
- 29 -

（参考４）

輸入の禁止の対象
（規則第９条及び別表２関係）

１．規則別表２について、次のとおり改正する（下線部が追加箇所、取消線

が削除箇所）。

地域 植物 検疫有害動植物 改正の理由

１． アキー、アボカド（付表 Ceratitis capit リスクアナリ

イエメン、イスラエル、 第60に掲げるものを除く ata（チチュウカ シスの結果に

イラン、サウジアラビア。）、あめだまのき、オイミバエ） 基づき、新た

、シリア、トルコ、ヨルールスパイス、オリーブ に発生が確認

ダン、レバノン、アルバ、カシューナッツ、キウ された地域及

ニア、イタリア、英国（イフルーツ、きばなきよ び寄主植物と

グレート・ブリテン及びうちくとう、ククミス・ なることが確

北アイルランドに限る。ディプサケウス、コッキ 認された植物

以下この表において同じニア・ミクロフィラ、コ を追加並びに

。）、オーストリア、オラロカルプス・エリプチ 発生していな

ランダ、キプロス、ギリクス、ごれんし、ざくろ いことが確認

シャ、クロアチア、コソ、ジャボチカバ、そらま された地域及

ボ、スイス、スペイン、め、てりはぼく、なつめ び寄主植物と

スロベニア、セルビア、やし、ナンセ、なんよう ならないこと

ドイツ、ハンガリー、フざくら、にがうり、フェ が確認された

ランス、ベルギー、ボスイジョア、ポポー、マメ 植物を削除。

ニア・ヘルツェゴビナ、ーリンゴ、りゆうがん、

ポルトガル、マケドニアれいし、いちじく属植物

旧ユーゴスラビア共和国、いんげん属植物、かき

、マルタ、モンテネグロ属植物（付表第41に掲げ

、ロシア、アフリカ、バるものを除く。）、カリ

ミューダ諸島、アルゼンッサ属植物、くるみ属植

チン、ウルグアイ、エク物、くわ属植物、コッコ

アドル、エルサルバドルロバ属植物、コーヒーノ

、グアテマラ、コスタリキ属植物、すぐり属植物

カ、コロンビア、ニカラ、すのき（こけもも）属

グア、西インド諸島（キ植物、とけいそう属植物

ューバ、ドミニカ共和国、ドビアーリス属植物、
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及びプエルトリコを除くなつめ属植物、にんめん

。）、パナマ、パラグアし属植物、バショウ属植

イ、ブラジル、ベネズエ物（成熟していないバナ

ラ、ペルー、ボリビア、ナの生果実を除く。)、

ホンジュラス、オースト パパイヤ属植物（付表第

ラリア(タスマニアを除 一に掲げるものを除く。

く。)、ハワイ諸島 ）、ばんじろう属植物、

ぱんのき属植物、ばんれ

いし属植物、ひいらぎと

らのお属植物、びやくだ

ん属植物、ふくぎ属植物

、ぶどう属植物（付表第

３、第54及び第59に掲げ

るものを除く。）、ふと

もも属植物、マンゴウ属

植物（付表第２、第36、

第43、第51及び第53に掲

げるものを除く。）、も

ちのき属植物、ももたま

な属植物、わた属植物、

あかてつ科植物、うり科

植物（付表第３及び第42

に掲げるものを除く。）

、さぼてん科植物（付表

第35に掲げるものを除く

。)、なす科植物（付表

第３及び第42に掲げるも

のを除く。）、ばら科植

物（付表第３及び第31に

掲げるものを除く。）及

びみかん科植物（付表第

４から第８まで、第39、

第45及び第56に掲げるも

のを除く。）の生果実

２． かんきつ類（付表第10及 Bactrocera dors リスクアナリ
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[略] び第58に掲げるものを除 alis species co シスの結果に

