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植物防疫法施行規則の植物防疫法施行規則の植物防疫法施行規則の植物防疫法施行規則の

改正等に関する公聴会改正等に関する公聴会改正等に関する公聴会改正等に関する公聴会

平成２４年６月１３日平成２４年６月１３日平成２４年６月１３日平成２４年６月１３日

農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省

技技技技 術術術術 説説説説 明明明明
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1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

２

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目

1.1.1.1. 検疫有害動植物の指定の見直し検疫有害動植物の指定の見直し検疫有害動植物の指定の見直し検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

３

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目
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①検疫有害動植物の追加・削除①検疫有害動植物の追加・削除①検疫有害動植物の追加・削除①検疫有害動植物の追加・削除

②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し

③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し

４

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

①①①①検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加・・・・削除削除削除削除
（（（（規則別表１関係規則別表１関係規則別表１関係規則別表１関係））））

５

前回（平成前回（平成前回（平成前回（平成22222222年年年年3333月月月月7777日改正）日改正）日改正）日改正）
７２４種を指定７２４種を指定７２４種を指定７２４種を指定

（有害動物：５０９種、有害植物：２１５種）（有害動物：５０９種、有害植物：２１５種）（有害動物：５０９種、有害植物：２１５種）（有害動物：５０９種、有害植物：２１５種）

今回今回今回今回
５６種を追加５６種を追加５６種を追加５６種を追加

（有害動物：（有害動物：（有害動物：（有害動物： ５２種、有害植物：５２種、有害植物：５２種、有害植物：５２種、有害植物： ４種）４種）４種）４種）
２種を削除２種を削除２種を削除２種を削除

（有害動物：（有害動物：（有害動物：（有害動物： ２種）２種）２種）２種）

総計総計総計総計 ７７８種７７８種７７８種７７８種
（有害動物：５５９種、有害植物：２１９種）（有害動物：５５９種、有害植物：２１９種）（有害動物：５５９種、有害植物：２１９種）（有害動物：５５９種、有害植物：２１９種）

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し
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検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加検疫有害動植物の追加 全全全全56565656種種種種 の内訳の内訳の内訳の内訳

有害動物有害動物有害動物有害動物 52525252種種種種 有害植物有害植物有害植物有害植物 4444種種種種

カメムシ目カメムシ目カメムシ目カメムシ目 19 19 19 19 真菌及び粘菌真菌及び粘菌真菌及び粘菌真菌及び粘菌 4444

コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目 11111111

チョウ目チョウ目チョウ目チョウ目 16161616

バッタ目バッタ目バッタ目バッタ目 3333

ダニ目ダニ目ダニ目ダニ目 1111

センチュウ類センチュウ類センチュウ類センチュウ類 2222

６

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

７

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【カメムシ目カメムシ目カメムシ目カメムシ目】】】】 ７科７科７科７科19191919種種種種
アブラムシ科アブラムシ科アブラムシ科アブラムシ科 SitobionSitobionSitobionSitobion fragariaefragariaefragariaefragariae
カメムシ科カメムシ科カメムシ科カメムシ科 Edessa  Edessa  Edessa  Edessa  meditabundameditabundameditabundameditabunda

MurgantiaMurgantiaMurgantiaMurgantia histrionicahistrionicahistrionicahistrionica
ヘリカメムシ科ヘリカメムシ科ヘリカメムシ科ヘリカメムシ科 AmblypeltaAmblypeltaAmblypeltaAmblypelta cocophagacocophagacocophagacocophaga

AmblypeltaAmblypeltaAmblypeltaAmblypelta lutescenslutescenslutescenslutescens
ClavigrallaClavigrallaClavigrallaClavigralla tomentosicollistomentosicollistomentosicollistomentosicollis
PseudotheraptusPseudotheraptusPseudotheraptusPseudotheraptus wayiwayiwayiwayi

コナジラミ科コナジラミ科コナジラミ科コナジラミ科 AleurodicusAleurodicusAleurodicusAleurodicus cocoiscocoiscocoiscocois
AleurodicusAleurodicusAleurodicusAleurodicus dispersusdispersusdispersusdispersus
TrialeurodesTrialeurodesTrialeurodesTrialeurodes riciniriciniriciniricini

カタカイガラムシ科カタカイガラムシ科カタカイガラムシ科カタカイガラムシ科 CeroplastesCeroplastesCeroplastesCeroplastes destructordestructordestructordestructor
CeroplastesCeroplastesCeroplastesCeroplastes ruscirusciruscirusci
EulecaniumEulecaniumEulecaniumEulecanium tiliaetiliaetiliaetiliae

コナカイガラムシ科コナカイガラムシ科コナカイガラムシ科コナカイガラムシ科 FormicococcusFormicococcusFormicococcusFormicococcus njalensisnjalensisnjalensisnjalensis
ParacoccusParacoccusParacoccusParacoccus marginatusmarginatusmarginatusmarginatus
PlanococcusPlanococcusPlanococcusPlanococcus kenyaekenyaekenyaekenyae
RastrococcusRastrococcusRastrococcusRastrococcus iceryoidesiceryoidesiceryoidesiceryoides

マルカイガラムシ科マルカイガラムシ科マルカイガラムシ科マルカイガラムシ科 AonidomytilusAonidomytilusAonidomytilusAonidomytilus albusalbusalbusalbus
EpidiaspisEpidiaspisEpidiaspisEpidiaspis leperiileperiileperiileperii

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し
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８

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目】】】】 ３科３科３科３科11111111種種種種

コガネムシ科コガネムシ科コガネムシ科コガネムシ科 AdoretusAdoretusAdoretusAdoretus versutusversutusversutusversutus
CostelytraCostelytraCostelytraCostelytra zealandicazealandicazealandicazealandica
MelolonthaMelolonthaMelolonthaMelolontha melolonthamelolonthamelolonthamelolontha
PhyllophagaPhyllophagaPhyllophagaPhyllophaga smithismithismithismithi

