
仕様書

１．件名 

海外のリスク評価機関における評価結果等に関する調査 

２．調査目的 

2018 年 12 月に改正された農薬取締法に基づき、2021 年度から農薬の再評価制度が

開始される。これに伴い、食品安全委員会は、リスク管理機関からの諮問を受け、既

登録農薬の再評価を行うこととなる。 

我が国で再評価が予定されている農薬に関し、再評価制度を先んじて導入していた

海外のリスク評価機関である欧州食品安全機関（以下「EFSA」という。）及び米国環

境保護庁（以下「EPA」という。）でのこれまでの再評価に関する情報は、我が国での

再評価に向けて、大変有益である。このため、両機関における、再評価の評価書及び

再評価の関連文書を収集するとともに、農薬（有効成分）及び機関ごとにそれらを整

理する。 

３．作業内容 

（１）再評価の評価書及び再評価の関連文書の収集

i. EFSA 及び EPA での再評価に関する農薬横断的な情報の収集

・再評価制度に関連した法令や規制、再評価に係るガイダンス等の文書（再評価の

ガイダンスと明示されていなくとも、再評価の開始時に併せて導入された評価の

考え方に関する文書、公表論文の考え方に関する文書、疫学調査の考え方に関す

る文書等を含む）

・各再評価時に全体的に（有効成分を問わず）追加で要求（又は試験方法の変更等

により再提出）した試験成績

ii. EFSA 及び EPA での再評価に関する農薬（有効成分）ごとの情報の収集

再評価が予定されている既登録農薬（別添参照）のうち、内閣府食品安全委員

会事務局（以下「事務局」という。）担当官が指定する 5 の有効成分を調査対象

とし、これらの有効成分の EFSA 又は EPA でのこれまでの農薬登録の有無を調査

し、過去に登録されたことのある農薬については、以下に示す再評価の評価書及

び再評価の関連文書を収集する。 

① 再評価開始前の事前のやり取り(企業と政府機関との相談・連絡)に関する文書

② 再評価時に追加要求された試験項目及びその内容に関する文書

③ ②の試験成績の提出の有無及びそれに係る再評価での結果に関する文書

④ 再評価前の評価書、再評価の評価書（例えば、欧州の場合なら DAR/RAR 及び EFSA

評価書は少なくとも入手）、再評価後の評価書の追補文書（存在する場合のみ）

⑤ 再評価結果を反映した規制の内容（欧州の場合なら再評価結果を踏まえた EC

による規制の内容（登録状況（再評価前、再評価後、現在）を含む）及び各国

での規制の内容）に関する文書



※ 再評価を 2回以上受けている有効成分については再評価のタイミングごとに関

連文書を入手する。EFSA においては、その前身機関である欧州の食品科学委員

会(以下「SCF」という。)の評価関連資料も含め公表情報を遡って入手する。

（２）一覧表の作成

（１）のⅰ及びⅱで収集した情報について、それぞれの概要（入手資料の該当ペ

ージに関する情報を含む）についてエクセルを用いてまとめた一覧表を作成する。

概要は日本語で記載することとする。なお、一覧表の各概要は入手した文書とリ

ンクさせ、1 クリックで該当の文書の電子ファイルを開くことができるようする

こと（※）。なお、ⅱについてはそれぞれの有効成分で１行、①～⑤の項目はそ

れぞれの項目で１列以上に割り当てて一覧表とすること。一覧表については、調

査方針に関する打合せ等で事務局担当官と相談し、様式を決定した上でとりまと

めること。 

※ 該当の文書の電子ファイルはⅰ及びⅱの情報でフォルダを分けること。また

ⅱの情報は農薬（有効成分）ごとにフォルダを分けること。ⅱについてはフ

ォルダ又はファイル名により①～⑤のどの項目であるか分かるよう整理する

こと。

（３）ガイダンス等の翻訳

以下のガイダンス等の２文書について、全文和訳を作成する。和訳に当たって

は、毒性・代謝や疫学に関する用語の日本語訳に留意し、その定義等も含めて原

文・原語との対応関係を明確にすること。なお、（１）でより最新の文書が収集

できた場合、以下のガイダンス等に代わり、当該文書の全文和訳を作成することを

可能とするが、その場合には事務局担当官とあらかじめ協議すること。 

・US EPA: Guidance for considering and Using Open Literature Toxicity

Studies to Support Human Health Risk Assessment. (2012)

