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（別紙） 
プラムポックスウイルスの緊急防除の実施に係る細部取扱いについて 

 
（目的） 
第１ プラムポックスウイルスの緊急防除の実施については、植物防疫法（昭和

25 年法律第 151 号。以下「法」という。）、プラムポックスウイルスの緊急

防除に関する省令（平成 22 年農林水産省令第４号。以下「省令」という。）、

平成 22 年１月 21 日農林水産省告示第 188 号（プラムポックスウイルスの

緊急防除に関する告示）、法第 19 条第２項の規定により交付される緊急防

除協力指示書（以下「協力指示書」という。）、プラムポックスウイルス緊急

防除実施細目（平成 21 年４月 14 日付け 21 消安第 530 号農林水産省消費・

安全局長通知。以下「実施細目」という。） 及びプラムポックスウイルスの

緊急防除の実施について（平成 22 年２月 17 日付け 21 消安第 12215 号農

林水産省消費・安全局長通知。以下「局長通知」という。）に定めるものの

ほか、この通知に定めるところによる。 
 
 
（検査の実施） 
第２ 局長通知第５の植物防疫官が行う移動制限植物の検査の詳細は、以下の

とおりとする。 

 １ （４）の②の場合 

（１）アにおける適切なアブラムシの防除とは、アブラムシ（有翅虫に限る。）

の発生時期である春期及び秋期に１回以上ずつ、農薬によって行われる防

除とする。なお、アブラムシの発生時期の判断は、地域毎の実状を考慮し

て行うものとする。 

（２）イの（イ）の検定は、下表に応じてその数量を決定するものとする。な

お、検定を受ける植物は、検査開始時期や植物種に偏りがないように注意

する。 

 

検査申請のあった本数（本） 検定する植物数（本） 
１～40 全量 
41～99  40 以上 
100～299 50 以上 
300～499 55 以上 
500 以上 60 以上 
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２ （４）の③の場合 
（１）この場合の検査は、検査を受けようとする移動制限植物の防除区域内へ

の持込みに当たって、容器包装等により当該移動制限植物が梱包されてい

ることを確認するとともに、当該移動制限植物の防除区域外への持出しの

前に、その確認した梱包が当該防除区域内で開封されなかったこと、又は、

隔離された施設内で保管されていたことを確認することにより行う。ただ

し、防除区域外のプラムポックスウイルスの宿主植物（省令第３条第１項

に定める生植物をいう。以下「宿主植物」という。）が防除区域内で保管さ

れることなく通過するのみのときはこの限りではない。 
 
（２）植物防疫官は、防除区域内を通過する宿主植物が防除区域内でアブラム

シに汚染されないよう、当該宿主植物の梱包等が必要であることの周知に

努める。 
 
３ 植物防疫官は、検査申請者が検査を受けるために防除区域内に持ち込んだ

移動制限植物のうち、防除区域外の地域に持ち出す予定がなくなったもの、

又は、局長通知第５の（４）の①の場合であって２月 20 日までに持ち出さ

れないものについて、廃棄を行わない場合は、検査申請者に対し、第６の手

続きを行うよう要請するものとする。 
 
 
（調査の実施） 
第３ 局長通知第６の科学的知見を収集するための調査は、省令で定めた防除

区域及びその周辺部において、以下のとおり実施するものとする。 
 （１）経済的被害の調査 
    プラムポックスウイルスに感染した植物（以下「感染植物」という。）

を経時的に観察し、プラムポックスウイルスが与える経済的被害を調査

する。 
 （２）アブラムシ防除によるプラムポックスウイルス感染抑制効果の調査 

感染植物の近傍に栽植された健全な宿主植物に対し、栽培暦に基づい

た農薬による防除を行い、感染抑制効果を調査する。 
 （３）感染植物の伐採によるプラムポックスウイルス感染抑制効果の調査 
    感染植物の伐採を行う地区において、伐採の前後や、伐採を行わない地

区との比較を行うことにより、伐採の効果を検証する。 
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（防除区域以外の地域で感染植物が発見されたときの取扱い） 
第４ 防除区域外の地域において感染植物が発見され、経済的被害の有無を引

