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農薬の安全
使用等の総
合的な推進

東京都

１　事業の必要性
　東京都内には、6,042件（平成23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、農薬散布には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。このため、農薬販売者が必要とする農薬に対する正しい知識は周知されてきているが、依然として、一
部の販売者には周知徹底がなされていない状況がある。
２　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21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】　21年度不適切販売の発生割合(%)　98/6,042×100=1.6%
　【目標】　21年度より0.1ﾎﾟｲﾝﾄ減少　91/6,042×100=1.5%
　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381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16点

852,000
不適切
な販売
割合

1.5% 0.7% 214% A

　立入件数は少なかったが、農薬の不適切な販売割合
の発生率が目標値より半分近くなり、また不適切な販
売の内容も、農薬販売届の変更・廃止届の未提出が
ほとんどを占め、無登録農薬販売や不適正表示の事
例が一切無く、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ていた。
卸売業者から小売業者へ、農薬の適切な販売につい
て周知されることもあり、販売者間での意識の向上が
見られた。
　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、今年度の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。また、毎年度、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いため、立
入件数はその6.5%程度であるが、実数381
と、他の緊急事業を抱える中、不適切な販
売撲滅へ向けて大いに努力していると考え
る。
　また、本事業において講習会や農薬残留
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。

 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

１　事業の必要性
　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。
２　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２１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２２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・69検体
　　飼料販売業者　1箇所・1検体

不適正農場数：0戸

302,000

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。

　飼料を通した食の安全･安心に係わる本
事業の取組は、評価でき、今後も継続して
いく必要がある。今回、農家の実施戸数に
ついても都内の牛飼養農家の3割程度を実
施しており、抽出数としても十分である。今
年度も不適正飼料の摘発は無く、目標値を
達成しており、妥当な評価である。

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

１ 事業の必要性
　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｡
２ 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21年度)伝染性疾病の発生件数=7、対象疾病の検査件数=5,630
(2) [事業実施後（計画）]伝染性疾病の発生件数=6、対象疾病の検査件数=5,700
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]）=（-（6-7）/7）=0.142
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]）=(5,700-5,630) /5,630=0.012
家畜衛生に係る取組の充実度＝100×(1+A)×（1+B）
＝100×(1+0.142)×(1+0.012)＝115.6

BSE検査・清浄化の推進
　　180頭
監視危機管理体制の整備
　　332検体（O－157等）
生産衛生の確保
　　557検体（鶏卵等）、2品目、16戸
地域衛生管理体制の整備
　　鶏　1,835検体
　　豚　2,444検体

5,115,000

家畜衛
生に係
る取組
の充実
度

115.6% 101.6% 87.9% 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、飼養管理が良好に維
持されていることが確認された。

　立川の家畜保健衛生所と八丈支所の2箇
所で都内全域の畜産農家の指導及び検査
を実施しなければならない中、家畜伝染病
のまん延が見られないことは評価できる。
　また、毎月の「家保通信」や重要な家畜伝
染病が発生したときの号外の発行などによ
る普及啓発はとても効果的であり、今後とも
継続してほしい。

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

 １　事業の必要性
　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、交付要綱別表１の事
業メニューのうち、（１）総合推進会議の開催等、（２）養殖衛生管理指導、（３）養殖場の調査・監視、（５）疾
病の発生予防・まん延防止にとり組むこととした。
２　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：6件
・養殖衛生管理指導を行った養殖等
経営体数の割合：91.18％（31/34）

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。
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事業実施主体 交付金相当額事業実施計画 事業実施実績
都道府県等の事後評価

目標値

目標値及び実績
目的 目標



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
１　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。
２　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5項目のうち、重要な3項目に取組む。
　　3/5 × 100 ＋100 = 160　から目標値を160とする。
３　管理項目（○：取組項目）
　　○ＵＶカットフィルム、微生物農薬、○抵抗性品種、○防虫ネット　天敵利用（タイリクヒメハナカメムシ）