・EFSA: Submission of scientific peer-reviewed open literature for the

approval of pesticide active substances under Regulation (EC) No

1107/2009. EFSA J 9(2):2092, (2011)

（４）専門家の意見の聴取

収集した情報の取捨及び一覧表の概要の記載並びにガイダンス等の翻訳に当たっ

ては、農薬の再評価制度に加え以下の分野についての専門知識を有している者（各分

野で１名程度）の意見を聴取の上、行うこと（※）。専門知識を有している者はその

内容が適切でない場合は修正を指示しなければならない。専門知識を有している者の

選定に当たっては、事務局担当官とあらかじめ協議すること。 



① 動物代謝

② 植物代謝

③ 毒性

④ 遺伝毒性

⑤ 疫学

※ 再評価の際の追加試験や評価結果等の内容に応じて、それぞれの分野の専門知識

を有している者の意見を聴取すること。

（５）調査結果の報告会開催

① 本調査で得られた内容について、調査結果の報告会を開催すること。

② 調査結果の報告会を開催する際は、原則として事務局の会議室を使用するこ

ととし、開催日時、構成等について、事前に事務局監督職員等の了承を得るこ

ととする。 

（６）成果物の作成

調査報告書を作成する際には、以下の点に留意し作成すること。

① 調査報告書の冒頭には、調査の目的や方法、結果等について要約した、「調査

の概要」を記載すること。 

② 調査報告書には、表紙、目次、調査の目的、方法（手順、調査項目、情報入手方

法の概要、整理項目等）及び結果（３（２）において作成した一覧表及び（３）

において作成した全文和訳（原文・原語との対応関係の明確なもの））を記載す

ること。

③ 調査報告書（製本版）は、日本工業規格 A 列 4 番（A4 サイズ）で作成するこ

と。

④ 調査報告書及び収集した情報（CD-ROM 等の電子媒体）は、PDF 形式(OCR 処理済

み)及び編集可能な保存形式のファイル（ワード、エクセル等）で提出すること。 

⑤ 成果物（案）が出来た段階で、速やかに事務局監督職員等と検討・調整を行う

こと。 

４．契約期間 

令和２年１月中旬～令和２年３月 31 日 

５．作業スケジュール 

作業スケジュールの目安を以下に示す。 

令和２年 １月 調査方針に関する打合せ 

数剤の有効成分に関する情報収集・一覧表作成 

調査方針に関する打合せ（３（２）一覧表の様式の概ねの

決定） 

農薬横断的な情報の収集・一覧表作成



 
 

 ２月 調査方針に関する打合せ（３（１）一覧表の様式の概ねの

決定） 

全ての有効成分に関する情報収集・一覧表作成 

 ３月 報告書とりまとめ 

調査結果の報告会 

成果物の提出 

令和２年３月 31 日までに成果物を提出すること。   
 

６．成果物 

  調査報告書（製本版）      30 部 

  調査報告書及び収集した原著文献（CD-ROM 等の電子媒体）  5 部 

 

７．納品期限 

  すべての成果物を契約期間の満了日までに納品すること。 

 

８．監督職員（人事異動の場合は後任者等による） 

 内閣府食品安全委員会事務局 評価第一課 係長 宮﨑 祐介 

  

９．検査職員（人事異動の場合は後任者等による） 

  内閣府食品安全委員会事務局 評価第一課 課長補佐 永川 豊広 

 

