
都　道　別　事　後　評　価　概　要　一　覧　表　（推進交付金） 都県別 東京都

目的 目標 事業実施計画 事業実施実績 交付金相当額

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値 実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見 意見への対応

東京都 819,284 1.4% 1.0% 140% A

東京都 298,000 28.5% 28.5% 100% A

東京都 14,658,186 100% A 目標を達成しており良好である。

事業実
施主体

Ⅰ

農
畜
水
産
物
の
安
全
性
の
確
保

農薬の適
正使用等
の総合的
な推進

事業の実施方法
１　事業の必要性
　東京都内には、5,971件（平成24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。
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22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】　22年度不適切販売の発生割合(%)　95/6,045×100=1.6%
　【目標】　22年度より0.2ﾎﾟｲﾝﾄ減少　85/6,045×100=1.4%
　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518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

不適切
な販売
割合

　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。
　農薬販売店への立入検査の際、東
京都は卸売業者に対してパンフレット
等による農薬の適切な販売について
指導している。併せて、卸売業者から
も小売業者へ農薬の適切な販売に
ついて周知するよう指導し、販売者
間での農薬の適正販売に関する意
識の向上に寄与した。
　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、消費者や議会の
「食の安全・安心」や「住環境
の安全・安心」に対する強い要
望に応える基礎となるもので
あり、極めて重要である。また
、毎年度、継続して実施・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８.
７%（22年度は6.5％）程度であ
るが、実数５１８件（昨年度381
件）と、他の緊急事業を抱える
中、不適切な販売撲滅へ向け
て前年度以上に努力している
と評価できる。
また、本事業において講習会・
研修会や農薬残留確認調査
も着実に実施され、農薬販売
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

事業の実施方法
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、前年、不適正な事例の発生が無かったこと
から、立入検査等の実施率とした。
（１）現状（平成22年度）
　①検査対象農場数：牛飼養農家30戸
　②立入検査対象事業所数：119戸（平成22年度末の牛飼養農場数）
　　現状（％）＝（①／②）×100＝（30／119）×100＝25.2
（２）事業実施後（平成23年度）
　③検査対象農場数：30戸
　④立入検査対象事業所数：105戸（平成23年度末の牛飼養農場数）
　　　目標値（％）（③／④）×100＝28.5

事業の成果
事業実施内容
　巡回点検実施数
　　30戸
　飼料抽出検査
　　70検体
　不適正農場数
　　0戸
達成度
[目標値](%)=28.5％
[実績](%)=(立入農場数/検査対象農場数)×100 = 
30/105×100=28.5
達成度(%)=[実績]/[目標値]×100=28.5/28.5=100

不適切
な事例
の発生
割合

　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。

　本事業は食の安全・安心を
確保する上で重要であり、本
結果より不適正な事例が見ら
れなかったことは大変有意義
である。
　現在、と畜検査におけるBSE
検査対象月齢の引き上げに
伴い、死亡牛のBSE検査対象
月齢の引き上げ又は飼料規
制の緩和を議論する必要があ
ると考える。

　事業は適正
に行われてお
り、特段の対応
はなし。

放射性物
質による
農畜産物・
土壌等へ
の影響の
検証

事業の実施方法
　東日本大震災に伴う原発事故を踏まえ、食品の安全性確保を図り、都
民生活の健康と安全に資するとともに、今後の営農指導に反映させるた
め、土壌や都内産農産物の放射性物質の測定し、その影響を検証した
。
　実施方法は、品種間比較、地域間比較、栽培時期比較及び作物間比
較による複数の組み合わせの類型データを整備した。

○比較グル－プ１および２（季節変動の把握）、３，
４，５（地域間差の把握）、６（土壌汚染状況の経時
変化）、７（作物間差の把握）、８（土壌汚染状況別
移行率把握）を設定し試験した。その結果、基準値
を上回る農産物は検出されず安全性が確認された
。
○比較グループ６の結果、江戸川＞立川＞青梅の
順で汚染されていることが確認された。これは福島
原発との距離差を反映したものであった。７月には
表層2cmまでに汚染が集中し、下層には移行して
いないことが確認された。月を変えて試料を採取し
たが、測定値の振れが大きく、一定の傾向はみら
れなかった。
○比較グループ８の結果、コマツナのセシウム吸収
特性に品種間差異がある可能性と土壌中低濃度
で移行率が高い可能性が示唆された。コマツナは
低レベルのリン酸を吸収することが知られているが
、セシウムでも同様な機構があるか今後調査を継
続する予定である。

