（別紙）
ア ルゼ ンチン 共和 国産グレ ープ フルー ツ、 バレンシ ア 種のスウ ィー トオレ ンジ 及びレ モンの 生果 実に関 する 植物検 疫実 施細則（ 平成 １５
年４ 月２ ５日付 け１ ４生産第 １０ ７７６ 号生 産局長通 知 ）一部改 正新 旧対照 表
（傍 線の部分 は 改正部分 ）
改

正

後

現

行

アル ゼンチ ン 産グレ ープ フルー ツ 、バレ ンシ ア種の スウ ィー トオレ
ンジ 及びレ モ ンの生 果実 に関す る 植物検 疫実 施細則

ア ルゼン チ ン共和 国産 グレー プ フルー ツ、 バレン シア 種の スウィ ー
ト オレン ジ 及びレ モン の生果 実 に関す る植 物検疫 実施 細則

植 物防疫 法 施行規 則（ 昭和25年 農林省 令第 73号） 別表 ２の 付表第 3
9のア ルゼン チン 産グ レープ フル ーツ、 バ レンシ ア種 のスウ ィ ートオ
レン ジ及び レ モンの 生果 実に係 る 植物検 疫の 実施に つい ては 、平成 1
5年４ 月25日 農林 水産 省告示 第720号（以 下「 告示」 とい う。 ）に規
定す るもの の ほか、 この 細則に 定 めると ころ による 。

植物防 疫 法施行 規則 （昭和 25年農林 省令 第73号 ）別 表２ の付表 第3
9の アルゼ ンチ ン共 和国産 グレ ープフ ル ーツ、 バレ ンシア 種 のスウ ィ
ー トオレ ン ジ及び レモ ンの生 果 実に係 る植 物検疫 の実 施に ついて は
、 平成15年 ４月25日農 林水産 省 告示第 720号（ 以下 「告示 」 という 。
） に規定 す るもの のほ か、こ の 細則に 定め るとこ ろに よる 。

１

検査 及び消 毒の 確認
１ 検査 及び 消毒の 確認
(1)低温 処理 施設に おい て消毒が 行わ れる場 合
(1)低 温処理 施設 におい て消毒 が行 われる 場合
ア 消 毒実 施の確 認
ア 消毒実 施の 確認
告 示６ の(2)のアの消 毒 の確認は 、次 により 、原 則として 、
告示６ の(2)のア の消毒 の確認 は、 次によ り、 原則とし て 、
アル ゼン チン植 物防 疫機関が 行う 消毒の 確認 と共同し て 行う
ア ルゼン チン 共和国 植物防 疫機 関が行 う消 毒の確 認と 共同し
もの とす る。
て 行うも のと する。
(ア )生果 実の 中心部の 温 度が予備 冷蔵 により 告示 ５の(1)の
(ア)生 果実の 中心 部の温 度が予 備冷 蔵によ り告 示５の(1)の
ア及び ウに 定められ た 温度（摂 氏1.9度又 は摂氏3.0度） 又
アに 定めら れた 温度（ 摂氏1.9度又 は摂 氏3.0度）又は イ
はイに 定め られた温 度 （摂氏1.9度） とな っている こ と
及び ウに定 めら れた温 度（摂 氏1.9度） となっ てい ること
を、部 屋ご とに、４ か 所以上の 生果 実につ いて 確認する こ
を、 部屋ご とに 、４か 所以上 の生 果実に つい て確認す る こ
と。
と。
(イ )(ア )の確 認後、引 き 続き生果 実の 中心部 の温 度が、グ レ
(イ)(ア )の確 認後 、引き 続き生 果実 の中心 部の 温度が、 グ レ
ープフ ルー ツについ て は、予備 冷蔵 により 中心 部の温度 が
ープ フルー ツに ついて は19日 間摂 氏2.3度以下 又は 23日間
摂氏1.9度に なっ ているこ とが 確認さ れた 場合にあ っ ては1
摂氏 3.2度 以下、 バレン シア 種のス ウィ ートオ レン ジにつ
9日間 摂氏2.3度以下 、 予備冷蔵 より 中心部 の温 度が摂氏 3.
いて は21日 間摂 氏2.2度 以下 、レモ ンに ついて は19日間摂
0度に なって いる ことが確 認さ れた場 合に あっては 23日間
氏2.2度以 下であ ること を確 認する こと 。
摂氏3.2度以 下、 バレンシ ア種 のスウ ィー トオレン ジ につ
いては 21日 間摂氏2.2度以 下、 レモン につ いては、 予 備冷
蔵によ り中 心部の温 度 が摂氏1.9度に なっ ているこ と が確
認され た場 合にあっ て は19日間 摂氏 2.2度 以下、予 備 冷蔵
により 中心 部の温度 が 摂氏3.0度にな って いること が 確認
された 場合 にあって は 24日間摂 氏3.2度以 下である こ とを
確認す るこ と。

