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生物多様性影響評価検討会総合検討会及び農作物分科会合同検討会議事録

平成１６年１月１６日（金） 於 農林水産技術会議委員室

開 会

○青木技術安全課長補佐

定刻となりましたので、生物多様性影響評価検討会、総合検討会及び農作物分科会合同

の検討会を開催したいと思います。

本日は、御多忙のところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

本日は、御都合によりまして、中島委員、高木委員、鷲谷委員が御欠席との連絡をいた

だいております。御了承願います。

あ い さ つ

○青木技術安全課長補佐

開会に当たりまして、農林水産技術会議事務局・吉田研究総務官よりごあいさつ申し上

げます。

○吉田研究総務官

技術会議の研究総務官をしております吉田でございます。

年初め早々、また毎日、大変お忙しい中を御参集いただきまして、まことにありがとう

ございます。また、今回は検討会の委員をお引き受けいただきまして、まことにありがと

うございます。重ねて御礼申し上げたいと思います。

皆様、御存じのように、遺伝子組換え生物につきましては、いろんな意味で世の中の関

心を浴びているところであります。私どもも、この問題につきましては、以前から、遺伝

子組換え技術の持つ大きな可能性を正当に評価をしていくんだということ、最新の科学的

な知見に基づいて、人の健康ですとか環境への影響について十分評価をして実用化に向け

ていくんだと、さらには消費者と国民の方々の関心に十分こたえていくと、この三つを大

原則にして取り組んできておりました。

この中で、特に環境への影響問題につきましては、従前はガイドラインで評価をしてき

たところでございますけれども、御存じのように、昨年 「生物多様性に関する条約のバ、

イオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が発効しまして、それに関係した法律、さら

には施行令、あるいは告示等々が決まって施行されたところでございます。

これに基づきまして、新しい制度のもとでは第一種使用規程といっておりますが、そう

いった使用にかけるときには、大臣は学識経験者の意見を聞いて判定をしていくとなって

14おります その学識経験者ということで 皆様方にお願いしたところでありまして １月。 、 、

日をもちまして、この名簿を公表させていただきました。改めて御礼を申し上げたいと思

います。今後は、この法律のもとに皆様方の意見を聞きながら承認をしていくということ
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になると思います。

そうではあるんですけれども、本日は、その前にといいますか、本格的な評価の前に総

合検討会及び農作物分科会の合同の検討会として開催させていただきました。いろんな会

議の運営等々についてお諮りをして、今後の本格的な始動に向けての準備をしていきたい

ということでございまして、私どもと環境省共同で開催させていただいております。

どうかよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。

委 員 紹 介

○青木技術安全課長補佐

本日、カルタヘナ法のもとでの初めての検討会でございますので、委員の御紹介をさせ

ていただきます。お手元の資料の３枚目に座席表がございまして、この順に御紹介をさせ

ていただきます。こちらの林委員から御紹介いたします。

ＯＥＣＤバイオテクノロジー規制的監督調和作業部会副議長の林委員でございます。

その右隣が岡山大学資源生物科学研究所教授の武田委員でございます。

信州大学理学部教授・小野里委員でございます。

筑波大学農林学系助教授・大澤委員でございます。

同じく筑波大学生物科学系助教授・佐藤委員でございます。

筑波大学名誉教授・原田委員でございます。

東京大学大学院理学系研究科教授・近藤委員でございます。

東京大学大学院総合文化研究科助教授・嶋田委員でございます。

東京大学大学院農学生命科学研究科教授・中西委員でございます。

東京大学大学院農学生命科学研究科教授・日比委員でございます。

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構中央農業総合研究センター耕地環境部

畑雑草研究室長の輿語委員でございます。

以上、委員の御紹介です。

こちら側から事務局の関係者ということで御紹介をいたします。

農水省の消費・安全局農産安全管理課の新本調査官でございます。

同じく福島課長補佐でございます。

細田農産安全管理課長でございます。

続きまして、環境省自然環境局野生生物課・安田課長補佐でございます。

同じく水谷課長補佐でございます。

名執野生生物課長でございます。

ごあいさついただきました吉田研究総務官でございます。

技術安全課・齋藤課長でございます。

技術安全課の小林国際基準専門官でございます。

緒方研究調査官でございます。

大川研究開発企画官でございます。

杉本研究調査官でございます。
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私、技術安全課で安全評価班を担当しています青木と申します。どうぞよろしくお願い

