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第16回国際植物防疫条約（IPPC）
年次総会（CPM16）報告会

2022年５月26日（木）
農林水産省消費・安全局植物防疫課



第16回IPPC年次総会(CPM16)
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日 程：４月５ 日（火）
４月７ 日（木）
４月21日（木）

形 式：オンライン（ZOOM）にて開催
参加国：114ヶ国（加盟国184ヶ国）
議長国：コートジボワール
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本日の内容
1. 国際基準に関する議題
2. CPM勧告に関する議題
3. 海上コンテナの清浄性に関する議題
4. 植物防疫の国際広報
5. その他の議題
6. 今後のIPPC関連スケジュール

第16回IPPC年次総会(CPM16)



CPM16で採択・改正された国際基準（ISPM）
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・植物検疫措置のための品目基準（ISPM46）
・植物検疫における監査（ISPM47）

〇新規ISPM（２本）

〇改正されたISPM（２本）

〇ISPM28「検疫処理基準」の附属書（５本）

・ 植物検疫証明書(ISPM12)の改正
・ 植物検疫用語集（ISPM5)の改正

１(1) CPM16で採択・改正された国際基準

・ 低温処理 １本（モモミバエに対するオレンジ）
・ 放射線照射処理 ３本（ハマキガ科等）
・ 蒸熱・ガス置換処理 １本（コドリンガ、ナシヒメシンクイに対する

りんご、もも）



１(1)①品目基準に関する議論
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• 2018年から、IPPCでは、品目横断的な基準とは別に個別の品目毎
の国際基準を策定する枠組みについて議論。

• 品目基準のコンセプトとなる国際基準案の加盟国協議が2020年及
び2021年の２回実施。

• 本CPM-16でコンセプト基準が採択。
• 今後、品目基準に関する技術パネル（TPCS）において、最初の品

目基準としてマンゴウの基準の作成が進められる予定。

個別の品目基準
附属書１：マンゴウの基準

・対象病害虫の一覧
・検疫措置の一覧

附属書2：○○の品目基準

ISPM46「植物検疫措置のための品目基準」
・品目基準の原則
・対象とする病害虫のクライテリア
・掲載する検疫措置のクライテリア

ISPM附属書品目基準のコンセプト基準

CPM-１６で採択 「品目基準に関する技術パネル」で検討

附属書3：○○の品目基準



１(1)② 新規ISPM
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ISPM46：植物検疫措置のための品目基準の内容

個別の品目ごとの基準を作成および利用のためのガイダンス
• 品目基準の構成

品目基準の対象、品目及びその用途の説明、品目に関する病害虫リスト
植物検疫措置のオプション、品目基準の参考文献

• 品目基準の措置のクライテリア
貿易や国内で用いられている、実験結果やPRA結果がある、ISPMがある等

• 措置の信頼性
措置の信頼度については、品目基準に関する技術パネル（TPCS）が今後作成

するクライテリアに基づき評価・分類される

※CPM-16において、我が国より「措置の信頼性の評価方法について
TPCSが定めることとされているが、作成後は国際基準の一部として追記す
べき」旨コメント

→ 基準委員会で検討の上で次回CPMで報告されることとなった
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ISPM47：植物検疫における監査

国家植物防疫機関（NPPO）が実施する監査についての要件
• 監査の対象

①自身のシステム及び手続の確認
②権限付与された実施主体のシステム及び手続の確認
③輸入国による輸出国のシステム及び手続の確認

• 監査者・被監査者の役割・責任
監査の要件の設定・適合、公平性・独立性の維持、監査への協力、
費用負担の合意、不適合の是正 等

• 監査の手続き
計画、実施、評価、報告 等

• その他
費用負担、頻度、利害相反などを規定

１(1) ②新規ISPM

※我が国より「自国内と他国での監査が区別して規定されていないが、
性質が異なるため明確に区別して規定すべき」旨コメント
→ 今後の対応については基準委員会などにて今後議論
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ISPM12 「植物検疫証明書」改正

