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2020年度植物防疫事業・農薬安全対策の進め方について 
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は じ め に 

近年、訪日外国人旅行客の増加をはじめ、ヒト・モノの交流が活発になっており、それに

伴い、貨物や携帯品、郵便物で輸入される植物やその容器包装を介して、病害虫が外国から

侵入するリスクが高まっていることや、栽培体系の変化や気温上昇により病害虫の発生状況

が変化してきていること等から、これまで以上に病害虫の侵入・まん延を防止する植物防疫

の必要性が高まっている。 

こうした情勢を踏まえ、各都道府県と国が連携して病害虫のまん延防止を図るとともに、

輸出促進や環境にも配慮した病害虫防除技術の確立を推進する等、必要な施策を総合的に講

ずることとしている。特に、病害虫が侵入した場合に早期発見できるよう、全国の海空港や

畑、果樹園において、平素より海外から侵入した病害虫を早期に発見するための侵入警戒調

査を実施しているところであり、万が一、侵入が確認された場合には、国内へのまん延や農

作物被害の拡大等を防止するため、速やかに必要な対策を実施している。 

農薬の安全対策については、国際的動向などを踏まえた農薬登録制度の見直しや最新の科

学に基づく評価を実施するとともに、農薬使用者に対して、適正使用などを徹底していく必

要がある。これにより、生産者に対してより安全で効果の高い農薬を供給するとともに、最

終的には、消費者に安全で高品質な農畜産物を安定的に供給していくことができる。 

この実現を図っていくため、2018年12月および2020年4月には、農薬取締法の一部を改正

する法律が施行された。今後も、より安全で効果の高い農薬の供給を促進するため、農薬に

係る規制について不断の見直しを行っていくこととしている。 

 

I 2020年度予算編成について 

植物防疫対策に関する2020年度予算においては、以下の内容の概算決定がなされたところ。 

我が国からの農産物の輸出促進に向け、諸外国への輸出が禁止されている農産物について、

解禁要請から植物検疫条件の協議、輸出解禁、輸出のための産地形成までのあらゆる段階に

おける植物検疫上の技術的な課題への対応を段階的かつ切れ間なく戦略的に実施する。さら

に、迅速で精度の高い発生予察や広範な病害虫の発生状況データに応じた適時、適切な防除

の実践により、生産コストの削減、生産者所得の向上を図るとともに、難防除病害虫や雑草

については、防除効果が高く経済的かつ省力的な総合防除体系の確立により、効果的な防除

の推進を図る。 
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また、ジャガイモシロシストセンチュウやテンサイシストセンチュウ等の農作物に甚大な

被害を及ぼす重要病害虫について、侵入・まん延防止および根絶に向けた防除対策を実施す

る。加えて、国際基準を踏まえ、最新の知見をもとに個々の重要病害虫に対する防疫指針を

策定することで、重要病害虫の定着およびまん延の防止体制の強化を図る。 

一方、農薬安全対策に関する2020年度予算は、農薬使用者や販売者への講習・指導、農作

物や土壌等への残留状況の調査、残留農薬基準値超過事案の原因究明および再発防止、農薬

による蜜蜂の被害を軽減するための対策の確立、埋設農薬の処理に係る行動計画の管理とと

もに、2019年度から追加した作物群での農薬登録推進のための試験、農薬登録に必要な試験

の信頼性確保に向けた試験従事者等への農薬GLPに係る研修等について支援する。 

また、農薬使用者や蜜蜂への影響評価等、農薬の安全性に関する評価の充実に必要な調査・

試験を実施する。 

 

