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Ⅷ 国際条約について 

国際植物防疫条約(IPPC)が IPPC 第 10 条に基づき作成する植物検疫措置に関する国際

基準(ISPM)は、平成 30 年 2 月末時点で 41 本策定されている。また、現在検討が進められ

ている基準案として、穀物および切り花の国際移動並びに病害虫の検疫処理等がある。こ

れらは SPS 協定に規定された国際基準であり、各国は原則として ISPM に基づいた植物検

疫措置をとる必要があるため、我が国としては、議論の状況を継続的に把握しつつ、科学

的な検証や、IPPC 国内連絡会等を通じた国内関係者との意見交換を行い、技術的妥当性

や現実性の観点から、必要な意見を積極的に提供し、ISPM の策定過程に積極的に参加す

ることとしている。 

また、IPPC では基準の策定だけでなく、その実施状況を改善するため、平成 29 年に実

施能力開発委員会が設置され、技術支援を通じた各国の能力向上、実施状況の把握に必要

な各国からの通報の改善等が進められている。さらに、電子的な植物検疫証明書のハブシ

ステムの構築に向けた試行が行われている。 

 

Ⅸ 植物検疫の諸課題について 

１ 国内検疫について 

農業生産に多大な被害を与える重要な病害虫の侵入・まん延を防止するためには、輸入

時のいわゆる「水際」での検疫措置のみならず、国内においても適切な対策を実施するこ

とが重要である。 

具体的な取組として、これらの病害虫の侵入を可能な限り早期に発見し、防除・封じ込

めを迅速・的確に行うことにより定着・まん延を未然に防止することを目的として、都道

府県および植物防疫所は、全国の生産地や輸入港等において、火傷病菌、ミカンコミバエ

種群等を対象とした侵入警戒調査を実施している。なお、平成 24 年 5 月より、我が国未

発生の病害虫が新たに国内で発生した場合は、「重要病害虫発生時対応基本指針」に基づき、

植物防疫所が都道府県の協力を得てその発生状況などを調査し、病害虫のリスクに応じた

防除対策などを実施している。 
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現在、国内で発生が確認された重要病害虫に対しては、植物防疫法に基づく緊急防除を