します。

配付資料の確認

○青木技術安全課長補佐

きょうの会議の配付資料ということで御確認させていただきたいと思います。

お手元に、クリップどめしてあります本日の生物多様性影響評価検討会の議事次第がご

ざいまして、その次に配付資料一覧がございます。それと、座席表がございまして、本日

の検討会の出席予定者名簿を入れてございます。

。 「 」、その次から本日の会議資料になります 資料１ 生物多様性影響評価検討会委員名簿

資料２「生物多様性影響評価検討会運営要領」が１枚でございます。資料３も同じく１枚

紙で 「生物多様性影響評価検討会の公開について（案 」ということでございます。ホ、 ）

ッチキスどめの資料４ということで 「カルタヘナ法の概要及び運用について 、 枚ほ、 」 12

どの冊子となってございます。

黒いクリップでとめています参考資料といたしまして、参考資料１としまして、先ほど

ごあいさつにありましたプレスリリースされました学識経験者名簿、２枚紙が入ってござ

います。あと法律の関係でございます。参考資料２といたしまして、遺伝子組換え生物等

の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律。参考資料３といたしまして、法

律施行規則がございます。参考資料４といたしまして、基本的事項、告示第一号がござい

ます。参考資料５としまして、評価の実施要領、告示第二号がございます。

以上、本日の会議資料ということでセットさせていただいております。もし不足してい

、 。 。るものがありましたら お声をかけていただきたいと思います ――よろしいでしょうか

座 長 選 出

○青木技術安全課長補佐

本日の検討会の進め方でございます。総合検討会、農作物分科会という合同の検討会で

ございますので、まず、それぞれの会の座長を選出したいと思います。選出に当たりまし

て、資料１、資料２の説明をさせていただきます。

資料１でございます。生物多様性影響評価検討会委員名簿、１枚紙でございます。参考

資料１を見比べていただきたいわけでございますが、参考資料１は、 日付でプレスに14

公表させていただきました遺伝子組換え生物の環境大臣、農水大臣が意見を聞く学識経験

者の名簿ということで、右側の欄に担当と書いてございますけれども、微生物、植物、動

物と、三つの部門に、それぞれ担当が書かれてございます。この担当から、植物であれば

農作物分科会ということで資料１の方にくくっております。総合検討会という場合には、

植物、動物、微生物と、三つを担当されている方が総合検討会の委員ということで、資料

１にまとめられてございます。

資料１の総合検討会の委員でございますが、小野里委員、近藤委員、高木委員、武田委

員、原田委員、林委員、鷲谷委員、７名の総合検討会の委員を名簿として公表させていた
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だいております。この７名の中から本日、総合検討会の座長を選出したいと考えてござい

