
 

 

「タイ向け生果実輸出検疫実施要領」（平成 31年３月 31日付け 30消安第 5305号消費・安全局長通知） 一部改正新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

タイ向けりんご等の生果実輸出検疫実施要領 

 

第１ 趣旨 

１ タイへ輸出するりんご、なし、もも、さくらんぼ、かき、キ

ウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなすの生果実（以下「タイ

向けりんご等の生果実」という。）について、タイ向けりんご等

の生果実の生産者（以下「生産者」という。）及び選果こん包施

設の責任者等が実施する園地管理、収穫、選果こん包等が関係

法令に従って適切に実施されることを確保するほか、植物防疫

官が行う検疫を斉一に実施することをもって、我が国からのタ

イ向けりんご等の生果実の円滑な輸出を確保するため、本要領

を定める。 

２ タイ向けりんご等の生果実の検疫は、植物防疫法（昭和 25年

法律第 151号）、植物防疫法施行規則（昭和 25年農林省令第 73

号。以下「規則」という。）及び輸出植物検疫規程（昭和 25年８

月４日農林省告示第 231 号）に定めるもののほか、この要領に

より実施するものとする。 

 

第３ 生産園地の登録 

１ 生産者又は生産者が属する生産者団体等（以下「生産者団体
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第１ 趣旨 

１ タイへ輸出するりんご、なし、もも、さくらんぼ、かき、キ

ウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなすの生果実（以下「タイ

向け生果実」という。）について、タイ向け生果実の生産者（以

下「生産者」という。）及び選果こん包施設の責任者等が実施す

る園地管理、収穫、選果こん包等が関係法令に従って適切に実

施されることを確保するほか、植物防疫官が行う検疫を斉一に

実施することをもって、我が国からのタイ向け生果実の円滑な

輸出を確保するため、本要領を定める。 

 

２ タイ向け生果実の検疫は、植物防疫法（昭和 25年法律第 151

号）、植物防疫法施行規則（昭和 25年農林省令第 73号。以下「規

則」という。）及び輸出植物検疫規程（昭和 25 年８月４日農林

省告示第 231 号）に定めるもののほか、この要領により実施す

るものとする。 

 

第３ 生産園地の登録 

１ 生産者又は生産者が属する生産者団体等（以下「生産者団体



等」という。）の責任者は、タイ向けりんご等の生果実の栽培に

際し次の（１）及び（２）の措置が的確に実施される生産園地

を、タイ向けりんご等の生果実の生産園地として申請するもの

とする。 

  なお、生産者又は生産者団体等の責任者は、タイ向けりんご

等の生果実の生産園地として登録を希望する園地が複数集まっ

た地域を一つの生産園地として、当該地域を取りまとめる者を

代表者（以下「代表者」という。）として申請させることができ

るものとする（以下「包括申請」という。）。 

（１）・（２） （略） 

２ 生産者、生産者団体等の責任者又は代表者は、１の申請に当

たっては、タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書

（第１号様式）を作成の上、当該生産園地の所在する都道府県

に提出するものとする。 

３ ２でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書の提

出を受けた都道府県は、提出された申請書を取りまとめ、タイ

向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表（第２号様

式）を作成の上、四半期ごとの締切日（毎年３月 31日、６月 30

日、９月 30日及び 12月 31日）までに当該生産園地の所在地を

管轄する植物防疫所（那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を

含む。以下同じ。）の植物防疫官に提出するものとする。 

なお、包括申請の場合は、都道府県は、当該申請に係る生産者

又は生産者団体等に関する情報を管理・保管し、植物防疫官から

の要請があった場合は、当該情報を提供するものとする。 

４ ２でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書を提

等」という。）の責任者は、タイ向け生果実の栽培に際し次の（１）

及び（２）の措置が的確に実施される生産園地を、タイ向け生果

実の生産園地として申請するものとする。 

  なお、生産者又は生産者団体等の責任者は、タイ向け生果実

の生産園地として登録を希望する園地が複数集まった地域を一

つの生産園地として、当該地域を取りまとめる者を代表者（以

下「代表者」という。）として申請させることができるものとす

る（以下「包括申請」という。）。 

 