１０．連絡調整  

  作業の実施に当たっては事前に事務局担当官と連絡を密にとることとし、作業中に

おいても、５に記載した作業スケジュールの段階ごとに、作業の進捗状況を報告する

こと。なお、作業の遅延、業務の実施に当たって疑義等が生じた場合には、速やかに

事務局担当官の指示に従うこと。 

 

１１．技術提案の遵守 

  本件は一般競争入札・総合評価落札方式（調査）の手続きを経て行うものであり、

本仕様書及び技術提案書に記載した内容については誠実に履行すること。 

 

１２．機密の保持 

（１）本業務を実施するにあたって、別紙「個人情報取扱特記事項」に基づき、業務上

知り得た情報の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用しないこと。また、その

ために必要な措置を講ずること。 

（２）関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールア

ドレスが閲覧できないよう BCC 機能により送信するなど、個人情報等（他の受信

者の個人情報以外の情報を含む。）の流出防止に万全を期すこと。 

 
１３．その他 

（１）本業務により知り得た成果については、許可なく第三者に譲渡してはならない。 



 
 

（２）本調査を実施するに当たり、調査期間中に食品に係る緊急な危害情報を入手した

場合は、速やかに事務局担当官へ通報すること。 

（３）成果物のうち、調査報告書は、内閣府食品安全委員会が運営する食品安全総合情

報システムにより一般公開するが、収集した文献等については、公開することによ

り、個人及び企業の知的財産権が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益をも

たらすおそれがあるため、非公開とする。 

（４）本契約を履行する過程で生じた納入成果物に関し、著作権法第 27 条及び第 28 条 

に定める権利を含むすべての著作権は、内閣府に帰属するものとする。 

ただし、受注者は、本契約履行過程で生じた納入成果物に関し、著作権を自ら使

用又は第三者に使用させる場合には、内閣府と別途協議することとする。 

なお、受注者は、内閣府に対し、一切著作人格権を行使しないこととし、また、

第三者をして行使させないものとする。 

（５）納入成果物に第三者（又は受注者自ら）が権利を有する著作物（以下、「既存 

著作物」という。）が含まれている場合は、内閣府が特に使用を指示した場合を除

き、当該著作物の使用に必要な費用負担及び使用許諾契約（等）に係る一切の手続

きを行うこと。この場合、受注者は当該契約等の内容について事前に内閣府の承認

を得ることとし、内閣府は、既存著作物について当該許諾条件の範囲内で使用する

ものとする。 

（６）本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が 

生じた場合は、当該紛争の原因が専ら内閣府の責めに帰する場合を除き、受注者の

責任と負担において一切を処理することとする。この場合、内閣府は係る紛争等の

事実を知ったときは、受注者へ通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ね

る等の協力措置を講ずるものとする。 

（７）本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成 25 年法律第 65 号）第 9 条第 1 項に基づく「内閣府本府における障害を理由と

する差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成 27 年 11 月 2 日内閣府訓令第

39 号）第 3 条に規定する合理的配慮について留意すること。 

  ※ URL：http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf 
 

  

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf


 
 

別紙 

 

                              個人情報取扱特記事項 

 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 受注者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものを

いう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約基づく業務を実施するに当た

り、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければ

ならない。 

 

（秘密の保持） 

２ 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せてはならない。 

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（業務従事者への周知） 

３ 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後にお

いてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底につ

いて周知しなければならない。 

 

（適正な管理） 

４ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損

傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。 

 

（再委託の制限等） 

５ 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはな

らない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な

監督を行わなければならない。 

 

（収集の制限） 

６ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目

的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関し

て知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供

してはならない。 

 



 
 

（複写、複製の禁止） 

８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関し

て知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

 

（安全管理の確認） 

９ 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを

適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報

の取り扱い状況について報告を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該

取扱状況を検査することができる。 

 

（廃棄等） 

10 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、保有する必

要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、廃棄又は消去しなければ

ならない。 

 

