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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１８日（木）

会場：ぱ・る・るプラザ岐阜

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 生産段階でのポジティブリストへの対応について

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 流通段階でのポジティブリスト制度への対応について

⑤ 消費者から見るポジティブリスト制度

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 皆様、こんにちは。時間がまいりましたので、始めたいと思います。

本日は、皆様ご多忙の中、ご参加をいただき、ありがとうございます。

ただいまから 「食品に関するリスクコミニュケーション」を開催したいと思います。、

私は、本日司会を務め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。

まず今回の議題でござい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

容等を知っていただくということを目的といたしまして、意見交換会等を全国各地で開催

してまいりました。

本日開催いたします意見交換会についてですが、本年５月29日からのポジティブリスト

制度の本格的な施行を控えまして、生産者から消費者までのフードチェーン、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等についてご紹介をいただ

きまして、それを踏まえまして関係者の間で問題意識の共有並びに相互理解を図るという

ことを目的といたしまして、本日開催するものでございます。

この中では、消費者・生産者・事業者など、さまざまなお立場の方々と情報を共有し、

あるいは意見を出し合い、また内容について考えるということを通じまして、社会的な合

意形成の道を探っていきたい、このように考えておりますので、皆様ご理解のほど、よろ

しくお願いいたします。

それではまず初めに、本日お手元にお配りしてございます配付資料の確認をしたいと思

います。

まず、封筒の中に、一番上に今回の議事次第、その２枚目にこれは後半の意見交換会の

ときの座席図、あと右肩に資料番号が振っていますが、資料の１、２、３、４、５までご

。 、 、ざいます その他参考資料といたしまして ポジティブリスト制度に関するパンフレット

、 。それと番号を振っていませんが 食品安全委員会事務局からの資料などを配布しています

もし、不足の資料等ございましたら、お手をお挙げいただきまして担当の者にお申しつけ

ください。

それとアンケート用紙というものを配付しています。

これは、今回だけのものでなく、今後の意見交換会をよりよいものにできるよう、皆様

から忌憚ないご意見をいただければと考えております。

ぜひご記入いただきまして、アンケートにつきましては意見交換会の終了後に出口で回
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収いたしますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。

続きまして、本日の議事進行につきまして説明いたします。

１枚目の議事次第をご覧いただきたいのですが、まず初めに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、関係行政機関であります厚生労働省並びに農林水

産省から概要を簡単にご説明いたします。

その後続きまして、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ことでご紹介をいただきたいと考えております。

ここまでの各関係者からの説明で、およそ１時間程度を予定しております。

その後15分程度休憩を挟みまして、14時40分をめどにパネルディスカッション、意見交

換を行います。

終了は16時を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

それではまず、残留農薬等のポジティブリスト制度の導入につきまして、厚生労働省食

品安全部監視安全課健康影響対策専門官の鶏内、並びに農林水産省消費・安全局農産安全

管理課課長補佐の東野から、続けてご説明したいと思います。

○鶏内健康影響対策専門官 ご紹介いただきました鶏内でございます。

よろしくお願いいたします。

本日、ポジティブリスト制度の導入に際して各分野の方が取り組みについてお話を、意

、 、見交換をするということになっておりますが まずポジティブリスト制度の概要について

私の方から説明させていただきたいと思います。

まず、ポジティブリストということは何であるかということですが、これは法律とかで

、 、定義が決まっているものではなくて 現行の制度をネガティブリストというふうに見立て

新しい制度をポジティブリストというふうに見立てて、わかりやすくするためにつくった

というものです。現行の制度、ネガティブリストというふうに考えておりますが、まず原

則規制がない状態で、規制するものについて農薬の残留基準をつくってリスト化したもの

です。

新しいポジティブリストというのは、原則規制という状態で、残留基準とかを決めてリ

スト化するものというふうに考えます。原則規制がない状態から原則規制された状態に改

めるということになっています。

新しいリスト、ポジティブリスト制度ですが、これを少し法律的な言葉を加えて示しま

すと、基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止
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する制度というふうにいえます。この制度自体は、平成15年の食品衛生法を改正するとき

、 、 、 、にできたもので その後 一定量というところとか 原則のところとかの議論を踏まえて

昨年の11月、具体的な中身ですね、一定量については0.01ppmというのがありますが、そ

ういったところを公表して、今月の５月29日から施行するというようになっております。

その制度なんですけれども、どういうふうに変わるのかということになりますが、まず

、 、 、 。現行の制度 対象の物質としては農薬 それから飼料添加物 それから動物用医薬品です

食品の成分にかかわる残留基準、これが定められているものについてはその基準を超え

て農薬等が残留する場合は販売等を原則禁止する。ただ、先ほどもネガティブリストの説

明でも触れましたように、そういうのが定められていないものについては、健康影響があ

るというときには規制はかかるんですけれども、原則規制のない状態というのが現行の制

度でございます。

今度５月29日から始まるポジティブリスト制度、対象は同じく農薬等でございますけれ

ども、まず残留基準が定められている分――先ほどちょっと説明していませんが、農薬に

ついては現行250、それから動物用医薬品については33が使われています。

それらも含めて、残留基準が定められているものについては、これまでと同じように残

留基準を超えて農薬等が残留するものについては販売等を禁止するということになってい

ます。

今回のポジティブリスト制度で大きく変わっているのが、これまで残留基準が定められ

ていないものについては、特に規制がなかったのですが、人の健康を損なう恐れがない量

として厚生労働大臣が一定量を定めて、こちらの基準を超えたものについて、販売等を禁

止するということになっています。

この一定量というのは0.01ppmというふうになっています。

こちらの残留基準が定められているものについての中身なんですけれども、これまでの

残留基準、これについてはポジティブリスト制度施行後も同じでございます。

そのまま基準値は移行します。

それから、そのほか新しく国際基準、コーデックスといったところで国際基準が定めら

れているものについては、その基準値を取り入れています。また、欧米等の先進各国の基

準値等も踏まえて残留基準というものをつくって、これは全部で799の物質について新し

く基準をつくっております。

そのほか人の健康を損なう恐れのないことが明らかなものということで、ポジティブリ
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スト制度の対象外というものをつくっております。

これが65物質ありまして、本日参考資料として厚生労働省からパンフレットをお配りし

、 、ておりますが そのパンフレットの88ページにこの65物質のリストを載せておりますので

ご参照願います。

この制度、新しく始まりますが、基準もたくさんでき、一律基準もかかってくることで

ございます。よく質問があるんですけれども、検査を義務づけるといった制度ではござい

ません。検査というのはそのときの結果をあらわすもので、農薬等の管理がうまくいって

基準値が守られているかどうかというのを確認する一つの手法というふうにとらえており

ます。あくまでも大切なのは農薬等の管理、こちらの方が重要であるというふうに考えて

おりますので、検査を必ずしなくてはいけない、それを義務づけて、また流通のときにそ

ういう検査結果を渡さなければならないというふうな制度ではございませんのでご注意願

います。

あと、厚生労働省のホームページで種々情報を提供しております。一度内容をごらんい

ただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○東野農産安全管理課課長補佐 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 農林水産省からはポジティブリスト制度の導入に伴って 今

国内の産地、農家がどういう取り組みをしているのかということを中心にご説明をさせて

いただきたいと思います。

まずはその農薬の必要性というところから入るのですけれども、農薬を使用しないとど

ういうことになるのかということでございまして、１つは収量が低下する。思ったように

たくさん穫れません。それから、品質が低下するということで、日本の消費者の品質に対

する要求は世界一厳しいとも言われていますが、少し曲がっていたり、あるいはちょっと

虫が食っていたりすると、もう商品価値が下がってしまうということで、品質の低下、収

量の低下を起こさないために農薬を使っています。

これはあるときの同じ畑です。左側は農薬を使ったキャベツ、右側は全く農薬を使わな

かった場合です。毎回毎回こういう状況になるということではないのですが、こういうよ

うなことになる場合もあるということであります。

そういうことで、農薬というのは安定した収量あるいは品質を得るためには必要なもの

だということなんですが、その安全性はどういうふうに確保されているのかということで
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あります。

１つは、農薬の登録制度ということで安全性を確認しております。これはその農薬取締

法という法律がありますけれども、その法律に基づいて登録された農薬だけが製造・輸入

・販売、それから使用ができるというものでございます。

（2）のところは無登録農薬の取り締まりということで、登録制度の裏返しではありま

すが、無登録の農薬が出回っていないかどうかということについて、国や都道府県が立ち

入り検査をしてチェックをしているということです。

それから、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ございま

せんで、登録農薬についても正しく適正に使っていただくということが必要になっていま

す。

正しく適正に使われているかどうかということは、農林水産省が毎年4,000戸くらいの

農家を対象に立ち入りをしまして、記録などから確認をしているということですが、それ

にしても何百万という農家を全部見るというわけにはいきません。そこでこれは厚生労働

省や各県の保健所がやっておりますが、流通している農作物を抜き取って、残留農薬の濃

度をチェックしています。主にこの（１）から（４）の仕組みで安全性を確認していると

いうことでございます。

もう少し中身を詳しく見ていきますと （１）の登録制度でございます。先ほど申し上、

げましたように、登録された農薬だけが製造・輸入・販売・使用できるということであり

ます。この登録を取るためには大変な作業が必要でありまして、１つは毒性試験というの

。 、 、 、をします 急性毒性だけではなくて 慢性の毒性 それから後代試験と呼んでおりますが

子供あるいは孫に影響が出ないかどうかと、発ガン性試験、いろいろな試験をする必要が

あります。それから、動植物の体内での代謝分解経路、これは摂取された農薬がどういう

ふうに分解されてどういう経路をたどって体外に排出されていくのかというのを試験しま

す。それから環境影響試験、これは人畜に対して影響があるだけではなくて、環境にも影

響を与えてはいけないということで、水質汚濁性ですとか、土の中でどれくらいの速さで

分解されるのかといったような試験をします。これはだんだん厳しくなっていまして、こ

としの８月からは土の中で180日を超えて、半減期ですから半分の量まで減る時期が180日

を超えるものは原則、登録が認められないというようなことになっています。

それから残留試験ですね。こういう使い方をしたときに、どの程度残留するのかという

試験が必要になってくるということです。60数項目に及ぶ試験でして、毒性試験は人間を
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使って試験できないのですが、それでも実験動物を使って長年やらないといけないという

ことで、大体１つの農薬の登録を取るのに２メーターくらいの厚さの資料、数億円から数

十億円くらいの試験費用がいるというふうにいわれています。

そういうことで安全性が確認された化学物質だけが登録できるということであります。

その中で、残留試験というのが先ほど出てきましたけれども、どういうことなのかとい

うと、いろいろな農薬の使い方がありますが、使用基準というのがありまして、希釈倍率

とか使用回数とか使用時期ですね。こういうような使い方をしたときにどの程度残留する

のかという試験を繰り返しやります。その結果、食品衛生法の定める残留基準との間に、

余裕のある関係で使用方法を定めるということであります。

逆に言いますと、この使用方法を守っていれば、通常は残留基準を超えることはないと

いうことであります。

そういう登録を受けない、安全性が確認されていない農薬が出回らないようにというこ

とで、農林水産省本省、それから地方農政局、農政事務所、あるいは都道府県、独立行政

法人の農薬検査所というところがありますが、それぞれが手分けをして農薬の販売業者あ

るいは農家のところへ立ち入りをして、変なものが使われていないか、あるいは売られて

いないかというのを定期的に検査をしているということであります。

それから登録農薬の使い方であります。これは先ほど言いましたように、農林水産省は

使用基準というのを決めています。主な項目は５項目です。

１つは適用作物です。これは農薬の登録というのはどういう作物に使えるかという作物

とのセットで登録が行われます。化学物質としては安全性が確認されていても、キャベツ

に適用のない農薬をキャベツに使うというと違反になります。

それから使用時期です。収穫の何日前までに使ってくださいというものを守らない。収

穫の７日前までに使ってくださいというのを８日前とか10日前に使っていただくのは構わ

ないのですが、収穫の３日前とかいう時期に使うと違反になります。

それから、総使用回数です。これは、播種から収穫までこの農薬を全部で何回まで使っ

てもいいというのは決めていますが、その回数を超えてまく、あるいは決められた使用量

あるいは希釈倍率よりも多くまく、濃くまくということになると違反になりますというこ

とです。

何で違反になるかというと、これは１つでも守らないと残留基準を超える恐れがあるの

で、少なくともこれくらいは守ってくださいということであります。
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この罰則を伴う基準とありますが、農家に対してだけではなくて、すべての農薬使用者

に対して同じように罰則がかかります。ですから、皆様方も家庭菜園ですとかガーデニン

グなんかで農薬を使われる機会があるかもしれませんが、こういうラベルに書いてある使

用方法、使用基準に違反して農薬を使うと３年以下の懲役または100万円以下の罰金とい

うことになるかもしれないということで気をつけていただければと思います。

そういう農薬全体の安全性の確保の仕組みがある中で、ではポジティブリストに対して

どういうふうに農家は対応していったらいいのかということであります。先ほども言いま

したように、農薬使用基準を守っていれば、残留基準を超えることがないという関係にな

っています。現行の残留基準はポジティブリスト後もすべてそのまま維持されるというこ

とでありますので、国内の農家に対しては、これまでどおりラベルに書かれた使用基準を

守っていればポジティブリスト制度になっても何も変わりません。ポジティブリスト制度

になったからといって、使える農薬が増えるわけでもないし、減るわけでもありません。

これまでどおりの使い方をしてくださいということをお願いしております。

ただし、先ほども言いましたように、農薬というのは使える作物が決まっております。

ですから、米用の農薬を米にまいていたのだけれども、たまたま風にのっかって隣のキ

ャベツにかかってしまった。収穫直前のキャベツにかかってしまったというようなことに

なると、その農薬がキャベツに対してどの程度の残留基準があるのかということが問題に

なってきます。ひょっとすると一律基準しかない場合もあります。ということで、ドリフ

トと呼んでいますが、農薬散布時の周辺作物への飛散低減に心がけてくださいということ

をお願いをしているということでございます。

ドリフトの低減対策としては、ここに書いてあるようないろいろな対策があるというこ

とを呼びかけております。生産者の方々もご存じだと思いますので、ここでは説明しませ

ん。

今そういうことを国段階、都道府県段階、現地の段階ということで一生懸命ローラー作

戦を展開しておるところであります。呼びかけている内容は主に３点です。

先ほど言いましたように、使用基準をこれまで以上にちゃんと守ってまいてくださいと

いうのが１点。

２点目はドリフトに注意してまいてください。

３点目は農薬を使用したら使用状況をちゃんと記録として残しておいてくださいという

ことであります。
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特に、３点目の記録というのは非常に重要でして、最近は食品事業者から生産者、ある

いはＪＡに対して分析をたくさんしてほしいという要望もあるようでございますが、すべ

ての出荷物を分析するわけにはいきません。かといって、一部の分析結果をもってすべて

が安全だというわけにもいかないわけであります。ということで、重要なのは生産工程が

どういうふうに管理されているのか、どういうふうに農薬が適正に使われているかという

ことをちゃんと説明できるということが重要なわけであります。

それを説明するためには、個々の農家がちゃんと農薬の使用状況を記録に残していつで

も説明できるという状況にしておくというのが大事なんだろうというふうに思っていま

す。

それから、そういうことをしておけば万一残留基準を超えたというようなことがあって

も、すみやかに原因を究明して問題となるロットを絞り込む、そしてそれ以外のものにつ

いては適切に農薬を使用しているわけですから、堂々と説明して販売すればいいというこ

とになるわけであります。

そういうことで、使用状況の記録をしっかりしてほしいということもあわせてお願いを

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 では、次に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などについてご紹介をいただきます。

まず最初に、岐阜県指導農業士連絡協議会会長、菱川幸夫様から 「生産段階でのポジ、

ティブリストへの対応について」と題しまして、ご講演をいただきます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

○菱川会長 ただいまご紹介にあずかりました菱川です。農業をやっております生産者の

代表という形で、一、二点お話をさせていただきます。農業をやっている人にとって、農

作物をつくる段に際しまして、今の農林水産省の方がおっしゃいましたが、消毒を行うと

いうことは出荷するまでの栽培期間中に害虫とか病気とか、それを防ぐために必要不可欠

なものでございます。現状私たちがやっている内容で、決められた農薬あるいは決められ

た希釈倍率、あるいは決められた回数で当然やっているわけでございます。ただ、ここで

私がちょっと懸念に思う材料というのは、我々農業を専門とする専業農家は、以前、中国

の冷凍野菜から残留農薬が出て、あれは2002年でしたか、そのあたりから農協さんとか、

あるいは出荷する団体あるいは各県とかそうした行政さんとか交えて、農薬の問題も随分
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話し合ってきたわけなんです。

今、こうした形でポジティブリスト制度に今度の29日から入っていくわけなんですが、

今まで専業農家であれば当然、減農薬、減化学肥料というのを心がけてやっているわけで

ありますので、今の状態で我々が栽培するのは当然合格をする基準、農薬残留値が多く出

る心配はないと私たちは思っているわけなのですけれども、一部ちょっとした青空市場へ

出す人が１つの畝に、先ほど写真に載っておりました白菜をつくって、あるいはホウレン

ソウをつくって、あるいはいろいろ少量多品目をつくってやっている人、こうした人が同

じ農薬を使ったり、あるいは飛散の防止を怠ったりする。そんなような懸念が少しあるわ

けなんですけれども、それも各行政さんとか農協さんとのそうした話し合い、指導の中で

解決していくことだと思っております。

ただ、農業、農業と言いましても農業というのは非常にほかの産業と比べますと厳しい

状況下で生産を続けております。例えば、ここ一、二週間の天気を見てみますと、雨が非

常に多い、くもりの日が非常に多いということで、どうしてもハウスの中でキュウリをつ

くっていると徒長ぎみになって――徒長というのはすっと伸びすぎるということなんです

けれども、あるいは太陽光線がないためにいろいろな病気が出るわけなんです。こうした

自然状況の中での栽培をしているという、厳しい一つの条件がございます。あるいは我々

がせっかくつくった農産物、これの単価をなかなか我々自身が決めることができない、で

きにくい商品であるということ。もうあと１つは、我々が一生懸命つくる、一生懸命水の

管理をするわけなんですけれども、例えばキュウリでもつくると、曲がったキュウリも、

、 、 、 。それは100つくる中で５本 ６本 10本という単位は曲がったキュウリはできます 当然

そうすると、曲がったキュウリは、曲がったキュウリでやはりスーパーの店頭あたりにい

きますと、消費者のかたはちょっとこうはねて、まっすぐな３本そろったやつを一番優先

順位で買っていくわけなんです。

そして、我々が消費者の皆さんに安心とか安全とかそういうのを心がけて減化学肥料、

あるいは減農薬での栽培をしている段階では、多少この曲がったものもやはりできます。

そうした今の制度があるにもかかわらず、やはり今の購買の皆さんの見方というのは、美

しくて品ぞろえがよくて、なおかつ安心安全で、なおかつそれプラス安い価格というのが

今の現実で、これはしかたがございません。

しかし、我々もこの農薬関係、あるいは有機栽培とかいろいろなもので一日一日が勉強

。 、しながら農作物をつくっているわけでございます そんな形も少しは理解していただいて
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そろってきれいで美しくて、安心で安全でなおかつ低価格という、そうした皆さんの頭の

中におさまっているものを、少しでも消費者の人、あるいは国民の人皆が少し変えていた

だければ、農業を営んでいる人たちにとっては本当に助かるわけなんです。

私は以前、ちょっと国は違いますけれども、スイスの農家の人と話をすることができま

して、スイスという国は非常にヨーロッパの中でも山の中の寒いところでありまして、イ

チゴというのは５月、６月にしかできません。スイスの人は１月、２月、３月は地中海沿

岸の暖かいところからイチゴを輸入するわけなんですね。それで、それは大変甘くておい

しくて値段が安いわけなのです。それで、５月、６月になってスイスの農家の人がイチゴ

をつくる、これが市場に出回るというと、スイスの人がつくったイチゴはすっぱくて固く

てまずいらしいのです。それでもう、若干ですけれども、地中海からの輸入を制限すると

いう話なのです。入ることは入るわけなのですけれども、どのような形で制限するかはち

ょっとわかりませんけれども、入る量を少し制限する。そして、スイスの国民にはスイス

の農家がつくったものをまず食べてもらう。当然まずいのだけれども、同じ国民がつくっ

。 、 。たものを食べてもらう やはり そのように国民の意識が日本とそういう諸外国とは違う

あるいは、キュウリでも外国の市場に行くと曲がったキュウリをいっぱい道端に売って

いるわけなんですが、日本と全然違う。国民の意識が違うという、そんな感じで、少しで

も農業をやっている人も一生懸命やっている。それに少しでも理解していただければ、今

、 、 。のこの農薬のポジティブリスト制度というのも 我々も間違った農薬 全然使いませんよ

使うはずがないと言うのですね。これはなぜかというと、やはり、作物をつくる段階でい

つ種をまいた、あるいは種をまく前に何をやったとか、何月何日にどんな農薬でどんな消

毒をしたとかを大体記帳しているのが今の通常の観念です。記帳していない人もたまには

いるかもしれませんけれども、大きな農協団体、あるいは生産者団体、あるいは大きな農

家をやっている人というのは、もう大体みずから、ここ数年前からやっているのが慣例で

ございます。

どうか我々国内、あるいは岐阜県なら岐阜県、愛知県なら愛知県、あるいは三重県なら

三重県、そんなような農家がつくったものを、その地域の人が本当に食べていただければ

我々は安心・安全をモットーにしてつくっておりますので、どうか心配なく食べていただ

ければ大丈夫だと思っております。またそれに皆さんに努力するような形でも私たちは怠

りませんので、どうかよろしくお願いします。

それで、私は今この岐阜県の可児市というところに住んでいるわけなんですけれども、
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ショウガとかウドとかそんなものをつくって各市場へ出荷している農家であります。

ショウガに関しましても、１年をかけて栽培する農産物なんです。非常に害虫がつきや

すい。ショウガの一番先端、針の葉っぱの柔らかいところがあるわけなんです。そこにす

ぐ害虫が卵を産む。それをやはり防除しなくてはいけない。

それを防除するには、この登録された農薬というのがあって、それを散布するわけなん

ですけれども、今度は私たちが気をつけることはドリフト、さっき言いましたドリフトと

いって私のところがショウガの畑にかけた、その農薬が隣の畑にまで風に乗ってかかって

しまうというのが、これから我々一番気をつけなくてはならない。その逆で、ショウガに

隣の人の農薬が風に乗ってかかってしまった場合、これも隣の農家の人と話し合いで気を

つけなければならない。これが今からの我々のドリフト、ポジティブドリフトに対する一

番の注意するところだと私は思っております。

、 、ただ ショウガとかそうした土の中にできるものはまだ可能性は少ないのですけれども

例えばチンゲンサイとかホウレンソウとか、そうした葉っぱそのものを食べるもの、それ

を栽培している農家というのは周りのことを今から気をつけなければならない。そんなこ

とはやはり勉強段階でもう十分やっておりますので、こう網を張ったり、いろいろなこと

でその網も何センチ何ミリの網がいいとか、そんなことまでとりあえず話し合っているわ

けなのですけれども、さもすればそういうドリフトの問題の方が我々にとって一番気をつ

けなければいけないのではないか。そんなことを思っております。

でも、それは風に乗ってくるやつをある程度は防げるわけなのですけれども、今度私の

ところも大きな農薬を散布する機械を購入しました。これはどういう機械かというと、今

、 、までは霧状になって農産物に農薬をかけるわけなのですけれども 今度は霧状ではなくて

霧というのは風に乗って１ｍ、２ｍ、３ｍ飛びますので、もう少し粗い水の塊が出るよう

な、噴口というのですか、ノズルというのですか、そういうものをやはり変える必要があ

るということで、ちょっと心配性かもしれませんけれども、ポジティブリスト制度にかか

ったための対処策という形でやっております。このように、農家というのは農機具を更新

したりするにもお金がかかるということと、もう１つ私が心配しているのは、私たちがつ

くった品物が残留農薬の検査をしないと引き取ってもらえないというような形になってく

ると、我々農家が検体を一つ検査してもらうとやはり数万円から――数十万円までいきま

、 、 、せんけれども 数万円の費用がかさんでくるという これも農家負担になってきますので

そんなこともちょっと懸念材料かなと思っております。
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それから、あと１つは、例えばどこかの産地の何が基準値を超えたとか、そういうのが

下手にマスコミというのですか、テレビとかそんなものでさっと流してくれるというと、

農産物全般がちょっと危険ではないのかとか、そこの産地のやつは危ないのではないのか

と、そういうような風評的な間違った評価というのがこれからちょっと出る可能性がある

のではないかと、そんなことも思っております。

時間になりましたけれども、とにかく私どもが一生懸命農産物をつくっておりますので

どうか安心して消費して食べていただければ結構だと思います。

つまらない話でしたけれども、どうも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。

次に、財団法人食品産業センター技術部長、塩谷茂様から 「 食品中に残留する農薬等、『

のポジティブリスト制度』に関する留意事項」と題しましてご講演をいただきます。

よろしくお願いいたします。

○塩谷部長 今、ご紹介にあずかりました食品産業センターの塩谷でございます。よろし

くお願いします。今日はここにありますように、ポジティブリスト制度に関する留意事項

ということをこれからお話いたします。

その前に、食品産業センターはどういうものかという紹介がここにありますが、団体、

そして企業会員、個人そして都道府県等で約400の会員がいらっしゃいます。そのポジテ

ィブリスト制度の導入時期にも、これは円滑な導入をしなくてはいけないということで、

行政の方にもいろいろご相談、そしてご要望を申し上げまして、この制度ができあがって

きたわけです。ただし、今ありますように400弱の会員で運営されているわけですけれど

も、食品産業界というのはこれ以外にほとんどが中小企業で成り立っているわけなんで、

このポジティブリスト制度についての周知徹底を図るということがどうしても必要になる

ということになります。この制度の運用を円滑にするということで留意事項をまとめまし

たけれども、それのもとになっているのは厚生労働省から出されておりますＱ＆Ａの、約

140くらいあるのですけれども、それと農林水産省もつい最近20、Ｑ＆Ａを出しておりま

すけれども、その中でポイントとなる点をここにピックアップしてここに今回ご紹介いた

します。

まず１つは、この制度というのはリストに記載されているすべての農薬について検査・

分析を義務づけるものでないということに特にご留意願いたいということです。

その根拠として、下に書いてありますけれども、日本国内では農薬取締法に基づいて遵
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守管理されていれば、残留農薬基準を超えることはありませんということが１点でありま