ゾウムシ科ゾウムシ科ゾウムシ科ゾウムシ科 DiaprepesDiaprepesDiaprepesDiaprepes abbreviatusabbreviatusabbreviatusabbreviatus
DiaprepesDiaprepesDiaprepesDiaprepes splenglerisplenglerisplenglerisplengleri
OtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchus armadilloarmadilloarmadilloarmadillo
OtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchus salicicolasalicicolasalicicolasalicicola
OtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchusOtiorhynchus singularissingularissingularissingularis

ハムシ科ハムシ科ハムシ科ハムシ科 AcalymmaAcalymmaAcalymmaAcalymma vittatumvittatumvittatumvittatum
ChaetocnemaChaetocnemaChaetocnemaChaetocnema pulicariapulicariapulicariapulicaria

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

９

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【チョウ目チョウ目チョウ目チョウ目】】】】 ９科９科９科９科16161616種種種種

イラガ科イラガ科イラガ科イラガ科 MacroplectraMacroplectraMacroplectraMacroplectra nararianararianararianararia
カレハガ科カレハガ科カレハガ科カレハガ科 MalacosomaMalacosomaMalacosomaMalacosoma disstriadisstriadisstriadisstria

MalacosomaMalacosomaMalacosomaMalacosoma parallelaparallelaparallelaparallela
シャクガ科シャクガ科シャクガ科シャクガ科 LambdinaLambdinaLambdinaLambdina fiscellariafiscellariafiscellariafiscellaria
ドクガ科ドクガ科ドクガ科ドクガ科 EuproctisEuproctisEuproctisEuproctis chrysorrhoeachrysorrhoeachrysorrhoeachrysorrhoea

OrgyiaOrgyiaOrgyiaOrgyia leucostigmaleucostigmaleucostigmaleucostigma
ハマキガ科ハマキガ科ハマキガ科ハマキガ科 EpichoristodesEpichoristodesEpichoristodesEpichoristodes acerbellaacerbellaacerbellaacerbella

ProeuliaProeuliaProeuliaProeulia chrysopterischrysopterischrysopterischrysopteris
ヒトリガ科ヒトリガ科ヒトリガ科ヒトリガ科 AmsactaAmsactaAmsactaAmsacta mooreimooreimooreimoorei
ミノガ科ミノガ科ミノガ科ミノガ科 ThyridopteryxThyridopteryxThyridopteryxThyridopteryx ephemeraeformisephemeraeformisephemeraeformisephemeraeformis
ヤガ科ヤガ科ヤガ科ヤガ科 AnticarsiaAnticarsiaAnticarsiaAnticarsia gemmatalisgemmatalisgemmatalisgemmatalis

ChrysodeixisChrysodeixisChrysodeixisChrysodeixis includensincludensincludensincludens
MamestraMamestraMamestraMamestra configurataconfigurataconfigurataconfigurata

ヤママユガ科ヤママユガ科ヤママユガ科ヤママユガ科 CriculaCriculaCriculaCricula trifenestratatrifenestratatrifenestratatrifenestrata
SaturniaSaturniaSaturniaSaturnia pavoniapavoniapavoniapavonia
SaturniaSaturniaSaturniaSaturnia pyripyripyripyri

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し
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１０

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【バッタ目バッタ目バッタ目バッタ目】】】】 ３科３種３科３種３科３種３科３種
オンブバッタ科オンブバッタ科オンブバッタ科オンブバッタ科 ZonocerusZonocerusZonocerusZonocerus eleganseleganseleganselegans
バッタ科バッタ科バッタ科バッタ科 SchistocercaSchistocercaSchistocercaSchistocerca gregariagregariagregariagregaria
ケラ科ケラ科ケラ科ケラ科 GryllotalpaGryllotalpaGryllotalpaGryllotalpa gryllotalpagryllotalpagryllotalpagryllotalpa

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【ダニ目ダニ目ダニ目ダニ目】】】】 １科１種１科１種１科１種１科１種
ハダニ科ハダニ科ハダニ科ハダニ科 OligonychusOligonychusOligonychusOligonychus peruvianusperuvianusperuvianusperuvianus

有害動物有害動物有害動物有害動物【【【【センチュウ類センチュウ類センチュウ類センチュウ類】】】】 1111科２種科２種科２種科２種
HeteroderaHeteroderaHeteroderaHeterodera goettingianagoettingianagoettingianagoettingiana
HeteroderaHeteroderaHeteroderaHeterodera zeaezeaezeaezeae

有害植物有害植物有害植物有害植物【【【【真菌及び粘菌真菌及び粘菌真菌及び粘菌真菌及び粘菌】】】】 ４属４種４属４種４属４種４属４種
AlternariaAlternariaAlternariaAlternaria triticinatriticinatriticinatriticina
ClavicepsClavicepsClavicepsClaviceps giganteagiganteagiganteagigantea
StenocarpellaStenocarpellaStenocarpellaStenocarpella macrosporamacrosporamacrosporamacrospora
TilletiaTilletiaTilletiaTilletia indicaindicaindicaindica

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

１１

• FrankliniellaFrankliniellaFrankliniellaFrankliniella fuscafuscafuscafusca
タバコアザミウマ（仮称）タバコアザミウマ（仮称）タバコアザミウマ（仮称）タバコアザミウマ（仮称）

• TreptoplatypusTreptoplatypusTreptoplatypusTreptoplatypus solidussolidussolidussolidus
トガリハネナガキクイムシトガリハネナガキクイムシトガリハネナガキクイムシトガリハネナガキクイムシ

病害虫リスク分析の改訂が必要となったため病害虫リスク分析の改訂が必要となったため病害虫リスク分析の改訂が必要となったため病害虫リスク分析の改訂が必要となったため、、、、検疫有検疫有検疫有検疫有
害動植物から除外し、暫定的な検疫有害動植物とする。害動植物から除外し、暫定的な検疫有害動植物とする。害動植物から除外し、暫定的な検疫有害動植物とする。害動植物から除外し、暫定的な検疫有害動植物とする。

