
 

 

○北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例（平成17年3月31日条例第10号） 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、遺伝子組換え作物の開放系での栽培等を規制することによって、遺伝子組換え

作物と一般作物との交雑（以下単に「交雑」という。）及び遺伝子組換え作物の一般作物への混入

（以下単に「混入」という。）を防止し、遺伝子組換え作物の開放系での栽培に起因する生産上及

び流通上の混乱を防止するとともに、遺伝子組換え作物の開発等に係る産業活動と一般作物に係る

農業生産活動との調整を図り、もって現在及び将来の道民の健康を保護するとともに、本道におけ

る産業の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 遺伝子組換え作物 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する

法律（平成15年法律第97号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する遺伝子組換え生物等

であって、作物その他の栽培される植物であるものをいう。 

(２) 一般作物 遺伝子組換え作物以外の作物その他の栽培される植物をいう。 

(３) 遺伝子組換え作物の開放系での栽培 遺伝子組換え作物の栽培であって、法第２条第５項に

規定する第一種使用等であるものをいう。 

(４) 試験研究機関 次に掲げる者であって、道内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

ア 国、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独

立行政法人をいう。）又は地方公共団体（試験研究を行う機関を有する者に限る。） 

イ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する大学又は高等専門学校の設置者 

ウ 試験研究を業として行う者であって、規則で定める要件を満たすもの 

(５) 研究ほ場 試験研究機関が試験研究の用に供する目的で使用する権原を有するほ場及び施設

をいう。 

（適用除外） 

第３条 この条例の規定は、遺伝子組換え作物の栽培であって、法第２条第６項に規定する第二種使

用等であるものについては、適用しない。 

第２章 開放系一般栽培に関する規制 

（開放系一般栽培の許可） 

第４条 遺伝子組換え作物の開放系での栽培（第17条第１項に規定する開放系試験栽培であって、試

験研究機関が行うものを除く。以下「開放系一般栽培」という。）を行おうとする者は、あらかじ

め、開放系一般栽培を行おうとする遺伝子組換え作物ごと及びほ場又は栽培を行う施設（以下「ほ

場等」という。）ごとに、知事の許可を受けなければならない。 

（許可の申請） 

第５条 前条の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した

申請書を知事に提出しなければならない。 

(１) 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

(２) 栽培の目的 

(３) 栽培しようとする遺伝子組換え作物及びその種類 

(４) ほ場等の所在地 

(５) ほ場等の構造及び規模 



 

