
平成２９年９月２７日

国産農産物の輸出に果たす

植物防疫所の役割について

農林水産省 神戸植物防疫所



【具体的な検疫内容】

海空港で、輸入農産物等の検査、消毒等

海空港の検疫カウンター等で、海外旅行客等の手荷物を検査

海外から到着した植物の隔離栽培検査等

海空港や集荷地等で、諸外国の検疫条件をクリアするための植物等の輸出検査

海外へ輸出する植物の輸出前の栽培地（生産地）検査や精密検定

○ 植物の病害虫は、国内に侵入した場合に大きな被害をもたらすと考えられ
ますが、それらの発生状況は国・地域によって大きく異なります。

○ 国境を越えて病害虫が侵入・まん延することを防ぐため、世界各国でも
植物検疫を実施しています。

○ 植物検疫は国際的に定められた検査手法に従って実施しています。

植物検疫の目的
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• 植物防疫所は、日本の植物に被害をもたらす海外か
らの病害虫の侵入を防ぐため、全国の主な港や空港
から輸入される植物を対象に輸入検査を行うほか、

• 国内の一部で発生している病害虫（アリモドキゾウム
シなど）のまん延を防ぐために病害虫の発生地域で国
内検疫、諸外国の要求に応じて輸出産地や港におけ
る輸出検疫を行い、

• これら取組を通じて、日本の農業と緑を守るために力
を注いでいます。

日本の農業と緑を病害虫の被害から守っています。

植物防疫所の主な役割



植物検疫の概要

○輸入検疫
国内に存在しない重要な病害虫等の

侵入を防止するため、発生国に対し、
輸入禁止や栽培地検査等を求め、輸
入時に空港や港で検査を実施。

○輸出検疫
輸出相手国への病害虫侵入を防止

するため、相手国が求める検疫条件を
満たしているかの検査を実施。

○国内検疫
国内の一部にしか存在していない特

に重要な病害虫のまん延を防止する
ため、発生地域からの寄主植物の移
動規制、緊急防除等の措置を実施。

○調査研究
検査・消毒の技術開発、病害虫のリ

スク分析、海外情報の収集及び検査
技術・データの解析等、各種の調査研
究を実施。

年度（平成） 24年 25年 26年 27年 28年

植物防疫官（人） 875 873 889 893 898

【植物防疫官数の推移】

・植物防疫所の所在地一覧

本 所（ ５所）

支 所（１６所）

出張所（３９所）

指定港:153箇所
（海港:109箇所、空港:44箇所）

嘉手納

横浜植物防疫所

平良

石垣

那覇空港

長崎

福岡支所

福岡空港

伊万里

志布志

八代

鹿児島支所

名瀬支所

神戸植物防疫所

大分

細島 坂出支所

小松島

高知

門司植物防疫所

浜田

尾道

下関

境港

広島支所

松山

水島

関西空港支所

大阪支所

中部空港支所

四日市 南部

豊橋

名古屋植物防疫所

直江津

新潟支所

伏木富山支所

清水支所

羽田空港支所

東京支所

川崎

千葉

鹿島

那覇植物防疫事務所

石巻

小名浜

塩釜支所

宮古

八戸

酒田

秋田

函館

弘前

室蘭・苫小牧

釧路

札幌支所

小樽

金沢

成田支所

新千歳空港

(2016年４月１日現在)

※ 定員は年度末定員

植物防疫所の取組み
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○ 農産物を輸出する際、輸出先国では、我が国に発生する植物の病害虫が輸
出先国に侵入することを防ぐため、輸出検疫を要求しています。