（事故発生時における報告） 

11 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はお

それがある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契

約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（違反した場合の措置） 

12 発注者は、受注者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとと

もに必要な措置を求めることができる。 

 



1 

既登録農薬の再評価に係る優先度（2018年 12月１日現在） 

優先度 有効成分名 

優先度 A 

(126) 

１，３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ） 

２，４－Ｄイソプロピルアミン塩（２，４－ＰＡイソプロピルアミン塩） 

２，４－Ｄエチル（２，４－ＰＡエチル） 

２，４－Ｄジメチルアミン（２，４－ＰＡジメチルアミン） 

２，４－Ｄナトリウム一水化物（２，４－ＰＡナトリウム一水化物） 

ＭＣＰＡイソプロピルアミン塩 

ＭＣＰＡエチル 

ＭＣＰＡナトリウム塩 

ＭＣＰＢエチル 

アシュラム

アセタミプリド

アセフェート

アトラジン

アラクロール

アラニカルブ

イソキサチオン

イソチアニル

イソプロチオラン

イプロジオン

イミシアホス

イミダクロプリド

イミノクタジンアルベシル酸塩

イミノクタジン酢酸塩

エスプロカルブ

エスメトラクロール（Ｓ－メトラクロール）

エチプロール

エトフェンプロックス

オキシン銅（有機銅）

カーバム

カーバムナトリウム塩

カルタップ

カルバリル（ＮＡＣ）

カルボスルファン

キノクラミン（ＡＣＮ）

別添



2 

優先度 有効成分名 

キャプタン

グリホサートアンモニウム塩 

グリホサートイソプロピルアミン塩 

グリホサートカリウム塩 

グリホサートナトリウム塩 

グルホシネート 

グルホシネートＰナトリウム塩 

クレソキシムメチル

クロチアニジン

クロラントラニリプロール

クロルピクリン

クロルピリホス

クロロタロニル（ＴＰＮ）

シアナジン

シアノホス（ＣＹＡＰ）

ジウロン（ＤＣＭＵ） 

ジクロベニル（ＤＢＮ） 

ジクワット 

ジチアノン 

ジノテフラン 

シハロホップブチル

シラフルオフェン

ジラム 

ダイアジノン 

ダイムロン 

ダゾメット 

チアジニル

チアメトキサム

チウラム

チオジカルブ

チオシクラム

チオファネートメチル

チオベンカルブ（ベンチオカーブ）

チフルザミド

テブコナゾール

トリシクラゾール

トリフルラリン

トルクロホスメチル



3 

優先度 有効成分名 

トルフェンピラド 

パラコートジクロリド（パラコート） 

ヒメキサゾール（ヒドロキシイソキサゾール） 

ヒメキサゾールカリウム塩（ヒドロキシイソキサゾールカリウム） 

ピラクロニル 

ピラゾリネート（ピラゾレート） 

ピロキロン 

フィプロニル 

フェニトロチオン（ＭＥＰ） 

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 

フェリムゾン 

フェントエート（ＰＡＰ） 

フェントラザミド 

フェンメディファム 

フサライド 

ブタクロール 

ブプロフェジン 

フルアジナム 

フルトラニル 

フルベンジアミド 

プレチラクロール 

プロスルホカルブ 

プロチオホス 

プロパモカルブ塩酸塩 

プロピネブ 

プロベナゾール 

ブロマシル 

ブロモブチド 

ベノミル 

ペンシクロン 

ベンスルタップ 

ベンゾビシクロン 

ベンタゾンナトリウム塩 

ペンディメタリン 

ペントキサゾン 

ベンフラカルブ 

ホスチアゼート 

ホセチル 



4 

優先度 有効成分名 

マラチオン（マラソン） 

マンゼブ 

マンネブ 

メコプロップカリウム塩（ＭＣＰＰ） 

メコプロップジメチルアミン塩（ＭＣＰＰジメチルアミン塩） 

メコプロップＰイソプロピルアミン塩 

メコプロップＰカリウム塩 

メソミル 

メタアルデヒド 

メタミトロン 

メチダチオン（ＤＭＴＰ） 

メチルイソチオシアネート 

メトラクロール 

メフェナセット 

モリネート 

リニュロン 

優先度 B 

(57) 

