
新たな輸出検疫制度
に関する説明会

令和５年３月２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。
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オンライン参加時の注意事項

 カメラ・マイクはオフで参加してください。

 参加者による録画・映像を配信することは禁止です。

 回線の都合上、音声・映像が途切れる場合があります。

その場合は、再度ログインをお願いいたします。
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本日の説明会の内容

０１ 輸出植物検疫をめぐる最新の情勢

０２ 輸出検疫手続の主な変更点

０３ 変更点の具体例

０４ 輸出検疫における新たな電子手続の導入
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０１ 輸出検疫をめぐる最新の情勢
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農産物の輸出状況 輸出額目標：2025年に2兆円
2030年に5兆円

出典：農林水産省HP

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_action/attach/pdf/index-13.pdf 5



植物の輸出検査実績（全国）

出典：植物検疫統計

※ 2022年の輸出検査件数は2012年から２倍以上に増加
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植物防疫法及び関係通知の改正（輸出検疫関係）

背景・趣旨

農林水産物・食品の輸出促進

輸出検査ニーズの増大

主な改正点

１．輸出検疫体制の整備（登録検査機関の活用）

２．輸出検疫に係る対象及び権限の強化

３．輸出検疫に関する罰則の強化

４．輸出検査の手続等の見直し（法外検査、検査する数量）
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０２ 輸出検疫手続の主な変更点
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１．輸出検査体制の整備
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．輸出検査を区分別検査（栽培地検査、消毒検査、精密検査及び

目視検査）並びに植物検疫証明書の交付のための検査に細分化

変更による注意点

１．これまで植物防疫官が行ってきた区分別検査については、

登録検査機関へ依頼することが可能になります。

２．植物検疫証明書の交付は、引き続き植物防疫官が行います。
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区分別検査の新設

区分別検査

栽培地検査 消毒検査 精密検査 目視検査
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（参考）



１．輸出検査体制の整備

変更点

１．区分別検査ごとに検査申請（区分別検査申請書）が必要

２．区分別検査の結果は報告書（検査報告書）で通知

変更による注意点

１．区分別検査の申請は、検査区分ごとに行う必要があります。

２．区分別検査の申請には、検査の方法などの輸入国の要求事項

の情報を記載又は添付する必要があります。

３．区分別検査の結果は、検査報告書で通知されます。

４．植物検疫証明書の交付の申請は、植物等輸出検査申請書

で行う必要があります。
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改正後の書類の流れ ①植物検疫証明書交付

植物検疫証明書交付のための検査

・検査報告書の内容が、輸出先国の
検疫条件をみたしているかの確認

申請者

植物防疫官のみが行うことができる検査

区分別検査
報告書

植物検疫証明書

輸出検査
申請書

（参考）



１．輸出検査体制の整備
 変更点

１．輸出検査申請書には検査報告書を添付して申請

２．区分別検査に適合したものの一部を輸出する際等は、

輸出検査申請書に在庫数量票を添付して申請

 変更による注意点

１．消毒検査又は精密検査と植物検疫証明書の交付を同じ植物防疫所に申

請する場合は、区分別検査の申請内容を輸出検査申請書に記載するこ

とで、区分別検査の申請を省略することができます。

２．目視検査のみ必要な場合、植物検疫証明書の交付をする植物防疫所に申

請します。区分別検査の申請内容を輸出検査申請書に記載することで、

区分別検査の申請を省略することができます。

３．在庫数量票は、再輸出検査を受ける際の種苗類の保管管理表の代わり

として使用します。
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精密検査
申請書

栽培地検査
申請書
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改正後の書類の流れのイメージ ②区分別検査

申請者 植物防疫官又は登録検査機関
が行う検査

目視検査
申請書

検査報告書

検査報告書

検査報告書

検査報告書

栽培地検査

・生産園地、ほ場等における栽培期間
中の検査

精密検査

・PCR、ELISA等（病菌）
・ベールマン法等（線虫検査）

消毒検査

・くん蒸、熱処理、薬剤処理等の確認

目視検査

・目視による検疫病害虫付着の有無の
確認

・荷姿等が検査申請と相違ないか確認

消毒検査
申請書

※検査申請書の省略要件あり
（要領第２の２）

※検査報告書の省略要件あり
（要領第５の２）

※検査申請書の省略要件あり
（要領第２の２）

※検査報告書の省略要件あり
（要領第５の２）

※検査申請書の省略要件あり
（要領第２の３）

※検査報告書の省略要件あり
（要領第５の２）

（参考）



改正後の書類の流れ ③区分別検査申請書の省略

消毒及び精密検査申請書の省略の条件について記載

★輸出検査申請書のみで完結

例）台湾向けナガイモ（対象：ナミクキセンチュウ）
輸出検査申請書の記事欄（備考欄）に

【Ditylenchus dipsaciが不在であることを確認すること。
ベールマン法】等を記載

例）フィリピン向けペチュニア種子
【THIRAM 0.2% Dressing】等を記載

目視検査申請書の省略の条件について記載

★輸出検査申請書のみで完結 （目視検査を兼ねる）

例）中国向けフローリング材等
例）オランダ向け日本産カボチャ種子

※申請省略の要件あり
要領第２の２

※申請省略の要件あり
要領第２の３

区分別検査申請書を省略する場合においても、区分別検査申請書に記載する必要事項
については、輸出検査申請書の記事欄等に記載する必要があります。
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16