き続き監視する必要があるとされた別表に掲げる市町村の区域内において、

植物防疫官は、当該感染植物を監視対象樹として指定し、経済的被害の有無

を確認するため、定期的に調査するものとする。 
 
 ２ 監視区域における移動の自粛等 
（１）１において指定された監視対象樹から半径 500m 以内を監視区域と

し、当該地域の所在地を管轄する植物防疫所（那覇植物防疫事務所を含

む。以下同じ。）は、関係都道府県と協力し、監視区域内の宿主植物の所

有者及び管理者に対し、監視区域に存在する感染植物を含む全ての宿主

植物の監視区域外への移動の自粛を求めるものとする。 
（２）あわせて、監視区域外へ移動する必要が生じた宿主植物については、省

令第３条第１項及び局長通知第５に準じた手続きを自主的に行うよう求め

るものとする。この場合においては、検査申請書（省令別記様式第１号）

を「別記様式１」に検査合格証明書（省令別記様式第２号）を「別記様式

２」に読み替えるものとし、移動検査合格証印の押印はしないものとする。 
 
 ３ 感染植物の廃棄 

 監視区域における感染植物の廃棄は、以下のとおりとする。 
 （１）植物防疫官は、局長通知第８の１及び２の基準を準用し、廃棄の対象と

なる宿主植物の候補を選定するものとする。 
 （２）廃棄対象植物の廃棄の手続については、局長通知第８の３から９までを

準用するものとする。この場合において、局長通知第８の６の規定中「別

記様式第４号の廃棄命令書」を「別記様式３」に、「当該移動制限植物を

廃棄すべきことを命ずる」を「当該植物が廃棄対象植物であることを通知

する」に読み替えるものとする。 

 
 ４ 根絶の確認 

監視区域における根絶の確認は、局長通知第９を準用するものとする。こ

の場合において、調査範囲を大字ごとに設定することはせず、４の「農林水

産大臣」を「植物防疫課長」に、「大字単位で防除区域」を「監視区域」に読

み替えるものとする。 
 
 

（防除区域等における再植栽の自粛要請） 
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第５ プラムポックスウイルスの緊急防除区域及び監視区域（以下「防除区域

等」という。）における新たな宿主植物の植栽（以下「再植栽」という。）

は、プラムポックスウイルスの感染拡大を助長し、防除の妨げとなるおそ

れがあることから、当該区域の所在地を管轄する植物防疫所の長（以下

「植物防疫所長」という。）は、防除区域等に居住する者又は事業所を有

する者等に対し、当該区域における再植栽の自粛を要請する。 
 
 
（再植栽の実施） 
第６ 植物防疫所長は、防除区域等に居住する者又は事業所を有する者等に対

し、当該区域において再植栽を実施するときは、次項以下の手続きを行う

よう要請するものとする。 
１ 再植栽の届出又は申請     

再植栽を実施しようとする者は、（１）又は（２）のいずれかの方法によ

り行う。 
 （１）再植栽を実施する園地を届け出る場合 

再植栽を実施しようとする園地の所有者等は、再植栽を行う園地（以

下「再植栽園地」という。）について、当該園地の所在地を所管する植

物防疫所に、別記様式４により届け出る。 
 （２）再植栽を実施する地区を申請する場合 

これまでに再植栽を実施する上で再植栽植物への感染防止措置を実施

してきた市町村であって、今後も再植栽を実施しようとする市町村は、

再植栽を行う地区（以下「再植栽地区」という。）を定め、当該市町村

を所管する植物防疫所に別記様式５により申請する。 
 
 ２ 再植栽に当たっての留意事項 
（１）再植栽を実施する者は、以下の事項に留意・注意するものとする。 

   ① 再植栽される宿主植物は、プラムポックスウイルスが発生していな

い地域で生産されたもの、再植栽申請後に再植栽された植物であって

適切なアブラムシ防除が実施されたもの、又は、感染していないこと

が明らかである環境下で栽培されたものであること。 
   ② 再植栽園地又は再植栽地区に存在する宿主植物に対して、アブラム

シが発生する春期及び秋期にそれぞれ１回ずつアブラムシ防除を実施

すること。 
   ③ 防除の実施に当たって農薬を使用するときは、「住宅地等における

農薬使用について」（平成 25 年４月 26 日付け 25 消安第 175 号消
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費・安全局長、環水大土発第 1304261 号環境省水・大気環境局長通

