
- 1 - 

              ２０２１年５月１３日号－1 

  

2021年度植物防疫事業・農薬安全対策の進め方について（2） 
農林水産省 消費･安全局 植物防疫課 農産安全管理課農薬対策室 

 

（1～Ⅴについては前号（4月23日号）に掲載） 

 

 

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（2021年1月末時点）に43本が策定されている。

新型コロナウイルス感染拡大にともない、昨年4月に開催予定であったIPPC 総会をはじめ

複数の国際会議が中止となったものの、WEB会議等でISPMの協議・検討は継続して行わ

れており、現在、「植物検疫措置のための品目基準」、「植物検疫における監査」等の新

たなISPM案の検討が進められている。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。 

昨年の国際植物防疫年2020においては、関係する企業・団体等と協力して植物防疫の重

要性を周知するオフィシャルサポーター制度をはじめとして、政府広報テレビ番組の放映、

旅客機での広報ビデオの放映、植物検疫をデザインした記念切手の発行等、国際年に係る

取組を展開してきたところである。国連食糧農業機関は、新型コロナウイルス感染症の拡

大を受けて、国際年に係る活動を2021年半ばまで延長することとしており、農林水産省と

しても引き続き、植物防疫の重要性を周知していくこととしている。 

 

 

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、
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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、ミカンコミバエ種群、

火傷病菌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等を調査し、病害虫のリスク

に応じた防除対策等を実施している。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等の防除対策を講じている。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、

斜里町および清里町の一部を防除区域として、寄主植物の移動制限等によりまん延防止

を図りつつ、対抗植物の植栽等により密度低減のための取組を進めている。 

また、2018年4月以降、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等によりまん延防

止を図りつつ、土壌消毒等により密度低減のための取組を進めており、緊急防除終了

（2022年3月末）までに、農業者自らが日常の営農管理の中で検出限界以下を維持する

ことが可能な防除体系を確立することとしている。 

2010年以降、移動制限、感染植物の伐採等を主な内容とする緊急防除を実施している

ウメ輪紋ウイルスについては、2020年12月の対策検討会において、これまでの取組の結

果、発生地域における感染割合は大きく低下しており、こうした状況においては、防除

期間（2021年3月末まで）を延長する必要はないと判断された。一方で、未発生地域へ

の本ウイルスの侵入防止に万全を期すため、セイヨウスモモ、スモモ等への被害に関す

る知見を収集するまでの間は、発生地域において、苗木等の検査制度を新たに導入し、

検査を実施することとした。 

我が国への侵入を警戒しているミカンコミバエ種群については、昨年、鹿児島県を中

心に九州地方で誘殺が相次ぎ、鹿児島県では幼虫の寄生果も確認されたことから、植物

防疫所では、県、市町村等と協力して、テックス板（誘殺板）の設置や航空防除等の初

動防除を実施した。近年、ミカンコミバエの誘殺状況が変化していることから、今後、

飛来状況等について分析を行い、侵入警戒体制を検討することとしている。 

 

2 植物防疫所の体制等の整備について 

植物防疫所では、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、2021年度末の植物防疫官数は972人となる予

定である。 

2021年度においては、「明日の日本を支える観光ビジョン」等が掲げる2030 年に訪

日外国人旅行客数6,000万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、新千歳空港）および地方空港（函館空港、松山空港、大分

空港、佐賀空港、長崎空港、熊本空港、鹿児島空港）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、訪日旅行者等の増加に伴い、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等の緩和・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・
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地域や品目について、農林水産大臣が本部長を務める「農林水産物・食品輸出本部」の下

で策定された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画」に盛り込まれた輸出

先国および品目から優先的に協議を行うこととしている。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、相手国の検疫条件等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等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、2021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（104百万円）」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、2020年5月にタイ向けかん