区分別検査

栽培地検査 消毒検査 精密検査 目視検査

※ 区分別検査申請書を用いることが想定される場合

① 登録検査機関による検査

② 区分別検査の申請を行った植物防疫所と植物検疫証明書の交付申請を行う
植物防疫所が異なる場合
例）神戸植物防疫所で木材の消毒検査＋目視検査申請を行い、

横浜植物防疫所で植物検疫証明書の交付申請を行う

③ 同一の植物防疫所に区分別検査と植物検疫証明書の交付申請を行うが、
区分別検査後、植物検疫証明書の交付申請まで日数がかかる場合
例）神戸植物防疫所で種子の精密検査を行い、在庫管理（引き去り）しながら、

同所交付申請を行う

（参考）



１．輸出検査体制の整備

変更点

１．次の申請等の手続は、原則、農林水産省共通申請サービス

（eMAFF）を用いて実施

・区分別検査申請書の提出

・検査報告書による区分別検査の結果の通知 等

変更による注意点

１．区分別検査の申請は、植物防疫所又は登録検査機関が定める

所定の様式で行う必要があります。
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検査機関

植物防疫所 登録検査機関

申請者
要領中の

区分別検査申請書
登録検査機関が定める
区分別検査申請書

（区分別検査の申請及び受理）●輸出検査実施要領第2の１

※ 植物防疫所又は登録検査機関に区分別検査を申請する際は、原則
eMAFFで申請

改正後の書類の流れ 申請の提出先と様式
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（参考）



その他の変更点１（対象及び権限の強化）

変更点

１．輸出検疫の措置の対象に中古農林業機械等の物品を追加

２．出国旅客の携帯品に対する検査権限を強化

変更による注意点

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。
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その他の変更点２（罰則の強化）

変更点

１．輸出検疫に関する違反に対する罰則を強化

変更による注意点

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ることがあります。

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。

20



その他の変更点３（検査の手続等の見直し）
変更点

１．検査する数量の見直し

２．法外検査の廃止

変更による注意点

１．輸出検査は、輸入国が要求する数量について行います。

また、輸入国が要求する検査数量がない場合は、植物等の種類ごと

に統計理論に基づいた数量（輸出植物検疫規程別表第１及び２）

を検査します。
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０３ 変更点の具体例
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変更点の具体例①（栽培地検査）

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（栽培地検
査申請書）で申請

新様式に変更
電子申請が導入される予定
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（栽培地検
査合格証）で発給
「合格」分のみ通知

新様式に変更
結果は「適合」又は「不適合」を
「検査報告書」で通知

（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ます。
２ 栽培地検査の予約等についてもeMAFFの活用を順次進めていく予定です。
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栽培地
検査
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変更点の具体例②（消毒検査）

令和５年３月３１日
まで

令和５年４月１日以降

消毒検査の申請 従来は任意の様式で
申請

新様式に変更
電子申請が導入される予定
申請者が申請書に消毒検査の内容
の詳細を記載

消毒検査の結果通知 従来は任意の様式で
適否を通知又は適合
した場合に植物検疫
証明書を発給

新様式に変更
結果は「適合」又は「不適合」を
「検査報告書」で通知

（備考）
１ 消毒を行う際は、植物防疫官又は登録検査機関が立会で確認します。
２ 消毒実施者が実施する同様の消毒について、過去に植物防疫官又は登録検査機関が立会で

確認した場合は、以降の検査での立会を必ずしも必要としません。
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消毒検査
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変更点の具体例③（精密検査）

