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生鮮農産物
の安全性の
確保傾向

東京都

　ＧＡＰについての関係者の認識はまだ浅く、その取組みの必要性も十分理解されていない状況であること
から、各地域にＧＡＰ導入の推進体制をつくることを目的とし、平成19年度に策定した「東京都ＧＡＰ手法導
入指針」の普及を図った。
　また、ＧＡＰを広く知らせるため、農業者及び農業指導者等を対象に研修会を開催した。
　なお、目標値の設定については、まず都段階での導入マニュアルへの取組を重点とし、モデル農家での
取組を想定した。処方職

「ＧＡＰ検討委員会」を開催し、都に
おけるＧＡＰ推進について検討を
行った。
　また、GAPの概要と導入によるメ
リットを内容とした「ＧＡＰリーフレッ
ト」を作成し、ＪＡ等を通じて配布し、
ＧＡＰへの理解促進を図った。
GAP実践農家数が0戸から2戸に
なった。

103,000

GAP実
践農家
数の増
加率

0.0136% 0.0272% 200% A

　「東京都ＧＡＰ手法導入指針」･「ＧＡＰリーフレット」を
もとに、生産者･農協関係者等に対し、ＧＡＰへの理解
促進を図った。
　モデル農家の取組についても、目標を達成すること
ができた。今後も引き続き、ＧＡＰへの理解を深め、導
入に努める。

　GAPの意味や、モデルを浸透させるために、パン
フレットを作成し、研修会にて配布し理解を深め、
実践農家数の目標を達成できたことは評価でき
る。今後も引き続きＧＡＰの推進に努めて欲しい。
22年度以降の取組み方針は良い。

 事業は適正に行われており、特
段の対応はないが、引き続き
GAPへの理解を深め、GAPの導
入に努める。

農薬の安全
使用等の総
合的な推進

東京都

　東京都内には、5,887件（平成21年3月末現在）の農薬販売者による届出があり、小売、卸売を問わず、販
売者が集中している。また、農地や樹木は市街地にあるため、住宅地と隣接した中での農薬散布となり、細
心の注意が必要とされる。
　平成14年の無登録農薬問題発生以降、都民の『食の安全・安心』に対する高まりを受けて、年間立入件
数を増やし、重ねて、リーフレット作成や講習会の実施をすることにより農薬の適正販売・使用を喚起してき
たが、依然として、農薬に対する正しい認識の周知徹底が一部ではなされていない状況にある。
目標値の考え方
　　立入検査を実施する中で、所在地に実在しないもの（不明）は検査除外にする。また将来にわたって農
薬を取り扱わない販売者には廃止届の提出を求めるなど、実態把握を数年かけて実施しているところであ
る。
●目標値は、平成20年度に実施した立入検査の結果見られた不適正な販売及
び使用の発生割合とした。
　【現状】　20年度不適切販売の発生割合(%)　118/5,887×100=2.0%
　【目標】　21年度より0.2ﾎﾟｲﾝﾄ減少　106/5,887×100=1.8%
　立入検査と講習会の実施、農薬管理指導士の認定を通して、農薬の適正販
売・使用を推進するために、以下の事項を実施する。
　(1)　農薬管理指導士の養成及び資質向上のための研修会の開催
　(2)　農薬使用者を対象にした安全・適正使用講習会の開催
　(3)　農薬残留確認調査

(1)農薬の安全使用の推進
　　安全使用講習会　2回
(2)農薬の適切な管理及び販売の推
進
　　販売業者立入622件
　　農薬管理指導士研修3回
(3)農薬残留確認調査
　　土壌・作物残留分析30点

844,000
不適切
な販売
割合

1.8% 1.8% 100% A

　農薬の不適切な販売割合の発生率が目標値と重
なったが、農薬販売店の立入件数は、昨年度より100
件近く多く実施しており、農薬の安全使用、適切な管
理、適切な販売の取組みの重要性は認識され、着実
に普及しており事業の目的は達成していると考える。
　また、農薬安全講習会･農薬管理指導士養成研修会
等の実施により、農薬使用者に対する農薬の適正･安
全使用の周知徹底が図られ、使用者の意識は着実に
向上しており、事業の目的を達成したと考えられる。