実施している。このうちジャガイモシロシストセンチュウについては、平成 27 年 8 月に

北海道網走市の一部地域において我が国で初めて発生が確認され、その後の調査で本線虫

の発生が確認された網走市内の 11 大字および大空町内の 1 大字を緊急防除の対象地区と

して、寄主植物の移動制限などによりまん延防止を図りつつ、土壌消毒や対抗植物の植栽

により密度低減のための取組を進めているところである。また、ウメ輪紋ウイルスについ

ては、ウメ、モモ等に感染して重大な被害を与えるとの報告があり、東京都青梅市、神奈

川県横浜市、岐阜県各務原市、愛知県犬山市、大阪府富田林市、兵庫県伊丹市等の 6 都府

県 23 市町で緊急防除を実施し発生地域における感染植物の処分などで早期根絶を図りつ

つ、都道府県や植物防疫所が協力して全国レベルでの発生調査などの取組を実施している。 

このほか平成 29 年 9 月、長野県諏訪郡原村の一部圃場で確認されたテンサイシストセ

ンチュウについて、発生範囲特定調査の結果、117 圃場で発生が確認された。発生が確認

された圃場において、土壌消毒の実施、土壌の付着のおそれがある農機具などの洗浄等の

まん延防止対策を実施しているところ。追加調査の結果を踏まえ、検疫措置を含めた今後

の防除対策を検討することとしている。 

さらに、かんきつ類などに感染し、収量の低下、感染樹の枯死等の大きな被害をもたら

すカンキツグリーニング病菌（奄美群島の一部および沖縄県で発生）、サツマイモなどを食

害し、塊根に独特の臭気を発生させて食用に適さなくするアリモドキゾウムシ（トカラ列

島、奄美群島、沖縄県、小笠原諸島で発生）およびイモゾウムシ（奄美群島、沖縄県、小

笠原諸島で発生）等、国内の一部の地域のみで発生している重要な病害虫については、植

物防疫法に基づく移動規制によりまん延の防止に努めるとともに、根絶を目指した防除事

業を実施している。 

２ 植物防疫所の体制などの整備について 

植物防疫所では、水際における植物検疫業務を適正かつ円滑に行うため全国に 5 本所、

16 支所、36 出張所の体制のもと人員配置を行っており、平成 30 年度末の植物防疫官数は

934 人となる予定である。 

平成 30 年度においては、「明日の日本を支える観光ビジョン」などが掲げる 2020 年に

訪日外国人旅行客数 4,000 万人とする目標達成に寄与するため、国際線の発着便数が増加

している新千歳空港、中部空港、北九州空港および那覇空港、クルーズ船の発着便数が増

加している九州および沖縄地域の海港における旅客携帯品の検査に係る植物防疫所の体制

強化を図ることとしている。 

３ 輸出植物検疫の取組について 

平成 31 年の農林水産物・食品輸出額 1 兆円目標を達成するため、平成 28 年 5 月に取り

まとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」に掲げた施策の着実な実施に、政府を挙げ

て取り組んでいるところ。 

植物検疫については、輸出に関する規制などの緩和・撤廃に向けた取組を迅速化するこ

ととしており、現在輸出ができない国・品目について輸出拡大を図り、確実な輸出の増大

につなげるため、「農林水産業の輸出力強化戦略」を踏まえ、重点的にかつ戦略的に二国間

の輸出植物検疫協議を進めている。また、既に検疫条件が整い、輸出が可能な国・品目に 
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ついては、相手国の検疫条件などを踏まえた技術的支援および情報提供、栽培地・集荷地