令和５年３月３１日
まで

令和５年４月１日以降

精密検査の申請 従来は任意の様式で
申請

新様式に変更
電子申請が導入される予定
申請者が申請書に精密検査の内容
の詳細を記載

精密検査の結果通知 従来は任意の様式で
適否を通知又は適合
した場合に植物検疫
証明書を発給

新様式に変更
結果は「適合」又は「不適合」を
「検査報告書」で通知

（備考）
１ 令和５年４月1日以降は、登録検査機関以外の検査機関が精密検査を行って交付された無病証明書は

使用できなくなります。
２ 令和５年３月31日までに交付された無病証明書については、４月１日以降であっても植物防疫所で

その内容を確認し、問題がないものに限り使用することができます。 27



精密検査
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変更点の具体例④（目視検査）

令和５年３月３１日
まで

令和５年４月１日以降

目視検査の申請 従来は輸出検査申請
書の様式で申請

新様式に変更
電子申請が導入される予定
申請者が申請書に目視検査の内容
の詳細を記載

目視検査の結果通知 従来は輸入国の条件
に適合した場合に植
物検疫証明書を発給

新様式に変更
結果は「適合」又は「不適合」を
「検査報告書」で通知

（備考）
１ 物品に対する目視検査は、過去に目視検査に係る報告書又は植物検疫証明書の交付を

受けたことがある場合には、情報通信機器によるリアルタイムの映像送信及び双方向
の通話が可能な情報通信手段により検査を行うことができます。
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30

７）物品に関する目視検査であって、申請者が過去に物品に関し第５の目
視検査に関する報告書又は第８の植物検疫証明書の交付を受けたことがあ
る場合には、情報通信機器によるリアルタイムの映像送信及び双方向の通
話が可能な情報通信手段により検査を実施することを可能とするものとす
る。

輸出検査実施要領
別表１ 区分別検査の方法 【目視検査】

■リモート検査の要件について記載

■ 物品（法１０条）
①高度加工品（小麦粉、製茶、ラミネート天板 等）
②中古農林業機械

これらについて、過去に現物検査を行い、植物検疫証明書の交付
を受けたことがあるものについては、リモート検査が可能。

（物品に関する目視検査に関する経過措置）



31

８）物品のうち、一定の規格（※）に基づく高度な加工がなされたものにつ
いては、３）の抽出による検査を必要としない。この際には、目視に加え、
必要に応じ、加工の程度をこん包の表示や関係書類等の確認又は同種の物品
であって輸出又は再輸出の申請を行わないものの確認により検査とする。
（※）ISPM32のAnnex Iにおいて例示されるような、有害動植物の付着の可能
性を生じさせない加工法

■高度加工品の現物検査に係る抽出方法が記載

①告示による抽出量を適用せず。

例）現行（改正前）
中身の見えない一斗缶に入った抽出油は必ず開梱して中身を検査

改正後
一斗缶を開梱せずとも、次のいずれかの条件を満たせば検査となる

②【こん包表示】一斗缶またはそのこん包材に抽出油である旨の情報が表示
されていること。

③【関係書類】インボイス等で抽出油等であることか確認できること。
④ 輸出検査後、検査官立ち合いのもと、同一商品の補充入れ替え可。
⑤ 同種の物品の提示により確認できること。



目視検査
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目視検査
（再輸出）
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変更点の具体例⑤（在庫数量の管理等）

令和５年３月３１日まで 令和５年４月１日以降

在庫数量の管理
・再輸出検査時の種苗類保管管理表
・栽培地検査又は精密検査済み植物の

保管管理表

従来は個別の様式を提出 新様式（在庫数量票）に統一
電子的に提出が可能となる予
定

補助員の関係 植物防疫所は補助員を委
嘱
補助員は補助員検査記録
書で検査記録を提出

補助員検査記録書は新様式に
変更
（補助員の委嘱通知は変更なし）

（備考）
１ 令和５年４月1日以降は、輸入した植物を再輸出する際の在庫数量又は栽培地検査等の区分別検査に

適合した植物を輸出する際の在庫数量は、在庫数量票で管理することになります。
２ 在庫数量票では、国内流通や検査への供試等により数量等の変化を記録することになります。
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 （改正前）

 再輸出検査時の種苗類保管管理表

 精密検定済み種子の保管管理表

(改正後）

輸出検査申請時に添付

在庫数量表の作成可能な品目

(1)栽培地検査 種苗類（種子、苗、球
根等）

(2)消毒検査 種苗類、木材、精米等の
穀類及び赤玉土等の高度加工品

(3)精密検査 種苗類

(4)再輸出をしようとする植物等の保管
状況及び輸出検査申請時点の保管数量
を示す書類としても使用可能（品目制
限なし）

在庫数量票
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０４ 輸出検疫における新たな
電子手続の導入
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 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 37



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

出典：農林水産省HP 38



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画面 39



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画面 40



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・eMAFFアプリ画面 41



植物防疫所のお問合せ先

横浜植物防疫所

・ 輸出検疫担当 045-211-7155

・ 札幌支所 011-852-1809

・ 塩釜支所 022-362-6916

・ 成田支所 0476-32-6690

・ 東京支所 03-3599-1139

・ 羽田空港支所 03-5757-9792

・ 新潟支所 025-244-4401
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