
（参考）九州の空港や港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

福岡空港
宮崎空港
鹿児島空港

台 湾 製茶 輸出検査不要 福岡空港：福岡空港出張所
宮崎空港：細島出張所

鹿児島空港：鹿児島空港出
張所タマネギ、サツマイモ 輸出検査

（サツマイモ：南西諸島産は規
制）

ナシ、キュウリ、イチゴ、メロン、マ
ンゴウ、カンキツ類、ジャガイモ

持ち出し不可

福岡空港
博多港
厳原港
比田勝港
北九州空港
長崎空港
熊本空港
大分空港
宮崎空港
鹿児島空港

韓 国 レンコン、精米、イチゴ、メロン、タ
マネギ、製茶

輸出検査不要 福岡空港：福岡空港出張所

博多港・厳原港・比田勝港：
福岡支所

北九州空港：門司植物防疫
所
長崎空港：長崎出張所
熊本空港：八代出張所
大分空港：大分出張所
宮崎空港：細島出張所

鹿児島空港：鹿児島空港出
張所

トマト 輸出検査
（トマト：与那国島産は規制）

ナシ、ビワ、スイカ、キュウリ、マン
ゴウ、カンキツ類

持ち出し不可
（カンキツ類：本州産は輸出
検査で可）

福岡空港
長崎空港
鹿児島空港
佐賀空港

中 国 製茶 輸出検査 福岡空港：福岡空港出張所
長崎空港：長崎出張所

鹿児島空港：鹿児島空港出
張所
佐賀空港：伊万里出張所

カンキツ類、ナシ、ビワ、スイカ、
キュウリ、イチゴ、マンゴウ、ジャガ
イモ、精米

持ち出し不可

（平成２５年７月現在）
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（参考）沖縄県の空港や港から手荷物で農産物を持ち出す場合の植物検疫条件