II 発生予察事業について 

我が国の安定的な農産物生産のみならず、消費者が求める高品質な農産物の供給には、病

害虫の防除は不可欠である。国および都道府県は、生産者が病害虫防除を適時適切に行える

よう、農作物に重大な被害を与える病害虫の発生動向などを調査して、病害虫による農作物

被害の発生を予察し、それらに基づく情報を生産者などに提供している。 

また、近年、発生動向調査を実施する病害虫防除所では、業務が増加傾向にある中、調査

に必要な人員配置や、所内の技術伝承が困難になることが懸念されており、これまでのよう

に地域内の各産地に足を運んで調査を行い、気象情報などの関連データを統計解析すること

による発生予測を、より省力的なものに転換していくことが必要となっている。 

このため、2018年度より、ICT技術を活用して発生調査を効率化するとともに、従来の病

害虫防除所職員による病害虫発生調査結果のみでなく、県下の生産者などが発信する病害虫

発生情報なども活用し、病害虫防除の判断に要する情報として迅速に発信していくことで、

適時の病害虫防除が可能となる情報の収集・提供の体制の実証に取り組んでいるところであ

る。これに加え、2020年度からは、現行の病害虫防除所の体制であっても病害虫発生に係る

情報量を増大し、予察精度の向上や、よりきめ細やかな地域ごとの情報の提供が可能となる

よう、AI、センサー等による自動カウントフェロモントラップやドローンによるセンシング

の発生調査での活用に向けた実証事業に取り組むこととしている。 

他方、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成30年6

月15日閣議決定）に基づき、行政保有データについて、民間などによる二次利用を促進する

ためのオープン化が推進されている中、発生予察事業において得られるデータについても民

間などから同様の対応が求められているため、病害虫発生調査のデータを保有する都道府県

と連携して検討を進めていくこととしている。 

 

Ⅲ 農薬などの空中散布を巡る状況について 

有人ヘリコプターや無人ヘリコプター等の無人航空機を用いた農薬などの空中散布は、水

稲の病害虫防除を中心に、防除作業を省力化する重要な手段として実施されている。特に無

人航空機については、1991年に無人ヘリコプターによる農薬散布が実用化されて以来、2012

年度には100万haを超え、2018年度には約101万ha、普及台数は約2,800台となるなど、その

利用は大きく増加してきており、農産物の安定生産において重要な役割を担っている。 

無人航空機による農薬などの空中散布にあっては、2015年12月に航空法が一部改正されて
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以降、事前に国土交通大臣の許可・承認が必要となっており、①無人航空機の機体の機能・