における輸出検疫の実施などにより輸出検疫の利便性向上に取り組んでいるところである。 

輸出植物検疫に係る予算事業については、平成 30 年度には「輸出植物検疫協議の迅速

化(67 百万円)」、「我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立、実証(50 百万円)」お

よび「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備(72 百万円)」を統合し、「輸出条

件の整備から産地形成までの戦略的植物検疫対策事業費」として実施する予定であるが、

事業は上記 3 メニューについて各々独立した形で進めることとしている。 

（１）解禁要請から植物検疫条件の協議 

検疫協議については、米国向けなしおよびりんご、EU 向け黒松盆栽、豪州向けいちご

およびタイ向けかんきつ類等、引き続き技術的な協議を積み重ねていく国・品目に加え、

平成 30 年度からは、産地の要望に基づき、新たにベトナム向けりんごの条件緩和に向け

た植物検疫協議に優先的に取り組むこととしている。 

平成 29 年度は、技術的な協議を積み重ねた結果、米国向けかきおよび臭化メチルくん

蒸を行わない豪州向けかきの 2 件の輸出解禁を実現した（平成 30 年 2 月末現在）。特に、

米国向けかきは、平成 29 年 12 月に和歌山県において、初輸出に係る出発式が開催され、

平成 30 年 1 月には米国ロサンゼルスにおいてスーパーマーケットでの店頭販売、現地の

青果物関係者を対象としたプロ向けセミナー等のプロモーション活動が行われた。加えて、

平成 30 年 1 月に EU 向けかんきつ類の園地検査が撤廃されるとともに、表面殺菌の条件

の緩和が実現した。 

予算事業としては、「輸出植物検疫協議の迅速化」のため、平成 29 年度に引き続き、「検

疫措置案の調査・実証」および「全国的なサーベイデータの蓄積及び分析」を実施する予

定である。「検疫措置案の調査・実証」では、輸出相手国が近年採用している検疫措置をベ

ースに、従来の消毒を主体とした検疫措置だけでなく、園地での病害虫管理や選果過程に

おける管理等も視野に入れた複数の検疫措置を組み合わせたシステムズアプローチでの検

疫措置案の調査・実証を行うこととしている。また、「全国的なサーベイデータの蓄積及び

分析」では、都道府県と連携して輸出相手国が侵入を警戒している重要な病害虫の発生状

況などに関する全国調査を行い、病害虫の無発生地域の設定などの検疫措置の検討に必要

なデータを取りまとめることとしている。 

さらに、平成 30 年度からは、我が国の輸出に有利な検疫処理技術の国際基準化を新た

に推進するため、「我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立、実証」において、我

が国から輸出しようとする農産物について、輸出相手国が侵入を警戒する害虫を主なター

ゲットとした検疫処理技術を確立するとともに、国際基準への提案に向けて必要となるデ

ータの蓄積および取りまとめを行う予定である。 

（２）輸出促進に向けた産地への技術的支援 

既に植物検疫条件が整い、輸出が可能な国・品目については、それぞれの産地が植物検

疫条件や相手国の残留農薬基準に合致した生産を行うことが肝要である。 

このため、「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備」においては、平成 29

年度に引き続き、輸出先国の植物検疫条件や残留農薬基準に対応した防除体系や栽培方法

等の普及を促進するため、植物検疫や病害虫防除等の専門家を組織化するとともに、輸出 
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に取り組もうとする産地や流通・販売事業者の意向や課題を聴取・分析し専門家を現地に

派遣などすることにより、産地などの実態に合ったきめ細やかな技術的サポートに取り組

む予定である。 

また、輸出の拡大にあたっては、我が国の農産物を訪日外国人旅行者に持ち帰ってもら

うことも重要であることから、これまで、主要空港への輸出検疫カウンターの設置（平成

29 年度には中部国際空港に新設）、植物検疫条件を記載したリーフレット（7 か国語）の

作成および訪日外国人旅行客への配布並びに直販所などで購入した農産物を植物検疫を経

て空港などで円滑に受け取ることができるような体制の構築を実施してきたところである。

平成 30 年度は、引き続きリーフレットの配布を行うとともに、上述のサポート事業にお

いて、構築された検疫受検円滑化モデルを活用した携帯品（おみやげ）の持ち出しについ

ても、専門家による技術的サポートを行う予定である。 

４ 輸入植物検疫の見直し 

国内に発生していない新たな病害虫の侵入リスクの増大に対応するため、科学論文や各

国から提出される病害虫情報等を収集し、病害虫のリスクアナリシスを実施し、輸入検疫

の対象病害虫を明確にしつつ、検疫対象病害虫に対する適切な検疫措置の設定・見直しを

平成 23 年から順次実施している。 

平成 28 年 5 月 24 日に、植物防疫法施行規則の一部改正を公布、11 月 24 日には栽培地

検査に係る部分を除き施行、そして平成 29 年 5 月 24 日には栽培地検査に係る部分が施行

された。 

今後も、リスクに応じた輸入植物検疫を確保するため、病害虫のリスクアナリシスの結

果に基づき、検疫対象の病害虫の追加や植物検疫措置内容の見直しを推進する。 

 

Ⅹ 農薬安全対策の一層の推進 

１ 農薬登録制度の国際調和 

登録を受けた農薬でなければ製造・販売・使用できず、定められた使用方法を遵守しな

ければならないという農薬登録制度の枠組みは、我が国を始め、先進各国で共通である。

一方、農薬の人の健康や環境への影響の評価方法については、科学の進歩に伴い見直しが

行われてきている。近年、欧米諸国では新たな評価方法も導入されており、我が国でも、

それを参考としつつ、農薬登録制度の見直しを図っていく必要がある。 

農薬登録制度の国際調和を進めることにより、国内農薬メーカーの海外展開が容易とな

り、効果が高く安全な新規農薬を我が国の農家に速やかに供給できるようになるほか、海

外でも早期に残留基準値が設定されることで、農産物の輸出促進にもつながることが期待

される。今般、以下に紹介する通り、農薬登録を効率的に行うための作物群を導入すると

ともに、農薬原体の組成の管理方法を見直したところであるが、これらにとどまらず、関

係者との意見交換を行いつつ、欧米諸国の制度も参考に、関係法令の改正も視野に、再評

価制度の導入も含めた農薬登録制度およびその運用の改善を進めていくこととしている。 

（１）農薬登録を効率的に行うための作物群の導入 

近年、国際的には、農薬登録のために提出された作物残留試験データを有効活用するた

め、作物群単位で登録することも可能としている。我が国でも、これまでの個別の作物の 
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登録に加えて作物群での登録を可能とする仕組みを導入し、平成 29 年度から、まずは果