(６) 栽培期間 

(７) 交雑及び混入を防止するための措置（以下「交雑混入防止措置」という。） 

(８) 交雑の有無を確認するための方法 

(９) その他規則で定める事項 

２ 前項の申請書には、ほ場等の所在地付近の見取図、ほ場等の構造及び規模を示す図面、次条第１

項の規定により開催した説明会の結果の概要を記載した書類その他規則で定める書類を添付しなけ

ればならない。 

３ 第１項第６号の栽培期間は、１年以内とする。ただし、知事が定める場合は、この限りでない。 

（説明会の開催） 

第６条 前条第１項の規定により申請書を知事に提出しようとする者は、あらかじめ、交雑が生じた

場合に多大な影響を受ける範囲として知事が定める範囲内において一般作物を栽培する者その他規

則で定める者に対し、当該申請に係る開放系一般栽培の内容を周知させるための説明会（次項にお

いて「説明会」という。）を開催しなければならない。 

２ 前項の規定により説明会を開催しようとする者（以下この項において「説明会開催者」という。）

は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、説明会を開催するこ

とができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者

は、規則で定めるところにより、当該申請に係る開放系一般栽培の内容を周知させるように努めな

ければならない。 

（許可の基準） 

第７条 知事は、第４条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしては

ならない。 

(１) 当該申請に係る交雑混入防止措置が知事が定める基準に適合していないこと。 

(２) 申請者が交雑混入防止措置並びに第13条第１項第４号及び第５号の措置を適確に実施するに

足りる人員、資産その他の能力を有していないこと。 

(３) 申請者が第15条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を

経過しない者であること。 

(４) 申請者がこの条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終

わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過しない者であること。 

(５) 申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部又は一部が前２号

のいずれかに該当する者であること。 

（北海道食の安全・安心委員会の意見の聴取） 

第８条 知事は、第４条の許可をしようとするときは、あらかじめ、当該許可の申請に係る交雑混入

防止措置に関し、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴かなければならない。 

（許可の条件） 

第９条 知事は、第４条の許可をする場合において、交雑及び混入を防止するために必要があると認

めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 

（許可事項の変更の許可） 

第10条 第４条の許可を受けた者（以下「許可栽培者」という。）が、当該許可に係る第５条第１項

第５号から第８号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受け

なければならない。ただし、第13条第１項第５号の場合において同号の措置として変更をしようと

するとき、又は規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 第６条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。 

（許可事項の変更の届出） 

第11条 許可栽培者は、第５条第１項第１号、第２号、第３号（種類に係る部分に限る。）若しくは

第９号に掲げる事項に変更があったとき、又は前条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更があ

ったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（開始等の届出） 

第12条 許可栽培者は、開放系一般栽培を開始したときは、その開始の日から10日以内に、その旨を

知事に届け出なければならない。開放系一般栽培を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 

（許可栽培者の遵守事項） 



 

第13条 許可栽培者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 開放系一般栽培を行うほ場等ごとに開放系一般栽培を適正に管理する責任者（次項において

「管理責任者」という。）を置くこと。 

(２) 当該許可に係る交雑混入防止措置を適正に維持すること。 

(３) 栽培した遺伝子組換え作物の処理、収穫物の出荷等に関する状況を記録し、及びその記録を

保管すること。 

(４) 指標として用いられる当該開放系一般栽培に係る遺伝子組換え作物と同種の一般作物の栽培

その他の交雑の有無を確認するための措置を講ずるとともに、当該措置による交雑の有無の確認

の結果を、当該開放系一般栽培が終了した後、遅滞なく、知事に報告すること。 

(５) 交雑若しくは混入が生じた場合は、直ちに、その拡大を防止するために必要な措置を講じ、

又は交雑若しくは混入を生ずるおそれがある事態が発生した場合は、直ちに、これらを防止する

ために必要な措置を講ずるとともに、その状況を知事に報告し、及びその指示に従うこと。 

２ 管理責任者は、前項第２号の規定による交雑混入防止措置の維持、同項第４号の措置及び同項第

５号の措置その他規則で定める職務を行うものとする。 

（勧告） 

第14条 知事は、交雑及び混入を防止するために必要があると認めるときは、許可栽培者に対し、必

要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。 

２ 知事は、前項の規定による勧告を受けた許可栽培者が、正当な理由がないのにその勧告に係る措

置を講じなかったときは、当該許可栽培者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずるこ

とができる。 

（許可の取消し等） 

第15条 知事は、許可栽培者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可栽培者に対し、交雑

及び混入を防止するために必要な限度において、第４条又は第10条第１項の許可を取り消し、変更

し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合において、知事は、第４

号の事由により処分をしようとするときは、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴

くことができる。 

(１) 第13条第１項第２号若しくは第５号（必要な措置を講ずる部分に限る。）の規定又はこの条

例に基づく処分に違反したとき。 

(２) 第７条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

(３) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。 

(４) 第４条若しくは第10条第１項の許可の時には予想することができなかった環境の変化又はこ

れらの許可の日以降における科学的知見の充実により当該許可に従って開放系一般栽培がなされ

るとした場合においてもなお交雑又は混入を防止することができないと認められるに至ったとき。 

(５) 偽りその他不正な手段により、第４条又は第10条第１項の許可を受けたとき。 

２ 知事は、許可栽培者が、第13条第１項第４号（報告に係る部分を除く。）若しくは第５号（知事

の指示に係る部分に限る。）の規定に違反したとき、又は前項第４号に該当するときは、当該許可

栽培者に対し、交雑及び混入を防止するために必要な限度において、開放系一般栽培の中止を命ず

ることができる。この場合において、知事は、同号の事由により命令をしようとするときは、あら

かじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる。 

３ 知事は、許可栽培者が、第11条、第12条若しくは第13条第１項第１号若しくは第３号の規定に違

反したとき、又は第１項第４号に該当するときは、当該許可栽培者に対し、交雑及び混入を防止す

るために必要な限度において、期限を定めて交雑混入防止措置の変更その他の必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。この場合において、知事は、同号の事由により命令をしようとする