（１）・（２） （略） 

２ 生産者、生産者団体等の責任者又は代表者は、１の申請に当

たっては、タイ向け輸出生果実登録生産園地申請書（第１号様

式）を作成の上、当該生産園地の所在する都道府県に提出する

ものとする。 

３ ２でタイ向け輸出生果実登録生産園地申請書の提出を受けた

都道府県は、提出された申請書を取りまとめ、タイ向け輸出生

果実登録生産園地申請一覧表（第２号様式）を作成の上、四半期

ごとの締切日（毎年３月 31 日、６月 30 日、９月 30 日及び 12

月 31 日）までに当該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所

（那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。）の

植物防疫官に提出するものとする。 

なお、包括申請の場合は、都道府県は、当該申請に係る生産者

又は生産者団体等に関する情報を管理・保管し、植物防疫官から

の要請があった場合は、当該情報を提供するものとする。 

４ ２でタイ向け輸出生果実登録生産園地申請書を提出した生産



出した生産者、生産者団体等の責任者又は代表者（以下「申請

者」という。）は、その記載内容に変更があったときは、速やか

に再提出するものとする。また、都道府県は、３で提出したタイ

向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表の記載内容

に変更があったときは、速やかに再提出するものとする。 

５ ３でタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表

の提出を受けた植物防疫官は、内容を確認した上で、タイ向け

りんご等の生果実の生産園地をタイ向け輸出りんご等の生果実

登録生産園地一覧表（第３号様式）に登録するとともに、登録し

たタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地（以下「登録生

産園地」という。）を都道府県に通知するものとする。 

６ 植物防疫所長（那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。）は、

５のタイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表を、提

出があった四半期ごとの締切日（毎年３月 31 日、６月 30 日、

９月 30 日及び 12 月 31 日）から 30 日後までに消費・安全局植

物防疫課長（以下「植物防疫課長」という。）に報告する。 

７ 生産園地の登録後に、１の（１）又は（２）の措置が適切に実

施されていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録

生産園地の申請者に対し、改善措置を実施するよう指導するも

のとする。 

なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもか

かわらず、申請者が従わない場合には、植物防疫官は、当該登録

生産園地に係る５の登録を取り消すものとする。 

８ 植物防疫課長は、タイ王国農業・協同組合省農業局（以下｢タ

イ農業局｣という。）からの要請に応じて、タイ向け輸出りんご

者、生産者団体等の責任者又は代表者（以下「申請者」という。）

は、その記載内容に変更があったときは、速やかに再提出する

ものとする。また、都道府県は、３で提出したタイ向け輸出生果

実登録生産園地申請一覧表の記載内容に変更があったときは、

速やかに再提出するものとする。 

５ ３でタイ向け輸出生果実登録生産園地申請一覧表の提出を受

けた植物防疫官は、内容を確認した上で、タイ向け輸出生果実

登録生産園地一覧表（第３号様式）により、タイ向け生果実の生

産園地を登録するとともに、登録したタイ向け輸出生果実登録

生産園地（以下「登録生産園地」という。）を都道府県に通知す

るものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

６ 生産園地の登録後に、１の（１）又は（２）の措置が適切に実

施されていないことが判明した場合、植物防疫官は、当該登録

生産園地の申請者に対し、改善措置を実施するよう指導するも

のとする。 

なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもか

かわらず、従わない場合には、植物防疫官は、当該登録生産園地

に係る５の登録を取り消すものとする。 

（新設） 

 



等の生果実登録生産園地一覧表を提出するものとする。 

 

第４ 選果こん包施設の登録 

１ 選果こん包施設の責任者は、タイ向け輸出りんご等の生果実

登録選果こん包施設申請書（第４号様式）を当該選果こん包施

設の所在する都道府県に提出するものとする。 

２ １でタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請

書の提出を受けた都道府県は、提出されたタイ向け輸出りんご

等の生果実登録選果こん包施設申請書を取りまとめ、タイ向け

輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表（第５号

様式）を作成の上、四半期ごとの締切日（毎年３月 31日、６月

30 日、９月 30 日及び 12 月 31 日）までに当該都道府県を管轄

する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。 

３ 選果こん包施設の責任者は、１のタイ向け輸出りんご等の生

果実登録選果こん包施設申請書の記載内容に変更があったとき

は、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、２のタ

イ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表の

記載内容に変更があったときは、速やかに再提出を行うものと

する。 

４ ２でタイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請

一覧表の提出を受けた植物防疫官は、次の（１）から（３）まで

に掲げる要件を備える選果こん包施設を、タイ向け輸出りんご

等の生果実登録選果こん包施設一覧表（第６号様式）に、タイ向

けりんご等の生果実の選果こん包施設として登録するものとす

る。 

 

 