検疫有害動植物からの削除検疫有害動植物からの削除検疫有害動植物からの削除検疫有害動植物からの削除 全２種全２種全２種全２種 の内訳の内訳の内訳の内訳

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し
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②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し②暫定的な検疫有害動植物の見直し
（（（（平成23年農林水産省告示第542号関係））））

１２

• CiidaeCiidaeCiidaeCiidae（ツツキノコムシ科）（ツツキノコムシ科）（ツツキノコムシ科）（ツツキノコムシ科）
• ColydiidaeColydiidaeColydiidaeColydiidae（ホソカタムシ科）（ホソカタムシ科）（ホソカタムシ科）（ホソカタムシ科）

• MonotomidaeMonotomidaeMonotomidaeMonotomidae（ネスイムシ科）（ネスイムシ科）（ネスイムシ科）（ネスイムシ科）
これらの科に含まれる全ての種が有害動物に該当しないことが判明これらの科に含まれる全ての種が有害動物に該当しないことが判明これらの科に含まれる全ての種が有害動物に該当しないことが判明これらの科に含まれる全ての種が有害動物に該当しないことが判明

有害動物のうち節足動物の３科を削除

有害植物のうち真菌及び粘菌の３属についてシノニム
（異名）を削除
• AlternariaAlternariaAlternariaAlternaria [SYN[SYN[SYN[SYN：：：：TrichoconiellaTrichoconiellaTrichoconiellaTrichoconiella]]]]属属属属 →→→→ AlternariaAlternariaAlternariaAlternaria属属属属
• ChoanephoraChoanephoraChoanephoraChoanephora [SYN[SYN[SYN[SYN：：：：ChoanophoroideaChoanophoroideaChoanophoroideaChoanophoroidea]]]]属属属属 →→→→ ChoanephoraChoanephoraChoanephoraChoanephora属属属属
• PassaloraPassaloraPassaloraPassalora [SYN[SYN[SYN[SYN：：：：FulviaFulviaFulviaFulvia]]]]属属属属 →→→→ PassaloraPassaloraPassaloraPassalora 属属属属
これらの属のシノニムとして適当でないことが判明これらの属のシノニムとして適当でないことが判明これらの属のシノニムとして適当でないことが判明これらの属のシノニムとして適当でないことが判明

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

１３

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し③非検疫有害動植物の見直し
（（（（平成23年農林水産省告示第542号関係））））

有害動物３０種及び有害植物２種について分析
結果が得られ、国内農林業に新たな被害を及ぼ
す可能性が無視できることを確認。

これらについては輸入植物検疫措置の対象から
除外することが適当であると判断。

国内に発生している有害動植物について病害虫
リスク分析を実施。
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１４

番号番号番号番号 和和和和 名名名名 番号番号番号番号 和和和和 名名名名

<<<<ダニ目ダニ目ダニ目ダニ目>>>> <<<<コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目コウチュウ目>>>>
1111 ゴミコナダニゴミコナダニゴミコナダニゴミコナダニ 19191919 ナミハナムグリナミハナムグリナミハナムグリナミハナムグリ

<<<<アザミウマ目アザミウマ目アザミウマ目アザミウマ目>>>> 20202020 ワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシ

2222 アワキオビアザミウマアワキオビアザミウマアワキオビアザミウマアワキオビアザミウマ 21212121 アラゲヒラタキクイムシアラゲヒラタキクイムシアラゲヒラタキクイムシアラゲヒラタキクイムシ

3333 イネアザミウマイネアザミウマイネアザミウマイネアザミウマ <<<<チョウ目チョウ目チョウ目チョウ目>>>>

4444 オモトアザミウマオモトアザミウマオモトアザミウマオモトアザミウマ 22222222 ネギコガネギコガネギコガネギコガ

5555 クサキイロアザミウマクサキイロアザミウマクサキイロアザミウマクサキイロアザミウマ 23232323 トビスジヒメナミシャクトビスジヒメナミシャクトビスジヒメナミシャクトビスジヒメナミシャク

6666 クロゲハナアザミウマクロゲハナアザミウマクロゲハナアザミウマクロゲハナアザミウマ 24242424 イッテンコクガイッテンコクガイッテンコクガイッテンコクガ
7777 ダイズアザミウマダイズアザミウマダイズアザミウマダイズアザミウマ 25252525 イラクサキンウワバイラクサキンウワバイラクサキンウワバイラクサキンウワバ

8888 マメハナアザミウママメハナアザミウママメハナアザミウママメハナアザミウマ 26262626 ガマキンウワバガマキンウワバガマキンウワバガマキンウワバ

9999 モトジロアザミウマモトジロアザミウマモトジロアザミウマモトジロアザミウマ 27272727 シロイチモジヨトウシロイチモジヨトウシロイチモジヨトウシロイチモジヨトウ

10101010 イネクダアザミウマイネクダアザミウマイネクダアザミウマイネクダアザミウマ <<<<ハエ目ハエ目ハエ目ハエ目>>>>

<<<<カメムシ目カメムシ目カメムシ目カメムシ目>>>> 28282828 タマネギバエタマネギバエタマネギバエタマネギバエ
11111111 トゲシラホシカメムシトゲシラホシカメムシトゲシラホシカメムシトゲシラホシカメムシ 29292929 ダイズクキモグリバエダイズクキモグリバエダイズクキモグリバエダイズクキモグリバエ

12121212 マルシラホシカメムシマルシラホシカメムシマルシラホシカメムシマルシラホシカメムシ 30303030 ネギハモグリバエネギハモグリバエネギハモグリバエネギハモグリバエ