性能、②操縦者の飛行経歴・知識・技能および③安全な飛行を確保するための体制等が確認

されている。 

この航空法の許可・承認の申請においては、農業利用者の利便性を図るため、「空中散布

における無人航空機利用技術指導指針」（平成27年12月3日付け27消安第4545号農林水産省

消費・安全局長通知。以下「技術指導指針」という。）に基づき、登録された民間団体によ

る機体の機能・性能の確認、操縦者の技能認証、それらに基づく代行申請等により、許可・

承認の申請手続を円滑に行うことを可能としていた。 

一方、農業分野におけるマルチローター式の無人航空機（以下「ドローン」という。）の

利用拡大への期待が高まる中、2018年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、農

薬の空中散布などの物件の投下を行う飛行の際に求められる補助者の配置義務、目視外飛行

の基準等の規制について緩和するよう検討が求められた。また、2018年11月には、規制改革

推進会議から、技術指導指針が航空法などに基づく根拠が明確ではなく、義務を課したもの

ではない通知でありながら、農業従事者などには技術指導指針に基づき行われる登録された

民間団体による機体や操縦者の認定が義務であると誤解を招いている等、技術指導指針の運

用が農業用ドローンの導入を阻んでいるとして、これを見直すべき旨の答申が行われた。 

これを受け、農林水産省では、2019年7月、技術指導指針を廃止し、併せて、「農薬の安

全使用に関する事項」については新たにガイドラインを策定し、農林水産省において引き続

き安全な農薬散布の推進を指導するとともに、航空法上の申請に伴うドローンの機体の機能 

・性能の確認や操縦者の技能認証等の「航空安全に関する事項」にあっては国土交通省での

手続に一元化することとした。 

一方で、無人ヘリコプターに関しては、既に普及が進み利用実績が多いことを踏まえ、現

場での混乱が生じることが懸念されたことから、当面の間は、従前の登録代行機関による代

行申請制度を継続することとしている。 

また、補助者の配置、目視外飛行の基準等の規制緩和については、農林水産省でのユーザ

ー、ドローンメーカー等の外部有識者による検討会での取りまとめ結果を踏まえ策定された、

農用地などにおける空中散布を目的とした航空局標準マニュアル（国土交通省航空局）が公

開されており、許可・承認申請者の参考となるよう周知を進めている。 

一方で、無人航空機を用いた空中散布時の事故が毎年報告されており、これらの多くは、

圃場周辺の状況を把握する事前の実地確認が行われていなかったり、操縦者と補助者の意思

疎通が的確に行われていなかったり、圃場間の移動や飛行経路上に架線などがある圃場にお

いて機体を飛行させる等の危険な飛行を行ったことなどの操縦者の注意不足が原因と考えら

れている。また、散布区域周辺への周知、風向き・散布方向を考慮した飛散防止対策等を講

じるなどの農薬の安全かつ適切な使用も重要となる。このことを踏まえ、農林水産省では、

翌年度の散布作業の安全対策に反映させるため、事故防止のポイントを整理して周知を行う

とともに、前述のガイドラインによりその安全確保について利用者などへの指導の徹底を図

ることとしている。 

 

IV 地域特産作物の病害虫防除および農薬登録推進について 

薬用作物など地域特産作物は、地域において付加価値の高い農業経営を確立するうえで重

要な品目であり、その生産振興が図られている。一方、これらの地域特産作物については、

生産量が尐ないことなどから、農薬の登録が進まず、安定的かつ高品質な生産を推進するた



- 4 - 

めには、これらの地域特産作物に使用可能な農薬の登録の促進（適用拡大）に取り組むこと

が必要である。 

このため、2013年度から地域特産作物での農薬の適用拡大の加速化を図るため、民間団体

などが行う農薬の適用拡大に必要な薬効・薬害および作物残留試験の実施に対する支援を行

っており、2020年度も引き続き農薬の適用拡大に必要な登録試験実施への支援を行うことと

している。 

一方、薬用作物などの地域特産作物の生産拡大のみならず、無人航空機を活用した安全・

適正な農薬散布の推進、薬剤抵抗性病害虫等の課題への対応について着実な推進を図るため

に、病害虫防除体系の確立や農薬登録の推進が重要となっている。これらの課題に円滑かつ

迅速に対応することを目的として、2015年9月に関係機関・団体による病害虫防除・農薬登

録推進中央協議会を設立した。当該協議会では、各都道府県から収集したマイナー作物や無

人航空機の利用に係る農薬登録要望等の情報を関係者間で共有するとともに、薬剤抵抗性病

害虫などの生産現場における課題の解決に向けた技術的な対応の検討や都道府県などへの情

報提供等を行うこととしている。 

また、近年、作業の省力化や効率化が図られると期待が高まっているドローンなどの無人

航空機は、従前、農薬の空中散布が行われていなかった野菜・果樹等新たな利用場面への農

薬登録の拡大が強く要望されている。このため、農水省では昨年3月に農業用ドローンの普

及に向けて「農業用ドローンの普及計画」を設定し、その中で、2022年度末までの4年間で

ドローンに適した農薬の登録を新たに200剤増加させることを目標とし、現場ニーズを農薬

メーカーに通知して登録申請を促すとともに、産地と農薬メーカーのマッチングや地域にお

ける登録試験実施への支援を通じて、その適用拡大を推進していくこととしている。 

 

