輸入 植物検疫 規程の一部 を改正す る件︵案︶ 新旧対照条 文

正

案

○輸 入 植物 検疫 規程 ︵ 昭和 二十 五年 七 月八 日農 林省 告 示第 二百 六号 ︶
改

現
︵検査 証明書を必 要とする国 ︶

︵ 傍線 部分 は改 正部分 ︶

行

法第六 条の植 物検疫 について 政府機関を 有しない 国は︑次の

諸国 以外の国で ある︒

法第六 条第一 項第一号 の植物検 疫について 政府機関を 有しな 第五条

︵検査証明 書を必要と する国︶
第 五条
い国は︑ 次に掲げ られていな い国であ る︒

イン ド︑イ ンドネ シア︑ カンボジア ︑北朝鮮 ︑シンガポ ール︑ス

︑ アイル ランド ︑アゼ ルバイ ジャン︑ アルバニア ︑アルメニ ア︑

インド ︑インド ネシ ア︑カン ボジア ︑北朝鮮︑ シンガポー ル︑ス

ン︑ ラオス ︑レバ ノン︑ アイス ランド︑ア イルラン ド︑アゼル バ

イタ リア︑ ウクラ イナ︑ ウズベ キスタン︑ 英国︑エス トニア︑ オ

リラン カ︑タ イ︑大韓 民国 ︑台湾︑中 華人民共和 国︑ネパー ル︑

イジャ ン︑ア ルバニ ア︑ア ルメニ ア︑アンド ラ︑イタリ ア︑ウク

ースト リア︑ オラン ダ︑カ ザフスタ ン︑キプロ ス︑ギリシ ャ︑グ

リラ ンカ ︑タイ︑ 大韓 民国︑台 湾︑中華 人民共和国 ︑ネパール ︑

ラ イナ︑ ウズベ キスタ ン︑英 国︑英領 チャネル諸 島︑エス トニア

ル ジア︑ クロア チア︑ スイス ︑スウェー デン︑ス ペイン︑ス ロバ

パ キスタン ︑バ ングラデ シュ︑ フィリピン ︑ブータ ン︑ブルネ イ

︑オ ースト リア︑ オラン ダ︑カ ザフスタン ︑キプロス ︑ギリシ ャ

キア ︑セル ビア︑ チェコ ︑デン マーク︑ド イツ︑トル クメニスタ

パキス タン ︑バング ラデシ ュ︑東 ティモール ︑フィリピ ン︑ブー

︑キル ギス︑ グルジ ア︑ク ロアチア ︑スイス ︑スウェー デン︑ス

ン︑ノ ルウェ ー︑ハ ンガリ ー︑フィ ンランド︑ フランス︑ ブルガ

︑ベ トナム︑ 香港 ︑マレー シア︑ミ ャンマー︑ モンゴル ︑アフガ

ペ イン︑ スロバ キア︑ スロベ ニア︑セル ビア︑タ ジキスタン ︑チ

リ ア︑ベ ルギー ︑ポー ランド ︑ポルトガ ル︑マケド ニア旧ユ ーゴ

タン︑ブ ルネイ ︑ベト ナム︑ 香港︑マ レーシア ︑ミャンマ ー︑モ

ェコ ︑デン マーク ︑ドイ ツ︑ト ルクメニス タン︑ノル ウェー︑ハ

スラ ビア共 和国︑ マルタ ︑モンテ ネグロ︑ ラトビア︑ リトアニア

ニ スタ ン︑アラ ブ首長 国連邦 ︑イエメ ン︑イスラ エル︑イラ ク︑

ンガリ ー︑フ ィンラ ンド︑ フランス ︑ブルガリ ア︑ベラ ルーシ︑

︑リヒ テンシ ュタイ ン︑ル ーマニア︑ ルクセン ブルク︑ロ シア︑

ルデ ィブ︑ モンゴ ル︑ア フガニ スタン︑ア ラブ首長 国連邦︑イ エ

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

ア ルジェ リア︑ アンゴ ラ︑ウ ガンダ︑エ ジプト︑エ チオピア ︑ガ

イラ ン︑オ マーン ︑カタ ール︑ クウェート ︑サウジア ラビア︑ シ

︑マ ケドニ ア旧ユ ーゴス ラビア 共和国︑マ ルタ︑モル ドバ︑モン

ーナ ︑カー ボヴェ ルデ︑ ガボン︑ カメルー ン︑ガンビ ア︑ギニア

メン︑ イスラ エル︑ イラク ︑イラ ン︑オマー ン︑カター ル︑クウ

テネグ ロ︑ラ トビア ︑リト アニア︑ リヒテンシ ュタイン ︑ルーマ

︑ギニ アビサ ウ︑ケ ニア︑ コートジボ ワール︑ コンゴ共和 国︑コ

リア︑ トルコ ︑バー レーン ︑ヨルダ ン︑レバノ ン︑アイ スランド

ニ ア︑ル クセン ブルク ︑ロシ ア︑アルジ ェリア︑ア ンゴラ︑ ウガ

ン ゴ民主 共和国 ︑ザン ビア︑ シエラレオ ネ︑ジンバ ブエ︑スー ダ

ェ ート︑ サウジ アラビ ア︑シ リア︑ト ルコ︑バ ーレーン︑ ヨルダ

ンダ ︑エジ プト︑ エチオ ピア︑エ リトリア ︑ガーナ︑ カーボヴェ
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グアテ マラ︑ グアド ループ ︑グレ ナダ︑ケイ マン諸島︑ コスタリ