• セクション6「再輸出の状況及びトランジットに関する考察」について、セク
ションを以下のとおり再構成

• 再輸出植物検疫証明書の発給に必要な要件の明確化など、再輸出に関する記述
を詳細化。

１(1) ③改正されたISPM

改正前 改正後
6 再輸出の状況及びトランジットに関する考察 6 再輸出の状況に関する考察
6.1 再輸出植物検疫証明書の発給に関する考察 6.1 再輸出植物検疫証明書の発給に関する考察

6.1.1 到着国の植物検疫輸入要件の調査
6.1.2 荷口の再梱包、保管、分離、混合
6.1.3 一般的な考察
6.2 特定の再輸出事例における輸出植物検疫証
明書に関する考察
6.3 再輸出の状況に関するその他の考察

6.2 トランジット 7 トランジットの考察

〇再輸出に関する記載について明確化



１(1) ③改正されたISPM
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植物検疫用語の定義の改正
【削除】
〇 incidence(of a pest)（（有害動植物の）発生率）：
植物検疫規則上同一と考えられる類似品のカテゴリー
(削除理由)通常の辞書で用いられる意味であり、ISPMで別途定義づけ

る必要がないため。

【修正】
〇detection survey（発生調査）：

survey（調査）の定義の変更に伴い修正。

〇emergency action（緊急行動）：
規制有害動植物に対する行動だけでなく、未規制であるが新たな脅威

となりうる有害動植物への対応も含む定義に修正。

ISPM５「植物検疫用語集」改正



１(1) ④ISPM28「検疫処理基準」の附属書（５本）

対象病害虫 対象品目 処理条件概要
TP41 モモミバエ オレンジ 1.7 ℃ 18日間

〇低温処理

対象病害虫 処理線量
TP40 ハマキガ科 250 Gy
TP42 セグロウリミバエ 72 Gy、85 Gy
TP43 Sternochetus frigidus（ゾウムシ科の一種） 165 Gy

〇放射線照射処理
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〇蒸熱・ガス置換処理
対象病害虫 対象品目 処理条件概要

TP44 コドリンガ
ナシヒメシンクイ

りんご
もも（ネクタリン含
む）

O₂濃度1 %以下、CO₂
濃度15±1%
44.5 ℃ 30分
（温度上昇時間含め３
時間以上処理）



（参考）現在策定が進められているISPM
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 ISPM４「病害虫無発生地域の設定の要件」改正
 ISPM18「放射線照射の利用のための指針」の改正
 ISPM20「輸入規制制度」附属書「特別な輸入許可」

昨年の加盟国協議（1回目）に諮られたISPM案

現在策定中のISPM
 ISPM37「ミバエの寄主ステータス決定」附属書「利用可能な情報に

基づくステータス決定のためのクライテリア」
 ISPM38「種子の国際移動」附属書「種子のシステムズアプローチ」

今後策定が始められるISPM

 ISPM46「植物検疫措置のための品目基準」附属書「マンゴウの国際移動」
 ISPM23「検査の指針」附属書「栽培地検査」
 ISPM39「木材の国際移動」附属書「木材移動に関する病害虫リスクを管理するた

めのシステムズアプローチの利用」
 病害虫リスク分析に関する複数基準の再編成（ISPM2,11,リスク管理等） 等



12

１(2) 植物検疫処理基準（PT）の作成プロセスの変更

 ISPM28「植物検疫処理」の附属書である植物検疫処理基準（PT）ついて、２回目

の加盟国協議にて大きな変更が生じることが少ないことから、１回目の加盟国

協議にて重大な変更を生じるコメントがなかった場合、２回目の加盟国協議を

省くことが承認された。

これまで 今後
１回目加盟国協議 １回目加盟国協議

２回目加盟国協議 ２回目加盟国協議

CPMにおける採択

大きな変更が生じるコメントの有無

無有

CPMにおける採択
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１(3) 2021年IPPCトピック募集の検討結果