イ

(ウ ) ［ 略］
輸 出検 査の確 認
告 示６ の(1)の検査の 確 認は、次 によ り、原 則と して、ア ル
ゼン チン 植物防 疫機 関が行う 検査 と共同 して 行うもの と す
る。
(ア ) ［ 略］
(イ )(ア )の確 認の結果 チ チュウカ イミ バエが 発見 されたと き
には、 チチ ュウカイ ミ バエが付 着し た原因 につ いて、ア ル
ゼンチ ン植 物防疫機 関 と共同し て調 査する こと 。なお、 そ
の原因 が判 明するま で は、それ 以後 の消毒 の確 認は行わ な
いもの とす る。

(2)低温 処理 船舶又 は低 温処理コ ンテ ナーに おい て消毒が 行 われ
る場合
ア 輸 出検 査の確 認
告 示６ の(1)の検査の 確 認は、次 によ り、原 則と して、ア ル
ゼン チン 植物防 疫機 関が行う 検査 と共同 して 行うもの と す
る。
(ア ) ［ 略］
(イ )(ア )の確 認の結果 チ チュウカ イミ バエが 発見 されたと き
には、 アル ゼンチン 植 物防疫機 関に より、 当該 荷口が日 本
向けに 発送 されない よ うに措置 され たこと を確 認するこ
と。
イ 消 毒の 開始の 確認
告 示６ の(2)のイの輸 出 港におけ る消 毒の開 始の 確認は、 次
によ り、 原則と して 、アルゼ ンチ ン植物 防疫 機関が行 う 消毒
の確 認と 共同し て行 うものと する 。
(ア )生果 実の 中心部の 温 度が予備 冷蔵 により 告示 ５の(1)の
ア及び ウに 定められ た 温度（摂 氏1.9度又 は摂氏3.0度） 又
はイに 定め られた温 度 （摂氏1.9度） とな っている こ とを
、低温 処理 船舶にあ っ ては船室 ごと に４か 所（ 空調設備 を
共有す る複 数の船室 （ 以下「複 数デ ッキと いう 。）にあ っ
ては、 各船 室ごとに ３ か所）以 上、 低温処 理コ ンテナー に
あって はコ ンテナー ご とに３か 所以 上の生 果実 について 確
認する こと 。
(イ ) ［ 略］
(ウ )アル ゼン チン植物 防 疫機関に より 告示４ の封 印がなさ れ
たこと を確 認するこ と 。
(エ )低温 処理 コンテナ ー にあって は、 アルゼ ンチ ン植物防 疫
機関に より 植物検疫 証 明書に告 示４ の(3)の封印の 記 号・

イ

(ウ) ［略］
輸出検 査の 確認
告示６ の(1)の検 査の確 認は、 次に より、 原則 として、 ア ル
ゼ ンチン 共和 国植物 防疫機 関が 行う検 査と 共同し て行 うもの
と する。
(ア) ［略］
(イ)(ア )の確 認の 結果チ チュウ カイ ミバエ が発 見された と き
には 、チチ ュウ カイミ バエが 付着 した原 因に ついて、 ア ル
ゼン チン共 和国 植物防 疫機関 と共 同して 調査 すること 。 な
お、 その原 因が 判明す るまで は、 それ以 後の 消毒の確 認 は
行わ ないも のと する。

(2)低 温処理 船舶 又は低 温処理 コン テナー にお いて消 毒が 行われ
る場 合
ア 輸出検 査の 確認
告示６ の(1)の検 査の確 認は、 次に より、 原則 として、 ア ル
ゼ ンチン 共和 国植物 防疫機 関が 行う検 査と 共同し て行 うもの
と する。
(ア) ［略］
(イ)(ア )の確 認の 結果チ チュウ カイ ミバエ が発 見された と き
には 、アル ゼン チン共 和国植 物防 疫機関 によ り、当該 荷 口
が日 本向け に発 送され ないよ うに 措置さ れた ことを確 認 す
るこ と。
イ 消毒の 開始 の確認
告示６ の(2)のイ の輸出 港にお ける 消毒の 開始 の確認は 、 次
に より、 原則 として 、アル ゼン チン共 和国 植物防 疫機 関が行
う 消毒の 確認 と共同 して行 うも のとす る。
(ア)生 果実の 中心 部の温 度が予 備冷 蔵によ り告 示５の(1)の
アに 定めら れた 温度（ 摂氏1.9度又 は摂 氏3.0度）又は イ 及
びウ に定め られ た温度 （摂氏 1.9度 ）と なって いる ことを
、低 温処理 船舶 にあっ ては船 室ご とに４ か所 （空調設 備 を
共有 する複 数の 船室（ 以下「 複数 デッキ とい う。）に あ っ
ては 、各船 室ご とに３ か所） 以上 、低温 処理 コンテナ ー に
あっ てはコ ンテ ナーご とに３ か所 以上の 生果 実につい て 確
認す ること 。
(イ) ［略］
(ウ)ア ルゼン チン 共和国 植物防 疫機 関によ り告 示４の封 印 が
なさ れたこ とを 確認す ること 。
(エ)低 温処理 コン テナー にあっ ては 、アル ゼン チン共和 国 植
物防 疫機関 によ り植物 検疫証 明書 に告示 ４の (3)の 封印の

