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農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）（抄 ）

この法律において「農薬」とは、農作物（樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草そ

（定義）
第二条

の他の動植物又は ウイ ルス （以下「病害虫」と総称する。）の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として

使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。）及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用い られ る成 長促 進剤、発芽抑

（略）

制剤その他の薬剤（肥料取締法（昭和二十五年法律第百二十七号）第二条第一項に規定する肥料 を除 く。 ）を いう 。
２～４

製造者又は輸入 者は 、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、そ

（農薬の登録）
第三条

の原 材料 に照 らし 農作 物等 、人畜及び生活環境動植物（その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植

物をいう。以下同じ。）に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以 下「 特定農薬」という。）

を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項 にお いて 準用 する第十六条の規定による表示のあるもの
を輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で定める場合は、こ の限 りで ない 。

第 一項 の登 録の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

（略）

８
（略）

２～７

９

農林水産大臣は、前条第四 項の 審査 の結 果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならない。

（登録の拒否）
第四条
（略）

当該 農薬を使用するときは、使用に際し、前条第二項第四号の被害防止方法を講じた場合においてもなお人畜に被害を生ずるおそ れが ある とき 。

一～四
五
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六

七

八

九

十

前条第二項第三号に掲げる事項に つい ての 申請 書の 記載 に従い当該農薬を使用する場合に、その使用に係る農作物等への当該農薬の成分（その成分

が化学的に変化して生成したも のを 含む 。次 号において同じ。）の残留の程度からみて、当該農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用に供して生
産 され る畜 産物 の利 用が 原因となって人に被害を生ずるおそれがあるとき。

前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合に、 その 使用 に係 る農 地等 の土壌への当該農薬の成分の残留

の程度からみて、当該農地等において栽培される農作物等又は当該農作物等を家畜の飼料の用 に供 して生産される畜産物の利用が原因となって人に被
害を生ずるおそれがあるとき。

当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、そ

の生活環境 動植 物に 対す る毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の
被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

当該種類の農薬が、その相当の普及状態の下に前条第二項第三号に掲げる事項につい ての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多

くの場合、その使用に伴うと認められる公共用水域（水質汚濁防止法 （昭 和四 十五 年法 律第百三十八号）第二条第一項に規定する公共用水域をいう。

第二十六条において同じ。）の水質の汚濁が生じ 、か つ、 その汚濁に係る水（その汚濁により汚染される水産動植物を含む。同条において同じ。）の

前各号に掲げるもののほか、農作物等、人畜又は生活環境動植物に害を及ぼすおそれがあ る場合として農林水産省令・環境省令で定める場合に該

（略）

利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

十一
当するとき。

（略）

（承継）
第五条
（略）

前項の規定により登録票の書替交付又は交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

２・３
４
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第 三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号（被害防止方法に係る部分に限る。）又は第 十一 号に 掲げ る事 項を

（申請による変更の登録）
第七条

変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験 成績 を記 載し た書類その他

次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変 更の 登録 を申 請し なけ ればならない。この場合において
、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。
（略）

（略）

第 一項 の規 定に よる 申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

２～５
６
７・８

（略）

（再評価）
第八条
（略）

再評価を受けようとする者は、農林水産大臣に、第三項の提出期限までに、同項の資料を提出するとともに実費を勘案して 政令 で定 める額の手数料を

２～６
７
納付しなければならない。

（再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し）
（略）

農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第三条第二項第三号及び第四号（被害防止方法に係る部

更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

限度において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号（被害防止方法に係る部分に限る。）若しくは 第十 一号 に掲げる事項を変

農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性そ の他 の品 質の 確保 に必 要な

第九条
２

３

分に限る。）に掲げる事項を遵守して使用され ると した 場合 においてもなおその使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれ
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かに規定する事態が生ずると認められ るに 至っ た場 合に おい て、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当

該農薬につき、そ の登 録に 係る第三条第二項第三号、第四号（被害防止方法に係る部分に限る。）若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、

