーンの各段階の方々

から残留農薬等のポジティブリスト制度に関する取り組みの紹介をいただき、それを踏ま

えまして関係者間で問題意識の共有と相互理解を図るということを目的として開催するも

のでございます。消費者、生産者、事業者など、さまざまな立場の方と情報を共有し、意

見を出し、考えることで、社会的な合意形成の道を探っていきたいと考えておりますので、

ご理解をよろしくお願いいたします。

初めに、配付資料の確認をさせていただきたいと思いますので、お手元の資料をご確認

ください。まず、上に議事次第というものがございます。その次に、これは後半の意見交

換会の際に使用するものですが、座席表。その次に右肩に番号がふってございますが、資

料１、それから資料２、資料３、資料４、資料５、資料６。その後にポジティブリスト制

度に関するパンフレットと、あと、番号はふってございませんが、「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、食品安全委員会事務局の資

料でございます。そのほかに、あと、一番後ろにアンケート用紙が入っておりますので、

お帰りの際にご提出いただければと思います。今、申し上げた中で、資料の不足等がござ

いましたら、お手をお挙げいただきまして、係の者が参りますので、お渡ししたいと思い

ますが、いらっしゃいますか。いらっしゃらないようですので、さっそく始めたいと思い

ます。

続きまして、本日の議事進行を説明したいと思います。まず、先ほどの一番上の議事次

第というものをご覧いただきたいのですが、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、農林水産省から簡単に概要を説明いたします。

続きまして、生産から消費までの各段階の関係者の方々から、ポジティブリスト制度に

関する取り組みという形でご紹介をいただきたいと考えております。

ここまでの説明で、全体で１時間程度時間を取りまして、その後に10分程度休憩を取り

たいと思います。その後、14時40分をめどにパネルディスカッション、意見交換会を行い

たいと思います。16時に終了するという予定で考えておりますので、よろしくお願いいた
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します。

では、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、行政の側から説明し

たいと思います。厚生労働省食品安全部基準審査課、河村課長補佐、並びに農林水産省消

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をしたいと思います。よろし

くお願いいたします。

○河村課長補佐 厚生労働省食品安全部基準審査課の河村でございます。よろしくお願い

します。

今日はポジティブリスト制度のリスクコミュニケーションということで、大勢の方に集

まっていただきまして、まず、制度を作りました厚生労働省の側から、制度の簡単な概要

についてご説明申し上げたいと思います。

資料１に従いましてご説明申し上げますが、資料１につきましては、制度全体の話は非

常にスライドが多うございますので、その中から選びまして、最初の３ページ目まで、ス

ライド６枚、これを用いましてご説明します。ポジティブリスト制度の概要、また、食品

中の農薬の残留基準とはどうやって決めるのかという点につきましても、スライドを作っ

て、参考資料として付けてございますので、あとで参考までに見ていただければと思いま

す。

スライドにいきます。よくポジティブリスト、ポジティブリストと呼んでいますけれど

も、これって一体どういうことなのというところから入りたいと思います。ポジティブリ

ストという言葉、またそれに対する、相反する言葉として、ポジティブなのでネガティブ

という言葉で、ネガティブリストという言い方がございますけれども、これはどこかで定

義されているようなものではございません。国際的にこういったものをポジティブリスト

制度というというような定義があるものでもなくて、一般的にこう理解されているという

ようなことでご理解いただければと思いますが、ポジティブリストに相反する言葉でネガ

ティブリストという制度というのは、まず、一般的に原則規制がない状況で規制するもの

についてリスト化するというような制度。こういってもなかなかわかりづらいと思います

が、医薬品の世界でいきますと、化粧品に使用できる原料の規制というのは、これに該当

するということで、基本的に規制はないけれども、使ってはいけないものについてのリス

トアップがされている。それだけは使わないようにすれば、他の原材料は使っていいとい

うような形の規制のやり方。これをネガティブリストということで、現在の食品中に残留

する農薬等の規制についても、この考え方で今まで規制がなされてきたということでござ
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います。

今回新しい制度ということで、ポジティブリスト制度。これはどういうことかというと、

原則、全体に網をかける。禁止なり、何らかの規制をするという、そういう中で使用を認

めるとか、残留を認めるものについてリスト化するというような制度でございます。食品

衛生法の中では、食品添加物の規制が従来からこの規制でございまして、原則、その使っ

てはいけない中で、厚生労働大臣が指定したものについては使用基準などを定めて、その

範囲で使用してもいいですよという制度です。食品添加物の制度については食品衛生法の

中でも昔からポジティブリスト制度というような形で規制されていたということでござい

ます。

では、今回の農薬のポジティブリスト制度というのを、一言というか、簡単に概要で言

葉で書くとすると、こうなります。基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留

する食品等の販売等を原則禁止する制度ということでございます。

そして、これは法律化された背景でございますけれども、そもそもこれは平成15年の、

日本としても、食品安全行政の改革があった年でございます。食品安全基本法ができて、

食品安全委員会が設置されたり、また、食品衛生法の抜本的な大改正があった年でござい

ますが、そのときに導入された制度でございます。ただ、それ以前からもこの食品衛生法

に係る農薬の規制というのは、もう少し規制のやり方を変えた方がいいのではないかとい

うご意見をいただいておりました。平成７年にも、食品衛生法というのは若干の改正を行

っております。ＨＡＣＣＰの制度を食品衛生法に導入したときの改正でございますが、そ

のときも衆参の両院の附帯決議の中で、食品中に残留する農薬等については、ポジティブ

リスト制度を導入するということを検討をすべきという宿題を当時からいただいておりま

した。

また、15年の改正の折には、消費者の方1,350万人という、国民の人口の大体１割の方

の署名が集まりまして、その中で食品衛生法を改正するに当たって、いろいろな項目が、

ご要望としてあったわけですけれども、その中の１つに、このポジティブリスト制度を導

入するというものがありました。

そういうことがありまして、今回、食品衛生法の改正の中に、このポジティブリスト制

度というのが導入されたということでございます。

では、何が変わったのかというところでございます。これは現行の規制でございます。

農薬等の中には、農薬とか飼料添加物、動物用医薬品というものが世の中にたくさん使用
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されているわけですけれども、この外の枠でございますが、大体800から1000ぐらい世の

中で農薬等として使われているものがあると言われております。その中で、これまでは食

品衛生法で、例えば農薬については250品目、また、動物用医薬品等であれば33品目につ

いて残留基準を設定し、それらが、その基準を超えて残留する食品については販売等を禁

止するという制度でございます。ただし、残留基準がないものは基準がないので、規制が

かからなかった。検査で農薬等が検出されても、規制ができなかったというようなことが

ございました。

当然、非常に濃厚に残留するということがあれば、食品衛生法には有害物質の混入した

食品は販売を禁止をするという大前提の規定がございますので、規制ができるのですが、

残留農薬規制という観点から規制がなかなかできないというような状況にございました。

そこで、こういったところを埋めるということで、今回の制度が導入されたわけでござい

ます。これが施行後でございますが、このまわりのところに色がついてございますが、同

じように農薬、飼料添加物、動物用医薬品がたくさんある中で、まず、全体として人の健

康を損なう恐れがない量として厚生労働大臣が認める量、一定量を告示とございますが、

いわゆる一律基準で全体を規制しましょうというのがこの制度でございます。全体に網を

かけるということで、ポジティブリスト制度ということになりますが。これらが一定量を

超えて残留する食品等の販売等が禁止されるということになります。

ただし、こちらに、皆さん向かって左の方ですが、ここに書いてございますが、残留基

準が定められているもの。これについては、残留基準に従って規制をするということで、

残留基準を超えたものについては、その販売等の規制をするということになります。

もう１つ、３本柱の１つが、こちらございまして、そもそも残留したとしても、体に、

健康に影響しないという物質もございます。例えば、飼料添加物等ですと、ミネラル成分

とかビタミンの成分。これは通常、飼料添加物として使用して、残留した部分について見

たとしても、人の健康を損なわない。このようなものについては、そもそもこの制度の対

象外にしましょうということで、今回65の物質について指定してございます。この３本柱

で、今回この制度を運用しようということで制度化されてございます。

まず、告示一律基準の部分でございますが、これは今回、0.01ppmという数字を示して

ございます。これは根拠もなく決めたわけではございませんで、微量な化学物質の許容摂

取量、それと国民の皆さんの食品の摂取量。これを勘案して、専門家の方々に意見を聞い

て、0.01ppmという数値を出してございます。
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もう１つ、皆さん、残留基準が多くなったというご意見をよくいただいておりますが、

先ほどのスライドを見ていただければおわかりいただけると思いますが、現行の制度のま

まですと、基準が定まっているものは、農薬であれば250、動物用医薬品等であれば33で、

283の物質しか残留基準が定まっていないという状況でございます。そのまま、このポジ

ティブリスト制度を導入するとなると、基準が定まっているものはこの部分で規制されま

すが、非常に多くのものがこの一律基準で規制されてしまうということになってしまいま

す。これは食品中の残留基準を定めるというところがちょっと追いついていなかったとい

うことがありますが、例えば農薬に関しましても、農薬取締法に基づいて国内で登録され

ていて、使用が認められているものについて、食品衛生法に基づく食品中の残留農薬の基

準がないものというのは、非常に多くございます。これらについて、このまま移行した場

合に、一律基準で規制されてしまう。使用基準をちゃんと守って使っているのに、非常に

厳しい数字で規制されているということになると、流通にも非常に大きな混乱が生じると

いうことでございました。それで新たに基準を策定することとして、それに当たっては、

国民の健康の保護というのを念頭に置いてやるわけですけれども、今回、国際基準、国内

で登録があって、農薬取締法できちんと登録保留基準というものが定められているものは

その基準を踏まえて基準を置くという作業をしました。最終的に11月29日、この基準値を

告示しておりますけれども、283の物質から、今回799の農薬等について何らかの基準を策

定して今後、５月29日から施行するという形になってございます。新たに多くの残留基準

を設定したというのは、一律基準の部分について、過剰な規制にならないようにという意

図があります。ただ、新たに設定した基準についても国民の健康の保護という観点から、

国際基準等を参考にさせていただいたということになります。これら、今回導入に当たっ

て、799の物質について基準を置いておりますけれども、これらについては施行後、食品

安全委員会にリスク評価をいただいて、今回置いた基準を見直しするという作業をするこ

とになってございます。ポジティブリスト制度につきましては、すべての食品、加工食品、

生鮮の食品、全てに適用されます。食品添加物というものについては、別途規格基準が定

まってございますので、食品添加物については今回のこの制度のものから除外されてござ

いますが、食品を添加物のように扱うようなものがございます。微量なオレンジの果汁を

添加物として使うとか、そういったもの。それはもう食品でございますので、この制度が

適用されます。あとまた、いわゆる健康食品のたぐい。これも医薬品でなければ、食品で

ございますので、同じような扱いということで、製品、またその原料について、このポジ
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ティブリスト制度に対応した各メーカーさんで対応いただきたいと考えてございます。現

行の基準というものは、今回、改正は行ってございません。また、国産の農作物でござい

ましたら、先ほど申しました通り、農薬取締法の登録保留基準というものを参考にして、

新たな基準が設定されてございますので、使用基準どおりに適切に農家の方が使用してい

ただければ、基準を超えるということはございません。

また、最近、検査、検査というお話がよく出ます。ただ、この残留農薬の制度というの

は、従来からそうですけれども、検査結果をもって全ての食品について安全性を保証する

というのは非常に無理がございます。１つのロットだけ検査したからといって、全体が、

その安全性が保証できるというものではございませんし、今回たくさんの農薬に基準を置

いたということで、それらを全て検査しろと言っても、それは非効率的ですし、先ほど言

いましたような安全性を保証するという観点からも効果的ではございません。何が重要か

と言うと、従来からこの農薬とか動物用医薬品の管理というのは、生産の段階で使用する

わけですので、そこでの使用管理というのが非常に重要になってきます。そこをきちんと

していただくということが重要だと思っております。だから、検査をもって安全性を保証

するというよりも、その使用管理の部分を十分に確認いただく。きちんと使用管理された

ところのものを取り引きされるということが重要ではないかと考えてございます。

また、この制度が始まって以降、特に食品衛生監視の制度が変わるとか、また、その検

査のやり方が変わるということは特にございません。

ただ、規制する農薬の品目も増えていますので、国内で流通する食品であれば、各自治

体で毎年度策定いただいております監視指導計画の中で、去年とは違ったような計画でこ

の制度を見据えた監視指導というものが行われるのかと思います。その辺は最寄りの自治

体に、うちの県はどういうふうに今年から監視するのかというお問い合わせをいただけれ

ばと思います。

また、輸入食品については国の検疫所で水際でやるわけでございますけれども、検査の

項目、農薬ですよね、項目を増やすというような形で対応するということで、４月１日に

今年度の輸入食品の監視指導計画というものを提示してございますので、参考にしていた

だければと思います。

ポジティブリスト制度につきましては、厚生労働省のホームページでご覧いただけます。

該当するところをぽちぽち押していただければ、残留農薬のページに飛びます。ここには

法令とか通知とか、また試験法、またＱ＆Ａなどが掲載されています。また告示という形
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で基準値も掲載していますが、告示で基準値を見ても非常にわかりづらいと思いますので、

財団にデータベースをつくっていただいて、基準値を農薬の名前から検索したり、食品名

から検索するというようなページにもリンクしてございますので、それらも活用しながら、

自分たちの使っているものがどういうことになっているかというのを見ていただければと

思います。

以上、簡単ではございますけれども、ポジティブ制度の概要と、また今後のお話をさせ

ていただきました。よろしくお願いします。

○東野課長補佐 農林水産省消費・安全局の東野でございます。

それでは、引き続きまして農林水産省としての取り組みについてご説明をさせていただ

きたいと思います。

本日は消費者団体の方、あるいは食品事業者の方がたくさんいらっしゃっていますので、

農林水産省としてこの制度をどう捉えて、どういうふうにやっているのか、また、生産現

場、国内の生産者の方がどういう取り組みをされているのかということと、前段階として、

そもそも農薬の安全性というのはどういうふうに管理されているのかということも含めま

して、10分程度でお話をさせていただきたいと思います。

農薬の必要性ということで、言うまでもないのかもしれませんが、何で農薬をまくのか

ということでございますが、収量の低下ですとか、品質の低下を防ぐために農薬は使って

いるということです。１つの畑で、隣同士の畝なんですが、農薬を使用したキャベツと、

そのまま何も農薬をまかなかったキャベツで、毎回こういうふうに極端に違うということ

ではありませんが、ある時点で写真を撮るとこれぐらい違う場合も出てくるということで

ございます。

そういう農薬の安全性の確保の仕組みでございますが、１つは農薬の登録制度というこ

とで安全性を確認しています。これは農薬取締法という法律がありまして、農林水産大臣

が安全性を確認した登録農薬以外には製造、輸入、販売、使用が禁止されているというこ

とです。それから、その裏腹でありますが、無登録農薬のものが出回っていないかどうか。

農林水産省、各県に出先がございますし、各都道府県にもお願いをして、農薬の販売店、

あるいは農家に立ち入り検査をさせていただいて、変なものが売られていないか、使われ

ていないかというのをチェックをしております。

では、登録農薬であれば、どんな使い方をしてもいいのかというと、そうではありませ

ん。農薬使用基準というのが決められております。この使用基準に違反して使うと罰則が
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かかるということになっておりますので、登録農薬であっても正しく使っていただくとい

