
令和4年度 盆栽説明会

令和５年２月９日

横浜植物防疫所

写真・図：記載のない限り植物防疫所に著作権があります。
本スライドの無断転載を禁止いたします。



本日の説明会の内容

盆栽をめぐる最新の情勢

輸出検疫の制度改正（令和５年４月変更）

新しい電子申請手続きの導入

輸出検査における特殊な事例

最近の話題の病害虫



１ 盆栽をめぐる最新の情勢



農産物の輸出状況

植木等の輸出金額実績
約６０億円（年間）
（前年同月比1.6％減）

ちなみに11月ひと月だけ
約６.６億円
（前年同月比22.2％増）

出典：農林水産省HP

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/attach/pdf/index-13.pdf

輸出額目標：2025年に2兆円
2030年に5兆円



盆栽・植木の輸出検査実績

75505
84495

73264
79247

98107

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

盆栽輸出本数

盆栽

本

398721
341841

306431 282992 283571

0

100000

200000

300000

400000

500000

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

植木輸出本数

植木

本

出典：植物検疫統計

2018年～2022年で
約3割増

2018年～2022年で
約3割減
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盆栽・植木の輸出検査実績

出典：植物検疫統計

輸出先（本数ベース）実績



2022年輸出植物検査ランキング

盆栽 植木

１位 ツツジ属 ボタン属

２位 カエデ属 ツツジ属

３位 マツ属 バラ属

４位 ビャクシン属 カエデ属

５位 カキ属 ツバキ属

出典：植物検疫統計

盆栽・植木の輸出検査実績



３年間に変わったこと（EU）

 欧州連合（EU）は、日本産クロマツ盆栽について、EUが侵入を警戒する病害虫が我が国で
発生していることを理由に、輸入を禁止していた。

 農林水産省は、産地からの要望を踏まえ、クロマツ盆栽の輸出が可能となるように、EUの
植物検疫当局と技術的協議を積み重ねた。

 その結果、EUの規則が改正され、令和２年10月１日から、日本産クロマツ盆栽の輸出が可
能に。

日本からEU加盟国向けにクロマツ盆栽の輸出が可能に

＝ゴヨウマツ盆栽と同じ検疫措置

出典：農林水産省HP

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/200828.html



３年間に変わったこと（EU）

 植物検疫規則「委員会実施規則（EU 2019/2072」の一部
改正

（①・②2022年4月11日、③2023年1月11日から適用）

①培養資材を使用して輸出する栽培用植物に対する栽培中

及び輸出前のマメコガネの発生調査

②栽培用のトウカエデ等のクワカミキリの寄主植物に対す

る栽培中の発生調査

③栽培用のアキニレ等のナンヨウキクイムシの寄主植物に対

する栽培中及び輸出前の発生調査



３年間に変わったこと（EU）

 Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) に対する緊急措置の改正

（2020年8月17日施行※一部2023年1月1日施行）

（2021年10月11日一部改正）

（概要）

日本を含む無発生国に対し、2022年以降毎年、全国発生調査を実
施することを要求

2022年の栽培地検査時に寄主植物のサンプリングをさせていただ
き、その後植物防疫所で検定を実施（全て不検出）。

EUが指定する宿主植物の例
イロハモミジ、トウカエデ、アキニレ、ナツツバキ、
イチョウ、サルスベリ、ブナノキ、ヒメシャラ、カキ等



３年間に変わったこと（台湾）

 台湾は、日本におけるツヤハダゴマダラカミキリの発生を受
け、2023年1月19日付けで対象とする植物（苗、切枝等）の
輸入禁止（一部例外あり）

出典：FAO Website
https://www.ippc.int/en/countries/japan/pestreports/2023/01/
outbreak-of-asian-longhorned-beetle-anoplophora-glabripennis-in-japan/