13131313 フタモンホシカメムシフタモンホシカメムシフタモンホシカメムシフタモンホシカメムシ <<<<糸状菌糸状菌糸状菌糸状菌>>>>
14141414 コンマカイガラムシコンマカイガラムシコンマカイガラムシコンマカイガラムシ 31313131 AlternariaAlternariaAlternariaAlternaria daucidaucidaucidauci
15151515 ジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシ 32323232 AlternariaAlternariaAlternariaAlternaria dianthidianthidianthidianthi
16161616 ヒメクロカイガラムシヒメクロカイガラムシヒメクロカイガラムシヒメクロカイガラムシ

17171717 ミカンマルカイガラムシミカンマルカイガラムシミカンマルカイガラムシミカンマルカイガラムシ

18181818 ランシロカイガラムシランシロカイガラムシランシロカイガラムシランシロカイガラムシ

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

新たに非検疫有害動植物に追加する病害虫

1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2.2.2.2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し直し直し直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

１５

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目
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栽培地検査の対象する地域及び植物を見直す
検疫有害動植物（規則別表１の２）

１６

対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し
• コロンビアネコブセンチュウコロンビアネコブセンチュウコロンビアネコブセンチュウコロンビアネコブセンチュウ
• ニセコロンビアネコブセンチュウニセコロンビアネコブセンチュウニセコロンビアネコブセンチュウニセコロンビアネコブセンチュウ
• バナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウ
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum
• スイカ果実汚斑細菌病菌スイカ果実汚斑細菌病菌スイカ果実汚斑細菌病菌スイカ果実汚斑細菌病菌

対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し
• バナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウバナナネモグリセンチュウ
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae

• トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌
• ソラマメステインウイルスソラマメステインウイルスソラマメステインウイルスソラマメステインウイルス
• ソラマメトゥルーモザイクウイルスソラマメトゥルーモザイクウイルスソラマメトゥルーモザイクウイルスソラマメトゥルーモザイクウイルス
• ウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルス
• ポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバー
ウイロイドウイロイドウイロイドウイロイド

• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域の見直し

コロンビアネコブセンチュウ

英名：Columbia root-knot nematode

学名：Meloidogyne chitwoodi

１７

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】ドイツドイツドイツドイツ

コロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加コロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加コロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加コロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

１８

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

ニセコロンビアネコブセンチュウ

英名：False Columbia root-knot nematode

学名：Meloidogyne fallax

ばれいしょ塊茎(A)(A)(A)(A)及び塊茎内(B)(B)(B)(B)の寄生症状

EPPO Gallery (http://photos.eppo.org/index.php/album/199-meloidogyne-fallax-melgfa-)

Ａ Ｂ

１９

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】スイススイススイススイス

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

ニセコロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加ニセコロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加ニセコロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加ニセコロンビアネコブセンチュウの対象地域を追加

２０

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

英名：Banana burrowing nematode 

学名：Radopholus similis

バナナネモグリセンチュウ

２１

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 南スーダン、ニュー・カレドニア南スーダン、ニュー・カレドニア南スーダン、ニュー・カレドニア南スーダン、ニュー・カレドニア

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

ニュー・カレドニアニュー・カレドニアニュー・カレドニアニュー・カレドニア

バナナネモグリセンチュウの対象地域を追加バナナネモグリセンチュウの対象地域を追加バナナネモグリセンチュウの対象地域を追加バナナネモグリセンチュウの対象地域を追加

２２

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

バナナネモグリセンチュウの対象植物を変更バナナネモグリセンチュウの対象植物を変更バナナネモグリセンチュウの対象植物を変更バナナネモグリセンチュウの対象植物を変更

けいとう

削除

ケロシア・ニティダ

追加

２３

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae

コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症 樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑

英名： Beech bleeding canker,  rhododendron dieback

学名： Phytophthora kernoviae Brasier et al., 2005

２４

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviaeの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行現行現行現行地域地域地域地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

２５

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviaeの対象植物を追加の対象植物を追加の対象植物を追加の対象植物を追加

生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に
供するもの供するもの供するもの供するもの

【【【【新規追加新規追加新規追加新規追加】】】】
あめりあめりあめりあめりかいわなんてかいわなんてかいわなんてかいわなんてんんんん
ウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルス
せいようとせいようとせいようとせいようとちのちのちのちのきききき
せこいあおすぎせこいあおすぎせこいあおすぎせこいあおすぎ
チェリモヤチェリモヤチェリモヤチェリモヤ
ポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌス
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパぐりぐりぐりぐり
ロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデス

２６

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症 樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑

英名：Sudden oak death

学名：Phytophthora ramorum Werres, de Cook & In’t Veld

２７

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 ギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニア

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorumの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

２８

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorumの対象植物を変更の対象植物を変更の対象植物を変更の対象植物を変更

生植物生植物生植物生植物((((種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く))))であって栽培の用に供するものであって栽培の用に供するものであって栽培の用に供するものであって栽培の用に供するもの

【【【【新規追加新規追加新規追加新規追加】】】】
ヒドランゲア・シーマニアイ、からまつ属植物、ヒドランゲア・シーマニアイ、からまつ属植物、ヒドランゲア・シーマニアイ、からまつ属植物、ヒドランゲア・シーマニアイ、からまつ属植物、
しゃりんしゃりんしゃりんしゃりんとう属植物、とう属植物、とう属植物、とう属植物、てててていかかずら属植物、いかかずら属植物、いかかずら属植物、いかかずら属植物、めぎめぎめぎめぎ属植物属植物属植物属植物