きつ類の条件緩和（合同輸出検査から査察制への移行等）、同年8月にEU向けクロマ

ツ盆栽の輸出解禁、同年8月に豪州向けいちごの輸出解禁等を実現した。 

2021年度も引き続き、インド向けりんご、米国向けメロン、ベトナム向けうんしゅ

うみかん等の輸出解禁・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重要害虫の殺虫処理

技術の確立および国際基準への提案に向けたデータの蓄積、②輸出植物検疫協議を迅

速化するため、収穫後の殺虫処理ではなく、生産から流通の過程における、園地管理

等の産地が取り組みやすい複数の措置の組合せによる検疫措置案の調査・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等を定期的に更

新し、輸出先国の植物検疫条件の早見表を作成する等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」に統合して実施している。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、産地等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、2021年度も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。 
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4 輸入植物検疫の見直し 

農産物の生産等に被害を及ぼす病害虫の侵入を効果的かつ効率的に防止するため、海

外での発生情報等を踏まえ、病害虫の侵入・まん延の可能性や、まん延した場合に農業

生産に与える経済的被害について評価し、適切な検疫措置を検討する病害虫リスクアナ

リシスを行うとともに、その結果に基づいて侵入を警戒すべき病害虫の見直しや検疫措

置の見直し等を実施している。 

 

 

VIII 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。農薬の人の健康や環境に対する影響の評価方法については、科学の進歩に伴い見直

すことが必要であり、我が国でも、農薬の規制に関する国際的動向などを踏まえ、農薬

登録制度の見直しを進めている。2018年に農薬取締法を一部改正し、再評価制度の導入

や、農薬の安全性に関する審査の充実等を図ることで農薬の安全性について一層の向上

を図ることにしている。また、このほか、作物群の拡大等を通じて農薬登録の効率化を

図ることとしている。 

また、このような取組により、農薬登録制度の国際調和が進み、国内農薬メーカーの

海外展開が容易となったり、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も期待される。 

（ 1 ） 再評価制度 

同一の有効成分を含む農薬について、一括して定期的に、最新の科学に基づき安全

性などの再評価を実施する。すべての農薬について、有効成分ごとに順次再評価を行

うこととしており、おおむね15年ごとに再評価を実施する。また、既登録農薬につい

ては、今年度より、人の健康や環境に対する影響の大きさを考慮し、国内での使用量

が多い農薬から優先的に再評価を進めていくこととしている。再評価の結果を踏まえ

て、必要に応じて登録の見直しを行う。また、毎年、農薬の製造者から安全性に関す

る科学的知見を収集・分析し、必要な場合には、定期的な再評価を待たず、随時評価

を行い、登録の見直しを行うこととしている。 

（ 2 ） 農薬の安全性に関する審査の充実 

2020年4月から、農薬使用者への影響評価について、毒性のみでなく、使用方法に

従って農薬を使用したときに、皮膚や吸入を通じて摂取する暴露量を考慮したリスク

ベースの安全性評価を実施している。農薬の蜜蜂への影響評価についても、蜜蜂への

毒性の強さおよび蜜蜂への農薬の暴露量を考慮したリスクベースの安全性評価を実施

している。 

（ 3 ） 農薬登録を効率的に行うための作物群の拡大 

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、同じ使用方法であれば、作物群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、2017年度から果樹類、2019年度から野菜類等の作物について、それぞれ作物群で

の登録を可能とした。これにより作物群でのより多くの試験成績に基づく農薬の登録
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審査が可能となるとともに、作物群での登録が進めば、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。 

 

2 生産段階における農薬の適正使用などの徹底について 

農林水産省は、農薬の適正使用の指導を徹底しているが、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することとしている。 

