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資料６－７

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）に

関する意見・情報の募集について

平成１６年１２月１７日

農林水産省消費・安全局

この度、特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）につ

いて、広く国民の皆様から意見・情報を募集いたします。

今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとし

ております。

記

１ 意見・情報の提出方法

（１）インターネットによる提出（クリックして下さい ）。

（２）郵便：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

（３）ファクシミリ：０３－３５０１－３７７４

２ 意見・情報の提出上の注意

提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・

職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは、公表する場合もあり

ますので御了承願います（公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨

書き添えてください 。。）

なお、電話での意見・情報はお受けできませんので御了承願います。

３ 意見・情報の提出の締切日

平成１７年１月１７日 （郵便の場合は必着）

４ 特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）の概要

別紙のとおり。

５ なお、この意見募集は、環境省においても実施されております。いただいたご意見

は、両省で考慮されますので、同じご意見を両方に提出いただく必要はありません。
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（別紙）

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）の概要

１ 経緯

① 農薬取締法（以下「法」という。）第２条に基づく特定農薬（原材料に照らし農作

物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林

水産大臣及び環境大臣が指定する農薬。以下「特定防除資材」という。）の指定に係

る評価については、「特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針」

（平成１６年３月１日付け１５消安第６５５２号・環水土発第０４０３０１００１号

農林水産省消費・安全局長・環境省環境管理局水環境部長通知。以下「評価指針」と

いう。）等に基づいて、順次実施していくこととしています。

② 平成１６年１１月３０日に開催された農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会

及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会第４回合同会合において、評価指針

等を踏まえ、特定防除資材の候補資材 の一部について、薬効や毒性等に関する情（注）

報を基にその取扱いについて検討が行われました。

③ その結果を受け、農林水産省及び環境省では、特定防除資材に該当しないこととす

る資材の取扱いについて別添案のとおりとりまとめたので、意見を募集することとし

ました。

（注）特定防除資材の検討に当たって、平成１４年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供のあった資材

のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材

２ 概要及び意見・情報を伺う理由

① 法第１条の２に規定する農薬に該当しないものについて（別添１）

【概要】

平成１４年に情報提供のあった資材のうち、薬剤でないもの、肥料に該当するもの

等について農薬に該当しないものとして整理し、特定防除資材には指定しないことと

する。

【意見・情報を伺う理由】

これらの資材について、農薬に該当しないものとして整理し、法の規制の対象外と

することが適当とする取扱いに関して意見を伺う必要があるためです。

② 法第２条第１項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないも

のについて（別添２）

【概要】

平成１４年に情報提供のあった資材のうち、安全性に懸念があるもの、天敵微生物

に該当するもの等について農薬登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの

として整理し、特定防除資材に指定しないこととする。

【意見・情報を伺う理由】

これらの資材について、登録を受けなければ農薬として使用すべきでないものとし

て整理し、今後、農薬登録がないものについては、その製造、輸入、販売、使用等を

取り締っていくことが適当とする取扱いに関して意見を伺う必要があるためです。
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（別添１）

特定農薬（特定防除資材）に該当しないこととする資材の取扱い（案）

１．法第２条第１項の規定に基づく農薬に該当しないもの

○ 情報提供のあった資材のうち農薬に該当しないもの

① 薬剤でないもの

資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

アルファルファペレット 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

くず大豆 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

くず米 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

米ぬか 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

鶏ふん 水田雑草 イネ 微生物による分解に伴う土壌の還
元、酸欠により効果が発現

② 肥料に該当するもの

資材名 対象農作物等 使用目的 備考

有機酸カルシウム トマト カルシウム欠乏症の防止
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③ 使用方法からみて農薬に該当しないもの

資材名 対象農作物等 使用目的 備考

ろう 果樹 せん定時に枝、幹の切り 蒸散抑制による活着促進等を目的
口に塗布し、病原菌の進 として使用する場合には農薬登録が
入を防止 必要

イソプロピルアルコール きのこ 栽培資材の消毒 栽培時に「きのこ」の病害虫防除
に用いる場合は農薬登録が必要

寒天 キウイ 人工受粉の花粉増量

天照石 作物全般 土壌中の微生物を増やす

微量要素（ホウ酸、鉄、亜鉛） きゅうり、いちご 微量要素補給

微量要素 うめ ヤニ果防止

アミノ酸 野菜 養分供給

わさび レタス 切り口の褐色防止

ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム 桑 蚕病予防 「桑」の病害虫防除に用いる場合
は農薬登録が必要