 本事業は、消費者の「食の安全・安心」に対する
強い要望に応えるものであり、極めて重要である。
又、継続して推進することに大きな意義がある。東
京都は農薬販売業者数が多く、立入件数は、その
1割強程度であるが、実数６２２、全年度より100件
近く増加しており、努力している。
　また、講習会や農薬残留確認調査も着実に実施
され、農薬販売業者、使用者の資質向上に貢献し
ていると判断されるので、今後も継続されることを
期待する。

 事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

畜産物の安
全性の確保

東京都

　平成13年9月に国内で発生した牛海綿状脳症(ＢＳＥ)を契機に、その発生を防止するため、牛や緬羊など
の反芻動物に肉骨粉等の動物由来タンパク質を給与することが禁止されている。
　生産段階における畜産物の安全性を確保するため、都内の牛飼養農家に対する巡回指導を実施すると
ともに、牛用飼料中の肉骨粉等抽出検査を行い、給与飼料の管理の適正化を図る。

●目標値の考え方
　目標値の設定については、牛用飼料中の動物由来タンパク質の抽出検査を検査項目とし、検査実施農
場数を不適正農場数で除した割合とした。
（１）現状（平成２０年度）
　①検査対象農場数：３０戸
　②不適正農場数：０戸
　　　現状（％）＝（②／①）×１００＝（０／３０）×１００＝０
（２）事業実施後（平成２１年度）
　③検査対象農場数：３０戸
　④不適正農場数：０戸
　　　事業実施後（％）＝（④／③）×１００＝（０／３０）×１００＝０
    　　　目標値（％）＝（④／③）×１００＝（０／３０）×１００＝０

巡回点検実施数
　　牛飼養農家　30戸
　飼料抽出検査
　　牛飼養農家　 30戸・68検体
　　飼料販売業者　1箇所・2検体

不適正農場数：0戸

305,000

不適切
な事例
の発生
割合

0% 0% 100% A
巡回点検による農家指導と飼料抽出検査を計画的に
行い、全ての検体に肉骨粉の混入は無いことが確認さ
れ、目標を達成した。

　豚用、鶏用の飼料では動物性タンパク質の添加
が認められている中、それらが牛用飼料中へ混入
されていないか調査することは、BSEの発生を防止
し、ひいては牛由来畜産物の安全・安心を確保す
る上で大変重要な意義のある事業と考えられる。
　事業の目標値を達成していることは評価できる
が、ガイドラインにある目標値の設定が、検査件数
の目標値も含めた数値として表現した方がよりよい
のではないかと思われた。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

家畜衛生の
推進

東京都

　家畜の生産性及び衛生管理の向上と生産段階における畜産物の安全性を確保するために､家畜衛生に
関する各種調査、検査並びに情報収集を行い、畜産農家に対する衛生管理技術の普及・啓発及び指導を
実施し、伝染性疾病の発生割合の低減を図る｡なお､本事業は､主に東京都家畜保健衛生所において実施
した｡
●目標値の考え方
家畜伝染病予防法に基づき都道府県が国に報告する監視伝染病の発生件数及び病性鑑定等で把握する
監視伝染病以外の伝染性疾病の発生件数の和の減少率及び検査件数の増加率により家畜衛生に係る取
組の充実度を次式にて算出。
家畜衛生に係る取組の充実度の算定式＝100×(1+A)×（1+B）
A＝家畜の伝染性疾病の発生件数の減少率
B＝Aにおける対象疾病の検査件数の増加率
(1)[現状](平成20年度)伝染性疾病の発生件数=6、対象疾病の検査件数=4,818
(2) [事業実施後（目標）]伝染性疾病の発生件数=5、対象疾病の検査件数=4,500
A=家畜の伝染性疾病の発生件数の減少率
 =（-（[事業施後]- [現状]） /[現状]）=（-（5-6）/6）=0.167
B＝Aにおける対象疾病の検査件数の増加率
=（[事業施後]- [現状]） /[現状]）=(4,500-4,818) /4,818=-0.07
家畜衛生に係る取組の充実度＝100×(1+A)×（1+B）

BSE検査・清浄化の推進
　　135頭
監視危機管理体制の整備
　　546検体（O－157等）
生産衛生の確保
　　770検体（鶏卵等）、3品目、2戸
地域衛生管理体制の整備
　　鶏　2,312検体
　　豚　3,670検体

5,446,000

家畜衛
生に係
る取組
の充実
度

108.5% 105.7%
97.40% A

伝染性疾病の発生は単発的には確認されたものの、
伝染病のまん延といった状況はなかった。各種事業の
実施により都内畜産農家の衛生対策の向上が図られ
ていると考えられる。