アイオキシニル 

アクリナトリン 

アバメクチン 

アミトラズ 

アンバム 

イソプロカルブ（ＭＩＰＣ） 

インダノファン 

エマメクチン安息香酸塩 

オキサジアゾン 

オキサジアルギル 

オキサミル 

カズサホス 

カフェンストロール 

キザロホップエチル 

クロフェンテジン 

クロルフタリム 

ジアフェンチウロン 

シアントラニリプロール 

ジクロシメット 

ジチオピル 

シハロトリン 

ジフルメトリム 



5 

優先度 有効成分名 

シマジン（ＣＡＴ） 

ジメトエート 

シモキサニル 

スピロジクロフェン 

ダミノジッド 

テトラコナゾール 

テブフェノジド 

テブフェンピラド 

テフルトリン 

テフルベンズロン 

トプラメゾン 

トラロメトリン 

ビフェナゼート 

ビフェントリン 

ピラゾキシフェン 

ピリダベン 

ピリフルキナゾン 

ピリミジフェン 

ファモキサドン 

フェンピロキシメート 

フルアジホップＰ 

フルスルファミド 

フルチアセットメチル 

フルバリネート 

フルフェノクスロン 

フルプロパネート（テトラピオン） 

プロパルギット（ＢＰＰＳ） 

プロフェノホス 

ヘキサコナゾール 

ヘキシチアゾクス 

ベンゾフェナップ 

ベンフルラリン（ベスロジン） 

メソトリオン 

メタフルミゾン 

ルフェヌロン 

優先度 C1 

(157) 

