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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２２日（月） 

会場：メルパルク沖縄     

 

 

 

議事次第 

 

１．開  会 

 

２．講  演 

 ○ 残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について 

 ○ 安全・安心なピーマンの生産 

 ○ 「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 

 ○ お客様に安全な野菜・果物をお届けしたい 食の安全を目指して 

 ○ 食の安全を求める消費者としてポジティブリスト制度導入は大きな前進、円滑な運

用を期待 

 

３．休  憩 

 

４．パネルディスカッション及び意見交換 

 

５．閉  会 
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○司会 本日は皆様、ご多忙の中ご参加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ュニケーションを開催したいと思います。 

 私は、本日司会をさせていただきます農林水産省消費・安全局消費者情報官付の中田と

申します。よろしくお願いいたします。 

 ポジティブリスト制度につきましては、昨年度、制度の内容等を知っていただくために、

意見交換会等を全国で開催してまいりました。本日の意見交換会につきましては、本年５

月 29 日の施行を控えて、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組みのご紹介をいただきまして、それを踏まえて

関係者の皆様方で問題意識を共有し、また相互理解を図る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、意見を出し合い、

考え合うことで、社会的な合意形成の道を探りたいと考えております。ご理解をよろしく

お願いいたします。 

 まず初めに、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の封筒の中身をご確認くだ

さい。 

 まず、議事次第でございます。それから座席表がございます。 

 続きまして、配付資料といたしまして資料１、残留農薬等のポジティブリスト制度の導

入についてという資料がございます。 

 続きまして、資料２としまして食品中に残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト

制度の導入についてというものがございます。 

 続きまして、資料３、安全・安心なピーマンの生産というものでございます。 

 資料４としまして、「食品中に残留する農薬等のポジティブリスト制度」に関する留意

事項。 

 資料５、お客様に安全な野菜・果物をお届けしたい 食の安全を目指して。 

 そして資料６としまして、食の安全を求める消費者としてポジティブリスト制度導入は

大きな前進、円滑な運用を期待。 

 また、参考資料としまして２点ございます。食品に残留する農薬等に関する新しい制度

（ポジティブリスト制度）についてというカラーの冊子がございますが、こちらは本日部

数が足りないため、一部の方に配付できていないかと思います。この資料に関しまして、

インターネット等で厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、インターネッ
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トでごらんになることができる方は、ぜひそちらをご活用ください。また、お手元にイン

ターネットがご利用できない場合は、後ほどお帰りの際に事務局にお一言申しつけてくだ

さいませ。よろしくお願いいたします。 

 それからもう一点ございます。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。 

 以上でございますが、不足の資料がございましたら、挙手いただきたいと思います。大

丈夫でしょうか。 

 また、アンケート用紙を同封しておりますので、お帰りの際に出口のそばのボックスに

入れていただければと思います。これは今後の意見交換会をよりよいものにするために皆

様のご意見を伺うものですので、ご協力いただければ幸いです。 

 続きまして、本日の議事進行を説明いたします。１枚目の議事次第をごらんください。

まず、残留農薬等のポジティブリスト制度の導入について、厚生労働省と農林水産省から

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皆様から、ポジティブリスト制度に

関する取組みのご紹介をお願いいたします。各関係者の皆様からの説明は、全体で約１時

間を予定しています。その後、約 10 分間の休憩をとりまして、14 時 40 分をめどにパネル

ディスカッション並びに会場の皆様との意見交換を行い、16 時の終了を目標としておりま

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いて、厚生労働省食品安

全部監視安全課宮川課長補佐、並びに農林水産省消費・安全局農産安全管理課横田農薬対

策室長から、続けてご説明いたします。 

○宮川監視安全課課長補佐 皆さんこんにちは。厚生労働省食品安全部監視安全課の宮川

と申します。ポジティブリスト制度の導入につきまして、簡単にこの制度の概要について

お話を申し上げます。 

 ポジティブリスト制度、なかなか聞きなれない言葉かもしれませんが、こちらに書いて

いますように、私どもいろいろなことを規制していく上で、大まかに分けて２種類の制度

がございます。１つはネガティブリスト制度、これは読んでいただくとおわかりになろう

かと思いますが、原則規制がなく規制するものだけをリスト化する、こういうものをネガ

ティブリスト、「これは使ってはいけませんよ、これはこの量を超えてはなりませんよ」

というのがネガティブリストと私どもが呼んでいるものです。ポジティブリスト制度とい
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うのは、原則禁止をし、使っていいものとか残留してもいいものを認めると、こういうも

のをポジティブリストと呼びます。 

 今回のポジティブリスト制度は、食品の残留に関しての規制でございます。後ほど農水

省の農薬対策室の横田室長からのご説明がありますが、日本では農薬を使うことに関して

は、これはもう既にポジティブリスト制度というのは長年やっております。ですから今回

それを踏まえて、残留についてポジティブリスト制度に移行するということになります。 

 それでこの制度は、平成 15 年の５月 30 日に交付されました法律で改正されました。既

に３年余りの時間がたっております。法律が改正されてから施行まで３年間の期間を置き

ました。これはいろいろな制度を施行するために、いろいろな準備をしてきたということ

になります。この制度自体は、農薬以外に動物用医薬品といって、家畜の生産のときに獣

医さんが処方するような動物に使う医薬品の残留、それから飼料添加物と申しまして、家

畜のエサに加えられる添加物、こういうものが一定量を超えて食品に残留するものについ

ては、食品の販売を原則禁止する制度でございます。ですから着目していただきたいのは、

残留をしていると食品の販売が禁止されるという制度です。ただ、先ほど申し上げました

ように、国内では農薬、動物用医薬品については、既にもうポジティブリスト制度という

制度になってございます。使える農薬、動物用医薬品というのはもう既に決まっておりま

す。ですから適正に使う限りにおいては、全く問題にならないということになります。 

 それでポジティブリスト制度が導入されるに至った経緯を簡単に説明いたします。今現

在、まだ５月 29 日になっておりませんから、きょうは５月 22 日ですから、今はこういう

制度になっています。どういう制度かと申しますと、ここに書いてある３つの物質につい

ては、基準のあるものはその基準を超えて残留するものの販売が禁止となります。基準の

ないものについては、農薬などが残留していても販売の禁止などの規制がないということ

になります。 

 どんなことが問題になっているか。１つは輸入食品です。輸入食品が非常にたくさん日

本にはやってきます。輸出してくる国の数はおよそ 200 カ国になります。いろいろな国か

らいろいろな農産物、畜産物が輸入してまいります。ですから、このような場合に、基準

のあるものだけしか規制をしていないと、残留していても規制ができないという状況にな

ります。 

 それからあともう一つ、これは今から二、三年前に起こった話ですが、国内でルールを

守らないで農薬をお使いになる方がいらっしゃいまして、こういう方が国内で使ってはい
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けない農薬を使われて残留するような場合もございました。こういう場合も、当然食品衛

生法として規制ができない、販売を阻止できない。そうすると、消費者を保護するという

観点から、いささかこの制度が不十分だということになります。 

 それで、今回のポジティブリスト制度に来週の月曜日から移行するということになりま

す。ポイントを申しますと、まず大きく一定量を超えて食品が残留するものは禁止をいた

します。登録されている農薬でありますとか、動物用医薬品をお使いになった場合、適正

に使われれば残留基準が設定されておりますので、その基準を超えない限り食品の販売は

禁止にはなりません。ただ、使い方を間違う、それから違法な農薬を使う、こういうこと

をしますと販売の禁止になります。それから外国で何か不適正に農薬を使った場合は、当

然のことながらこの大きな網で拾い出すというものになります。 

 農薬の中には健康の害を生じないようなものがあります。例えば食酢、お酢ですね。こ

ういうものを殺菌のために使うという。これも農薬で実は指定をされております。お酢を

農産物にかけて残留していてもこれは全然問題にならないですから、こういうものは対象

外というわけです。 

 このようなもので、私どもとしては制度を運用していこうというふうに考えております。

いずれにいたしましても、国内に関して申し上げれば、既に農薬取締法においてポジティ

ブリスト制度になっているということです。残留に関して、やや基準もたくさんできます

けれども、これは国内での使用実態を踏まえてつくっているものです。それらの点をご理

解いただけばと思います。 

 最後に、簡単ではございますのでポジティブリスト制度に関しては厚生労働省のホーム

ページなどで基準の詳細などが載っております。ぜひごらんいただければと思います。そ

れから一部の方には配付がないかもしれませんが、お手元の資料、こちらもご参考いただ

ければと思います。 

 私の方からは簡単ではございますが、ポジティブリスト制度についてご説明を申し上げ

ました。 

○横田農薬対策室長 農林水産省の農薬対策室長の横田でございます。よろしくお願いし

ます。 

 まず農薬といいますと皆さん方はもう農薬嫌い、嫌だ、まずそういう話がすぐに出てく

るんだと思います。もう農家の方々はよくご存じかと思いますけれども、例えば農作物を

つくるときに、これはトマトの病気なんですけれども、収量低下といっていますが、何も
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防除しなければこういうふうに枯れ上がってしまって、どうしても収穫はゼロと、収穫皆

無という状態になりますし、またこれはリンゴの虫なんですけれども、時々リンゴを割っ

たりして中から虫が出てくると、そういうこともあると思います。そうなりますと、こう

いうときにはすぐ消費者の皆さんはスーパーに駆け込んで、けしからん、虫がいるとおっ

しゃる。そうするとスーパーの方からきちんと病害虫防除をしなさいと、こういう関係に

なってまいります。 

 またこれは東京近郊の農家の方にちょっと協力していただいて、普通に農薬を使用した

場合と、農薬を使用しなかった場合をやってみたんですけれども、これだけもう虫食いに

なってしまいます。一応、キャベツはキャベツですけれども、こういうものを買おうとか

食べようとかいう方はまずいらっしゃらないと思います。そういう面では、きちんと農薬

を使って、安全な農産物を安定的に高品質のもと供給するということは、これは必要不可

欠だと思っております。 

 実は農薬につきましては、いろいろなステップを経て安全性の確保は行われております。

１つは農薬の登録制度、ここで農薬の安全性をチェックして、さらに登録のない農薬を取

り締まり、きちんと使っていただき、さらに農作物中の農薬の監視というのを行ってまい

ります。 

 よくありましたのが、最初のうち、ポジティブリスト制度が導入される、約 700 から 800

の農薬について基準ができる、そうすると農薬がどんどん使われる、心配だ。これは全く

の間違いです。と申しますのが、農薬というのは先ほども厚生労働省からもありましたが、

国際的に 700 から 800 使われているとしましても、国内で使用できるのはその４割程度、

300 とか 320 程度です。それはここにあるとおり、農薬取締法で登録された農薬だけが製

造も輸入も販売も使用もできます。要するに登録されていなければ、日本国内で使用した

り販売することはできません。この農薬取締法への登録のためには安全性のチェックとい

うのが行われていきます。 

 そのときに必要なのが、例えば毒性がどうなんだ、植物や動物の体内でどういうふうに

代謝されるんだ、環境への影響はどうなんだ、最後に農作物の残留はどうなんだといった

ことです。大体農薬というのは、開発を始めて登録になるまで十数年、数十億円というお

金がかかってまいります。最近では、環境問題などがかなり厳しくなってきまして、昔は

農薬をまいてコイとかフナとかが死んでしまったみたいな事例もあったかと思いますが、

今は例えばミジンコ、あの小さな水中の虫ですね、ミジンコの泳ぎ方がおかしいと農薬登
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録はできないような仕組みになっています。要するにがんじがらめの安全性の世界で農薬

というのは登録されるという形になります。 

 さらに農薬というのは、使い方が問題になってきます。当然ながら病害虫に効果があっ

て、作物にまいても薬害が出ずに、さらに残留上の問題もないという形で、使用方法を定

めてまいります。実際にこれが圃場などで試験をやったときに、これで収穫前日までこの

農薬が使えますよ、収穫前日にまいて次の日に調べてみると大体 0.1 ちょっと残るなと。

この関係を見ていただければ、かなり余裕のある関係で基準というのは定めていっており

ます。言いかえれば、法律違反にはなるんですけれども、ちょっと効きが悪いんで、この

2,500 倍を 2,000 倍とか 1,500 倍でまいてしまった。使用回数３回と言っているけれども、

４回まいてしまった。だとしてもすぐにこの基準を超えないと言う形になっています。た

だ、時々基準を超えた農産物が出ましたと、新聞記事なんかもあると思います。わあ大変

だということもあると思うんですけれども、基準をちょっと超えたからといって、すぐに

健康影響が出るわけではありません。ちょっとここには示していないんですけれども、人

については１日当たり、その化学物質をこれだけとっても大丈夫という値が決められてお

ります。その範疇であれば、およそ人間も代謝する機能を持っていますから、すぐに被害

は出ることはありません。よく基準値を超えて農薬が出回っているけれども、どうですか

と。最後の方に厚生労働省なり農林水産省の見解として、すぐに健康影響が出るものでは

ありませんというコメントが入っていますが、もうそのとおりです。例えばすべての農産

物で、すべて基準値を 100 倍も 1,000 倍もオーバーしている。それを毎日食べ続けた。こ

の場合には健康影響が出る可能性がありますが、そういうことはおよそ考えられない世界

です。 

 実は農薬取締法がかなり強化がされまして、多分三、四年ぐらい前にプリクトランとか

ダイホルタンという名前をお聞きになった方がいらっしゃるかと思います。これは今のイ

ンターネットの世界で個人の方が海外から勝手に農薬を輸入して、それをまいてしまった。

当時は、勝手に無登録農薬を販売してはいけませんというふうに農薬取締法は定めており

ました。今の時代に合わせるように、農薬登録をしない限りは勝手につくったり輸入した

り販売することは当然のこと、使用してもいけませんということで、すべての段階に規制

の網をかけております。さらに農薬の使用、これはもう農家の皆さんからすると、使い勝

手が悪いというのもあると思うんですけれども、従来は農薬についてはできるだけ使用方

法を守ってくださいという結構緩やかな基準を設けておりました。この農薬取締法、平成
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14 年 12 月に改正して、もう３年ぐらい前には施行されております。今は農薬というのは