エル サルバ ドル︑ オラン ダ領ア ンティル︑ ガイアナ ︑キューバ ︑

ア・バー ブーダ ︑ウル グアイ ︑英領バ ージン諸 島︑エクア ドル︑

アメリ カ領 バージン 諸島︑ アルゼ ンチン︑ア ンギラ︑ア ンティグ

ソト ︑レ ユニオン ︑ア メリカ合 衆国︑カ ナダ︑バミ ューダ諸島 ︑

ア︑モ ザンビー ク︑ モロッコ ︑リビ ア︑リベリ ア︑ルワン ダ︑レ

マラウ イ︑ マリ︑ 南アフリ カ共和 国︑モーリ シャス︑ モーリタニ

ブル キナ ファソ︑ ブル ンジ︑ ベナン︑ボ ツワナ︑マ ダガスカル ︑

︑チュ ニジア︑ トー ゴ︑ナイ ジェリ ア︑ナミビ ア︑ニジェ ール︑

ニア ︑セネ ガル︑ ソマリア ︑タン ザニア︑チ ャド︑中 央アフリカ

チ ︑ジン バブエ ︑スー ダン︑ スワジラン ド︑セーシ ェル︑赤道 ギ

共和国 ︑ザン ビア︑ サント メ・プリ ンシペ︑シ エラレオネ ︑ジブ

ケニ ア︑コ ートジ ボワー ル︑コモ ロ︑コン ゴ共和国︑ コンゴ民主

ル デ︑ガ ボン︑ カメル ーン︑ ガンビア︑ ギニア︑ギ ニアビサ ウ︑

︑ペ ルー︑ ボリビ ア︑ホ ンジュ ラス︑メキ シコ︑アメ リカ領サ モ

︑ バル バドス︑ プエル トリコ ︑ブラジ ル︑ベネズ エラ︑ベリ ーズ

ド・ トバゴ︑ ニカ ラグア︑ ハイチ︑ パナマ︑バ ハマ︑パ ラグアイ

︑ セントル シア ︑チリ︑ ドミニ カ︑ドミニ カ共和国 ︑トリニダ ー

リナム ︑セン トクリス トフ ァー・ネー ヴィス︑セ ントビンセ ント

アテ マラ︑ グレナ ダ︑コ スタリカ︑ コロンビ ア︑ジャマ イカ︑ス

グ アイ︑エ クア ドル︑ エルサル バドル︑ ガイアナ︑ キューバ︑ グ

ミュー ダ諸島 ︑アルゼ ンチ ン︑アンテ ィグア・バ ーブーダ ︑ウル

ア︑ リベリ ア︑ル ワンダ ︑レソト︑ アメリカ 合衆国︑ カナダ︑バ

︑ モーリ シャス ︑モー リタニア ︑モザン ビーク︑モ ロッコ︑リ ビ

︑ボツ ワナ︑ マダガ スカル ︑マラウイ ︑マリ︑南 アフリカ 共和国

ナイ ジェリ ア︑ニ ジェー ル︑ブル キナファソ ︑ブルン ジ︑ベナン

ア ︑タン ザニア ︑チャ ド︑中 央アフリカ ︑チュニジ ア︑トーゴ ︑

ン︑ス ワジラ ンド︑ セーシ ェル︑赤道 ギニア︑ セネガル︑ ソマリ

モ ン︑ト ンガ︑ ニュー カレド ニア︑ニ ュージーラ ンド︑バヌ アツ

ア︑オ ースト ラリア ︑北マ リアナ諸 島︑キリバ ス︑サモ ア︑ソロ

・ネ ーヴィ ス︑セ ントビ ンセン ト︑セント ルシア︑ タークス諸 島

︑パ プアニ ューギ ニア︑ フィジ ー︑フラン ス領ポリネ シア︑ミ ク

カ ︑コロ ンビア ︑ジャ マイカ ︑スリナ ム︑セン トクリスト ファー
・カイ コス諸 島︑チ リ︑ド ミニカ ︑ドミニカ 共和国︑ト リニダー

第三条第一項第四号の規定する措置の基準

ロネシア ︑ワリス ・フテュナ 諸島

別表第二

ド ・トバ ゴ︑ニ カラグ ア︑ハ イチ︑パ ナマ︑バハ マ︑パラ グアイ
︑バ ルバド ス︑プ エルト リコ︑ ブラジル︑ フランス領 ギアナ︑ ベ
ネズエ ラ︑ベ リーズ ︑ペル ー︑ボリ ビア︑ホ ンジュラス ︑マルテ
ィ ニーク ︑メキ シコ︑ モント セラト︑ア メリカ領 サモア︑オ ース
トラ リア︑ 北マリ アナ諸 島︑キ リバス︑グ アム︑クッ ク諸島︑サ
モア︑ ソロモ ン︑ツ バル︑ トケラウ 諸島︑トン ガ︑ナウ ル︑ニウ
エ ︑ニュ ーカレ ドニア ︑ニュ ージーラン ド︑バヌ アツ︑パプ アニ
ュー ギニア ︑パラ オ︑フ ィジー ︑フランス 領ポリネシ ア︑マーシ

第三条第一項第四号の規定する措置の基準

ャル︑ミク ロネシア ︑ワリス・ フテュナ諸 島
別表第二
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︹略︺