１－ナフチルアセトアミド（１－ナフタレン酢酸） 

４－クロルフェノキシ酢酸（４－ＣＰＡ） 

ＤＢＥＤＣ 



6 

優先度 有効成分名 

アジムスルフロン 

アセキノシル 

アゾキシストロビン 

アレスリン 

イソウロン 

イソキサベン 

イプコナゾール 

イプロベンホス（ＩＢＰ） 

イマザキン 

イマザピル 

イマザモックスアンモニウム塩 

イマゾスルフロン 

イミベンコナゾール 

ウニコナゾールＰ 

エスフェンバレレート 

エチクロゼートエチル 

エテホン 

エトキサゾール 

エトキシスルフロン 

エトベンザニド 

オキサジクロメホン 

オキシテトラサイクリン 

オキスポコナゾールフマル酸塩 

オキソリニック酸 

オリザリン 

カスガマイシン塩酸塩 

カルフェントラゾンエチル 

カルブチレート 

キノメチオナート（キノキサリン系） 

ギ酸カルシウム 

クミルロン 

クレトジム 

クロマフェノジド 

クロメプロップ 

クロリダゾン（ＰＡＣ） 

クロルチアミド（ＤＣＢＮ） 

クロルフェナピル 

クロルフルアズロン 



7 

優先度 有効成分名 

クロルプロファム（ＩＰＣ）

クロルメコート

シアゾファミド

シアン酸ナトリウム

ジエトフェンカルブ 

ジエノクロル 

ジカンバ（ＭＤＢＡ） 

ジカンバカリウム塩（ＭＤＢＡカリウム塩） 

ジカンバジメチルアミン（ＭＤＢＡジメチルアミン） 

シクロスルファムロン

ジクロルプロップ 

ジフェノコナゾール 

シフルトリン

シフルフェナミド

ジフルフェニカン 

ジフルベンズロン 

シプロコナゾール

シプロジニル

シペルメトリン

ジベレリン 

シメコナゾール

ジメタメトリン 

ジメテナミド 

ジメテナミドＰ 

ジメトモルフ 

シメトリン

シロマジン

ストレプトマイシン硫酸塩

スピノサド

セトキシジム

ターバシル

チアクロプリド

チフェンスルフロンメチル

デスメディファム 

テトラジホン

テニルクロール

テブチウロン

テプラロキシジム



8 

優先度 有効成分名 

トリアジフラム 

トリクロピルトリエチルアンモニウム 

トリクロピルブトキシエチル 

トリクロルホン（ＤＥＰ） 

トリネキサパックエチル 

トリフルミゾール 

トリフロキシストロビン 

トリフロキシスルフロンナトリウム塩 

トリホリン 

ナプロパミド 

ニコスルフロン 

ニテンピラム 

ネマデクチン 

ノニルフェノールスルホン酸銅 

ノバルロン 

パクロブトラゾール 

バリダマイシンＡ 

ハロスルフロンメチル 

ビスピリバックナトリウム塩 

ピメトロジン 

ピラゾスルフロンエチル 

ピラフルフェンエチル 

ピリダリル 

ピリフタリド 

ピリブチカルブ 

ピリプロキシフェン 

ピリミノバックメチル 

フェナリモル 

フェノキサニル 

フェノチオカルブ 

フェンバレレート 

フェンブコナゾール 

フェンプロパトリン 

フェンヘキサミド 

ブタミホス 

ブトルアリン 

フラザスルフロン 

フラメトピル 



9 

優先度 有効成分名 

フルオルイミド 

フルジオキソニル 

フルシトリネート 

フルミオキサジン 

フルルプリミドール 

プロクロラズ 

プロジアミン 

プロシミドン 

プロピコナゾール 

プロピザミド 

プロヒドロジャスモン 

プロヘキサジオンカルシウム塩 

プロメトリン 

フロラスラム 

ペフラゾエート 

ペルメトリン 

ベンジルアミノプリン 

ベンスルフロンメチル 

ベンフレセート 

ボスカリド 

ポリオキシン D 亜鉛塩（ポリオキソリム亜鉛塩） 

ポリオキシン複合体 

ホルクロルフェニュロン 

マレイン酸ヒドラジドカリウム 

ミクロブタニル 

ミルベメクチン 

メタラキシル 

メタラキシルＭ 

メトキシフェノジド 

メトスルフロンメチル 

メトミノストロビン 

メトリブジン 

メパニピリム 