このような中、2020年12月に、農業者による農薬の不適正使用の結果、当該農薬の有

効成分の農作物中の残留濃度が食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づき定められ

た残留基準値を大幅に超過し、当該農作物を摂食した場合に健康に悪影響を及ぼすおそ

れがある事案が発生した。 

本事案の発生を踏まえ、「農薬の不適正使用により健康に悪影響を及ぼすおそれがあ

る事案の発生及び農薬の適正使用に係る指導の徹底について」（令和2年12月24日付け2

消安第4308号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）に基づき、都道府県に対

して、農薬の適正使用や使用履歴の記帳に係る指導の徹底とともに、都道府県における

指導内容の改善を図っていただくべく、事案発生県における指導内容の改善について周

知を行った。 

また、2020年度に農業者の農薬の使用場面に応じた使用方法をピンポイントかつ的確

に表示するスマホアプリを開発した。今後、このスマホアプリを農業者に活用いただく

ことで、農薬の適正使用が一層進められることを目指している。 

 

3 農薬の使用に伴う事故および被害の発生の防止について 

農薬の使用に伴う事故（人への被害）は、2019年度には11件発生している。事故の主

な原因としては、飲料の空容器に移し替えたなど農薬の保管管理が不適切だったために

農薬を誤って飲んだ事故および農薬の調製または使用時にマスクやメガネ等の防護装備

が不十分だったため生じた事故が報告されている。これらの事故などを防止するために

は、農薬やその希釈液等をペットボトル等の飲料品の空容器等に移し替えないこと、農

薬を施錠された場所に保管すること、調製または使用時に防護装備を適切に着用するこ

と等が重要である。 

また、被覆を要する土壌くん蒸剤（クロルピクリン剤）については、依然として、農

薬使用者が適切に被覆を行わなかったこと等を主な原因とする事故が、毎年報告されて

いる。このような状況を踏まえ、2020年3月に、クロルピクリン剤の使用実態や、現場

での指導方法について、各都道府県に対し調査を行い、各地域の実態の総点検および点

検結果に基づく指導の徹底をお願いした。当該調査の結果、ほとんどの産地でクロルピ

クリン剤の使用時の被覆は完全に実施されているが、一部の産地（住宅地等に隣接して

いる圃場がある産地を含む。）においては、一部の農家で被覆が実施されていないこと
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が判明した。また、被覆の徹底や住宅地等周辺での被害防止対策について、地域におい

て様々な取組が行われていることも報告された。本調査結果を踏まえ、クロルピクリン

剤の適正な取扱いが改めて徹底されるよう、「被覆を要する土壌くん蒸剤の使用実態等

に基づく適正な取扱いの徹底について」（令和2年7月15日付け2消安第1758号農林水産

省消費・安全局農産安全管理課長通知）を発出し、都道府県に対して、①住宅地等周辺

でのクロルピクリン剤の使用時には、周辺住民に被害が生じないようにするため、特に

被覆の実施を改めて徹底するとともに、周辺住民への説明や事前周知等、被害防止対策

を行うよう指導すること、②住宅地等周辺に限らず、クロルピクリン剤を使用するすべ

ての産地に対して、クロルピクリン剤の使用時には被覆が必要であることを改めて周知

徹底することについて、指導の徹底をお願いした。 

また、すべてのクロルピクリン剤使用者に対して、被覆の必要性を認識してもらうた

めのチラシ・ポスターを作製し、販売店を通じた配布を進めるとともに、2021年度から、

クロルピクリン剤の使用時におけるリスク低減に関する研究を実施することとしている。 

 