うことであります。正しく使ったかどうかというのは、これは個々の農家の方、二百数十

万人おられる農家の方、１件、１件立ち入りできませんので、これは厚生労働省の出先、

あるいは都道府県の衛生部局が流通している食品をモニタリングでチェックをしていま

す。この（１）から（４）までの仕組みで安全性を確保しているということでございます。

もう少し詳しく見ていきたいと思います。（１）のところの登録制度でございます。先

ほども申し上げましたように、登録された農薬だけが製造、輸入、販売、使用が可能にな

っているということであります。登録がされていない安全性が確認されていない農薬とい

うのは使用ができないということです。登録に当たってはどういう試験をしてもらって、

どういうところを見ているのかというと、大きな項目で４点ございまして、１つは毒性試

験です。これは急性毒性だけではなくて、慢性毒性、それから３世代追っていくような、

後代の毒性、あるいは発がん性試験というようなことをやっております。こういうような

毒性試験の結果に基づいて食品安全委員会が１日当たりの許容摂取量というのを決めてい

ます。人が一生涯摂取し続けても何ら影響のない量というのを決めて、その範囲で農薬の

摂取の管理をしているということであります。そういう１日当たり許容摂取量みたいな話

をすると、そういうものを決めないといけないから、やはり毒なんだというような感じで

思われる方もおられると思いますが、一定量以内であれば、全く毒ではなくて、ある程度

の量を超えると毒になるものというのは割りと身近にございまして、例えば食塩ですとか、

アルコールですとか、そういうようなものもやはりある程度の量を超えると毒になってく

るということであります。

それから、動植物体内での分解経路とか代謝経路を把握して、どういうふうに分解され

て、どういうふうに体外に出ていくのかという試験をしていただきます。

それから環境影響試験というのをやっています。これは、最近は人が摂取して大丈夫か

どうかということに加えて、環境に影響を与えていないかどうかという観点からの試験も

必要で、環境大臣が環境に重大な影響を与える恐れがあると判断すれば、その農薬は登録

できないということで、登録保留基準と呼んでおりますが、そういう基準をつくっていま

す。水質汚濁の問題なんかもありますし、例えば土の中でどれぐらい分解していくのかと

いうのも登録保留基準になっています。昔はなかなか分解されないようなＤＤＰですとか、

ドリン系農薬なんかも登録されていたのですが、現在では土の中で半分の量まで減る時期、

半減期と呼んでいますが、１年を超えるものは登録ができないということになっています。
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それがさらに厳しくなりまして、今年の８月からは180日、半年以内に土の中で半分の量

まで分解できないと原則登録できないということで、さらに厳しくなっているということ

であります。

それから農作物の残留試験ということをやっているところであります。

残留試験の話がありましたけれども、残留試験をもとに使用基準を作ります。右側のブ

ルーのところにありますように、農薬の残留基準は厚生労働省が決めますが、私ども農林

水産省は農薬の使用基準というのを決めます。これは稀釈倍率とか使用回数とか使用時期

になるわけですが、残留試験の結果からこの使用基準を守っていれば残留基準を超えるこ

とはないということを確認した上で使用基準というのを決めています。

それから無登録農薬の取り締まりでありますが、これは先ほど申し上げましたように、

農林水産省ですとか、都道府県が立ち入り検査をして、変なものが出回っていないかどう

かを定期的にチェックをしているということであります。

それから登録農薬の正しい使用方法でございますが、先ほど言いましたように、農薬の

使用基準というのが５つ項目がありまして、一つは適用作物を守ってください。農薬は登

録するときに、どういう作物に使える農薬かというのを決めて登録をしています。例えば、

キャベツに使えない農薬をキャベツに使うと違反になります。それから使用時期です。収

穫の何日前までというのが決まっています。それを守らずに使うと違反になる。それから

播種から収穫まで何回使えるのかというのも決まっています。それから使用量、あるいは

稀釈倍数。これは、決められた使用量より少なくまく、稀釈倍率より薄く作ってまくとい

うのは違反にならないんですが、多くまく、あるいは濃く作ってまくということになると

違反になるということであります。

これは農家だけが罰則の対象ではなく、全ての農薬使用者が守るべき基準ということで

ありますので、皆様方がご自宅でガーデニングをされる、あるいはミニトマトをプランタ

ーでお作りになっている場合でも、こういう基準を守らずに、ラベルを見ずに適当にまい

てしまうと罰則がかかるかもしれない。ちなみに３年以下の懲役又は100万円以下の罰金、

あるいは両方という、非常に厳しい罰則があるということであります。農家だけの話では

ないということです。

そういうことで農薬の安全性自体を確保しているということでございますが、そうする

と、ポジティブリスト制度になると、国内の農家はどういうことを注意しなければいけな

いのかということでありますが、１つは、これまでの基準というのはそのまま維持されま
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す。国内で使ってもいい農薬と作物の組み合わせというのは、残留基準か登録保留基準か、

どちらかがありましたので、国内の生産者の方は、これまで通り農薬使用基準を守ってお

使いいただければ、残留基準を超える恐れはないというのがまず原則であります。これま

で通りです。

ただし、適用のない作物には基準がないかもしれない。例えば、お米にまいた農薬が、

たまたま吹いてきた風に乗っかって隣のキャベツにかかってしまう。そのキャベツには一

律基準しかないというような場合もあるわけです。ということで、農薬散布時の飛散に注

意してくださいということを呼びかけております。

どういう対策があるのか。風の強い日はちょっと延期しましょうかとか、作物にノズル

をできるだけ近づけてまいてくださいとか、圃場の端では外側に背中を向けて、内側に向

いてまいてくださいとか、散布ノズル、これもドリフトレスの少し穴が大きめのノズルが

最近出回っていますので、そういうノズルを使ってくださいというようなことを言ってい

ます。

それから、隣同士でも防ぎにくいという場合は、隣の作物と共通して何らかの基準があ

るような農薬を選択して使用するというようなことも１つの方法ということで、指導をし

ているということです。

現在、都道府県、国、それからＪＡ挙げて、指導体制の強化をしているということであ

ります。お願いしている点は大きく言いますと３点です。

１つは先ほども言いましたように、使用基準の遵守の徹底です。農薬のラベルに書いて

ある使用基準を守って使っていただければ基本的には問題がありませんので、それを守っ

てくださいということをお願いしてまわっています。

もう１つはドリフトの注意です。これもちょっとでもかかると全くだめなのかというと、

そうではありません。最近の農薬は非常に分解性が早くなっていますので、まいて３日も

するとかなり減衰をしている。これは日光で分解したり、自然に分解したり、あるいはそ

の作物の肥大成長に伴って割合として薄くなっていくということもあるのですが、そうい

うことですので、隣で今まさに収穫しようとしているようなものが植わっているときには、

注意してくださいというようなことを言っていますし、農薬の使用も、もう少し隣の作物

にかかったぐらいでは大丈夫だと、少しかかったぐらいでは大丈夫な農薬を選ぶというの

も大事ですねということをお願いしています。

それから３つ目は、一番重要なことですが、農薬を使用したら使用した状況を必ず記録
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に残してください。いつ、どういう状況で、どの農薬をどんなふうに使ったのか、ちゃん

と記録を残しましょう。定期的にＪＡなり県の普及員のチェックを受けて、自分が思い込

みで誤った使い方をしていないかどうかというのを、チェックを受けてくださいというこ

とをお願いをしています。この３点をお願いしています。

先ほど、何で記録を残すのかということは、先ほど厚生労働省からも分析を義務付ける

制度ではないとの説明がありましたが、全部を分析することはできませんし、一部を分析

して全部を安全だというのも無理があります。そうするとやはり、生産時の工程管理と言

いますか、農薬使用の管理を徹底するということに尽きるだろうということで、誰がどう

いう農薬をどのような使い方をしたのかというのを記録に残して、産地として流通業者の

方に示していく。これは個々の個表をお示しするというのはなかなか難しいと思いますが、

産地として確認したところ、みんな使用基準を守って散布していることを確認しています

ということを示すことができます。

あるいは我々のＪＡでは、こういう防除暦に従って散布をしていますと示すこともでき

るでしょう。防除暦はインターネットでごらんいただけます。あるいはこれがそうでござ

いますというような生産時の情報を提供している。分析よりもはるかにその方が正しいア

プローチだろうと思いますが、生産工程の管理をきっちりされているということを示して

いきましょうということを指導しているということでございます。

以上でございます。

○司会 次に、生産から消費までの各段階の関係者の方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、ご紹介をいただきたいと思います。

まず最初に、全国農業協同組合連合会富山県本部営農対策課課長、高橋弘之様から、「農

産物の安全・安心は生産工程の管理で」と題しまして、ご講演をお願いしております。よ

ろしくお願いいたします。

○高橋課長 紹介いただきました、全農富山の高橋でございます。この３月まで園芸生産、

野菜の農家の皆さんのつくった野菜、果物を売る仕事に携わっておりまして、直接生産現

場の声を聞く機会も多かったということで、私が今回の生産側のパネリストということで、

ここでお話するということになったと理解しております。

それで、私どもＪＡが生産者の組織として、これまで取り組んできたことをおさらいと

言いますか、ご紹介したいと思います。

昭和46年から安全防除運動というのをＪＡ全農が呼びかけてきております。ふり返って
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昭和46年と言いますと、戦後の食糧難の時代に生産、食料増産に貢献した多くの農薬が失

効した時期であります。例えば先ほど話のありましたドリン系の農薬でありますとか、ホ

リドール、そのような農薬が環境にも影響が大きい、あるいは人にも影響が大き過ぎるの

ではないかということで、失効した時期と軌を一にしとると思うわけであります。そのと

きの切り口と言いますか、ポイントが３つでありました。

まず、もちろん農作物の安全がありました。それから農家の安全。それは散布者自体、

散布する人への安全ということ。それと環境への安全。その一環として防除日誌、記帳運

動というのを平成２年からこの平成11年まで進めてきたわけであります。調べてみますと、

全国で410ＪＡで、どの作物にどのような状況下で、どういう農薬が散布されたかという

ことをきちんと記録しましょうという運動を続けてきたわけであります。

それで、平成14年に全国的に無登録農薬が使われていたということが大変大きな問題に

なったわけであります。それを受けて、平成15年には農薬取締法、それと食品衛生法が改

正されたということで、その３年後に今日迎えようとしているポジティブリスト制の施行

が既に決まっておったということであります。それで、私どもは生産者の団体として、や

はり消費者の皆さんに安心してお米なり、果物なり、野菜なりを食べていただくためには、

どのような作り方をしているのかということを、やはり記録して、求めがあれば開示する、

そういう用意をする必要があるだろうということで、生産履歴記帳運動という名前で、当

初は生産工程という言い方をしておりましたが、生産履歴記帳運動を始めたわけでありま

す。従いまして、今年で４年目に入ってまいります。本県におきましては、17ＪＡ、全Ｊ

Ａが取り組んでおるところであります。例えば、お米の例でいきますと、種もみの消毒に

は、どのような農薬を使ったか、あるいは除草剤はどのような除草剤をどういう時期にど

れだけまいたかとか、あるいは収穫前の防除にどういう農薬をどれだけまいたかという記

録をきちんと記録しましょうということであります。

それと、一方で本県では少ないとは言いながらも、園芸作物が広範に県下で栽培されて

おります。園芸作物についてはどういいますか、限られた狭い圃場の中で防除されるケー

スがあるわけで、そうなりますとやはり使用についての注意というのは大変重要になって

きますので、注意を喚起する意味で、私どもは園芸作物用の農薬使用等記録ノートという

ことで、毎年5,000部つくりまして、県下の園芸生産者に配布しておるということであり

ます。

それと合わせまして、平成15年の９月からでありますが、国の補助もいただきまして、
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私どもの農産物分析センターというところで、残留農薬の分析を始めたわけであります。

15年については83点でありましたが、16年度では185点、17年度の231点ということで、年

々増えているわけであります。どういうやり方しておりますかと言いますと、例えば野菜

ですと、40農薬を最大公約数的に選択した農薬でありますけれども、40成分について１度

に分析する、多成分一斉分析法で分析しておるわけであります。それで、例えば17年度の

231点の結果で申し上げますと、分析結果として検出されずではなくて、検出されたもの

が５点ないし４点あったと思いますが、いずれも残留基準の10分の１以下であります。40

分の１とか30分の１とか、高いものでも15分の１ということで、それは何を言いたいかと

言いますと、やはり生産現場で農薬の使用基準を守っている限り、残留基準値を超えるこ

とはないのだなということで、そういう意味では大変農薬の使用基準というのはうまくで

きていると思うわけであります。昨年の秋以降、どうやらポジティブリストにおける一律

基準というのが0.01ppmのようだということがいろいろ耳に入ってきましたので、農家の

皆さんの前でいろいろお話する機会がありましたが、多分、その時点では多分と言ってい

ましたけれども、「来年の５月29日からポジティブリスト制が施行されて、その中で残留

基準、暫定基準、それもないものは一律基準で網にかけられることになりますよ」という

ことを農家の皆さんに説明したわけであります。それで、農家の皆さんは「0.01ppmとい

うのは一体どれだけの量だ」というようなことを言います。そこで私は分かりやすい説明

として、「小学校にプールがございますけれども、長辺が25メートル、短辺が12メートル、

深さが１メートル、その中に例えば食塩を一つまみ、３グラム入れたときに、ちょうどそ

れが0.01ppmになるんだよ」というようなことを言いますと、農家の皆さんは、「これは大

変だ、もう私らに生産をやめろということかのう」みたいなことを言ったわけですけれど

も、そこで私は「そうではありません、とにかく使用基準をきっちり守っていただきたい。

その上で従来以上に他の作物に飛散してかからないように気をつけてもらえば、それで大

丈夫です」という言い方を今日までし続けてきたわけであります。先ほどの国の方の説明

を聞いて、やはりその通りだと思ったわけでありまして、あれで、園芸の場面ではそうい

う働きかけをたびたびしてきたわけでありますが、このリーフレットがありますけれども、

これは全国版であります。これは全農家に、富山県におきましても全農家に渡っておる内

容であります。

それと、この４月に県、県農協中央会、全農県本部で農薬の飛散による周辺農作物への

影響防止対策方針という、いわゆる県としての対策が打ち出されたわけでありまして、こ
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の中でどんなことをやるかといいますと、やはり各地区で作付されている、栽培されてい