番号が 記載 されてい る ことを確 認す ること 。
消 毒の 終了の 確認
告 示６ の(2)のイの輸 入 港におけ る消 毒の終 了の 確認は、 次
によ り、 原則と して 、アルゼ ンチ ン植物 防疫 機関が行 う 消毒
の確 認と 共同し て行 うものと する 。
(ア ) ［ 略］
(イ )当該 船舶 の船室又 は 低温処理 コン テナー ごと の自動温 度
記録装 置の 記録紙を 調 査し、引 き続 き生果 実中 心部の温 度
が、グ レー プフルー ツ について は、 予備冷 蔵に おいて中 心
部の温 度が 摂氏1.9度にな って いるこ とが 確認され た 場合
にあっ ては 19日間摂 氏 2.3度以 下、予 備冷 蔵におい て 中心
部の温 度が 摂氏3.0度にな って いるこ とが 確認され た 場合
にあっ ては 23日間摂 氏 3.2度以 下、バ レン シア種の ス ウィ
ートオ レン ジについ て は21日間 摂氏 2.2度 以下、レ モ ンに
ついて は、 予備冷蔵 に おいて中 心部 の温度 が摂 氏1.9度に
なって いる ことが確 認 された場 合に あって は19日間摂氏 2.
2度以 下、予 備冷 蔵におい て中 心部の 温度 が摂氏3.0度に な
ってい るこ とが確認 さ れた場合 にあ っては 24日 間摂氏3.2
度以下 であ ることを 確 認するこ と。
(3)植物 検疫 証明書
植物 防疫 官は、 (1)又は (2)に より 消毒が 完全 に行われ た こと
及びア によ り検疫 有害 動植物が ない ことを 確認 したとき は 、植
物検疫 証明 書の余 白に 氏名を記 入し 、押印 する ものとす る 。
なお 、低 温処理 船舶 又は低温 処理 コンテ ナー により消 毒 が行
われる 場合 であっ て、 輸入港に おけ る確認 の際 に消毒が 完 全に
実施さ れて いない こと が判明し た場 合には 、当 該生果実 は 、ア
ルゼン チン 植物防 疫機 関の責任 によ り返送 され るものと す る。
ウ

２

消毒 施設
(1)～(3) ［ 略］
(4)告示 ５の (2)の アルゼン チ ン植物防 疫機 関によ り指 定された 低
温処理 船舶 につい ては 、毎年、 ３の 調査の 開始 前に、ア ル ゼン
チン植 物防 疫機関 によ り、船舶 名、 指定番 号、 指定年月 日 、所
有社名 、収 容能力 及び 船舶の構 造を 記載し た一 覧表が作 成 され
、植物 防疫 官に提 出さ れるもの とす る。
(5)告示 ５の (2)の アルゼン チ ン植物防 疫機 関によ り指 定された 低
温処理 コン テナー につ いては、 毎年 、３の 調査 の開始前 に 、ア
ルゼン チン 植物防 疫機 関により 、そ の記号 ・番 号、所有 者 、容
積及び 指定 年月日 を記 載した一 覧表 が作成 され 、植物防 疫 官に

ウ

記号 ・番号 が記 載され ている こと を確認 する こと。
消毒の 終了 の確認
告示６ の(2)のイ の輸入 港にお ける 消毒の 終了 の確認は 、 次
に より、 原則 として 、アル ゼン チン共 和国 植物防 疫機 関が行
う 消毒の 確認 と共同 して行 うも のとす る。
(ア) ［略］
(イ)当 該船舶 の船 室又は 低温処 理コ ンテナ ーご との自動 温 度
記録 装置の 記録 紙を調 査し、 引き 続き生 果実 中心部の 温 度
が、 グレー プフ ルーツ につい ては 19日間 摂氏 2.3度 以下又
は23日間摂 氏3.2度以下 、バ レンシ ア種 のスウ ィー トオレ
ンジ につい ては 21日間 摂氏2.2度以 下、 レモン につ いては1
9日間 摂氏 2.2度 以下で あるこ とを 確認す るこ と。