 2021年、新たなISPMや既存ISPMの改正等のトピック募集が行われ、IPPC関連会
合での議論を踏まえ、以下のトピックが今後作成が進められるものとして採用。

 我が国から提出した「栽培地検査の基準」が採用。

○不採用となった国際基準案
・「食料その他の援助物資の安全な提供」太平洋植物防疫機関（PPPO）提案
・「診断検定を実施する試験所（Laboratory）に関する国際基準」日本
・「輸出のための果実および野菜の栽培地証明」 スリランカ
・ISPM31「積荷のサンプリングに関する方法論」改正 ケニア

○ISPM27「規制有害動植物に関する診断プロトコル」附属書（DP）
ツマジロクサヨトウ、オウトウショウジョウバエ、Tomato brown rugose fruit 
virus、モモミバエ、Dickeya spp.（ジャガイモ） 、マツノネクチタケケ

○国際基準
・「植物検疫措置のための品目基準」附属書「マンゴウ果実の国際移動」

アジア・太平洋植物防疫機関（APPPC）提出
・ISPM23「検査の指針」附属書「栽培地検査（生育期間検査を含む）」

日本
・ISPM26「ミバエに関する有害動植物無発生地域の確立」の改正

ニュージーランド
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本日の内容
1. 国際基準に関する議題
2. CPM勧告に関する議題
3. 海上コンテナの清浄性に関する議題
4. 植物防疫の国際広報
5. その他の議題
6. 今後のIPPC関連スケジュール

第16回IPPC年次総会(CPM16)



２(1) CPM勧告に関する議題
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〇 条約第11条に基づき、条約の実施のため必要に応じてCPMにおいて採択
する勧告（Recommendation）

〇 国際基準として策定することは困難な又は適当ではない案件

• 植物検疫措置としての臭化メチル使用の代替または削減（2008年）
• 植物類およびその他の規制品目のインターネット取引(電子商取引)（2014年）
• 海上コンテナ（2015年）
• 有害動植物診断の同定診断の重要性（2016年）
• 緊急状況下における食料及び援助物資の安全な提供（2021年）
• 植物以外の品目等への汚染有害動植物の減少による安全な貿易の促進（2022年）

【これまでに採択されたCPM勧告の例】

CPM勧告とは



２(２) CPM-16において採択されたCPM勧告
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＜主な内容＞
加盟国に以下を推奨。
・リスクに関する関係政府や業界への意識啓発
・科学的情報の収集、病害虫リスク分析の実施
・加盟国の経験や効果的な実践手法等の情報共有
・リスク管理するための適切な規制ツールの設置
・検出及び管理のための能力向上、支援ツールや先端技術の共有
・商業上の解決策を策定するため業界と協力
・リスクについて関係する国際機関と情報交換