る農作物は、それぞれ違うわけでありますし、また栽培環境も違うわけであります。生産

の現場を見ますと、その防除のときに、どのような危険、可能性、よその作物にかかる可

能性があるということを洗い出して、事前に指導することによって、想定外の、どう言い

ますか、0.01ppmを超えるようなことがないような取り組みをしようという、そういう目

的で動き始めておるところでございます。

それと、試験研究機関、国の機関と、あるいは日植防（日本植物防疫協会）等のデータ

もございますが、県としても圃場試験によるデータの蓄積も必要だろうということで、今

年から県と私どもが一緒になって、データの蓄積をしていく予定になっております。

それと、先ほども話がありましたが、ポジティブリスト制に対応する手法としては、い

ろいろ切り口があるわけであります。例えばネットで物理的に防ぐとか、あるいはノズル

の交換でありますとか、剤型の変更。それはその粉剤から粒剤へとか、いろいろな手法が

ございますが、それ以上に大切だなと思うのは、生産者間の連絡の取り合いだと思うわけ

であります。例えば、決して隣の作物にかけるつもりではなかったのだけれども、ちょっ

とノズルが変なところに向いてしまって、ちょっとかかったようだというようなケースが

ありましたら、やはりその圃場の持ち主に連絡をするということであります。そのことで、

例えば収穫が実はあさってだったのだけれども、もう１週間ほど遅らせようかとか、その

ようなことでリスクを軽減することができるわけでありますので、生産者間の連絡の取り

合いができる、そういうシステム、そういう仕組みづくりも大変重要だと考えております。

それと、これは今年の３月に私どもの取引先へ郵送であったことでありますが、この５

月からポジティブリスト制が施行されるんだけれども、そちらから、そちらからというの

は富山県、全農富山から供給されるある野菜については、すべて基準値以内であるという

ことを証明して欲しいと、そのような要求があったわけであります。そこで、私は、実を

言いますと、その３月末までが私の園芸販売の担当している期間で、その４月１日以降、

その園芸販売から外れてしまいましたので、対応については途中で引き継ぎしたのみで終

わってしまっているわけですけれども、後任の課長には、それはできないと言ってくださ

いと伝えました。一律基準を含めて、基準値は800ほどあると聞いておりますが、800につ

いてすべて基準値をクリアしている。そのようなことを、もしもどこかの生産地がハンコ

をついているとすれば、それほど、そんなに不誠実なことはないと私は思うわけでありま

す。できないことはできない。ただ、生産に関してはこのようなやり方をしていますよと
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いうことをきちんと記録する。それをきちんと相手に納得してもらえるという取り組みが

一番大事だろうと思うわけであります。

最後でありますが、今のおさらいになりますが、やはり農産物の安全を証明をするため

に、分析は万能ではございません。やはり工程の管理、使う場面での管理、それはドリフ

ト対策も含めてですけれども、適正な使用ということで、使用基準をきっちりと守る。ド

リフト対策についても可能な限り手を打つということと合わせて、農薬の使用については

きちんと記録を取るということでありますし、そのようなことはきちんと行われているか

どうかの確認のためにも、私どもの分析施設で抽出的に分析をしたいと思います。

なおかつ、それは私どもの取り組みでありますが、それを第３者的な目でＪＡ内部で記

帳運動、記帳がきっちりされているというけれども、本当なのかなということを第３者の

目でチェックできる、そういう仕組みを構築したいと思っておりまして、昨年、県下４農

協、初めて４農協なんですが、内部検査の仕組み作りに向けて、モデル農協を設置して、

将来的にはきっちり内部でチェックできる仕組みを構築したいと思っております。私から

は以上であります。

○司会 どうもありがとうございました。後ろの方、立っていらっしゃる方もいらっしゃ

ると思いますが、前の方に若干席が空いてございますので、もしよろしければ前の方まで

よろしくお願いいたします。

次に、財団法人食品産業センター技術部次長、露木泰隆様から、「『食品中に残留する農

薬等のポジティブリスト制度』に関する留意事項」と題しまして、ご紹介をお願いいたし

ます。よろしくお願いいたします。

○露木次長 ただいま紹介にあずかりました、財団法人食品産業センター、露木でござい

ます。本日はよろしくお願いいたします。

まず、私どもの食品産業センターって何だと思っている方もおられると思いますので、

簡単にセンターの役割を紹介させていただきます。まず、例えば砂糖、しょうゆ、みそ、

油といった基礎調味料から、菓子、パン、冷凍食品、惣菜、そういった加工度の高いもの

まで、ほとんどの業界団体は私どもの会員となっております。

それから、上場企業を中心といたしました170の企業会員も抱えております。そこで、

ご承知の通り、170といいますけれども、例えば豆腐業界だけで全国で１万3,000業者いる

ということです。皆さんの隣にいる夫婦２人でやっている豆腐屋さん。そういったものも

数えると１万3,000という形になります。そのほかお漬物の業者も1,000以上、2,000以上
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ございますし、多くの会員がまたその下にいるということでございます。ですから、９割

以上が中小零細企業であるということでございます。

我々としてもいろいろ説明会とか開いてきましたが、参加者からは、行政の言葉がとて

もわかりにくい、何を言っているのかわからないとの声を多く聞きました。

それからもう１つ、非常に大切なことですけれども、私ども加工メーカーは、その加工、

製造の過程で一切の農薬を使っておりません。農薬を使っておりませんので、何をやった

らいいのかわからないという声が多かった。しかし、添加物は使っています。これがもし

基準値をオーバーしたら、これは自己責任。自分でコントロールすべきことです。それか

ら例えば食中毒を起こした場合はこれもコントロールできます。そういったものは全部コ

ントロールできますが、農薬に限っては自分が使っていないものですから、何をやってい

いかわからないという声が非常に多かったです。

そこで、資料４の後ろの方に付けておりますけれども、私どもとしては、留意事項とい

うことで、こういう取り組みをしてくださいという文書をまとめました。もちろん大手企

業の中には億単位の分析機を購入して、自分で残留農薬を全部測ってみたり、あるいは外

部機関にアウトソーシングして、原材料の残留農薬を測って、５月29日に備えているとこ

ろもありますが、先ほど申しましたけれども、夫婦２人でやっているお豆腐屋さんなどは

どうでしょうか。これに528の農薬が今、公定法として示されていますが、全部測ると70

万円かかると言われています。70万円の分析代を払って、豆腐を売っていたら多分廃業し

てしまうだろうなということで、最低限こういうことだけは守ってくださいということで、

今日ご紹介します留意事項というものを出させていただきました。

まず制度の留意事項ということで、この制度をよく理解して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、先ほど来、お三方がお話されましたけれども、

農薬等について検査、分析を義務付けるものではない。食品衛生法ではそういうものを一

切義務付けておりません。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はない。これはもう先ほどの方もご説明されましたけ

れども。また、諸外国においても基本的に農薬の使用については、何らかの規制が行われ

ているということです。

それから、国内に流通する食品は、都道府県が収去検査といいまして、小売店等から購

入したり、サンプルを出してもらって残留農薬を測るということがされております。

それから輸入食品は検疫所で残留農薬等のモニタリング検査が実施されております。違
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反すると、その事例はホームページ等で公表されております。

このように国や自治体が食の安全を担保するように努めているということが非常に重要

なことかと思います。

それから第２に、本制度の施行により、農薬等の使用の範囲が広がる、いわゆる使用農

薬の種類が増えるということではありません。これを聞いたときに、規制緩和になるのか

とおっしゃった方がおります。要は農薬がこれだけいっぱい何にでも使えるのかと思って

いる方がいらっしゃったようですが、一切変わりません。５月29日の前と後で、農薬の使

用が変わるということはありません。これまで通り、農水からも説明がありましたけれど

も、農薬取締法で決められた農薬等しか使用できません。それから諸外国も、全部の国を

調べたのかと言われるとちょっと困るのですが、日本がポジティブリスト制度を導入する

からといって、使用基準を変えた国があるという話は一切、私、聞いたことがございませ

んので、従前と変わらないということをよく理解していただきたいと思います。その上で、

原料の安全性を確保するように努めていただきたいと思います。そのために先ほど、国や

都道府県、自治体ですね、モニタリング検査をしていると言いましたけれども、そういう

検査結果、違反事例と同じ原料を使っていたら、よく注意するということが必要かと思い

ます。それから、原材料の農薬の使用実態、管理状況を調べる。だから全農さん、あるい

はＪＡさんがどういう管理の仕方しているのか、どういう農薬を使っているのかというこ

とをコミュニケーションして、情報を入手しておくということが必要だと思います。そう

いう適切に生産管理した原料を調達することが非常に重要です。先ほど来、出ていますけ

れども、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

に行っているものです。要は圃場で農薬がきちんと管理されて使用されているということ

は証明はできますが、その１つ１つの食品の安全を担保することはできないので、それで

ももし分析を必要とするのであれば、分析の目的はただモニタリングする、圃場できちん

と管理されていることを証明するということにはなると思いますので、念のためやる場合

には必要に応じて分析するということかと思います。とにかく一番必要なのは適正な情報

を入手することだと私どもは思っております。

次に制度への手順、対応手順ということでお話したいと思います。初めにということで、

繰り返しになりますけれども、適正に管理されていれば残留基準値を超えることは一切な

いということ、それから私ども加工メーカーは、その製造工程で一切の農薬を使っていな

いということから、第一義的には生産者が安全性を担保する義務があります。けれども、
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食品衛生法では製造、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こととい

うことが言われています。要は事業者の責任、責務ということになっておりますから、自

己責任で法令遵守に努めていただきたいと考えております。そのために１つ目として、原

材料生産地における農薬等使用実態等の情報収集に努めてください。先ほど来、申しまし

たけれども、国や自治体が公表する違反事例が出たら、例えばほうれん草で違反事例が出

たら、ほうれん草に注意するということだと思います。それから主な生産、流通段階での

農薬等の使用実態を把握する。そういったものによって、残留の可能性のある蓋然性の高

い農薬や物質に絞り込むということが非常に重要かと思います。もし、それをやっていな

いと、先ほど来、出ています799の農薬を全部分析して持ってこいという話にもなります

ので、私どもの使っている原料ではこれとこれしか使っていませんということをおっしゃ

るためにも、それから適正に管理されているということをおっしゃるためにも、そういっ

たものを把握してくださいということでございます。

それから、検査・分析について。これに頼ることはゼロリスクを証明することではない

ということを前提として、１で絞り込んだ農薬についてのみ検査すればいい。蓋然性の高

いものだけを検査する。ただし、検査だけに頼ると、出費ばかり多くなって、利益が出な

いということになりますので、むしろ情報収集に努める方が得策かと思っております。

それで、ちょっと細かいんですけれども、資料４の一番後ろにこれを拡大したものがつ

いていますので、そちらを見ていただきたいと思いますけれども、この手順によって合否

を判定する、規格に適合しているかどうかを見ていただきたい。これは厚生労働省でもこ

のような形で判断しているというか、厚生労働省と一緒に作ってまいりましたので、こう

いう手順で判断していただけたらと思います。

それから、３つ目としてコミュニケーション。これが非常に大切で、今日も私がここに

来たのも、こういう機会を与えていただいて非常に感謝しているんですけれども、生産者

から消費者まで、コミュニケーションが一番大切かなと思います。要は取り引きするのに

普段から信頼関係を築いておくということが一番大切かなと思っております。まず、外部

コミュニケーション、要は外との会話ということなんですが、私どもから見てですけれど

も、卸売業者とか小売業者、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ま

すよということ、それから農薬が５月29日からの施行によって使用が変わるものではない、

前と変わりませんということ、これまでも安心、安全なものを、私どもは提供してきたで

しょうということを理解していただくことに努めてください。
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それから納入業者。今度は納入してもらう人に対しても、食品衛生法に適合した原材料

であるということを常に情報の共有化を図るということが非常に大切かなと思っておりま

す。

それから、内部コミュニケーションということですけれども、本制度の趣旨、これは購

買担当者とか品質管理の担当者だけではなくて、社員全員に周知徹底してください。特に、

営業職の方には周知する必要があると思います。外の方と接する機会が多い営業職の方に

ちゃんと言っておかないと、営業先でそんなことは知らないよなどと言ってしまうと、そ

の会社はポジティブリスト制度については何にもやっていないのではないかと思われてし

まいますので、必ず周知徹底するということが必要です。それから、もし、何か問い合わ

せが来たときには相談窓口を１つに絞り込んでおくこと。各人がばらばらに答えるという

ことはないようにしておくというのも非常に大切かと思います。

それから、特に製造部門や流通部門で注意していただきたいことは、施設をクリーンに

するためにやりますが、工場と製造設備、それから例えば保管倉庫、こういったところで

定期的に消毒、虫がわいたりするのを防ぐために消毒、例えば製造設備ですと夜中に自動

的に噴霧するとか、倉庫を薫蒸するとか、そういうことがございます。これは当然やって

いることなんですけれども、その場に原料を置いておくとか、仕掛品を置いておくとか、

そんなことをすると衛生的にも悪いので、必ずやっているとは思いますが、今一度、そう

いう交差汚染がないように、ふき取りとか洗浄、それからしまっておく。あるいはビニー

ルをかけておく。それから先ほど来出ていますけれども、ホームページ等で情報がいろい

ろ出ています。こういうのを確認して、情報収集に努めてください。例えば海外から来て

いるものを直接現地に行って調べることはなかなかできなせん。だからどんな農薬を使っ

ているか、あの国ではどういう規制があるのかとか、そういうことも参考にしていただき

たいと思います。

それから、これは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

間で調べた自主回収事例です。だからこの中には、回収命令が出たものは一切入っていま

せんけれども、自主的に回収した事例を調べたもので、全部で、３年間で685件。そのう

ち、残留農薬等は11件で1.6％。多いのがアレルギー表示。表示するのをうっかり忘れて

いたというようなこと。それから期限表示。賞味期限を打ち間違えてしまったというよう

なのが多いと思います。それが約２割ずつ。それから品質不良。これは微生物由来による

ものでございまして、必ずしも食中毒を起こすものばかりではありませんけれども、微生
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物のもの。それが13％ぐらい。続いて異物混入、添加物、そういった形で続いております。

この1.6％は決して低いとは思っておりません。ただ、アレルギーとか、それから微生

物は、ただちに健康被害を及ぼすことがございます。５月29日の施行に向かって、農薬の

方ばかり目を向けていて、こちらの対策を怠るともっとひどい目に遭いますので、こちら

についてもまんべんなく目を配っていただきたいと思います。

以上です。

○司会 どうもありがとうございました。次に、長岡中央青果株式会社代表取締役社長、

鈴木圭介様から、「ポジティブリスト制度導入に関する対応について」と題しまして、ご

紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○鈴木社長 鈴木でございます。今日はこの会場に来るのが大変おっくうでございまして、