　今年度は、宮崎県で口蹄疫の大発生があり社会
問題となったが、管内の農家へ定期的に訪問する
ことによって、家畜に臨床的な異常がないかを調
査し、また家畜飼養衛生管理基準に沿った指導を
行うことは、わが国の家畜衛生の基盤となる大変
重要な事業であると考えられる。
　抗体検査例数が前年に比べ増加したことは大い
に評価できる。伝染病の発生件数が6例から7例へ
と増加しているようにみえるが、それぞれの発生農
家が異なることから、同一の悪性伝染病が流行し
たものではなく、個別の疾病が低率かつ散発的に
認められたものと考えられ、特に問題ない。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

養殖衛生管
理体制の整
備

東京都

 近年、水産養殖業に魚病が多発しており、この対策に使用される水産用医薬品に関して残留性の観点か
ら適正な使用が必要になっている。また、食品の安全性に対する消費者の関心の高まりもあり、医薬品だ
けでなく、養殖現場で使用される養魚用飼料や衛生管理にも適正な指導と監視体制の整備が不可欠であ
る。そこで、魚病発生の把握に努め、魚病に対する防疫および医薬品の適正使用を行うとともに、都内にお
ける魚病の発生・蔓延を防止し、より安全で安定した養殖魚生産の推進を図るため、事業を実施した。

●目標値の考え方
・給餌養殖経営体数：都内の養殖組合等に加盟し、都内に養殖池をもっている養殖業者（34軒、内3軒は観
賞魚養殖業者）
・水産用医薬品適正指導使用指導等会議の開催回数　2回（海面1回・内水面1回））
・養殖衛生指導（巡回指導等）によるもの（３１軒）

・総合推進会議の開催
　　総合推進会議、内水面関東甲信
越ブロック地域合同検討会へ出席。
太平洋地域合同検討会開催
・養殖衛生管理指導
　　指導会議実施回数:2回。巡回指
導（海面2軒、内水面29軒）31経営体
に実施。魚病診断時における指導
等。
・養殖場の調査・監視
　　養殖資材機材使用状況調査。医
薬品残留検査：19検体（内水面15検
体、海面4検体）。薬剤耐性菌実態
調査
・疾病の発生防止・まん延防止
　　KHV病検査：8件

1,214,000

養殖衛
生管理
を行っ
た養殖
経営体
数の割
合

91.18%
（31／
34）

91.18%
（31／
34）

100% A 指導会議、巡回指導を計画的に進め、目標を達成した。
　本事業は当初の計どおり適性に実施されており、
その評価も妥当なものと思われる。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

都道府県等の事後評価

目標値

目標値及び実績
目的 目標 事業実施主体 交付金相当額事業実施計画 事業実施実績
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病害虫の防
除の推進

東京都

(1)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）普及推進
●目的と方法
 　 キュウリの施設栽培は、難防除病害虫の被害により、薬剤散布回数が多くなる傾向にあり、散布回数を
減らした的確な防除方法が求められている。そのため、主要病害虫（アザミウマ類、アブラムシ類、べと病、
うどんこ病）などについて農林総合研究センターで各種防除法の効果確認及び調査を行い、施設キュウリ
のＩＰＭ体系の確立に取組む。
●目標値の考え方
　　目標値は、都独自に生産者レベルで取組可能なものを実践指標として設定する。
実践指標における管理ポイント6項目のうち、重要な4項目に取組む。
　　4/6 × 100 ＋100 = 166　から目標値を166とする。
●管理項目（○：取組項目）
　　○ＵＶカットフィルム、○微生物農薬、○健全苗の育成、○防虫ネット　反射マルチ　天敵利用（ミヤコカ
ブリダニ・ククメリスカブリダニ）
(2)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）実践地域の育成
●目的と方法
イチゴの施設栽培の重要害虫(ハダニ類、灰色カビ病など）のＩＰＭについて、20年度農林総合研究センター
において各種防除法を検討し、一定程度の効果が確認された。これらについて、生産者の圃場で実証展示
を行う（2ヶ所）。
●目標値の考え方
　　目標値は、都独自に生産者レベルで取組可能なものを実践指標として設定する。
　　実践指標における管理ポイント６項目のうち、重要な4項目に取組む。
　　4/6　× 100 ＋ 100 ＝ 166から目標値を166とする。
●管理項目（○：取組項目）
　　○天敵利用（ミヤコカブリダニ・チリカブリダニ）、誘引粘着板、○健全苗の育成、気門封鎖剤、○微生物
農薬、○防虫ネット