空港や港 就航便行き先 農産物の例 検疫条件
担当

植物防疫所

那覇空港
那覇港

石垣空港
石垣港

台 湾 島ラッキョウ 輸出検査 那覇港：那覇植物
防疫事務所

那覇空港：那覇空
港出張所

石垣港・石垣空港：
石垣出張所

パイナップル、マンゴウ、シー
クァーサー、ドラゴンフルーツ、
ニガウリ、紅イモ

持ち出し不可

那覇空港 韓 国 パイナップル、島ラッキョウ 輸出検査不要 那覇空港出張所

マンゴウ、シークァーサー、ド
ラゴンフルーツ、ニガウリ、紅
イモ

持ち出し不可

那覇空港 中 国 パイナップル、マンゴウ、シー
クァーサー、ドラゴンフルーツ

持ち出し不可 那覇空港出張所

那覇空港 香 港 パイナップル、マンゴウ、シー
クァーサー、ドラゴンフルーツ、
ニガウリ、紅イモ、島ラッキョウ

輸出検査不要 那覇空港出張所

（平成２５年７月現在）
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国 名 品目名
要請年
解禁年

主な検疫条件
輸出金額（百万円）

22年 23年 24年

米 国

りんご
昭和62年
平成6年

（7年2ヶ月）

・生産地域の指定
・園地検査
・低温処理及び臭化メチルくん蒸
・輸出検査

19 ０ ０

うんしゅう
みかん

昭和36年
昭和42年
（7年）

・生産地域の指定
・園地の登録
・日米植物検疫当局の合同園地検査及び

輸出検査
・果実の表面殺菌

８ ０ ０

豪 州

うんしゅう
みかん

昭和63年
平成21年

（21年10ヶ月）

・生産地域の指定
・園地及び選果こん包施設の登録
・園地検査
・輸出検査
・果実の表面殺菌

０ ０ ０

なし
昭和60年
平成2年

（4年8ヶ月）

・生産県の指定
・園地の登録
・輸出検査 ０ ０ ０

台 湾
果実

（りんご、なし、
もも、すもも

等）

平成17年
平成18年

（11ヶ月）

・園地防除の徹底
・選果こん包施設の登録
・登録選果こん包施設での選果 5,755 5,880 3,252

ニュージー
ランド

りんご

昭和63年
平成5年

（5年11ヶ月）

・生産地域の指定
・園地及び選果こん包施設の登録
・園地検査
・ミバエ類のモニタリング調査

０ ０ ０

うんしゅう
みかん

昭和63年
平成11年

（11年10ヶ月）

同上
９ ４ 10
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（参考）輸出植物検疫協議の実績

・米国向けうんしゅうみかん
の検疫条件緩和
・タイ向けかんきつ類の産
地の追加指定

・中国向け精米の施設の追
加指定 等

検疫条件の緩和等
その他の案件

・輸出促進に当たっては、それらの検疫措置の緩和を相手国に求めるとともに、輸出できない品目につい
ては輸入解禁を要請し、両国の植物検疫専門家間の技術的協議を実施。

・現在、６カ国１９品目について、解禁を要請するほか、検疫条件の緩和等を要請。

相手国への解禁要請 検疫条件の協議

2013年９月現在、相手国で病害虫
リスクアナリシスが実施されている品目

・中 国 ぶどう、かき、もも、いちご、メロン
すいか、さくらんぼ、キウイフルーツ、
ながいも、かんきつ類

・韓 国 なし
・米 国 かき
・豪 州 ぶどう、もも、ネクタリン
・イ ン ド りんご、なし
・ベトナム りんご

2013年９月現在、検疫条
件の協議中の品目

・韓国 りんご
・米国 かき

近解禁された品目
・タイ いよかん等かんきつ7品目（2011年）

うんしゅうみかん（2007年）
・豪州 うんしゅうみかん（2009年）
・中国 精米（2008年）

相手国における病害虫
リスクアナリシスの実施

輸出解禁

31

（参考）輸出植物検疫協議等の状況



国 名 品目名 要請年
解禁年
（期間）

主な
対象病害虫

主な検疫条件

米 国

りんご 昭和57年
平成6年

（約13年）
コドリンガ

火傷病

・生産地域の指定
・園地検査
・低温処理及び臭化メチルくん蒸
・輸出検査

せいようすもも 平成8年
平成13年

（５年１ヶ月） コドリンガ
・生産地域の指定
・臭化メチルくん蒸
・輸出検査

豪 州

レモン 昭和54年
平成4年

（1３年）

チチュウカイミバエ、
クインスランドミバエ

・生産地域の指定
・園地検査
・低温処理または

ミバエ類の未発生地域からの輸出
・輸出検査

グレープフルーツ 平成18年
平成22年

（4年3ヶ月）

台 湾 ドラゴンフルーツ 平成16年
平成22年
（6年）

ミカンコミバエ種群、
ウリミバエ

・生産地域の指定
・蒸熱処理
・輸出検査

ニュージー
ランド

りんご 昭和63年
平成5年

（約5年）
コドリンガ

火傷病

・生産地域の指定
・園地検査
・低温処理及び臭化メチルくん蒸
・輸出検査

さくらんぼ 昭和54年
昭和60年
（約7年）

コドリンガ

・生産地域の指定
・園地検査
・臭化メチルくん蒸または

くん蒸しない(検疫)方式
・輸出検査

（参考）輸入植物検疫協議の実績
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品目 国 検疫措置

ながいも 台湾 ・輸出検査が必要

りんご 台湾
・生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録
・台湾側検査官による生産園地及びこん包施設の査察
・輸出検査

みかん タイ
・輸出園地及びこん包施設の登録
・タイ側検査官との合同輸出検査

なし ロシア ・輸出検査が必要

いちご 台湾 ・輸出検査が必要

（参考）輸出の取組事例と植物検疫
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機密性○情報 ○○限り
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質問 回答

Ｑ１ 農産物の輸出を考えています。植物検疫
について、どうすればよいですか。

各国では、自国への病害虫の侵入を防ぐため、農産物の輸入に当たって、輸出国での病害虫
の発生に応じて、植物検疫に関する輸入条件を求めています。この条件は、輸出先国やどのよ
うな品目を輸出するかによって異なりますが、目視による輸出検査で病害虫がいないことが確
認できれば輸出できる国も多くありますので、まずは、お近くの植物防疫所にご相談ください。

Ｑ２ 輸出検査を受けないで植物を輸出しようと
すればどうなるのですか。

植物防疫法では、輸出相手国が輸出にあたって求めている植物検疫条件を満たしているかを
日本の植物防疫官による検査で確認し、その検査に合格したことを示す証明書（植物検疫証明
書）を添付しなければ輸出できないこととなっています。また、この証明書は、税関でも確認され
るほか、輸出先国の植物検疫でも確認されますので、証明書が無い場合には、廃棄や返送とな
ることも考えられます。

Ｑ３ 輸出検査を受けるにはどのようにすれば
いいですか。

輸出先国や輸出品目が決まり、具体的な輸出の日程が決まれば、円滑な輸出検査のために、
予め輸出を行う港や空港（集荷地等での検査をご希望の場合は、その集荷地等）を管轄する植
物防疫所にご相談下さい。輸出検査に必要な申請書の入手方法や具体的な検査について、ご
説明します。なお、生産地や集荷場所での検査をご希望される場合は、植物防疫官が当地に伺
うための日程調整が必要なことから、できる限り早くご相談ください。