ときは、あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる。 

（手数料） 

第16条 第４条又は第10条第１項の許可を受けようとする者は、手数料を、当該許可を申請する際に

北海道収入証紙で納めなければならない。 

２ 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 第４条の許可に係る手数料 １件につき32万5,500円 

(２) 第10条第１項の許可に係る手数料 １件につき21万7,460円 



 

３ 前項第１号に定める手数料の額は、当該受けようとする許可に係る第５条第１項第１号から第５

号まで、第７号及び第８号に掲げる事項その他知事が定める事項が直近において受けた許可（第10

条第１項の許可を受けたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。）に係るこれらの

ものと同一の内容であって、直近において受けた許可に係る栽培と当該受けようとする許可に係る

栽培が連続したものとして知事が定める場合にあっては、前項第１号の規定にかかわらず、１件に

つき11万5,270円とする。 

一部改正〔平成26年条例50号・31年35号・令和２年44号〕 

第３章 開放系試験栽培に関する規制 

（開放系試験栽培の届出） 

第17条 研究ほ場における遺伝子組換え作物の開放系での栽培（試験研究目的であるものに限る。以

下「開放系試験栽培」という。）を行おうとする試験研究機関は、当該開放系試験栽培を開始しよ

うとする日の90日前までに、開放系試験栽培を行おうとする遺伝子組換え作物ごと及び研究ほ場ご

とに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 

(１) 試験研究機関の氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地） 

(２) 栽培試験の目的 

(３) 栽培しようとする遺伝子組換え作物及びその種類 

(４) 研究ほ場の所在地 

(５) 研究ほ場の構造及び規模 

(６) 栽培期間 

(７) 交雑混入防止措置 

(８) 交雑の有無を確認するための方法 

(９) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定による届出には、研究ほ場の所在地付近の見取図、研究ほ場の構造及び規模を示す図

面、第19条第１項において準用する第６条第１項の規定により開催した説明会の結果の概要を記載

した書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。 

３ 第１項第６号の栽培期間は、１年以内とする。ただし、知事が定める場合は、この限りでない。 

４ 第１項第７号の交雑混入防止措置は、第７条第１号の知事が定める基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

（変更事項の届出） 

第18条 前条第１項の規定による届出をした試験研究機関（以下「届出試験研究機関」という。）が、

当該届出に係る同項第５号から第８号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該変更を

行おうとする日の90日前までに、知事に届け出なければならない。ただし、次条第２項において準

用する第13条第１項第５号の場合において同号の措置として変更をしようとするとき、又は規則で

定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 前条第４項の規定は、前項本文の規定による届出について準用する。 

（準用） 

第19条 第６条の規定は、第17条第１項又は前条第１項本文の規定による届出をしようとする試験研

究機関について準用する。この場合において、第６条第１項及び第２項中「当該申請に係る開放系

一般栽培」とあるのは、「当該届出に係る開放系試験栽培」と読み替えるものとする。 

２ 第11条から第14条までの規定は、届出試験研究機関について準用する。この場合において、第11

条中「第５条第１項第１号、第２号、第３号（種類に係る部分に限る。）若しくは第９号」とある

のは「第17条第１項第１号、第２号、第３号（種類に係る部分に限る。）若しくは第９号」と、「前

条第１項ただし書」とあるのは「第18条第１項ただし書」と、第12条中「開放系一般栽培」とある

のは「開放系試験栽培」と、第13条第１項第１号中「開放系一般栽培」とあるのは「開放系試験栽

培」と、「ほ場等」とあるのは「研究ほ場」と、「管理する責任者」とあるのは「管理する研究員」

と、「管理責任者」とあるのは「管理研究員」と、同項第２号中「当該許可」とあるのは「当該届

出」と、同項第３号中「栽培した遺伝子組換え作物」とあるのは「開放系試験栽培に用いた遺伝子

組換え作物」と、「出荷等」とあるのは「使用及び搬出等」と、同項第４号中「当該開放系一般栽

培」とあるのは「当該開放系試験栽培」と、同条第２項中「管理責任者」とあるのは「管理研究員」



 

