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２，４－Ｄ 農薬 除草剤
本剤は除草剤で、水稲、さとうきび等に使用します。今回、インポートトレ
ランス申請（カカオ豆）がされています。また、ポジティブリスト制度導入に
伴う残留基準、飼料中の残留基準が設定されています。

農薬
評価第四部会にて審議中（最近
の議事：25.7.10評価第四部会）

DBEDC 農薬
殺菌剤・殺
虫剤

殺菌剤・殺虫剤で、小麦、なす等に使用します。今回、パセリ及びししとう
への適用拡大申請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留
基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、農
薬専門調査会幹事会に報告する
こととなった。(最近の議事：26.3.5
評価第三部会）

DCIP 農薬 殺線虫剤
殺線虫剤で、きゅうり、なす、みかん、茶等に使用します。ポジティブリスト
制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
評価第四部会にて審議中（最近
の議事：25.3.8評価第四部会）

MCPB 農薬 除草剤
除草剤で、水稲、りんご等に使用します。今回、かんきつ、日本なしへの
適用拡大申請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準
（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
評価第三部会にて審議中（最近
の議事：26.7.10評価第三部会）

アクリナトリン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、なし、いちじく等に使用します。今回、りんごへの適用拡大申請
がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定
基準）が設定されています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、幹
事会に報告することとなった。た
だし、確認事項に対する回答に
ついて評価部会で確認することと
なった。（最近の議事：24.5.18評
価第三部会）

イソキサベン 農薬 除草剤
除草剤で、日本国内での食用への農薬登録はありません。今回、ナッツ
類、ぶどう等へのインポートトレランス申請がされています。

農薬

評価要請が取り下げられたもの
と認め、現在専門調査会におい
て実施中の調査審議は中止する
こととなった。（最近の議事：
25.9.2委員会）

イソフェタミド 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、今回、ぶどう、豆類（種実、ただし、らっかせいを除く。）、さやえ
んどう等への新規登録申請がされています。

農薬
評価第二部会にて審議中（最近
の議事：27.3.2評価第二部会）
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イミダクロプリド 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、稲、トマト等に使用します。今回、食用ゆり、ごま等への適用拡
大申請がされています。また、飼料中の残留基準の設定が要請されてい
ます。

農薬
評価書（案）を農薬専門調査会幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.2．1評価第三部会）

イミノクタジンアル
ベシル酸塩及び
イミノクタジン酢酸
塩

農薬 殺菌剤
殺菌剤で、小麦、なし等に使用し、レタス、キャベツ等への適用拡大申請
及び畜産物への残留基準値設定の要請がされています。ポジティブリスト
制度導入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
評価第三部会にて審議中（最近
の議事：22.10.6部会）

エチオン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬

評価書（案）を農薬専門調査会幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：21.10.21総合評価第一
部会）

エトキサゾール 農薬 殺虫剤
殺虫・殺ダニ剤で、茶、みかん等に使用します。動物用医薬品としても用
いられます。今回、しそ及びきく（葉）への適用拡大申請がされています。

農薬
評価書（案）を農薬専門調査会幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.3．2評価第一部会）

オキシデメトンメ
チル

農薬 殺虫剤
殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
総合評価第一部会にて審議中
（最近の議事：22.3.26部会）

カルバリル 農薬 殺菌剤

殺菌剤で、りんご、みかん等に使用します。動物用医薬品としても用いら
れます。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が
設定されています。また、飼料中の残留基準の設定が要請されていま
す。

農薬
評価第四部会にて審議中（最近
の議事：25.8.7部会）

カルボフラン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
評価第一部会にて審議中（最近
の議事：23.12.26部会）
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キャプタン 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、なし、はくさい等に使用し、今回、小麦、りんご等への適用拡大
申請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定さ
れています。また、飼料中の残留基準の設定が要請されています。

農薬
評価第三部会にて審議中（最近
の議事：25.12.17評価第三部会）

グリホサート 農薬 除草剤
除草剤で、稲、キャベツ等に使用し、だいず等へのインポートトレランス(国
外で使用される農薬等に係る残留基準)の設定要請がされています。ポジ
ティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、引
き続き農薬専門調査会幹事会
（公開）で審議することとなった
（最近の議事：28.2．8幹事会）

クレトジム 農薬 除草剤
除草剤で、だいず、かんしょ等に使用します。今回ホップへのインポートト
レランス申請がされています。ポジティブリスト制度に伴う残留基準（いわ
ゆる暫定基準）が設定されています。