メピコートクロリド 

メプロニル 

ヨードスルフロンメチルナトリウム塩 

リムスルフロン 

レナシル 



10 

優先度 有効成分名 

塩酸レバミゾール 

酒石酸モランテル 

優先度 C2 

（69） 

１－ナフタレン酢酸ナトリウム 

１－メチルシクロプロペン 

アシベンゾラルＳ－メチル 

アミカルバゾン 

アミスルブロム 

アメトクトラジン 

イソピラザム 

イソフェタミド 

イプフェンカルバゾン 

インダジフラム 

インドキサカルブ 

エタボキサム 

エンドタール二カリウム塩 

オキサチアピプロリン 

クロリムロンエチル 

シエノピラフェン 

シクラニリプロール 

シフルメトフェン 

スピネトラム 

スピロテトラマト 

スピロメシフェン 

スルホキサフロル 

テブフロキン 

テフリルトリオン 

トリアファモン 

トリオレイン酸ソルビタン 

トリチコナゾール 

トリフルメゾピリム 

トルピラレート 

トルプロカルブ 

ピカルブトラゾクス 

ピコキシストロビン 

ピフルブミド 

ピラクロストロビン 

ピラジフルミド 

ピリオフェノン 



11 

優先度 有効成分名 

ピリベンカルブ 

ピリミスルファン 

ピロキサスルホン 

フェノキサスルホン 

フェンキノトリオン 

フェンピラザミン 

フルエンスルホン 

フルオキサストロビン 

フルオピコリド 

フルオピラム 

フルキサピロキサド 

フルセトスルフロン 

フルチアニル 

フルピラジフロン 

フルフェナセット 

フルポキサム 

フロニカミド 

プロピリスルフロン 

フロメトキン 

ヘキサジノン 

ペノキススラム 

ベンチアバリカルブイソプロピル 

ペンチオピラド 

ペンフルフェン 

ホラムスルフロン 

ホルペット 

マンジプロパミド 

マンデストロビン 

メタゾスルフロン 

メタミホップ 

メチオゾリン 

メトコナゾール 

レピメクチン 

優先度 D 

(171) 

（３Ｚ，６Ｚ，９Ｓ，１０Ｒ）－シス－９，１０－エポキシ－１，３，６－ヘニコサトリエ

ン 

（３Ｚ，６Ｚ，９Ｓ，１０Ｒ）－シス－９，１０－エポキシ－３，６－ヘニコサジエン 

（９Ｚ，１２Ｚ，１５Ｚ）－９，１２，１５－オクタデカトリエン－１－アール 

（Ｅ）－３－テトラデセニル＝アセタート 



12 

優先度 有効成分名 

（Ｅ）－９，１１－ドデカジエニル＝ブチラート 

（Ｅ）－９，１１－ドデカジエニル＝ヘキサノアート 

（Ｅ，Ｚ）－４，１０－テトラデカジエニル＝アセタート 

（Ｅ，Ｚ）－４，６－ヘキサデカジエナール 

（Ｅ，Ｚ）－４，６－ヘキサデカジエニル＝アセタート 

（Ｅ，Ｚ）－オクタデカ－２，１３－ジエニル＝アセタート 

（Ｅ，Ｚ）－オクタデカ－３，１３－ジエニル＝アセタート 

（ＲＳ）－２－ブタノール 

（Ｚ）－１０－テトラデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－１１－テトラデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－１１－テトラデセン－１－オール 

（Ｚ）－１１－ヘキサデセナール 

（Ｚ）－１１－ヘキサデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－１１－ヘキサデセン－１－オール 

（Ｚ）－１３－イコセン－１０－オン 

（Ｚ）－３－ドデセニル＝（Ｅ）－２－ブテノアート 

（Ｚ）－７－ドデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－７－ドデセン－１－オール 

（Ｚ）－８－ドデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－９－テトラデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－９－テトラデセン－１－オール 