(1)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）普及推
進
　　キュウリ　２a
(2)総合的病害虫管理(ＩＰＭ)実践地
域の育成
　　イチゴ　２a

698,000

ＩＰＭ実
践指標
値の現
状値よ
りの向
上率

166 166 100% Ａ

　施設キュウリの各種防除法の効果確認及び調査を
農林総合研究センターで実施したが、うどんこ病やべと
病の初期発生が多かったことや天敵が活躍できる環
境条件が整わないなど、IPM技術の十分な検証が出来
なかった。来年度も引き続き検証していく。
　イチゴについては、実証ほ場においてＩＰＭ技術(天敵
利用)の効果は、認識されたが、微生物農薬等の効果
は確認できなかった。今後は、うどんこ病防除に関する
効果的な農薬散布ローテーションを確立していく必要
がある。展示ほについては、消費者にＩＰＭによる農薬
を減らす取り組みについて、理解を深めてもらうことが
できた。
　「露地ナス害虫のＩＰＭ」を作成し、農業者へ普及推進
に努めることができた。

環境保全型農業や持続型農業を推進する上で、ＩＰ
Ｍの普及推進は重要であり、とりわけ本事業は研
究機関で効果確認を行った技術を生産者圃場で
実証・普及を図る点で事業として優れている。
　しかし、今年度の試験は十分な成果が得られて
いないが、考察がなされているので、それをもとに
実用化へ向けて推進してほしい。
　ナスにおけるＩＰＭ事例のパンフレットを作成し、
普及推進に努めていることは評価できる。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

重要病害虫
の防除の推
進

東京都

 果樹や果菜類の重要害虫であるミバエ類等が侵入した場合、早期に発見するため、輸入農産物が集積す
る青果市場において侵入警戒調査を実施した。
調査は、都内の青果市場に誘殺トラップを設置し、月１回誘殺剤の交換を兼ねて行った。
●調査内容
 (1)　調査地点　　　10市場（区部5市場、多摩地域5市場）
 (2)　調査対象害虫　ウリミバエ及びミカンコミバエ類、チチュウカイミバエ
 (3)　調査期間　　　4月から11月（8ヶ月間）
なお、これらについては、都と農林水産省植物防疫所との間で取り決めてきている。このため、例年同様の
調査を実施した。

●侵入警戒調査総回数
 (1)　ウリミバエ及びミカンコミバエ類　10地点×８ヶ月＝80回・・a
 (2)　チチュウカイミバエ　　　　　　　10地点×８ヶ月＝80回・・b

重要病害虫侵入警戒調査等の実施
　　a　80回・10地点
　　b　80回・10地点
対象病害虫の発見。発生状況
　　a、b 共になし
対象病害虫の防除状況
　　a、b 共になし

148,000

重要病
害虫侵
入警戒
調査等
の実施

160回 160回 100% Ａ 　事業計画に基づき、着実に目標値を達成した。

　本事業は地道な内容であるが、警戒する病害虫
が侵入した場合に要する費用や人員は計り知れな
いものとなる。
　調査は、計画的に実施されており、該当害虫の
捕獲は認められないとの結果が得られている。ま
た、東京では国内外からの入荷が極めて多いこと
から、都の市場は全国的にも重要な調査地点とい
える。今後とも継続して実施すべき事業である。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。

東京都

　東京は、食に関するさまざまな情報が集積している都市である。その集積を最大限に活用し、都民一人ひ
とりが食を大切にする心をもって、健全な食生活の実践や食を通じたコミュニケーションづくりなどを推進す
るため、食事バランスガイドを中心に、食に対する関心を高めていくことが大切である。そのためには、区市
町村をはじめ、事業者や地域社会などがそれぞれの役割を果たし、都民の健全な食生活を支える食の環
境づくりを進めることが重要となる。
　こうした視点から21年度はさまざまな団体との連携を図りながら、広く都民が参加する食育に関するフェア
を開催し、都民の意識の向上を図るとともに、食育に取り組む関係団体相互のネットワーク化を推進し、地
域における食育活動の裾野を広げた。その連携やネットワークを基盤に東京の食育を積極的に推進した。
●目標値の考え方
　　食育推進基本計画では、「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている人の割合を、平成22年
度までに60％にするという目標が示されている。
　都としても、本事業の取り組みにより、最終的に平成22年までに60％にすることを目指し、平成21年度の
目標値を45％に設定した。