知）を十分に踏まえ実施すること。 
 （２）植物防疫官による指導 
    植物防疫官は、１の届出又は申請を受理したときに、２の留意事項に

反して再植栽が実施されることが想定される場合は、改善をするよう指

導すること。 
 
 ３ 通知の交付 
   植物防疫官は、１の（２）でアブラムシ防除が適切に実施される予定で

あることが確認されたときは、別記様式６により、再植栽の自粛を要請し

ない旨の通知を交付すること。 
  
 ４ 変更の届出 

１の申請の内容に変更があった場合は、遅滞なく、当該市町村を所管す

る植物防疫所に、変更内容を届け出ること。 
 
 ５ 感染植物の廃棄 
   再植栽を実施している地区の中で依然として感染植物が多数確認されて

いる地区においては、幼木・若木への感染防止に万全を期すため、植物防

疫所は、協力指示書の交付を受けた市町村と協力して、局長通知第６の調

査を実施し、都道府県は、局長通知第８に準じて感染植物の廃棄を行うこ

と。 
 
 
別表 （第４関係） 

   埼玉県入間市及び所沢市、東京都東久留米市、小平市、神奈川県横浜

市、川崎市、岐阜県池田町、各務原市、愛知県犬山市、一宮市、大口町、

江南市、大阪府柏原市、富田林市、東大阪市、八尾市、河南町、千早赤阪

村、大阪狭山市、河内長野市、堺市、羽曳野市、太子町、藤井寺市、高槻

市、兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市  
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別記様式１ 

宿主植物移動検査確認申請書 

下記のとおり移動したいので検査を申請します。 

 

住所 

氏名       ○印 
 

年 月 日 

植物防疫所（ ．・・支所又は出張所）植物防疫官 殿 

移動予定年月日 
 

移動前の管理場所 
 

移動後の利用場所 
 

荷送人の住所及び氏名 
 

荷受人の住所及び氏名 
 

容器包装の種類 
 

植物の種類 梱 数 数 量 産 地 備 考 

     

 

備考 氏名を自署する場合においては、 押印を省略することができる。 
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別記様式２ 
 
第     号 
 

宿主植物移動検査確認証明書 
 

年 月 日  
 

・・植物防疫所（・・支所又は出張所）） 

植物防疫官 氏 名   

 
 
下記の・・・・・・・は、プラムポックスウイルスに感染していないことを確

認したことを証明する。 
 
植物の種類、梱数及び数量 
容 器 包 装 の 種 類 
荷送人の住所及び氏名 
荷受人の住所及び氏名 
検 査 年 月 日 
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別記様式３ 
年 月 日  

 
 ・・・・・殿 

・・植物防疫所（・・支所又は出張所）） 

植物防疫官 氏 名  

 

 

プラムポックスウイルスに感染した植物等の指定について 

 

 プラムポックスウイルス緊急実施細目（平成 21 年４月 14 日付け 21 消安第

530号消費・安全局長通知）２の（２）イに定めるところにより、植物防疫官が

指定する植物及びその指導については、下記のとおりとしたのでお知らせしま

す。 

 

記 

 
１ 指定する植物 

所在地 植物名 数量 樹の識別 廃棄の理由 
     

 
２ 所有者又は管理者の住所及び氏名 

 

３ 廃棄の方法 
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別記様式４ 
年 月 日  

 
プラムポックスウイルス防除区域等における再植栽届出書 

 
住所    
氏名    

連絡先    
Fax    

 
１ 再植栽園地 
園地番号 再植栽園地住所 宿主植物所有者氏名 宿主植物種 備考 

     

     

     
 
 
２ アブラムシ防除計画 
園地番号 消毒方法 実施時期 備考 
    

 
 
３ その他特記事項 
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別記様式５ 
 

プラムポックスウイルス防除区域等における再植栽申請書 
 
 
１ 再植栽地区 

再植栽地区 対象園地数 宿主植物所有者数 備考 
    

合計 園地  人   
 
 
２ 宿主植物の所有者の一覧 
 
 
 
３ アブラムシ防除計画 
消毒方法 実施時期 散布薬剤 散布園地数 備考 

     

 
 
４ その他特記事項 
（各取組主体について記載すること） 
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別記様式６ 
 

プラムポックスウイルス防除区域等における再植栽に関する通知 
 
 

○○植物防疫（事務）所  

植物防疫官  

 

 下記のプラムポックスウイルス防除区域等における再植栽について、申請書

によりアブラムシ防除が適切に実施される予定であることが確認されたので、

再植栽の自粛を要請しないことをお知らせする。 
 

記 

 
 １．再植栽園地住所 
 ２．宿主植物所有者氏名 
 ３．宿主植物種 
 

 