置

︹略︺

︹ 略︺

措
︹略︺

︹略︺

検疫有害 動植物

一 〜三︹略 ︺

︹略︺

植物 の種類

︹略︺

四 さつ まいも 及び

置

︹略 ︺
︹略 ︺

措

︹ 略︺
︹略︺

検 疫有害動 植物

一 〜三︹略︺
︹略︺

植物の 種類

四 さつま いも及 び
カロ コリス ・ノル ウェギ

塊茎 ︵栽 培の用 に

及 び生塊 根又 は生

ス クス ︑サツ マイモ アザ

クス ︑コレ オコリ ス・フ

カ ロコリ ス・ノ ルウェ ギ

︹略︺

ば れい しょ の生茎

及び 生塊 根又 は生
ク ス︑ コレオ コリス ・フ

供 さな いも のを含

ば れい しょの 生茎
塊茎︵ 栽培 の用 に
ス クス︑ サツマ イモア ザ

ミウ マ︑ ジャガイ モガ ︑

︹ 略︺

供 さな いもの を含

む︒ ︶

ス・ホ オケリ ︑マル クビ

ディ ヌロト リプス ・ホオ

マイ モ 立枯 病菌 ︑ジ ャ ガ

ジ ャガ イモ 疫 病菌 ︑サ ツ

マ イモ 立枯 病 菌︑ ジャ ガ

ジ ャ ガイ モ疫 病菌 ︑ サツ

︹略 ︺

イモ 輪 腐病 菌︑ ジャ ガイ

︹略︺

イ モ 輪腐 病菌 ︑ジ ャ ガイ

ツキ

ケ リ︑ マルク ビクシ コメ

︹略︺

モ葉巻ウイルス
︹ 略︺

部 分で あって 栽培

エウメ ルス ・アモエ ヌス

︹ 略︺
エ ウメ ルス・ アモエ ヌス

︑ グラジ オラ スアザミ ウ

チュ ーリッ プサビ ダニ︑
︑コ ブア シハイ ジマハ ナ

マ︑ コブア シハイ ジマ ハ

の用に 供するもの

アブ ︑シリ ッタ・ ピピエ

ナアブ ︑シ リッタ・ ピピ

チュー リップ サビダ ニ︑

ン ス︑ スイセ ンハナ アブ

エ ンス︑ スイ センハナ ア

︹略︺

モ葉巻ウイルス
五 球根類 及び その

クシ コメツキ

︹略︺

ミウ マ︑デ ィヌロ トリプ

︹略︺

む︒︶

五 球根類 及びその
部分 であ って 栽培
の用に供 するもの

︑タマ ネギバエ
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︹略︺

︹略︺

︹略︺

︹略︺

︹略 ︺

六 〜八

︹略︺

︹略︺

︹略︺

︹ 略︺

︹略 ︺

︹略︺

︹ 略︺

︹略︺