　都民と食育活動団体との交流や連
携を促進し、東京の食育活動の充実
を図るため、東京農業大学構内にお
いて、「第３回東京都食育フェア」を
開催した。
　「知る力」・「つくる力」・「感じる力」
の３つのコンセプトに、以下のような
催しを行った。
(1)都や活動団体の食育への取り組
みの紹介
(2)イメージシアターでの講演
(3)キッチンシアターでの調理講習
(4)搾乳体験や「とんとんレース」等ア
トラクション
成果
「食事バランスガイド」実践度調査の
実績
　・調査対象人数
　　　アンケート回答者　769名
　・調査結果
　　　「食事バランスガイド」を活用し
ていると回答した者の割合
　　　354/769×100=46％

4,833,000

「食事
バラン
スガイ
ド」を参
考に食
生活を
送って
いる人
の割合

45% 46% 102.2% A

　食事バランスガイドを参考に食生活を送っている人の
割合は昨年度より増加し、目標値を達成することがで
きた。今後も生活型別にバランスガイドの使い方も提
案していくなど、普及・啓発に一層力を入れていく必要
がある。

　食育フェアが計画的に実施され、多くの都民
に食育の意義について理解してもらうととも
に、関係団体相互のネットワークの基礎が築か
れ、目標値を達成することができた。
　今後とも、関係団体等と協力して食育を推進
し、都民の健全な食生活の普及啓発を進めてい
ただきたい。

目標値を達成することができて
いるが、今後も食事バランスガイ
ドの普及・啓発に一層力を入れ
ていく。

日本食育学
会

「幼児期から高齢者」まで、生涯にわたる健康づくりにはいつでも、どこでも、誰もが実施できる食育活動が
求められている。今回は「食と農をむすぶ
”本物体験”を」をテーマに、進士五十八先生による基調講演や４つの地域と連携した食育活動事例を紹介
し、いのちを育む“農の体験”を介して生涯をもっと豊かにすることを目指す食育活動、教育ファーム活動の
重要性を紹介する。
●目標値の考え方
　　食育推進基本計画では、「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている人の割合を、平成22年
度までに60％にするという目標が示されていることから、それを念頭に、今年度の目標値をたてた。

「食事バランスガイド」実践調査の実
績
　・調査対象人数
　　　　来場者のうちの74名
　・調査結果　　「食事バランスガイ
ド」を活用していると回答した者の割
合
　　　　　　　　　　  26/74×
100=35.1％
食育総合展示会等開催の実績
　　・開催地
　　　　東京農業大学 百周年記念講
堂
　　・来場者数
　　　　336人
　　・テーマ
　　　「食と農をむすぶ“本物体験”を
～『いのちを育む食育』への深化に
向けて～」

1,000,000

「食事
バラン
スガイ
ド」を参
考に食
生活を
送って
いる人
の割合

45% 35.1% 78% B

講演や事例報告等により、食育および食事バランスガ
イドの周知が図られたとともに、バランスガイドを参考
に食生活を送る人の割合が増加し成果があがってい
る。また生涯をにわたる健康づくりと食育活動の重要
性について再認識できる場になった。

　目標値を達成することはできなかったが、
「食事バランスガイド」を参考に食生活を送っ
ている人の割合が現状を上回っており、バラン
スガイドの普及が図られている。
　食育は健全な食生活形成に有用であり、今後
は一層の普及啓発が図られることを期待する。

目標値を達成することができな
かったが、成果は上がっていると
考えられることから、特段の対応
はなし。

日本成人病
予防協会

　超高齢社会を迎える中で、若い世代から、充実した年の重ね方を考えることが必要な時代に入ってきた。
そのために、日本人の心と体に合った、日本に昔から伝えられている食習慣や食文化を、現代社会に合っ
た方法で、安全に健康的に取り入れることを広く呼びかける。
●目標値の考え方
　　食育推進基本計画では、「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている人の割合を、平成22年
度までに60％にするという目標が示されていることから、それを念頭に、今年度の目標値をたてた。

「食事バランスガイド」実践度調査の
実績
　・調査対象人数　253人
　・調査結果
　　「食事バランスガイド」を活用して
いると回答した者の割合
　　 192/253×100=75.9％
食育総合展示会等開催の実績
　・開催地
東京都庁第一本庁舎5階大会議場
　・参加者数　　714人
　・テーマ　　　第４回食育セミナー
「守りたい日本の食文化」

