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食品衛生分科会 

 

 

 

その他の報告事項 

に関する資料 

 
食品衛生分科会における審議・報告対象品目の 

処理状況について 

 
 



No. 分科会 分類 剤名 備考

1 3月19日 農薬 トリフルメゾピリム
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

2 〃 －
カカオ豆の分析部位の変更に
ついて

平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 -
基準（案）の
変更なし

3 〃 農薬 アセフェート
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり
平成３０年５月２４日～
平成３０年７月２３日

意見あり
基準値（案）
の変更なし

4 〃 農薬 シアゾファミド
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

5 〃 農薬 ピフルブミド
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

6 〃 農動薬 フルバリネート
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見あり

7 〃 農薬 メタミドホス
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり
平成３０年５月２４日～
平成３０年７月２３日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

8 〃
動薬・飼料
添加物

センデュラマイシン
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見なし
平成３０年５月２４日～
平成３０年７月２３日

意見あり
基準値（案）
の変更なし

9 〃 動薬 カナマイシン
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見なし
平成３０年３月２１日～
平成３０年５月２０日

意見あり
基準値（案）
の変更なし

10 〃 動薬 ジシクラニル
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

11 〃 動薬 メチルプレドニゾロン
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見なし
平成３０年３月２１日～
平成３０年５月２０日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

12 〃 農薬 フルジオキソニル
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見あり
平成３０年３月１３日～
平成３０年５月１２日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

13 〃 添加物 フルジオキソニル
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見あり 平成３０年３月１３日 -
基準値（案）
の変更なし

14 〃 農薬 アミスルブロム
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

15 〃 農薬 ビシクロピロン
平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

16 〃 動薬 オルビフロキサシン
平成３０年３月５日～
平成３０年４月３日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

17 〃 対象外物質
ヒドロキシプロピル化リン酸
架橋デンプン

平成３０年４月１８日～
平成３０年５月１７日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 -
基準（案）の
変更なし

食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について（平成30年10月１日時点）
（前回（平成30年6月15日）及び前々回（平成30年3月19日）に開催の食品衛生分科会において、審議又は報告を行った農薬等及び添加物）

パブリックコメントの状況 ＷＴＯ通報の状況



18 6月15日 農薬 フルキサメタミド
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

19 〃 農薬 ２，４－D 実施予定 －
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更あり

20 〃 農薬 クロルフルアズロン 実施予定 －
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

21 〃 農薬 クロルメコート 実施予定 －
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

22 〃 農薬 ジベレリン
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見あり

23 〃 農薬 ジメテナミド
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

24 〃 農薬 ヘプタクロル
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

25 〃 農薬
メタラキシル及びメフェノキサ
ム

実施予定 －
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見あり
基準値（案）
の変更なし

26 〃
農薬及び動
物用医薬品

スピノサド 実施予定 －
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

27 〃
農薬及び動
物用医薬品

テフルベンズロン
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見あり

28 〃
動物用医薬

品
モネパンテル

平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

29 〃 添加物
硫酸アルミニウムアンモニウ
ム及び硫酸アルミニウムカリ
ウム

平成３０年５月29日～
平成３０年６月27日

意見あり
平成３０年８月27日～
平成３０年10月25日

実施中

30 〃 農薬 ピコキシストロビン 実施予定 － ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

31 〃 農薬 ピリベンカルブ 実施予定 － ＷＴＯ通報の対象外 -
基準値（案）
の変更なし

32 〃 農薬 フルキサピロキサド
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見あり
平成３０年７月３０日～
平成３０年９月２８日

意見なし
基準値（案）
の変更なし

33 〃 対象外物質 カプリン酸グリセリル
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 －
基準（案）の
変更なし

34 〃 対象外物質
グリセリンクエン酸脂肪酸エス
テル

平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 －
基準（案）の
変更なし

35 〃 対象外物質 亜鉛
平成３０年６月２２日～
平成３０年７月２１日

意見なし ＷＴＯ通報の対象外 －
基準（案）の
変更なし

36 〃 添加物
β－ガラクトシダーゼ及びフル
クトシルトランスフェラーゼ

平成３０年５月29日～
平成３０年６月27日

意見なし 平成３０年８月27日 －

37 〃 添加物
亜セレン酸ナトリウム及びビオ
チン

平成３０年５月２日～
平成３０年５月31日

意見あり 平成３０年７月30日 －
規格基準
（案）の変更
なし