大体ボトルなんかを見ていただけると、そこにいろいろな記載事項があります。その記載

事項で使っていい作物、使っていい時期、使っていい回数、使っていい量とか、希釈倍数

などについて、必ず守りなさい、守らなければ、罰金刑なり懲役刑がかかるという形にな

ります。それぐらいに農薬については、登録のときもかんじがらめ、使用のときもがんじ

がらめという世界の中で安全性の担保が図られていると思います。 

 残留農薬については、今度ポジティブリスト制度になりますけれども、まず第１点目に

一番重要なのは、先ほど言った使用基準、使っていい作物とか、使用量とか、時期、これ

をきちんと守りましょう。農薬はボトルとか袋とか入っていますけれども、そういうのを

見ますと作物とか何とか書いてあります。そういうのをきちんと守ってください。 

ただ、今、生産現場の方でも問題になっているのが、農薬散布時のドリフト、飛散です

ね。農薬をまいているときに風がさっと吹くことがあります。そうすると横の農作物にか

かることがあります。そこでもしかすると、今度は結構厳しい基準が幾つかできてきてお

りますので、それをクリアできないという面がありました。 

 私ども、今これは各都道府県やＪＡさんと一緒になりまして、１つは農薬の農業生産の

工程管理をきちんとやろうとか、あとはマニュアルとかパンフレットをつくっております

ので、そういうことをきちんと守っていきましょうという指導を行っております。これは

当たり前のことになりますけれども、農薬をまくときには当然できるだけ風が少ないとき

にやって、作物の近くからまいて、余り風圧とか風量なんかを大きくしないようにしまし

ょう、ネットを張ったりもしましょう。ただ、そうはいっても、農薬の飛散というのは 100

％防ぐことはできません。そのために、例えば横に野菜とかいろいろ作物があれば、例え

ばここですとサトウキビの畑の横に野菜があるということもあるかと思います。それでは

サトウキビにも野菜にも両方使える農薬、もしくは両方に残留の基準値があるもの、そう

いう農薬を使うようにしましょう。そうすると、万が一、風が吹いてきて隣の野菜にかか

ったとしても、およそ基準を超えることはないということで、きめ細かく農薬の選定なん

かを行っていきましょうという形で、私どもも今運動を展開している最中でございます。 

 さらに、私どもの方ではきめ細かく指導をしていこうということで、今言ったように農

薬の選定、中には都道府県におきましては、防除歴、農薬の防除をいつどのようにまくか、

そういうものを見直したり、いろいろな場面で選定を行っている最中です。農薬の使用者

というのは、農家だけではなくて一般の方々にもみんな関係してまいります。例えば、立
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派な植木があって、もしくは街路樹があって、そこに農薬を散布して横に畑があって農作

物にかかってしまった。そういう場合には、農作物から基準を超えるような農薬が出てく

れば、その農作物を流通をさせることはできません。すべての方が農薬の散布について注

意をしていこうというのはあります。 

 ただ、過剰に心配する必要がありませんのが、私ども平成 15 年、16 年あたりに農家の

方の協力をいただいて農産物をもらって、サンプルを分析したことがあります。そのとき

に基準をオーバーするようなことはありませんでした。けれども、念のために私どもの方

でその生データに戻っていって、新しいこの５月 29 日から施行される残留基準、中には

0.01 の一律基準というのをオーバーするものがあるのかどうか、ドリフトの影響というの

はどのくらいあったのだろうか、念のために検証しました。けれども、１例もそういうも

のはありませんでした。要するに非常にリスクの少ない話です。ただし、リスクはゼロで

はありませんので、これからも農業生産者を初めとして、皆さん方でできるだけ注意をし

よう、また、消費者の皆さん方も流通関係の皆さん方も、余り過剰にならずに、これだけ

安全性が担保されていてもより安全性が担保される、というのが今回のポジティブリスト

制度なんだという形で、余り過剰にならない反応、これが一番重要だと思っております。 

 以上で簡単ですけれども、説明を終わらせてもらいます。 

○司会 ありがとうございました。 

 次に、生産から消費までの各段階の関係者の皆様方から、ポジティブリスト制度に関す

る取組みなどについてご紹介いただきたいと思います。 

 最初に、ＪＡおきなわ具志頭支店ピーマン専門部会部会長の東江泰彦様から、安全・安

心なピーマンの生産についてお願いいたします。 

○東江ピーマン専門部会長 ピーマン生産者の東江です。何分、このような場はなれてい

ませんので、ちょっと聞き苦しいところもあるかと思いますけれども、ご勘弁ください。 

 まずこのポジティブリスト制度の導入についてなんですけれども、現在前の方々が説明

なさったんですけれども、これについてＪＡを通して説明会が行われたのもつい最近です

ので、現実的には今この一番上の制度の周知徹底、これが一番の今各部会の生産者、その

人たちにこういった制度があるんだよということを、説明会、広報、こういったパンフレ

ットを配布して知ってもらうというまだその段階です。ですからこれからどんどんこうい

ったことに取り組んでいくことが必要です。 

 もう一つは先ほどもあったように、飛散するおそれがありますので、一人一人の自覚が
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大事なんだということで、地域での話し合いとか、隣同士の声かけで飛散しないようにし

ていくことが大事になってくるんではないかなと考えています。次に挙げている他作物栽

培部会との散布協定というのは、これからの理想ですね。菊があったりピーマンがあった

り芋があったりというふうな感じであるんですけれども、そういった部会同士で、こうい

った農薬を使うときにはこういった条件のときにやりましょうねというふうな形で、これ

からどんどんやっていって、飛散しないようにするということ。 

 今、一番僕らが思っているのは、先ほども言われたように、適正な農薬を使用していれ

ば問題ないんだよということを認識して、これからこのポジティブリスト制度について、

取り組んでいきたいと思います。 

現状としてはそういった状況ですので、今生産者として現在あるこの農薬の法律の中で、

いかに農薬を減らしていくかということの取組みについて説明していきたいと思います。 

 まず経営の状況ですが、こういった状態になっています。具志頭のピーマン専門部会の

生産者の中で、低農薬・低化学肥料栽培を行っているエコファーマーというのが 12 名会員

となっていて、少しずつ農薬を減らしていこうではないかということになっています。少

し注目していただきたいのは、ピーマンは栽培の周期が非常に長いということです。今は

定植から 10 カ月ですけれども、種をまくと 11 カ月になるんで、かなりこういった中での

防除が多くなる可能性があるということをご理解ください。 

 皆様、虫というと非常に大きな虫を想像されると思いますけれども、たくさんの病害虫

がいるんですよね。このような形でたくさんの病害虫がいる。先ほどの前の方の説明であ

ったんですけれども、これが入ってしまうともう１年間この生産がままならなくなって、

収入ゼロということが出てきますので、農薬は必要不可欠になってくるということを理解

していただきたいなと思います。 

 ただ、生産者としては農薬使いたいわけではありません。なぜかというと、かなり作業

的にもきついです。それからもう一つは、お金が非常にかかります。だからそういったも

のをなくすために、少しでも農薬を散布しないで低減していこうということで、基本的な

農薬使用の考え方としては、まず１つに、病害虫のつきにくい環境をつくろうということ

です。ハエとか蚊がいた場合、すぐ殺虫剤をふるのではなくて、ハエとか蚊がつかないよ

うな環境をつくる、清潔にするとか、そういったふうな形で栽培ハウス内の湿度とか温度

とかを保って、病害虫のつきにくい環境をつくってあげようとしていくことが重要です。 

 もう一つは人間の体もそうですけれども、弱い体だとどうしてもそういったことができ
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ませんので、ピーマン自体を強くして病気に強い体づくりをしていこうという、１つ目の

考え方として病害虫のつきにくい環境整備をするということ。２つ目には、徹底した観察

による病害虫の初期防除ということです。これには考え方が２つあると思うんですけれど

も、虫がたくさんついてから効率的に農薬をまこうと考えた場合、これはかなり失敗する

んです。先ほどのように全滅してしまうおそれがありますので、こういったことをなくす

ためには、１日１日観察をして、被害が広がる前に初期の段階で病害虫をたたいてしまう

と、そうすると１カ月、２カ月安全な状態でいるということができる。だから観察をして

やっていこうと。同じ作物をつくっていますので、たくさんのデータがありますので、そ

ういったデータの情報交換をしてみんなで注意喚起しながらやっていこうというふうな形

になります。 

 その具体的な工夫なんですけれども、まず緑肥栽培による過剰肥料分も除去するという

のはちょっとわかりにくいんですけれども、この一番上の方、これはソルゴーというんで

すけれども、これを植えて土の中にある余分なものをとって、健康な体をつくってあげる。

人間の体でいうと、コレステロールや中性脂肪をとってあげて健康にしてあげるというの

が、このソルゴーを植えるというふうな形になります。 

 次ですけれども、では健康な体をつくったら次はプラソイラーというのをやって、深く

耕して排水をよくする。これは人間でいうと新陳代謝をよくしてより健康にしてあげよう

ということです。 

 もう一つ、太陽熱を利用した土壌消毒というのがあります。消毒とは書いてありますけ

れども、実際はこういったふうに土の上に栽培のときに上で使ったビニールをそのまま土

の上にかぶせて、これで夏の太陽で 40 度から 50 度まで上げて、土の中の殺菌、菌を全部

殺してしまうんですね。そうすることによって、健康な土づくりをやっていくということ

です。 

 そうした中で、菌がいなくなったんで、次はいい菌をつくってあげようということです。

米ぬかを入れていい菌をつくって、より育ちやすいようにするということです。次に、で

はこの土は健康になったのかということを土壌分析、土の健康診断をして確かめ、その診

断に基づいて何をどれぐらいの肥料を入れたらいいかを決めてやっていって、これによっ

てピーマン自体を強くするということです。 

 次に、化学農薬使用の低減ということですが、今度はつきにくい環境をつくっていこう

ということです。一番の敵はこの雑草ですね。雑草がたくさん生えているときにはたくさ
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ん虫がいます。だからこの虫をなくすためには、雑草を小まめに取りましょうと。これは

農薬を使わなくても済むようにやろうということです。 

 それでもう一つ、この防虫ネットを被覆して害虫の侵入を防止するということ。蚊だと

蚊帳をしますよね。だからその蚊帳みたいな形で防虫ネットを作物にかぶせてあげて侵入

を防ぐ。 

 もう一つはこの通路かん水や上からのミストかん水ということ。加湿してあげることに

よって、乾燥で出る病気を防ごうということになっていきます。もちろん、ピーマン自体

もそのまま放任で栽培するわけではなくて、剪定してできるだけ風通しや光を通すことに

よって、健康なピーマンをつくっていくということになっています。 

 次に防除日誌を記入して、この記入したデータが１年１年蓄えられていきますので、そ

れが貴重なデータになって、次の年生産されていくという形になっていきます。 

 こういったふうな形でできるだけ少なくするようやっていって、この病害虫の発生する

最適な条件というのもこういった温度とか湿度とかいうのがありまして、こういったふう

にあるんで、できるだけこういったことをなくすようにする。人工的に乾燥を防ぐために

は、水をかけてこの地点を多湿の状態にもっていく。では今度は湿気が多ければ、その湿

気をとるために乾燥させるというのがあります。だからこの状態を人工的につくり上げよ

うかなということで、今取り組んでいます。先ほどのプラソイラーというのはこれですね。

これは１メートルぐらい地中に入りますので、地中にたまった水を排出することができま

す。また、除草のために白いマルチを張っています。こういったふうな形で、いろいろな

ことでできるだけ少なくしていこうということになっています。 

 僕らがこういうふうにやっているんですけれども、なかなか消費者の側には伝わらない

ような感じを今つくっていて思います。先ほどの説明の中で、日本の農薬は外国と比較し

ても非常に安全性が高くて、農家は登録された農薬を規則を守り正しく使っています。で

すから安全ですよと本当は強く主張したいんですけれども、それがなかなかうまく伝わり

ません。消費者がうちの畑に遊びにきたときに言うんですけれども、それは農薬使ってい

るのか使ってないか、これだけです。何回使っているとかそういうことではないんですね。

僕らは農薬を規則正しく使っています。だから安全ですよということを本当は言いたいん

ですよね。しかも農産物をこれで多く栽培することができますので、比較的品質のいい農

作物を安定的に価格も安く供給することができるというふうなことになっています。具志

頭のピーマンなんですけれども、今沖縄の協同青果の８割は具志頭産のピーマンになって
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います。こういったことをやっています。 