※ 植物の病害虫の発生状況は、国・地域によって異なることから、輸出先国の検疫
条件は一様ではなく、国、地域、品目により異なります。

輸出検疫

 書類審査

 現物検査

 必要に応じ、くん蒸等

 輸出検疫証明書の発行

植物防疫所

通関・輸出
輸出検疫

申請

日本

 書類審査

 現物検査

 必要に応じ、くん蒸等

輸入検疫 通関・
市場流通

輸出相手国の

植物検疫部局

輸出先国

農産物の輸出に関する手続き
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輸出植物検疫制度



輸 出 品

植物の輸出検査
の申請

輸出検査（書類・現物）

植物検疫証明書の発行

税関への申請

通 関

船積み・航空機

輸出先国
（植物検疫、通関）

栽培期間中に病害虫の発
生が無いことを確認する
場合がある。

税関では、植物検疫によ
る検査の完了等を確認。
確認できなければ輸出は
許可されない。
（関税法第70条第2項）

輸出相手国の要求

・目視による病害虫の確認
・くん蒸、加熱や低温処理

による消毒措置
・遺伝子解析等の精密検定

検疫措置の例

輸出準備

輸出相手国が輸入検査を実施

（植物防疫所）

輸出者

植物防疫所

輸出者

生産者・輸出者

税関での確認

実 施 者
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一般的な輸出の流れと植物検疫



６

輸出先国の要求に基づく検査(輸出検査）

○ 輸出前に海空港にある植物防疫所や集荷地等において、

病害虫の付着を目視で確認します。

○ 検査の対象となる病害虫が線虫や病菌の場合には、室内での
検定を実施します。

りんご生果実の目視検査
・病害虫の付着がないこと

線虫に対するベールマン検査
・線虫の付着がないこと

病原菌に対する精密検定
・病原菌に侵されていないこと



ＥＵ加盟国向け盆栽

・年６回の栽培期間中の公的検査
・地上５０ｃｍ以上の棚上栽培等 ７

輸出先国の要求に基づく検査(栽培地検査）

○ 種子や苗木類などを輸出する際は、輸出先国が侵入を警戒する病害虫
について

① 病害等の病原菌の寄生がないこと
② 栽培地（生産地）における検疫対象病害虫が発生していないこと

の証明を要求される場合があります。

このような要求について、輸出検査時に病原菌に感染していることの判定
が困難な病害等は、発現率の高い時期に栽培地（生産地）で検査を行って
います。

ＥＵ加盟国向けマーガレット挿し穂

・タバココナジラミがいないこと
・ハモグリバエ等病害虫に対する消毒等



集荷地における、目視での一次検査

８

植物防疫所による生産地・集荷地・市場での輸出検査

○ 高品質な国産農産物を速やかに輸出できるよう、植物防疫所では農産物の生産地や集
荷地に出向いて輸出検査を実施しています。

○ 輸出検査では、病害虫の付着の有無を検査し、必要に応じて植物の一部を持ち帰り、
検定室内で病菌や線虫の検査を実施しています。

○ 検査場所と輸出港が同一である必要はないため、柔軟な対応が可能です。

（集荷地検査実績）
H21：約４千件

↓
H27： 約１万１千件

検定室における、ベールマン検査及び検鏡での二次検査



【主な検疫条件】

９

台湾向けりんご・もも等生果実の検疫（輸出解禁品目）

○ 台湾は、我が国に発生するモモシンクイガの侵入を防止するた
め、りんご、なし、もも及びすもも生果実を平成１８年２月1日から
輸入禁止とする旨を公表しました。

○ このため、輸出継続に向け台湾側と検疫措置について協議を重
ねた結果、検疫条件について台湾側と合意に至ったため、
平成１８年２月７日から輸出を再開しています。

① 生産園地におけるモモシンクイガを対象とした防除の徹底

② 生産園地及び選果こん包施設の登録

③ 選果の実施、こん包への表示

④ 植物防疫官による輸出検査

⑤ 台湾側検査官の来日調査
（一部の生産園地及び選果こん包施設） など



モモシンクイガ

植物防疫官による輸出検査
・モモシンクイガ等の害虫の付着の有無
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台湾側検査官の来日調査
（上：生産園地、下：選果こん包施設）