く。）、アセロラ、アボ mplex（ミカンコ 基づき、寄主

カド、あんず、いちじくミバエ種群） 植物となるこ

、いんどめてんぐ、おら とが確認され

んだいちご、オリーブ、 た植物を追加

カシューナッツ、がじゆ 。

まる、グリコスミス・ペ

ンタフィラ、くろつぐ、

ごれんし、ざくろ、サラ

カやし、サントール、す

もも、たいへいようぐる

み、テトラクトミア・マ

ジュス、てりはぼく、ト

マト、トリファシア・ト

リフォリア、なし、なつ

めやし、なんようざくら

、ねじれふさまめのき、

パパイヤ（付表第１、第

11及び第12に掲げるもの

を除く。４の項において

同じ。）、パラミグニア

・アンダマニカ、びわ、

びんろうじゆ、ぶどう（

付表第32に掲げるものを

除く。）、もも、ももた

まな、やまもも、ランブ

ータン、りゆうがん、り

んご、れいし（付表第13

及び第14に掲げるものを

除く。）、わんぴ、あか

たねのき属植物、かき属

植物、コーヒーノキ属植

物、とうがらし属植物、

とけいそう属植物、なす

属植物、なつめ属植物、

にんめんし属植物、ばん
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じろう属植物、ぱんのき

属植物、ばんれいし属植

物、ヒロセレウス属植物

（付表第52及び第55に掲

げるものを除く。４の項

において同じ。）、ふく

ぎ属植物（付表第40に掲

げるものを除く。）、ふ

ともも属植物、マンゴウ

属植物（付表第15から第

17まで、第36、第48、第

50、第57及び第61に掲げ

るものを除く。４の項に

おいて同じ。）、ランサ

属植物、ロリニア属植物

及びあかてつ科植物の生

果実並びに成熟したバナ

ナの生果実

６． おおばはまあさがお、あ Cylas formicari リスクアナリ

インド、インドネシア、 さがお属植物、さつまい us（アリモドキ シスの結果に

カンボジア、シンガポーも属植物及びひるがお属ゾウムシ） 基づき、「中

ル、スリランカ、タイ、植物の生茎葉及び生塊根 南米」を国ご

台湾、中華人民共和国、等の地下部並びにキャッ との表示へ変

パキスタン、バングラデサバの生塊根等の地下部 更するととも

シュ、東ティモール、フ に、新たに発

ィリピン、ブルネイ、ベ 生が確認され

トナム、香港、マレーシ た地域及び寄

ア、ミャンマー、モルデ 主植物となる

ィブ、ラオス、アフリカ ことが確認さ

、アメリカ合衆国、中南 れた植物を追

米、ガイアナ、グアテマ 加。

ラ、西インド諸島、ベネ

ズエラ、ベリーズ、メキ

シコ、オーストラリア、

パプアニューギニア、ハ
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ワイ諸島、ポリネシア、

ミクロネシア、メラネシ

ア

７． [略] Euscepes postfa リスクアナリ

中華人民共和国、アメリ sciatus（イモゾ シスに基づき

カ合衆国、中南米、ガイ ウムシ） 、「中南米」

アナ、スリナム、西イン を国ごとの表

ド諸島、パラグアイ、ブ 示へ変更する

ラジル、フランス領ギア とともに、新

ナ、ベネズエラ、ペルー たに発生が確

、ハワイ諸島、ポリネシ 認された地域

ア、ミクロネシア、メラ 及び寄主植物

ネシア となることが

確認された植

物を追加。

９． [略] Leptinotarsa de 国名表記変更

中華人民共和国、イラク cemlineata（コ のため、「地

、イラン、トルコ、アゼ ロラドハムシ） 域」のグルジ

ルバイジャン、アルメニ アをジョージ

ア、イタリア、ウクライ アへ変更。

ナ、ウズベキスタン、英

国（グレート・ブリテン

及び北アイルランドに限

る。以下この表において

同じ。）、エストニア、

オーストリア、オランダ

、カザフスタン、ギリシ

ャ、キルギス、グルジア

、クロアチア、コソボ、

ジョージア、スイス、ス

ペイン、スロバキア、ス

ロベニア、セルビア、タ

ジキスタン、チェコ、デ

ンマーク、ドイツ、ハン
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ガリー、フランス、ブル

ガリア、ベラルーシ、ベ

ルギー、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、ポーランド

、ポルトガル、マケドニ

ア旧ユーゴスラビア共和

国、モルドバ、モンテネ

グロ、リトアニア、ルク

センブルク、ルーマニア

、ロシア、アメリカ合衆

国、カナダ、メキシコ

10. [略] Globodera rosto ・国名表記変

インド、インドネシア、 chiensis（ジャ 更のため、「

スリランカ、パキスタン ガイモシストセ地域」のグル

、フィリピン、イスラエ ンチュウ） ジアをジョー

ル、イラン、トルコ、レ ジアへ変更。

バノン、アイスランド、 ・リスクアナ

アイルランド、アゼルバ リシスの結果

イジャン、アルメニア、 に基づき、新

イタリア、ウクライナ、 たに発生が確

ウズベキスタン、英国、 認された地域

エストニア、オーストリ を追加。

ア、オランダ、カザフス

タン、キプロス、ギリシ

ャ、キルギス、グルジア

、クロアチア、ジョージ

ア、スイス、スウェーデ

ン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、タジキ

スタン、チェコ、デンマ

ーク、ドイツ、トルクメ

ニスタン、ノルウェー、

ハンガリー、フィンラン

ド、フランス、ブルガリ

ア、ベラルーシ、ベルギ
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ー、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ポーランド、ポ