放射性物
質による
農畜産物・
土壌等へ
の影響の
検証

類型数
14
検体数
98

類型数
14
検体数
103

　東日本大震災に伴う福島原
発からの放射性物質の放出
の都内農産物への影響を東
京の江戸川および立川におけ
る栽培試験によって明らかに
した。当初の調査計画では、
目標測定検体数を98としてい
たが、本調査では103検体を
実施し、達成度は100％を超え
た。その結果、測定検体から
は、基準値を上回る検体は検
出されず、都内農産物の安全
性が確認されたことが、本調
査によって示された。さらに、
本調査から、コマツナのセシ
ウム吸収には、品種間差異が
存在する可能性も示され、今
後、さらに試験を重ねる必要
性があり、試験を継続すべき
であり、本調査を高く評価した
い。

　事業は適正
に行われてお
り、特段の対応
はなし。



目的 目標 事業実施計画 事業実施実績 交付金相当額

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値 実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見 意見への対応

事業実
施主体

東京都 4,577,000 124.3% 166.6% 134% A

東京都 1,093,000 100% A

東京都 636,000 158 134 100% A

Ⅲ

伝
染
性
疾
病
・病
害
虫
の
発
生
予
防
・ま
ん
延
防
止

家畜衛生
の推進

事業の実施方法
Ⅰ 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｡
Ⅱ 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22年度)伝染性疾病の発生件数=5、対象疾病の検査件
数=4,450
(2) [事業実施後（計画）]伝染性疾病の発生件数=4、対象疾病の検査件
数=4,610
A=家畜の伝染性疾病の発生件数の減少率
 =（-（[事業実施後]- [現状]） /[現状]）=（-（4-5）/5）=0.2
B＝Aにおける対象疾病の検査件数の増加率
=（[事業実施後]- [現状]） /[現状]）=(4,610-4,450) /4,450=0.036
家畜衛生に係る取組の充実度＝100×(1+A)×（1+B）
＝100×(1+0.2)×(1+0.036)＝124.3

BSE検査・清浄化の推進
　　143頭
監視危機管理体制の整備
　　407検体（O157等）
生産衛生の確保
　　672検体（鶏卵等）、3品目、16戸
地域衛生管理体制の整備
　　鶏　1,798検体
　　豚　1,773検体

家畜衛生
に係る取
組の充実
度

　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。

　本事業は農家の飼養衛生管
理を向上させることを目的とし
ており、大変有意義な事業で
ある。都内における伝染性疾
病の発生状況から疾病の流
行は見られていないと示唆さ
れる。
　しかし、抗体調査等でワクチ
ン接種農家の減少や抗体保
有率から疾病の流行等は予
断を許さない状況にある。今
後ともワクチン接種の指導及
び飼養衛生管理基準の遵守
の指導を徹底することで、伝
染性疾病の発生予防に努め
てもらいたい。

　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

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）

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）

　指導会議、巡回指導を計画的に進
め、目標を達成した。

本事業は順調に進捗し、当初
の計画通り、目的を達成して
いると認められる。

　事業は適正
に行われてお
り、特段の対応
はなし。

病害虫の
防除の推
進

(1)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）普及推進
１　目的と方法
 　 ホウレンソウの露地及び施設栽培では、アザミウマ、アブラムシ等微小害虫
の発生が見られる。微小害虫は、害虫が小さいためその存在に気づかず、病
気と勘違いすることがよくある。そのため、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、ホウレンソウのＩＰＭ体系の確立に取組む。  
２　管理項目（○：取組事項）
○ＵＶカットフィルム、○防虫ネット、○反射マルチ、微生物農薬、天敵利用(カ
ブリダニ類)
→実績（取組事項）：ＵＶカットフィルム、防虫ネット、気門封鎖剤

(2)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）実践地域の育成
１　目的と方法
キュウリの施設栽培の重要病害虫(アザミウマ類、うどんこ病など）のＩＰＭにつ
いて、21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。しかし、微生物農薬については、良い効果が確認できな
かったので、実証展示においては、状況に応じて検討することとし、取組項目
には含めない。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　管理項目（○：取組項目）
○ＵＶカットフィルム、○抵抗性品種の導入、○防虫ネット、○反射マルチ、微
生物農薬、天敵利用（カブリダニ類）、健全苗の育成
→実績（取組事項）：抵抗性品種の導入、防虫ネット、微生物農薬、粘着トラッ
プ、光防虫捕獲器

(1)総合的病害虫管理（ＩＰＭ）普及推進
　ホウレンソウ　1.3a
(2)総合的病害虫管理(ＩＰＭ)実践地域の育成
　キュウリ　4.5a

ＩＰＭ実践指
標値の現状
値よりの向
上率

　施設ホウレンソウの各種防除法の効
果確認及び調査の結果、害虫の発生が
少なく大きな効果は確認できなかったも
のの、気門封鎖剤については、一定程
度の効果は見られた。現地実証でも効
果確認の必要があると判断した。
　施設キュウリ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。
　現地検討会で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管理項
目の取り組み事項の差し替えが
あったが、試験や実証の経過の
中で、適正適切な選択であったと
判断され、おおむね適正な目標
値が達成されている。
　また、本事業における成果検討
会等の波及効果や広報により
IPMの推進に有効であると評価
できる。