V 難防除病害虫対策としての総合的病害虫・雑草管理（IPM）の活用について 

これまで、食の安全や信頼の確保、環境に配慮した農業の推進が求められる中で、天敵や

フェロモンを利用した生物的防除、粘着板等を利用した物理的防除および化学合成農薬によ

る防除を組合せ、環境負荷を低減するとともに、病害虫の発生を経済的被害が生じるレベル

以下に抑制する総合的病害虫・雑草管理（IPM）を推進している。現在、IPMについては徐々

に現場での認知度も高まり、半閉鎖的栽培環境となる施設栽培を中心にIPMの実践は増えて

いる。 

しかし、環境負荷低減が期待される防除対策の検討が進められる一方で、土地利用型作物

や果樹等の開放型栽培の品目を中心に、薬剤抵抗性病害虫（コナガ、ハダニ、アザミウマ、

イネいもち病、野菜類灰色かび病、リンゴ黒星病等）、コストや労働負荷の面で防除ができ

ない土壌病害（コムギなまぐさ黒穂病、タマネギべと病、ショウガ青枯病、サツマイモ基腐

病等）等の難防除病害虫の被害が顕在化している。 

このため農林水産省では、難防除病害虫の防除に対し、従来の化学農薬を中心とした防除

体系ではなく、これまで培ってきた農薬に頼らないIPM防除の考え方を基盤に、実行性の高

い防除対策を確立するため、2020年度から「消費・安全対策交付金（病害虫の防除の推進）」

の事業メニューを刷新し、都道府県による、農薬だけに頼れない病害虫・雑草の防除技術の

確立を支援することとしている。また、JAや特認団体等が都道府県と協力し、地域の防除体

系を考慮した農薬だけに頼らない防除体系を確立することなどについても支援を行うことと

している。 
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VI 植物検疫に関する国際情勢について 

国際植物防疫条約（IPPC）の下ではIPPC第10条に基づき植物検疫措置に関する国際基準

（ISPM）が策定されており、これまで（2020年2月末時点）に43本が策定されている。ま

た、現在検討が進められている基準案として、ISPM8「ある地域における病害虫ステータス

の決定」の改正および「国家植物防疫機関が民間企業等に植物検疫活動を権限付与する場合

の要件」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、実施・能力開発委

員会において、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

の改善等も進められている。2018年12月の国連総会で、2020年を植物病害虫のまん延を防

ぐことの重要性に関する意識啓発を目的とした国際年「国際植物防疫年2020（International 

Yearof Plant Health 2020）」とすることが採択された。IPPCにおいては2020年に国際植

物防疫年に関する世界的なイベント（フォトコンテスト、IPPC総会閣僚級会合、世界食料デ

ー関連イベント等）が計画されている。農林水産省としても、関係する企業・団体等と協力

して植物防疫の重要性を周知する「国際植物防疫年2020オフィシャルサポーター制度」をは

じめとして、国際機関や国内の関連企業等と連携して国際植物防疫年に係る取組を積極的に

展開していく予定である。 

 

VII 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把握し、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、2012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。 

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2016年以降緊急防除を実施しているジャガイモシロシストセンチュウ

については、北海道網走市および大空町の一部地域を対象として、寄主植物の移動制限など

によりまん延防止を図りつつ、対抗植物の植栽などにより密度低減のための取組を進めてお

り、当初発生が確認された163圃場のうち、148圃場で本線虫の密度が検出限界以下となった

ことを確認した。一方、これまで未発生だった防除区域内の53圃場で新たに発生が確認され

たことに加え、2019年8月には北海道斜里町においても新たに本線虫が確認されたため、緊

急防除の期間を6年間（2026年3月末まで）延長することとした。なお、周辺地域における発

生調査の結果を踏まえ、新たに発生が確認された地区を防除区域に追加することとしている。 

また、2018年4月より緊急防除を実施しているテンサイシストセンチュウについては、長
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野県諏訪郡原村の一部地域を対象として、寄主植物の移動制限などによりまん延防止を図り

つつ、土壌消毒などにより密度低減のための取組を進めており、当初発生が確認されたすべ

ての圃場については、本線虫の密度を検出限界以下としたものの、29圃場で再発が確認され

たことから、緊急防除の期間を2年間（2022年3月末まで）延長することとした。2010年以

降緊急防除を実施しているウメ輪紋ウイルスについては、現在、6都府県23市町を防除区域

に指定し緊急防除を実施しているが、2019年5月に感染樹の伐採を中止するなど、防除対策

を試行的に見直したところ。 

さらに、昨年7月に我が国で初めて発生が確認されたツマジロクサヨトウについて、これ

までの調査の結果、21府県まで発生が拡大している。今後も引き続き、全国で発生調査を実

施し、早期発見・早期防除に努めることとしている。 

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、35出張所の体制のもと人員配置を行っており、2020年度末の植物防疫官数は963人と