ます。

、 、 、 、 、それから 農作物分科会につきましては 下にございますとおり 大澤委員 近藤委員

佐藤委員、嶋田委員、中島委員、中西委員、日比委員、輿語委員、８名の委員の中から座

長を選出したいと考えてございます。

資料２についてでございます。１月 日付で農水省の技術会議事務局と環境省自然環14

境局の方で運営要領を定めさせていただいてございます。こちらの方は読み上げて御説明

いたしたいと思います。８点ほどございます。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第４条第４

項及び第７条第２項（第９条第４項で準用する場合を含む ）に基づく学識経験者からの。

意見の聴取のうち、農林水産大臣がその生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等に係

るものについては、以下の検討会の運営により行うものとする。

１ 申請者から農林水産省及び環境省に対して、第一種使用規程についての承認申請があ

った際には、農林水産省農林水産技術会議事務局長及び環境省自然環境局長は共同で、農

林水産大臣及び環境大臣が公表した名簿に掲げられている者からなる「生物多様性影響評

価検討会 （以下 「検討会」という ）を開催して学識経験者の意見を聴取することとす」 、 。

る。

２ １の意見聴取は、

（１）申請された第一種使用規程について、第一種使用等をする遺伝子組換え生物等の特

性に関し知見を有する専門家及び遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受け

る可能性のある生物、生態系等に関し知見を有する専門家が専門的な見地から検討を行う

検討会（以下 「分科会」という ）を開催し、さらに、、 。

（２）分科会の座長が報告した内容を踏まえ、幅広い視点から総合的な検討を行う検討会

（以下 「総合検討会」という ）を開催して行うこととする。、 。

３ 分科会は 「農作物分科会 「水生生物分科会」及び「微生物分科会」に区分し、そ、 」、

の開催に際しては、申請された第一種使用規程に記載されている遺伝子組換え生物等の種

類を踏まえ、最も適切と思われる分科会を開催することとする。

４ 分科会及び総合検討会の座長は、それぞれの検討会の委員の互選により選出する。座

長は、検討会の議事運営に当たる。座長に事故がある時には、座長があらかじめ指名する

委員がその職務を代行する。

４番目の規定によりまして、本日、座長を選出したいということでございます。

５ 農林水産省農林水産技術会議事務局長及び環境省自然環境局長は、必要に応じ、分科

会に総合検討会の委員の出席を求めることができる。

６ 総合検討会の座長は、総合検討会の意見をとりまとめ、農林水産省農林水産技術会議

事務局長及び環境省自然環境局長に報告することとする。

７ 検討会の庶務は、農林水産省農林水産技術会議事務局技術安全課及び環境省自然環境
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局野生生物課が共同して行うこととし、主たる事務担当、各委員との連絡は、農林水産省

農林水産技術会議事務局技術安全課が担当する。

８ 検討会出席に係る旅費、謝金は、農林水産省と環境省で会議の開催ごとに交互に支払

いを負担することとする。

以上、生物多様性影響評価検討会の運営要領でございます。

４番目の座長の選出を行うということで、資料１の総合検討会の委員の中から、あるい

は農作物分科会の委員の中から座長を選出したいと思います。

総合検討会の座長の選出を行うに当たりまして、立候補される方、また御推薦がござい

ましたら、お願いしたいと思います。

どなたか立候補される方、ございますでしょうか。

それでは、御推薦いただける方がございましたら、お願いしたいと思います。

○武田委員

この分野では原田宏先生が識見、御経験ともに豊富でいらっしゃると思いますので、原

田先生を推薦申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。

○青木技術安全課長補佐

ただいま原田委員ということで御推薦がございましたが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○青木技術安全課長補佐

異議なしということで、総合検討会の座長を原田委員にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

次に、農作物分科会の座長を選出したいと思います。農作物分科会の委員の中で立候補

される方、ございましたら、お願いしたいと思います。

ないようなので、御推薦いただける方がございましたら、お願いしたいと思います。

○中西委員

植物生理に関する専門知識をお持ちで、かつ経験も非常に豊かな近藤矩朗先生を御推薦

したいと思いますが、いかがでしょうか。

○青木技術安全課長補佐

ただいま近藤委員ということで御推薦ございましたが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○青木技術安全課長補佐

それでは、農作物分科会の座長を近藤委員にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。
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座長あいさつ・座長代理指名