645,000

「食事
バラン
スガイ
ド」を参
考に食
生活を
送って
いる人
の割合

45% 75.9% 168.7% A
講演や参加型パネルディスカッション、展示により食の
安全について都民の理解を深めるとともに、「食事バラ
ンスガイド」の普及が確実に行われた。

実績値が目標値を上回り、バランスガイドの普及も
着実に図られており当初の事業目的は達せられた
と判断できる。
　食育推進の上で、食の安全について多くの都民
が理解を深めたことは非常に有益であった。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。
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地域におけ
る「食事バラ
ンスガイド」
等の普及･活
用の促進及
び「教育
ファーム」へ
の支援
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　幼児期から食育に取組むことは、子どもたちの心身を健やかに成長させるためにとても大切なことであ
る。そのため、保育所・幼稚園などが行う食育への取組みは、子どもたちの将来に向け重要な役割を担うこ
とになる。
　そこで、特に都市部の環境等でも取組める、実情にあった創意工夫あふれる活動を広く紹介し、保育に関
わる方々に実践・活用してもらうことを目的とした。
●目標値の考え方
　食育推進基本計画では、「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている人の割合を、平成22年度
までに60％にするという目標が示されていることから、それを念頭に、今年度の目標値をたてた。

保育の現場における食育の実践的
な取組みについて、講演、事例発
表、討論会を行った。また、展示コー
ナーではさまざまな取組み事例の紹
介、協力団体等のブース展示を行っ
た。
「食事バランスガイド」実践度調査の
実績
　調査結果：今後「食事バランスガイ
ド」を参考にしたいと回答した者の割
合
　48/78×１００＝61.5％
食育総合展示会等開催
　参加人数　241人
　テーマ　「食育実践活動への取組
み」

1,500,000

「食事
バラン
スガイ
ド」を参
考に食
生活を
送って
いる人
の割合

45% 61.5% 136% A

食育シンポジウムの開催により、食育及び食事バラン
スガイドの周知が図られたとともに、バランスガイドを
参考にしたい人の割合が増加し成果が上がっている。
　討論会や事例発表では、食育活動の広げ方や進め
方等についてお互いに学びあい、このような関係者の
交流の重要性が認識された。

「食事バランスガイド」を参考に食生活をしている人
の割合が目標より上回っており、普及啓発活動の
効果が表れている。また、食育事例等の共有化が
図られたことは、地域における食育推進の一翼を
担ったと言え、継続した実施を希望する。今後と
も、食育の一層の普及啓発を進めていただきた
い。

事業は適正に行われており、特
段の対応はなし。
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重要病害虫
の特別防除
等

東京都

平成２１年４月東京都青梅市で栽培されているウメにプラムポックスウイルスが感染していることが確認さ
れた。
　このため、本ウイルスのまん延を防止するため、本ウイルスを媒介するアブラムシの防除及び周辺地域
における発生調査を実施する。

（１）プラムポックスウイルスの防除
　・防除地域：東京都青梅市
　・防除面積：292,900㎡
　・防除対象植物：ウメ
　・防除方法：薬剤散布（ﾓｽﾋﾟﾗﾝ水溶
剤、ｳﾗﾗDF）
　・防除回数：３回
　・防除時期：４月下旬、５月上旬、
10月中旬
（２）プラムポックスウイルスの発生
調査
　・調査地域：東京都内31区市町村
　・調査地区数：６４３地区
　・調査対象植物：ウメ
　・防除時期：５月中旬～9月下旬
（３）植物の買い上げ並びに伐採及
び焼却又は埋設
　・実施地域：青梅市、あきる野市、
八王子市、日の出町、奥多摩町

76,427,453
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100% A 目標を達成しており良好である。

平成21年4月、ＰＰＶのウメへの感染が確認されて
以来、国と都は密接に連携し、迅速な防除を進め
てきたと評価できる。ただ、地理的に内陸部で、か
つ都市地域での緊急防除は前例がなく、迅速かつ
効果的な防除方法を展開するため、防除対策の専
門家の知見を結集することが喫緊の課題である。
　また、ＰＰＶ防除には甚大な労力と予算が必要で
あり、離島等での緊急防除の前例にとらわれな
い、適正かつ柔軟な国・都の取組みが不可欠であ
る。
　加えて、確実な防除には、園主等地域住民の理
解が必

特になし。

93,163,453 100.9% A　総計･総合評価