 先ほど言ったように、農家も農薬散布が非常にきつくてコストがかかるもので、できる

だけ減らしたいということをご理解ください。国が認定した薬ですので、安全ですよとい

うことを言いたいんですよね。それでもやっぱりどうにか減らせないかということがある

んですよね。どうしたら減らせるか。今までは僕ら農家は消費者も販売も見ていないです

よね。ただよい物をつくる。傷のない物をつくる。必要ないようなことまでやっているよ

うな気もします。 

 少し見てもらえますか。この花の方にアザミウマというのがつくんですけれども、これ

がつくと、こういったふうに傷をつけるんです。この傷になるともちろん販売はできませ

ん。ただ、これではなくてこのへたの周りに黒くなるやつがあるんですよね。へたの周り

をよく考えてみてくださいね。へたの周りは食べないですよね。全部を切り取ってやる。

ただちょっとだけ見ばえが悪い。このアザミウマを僕らは農薬使用量の３分の１から半分

はこれを駆除するために使っています。だから、へたの周りが黒いのはいいよと消費者が

言ってくれるんであれば、もっと農薬を減らすことができるんではないかなということが

ありまして、これからは農家だけではなくて、消費者も含めて販売も含めて三者が相互に

交流を持って相互理解することによって、より安全な食をつくれるんではないかなという

ことで提案していきたいのです。この生産者・販売者・消費者の意思疎通、相互理解が必

要であるというのが、今言ったことなんです。けれども、農家は販売を知りません。消費

者を知りません。だから農家も実際にスーパーに行って消費者が何を求めているかを聞い

てくる。消費者の要望があれば、農家に迎え入れてこういった説明などをやりたい。そう

する中で、より農薬を少なくしていけるんではないかなと、それが安心・安全な農作物の

生産と、減農薬・ポジティブリスト制度の理解が進むということだと思っています。です

から、次の段階としてお互いに、消費者は消費者で、消費者の地位向上みたいな形で活動

しているんではなくて、農家も巻き込みながら、農家も消費者のところに行って、消費者

も農家のところに行って、相互の交流を深めながら、より安全・安心・安定的な食づくり

ができないかなというのを思っています。 

 ちょっと緊張していて、聞き苦しかったと思いますけれども、説明を終わりたいと思い

ます。（拍手） 

○司会 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次長露木泰隆様から、食品中に残留する農薬等
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のポジティブリスト制度に関する留意事項です。よろしくお願いいたします。 

○露木技術部次長 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。 

 まず、食品産業センターどういうところかということからご説明しますけれども、みそ、

しょうゆ、砂糖、あるいは食用油、そういった基礎調味料から、例えばパン、菓子、冷凍

食品、そういったものの団体 125、それから上場企業を中心とした 170 の企業会員、そう

いったものが参加しております。例えば団体会員、豆腐１つをとってもその下には県単位

の同じ業界団体がありまして、その下には全国で１万 3,000 事業者、もうご存じのとおり

皆さんの隣にいる夫婦二人でやっているような、そういう事業者も含めると１万 3,000 軒

あるということです。 

 私どもどうしてこういう制度運用の留意事項というのを出そうとしたかというと、まず

１つが法律の言葉、非常にわかりにくい、堅苦しくて難しくてわかりにくい。それから２

つ目、これが皆さんよくご理解いただきたいのが、この後話される小売業もそうなんです

けれども、私どものは一切農薬を使っておりません。製造工程、あるいは販売の現場でも

一切使っておりません。使っていないものを法律ができるからということで、何とか対応

しなければならない。例えば、添加物、これはオーバーしたらもう自己責任です。それか

ら日付打ち間違えたら自己責任です。でも使っていないものをどうやったらいいんだとい

うのが多くの製造業の声でございましたので、こういうものをつくらせていただきました。 

 まず制度のこれよくご理解いただきたいことは、まず本制度はリストに掲載されている

すべての農薬、799 ですか、それの検査・分析は、義務づけられるものではございません。

あるいは、念書を出す、保証書を求める、そういったものを義務づける法律ではないとい

うことをご理解いただきたい。何故かといいますと、日本国内では、先ほど行政の方から

説明がありましたけれども、農薬取り締まり等に基づき、遵守・管理されていれば、残留

基準を一切超えることはありません。また諸外国におきましても、基本的には同じような

規制がされております。国内に流通する食品、これ都道府県で収去検査といって小売から

買ってきたり、そういったことで輸入品と国産品半々ぐらいの頻度で検査を行っておりま

す。また、輸入食品は検疫所で残留農薬等のモニタリングが実施されて、違反事例などが

公表されております。すなわち、行政、いわゆる国と自治体が我々の健康、食の安全、そ

ういったものを担保するような仕組みになっていると考えていただけたらと思います。 

 それから本制度の施行により、農薬使える範囲が広がったり、それから農薬の種類が多
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くなることではありません。５月 29 日を境に農薬の使える種類がふえたり、使える農作物

がふえたり、そういうことでは一切ないということだけご理解ください。要は従前と変わ

らないということ。これまでどおり、農薬取締法で決められた農薬しか使えないというこ

とをご理解いただきたいと思います。 

 その上で、原材料の安全性を確保するよう努めてくださいということなんです。これは

製造業者に対してですけれども、努めるということです。国や都道府県等のモニタリング

結果、そういったものでどういう農薬が違反になっているか、使われているか。それから

原材料の農薬等の使用実態、要は先ほど説明ありましたけれども、どういう農薬を圃場で

使っているか、どういう管理をされているかと、そういったことをまず調べて、そういっ

たものを適切に生産管理した農畜水産物を調達するように努めてください。検査・分析、

これは必要に応じてやります。検査・分析によって、ゼロリスクを求められる、あるいは

違反が絶対起きなくなる、そういったことはありません。検査・分析というのは、その圃

場で農薬が適正に使われていることを証明することにはなります。でも、農産物全部が違

反していないということは証明できません。だから余り検査・分析に頼らずに、適正に使

用されている、適正に生産管理されているものを調達するということが大事です。ですか

らこのような趣旨を理解し、原材料や生産工程に関する適切な情報入手をしてください。 

 では、具体的な手順、対応側の手順ということで、繰り返しになりますけれども、農薬

等は適切に管理されていれば、基準を超えることは一切ないというのは、先ほど来皆さん

が説明してきたことでございますが、それから我々製造業者、一切その製造工程で農薬使

っていません。ですから第一義的には生産者が安全性を担保する義務があります。しかし、

食品衛生法で販売を目的として製造・加工あるいは流通してはならないということになっ

ています。ですから、小売業者にも製造業者にも食品衛生法に適合した原材料を使うこと

というように言われていますので、自己責任で法令順守に努めていただくということにな

ります。 

 ではその手順として、１．原材料生産地における使用実態等の情報収集。先ほどから、

何回も言っていますけれども、国や自治体が公表する違反事例、こういったものが出た場

合は、例えばホウレンソウで出ましたよという場合、それはちょっと注意してください。

そういったものに対しては大丈夫かということだけは注意してください。それから、生産

・流通段階での農薬等の使用実態、こういったものによって 799 をはかるんではなくて、

ＡとＢとＣという農薬が使われていると、その３つをはかろうというふうな形に絞り込む
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ということが大切であるということです。 

 それから、それを把握した上で、念のため先ほどから、ゼロリスクは絶対分析では求め

られないと言っておりますけれども、念のため自分の使用する原材料、圃場で適正に管理

されていたかを知るために分析を行う場合、絞り込んだ農薬だけ、そういったものを目安

をつけてはかっていただくという形になります。これは資料のナンバーがついていません

けれども、私のパワーポイントの資料の後ろについていると思います。留意事項というこ

とで。その一番後ろにデシジョンツリーと書いてありますけれども、そのはかった結果を

これに従って判定していただくと規格に適合しているか、その原材料がどうかということ

でチェックしてください。 

 それから、先ほど生産者の方からありましたけれども、私らが一番思っているのが、コ

ミュニケーション、これが一番大事ではないかなと思っております。やっぱりお互いに信

頼関係を醸成する、信頼されないようなところは結局購入もしてもらえなくなりますし、

販売もできなくなります。ですからよくコミュニケーションをとっていただくということ

で、まず外部コミュニケーションということで、卸売業者、我々の立場からですけれども、

卸売業者とか小売業者、あるいは消費者に対して原材料が適切に管理されている。それか

ら５月 29 日をもって使用基準が変わるものではないということ、今までとやってきたもの

と変わるものではないということの理解を促すということです。それから納入業者、生産

者も含めてですけれども、食品衛生法あるいは農薬取締法に適合した原材料でありますよ

ということを、常に情報の共有化をしていただくということだと思います。 

 それから内部コミュニケーション、ややもすると品管担当者、あるいは購買担当者、そ

ういったものは知っているけれども、ほかの人知らないというのをよく聞きますけれども、

本制度の趣旨を、従業員一人一人皆さんに説明して周知徹底を図っていただきたいと思い

ます。特に製造部門、あるいは物流部門で注意していただきたいのは、農薬を一切使って

いませんと言っても、工場、製造設備、あるいは原料の保管設備、倉庫、そういったとこ

ろを夜中に自動的に薫蒸というか、スプレーして、要は虫がわかないようにしている施設

が多くあります。あるいは例えば豆腐をつくるときに、きょうは蚊やハエが多いからとい

って噴霧する。そうすると、当然のことながらもう皆さん気をつけられていると思います

けれども、ビニールシートを張るだとか、そういうことをしていないと、落っこちた蚊が

製品に入ってしまいますので、必ずそういうことをやっていると思うんですけれども、こ

の制度ができたからという意味ではなくて、そういったものが農薬として交差汚染になる
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可能性があるということです。仕掛かり品とか原料を出しておくなんていうばかなことは

しないと思いますけれども、製造が終わって夜間自動的にやられるときは、必ず原料や仕

掛かり品をしまうというようにしていただきたい。あるいは噴霧した後はふき取り、ある

いは洗浄をしていただくと、これだけは注意していただきたい。こういうのをアウトソー

シングしているところもあります。そこでは委託業者とコミュニケーションして、そうい

うことのないよう徹底していただくということが大事だと思います。 

 それから先ほどから、いろいろな方の資料にも出ていますけれども、ホームページ等で

いろいろな農薬に関する情報が出ています。違反事例もそうです。ですから、こういった

ホームページ等を使って情報収集にも努めていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、これは独立行政法人農林水産消費技術センターが平成 15 年４

月から今年の３月の３年間、自主回収事例というのを調べております。３年間で 685 の自

主回収があったということです。では残留農薬の事例はどのぐらいかといいますと、11 件、

1.6％。それに対しましてアレルギー表示、小麦使っていますとかそういうアレルギー表示

忘れというのが一番多いんです。それから期限表示、要は賞味期限を打ち間違えてしまっ

たというようなミス、単純ミスなんですけれども、それがそれぞれ２割ずつということに

なっております。そのほかに品質不良、これは微生物が発生したという、カビが生えたと

か、そういったものが約 13％。以下異物混入、添加物という形になっております。決して

1.6％を低い数字だと言うつもりはありませんけれども、アレルギーとかそれから微生物は

先はすぐにでも健康被害を起こすことがあります。ですから 29 日から大変だということで

農薬の方にばかり目がいっていないで、こういったアレルギーだとか期限表示、品質不良、

そういった方にも満遍なく注意を払っていただきたいと思います。 

 以上です。 

○司会 ありがとうございました。 

 次に、イオン株式会社食品商品本部グリーンアイ開発部部長植原千之様から、お客様に

安全な野菜・果物をお届けしたい 食の安全を目指してです。 

 よろしくお願いいたします。 

○植原グリーンアイ開発部部長 皆さんこんにちは。紹介いただきましたイオンでプライ

ベートブランドの開発をしています植原といいます。日ごろはジャスコ並びにマックスバ

リューのお店をご活用いただきまして、大変ありがとうございます。この場をおかりいた

しまして、改めて御礼申し上げます。 
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 きょうは、私ども小売業、お客様に信頼される商品をお届けするという立場、そういう

立場から、今一つの民間企業が取り組んでいる事例としてご報告をさせていただきたいと

思います。 

 こちらの方の表は、ちょっとお手元の資料にはついていないんですけれども、今のお客

様が、不安もしくはどういうものに対して関心があるかということを調べたデータなんで

すけれども、ちょっと後ろの方見にくいんですが、向かって左の方の表は、年代別に調べ

たデータです。まず、どの年代も非常に今の消費者は健康というところに対して非常にご

関心があるというところです。そして向かって右の方の表は、どういうものに対して今不

安を感じますかという質問に対して、やはり食品の中に含まれているいろいろな危害物質

等に対して、非常に不安を感じていますという事例のデータです。 

 そういったものに対しまして、先ほど言いましたように私どもイオンは小売業です。お

客様に対して責任ある商品をお届けする立場ですので、店舗で並べる商品については、す

べて自信を持って本当においしくて栄養成分が豊かで安全な物ですよという物をきちっと

胸を張って言い切れる物をお届けしたいということを常々考えております。 

 このデータは平成 15 年、少し前ですけれども、大阪府のインターネットでのモニターの

アンケートの結果なんですが、今の食品に対して安全・安心ですかという質問に対して、

約７割の方の消費者が、そうだとは思わないというちょっとショッキングなデータが出て

おります。ちょうどこの頃は、中国の残留農薬の問題がありまして、また国内でも無登録

農薬等の問題がありまして、こういった非常に食の安全・安心に対する消費者の不信感が

あったというようなことになっております。ただ、その下の方に、食の不信を招いた原因

は生産者、それとか企業、これのモラルの低下だと考えておられる消費者が何と 85％おら

れるということです。 

 また、これは農林水産省の中国四国農政局の方の同じようなアンケートなんですけれど

も、農薬や肥料の適正使用など、農産物の生産段階における安全性確保に向けた取組みに

ついて聞いた質問です。詳細はお手元の資料に書いていますので、それを見ていただけた

らいいんですけれども、ここはやはり生産者と消費者の思い、もしくは実際消費者が感じ

ている、思っていることのギャップがいかにあるか。また逆に生産者の取り組んでいるこ

とがいかに消費者に伝わっていないか。これは流通を初め、私ども小売も初め、私どもの

仕事がまだまだ不十分だということかもわかりませんけれども、こういった非常に生産地

と消費地の間にギャップがあるという現状があります。 
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 そういったことで、農林水産省も施策の中心に食の安全と安心を構築するという大きな

