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「ベトナム向け輸出りんご検疫実施要領」（平成28年３月11日付け27消安第5673号 消費・安全局長通知） 一部改正新旧対照表
（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第３ 補助員の設置 第３ 補助員の設置
１ 植物防疫所長（那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。）は、 １ 植物防疫所長（那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。）は、
第６の植物防疫官による検査の事務を補助させるため、病害虫に関 第６の植物防疫官による検査の事務を補助させるため、病害虫に関
する知識を有し、かつ、ベトナム向けりんごの売買に直接利害関係 する知識を有し、かつ、ベトナム向けりんごの売買に直接利害関係
を有しない者をベトナム向け輸出りんご検査補助員（以下「補助員」 を有しない者をベトナム向け輸出りんご検査補助員（以下「補助員」
という。）として、第１号様式による辞令を交付して委嘱できるもの という。）として、第１号様式による辞令を交付して委嘱するものと
とする。 する。

２～４（略） ２～４（略）

第４ 生産園地の登録 第４ 生産園地の登録
１ ベトナム向けりんごの生産者（以下「生産者」という。）又は生 １ ベトナム向けりんごの生産者（以下「生産者」という。）又は生
産者が属する生産者団体等（以下「生産者団体」という。）の責任者 産者が属する生産者団体等（以下「生産者団体」という。）の責任者
は、都道府県の指導の下に、ベトナム向けりんごの栽培に際し、次 は、都道府県の指導の下に、ベトナム向けりんごの栽培に際し、次
の（１）から（５）までの措置が的確に実施される園地をベトナム の（１）から（４）までの措置が的確に実施される園地をベトナム
向けりんごの生産園地として申請するものとする。 向けりんごの生産園地として申請するものとする。

（１）（略） （１）（略）
（２）輸出対象の果実を収穫する樹木は、病害虫寄生果、奇形果、傷 （２）輸出対象の果実を収穫する樹木は、無袋果、破袋果、病害虫寄

果、腐敗果、過熟果等（以下「異常果実」という。）の除去が行わ 生果、奇形果、傷果、腐敗果、過熟果等（以下「異常果実」とい
れること。 う。）の除去が行われること。

（３）ナシヒメシンクイに対する措置として第 10 の低温処理を実施し （３）適切な袋かけ、園地管理等が行われること。
ない場合は、適切な袋かけが行われること。 なお、袋かけは、輸出対象の果実を収穫する樹木について、結

なお、袋かけは、輸出対象の果実を収穫する樹木について、結 実後速やかに、果柄の周囲をすき間なく閉じるよう実施すること。
実後速やかに、果柄の周囲をすき間なく閉じるよう実施すること。 また、園地管理については、（１）及び（２）のほか、病害虫寄生

枝葉の除去、剪定及び園地面の下草管理等が実施されること。
（４）病害虫寄生枝葉の剪定、除去、園地面の下草管理等の適切な園 （新設）

地管理が実施されること。
（５）（１）から（４）までの措置の実施状況について、生産者によ （４）（１）から（３）までの措置の実施状況について、生産者によ

り、生産園地の管理に係る記録が作成され、保管されること。 り、生産園地の管理に係る記録が作成され、保管されること。
２ 生産者又は生産者団体の責任者は、１の申請に当たっては、栽培 ２ 生産者又は生産者団体の責任者は、１の申請に当たっては、栽培

地検査申請書（規則第 12 号様式）を作成の上、都道府県に提出し、 地検査申請書（規則第 12 号様式）を作成の上、都道府県に提出し、
都道府県は栽培地検査申請書を取りまとめ、毎年３月 31 日までに当 都道府県は栽培地検査申請書を取りまとめ、毎年３月 31 日までに当
該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出する 該生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出する
ものとする。 ものとする。

なお、当該様式の備考欄には、ナシヒメシンクイに対して講ずる
１の（３）の袋かけをした旨又は第 10 の低温処理の内容を記載する
ものとする。

３ ２により栽培地検査申請書の提出を受けた植物防疫官は、提出さ ３ ２で栽培地検査申請書の提出を受けた植物防疫官は、提出された
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れた申請書の内容に基づき、ベトナム向け輸出りんご登録生産園地 申請書の内容に基づき、ベトナム向け輸出りんご登録生産園地一覧
一覧表（第２号様式）により、ベトナム向けりんごの生産園地を登 表（第２号様式）により、ベトナム向けりんごの生産園地を登録す
録するとともに、都道府県を経由して、生産者又は生産者団体の責 るとともに、都道府県を経由して、生産者又は生産者団体の責任者
任者に当該生産者又は生産者団体に係るベトナム向け輸出りんご登 に当該生産者又は生産者団体に係るベトナム向け輸出りんご登録生
録生産園地一覧表を通知するものとする。 産園地一覧表を通知するものとする。

なお、ベトナム向けりんごの生産園地の登録を行った植物防疫官 なお、ベトナム向けりんごの生産園地の登録を行った植物防疫官
は、当該ベトナム向け輸出りんご登録生産園地一覧表を登録した年 は、当該ベトナム向け輸出りんご登録生産園地一覧表を登録した年
の４月から２年間保管するものとする。 の４月から２年間保管するものとする。