https://www.ippc.int/en/countries/japan/pestreports/2023/01/


令和５年４月以降に変更する主な手続き
（栽培地検査全般）

令和５年３月３１日
まで

令和５年４月１日以降

栽培地検査の申請 従来様式で申請。 新様式に変わります。
電子申請が導入される予定です。
申請者が、申請書に栽培地検査の
内容の詳細を記載。

栽培地検査の結果通知 従来様式で発給。
「合格」分のみ通知。

新様式に変わります。
結果は、「適合」又は「不適合」
に変更される予定です。

（備考）
１ 栽培地検査合格証票の交付及び標札の設置は廃止される予定です。
２ 栽培地検査の予約等の電子申請も順次進めていく予定です。



令和５年４月以降に変更する主な手続き
（EU向け特殊盆栽）

令和５年３月３１日まで 令和５年４月１日以降

特殊盆栽の標識 植物防疫所で聴き取り後、
取りまとめて発注

電子申請システムを使って発注

輸出検査時の手続き 植物防疫所で検査の内容の
判断・実施

申請者が、申請書に検査内容
（消毒・精密・目視検査等）の
詳細を記載

（備考）今後、煩雑な手続きは廃止・見直しを行う予定です。



２ 輸出検疫の制度改正
（令和５年４月変更）



植物防疫法の改正（全般）

 背景・趣旨

有害動植物の侵入・まん延リスクが増加

環境負荷の低減、有害動植物の薬剤耐性が発達

農林水産物・食品の輸出促進

 法律の概要

１．侵入調査事業の実施及び緊急防除の迅速化

２．発生予防を含めた防除に関する農業者への勧告、命令等の措置の導入

３．植物防疫官の検査等に係る対象及び権限の強化

４．輸出検疫体制の整備

５．その他（国際基準との整合、罰則の強化 等）



植物防疫法及び改正（対象及び権限の強化）

輸出検疫に係る変更点

１．輸出検疫の措置の対象に農機具等の物品を追加

２．出国旅客の携帯品に対する検査権限を強化

輸出検査時の注意点

１．中古農業機械などの物品に対して輸入国が求める検疫条件

に沿った輸出検査を行います。

２．出国される方に対して手荷物に輸出国の検査証明を必要とし

ている植物等が含まれているかどうかの質問等を行います。



植物防疫法の改正（罰則の強化）

輸出検疫に係る変更点

１．輸出検疫に関する違反に対する罰則を強化。

２．法人による違反に対する罰則を強化。

輸出検査時の注意点

１．輸出検査を受けるに当たって不正行為をした場合等は、

３年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

２．１の場合、違反行為行った者のほか、法人に対する罰金刑

（5,000万円以下）が科されることがあります。



植物防疫法及び関連規定の改正（輸出検疫体制の整備）

輸出検疫に係る変更点

１．農林水産大臣の登録を受けた者（登録検査機関）が

植物防疫官に代わり輸出検査の一部を実施

２．輸出検査は区分別検査（栽培地検査、消毒検査、精密検査、

目視検査）ごとに実施

輸出検査時の注意点

１．登録検査機関へ輸出検査の一部を依頼することが可能です。

２．輸出検査は栽培地検査、消毒検査、精密検査、目視検査に

分けて実施します。



植物防疫法及び関連規定の改正（よくあるご質問）

輸出検査が必要になる物品にはどのようなものがあるの？

輸入国から要求があった場合、以下のものが対象となります。

１．中古農業機械

２．赤玉土、鹿沼土等の高度に加工されたもの

盆栽の植物検疫証明書の発給は登録検査機関に依頼できるの？

１．植物検疫証明書は植物防疫所が発給します。

２．盆栽の栽培地検査や輸出検査は依頼できます。

３．消毒の確認、線虫検査等の精密検査も依頼できます。

４．検査の依頼は電子的に申請できる予定です。



３ 新しい電子申請手続きの導入



 行政手続きのオンライン化等、デジタル・ガバメントを推進

 農林水産省が所管する申請をオンラインで行うことができるシステム

農林水産省共通申請サービス（eMAFF）について

出典：農林水産省HP



農林水産省共通申請サービス（eMAFF）について

前回の入力内容
を引き継げる

毎回同じ情報を
記載いただく手間

様式の郵送・管理・修
正して再郵送の手間

遠隔で申請可
能、データは
eMAFFに保存

紙様式の場合 eMAFFの場合

 何度も同じ情報を入力する手間を削減

 様式の郵送の手間などを省き、スマホやタブレットからも申請可能



農林水産省共通申請サービス（eMAFF）について

 お問合せ機能で、連絡が簡単に

 容量の大きなファイルの送受信も可能で便利

出典：農林水産省共通申請サービス



植物防疫所でのeMAFF導入事例

 輸出検査予約（P-Quick）
（輸出・栽培地検査のネット予約システム）

 盆栽説明会申し込み

 登録検査機関の登録申請

出典：農林水産省共通申請サービス



来年度からの電子申請手続きの導入

 栽培地検査

 消毒検査

 精密検査

 目視検査

（現行）

（Coming Soon）

出典：農林水産省共通申請サービス、MAFFアプリ



４ 盆栽の輸出検査における特殊な事例



事例 培養資材によるトラブル（EU）





• 鹿沼土や赤玉土を伴って輸出

• 肥料等の混合で有機物を含むと指摘

培養資材によるトラブル（原因）

• EU内でも取り扱いが異なる？



• 輸出予定の検疫当局に確認

• 培養資材の完全除去

• システムズアプローチの実施

培養資材によるトラブル（対応）

1. 栽培者の登録及び指導

2. 培養資材の薬剤消毒

3. 線虫検査



５ 最近の話題の病害虫



なぜ土や培養資材の使用が規制されているのか

1ha当り生体重量約6tの
土壌微生物が生息

土壌微生物の一つである線虫
は植物の樹液を吸ったり、病
気媒介して大きな被害を及ぼ
すものがいる。

多くの国で線虫やその住処である土壌が規制対象になっている



盆栽・植木の線虫対策について

薬剤の使用

栽培期間中の管理

使用する培養資材
未使用の培養土を使用する。
（植木は鉢上げ時に洗浄、
未使用の培養土を使用）

植物残渣の混入や潅水後の
排水が混入しないようにす
る。（感染を広めない）

線虫に効果がある薬剤を使
用する（特に地植えの植木
は薬剤の使用は必要）

注：当該スライドは「EU諸国向け輸出のための植木、盆栽および苗木の線虫対策マニュアル」（国立研究開発法
人農業・食品産業技術総合研究機構中央農業研究センター発行）をもとに植物防疫所で作成しました。