方針を立てられて、いろいろな取組みをされていることですが、そういう中でイオンもそ

ういった農林水産省の方針に基づいて、食品の安全を担保するようなそういう取組みを今

いろいろな形で進めております。これは一つの、今イオンがこと農産物に対して取り組ん

でいる一つの事例ですが、2002 年、約４年前からイオンはやはり食の安全を今以上に構築

するには、やはり対処法的な対応ではなくて、仕組みを作って取組んでいこうという考え

方に立ちまして、これはＡ－Ｑというんですけれども、イオンの農産物を取引させていた

だいていますお取引様とその品質管理について基準を設けて、それに基づいて管理してい

こうという取組みをスタートいたしました。 

 どういうものかといいますと、まずはお客様に本当に信頼される商品ということで、１

から６まである目標を生産者の方と共有化して、それを目指そうということにしています。

ではそれを目指すために生産過程をもう一度見直して、生産過程における食の危害を考え

て、それに対してその危害をできるだけ少なくするような対応をお互いに取り組んで、そ

してその取組みを記録に残しながら、お客様にそのことを伝えながら、より信頼される物

づくりをしようという考え方のものを、このＡ－Ｑと呼んでいるわけですけれども、こう

いう取組みを今現在一部の農産物からスタートを始めております。 

 まず生産、それとでき上がった生産物を製造する製造、そしてそれらを加工・流通させ

る、こういう３つのところに分けまして、それぞれに生産に関しましては適正に生産する

規範、そして製造の部分に関しては適正に製造する規範、そして流通・加工に関しまして

は適正に流通させる規範を設け、規範に基づいた管理をしていこう。そしてその規範の求

めているレベルを達成するために、それぞれ組織的なマネジメントシステムをつくった中

で、それらの規範を達成しようという取組みを、先ほど言いましたこのＡ－Ｑというふう

な概念としてつくったわけです。 

 その中で、今回のこのポジティブリストと絡まるところのもので、ＧＡＰというところ

について簡単に触れさせていただきたいと思います。このＧＡＰというのは当たり前のこ

とをきちんと取り組んでいくという内容で、先ほどからありますとおり、農薬というのは

適正に使えば残留基準値を上回ることはなく、当然、安全を担保された農産物をお届けで

きるという視点に立って、いろいろな形の基準等をつくっております。ＧＡＰは生産者及

び生産管理責任者の生産における規範という位置づけで、安全及び優良農産物実現のため

の「生産面」の規範という内容です。 
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 ではどういう内容になっているかといいますと、これ以外にもあると思うんですけれど

も、ねらいは大きく３つというふうに書かれています。１つは、高質で安全な食品の供給、

そして環境への負荷を低減した環境保護、そして働く人たちの健康と安全の確保という視

点に立ったその行動規範というもの、適正生産規範というものになっております。これは

適切な生産管理のための手順や方法を定めたもので、つくり方の基準ではありません。農

薬を減らそうとか化学肥料を減らそうとかいうものではありません。 

 具体的にはその管理項目は、全部でイオンの場合、13 あります。まず人・組織に求める

項目、そして種とか品種、水の管理、圃場の管理、あと土づくり・土壌の管理、肥料の管

理、病害虫の管理、あと栽培管理、収穫後の管理、環境への配慮、それから労働者保護・

管理、記録とトレーサビリティー、あと最後はお客様の声を反映するという内容になって

おります。その７番目の病害虫管理の中には、こういった項目が出ています。 

 まずは、防除指針の作成ということです。先ほど生産者の方が説明したとおり、基本は

土づくりですね。永続的な生産環境をつくる土づくり、そういったものに基づいたできる

だけ防除を減らすような、農薬に頼らない防除の励行という考え方を入れた防除指針の策

定、そして３つ目が法を遵守する農薬の選定、そして農薬の適正使用、先ほど来あります

濃度の問題、使用してから収穫するまでの日数の問題、あと回数の問題等、それをいかに

適正にするか、そして散布の記録、それから散布者の教育、適正な残農薬や空容器等の処

理、それから適正な保管管理という項目で、これはあくまで項目です。 

 その次、ではこれをどういうふうに内容になっているかといいますと、これはイオンの

ＧＡＰの一例ですが、全部で 13 項目のうち、最初のこのうちの７の項目の病害虫管理の１

ページをあらわしたものですけれども、向かって左側の方ですね。お手元の資料もちょっ

と見にくいかもしれませんが、内容は先ほどその前のページにありました農薬の適正な保

管管理の１ページをあらわしたものが、この向かって左側の方ですね。農薬は法に従い、

安全に保管しなければならないというような項目になっています。そのためにはでは何を

するかということをイオンと生産者がお互い考え、知恵を出し合ってまとめてきておりま

す。これはあくまで１つの事例であって、これは産地の創意工夫によって、この取組みの

実践内容はどんどん今変わってきております。 

 また右の方は、これは今回のポジティブリストに関係するところですけれども、圃場管

理のところですね。圃場の周りから受ける例えば化学物質とかオイルとかその他の汚染物

質等の汚染を避けるような取組みをしてくださいということを、こういったＧＡＰで求め
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ているわけです。それに対して、例えばまず環境、自分の畑の周りをまず分析して、どう

いう移染、汚染、もしくは危害要因があるんだろうということをまず生産者の方が認識す

るような場を設けてくださいねということから始まって、具体的にこういうふうな取組み

をしたら、そういった周りからの汚染の危害を防げるんではないかなというような、そう

いった規範がＧＡＰの内容になっております。 

 これは実際、そのＧＡＰに基づいて農薬管理の規範を実践した産地の一事例ですけれど

も、農薬の保管は施錠保管できる保管庫に保管する、分別して一応決めて保管しながらそ

の出入りを台帳で管理するということ。またその保管庫の表には管理のマニュアル、手引

書みたいなものをつけて、そのとおり誰でも間違いない手順に従って管理できるというこ

と。これを取り組んでいただいた産地の一事例です。 

 それともう一つ、やはりＧＡＰだけではなかなか今回の問題もありますので、今現在こ

れはプライベートブランドの商品に限定しますけれども、特にドリフトリスクを分析しな

がら、その結果何らかの問題がある場合、それを防止する対策の具体的な取組みをこのよ

うな形で分析して対応をしていただいております。 

 ただ、やはり先ほどから話がありますとおり、絶対というものはあり得ないと思います

ね。ですから少しでもやはり今考える可能性、問題等に対して、一つ一つ着実に行動して

いくということが、まず今の私どもの取り組めることではないかということで、そういう

視点で今取り組んでおります。やはりそういったことは意識から変わらなければ、実際の

行動にあらわれません。そういうことで、今イオンとして少しでもお客様に安心いただけ

るような商品づくりを取り組んでおります。 

 非常に短い時間でしたので、十分説明はしきれませんでしたけれども、どうもありがと

うございました。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは最後に、沖縄県生活協同組合連合会会長理事の伊志嶺雅子様から、食の安全を

求める消費者としてポジティブリスト制度導入は大きな前進、円滑な運営を期待、よろし

くお願いいたします。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました伊志嶺で

ございます。きょうはこのような意見交換会を開いていただいて、大変感謝しています。 

 きょうは私と沖縄県女性団体連絡協議会の安里千恵子さん、会長さんですけれども、両

方で消費者側の代表ということで参加する予定でしたけれども、私の方がきょうは１人で
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対応したいと思います。 

 きょうはこれまでの消費者が取り組んできたことと、今後の問題意識等について、私の

方から短時間ですけれどもお話しさせていただきたいと思います。ちょっとこれは安里千

恵子さんの方の沖縄県女性団体連絡協議会はこういう団体ですよということをちょっと書

いたもので、皆さんにこういうご紹介をさせていただきますけれども、今県内の主たる女

性団体が 32 団体加盟していまして、暮らしの問題とか平和、人権、男女共同参画問題につ

いて、ともに力を合わせて活動している団体です。きょうは会長さんが来られませんでし

たけれども、消費者としてこれからもいろいろな面で活躍すると思いますからよろしくお

願いします。 

 沖縄県生協連についてもちょっとご紹介させていただきたいと思います。沖縄県生協連

は、現在会員生協は９単協で会員名は下の方に書いてございます。会員の総事業高は 355

億円で、会員総組合数は約 30 万人ということですけれども、結構世帯数とすると大変大き

な消費者組織になっています。 

 消費者団体のこのポジティブリスト制度導入に向けたこれまでの働きかけなんですけれ

ども、1995 年に当時の厚生省が食品衛生法改正の作業を進めていたときですから、足かけ

10 年近くこの導入の取組みをしています。10 年でやっとこのポジティブリスト制度導入が

されたことになって、大変うれしく思っています。当時の消費者がなぜポジティブリスト

制度を求めたかということですけれども、当時輸入農産物が急激な増加をしていまして、

残留農薬規制の規制が追いつかなくて、残留基準のない農薬等が検出されたとしても、流

通を規制することができないということを知ったり、それから農水省が管理する農薬使用

規則と、厚生省が管理する食品衛生法の残留農薬規制との間における連携が、当時まだ不

十分だったということもあって、国内で農薬の使用が認められているにもかかわらず、そ

の薬剤の食品中の残留基準が設定されていないということがあったりしたので、私たちは

ポジティブリスト制度をつくった方がいいんではないかということで、このころから話し

合いを進めてきました。それで要望をし始めています。 

 当時の要請事項ですけれども、全国の消費者団体が全国消団連として８項目の要請事項

を厚生省に提出しましたけれども、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

薬基準に適合した物のみ流通を認めるようにすることとして、ポジティブリスト制度の導

入を要請いたしました。 
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 その後、生協としては 2000 年から食品衛生法の改正を求める国会請願署名活動に取り組

んできました。この請願署名項目の中にも、この問題を明記して要請項目にしています。

この国会請願は、最終的に 2001 年の 12 月の国会において、衆参両院で採択されましたけ

れども、このときに集約された請願署名は約 1,372 万筆ということで、もうとても大勢の

方の賛同を得ました。県内でも 11 万の署名が集まりました。このことからポジティブリス

ト制度の導入というのは、全国の多くの消費者の願いでありました。したがって、この制

度が導入されたことに対しては、大変喜んでいるところです。 

 昨年５月に実施しました私たち日本生協連の食品の安全・安心に関する消費者ニーズア

ンケートによりますと、消費者がどんなものに不安を持っているかということについてで

すけれども、ＢＳＥについて、やっぱり残留農薬について不安だというのがとても多いで

すね。それで不安であるが 59％、やや不安であるが 37％ということで、合計 96％にも達

しています。他のいろいろなこれ以外にも先ほどにもありましたけれども、残留農薬に対

する消費者の不安というのは結構大きなものがあると思います。この消費者の不安をなく

すためには、このポジティブリスト制度導入が大きな役割を果たすことになると思います。

したがって、この制度が円滑に機能することを私たちは望んでいます。 

 この制度が本当に円滑に機能するためには、やっぱり生産者、事業者の協力が不可欠で、

この法律を守っていただきたいこと、それから生産者の生産履歴の適切な記録、これがぜ

ひできるようにお願いしたいなというふうに思っています。それから農薬とか飼料添加物

等、生産資材の管理というのがまだまだきちんとなされていない例が結構ありまして、駐

車場の奥にぱっぱっと農薬等が置いてあるというのはまだまだあるかなというふうに思っ

ています。あとドリフト対策です。そういう意味で指導・管理のための行政の役割という

のは大切になってくると思っています。 

 今回のポジティブリスト制度導入に伴う前進面についてですが、例えばこれまでの規制

の網にかからなかった部分をすべてカバーすること。この制度の導入によって、ある食品

から残留基準のない農薬等がもし検出されたとしても、今までは規制できませんでしたが、

今後はそういうことがなくなるということは前進です。また、加工食品を含むすべての食

品がこの制度の対象になるということも、私たちにとっては大きな喜びです。それから加

えて飼料中の残留農薬基準や、動物用医薬品の使用規制についても、整備されるというこ

となので、大変前進しているなというふうに思います。 

 次は、今後の取組みや課題についてです。実は生協も事業をしているわけでして、私は
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消費者の立場ですけれども、生協も事業をしているということで、それで私たちの商品事

業にもこの制度に対応できるようなことをしないといけないなということで、頑張ってい

るところです。あと、地方自治体では年度当初に、このポジティブリスト制度にかかわる

監視・指導計画をつくるということになっていますので、消費者としてはそのためにパブ

リックコメントを出したり、いろいろな意見を述べていきたいなというふうに思っていま

す。それから導入後の見直し・検証の報告ということがあるようですので、やっぱりこの

制度が本当に円滑にいくように、そういうときには私たちも協力したいというふうに思っ

ています。 

 それから、これは生協としての対応ということでちょっと書いてありますけれども、今

生協連の中のコープおきなわ、事業をしておりますけれども、そこでは生産者と一緒にポ

ジティブリスト制度に関する学習会を何回か実施しています。その中でもぜひ生産者の生

産履歴が適切に記録されているということを確認したり、それから制度の導入をきちんと

守るようにということで、お互いに学習会を開いています。 

 それから生協としては商品検査を実施しています。日本生協連や九州地区の各県の生協

とか、それからコープおきなわ独自でも検査を実施することにしています。それから組合

向けの広報の強化、機関誌や共同購入カタログなど、あらゆる面で消費者へ正確な情報提

供ということで、これはとても大切なことだと思っています。消費者は、この制度につい

て実はたくさん署名を集めているのにと言われるかもしれませんけれども、実際は中身に

ついてやっぱりまだまだ理解が不十分なところがいっぱいあります。そういう意味で、や

っぱり消費者自身がもっともっと学び合いということも必要ですので、組合員向けの広報

を強化しながら、消費者自身も学べるようなことをしていきたいというふうに思っていま

す。 

 以上をまとめますと、ポジティブリスト制度は消費者・組合員からの要求で成立した制

度で、これまでの規制からは大きく前進していまして、運用に当たっては、その生産者か

ら消費者までの途切れない対応ということができれば、大変進むなというふうに思ってい

ます。その中で、リスクコミュニケーションがこれからはこれがとても大事になっていく

なというふうに思っています。先ほどから生産者・消費者との関係、お互いの交流とかい

ろいろな話がありましたけれども、こういう意見交換会にも私たちは積極的に参加しなが

ら、消費者の意見を反映したり、さまざまな情報を得て、そしてそれを多くの人に知らせ

ていくということをしていきたいなというふうに思っています。やはりその中でも本当に
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今のリスクコミュニケーションというのが、食の安全システムの１つの中で大きな重要な