登録された選果こん包施設の例
（左：大型の選果場、右：倉庫内の個室を利用した選果場）

  果実の名称 りんご

  都道府県名 ○○県
  選果施設名又は
  施設コード ○○-01

台湾向け表示のある梱包



品目 検査を受けずに輸出できる国 輸出検査のみで輸出できる国
特別な措置を必要とする主な国・地域

（＊１）

うんしゅう
みかん

香港、シンガポール、カナダ等 韓国（九州、四国及び南西諸島産は輸
出不可）、台湾、アラブ首長国連邦（ＵＡ
Ｅ）、ノルウェー、ロシア等

タイ、オーストラリア、ニュージーランド、
ＥＵ

りんご
香港、シンガポール、マレーシア等 タイ、インドネシア、アラブ首長国連邦

（ＵＡＥ）、ＥＵ、ロシア等
台湾、米国、オーストラリア、ニュージー
ランド、ベトナム、カナダ

なし
香港、シンガポール、マレーシア等 タイ、インドネシア、アラブ首長国連邦

（ＵＡＥ）、ＥＵ、ロシア等
台湾、米国、オーストラリア、ベトナム、カ
ナダ

いちご
香港、シンガポール、マレーシア、ＥＵ等 韓国、台湾、タイ、インドネシア、アラブ

首長国連邦（ＵＡＥ）、ロシア等
米国、サウジアラビア、バーレーン、ク
ウェート、カタール、オマーン等

すいか
香港、シンガポール、マレーシア、ＥＵ、カナ
ダ等

台湾、タイ、インドネシア、アラブ首長国
連邦（ＵＡＥ）、ロシア等

サウジアラビア、バーレーン、クウェート、
カタール、オマーン等

メロン
香港、シンガポール、マレーシア、ＥＵ、カナ
ダ等

韓国、台湾、タイ、インドネシア、アラブ
首長国連邦（ＵＡＥ）、ロシア等

サウジアラビア、バーレーン、クウェート、
カタール、オマーン等

緑茶（製
茶）

韓国、台湾、香港、フィリピン、シンガポール、
マレーシア、ＥＵ、ロシア、米国、カナダ、チリ、
ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド等

中国、ベトナム、タイ、インドネシア、イン
ド等

サウジアラビア、バーレーン、クウェート、
カタール、オマーン等

精米

台湾、香港、シンガポール、マレーシア、ＥＵ、

米国、カナダ、チリ、ブラジル、オーストラリア、
ニュージーランド等

韓国、ベトナム、タイ、インドネシア、アラ
ブ首長国連邦（ＵＡＥ）、ロシア等

中国、インド

貨物で日本から農産物の輸出ができる主な品目・国（地域）
（平成29年3月現在）

輸出入条件早見表 ： http://www.maff.go.jp/pps/j/search/detail.html#yusyutu

植物検疫条件は変更されることがあります。最新の情報をご確認下さい。

（＊１） 措置の詳細は植物防疫所までお尋ね下さい。
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品目 輸出先国名 解禁年月 主な変更点等

精米、玄米、豆
類等の携帯品

ペルー
平成28年6
月

・携帯品の輸出を解禁
URL:http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/160630.html

うんしゅうみか
ん

米国
平成28年7
月

・これまで禁止されていた福岡、佐賀、長崎及び熊本からの輸出を解
禁
URL:http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/160712_2.html

梨 カナダ
平成28年8
月

・これまで認められていた鳥取県以外の全都道府県からの輸出を解
禁(貨物)
URL:http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/160805.html

梨の携帯品 カナダ
平成28年9
月

・携帯品の輸出を解禁
URL：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/161004.html

りんご カナダ
平成28年10
月

・これまで認められていた｢ふじ｣以外の全品種の輸出を解禁(貨物)
URL：

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/161025_12.html

りんごの携帯
品

カナダ
平成28年11
月

・携帯品の輸出を解禁
URL：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/161101.html

梨 ベトナム
平成29年1
月

・「日本なし（Pyrus pyrifolia）」の輸出を解禁
URL：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/keneki/170116.html

柿 米国
平成29年10
月12日

・日本産柿の輸出を解禁
URL：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/170912.html

平成28年度以降輸出が解禁された品目について （平成29年9月現在）
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植物検疫に係る情報提供①

○ 植物防疫所のホームページでは、様々な情報提供を行っています。

(URL:http://www.maff.go.jp/pps/)



植物検疫に係る情報提供②

○ 植物防疫所のホームページ内の、諸外国に植物等を輸出する場合の

検疫条件一覧表（早見表）

（URL:http://www.maff.go.jp/pps/j/search/attach/pdf/detail-1.pdf）
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神戸植物防疫所
TEL： 078-331-2384 /FAX: 078-391-1757
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1

（植物防疫所ホームページ：http://www.maff.go.jp/pps/）

消費・安全局 植物防疫課
TEL: 03-6744-7168 FAX: 03-3502-3386
〒100-8950 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

（消費・安全局ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html）

農林水産省

植物防疫所
（輸出検疫担当）

○輸出植物検疫条件に関する問い合わせ先

農林水産省

食料産業局 輸出促進課
TEL: 03-3502-3408 FAX: 03-6387-6475
〒100-8950 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

（食料産業局輸出促進課ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/index.html）

地方農政局等

○近畿農政局 〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町京都農林水産総合庁舎
TEL:075-414-9101 /FAX:075-414-7345

○中国四国農政局 〒700-8532 岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第2合同庁舎
TEL: 086-224-9415 /FAX: 086-224-7736

（輸出相談窓口ホームページ：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/index.html）

○輸出に関する問い合わせ先
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