北陸農政局のご担当からお話があったときも、再三お断りしたのです。なぜかと言います

と、このポジティブリスト制度なるものについて知らなかったのです。卸売会社の社長た

る私が、つい１月まで。これでも新潟県農林水産審議会の審議員でずっと３期、４期やっ

ておりますから。特に去年、おととしは新しいビジョンづくりというので、２年間にわた

って年間４、５回の会合やっているわけですから。そういう席でも１回も話が出ませんで

した。私、初めて耳にしたのは１月ですよ。ＪＡ越後ながおかの生産者の集まりのときに、

全農新潟の方がお見えになって、ポジティブリスト制度について説明するとおっしゃる。

そのときに初めて聞いたのです。残念ながら。

そのときにいろいろとお話を伺いまして、これは大変だなと、生産者は大変だなと思い

ました。全農富山の高橋さんもおっしゃいましたように、もう本当に生産者の皆さんの立

場に立ちますと、もう大変な事態、不安が多いでしょうね。恐らくどうなるのという不安

だけだと思うんですが。お話を聞いておりましたら、工程管理をしっかりしていれば問題

はないというお話が盛んに強調されてはおりますけれども、なおかつ、もしも誰かが検査

してみたらどうだと。そのときにマスコミが何を書くか。こういう問題で恐らく大変不安

になっていらっしゃると思うのです。そのときも全農新潟の、お名前は申し上げませんが、

ご説明の中にこんなことがありましたよ。この制度は輸入青果物を撃退するための手段で

ある、なんていうようなことを言う。ばかなこと言うなと思いました。そんな、100人、2

00人ぐらいいる生産者の前でそんなことをおっしゃる方がいるのですね。つまり、基準を

厳しくしておいて、中国だの安いものを入れないようにしようみたいな発言さえ出てくる

んです。こんなごまかしの発言は到底うそだろうと私は最初から疑っておりました。
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そんな状況の中で、この制度が既に12日後には発効するわけなので、どんなに文句を言

っても仕方がない話ですが。ただ、最近非常に疑問に思いますのは、最近といいますか、

日本農業新聞、つい先だっての記事ですが、昭和36年に農業基本法が成立したと。そのと

きには、いつごろからか知りませんけれども、１年、２年かかって朝日新聞、日本経済新

聞はじめ、５大紙にこぞって連日報道されたというんですね。世紀の農業基本法だと。今

度、食料・農業・農村基本法についてどのぐらい報道があったか。また、このポジティブ

リスト制度、あるいは来年から始まります世紀の農政改革。これについては日本農業新聞

は１月以来毎日報道しておりますけれども、テレビや一般紙はほとんど報道していないで

すね。つくづく考えますに、森が消えれば海が消えるとよく言われますように、トヨタ自

動車が21兆円の売上高を上げ、一応１兆3,000億儲けた。あるいは野村證券以下証券会社

が史上空前の利益を上げた。華やかな話題が事欠かないわけです。ホリエモンなる人間が

札束ばらまいて逮捕されたとかですね。

ところが農家さんの仕事って何ですかということをもう一遍考えてみますと、すべて植

物からしか我々は食べ物をとることができない。光合成という地球の、恐らく地球レベル

の摩訶不思議な現象の中で植物が自ら育っていこうとしています。それを手助けしてあげ

ているのが農家さんの仕事なのです。このぐらい崇高な仕事、言いかえれば大変な仕事は

ない。すべての食べ物、すべての虫けらから人間まで、お魚まで、植物によって生かされ

ているわけですね。これを人間は知恵の中で一生懸命栽培という技術を見つけ、その中で

植物自体が持っている毒を薄め薄め、ごまかしごまかしというとおかしいですけれども、

知恵の中で食料として何とかここまで生き延びてきた。果物というものは赤く、黄色く、

あるいは香り高く、形大きく、形よく。動物や鳥に食べてもらいたくて大きくなっており

ますから、食べていいんだと。でも、野菜は動物や虫が食いますから、何とか逃げよう、

逃げようと努力するわけですね。食べられてしまったら種の保存ができなくなります。で

も、足がないものですから、対抗手段としてはどうしても毒を持たざるを得ない。

朝日文庫にカラーの本で「薬草毒草300プラス20」という本があります。薬草100種、毒

草200種、その他20種。320種類の植物がカラー刷りで紹介されている本があるのですが、

その薬草100種の中に、今、私たちが食べているいわゆる野菜というものがいくつあるか。

４つか５つしかないんですよ。つまり、全ての植物は恐らく毒を、毒と言うとおかしいで

すけれども、動物に食べられまいとするために、対抗手段としてそういうもの持つ。子ど

もが野菜嫌いなのは当たり前なんです。そういったものに対抗できないから。体ができて
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きて、対抗できるようになれば自然に食べていきます。そういう食物界の大事な部分があ

るということを前提にして考えていきますと、何とかこうとか食料を人口増加の中でそれ

を賄いたい。何とか増産したい。昭和35年の高度経済成長以来、農薬の使い放題という時

代がずっときて、昭和54年でしたか、有吉佐和子先生が「複合汚染」という小説を書かれ

ます。あのあたりから社会問題になってくるわけですが。今、農薬というと、もう悪者扱

いですね。本当に消費者の皆さんは農薬というと、何か風邪薬の方がよほど毒性が強いは

ずなんですが、農薬というと、今、これまでの４人の方々のお話を聞いていますと、基準

を守っていれば、全然残留しませんよということに、安心させられるわけです。こういう

ことを果たして一般国民はどこまで知っているだろうと。

あるいはまた、ポジティブリスト制度なるものについて、卸売業者、あるいは私自身が

勉強不足なのか知りませんけれども、少なくとも1,350万人が署名なさったということを

さっきおっしゃいましたけれども、では、これが５月29日から発効しますよということ、

私、何人の人が知っていますかということになりますと、甚だ寂しい話ですね。でも、マ

スコミの悪口ではないんですが、逆にマスコミの方は気を遣って、余り書いたり報道した

りすると、かえって不安をあおるから、あえて言わないということかもしれません。それ

はわかりません。わかりませんけれども、いずれにせよ、そういうさっきコミュニケーシ

ョンという話が出ましたけれども、まさにその会話がない状態の中で、農家さんなり、あ

るいは一般の消費者、あるいは製造業者の皆さんが不安を抱えているのが現状だろうと思

います。

時間が押しておりますので、私自身は簡単にやめますけれども、そういう時代背景の中

で、食べ物についての認識なり、そういったふうなものを、特に青果物とか自然界の物を

提供する我々としては、消費者の皆さんに何をしていますかと、こう問われますと、唯一

していると答えられるのは、例えば長岡市内の消費者協会に私どもは賛助会員になってお

りますから、年に何回か行って、会議に参加いたします。そういうときに必ず安全性の問

題が出るときに、農薬についてもっと理解してくださいということを一生懸命お願いをし

ております。皆さん方は農薬というのはいかにも悪者であって、例えば４年前でしょうか。

新潟県で有名な梨でダイホルダン事件というのがありましてね。あのときは当社だけで、

恐らく粗利で2,000万円ぐらい損失したわけですけれども、それはともかくいいんですけ

れども、大変な事態になります。いろいろ聞いてみましたら、0.28ppmがどうのこうのと

いう話ですから、毎日毎日５個も６個も食べまして、３年ぐらい食べ続けないとそうなら
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ない量ですが、全農新潟の部署には昨日、幸水を食べたけれども、私大丈夫ですかみたい

な電話がいったそうです。そんな不安をあおることがいやだから、メディアは報道しない

のかもしれませんけれども、しかし、ダイホルダン事件で、あるいはドリン剤事件。事件

性になるというと、途端に、私どもに言わせれば過剰な反応になる。こういうことに対し

ても、恐らく生産者の皆さん、あるいは製造業者の皆さんも非常に不安に思っていらっし

ゃるのではないかと思います。

ですから、この制度が発効し、どんどんいい方向でもっていく。国民の安全のためには

決して悪い制度ではないと思うんです。ただ、余りにも過敏になっている状況をどのよう

に緩和していくか。あるいはマスコミの皆さんにも報道のあり方について、別に報道規制

という話ではありませんけれども、第３の権力と言われるこのマスメディア、この方々の

良識なり、そういったものにきっちりと訴えていくということも必要なのではないかなと

いう気がして仕方がありません。

いずれにしましても、もう２週間足らずで発効するわけなので、私ども青果物卸売業、

つまり流通段階の者としては、今のところ具体的に対応策はと言われても、ございません。

せいぜい、この制度についてよく理解をし、それを聞かれたらきちんと説明をする。そし

て農薬についての関心をできるだけ持っていただいて、今の国、あるいは県の使用基準な

り、あるいは生産者の工程管理なり、生産者のご苦労、そういったものを一生懸命お伝え

しながら、もっと基本には、私たちは農家さんがいないと、食べる物がないんですよと。

しかも、食料自給率を上げようというこの日本において、規制緩和の時代に、一面から言

えば、これは完全、規制ですね。農業生産に対する規制なんです。

しかし、規制とは言いながら、そこをきちんと説明しながら、いわゆる前向きの規制だ

からしっかりやりましょうということを、一生懸命お伝えしていく以外、今のところ手が

ありません。

もう１つ余計なこと申し上げれば、国の政策として、さっき申し上げたように植物が自

ら育とうとしているものを、さあ、風邪引かないか、虫が付かないか、ばい菌が来ないか、

腹が痛くないかと、毎日観察して、植物の手助けをしている、成長の手助けをしている農

家さんの仕事。この仕事に効率性、能率制、競争なんていうものは、最も縁の遠い産業で

はないかと私は考えています。このガムやチョコレートや自動車と同じような、１つの産

業と捉えて、競争の場にさらさせようとかですね、あるいは国際競争がどうとか、どうも

この日本という豊葦原瑞穂の国における農業というものには、ちょっと首をかしげざるを
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得ないような感じがして仕方がないですね。今回の新しい農政改革につきましても、品目

横断対策何とか法とか担い手政策。４町歩以上持っていない者はどうのこうのとか始まり

ますけれども、あれはよく考えてみたら、小作づくりでしかない。大規模農業で大量生産

で効率を求めよう。こんなものでうまいものが、本当においしいものができるのかなとい

うふうなことに疑問を呈して、今日はお答えになりませんけれども、お話を終わりたいと

思います。

○司会 どうもありがとうございました。続きまして、富山県生活協同組合非常勤理事、

平井智子様から、「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」ということで、ご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○平井非常勤理事 ただいまご紹介にあずかりました、富山県生活協同組合で非常勤理事

をしております、平井と申します。よろしくお願いいたします。

私からは、この制度の導入にあたり、これまで消費者が取り組んできたこと、それから

これからの問題意識について少しお話させていただきます。

生協をはじめとする消費者団体がポジティブリスト制度に向けて取り組みを始めたのは

1995年、当時の厚生省が食品衛生法改正の作業を進めていたころです。それから約10年間

の時を経て、ようやくこの制度が導入されることになりました。消費者がポジティブリス

ト制度を求めた、その背景を考えますと、まず輸入農産物の急激な増加によって残留農薬

規制の対応が追いつかなくなり、ある食品から残留基準のない農薬が検出されたとしても、

その食品の流通を規制することができないといった問題が１つありました。また、農水省

の管理する農薬使用規制と、厚生省の管理する食品衛生法の残留農薬規制の間に連帯の不

十分な部分もあり、農薬の使用が認められているのに、その農薬の食品中の残留基準が設

定されていないというような矛盾もありました。

1995年に全国の消費者団体は、全国消団連として食品衛生法改正に関する８項目の要望

事項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、あわ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いうポジティブリスト制度の導入

を要望しました。

当時、国会では、食品衛生法改正にあたり、衆参両議院から付帯決議が出され、その中

の１項目に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

とと明記されておりました。
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その後、2000年から私たちの生協では、食の安全に関する地方行政の聞き取り調査を始

めました。またあわせて、『私たち 安心して食べたい』というスローガンのもと、食品

衛生法の学習会を繰り返してきました。さらに、県生協連合会として食品衛生法の改正を

求める県議会請願署名と国会請願署名活動に取り組んできました。この請願署名の項目の

中に、農薬、動物用医薬品の残留基準の設定を計画的に進め、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ポジティブリスト制度の導入を明記してきまし

た。県議会請願は2001年６月に。そして国会請願は2001年12月に衆参両院において採択さ

れました。このときに集約された請願署名は、富山県下で16万2,000筆、全国で先ほどか

らも出ていますように、1,372万筆にも達しております。この数字からも、ポジティブリ

スト制度の導入は全国の多くの生協組合員、消費者の願いであったといえます。

ポジティブリスト制度導入において、前進面をいくつか挙げてみます。まず、これまで

規制の網にかからなかった部分をすべてカバーできること。それによって先ほど申しまし

たような残留基準のない農薬が検出されても、その食品の流通を規制することができない

といった矛盾が解消されます。

次に、消費者の関心の高い輸入食品の農薬について。これも残留の可能性のある農薬に

ついては、素早くリスク評価し、基準値策定ができるということになります。

次に、加工食品も含むすべての食品がこの制度の対象となること。

そして４つ目に、動物用医薬品の使用規制や、飼料中の残留農薬基準についても整備さ

れ、農薬と同じリストで掲載されるようになったこと。

以上が挙げられるかと思います。

今後の取り組みや課題については次のように考えております。まず、私たちは生協の組

合員として身近なところで生協の商品事業についても、この制度に対応できるよう取り組

んでいるかどうかということをしっかりと確認していく必要があると思っています。

また、県では保健所等の監視指導を年間計画に沿って実施していらっしゃいますが、運

用についてポジティブリスト制度導入により、どう対応していくのか、計画の策定時に関

係者の相互の意見交換が必要になるかと思います。

さらに、将来的にはこの制度について全体的な視点からの検証、見直しの必要性。そし

て個々の基準についても改めてリスク評価の必要な部分もあるかと思います。既にリスク

評価が改めて必要な個別基準についての見直しの計画が検討されているというお話も聞い

ております。
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最後にまとめとしまして、ポジティブリスト制度は、消費者からの要求でできた制度で

あり、これまでの規制からは大きく前進が図られるものと思っております。これは大いに

評価できることだと思っています。

そして、運用に当たっては、先ほどからも出ていますように、生産から消費までの途切

れのない対応というものが必要になって来ますし、リスクコミュニケーションに関しては、

消費者も含めた意見交換会などへの積極的な参加をしていかなければいけないと思ってい

ます。

また、相互の意見交換を行うことがとても重要となってくると思います。

県行政の今後の運用などに向けても、また、双方向の意見交換の必要性を感じておりま

すので、このあたりも、また、県行政の方にもお願いしていきたいと思っております。

以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○司会 どうもありがとうございました。最後に、石川県生活協同組合連合会理事、佐原

