（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 ２５ 日 １ ４生産第 １ ０７７６ 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 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

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

１

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
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 、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、 部屋ごと に 、４か所 以上 の生果 実に ついて確 認
する こと 。
(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
19日 間摂 氏2.2度以下で ある ことを 確認 すること 。
(ウ)
イ

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
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 、 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、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 、部屋 ごとに 、４ か所以 上の 生果実に つ い
て 確認す るこ と。
(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 19日 間摂氏 2.3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19日間 摂氏2.2度以下 で あ
る ことを 確認 するこ と。

［略 ］

［略 ］

(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
場合
ア ［略 ］
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。

(ウ)
イ

［略 ］

［略 ］

(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
場合
ア ［略 ］
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。

ウ

(3)
２～ ６

(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 。

(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、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)～ (エ)

(イ)～(エ )

［略］

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19日間 摂 氏2.2度 以下で ある ことを確 認 する
こと 。
［ 略］
［略］

ウ

(3)
２ ～６

［ 略］

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、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19日 間摂 氏2.2度
以 下であ るこ とを確 認する こと 。
［略］
［略 ］