農薬 意見・情報募集中（28.3.17締切）

クロルフルアズロ
ン

農薬 殺虫剤
殺虫剤で、かんしょ、だいず、すいか、メロン、トマト、ミニトマト等に使用し
ます。今回、畜産物への基準値設定の要請がされています。ポジティブリ
スト制度導入に伴う残留基準(いわゆる暫定基準)が設定されています。

農薬
評価第四部会にて審議中（最近
の議事：24.10.9部会）

シアナジン 農薬 除草剤
除草剤で、ばれいしょ、たまねぎ、アスパラガス等に使用します。ポジティ
ブリスト制度導入に伴う残留基準が設定されています。また、飼料中の暫
定基準が設定されています。

農薬
評価第一部会にて審議中（最近
の議事：27．6.19部会）

シクロエート 農薬 除草剤
除草剤であり、日本国内での農薬登録はありません。また、ポジティブリ
スト制度導入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
評価書（案）を農薬専門調査会幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：19.3.27評価第四部会）

ジクロメジン 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、水稲に使用します。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準
（いわゆる暫定基準）が設定されており、魚介類への残留基準値の設定
が申請されています。

農薬
確認評価第三部会にて審議中
（最近の議事：19.10.12部会）

シモキサニル 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、ばれいしょ、はくさい等に使用します。今回、ブロッコリー及び
ねぎへの適用拡大申請がされています。

農薬

委員会にて健康影響評価の審議
結果了承。リスク管理機関（厚労
省）に通知することとなった。（最
近の議事：28.3.8委員会）

スルフェントラゾン 農薬 除草剤
除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
農薬専門調査会幹事会にて審議
中（最近の議事：20.10.15幹事会）
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セトキシジム 農薬 除草剤
除草剤で、てんさい、ばれいしょ等に使用します。今回、魚介類への基準
値設定が要請されています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が
設定されています。

農薬
評価第一部会で審議中（最近の
議事：26.2.27評価第一部会）

テトラジホン 農薬 殺ダニ剤
殺ダニ剤で、りんご、みかん、メロン等に使用します。ポジティブリスト制度
導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、農
薬専門調査会幹事会に報告する
こととなった。ただし、確認事項に
対する回答について評価部会で
確認することとなった。（最近の議
事：24.12.14評価第三部会）

テブフェノジド 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、稲、だいず等に使用します。今回、さといも、ねぎ等への適用
拡大申請がされています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、専
門調査会幹事会に報告すること
となった。（最近の議事：28.3．7評
価第二部会）

テブフェンピラド 農薬 殺ダニ剤

殺虫剤（殺ダニ剤）で、みかん、もも、茶等に使用します。今回、さといも及
びりんごへの適用拡大申請及び、えごまの葉へのインポートトレランス申
請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準が設定され
ています。

農薬
評価書（案）を農薬専門調査会幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：23.8.8部会）

ニテンピラム 農薬 殺虫剤

殺虫剤で、稲、トマト等に使用します。今回、たまねぎへの適用拡大申請
がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定
基準）が設定されています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、農
薬専門調査会幹事会に報告する
こととなった。（最近の議事：
28.1.20評価第四部会）

トリチコナゾール 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
確認評価第一部会にて審議中
（最近の議事：21.2.20部会）
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トリフルミゾール 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、稲、りんご等に使用します。今回、セルリーへの適用拡大申請
がされています。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、農
薬専門調査会幹事会に報告する
こととなった。（最近の議事：
28.3.7評価第二部会）

ノニフェノールス
ルホン酸銅

農薬
殺菌・殺虫
剤

殺菌・殺虫剤で、稲、りんご等に使用します。今回、小麦及び茶への適用
拡大申請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（い
わゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
評価第三部会にて審議中
（最近の議事：25.11.26評価第三
部会）

ハロキシホップ 農薬 除草剤
除草剤で、ばれいしょ、トマト等に使用します。ポジティブリスト制度導入に
伴う暫定基準が設定されています。

農薬
農薬専門調査会幹事会にて審議
中（最近の議事：26.6.18幹事会）

ヒドラメチルノン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
確認評価第二部会にて審議中
（最近の議事：20.10.3部会）

ピカルブトラゾクス 農薬 殺菌剤 殺菌剤で、今回、稲、だいこん等への新規登録申請がされています。 農薬
評価書（案）を一部修正の上、幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.2.15評価第二部会）

