








































(宛先）

厚生労働省医薬･生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

‐ 〒100-8916
電話

東京都千代田区霞が関1－2－2
03(5253)1111 （内線4289）
03(3595)2423 （18時以降）
03-3595-2432 （残留農薬等基準審査室FAX)FAX

寄付金･契約金等受取(割当て)額等回答表

令心年〃夢o日
令和3年12月7日（火）薬事･食品衛生審護会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金･契約金等の受取(割当て)額等について､別紙のとおり回

答する。

①食品中のシフルトリンの残留基準の設定について

②食品中のｽピﾉｻドの残留基準の設定について

③食品中のスルホキサフロルの残留基準の設定について

④食品中のビﾗﾌルフェンエチルの残留基準の設定について

⑤食品中のピﾗﾝﾃﾙ及びモランテルの残留基準の設定について

⑥食品中のフルﾌｪﾉｸｽﾛﾝの残留基準の設定について

⑦食品中のべﾝﾀソﾝの残留基準の設定について

⑧食品中のペンチアノVﾉｶﾙブｲｿプﾛピﾙの残留基準の設定について

⑨食品中のポリオキシンの残留基準の設定について



①食品中のｼﾌﾙﾄﾘﾝの残留基準の設定について

企業名(製造企業等)： パｲｴﾙｸﾛｯプサイエンフ
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口令和元年度
口令和2年度
口令和3年度

→受駁の有無:p有り 画／鱸し
当該年度における受取額

｝:菫瀞･･扇圏”
【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許栂･特許使用料･商標権による報酬
口謂演料 口 原稿執篭料
口その他（

口研究契約金 ロｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料・指導料

ロ当該企業の株式
）

し
し廃

Ｉ

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|繕…
→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

②食品中のｽビﾉｻドの残留基準の設定について

企業名(申請企業等)： ダウ･アグロサイエンス日本株裁
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
→受取の有無:p有りV無し

当該年度における受取額

｝ 500万円以下

溌上

’
●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

I濤侭”
③食品中のスルホキサフロルの残留基準の設定について

→該当の有無：□，有り
→該当の有無：口有り

一

企業名(申請企業等)：勘
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

ンス日

→受取の有無:口有り 〆無し
受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口令和元年度
口令和2年度
口令和3年度 鰯謬患鳳”

瀦上該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

【受取額の内訳】
ロ寄附金(奨学寄付金含む）
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
ロ讃演料 口 原稿執筆料
ロその他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式
）

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

●
●

↓
↓

|籍鰯“ 1

【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料
口特許横･特許使用料･商標権による報酬
口調演料 口 原稿執筆料 ロ当該企業の株式
ロその他（ ）



④食品中のピﾗﾌルフェンエチルの残留基準の設定について

企業名(申請企業等)： 日麹
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

弗式会＊

げ編し→受取の有無：ロ有り
受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
ロ令和元年度
口令和2年度
口令和3年度 鰯騨墓周”

溌上該当の有無：口有り
該当の有無：ロ有り

【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
口謂演料 口 原稿執鉦料
ロその他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式
）

申請資料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

●
●

↓
↓

|… I
⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

企業名(製造企業等)： ピーヴィージー･ジャパン有限全
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口令和元年度
ロ令和2年度
口令和3年度

→受取の有無:p有り ：由/黙し
当該年度における受取額

｝目菫驚・･万周”
【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許栂･特許使用料･商標横による報酬
口謂演料 口 原稿執筆料
□その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式
）

し
し蕊

Ｉ

→該当の有無：ロ有り
→該当の有無：口有り

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|…
企業名(製造企業等)： コーキン化学株式会社

●寄付金･契約金等の受取(割当て)額
受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
口令和元年度
口令和2年度
口令和3年度

→受取の有鋳:p有りb/綴し
当該年度における受取額

｝:菫驚"･万周”
【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
口讃演料 ロ 原稿執筆料
□その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式
）

し
し窪

Ｉ

→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|篝…



⑥食品中のフルﾌｪﾉｸｽﾛﾝの残留基準の設定について

企業名(申請企業等):BASFジャパン株式会社
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
ロ令和元年度
口令和2年度
口令和3年度

→受取の有無ロ有りぽ繍し
当該年度における受取額

｝:菫驚･"周”
【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許橇･特許使用料･商標権による報酬
口講演料 ロ 原稿執筆料
□その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式
）

”

I
●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|…
→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

⑦食品中のペンタゾンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): BAS
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

§9 パン刺

囮／無し→受取の有無：口有り
受取有りの墹合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
ロ令和元年度
口令和2年度
口令和3年度 鰯 周“

”該当の有無：ロ有り
該当の有無：口有り

【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
口舗演料 口 原稿執華料
□その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

ロ当該企業の株式
）

申請賀料等の作成に密接に関与
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

●
●

↓
↓

|竈… I
⑧食品中のベンチアノ、ﾉｶﾙブｲｿブﾛピﾙの残留基準の設定について

企業名(申請企業等)： クミアイ化学工業株式会を
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
→受取の有無:p有り 由／無し

当該年度における受取額

ト 500万円以下

”
I

●

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|…
→該当の有無：ロ有り

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料
□・特許権･特許使用料･商標櫓による報酬
□爾演料 口 原稿執筆料 口当該企業の株式
□その他（ ）



⑨食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

_受噸の有繍:。有， 伽/泉上
当該年度における受取額

企業名(申請企業等)： 科研製薬株式会社
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額
受取有りの場合､最も多い寄附金.契約金等を受け取った年度

｝ 500万円以下

索上

1
●申請資料等の作成に密接に関与
●審謹の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|籍躍“
→該当の有無：口有り
→該当の有無：口有り

企業名(申請企業等)： クミアイ化学工業株式会わ
●寄付金･契約金等の受取(割当て)額
受取有りの場合､最も多い寄附金･契約金等を受け取った年度
ロ令和元年度
口令和2年度
口令和3年度

→受取の有無:口有り げ無し
当該年度における受取額

｝§壼驚･･肩周”
【受取額の内訳】
口寄附金(奨学寄付金含む）
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
□講演料 口 原稿執筆料
□その他（

ロ研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口当該企業の株式

）

等蕊

I
●申諮資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

|…
→該当の有無：ロ有り

→該当の有無：口有り

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む） 口研究契約金 □ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ料・指導料
口特許権･特許使用料･商標権による報酬
口講演料 口 原稿執筆料 口当該企業の株式
□その他（ ）
