○青木技術安全課長補佐

総合検討会の座長から、一言ごあいさつをいただきたいと思います。

原田委員、よろしくお願いします。

○原田座長

座ったままでごあいさつさせていただきます。

このたび総合検討会の座長に御指名いただきまして、非常に大任でございますので、緊

張しております。皆様の御協力をよろしくお願いしたいと考えております。

、 、特に今まではガイドラインと申しますか 法律に基づく会議ではなかったものですから

多少心安いところがあったかもしれません。今度は法律に基づく会で、しかも違反した場

合には罰則もあるということでございますので、大変緊張しております。委員の御協力を

お願いしながら、重責を果たせればというふうに考えております。

先ほどから既に生物多様性という言葉がしばしば出ておりますけれども、生物の多様性

とか、生物多様性の確保とか、言葉で言うのは簡単でございますけれども、考え出します

、 。と非常に難しい問題でして 恐らく委員の先生方はそれぞれお考えをお持ちだと思います

オーバーラップしているところもあれば、かなり違うところもあるかと思いますし、はっ

きり黒白、線をつけることも難しい問題ではないかと考えております。

この会の運営の一つの方針といたしまして、できるだけ委員の間で討論をし検討を重ね

て、我々みんな経験を積みながら、いい判断ができるようにしていければというふうに考

えております。もちろん今まで 年ばかりの蓄積もございますので、その経験の蓄積も10

十分に活用していけたらというふうに考えております。具体的な審査が間もなく始まるこ

とと思いますけれども、そのときにもいろいろ検討していただいて、もし必要があれば、

条件をつけてお受けするということも出てくるかと思います。

そのようなわけで、それぞれ専門が違う幅広い委員の方にお集まりいただいているもの

ですから、生物多様性という問題を考えていく上では、一つのいい方策ではないかと考え

ております。

もう一つ、私がどうしても検討会に出席できないこともあるかと思いますので、その折

にはどなたかに代理をお願いしなければならないと思います。そのお願いは私にお任せい

ただいてよろしゅうございましょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○原田座長

特に御異議がなければ、ぜひ林委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

林委員は、言うまでもなく、ＯＥＣＤの方で長い間、国際的な組換え体の問題に取り組

んでこられまして、国際的な動きに非常に精通されておりますし、そのほかにも農水省の
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生物資源研究所の前身のころから長い御経験がございますので、無理にでもお願いしたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○林委員

原田先生の御都合の悪い日には、会議は伸ばして…… （笑声）。

○原田座長

そうもいかないと思います。

どうもありがとうございました。

○青木技術安全課長補佐

総合検討会の座長から指名ということで、林委員に座長代理ということでお願いしたい

と思います。

引き続きまして、農作物分科会の座長からごあいさつをお願いしたいと思います。

○近藤座長

近藤です。御指名いただきまして、大変光栄に存じます。私も座ったままでごあいさつ

させていただきます。

私は以前、植物小委員会の方で委員をさせていただきまして、その間に原田先生や日向

先生の教えをいただきながら、何とかやってきたわけです。その小委員会のとき、今まで

はガイドラインだったということもあって、原田先生のときから、ずうっと試行錯誤でや

ってきたと思っています。これからは法律のもとでということで、試行錯誤というわけに

もいかないと思います。最初からかなり緊張してやらなければいけないということで、既

に緊張しています。

先ほど原田先生もおっしゃられましたように、幸い非常に経験の豊富な、すぐれた見識

をお持ちの委員の方がお集まりですので、委員の皆様の御協力をいただいて、何とかこの

重責を果たしていきたいと存じております。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

この農作物分科会でも、私がどうしても出席できない場合に代理をしていただく方を選

ばせていただきたいと思います。私にお任せいただけますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○近藤座長

それでは、前回も御一緒させていただいた日比先生にお願いしたいと思います。

日比先生は植物病理学の日本の権威でありますし、この分野で、もう既に貴重な意見を

いただいておりますので、非常に適任かと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○日比委員

近藤先生から御指名ですので、お引き受けいたしますが、私、３月に退官を控えており

まして、２月、３月は極めて忙しいので、この期間は何とか近藤先生に頑張っていただい
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て、４月以降は何とかお手伝いできると思います。どうぞよろしくお願いしたいと思いま