【【【【種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加】】】】
あめりかてまりあめりかてまりあめりかてまりあめりかてまりしもつけしもつけしもつけしもつけ → フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物
ガリア・エリプティカガリア・エリプティカガリア・エリプティカガリア・エリプティカ → ガリア属植物ガリア属植物ガリア属植物ガリア属植物
ショワジア・テルナタショワジア・テルナタショワジア・テルナタショワジア・テルナタ → ショワジア属植物ショワジア属植物ショワジア属植物ショワジア属植物
せいようひいらぎなんせいようひいらぎなんせいようひいらぎなんせいようひいらぎなんてんてんてんてん → ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物
はなずはなずはなずはなずおうおうおうおう → はなずおう属植物はなずおう属植物はなずおう属植物はなずおう属植物
ひめゆずりはひめゆずりはひめゆずりはひめゆずりは → ゆずりは属植物ゆずりは属植物ゆずりは属植物ゆずりは属植物

２９

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： fruit blotch

学名： Acidovorax avenae subsp. citrulli (Schaad et al., 1978)

Willems et al., 1992

スイカ果実汚斑細菌病菌

３０

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

スイカ果実汚斑細菌病菌の対象地域を追加スイカ果実汚斑細菌病菌の対象地域を追加スイカ果実汚斑細菌病菌の対象地域を追加スイカ果実汚斑細菌病菌の対象地域を追加

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 インド、イタリア、ナイジェリアインド、イタリア、ナイジェリアインド、イタリア、ナイジェリアインド、イタリア、ナイジェリア

追加地域追加地域追加地域追加地域

現行地域現行地域現行地域現行地域

３１

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： bacterial wilt of maize

学名： Pantoea stewartii (Smith 1898) Mergaert et al. 1993

トウモロコシ萎ちょう細菌病菌

３２

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 ボリビアボリビアボリビアボリビア

トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌トウモロコシ萎ちょう細菌病菌の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

３３

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： Broad bean stain virus

学名： Broad bean stain virus

ソラマメステインウイルス

３４

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

ソラマメステインウイルスの対象地域を追加ソラマメステインウイルスの対象地域を追加ソラマメステインウイルスの対象地域を追加ソラマメステインウイルスの対象地域を追加

追加地域追加地域追加地域追加地域

現行地域現行地域現行地域現行地域

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 南スーダン南スーダン南スーダン南スーダン

３５

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： Broad bean true mosaic virus

学名： Broad bean true mosaic virus

ソラマメトゥルｰモザイクウイルス

３６

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

追加地域追加地域追加地域追加地域

現行地域現行地域現行地域現行地域

ソラマメトゥルｰモザイクウイルスの対象地域を追加ソラマメトゥルｰモザイクウイルスの対象地域を追加ソラマメトゥルｰモザイクウイルスの対象地域を追加ソラマメトゥルｰモザイクウイルスの対象地域を追加

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 南スーダン南スーダン南スーダン南スーダン

３７

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： Plum pox virus

学名： Plum pox virus

ウメ輪紋ウイルス

３８

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 デンマーク、ベラルーシ、ラトビア、チュニジアデンマーク、ベラルーシ、ラトビア、チュニジアデンマーク、ベラルーシ、ラトビア、チュニジアデンマーク、ベラルーシ、ラトビア、チュニジア

ウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

３９

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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英名： Potato spindle tuber viroid

学名： Potato spindle tuber viroid

ポテトスピンドルチューバーウイロイド

４０

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア、、、、ギリシャ、スロベニア、チェコギリシャ、スロベニア、チェコギリシャ、スロベニア、チェコギリシャ、スロベニア、チェコ

ポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

４１

２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し２．２．２．２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見直し
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1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3.3.3.3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

４２

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目

輸入の禁止の対象とする地域及び植物を
見直す病害虫（規則別表２）

４３

対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し
• チチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエ
• クインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエ
• ウリミバエウリミバエウリミバエウリミバエ
• コドリンガコドリンガコドリンガコドリンガ
• アリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシ
• イモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシ

対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し
• チチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエ
• ミカンコミバエ種群ミカンコミバエ種群ミカンコミバエ種群ミカンコミバエ種群
• クインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエ

• コロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシ
• ジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウ
• ジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウ
• ヘシアンバエヘシアンバエヘシアンバエヘシアンバエ
• 火傷病菌火傷病菌火傷病菌火傷病菌
• カンキツグリーニング病菌カンキツグリーニング病菌カンキツグリーニング病菌カンキツグリーニング病菌

• ウリミバエウリミバエウリミバエウリミバエ
• コロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシ
• カンキツネモグリセンチュウカンキツネモグリセンチュウカンキツネモグリセンチュウカンキツネモグリセンチュウ

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し



23

英名：Mediterranean fruit fly

学名：Ceratitis capitata (Wiedemann)

チチュウカイミバエ

４４

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

チチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエチチュウカイミバエの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 イランイランイランイラン

４５

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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チチュウカイミバエの対象植物を追加チチュウカイミバエの対象植物を追加チチュウカイミバエの対象植物を追加チチュウカイミバエの対象植物を追加

【【【【追加植物追加植物追加植物追加植物】】】】 ナンセ（キントラノオ科）の生果実ナンセ（キントラノオ科）の生果実ナンセ（キントラノオ科）の生果実ナンセ（キントラノオ科）の生果実

４６

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

ミカンコミバエ種群

英名：Oriental fruit fly species complex

学名：Bactrocera dorsalis species complex

４７

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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ミカンコミバエ種群の対象植物を追加ミカンコミバエ種群の対象植物を追加ミカンコミバエ種群の対象植物を追加ミカンコミバエ種群の対象植物を追加

【【【【追加植物追加植物追加植物追加植物】】】】 ロリニア属（バンレイシ科）植物ロリニア属（バンレイシ科）植物ロリニア属（バンレイシ科）植物ロリニア属（バンレイシ科）植物の生の生の生の生果実果実果実果実

４８

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

クインスランドミバエ

英名：：：： Queensland Fruit Fly 

学名： Bactrocera tryoni (Froggatt)

４９

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し



26

クインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエクインスランドミバエの対象地域を削除の対象地域を削除の対象地域を削除の対象地域を削除