マーガリン 施設野菜・花き ハウス内に吊したアクリ
ル版に塗り、粘着させ殺
虫

○ 情報提供のあった微生物資材のうち天敵微生物に該当しないもの

資材名 使用目的 対象農作物等 備考

根粒菌（窒素固定細菌） 根粒菌着生 大豆
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（別添２）

２．法第２条第１項の規定に基づき登録を受けなければ農薬として使用すべきでないもの

○ 情報提供のあった資材のうち劇物等に該当するもの

資材名 使用目的 対象農作物等 備考

水酸化ナトリウム モグラ駆除 果樹園 劇物

過酸化水素水 殺菌 農作物全般 劇物

酢酸銅（酢酸ボルドーとして使用） べと病 ぶどう 劇物

酸化鉛（光明丹（四酸化三鉛 ） 鳥の食害防止 種子 劇物）
食品中の残留農薬基準（鉛）が設
定されている

硫酸 苗立枯病 イネ 劇物

メタノール（植物成分抽出に使用） 劇物

石灰窒素 センチュウ類、立枯病 イネ、ウリ類等 魚毒性Ｂ
（シアナミド）

除虫菊を含む資材 殺虫・防虫（ウンカ、グ 水稲、果樹、野菜 食品中の残留農薬基準（ピレトリ
ンバイムシ アブラムシ ン）が設定されている、 、
アオムシ、ハダニ、ネキ
リムシ等）

○ 情報提供のあった天敵のうち有害な天敵に該当するもの
アオバアリガタハネカクシ
オオスズメバチ
キイロスズメバチ
クロスズメバチ
コガタスズメバチ
モンスズメバチ
キアシナガバチ
セグロアシナガバチ
フタモンアシナガバチ
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○ 情報提供のあった微生物資材のうち天敵微生物に該当するもの

資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

コナガカビ コナガ アブラナ科野菜 コナガの天敵

コナガ顆粒病ウイルス コナガ アブラナ科野菜 コナガの天敵

コブノメイガ顆粒病ウイルス メイガ類 イネ メイガ類の天敵

ニカメイガ顆粒病ウイルス メイガ類 イネ メイガ類の天敵

スタイナーネマ・クシダイ コガネムシ 野菜 コガネムシの天敵
同種の失効農薬あり

タラロマイセス・フラバス うどんこ病、炭疽病 野菜 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

トリコデルマ生菌 フザリウム菌等 たばこ、野菜 土壌病害の対抗菌
対抗菌として失効農薬あり

トリコデルマ・ビリデ 立枯病、根腐れ病等 農作物全般 土壌病害の対抗菌
対抗菌として失効農薬あり

トリコデルマ・ハルジアナム モンパ病、褐色病等 果樹、葉菜、果菜 土壌病害の対抗菌

ネオジギテス・バービスボラ アザミウマ類 野菜、花卉 アザミウマ類の天敵

パスツーリア・ペネトランス ネコブセンチュウ 野菜 センチュウ類の天敵
同種の登録農薬あり

バチルス・ズブチリス 植物病原体全般 植物全般 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

バチルス・チューリンゲンシス 鱗翅目幼虫 野菜 殺虫タンパク質生成
同種の登録農薬あり
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資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

バーティシリウム・レカニ アブラムシ類 野菜、花卉 アブラムシ、コナジラミ類の天敵
同種の登録農薬あり

フシダニカビ（ヒルステラ菌） ハダニ類 果樹・野菜・花卉 ダニ類の天敵

ペキロマイセス菌 コナジラミ類 野菜、花卉 コナジラミ類の天敵

ペキロマイセス・フモソロセウス コナジラミ類 野菜 コナジラミ類の天敵
同種の登録農薬あり

ヘミプタルセヌス・バリコルニス ハモグリバエ類 野菜、花卉 ハモグリバエ類の天敵

ボーベリア属菌 コガネムシ類 イモ、野菜 コガネムシ類の天敵

ボーベリア・バッシアーナ イネミズゾウムシ イネ コガネムシ類、イネミズゾウムシ
天敵
同種の登録農薬あり

メタリジウム菌 スリップス 野菜 昆虫類の天敵

モナクロスポリウム・フィマトバガム ネコブセンチュウ 野菜 センチュウ類の天敵
同種の登録農薬あり

黄いぼ虫生菌（アッセルソニア菌） コナジラミ類 果樹、野菜、花卉 コナジラミ類の天敵

硬化病菌 シンクイムシ類 果樹 シンクイムシ類の天敵

黒きょう病菌 コガネムシ類等 イネ、イモ、野菜 コガネムシ類の天敵

昆虫疫病菌（ハエカビ類） アブラムシ類 果樹、野菜、花卉 アブラムシ類の天敵

非病原性エルビニアカロトボーラ菌 軟腐病 野菜 植物病害の対抗菌
同種の登録農薬あり

昆虫病原性ウイルス（顆粒病ウイルス） チャハマキ等 茶 ハマキムシ類の天敵
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資材名 対象病害虫 対象農作物等 備考

緑きょう病菌 ヨトウガ類 大豆、野菜、花卉 ヨトウガ類の天敵

昆虫病原菌 半翅目昆虫等 野菜、茶、果樹 菌種等詳細は不明

昆虫病原性線虫類 コガネムシ類 イモ、野菜 菌種等詳細は不明

線虫捕食菌 センチュウ 農作物全般 菌種等詳細は不明

放線菌 土壌病害 畑作物 菌種等詳細は不明

糸状菌 土壌病害 野菜類 菌種等詳細は不明

ＯＹＫ菌 青枯れ病 トマト バチルス・ズブチリスの類縁菌
作用機作等詳細は不明

フォーマ菌 耐病性の付与 ナス科、ウリ科等 糸状菌
作用機作等詳細は不明

ペニシリウム菌 不明 不明 菌種等詳細は不明