（略）

又はその登録を取り消すことができる。
４・５

（販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等）
（略 ）

農林水産大臣は、第九条第二項又は第三項（これらの規定を第三十四条第六項において準用する場合を含む。）の規定により変更の登録をし、又は登

第十八 条
２

録を取り消した場合、第十条第一項（第三十四条第六項において準用する場合を含む。）の規定により変更の 登録 をし た場合その他の場合において、農

薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する 事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必

要の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより、販 売者に対し、農薬につき、第十六条の規定による容器又は包装の表示を変更しなければそ

（略）

の販売をしてはならないことその 他の 販売 の制限をし、又はその販売を禁止することができる。
３・４

都道府県知事は、前項の規定に より 指定された水質汚濁性農薬（以下単に「水質汚濁性農薬」という。）に該当する農薬につき、当該都道府県の区域

、又はその汚濁に係る水の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれか であること。

うと認められる公共用水域の水質の汚濁が生じ、その汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著し いものとなるおそれがあるか

当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまって使用されるときは、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条 件の 下で は、その使用に伴

確実であること。

当該種類の農薬が相当広範な 地域 にお いて まと まっ て使用されているか、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込みが

政府は、政令で、次に掲げる要件の 全て を備 える種類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。

（水質汚濁性農薬の使用の規制）

二

一

第二十六条

２
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内における当該農薬の使用の見込み、 その 区域 にお ける 自然 的条件その他の条件を勘案して、その区域内におけるその使用に伴うと認められる公共用水

域の水質の汚濁が 生じ 、そ の汚濁による生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその汚濁に係る水の

利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態の発生を防止するた め必 要な 範囲 内において、

規則で、地域を限り、当該農薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨（国 の機 関が 行う 当該 農薬 の使用については、あらかじめ都
道府県知事に協議すべき旨）を定めることができる。

農林水産大 臣又 は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に

（報告及び検査）
第二十九条

対し 、都 道府 県知 事は 販売 者に対し、第三条第一項、第四条第一項、第七条第八項、第九条第二項及び第三項、第十条第一項、第十六条、第十八条第一

項及び第二項、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第三項、第二十六条第一項並びに第三十一条第 一項 及び第二項の規定の施

行に必要な限度において、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若 しく は農 薬原 体の製造その他の事項に関し報告を命じ、

又はその職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しく はそ の原 料若 しく は除 草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造

、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは 除草 剤の 販売 若し くは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる

２

第一項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他

（略）

ことができる。ただし 、農 薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。

３

の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し 、こ の法 律を 施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、

輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは 農薬 原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要

な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草

剤の 販売 若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬 若し くは その 原料

（略）

又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
４・５
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（監督処分）
（略）

農林水産大臣は、販売者が第十八条第一項若しくは第二項、第十九条又は第二十一条第一項の規定に違反し たと きは 、当該販売者に対し、農薬の販売

第三十 一条
２

（略）

を制限し、又は禁止することができる。
３・４

外国におい て本 邦に輸出される農薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受け

（外国製造農薬の登録）
第三十四条
るこ とが でき る。
（略）

第三条第二項から第九項まで、第四条、第十一条及び第十三条の規定は第一項 の登 録に ついて、第五条から第八条まで、第十条第二項、第十二条及び

２～５
６

第十六条（ただし書を除く。）の規定は登録外国製造業者について 、第 九条 及び 第十 条第 一項の規定は第一項の登録に係る農薬について、第十四条第二

項、第十八条第四項及び第二十一条の規定 は第 一項 の登 録外 国製造業者及びその国内管理人について、それぞれ準用する。この場合において、第三条第

二項第一号中「氏名（ 法人 の」とあるのは「第三十四条第一項の登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名（法人

の」と、同項第九号中「製造し、又は加工しようとする農薬については、製造方法」とあるのは「農薬の製造方法」と、同条 第九 項第 四号 中「 製造者又

は輸入者」とあるのは「第三十四条第一項の登録を受けた者」と、第五条第一項中「製造若しく は加 工又 は輸 入の 事業 の」とあるのは「製造業（農薬を

製造し、又は加工してこれを販売する事業をいう。以下同じ。）の」と、「 製造 若し くは 加工又は輸入の事業を」とあるのは「製造業を」と、「製造若

しくは加工若しくは輸入の事業」とあるのは「製造業」 と、 同条第二項中「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、同条第三項中