植物以外の物品に付着する汚染有害動植物を減らした安全
な貿易の促進



（参考）植物以外の物資を介した病害虫の侵入リスク

 近年、植物のみならず、植物以外の物資を介した有害動植物の侵入・まん延リスクが国
際的に指摘

 国際植物防疫条約（IPPC)において、2017年、中古農業機械に関する国際基準（ISPM）
が策定。現在、海上コンテナの国際基準の策定の要否について検討中。

（車体の底辺部分に土が付着）

【輸入中古コンバインに付着した土の例】

品目 議論の状況

木材こん包 国際基準が策定済み。各国において国際基
準に基づき消毒処理された木材こん包材を国
際貿易に利用

中古農機 国際基準が策定済み

海上コンテナ 様々な病害虫の侵入経路となりうるとの懸念
から、国際基準策定の要否について検討中

【各国における中古農機の検査の概要】【ＩＰＰＣにおける植物以外の物に対する検疫に関する議論の状況】

ＥＵ 韓国 日本

• 2019年9月1日から
中古農業機械に対し
て、輸出国が発給す
る植物検疫証明書
（PC）の添付を要求。

• 2019年9月1日か
ら中古農機及び
建設機械の輸入
に当たり、目視検
査を実施。

• 2020年10月から
輸入中古農機の
確認を試行的に
開始（税関の開
披検査に立会い）

（※）その他、船舶に関し、米国、カナダ、チリ等は寄港船舶に
害虫（ガの一種）の不在証明を要求。
ニュージーランドは、カメムシを対象として中古車両の消
毒を要求、豪州は車両運搬船を検査。
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【木材こん包材に対して処理表示が必要】



２(３) 「食料その他の援助物資の安全な提供」について
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＜背景＞
・昨年のCPMにおいてCPM勧告「緊急状況下における食料及び援助物
資の安全な提供」が採択。
・2021年のトピック募集において、太平洋植物防疫機関（PPPO）か
ら本案件をISPMとすべき旨の提案。
・基準委員会等における議論により、国際基準として直ちに採用する
のではなく、更なる検討が必要との結論。

食料その他の援助物資の安全な提供

＜議論結果＞
CPM-16において、本案件について検討するための検討グループを設

置することが承認された。

※参考 CPM勧告「緊急状況下における食料及び援助物資の安全な提供」
加盟国に、災害などの緊急事態時における植物検疫リスク低減計画の策定、

援助機関等の関係者への意識啓発や協力等を推奨するもの
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本日の内容
1. 国際基準に関する議題
2. CPM勧告に関する議題
3. 海上コンテナの清浄性に関する議題
4. 植物防疫の国際広報
5. その他の議題
6. 今後のIPPC関連スケジュール

第16回IPPC年次総会(CPM16)



【経緯】
〇 2008年～：海上コンテナの輸送に係る有害動植物の付着リスクを低減さ

せるための議論が開始。国際基準の作成が進められる。
○2013年～2014年CPM：提示された国際基準案の実行可能性等について複

数の加盟国から懸念。まずはCPM勧告を策定することを提案。
○ 2015年CPM：海上コンテナに関するCPM勧告を採択。
○ 2016年CPM：国際基準の検討は５年間保留することが決定。
○ 2017年CPM：CPM勧告の補完的アクションプランに合意。海上コンテナ

の清浄性に関する議論を行うための海上コンテナ・タスク
フォース（SCTF）を設置。（SCTFは2017年11月(中国)、2018年

11月(中国)、2019年9月(米国)、2020年及び2021年にWEB開催

○ 2022年CPM：SCTFの最終報告。
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３(１) 海上コンテナの清浄性に関する議論の経緯
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３(２) 海上コンテナ：CPM16における議論
海上コンテナ・タスクフォースからの最終報告・提案

• 物流に対する影響の最小限にしつつ、現実的なリスク低減が原則
• 国際基準の作成には更なる情報収集・検討が必要
• 事業者による任意の対策、新規国際基準の策定、CPM勧告「海上コンテ

ナ」の改正といった選択肢のメリット・デメリットの整理
• 病害虫リスクに対して殺虫剤散布、熱処理・くん蒸処理やコンテナの設

計変更などの措置のメリット・デメリットの整備
• 更なる検討のため、後継グループとしてCPM検討グループを設置すべき

CPMにおける議論の概要
• 新たに海上コンテナ検討グループを設置
• 2022年９月19日～20日に国際ワークショップ（ロンドン）を開催
• ワークショップの結果を踏まえ今後の方向性を検討グループで議論
• CPM勧告「海上コンテナ」（2017年）の改正について検討
• 検討グループとは別に産業界によるアドバイザリーグループの設置
• 2024年のCPMにおいて検討グループの議論の結果を報告
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本日の内容
1. 国際基準に関する議題
2. CPM勧告に関する議題
3. 海上コンテナの清浄性に関する議題
4. 植物防疫の国際広報
5. その他の議題
6. 今後のIPPC関連スケジュール