フィプロニル 農薬 殺虫剤

殺虫剤で、稲、さとうきび等に使用します。今回、残留農薬
基準(ばれいしょ、さとうきび等)の変更に関する評価要請がなされ
ています。

農薬 意見・情報募集中（28.2.25締切）

フェナザキン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、日本国内での農薬登録はありません。今回、アーモンド、茶等
へのインポートトレランス申請がされています。

農薬
評価第一部会にて審議中（最近
の議事：28.2．3部会）

フェンチン 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
確認評価第三部会にて審議中
(最近の議事：22.3.16部会)
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フラザスルフロン 農薬 除草剤
除草剤で、さとうきび、みかん等に使用します。ポジティブリスト制度導入
に伴う残留基準が設定されています。

農薬
評価第一部会にて審議中（最近
の議事：22.8.2部会）

フィプロニル 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、稲、さとうきび等に使用します。今回、残留農薬基準（ばれい
しょ、さとうきび等）の変更に関する評価要請がなされています。

農薬
評価書（案）を一部修正の上、委
員会に報告することとなった。（最
近の議事：28.1．14幹事会）

フリラゾール 農薬 薬害軽減剤
薬害軽減剤であり、除草剤散布前に使い薬害を軽減します。日本国内で
の農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準値が
設定されています。

農薬
専門調査会幹事会にて審議中
（最近の議事：19.6.6幹事会）

フルオピコリド 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、ばれいしょ、たまねぎ、ぶどう等にします。今回、かんきつへの
適用拡大申請がされています。

農薬
評価書（案）を一部修正の上、委
員会に報告することとなった。（最
近の議事：28.2．8幹事会）

フルジオキソニル 農薬 殺菌剤

殺菌剤で、稲、トマト等に使用します。今回、ぶどうへの適用拡大申請、魚
介類への基準値設定の要請及びその他きく科野菜へのインポートトレラ
ンス申請がされています。今回、ブルーベリー、きゅうり等へのインポート
トレランス申請がされています。

農薬
評価書（案）を一部修正の上、幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.2.24評価第四部会）

プロヒドロジャス
モン

農薬
植物成長調
整剤

植物成長調整剤で、りんご、ぶどう（巨峰）及び温州みかんに使用します。
今回、かんきつ（温州みかん、清見を除く）及び清見への適用拡大申請が
されています。

農薬
評価書（案）を一部修正の上、幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.1.22評価第二部会）

プロフェノホス 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、茶、ばれいしょ等に使用します。今回、コーヒー豆へのインポー
トトレランス申請がされています。ポジティブリスト制度導入に伴う残留基
準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬

委員会にて健康影響評価の審議
結果了承。リスク管理機関（厚労
省）に通知することとなった。（最
近の議事：28.3.8委員会）

プロベナゾール 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、稲等に使用します。魚介類への残留基準の設定要請がされて
います。

農薬
評価第三部会にて審議中（最近
の議事：23.9.28評価第三部会）
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ブロマシル 農薬 除草剤
除草剤で、温州みかん、パイナップルに使用します。ポジティブリスト制度
導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
評価書（案）を一部修正の上、幹
事会に報告することとなった。（最
近の議事：28.3.9評価第三部会）

フロメトキン 農薬 殺虫剤
殺虫剤で、だいこん、はくさい、キャベツ等への新規登録申請がされてい
ます。

農薬
評価第四部会にて審議中（最近
の議事：27.2.26評価第四部会）

ホスチアゼート 農薬 殺虫剤

殺虫剤で、いちじく、かんしょ、なす、だいこん、きく等に使用します。今回、
いちご、きゅうり、ピーマンへの適用拡大申請がされています。ポジティブ
リスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されていま
す。

農薬

評価書（案）を一部修正の上、農
薬専門調査会幹事会に報告する
こととなった。ただし、確認事項に
対する回答について評価部会で
確認することとなった。（最近の議
事：24.9.12評価第三部会）

ホルペット 農薬 殺菌剤
殺菌剤で、小豆、きゅうり等への新規農薬登録申請がされています。ポジ
ティブリスト制度導入に伴う残留基準値も設定されています。

農薬
評価第三部会にて審議中（最近
の議事：25.12.17評価第三部会）

メソスルフロンメ
チル

農薬 除草剤
除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度導
入に伴う残留基準が設定されています。

農薬
評価第一部会にて審議中（最近
の議事：25.3.6評価第一部会）

酸化プロピレン 農薬 くん蒸剤
くん蒸剤で、日本国内での農薬登録はありません。ポジティブリスト制度
導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されています。

農薬
確認評価第二部会にて審議中
（最近の議事：20.10.3部会）
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