第４ 選果こん包施設の登録 

１ 選果こん包施設の責任者は、タイ向け輸出生果実登録選果こ

ん包施設申請書（第４号様式）を当該選果こん包施設の所在す

る都道府県に提出するものとする。 

２ １でタイ向け輸出生果実登録選果こん包施設申請書の提出を

受けた都道府県は、提出されたタイ向け輸出生果実登録選果こ

ん包施設申請書を取りまとめ、タイ向け輸出生果実登録選果こ

ん包施設申請一覧表（第５号様式）を作成の上、四半期ごとの締

切日（毎年３月 31日、６月 30日、９月 30日及び 12月 31日）

までに当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出

するものとする。 

３ 選果こん包施設の責任者は、１のタイ向け輸出生果実登録選

果こん包施設申請書（第４号様式）の記載内容に変更があった

ときには、速やかに再提出するものとする。また、都道府県は、

２のタイ向け輸出生果実登録選果こん包施設申請一覧表の記載

内容に変更があったときには、速やかに再提出を行うものとす

る。 

４ ２でタイ向け輸出生果実登録選果こん包施設申請一覧表の提

出を受けた植物防疫官は、次の（１）から（３）までに掲げる要

件を備える選果こん包施設を、タイ向け輸出生果実登録選果こ

ん包施設一覧表（第６号様式）により、タイ向け生果実の選果こ

ん包施設として登録するものとする。 

 



（１） （略） 

（２）施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合

は、タイ向けりんご等の生果実と物理的に隔離して保管でき

ること。 

（３）選果こん包を行うタイ向けりんご等の生果実の生産者情報

に係る記録を作成し、２年間保管すること。 

５ 植物防疫官は、４に登録した選果こん包施設（以下「登録選果

こん包施設」という。）を都道府県に通知するものとする。 

６ 植物防疫所長は、タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こ

ん包施設一覧表を、提出があった四半期ごとの締切日（毎年３

月 31 日、６月 30 日、９月 30 日及び 12 月 31 日）から 30 日後

までに植物防疫課長に報告するとともに、当該一覧表（選果こ

ん包施設責任者氏名の欄を除く。）を植物防疫所ホームページに

掲載するものとする。ただし、１の申請時に植物防疫所ホーム

ページへの掲載を望まないとした登録こん包施設についてはこ

の限りでない。 

 

 

７・８ （略） 

９ 植物防疫課長は、タイ農業局からの要請に応じて、タイ向け

輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設一覧表を提出するも

のとする。 

 

 

第５ 選果こん包等の実施 

（１） （略） 

（２）施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合

は、タイ向け生果実と物理的に隔離して保管できること。 

 

（３）選果こん包を行うタイ向け生果実の生産者情報に係る記録

を作成し、２年間保管すること。 

５ 植物防疫官は、４により登録した選果こん包施設（以下「登録

選果こん包施設」という。）を都道府県に通知するものとする。 

６ 植物防疫所長（那覇植物防疫事務所長を含む。）は、第３の５

のタイ向け輸出生果実登録生産園地一覧表及びタイ向け輸出生

果実登録選果こん包施設一覧表を、提出があった四半期ごとの

締切日（毎年３月 31日、６月 30日、９月 30日及び 12月 31日）

から 30日後までに消費・安全局植物防疫課長（以下「植物防疫

課長」という。）に報告するとともに、タイ向け輸出生果実登録

選果こん包施設一覧表（選果こん包施設責任者氏名の欄を除

く。）を植物防疫所ホームページに掲載するものとする。ただし、

１の申請時に植物防疫所ホームページへの掲載を望まないとし

た登録こん包施設についてはこの限りでない。 

７・８ （略） 

９ 植物防疫課長は、タイ王国農業・協同組合省農業局（以下「タ

イ農業局」という。）からの要請に応じて、タイ向け輸出生果実

登録生産園地一覧表及びタイ向け輸出生果実登録選果こん包施

設一覧表をタイ農業局に提出するものとする。 

 

第５ 選果こん包等の実施 



１ 登録選果こん包施設におけるタイ向けりんご等の生果実の選

果こん包作業等は、次により行うものとする。 

（１） 登録生産園地で生産されたタイ向けりんご等の生果実を

選果すること。 

（２）・（３） （略） 
（４）タイ向けりんご等の生果実のこん包に用いる容器は、未使

用で、清潔であること。 

（５）～（７） （略） 

２ 選果こん包実施報告書の交付 

登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が１により行

われたと判断した場合には、登録生産園地及び品種ごとに重量

が記載された書類を添付したタイ向け輸出りんご等の生果実選

果こん包実施報告書（第７号様式。以下「選果こん包実施報告書」

という。）を２部（輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用）作

成し、タイ向けりんご等の生果実をタイへ輸出しようとする者

（選果こん包の実施依頼者を含む。以下「輸出者」という。）に

交付するものとする。 

 