すし、諸外国においても基本的には同じような規制があるということがあります。

それと、これは生産に関してでありますが、流通に関しては国内に流通する食品に関し

ては都道府県、そして輸入食品に関しては厚生労働省の検疫所で残留農薬等のモニタリン

グが実施されます。その実施結果において、違反事例などの結果が公表されるということ

がありますので、すべての農薬について検査・分析を義務づけることではないということ

が１点でございます。

次は、これは先ほどご紹介がありましたように、約800近くの農薬、そして一律基準と

、 、 、いうことでありますけれども この制度の施行によって 使用農薬等の使用範囲が広がる

種類が多くなるということではないというのが、先ほど縷々農林水産省の方からもご説明

があったと思いますけれども、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適

切な農薬を使用すればよいということになるわけであります。

次がやはり原材料、農畜産物の安全性確保に努める、これは当然のことでありますけれ

ども、ではそれはどのようにして努力したらいいのだろうかということが下に書いてあり

ますけれども、国や都道府県のモニタリング等の結果をよく踏まえての原材料の使用実態

とか管理状況を調べる。そして、適切に生産管理された農畜産物を調達するということが

まず１点でありますし、検査・分析は義務づけるものではないということでありまして、

必要に応じて適切に使用されているかどうか、適正に使用されているかどうかをモニタリ

ングするのが一つの役割ということでありまして、食品製造業、そして流通業者はこの一

種モニタリングであるということを理解して、原材料や生産工程に対する適正な情報の入

手に努めるということで、原材料の安全性を確保するように努めましょうということが２

点目であります。

制度対応の手順として書かせていただくのは、まずこれは先ほどから農業の話がありま

したけれども、第一義的には生産者が安全性を担保するということがこれは義務の一つで

ありますけれども、製造加工に当たっては、食品衛生法に適合した材料を使用するという

ことが定められておりますので、その製造加工に当たって各業種は法律の遵守に努めてく

ださいというのがこれは基本的な姿勢であります。

一つは、先ほどから言いますように、情報を収集してくださいということであります。

産地における使用実績、農薬の使用実態、そしてその記録等の情報を収集してください

ということが一つありますが、厚生労働省や都道府県が公表する違反事例、主な生産流通
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段階での農薬等の使用実態によって、残留の可能性のある農薬をまず掌握してください。

約800近くのものをすべて掌握することはできません。ですから、いろいろな情報を集

めて、どうも残留の可能性があるのかないのかという目星をつけていただきたいというの

が一つであります。

検査・分析に関しては、このような情報を収集して念のために原材料等における残留の

状況を把握し、そして、適正に使用している実態があるということをモニタリングする意

味で検査をするということでございます。

そのときに、ここに書かせていただきましたけれども、ちょっと小さくて申しわけない

のですが、資料３の一番最後のところに添付されているのがこのデシジョンツリーであり

ます。農薬をモニタリングして分析した場合に、Ａという農薬が出た場合のことでありま

すけれども、これは先ほどからありますように、Ｑ＆Ａがあります。特に加工食品に関し

ては厚生労働省の70番台のところに書いてございますけれども、それを頭の整理の意味で

こういうふうに書かせていただきまして、特に注１と注２についてよくご理解いただけれ

ばと思います。さらに細かい内容については厚生労働省のＱ＆Ａに書いてありますので、

それをご参照ください。

もう１点必要なのは、先ほどもありましたが、コミュニケーションという部分でありま

す。コミュニケーションという部分は、外部コミュニケーションと内部コミュニケーショ

ンの２つのコミュニケーションが重要であるということであります。

証明書が云々とかそういう話がありますけれども、卸売業者、そして小売、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、そして農薬等の使用基準が従前と変

わりはないということをまず理解を促すということであります。

それと、納入業者に対しては、食品衛生法に適合した原材料であることについて常に情

報の共有化を図る。これは従来から加工食品であれば、品質保証書等でそれは保証されて

いるわけで、あえてこのポジティブリストが出たからということで、それはもっと膨らむ

ということではなくて、食品衛生法に適合した原材料を使うということがきまりでありま

すので、その情報の共有化を図るということであります。これが外部コミュニケーション

でありまして、次は内部コミュニケーションということであります。

この本制度の趣旨を内部でよく周知徹底していただきたいということです。工場の設備

もあります。これは生産のときの農薬だけではなく、工場は定期的に消毒、そして防虫剤

などを使った場合にはそれのいわゆるクロスコンタミとか、清浄度を失った場合にも製品
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にそういうようなものが出た場合にはこの対象になるということもよくご理解いただい

て、工場内の倉庫、そして消毒等の交差汚染等によくコミュニケーションをとっていただ

きたい。

それと、製造部門や物流部門、そして特にアウトソーシングしている委託業者さんに対

してもこういう制度があるということをよくコミュニケーションをとっていただきたいと

いうことで、３番目としてコミュニケーションがあります。

先ほどから、情報というふうに申し上げておりましたけれども、今はインターネットで

いろいろ調べることができます。それで、先ほど出ましたが、厚生労働省のポジティブリ

スト制度についてはこのようなサイトがありますし、食品産業センターについてもこのよ

うな留意事項についてサイトを開いておりますので、ぜひ情報をよく収集してそれを掌握

するということで、このポジティブリスト制度を円滑に運用するということにお願いいた

したいと思います。

以上です。

どうも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。

では次に、岐果岐阜青果株式会社営業推進部課長、大野一郎様から 「流通段階でのポ、

ジティブリスト制度への対応について」と題しまして、講演をお願いします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○大野課長 皆さん、初めまして。私、岐阜市中央卸売市場岐果岐阜青果で営業推進部を

担当しております大野でございます。

私ども岐阜市場と申しますと、野菜・果実の年間の取り扱い高で約540億円くらいあり

ます。そして、業務の内容につきましては、一般消費者の方々にいかに円滑に不公平のな

いように商品の提供ができるかというようなことを実施しております。

今回のポジティブリストということになるわけなんですが、振り返ってみれば2003年、

平成15年にネガティブリストということでまずは無登録農薬の対策ということで話題が上

がりました。その当時は、やはりどういうことをやっていいのかというのが大変にわから

ない時期でありました。15年７月下旬でございますが、新聞に無登録農薬を使った野菜が

出たとの記事が掲載されました。当時はダイホルタンが使われたと思います。これは発が

ん性があるということで、直ちに回収・廃棄というような事態になりました。そして、い

ろいろと勉強したところ、当時の場合は登録していない農薬、先ほどもご説明がありまし
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たが、キュウリには使えるけれどもトマトには使えない、そのような農薬が非常に多かっ

たということがわかりました。ハウスでいえば、スイカに使えてもメロンには使えないと

か。登録がされていないというだけで、非常に混乱を招いてしまった。そして、農薬を購

入する場所が非常に多方面にあった。農協の方で非常に管理をされた農薬を購入して、使

い方も説明がきちっとされているものであれば別に問題はなかったわけなんですが、やは

り生産者の中には少しでもお値打ちに買えるものを求めるということで、一部ホームセン

ターなりお値打ちのものが買えるところから購入をされた方も一部おりました。そういう

方たちが使っていい、使って悪い、その辺がわからず使ってしまったというのが結果的に

大きな問題を引きずってしまうというのが経過でございます。

その対策として、私どもが行動しましたのは、生産履歴、トレーサビリティと言われて

いる生産日誌であり、履歴をいかに徹底するのか、そして文章に残したものを農協の方に

提出していただく、もしくは自己管理をしていただくという中でこれを実施していただい

たことにより、農協団体であれば組合長名で安全宣言というような証書をいただき、そし

て、各量販店の方にもこういう安全宣言が出ていますということで、取引の継続をしてい

ったという経過がございます。

そのほかにも、個人出荷されている方々の品物もございますが、こういうものについて

もやはり個人個人の証明をいただいて、そして、それを販売にかけていくというような経

過につながってきました。

この、３年前の経過があったということで、いろいろと３年間の猶予というような結果

が現在につながってきている。確かに、ポジティブリストということで、残留基準値が定

められていない農薬に対しては0.01ppmという一律基準値が定められます。これは大変な

問題だなと感じました。私どもが最初に0.01ppmと伺ったときには、大変なことになって

しまうのではないかなというような、まず危機感の方が先に立ってしまった。その危機感

はどうやって解決したらいいのかなと不安になりました。

よく考えてみると、そんなに大きな問題ではありませんでした。今までやっているとお

りのことをやればいい。そして、履歴の部分についてもなお一層精度の高いものをやはり

製作していく、記録していく、残していくのだということをやれば、なんら問題はない。

ただ、やはり問題になってくるのは隣の畑から飛散してくるドリフト問題であり、この部

分についてどうやって解決したらいいのか。隣の園地の生産者、隣の生産物の消毒時期、

今現在収穫しなければならない品物が目の前にあるのであれば、隣の農産物との消毒の間



- 18 -

隔の時期、これをいかに徹底していくのかというのが必要になってくる。これを、実施し

ていけば、何日前にかけてもいいよ、先ほども冒頭の方でやはりお話がありましたが、一

週間前、７日前であればかかっても大丈夫だよという農薬があります。しかし、５日前で

はだめ。これは個人的にはその方がやっているから安全であると、かけないのだというこ

とはいえますが、ドリフトについてはお隣の方がかけてくるということになりますので、

これはやはり隣の生産者とのお話し合いをしながら進めていかなければならない。

。 、いかに話し合うことによってそれを回避していくか どうしてもまかなければならない

これは当然あると思います。その場合について、飛散しない機械を使う。その機械は何な

んだと言うと、先ほどもちらっとお話が出ましたが、細かく出る霧状のものをやめるとい

、 、 、うことが出ましたが この部分についてはまっすぐ飛ぶもの ノズルが横に飛ばないもの

こういうもので農薬散布を実施しながら、できる限り隣の園地にかからないように実施を

していく。これは細かい畑の場合でよろしいのですが、今度もう１つ問題としては、果樹

園の隣にある野菜。こういうものが、ＳＳと言われているような広範囲にまく機械、25メ

ートルも30メートルも農薬の飛ぶ機械があります。こういう物を使った場合、どうしたら

いいのか。もう、固まってある位置については別に問題ないわけですが、隣にある部分に

ついては、やはり手でかけましょうと。手動式の噴霧器、もしくは軽くかけてその部分を

、 。やる もしくは１列木を切ってしまうというようなことまで産地で実施がなされています

そういう部分から言いますと、生産者に対する指導体制というのは確立されてきており

ます。安全性に対して皆さんが心配されるような問題点というのは、非常に少ないという

よりもほとんど出ないのだというふうに考えていただきたい。

ただ、量販店サイドから見ますと、やはり0.01ppmというような数値の場合には、25ｍ

プールで耳掻きで３杯くらいの塩をまいただけでも出てくるという数値になりますので、

これはやはり数値が出るのだという前提で入ります。しかし、トレーサビリティの中で各

生産者の品物が、日誌どおりにやってあればそれを調査した段階でどの部分が原因なのか

というのが究明できるということになりますので、その園地がドリフトであれば、そこだ

けをはずすことができる。100名の生産者の中でその１名の方の面積については出荷はで

きません。ですけれども、99名の方の品物は販売可能であるということが実施できますの

で、こういう部分をやはり理解していただきたい。

こういう部分を皆さんに理解していただければ、このポジティブリストというのはそん

なに厳しい問題ではない。残留農薬といいますけれども、農薬を使わなかったら農産物は
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できませんので、そういう部分では再生産に見合う、やはり最低限の量を使って、そして

安心・安全な品物を皆さんに供給していく。現在の農業の生産者の方たちというのは、そ

れを頭の中に描いてやっておりますので安心していただきたいというのが今回の私どもの

使命だと思っております。

ですから、そういう部分について、やはり強く物を言いたいなということで今回出席を

させていただいております。

時間になってしまったのですが、そのほかに、まだいろいろとお話したいことがありま

すが、後からの質問の中でいろいろとお答えしながら、もしくはこちらの方から投げかけ

ていきたいと思いますので、そのときはよろしくお願いしたいと思います。

どうも本日は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。

では次に、愛知県消費者団体連絡会、中村敏子様から「消費者から見るポジティブリス

ト制度」と題しまして、講演をお願いします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○中村氏 愛知県消費者団体連絡会の中村といいます。どうぞ、今日はよろしくお願いい

たします。

私たちは10年越しというか、10年来、ポジティブリスト制度の導入について運動を行っ

てまいりました。ちょうど1990年代ですね、輸入農産物の急増で、当時の規制では残留農

薬の基準のない農薬が食品に残留していても、その食品を禁止するというか規制すること

ができないことだったりして、輸入食品の安全性に対する不安が、私たちにはとてもあり

ました。また、食品衛生法と農水省の農薬使用規制の矛盾もあって、国内で使用が認めら

れていても残留基準がないということもありました。

、 、 、学習会 講座などで農薬の勉強をしたり それから食の安全の学習をやったりする中で

最近はＢＳＥ問題もありますけれども、常に農薬関係、特に残留農薬については不安の上

位に位置します。このような中で、私たち消費者団体は、全国の皆さんと一緒に、全国消

団連も一緒になって、1995年、食品衛生法改正に関する８項目の要望事項を、当時の厚生

省、現在の厚生労働省に提出をしました。その中の１項目に残留農薬を取り締まる根拠を

法に明文化して、あわせて農薬の残留する食品について原則流通を禁止して、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。2000年には消団連だけではなくて、全国の生活協同組合な
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どと一緒に、食の安全・安心を願う制度の導入を、個人や団体の皆さんと一緒にポジティ

ブリスト制度の導入を求めて、食品衛生法の抜本改正を求める１千万署名の運動に取り組

んでまいりました。

食の安全を願う多くの国民の皆さんからご支援・ご協力をいただき、1,372万筆以上の

署名を国会に提出をして、2003年５月に食品衛生法の一部改正が実現して、今回のポジテ

ィブリスト制度の導入につながっております。

制度はつくればいいというものではありません。私たちは、適切な運用がとても大切で

あるということを自覚しておりますし、要望もしております。これまで、幾つかの食品事

件を見聞きしたり、直接企業にお話を伺ったりもしましたが、企業や事業者への不審を抱

いたことも確かに現実としてあります。

事業者、生産者の皆さんには、制度を理解、把握していただいて、法令遵守をしっかり

とお願いしたいと思います。

、 。 、 、このことがとても大切だと 私たちは確信をしています また 農薬や飼料添加物など

生産資材の管理は、生産者にとって取り組みやすく情報が出されて、実効性が確保される

ことがとても大切だと思っています。日本の場合は、さっきの方からもお話がありました

けれども、耕地条件や作物栽培の体系、水田転作など、野菜や果樹の作付けが混在してい

る状況です。薬剤の飛散、ドリフトは当然予想されますし、多分、確実にあるだろうなと

いうのは私たちも思っています。

飛散防止、使用管理などに細心の注意が必要と思われますが、生産者の生産規模もさま

ざまです。確かに、経営的に大きなところもありますし、それこそ個人というか小さくや

、 。ってみえるところもありますので 飛散防止対策などの補助制度も必要かと思っています

このポジティブリスト制度を、農薬を使用する生産者に責任を転嫁するような制度にし

ないためにも、行政は生産者の生産意欲を高め、食糧自給率向上につながるような役割を

しっかりと果たしていただきたいと考えています。

自治体の体制の整備も必要になってきています。群馬県の資料も拝見しましたし、私は

愛知ですので愛知県や名古屋市の資料も見ました。緊急時対応マニュアルの整備、農産関

、 、係と生活衛生関係の部局との連携など 自治体としての体制整備が必要になっていますし

順次進められているかと思います。

この地域の自治体でも、以前にも増して速やかな体制強化と施策の充実をしっかりと図

っていただきたいと思います。
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行政の方は一番最初に財政難と言われますので、そこのところがとても不安になってお

りますけれども、自治体は住民の健康と命を守る責務がありますので、しっかりとそこら

辺を踏まえて行政に当たっていただきたいと思っています。

生産者、事業者、消費者への丁寧な情報提供も含めて、関係者の情報交換の場、リスク

コミュニケーションの実施が必要と考えています。

制度導入後も、私たちは個別の基準についてリスク評価を行い、見直しを行うことが必

要だと考えています。もちろん、制度の全体も一定時期を経た後に、必要に応じれば随時

ということも考えて検証が必要になってくると思っています。29日から施行されるのです

けれども、問題点も幾つかありますし、私たちは基準の見直しなど制度の改善を引き続き

求めていきたいと思っています。例えば、算定基準を国際基準に合わせるということで一

見合理的に見えていますけれども、コーデックス基準は輸出国の企業に都合の良いようと

いうか、ちょっと表現がきついですけれども、合わせたような緩やかな基準になっていま

すので、日本の登録保留基準よりかなり緩やかなものになってしまいました。私たちが食

べる量の多い小麦を例にすると、小麦に使用される農薬の残留基準は、コーデックス基準

では10ppmということになっていますけれども、これは玄米と比較をすると100倍緩くなっ

ていますし、一律基準に合わせれば1,000倍も緩い暫定基準になっています。食肉は、抗

生物質の含有が原則禁止だったのが、暫定基準値の設定で結果的に認められてしまうこと

になってしまいました。抗菌剤や抗生物質、ホルモン剤など、はっきり規制が必要だと私

たちは考えていますので、私たちの食卓の安全をしっかり実現するためにも、農薬取締法

の登録基準で農薬関係は定めていただきたいなと思っておりますし、基準の見直し、リス

ク評価も順番にということではなくて、早急にやっていくべきだと考えています。

加工食品の輸入も急増して、今も急増していますけれども、大部分の加工食品は調理さ

れた状態で輸入されてきております。規制は一律基準値を超える残留農薬等が検出された

ものは当然流通禁止とすべきですし、そのためには加工食品への原材料割合や、原産国表

示が必要で、ポジティブリスト制度本来の役割を果たせるようにすることが重要だと考え

ています。

そして、現在輸入食品は書類検査がほとんどで、輸入されてきています。

確かにモニタリング検査も行われてはおりますけれども、実際に検査されるものは非常

にわずかですし、せっかく制度が実施されるのですから、きちっと輸入食品の水際でのチ

ェック検査体制の強化をしていただきたいと思いますし、私たちも引き続き要求を強めて
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いきたいと思っております。そして、名古屋検疫所が名古屋港にはあります。ここは、か

つてはここできちっと検査もされていたのですけれども、今はモニタリングで抜いたもの

を神戸の検疫所に宅急便で送って検査をしている状態なんですね。機械が古いということ

が理由というふうには聞いておりますけれども、せっかくの施設がありますし、検査官の

人員も増員になっておりますので、名古屋で揚がったものは名古屋で検査ができる、そう

いうものにして、施設の充実を図っていただきたいと思っております。

今回の制度で生産者、加工業者がしっかりと原材料をチェックすれば、安心して食べら

れるシステムになると考えています。生産履歴、トレーサビリティに使用農薬の情報を加

えていただければと思っています。

、 、表示はかなり細かくなってきますけれども 私たちも表示の改善への意見も出しながら

利用する者、消費者がわかる情報提供をぜひお願いしたいと思っております。私たちは要

求するばかりではなくて、私たち自身の情報もきちっと私たちで把握をしますし、学習も

含めた知識を得ていく努力もしております。

バランスのよい食事をとって、偏った食生活にならないような形で国産品を食べていき

たいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

○司会 講演者の皆様、どうもありがとうございました。

それではここで、講演が一通り終わりましたので、一旦休憩に入りたいと思います。

およそ15分間休憩を挟みまして、その後、意見交換、パネルディスカッションに移りた

いと思います。

開始は14時30分からとしたいと思いますので、時間近くなりましたら、お席に戻られま

すよう、よろしくお願いいたします。

（休 憩）

○司会 それでは、お約束のお時間がまいりましたので、これから後半のパネルディスカ

ッション及び意見交換を始めたいと思います。

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

たいと思います。

皆様から向かって左側、私のすぐ隣ですが、今回コーディネーターをお願いしておりま

す順天堂大学医学部公衆衛生学教室の堀口逸子先生です。

続きましてパネリストの方をご紹介いたします。

皆様からご覧になって２番目、愛知県消費者団体連絡会、中村敏子様です。
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そのお隣が、全岐阜県生活協同組合連合会専務理事、吉田幸司様です。

そのお隣が、岐果岐阜青果株式会社営業推進部課長、大野一郎様です。

そのお隣が、財団法人食品産業センター技術部長、塩谷茂様です。

そのお隣が、岐阜県指導農業士連絡協議会会長、菱川幸夫様です。

続きまして、私ども関係行政機関からの出席者を紹介いたします。

厚生労働省食品安全部監視安全課、鶏内専門官です。

農林水産省消費・安全局農産安全管理課、東野課長補佐です。

最後は内閣府食品安全委員会事務局勧告広報課、大津課長補佐です。

それでは、パネルディスカッション及び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いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○堀口コーディネーター コーディネーターとして議事進行を務めさせていただきます、

順天堂大学公衆衛生学教室の堀口です。どうぞよろしくお願いいたします。

最初にこのパネルディスカッション、意見交換の進め方について、少しご説明させてい

ただきたいと思います。これまでポジティブリスト制度について、この制度の概要につい

ては、先ほど短い時間でしたが厚生労働省と農林水産省の方からご説明がありました。

また別途全国数カ所において、制度の概要について説明会を開催してきたというふうに

も聞いております。

それで、それを踏まえまして、まだまだ勉強したいところはあろうかと思いますが、今

回のリスクコミュニケーション、このパネルディスカッションに関しましては、それぞれ

生産者、加工業者、流通関係、そして消費者、それぞれの立場からお互いの状況を知り合

って、何が問題となり、何を解決していかなければいけないのか、議論を進めていきたい

というふうに思っております。

リスクコミュニケーションに関しましては、行政に対して要求をする場ではありません

ので、皆さんが現在お困りの点などをフロアから出してもらいつつも、議論を、お互いに

今の問題点などを共有していく場として進めさせていただきたいと思います。

まず最初にですが、先ほどの講演では発言されなかったのですが、資料４と資料５がお

手元にあると思いますが、これが今日パネラーとしてはご参加してくださっています、生

活協同組合、生協の吉田さんから出していただいた資料になりますので、吉田さんからま

ずこの資料と少しご説明、また先ほどのご講演に関しましてつけ加える点、またご質問な
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どありましたら言っていただければと思います。

○吉田専務理事 はい、岐阜県生協連の吉田と申します。

話そのものは先ほど愛知県の中村さんがお話をしていただいた、消費者の代表というこ

とでいえば基本的に同じことになるかなというふうに思いましたので、講演ということは

避けさせていただきまして、資料としてここに出したようなものを少しだけ紹介させてい

ただきます。

最初に資料５、これが先ほどお話を中村さんがされました2000年に食品衛生法の改正を

、 。 、求める生協 消費者団体の署名です この裏側にイラストが書いてある真ん中の下に５番

ちょっと見にくくて恐縮ですけれども、ここに農薬、動物用医薬品について食品への残留

の観点から規制の強化をということで、ポジティブリスト制度そのものへの要求をこの時

点から私ども生活協同組合としてはさせていただいていたと、これが資料の１つです。も

う１つ、資料４がございますが、これは日本生協連が報道機関向けに準備してつくられて

いる資料でございまして、少しだけ紹介させていただきますが、８ページをご覧いただけ

ますか。

ここに、消費者の不安は何だということで、有効回答数728ですけれども、生協の組合

員に向けて調査を行いました。その結果、残留農薬については「不安である－59 「やや」

不安－37」と、圧倒的に多くの皆さんが不安だと回答しております。私ども岐阜の生協に

おきましても、農薬の問題に対する不安の声というのは非常にたくさんございまして、そ

の主要な中身は、輸入、特に中国野菜だとか、こういうものに対する不安がたくさん出さ

れてきております。

それと私ども生協としましては、先ほど中村さんがお話をされたように、単にいろいろ

なことを要求していくだけではなくて、９ページのところにありますけれども、今回の制

度そのものは生協、私ども消費者が願いとして要求してきたことが実現したものだという

ことを前提にしながらも、農薬の安全性の問題は科学的な情報を基本にしながら理解をし

ていただくということと、何よりも病気を防ぐということについていえば、食事のバラン

スが大事だというふうに考えておりますので、そんなことを組合員の皆さん、消費者の皆

さんに主張をしておるということとして、この資料はご覧いただければと思います。

その上で先ほどのお話を伺って、私は２点だけ感じております。

１つは、最初に菱川さんがお話をしていただきました中で、少量多品目を作っておられ

る道の駅だとか朝市、こういうところへ出していらっしゃる生産者の皆さんへの対応がど
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こまでできるのかと、こういう問題です。私は岐阜の中で岐阜県食品安全対策協議会とい

う、県の委員会に入っていまして、そこでも、これが始まる前に道の駅等に出ている野菜

は非常に新鮮だということで利用価値そのものは高いのだけれども、農薬、安全性の確保

というのはどういうふうにしていただいていますかということで要望もして、お願いもし

てきました。

岐阜県の中でいえば、農薬の検査そのものも従来にまして増やして、努力をいただいて

いるということでありますけれども、先ほど菱川さんがおっしゃったように、では生産は

どうなのだと。それから、今のレベルで本当にその全農薬、700から800といわれる、これ

に対応した検査になっているかと、こういうような問題というのは今後至急解決をしてい

かなければいけない問題かなと。これが１つ感じていることです。それからもう１つは、

自治体の皆さんとの関係で、公的検査がそういう意味では自主検査それと公的検査という

ことで、岐阜でいえば県であり、岐阜市であり、こういうところで検査をしていただきま

すけれども、平成18年度の食品衛生監視指導計画のリスクコミュニケーション意見会が２

月に岐阜市でありまして、私はそこで、ポジティブリスト制度について岐阜市はどういう

対応ができていますかということでご質問させていただきましたところ、非常に正直に答

えていただきまして、今の機械は古いので、新しい機械を予算化しておりますと。それを

対応して訓練というか、いわゆる検査をすることも訓練をして対応していきますと、こう

いうふうに率直にお話をいただきまして、岐阜市もしっかり、今のレベルで言うと不十分

、 。 、 、さはあるけれども対応しているのだなと こういうふうにお話をしました しかし 全国

先ほど中村さんのお話で名古屋のところが機械が古いので神戸へ送っていますと、こうい

う話をされておりましたけれども、本当にしかるべきそれぞれの検査機関が、同じような

レベルで機器あるいは検査の技術か、こういうことができるのかとそのことをしっかりや

、 、っていただかなければいけないなと こんなことは私は先ほど皆さんのお話を伺いながら

改めて感じておりますので、ぜひまた後、会場の中で、関係の皆さんからも積極的なご意

見をいただけるとありがたいな、こんなふうに考えております。

以上です。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。

最初に菱川さんのお話の中でも青空市場のことが少し出ておりましたけれども、そうい

ったところの少量多品目の生産をされていて、個人で出荷をされているのかもしれません

けれども、朝市や道の駅の話が今、問題提起として挙げられましたが、そういう生産者に
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、 、対してどのような情報提供などをしているのか もしよろしければ農林水産省の東野さん