正哉様から、「ポジティブリスト制度導入にともなうコープ北陸の取組について」と題し

まして、ご紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○佐原理事 コープ北陸の佐原でございます。名刺がわりに私どもの組織はどんなことを

しているのかというのを、このＮＡＺＯという、私どもの食品安全広報でまとめておりま

すので、何をやっているところかなというのは、この表面をご覧いただければよろしいか

と思います。

それから、このポジティブリスト制度の謎というわけではありませんが、この制度を考

える上で、大事なポイントを３つばかり、時間も余りないようですので、絞って申し上げ

たいという具合に思います。

１つは、先ほど平井さんから、消費者の視点でお話がございましたように、輸入農産物

の残留農薬問題や、無登録農薬問題がこの数年来相次ぐ中で、長年の消費者、あるいは生

協、国民の願いとして、制度化されたものであると。このパンフレットの裏面の一番下に、

制度の概要を示す上で品目、農薬の組み合わせの表を付けております。具体的な農薬名は

避けておりますが、基準値は大体これ、当該のものなんですね。ざるとは申しませんけれ

ども、以前のネガティブリスト制だと、漏れていたものがありました。それが無登録農薬

問題となったり、あるいは国内基準はきちんとされているけれども、輸入農産物で内外格

差による、ある意味ではこれ法制度の不備ですよね。という中で、問題が出てきたという

わけですね。この漏れがなくなる制度がポジティブリスト制です。従来の使用基準、残留
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基準が定められたものに、516加わって799農薬、あるいは動物用医薬品、飼料添加物も含

めて、国際的に使用されているものは、これで一通り網羅されます。かつ、農産物や養殖

の水産物や畜産の飼料添加物も含めて、加工食品全般にわたる法規制になってきていると

いう、極めて積極面がございます。このことを１つ、ポイントとしても押さえる必要があ

ると思います。

２つ目には、極めてポジティブな、前向きな制度であるがために、検査技術が追いつい

ていない実態もあろうかと思います。それから、とりわけ農産物は天候、自然相手ですよ

ね。工場で使用する添加物などのように、もう技術化されてできるものとはわけが違う。

天候、自然相手。あるいは生き物相手の非常に難しい側面があります。先ほど来、報告さ

れていますように、ドリフトという飛散の問題もあれば、コンタミという問題もある。上

流のゴルフ場で使われた農薬が、用水で流れてきて、汚染するとかですね。そんな問題も

含めて、プールにさじ一杯というのは、検出限界値もうぎりぎりですので、それでも出て

しまうわけですね。可能性がある。こういう問題をはらんでいるということです。

加えて、日本の田畑というのは分散錯綜としていますよね。アメリカやアジアの大陸と

はわけが違って、キャベツをつくっていて隣ですいかを作っている。それぞれ使用農薬基

準の組み合わせが違う。799で、何百品目、ものすごい実はこれ組み合わせがあります。

私たちがその残留農薬の、あるいは肥培管理の記録を点検しようと思ったら、結構手間が

かかるような、そういう複雑さ、難しさがある。風で飛んできたり、用水で流れてきたり

という問題も含めてですね。これ、みんなで考えてみればわかることですけれども、使っ

てもいない農薬が風で飛んできて、いわゆる飛散して、悲惨な結果になってしまったらど

うしますか。これ、笑い話ではない問題として、当然生産者からはそういう悲鳴とか、ご

意見、あるいは不満、不安が出されてきているということがございます。

だから、３つ目のポイントは、検査ありきだけではなくて、肥培管理でありますとか、

これは畜産、養殖であればどんなエサを使って育てたか、農産物であれば、どんな農薬、

肥料を使って栽培したのか。その栽培、生産履歴をきちんと使用基準を守って、記録をし

ておくということは、非常に大事になってきます。

私どもコープ北陸も、３年前からこのポジティブリスト制度は、我々が要望してきたこ

とでもありましたので、念頭において、十分、不十分ありますが、準備をしてまいりまし

た。元気野菜クラブとか、産直品という、私どもの独自の認証品につきましては、重点管

理品目ということで、最新の当時のいわゆる一括スクリーニング検査。あくまでモニタリ



- 29 -

ング監視測定用の検査、データ蓄積でありますけれども、91品目ぐらい選考して、検出検

査等やってまいっております。ただ、それはあくまで補助的ということで、大事なのは肥

培管理、肥育管理ですね。それから加工食品も対象になりますので、全取扱食品は仕様書

で原材料、川上までですね。３階層、５階層までたどれるような、生産加工履歴をしっか

り押さえていく。何かあったら調べられる。無用ないわゆるレッテルを貼ったりというこ

とのないようにやっていく。こんなことをしております。

それから、消費者なり、消費者団体として生産者に検査ありき、それがないと安心でき

ない、納得できないということで、無理なことを強いたり、強要したり、あるいは検査結

果１つだけで、もう安心してしまったりという極端な対応ではなくて、やはりきちんと科

学的に物事を見て判断していく。これはマスコミもそうですけれども、以前あったような

風評被害でレッテルを貼ってしまったり、法律上は違反が出れば、当然流通、販売、差し

止めなり禁止になりますが、細かく生産者ごとに見ていって、その責任ではないと、これ

は風で飛んできたなということがわかったら、すぐ再開してあげるとかですね。そういう

ことをやはり行政判断含めて消費者のリスクコミュニケーションとして理解をして冷静に

対応していく必要があると思います。

私どもも物を申すだけではなくて、自ら言ってきた手前もありますので、きちんとしな

ければいけないということで、使用者管理や肥培管理ですね。苦労しながらも生産者、加

工業者の皆さんと一緒になってやっておりますが、モニタリング検査とはいえ、私どもの

認証品や必要な物、できる物については、やはり検査をしていくということで、これにつ

いては無理強いをすることはしませんで、逆に半額、生協側の方が補助、折半にしますか

ら、一緒に検査をしませんかとかですね。非常に安い、一般相場よりうんと安い、一括ス

クリーニングのモニタリング検査の方法なり、検査先を紹介する。こんな取り組みも合わ

せてしております。

それから、加工度の高い物ほど、実は検査が非常に難しいという問題。これは行政も事

業者も、消費者団体で検査室を持っているところも含めて、非常に頭を痛めております。

最新のガスクロマトグラフィーや、エルシーマスマス等の組み合わせで799のうち、４、5

00ぐらいまでは、かなりの精度で、あるいは経済的に検査できるようになってきています

が、加工度のうんと高いものや、生鮮素材、農薬等を使った主原料が、極めて微量なタレ

の中のごく一部にしか入っていないとか、こういうところを完璧に押さえようなんて思う

と、経済コストもなかなか合わない、技術も追いつかないという、そういう問題もありま
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す。一律基準も含めて、あるいは暫定基準も今後、技術革新、日進月歩ですから、当然見

直されてくると思いますので、そういうこととあわせて対応をしていく必要があるのでは

ないかなと思います。

結論としましては、一面大変な制度だ、どうしたらいいんだと、いろいろ文句を言いた

くなることもあろうかと思いますが、やはり生産者の方は使用基準をきちんと守って、し

っかり肥培管理、記録管理をしていく。それから消費者は余り非科学的にならずに、生産

者にも無理強いをすることなく、お互い連携していく。これはフードチェーン、セーフテ

ィーフードチェーンの問題であり、片方だけで解決できない問題でもありますので、そう

いう観点から、お互い連携しつつ、前向きに、ネガティブではなくて前向きに、ポジティ

ブにこの制度対応を一緒にしてまいりたいという具合に思っております。

以上でございます。

○司会 どうもありがとうございました。それでは、ここで休憩の時間を設けたいと思い

ます。ただいま、14時38分ですので、14時50分からパネルディスカッション、意見交換を

始めたいと思いますので、お時間になりましたらお席にお戻りいただきますよう、よろし

くお願いいたします。

（休憩）

○司会 時間がまいりましたので、これからパネルディスカッション及び意見交換を始め

ます。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バネリストをご紹介い

たします。今回、進行をお願いしておりますコーディネーターですが、皆様からご覧にな

って一番左側、順天堂大学医学部公衆衛生学教室、堀口逸子先生です。（拍手）

次にパネリストですけれども、皆様からご覧になって、堀口先生の隣になりますが、先

ほどご説明いただきました石川県生活協同組合連合会理事の佐原正哉様です。（拍手）

続きまして、富山県生活協同組合非常勤理事の平井智子様です。（拍手）

続きまして、長岡中央青果株式会社代表取締役社長の鈴木圭介様です。

○鈴木社長 よろしくお願いします。（拍手）

○司会 続きまして、財団法人食品産業センター技術部次長の露木泰隆様です。（拍手）

その隣が、全国農業協同組合連合会富山県本部営農対策課課長の高橋弘之様です。（拍

手）

続きまして、関係行政機関の出席者ですが、高橋様の隣になりますが、厚生労働省食品

安全部基準審査課の河村課長補佐です。（拍手）
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その隣が、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す。（拍手）

その隣が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す。（拍手）

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 順天堂大学公衆衛生学教室の堀口といいます。どうぞよろしく

お願いいたします。

私、司会進行させていただきますが、今回のこのポジティブリスト制度に関するリスク

コミュニケーションですが、これまで制度の概要について全国何カ所かで関係省庁の方か

ら制度の説明をするリスクコミュニケーションを進めてきたと伺っております。それで、

今回のリスクコミュニケーションにつきましては、先ほど鈴木様の方から、ポジティブリ

スト制度についてなかなか情報が来なかったというご意見がありましたけれども、制度を

ある程度理解をしているという前提に立ちまして、消費者が何を今、考えていたり、知ろ

うとしていたり、勉強しようとしているのか。また生産者がこの制度に向けてどういうと

ころで苦労されていたり、お困りになっていらっしゃるのか。それは加工業者も、また流

通業も同じだと思いますが、そういったところでお互い異なる立場ではありますが、この

制度に向けてお互いに共通の認識を持っていこうというようなスタンスで進めさせていた

だきたいと思います。それで、先ほど約１時間ほど皆様からいろいろとご発表がありまし

た。それを踏まえて進めさせていただきたいと思います。今回、参加者の皆様におきまし

ては、流通業の方が非常にたくさんこの会場に、一番多くお見えになっていらっしゃいま

す。パネラーの方は生協さんの方は消費者の顔もありますが、消費者に商品を届けるとい

った流通業の一面もお持ちでいらっしゃいます。先ほど、この制度についての課題みたい

なところを何点か挙げていただきましたけれども、生協さんはアイテム数もとても多くて、

認証品に対しては少しモニタリング調査をされているといったお話もありますが、販売す

るという立場から生協さんの考えをちょっとお聞きしたいのですが、よろしくお願いいた

します。

○佐原理事 生協事業者という点で言いますと、資料６「ＮＡＺＯ」の中の、どんなこと

をしているかということの中に、少し安全推進活動のまとめということで触れております。

取扱商品で言いますと、レパートリーはもう１万品目を超えるものがありまして、農産物

は先ほど申し上げたような肥培管理とかが必要なものについては残留農薬の検査をすると

かですね。加工食品については、一品で何十ページにもなる仕様書の点検や、インターネ
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ットのウェブサイトで取引先とデータのやり取りをしながら、加工、生産履歴、添加物や

アレルゲンやそういったもののチェックをしています。１万3,000件ぐらいですね。４万

項目ぐらいは微生物を中心に自前の検査をしています。また、ポジティブリスト制度に対

応して、残留農薬検査については外注に出すという、そんな取り組みをいたしております

が、実際のところは、その確認や点検については、経済的にも、またその手間という面か

らも、大変厳しい部分がございます。そういう点でポジティブリスト制度への対応も先ほ

どちらっと申し上げましたように、この法律の趣旨、精神からも、余り過剰に反応して、

無理をして長続きしないよりも、冷静に科学的に日進月歩の科学技術にあわせて対応して

いくことが望ましいのではないかということで申し上げた次第でございます。

○堀口コーディネーター どうもありがとうございました。それで、流通関係で、先ほど

鈴木様の方は、日本の農業に対しては絶対的な信頼をお持ちのようですが、ポジティブリ

スト制度については、その準備はまだちょっと十分でないとお話されておりましたが、今

日、皆様のお話をお聞きになって、流通の一立場として何かこの制度について準備してい

こうと思われたことなどありませんでしょうか。

○鈴木社長 ポジティブリスト制度そのものを否定しようということではありません。た

だ、その周知徹底の仕方、説明の仕方、コミュニケーションといったようなものが非常に

不足しておるものですから、突然言われて、あらあらこれは何だというふうな感想です。

食育基本法が去年の７月15日から施行されていますけれども、こういったものと連動しな

がら、こういう規制のあるものは、報道のあり方とか、教育のあり方とかの中で、あくま

でもおいしい物、安心な物を食べていこうという姿勢、こんなことを基本的に取り入れて

いく必要があると思います。例えば、お魚なんていうのは切り身ですから、子どもは本当

の魚の姿がわからないなんていう時代では非常に困るわけです。その辺の基本的なことを

もっともっと私たちは追求しながら、なおかつ食品の安全性として最後の歯止めとしてこ

ういう制度は決して悪いものではないと思っております。ただ、私どもとしては、２年前

に決まった法律が恥ずかしながらついこの間わかったような状態なのです。このことを聞

いて、家電製品にＰＳＥマークがなければ売れないというあの事件を思い出しました。あ

れは経産省が撤回しましたね。見事に。あれをまさに思い出したような次第です。

○堀口コーディネーター 周知徹底をご自身の流通さんの立場としても、やっていくとお

考えでしょうか。

○鈴木社長 当然それは私たちの役割として考えております。ですから、さっき申し上げ
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ましたように、聞かれたらわかるように社員にもしっかりと徹底する。もう１つ大事なこ