【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 イースター島イースター島イースター島イースター島

イースター島イースター島イースター島イースター島

５０

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

クインスランドミバエの対象植物を変更クインスランドミバエの対象植物を変更クインスランドミバエの対象植物を変更クインスランドミバエの対象植物を変更

【【【【追加植物追加植物追加植物追加植物】】】】 すのき属及びロリニア属植物の生すのき属及びロリニア属植物の生すのき属及びロリニア属植物の生すのき属及びロリニア属植物の生果実果実果実果実
【【【【名称変更名称変更名称変更名称変更】】】】ししとうがらしししとうがらしししとうがらしししとうがらし→きだちきだちきだちきだちとうがらし、とうがらしとうがらし、とうがらしとうがらし、とうがらしとうがらし、とうがらし

５１

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名：Melon fly

学名：Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

ウリミバエ

５２

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

ウリミバエウリミバエウリミバエウリミバエの対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アフガニスタン、ウガンダ、ガンビア、コンゴ共和国、アフガニスタン、ウガンダ、ガンビア、コンゴ共和国、アフガニスタン、ウガンダ、ガンビア、コンゴ共和国、アフガニスタン、ウガンダ、ガンビア、コンゴ共和国、
スーダン、セーシェル、トーゴ、ナイジェリア、南スーダンスーダン、セーシェル、トーゴ、ナイジェリア、南スーダンスーダン、セーシェル、トーゴ、ナイジェリア、南スーダンスーダン、セーシェル、トーゴ、ナイジェリア、南スーダン

【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 エジプトエジプトエジプトエジプト

５３

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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ウリミバエの対象植物を変更ウリミバエの対象植物を変更ウリミバエの対象植物を変更ウリミバエの対象植物を変更

５４

【【【【名称変更名称変更名称変更名称変更】】】】

「ししとうがらし」「ししとうがらし」「ししとうがらし」「ししとうがらし」 → 「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

コドリンガ

英名： Codling moth

学名： Cydia pomonella Linnaeus

１ｃｍ１ｃｍ１ｃｍ１ｃｍ
５５

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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コドリンガコドリンガコドリンガコドリンガの対象地域を削除の対象地域を削除の対象地域を削除の対象地域を削除

【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー

５６

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

英名：Sweetpotato weevil

学名：Cylas formicarius (Fabricius)

輸入禁止の対象となる有害動植物

アリモドキゾウムシ

５７

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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アリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシの対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更

５８

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国
【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 北米北米北米北米(カナダを除く。カナダを除く。カナダを除く。カナダを除く。)

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

英名：West Indian sweetpotato weevil

学名： Euscepes postfasciatus (Fairmaire)

イモゾウムシ

５９

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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イモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシの対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更

６０

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国
【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 北米北米北米北米(カナダを除く。カナダを除く。カナダを除く。カナダを除く。)

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

英名： Colorado potato beetle

学名： Leptinotarsa decemlineata (Say)

コロラドハムシ

６１

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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コロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシコロラドハムシの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 中華人民共和国、イラク、イラン、アゼルバイジャン、アルメ中華人民共和国、イラク、イラン、アゼルバイジャン、アルメ中華人民共和国、イラク、イラン、アゼルバイジャン、アルメ中華人民共和国、イラク、イラン、アゼルバイジャン、アルメ
ニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギ
ス、グルジア、タジキスタン、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モス、グルジア、タジキスタン、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モス、グルジア、タジキスタン、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モス、グルジア、タジキスタン、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モ
ルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシアルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシアルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシアルドバ、リトアニア、ルーマニア、ロシア

６２

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

コロラドハムシの対象植物を削除コロラドハムシの対象植物を削除コロラドハムシの対象植物を削除コロラドハムシの対象植物を削除

【【【【削除植物削除植物削除植物削除植物】】】】 キャベツの生茎葉キャベツの生茎葉キャベツの生茎葉キャベツの生茎葉

６３

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名：Yellow potato cyst nematode

学名：Globodera rostochiensis

ジャガイモシストセンチュウ

雌成虫 シスト
６４

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

ジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウジャガイモシストセンチュウの対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 ボスニア・ボスニア・ボスニア・ボスニア・ヘルツェゴビナ、ヘルツェゴビナ、ヘルツェゴビナ、ヘルツェゴビナ、アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国、、、、カナダカナダカナダカナダ
【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 北米北米北米北米

６５

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名：White potato cyst nematode

学名：Globodera pallida

ジャガイモシロシストセンチュウ

雌成虫 シスト
６６

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 ブルガリア、ブルガリア、ブルガリア、ブルガリア、ポーランドポーランドポーランドポーランド

ジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウジャガイモシロシストセンチュウの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

６７

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名：Citrus burrowing nematode 

学名：Radopholus citrophilus

カンキツネモグリセンチュウ

６８

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

カンキツネモグリセンチュウの対象植物を追加カンキツネモグリセンチュウの対象植物を追加カンキツネモグリセンチュウの対象植物を追加カンキツネモグリセンチュウの対象植物を追加

きだちとうがらし

追加

６９

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名： Hessian fly

学名： Mayetiola destructor (Say)

ヘシアンバエ

７０

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

ヘシアンバエヘシアンバエヘシアンバエヘシアンバエの対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更の対象地域を変更

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 シリア、チュニジア、シリア、チュニジア、シリア、チュニジア、シリア、チュニジア、モロッコ、モロッコ、モロッコ、モロッコ、アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国アメリカ合衆国、、、、カナダカナダカナダカナダ

【【【【削除地域削除地域削除地域削除地域】】】】 イランイランイランイラン、、、、北米北米北米北米、エルサルバドル、エルサルバドル、エルサルバドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、、グアテマラ、コスタリカ、、グアテマラ、コスタリカ、、グアテマラ、コスタリカ、
ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコメキシコメキシコメキシコ

７１

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名：fireblight

学名：Erwinia amylovora (Burrill 1882) Winslow et al.1920

火傷病菌

７２

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

火傷病菌の対象地域を追加火傷病菌の対象地域を追加火傷病菌の対象地域を追加火傷病菌の対象地域を追加

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アルジェリアアルジェリアアルジェリアアルジェリア

追加地域追加地域追加地域追加地域

現行地域現行地域現行地域現行地域

７３

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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英名： citrus greening ,  citrus huanglongbing disease
学名：Candidatus Liberibacter africanus（アフリカ型）

Candidatus Liberibacter americanus（アメリカ型）
Candidatus Liberibacter asiaticus（アジア型）

カンキツグリーニング病菌

７４

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アメリカ領バージン諸島、コスタリカ、ジャマイカ、アメリカ領バージン諸島、コスタリカ、ジャマイカ、アメリカ領バージン諸島、コスタリカ、ジャマイカ、アメリカ領バージン諸島、コスタリカ、ジャマイカ、

ニカラグア、ベリーズニカラグア、ベリーズニカラグア、ベリーズニカラグア、ベリーズ

カンキツグリーニング病菌の対象地域を追加カンキツグリーニング病菌の対象地域を追加カンキツグリーニング病菌の対象地域を追加カンキツグリーニング病菌の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

アメリカ領
バージン諸島

７５

３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し３．３．３．３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し
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1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4.4.4.4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し象とする地域・植物及び措置の基準の見直し象とする地域・植物及び措置の基準の見直し象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

７６

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目

輸出国での植物検疫措置の対象とする地域、植物
及び基準を見直す病害虫（規則別表２の２）

７７

対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し対象地域の見直し
•PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し対象植物の見直し
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

措置の基準の見直し措置の基準の見直し措置の基準の見直し措置の基準の見直し
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae
• PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

•ポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバー
ウイロイドウイロイドウイロイドウイロイド

•ポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバーポテトスピンドルチューバー
ウイロイドウイロイドウイロイドウイロイド

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae

コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症 樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑

英名： Beech bleeding canker,  rhododendron dieback

学名： Phytophthora kernoviae Brasier et al., 2005

７８

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviaeの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

７９

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviaeの対象植物の追加の対象植物の追加の対象植物の追加の対象植物の追加

植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く)並並並並

びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物
その他の生物により分解されて生じた有機物であって植その他の生物により分解されて生じた有機物であって植その他の生物により分解されて生じた有機物であって植その他の生物により分解されて生じた有機物であって植
物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の
用に供するもの用に供するもの用に供するもの用に供するもの

【【【【新規追加新規追加新規追加新規追加】】】】
あめりあめりあめりあめりかいわなんてかいわなんてかいわなんてかいわなんてんんんん
ウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルスウァッキニウム・ミルティルス
せいようとせいようとせいようとせいようとちのちのちのちのきききき
せこいあおすぎせこいあおすぎせこいあおすぎせこいあおすぎ
チェリモヤチェリモヤチェリモヤチェリモヤ
ポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌスポドカルプス・サリグヌス
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパぐりぐりぐりぐり
ロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデスロマティア・ミリコイデス

８０

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum

コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症コナラ属の樹脂流出症 樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑樹皮下のかいよう斑

英名：Sudden oak death

学名：Phytophthora ramorum Werres, de Cook & In’t Veld

８１

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 ギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニアギリシャ、セルビア、フィンランド、リトアニア

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorumの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

８２

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorumの対象植物を変更の対象植物を変更の対象植物を変更の対象植物を変更

【【【【新規追加新規追加新規追加新規追加】】】】
からまつ属植物からまつ属植物からまつ属植物からまつ属植物
しゃりんしゃりんしゃりんしゃりんとう属植物とう属植物とう属植物とう属植物
ていかかずら属植物ていかかずら属植物ていかかずら属植物ていかかずら属植物
ヒドランゲア・シーマニアイヒドランゲア・シーマニアイヒドランゲア・シーマニアイヒドランゲア・シーマニアイ
めぎめぎめぎめぎ属植物属植物属植物属植物

【【【【種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加】】】】
あめりかてまりあめりかてまりあめりかてまりあめりかてまりしもつけしもつけしもつけしもつけ → フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物フィソカルプス属植物
ガリア・エリプティカガリア・エリプティカガリア・エリプティカガリア・エリプティカ → ガリア属植物ガリア属植物ガリア属植物ガリア属植物
ショワジア・テルナタショワジア・テルナタショワジア・テルナタショワジア・テルナタ → ショワジア属植物ショワジア属植物ショワジア属植物ショワジア属植物
せいようひいらぎなんてんせいようひいらぎなんてんせいようひいらぎなんてんせいようひいらぎなんてん → ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物ひいらぎなんてん属植物
はなずはなずはなずはなずおうおうおうおう → はなずおう属植物はなずおう属植物はなずおう属植物はなずおう属植物
ひめゆずりはひめゆずりはひめゆずりはひめゆずりは → ゆずりは属植物ゆずりは属植物ゆずりは属植物ゆずりは属植物

植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分((((種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く))))並びにこれらの植物の葉、枝、並びにこれらの植物の葉、枝、並びにこれらの植物の葉、枝、並びにこれらの植物の葉、枝、
樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であって植物樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であって植物樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であって植物樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であって植物
の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するものの植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するものの植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するものの植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

８３

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora kernoviaekernoviaekernoviaekernoviae 及び及び及び及び PhytophthoraPhytophthoraPhytophthoraPhytophthora ramorumramorumramorumramorum
の基準の変更の基準の変更の基準の変更の基準の変更