す （笑声）。

○青木技術安全課長補佐

座長代理を日比委員にお願いしたいということでございますので、よろしくお願いいた

します。

議 事

○青木技術安全課長補佐

議事に入りたいと思いますが、ここから先の議事運営につきましては、選出されました

原田座長に運営をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○原田座長

議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきたいと思います。

本日は合同検討会ということでございますので、後ほどレギュラーに始まった場合の会

議の公開はどうするかという議論はしていただくわけですけれども、差し当って、本日だ

けの合同検討会の公開の扱いについてお諮りしたいと思います。

本日の場合は、会議資料と議事録については原則として公開というふうにいたしたいと

思いますが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○原田座長

御異議ないようですので、本日の会議資料と議事録は公開ということで扱わせていただ

きます。

次に議題が二つございます。一つは、今ちょっと触れました生物多様性影響評価検討会

の公開についての問題、二つ目がカルタヘナ法の概要及び運用についてということになっ

ております。

生物多様性影響評価検討会の公開について

○原田座長

最初の議事の検討会の公開について、資料もついているようでございますので、事務局

から説明をお願いしたいと思います。

○青木技術安全課長補佐

生物多様性影響評価検討会の公開についてということでございます。資料３に案という

ことでつけさせていただいております。

総合検討会ということで、今後の会議につきましては、公開で開催したいと考えてござ
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います。

２番目の議事録の公開についてでございますが、議事録につきましても公開する。ただ

し、個人の秘密とか企業の知的財産等、開示されて特定の者に不当な利益とか不利益をも

たらすおそれがある場合、この部分は削除するということでございます。

、 、 。 、それから 提出資料の公開についてでございますが 原則として公開をします ただし

議事録と同じように、個人の秘密及び企業の知的財産等が開示され特定の者に不当な利益

または不利益をもたらすおそれがある場合は、この部分を除くということで、今後の総合

検討会を対応したいと考えてございます。

分科会につきましては、会議については非公開ということで進めたい。議事録について

も非公開。ただし、分科会での検討結果につきましては、分科会座長が分科会での検討結

果につきまして総合検討会で報告をしていただきます。この部分につきましては、総合検

討会の方でオープンになるということになります。提出資料の公開につきましては非公開

といたしたいと考えてございます。

なお、この公開につきましては、各種審議会とか食品安全委員会とか、そういったとこ

ろの公開の規則にのっとったような形で進めさせていただいてございます。

以上でございます。

○原田座長

、 、 。ただいまの事務局からの説明について 何か御質問 コメントございませんでしょうか

私の方から一つあるんですけれども、農水省でも環境省でもいろいろ審議会とか検討会

とかあって、公開のあれは当然決められていると思うんですが、その中に傍聴者について

どうするかという細則みたいのはあるんじゃないかと思います。この会も、今の原案が認

められた場合には、その細則については、そういうのを活用するというか、援用するとい

うか。

○青木技術安全課長補佐

総合検討会を開催する際に、プレス発表をいたしまして、狭い会議室でございますが、

、 、 、何名入るかわかりませんけれども 名程度になるかと思いますが 応募いたしまして10

一般の傍聴者の参加を求めたいと考えてございます。

○原田座長

どの程度細かく決まっているかわからないんですが、私自身については、余り細かく決

める必要はないかと思うんです。私が参加しておりますある会では、すごい議論になっち

、 、 、ゃいまして 傍聴者に傘を持ち込ませないといったら 折り畳みの傘はいいとか悪いとか

帽子はかぶっちゃいかんなんていったら、スカーフみたいのはどうするのとか、すごい議

論になったことがあるんです。そういうことはならないと思いますけども。

１回目の総合検討会のときに、あれですね。

○齋藤技術安全課長

傍聴者の守るべき事項というものも、各省共通的な内容を定めておりますので、それに
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のっとって進めたいと考えております。

