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重要病害虫発生時対応基本指針について
農林水産省消費・安全局植物防疫課　今城　剛

Ⅰ　はじめに
チチュウカイミバエや火傷病などの国内未発

生の病害虫が国内に侵入した場合及びアリモド
キゾウムシなどの国内の一部地域のみに発生し
ている病害虫が新たな地域に侵入した場合には、
それらの病害虫がまん延し、農作物など有用な
植物に甚大な被害を与えるおそれがある。

このような病害虫（以下「重要病害虫」とい
う。）が発見された場合、国や都道府県などの関
係機関が連携し、まん延を防止するための防除
を迅速かつ的確に実施できるよう、農林水産省
では 2012 年 5 月に「重要病害虫発生時対応基本
指針」（以下「基本指針」という。）を制定した。

また、2017 年 5 月には、これまでの基本指針
に基づく対応を踏まえ、より迅速かつ的確に対
応できるよう必要な改正を行ったところである。
本稿では基本指針の概要、改正の内容、これま
での対応事例について改めて紹介する。

Ⅱ　基本指針の概要
１　趣旨

重要病害虫が発生した際に関係機関が講ずる
べき標準的な手続き及び役割について定める。

２　定義
本指針における重要病害虫とは、新たに国内

に侵入し、又は既に国内に存在している有害動
植物のうち、次のいずれかに該当するもの。

（1 ）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。）別表 1 の 2（栽
培地検査対象病害虫）、別表 2（輸入禁止対象
病害虫）、別表 2 の 2（輸出前措置対象病害虫）
及び別表 7（移動禁止対象病害虫）に掲げる
有害動植物

（2 ）規則別表 1 の第 1 の 1 及び第 2 の 1 に掲げ
る有害動植物（検疫有害動植物）であって、（1）
に該当するもの以外のもの

（3 ）平成 23 年 3 月 7 日農林水産省告示第 542 号
に掲げる有害動植物であって、国内に存在し
ていることが確認されていないもの

（4 ）上記（1）から（3）までのほか、まん延し
た場合に有用な植物に損害を与えるおそれが

ある有害動植物であって、消費・
安全局長が指定するもの（新属
新種などの有害動植物を想定。
現在指定なし。）
３ 　重要病害虫の防除に関する

事前の準備
（1）連絡体制の構築等

 　農林水産省は、関係機関と
の連絡体制を構築する。

（2）要員の確保等
 　植物防疫所及び都道府県は、
重要病害虫の発生時に必要な
要員をあらかじめリストアッ
プするとともに、植物防疫所
は、調査や防除に必要なトラッ
プ、誘引剤等の資材を確保す
る。

（3）情報の収集・共有
 　国及び都道府県は、国内外の有害動植物の
発生等の情報を収集し、共有する。

（4）同定・防除技術等の向上
 　国は、同定・防除等の研修等を積極的に開
催する。
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図 1　 重要病害虫発生時対応基本指針に定める関係機関
の行動内容（流れ図）
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図 1 重要病害虫発生時対応基本指針に定める関係機関
の行動内容（流れ図） 
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４　重要病害虫の発見・報告
（1）侵入警戒調査等の実施及び報告

 　植物防疫所及び都道府県は、侵入警戒調査
や発生予察事業等の調査により、新たな有害
動植物の発生の疑いがあるときには、その情
報を共有するとともに、消費・安全局植物防
疫課（以下「植物防疫課」という。）宛て報
告する。

（2）発見された有害動植物の同定
 　植物防疫所及び都道府県は、同定を迅速に
実施する。

５　初動対応
（1）発生状況等の調査

 　植物防疫課は、被害状況等に鑑み植物防疫
所に対し、都道府県と連携して重要病害虫の
発生状況等の調査を速やかに行うよう指示す
る。

（2）初動防除の実施
 　植物防疫課は、重要病害虫のまん延を防止
するために迅速な対応が必要と判断した場合
には、植物防疫所に対し、都道府県と連携し、
応急的な措置として、農薬散布や被害植物の
除去等の初動防除を実施するよう指示する。

（3）リスク分析
 　植物防疫課は、必要に応じ、発生した重要
病害虫のリスク分析を実施するよう植物防疫
所に指示する。

６　防除対策の決定・実施
（1）対策検討会議の開催

 　農林水産省は、対策検討会議を開催し、学
識経験者や関係機関の担当者等の意見を聴取
した上で、防除対策の案を取りまとめる。

（2）防除対策の決定
 　農林水産省は、対策検討会議での防除対策
の案を踏まえ、緊急防除等の防除措置が必要
と判断した場合には、速やかに防除対策を決
定する。

（3）防除の実施
 　植物防疫課は、植物防疫所に対し、都道府
県と連携し、決定した防除対策を速やかに実
施するよう指示する。

（4）防除対策の評価及び防除の見直し
 　農林水産省は、防除の開始後、必要に応じ、
防除対策の評価及び見直しを行う。

（5）発生の公表及び報告
 　農林水産省や都道府県は、発生の事実、被
害状況・防除対策等の情報を必要に応じて公
表する。

Ⅲ　基本指針の見直し
重要病害虫の発生に際しては、2012 年以降、

基本指針に基づき対応してきたところである。
一方で、手続・対策等をより迅速かつ的確に

実施するため、2017 年 5 月、以下の見直しを

行った。
① 重要病害虫又はその疑いのある病害虫が発見

された場合の報告方法を明記
②発生状況調査及び初動防除等の連携の強化
③現地対策検討会議を規定
④ 植物防疫法第 17 条第 1 項の規定に基づく防除

等が必要ないと判断した場合、初動防除の取
りやめを明記

⑤情報公開時期の明確化
Ⅳ　対応の状況
１　昨年度の対応状況

2012 年に基本指針が制定されて以降、これま
でに重要病害虫もしくは重要病害虫が疑われた
事例が多数報告されている（図 2）。

2017 年度の報告のうち国内未発生の病害虫は
6 割を占めている。これらについては、植物防
疫法に基づく緊急防除を実施したもの、初動防
除の結果、発生が終息したもの、被害が軽微で
あり、初動防除を終了したもの等の事例がある。

また、情報源としては、都道府県からが７割
以上を占める。

２　具体的な対応事例
2017 年 9 月に長野県で発生が確認されたテン

サイシストセンチュウ（以下「Hs」という。）に
ついては、線虫を遺伝子診断していた専門家か
ら植物防疫所に対し、Hs の疑いがある旨の連絡
があった。連絡を受け、基本指針に基づく関係
者間の情報共有がなされるとともに、初動対応
として、発生状況等の調査、初動防除が講じら
れた。

現在、Hs については、対策検討会議での議論
を踏まえ、植物防疫法に基づく緊急防除を実施
しているところである（詳細は次頁参照）。
Ⅴ　おわりに

重要病害虫が新たに確認された場合、早期の
情報共有、迅速な初動対応が不可欠である。

このため、今後とも調査等で重要病害虫の疑
いがある病害虫が発見された場合には、植物防
疫所と情報共有するとともに、速やかに植物防
疫課に報告いただきたい。

図 2　2017 年度の重要病害虫の対応件数
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