第６ 輸出検査 

１・２ （略） 

３ 植物防疫官は、次により輸出検査を実施するものとする。 

（１）（略） 

（２）輸出検査の内容 

ロットごとに２パーセント以上の重量を無作為に抽出し、次

について確認するものとする。 

１ 登録選果こん包施設におけるタイ向け生果実の選果こん包作

業等は、次により行うものとする。 

（１）登録生産園地で生産されたタイ向け生果実を選果すること。 

 

（２）・（３） （略） 

（４）タイ向け生果実のこん包に用いる容器は、未使用で、清潔で

あること。 

（５）～（７） （略） 

２ 選果こん包実施報告書の交付 

登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が１により行

われたと判断した場合には、登録生産園地及び品種ごとに重量

が記載された書類を添付したタイ向け輸出生果実選果こん包実

施報告書（第７号様式。以下「選果こん包実施報告書」という。）

を２部（輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用）作成し、タイ

向け生果実をタイへ輸出しようとする者（選果こん包の実施依

頼者を含む。以下「輸出者」という。）に交付するものとする。 

 

 

第６ 輸出検査 

１・２ （略） 

３ 植物防疫官は、次により輸出検査を実施するものとする。 

（１）（略） 

（２）輸出検査の内容 

ロットごとに２パーセント以上の重量を無作為に抽出し、次

について確認するものとする。 



ア （略） 

イ 抽出したタイ向けりんご等の生果実の各こん包の側面に

第５の１の（７）の表示があること。 

ウ （略） 

（３）輸出検査の結果行う措置 

ア タイ向けりんご等の生果実の輸出条件に適合すると認め

られた場合 

（略） 

イ （略） 

 

第７ 輸送方法 

タイ向けりんご等の生果実は、商業用の船積み貨物又は航空

貨物として輸送するものとする。 

 

第１号様式（第３関係） 

 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書 

 

 （略） 

 

下記の生産園地をタイ向けりんご等の生果実登録生産園地とし

て申請します。 

 

 （略） 

 

ア （略） 

イ 抽出したタイ向け生果実の各こん包の側面に第５の１の

（７）の表示があること。 

ウ （略） 

（３）輸出検査の結果行う措置 

ア タイ向け生果実の輸出条件に適合すると認められた場合 

（略） 

イ （略） 

 

 

第７ 輸送方法 

タイ向け生果実は、商業用の船積み貨物又は航空貨物として

輸送するものとする。 

 

第１号様式（第３関係） 

 

タイ向け輸出生果実登録生産園地申請書 

 

 （略） 

 

下記の生産園地をタイ向け生果実登録生産園地として申請しま

す。 

 

 （略） 

 



第２号様式（第３関係） 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請一覧表 

 

 （略） 

 

第３号様式（第３関係） 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地一覧表 

List of registered fruits (apple etc.) orchard for export 

to Thailand 

 （略） 

 

第４号様式（第４関係） 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書 

 

 （略） 

 

下記施設をタイ向けりんご等の生果実登録選果こん包施設として

申請します。 

 

 （略） 

 

第５号様式（第４関係） 

 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請一覧表 

 

第２号様式（第３関係） 

タイ向け輸出生果実登録生産園地申請一覧表 

 

 （略） 

 

第３号様式（第３関係） 

タイ向け輸出生果実登録生産園地一覧表 

List of registered fruits orchard for export to Thailand 

 

 （略） 

 

第４号様式（第４関係） 

タイ向け輸出生果実登録選果こん包施設申請書 

 

 （略） 

 

下記施設をタイ向け生果実登録選果こん包施設として申請しま

す。 

 

 （略） 

 

第５号様式（第４関係） 

 

タイ向け輸出生果実登録選果こん包施設申請一覧表 

 



 （略） 

 

第６号様式（第４関係） 

 

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設一覧表 

List of registered packing house and personnel for sorting 

for fruits (apple etc.) export to Thailand 

 

 （略） 

 

第７号様式（第５関係） 

 

タイ向け輸出りんご等の生果実選果こん包実施報告書 

 

（略） 

 

 タイ向けりんご等の生果実として以下のとおり選果こん包した

ので、報告します。 

 

 （略） 

 

参考様式 

 

タイ向けりんご等の生果実のこん包の表示 

（略） 

 （略） 

 

第６号様式（第４関係） 

 

タイ向け輸出生果実登録選果こん包施設一覧表 

List of registered packing house and personnel for sorting 

for fruits export to Thailand 

 

 （略） 

 

第７号様式（第５関係） 

 

タイ向け輸出生果実選果こん包実施報告書 

 

 （略） 

 

 タイ向け生果実として以下のとおり選果こん包したので、報告

します。 

 

 （略） 

 

参考様式 

 

タイ向け生果実のこん包の表示 

（略） 