樹類において作物群を設定し、作物群での登録を可能とした。作物群での登録が進めば、

作物群単位で見ればより多くの試験成績に基づいた審査による信頼性の高い農薬の登録が

可能となるとともに、より効率的な防除が可能となり、マイナー作物に使用可能な農薬も

増えることが期待できる。さらには、作物残留試験や薬効・薬害試験の例数軽減も図られ、

コスト削減につながるであろう。今後さらに野菜類その他の作物に対しても作物群を順次

設定していくこととしている。 

（２）農薬原体の組成管理 

実際に製造・販売される農薬の安全を確保するためには、農薬原体中の毒性の強い不純

物の増加などの組成の変化がないよう管理する必要がある。従来は、登録申請の際に提出

された製造方法を変更させないことで、評価を受けた農薬との同等性を確保してきたが、

平成 29 年度から、新たに原体規格（有効成分の純度の下限値や不純物の上限値等）に基

づく管理の仕組みを導入した。これにより、原体規格の設定された農薬については、規格

への適合が確認できれば、製造コストの低減に資するような農薬原体の製造方法の変更が

可能となる。また、原体規格が設定された農薬については、製造方法の異なる後発農薬の

登録申請があった場合、組成の比較などにより、現に登録のある農薬の原体と毒性学的に

同等かどうかの判断が可能となる。 

２ インターネットを利用した農薬の販売への対応 

農薬の販売については、農薬取締法において、販売者の届出、販売禁止農薬の規定等を

定めているが、インターネットにおいて、届出をしないで農薬を販売したり、農薬を小分

けして販売したりするなど不適切な事例が確認されている。このような不適切な事例の背

景として、インターネットを利用した取引、特に、ネットオークション等における取引は、

不特定の個人によるものが多く、販売者側と購入者側の双方が法律による規制を知らない

まま行われていることが考えられる。 

このようなインターネットを利用した農薬の不適切な販売を防止するため、農林水産省

のホームページへの「農薬の販売」および「農薬の購入」に関する注意事項の掲載、イン

ターネット販売サイトの運営者に対する農薬取締法上の農薬の販売に関する取り扱いにつ

いて取引ガイドラインへ明記していただくなどの協力依頼を行っている。 

３ 生産段階における農薬の適正使用などの徹底について 

平成 18 年のポジティブリスト制度導入以来、農林水産省は、農薬の適正な使用の指導

を徹底してきた。しかしながら、依然として残留農薬基準値の超過事案が散見されている。 

基準値超過の発生をさらに減らしていくには、ただ農薬の適正使用を訴えるのみでは限

界があり、その真の原因に則した再発防止策を、農薬の使用にあたって特に注意して取り

組むべき事項として重点的に指導していく必要がある。 

このため、基準値超過が明らかとなった場合には、まずは都道府県において、徹底的な

原因究明を行っていただくこととしている。調査の結果は、講じられた再発防止策などと

ともに地方農政局などを通じて農林水産省に報告いただき、農業者への指導などに活用し

ていただくため、全国の都道府県に情報提供させていただくこととなる。 
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４ 農薬による事故および被害の発生の防止について 