「二週間」とあるのは「一月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業」とあるのは「製造業」と、第六条第二項中「農薬の製造若しくは加工又は輸入

」と ある のは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるものの製造又は加工」と、「二週間」とあるのは「一月」と、 同条 第五 項中 「製

造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同条第六項中「二週間」 とあ るのは「一月」と、第十一条第二

号中「第三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業」と、同条第三号中「第三条第一項」と
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あるのは「第三十四条第一項」と、第 十二 条第 三号 及び 第十 三条中「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三号中「製造者又

は輸入者」とある のは 「第 三十四条第一項の登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、第十四条第二項中「その製造し若し

くは加工し、又は輸入する農薬」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と、第十六条中 「そ の製 造し 若しくは加工

し、又は輸入した農薬を」とあるのは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出される もの を製 造し 、又 は加 工してこれを」と、第十八条第四

項中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあ るの は「 当該 登録 外国製造業者が製造し、又は加工して販売した」と、第二十一

条中「その製造し、加工し、輸入（輸入の媒介を含 む。 ）し 、若しくは販売する農薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農薬」とある
のは「第三十四条第一項の登録に係る農薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。

第二十三条及び第三十一条第二項の規定による農林水産大臣の権限並びに第二十九条第一 項及 び第 三項 の規 定による農林水産大臣又は環境大

（都 道府 県が 処理 する 事務 ）
第四十三条

臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととするこ とが でき る。

この法律の規定に基づ き命 令を 制定 し、 又は 改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲

（経過措置）
第四十六条

内において、所要の経過措置（罰 則に 関す る経過措置を含む。）を定めることができる。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処 し、 又は これ を併 科する。

第二十六条第二項の規定により定められた規則の規定に違反し て都 道府 県知事の許可を受けないで水質汚濁性農薬に該当する農薬を使用した者

（略）

六
（略）

農薬取締法の一部を改正 する法律（平成三十年法律第五十三号）（抄）

七

一～五

第四十七条

○
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附

則

（施行期日）

第二条並びに附則第七条から第十条まで、第十二条（附則第九条第三項に係る部分に限る。）及び第二十条の規定

（略）

公布 の日から起算して二年を超

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲 内に おい て政 令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

一

農薬取締法施行 令（ 昭和 四十六年政令第五十六号）

えない 範囲 内に おい て政 令で定める日

二

定める日から施行する。

第一条

○
（手数料）

農薬取締法 （以 下「 法」という。）第二条第六項（法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。）の規定により納付しなければならない

法第六条の二第四項（法第十五条の二第六項において 準用する場合を含む。）において準用する法第二条第六項の規定により納付しなければならない

）の規定により納付しなければならない手数料の額は、二千四百円とする。

法第五条の二第四項（法第六条第四項（法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。 ）及 び第 十五 条の 二第 六項において準用する場合を含む。

手数 料の 額は 、七 十一 万九 千三百円（現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、七万三千二百円）とする。

第一条

２

３

手数料の額は、二十五万千七百円とす る。

（水質汚濁性農薬の指定）

一

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエン ドジ メタ ノナフタリン（別名エンドリン）を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤

オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン（別名テロドリン）を有 効成 分と する 害虫 の防除に用いられる薬剤

次に掲げる薬剤を法第十二条の二第一項の水質汚濁性農薬として指定する。

二

ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド（別名ベンゾエピン）を有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤

第二条

三
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五

四

二―クロロ―四・六―ビス（エチルアミノ）― ―
s トリアジン（別名シマジン）を有効成分とする除草に用いられる薬剤

ロテノンを有 効成 分と する害虫の防除に用いられる薬剤

ペンタクロルフェノール（別名

）又はそ のナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分とする除草に用いられる薬剤
PCP

六

法第十二条の二第二項の規 定に より 規則をもつて水質汚濁性農薬に該当する農薬の使用につき許可を受けるべき旨（国の機関が行う当該農薬の使

（水質汚濁性農薬の使用の規制をすることができる地域）
第三条

用については、協議すべき旨）を定めることができる地域は、当該農薬の使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しい