Ｑ４ 申請書はどこで入手できますか。 検査を受ける植物防疫所をはじめ、全国の植物防疫所で入手できます。
また、植物防疫所のホームページからも入手することができます。

Ｑ５ 輸出検査の申請はどのようなタイミングで
行えばよいですか。

貨物で輸出する場合、通常、検査は、飛行機や船に積み込まれる際に行いますので、円滑な
検査の実施のためにも、その予定日の前日までに植物防疫所に申請してください。

また、手荷物のように携帯品で持ち出す場合に、その空港や港で検査を希望する場合は、
チェックインする２時間程度前までに空港等にある植物防疫所へ申請し検査を受けてください。

Ｑ６ 植物防疫所の検査はどのようなものです
か。

一般的には、目視による病害虫の付着の有無を確認します。輸出先国や品目によっては、輸
出先国が求める検疫条件が異なります。例えば、種子や苗では、栽培期間中に生産地で病害
虫の発生を確認するための栽培地検査や実験室内での精密な検査が必要となる場合もありま
す。

なお、貨物や手荷物に限らず、検査によっては１日以上の時間を要する場合もありますので、
事前に植物防疫所にご相談ください。

（参考）植物を輸出する場合のQ＆A
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質問 回答

Ｑ７ 輸出先や品目が同じで、生産地も同じで
あれば、輸出検査は 初に受けるだけ
でいいですか。

輸出先や品目が同一でも、輸出する荷口が異なれば、その荷口毎に検査を受けることが必要
です。また、輸出する日が異なる場合も同様にその荷口毎に検査を受けることが必要です。

Ｑ８ 輸出検査を受ける際には輸出者本人が
植物防疫所へ行く必要がありますか。

輸出者本人のほか、申請された輸出者の代理人（通関代理店等）の方も検査を受けることが
可能です。

Ｑ９ 検査を受ける際の荷姿（状態）はどのよう
な形が望ましいですか。

一般的には、輸出品目に応じたこん包が行われた状態で検査を受けることが多く、輸出しよう
とする荷姿（段ボール詰め、袋詰め、パレット積等）の状態で検査を受けてください。

なお、品目によっては、こん包にも特定の条件が必要とされる場合もありますので、詳しくは植
物防疫所にご相談下さい。

Ｑ10 植物の輸出検査を受ける際の手続につ
いて教えてください。

輸出検査の大まかな流れとしては、以下のとおりです。
① 植物防疫所へ検疫条件の確認や検査希望日などを連絡
② 輸出先国が発給する輸入許可証が必要な場合は、事前に輸出先国
の植物防疫機関から取得し、その写しを植物防疫所へ提示

③ 輸出検査申請書を植物防疫所へ提出
④ 植物防疫官が輸出品目の現物を検査
⑤ 植物防疫官が植物検疫証明書（合格証明書）の発給

Ｑ11 輸出検査にはどれくらいの時間を要しま
すか。

輸出相手国の要求内容、品目や検査数量によって異なりますが、栽培地検査や室内検定など
が必要ない場合には、通常１～２時間程度です。

なお、出国当日に空港等で検査を受ける場合は、混雑時には通常よりも長く時間がかかる場
合もありますので、早い目に検査を受けるようお願いします。

Ｑ12 輸出検査は植物の全量について実施す
るのですか。

まずは、検査荷口全体を確認した後、植物の種類や申請数量に応じて、一部を抽出し、その
植物について病害虫の付着を確認します。

Ｑ13 輸出検査に手数料は必要ですか。 必要ありません。

Ｑ14 栽培地検査（生産地で栽培中に行う検
査）はどのように行われるのですか。

病害虫の発生時期にあわせて、輸出先国の求める条件に応じ、植物防疫官が伺い、病害虫
の発生の有無を検査します。輸出相手国や品目によって、園地の登録や検査の回数、時期が
決められています。例えばEU向け盆栽は、１シーズンに６回、２年間にわたって検査が行われま
す。
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質問 回答

Ｑ15 栽培地検査（生産地で栽培中に行う検
査）が必要な植物にはどんなものがあり
ますか。

主に種子や苗木等栽培用植物に対して必要となります。また、少ないですが、輸出する相手国
によっては、果実などに求めている場合もあります。

Ｑ16 栽培地検査はいつ申請すればよいです
か。

盆栽や温州みかん果実などは４月頃から検査を開始するため、２月頃までに申請してください。

また、ＥＵ向けに輸出する草本植物などは、原則、定められた検査時期の３０日前までに申請し
てください。

輸出する相手国や品目によって栽培地検査を行う時期が異なりますので、事前に植物防疫所
にご確認ください。

Ｑ17 栽培地検査申請は検査の時期を過ぎて
も申請できますか。

栽培地検査は、定められた検査時期の３０日前までに申請してください。締切までに申請され
なかったものは、原則、次回以降に再度申請して頂くことになります。

Ｑ18 輸入許可書を取得するにはどうすればよ
いのですか。

輸出先国で輸出される品目を受け入れる業者等を通じて、輸出先国の植物防疫機関から取得
してください。

Ｑ19 近くに植物防疫所がないのですが、現地
まで出張して検査をしてもらえますか。

空港や港で検査を受けていただくことがほとんどですが、必要がある場合には、生産地や集荷
地で検査を受けることも可能です。産地などで検査を受ける場合には、不合格品が出た場合で
も、その補充が簡便となることも考えられますが、検査後の病害虫の再汚染の防止等への注意
が必要となりますので、予め植物防疫所とご相談下さい。

Ｑ20 日本での輸出検査が不要な場合、相手
国での検査も不要ですか。

日本での輸出検査は不要であっても、輸出先国での検査が必要な場合があります。

Ｑ21 植物検疫証明書（合格証明書）は、検査
後、すぐに発給してもらえますか。

通常、輸出検査終了後、３０分程度で発給します。なお、事前に申請書を提出していただいた
場合には、検査終了後すみやかに発給することができます。

Ｑ22 輸送方法によって輸出できないことがあ
りますか。

輸出先国や品目によっては、輸送方法に制限がある場合があります。例えば、台湾は携帯品
や郵便物での果菜類の野菜（スイカ、メロン、トマトなど）及び生果実の輸入を禁止しています。
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質問 回答

Ｑ23 検査に合格した場合、植物検疫証明書
（合格証明書）に有効期間はありますか。

輸出する相手国によっては、ＥＵ諸国のように有効期間を設定している場合があります。

日本側では植物検疫証明書に有効期限を設定していませんが、病害虫の再汚染を防ぐため
検査終了後は速やかに発送されるようお願いします。

Ｑ24 「二国間合意に基づく輸出」とはどういう
ものですか。

輸出する相手国が輸入を禁止している植物について、その国の政府との間で取決めた特別な
検疫条件を満たすことによって輸出が行われるものです。

検疫条件としては、生産地域・園地の指定、病害虫の防除方法、選果こん包施設や消毒施設
の指定・登録等があげられます。

Ｑ25 乾燥、粉末、塩漬けなど加工された植物
でも検査は必要ですか。

検査を不要とする国もありますが、加工の程度や輸出先国によって輸出検査を必要とする国
がありますので、詳しくは植物防疫所にご相談下さい。

Ｑ26 検査によって商品が破損または減少す
ることはありますか。

実際に輸出される農産物を検査する必要がありますので、予めご了承下さい。

検査によっては、植物の一部を切断する等の検査を行うこともあります。また、袋入りや缶詰
等の場合、これを開封し検査を行います。

Ｑ27 検査で破損または減少した商品を追加・
差し替えることはできますか。

検査で合格となった植物を、検査を受けていない植物と差し替えることはできません。

ただし、必要な場合には、検査時にあらかじめ差し替え分を準備していただき植物防疫官の検
査を受ければ、差し替えることは可能です。

Ｑ28 検査の結果、不合格となった場合はどう
すればよいですか。

不合格となった荷口は輸出することはできませんが、国内での流通を規制するものではありま
せんので、廃棄する必要はありません。

Ｑ29 輸出検査で不合格になった植物は再度
検査を受けることができますか？

土壌や病菌付着など、選別、除去、殺菌処理等が可能な植物は、不合格となった原因を取り
除くことで、再度検査を受けることは可能ですが、その場合には改めて申請いただくことが必要
です。

Ｑ30 植物を土付きで輸出することは可能です
か。

土には様々な病害虫が存在するため、その検定が困難なため、我が国を含め、ほとんどの国
で原則として輸入禁止としています。植物に土が付いている場合には、土を落としてください。ま
た、根の保護等のために必要な場合には、土に代わる資材（バーミキュライトや水苔等）を用い
ることは可能です（認められない国もあります）。なお、この場合にもそれら資材を含め検査は行
います。
ただし、輸出先国によって、例外もあり、検疫条件を満たしていれば輸出できる場合も

あります。 42