○原田座長

ほかに何か御質問、コメントございませんでしょうか。

もしないようでしたら、これはこのようにさせていただきたいと思います。

カルタヘナ法の概要及び運用について

○原田座長

議事の２番目に移らせていただきます。カルタヘナ法の概要及び運用について。これも

事務局から御説明いただくわけですけれども、本日は農産安全管理課長の細田課長からよ

ろしくお願いします。

○細田農産安全管理課長

農産安全管理課長でございます。座って説明いたします。

この会議は技術会議の方で仕切られるわけですけれども、消費・安全局からまいった次

第も含めて御説明したいと思います。

御案内のとおり、昨年７月から消費・安全局ということで、農林省の産業振興局とリス

ク管理部局を切り離してやるということで、リスク管理部局を全体集めて消費・安全局と

いうことが発足した。食品面については食品安全委員会が別途あって、そこでリスク評価

をいただいて管理業務をやっていくという体制でやらせていただいているわけでございま

す。

私どもの農産安全管理課の中では、肥料とか農薬とか土壌汚染とか、そんな関連のリス

ク管理をやっておりますけれども、この中で、カルタヘナ法の業務についても農産安全管

理課でやるという形で、所管上、整理をされております。

ただ、リスク評価部分も消費・安全局でやるかということについては、やはり切り離し

た方がいいのではないかという意見がありましたので、実態的にリスク評価の学識経験者

、 、の意見を聞くという部分については 技術会議技術安全課の方でお願いをするという形で

分担してやっていこうというのが前提でございます。したがって、法律全体のこととか、

そういうことについては私の方から御説明するという次第でございます。

簡単に御説明いたします。１ページでございます。もう御案内のことが多いので、簡単

にいたします。

背景的には、１番にありますとおり、 年１月に議定書が採択されたということを受12

けて （２）にございますとおり、 カ国が締結したという段階で議定書が発効したとい、 50

うことで、 年９月に発効という形になりました （３）にございますとおり、これの国15 。

内担保法を定めるということで、６省相乗りでカルタヘナ法をさきの通常国会で、 年15

６月 日に公布という形にこぎつけたという形でございます。それ以降、執行をどうす18

るかということで、現在検討をしている。

２番の法律の内容については、後ほど紹介しますので、割愛をいたします。

３番のスケジュールです。法律が公布されて以降、基本的事項、施行規則、評価の実施
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要領、パブコメ、あるいは、 月 日に、それを踏まえての施行規則等の公布でござい11 21