ところを占めています。双方向で意見交換をするというリスクコミュニケーションの大切

さを強調したいと思いますし、そのために私たち生協としても、そして消費者としても、

この大切さを強調していきたいというふうに思っています。 

 ちょっと簡単でございますけれども、これで終わりにしたいと思います。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 それではここで約 15 分間の休憩を設けさせていただきます。午後２時 40 分からパネル

ディスカッション及び意見交換を行いますので、お時間になりましたら、お座席にお戻り

ください。よろしくお願いします。 

（休  憩） 

○司会 それでは、皆様ご着席いただけたようですので、これからパネルディスカッショ

ンと意見交換を行います。 

 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の皆様を

ご紹介いたします。 

 まず、皆様からごらんになって一番左側に、コーディネーターの順天堂大学医学部公衆

衛生学教室の堀口逸子先生でございます。 

 次に、パネリストの皆様でございますが、左から２番目から順に、先ほどご説明いただ

きました沖縄県生活協同組合連合会会長理事の伊志嶺雅子様、それから、イオン株式会社

食品商品本部グリーンアイ開発部部長の植原千之様、それから財団法人食品産業センター

技術部次長露木泰隆様、続いてＪＡおきなわ具志頭支店ピーマン専門部会部会長の東江泰

彦様。 

 それから最後に関係行政機関として、東江様の隣から厚生労働省食品安全部監視安全課

の宮川課長補佐、農林水産省消費・安全局農産安全管理課横田農薬対策室長、最後に内閣

府食品安全委員会事務局勧告広報課齋藤リスクコミュニケーション専門官です。 

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

ーターにお願いいたします。 

○堀口公衆衛生学教室助手 順天堂大学公衆衛生学教室の堀口です。きょうはコーディネ

ーターとしまして、議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 このポジティブリスト制度の導入に際して、これまで全国各地でまず制度についてのリ

スクコミュニケーションを農林水産省、厚生労働省、関係する省庁で進めてきたと聞いて
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おります。そして今回、今月５月に入りましてから全国 10 カ所において、今度は関係者間

がこのポジティブリスト制度に関係する消費者から生産者まで、それぞれの立場の方々が

今置かれている現状やこの制度について相互理解を深めるということを目的に、この今回

のリスクコミュニケーションが開催されているというふうに説明を受けております。 

 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、フロアを含めて関係者で今

講演の方でいろいろと取組みをご発表していただきましたので、現在その取組みをご参考

にしながらも、まだ抱えている現場で困っていることや、気づいた点、それから感想など

を中心に議論を進めていきたいと思っております。 

 私フロアの方に振らせていただきますときには、お名前は言いたくなければご所属も結

構ですが、どういった立場で意見なり考えを述べられるのか、生産者の立場なのか消費者

の立場なのか、例えば加工・製造メーカーの立場なのか、流通メーカーの立場なのか、そ

ういう立場の表明をしていただきご発表していただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 それでは早速お話を進めていきたいと思いますが、この今回のフロアは加工・製造業者

の方が一番多い割合を占めております。この制度自体は１,000 万人を超える消費者の請願

によって進んできた制度、制度が開始されるわけですが、消費者の方のご参加がちょっと

少ないのが残念なんですが、きょうは消費者を代表して伊志嶺さんに来ていただいていま

すので、伊志嶺さん個人でも結構ですので、これまでの生産者から流通事業者にかけての

取組みについてご発表があったと思うんですけれども、お感じになった点やちょっと質問

したいこととか、疑問に思っている点があれば言っていただきたいと思います。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 消費者としては、この制度ができたことを本当にうれしく思

っているところです。それでちょっときょうお話を聞きましたけれども、最初に東江さん

のお話、安心・安全なピーマンの生産ということでお話が大変わかりやすくてよかったな

というふうに思っているんですけれども、生産者としてとても頑張っていられると。 

 沖縄の農家の皆さんでも、私たち生協の方の産直をしていらっしゃる方も大変頑張って

おられますけれども、農薬について今までもきちんと管理し、そしてそれ以上に、またな

おもっと減らそうという努力は大変すばらしいなというふうに思っているところですけれ

ども、やはり沖縄の場合、全体として消費者としては、やっぱり残留農薬とかそういうふ

うなことに対してやはりまだ心配、不安というのはあるんですね。そのためにはぜひ記帳

運動というか、それを担保する形で記帳をするという習慣、それがどこの農家でもあるい
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はどこの家庭でもできるようなことができるようになれば、この消費者の不安が本当にな

くなっていくなというふうに思います。 

 消費者としては、今度は自分たちも農薬をまくこともあり得る、そういう中で、いつ何

回まいたということが書くことというのが本当に大変なことと思いますけれども、こうい

うことが全体的にできるようになることを望みたいと思います。そうすることによって、

今まで先ほどもありましたけれども、全体的には農薬が適正以上に使われるということは

それほどないのかもしれませんけれども、それが目に見えないというのがやはり不安の大

きなことなのではないかなというふうに思っていますので、そういうことができるように

なればいいなというふうに思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 それでは、まずそこから。今、伊志嶺さんのお話にあった、

記帳、農薬の履歴を記載していく、すべての農家においてという話だったんですが、その

前段としてまだ心配、不安だと。その心配、不安だと言われていたのは、これまで農家の

方のお話を聞いたりとか見たりとかして、その履歴が書かれていないとか、そういうよう

なことを知ったりとかしたからなんですか。農薬は適正に使っていれば安全だという話は、

ずっと今までもあったと思うんですが、その不安のところは。記載をきちんとすれば不安

は解消できるということですか。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 それだけではなくて、やはり農薬という、先ほど東江さんの

方からもありましたけれども、やっぱり農薬に対してはやっぱり消費者としては余り全部

が全部理解できているというふうではなかなかなくて、農薬を使っているか使っていない

かということだけで判断するということはまだまだあるんですね。だからそういう意味で、

きちんと使えば、このポジティブリスト制度の中でも特に問題はないわけですし、普通今

までも特に問題がなかったわけです。けれども、残念なことに今まで何回かそういうこと

がないことがありましたよね。それはマスコミにも載りますし、正直に発表することはい

いことなんですけれども、それが特に安全な農薬がないというふうにちょっと頭にこびり

ついてしまった面もあって。消費者の勉強する努力ももう少し必要かなというふうには思

っていますけれども。 

○堀口公衆衛生学教室助手 その農薬の履歴をしっかり書くことというのは、ポジティブ

リスト制度を運営していくにはとても重要なことですが、もし東江さんの方で、そのピー

マン部会以外のところのＪＡなり農家のそういう運動など、もし何か取組みをご存じでし

たら少しお話ししていただきたいのですが。 
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○東江ピーマン専門部会長 今記帳の問題があったんですけれども、やっぱり行政とかＪ

Ａですと、いろいろな複雑怪奇に富んでいろいろな農薬の名前があって、どれをどのよう

に書いていいのかどうかがわからないという農家が出てくるんですよね。 

 僕ら部会としましては、まず１つは先ほどのエコファーマー12 名いるんですけれども、

その 12 名でこれまで３年目に突入していますんで、１年目に使った農薬を全部書いていく

んですよ。記帳していきます。そうしたら、その一人一人農薬の名前が違いますんで、そ

ういった中でこれは使える、これは使えないなとこういったことで、でも１月とか２月と

かそういった時期には余り使わなくても大丈夫なんだよ、減らせるんだよということで、

１年目は薬剤が多い。２年はでもこういったデータの蓄積をしていますんで、もう少し減

っていく。使う農薬の名前はもう決まっていますから、ピーマンに使える農薬をそのまま

書いてあります。もうすぐ使えるやつを書いてありますんで、これをそのまま日付を入れ

ればいいですので、だからそんなに難しいことではないような気がします。そういった中

では。 

 ただ、これはこのピーマンという品目だけですので、ほかのゴーヤとかほかのものだと

少し難しくなってくるのかなと思うんです。 

 もう一つなんですけれども、やはり年齢的に非常に高い方々がいますので、鉛筆を持つ

のも抵抗感があるんで、私たち部会としまして、そういった人にも簡単に書けるように、

普及所やＪＡを通して、１年間の薬のローテーション、使える農薬、もうこれしか使って

はだめですよという感じでローテーションをつくって、やってみたんですけれども、これ

はさすがにまだ導入の段階には至っていません。一応、表はつくってあるんですけれども、

使える農薬の大体使える回数、ちゃんとしたこの使用量とか、そういったものを書いてあ

るんですけれども、さすがに天候とかそういったものがありますので、なかなかこれは使

えていません。でもこれが使えたらもう本当に非常に安心してできるんではないかなと思

います。これもさっき言ったやっぱりデータを蓄積していって、少なくしていくことが必

要になってくるんではないかなと思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ローテーションまで試みられているということですが、きょ

うフロアの方にも、生産者の方がいらっしゃるのですが、今の農薬の使用の履歴について、

何か工夫をしていることとか、差し当たり難問に立ち向かっていらっしゃることとか、も

し何かありましたらフロアの方から発言していただきたいと思いますが、何かありません

でしょうか。 
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 発言される方は挙手をしていただければと思いますが、生産現場の非常に大変な状況で

もご発表していただければと思いますが。いらっしゃいませんか。 

 それではイオンさんの方でも、規範づくりというところで生産者の方と接することがあ

ると思うんですけれども、その生産履歴、そういったことをやっていく、先ほど農薬の保

管箱の写真もありましたけれども、何か規範を推進していくところで課題になっていたり、

いろいろな声が上がってくると思うですが、何かありましたでしょうか。 

○植原グリーンアイ開発部部長 そうですね。今日本国内でイオンだけでなくて、当然生

協さんも取り組んでおられるし、また全農さんも取り組んでおられます。そういう中で、

実際やってみて、今の課題というのは、記録というのは後できちっとみずからそれをお伝

えするために必要なんですけれども、やはりそのできばえというんですか、農薬でもその

使用基準を守らなければ、やっぱり残留農薬基準値をオーバーする可能性がある。守ると

いうのは皆さんもわかっているんですよね。それをどう守るかというところが、一番今回

のこのポジティブリストの課題だと思うですね。だから 1,000 倍ありますよ、３回だけで

すよ、それはわかっているけれども、では 1,000 倍を守るためのやり方、そこがやはり一

番かぎになるんですよね。10 人おられる中で、10 人とも正しく 1,000 倍守るためのやり方

をその組織で考えてルール化して、そのとおりみんなで確認し合う。そういうことだと思

いますね。 

○堀口公衆衛生学教室助手 全くミスを犯さない人はいませんので、みんなは守るという

ことは当然認識をしていて、どう守るかということをみんなでその生産者を含めて、組織

で考えていくというところだったと思います。ということで、フォーマットをつくろうと

されていたり大変ご苦労をされているようですけれども、次２点目、先ほど。どうぞ。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 ２点目は、交流不足というか、本当に生産者は生産者、消費

者は消費者、やっぱり沖縄においてもまだまだ交流不足だと思います。いろいろなところ

で交流はしていますけれども、これがまだまだなので、何か本当に行政も一緒になりなが

ら、この辺を強化できる方向でできればなというふうに思いました。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ということで、きょうのパネリストは地元の方と地元ではな

い方が両方いらっしゃるんですけれども、沖縄の地元でも交流をしていきたいというとこ

ろで、きょうは沖縄の地元の行政の関係者の方も来られております。リスクコミュニケー

ションを推進していく立場として、もし行政関係者の方でこういう方向でその消費者を含

めた流通業者、加工業者、生産者の交流、コミュニケーションを進めていくといったよう



 

- 31 -

なところ、もしきょういい宣伝にもなろうかと思うんですけれども、お話ししていただけ

る方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いしたいのですが。いらっしゃいませんか。 

 農林関係の方でも、あと生活衛生関係の方でも構わないのですが。 

 後ろにおられる方にマイクをお願いいたします。 

○発言者１ 沖縄県薬務衛生課の者です。一応、食の安全・安心ということでそのチーム

に入っておりますけれども、いわゆるこのようなリスコミを県単でやらなければいけない

だろうというふうに思っています。今国の方が来られてこういった大々的にやっておりま

すけれども、もう少し小さい規模で、例えば北部だってあれば北部とか中部とか割とこじ

んまり、極端に言えば、公民館を借りて地元のＪＡの方に参加いただいたり、市町村の営

農推進の方に参加をいただいているという形で、わかりやすいリスコミをやらないといけ

ないんだろうというふうに思っています。 

 それから今私は一消費者として思うのは、一応ポジティブリスト制度は導入されたけれ

ども、例えばこれ本当に守られるのかというのが非常に不安だと思うんですね。そこをど

うやって確認するかという部分についても、例えばそれを指導する側の農水の側と、監視

というそういうシステムがあるのだということを説明する。私自身は衛生関係としては逆

に農水関係に対してちょっと疑心暗鬼な部分もあるわけです。守られたのをどうやって担

保するんですかという話が余り出てこないんで、そこら辺が明確にならないんで、恐らく

消費者の不安というのはなかなか解消されないのかなと思うんです。 

 そういった意味でとてもローカル、もっと小さいリスコミを幾つも幾つも積み重ねるこ

とによって、お互いの信頼関係が築かれていくのかなと思いますけれども。 

○堀口公衆衛生学教室助手 県の方でも予定はされているんですか。 

○発言者１ 今、条例を制定準備しておりますし、あと沖縄県の危機管理プログラムとい

うか、行動計画も今策定中でございます。今途上でございますので、今いつまでにどうす

るというのはなかなかちょっと申し上げにくいですけれども、一応リスコミもそれの重要

な中核の１つでございますんで、それを中心に添えれば、それをもっとローカルな形で幾

つも幾つも介在するというふうに頑張っていけばなんとかなるかなというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございました。 