もの となるおそれがある水域又は当該農薬の使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因と なつ て人 畜に 被害 を生

ずるおそれがある公共用水域に流入する河川（用排水路を含む。）の集水区域のうち、地形、当該水域又は公 共用 水域 までの距離その他の自然的条件及

び当該農薬の使用状況等を勘案して、当該農薬の使用を規制することが相当と認められる 地域の範囲内に限るものとする。

法第十三条第一項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務のうち、農薬使用者に対し、農薬の使用 に関 し報 告を命ずる権限及

（都道府県が処理する事務）
第四条

び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な

物件を検査させる権限に属するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の使用に より農作物等、人畜又は水産動植物の被害の発生が広域

前項本文の規定は、法第 十三条第三項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属する事務について準用する。

にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣又は環 境大 臣が 自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
２

法第十四条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農薬の販売 によ り農 作物 等、 人畜 又は

都道府県知事は、第一項本文の 規定 に基づき法第十三条第一項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境

に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に 適用 があ るも のと する 。

第一項本文（第二項において準用する場合を含む。）及び前項の場合においては、 法中 これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣又は環境大臣

水産動植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行 うこ とを 妨げない。

３

４

５
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６

省令の定めるところにより、その結果 を農 林水 産大 臣又 は環 境大臣に報告しなければならない。

都 道府 県知事は、第三項の規定に基づき法第十四条第二項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産 省令 の定 める とこ ろに
より、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

（事務の区分）

前条第一項、第三項、第五 項及 び第 六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）（抄）

第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第五条

○
（輸出の許可等）
（略）

輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）（抄）

で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。

実に 履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために 必要 な範 囲内 で、 政令

を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠

経済産業大臣は、前二項に定め る場 合の ほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物

（略）

第四十八条
２
３

○

次 の各 号の いず れか に該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければなら ない 。

（輸 出の承認）
第二条
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一
（略）

別表第二中欄に掲げる貨物の同表 下欄 に掲 げる 地域 を仕向地とする輸出

（略）

一の二・二
２・３

地

域

（略）

物

（略）

貨
（略）

全地域

農薬取締法（昭和二十三年 法律 第八 十二 号）第一条の二第一項に規定する農薬（次のいずれかに該当するものに限る。

（略）

（一）（略）
（二）

農 薬取 締法 第三 条第 一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場

同法第六条の三第一項の規定に基づきその登録が取り消された農薬

農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において

申請を却下された農薬

農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに該当するものとして同条第三 項の 規定 に基づきその登録の

）の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
１
２
３
（略）

合に おい て同 法第 九条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬
（三） ～（ 六）
（略）

特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）（抄）

（略）

三五の三

別表第二（第二条、第四条、第十二条関係）

○
（存続期間）
（略）

特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等

第六十七条
２

からみて当該処分 を的 確に 行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすること
ができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
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○

特許法施行令（昭和三十五年政令第十六号）（抄）

農薬取締法（昭和二十三年法律第 八十 二号 ）第 二条 第一 項の登録（同条第五項の再登録を除く。）、同法第六条の二第一項（同法第十五条の二第六

特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、 次のとおりとする。

（延長登録の理由となる処分）

一

二

）

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（昭和六十三年法律第五十三号） （抄）

（略）

項において準用する場合を含む 。） の変 更の 登録及び同法第十五条の二第一項の登録（同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。

第二条

○
（略）

（略）

第十三条
２

指定特定物質を製造する者が、その製造に係る指定特定物質 にこれが特定用途以外の用途に使用されることを防止するための措置を講じて、これを他

特 定物 質の 規制 等に よるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成六年政令第三百八号）（抄）

認を受けた者がその確認に係る数量の範囲内で行うものとみなす。

の者に引き渡す場合として政令で定める場合にあつ ては 、当 該引渡しに係る指定特定物質の製造は、第四条第一項の規定の適用については、第一項の確

３

○

法 第十 三条 第三 項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二 条第

（製造数量の確認を受けたものとみなされる場合）
第四条
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一項の登録を受けた臭化メチルの製造 業者 が、 当該 登録 に係 る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用して
はならない旨の表 示を して 、これを他の者に売り渡す場合とする。
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