　事業は適正に
行われており、
特段の対応はな
し。



目的 目標 事業実施計画 事業実施実績 交付金相当額

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値 実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見 意見への対応

事業実
施主体

東京都 100,010 100% A

東京都 490,311,072 100% A

東京都 4,500,000 60% 34.1% 56.8% B

　総計･総合評価 516,992,552 Ａ

伝
染
性
疾
病
・病
害
虫
の
発
生
予
防
・ま
ん
延
防
止

重要病害
虫の防除
の推進

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

(ｱ)  侵入警戒調査実施状況・地点数
　(a)80回・10地点、(b)80回・10地点
(ｲ)  対象病害虫の発見・発生状況
　(a)なし、(b)なし
(ｳ)  対象病害虫の防除状況
　(a)なし、(b)なし

重要病害
虫侵入警
戒調査等
の実施

160回 160回
　事業計画に基づき、着実に目標値
を達成した。

　警戒する病害虫が侵入した
場合に要する農業被害は甚
大であり、本事業は地道な内
容であるが、実施すべき事業
である。当年度の調査は計画
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
結果が得られたことは、所期
の目的をはたしている。また、
東京では国外や都外からの入
荷が極めて多く、また、全国に
出荷されることから、都の市場
は全国的にも重要な調査地点
といえる。この観点からも今後
とも連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。

重要病害
虫の特別
防除等（
ＰＰＶ）

　平成２１年４月、東京都青梅市で栽培されているウメにウメ輪紋
ウイルス（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、周
辺地域における発生調査、及びこれを媒介するアブラムシの防除、
感染樹等の買上げ、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～８月下旬
　・調査対象植物：ウメ、モモ、スモモ、アン
ズなど省令による移動制限植物
（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２回
（５月上旬～６月中旬、１１月）
（３）植物の買上げ
　・実施地域：足立区、青梅市、あきる野市、
福生市、羽村市、日の出町、奥多摩町
　・本数：計　8,877本　経済樹 6,664本、庭
木等 494本、苗木・植木類 1,719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、福
生市、羽村市、日の出町、奥多摩町
　・本数：計  5,806本　経済樹 3,779本、庭
木等 308本、苗木・植木類 1,719本
（５）その他の防除対策推進に必要な経費
・緊急防除の実施に関するリーフレットの印刷
、配布：農業者向け10,000部、市民向け  
50,000部

プラムポ
ックスウ
イルスの
まん延防
止

プラム
ポック
スウイ
ルスの
まん延
防止

　目標を達成しており良好である
。

　PPV感染が確認されて以来
、都は国と密接に連携し、
発生地点の迅速な把握や対
応ができていると評価でき
る。生産者向け、一般向け
の啓発パンフの作成・配布
は時宜を得ている。ただ、
発生区域が拡がっているよ
うであり、多大な人的な労
力や経費が増大していると
思われるので、行政の業務
遂行や事務作業等に対して
さらなる適切な予算措置が
必要であると考えられる。
また、生産者は早期に再生
したい意向が強いようなの
で、農林水産省は事業の前
倒しも含め、事業推進の工
程表や予算措置についても
逐次、適切な見直しが必要
である。

　事業は適正
に行われてお
り、特段の対応
はなし。

Ⅳ
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地域にお
ける日本
型食生活
等の普及
促進及び
教育ファ
ームの取
組の支援

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23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、23年度から27年度までの新たな計画で、
「生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進」を重点課題と
している。都としてはこれを踏まえ、「脂肪の取りすぎをやめ動物
、植物、魚由来の脂肪をバランスよく取る」ことを実践している人
の割合を60％にすることを目標とした。

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５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)動物とのふれあいコーナー
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23年10月8日～10月
9日　２日間
　(2)調査方法　　　　アンケート調査
　(3)調査対象人数　　アンケート有効回答　
971名
　(4)調査項目　　　　別紙1参照
　(5)調査結果　　　　「脂肪の取りすぎをや
め動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくと
る」を実践していると回答した者の割合
　　　　　　　　　　  331/971×100=34.1％

　「脂肪
の取りす
ぎをやめ
動物、植
物、魚由
来の脂肪
をバラン
スよくと
る」こと
実践して
いる人の
割合

　農林水産省が行った調査との現
状値の捉え方（「実践している及
び概ね実践している」の合計が
52.8％）と、東京都の調査の実績
値の捉え方（実践しているのみ）
が異なっていたため、現状値を参
考にした目標値まで届かなかった
。都においては、実践している人
の割合を増やすことを今後も目標
として、食育の普及・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、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
基礎が築かれた。
今年度目標値の項目が変わ
り、新たな目標に向けて取
り組む必要がある。
　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。

　今後とも食育
フェアを通じて
普及・啓発に一
層力を入れて
いく。
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