 伊志嶺さんもう少し県全体ではなく、地域別にも進めていくというお話しでしたが。 
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○伊志嶺沖縄県生協連理事 それはぜひそうしていただきたいと思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ということで確認できましたが、１つ今ご質問があったと思

いますが、今農林水産省の方と厚生労働省の方と立場が少し違うというお話がありました

が、もし室長、今のことにお答えできれば。 

○横田農薬対策室長 実は私ども、各ブロックごとのリスクコミュニケーションをやって

いっておりまして、きょうはたまたまポジティブリスト制度という形でやっておるんです

けれども、先ほども伊志嶺さんからありましたけれども、そもそも農薬についての漠然た

るやっぱり不安感とか不満感というのもあるものですから、やっぱり生産者と消費者の間

でコミュニケーションをやってもらおうというのは、私どもレベルでもやっていますし、

あと各ブロック単位、また各県には農政事務所というのがありますので、そういうレベル

でもやっています。またそれ以外にも、農薬メーカーでつくる農薬工業会というというの

があるんですけれども、これは北野武さんのお兄さんの北野大さんを招いて、そこでリス

クコミュニケーションをやっています。そのときに帰り際にお土産として、結構農薬を適

正に使ったお野菜なんかを配るものですから、大体１会場 1,000 名とか、1,500 名ぐらい

来ておるようなんで、そういうことも農水省としてはきちんとフォローしてやっていきた

いと思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 それぞれの部署で、いろいろとされているということだった

と思います。 

 次、何か３点目はありますか。もしなければ別に行きます。 

 きょうは相互交流とも関係すると思うんですけれども、食品産業センターの露木さんの

方からは、外部コミュニケーション、内部コミュニケーションという話があったと思いま

す。加工業者の立場としてそのコミュニケーションをどのようにとらえているか、もう一

度ちょっと整理をしていただきたいと思うんですけれども。 

○露木技術部次長 ちょっと誤解なきようにお願いしたいんですけれども、分析を一切す

るなと言っているわけではなくて、大手には億単位の投資をして分析機器を入れて、ある

いはアウトソーシングしてほとんどの原料をチェックしたというところもあります。 

 ただ、先ほども言いましたけれども、小さい事業者、夫婦二人でやっている事業者もあ

ります。今、528 種類の農薬分析が出ているんですけれども、一部個別分析も入れると 70

万円かかるという話も聞いています。月に 70 万円稼ぐといったら、原料とかそういうのを

引いて、ちょっと豆腐屋さんをやっていけない。もう廃業していかなければならない。そ
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ういうことでコミュニケーションが大切ですよということと、もう一点が、加工食品はほ

とんど分析することできません。生のコーヒー豆ははかれるけれども、例えばローストし

てしまったらもうカラムを一発でだめにしてしまう。カラムというのは、分析機器の一番

重要なところなんですけれども、それを一発でだめにしてしまうということもありまして、

なかなかはかるすべがない。となると、原料にさかのぼるしかない。 

 それからもう一つが加工食品、いろいろなスパイスから含めていろいろなものを調合し

ています。加工食品ではかって例えば出てしまったとしても、トレーサビリティーできな

いんですね。どれが問題だったのかというのは、トレーサビリティーできない。そのため

に、よく生産管理した原料を使いましょうということなんです。そのときに例えばお隣の

方から直接仕入れているとして、もしこの方が信用できなかったらやっぱり購入しません。

やっぱり人柄だとか普段からのコミュニケーション、この人だったら間違いなくやってい

るね、生産管理しているねとそういうところから私どもは買います。これは野菜に限らず

すべてですね。添加物しかり、すべての物しかりです。ですから、分析に関する例えば念

書を出すよと、あるいは保証書を出すよと言ったってそんなもの幾ら積み上げたって、ゼ

ロリスクをおえません。それよりも隣の方とよくコミュニケーションして、信用してその

方から購入するという形を、私どもの会員にはお勧めしています。 

 以上です。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ということで、原材料を加工する際の原材料を仕入れていく

先の企業の方とのコミュニケーションのお話しだったと思うんですが、フロアの方で加工

業の方で、何か今現実困っていることや、質問などありましたら、挙手をしていただけれ

ばと思います。何かいらっしゃいませんか。大丈夫ですか。 

 どうぞ。 

○発言者２ 私は惣菜製造業の方で品質管理をしております。やはり今お話を聞いていて

もこの制度と現場といいますか、生産者とのその意識ですとかそういうもののギャップと

いうのをとても感じております。大手のユーザーさんからは、分析結果をすべて出せとい

うことは不可能であるので、生産者の製造履歴ですとか、使った農薬の施肥記録ですとか、

そういうものがそろっている原料のみを使用してくださいというような、厳しいユーザー

さんも今実際に出ているんですけれども、やはり先ほどお話しありましたように、記録の

整備というのがちょっとできていない。ＪＡさんの方でも、支部ですとか野菜ごとに制度

の進み方といいますか、そういうものが全く異なっていて、防除日誌はつけさせているけ
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れども、それがゼロリスクにつながるということではないんで、誰かの代表の日誌を出し

たとしても、それが全員のものを代表できないということで、記録を出していただけなか

ったりとか、なかなか話がうまく進まない部分があります。先ほど農林水産省の方に監視

という考え方があるのかというようなお話も出ていたんですけれども、ちょっと話がとり

とめなくなってしまうんですけれども、その辺のコミュニケーションが大事だというのは

わかるんですけれども、惣菜になりますと扱っている品目が何百種類にもなるものですか

ら、１対１の会話ではなくて、その取引先さんの先、その先、原料は海外というようなど

んどん広がりが出てきてしまって、私どもとしましても、どこから手をつけていいのかち

ょっとわからないような状態になっていますので、何かいいアドバイスがあればいただき

たいと思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 まず１点は、ＪＡに問い合わせたところでまずその履歴が出

てこないで困る、ＪＡの中でいろいろ対応がまちまちで困っていて、出てくるところ出て

こないところがあるという現実が１点と、もう一つはどこまで追いかけていってその検査

とは関係なく履歴を求めていくかという２点の話でよろしいですか。 

 もし、ＪＡ、ちょっとピーマン部会とはまた違うかもしれないんですが、今後の取組み

として何か意思表明などしていただければそれで結構ですし、また次にどこまでどうだと

いう加工メーカーとしての立場として、露木さんの方からお答えしていただこうと思うん

ですが、ＪＡの方何かありませんか。フロアの方で。 

 東江さんどうですか。何かお答えされますか。すべてを把握しているわけではないと思

うのですが。 

○東江ピーマン専門部会長 先ほど言ったやつですけれども、やっぱり人数が多くなると

どうしても対応にまちまちですので、それが難しくなる。ＪＡになるともっと組織が大き

くなっていきますんで、農薬の品目も大きくなりますんで、できたら少人数、例えば 30 人

とか 40 人で全く同じ栽培方式でやると。具志頭村で昔ですけれども、カスミソウをつくっ

ていました。県の 95％ですか、カスミソウをつくっていたときには、もう最初から最後ま

で同じ生産方式を一手につくりました。これから違反するのはだめですよという形でやっ

たんですよね。ですからもうそういう要望にこたえるためには、もうそういった組織づく

り、僕らのピーマンはこうやってつくっていますから最初から最後までこういったことに

納得できる、守っていける生産者だけ加わってくださいというふうな形でしか多分対応は

できないと思います。よろしいでしょうか。 
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○堀口公衆衛生学教室助手 ということは、そういう人たちを加工さんの立場としては、

しっかりと信頼関係を結んで材料を仕入れていくのがいいんではないかというようなお話

でしょうか。 

○東江ピーマン専門部会長 そういうことになりますね。 

○堀口公衆衛生学教室助手 それでは露木さんの方からどこまで追いかけていってとい

う、検査ではないんですが。 

○露木技術部次長 これは非常に難しい話だと思います。ごくごく一般論でしかちょっと

しゃべれないと思うんですけれども、基本的にはワンステップバックでいいんではないか

と思うんですね。フードチェーンそれぞれが、消費者も当然なんですけれども、自分が買

った物に責任を持つというか、いい物を購入するという考えを持つしかないと思います。

私どもこの留意事項をつくったのは何でかと言いますと小売業から違反していないという

念書を出せとか、それから全部の農薬をはかってその証明書を持ってこいということが出

るんではないかということで非常に気にしていまして、実は日本チェーンストア協会なん

かともよく話し合いまして、この制度も理解していただいています。しかしほっとしたと

ころが、加工度の低いメーカー、しょうゆとかみそとか油とかに対して加工度の高いとこ

ろから念書を出せというようなことが来ているんですよ。実は自分の足元がそうなってし

まっている。留意事項をつくったのはそういうことなんです。食品産業センターさん言っ

てよ、注意してよと言われても、それは民と民の契約の問題であって、そこまではちょっ

とできないというのがあります。一番恐れているのが、何かしら違反がありましたときに、

行政の方に一番お願いしたいのが、29 日をもって、さあ取り締まってやろうというやり方

はやめてほしいです。もし出てしまいましたら、トレーサビリティーをとって、その原因

を究明して、二度と再発しないようにするように業者に指導をするとか、そういうことを

やっていただきたいと私は思っています。だから先ほどどこまでさかのぼればいいかとい

ったら、まあ自分たちの責任としては１つ前まで、要は何かあったときに原因究明ができ

る、何かあったときに自分のつくった商品をすぐとめられる、お客様の方に何かあった不

良な商品が行かないようにする、そちらの方が大切だと思います。29 日を迎えるに当たっ

て、確かに皆さん不安を抱えています。ただ、何回も言いますけれども、農薬の使い方は

変わるものではないし、皆さん違反を起こそうと思ってやっているわけではないし、そう

いうことだと思いますんで、ちょっと答えになっていないかもしれませんけれども、フー

ドチェーン全体が消費者まで含めて、もう少しおおらかというか、そういう制度をもう少
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し理解していただいた方がいいんではないかなと私は思っております。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございます。グリーンアイは生産者と直接流通、

加工ではなくて、流通、そして消費者とわたっていくんですが、イオンさんの方で、何か

そういう加工食品に対する何か考え方などはありましたでしょうか。 

○植原グリーンアイ開発部部長 まず、やはり今の話にあるとおり信頼されるメーカーさ

ん、そこの管理状態というのを、プライベートブランドに関しては社内できちっとしたル

ールに基づいてそのメーカーさんの制度能力含めて調査させてもらいます。それが一般の

メーカーさんの物に関しても、やはりお取引させていただく問屋さんを通じて商品をいた

だくんですけれども、やっぱり外の問屋さんを選ぶときには、きちっとした、最後はイオ

ンで信頼できる業者さんを選ぶような、やっぱりそこから今スタートしているところです

ね。特に加工食品の方は。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ということは、その１つ前までさかのぼるというところです

か。 

○植原グリーンアイ開発部部長 プライベートブランドに関してはもうやっぱり原料まで

さかのぼりますけれども、やはりＮＢの商品価値はそういうことでしょうね。 

○堀口公衆衛生学教室助手 よろしいですか。ほかに加工食品のメーカーさんで何か質問

等ありますでしょうか。大丈夫ですか。 

 それでは、今生産者から感想をいただき、加工のメーカーさんからも質問をいただきま

したが、きょう流通業の方もご参加されています。流通業の方で何かお困りであることと

か、質問してみたいこととか、何かありましたら挙手をお願いしたいのですが、いらっし

ゃいませんか。 

 後ろの方。 

○発言者３ 私行政の立場なんですけれども、一応ついこの間まで保健所におりましたの

で、業者の方から受けた相談という形で、私は間接的にちょっと今受けた相談について、

お話し申し上げます。 

 一番多かったのは、いわゆる本土の取引業者から保証書を出せということで、それどう

やって出したらいいかということで、非常にこういう相談が一番多かったです。保証書の

問題について、どうやったら 100％保証したことになりますかと私聞かれたんで、そんな

保証はあり得ないということで、農薬についても数限りなくあるわけですから、それを全

部検査したら、破産しますよということで、実質上はあり得ないわけです。 
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 私、沖縄の地域性を考えたら、非常に逆にこのポジティブリスト制度には対処しやすい