ます。その辺をこなしてきまして、２月 日には議定書が国内発効するということを踏19

まえて、カルタヘナ法の全面施行という段取りになっております。この日から６カ月間、

経過措置期間という形になります。なお、２月下旬には第１回の議定書締約国会議がクア

ラルンプールで開かれるというスケジュールになっています。

３ページ目でございます。現在の締約国一覧で、 月末現在で カ国。ごらんのとお12 77

り、北米のアメリカ、カナダ等が未締約というのが特徴です。

それから、４ページをごらんいただきますと、御案内のとおりですけれども、遺伝子組

換え関連のいろんな法律でございます。とりあえず、食品としての食品衛生法、えさとし

ての飼料安全法、それぞれが従来からやっております。それに、中ほどにございますとお

り、食品の表示問題についても食品衛生法とＪＡＳ法で処理をしているという中に、今回

新たに生物多様性のカルタヘナ法が入ってくるという。四つの制度で農作物関連の遺伝子

組換えを取り扱っていく体制ができ上がったということだと思います。

５ページ目から具体的なカルタヘナ法を分割して、それぞれの事柄をフローにしてまと

めてございます。一つ目が第一種使用規程の承認という行為でございます。一番入り口の

。 、 、行為でございます 開発者 輸入者が使用規程あるいは生物多様性影響評価書を策定して

主務大臣の農林大臣、環境大臣に提出をいただいて、学識経験者からの意見の聴取という

形で始まる。それがこの検討会になっているということでございます。

意見を踏まえてパブコメをやりまして、承認して問題がなかろうということになれば、

承認行為をやるとともに、適正使用情報ということで、いろいろ条件つきになってくる場

合についてのそういう情報の策定及び、その使用規程と適正使用情報を公表するという形

で、パッケージで世の中に出していくという形になろうと思います。

基本的に、先ほど来、両座長からもございましたとおり、これまでガイドラインで行っ

てきたことが法律に基づくリスク評価ということで、最終的に、承認行為については私ど

もの局で担当するわけでございますけれども、これまで以上の説明責任とか透明性、公平

性というものが問われると思っていますので、極めて慎重に進めたいなと考えているとこ

ろの部分でございます。

次のページは、承認を受けた者がそれを使用していく具体的な実際場面になります。左

の方ですが、そういう承認を取得した者は使用開始後のいろいろな情報収集を当然やって

いただくということ。さらに、実際に使用者が別にある場合は、使用者に対して、特に農

家とかそういう栽培者が入ってくると思いますけれども、そういう者に適正使用情報の提

供を行うという行為が伴います。栽培者は栽培を行いながら情報収集も行っていただこう

と考えています。

そうした経緯については、適時、こちらに報告をいただくようなこと。その報告次第に

よっては、いろんな措置命令等、あるいはその後のいろんな科学的な知見の集積の中で、

使用規程の変更、取り消しとか、いろんな行政行為も伴いながらやっていくんだというこ

とになろうかと思っています。

そういう事柄を全体で担保するためにも、立入検査業務という形で、実際の取得者、使

用者に対して、いろんな形での立入検査も実効的にやっていくというのが右下に書いてあ

るところでございます。立入検査自身は農林大臣、環境大臣の指示によって立ち入りをす



- 12 -

るということでございまして、実際の立ち入り権者としては、農林省本省の職員あるいは

植物防疫所、動物検疫所、環境省では本省職員と自然保護事務所の担当者、もう一つ、私

どもの独立行政法人の方も、それぞれの分野に応じて立入検査をやらせるという仕組みに

もなっていますので、それぞれ専門分担をしながら立入検査を行う。

立入検査の内容については、�、�に示していますとおり、承認されたものについては

ＤＮＡ検査までできると思っていますけれども、未承認のものについての想定される場合

についても確認をしていくという形になります。この辺が、方法論含めて、なお検討を要

するところだと思っていますけれども、そういう形で立入検査を担保して、事に応じて行

政的な対応をしていくことになろうかと思います。

次のページ、７ページは生物検査と呼ばれる仕組みでございます。特に輸入時の水際で

の立入検査という形のものが実効的にかなりウエートがあると思いますけれども、その際

に未承認のものが入ってくる可能性があるという場合には、主務大臣の判断で生物検査対

象生物を指定するという形になります。具体的にどういう場合を指定するかについては、

なお検討をしております。そう指定されれば、輸入者は輸入の都度、そのたびごとに輸入

の届け出をしていただく。それに応じて、国あるいは登録検査機関で検査をすることが必

要になってくるということでございます。

それで、フローの方ですけれども、見方としては、農林水産大臣の最初の生物検査対象

生物の指定というのが起点になりまして、いろんな問題がある場合、そういうものを指定

させていただいて、その都度、輸入者が届け出をする。届け出があれば、その都度、生物

検査の命令を発出して、生物検査の申請をしていただいて、生物検査の実施ということに

なります。生物検査の実施は、植物防疫所あるいは動物検疫所、さらには国が認めた登録

検査機関を別途設けることになっていますので、そういった者が実際の生物検査をやる。

それで問題がなければ、問題ないという結果を受領後、流通ができる。それまでは保管状

態にあるという仕組みで、未承認のものが流れ込まないような、こういう処置があるとい

うことでございます。

次のページが、当面余りないかと思うんですけれども、日本からの輸出についてです。

輸出を検討された方は、事前通告がございますので、表示の義務がございますので、そう

いう措置をしていただくという形で議定書締約国に対しては行うんだということでござい

ます。

次の９ページ、今までのところは第一種に基づくケースがほとんどだったと思いますけ

れども、第二種使用、拡散を防止する措置を行った中での使用でございます。上と下と二

つありますのは、拡散防止措置が省令であらかじめ定められている場合と、下の方が定め

られていない場合でございます。

当面、農林水産分野では定める予定をしておりませんので、定められていないケースと

して下の方で取り扱うことになります。定められていれば、省令で定められた措置のもと

で実施をされればいいということでございますけれども、定められていない場合について

は、その都度、確認申請書を出していただいて、こちらの方で検討して確認をするという

行為が伴います。確認行為がどう具体的になるかも、なお検討しております。

それから、 ページでございます。冒頭申し上げましたような私ども農水省の役割分10

担もありますので、若干複雑な形でこの承認手続をやりますので、それをフロー化したも
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のでございます。