(3)植 物検疫 証明 書
植 物防疫 官は 、(1)又は(2)によ り消毒 が完 全に行 われ たこと
及び アによ り検 疫有害 動植物 がな いこと を確 認した とき は、植
物検 疫証明 書の 余白に 氏名を 記入 し、押 印す るもの とす る。
な お、低 温処 理船舶 又は低 温処 理コン テナ ーによ り消 毒が行
われ る場合 であ って、 輸入港 にお ける確 認の 際に消 毒が 完全に
実施 されて いな いこと が判明 した 場合に は、 当該生 果実 は、ア
ルゼ ンチン 共和 国植物 防疫機 関の 責任に より 返送さ れる ものと
する 。
２

消毒 施設
(1)～ (3) ［略］
(4)告 示５の (2)の アル ゼンチ ン共和 国植 物防疫 機関 により指 定 さ
れた 低温処 理船 舶につ いては 、毎 年、３ の調 査の開 始前 に、ア
ルゼ ンチン 共和 国植物 防疫機 関に より、 船舶 名、指 定番 号、指
定年 月日、 所有 社名、 収容能 力及 び船舶 の構 造を記 載し た一覧
表が 作成さ れ、 植物防 疫官に 提出 される もの とする 。
(5)告 示５の (2)の アル ゼンチ ン共和 国植 物防疫 機関 により指 定 さ
れた 低温処 理コ ンテナ ーにつ いて は、毎 年、 ３の調 査の 開始前
に、 アルゼ ンチ ン共和 国植物 防疫 機関に より 、その 記号 ・番号
、所 有者、 容積 及び指 定年月 日を 記載し た一 覧表が 作成 され、

提出さ れる ものと する 。
３

消毒 施設の 調査
(1)低温 処理 施設
ア ［ 略］
イ ア の調 査は、 原則 として、 アル ゼンチ ン植 物防疫機 関 が行
う日 本向 け生果 実の 消毒施設 の指 定のた めの 調査と共 同 して
行う もの とする 。
ウ・エ ［ 略］
(2) ［ 略］
(3)消毒 施設 の指定 の取 消し
(1)若しく は(2)の調 査の結果 又は その使 用中 に所定の 低 温処
理条件 を満 足しな いこ とが判明 した 場合に は、 当該施設 の 指定
はアル ゼン チン植 物防 疫機関に より 取り消 され るものと す る。

４・ ５
６

［略］

日本 到着時 の輸 入検査
(1)～(3) ［ 略］
(4)植物 防疫 官は、 チチ ュウカイ ミバ エが発 見さ れた場合 に は、
次によ り措 置する もの とする。
ア ［ 略］
イ チ チュ ウカイ ミバ エが付着 した 原因に つい て、アル ゼ ンチ
ン植 物防 疫機関 と共 同して調 査す るもの とす る。なお 、 その
原因 が判 明する まで は、それ 以後 の輸入 検査 を中止す る もの
とす る。

植物 防疫官 に提 出され るもの とす る。
３

消毒 施設 の調査
(1)低 温処理 施設
ア ［略］
イ アの調 査は 、原則 として 、ア ルゼン チン 共和国 植物 防疫機
関 が行う 日本 向け生 果実の 消毒 施設の 指定 のため の調 査と共
同 して行 うも のとす る。
ウ・ エ ［ 略］
(2) ［略］
(3)消 毒施設 の指 定の取 消し
(1)若し くは(2)の調 査の結 果又 はその 使用 中に所 定の 低温処
理条 件を満 足し ないこ とが判 明し た場合 には 、当該 施設 の指定
はア ルゼン チン 共和国 植物防 疫機 関によ り取 り消さ れる ものと
する 。

４ ・５
６

［略 ］

日本 到着 時の輸 入検 査
(1)～ (3) ［略］
(4)植 物防疫 官は 、チチ ュウカ イミ バエが 発見 された 場合 には、
次に より措 置す るもの とする 。
ア ［略］
イ チチュ ウカ イミバ エが付 着し た原因 につ いて、 アル ゼンチ
ン 共和国 植物 防疫機 関と共 同し て調査 する ものと する 。なお
、 その原 因が 判明す るまで は、 それ以 後の 輸入検 査を 中止す
る ものと する 。