(2)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）実践地域の育成
１　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、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）。
２　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。
３　管理項目（○：取組項目）
○天敵利用（ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ・ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ、ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ）、誘引粘着板、○健全苗の育成、○微生物農薬、○
防虫ネット、UVカットフィルム
　　※静電噴口ノズルは項目に挙げていなかったが、取組んだ。

(1)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）普及推
進
　　キュウリ　１．３a
(2)総合的病害虫管理(ＩＰＭ)実践地
域の育成
　　イチゴ　７．８a

716,000

ＩＰＭ実
践指標
値の現
状値よ
りの向
上率

163 163 100% Ａ

　施設キュウリの各種防除法の効果確認及び調査の
結果、一定の効果の確認はできた。現地実証でも効果
確認の必要があると判断した。
施設イチゴの展示ほについては、生産者に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。
　「施設トマトの黄化葉巻病」対策～物理的防除と農薬
を組み合わせて～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、ＩＰＭ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。今年度の試験や展
示は昨年度の反省が生かされており、目標
値が達成されている。
　また、本事業における成果を基にして、難
防除病害（媒介昆虫が難防除害虫）である
トマト黄化は巻病対策パンフレットを作成
し、対策を普及啓発したことは時宜を得てお
り、適切であると判断される。

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

 １　目　的
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。
２　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。
３　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

97,370

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、東京では国外や都外からの入荷が極
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。
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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

東京都

　１　事業の必要性
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、平成22年度はさまざまな団体と連携を図りながら、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。
２　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60％にすること
を目指しているが、平成22年度の目標値は48％に設定した。

　１　事業実施内容
　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、代々木公園ケヤキ並木
通りにおいて、「第４回東京都食育
フェア」を開催した。
　「楽しみながら食を育もう」をコンセ
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)特設ステージにおいて講演
(3)キッチンシアターでの調理講習
２　成果
「食事バランスガイド」実践度調査の
実績
　(1)調査時期
　　平成22年10月10日～10月11日
　(2)調査方法
　　アンケート調査
　(3)調査対象人数
　　1,044名
　(4)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
　　524/1044×100=50.1％
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48% 50% 104.1% 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
割合は昨年度より微増ではあったが、50％達成するこ
とができた。「食事バランスの指導」や「生活習慣病予
防も含めた食育」等の意見から、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、会場
を変更したことにより、さらに多くの都
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。
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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（以下、PPV）が感染してい
ることが確認された。
　そこで、PPVのまん延を防止するため、これ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、感染樹等の伐採・焼却等を実施する。

（１）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
時期：５月中旬～９月下旬
　・調査対象植物：ウメ、モモ、スモモ、アン
ズなど省令による規制対象樹
（２）アブラムシの防除
　・防除地域：東京都青梅市　・防除面積：
125,000㎡　　・対象植物：ウメ
　・防除概要：薬剤散布（ウララＤＦ）年１回（４
月下旬～６月中旬）
（３）植物の買い上げ
　・実施地域：足立区、青梅市、あきる野市、
八王子市、羽村市、日の出町、奥多摩町
　・本数：計14,747本　経済樹2,136本、庭木
等　197本、苗木・植木類12,414本
（４）植物の伐採及び焼却
・実施地域：足立区、青梅市、あきる野市、
八王子市、羽村市、日の出町、奥多摩町
　・本数：計15,440本　経済樹2,136本、庭木
等　890本、苗木・植木類12,414本
（５）その他防除対策推進に必要な経費
・評価会の開催：２回
・緊急防除に関するリーフレットの印刷、配
布：農業者向け3,600部、市民向け13,000部

243,688,923
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100% A 目標を達成しており良好である。

　感染が確認されて以来、都は国と密接に
連携し、迅速な対応ができていると評価でき
る。ただ、多大な人的な労力を必要とするた
めに、再委託費用の他にも行政の業務遂行
や事務作業等に対して適切な予算措置が
必要である。
　また、生産者は早期に再生したい意向が
強いので、農林水産省は、事業の前倒しも
含め、事業推進の工程表の適切な検討が
必要と考えられる。

特になし。

93,163,453 100.9% A　総計･総合評価
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