農薬による人への健康被害を及ぼす事故は、平成 28 年度には 19 件発生している。事故

の原因としては、誤飲･誤食が全体の 37％を占め、次いで土壌くん蒸剤使用後に被覆が不

十分または実施されなかったことなどによる周辺住民の被害、農薬使用時の防護装備が不

十分であったことによる農薬使用者の被害が多かった。これらの事故などを防止するため

には、適正に農薬を使用・保管するとともに、土壌くん蒸剤使用時には、適正な厚さの資

材を用いて被覆を完全に行うことや、農薬のラベルを確認し、必要な防護装備を着用する

ことが重要である。事故の発生を防止するため、農薬の使用機会が多くなる 6～8 月、農

林水産省では厚生労働省、環境省、都道府県等と連携し、農薬危害防止運動を実施する。 

５ 住宅地周辺における農薬散布について 

住宅地周辺における農薬使用については、「住宅地等における農薬使用について」（平成

25 年 4 月 26 日付け 25 消安第 175 号、環水大土発第 1304261 号)に基づき、十分な配慮

が必要である。この通知は、農薬以外の防除手段の検討や、やむを得ず農薬を使用せざる

を得ない場合の飛散防止対策の実施および周辺住民などへの事前周知などのこれまでの指

導に加え、地方自治体の施設管理部局などが防除業者などに委託して病害虫防除を行う際

に、当該防除業者などに同通知に規定する取組を確実に実施させるための手段を提示して、

防除業者による住宅地などにおける農薬使用の適正化を図るものとなっている。 

こうした指導をしている中、平成 29 年 9 月、公立小学校において児童が授業を受けて

いる時間帯に、敷地内樹木の害虫駆除を目的として農薬が散布され、それにより児童が体

調不良を訴え、病院に搬送される事案が発生してしまった。これを受けて、同様の事案が

発生しないよう、農林水産省と環境省は都道府県宛てに「「住宅地等における農薬使用につ

いて」の再周知・指導の徹底について」（平成 29 年 10 月 25 日付け 29 消安第 3874 号・

環水大土発第 17010251 号）を発出した。 

今後も、本通知に基づく取組を一層推進していくため、通知に示す取組の実施状況の把

握に努めつつ、各地における指導事例なども参考として、より効率的な普及手法も必要に

応じ検討していく。また、都道府県や市町村の施設管理部局等に対する研修の要望などが

あれば、農林水産省および環境省において可能な限り対応させていただくこととしている。 

６ 蜜蜂の被害の防止について 

農薬登録にあたり、使用する際に蜜蜂に悪影響を及ぼさないよう、蜜蜂に対する毒性が

比較的強い場合には、注意事項をラベルに記載している。また、農薬を使用する農家と養

蜂家との間で、巣箱の位置・設置時期や、農薬の散布時期等の情報を交換し、巣箱を退避

するなどの対策を講じるよう指導している。また、平成 27 年から農薬メーカーに対し、

農薬ラベルを見た農業者が、養蜂家との情報交換を徹底できるよう注意事項の見直しの要

請を行っている。 

欧米では、2000 年代より蜜蜂の大量失踪（いわゆる「蜂群崩壊症候群」(CCD)）が問題

となり、その原因は、病気、ダニ、農薬等である可能性が指摘されている。我が国では、

CCD の事例は報告されていないが、蜜蜂が減少する事例は起きており、それらの事例と上

記のような原因との関係について十分把握できているとはいえなかった。このため、農薬

と蜜蜂が減少する事例との関連性を把握することなどを目的として､平成 25 年度から 3 年 
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間で、農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害事例の調査を実施した。 

その調査の結果、以下のことが明らかになった。 

・被害の発生は、水稲のカメムシを防除する時期に多く、巣箱の前から採取された死虫

が水稲のカメムシ防除に使用された殺虫剤を直接浴びた可能性が高いこと 

・死虫から検出された殺虫剤のうち、どの殺虫剤が被害を発生させているのかは特定で

きなかったこと 

・被害を軽減させるためには、農薬を使用する農家と養蜂家の間の情報共有、養蜂家が

行う巣箱の設置場所の工夫および農薬使用農家が行う農薬の使用の工夫等の対策が有効

であること 

このため、都道府県による対策の継続的な実施を推進するとともに、対策の有効性の検

証などのために、毎年、都道府県ごとに被害の件数などを把握する。また、引き続き、国

内外の知見を収集するとともに、効果的な被害軽減対策の確立などのために必要な調査研

究を実施する。 

 

おわりに 

これらの植物防疫に係る課題に的確に対応するため、農業者、都道府県、国、民間の各

分野を越えて、我が国の植物防疫関係者が一体となった取組が必要である。本誌読者の皆

様にも、より一層のご支援とご指導をお願いしたい。 
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