とは、農薬は毒ではないということを徹底する。確かに、飲めば毒ですけれども、今の基

準内で使っていたら安全なものですよということを一生懸命消費者に訴えていくのが流通

業者の役割ではないかと思うのです。悪者に仕立て上げないということです。

○堀口コーディネーター それは、社員さんにもきちんと徹底するということで、それは

先ほど食品産業センターの方からお話があった、内部コミュニケーションといったような

ところでしょうか。それで、食品産業センターでは、内部コミュニケーションが非常に大

事だというお話もありましたが、外部コミュニケーション、いわゆる流通さんや生産者さ

んにはどのように対応していくとお考えでしょうか。

○露木次長 生産者に対しては、財団として対応していません。個々の企業ごとにやって

いただくという形にしております。私どもが一番恐れたのは、優越的地位を利用して、流

通、小売、そういったところからいわゆる保証書や、あるいは何か違反が出た場合に、回

収費用を請求するぞとか、あるいは念書を出せというようなことが来るのではないかとい

うことで、チェーンストア協会さんだとか、いわゆる川下の方とよくリスコミしてきまし

た。確かに若干事例はありました。流通業や小売業からそういったものを出せと。ところ

がふたを開けてみると、加工度の低い、たとえば基礎調味料の製造業者に対して加工度の

高い業界からそういった念書を求めるといった事例が非常に多くありましたので、そうい

った意味も含めて留意事項を出させていただきました。要は加工度の高いところは小売業

者から要求が来るのではないか、あるいは小売業者は消費者から要求が来るのではないか

といった懸念、いわゆるファームトゥテーブル、ファームトゥフォークの逆ですね。逆に、

念書の要求がさかのぼっていくような状況。実際にそういう要求が川下から来たわけでは

ないけれども、要求が来たときのために念書を積み重ねると安心できるといったような風

潮がありましたので、留意事項とさせていただいたというのが本当の意味でございます。

○堀口コーディネーター ありがとうございます。今日はフロアには流通関係の方が非常

に多いのですが、何か今、現実に困っていることなどありましたら、こちらのパネラーの

方に質問していただきたいと思うのですが、何かもし流通関係の方でお困りの方がいらっ

しゃったら挙手をしていただけますでしょうか。大丈夫そうですね。わかりました。とい

うことで、そうしましたら話を進めさせていただきますが、先ほど周知徹底というところ

で、何人かの方が風評被害というようなことも取り上げておられました。それで、ＷＨＯ

やＦＡＯの報告書を見ますと、リスクコミュニケーションのテーブルにはマスメディアの
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方も参加すると書かれているのですが、今日は残念ながらテーブルにはマスメディアの方

はいらっしゃいません。でも、フロアに何人かいるとお聞きしているので、もしよければ

報道関係の方で、このポジティブリスト制度についての報道に対して、どのようにお考え

なのか、少しコメントをいただきたいのですが、報道関係の方で回答してくださる方はい

らっしゃいませんか。どこの会場でも報道関係の方は手を挙げてくれなくて、どこで挙げ

てもらえるのかなと思いながらやっております。ということで、加工メーカーの方も、流

通の方も、また消費者の方も風評被害を非常に気にしているといったお話がありますので、

またみんなでそういうことのないよう、認識を一緒にしていきたいと思います。

今日は加工メーカーのお話などもありましたけれども、消費者の立場から平井さんから

何かご質問などありますか。

○平井非常勤理事 先ほどフードチェーンという言葉も出ておりましたけれども、やはり

生産者、それから加工・製造業者、流通業者、そして消費者というものがお互いにしっか

り理解しないとこの制度は進んでいかないことだと思っています。それでまず、私たちは

正直に素直に知りたいという気持ちが今あります。制度はできたけれども、では、食べ物

を作っていらっしゃる方は本当にどういうふうに対応していらっしゃるのか、何を思って

いらっしゃるのか、そしてどういう不安を持っていらっしゃるのか。そしてそれは加工、

製造業者の方も同じだと思いますし、また、流通業者のところではどうでしょうか。私も

生協の組合員ですから、生協で商品は購入していますけれども、100％生協で生活すると

いうことはできませんので、近くのスーパーにも行きます。そういう中で、地元のスーパ

ーの方々が、実際にどういう対応を今していらっしゃるのかということもとても知りたい

ところです。先ほどの報告の中で、生産者側、加工製造側の方々の対応というのは少し見

えてくる部分はあったのですが、実際に消費者が一番近いところというのは、今日買い物

に行くスーパーなり、個々のお店だと思うのです。そこのお店、スーパーなりのところで、

この制度に対して、やはり法的には責任がかかってくるというところで、実際にどういう

問題を抱えて、今、どういう具体的な対応していらっしゃるかというところをぜひお聞き

したいと思います。

○堀口コーディネーター それではまず、生産者の方から伺いたいと思いますが、生産者

を取りまとめるというか、いろいろ情報を発信していらっしゃるＪＡの高橋さんは、生産

者からいろいろな質問や困りごとをお聞きになっていると思いますが、どういうようなこ

とを尋ねられているかなど、もしありましたら、教えていただければと思いますが。
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○高橋課長 困っているというよりも、自分たちのような生産する側、真剣に生産してい

る生産者自身の思いが消費者に必ずしも十分伝わらないという、そういう歯がゆい思いで

はないかと思います。先ほど、17年度については231点の残留農薬分析したと申し上げま

したけれども、その中の76点については野菜であります。その野菜については、自主分析

ということで、生産者自らが自分たちの販売代金の中から拠出をしております。現在私ど

もの分析施設での分析料金は、野菜については１検体８万4,000円をいただいておりまし

て、そのうち半額に相当する４万2,000円について、私どもＪＡが助成をするという形で、

実質４万2,000円の生産者の負担をいただいて、自主検査をしているということでありま

す。

先ほども言いましたけれども、私は３年間農家の皆さん、特に園芸生産農家の皆さんと

販売促進活動でありますとか、研修計画でありますとか、年間本当にひざを交えて、お酒

を飲んだりする機会もあるわけであります。この中でよく私は、「課長、課長、ちょっと

金ばっかりかかって、これはどうならんかの」と生産者に言われたものです。どういうこ

とかと言いますと、例えばほうれん草を例にとりますと、30年前の価格水準と現在の価格

水準というのはほとんど変わらない。確かに年次変動、その年の出来の良し悪しによって

上下はあるにしても、大ざっぱに言って30年ほど前の価格と現在の価格、ここで言う価格

というのは生産者の価格ですが、これはほとんど変わらない。一方でどんどん費用や手間

ばかりがかかっていくということです。それで生産者は頑張っている。消費者にもそうい

った生産現場のことを理解して欲しいということを言うのです。

象徴的な例として、生産者は生産の過程で農薬を欠かすことができません。商品になる

には必ず殺虫剤、殺菌剤というものが欠かすことができません。でもそれは、商品性を高

めるためであって、必ずしも農家にすれば使わなくていいものは使いたくないわけであり

ます。手間もかかりますし、費用もかかる。ということで、例えば、これくらいはいいか

ということで殺虫剤を１回抜いたとします。そうしますと葉っぱにちょっと虫食いがいく

つかできるわけですね。そうしますと、途端に消費者の皆さんが買ってくれない。一方で

農薬は使って欲しくないと言いながら、農薬を使わない、いわゆる消費者ニーズに応える

農作物を商品として出しますと売れなくなるという、そういうジレンマがあるわけですね。

そういうことをもっと、それは私どもの県の団体として、私どもの責任、私どもの仕事で

もありますけれども、やはり生産の現場と消費の現場が今日、本当に離れてしまって、生

産の現場を想像することができないようになってきているということで、やはり今日みた
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いな会合もそうですけれども、たくさんこういう機会をもって、生産を支える消費者、消

費者に応える生産者という、そういう関係性を築く必要があるのではないか思います。コ

ーディネーターの方のご質問とはちょっと違うかもしれませんけれども。

○堀口コーディネーター 今日はフロアにも何人か生産者の立場の方がいらっしゃってい

るのですが、何かもしご質問等がありましたら、消費者の方もフロアにおられますので、

生産の現場のお話、特にポジティブリスト制度に関してのお話を少ししていただければと

思うのですが、誰かいらっしゃいませんか。おられたら挙手を。

○発言者１ 私は農家をやっておりますが、他の農家の世話もちょっとさせていただいて

おります。今日は勉強に来たわけでありまして、いろいろな先生方から農薬は害ではない

とか、いろいろおっしゃっていただきました。ただ、ちょっとよくわからなかったのは、

資料の６番を見てみまして、そのポジティブリスト制度の施行後の数値なんですが、厚生

労働省の方は一律で0.01ppmというものを決めたというわけではないという話でしたが、

それと国際基準、国内基準というものがありますということですが、この数値だけを見て

みますと、例えば米なんかでは、農薬ＡとかＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、これを見てみますと、0.01

ppmよりも500倍も多い数値のものもあります。それは一体どっちが正しいのでしょうかと

いうことをまず生産者としてはよく理解できないということです。それから２点目は・・

・。

○堀口コーディネーター では、１点ずついきましょう。そうしますとその基準のお話だ

と思うので、まずこのちらしで誤解がないようにしたいので、これは生協さんの組合員に

向けたちらしだと思いますので、まず生協さんからご説明していただき、その後で厚生労

働省から基準値についてご説明していただければと思います。

○佐原理事 ポジティブリスト制度を説明するために、一般的な話だけではなくて、具体

的な農産物の事例で、こういうパズルみたいな形にして出したものです。多分厚労省の方

からお話をいただくのが一番正確でいいと思いますが、品目ごとにいろいろな農薬を使っ

ておりますよね。その農薬について従来の農薬取締法、あるいは食衛法では、ＡＤＩによ

るリスク評価がされて、いわゆる残留基準が定められているもの、0.5ppmとか５ppmとか、

基準値の高いものほど、いわゆる健康、人体への影響が少ないということになりますよね。

それから国内にないものについては、国際基準ということで、よその国にある基準値を

持ってきて当てはめる、暫定的な基準です。さらに国内外にない基準をどうするのかとい

うことは、それが一番多かったのですが、そういったものについては検出限界で測定でき
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る限り、プールにさじ１杯という感じでしたけれども、そういったものをとりあえず一律

的に当てはめよう、そのことによってポジティブリストに漏れのないようにしていきまし

ょうというのがこの趣旨、制度のねらいですので、品目、それからその農薬の残留性や、

毒物か劇物か普通物かですね、その安全性といいますか、影響度合いによって基準がこと

細かくＡＤＩ評価もされた上で国内外の基準と、ないものは一律基準という形で当てはめ

たものです。それで、先ほども申し上げましたように、検出技術はぎりぎりの線まで来て

いるので、このことをポジティブに我々も受けとめて対処する必要があるのではないでし

ょうかということを申し上げた次第でございます。

○堀口コーディネーター 今、私が思ったことは、要するにポジティブリスト制度を説明

するために、この空欄になっているのが埋まりましたというところでこの制度を説明され

ようと、このちらしをつくられたという話だと思います。ところが、今のご質問は、その

ちらしの数字を見てしまうと、0.01ppmだったり、５ppmだったり、数字を解釈しようとす

ると解釈がしづらいのではないかといったようなご質問ではなかったかと思うのですが、

それは正確にこの制度を伝えるというリスクコミュニケーションの難しいところだと思い

ます。厚生労働省の方は周知徹底をしなければいけないと思うのですが、少しコメントを

いただければと思います。

○河村課長補佐 厚生労働省の河村でございます。制度の内容でございますので補足差し

上げますと、まず、今ご質問のところのうち、0.01ppmのところはちょっとおいておきま

す。ここで表がありますので表で説明しますと、例えば農薬Ａと農薬Ｂで、同じお米なの

に残留基準値が0.5ppmと５ppmというように10倍も違うということがございます。食品中

に残留する農薬の基準の決め方でございますが、先ほどはあまり時間がなかったので省略

しましたけれども、資料１の７ページをごらんいただければと思います。農薬の残留基準

につきましては、農薬という１つの化学物質、それに食品のかけ合わせで基準がそれぞれ、

食品ごとに定めてございます。また、ただ１つの農薬について全ての食品に基準を設定す

るわけではございません。例えばキャベツとキュウリにこの農薬を使いたいという登録の

申請が国内であれば、その食品について残留基準を定めていく。また、国内ではキャベツ

とキュウリに登録の申請があって、それに基準を設定したけれども、海外に目を向けた場

合に、例えばアメリカにほうれん草に基準がある場合、ほうれん草の基準の設定について

も必要に応じ検討します。

そういう中で、まずこの７ページの下の絵を見ていただくと、まず、化学物質の毒性試
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験の結果から、その物質の許容できるような一日摂取量、これをＡＤＩと呼びますけれど

も、この１日摂取許容量というものを健康影響評価の中から定めていきます。それから、

それぞれの農産物の国民食品摂取量というのを、厚生労働省では毎年調査しておりますの

でその結果と、もう１つ、農作物に対してその農薬が適切に使われた場合、それには効果、

効能がございますが、適切に使われた場合に、残留する濃度。そういったものを加味して

その残留基準を定めていきます。このような手順で残留基準値は決められますので、食品

の摂取量、また、その農薬の性質、使用する作物の違いによりまして、その食品中に残留

する基準というのはおのずと異なってくるということになります。

また、先ほどの0.01ppmのところでございますけれども、これは表が全部埋まってしま

ったのでちょっと混乱があるかもしれません。0.01ppmというのは一律基準というもので

ございまして、今回、先ほどの説明の中でもお話しましたが、ポジティブリスト制度では

全ての農薬、全ての食品について何らかの基準を設けて、それで規制していこうとするも

のです。残留基準のあるものについてはそれで規制するというものです。それで、残留基

準がないものについては0.01ppmを適用するということで、799農薬について基準を定めま

したというお話を申し上げましたが、ここで0.01ppmが適用されるというのは、おおよそ

国際的に見ても、この農薬がその食物に対して農薬として使用されていないだろうという

ものでございます。当然国内で使用されている農薬、また、それに使用が登録されている

食物については、全てその値が入っておりますので、その残留基準で管理する、規制する

ということなので、海外に目を向けましても国際基準、また先進国の基準を参考にしてお

りますので、そこで基準が置かれているものについては基準をあてはめておりますので、

ここで0.01ppmというのは、先ほど言いましたように、おおよそ農薬として使用されてい

ないものとお考えいただければいいと思います。ですので、例えば農薬Ｅというところで

は、米、小麦、小松菜、枝豆に0.01ppmというものが入っていますが、これは海外に目を

向けてもおよそ基準がないということで、そういった使用実態がないというものとお考え

いただければいいと思います。

○堀口コーディネーター ちょっと誤解を招きそうな表であると、今、少し認識しました

が、残留農薬基準の決め方は、厚生労働省のＱ＆Ａなどに記載はありますか。残留農薬基

準の決め方を今、説明していただいたと思いますが、Ｑ＆Ａには載っておりますか。

○河村課長補佐 ポジティブリストのＱ＆Ａにはありませんが、残留農薬のＱ＆Ａという

のは別途ございまして、そちらに詳しく書いてあったかと思います。
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○堀口コーディネーター 基準の決め方は、残留農薬のＱ＆Ａにあるそうなので、もう１