申請者は、農林水産分野ですので、私ども農林省農産安全管理課に申請書を出していた

だいて、受理、審査をして、環境省及び技術安全課に回付いたします。それを踏まえて、

この検討会を開催していただく。これは技術安全課と野生生物課で御担当いただくという

形になっています。意見をまとめていただいて、私どもいただいた上で承認の可否を検討

し、並びにパブコメの実施を経て、総合判断をして承認、不承認の結果を公表するという

流れになっております。

なお、こういう役割分担で文章学的な扱いでございますけれども、私ども農林省として

は、大臣の意見を聞くという行為についての大臣からの文書発送については、私ども農産

安全管理課から意見を聞くということでの文書発信をさせていただきます。ただ、この検

討会の開催という文書については技術安全課から出すという形で、農林省としては二つの

文書が違う部局から出るという形で、多少混乱されるかもわかりませんけれども、法律的

に解釈しての措置でございますので、御理解いただきたいと思います。

以上が流れで、あとは参考につけておりますので、概要あるいは、そういう運用をする

ということで御説明させていただきました。

○原田座長

どうもありがとうございました。

審 議

○原田座長

ただいまの細田課長の御説明につきまして、何か御質問等ございませんでしょうか。

。 、主に手続の流れのお話がございました 我々のこの委員会は直接関係ないと思いますが

今お話になりましたカルタヘナ議定書を認めている国と認めていない国で、この委員会と

しては違いが出てくるとかありますか。

○安田野生生物課長補佐

それはないです。

○原田座長

全くないですね。

○安田野生生物課長補佐

これは国内での評価をするわけです。

○原田座長

今は御説明を伺ったばかりで頭にすっきり入ったような気がしていますけれども、混乱

してきたら、いつでも質問をしていただくということで、ここまでのところはよろしいで

しょうか。



- 14 -

そ の 他

○原田座長

（ ） 、 、議事の ３ にその他というのがありますが これは事務局の方で特にあればですけど

何もない……

○青木技術安全課長補佐

特段ございません。

○原田座長

特段ないわけですね。

今までの議論の中で、全体にわたって何か御質問がありましたら、お願いしたいと思い

ますけども、今までのところはよろしいでしょうか。

また、きょうは２部構成になっていますので、休憩時間にでも何か質問が出てきました

ら、第２部の方でも議論する時間はあるかと思いますので、この時点でなければ事務局に

お返しします。

閉会のあいさつ

○青木技術安全課長補佐

最後でございますけれども、環境省から野生生物課長が見えられておりますので、閉会

のごあいさつを野生生物課長からお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○名執野生生物課長

御紹介いただきました環境省の野生生物課長の名執でございます。

本日は、御多忙の中、生物多様性影響評価検討会、総合検討会、農作物分科会の合同検

討会に御出席いただきまして、ありがとうございます。また、その中で座長の選出でござ

いますとか、公開など、検討会の運営等について御審議をいただきまして、大変ありがと

うございました。

先ほど細田課長からの御説明にもございましたとおり、カルタヘナ法もいよいよ施行が

近づいてまいりまして、遺伝子組換え生物等の使用等について、カルタヘナ法に基づく審

査も始まるわけでございます。これの審査につきましては、生物多様性への影響という観

点から評価していただくわけでございますけれども、今までの経験も踏まえまして、また

今後新たな知見なども最大限活用しながら進めていきたいと思っております。

法律にも規定されておりますとおり、この評価に当たりましては、専門家の学識経験者

の方々からの御意見は大変重要な位置を占めております。今後とも検討会におきます活発

な議論あるいは御指導、御鞭撻をお願いしたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

○青木技術安全課長補佐
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どうもありがとうございました。

本日の合同検討会はこれをもちまして閉会といたします。 分間休憩を取りまして、10

この場所で２時 分から打ち合わせ会議を開催させていただきますので、よろしくお願30

いいたします。

本日はどうもありがとうございました。

閉 会