と、「前項第２号」とあるのは「第19条第２項において準用する第13条第１項第２号」と、「同項

第４号」とあるのは「第19条第２項において準用する第13条第１項第４号」と、「同項第５号」と

あるのは「第19条第２項において準用する第13条第１項第５号」と読み替えるものとする。 

（中止命令等） 

第20条 知事は、届出試験研究機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出試験研究機関

に対し、交雑及び混入を防止するために必要な限度において、開放系試験栽培の中止を命ずること

ができる。この場合において、知事は、第２号又は第３号の事由により命令をしようとするときは、

あらかじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる。 

(１) 前条第２項において準用する第13条第１項第２号、第４号（報告に係る部分を除く。）若し

くは第５号（報告に係る部分を除く。）の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。 

(２) 第17条第１項又は第18条第１項本文の規定による届出があったとき。 

(３) 第17条第１項若しくは第18条第１項本文の規定による届出の時には予想することができなか

った環境の変化又はこれらの届出の日以降における科学的知見の充実により当該届出に従って開

放系試験栽培がなされるとした場合においてもなお交雑又は混入を防止することができないと認

められるに至ったとき。 

(４) 偽りその他不正な手段により、第17条第１項又は第18条第１項本文の規定による届出をした

とき。 

２ 知事は、届出試験研究機関が、前条第２項において準用する第11条、第12条若しくは第13条第１

項第１号若しくは第３号の規定に違反したとき、又は前項第２号若しくは第３号のいずれかに該当

するときは、当該届出試験研究機関に対し、交雑及び混入を防止するために必要な限度において、

期限を定めて交雑混入防止措置の変更その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この場合において、知事は、同項第２号又は第３号の事由により命令をしようとするときは、あら

かじめ、北海道食の安全・安心委員会の意見を聴くことができる。 

第４章 雑則 

（情報の申出） 

第21条 道民は、交雑又は混入が生じたと認められる情報又は生じるおそれがあると認められる情報

を入手したときは、知事に適切な対応をするよう申し出ることができる。 

（報告徴収等） 

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、許可栽培者若しくは届出試験研究機関に対

し、交雑混入防止措置の実施状況その他の必要な事項について報告を求め、又はその職員に、開放

系一般栽培若しくは開放系試験栽培を行う場所に立ち入らせ、遺伝子組換え作物、施設、書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入り、検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（規則への委任） 

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

(１) 第４条の許可を受けないで開放系一般栽培を実施した者 

(２) 虚偽の申請をして第４条の許可を受け、開放系一般栽培を実施した者 

(３) 第10条第１項の許可を受けないで第５条第１項第５号から第８号までに掲げる事項を変更し

た者 

(４) 虚偽の申請をして第10条第１項の許可を受け、第５条第１項第５号から第８号までに掲げる

事項を変更した者 

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(１) 第15条第２項又は第20条第１項の規定による命令に違反した者 

(２) 第17条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして開放系試験栽培を実施した者 

(３) 第18条第１項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第17条第１項第５号から

第８号までに掲げる事項を変更した者 



 

第26条 第15条第３項又は第20条第２項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処す

る。 

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 

(１) 第13条第１項第４号又は第５号（これらの規定を第19条第２項において準用する場合を含

む。）の規定による報告をしなかった者 

(２) 第22条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立

入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述せず、若しくは虚

偽の陳述をした者 

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年１月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、平成17年

10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第４条の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、第５条、第６条並びに第16

条第１項及び第２項の規定の例により、その許可の申請を行うことができる。 

３ 第17条第１項の規定による届出をしようとする試験研究機関は、この条例の施行前においても、

第17条及び第19条第１項において準用する第６条の規定の例により、その届出を行うことができる。 

４ この条例の施行の際現に実施している遺伝子組換え作物の開放系での栽培については、平成18年

12月31日までの間、この条例（次項を除く。）の規定は、適用しない。 

５ 前項の遺伝子組換え作物の開放系での栽培を実施している者は、平成18年２月28日までに、知事

に届け出なければならない。 

（検討） 

６ 知事は、この条例の施行後３年を経過した場合及び平成21年４月１日から起算して５年を経過す

るごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

一部改正〔平成21年条例15号〕 