なる予定である。 

2020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

主要空港（成田空港、羽田空港、関西空港）および地方空港（静岡空港、小松空港、広島空

港、岡山空港）、客船ターミナルが新たに整備される東京港および横浜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。 

また、訪日旅行者などの増加に伴い、昨年4月から、それらによる植物の違法な持ち込み

に対して警告書を交付するなど、厳格な対応を実施している。 

3 輸出植物検疫の取組について 

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

することとしており、検疫上の理由により輸出ができない、あるいは検疫条件の厳しい国・

地域や品目について、当該国・地域との二国間の輸出植物検疫協議を重点的かつ戦略的に進

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、2020年度には「我が国の輸出に有利な国際的検

疫処理基準の確立、実証（118百万円）」および「輸出先国の規制に係る産地への課題解決

支援（24百万円）」を実施する予定である。 

(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、技術的な協議を積み重ねた結果、2019年12月にベトナム向けりんご

の条件緩和（袋かけに代わる検疫措置の追加）が実現した。また、同年11月に米国向け盆栽

（ツツジ属およびゴヨウマツ）の条件緩和（網室内での栽培期間短縮）、2020年2月に米国

向けうんしゅうみかんの条件緩和（臭化メチルくん蒸の撤廃）、2020年3月に米国向けなし

の条件緩和（輸出生産地域の拡大、品種制限の撤廃）を実現した。 

2020年度も引き続き、インド向けりんご、EU向け黒松盆栽、豪州向けいちご、タイ向け

かんきつ類等の輸出解禁・条件緩和の実現に向けて、技術的な協議を積み重ねていく予定。 

予算事業としては、2018年度から実施している「我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基

準の確立、実証委託事業」において、引き続き、①我が国の輸出に有利な殺虫処理技術の国

際基準化を推進するため、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殺虫処



- 7 - 

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、②輸出相手国が近年採用している検疫措置をベースに、従来の殺虫処理を主体とし

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

の検疫措置を組合せたシステムズアプローチでの検疫措置案の調査・実証を行う予定である。 

(２)  輸出促進に向けた産地への技術的支援 

農産物の輸出にあたっては、輸出先国の植物検疫条件に合致させることが重要である。植

物防疫所では、産地や輸出業者等に対し、各国の輸入規則情報などを定期的に更新し、輸出

先国の植物検疫条件の早見表を作成するなどの情報発信を行っているところである

（http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu）。 

また、輸出に取り組む、または取り組もうとする生産者や産地等への支援として、2017年

度から開始した「輸出先国の規制に対応するためのサポート体制整備事業」を終了し、2020

年度からはグローバル産地づくり推進事業委託費のうち「輸出先国の規制に係る産地への課

題解決支援」に統合して実施する。先の事業では、輸出先国の植物検疫条件や残留農薬基準

に対応するため、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等するこ

とにより、産地などの実態に合ったきめ細やかな技術的支援を行っており、これまでに全国

約250の産地や流通販売事業者等に専門家が訪問した。なお、2020年度も新たな事業を通じ

支援を継続することとしている。 

これに加えて、さらなる輸出の拡大に向け、増加する訪日外国人に我が国の農産物をおみ

やげとして持ち帰ってもらうことを目的として、植物検疫条件を記載したリーフレット（7

か国語）の作成・配布や、主要空港において輸出検疫カウンターでの検査対応（6空港7か所）

を行っている。 

4 輸入植物検疫の見直し 

国内に発生していない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

供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、リスクに応じた輸入植物検疫の確保に向けて、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2011年から順次実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

本記事については２回に分けて掲載いたします。 

「Ⅷ 農薬安全対策の一層の推進」については次号にて紹介いたします。 

http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu

