
解禁要請の受付年月
（2023年３月までは

要請年月）

協議対象検
疫有害動植
物の特定

関係者への
意見聴取

要請国にお
けるリスク
管理措置の
実施体制の

評価

パブリック
コメントの募

集開始

2001（平成13）年１月

2017（平成29）年９月

2018（平成30）年２月

2019（平成31）年２月

1995（平成７）年12月 ●

1997（平成９）年３月 ●

2011（平成23）年７月 ●

カンボジア 2007（平成19）年１月 ●

2012（平成24）年８月 ●

2012（平成24）年８月 ●

タイ 2005（平成17）年11月 ●

2003（平成15）年９月 ●

2004（平成16）年５月

2010（平成22）年１月

2010（平成22）年１月

2016（平成28）年10月 ●

2016（平成28）年10月 ●

1998（平成10）年４月

1998（平成10）年４月 ●

2000（平成12）年６月

2000（平成12）年６月

2002（平成14）年９月

2004（平成16）年11月

2004（平成16）年11月

2004（平成16）年11月

2004（平成16）年11月

2004（平成16）年11月 ●

2011（平成23）年８月 ●

2019（令和元）年５月

バングラデシュ 2009（平成21）年６月

1997（平成9）年３月

2005（平成17）年２月

2005（平成17）年２月

2005（平成17）年２月

2011（平成23）年８月 ●

2015（平成27）年５月

１．輸入解禁に関する手続の進捗状況

インド

ぶどう生果実

ざくろ生果実

ばれいしょ生塊茎

とうがらし生果実

とうがらし生果実

2023(令和５）年4月1日現在

台湾

ゴレンシ生果実

メロン生果実

ばんじろう生果実

なし生果実

赤肉種ドラゴンフルーツ生果実

紫赤肉種ドラゴンフルーツ生果実

インドネシア

マンゴウ生果実

いねわら

メロン生果実

マンゴウ生果実

スリランカ
パパイヤ生果実

ランブータン生果実

マンゴウ生果実

パキスタン
キノー（かんきつ）生果実

なつめやし生果実

マンゴウ生果実

フィリピン

いねわら

マンゴスチン生果実

ぺぽかぼちゃ生果実

ドラゴンフルーツ生果実

中国

いちご生果実

かんきつ類生果実

いんげんまめ生果実

とうがらし生果実

さくらんぼ生果実

びわ生果実

きゅうり生果実

トマト生果実

ピーマン生果実

アボカド生果実

メロン生果実



解禁要請の受付年月
（2023年３月までは

要請年月）

協議対象検
疫有害動植
物の特定

関係者への
意見聴取

要請国にお
けるリスク
管理措置の
実施体制の

評価

パブリック
コメントの募

集開始

2009（平成21）年２月

2016（平成28）年６月

2016（平成28）年７月

2017（平成29）年12月

2021（令和３）年２月

2005（平成17）年１月 ●

2005（平成17）年１月 ●

2005（平成17）年１月 ●

2005（平成17）年１月 ●

2011（平成23）年10月

2011（平成23）年10月

2011（平成23）年10月

ミャンマー 2013（平成25）年４月 ●

1996（平成８）年７月

1997（平成９）年６月 ●

1998（平成10）年７月 ●

2008（平成20）年６月

2005（平成17）年１月 ●

2016（平成28）年12月

2016（平成28）年12月

2017（平成29）年９月

1999（平成11）年５月

2002（平成14）年４月

2001（平成13）年10月 ●

2001（平成13）年10月 ●

2001（平成13）年10月 ●

2001（平成13）年10月 ●

1995（平成７）年５月

1997（平成９）年10月

2016（平成28）年７月 ●

2016（平成28）年７月

2016（平成28）年７月

2016（平成28）年７月

2012（平成24）年12月 ●

2012（平成24）年12月

2017（平成29）年３月 ●

2017（平成29）年３月

2017（平成29）年３月

2017（平成29）年３月

2017（平成29）年３月

ベトナム

とうがらし生果実

スターアップル生果実

パッションフルーツ生果実

いねわら

ポメロ生果実

マンゴウ生果実

イスラエル

マンゴウ生果実

とうがらし、トマト生果実

ノバ（かんきつ）生果実

ざくろ生果実

マレーシア

パパイヤ生果実

とうがらし生果実

ランブータン生果実

すいか生果実

ジャックフルーツ生果実

かぼちゃ生果実

トマト生果実

イタリア

キウイフルーツ生果実

ぶどう生果実

りんご生果実

なし生果実

オランダ
ばれいしょ生塊茎

バラ科苗木

クレメンティン生果実

レバノン
ぶどう生果実

オレンジ生果実

トルコ

さくらんぼ生果実

いちじく生果実

ざくろ生果実

ハンガリー

さくらんぼ及びサワーチェ
リー生果実
あんず生果実

せいようすもも生果実

りんご生果実

とうがらし生果実

ギリシャ

キウイフルーツ生果実

スウィートオレンジ生果実

さくらんぼ生果実

せいようすもも生果実

スペイン
かき生果実

トマト生果実



解禁要請の受付年月
（2023年３月までは

要請年月）

協議対象検
疫有害動植
物の特定

関係者への
意見聴取

要請国にお
けるリスク
管理措置の
実施体制の

評価

パブリック
コメントの募

集開始

1998（平成10）年２月 ●

2007（平成19）年11月 ●

1993（平成５）年３月

2012（平成24）年５月 ●

ポーランド ブルーベリー生果実 2021（令和３）年７月

ポルトガル 2013（平成25）年７月 ●

2018（平成30）年11月

2018（平成30）年11月

2018（平成30）年11月

2018（平成30）年11月

2019（平成31）年１月

2000（平成12）年５月

2021（令和３）年２月

2021（令和３）年８月

2019（令和元）年９月

2019（令和元）年９月

1997（平成９）年８月 ● ●

2003（平成15）年７月

2008（平成20）年４月

2022（令和４）年６月

2021（令和３）年２月

2021（令和３）年２月

1996（平成８）年２月

1996（平成８）年２月

1998（平成10）年３月

2020（令和２）年３月

2022（令和４）年２月

2022（令和４）年12月

アメリカ合衆国
（ハワイ諸島）

1998（平成10）年９月 ●

2005（平成17）年３月 ●

2017（平成29）年５月

2017（平成29）年11月

2021（令和３）年６月

2005（平成17）年７月 ●

2005（平成17）年12月

2005（平成17）年12月

2009（平成21）年11月 ●

2012（平成24）年11月 ●

さくらんぼ生果実

ウズベキスタン

トウガラシ生果実

さくらんぼ生果実

りんご生果実

すもも生果実

ネクタリン生果実

フランス
トマト生果実

キウイフルーツ生果実

ベルギー
ピーマン生果実

せいようなし生果実

南アフリカ

アボカド生果実

かき生果実

マンゴウ生果実

ブルーベリー生果実

ぶどう生果実

ざくろ生果実

ケニア
アボカド生果実

パッションフルーツ生果実

エジプト

ライム生果実

アメリカ合衆国
（ハワイ諸島を

除く）

ピーマン生果実

なす生果実

いねわら

ばれいしょ生塊茎

もも生果実

小麦牧草

ジンバブエ
アボカド生果実

ブルーベリー生果実

アルゼンチン

ぶどう生果実

りんご生果実

なし生果実

さくらんぼ生果実

ブルーベリー生果実

ランブータン生果実

カナダ

乾燥牧草（高圧力圧縮）

りんご生果実

加工用ばれいしょ生塊茎

なす生果実



解禁要請の受付年月
（2023年３月までは

要請年月）

協議対象検
疫有害動植
物の特定

関係者への
意見聴取

要請国にお
けるリスク
管理措置の
実施体制の

評価

パブリック
コメントの募

集開始

2008（平成20）年３月

2008（平成20）年３月

2008（平成20）年３月

エクアドル 1998（平成10）年１月 ●

グアテマラ 2010（平成22）年９月

コスタリカ 2003（平成15）年５月 ●

2006（平成18）年８月

2017（平成29）年５月

2009（平成21）年７月 ●

りんご生果実 2020（令和２）年12月

バハマ 1993（平成５）年９月 ●

2002（平成14）年９月 ●

かんきつ類生果実 2009（平成21）年８月 ●

2015（平成27）年10月 ●

2007（平成19）年11月

ミネオラ ●

クレメンティン ●

2007（平成19）年11月 ●

2007（平成19）年11月 ●

2013（平成25）年９月 ●

2015（平成27）年３月 ●

2017（平成29）年１月

2018（平成30）年３月

2018（平成30）年５月

ボリビア 1997（平成９）年11月

メキシコ 2009（平成21）年６月 ●

1998（平成10）年11月

1998（平成10）年１月

2002（平成14）年８月

2004（平成16）年２月

2004（平成16）年２月

2010（平成22）年９月 ●

1998（平成10）年６月

1998（平成10）年６月

ニュージーランド 2006（平成18）年７月

マンゴウ生果実

コロンビア
食用ホオズキ生果実

タヒチライム生果実

チリ
くるみ核子

ウルグアイ

スウィートオレンジ生果実

マンダリン類生果実

レモン生果実

マンゴウ生果実

レモン生果実

2007（平成19）年11月

グレープフルーツ生果実

スウィートオレンジ生果実

チェリモヤ生果実

ざくろ生果実

ブルーベリー生果実

チチュウカイミバエの無発生地
域の認定

ブラジル

かき生果実

アボカド生果実

ペルー

ライム生果実

マンダリン類
生果実

いちじく生果実

ばれいしょ生塊茎

そらまめ生果実

パプリカ生果実

オーストラリア

トマト生果実

いねわら

れいし生果実

ビクトリア州産いちご生果実

キウイフルーツ生果実

ブルーベリー生果実

ニューカレドニア
マンゴウ生果実

ピーマン生果実

ばれいしょ生塊茎

48の国（地域）から、計149件の解禁要請



変更要請年月

インド 1996（平成８）年７月

フィリピン 2006（平成18）年２月

ベトナム 2011（平成23）年８月

2012（平成24）年１月

2017（平成29）年12月

マレーシア 2014（平成26）年10月

2019（令和元）年６月

2019（令和元）年７月

パキスタン 2019（令和元）年５月

1997（平成９）年６月

2018（平成30年）９月

イタリア 2013（平成25）年９月

スペイン 2018（平成30）年３月

ハンガリー 1998（平成10）年２月

2007（平成19）年11月

2018（平成30年）４月

ベルギー 2019（令和元）年９月

2003（平成15）年４月

2009（平成21）年11月

2013（平成25）年９月

マンゴウ生果実
ミバエ類の侵入防止措置の検討に必要
な情報提供を相手国に依頼中

品種追加

ぶどう生果実

マンゴウ生果実 輸送方法の追加（航空携行手荷物）
相手国から提出されたミバエ類の侵入防
止措置に関する情報を我が国で検討中

ヒロセレウス・ウンダーツス生果実 輸送方法の追加（航空携行手荷物）
ミバエ類の侵入防止措置の検討に必要
な情報提供を相手国に依頼中

オレンジ等生果実 植物防疫官の確認方法の変更
相手国から提出された要求事項を我が
国で検討中

オレンジ等生果実

ポメロ生果実 品種追加
相手国から提出された情報を我が国で
検討中

マンゴスチン生果実
相手国から提出された情報を我が国で
検討中

検疫措置案の有効性の確認に必要な情
報提供を相手国に依頼中

措置・品種の追加

品種追加

植物防疫官の確認方法の変更
相手国から提出された要求事項を我が
国で検討中

処理条件（処理温度・期間）の変更

南アフリカ共和国

りんご生果実

台湾
相手国から提出されたミバエ類の侵入防
止措置に関する情報を我が国で検討中

検疫処理の免除冬季生果実

イスラエル

処理条件の変更要請の内容を確認中処理条件（処理温度・期間）の変更グレープフルーツ

検討に必要な情報提供を相手国に依頼
中

チチュウカイミバエの寄主植物、
じゃがいもがんしゅ病の寄主植
物

チチュウカイミバエ、じゃがいもがんしゅ
病の無発生地域の認定

タイ

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

品種追加マンゴウ生果実

チチュウカイミバエ無発生地域の認定チチュウカイミバエの寄主植物
チチュウカイミバエ無発生の確認に必要
な情報提供を相手国に依頼中

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

検疫条件の変更トマト生果実

かんきつ類生果実
相手国から提出された情報を我が国で
検討中

２．輸入条件の変更に関する検討現状

2023(令和5）年4月1日現在

変更要請の概要 検討状況

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

マンゴウ生果実 品種追加
ミバエ類の侵入防止措置の検討に必要
な情報提供を相手国に依頼中

ミバエ類の侵入防止措置の検討に必要
な情報提供を相手国に依頼中

品種追加マンゴウ生果実

相手国から提出された低温処理試験
データを我が国で検討中

品種追加

隔離検疫代替措置の適用ぶどう苗木

フランス

追加情報の提供を相手国に依頼中

検疫条件の変更



変更要請年月 変更要請の概要 検討状況

2013（平成25）年２月

2017（平成29）年10月

2018（平成30）年９月

2018(平成30)年４月

2020(令和２)年11月

2021(令和３)年４月

アメリカ合衆国
（ハワイ諸島）

2000（平成12）年６月

2002（平成14）年９月

2010（平成22）年２月

ブラジル 2005（平成17）年10月

2005（平成17）年８月

2017（平成29）年11月

2017（平成29）年11月

2017（平成29）年11月

ニュージーランド 2019（平成31）年２月

りんご生果実 システムズアプローチの適用
相手国から提出されたシステムズアプ
ローチの検疫措置案を我が国で検討中

ネクタリン生果実 処理の確認方法の追加
相手国から提出された情報を我が国で
検討中

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

ミバエ類の無発生地域の認定

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

検討に必要な情報提供を相手国に依頼
中

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

マンゴウ生果実

かんきつ類生果実

マンゴウ生果実

品種制限の撤廃

システムズアプローチの適用レモン生果実

チチュウカイミバエ無発生地域の認定

りんご生果実 システムズアプローチの適用

相手国から提出されたトラップ調査に関
するデータを我が国で検討中

マンゴウ生果実 試験計画の提出を相手国に依頼中品種追加

輸入条件の変更要請の内容を我が国で
検討中

全ての加工用途の許可

相手国から提出されたシステムズアプ
ローチの検疫措置案を我が国で検討中

ぶどう生果実

アメリカ合衆国
（ハワイ諸島を

除く）

20の国（地域）から、35件の変更要請

輸入後の全ての国内規制の撤廃
輸入条件の変更要請の内容を我が国で
検討中

乾燥牧草 処理条件（処理期間）の変更 追加情報の提供を相手国に依頼中

にほんすもも生果実 処理の確認方法の追加

相手国から提出された情報を我が国で
検討中

ポテトチップ加工用ばれいしょ生
塊茎

アルゼンチン

チチュウカイミバエの寄主植物

オーストラリア

品種制限の撤廃

品種制限の撤廃

品種追加


	要請年月日あり（解禁要請） (公表用）
	要請年月日あり (変更要請) 