度読んでいただき、もしわからなければ直接お電話なりで尋ねるようにしていただけます

でしょうか。では、２点目をよろしいでしょうか。

○発言者１ ありがとうございます。ただ、ちょっとまだよく理解できません。農薬Ｂで

言いますと、米の１日の摂取量と小松菜の１日の摂取量では数値が違いますということだ

け申し上げておきます。

２点目ですが、私、生産者の世話もちょっとさせていただいているのですが、米とかそ

ういうものはおおむね農協さんを通して出荷しております。ただ、中には直売される方も

おると思います。農協さんの場合は、使用方法をパンフレットにして各生産者に啓蒙して

おり、これを使えばそれで十分だと思うのでありますが、直売される方は、どういうふう

に残留濃度とかそういうものについて消費者の皆様方にご説明していけばよろしいのか。

そのあたりをちょっと教えていただければと思います。

○堀口コーディネーター まずＪＡさんからコメントをお願いします。

○高橋課長 米については、私どもとしては直売されるものについてはちょっと把握でき

ません。正直なところ。ただ、野菜につきましては、先ほど言いましたように、県下の野

菜の生産者が販売代金の0.2％を拠出して自主検査をしていますと申し上げましたけれど

も、一方で各県下、各地には野菜の直売所もございます。ここについては、どういいます

か、私どもの販売品ではありませんが、もしも県下各地にある直売所で、例えば登録のな

い農薬が検出されたとか、あるいは残留基準値以上の農薬が検出されたということになり

ますと、富山県全体の生産者が受ける影響というのは大変大きくなります。そこで、これ

は16年度から、分析を始めた翌年度からですけれども、農協の担当部署に呼びかけて、す

べての品目ではありませんけれども、何点かの検体、分析検体を抽出していただきまして、

分析をして、ちゃんと農協としても生産者に対してはきちんと使用基準を守って防除して

くださいという啓蒙をしております。また、先ほども言いましたが、農薬等使用濃度とい

うことで、制度も15年から変わって、生産者に対する法的な責任も大変重くなっていると

いうことを啓蒙しているという、現状はそういうところであります。

○堀口コーディネーター それでは、農林水産省の東野さんから、直売所などで販売して

いる農家の方への周知といったようなところで、どのようにお考えか、コメントをよろし

くお願いします。

○東野課長補佐 今、生産者の方への制度の周知、それから対策の徹底というのは、もち
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ろんＪＡさんにお願いして、ＪＡの営農指導員にご活躍をいただいているというところと、

あとは各都道府県に農業改良普及員という方がいますので、改良センターのそういう普及

員とできれば組んで、一緒に回って欲しいということをお願いしています。そういう中で、

そのＪＡの組合員以外の方のところには県の方に頑張っていただきたいと考えておりま

す。

○堀口コーディネーター よろしいですか。ほかに質問ありますか。

○発言者２ 石川県で、私、現在教育関係におりますが、以前はうちも稲作農家でしたの

で、生産者の立場でもあります。館農といいます。

１つ質問があります。先ほどから使用基準をきちんと守っていれば問題ないということ

ですが、この使用基準について、どの程度厳密に検討されているのか、疑問な点がありま

す。というのは、少し減らしたら見かけが悪くなるとか、収量が落ちるとか、虫がつくと

か、いろいろありますが、大体どの程度まで使えれば十分な効果が上がる最低の量なのか

というのがどうもはっきりしていません。経験的にも知っていますが、昔、農協とか、あ

るいはメーカーが大体これぐらいまくと適切だろうといわれる量よりも、半分ぐらいに減

らしてみても、実際にはそこまで被害が出なかったというようなことを見聞きして知って

おります。その点について、どの程度やったら必要最小限かという研究が現在どの程度ま

で進められているのか。また、そうしたことを研究した結果を踏まえて、使用の基準とい

うものを作っているのか。またそれをみんなで検討していく場を設けているのかというこ

とについて、ちょっと聞いてみたいなと思います。

○堀口コーディネーター ＪＡさんでそういう情報はお持ちでしょうか。使用基準の決め

方について。

○高橋課長 例えば、水稲で言いますと、各ブロック、地区ごとに使う農薬というのは技

術者が毎年検討して決めるわけです。例えばその地域特有の病気なり、虫の発生なりあり

ますので、抵抗性が発現しないように何年かで薬剤を変えるとか、技術者レベルで決めて

います。あと価格的な面、面積当たりの価格は防除費はこれくらいで押さえようというこ

とで、薬剤の組み合わせを考えるわけでありますけれども、そのときに農協が目安として、

例えばあるＡ農家はお米を１ヘクタール作っているということでありますと、当然１ヘク

タールに必要な農薬の量というのは決まってくるわけです。液剤であれ、粉剤であれ、必

ずラベルに面積当たりの使用量というのは、若干の幅はありますけれども、決まっておる

わけであります。それに基づいて農協がそれぞれの農家に届けるという、そういう仕組み
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ですので、使用基準を外れて少ないとか、逆に使用基準以上に届けられるとか、供給され

るとかということはないはずであります。

○堀口コーディネーター それでは、農林水産省の方から使用基準について。

○東野課長補佐 使用基準を決める際にいろいろな観点があると思います。１つは実際に

農業現場で使えないような使用基準を作っても意味がないということです。例えば、キュ

ウリとかトマトとか、そういうものは毎日毎日収穫しないと、２日もおいておけばすぐ大

きくなって、もう商品にならないわけです。そういうキュウリとかトマトに収穫の７日前

までにまいてくださいというような使用基準を作っても、農薬をまくと７日間収穫できな

いということですから、実際の生産現場ではそういう使用基準では意味がありません。キ

ュウリとかトマトとかは収穫の前日まで使用できるというような基準を置かないといけな

いということになります。ですから、どういう使い方をされるのかということで、使用基

準を決めるということが第一です。

それから、もちろん残留試験をします。そういう使用方法をしたときにどの程度残留す

るのか。これは１回や２回ではなくて、繰り返しいくつかの場所で残留試験をします。そ

れからそのときに薬効試験をします。これぐらい薄くまいてしまうと、もう効果が出ませ

んというようなことになると困るので、確かに効果がありますという薬効試験。それから

薬害試験ですね。これ以上濃くまくとかえって植物に被害が出てしまいますという薬害試

験。そういうものをすべてひっくるめてどういう使い方がいいのかということを検討する

わけです。それはその地域によっては決められた仕様基準よりも薄くてもいい地域、ある

いは回数も少なくていいところ、あるいは栽培方法によって、そんな収穫の前日までまか

なくても、３日前までにまけば十分なところというのはあると思いますが、それはやはり

日本、北から南まで広いですし、ハウスや路地によっても状況が違うということで、それ

はその地域、地域で工夫をしていただいて、栽培暦などに反映がされているだろうと思っ

ています。

○堀口コーディネーター 各種試験をして、そういうデータに基づいて検討されるという

ことですが、何かそういう定期的な検討委員会みたいなのがあるのですか。

○東野課長補佐 独立行政法人農薬検査所という、農薬の登録のための検査をしている機

関がございます。そこで登録に当たって使用基準の検討をしております。

○堀口コーディネーター ということだそうです。それで、先に進めさせていただきたい

と思いますが、先ほど平井さんから、生協だけでは生活ができないので地元のスーパーも
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利用しているのだけれども、今、この富山の地元のスーパーでどのような取り組みをして

いこうとしていらっしゃるのか、ちょっと知りたいというお話がありました。フロアにも

し、今、こういうことに取り組もうとしているといったようなことを発言していただける

方がいれば、挙手をお願いしたいのですけれども、いらっしゃいませんでしょうか。残念

ながら、手が挙がりません。誰かいらっしゃいませんか。まだ恥ずかしくて、言えないの

かもしれないのですが。

それではほかに、平井さんの最初のご発表の中で、あと、県としてこの制度の監視にあ

たっていくけれども、県として監視、それから関係者間のリスクコミュニケーションにつ

いて進めていって欲しいといったお話がありましたが、今、パネラーの方は国の監督官庁

の方なので、フロアに県、市の行政機関の方で検査の方や、そういう監視業務にあたる方、

もし、いらっしゃいましたら今の、この北陸の状況等、話していただければと思うのです

が、誰か、ご発言願えませんでしょうか。何人かいらっしゃるのはわかっているのですが。

こういう方針を立てているとか、まだ今、検討しているとか、そういった内容で結構です

が、せっかく消費者の方からどうなっていますかというお問い合わせがありますので、も

しよければ挙手をお願いしたいのですが。

○発言者３ 金沢から、石川県から参りました山本と申します。製造メーカー、食品の加

工メーカーでございます。

今日はわからない中を、何を手探りに進めばいいのかわからないという状態ですので、

参りました。その意味では、現況について大きな流れと進み方が指し示されたので、来て

よかったなとは思っています。しかし、今回、パネルでもう少し具体的なお話を聞けるか

と思っていたら、さっきから聞いていますと、逆に会場に聞きます、現況を調べますとい

うような運営の仕方です。別に責めているわけではありませんが、聞かれてもわからない

というのがメーカーの現状でして、一番最初に流通の方ご質問は、と言われても、ようや

く概況がわかったというのがメーカーとしての、食品メーカーとしての現状だということ

が１つの事実としてきちんと皆さんにお伝えしたいことです。先ほどもお話がありました

けれども、周知が手続き上は進んでいるのだと思いますが、現場では今、何が起こってい

るかというと、食品産業センターの方が心配された通りに進んでいまして、取引先からは

保証をしなさいと求められております。私どもメーカーが保証しなさいと言われると、原

材料メーカーにまたどういうふうにされていますか、保証してくださいと聞いている。わ

からない者がわからない者に保証してくださいと言い合っているというのが現況だと思い
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ます。私は保証しろと言われても、フードチェーンの概念から言っても、そんなことは一

中間業者が保証できるはずもないと思います。そんなことを求められているというのが現

状だということを、きちんとお伝えしたいと思います。

○堀口コーディネーター ありがとうございます。食品産業センターの方から、その保証

のことについて、先ほどもお話ありましたが、もう１度お願いいたします。

○露木次長 これは、正直言って、本制度は保証書を出す義務を負うものでもないという

ことはわかっていただきたいと思います。それから後、取引関係ということは民と民の契

約関係なので、私どもはやめなさいという権限もないですし、そういうことも言えないと

いうのはわかっていただきたいと思います。ただ、皆さん、食品衛生法に違反してやろう

と思って日々活動しているわけではないと思います。ですから、保証書を出せと言われて、

わかりました、「食品衛生法に適法した活動します」と、そういう宣言をされたらどうで

すか。悪いことしていませんよね。どうしたらいいかという質問っていっぱいあります。

ですから、私どもはやはり食品衛生法に違反しませんとか、そういうもので一筆書きまし

ょうかくらいしかないかと思っております。

○発言者３ 保証を求められる場合、大抵は一メーカーができるはずのないことを求めら

れるので、求められるということはまだ周知がされていない現況だということを伝えたい

のが１つと、それから、では、私の会社としてはどうするかというと、調べた結果こうで

ございますという現況報告書を保証のかわりにしようと今、考えております。ですけれど

も、現況は、もうわからない人がわからない人に尋ねている。その保証を誰かにしてもら

って、僕の責任ではないということをみんな言いたいわけですね。恐れた通りになってい

るということを誰が決めたかわかりませんけれども、そこに並んでいる人たちにきちんと

お伝えしたいと思います。

○堀口コーディネーター 最初のスタートは消費者からの請願で始まった、この制度であ

りますが、消費者の立場で今のメーカーさんが非常に困っているという現状をお聞きにな

って、どのようにお感じになりますか。

○平井非常勤理事 本当に私たちが願ってできた制度であるということは、ある意味消費

者がしっかりと責任を持っていかなければいけないと思っています。この制度を要求した

のは、先ほどもお話しましたように、本当に純粋に安心して食べたいという思いからだけ

だったのですが、それは決して生産者を苦しめるものであってもいけないし、製造加工業

者、あるいは流通の方々を苦しめるものであっては、制度として作っていただいた価値が
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ないと思っております。そういう意味では、今、では、消費者に何ができるかと言われる

と、これはとてもお返事のしようがないのですが、純粋にやはり今、こういう場に出させ

ていただいてお話を聞いたように、現状のところをまず消費者がしっかりと知り、理解し

ていくことだと思うのです。それで、今、本当に生産者側の方もいろいろ制度の中で悩ん

でいらっしゃる、困っていらっしゃる、そして今、お話いただいたように、現状のところ、

まだ周知されていない状況だということも、まず私たちはしっかりと受けとめて、それを

理解して、それで本当に消費者が何ができるのかというのは、これからちゃんと考えてい

かなければいけないのでしょうけれども、とりあえず今、私たちの役割としては、まずし

っかりと理解をしていく、現状を知っていくということだと思います。ちょっと加えてお

願いしたいことは、今日も会場の中、消費者の方はそんなに多くないのではないかと思い

ます。やはり消費者がこういういろいろな世の中の動きを知る１つの大きな手段というの

がマスメディアだと思います。

先ほど鈴木さんからもお話がありましたけれども、ぜひ、マスメディアのいろいろな報

道の仕方、決して消費者の不安をあおるような報道の仕方はしていただきたくない。そし

て、やはり消費者が台所にいても、仕事の合間でも、正しい知識を得られるような報道の

仕方をぜひ期待したいと思っております。

○堀口コーディネーター 周知されていないので、そういう証明や保証を求められて、わ

からない者がわからない者に要求をしている現状がありますというお話でしたので、周知

につきまして、厚生労働省と、では、鈴木さん、まずお願いします。

○鈴木社長 今、お話があったのは、まったくその通り。例えば、こういう農経新聞とい

う新聞があります。ここに、つい最近の報道で、ドリフト等に懸念と書いてあります。い

いですか。いろいろありまして、出荷者が特定できなくても作業効率優先の場合もあり、

全く除外される。つまり、２つの産地のものをワンパックにして売った場合ですね。この

ような場合の違反でも、その食品を販売したこと自体はやはり違反。予想される処分は云

々。こういう書き方で新聞に出て来ます。ご不安になるのはよくわかりますよね。

○堀口コーディネーター 今のは、新聞での書き方などについてのことですが、本当にフ

ロアに報道の方、もしおられたら答えていただけないかなとは思うのですが。周知につき

まして、厚生労働省と農林水産省から、混乱が今、生じているということで、ちょっとコ

メントをいただければと思います。

○河村課長補佐 これまでも、いろいろな場でお話をさせてきました。意見交換もそうで
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すし、各業界の方々の開催するセミナーにに積極的に参加して、いろいろお話をさせてき