ルトガル、マルタ、モル

ドバ、ラトビア、リトア

ニア、ルクセンブルク、

ロシア、アルジェリア、

カナリア諸島、ケニア、

南アフリカ共和国、アメ

リカ合衆国、カナダ、ア

ルゼンチン、エルサルバ

ドル、グアテマラ、コス

タリカ、チリ、ニカラグ

ア、パナマ、ベネズエラ

、ベリーズ、ペルー、ボ

リビア、ホンジュラス、

メキシコ、オーストラリ

ア、ニュージーランド

11. [略] Globodera palli ・国名表記変

インド、パキスタン、ト da（ジャガイモ 更のため、「

ルコ、アイスランド、ア シロシストセン地域」のグル

イルランド、アゼルバイ チュウ） ジアをジョー

ジャン、アルメニア、イ ジアへ変更。

タリア、ウクライナ、ウ ・リスクアナ

ズベキスタン、英国、エ リシスの結果

ストニア、オーストリア に基づき、新

、オランダ、カザフスタ たに発生が確

ン、キプロス、ギリシャ 認された地域

、キルギス、グルジア、 を追加。

ジョージア、スイス、ス

ウェーデン、スペイン、

スロベニア、タジキスタ

ン、チェコ、デンマーク

、ドイツ、トルクメニス

タン、ノルウェー、ハン

ガリー、フランス、ブル
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ガリア、ベラルーシ、ベ

ルギー、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ、ポーランド

、ポルトガル、マルタ、

モルドバ、ラトビア、リ

トアニア、ロシア、カナ

リア諸島、アメリカ合衆

国、カナダ、エクアドル

、コスタリカ、コロンビ

ア、チリ、パナマ、フォ

ークランド諸島、ベネズ

エラ、ペルー、ボリビア

、ニュージーランド

14. [略] Mayetiola destr リスクアナリ

イスラエル、トルコ、欧 uctor（ヘシアン シスの結果に

州（キプロスを除く。） バエ） 基づき、新た

、シリア、チュニジア、 に発生が確認

モロッコ、アメリカ合衆 された地域を

国、カナダ、ニュージー 追加。

ランド

16. かりん、しじみばな、せ Erwinia amylovo リスクアナリ

イスラエル、イラン、シ いようかりん、びわ、ま ra（火傷病菌） シスの結果に

リア、トルコ、ヨルダンるめろ、ロサ・カニナ、 基づき、新た

、レバノン、アイルランアロニア属植物、かなめ に発生が確認

ド、アルバニア、アルメもち属植物、クラタエゴ された地域及

ニア、イタリア、ウクラメスピルス属植物、ざい び寄主植物と

イナ、英国、エストニアふりぼく属植物、さんざ なることが確

、オーストリア、オランし属植物、しやりんとう 認された植物

ダ、カザフスタン、キプ属植物、しやりんばい属 を追加。

ロス、ギリシャ、キルギ植物、ストランウァエシ

ス、クロアチア、コソボア属植物、てんのうめ属

、スイス、スウェーデン植物、ディコトマンサス

、スペイン、スロバキア属植物、ときわさんざし

、スロベニア、セルビア属植物、ドキニア属植物
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、チェコ、デンマーク、、なし属植物、ななかま

ドイツ、ノルウェー、ハど属植物、ヘテロメレス

ンガリー、フィンランド属植物、ペラフィラム属

、フランス、ブルガリア植物、ぼけ属植物及びり

、ベラルーシ、ベルギーんご属植物（付表第二十

、ポーランド、ボスニア四、第二十五及び第三十

・ヘルツェゴビナ、マケ一に掲げるものを除く。

ドニア旧ユーゴスラビア）の生植物（種子を除き

共和国、モルドバ、モン、生果実、花及び花粉を

テネグロ、ラトビア、リ含む。）

トアニア、リヒテンシュ

タイン、ルーマニア、ル

クセンブルク、ロシア、

アルジェリア、エジプト

、チュニジア、モロッコ

、アメリカ合衆国、カナ

ダ、グアテマラ、バミュ

ーダ諸島、メキシコ、ニ

ュージーランド

17. [略] Candidatus Libe リスクアナリ

インド、インドネシア、 ribacter africa シスの結果に

カンボジア、スリランカ nus（カンキツグ 基づき、新た

、タイ、台湾、中華人民 リーニング病菌に発生が確認

共和国、ネパール、パキ アフリカ型） された地域を

スタン、バングラデシュ Candidatus Libe 追加。

、東ティモール、フィリ ribacter americ

ピン、ブータン、ベトナ anus（カンキツ

ム、マレーシア、ミャン グリーニング病

マー、ラオス、イエメン 菌アメリカ型）

、イラン、サウジアラビ Candidatus Libe

ア、アフリカ、アメリカ ribacter asiati

合衆国、アメリカ領バー cus（カンキツグ

ジン諸島、キューバ、コ リーニング病菌

スタリカ、ジャマイカ、 アジア型）

ドミニカ、ドミニカ共和
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国、ニカラグア、バルバ

ドス、プエルトリコ、ベ

リーズ、メキシコ、ブラ

ジル、パプアニューギニ

ア

２．規則別表２の付表について、次のとおり改正する（下線部が追加箇所、

取消線が削除箇所）。

１・２ ［略］

３ オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだい

ちご、きゆうり、とうがらし、トマト、なす及び、ぶどう、ペポかぼちや

及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているも

の

４～41 ［略］

42 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるきゆうり及

びトマトの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

43～61 ［略］