︹略︺

︹ 略︺

ブ ︑タマネギ バエ

︹略 ︺

九 切り 花及び 切り

︹略 ︺

︹ 略︺
︹略︺

︹略 ︺

六〜 八
︹略︺

用に供す るもの

物 であっ て観 賞の

プルシ ア・ エゲナ︑ キク

オナ ジマ イマイ︑ アウ ト

︹ 略︺

枝 等の 非栽 培用植

︹略︺
︹ 略︺

九 切り花 及び切 り
オナ ジマイ マイ︑ アウト

枝 等の 非栽培 用植
物で あっ て観賞 の
プ ルシ ア・エ ゲナ︑ キク

ヒ メヒ ゲナガ アブラ ムシ

用に供する もの
ヒ メヒゲ ナガア ブラム シ

︑ グラジ オラス アザミ ウ

ロ ハマ キ︑パ ラフィ トミ

︑コ ウモリ ガ︑バ ラシロ
・ ディア ントコ ラ︑フ ェ

ザ ・ディ アント コラ︑ フ

マ︑ コウモ リガ︑ バラシ

ナコ ックス ・ゴシ ピイ︑

ェナ コック ス・ゴ シピイ

ハ マキ ︑パラ フィト ミザ

マ クロ シフム ・ロサ エ︑

︑ マク ロシフ ム・ロ サエ

︹略︺

︹略︺

︹ 略︺

カ トレ ア褐色 腐敗病 菌︑

︹略︺

オ ースト ラリア ヒョウ ホ

カ トレア 褐色腐 敗病菌 ︑

十〜十 五

︹ 略︺

バラ 枝枯 病菌︑カ ーネ ー

︹略 ︺

十 六 乾燥植 物類︵

バラ 枝枯病 菌︑カ ーネー

︹略︺

︹略︺

ション萎ち ょう細菌 病菌
︹略︺

オー ストラ リア ヒョウホ

シ ョン萎ちょ う細菌病菌

︑リンキ テス・ビコ ロル

リン キテス・ビ コロル

︹略︺

十〜十五

︹略︺

︹略︺

十六 乾 燥植物 類︵
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ン ムシ ︑チャ マダラ メイ

︹略︺

ト ルクトル

キ︑ トリボ リウム ・デス

乾燥牧 草を 除く ︒

︹略︺

ン ムシ︑ トリコ リヌス ・

︹略︺

︹略 ︺

乾 燥牧 草を 除く︒

備考

十七〜二 十

ガ ︑トリ コリヌ ス・タ バ

デストルク トル

︹略︺

︹略 ︺

︶

︹略︺

タバ キ︑ト リボリ ウム・

︹略︺

︶

︹ 略︺

十七〜二十
備考

︹ 略︺
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