【【【【現行の処理基現行の処理基現行の処理基現行の処理基】】】】

摂氏摂氏摂氏摂氏71度以上で度以上で度以上で度以上で75

分以上の熱処理分以上の熱処理分以上の熱処理分以上の熱処理

【【【【新基準新基準新基準新基準】】】】

摂氏摂氏摂氏摂氏71度以上で度以上で度以上で度以上で75分分分分

以上以上以上以上もしくは同等以もしくは同等以もしくは同等以もしくは同等以
上の効果を有すると上の効果を有すると上の効果を有すると上の効果を有すると
認められる条件で熱認められる条件で熱認められる条件で熱認められる条件で熱
処理処理処理処理

植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く種子及び果実を除く)並びにこ並びにこ並びにこ並びにこ

れらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物にれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物にれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物にれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物に
より分解されて生じた有機物であって植物の植込みの用又は植物より分解されて生じた有機物であって植物の植込みの用又は植物より分解されて生じた有機物であって植物の植込みの用又は植物より分解されて生じた有機物であって植物の植込みの用又は植物
が生育するための土壌の被覆の用に供するものが生育するための土壌の被覆の用に供するものが生育するための土壌の被覆の用に供するものが生育するための土壌の被覆の用に供するもの

８４

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

英名： Potato spindle tuber Potato spindle tuber Potato spindle tuber Potato spindle tuber viroidviroidviroidviroid

学名： Potato spindle tuber Potato spindle tuber Potato spindle tuber Potato spindle tuber viroidviroidviroidviroid

ポテトスピンドルチューバーウイロイド

８５

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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【【【【追加地域追加地域追加地域追加地域】】】】 オーストリア、ギリシャ、スロベニア、チェコオーストリア、ギリシャ、スロベニア、チェコオーストリア、ギリシャ、スロベニア、チェコオーストリア、ギリシャ、スロベニア、チェコ

ポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加の対象地域を追加

現行地域現行地域現行地域現行地域

追加地域追加地域追加地域追加地域

８６

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

ポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象植物を変更ポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象植物を変更ポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象植物を変更ポテトスピンドルチューバーウイロイドの対象植物を変更

【【【【新規追加新規追加新規追加新規追加】】】】
タマサンゴタマサンゴタマサンゴタマサンゴ
カリブラコア属植物カリブラコア属植物カリブラコア属植物カリブラコア属植物
ケストルム属植物ケストルム属植物ケストルム属植物ケストルム属植物

【【【【種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加種名を削除し、属として追加】】】】
ダリアダリアダリアダリア → ダリア属植物ダリア属植物ダリア属植物ダリア属植物
ペチュニアペチュニアペチュニアペチュニア → ペチュニア属植物ペチュニア属植物ペチュニア属植物ペチュニア属植物

生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に生植物（種子及び果実を除く）であって栽培の用に
供し得るもの供し得るもの供し得るもの供し得るもの

８７

４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し４．４．４．４．輸出国での植物検疫措置の対象とする地域・植物及び措置の基準の見直し
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1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5.5.5.5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植
物の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検物の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検物の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検物の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検
疫有害動植物の見直し疫有害動植物の見直し疫有害動植物の見直し疫有害動植物の見直し

6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

８８

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目

廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物
としてとしてとしてとして輸入植物検疫規程輸入植物検疫規程輸入植物検疫規程輸入植物検疫規程 別表第２に別表第２に別表第２に別表第２に

記載がある有害動植物の見直し記載がある有害動植物の見直し記載がある有害動植物の見直し記載がある有害動植物の見直し

８９

• ジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシジャワマルカイガラムシ
•タマネギバエタマネギバエタマネギバエタマネギバエ

• ワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシワタミヒゲナガゾウムシ

１１１１ 新たに非検疫有害動植物となるため、同表から新たに非検疫有害動植物となるため、同表から新たに非検疫有害動植物となるため、同表から新たに非検疫有害動植物となるため、同表から
削除される有害動物削除される有害動物削除される有害動物削除される有害動物

２２２２ 同表中の表記を正式和名に変更する有害植物同表中の表記を正式和名に変更する有害植物同表中の表記を正式和名に変更する有害植物同表中の表記を正式和名に変更する有害植物

プラムポックスウイルスプラムポックスウイルスプラムポックスウイルスプラムポックスウイルス→ ウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルスウメ輪紋ウイルス

５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物の見直し５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等５．廃棄、消毒等処分の対象とする検疫有害動植物の見直し
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1. 検疫有害動植物の指定の見直し

2. 輸出国での栽培地検査の対象とする地域・植物の見
直し

3. 輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

4. 輸出国での植物検疫措置（熱処理・精密検定）の対
象とする地域・植物及び措置の基準の見直し

5. 検疫有害動植物の指定の見直し（非検疫有害動植物
の追加）に伴う廃棄、消毒等処分の対象とする検疫
有害動植物の見直し

6.6.6.6. 輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国輸入の禁止の対象とする植物を見直すことに伴う国
内での移動の禁止の対象とする植物の見直し内での移動の禁止の対象とする植物の見直し内での移動の禁止の対象とする植物の見直し内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

９０

技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目技術説明の項目

９１

【【【【植物の名称変更植物の名称変更植物の名称変更植物の名称変更】】】】

ウリミバエを理由に国内移動が禁止されている植物についてウリミバエを理由に国内移動が禁止されている植物についてウリミバエを理由に国内移動が禁止されている植物についてウリミバエを理由に国内移動が禁止されている植物について
以下のとおり変更以下のとおり変更以下のとおり変更以下のとおり変更

「ししとうがらし」「ししとうがらし」「ししとうがらし」「ししとうがらし」 → 「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」「きだちとうがらし」及び「とうがらし」

和名：ウリミバエウリミバエウリミバエウリミバエ

英名：Melon fly

学名：Bactrocera cucurbitae (Coquillett)

６．６．６．６．国内での移動の禁止の対象とする植物の見直し６．６．６．６．国内での移動の禁止の対象とする植物の見直し

国内での移動の禁止の対象とする植物の見直し
（輸入の禁止における変更に伴う見直し）

（規則別表６）