4 農薬危害防止運動について 

農林水産省は、厚生労働省、環境省および都道府県等と連携し、農薬の使用に伴う事

故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、使用現場における周

辺への配慮の徹底等を推進する「農薬危害防止運動」を毎年度6～8月にかけて実施して

いる。2020年度は、依然として、周辺住民や農作物等への飛散防止対策、住宅地等にお

ける農薬の適正使用等に十分な配慮がなされているとは言えない場面が見られること等

を踏まえ、運動が全国で一体となって推進されるよう、運動のテーマ「農薬は 周りに

配慮し 正しく使用」を掲げるとともに、重点指導項目を設けてより徹底した指導を行

った。また、各地域の課題に応じて活用できるよう、これまでの事故・被害の調査結果

等に基づく重点指導項目啓発ポスター、飛散による被害を防止するために注意すべき点

を呼びかける飛散防止啓発ポスターの2種類を作成するとともに、周知の行き届きにくい

農薬使用者への周知が課題となっていることから、農薬適正使用の啓発リーフレット（事

故被害防止編、農薬ラベル確認編、飛散防止編）を作成した。本運動を通じて、多くの

地域で、無人航空機による農薬使用や住宅地等における農薬使用などにおける農薬使用

者への指導が課題としてあげられた。このことを踏まえ、引き続き、すべての農薬使用

者が常に周りへの配慮を意識して農薬を安全に使用する環境の醸成に努めることとして

いる。 

 

5 住宅地周辺における農薬使用について 

学校、公園、街路樹および住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、

農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすることが必要である。こ

のため、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」（平成15年農林水産省・

環境省令第5号）第6条において、住宅地周辺における農薬使用に当たって飛散防止のた

めに必要な措置を講じるよう努めることを規定している。 

住宅地等における農薬の適正使用の取組を徹底するため、2013年4月26日に以下の内

容を掲げた「住宅地等における農薬使用について」（25消安第175号・環水大土発第

1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）を制定した。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
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飛散防止対策の実施および周辺住民等への事前周知等のこれまでの指導に加え、地方自

治体の施設管理部局等が防除業者等に委託して病害虫防除を行う際に、当該防除業者等

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

宅地等における農薬使用の適正化を図るものとなっている。 

こうした中、2017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3974号・環水大土発

第1710251号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、環境省水・大気環境局土壌環

境課農薬環境管理室長通知）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等も参考として、より効率的な普及手法を必要

に応じて検討していく。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

等があれば、農林水産省および環境省において可能な限り対応することとしている。 

 

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

を退避する等の対策を講じるよう指導している。 

欧米では、2000年代より蜜蜂の大量死等が問題となり、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。我が国でも、蜜蜂が減少する事例は起きており、

それらの事例と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等を目的として、2013年度から3

年間で、農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害事例の調査を実施し、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、毎年、都道府県

ごとに被害の件数、対策の有効性の検証状況等を把握することとしている。 

 

7 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等の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
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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して農薬取締法上の農薬の販売に関する取扱い

について取引ガイドラインに明記していただく等の協力依頼を行っている。 

 

8 農薬として使用することができない除草剤の販売などについて 

農薬取締法においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫また

は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬に該当しない除草剤（法第22

条第1項に規定する「農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤」をいう。以下同

じ。）については、農作物等の栽培・管理に使用されないよう、農薬に該当しない除草

剤を販売する者に対し、農薬として使用できない旨の表示をする義務を課す（法第22条）

とともに、この表示に反して、農薬として使用した場合には、無登録農薬の使用として、

罰則が科されることとなっている（法第24条）。 

農林水産省では、「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」（平

成31年3月28日付け通知）に基づき、農薬に該当しない除草剤について、農作物等の栽

培・管理のために使用してはならないこと、農作物等の栽培・管理のための使用を前提

とした販売をしてはならないこと、また、登録を受けている農薬と誤認させるような宣

伝をしてはならないこと等の農薬取締法の規制について周知している。 

2020年度からは地方農政局等において、農薬登録を受けていない除草剤を販売する事

業者のうち、主にチェーン展開しているホームセンター、ドラッグストア等の本社を訪

問し、販売所における農薬として使用できない旨の表示等の販売に関する留意点の周知

を行っている。 

 

 

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。 

 

 

本記事は「植物防疫」4 月号に掲載した内容ですが、本紙面に

ても紹介させていただきました。 

植防コメント 4 月 23 日号(前半掲載)とともにご覧ください。 