お答え願えませんでしょうか。

○東野課長補佐 このリスクコミュニケーションは京都でもやりましたが、京都もその少

量多品目生産の代表的なところでありまして、京野菜なんかは一畝ごとに違う野菜が植わ

っていると、そういう生産者だらけだということでありまして、そこはその取り組みも早

かったわけでありますが、いろいろなやり方があります。ある人に言わせると、少量多品

目の栽培の方は手散布でノズルを手に持って農作物に近づけてまくので、むしろ大型の機

械よりもやりようによってはそんなに飛ばないのだと言う方もおられますし、いろいろな

やりようがあります。

それで、１つお願いをしておるのは共通して使える農薬を選択して使用してくださいと

いうことです。例えば、ホウレンソウとミズナが隣同士の畝で植わっているのであれば、

ホウレンソウにもミズナにも両方に一律基準以外の基準がある農薬を選ぶというようなこ

とをしてください。これは果樹なんかも混植して、いろいろな果物が一つの山に植わって

いるような場合も、もっと厳しいわけですが、そういう両方に基準があるものというのを

選ぶというのが一つの対策になるでしょうし、野菜の場合は果樹のように切り倒して植え

換えるということでもないのでやりようがありますが、もう一つのテクニックとしては、

葉っぱものと葉っぱものの間に一畝根ものを植えるといいますか、そのホウレンソウとミ

ズナの間に京ニンジンみたいなのを植えておく。そうすると多少農薬がかかってもニンジ

ンなので、土の中なので影響を受けにくい。いろいろなテクニックがあるようでございま

すが、そういうものも含めて指導させていただい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 はい、ありがとうございました。

監視をするという立場でそういう道の駅や朝市などの少量多品目の野菜についても多分

地元の監督行政は検査をしなければいけない、したりするのでしょうが、先ほど中村さん

からもそういう検査のお話がありました。

もし、フロアの方で岐阜県、愛知県の監視をする立場の県行政、市行政の方がもしいら

っしゃいましたら、その道の駅や朝市などの野菜に対して検査について何かコメントいた

だければと思うんですけれども。どなたか。では、そこの後ろで手を挙げている方。もし

よければ、お名前は結構ですので立場を言っていただければと思います。

○発言者１ 岐阜県の農政部農政技術課で、農薬を担当しております井戸と申します。

今ご質問の朝市の件でございますが、朝市等直売所に対する指導ということで平成15年
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度から関係者の方にお集まりをいただきまして、記帳の推進、それから当然適正な農薬使

用について指導を行ってきております。ちなみに17年度の実績では、朝市の数が確か199

ございまして、そのすべての朝市の出荷者の方にお集まりいただく機会を、各地域の農業

改良普及センターで設けております。それから、今分析のお話がちょっと出ましたけれど

も、そちらの朝市の作物についての分析を今、通知法といわれている多成分一斉分析で行

うことはちょっとできませんので、15年度から取り組んでいる内容としましては、簡易分

析のキットがございます。各普及センターで１朝市について３種類の作物を選びまして、

それについて昨年度については４種類の農薬のキット検査を実施しております。そのキッ

トの検査でございますので、精度も決して高くないわけではございますけれども、基準を

超過するようなものが出たら確実にわかりますので、その点については地道に指導を続け

ていくというような方針で今年度も予定をしております。以上です。

。 、 、 、○堀口コーディネーター ありがとうございます 吉田さん 今 朝市の数が199もあり

平成15年度から指導をされているというお話ですが、ご感想ありますか。

○吉田専務理事 今、県の方がおっしゃったように、行政としては努力をいただいている

ということは私もお話としては聞いていますけれども、すべての方に集まってもらってい

るというのだけれども、実際にどこまで通っているかというのがやはり消費者から言いま

すと不安です。そういうところは率直に言うとありますよね。だけど、そんなことを言っ

ていても始まりませんので、今やっていただいていることを一つ一つ確実にレベルアップ

していただいて、そして消費者への安心感をいただけるように、僕は引き続き頑張っても

らわないといけないのかなというふうに思っています。

○堀口コーディネーター はい、それで、検疫の話が吉田さんからも、検査という視点か

ら精度アップを含め、出てきたと思うんですけれども。すみません、検疫は厚生労働省の

管轄になろうかと思うんですが、鶏内さん、何かコメントありますでしょうか。

○鶏内専門官 国では輸入時に輸入食品の検査をしております。先ほど名古屋にもという

話がありましたが、今は全国で２カ所、横浜と神戸だけ、そのほかの検疫所でも食品添加

物とかの検査はやっているのですが、農薬で一斉分析とか高度な技術については横浜と神

戸で検査を行っているという状況です。農薬の検査については、昨年からもう既に一斉分

析を取り入れておりまして、昨年200種類の農薬について検査をしておりまして、ポジテ

ィブリスト制度施行後、今年からは450種類を予定して検査方法の確立等を急いでやって

できるように努力しているところでございます。
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○堀口コーディネーター ありがとうございます。

今の検疫の状況のご報告であったと思います。それで、検疫は輸入食品に対してなんで

すけれども、普段市中に出ている国産のものについて、都道府県の段階で監視指導計画に

従って検査、監視をするということになっておりますが、岐阜県、愛知県、岐阜市、そう

いう監視をする、監視指導計画に則ってというところで、もしこの地方のものがありまし

たら教えていただきたいのですが。後ろの方、お願いいたします。

○発言者２ 岐阜県の生活衛生課、安江と申します。先ほど岐阜県の井戸から発言があり

ましたけれども、井戸は農政部局、私は衛生部局、厚生労働省所管の食品衛生法を所管し

ているわけなんですが、今年度検査する150の農産物とたまたま数が同じなのですが、150

の農薬を検査することにしております。農産物をどういうふうに選定したかというと、残

念ながら流通量に応じておりますので、朝市という対象はありません。まず、流通量に応

じているので、検査に対して非常にお金がかかります。財政難だからという話を行政がす

るということでしたが、非常にお金がかかる。人件費を抜いても10万円以上かかるのでは

ないかと思います。それから、ひとつの機械を購入しますと何千万円もかかる。

そんなことも言っていられないので今年は検査備品も購入しまして、検査項目も見直し

ております。検査項目の見直しなんですが、799の農薬すべてを検査される検査機能は全

国どこにもないと思います。150の農薬を決めるに当たって、実際に今まで検出した事例

ですね、生協さんの膨大なデータがあるのですが、そのデータとか、検疫所、各県の検出

の実態、それから県内で実際に使用されている農薬、こういったものを調べまして、検査

項目、検査農薬を決めていきました。恐らく、今年度よりも検出率は高まるというふうに

。 、 。思っております これは毎年行ってきて 検査項目は決めていきたいなと思っております

ただ、その検査を幾らやっても今回のポジティブリスト制度はすべての食品、すべての

、 、 。農薬 799だけではなくてそのほかの農薬も規制対象になりますので これは際限がない

そうしますと、先ほどの井戸の部局と、もう毎日のようにいろいろ連絡を取り合っている

のですが、例えば一律基準を超えなくて違反ではないようなものであっても、先ほどコー

デックス委員会の基準と登録保留基準ではコーデックスの方が甘いというようなお話があ

ったのですが、食品衛生法上は合格なんだけれども、登録保留基準を上回るようなデータ

があれば、即農政の方に連絡して現場の方で対応していただくというふうに考えておりま

す。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。岐阜県の監視指導の今後の方向性を
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今示していただいたと思います。今回のこの会場は、どういう立場の方が一番多く参加を

されているかというと、加工食品、加工メーカーの方がこの中の割合としては一番多く参

加されております。

それで、今の検査の話は、その監督する側の検査のお話でしたが、先ほど食品産業セン

ターの塩谷さんからは、いわゆる品質管理の話から、検査ありきではないのだという話が

ありましたけれども、もし加工食品のメーカーの方で、何か今お困りのことがあって、ご

質問したい方がもしいらっしゃいましたら、挙手をしていただきたいと思います。

いらっしゃいますか。何かご質問。はい、どうぞ。

○発言者３ 私どもは、鶏のいわゆる通称廃鶏といいますが、私どもでは成鶏と言ってお

りますけれども、いわゆる産卵率の下がったものを食肉に加工する業務をしております。

その製品をいろいろな肉製品の加工メーカーに送っておるのですが、そちらの方から、今

回のポジティブリスト制度に対するいろいろな要望・調査がきております。いわゆる親の

鶏の場合は、非常に長い飼育期間がございまして、長いものは７５０日くらいの日齢にな

るかと思うのですけれども、いろいろなワクチンだとか、その間に打たれるものがあるわ

けですが、当然ながら今の薬品のいろいろな使用基準に従って各生産者の方は生産されて

おるわけなんですが、その上にまた検査をしてデータを出してくださいというような話も

きております。

今日の話を聞きますと、そういういちいちデータを出さなくてもいいのだというような

ことになるのですけれども、取り引きする上ではそういうことを要求されますと、大変費

、 、用のかかる点もありますし ある一定の期間でやらなければならないということですので

今日の話を聞きますと行政の方でかなりそういうことが取り組んでいただけますので、監

視に対してはそちらの方でやっていただくということで、今日の話の中の生産者の人の記

録というのですか、そういうものの提供でもってそれを添付するというか公表するという

ことで対応していきたいと、私どもでは考えておるのですが、生産者の人ともそういう点

を煮詰めて、法に従ってやられておるよというコミュニケーションをとっていただきたい

と思っております。

一番今問題になっておるのが、どの時点までそれをさかのぼってやるのか。いわゆるひ

よこにかえったところから全部やらなくてはいけないのか。あるいは卵を産み始めてから

くらい、まあこれは１年の余をかかりますので、長いものでは１年半、２年とかかります

ので、そういったものについては１年間前という、１年間くらいでいいのかどうか。そう
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いう期限についてのもう少し具体的なご指導が願えるとありがたいというふうに思ってお

りますので、その点をお答え願えればありがたいと思います。

○堀口コーディネーター どなたか回答できますか。

東野さん、お願いします。

○東野課長補佐 おっしゃるように、鶏も農作物も同じだと思うのですが、分析が何かを

解決するということではないんだろうということを思っています。農作物の場合は農薬使

用基準を守れば残留基準を超えないという仕組みになっておりますし、動物用の医薬品で

あれば、休薬期間を守って使用方法を守れば残留基準を超えないということが確保されて

いるわけですから、重要なのはその使用方法をちゃんと守って使用するということと、そ

れを記録に残しておくということなのだろうと思います。

その時期につきましては、私はできるだけ自分のわかる範囲で長くすべてを記録してお

く方がいいのではないかなと思っております。農作物の場合でいうと、最近は野菜なんか

は分業体制が進んできまして、播種から苗の供給までをする農家と、その苗を受けて最後

収穫するまでの農家というようなことが多いのですが、種苗法が去年改正されて、種とか

苗を売る場合には、どういう農薬を何回使ったのかというのを種や苗にちゃんと表示をし

て後の農家に引き継がなくてはならないということになっておりますので、何日間だけと

いうことではなくて、できればそのわかる範囲で記録が残してあれば、よりいいのではな

いかと思います。

○堀口コーディネーター はい。それで、お肉を加工する側の加工業者の方々が所属され

ていて、方々に留意事項ということでいろいろご指導してきた塩谷さんの方から、もう一

度検査の考え方と何を会員の方々に周知していたか、ちょっと簡単に触れていただければ

と思います。

○塩谷部長 今のお考えでよろしいかと思うんですけれども、まず適正な使用を行ってそ

れを記録に残すということでありまして、最終製品についてすべて分析してそれで保証す

るという考え方では今この制度はありませんので、それは私が最初に説明したように義務

づけることではないということであります。したがって、その分析だけではなくて、合理

的な理由がきちっと相手に伝わると。相手もそれについて納得するというツーウェイのコ

ミュニケーションをとっていくということが必要かと考えます。

○堀口コーディネーター はい、ありがとうございます。それで、今は鶏のお話ではあっ

たのですが、最初菱川さんの方から今、ＪＡさんから農薬を買ったりしてＪＡに所属して
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いる皆さんはもう大分前から農薬の使用などについては履歴をしっかり記載しているとい

うお話がありました。その履歴の記載ですけれども、いつさかのぼってもきちんと見せて

くださいと言ったら見せてもらえるように、準備がされているというふうに私はお話を聞

いて理解したのですけれども、そういう理解でよろしかったでしょうか。菱川さん。

○菱川会長 はい、そうです。

○堀口コーディネーター 要するに、最初からいつの時期と言わずちゃんと書いてあるの

で、見せてくださいと言ったときにはいつでももう準備ができていますという体制が整っ

ているというところでよろしいですか。

○菱川会長 今、私ができるかということですか。

○堀口コーディネーター ええ、そうです。

○菱川会長 世の中一般の話はちょっとわかりませんが、私はいつでも見せられます。

○堀口コーディネーター そうですよね。菱川さんは指導農業士さんでいらっしゃいます

よね。やはり、そういうようなことを、農業をされているお仲間に指導などされているの

ですか。

○菱川会長 指導農業士とか、各県には４Ｈ活動とか、いろいろ農業をやっている団体の

、 、活動なんかがあるわけなのですけれども その中での研修会もたまにはやりますけれども

そうした、実際に農薬を使ったり云々というのは、各生産者団体、にんじんならにんじん

組合とか、そういうところの方がやはりきめ細かな話し合いがされていると思うんです。

私どもは畜産あり林業あり花ありですので、一般的な話しかできませんけれども、話し合

いはそれぞれの生産者団体がやはり詳しくやっていると思うのです。

○堀口コーディネーター 菱川さんが所属されているところでは、このポジティブリスト

制度についてもかなり勉強会とかはされたのですか。

○菱川会長 今のところはそういう制度がありますから、農薬は適正に使いましょうくら

いのことで、あとは各生産者団体に一応お任せという形になります。

○堀口コーディネーター はい。というところで、履歴が一番大事だというお話になって

いました。また、塩谷さんの方からも同じような話が今あったと思います。

それで、大野さんの方からも生産履歴をいかに徹底していくかということで、平成15年

くらいから取り組みを開始したというご報告があったと思うんですけれども、その仕入れ

される農家さんに対してそういう指導されているというふうに解釈してよろしいのでしょ

うか。
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○大野課長 トレーサビリティという物自体は、やはりいかに原因追求ができるかという

のが前提です。数値が出たときに、ただちにそれの原因がわかるかどうか。100名の方が

生産されているのに、１名の方の責任のために100名の方がすべて廃棄ということはでき

ません。ということは、いかに生産履歴の中で原因追求ができるのかどうかというのがや

はり生産者も守れることでありますし、ただ単に間違いの中でも困るのは、生産指導の中

で違った薬剤を使いなさいという指導があった場合については、100名の方の品物が回収

・廃棄というような事態になるのだということを徹底してやはり理解していただく。そし

、 、 、て 生産者の方の自己責任も徹底していただくということで 私どもは生産履歴の提出を

農協であれば農協の指導課の方に提出をしていただく、そしてそれを管理していただくと

いうことの協力関係を持ちながら事業を進めているというのが実態であります。

ただ、私の方で一つ質問させていただきたいのが検体をとる時期がいつで、場所はどこ

で取られるのか。では、どこの園地から出たものかというのがやはりわかりにくい部分が

ありますので、やはり原因追求を早くする上ではどのあたりの品物を検体として取られる

のかというのが私どもで知りたい部分です。

○堀口コーディネーター それは県の方に聞いた方がよろしいですかね。すみません、も

し県の方でお答えできる方がいましたらお願いします。はい、すみません。

○発言者２ 何度もすみません。生活衛生課、安江です。どこで取られるか、これは食品

衛生法上どこでも取れるのですが、唯一畑からは取れません。これは採取業の方からは取

れないので、ＪＡというか出荷段階以降、消費者のところの手元に行くまで収去はできま

す。ただ、おっしゃるように万が一、違反が発覚したときに、回収がスムーズにいくため

にというのも一つあります。あと、原因追求をその後農政部局が行わなくてはいけないの

で、できる限りの情報を集めた上で収去、無償でいただいて検査をするのを収去というの

ですが、収去検査をするようにしています。

、 。 。ですので 県外産の場合は限られております 情報は箱に書いてあるロット番号ですね

あと、いつ販売者の方が入荷したのか。もっと先までできる限りの情報は得るようにし

ますけれども、そのロット番号を確認すると。それからその箱の状態、箱を写真を撮ると

いう記録に残すということも今、指導しようとしております。それと、県内産の場合は細

かく情報が得られますので、ＪＡの方のご協力を得ながら生産者の方の住所・お名前まで

さかのぼって検査をしております。これは検査をする前に確認をした上で、収去するとい

うことでやっております。
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○堀口コーディネーター よろしいですか。今フロアにも同じような立場の方がいらした

と思いますが、という状況だそうですので、ご理解していただければと思います。

流通の立場で今、大野さんが参加してくださっているのですけれども、生協というのも

消費者であり、かつ流通の側面も持っているという、珍しいといったら変なのですけれど

も、団体であることにはかわりがないので、もし吉田さんの方から流通という立場でこの

ポジティブリスト制度の取り組みについて少しお話があるようでしたら、生協の現状につ

いてちょっとご報告していただきたいなと思うんですけれども。

○吉田専務理事 では簡単にといいますか、先ほどの日本生協連の資料の中に、生協とし

ての事業対応というのは４ページですね。日本生協連として５つの部署というふうにして

いますけれども、それぞれ生協のプライベートブランド、いわゆるコープ商品というのは

こういう対応をしております。それ以外に各地域ごとでつくっておりますので、それはそ

れぞれの地域ごとにやる。こういう考え方で整理をしていまして、６ページに一応重点管

理品目と、重点調査品目、一般商品とこういうふうに３つに生活協同組合として扱ってい

る商品を区分けをさせていただいております。重点管理品目というのは文字どおりコープ

商品、私どものプライベートブランド商品ということですので、これは原材料管理表、こ

んなものをつくりまして、それをもとにして先ほど来ずっとお話をいただいています生産

履歴と含めて管理をしていく。加えて、産地点検だとか、それから検査だとか、そういう

、 、ものもこの中で言いますと年間の産地の点検計画をつくり また商品検査計画をつくって

日本生協連が持っております商品検査センターで検査をしております。またこの地域、岐

、 、阜でいいますとコープ岐阜という生協ございますけれども これは東海地方４つの生協で

東海コープ事業連合という組織をもっておりまして、ここにも検査センターを持っており

まして、そこで昨年度も600から700くらい、農薬関係の検査をしております。そういう検

査計画の中にきちっと入れていく。これが重点管理品目として私どもがとらえているもの

です。

この中でいいますと 「栽培じまん」という名前ですが、特徴づけた青果物だとか米だ、

とか、あるいは産直の牛肉・豚肉・鶏肉、卵、あるいは生産地を特定したエビだとか、ウ

ナギだとか、こういうような商品がこの中に入ってございます。それ以外に重点調査品目

と言っておりますけれども、これは例えば県内の小麦を使用したうどんだとか、こういう

ような品目になりますけれども、ここは原材料管理表というような、そういうことではな

くて、実際には日本生協連の資料では重点調査検討会議の開催とかありますけれども、東
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海でいいますと産地情報収集評価、それから検査プログラム策定ということで、同じよう

、 。に産地の調査をして そして検査をするというポジティブリストへの対応をしております

そして一般商品はお取引先に対してぜひ定期的に検査されたものをお出しくださいと。こ

ういうような対応をしながら扱っている商品について販売できる条件を生協として確保し

ながら、商品をお届けする。こんなやり方をしております。

。 、 、 、○堀口コーディネーター ありがとうございました 中村さん 消費者の立場として 今

生産段階から加工、それから流通の段階までさまざまな取り組みを今発表していただきま

したが、素直なご感想はどうでしょうか。

○中村氏 いろいろお話を聞かせていただきまして、それぞれで努力をされているという

のは実感として思いました。

一つ気になったのは、ドリフトの件です。確かにきちっと対応されているところはやら

れると思いますけれども、何せ人間関係が基本になると思いますので、例えばうちはちゃ

んとやっているけれども、隣ではというようなことになって、現状では実際のところどう

いう対策がされようとしているのか、あるいはもう既に少しずつ進んでいるところがあっ

たならば、ご紹介をしていただきたいなと思います。

それから、検査の関係ですけれども……

○堀口コーディネーター そうしたら、まずドリフトからいきましょう。

ドリフトについて、菱川さんの取り組みは、菱川さんご自身の取り組みはありますでし

ょうか。ご自身の取り組みをぜひ。

○菱川会長 私先ほど話しました、散布機を飛散を少なくする形に変えたり、また聞いた

話によりますとハウスの横に細かい網をかぶせて外から農薬の侵入、あるいは中からの農

薬の流出を抑えるというか、そんな話も聞いておりますので、いろいろ皆さん農家として

対策は考えていると思うんです。

○堀口コーディネーター それで、菱川さんの隣の畑の方とは、コミュニケーションがど

うも大事なようだと。今。

○菱川会長 そうです、そうです。

○堀口コーディネーター 隣の畑の方とはお話されたりするのですか。

○菱川会長 おかげ様で、うちでは大体土の中にできるものがたくさんできておりますの

で、ある程度の飛散は土の中でできているものは余り残留農薬の数値として上がりません

ので、気をつけなくてはいけないことは、例えば私の畑の横にやはり収穫間近のハクサイ
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をつくっていたりなんかしたらこちらも気をつけなくてはいけないという形で、それは今

から課題としてコミュニケーションを図っていくつもりなのです。

○堀口コーディネーター 今後ですね。

○菱川会長 はい。

○堀口コーディネーター 今からだと。中村さん、そういうことだそうです。一丸となっ

て取り組みをされるというところのようです。

次、ご感想２点目、どうぞ。

○中村氏 県とか、自治体の検査の件ですけれども、岐阜県は頑張って150をやられると

いうことはお聞きして、頑張ってみえるなという実感はすごく持ちましたけれども、予算

的な配慮というのは、例えば翌年度の予算を組むときに全体の予算の中で多少そういう配

慮がされたのか、上積みをされたのか、そこら辺の按配というのか、そういう予算の組み

立てのところをちょっと参考にさせていただきたいと思いますし、また地域に戻ったら、

こちらの地域の行政にも伝えたいと思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 余りにも個別の話になっていくので、それは終わってからフロ

アの方で直接岐阜県の状況についてはお聞きした方がよろしいのではないかなと思いま

す。予算は私たち皆が払っている税金からやっていくわけですけれども。ということで、

ほかに何かご感想はありませんですか、中村さん。もう大丈夫ですか。

○中村氏 はい。

○堀口コーディネーター ほかにそれではフロアの方から何かご質問等ありませんでしょ

うか。

はい、後ろの方。

○発言者４ 失礼します。私は、ある、ご多聞に漏れず中小食品メーカーの者なのですけ

れども、ちょっと教えていただきたいのですが、自分の認識が合っているのかどうかとい

うのを教えていただきたいのです。一応今年に入りましてからポジティブリストについて

は自分なりに勉強してきたつもりなんですけれども、大体概要を言いますと、私どもがつ

くっているものが原材料のほか基本的にすべて加工食品を用いて加工食品をつくっており

ます。一次産品の話が非常に多く今出ておられるのですけれども、ポジティブリストとい

うのは当然すべての食品に関してですので、私どもの食品にもかかわってくるのですが、

先ほどの鶏の工場の方もあったのですけれども、取引先等のポジティブリストに対応する

保証というものについてどうしていくかということについてなんですけれども、私の考え
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では厚生労働省のＱ＆Ａにもありましたように、信頼できるメーカーから保証書、関連す

る法規に遵守しているものであるという保証書をいただくという形で対応するしかないか

なというふうに思っております。非常にたくさんのアイテムについて、それぞれすべて各

メーカーから全部のトレースを提出してくれというようなわけにもいきませんし、基本的

にはそういう考え方というのは間違っているのでしょうか。どうなんでしょうか。

○堀口コーディネーター まず、保証書のイメージはどんなイメージなのですか。保証書

というのが生産履歴のことを言っているのか、生産履歴と例えば検査をした結果を複合し

たものを言っているのか、検査をした結果だけを言われているのか、その言われている保

証書というもののイメージというのはどういうイメージなんですか。

、 。○発言者４ 当然 使用されている農薬についても記載は基本的にしてもらっております

今まで通例毎年いただいておるのですね、各メーカーさんから。それで、実際に大手さん

とかでも実際にいただく保証書について見てみると、当然コンプライアンスというのをう

たわれて、そういうものを保証しますということですので、それ以上言えないかな……そ

ういうのです。

○堀口コーディネーター では、食品産業センターの塩谷さん。よろしくお願いいたしま

す。

○塩谷部長 今のお話の中で、原材料として加工品を購入して、それを加工して販売する

というようなことでよろしいのですか。

○発言者４ はい、結構です。

○塩谷部長 その原材料の加工品について保証書をいかに、どのレベルまで取得するかと

いうことでもよろしいんですか。

○発言者４ はい。

○塩谷部長 では、まず保証書をもらうということの意味合いなのですけれども、これさ

えもらっておけばもう安全だと、あと責任は向こうねというふうなことで出せというとこ

ろもありますし、ただ、結果として自分たちで加工したものに食品衛生法上の違反があっ

た場合にはそれは自分でそれを処理するということになりますので、私の考えとしては一

つは、私どもの資料にも書いてありますけれども、その加工度とか濃縮とか、製造過程が

どのくらい最終製品に影響するかというのも考えてその品質保証書のレベルが決まってく

るのだと思うんです。加工度が低いもの、加工度が高いものというふうによって、少しず

つその精度というものは変わってくるような気がします。ちょっとお答えにならないかと
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思いますけれども。

ただ、すべて分析してくださいということは、とても無理な話だと思います。先ほど言

いましたように、この農薬というのは799は決まっていますけれども、一律基準のものに

。 、ついてはまだいっぱいあるわけですね それを全部保証しろというのはとても無理なので

先ほどから私どもが言っているのは、いわゆる農薬でその農産物という掛け合わせのなか

でありますので、その部分の行政からのいろいろな情報が出ていますので、その農作物に

ついて、ちょっと疑問があるなというあたりをつける。そこのところを分析で保証するの

か、それとも生産履歴等で保証するのかということになると思うのですけれども、とても

全ロットを分析するということは無理だと思うので、ベースにやるのはやはり生産履歴と

記録というものになると思います。

ただ、もう一度繰り返しになりますけれども、加工食品という部分については、厚生労

働省のＱ＆Ａにも書いてありますように、その加工度というものをよく勘案して、当然自

分たちはどういうようなものをつくっているかということがわかると思うので、そして自

分たちがつくった最終製品にはどのような感じになるのかも十分考慮した上での保証書の

レベルになるかと思います。

○堀口コーディネーター では厚生労働省のＱ＆Ａをご参考にされているということなの

で、厚生労働省の鶏内さんに補足していただければと思いますが。

○鶏内専門官 加工食品をどういうふうに担保するかというのは先ほどお話があったよう

に、加工食品をさらに加工するというところでかなり難しいのかなと思います。ただ、基

本的にはご自身というか会社の方でつくられたものは、第一義的な責任は会社の方にあり

ますので、その原材料についても先ほどおっしゃられた信頼のおける会社の方からできる

限りの情報を入手して、その残留基準を超えるというものであやしいものがあれば、さら

に履歴とか必要に応じて検査とか担当していただきたいと、そういうふうには思っており

ます。

○堀口コーディネーター よろしいですか。はい、どうぞ。

○発言者５ すみません、うちも加工食品メーカーですけれども、基本的にメーカーさん

からの原材料が安全であれば、うちの商品も安全であるというふうな判断で今取り組んで

いるのですけれども、得意先さんからは、うちの商品はどうなんだというようなことで聞

かれることが多いのです。そうなったときに、今不検出とされる農薬が15種類あると思う

んですけれども、その結果については加工食品の場合でも検査結果というのは持っていた
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ほうがいいのでしょうか。

○堀口コーディネーター 塩谷さん、よろしいですか。

○塩谷部長 持っている、持っていないといったら、それは持っていた方がそれはいいこ

とはいいのですけれども、すべてのロットとかそういうものでそれを検出して、分析書を

つけて出すというのは多分不可能だと思うので、やはり先ほどから言いましたけれども、

その主原料というのは多分決まっておるし、そこで使われる農薬等も主なものはほとんど

決まっているわけなので、それはやはりあるトレンドをつかまえて、先ほど日生協さんの

方にもありましたけれども、年間のある程度の頻度でもって分析して保証するというやり

方が一番実用的ではないかと思います。

○堀口コーディネーター よろしいですか。では東野さん。

○東野課長補佐 昨日も富山でやりまして、やはり食品メーカーの方が保証書を求められ

て困っているのだという話になりました。保証の内容によるのだと思うのですが、例えば

安全だということを保証しろだとか、残留基準を全く超えていないことについて保証しろ

。 、というようなことはだれもできないわけであります そういうことを保証しろと言う方も

出す人がいるのであれば出す方もちょっとどうなのだろうなと思いますが、生産者という

か産地としてもしそういうことが出せるとすると、産地として全員に記帳してもらって、

その記帳内容を確認した結果、使用基準に沿った使用方法、先ほどコンプライアンスとい

う話がありましたけれども、農薬取締法に沿った使用方法を産地全員がやっているという

ことを確認しましたということはこれは出せると思うのですが、安全というのは食品に限

らず100％安全というのはあり得ないので、100％安全であるということを保証書を出せと

いうのはそれは言う方もかなり無理だろうなというふうには思っております。

○堀口コーディネーター 確かにその検査をすればいいとか、私も今研究の立場なので、

私たちにやはりどんな調査をしても真実をあらわす調査もないわけで、それは検査も多分

、 、 。同じなので そういう考え方のところの話を今 東野さんも塩谷さんもされたと思います

ほかに何かご質問。では最初にこちらの方から。

○発言者６ 同じく加工食品メーカーですが、私どももやはりいろいろな原料を使ってお

りまして、国産のものもあれば輸入原料、輸入したものの加工原料、いろいろあるのです

が、先ほどから主に国産の原料、国産の農産物についてのお話が中心かと思います。一つ

お伺いしたいのは、実際に違反事例が出た場合の対応についてなのですが、例えば違反が

見つかったら即回収なのか、一定の検査なりを行ったあとに判断するのか、例えば欧州な
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どでは違反即回収ではない国もポジティブリスト制度を同じくやっていてもそういう例も

あるというふうに聞いておりますので、そのあたりの対応をどのように考えていらっしゃ

るかお聞かせいただければと思います。それで、またそれが国内産のものと輸入のものと

によってどこまで対応できるかとか、対応も異なってくるのかなというふうに思いますの

で、そのあたりも含めて教えていただけませんでしょうか。

○堀口コーディネーター まだポジティブリスト制度が始まっていないので、考え方とい

うところでのお話になるかと思うんですけれども、鶏内さん、どうですか。

○鶏内専門官 今、国内産と輸入のものということがございました。国のやっていること

で、輸入のものをまず、これは検疫所が主に検査しています。今後もその一斉分析法とか

用いて検査をして、違反となればそのものについては積戻しとか廃棄とか、そういうこと

にしております。これはこれまでも基準違反になったものについてはそういうふうにいし

ていますし、今後も変わらないというふうになっております。国内のものについても違反

のものがあれば、それは流通を止めるということが通常というか原則だろうというふうに

考えています。実際には国内品の流通については都道府県の方の判断等ありますが、それ

が原則だというふうには考えております。

○堀口コーディネーター ということでよろしいですか。

ほかに手が挙がっていましたよね。そこの方。

今、マイクが後ろから行きます。

○発言者７ 生産者の立場からなのですけれども、専業農家の方は正しい農薬の使い方と

かはほとんど周知徹底されているのではないかなと思いますが、それでなしに、まだ兼業

の生産、おじいちゃん、おばあちゃん、そういう人たちの農家は、この制度すらまだ知ら

ない方が多いのではないかなと思います。そういう人たちへの指導徹底、これが今後どう

されるかという点と、あとこれからは稲作農家に空中散布という農薬があるんですね。空

中散布するとその中に野菜生産者がいっぱいいるのです。詳しくわからないのですけれど

も、稲作の農薬は残留とかその基準に今はどう因果関係があるか、その点についてお分か

りの方、お願いいたします。

○堀口コーディネーター はい。今、専業農家と兼業農家でということだったので、農林

水産省の東野さんの方から何か、周知徹底についてお願いできますでしょうか。

○東野課長補佐 やはり、日本中あまねく周知徹底するというのは非常に難しいわけであ

りますが、そういう意味では今都道府県、ＪＡあげてローラー作戦で周知徹底をしている
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ということでありますし、飛散の話をすると、農家だけではなくてガーデニングですとか

一般の市民の方にも気をつけていただきたい点というのはありますので、兼業農家、一般

市民の方含めて今、一生懸命頑張っていますし、それは５月29日で終わりということでは

なくて制度が施行された後も引き続き頑張っていきたいと思っています。

それから、空中散布につきましては、やはりどうしてもその周辺にかかるということは

全くゼロにはできないわけですね。ですから、まずはその周辺に栽培されている農家と話

し合ってもらって、一つは多少かかっても影響のないような農薬を選んでいただくという

ことが１つ、それから収穫間近になっているような場合には空中散布の方が時期をずらし

てもらうというようなことですね。そういうことがあると思います。

それから空中散布の場合、そのノズルの径が少し大き目で先ほど霧のようにはならない

のだという話がありましたけれども、そういう意味では空中散布のノズルも割と大き目の

径の物を使っているので、霧のようには飛んでいかないということと、ローターからの風

が上から下向きに吹いていますから、その部分がエアカーテンのようになって、そういう

場合もあるのでそこは、だからいいのだということではないのですけれども、いろいろな

こともあって、話し合ってもらっていつまくのか、どういう農薬をまくのかというのを地

域で全体で話し合ってもらうのが一番だとは思っています。

○堀口コーディネーター ありがとうございます。菱川さん、兼業農家の方に対しての周

知というお話があったのですけれども、そういうようなお話をお聞きになったりしたこと

はありますでしょうか。

○菱川会長 めぐみの農協という郡上から可児までを範囲とする農協がございまして、そ

こで今度７月にファーマーズマーケットというものがオープンされます。それで、今のと

ころ生産者を農協が集めている段階で、その生産者に、出荷をする遅くとも３、４日前ま

でに端末に生産情報を打ち込んでもらうと、生産履歴が農協の機械に入る仕組みになって

いるわけなんです。

そのファーマーズマーケットに来たお客さんがその端末操作をすると、例えばキュウリ

ならキュウリ、Ａさんのキュウリの生産履歴が見えるような仕組みでこれから行うという

形で今、進めているわけなのですけれども、そうした形で進んでいるところ、あるいは取

り組んでいるところはもう十分取り組んでいると思います。

○堀口コーディネーター それは兼業農家も専業農家も違いがないということですか。

○菱川会長 違いありません。
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○堀口コーディネーター ということだそうです。よろしいですか。

何人かばらばら手が挙がっていましたので、ではそこのグリーンの服の方。

○発言者８ 生産農家です。岐阜県で野菜生産をしております。

今年大きく変わったことは、昨年の種苗法の改正によって種屋さんの種苗の袋の表示が

非常にわかりやすくなったというのがあります。

これは当然そうしなさいという農水省の指導があったからだというのはわかっておりま

すけれども、ただこの表示に非常にばらつきがありまして、メーカーによって違います。

何も印刷していなければ農薬の使用はないと思って放置しているところや、あわてて紙

で張ったところもありますが、一番大きなミスはまったく同じ品番の同じ野菜袋が同じケ

ースに入っていながら、あるものは例えばチウラム、ベノビルを使いましたと書いてある

のに、次の袋は何も書いていないというものもあるわけです。こういうものがあると、例

えば今あったトレーサビリティ、生産履歴をインプットするというのはもうそれはできな

いわけです。ちょっと私が悪く考えると、印刷ミスの袋を選べば、生産段階では使わなか

ったとできるわけなのです。

だからこれはまだまだ十分ではないというのが一つありますし、さらに大手メーカーが

つくられたないしは購入した種は、80、90％は輸入の種に頼っていますので、それを小分

けして各小さなメーカーさん、種屋さんに出すときにその辺でまたぼやけるというのがあ

りまして、これを幾らトレースしようがしまいが、いやそれは書いていなかったよと言え

ば終わりなんです。したがいまして、その種子袋にはしかるべき箇所にこの右上のここに

わかるようにしなさいとか明確にして欲しい。また、生産者のほとんどの方は今、高齢者

になってきていますので、非常に見にくくなっています。ほかのことはいっぱい書いてあ

る。この種はこれほどいいというような効能は書いてあるのですけれども、何を使ってい

ますというのは実に克明に調べないとわかりにくい。なければなかったのだろうなとその

ままにしてしまい、非常に危ない。いわゆる加工食品の方、市場の方に対しての情報の提

供のとおり生産者がいるというのが実態なのです。

ついては、ここを何号体以上の文字で色は黒であるとか、背景を抜いたのは何色にしな

さいというふうにしていただくのが生産者としてのスタート時点として一番必要だなとい

うのを感じます。２月以降は特に播種野菜の種がどっと出ますから、このときに非常にあ

ちこちの種屋さんを調べて回って、不十分さというのを感じたのはあります。

もう１つは、先ほどからお話が出ております、検査機関の設備投資というか、検査機関
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そのものをたくさん増やすということは、消費者の方のためにも必要なアピールであり、

かつしなくてはいけないことだと思うんです。生産者がこうやって、機械だけが発達して

いわゆる携帯からインプットできますとか、ここをぽんぽんと押せば履歴が出ますという

、 、 、ようなやり方は お互い善意であるという前提だけで進んでいますので だれかがそこで

いわゆる偽造事件が起きたらもうその辺は全部不信感というのがありまして、私たちのよ

うな生産者からすると、国産の物も不安を抱える輸入物と同じ立場にあるのではないかと

思われるのが一番つらいんです。やはり、国産の生産者というのはいろいろ一生懸命やっ

ているのだねと思ってもらいたいというのがありまして、それでは何で証明するのだとい

、 、 、えば 人間関係ですとぼやけたことではなくて 検査をこれだけやっているのだけれども

これだけは発見できないというふうな具体的なものを出せるようないわゆる予算づくりで

すよね。お金がかかると思います。都道府県にこれだけありますというようなことがあっ

て、そしてアピールできるような、でもこれは我々生産者に対するけん制にも当然なるわ

けですけれども、そちらの方にお金をかけていただくということをまたお願いしておきた

いと思います。

以上です。

○堀口コーディネーター はい。まず表示にばらつきがあったり、非常にその見づらいと

いう話がありました。ばらつきについては非常に問題だと思いますし、見づらいというの

は表示はリスクコミュニケーションのツールの一つであり、情報提供の誤認につながると

思うんですけれども、農林水産省の東野さんの方からひとついただければ。

○東野課長補佐 種苗の表示制度自体が昨年から始まったものでして、それまでは全く表

示自体なかったというところで、去年から種苗の表示を始めたということなので、わかり

にくいとか字が小さいということもあるでしょうから、どんどんよくなるように工夫をし

ていきたいと思います。

その種苗のパッケージ自体がもう既に何万枚も印刷されていて、そこに新たに農薬の使

用状況を書けということなので、今さまざまな工夫をしていて、あいたスペースを見つけ

て書き込んでもらっているということなのですが、そのうちそのパッケージもなくなった

ら新しいデザインのものになるときには大きく、それからまたバックは何で何ポイント以

上でみたいなことで、徐々によくはしていきたいと思います。

。 。 、○堀口コーディネーター はい また検査機関に対するご要望もあったと思います 多分

聞いていらっしゃる方はいらっしゃいますので、それでほかに挙手、一番後ろの方、お願
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いします。

○発言者９ 流通業に携わっている者なのですけれども、教えていただきたいのはポジテ

ィブリスト制度が施行していないのでお答えが難しいと思いますけれども、残留農薬の基

準値が必要以上に出た場合の公開についてですが、先ほども若干出たと思いますが、どう

いうふうな形で公開をされるのかということが１点と、もう一つはその中身で、先ほども

県の方が生産者のロットであるとか生産者名を特定して検査を行うというようなことがご

ざいましたが、そういった生産者の名前まできちっと出て公表されるのかどうなのか。そ

れから、例えばそれが流通をしていって、お店から例えばお客様のところにいって購入さ

れた時点で基準値を上回ったものが公開された場合に、どこまでさかのぼって回収という

か、流通をストップさせるのかというようなことを教えていただければいいなと思います

が。

○堀口コーディネーター 公表の仕方とその内容などについてだと思うんですが。鶏内さ

ん、よろしいですか。

○鶏内専門官 処分等を行った場合には原則公表をというふうには考えています。その公

、 、 、表の仕方ですが その処分対象者がどのような方になるか 営業者は対象とするのですが

、 、 、その他の方の名前とか あと何が原因なのか 特に風評被害というところもありますので

原因を特定して公表するような、そういうふうな配慮が必要だというふうに考えておりま

す。

あと、そのほかどこまでさかのぼるのかというところがあるのですが、これは原因究明

。 、 、ということでさかのぼるということでしょうか それとも そのさかのぼるというよりは

流通の実態を把握するということでしょうか。

○発言者９ ごめんなさい。基準値以上のものが検出された場合に、例えば店舗の店頭で

販売したというときは、それを回収しなければならない、あるいは流通をしてはいけない

ということの判断でいくと、それは売り場から撤去するというような考え方なのかどうな

のかということですが。

○鶏内専門官 その売り場で出されていたものが、検査等によって基準違反になったもの

とと同一というふうに見なせるものであれば、それは流通をストップさせるというふうな

判断になると思います。

○堀口コーディネーター 公表の仕方なのですけれども、今回のポジティブリスト制度は

食品衛生法なんですが、農薬などの取り締まりで農林水産省さんの方もよく公表はしてい
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ると思うんですが、東野さん、もしよければ公表というのの考え方について少しお話して

いただけますか。

○東野課長補佐 残留農薬の基準を超えたときに、よく各都道府県がプレスリリースを出

されています。今でも、1カ月に１回とか２カ月に１回くらいのペースで公表があちこち

でされていると思いますが、基本的には見つかったら公表をするということのようですけ

れども、農家の場合は個人名が公表されたというようなことはこれまではなかったようで

す。最近は３月に、三重県が衛生部局と農政部局と連名で、春菊から残留基準を超えまし

たという公表が出ていますが、私が感心したのは１つは衛生部局と農政部局と連名で出さ

れたということと、そのときには個人名は出ていませんでしたが、１農家の出荷したもの

から基準違反が出たのですという公表であったことです。非常に範囲を限定していたとい

うことと、食べて安全なのかどうかということで一日許容摂取量から見ると、その問題と

なった春菊を毎日何十キロと一生涯食べ続けても大丈夫なのです、１回や２回食べても健

康には影響はありませんということと、その他のものについては問題ありませんというよ

うなことで、範囲をしっかり限定をして、しかもその原因究明とそれから再発防止策も書

いてあったと思いましたが、それから健康への影響ということまでひっくるめて公表をさ

れていたということで、その後三重県産の春菊は価格が下がったとか産地全部を廃棄した

とかそういう話も聞かなかったので、すばらしい方法だなと思っておりましたし、農政部

局の人にはぜひとも原因究明とか再発防止策を練ったら、都道府県の衛生部局にフィード

バックをしてこれも一緒に公表をしてくださいということでやるようにしてほしいなとい

うことでお願いをしています。

○堀口コーディネーター はい、ありがとうございます。公表というのも住民に対するリ

スクコミュニケーションの１つの大事な視点だと思います。

だんだん時間も押してきましたので、あともうお一方だけご質問ということで。

ではそこの男性の方。

○発言者１０ 生鮮農産物の中間流通業をやっております。ご質問なのですが、私ちょっ

、 、 。とセミナーをよくお聞きするときに 今日も資料にある 資料１の中の８ページ目ですね

農産物中の残留農薬検査結果、この資料をよく目にするのですが、厚生労働省の方から発

表されているデータだと思うんですが、このほかに先ほども生協さんの方ではこういった

データもたくさんお持ちだというお話をお聞きしました。こういう検査結果があるという

ことは、恐らく新しい基準値でこれをもう１回照らし合わせたときに、超える件数という
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のがどのくらいになるというのをデータとしてお持ちなのではないか。ということでそう

いった数値というか分析、試算した結果をお持ちかどうか。あるのであれば、どこで我々

はそういうのを見られるのであろうかというのをひとつ確認したい。

あともう１点、我々は輸入の農産物も扱っておりまして、実は我々も栽培履歴等々をそ

ういった各仕入先からちょうだいしようということで取り組んでおったのですが、海外の

産地となるいろいろな業者がかかわってきますので、なかなかそういった使用履歴が出せ

ないというところが実は多くあります。そういったところに対してどういうふうに対応し

て、そういった安心安全というのを確認したらいいのかというのと、そういった国々に対

しての日本の対応、そういった諸外国に対して話をしていただいいているのか、またはそ

の反応をお聞きしたいなと思っております。

○堀口コーディネーター そうしたら、まず鶏内さんの方からまず、この制度が始まった

ときにどの程度これが上がってくるのかというような試算がなされているのかいないの

か、あればどこで見ることができるのか、お答えいただけますか。

○鶏内専門官 厚生労働省のホームページでは個別の違反が何万件あったというようなこ

とは掲載していますが、それだけでなくて、まとめたものをＣＤとかで出していたという

ふうに記憶しております。その検査結果を見ると、平成14年度だったと思うのですが、平

成14年くらいで大体0.01～0.02％程度、検出項目としてポジティブリスト制度の違反の検

出が出るのではないかというふうに試算できました。ただ、平成14年度以降、農薬取締法

の改正があって、厳しい規制になっているということもありますし、こういったポジティ

ブリスト制度とか機会をとおして生産者の方も取り組みをされているということになりま

すので、そのまま同じような値がでるかというとそうでもないのかなというふうには思っ

ております。

あと、先ほど少し触れましたが、昨年度、輸入食品について、既に200項目の農薬の検

査をしております。昨年17年の７月から９月までの６カ月間の検査結果を見て、ポジティ

ブリスト制度施行後にどれくらい増えるかというと、まず数倍の違反が出るのではないか

という試算をしております。これは「食品衛生研究」という雑誌の方に掲載をさせていた

だいております。

ただ、３番目の質問にも絡んでくるのですが、そういう結果も示しながら、輸出国の大

使館の方を呼んで、ちゃんと国内の方を対応してくださいということを再三言っておりま

すし、中国の方とか、たくさん日本が輸入している国にはこちらの方から担当官を派遣し
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、 、 。て現地で説明会をしたり 中国の政府と話し合ったりして 対応の方を要求しております

ですから、数倍に増えるかどうかというところもまず、また施行後の結果を見ないとちょ

っとわからないという状況です。

○堀口コーディネーター 生産履歴が出てこないという最後の質問があったと思うのです

が。

その仕入先に海外の仕入先があって、最後の方に、生産履歴がなかなか集まらないもの

があるというお話があったと思うんですけれども。

もしよければ、鶏内さん、お願いします。

○鶏内専門官 そうですね。先ほど、加工食品の場合はどういうふうな対応をしたらいい

のかというところでも少し触れたのですけれども、まずどういうふうなもの、農薬とかで

あればどういうふうなものが使われているのかという情報を収集をしていただきたいと思

います。もちろん、その取引先の方に情報提供を要望するというところがあるかと思いま

すが、そういった情報も入手できるものと思います。

一つは、国立医薬品食品衛生研究所というところで、海外での農薬、動物用医薬品とか

の使用状況といいますか、どういうものが使用できるようになっているのかとか、そうい

った情報をそちらのホームページに載せております。取引先の国とかの情報はそこで取れ

るようになっておりますので、どういうものが使われている可能性が高いかというところ

はそのあたりを参考にしていただければと思っております。

、 。 、○堀口コーディネーター はい どうもありがとうございました 時間もおしましたので

まだまだご質問されたい方はいらっしゃるかと思いますが、これにてパネルディスカッシ

ョンは終了の方にいきたいと思います。

それで、先ほど中村さんの方からも今後の制度の発展というところで、リスク評価のお

話が少しありましたが、今日、食品安全委員会の大津様の方から、リスク評価についてご

説明をしていただけるということですので、最後に資料が１つ残っていると思いますが、

その資料に関しまして、大津様の方からご説明をよろしくお願いいたします。

○大津勧告広報課課長補佐 それでは、食品安全委員会から最後になりましたけれども、

一言お話といいますか、皆様にお願いを申し上げたいと思います。

今日のこのポジティブリストの関係のお話、議論していただいたほとんどはリスク管理

という観点からのお話がメインでありました。私ども食品安全委員会は、リスク管理を行

っていく一つ前の段階と申しますか、リスク評価を行う役割を担っております。今回のこ
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のポジティブリスト制度施行に当たりまして、皆さん御存じのように農薬は非常に数が多

く、799リストアップされているわけですけれども、この中で、先ほどの厚生労働省から

も縷々ご説明がありましたが、現在日本国内で使用されていて、基準が決まっているもの

はよろしいのですが、その残留値を決める基礎になる、いわゆるＡＤＩ、一日摂取許容量

といいますが、まずその値を決めないと動きが始まらないのですが、そのＡＤＩを決める

作業を私ども食品安全委員会がリスク評価を行う立場から検討していきたいと考えており

ます。それで、既に海外のリスク評価機関、例えばＪＥＣＦＡとか、ＪＭＰＲと呼ばれる

ような、これは国連の傘下にあるＷＨＯとかＦＡＯ、ファオと呼ばれるそういう諸機関の

中に設置されているリスク評価機関でありますけれども、こういう国際リスク評価機関で

既にＡＤＩが設置されているもの、あるいは他の諸外国の主要国、例えばアメリカですと

かＥＵのようなところで既に決まっている値があれば、今回まずそれを使おうということ

を決めておりますけれども、国内で全くないものについてはこれから決めないといけませ

ん。そういったものすべて含めて、あるものについては国内でもう一度再評価してみよう

ということでありますから、このＡＤＩの設定をを700以上ある膨大な数のものをこれか

ら私ども食品安全委員会で評価してまいります。

実は今回、どういうふうに私どもが評価していくのかという食品安全委員会としての考

え方あるいはこの評価の進め方について、現在私どもは、皆様に対して意見情報の募集、

いわゆるパブリックコメントというのを求めさせていただいております。

先週の木曜日から始めまして、来月の９日、６月９日までの30日間ということで、その

パブリックコメントを今かけさせていただいております。これは、今日お配りいたしまし

た資料の中、後ろから３つ目くらいでしょうか、私どもの食品安全委員会からのポジティ

ブリスト制度導入における委員会の役割という資料を配布させていただいております。

この中の一番後ろの方に文字で縷々説明しておりますのが今回募集しております内容を

そのままここに配らせていただいているものですけれども、その前にパワーポイントの写

しが幾つかついております。その中の７ページの下のところ、実は私ども食品安全委員会

にもホームページがございます。ぜひ、インターネットをお使いいただける方は、ぜひ食

品安全委員会のホームページを開いていただいて、そこの中にぜひご意見なりご要望、情

報を一人でも多くの方々からお寄せいただきたいと希望しております。電子メールでお寄

せいただいても結構でございますし、郵送あるいはファックスでも受けつけておりますの

で、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。
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、 。今日のお話の中で リスクコミュニケーションが非常に大切だというお話がありました

今日はこういう意見交換会の場、先ほど申しましたようにリスク管理の観点からの意見

交換の場ではございましたけれども、リスク評価という観点からも、リスコミ、略してリ

スコミと言うのですが、大変大切だということ。実は私は食品安全委員会の中でリスクコ

ミュニケーションを担当しておりますけれども、さまざまな観点から生産者の方も流通加

工業者の方もあるいは消費者の方も、あるいはマスコミの方もという、すべての方が自分

の持っている意見や情報をお互いに出しあって、同じ方向に歩みよれるように話し合いを

進めていきましょうというのがリスクコミュニケーションであります。今日のようなこう

いう意見交換の場のみがリスクコミュニケーションだというふうにともするととらえがち

ですけれども、決してそうではなくて、今申し上げたようなパブリックコメントのような

場にご意見を寄せていただくことも大切なリスクコミュニケーションの一つだと考えてお

りますので、ぜひ一人でも多くの皆様方からのご意見を私どもお待ち申し上げております

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○堀口コーディネーター ありがとうございました。本日の意見交換が今日参加してくだ

さった皆様にとって、ご参考になればと思います。ここで、パネルディスカッション、意

見交換は終了させていただきます。

マイクを総合司会に返させていただきます。ありがとうございました （拍手）。

○司会 本日は長い時間にわたりまして、皆様から貴重なご意見をいただきまして、あり

がとうございました。

パネリストの皆様も本当にありがとうございました。

以上をもちまして、本日の「食品に関するリスクコミュニケーション」を終了したいと

思います。

なお、冒頭にお願いいたしましたが、アンケートのご記入につきましてもご協力をいた

だければと思います。

ご記入いただきましたアンケートは出口にて回収をいたしておりますので、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。