（Ｚ）－９－ドデセニル＝アセタート 

（Ｚ）－９－ヘキサデセナール 

（Ｚ，Ｅ）－９，１１－テトラデカジエニル＝アセタート 

（Ｚ，Ｅ）－９，１２－テトラデカジエニル＝アセタート 

（Ｚ，Ｚ）－オクタデカ－３，１３－ジエニル＝アセタート 

１０－メチル－ドデシル＝アセタート 

１１－ドデセニル＝アセタート 

１４－メチル－１－オクタデセン 

４－（ｐ－アセトオキシフェニル）－２－ブタノン 

ＢＴ（死菌） 

ＢＴ（生菌） 

Ｄ－ソルビット 

ｄ－リモネン 

アカメガシワクダアザミウマ 

アグロバクテリウム ラジオバクター 

アリガタシマアザミウマ 

アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 



13 

優先度 有効成分名 

イサエアヒメコバチ 

イタコン酸 

インドール酪酸 

オレイン酸ナトリウム 

オンシツツヤコバチ 

キイカブリダニ 

ギフアブラバチ 

ククメリスカブリダニ 

グリセリン酢酸脂肪酸エステル 

クロレラ抽出物 

クロロファシノン 

コニオチリウム ミニタンス 

コレマンアブラバチ 

サバクツヤコバチ 

シアナミド 

シイタケ菌糸体抽出物 

ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム 

シス－４－（イソプロピル）－１－メチルシクロヘキサ－２－エン－１－オール 

シュードモナス フルオレッセンス 

シュードモナス ロデシア 

スタイナーネマ カーポカプサエ 

スタイナーネマ グラセライ 

ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株 

スワルスキーカブリダニ 

ソルビタン脂肪酸エステル 

ダイファシノン 

タイリクヒメハナカメムシ 

タラロマイセス フラバス 

チチュウカイツヤコバチ 

チャハマキ顆粒病ウイルス 

チャバラアブラコバチ 

チリカブリダニ 

デシルアルコール 

デンプン 

ドデシル＝アセタート 

トリコデルマ アトロビリデ 

なたね油 

ナミテントウ 



14 

優先度 有効成分名 

バーティシリウム レカニ 

パスツーリア ペネトランス 

ハスモンヨトウ核多角体ウイルスクローンＡ９株及びクローンＣ３株

ハスモンヨトウ核多角体病ウイルスＦｕ－１株

バチルス アミロリクエファシエンス ＡＴ－３３２株 

バチルス シンプレクス ＣＧＦ２８５６株 

バチルス ズブチリス Ｄ７４７株 

バチルス ズブチリス ＨＡＩ－０４０４株 

バチルス ズブチリス ＭＢＩ６００株 

バチルス ズブチリス ＱＳＴ－７１３株 

バチルス ズブチリス Ｙ１３３６株 

バチルス ズブチリス 芽胞 

ハモグリコマユバチ

ハモグリミドリヒメコバチ

パラフィン 

バリオボラックス パラドクス 

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン

ヒドロキシプロピルデンプン

ヒメカメノコテントウ

ピレトリン 

フッ化スルフリル

フマル酸

プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル 

ペキロマイセス テヌイペス 

ペキロマイセス フモソロセウス 

ペラルゴン酸 

ペラルゴン酸カリウム塩 

ボーベリア バシアーナ Ｆ－２６３株 

ボーベリア バシアーナ ＧＨＡ株 

ボーベリア ブロンニアティ 

ポリアルキレングリコールアルキルエーテル 

ポリオキシアルキレンアルキルエーテル 

ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 

ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 

ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル 

ポリオキシエチレンアルキルエーテル 

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル 

ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル 



15 

優先度 有効成分名 

ポリオキシエチレンドデシルエーテル 

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 

ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル 

ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン 

ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 

ポリオキシエチレン樹脂酸エステル 

ポリグリセリン脂肪酸エステル 

ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキルジメチルアンモニウム 

ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム 

ポリブテン 

マシン油

ミヤコカブリダニ

メタリジウム アニソプリエ

メチルオイゲノール

ヤマトクサカゲロウ

ヨウ化メチル

ヨーロッパトビチビアメバチ

ラクトバチルス プランタラム ＢＹ株

リグニンスルホン酸カルシウム

リモニカスカブリダニ

リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス

リン化アルミニウム（リン化水素）

リン化亜鉛

ワルファリン

塩化カルシウム 

塩化コリン 

塩基性塩化銅 

塩基性硫酸銅 

塩素酸ナトリウム 

過酸化カルシウム 

還元澱粉糖化物 

金属銀 

混合生薬抽出物 

脂肪酸グリセリド 

臭化メチル 

醸造酢 

水酸化第二銅

生石灰 



16 

優先度 有効成分名 

青酸（シアン化水素） 

石灰窒素 

石灰硫黄合剤 

全卵粉末 

炭酸カルシウム 

炭酸水素カリウム 

炭酸水素ナトリウム 

調合油 

二酸化炭素 

非病原性エルビニア カロトボーラ 

無水硫酸銅 

硫黄 

硫酸カルシウム 

硫酸銅五水塩 

燐酸第二鉄 

（備考） 

・2018 年 12 月１日時点で登録されている農薬のうち、上記に記載のない有効成分を含む

農薬については、再評価開始までに失効する予定。
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