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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（平成 27 年厚生労働省令第 143 号）
及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（平成 27 年厚生労働省告示第
384 号）が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第
23 号。以下「省令」という。）及び食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省
告示第 370 号。以下「告示」という。）の一部が改正されたところであるが、改
正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれた
い。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

記
第１ 改正の概要
１ 省令関係
食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号。以下「法」という。）第 10 条の規
定に基づき、１－メチルナフタレンを省令別表第１に追加したこと。
２ 告示関係
⑴

法第 11 条第１項の規定に基づき、農薬アシュラム、農薬キザロホップエ
チル及びキザロホップ P テフリル、動物用医薬品クロルスロン、動物用医
薬品ケトプロフェン、農薬シモキサニル、農薬セダキサン、農薬及び動物
用医薬品テフルベンズロン、動物用医薬品トリクラベンダゾール、農薬ト
ルプロカルブ、農薬フェノチオカルブ、農薬フルチアセットメチル、農薬
ベンジルアデニン（ベンジルアミノプリンをいう。）、農薬ホサロン、農薬

メソトリオン及び農薬メトコナゾールについて、食品中の残留基準を設定
したこと（別紙１参照）。
⑵

法第 11 条第１項の規定に基づき、動物用医薬品クロルスロンについて、
食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定する
とともに、クロルスロン試験法を定め、その分析対象をクロルスロンとし
たこと。

⑶

法第 11 条第１項の規定に基づき、１－メチルナフタレンの成分規格を設
定し、それに伴う所要の改正を行ったこと。また、同規定に基づき、１－
メチルナフタレンの使用基準を設定したこと。

第２ 施行・適用期日
１ 省令関係
公布日から施行されるものであること。
２ 告示関係
⑴

残留基準関係
公布日から適用されるものであること。ただし、下表の農薬等ごとに掲

げる食品に係る残留基準値については、公布の日から６月以内に限り、な
お従前の例によることができる。
農薬等

食品
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀
類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他
の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ
んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だ
いこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、
西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、
ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、
ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ
ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、

アシュラム

レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、
にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ
ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり
科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き
ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく
わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ
クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま
め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他
の野菜、みかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全
体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他

のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、
びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、
いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クラ
ンベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、
かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップ
ル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、
その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種
子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、
ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コー
ヒー豆、カカオ豆、ホップ、その他のスパイス、牛の筋肉、
豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂
肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛
の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、
豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食
用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳
さといも類、こんにゃくいも、その他のいも類、かぶ類の根、
かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、ケール、こまつな、き
ょうな、チンゲンサイ、ブロッコリー、その他のあぶらな科
野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、
キザロホップエチル

エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、に
ら、わけぎ、その他のゆり科野菜、パースニップ、パセリ、
みつば、その他のせり科野菜、まくわうり、たけのこ、しょ
うが、その他の野菜、びわ、あんず、すもも、うめ、おうと
う、キウィー、なつめやし、その他の果実、その他のスパイ
ス、鶏の筋肉及びその他の家きんの筋肉
牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋
肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物
の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する
動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属
する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸
棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の

クロルスロン

家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、
その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、
鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他
の家きんの卵、魚介類（さけ目魚類に限る。）、魚介類（うな
ぎ目魚類に限る。）、魚介類（すずき目魚類に限る。）、魚介類
（その他の魚類に限る。）、魚介類（貝類に限る。）、魚介類（甲
殻類に限る。）、その他の魚介類及びはちみつ

ケトプロフェン

乳
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀
類、大豆、小豆類、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さ
といも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他の
いも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん
類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、キャベツ、
芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、
カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ご
ぼう、サルシフィー、チコリ、しゅんぎく、その他のきく科
野菜、たまねぎ、にんにく、アスパラガス、わけぎ、その他
のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、みつば、その他の
せり科野菜、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、

シモキサニル

まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、
オクラ、しょうが、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュル
ーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、
なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルー
ツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、
西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、す
もも、うめ、おうとう、いちご、ブルーベリー、クランベリ
ー、ハックルベリー、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、
アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフ
ルーツ、なつめやし、その他の果実、ごまの種子、べにばな
の種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、
くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、
コーヒー豆、カカオ豆、その他のスパイス及び乳
小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、さ
といも類、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、さ
とうきび、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、
ケール、こまつな、きょうな、サルシフィー、アーティチョ
ーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、たまねぎ、にんに
く、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パース

テフルベンズロン

ニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、そ
の他のなす科野菜、しろうり、すいか、まくわうり、たけの
こ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、
しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、びわ、ラズベ
リー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハッ
クルベリー、その他のベリー類果実、バナナ、キウィー、パ
パイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッ

ションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種
子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他の
オイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くる
み、その他のナッツ類、カカオ豆、ホップ、その他のハーブ
及び魚介類（さけ目魚類に限る。）
豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、豚の脂
トリクラベンダゾー
ル

肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の肝臓、そ
の他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、豚の腎臓、その他の
陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分及びその他の
陸棲哺乳類に属する動物の食用部分
すいか、メロン類果実、まくわうり、なつみかんの外果皮、
なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルー
ツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、
西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、す
もも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリ

フェノチオカルブ

ー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他
のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイ
ヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッショ
ンフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、
ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ
ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ及
びその他のナッツ類

フルチアセットメチ
ル

大麦、ライ麦、とうもろこし、そば及びその他の穀類
米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀
類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他
の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こ
んにゃくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だ
いこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、

ベンジルアデニン

西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、

（ベンジルアミノプ ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、
リンをいう。）

ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフ
ィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、
レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、
にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじ
ん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり
科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、き

ゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まく
わうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オ
クラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま
め、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他
の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレー
プフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日
本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あ
んず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラ
ックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、
その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、
パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パ
ッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの
種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他
のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、く
るみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホッ
プ、その他のスパイス及びその他のハーブ
えんどう、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、
こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の
根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、
クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こま
つな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリ
ー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アー
ティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、
その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、ア
スパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パー
スニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、
ホサロン

トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、かぼちゃ、
しろうり、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、
ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんど
う、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、
その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果
実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、そ
の他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、びわ、
もも、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、
クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶ
どう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイ
ナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめ
やし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにば

なの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、
くり、ペカン、その他のスパイス（種子、果実、根及び根茎
を除く。）及びその他のハーブ
⑵

試験法関係
公布日から適用されるものであること。

⑶

添加物関係
公布日から適用されるものであること。

第３ 農薬等に関する事項
１ 残留基準関係
⑴

今回基準値を設定するキザロホップエチル及びキザロホップ P テフリル

とは、農産物及び畜産物にあっては、キザロホップエチルを代謝物 B
【2-[4-(6-クロロキノキサリン-2-イルオキシ)フェノキシ]プロピオン酸】
に換算したもの、キザロホップ P テフリルを代謝物 B に換算したもの、代
謝物 B 及び加水分解により代謝物 B に変換される代謝物を代謝物 B に換算
したものの和とし、魚介類にあっては、キザロホップエチルを代謝物 B に
換算したもの、代謝物 B 及び加水分解により代謝物 B に変換される代謝物
を代謝物 B に換算したものの和をいうこと。ただし、キザロホップエチル
にはキザロホップ P エチルが含まれ、代謝物 B にはキザロホップ P が含ま
れるものとすること。ただし、プロパキザホップが検出された場合など、
代謝物 B の残留がプロパキザホップの使用によることが明らかな場合には、
プロパキザホップに定められた規格基準を適用することとし、キザロホッ
プエチル及びキザロホップ P テフリルに係る規格基準によらないこと。
⑵

今回基準値を設定するクロルスロンにあっては、食品において「不検出」

とされる農薬等の成分である物質として規定することから、全ての食品に
おいて本剤を含有するものであってはならないこと。
⑶

今回基準値を設定するセダキサンとは、セダキサン（cis 体）及びセダキ

サン（trans 体）の和をいうこと。
⑷

今回基準値を設定するトリクラベンダゾールとは、トリクラベンダゾー

ル及び酸性条件下でケト-トリクラベンダゾール【5-クロロ-6-(2,3-ジクロ
ロフェノキシ)-1,3-ジヒドロ-2H-ベンズイミダゾール-2-オン】に変換され
る代謝物をトリクラベンダゾールに換算したものの和をいうこと。
⑸

羊及びその他の陸棲哺乳類に属する動物（羊を除く。）に設定されている

トリクラベンダゾールの基準値については、これらの基準を統合して「そ
の他の陸棲哺乳類に属する動物」として基準値を設定すること。
⑹

今回基準値を設定するメトコナゾールとは、メトコナゾール（cis 体）及

びメトコナゾール（trans 体）の和をいうこと。

２ 試験法関係
⑴

今回の告示改正に伴い、
「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正

後の食品衛生法第 11 条第３項の施行に伴う関係法令の整備について」（平
成 17 年 11 月 29 日付け食安発第 1129001 号当職通知）の別添３を別紙２の
ように改めること。
⑵

検体から試験に用いる試料を採取するに当たっては、別に規定する場合

を除き、
「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である
物質の試験法について」
（平成 17 年１月 24 日付け食安発 0124001 号当職通
知。）の第１章総則の４．試料採取に従うこと。
３ その他
法に基づく残留基準値の設定に併せ、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）
に基づく農薬トルプロカルブに係る新規農薬登録、農薬キザロホップエチル
及びキザロホップ P テフリル、農薬及び動物用医薬品テフルベンズロン、農
薬ホサロン及び農薬メトコナゾールに係る適用拡大のための変更登録並びに
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和
35 年法律第 145 号）に基づく動物用医薬品ケトプロフェンを有効成分とする
薬剤に係る承認事項の変更が農林水産省において行われること。
なお、農薬アシュラム、農薬セダキサン、農薬トルプロカルブ、農薬ベン
ジルアデニン（ベンジルアミノプリンをいう。）及び農薬メソトリオンに係る
試験法については、別途通知すること。
第４ 添加物に関する事項
使用基準関係
１－メチルナフタレンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」
との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以
外の使用は認められないこと。