ていただきましたが、まだまだ、今日のご意見の中では周知が足りないというご意見を賜

りましたので、この意見交換会もまだ来週も続きますけれども、今後も勉強会なりにお声

をかけていただければ参加しますし、周知についてはどんどん図っていきたいと考えてご

ざいます。また、流通等の保証書の問題につきましても、この法律の趣旨についても、十

分その中で説明してきながら過剰な対応がないように、また冷静な対応を努めていただく

ようにお話しているところでございまして、これにつきましてもそういった会の中で、さ

らに徹底していきたいと思っております。

○堀口コーディネーター 農林水産省からお願いします。

○東野課長補佐 同じですが、厚生労働省と連携していろいろ説明会をしてきましたが、

特におっしゃるように小売店、あるいは食品事業者がそういう保証書を求めるような対応

をしているという話を聞きましたので、４月にかなりの回数、そういう人たちだけを対象

に説明会をいたしました。そういう中で、まずは分析や保証書を余り過剰に求めないよう

にということを説明してきました。そういう食の安全というのはゼロリスクというのはな

いですから。100％ゼロという世界ではないですから。保証書というものを誰も出せない

中で保証を求めるというのは、不幸の手紙を押しつけ合っているのに等しいということだ

ろうと思います。ただ、その何かを知りたいという気持ちはわかりますから、その保証書

という言葉がちょっとおかしいのではないかと思います。どういう履歴で、どういう管理

をされた農作物なのかを知りたい。それを示して欲しい。それはよくわかりますし、そう

いうことであれば、その生産者、農協も対応できるだろうと思いますし、こういう生産管

理がされたものでございますと説明はできると思います。それはそういう管理がされれば、

残留基準を超えないという保証は農水省が説明会で何回も言った通りでございますと言え

ば、何となくうまくいくかなとは思いますが、保証というのはちょっと言葉的にはきつい

だろうなと思いますね。

○堀口コーディネーター ということで、周知徹底をしていっていただきたいと思います。

先ほどの方、ちょっとお待ちください。まだ時間ありますので。後ろに座っているベスト

の方、手を挙げていただきましたので、ちょっとお願いいたします。

○発言者４ 富山県厚生部生活衛生課の者です。先ほど地方自治体におけるポジティブリ

スト制導入に当たっての対応というお話について誰か説明してくださいということだった

ので説明いたします。富山県でも監視指導計画を毎年作成して運用させていただいており
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ます。今年度、当然ポジティブリスト制が入るということで、これに対応した項目も入れ

させていただいてはおります。ただ、なかなか検査も全部、全品目というのはなかなか難

しいものですから、地場産の野菜、果物を中心に、かつ農業サイドと連携をして、特に富

山県で使われる農薬を中心に検査をするということで、今年度は対応をさせていただいて

おります。

それから検査の機器がやはりポジティブリスト制になると、随分対応がいるということ

で、２年ほど前にエルシーマスマスですか、そういうものとかを整備をさせていただいて、

一応今回の制度導入に対応するということにしております。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。富山県としての方針をお話していた

だいたと思います。すみません。先ほど手を挙げられた方。

○発言者５ 私、石川県から今日参りました。私どもも検査、分析をしている会社の者で

ございます。先ほどちょっと、皆さんのご質問がなくて、敢えてちょっと出しゃばるよう

ですが、私が見た目で、今、ポジティブリスト制度が、特にこの北陸でどのように進んで

いるかというのを少しご紹介したいと思います。このポジティブリスト制度そのものの周

知徹底というお話が、先ほどからありますが、かなり勉強していらっしゃるところはやは

りやっていらっしゃいます。現状で非常に難しい問題として、今、保証書という言葉だけ

が先行しておりますが、保証書以外にもアンケート調査というのは各自行われております。

その中で求められるものは、いわゆるトレーサビリティー。要するに履歴管理をきちんと

わかるように管理できますかというような内容の、そういった質問というものも出ており

ますし、先ほどもお話があったように、極論は保証書を出してくれという話も確かに私も

承っておりまして、そこにはやはり矛盾があると思います。しかし、すべてではないと思

いますし、さらに流通の方々はそれぞれにお考えですが、現実には、先ほどもお話があり

ましたように、799項目を全て測って、何十万円というのはちょっと私は極論であるとい

うことで、少しお話したいと思いますが、そんな799全部測るなんて話はどこにもござい

ません。

いわゆる174品目にわたっての食品について、799のうち、どれだけの検査をすればいい

のかということが、非常にこれは難しい問題で、はっきりと業界で示されている検査項目

と、そうでないもの。まだそこが政治折衝みたいなところで、なかなか定まっておらず、

それぞればらばらというのが現状ではないか。この辺は行政が関与するべきかどうかとい

うのは私にはわかりませんが、現実としてはそういう現状があるということです。そうい
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う中で、今、行政の方からお話がありましたように、もう１つ私ども、検査の立場で言わ

せていただきますと、検査で100％安全だということを私どもに保証書を書けと言ったら、

これは私もお断りいたします。あくまでもサンプル検査の中の実態でございますので、そ

の数値をお示しするということでございますが、ただし、検査の分析方法が今回大きく変

わっているのは、ポジティブリスト制度の施行によって、先ほどもありましたように、エ

ルシーマスマス、エルシーマス、ジーシーマスマス、ジーシーマスというようにある程度

絞られてきております。国立医薬品食品研究所ですか。こちらで分析の法定法というもの

が定められてきておりますので、どんな方法でもいいという形にはなりません。それだけ

精度が求められてきているということが、今回、消費者の皆さんの運動で上がってきたと

いう１点であると理解をしております。

その中で残り、あとわずか２週間の中で、業者の皆さんが今、何を考えていらっしゃる

かというのは、確かに流通の方から、またはメーカーの方から、その少なくとも何らかの

方法で提示しろということもありますが、まず、皆さんご自身が自分のところの商品が安

全かどうか、その該当から外れていないかどうかということを確認したいという動きがぼ

つぼつと北陸でも始まっております。東京等の大手メーカーは既にそういった検査等をか

なり実施をしているとお聞きをしております。こういう現状が１つあるということ。それ

で、その中で私は今日厚生労働省の方にちょっとお聞きしたいのですが、命令検査が今年

度から新しく、要するに輸入時の検査が法改正と言いますか、項目が変わりました。たし

か207項目から480数項目ということで一気に増えまして、この、特に日本の場合自給率が

４割しかありませんので、外国産品についてのチェックというのは、かなり強化される。

そうすると、製造メーカーの方も、かなり外国品、特に中国の品物はかなり入れてきてい

るわけで、そういうものについて、かなりそういう検査によって摘発される可能性が高く

なるのではないかという不安、ご懸念がどうもあるというのが１点。

それからもう１点は、履歴管理という問題ですが、確かにこれが完璧にできればいいわ

けですが、外国産品についてのトレーサビリティーというのは、かなり難しいと私は理解

しております。この辺の理想と現実の問題というものを考えますと、今、メーカーの方が

お話になったように、そういうものをすべて出しなさいと言われても、そう簡単に出せる

ものではないというのが、この２週間前における現状ではないかと私は認識しております。

先ほど、外国産品に対する検査の強化ということの中で、検査方法には今まで、命令検査

を受ける検査方法と、今回ポジティブリスト制度で制定されてきた検査の間に、分析方法、
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検査方法の違いがあるように私は理解しているのですが、その辺はいかがでしょうか。

○堀口コーディネーター 厚生労働省の河村さんからお願いします。

○河村課長補佐 今、命令検査とおっしゃいましたけれども、命令検査ではなくて、モニ

タリング検査で検査項目を増やします。ポジティブリスト制度導入で農薬の項目も増えて

ございますので、通常のモニタリング検査における項目数を増やすということでございま

す。当然、それは各食品ごとによって項目があるわけで、また、国によって使われている

農薬の実態がございますので、それらも加味してそれらについて検査をしていくというこ

とでございます。そういった効率化した検査を検疫所でもやっているということでござい

ます。それで、検査方法につきましても、たくさんの品物を扱うものですから、スクリー

ニングで検査する方法で、違反の恐れがあるものについては公定法でさらに詳細を確かめ

るという手順をとっておりますので、それは今後も変わらないということでございます。

海外の情報につきましては、先般、ポジティブリスト制度施行後にどのくらい違反件数が

変動するか検証を行った結果を厚生労働省のホームページに掲載してございます。やはり

若干増えるものがございます。それらにつきましては、早い段階からその国にこういった

ことになるので生産管理を十分にするようにということで、大使館を通じ、お願いをして

ございます。

また、海外の輸入品については、非常に管理が難しいという点は、我々もよくお聞きし

ていますが、これはそれぞれ輸入業者さんを通じて、その輸出国のそのまたその地域での

農薬の管理について十分に確認いただくしか、ちょっと手立てはないのかなと思いますし、

それらについてはまた、各輸入品についても各業界団体がございます。コーヒーとか、紅

茶とか、あと小麦の団体さんもございます。そういった団体さんを通じて、いろいろなそ

れぞれの国の情報を入手していただければと思います。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。もうそろそろ４時になろうとしてお

ります。今日は食品安全委員会から、リスク評価についての動きがあるということで、イ

ンフォメーションをしていただけるということです。それで、最後になりますが、食品安

全委員会の大津さんから、資料について説明をお願いいたします。

○大津課長補佐 それでは、最後になりましたけれども、食品安全委員会から一言、ちょ

っとご説明をさせていただきたいと思います。今日、長時間にわたりましてポジティブリ

スト制度について、縷々ご議論をいただいてきたわけですけれども、生産者の皆さん、あ

るいは関係業界の皆さんが、まさに一番ご心配になっておられる、問題が今日いろいろと
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ご議論されたかと思うのですが、実は食品安全委員会は、今日いろいろご議論されてきた

問題の、実はもう１つ、原点と申しましょうか、一番最初のところに私どもは関係をして

おりまして、このポジティブリスト制度をスタートさせるに当たりまして、先ほど来もご

説明がございましたけれども、例えばＡという農薬とＢという農薬とを比較した場合に、

それぞれ米とか小麦とか、それぞれに残留する基準の値が、数字が違うというようなこと

がよくわからないというようなお話もございましたけれども、実は、この残留基準値を定

める最初のポイントと申しましょうか、実は先ほど来、何度も出てきておりますが、ＡＤ

Ｉという１日摂取許容量という、その値をまず決めることから始めなければいけません。

今回、ポジティブリストに掲載させております非常に多くの農薬等について、このＡＤＩ

がまだ全てとは申しませんが、ほとんどのものについては設定されておりません。

したがって、そのＡＤＩをまず設定する役割を実は私ども食品安全委員会が担っており

まして、リスク評価という観点から、このＡＤＩを決めてまいります。決めてまいります

と申しましても、今日、明日、すぐにというわけにはなかなかいかなくて、実は今日、お

手元にお配りしております資料の最後から２つ目のところに、私どもからちょっと配らせ

ていただきました資料がございます。詳しくご説明している時間がございませんので、後

ほどまたご覧いただきたいと思いますが、実は先週の木曜日、５月11日から、来月６月９

日金曜日までの30日間、１カ月間にわたりまして、いわゆる国民の皆様方からの意見、情

報の募集、いわゆる俗に言われるパブリックコメントというのを現在皆様にご提示させて

いただいております。どういうことなのかと申しますと、このＡＤＩを設定するリスク評

価の作業をしていく上において、食品安全委員会の考え方、あるいはその評価の進め方と

いったようなものをぜひ皆さん方にも知っていただくとともに、意見とか、新たな情報等

がございましたら、ぜひ、お寄せいただきたいということでお願いに上がっております。

正直申し上げると、実は先週の木曜日から始まりましたが、今日時点でまだご意見をいた

だいておりません。全国各地で意見交換会を開いておりまして、その場、その場で、それ

ぞれ皆さんにお願いをしておるのですが、まだ１件も来ていないということでしたので、

ぜひ富山からはご意見をお寄せいただければと思うのですが、このＡＤＩの設定の仕方、

これは科学的なさまざまな知見に基づいて設定をしていくという作業になりまして、非常

に多くの時間と労力を費やす作業になります。799あるポジティブリストに掲載された農

薬等を１つ１つ調べて、さまざまな毒性試験等のデータ、あるいは既にあるデータ等、全

て使いながら科学的知見に基づいて、科学者である委員、食品安全委員会はメンバーが科
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学者、あるいはその道の専門家の方々で構成されている組織でありますけれども、そこの

中の農薬の専門家の方々に１つ１つ評価をしていただくことになります。

大変多くの時間を要する作業になりますけれども、極力早めにこのＡＤＩを設定します

ことによって、先ほどご質問のあった、それぞれの農薬ごとに、その品目によって、この

0.01とか3.0とか、ppmと書いてあるこの残留基準値を決める基本になるＡＤＩをまず設定

して、それが決まらないと、この残留基準値が決まりません。そのＡＤＩの結果としても

う１度この残留基準値を厚生労働省で決めていただくことによって、場合によると0.01が

0.5というように少し緩くなるということも考えられるかもしれません。その作業を少し

でも早くしたいと思っておりますので、この機会にぜひ、皆様方からのご意見というもの

も、ぜひ頂戴したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

詳しくはお配りいたしました資料、ちょっとご覧いただきたいと思いますけれども、現

在私ども食品安全委員会のホームページの中からもごらんいただけることになっておりま

して、今日お配りいたしました資料の７ページの最後のところに、私どものホームページ

のアドレスを掲載させていただいております。これをごらんいただきまして、お電話での

ご意見は、ちょっと聴取できませんけれども、ホームページの中からお寄せいただくこと

もできますし、ファックスとか郵送でお送りいただければ大変幸いに存じますので、どう

ぞよろしくご協力をお願いしたいと思います。

以上です。

○堀口コーディネーター それでは、厚生労働省から、追加があるということなので、追

加をお願いします。

○河村課長補佐 ちょっと補足させてください。今回、新たに設定された基準でございま

すが、今、食品安全委員会からＡＤＩが設定されていないというお話がありましたが、こ

れらは、あくまで国際基準、また、国際的な評価基準に沿って基準を設定した米国、ＥＵ

とかの先進国の基準を今回参考として置いてございますので、まるっきり何もリスク評価

がないものをそのまま値だけ持ってきたということではございません。今後、改めて、我

が国の中でリスク評価を行っていただいて、さらに今回また必要に応じ基準を見直す作業

をするということでございますので、誤解のないようにお願いします。

○堀口コーディネーター パネリストの方も、フロアの方も、まだまだいろいろとご発言

をしたいかと思うのですが、すみません、時間が押しておりまして、パネリストの方も次

のご用事がありますので、すみませんがここでこのパネルディスカッションを終了させて
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いただきたいと思います。どうもありがとうございました。未熟でありましたが、本当に

どうもありがとうございました。

それでは、総合司会にマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。

○司会 パネリストの皆さん、どうもありがとうございました。以上をもちまして、今回

の「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たいと思います。本

日は長い時間にわたりまして、貴重なご意見もいただきながら進めさせていただきました。

どうもありがとうございました。出口におきまして、本日お配りいたしましたアンケート

用紙の回収を行っておりますので、ぜひともご協力をいただければと思います。本日はど

うもありがとうございました。