んではないかなと思っているんですよね。というのは、ごくごく小さい農業生産しかして

いませんし、農薬とかの仕入れ先についてもごくごく限られていると。先ほどＪＡさんも

おっしゃっておられたように、使われている農薬もごくごく限られているということにな

れば、そこら辺だけきちんと把握しておけば、あとほかに入手経路がほかにないという逆

の手法で証明すれば足りるんではないかと。沖縄県でこういう保証で大体オーケーという

ふうに、オーケーとは言わないまでも、そういう消去法でもって、こういう入手経路はあ

り得ない、これもあり得ない、今流通していることに関しては少なくとも県の農水が把握

している流通している農薬はこれだけと、これについては検査しましたという形で、理論

構成してこういう形で証明しますというふうにやって、それで相手が嫌だと言うんだった

らもう取引おやめなさいという形で言ったんです。 

 恐らくこの証明書の問題が一番困っておられるんではないかというふうに思いますけれ

ども。 

○堀口公衆衛生学教室助手 はい、わかりました。それでは証明書に関しまして、露木さ

んの方からもう一度考え方を、対応というか、お願いいたします。 

○露木技術部次長 これも民と民の間の話で、二者間の契約のことなんでもう一般論とし

てしか言えませんけれども、取引するなと言ったって、やっぱりお金もうけしなければな

らないということで、どこまでをもって保証書とするか。要は 100％安全だということは

保証はできないということで、私なんかよく聞かれたら、「食品衛生法を遵守しています」

という一筆でいいんではないですかと思っています。だって、皆さん食品衛生法違反をし

ようと思ってやっていないでしょう、日々の活動をということで、それを 799 の農薬を分

析して持っていかなければならないんだとか、そんなことをやってもしようがないと思い

ますので、食品衛生法を遵守しています、と宣言してくださいということは言っています。 

 ちょっとお答えにはならないかもしれませんけれども。 

○堀口公衆衛生学教室助手 それでは、その保証書ということで現場が混乱している状況

が報告されたと思うんですけれども、宮川さんの方からコメントお願いします。 

○宮川監視安全課課長補佐 今回、ポジティブリスト制度になりまして、食品については

規制が強化をされるということです。今までだと基準がなくて取り締まらなかったものに

ついても取り締まられるということですから、そういう意味では流通の方、それから食品

を取り扱われる産業界の方にとってみると、大変心配だというのはよく理解をしていると
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ころです。 

 私ども自治体の方々にもお話をしておりますし、それから自治体の農林部局の方々とも

お話をしました。実は５月９日に都道府県の農林部局の方と衛生部局の方と集まっていた

だきまして、お互いに勉強しました。農水部局がどういう取組みをしているか。衛生部局

がどういう取組みをしているかという話をしまして、その中で出てきたのは、お互いのや

っていることの理解というのがあるんですね。そういうものがベースになっているからこ

そ、この保証書の問題というのはある程度解決はできるんではないかなというふうに思っ

ています。 

 具体的に申し上げるとすると、やはり今までもそうだったと思いますが、やはり行政が

監視だとか指導だとか生産現場もそうですし、流通している食品についても監視をしてい

ます。沖縄県でもそうだと思いますし、輸入食品は検疫所というところで、この那覇だと

那覇空港と那覇の港に那覇検疫所というのがありまして、輸入される食品についてはすべ

て届け出をしていただいて、検査をすると。こういうものは、全部明らかにしているんで

すね。沖縄県もこんな検査をしますと。ですからその信頼のもとに皆さんご商売をなさっ

ていただいている。これまでもそうされています。今後もそれでいいんだと思います。 

 あとは、やっぱりお互いを理解してもらうということですから、これはいろいろな努力

をしていただかないといけないのかなと。これを別に法律で義務づけているわけではない

というのはよく理解をしていただかなければいけないのかな。これなかなか難しいですよ

ね。非常に難しいんですけれども、まさにそういうことしかないんですね。 

 やっぱり理解を深める上では、イオンの方なんかのお話の中にもありましたけれども、

ポイントが明らかではないとなかなか理解は深まらないんではないかなと。保証書と言っ

たって、全知全能の人というのはいませんから、なかなか何かを保証するなんていうのは

無理でしょうから、自分たちの目標を掲げて、何を達成するべきなのかというのを具体的

に議論していかないと始まらないんだと思います。ですから、せっかく何かお互いの理解

を深めようということでお進みになるのであれば、何を目標にしてやるんだ、何を達成し

ようとするのかということを、よく見きわめてやっていただけたらいいんではないかなと

いうふうに思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございます。それで、今イオンさんのお話も出ま

したが、イオンさんの方では保証書というようなところがあって、それで規範という考え

方に結びついたのではないかと思うのですが、コメントいただければと思います。 
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○植原グリーンアイ開発部部長 私の扱っているプライベートブランドの立場でいくと、

先ほどもあるように、保証書というよりもまず規範でまず何をお互いに守ろうか、何を達

成しようかということをまず合意形成する。その前にこのＧＡＰを含めた先ほど説明した

Ａ－Ｑというものは、まず生産者にご理解いただいて、自発的に今のお客様に信頼される

物づくりにつながるような取組みをしようという同意をしていただいた方と、一緒に取り

組んでいます。まず同意が前提で、その後各項目について法律は当然守るということと同

時に、お互い決めたことを守ります、遵守宣誓をしていただくという仕組みをとっていま

す。だからそういう形で、これはあくまでクローズな関係だから可能かもわかりませんけ

れども、そういう対応をしていますね。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ということで、規範に対してお互いで遵守をしていくという

ところを宣誓していくという形で、保証というものを担保しているような状況が報告され

たと思います。 

 今のお話を聞いていて、それぞれ少しずつギャップがあったと思うんですけれども、消

費者とも多分ギャップがあったと思うのですが、伊志嶺さんどのようにお感じになりまし

たか。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 生協としても、生産者との関係だとかいろいろな形で、そう

いうことでどこまで、お互いに交流したり、それから記帳したりいろいろな形にしていま

すけれども、検査だけがすべてではないというのは消費者としてはわかります。やっぱり

検査で出たか出ないかということではなくて、やはり生産から消費までたどっていけると

いうことが本当はなくてはいけないことなんだと思うんですね。全部検査するわけにはい

かないということでね。 

 そういう意味では、やはりどこの段階でもやっぱりきちんとした記帳というのが、私は

必要だ思います。だから大変でしょうけれども、やっぱり今後これをしていくことが、や

っぱり消費者の安心を勝ち取る、安全を勝ち取ることになるのではないかなというふうに

思っています。 

○堀口公衆衛生学教室助手 どこの会場でも私ちょっと感じていたことなんですが、消費

者の方の農薬の使用に対してというのは、割と生鮮食品に対するイメージで、ＪＡさんに

よくお答えしていただいたんですが、今のさっきお惣菜のメーカーさんいらっしゃいまし

たけれども、ほかには加工食品という物に対して農薬とか、今回の制度はすべての食品に

適応されるわけですが、消費者はその辺はどんなふうに理解されているんでしょうか。感
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じておられるんですか。さっき露木さんの方からは、現場で消毒というようなことはあっ

たとしても、加工メーカーさんが農薬を使うことはないんですよという話はあったかと思

うんですが、どのように思われますか。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 今回のポジティブリスト制度そのものは、やはり農薬も含め

て加工食品も対象になるというか、どんな何を使って加工したかによって、もし検査をし

たらそれが出てくるか出てこないかとかということはあると思います。ただ、加工によっ

ても、例えばすごく熱を入れる加工だとか、そんないろいろな加工の方法、加工の段階が

あるので、その辺は一律にはいかないかなというふうには思いますけれども、それはやは

りきちんと本当はさかのぼれるような形をつくっていけるようになっていただきたいなと

いうふうには思っているんです。 

○堀口公衆衛生学教室助手 トレーサビリティーがすごく大事だと。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 はい。トレーサビリティーが大事だと私は思っています。そ

の辺でその業種やその他によってはいろいろ違いがあると思いますけれども、その辺も含

めて消費者に、例えばお豆腐だったらお豆腐はどうだったからどうだというふうなことが

わかれば、消費者は安心していられるんだろうと思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 それでは、そのトレーサビリティーですが、先ほど東江さん

の方からは記帳のシステムとかお話しありましたが、例えば私が沖縄で東江さんのグルー

プの方が生産をしたピーマンを買ったとして、例えば直接問い合わせをしたとして、その

辺は教えてもらえるというものなんですか。どんな農薬を使ったか見せてもらえるもので

すかというふうなもしお尋ねがあったら、それは見せてもらえるものなんですか。 

○東江ピーマン専門部会長 一応見せることはできるんですけれども、私たちのピーマン

の販売上、一応プールの販売なんです。ですから 62 名の部会員のピーマンがそのまま全部

使われているんです。だから僕ら 12 名のエコファーマーという資格をとっているんですけ

れども、それも全部混ぜて販売されている。ですから実際に記帳してデータもとっている

んですけれども、これが今一応実際には活用はされていない状態です。 

 国の指定産地を受けているものですから、販売は共同販売になるものですから、どうし

てもこれは仕方がないことなんですよね。一応これが独立した団体になったという場合、

そういったのがなければ、もう一つ一つ同士みたいな形で組織をつくれば、提示すること

は可能です。いろいろな意味で、そういったふうになっていくんではないかなと思ったり

もします。 
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 もう一つつけ加えさせていただければ、実態として農家は消費者に物を売っているとい

う感覚はちょっと弱いんではないか。農協に売っています。ですからあとは農協に聞いて

くださいという部分も少しあるんですよね。ですから、消費者がそのように求めているん

だよということを伝えても、なかなか農協からの指導がうまく農家に伝わらないというと

ころもあるんですよね。こういったのがちょっと沖縄の農業としては課題ではないかなと

思います。 

○堀口公衆衛生学教室助手 なるほど。奥深い話が今聞けました。確かに農産物いろいろ

ありますし。その辺で例えばイオンさんのグリーンアイであれば、多分店頭とかであると

思うんですけれども、トレーサビリティー、例えばお客様の問い合わせとか。 

○植原グリーンアイ開発部部長 グリーンアイの農産物に関しては、すべて情報開示して

います。商品に、袋物に関しては携帯電話等から見られるような仕組みつくっていますし、

もしくはインターネット等からその栽培の実際の情報が見られるような仕組みをつくって

います。ただ、これはあくまで本当にプライベートな商品ですので、イオンで販売する一

部の商品なんですね。ですから残りの大型のたくさんあるそちらの方の商品はどうするか

ということで、先ほどもお話がありましたけれども、今日本国内でイオンは 2002 年からＧ

ＡＰによる管理をスタートしたんですけれども、やはりこれが今日本の国内で非常な勢い

で浸透しつつあります。農林水産省も当然各都道府県でこういうＧＡＰの推進も進めてい

ますし、今イオンがしようとしていることは、こういったＧＡＰ管理をされた農産物を優

先的にできたら仕入れして販売していきたいという気持ちはあります。ただ、まだまだこ

ういったものは、今本当に浸透し始めた段階ですので、これからですけれども、やはりこ

ういったせっかく努力されている生産者の物をきちっと情報をつけて販売をしていこう

と、一般の流通するそういう商品も含めて、そういう考え方を持っています。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございました。それではフロアの方から何かご質

問等はありませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○発言者４ 食品加工業の加工業者ではないんですけれども、コンサルタントとして一緒

に商品開発とか、それから安全の問題に取り組んだりして、幾つかのメーカーさんとずっ

とやってきている者なんですが、加工業者としてやはり生産者と消費者の中間にあるとい

うことで、農薬の問題ですとかいろいろ分析してみたりとか、いろいろなことあったんで

すけれども、結局原点に返るというか、こっちの方に最終的に行き着いて悩んでしまうの
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は、１つにはどんなに分析してもあるいはトレーサビリティーシステム、記帳とかあって

も、フードチェーンとして全体でやっぱり信用できるといいますか、業界全体の生産者か

ら含めて、順法意識といいますか、順法能力といいますか、それ全体が上がらないととい

う行き詰まり感を、やっぱり１社だけで考えてしまうと持ってしまうんですね。ですから

どうにか全体で順法意識を高める取組みというのがどこかから起こらないものかというの

が１つ。 

○堀口公衆衛生学教室助手 １つずつ行きましょう。終わったら次２点目聞きますので。 

 みんながこの法律を遵守していく力がアップしないとだめなんではないかというところ

だったと思うんですが、多分それは周知徹底を含めて、今後重要な課題になってくると思

います。それで、宮川さんの方から消費者を含めた周知徹底を含め、その法律を遵守して

いく、みんなが遵守していくということについて、それから横田室長からもちょっとコメ

ントをいただければと思います。 

○宮川監視安全課課長補佐 私どもどちらかというと、規制をつくったり取り締まりをす

る側、それから日ごろ自治体の方々なんかを通して、食品の産業界の方、それから飲食店

とか、そういう方々にご協力をいただいてやっているということです。確かにこれ難しい

んですよね。農薬、動物用医薬品、飼料添加物ってみんな食品産業界の方には余り縁のな

い話ですし、それからましてや飲食店になるとますます違うわけです。販売店なんかにな

るとさらに遠い。だけれども、食品安全の問題というのは、どうしてもやっぱり農薬の問

題でありますとか、こういうものにも大変重要なもの、関心が高いということがございま

す。ですから、こうやって皆さん方とお目にかかってお話をするということも大変大事で

すし、それからもっと近いところで、県の中で農林部局と衛生部局が一緒になっていろい

ろと県の中での流通する食品の安全を確保していくということも大事ですし、そういうこ

とも推進しています。 

 それから当然、国のレベルでもきょうここにいるように、農林水産省と厚生労働省が一

緒になってやっている。こういうのも１つのあらわれではないか。いっとき、いろいろ国

の間では縦割りだという話がいっぱいありました。こういうものをぜひこういう機会に、

それは何もポジティブリスト制度に限らず、ＢＳＥの問題もそうですし、ほかの問題でも

そうですし、やっぱり同じ食品を扱っている人間という意識のもとに、お互い協力してや

っていくというのが大事なことですので、国としても、皆さん方と一緒にやっていけるよ

うな関係をつくって、それから正しく合理的にやっていけるようにしていきたいというふ



 

- 43 -

うに思っています。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございます。では横田室長お願いします。 

○横田農薬対策室長 今、厚生労働省からもあって、最近厚生労働省も農水省も仲よしこ

よしでやっています。でなければこうやって横には多分座っていません。 

 私ども農薬の世界では、先ほど言った農薬取締法を強化して、使用方法はかなりがんじ

がらめにしております。私は規制をつくるのは簡単だと思っております。ただ、それによ

って農場生産ができなくなったらおしまいであって、では輸入農産物に全部頼るのか。ど

っちが心配かといったら、同じやっぱり日本国でつくっている方が安心もあるし安全もあ

ると思うんですね。 

 実は別の会場でこういう意見が出たんです。記帳が重要であれば、記帳を法律上義務づ

けて取り締まればいい。もしこれやったら、例えば家庭菜園でちょっと農薬まきました。

その方はたまたま記帳しなかった。見つけたらこれは法律違反で罰則かかるんですね。で

すからすべて国は法律をつくって罰則をかけて徹底的に守らせるというんではなくて、そ

れぞれがやっぱりこういうコミュニケーションの場なんかを通じて、やっぱり意識を高め

ていって、きちんとやるべきことをやっていく。それが必要だと思っています。実は記帳

をちゃんとしましょう。あと農薬の飛散をできるだけ気をつけましょう。これは使用基準

の中の努力をしましょうという項目の中に、実はもう３年前に既に入っているんです。そ

れを我々法律でがんじがらめには縛っていません。縛ることが不可能だからです。不可能

なことを法律に求めるよりは、これはコミュニケーションとかこういう場を通じて、一歩

一歩意識を高めていく、それが一番私は重要ではないかと思っております。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございました。それではすみませんが、２点目、

お願いできますでしょうか。 

○発言者４ ありがとうございました。あと一点は、消費者の方に対してのことなんです

けれども、農薬にしても食品添加物にしても、国がすごく長い時間の安全性試験をかけて、

国が使用を認めていると。その基準どおりに使うんだけれども、消費者さんの方では非常

に不安がって、商品買ってくれないということもあるんですね。とすると、メーカーの方

からすると、国が基準をちゃんとつくっている。だけれども消費者はそれを不安に思って

いる。この消費者の意識と国の基準の間のギャップの中で、加工メーカーはどっちについ

たらいいのか悩んでいるというところがあるんですけれども。 

○堀口公衆衛生学教室助手 不安、基準はあっても不安。何かほかのものが足りないのか、
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それともどうなんでしょうかね。 

○伊志嶺沖縄県生協連理事 基準内できちんとされていて、それがきちんと表示されてい

ることに対しては、やっぱり多くの消費者はそれに対してはそれほどとは思っていないと

思います。 

 ただ、やっぱり現時点で農薬に対しては、やっぱりどうなっているのかなという実態が

やっぱりよくわからないというところあるんですね。なかなか記帳も難しいという実態も、

私たちもわかっています。高齢者が多いとか大変細かいというか、今までは頭の中で管理、

皆さん管理、農家の方が管理していたと思うんですけれども、そういうことの中で、沖縄

の場合は特に隣近所が農家だということもあったり、おばあちゃん、おじいちゃんが農家

だったりすることもあって、かなり水とか希釈するときも適当にやっているみたいよとい

うのも結構伝わってきたりするので、やっぱり実際、本当にそういう意味ではまだまだ農

薬に関しては不安というのはあります。 

 そういう意味で、やっぱりみんながそういうことに意識を持って、やっぱり何かをつく

る、農薬を使うときにはこうしなければならない、こうしてやっていくことがお互いの自

分たちがつくった物も売れるし、安心してももらえるし、逆に消費者からも安心してもら

えるという形になると思います。それでそれ以上のものを使ったり、何が何でも使ったり

というのは、私は大分少なくなってきていると思います。加工業者の方もあるいはそうで

ない方もやっぱり添加物はそれほど必要最小限にしようというふうなことがかなり広まっ

てきているんだと思っています。その辺で消費者ももっともっと学習も必要だとは思いま

すけれども、その点で。 

○堀口公衆衛生学教室助手 状況がわからないというところが１つの不安を呼び寄せてい

るところではないかという話でありました。制度は安全の基準であり、安全と安心がイコ

ールのものかどうかというのも、また多分ちょっと議論をしなければいけないことかと思

いますが、それ何かフロアで消費者の方で、何かもしご意見あれば今のお話でも、また別

のお話でもよろしいですけれども、ありますか。 

 どうぞ。 

○発言者５ 立場としては食品生産を業としている一員なんですけれども、消費者の立場

からちょっと素朴な質問として、今日本では使ってはいけない農薬、いわゆるそういう生

産者が使いたがるようなものの流通があるのかどうか。そこを取り締まるということがも

しあるとする。それが流通するということはその流通する価値があるんで、例えば生産が
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非常に楽になります。品質が非常にいい物ができますというやっぱり何か理由がそこにあ

るんだろうと思うんですね。そこで先ほど言われたように、順法ということの精神の啓蒙

というんですか、その場は恐らく生産が伸びたよということがあったとしても、では次の

時期にはどうなのと、それを長い目で見たときにそういうものを食している私どもの生活、

健康がどうなるのというようなところまで思いを強くしていかないと、例えば流通業者さ

んにしても、キュウリの曲がっている物よりもちゃんと伸びている方が消費者受けがしま

すよと、そういう曲がらないキュウリをつくるためには、農薬が非常に有効に作用するん

ですよというようなことも聞くんですよね。 

 やはり生産者は、収量を上げて高い市場価値のある物をうんと生産すれば収益が上がり

ますよ。流通業者さんは売れる物はうんと入れて、お届けすればいいんですよ。消費者さ

んの方も曲がっているより長いキュウリの方がいいやということで、そういうものでのや

っぱり嗜好が向いてしまうよということが、やっぱりいろいろな形で私どもの生活はなら

されてしまっているんではないかなと。しかし、そこには何かいろいろな問題があるよう

だよ。そういうところにメスを向けないと、この問題はそれぞれがそれぞれの方が一生懸

命やっても、そこにずるをする人がいることによって、そのずるをする人に打ち勝つため

に負わなければならない努力は大変なことです。本当に人の食を預かる者として大変な時

代に入ってしまったなという思いが強くして、ちょっとまとまらないんですけれども、非

常に不安に思っている状況です。 

 以上です。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございます。１点、輸入してしまう、法律で認め

られていない農薬使ってしまう理由がちょっとあるんではないかというところだけは、今

の法律上の問題があると思うので、横田室長お願いします。 

○横田農薬対策室長 日本国内では農薬登録のない農薬については、当然ながら製造もで

きませんし、輸入もできませんし、販売、使用もできません。さらに使っている最中に別

の新しい科学的知見が出てきて、どうも発がん性の疑いがあるんだというようなことが出

た場合には、これは農林水産省は職権で農薬のその登録を取り消しまして、回収をさせま

す。これまでそこまでいった事例というのはほとんどないんですけれども、もし万が一そ

のときには、大至急そういう手を打ちます。 

 時々ありますのが、これは病害虫に効きますよと勝手に売っているのがあるんですね。

天然成分だから大丈夫ですよと、とは言ったとしても農薬として売れば無登録農薬ですか
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ら、農薬取締法違反になりますので、それについては私どもすぐ指導を行って、本当に事

実があれば公表して回収をさせます。では安全かどうなのか。もし安全だと言い切るんで

あれば、私どもの方に申請をして、そのかわり科学的データ、何億円もかかりますけれど

も、そのデータをつくって私どもに持ってくれば、私どもの方でこれはもう食品安全委員

会の審査を受け、厚生労働省の方で基準をつくってもらうような形で、その上でやっと農

薬登録になるということです。勝手な物は流通させない、法で取り締まる、というのが前

提になっております。 

 あと例えば曲がったキュウリみたいな話もあったんですけれども、農薬には病気とか虫

を防除する物のほかに、植物ホルモンみたいな物があるんですね。これは例えば動物とか

人間の体に入っても、すとんと落ちてしまうんで、影響はない物なんですけれども、例え

ば植物なんかですと、うまく太らないとか、例えば曲がってしまうとか、そういうときに

は植物調節剤として農薬があります。これも農薬取締法に基づく農薬の登録をとらなけれ

ば、勝手に使うことはできません。そういう仕組みになっております。 

○堀口公衆衛生学教室助手 ありがとうございました。時間もだんだんなくなってきたの

で、あともうお一方、何か質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 後ろの方。 

○発言者６ 食品加工業の者ですけれども、厚生労働省からのパンフレットの中で、ちょ

っと教えてほしいんですけれども、一律基準値の 0.01ｐｐｍ、濃度ですね、この 0.01ｐｐ

ｍの濃度、これはなかなかぴんとこないんですけれども、例え話で身近にある家庭用の浴

槽の中に、あとは学校にあるプールの中に塩を何ｇ入れたらその 0.01ｐｐｍになるのか、

そういったところを教えていただければ助かりますけれども。 

 以上です。 

○堀口公衆衛生学教室助手 宮川さん単位の話で、わかりやすい例え話で、例えばプール

にどれぐらいとか。 

○宮川監視安全課課長補佐 ちょっとプールと言われると、いろいろ深さもありますし、

あれですけれども、１ｇに対して 0.01ｍｇですから、１ｋｇだとその 1000 倍、0.01ｇで

す。ですから非常に少ない量だと思っていただいてもいいと思います。非常にわかりにく

いかな、それでは。まあ、そういう意味では、日常的に皆さんが目に浮かぶような量とい

うものではないですね。 

○堀口公衆衛生学教室助手 よろしかったでしょうか。それで、先ほどリスク評価、今後
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自分たちにどのような健康影響がというようなお話もありましたが、それはいわゆる基準

を決めるときのリスク評価につながる話になります。リスク評価につきましては、今回の

テーマではなかったのですが、日本においては食品安全委員会がそのお仕事の一端を担っ

ておられます。 

 それで、きょうは食品安全委員会の齋藤様の方から、今後のこのポジティブリスト制度

の基準を決めるリスク評価について、少し解説をいただけるということでしたので、すみ

ませんがご説明をよろしくお願いいたします。 

○齋藤リスクコミュニケーション専門官 発言のお時間をいただきまして、本当にありが

とうございます。食品安全委員会からは、若干皆様にお願いしたいことがございまして、

発言をさせていただきたいと思います。 

 食品安全委員会では、このポジティブリスト制度の施行に際しまして、ポジティブリス

トに掲載されている農薬等、758 剤ございますが、これのＡＤＩ等の設定と一律基準、先

ほど 0.01ｐｐｍとございましたが、この一律基準の設定、それから対象外物質の指定、65

物質ございますが、これについて評価を実施することとしております。 

 評価に当たりましては、農薬専門調査会の専門委員を増員する等、態勢の強化を図りつ

つ、着手をしたいと考えてございます。ちょっとお手元に参考資料があったかと思います

が、参考資料の２ページ目ですね、ページ数では３なんですけれども、こちらをちょっと

ごらんいただきたいと思います。 

 一番上の方に、一般的な農薬等の審査手順ということが記載してございます。一般的に

はそこにございますとおり、食品安全委員会において食品健康影響評価を実施いたしまし

て、この結果に基づきまして厚生労働省あるいは農林水産省、いわゆるリスク管理機関に

おいてリスク管理の施策を設定するということになってございます。ところが今回はその

下にございますとおり、今回のポジティブリスト制度の導入時の農薬等の審査手順とござ

いますけれども、まず初めに厚生労働省さんの方で残留基準等の設定をしております。そ

の後、私どもの食品安全委員会の方で食品安全健康評価を行うという、ちょっと順序が逆

になったということでございます。 

 今回、こうなった理由は、この基準設定が人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、また

抑制するための施策の設定が緊急を要したことによりまして、先になったということでご

ざいます。 

 これら評価の進め方でございますけれども、厚生労働省さんが策定しました評価計画を
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検討した上、優先物質と優先物質以外の物質に区分をして評価をすることを考えてござい

ます。 

 今回、お願いということは、この評価方法につきまして、ただいま意見・情報の募集を

行っております。６月９日までの募集期間でございます。それで提出方法でございますけ

れども、食品安全委員会のホームページ等から直接お寄せいただけますし、ファックスあ

るいは郵送でも受け付けることができますので、よろしくお願いをしたいというふうに思

っております。 

 それでこの評価方法の内容の詳細につきましては、先ほどの資料の４ページ目にプレス

リリースというものがあろうかと思います。そこに詳しく記載してございますので、こち

らをお読みいただきまして、ぜひ皆様方からたくさんのご意見がいただければというふう

に思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○堀口公衆衛生学教室助手 食品安全委員会の方から、今後のこのポジティブリスト制度

に対するリスク評価について、今パブリックコメントを募集中だということでありました

ので、皆さんの方でホームページ等を熟読されて、ご意見のある方はどうぞ、パブリック

コメントを寄せてください。 

 本日、時間となってきました。まだまだフロアの方からお尋ねしたいことがあったかと

思いますけれども、時間となりましたので、本日のパネルディスカッション及び意見交換

は、これで終了させていただきたいと思います。 

 お世話になりました。ありがとうございました。 

 総合司会の方にマイクをお返しいたします。どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 以上をもちまして、食品に関するリスクコミュニケーションを終了させていただ

きたいと思います。 

 本日は長時間にわたり、また貴重なご意見をいただきまして、まことにありがとうござ

いました。 

 出口におきまして、アンケートの回収を行っておりますので、今後のリスクコミュニケ

ーションの参考とさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日はまことにありがとうございました。 

 