第16回IPPC年次総会(CPM16)



23

International Conference of Plant Health  
４（１） 国際植物防疫カンファレンス

日程：2022年９月21日（水）～９月23日（金）
開催場所：ロンドン（対面開催）
概要：植物防疫に関する科学・技術・規制を議論する初のカンファレンス

を開催するとともに、メディア及び一般市民に広く周知をはかる
参加人数：300～400人規模
プログラム：植物防疫に関する①科学、②技術、③規制の３つの主要事項

についてパラレルセッションが開催される予定。

国際植物防疫カンファレンス
国際植物防疫年2020を記念して、当初2020年11月に開催予定であったが、
新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっていた。
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International Year of Plant Health 2020 (IYPH2020)
４（２） 国際植物防疫デー（５月12日）

 世界の食料の80%以上が植物由来であり、このうち20～40％が病害虫の被害
（FAO：国連食糧農業機関）

 2022年３月の国連総会において、毎年５月12日を国際植物防疫デーとすること
が決定。

 目的は、植物病害虫のまん延を防止の重要性に対する世界的な認識を高めること

 持続可能な開発目標(SDGs)の７つのゴールの達成にも貢献

【農林水産省の取組】
YouTube【BUZZMAFF】動画作成本省消費者の部屋(5/9-13)

動画はこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=wcIZUZT3L20
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本日の内容
1. 国際基準に関する議題
2. CPM勧告に関する議題
3. 海上コンテナの清浄性に関する議題
4. 植物防疫の国際広報
5. その他の議題
6. 今後のIPPC関連スケジュール

第16回IPPC年次総会(CPM16)
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５（１）IPPC紛争解決手続きの改正

国際植物防疫条約に基づき、CPMで紛争解決手続き※を制定するとされ
ている。

 1999年に採択されたIPPC紛争解決手続きに加え、2001年に採択された
補完文書が別に存在。両者の間に軽微な不整合があることも指摘。

 CPM-16において、1999年版文書と2001年の補完文書、また2006年に
作成された手続きマニュアルの３つの文書を統合した改正案が提示され、
採択。

IPPC紛争解決手続きの概要

※WTOの紛争解決手続きと異なり、法的拘束力はない

・二国間協議を実施
・二国間協議において合意に至らなかった場合に専門家委員会の設置を要請
・専門家委員会の設置
（メンバーは５名（提訴国、被提訴国、その他の専門家３名））
・専門家委員会が推奨事項を含む報告書案を作成
・報告書はFAO及びCPM理事会で承認後、当事国に提出
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５（２）病害虫緊急通報対応システム

１ 病害虫緊急通報対応システムとは
• 新たに問題となっている病害虫（emerging pest）について発生通報及

び緊急対応を行うための国際的な仕組み
• 昨年のCPMにおいて検討グループの設置が報告

２ 検討グループからの提案
• 本システムの対象の[emerging pest]をISPM5で定義
• 本システムの管理のためSC・ICとは別に新たな委員会を設置
• IPPC事務局内に専属のチームを設置

３ CPM-16における議論
• 加盟国から資金面の問題、国家通報義務の履行が不十分である、地域的

植物防疫機関の活動で対応可能等の指摘
• 委員会の設置について検討するステアリンググループの設置を承認
• SCへの[emerging pest]の定義の追加要請を承認
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５（３）気候変動と植物防疫について

〇気候変動による植物防疫への影響に関するIPPC活動計画（2022-2025）
成果１. 気候変動による植物防疫への影響に関する意識向上

・ウェビナー、サイドイベント、ウェブページ、オンライン調査など
成果２. 植物防疫への気候変動のリスクの評価および管理

・情報収集・分析・利用の支援
（PRAにおける推奨、気候変動と病害虫予想モデルに関する推奨等）
・各国の気候変動の影響を緩和する能力の構築を支援（マニュアル等）

成果３. 気候変動に関する国際的議論における植物防疫の認識の推進
・国際・地域・国内機関との連携の強化
・国際レベルの政策における植物検疫関連の対話の促進・支援

１ 背景
• 国際植物防疫年2020の成果として気候変動の複数の研究者により「気候

変動による植物病害虫への影響に関する科学的レビュー」が実施
• CPM-15においてIPPCにおける活動を検討するための検討グループが設置

された

２ CPMにおける議論
• 2022年から2025年のIPPCの活動計画案が承認



５（4） 電子植物検疫証明(ePhyto)
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１ ePhytoシステムとは
• 電子植物検疫証明（electronic phytosanitary certificate: ePhyto）を

相手国と交換する仕組み
• IPPCにより多国間でePhytoを交換するための「ハブシステム」を開発。

2018年６月より利用開始。
• ハブシステムにアクセスするには、自国の電子証明システムを構築する、

又は、インターネット上から汎用的システム(GeNS)（途上国を対象と
したシステム）を利用する必要。

２ ePhyto導入により期待される効果
輸出入手続きの省力化、証明書輸送コストの削減、紛失・偽造防止等

３ 利用状況
2022年５月現在：67カ国が貿易で利用（日本も導入を検討中）。

毎月約10万のePhytoが交換。



ePhyto導入後

①申請
輸出国

植物検疫当局
輸出者／申請

業者

ePhyto導入前

③紙の証明書を
国際宅配便等で送付

②発行

電子データ

輸入国
植物検疫当局

申請者自ら受取
に出向く必要

証明書の
手続は申請のみ

①申請

輸出者／通関
業者

電子データ

IPPC ePhyto
ハブシステム

輸出検査

輸出検査

輸入国
植物検疫当局

輸入者／通関
業者

④受取

⑤申請・
提出

ePhytoシステムの導入イメージ

ePhyto
システム

輸出国
植物検疫当局

ePhyto
システム

輸入検査

輸入検査

導入効果
・ 輸出入の手間・時間の削減
・ 証明書の輸送コストの削減
・ 紛失や偽造の防止

５（４） 電子植物検疫証明(ePhyto)
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CPM15（2021年）
• IPPCのePhytoシステムを長期的に運用するための持続的な財政運営方

法について議論が行われたが、具体的な方法を絞り込むには至らず。
• 当面は暫定的に任意拠出等でカバーしつつ、より長期的に持続的な財政

運営を検討することを提案
• 持続的な財政管理に関する議論のため、CPM検討グループを設置するこ

とを承認

CPM1６
CPM検討グループのメンバーが選定されたことが報告（日本からも参加）

今後
2024年のCPM-18までに検討結果の報告を行う予定

５（４） 電子植物検疫証明(ePhyto)
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〇持続的な財政管理に関する議論
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５（５）実施確認支援システム（IRSS）

１ 実施確認支援システム（IRSS）とは
• 各国の条約やISPMの実施状況を確認し、実施の支援を行う仕組み
• CPM-3（2008）において設置され、現在は実施・能力開発委員会

（IC）が監督

２ CPM-16において承認された変更
• 名称を国際獣疫事務局（OIE）の類似の仕組みである”OIE Observatory”

に習い”IPPC Observatory”に変更
• IRSSの支援機能を廃し、課題や推奨事項の提示に限定
• 専属のスタッフをIPPC事務局に配置する
• 実施状況のモニタリングを３年周期で行う



６. 今後のIPPC関連スケジュール
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2022年
7月1日-9月30日 ISPM案の加盟国協議
9月19日-20日 海上コンテナ・国際ワークショップ（ロンドン）
9月21日-23日 国際植物防疫カンファレンス（ロンドン）
10月19-20日 戦略計画部会（SPG）
11月15-18日 基準委員会（SC）

2023年
３月 IPPC総会(CPM-17）（ローマ）
(新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて変更の可能性)
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