４ ３により登録されたベトナム向けりんごの生産園地（以下「登録 ４ ３で植物防疫官により登録されたベトナム向けりんごの生産園地
生産園地」という。）を管理する生産者又は生産者団体は、当該登録 （以下「登録生産園地」という。）を管理する生産者は、当該登録生
生産園地ごとに規則第 24 条第２項の表示（規則第 13 号様式。以下 産園地ごとに規則第 24 条第２項の表示（規則第 13 号様式。以下「標
「標札」という。）を見やすい場所において行うものとする。 札」という。）を見やすい場所において行うものとする。

５・６（略） ５・６（略）

第５ 選果こん包施設、保管施設、低温処理施設等の登録 第５ 選果技術員及び選果こん包施設の登録
１ 選果こん包施設及び選果技術員の登録 （新設）

選果こん包施設及び選果技術員の登録は、次により行うものとす 選果技術員及び選果こん包施設の登録は、次により行うものとする。
る。

（１）選果こん包施設の登録申請 １ 選果こん包施設の登録申請
ア 選果こん包施設の責任者は、ベトナム向け輸出りんご選果こ （１）選果こん包施設の責任者は、ベトナム向け輸出りんご選果こん
ん包施設登録申請書（第３号様式。以下「選果こん包施設登録 包施設登録申請書（第３号様式。以下「選果こん包施設登録申請
申請書」という。）を、都道府県を経由して、毎年４月 30 日ま 書」という。）を都道府県を経由して、毎年４月 30 日までに当該
でに当該選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物 選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提
防疫官に提出するものとする。 出するものとする。

イ 選果こん包施設の責任者は、アの第３号様式の記載内容に変 （２）選果こん包施設の責任者は、（１）の第３号様式の記載内容に
更があったときは、都道府県を経由して、速やかに修正後の選 変更があったときは、都道府県を経由して、速やかに修正後の選
果こん包施設登録申請書を当該選果こん包施設の所在地を管轄 果こん包施設登録申請書を当該選果こん包施設の所在地を管轄す
する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。 る植物防疫所の植物防疫官に再提出するものとする。

（２）選果技術員の配置及び登録 ２ 選果技術員の登録
選果こん包施設の責任者は、病害虫寄生果の識別及び選別並び 選果こん包施設の責任者は、病害虫寄生果の識別及び選別並び

に選果従事者への技術指導を行う選果技術員を配置するものとす に選果従事者への技術指導を行う選果技術員を配置するものとす
る。 る。

（１）のアの第３号様式の提出を受けた植物防疫官は、選果技 １の（１）の第３号様式の提出を受けた植物防疫官は、選果技
術員に対し、病害虫の識別に関する技術研修（以下「識別研修」 術員に対し、病害虫の識別に関する技術研修（以下「識別研修」
という。）を実施し、受講者を識別研修の修了者として登録するも という。）を実施し、受講者を識別研修の修了者として登録するも
のとする。 のとする。

（３）選果こん包施設の登録及び公表 ３ 選果こん包施設の登録及び公表
ア （１）のアの第３号様式の提出を受けた植物防疫官は、選果 （１）１の（１）の第３号様式の提出を受けた植物防疫官は、選果技
技術員の識別研修を修了し、次に掲げる要件を備え、第８に基 術員の識別研修を修了し、次に掲げる要件を備え、第８に基づく
づく選果こん包を行う選果こん包施設を、ベトナム向けりんご 選果こん包を行う選果こん包施設をベトナム向けりんごの選果こ
の選果こん包施設として登録するものとする。 ん包施設として登録するものとする。

なお、登録に際し、必要に応じて植物防疫官はその要件を満た
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しているか確認するものとする。
（ア）～（エ）（略） ア～エ（略）
（削る） （２）ベトナム向けりんごが選果こん包施設以外の保管施設で保管さ

れる場合は、当該保管施設の責任者は、（１）に準じて、植物防疫
官による当該保管施設の登録を受けるものとする。

イ アで登録を行った植物防疫官は、登録した選果こん包施設（以 （３）（１）で登録を行った植物防疫官は、登録した選果こん包施設
下「登録選果こん包施設」という。）を都道府県に通知するもの （以下「登録選果こん包施設」という。）を都道府県に通知するも
とする。また、植物防疫所長は、第４の３のベトナム向け輸出 のとする。また、植物防疫所長は、第４の３のベトナム向け輸出
りんご登録生産園地一覧表及び第４の６の登録生産園地に係る りんご登録生産園地一覧表及び第４の６の登録生産園地に係る防
防除暦等とともに、登録選果こん包施設の登録情報をベトナム 除暦等とともに、登録選果こん包施設の登録情報をベトナム向け
向け輸出りんご登録選果こん包施設一覧表（第４号様式）によ 輸出りんご登録選果こん包施設一覧表（第４号様式）により、７
り、７月 10 日又は輸出開始予定日の 20 日前の日のいずれか早 月 10 日又は輸出開始予定日の 20 日前の日のいずれか早い日まで
い日までに消費・安全局植物防疫課長（以下「植物防疫課長」 に消費・安全局植物防疫課長（以下「植物防疫課長」という。）に
という。）に報告するとともに、ベトナム向け輸出りんご登録選 報告するとともに、ベトナム向け輸出りんご登録選果こん包施設
果こん包施設一覧表（選果こん包施設責任者氏名及び選果技術 一覧表（選果こん包施設責任者氏名及び選果技術員氏名の欄を除
員氏名の欄を除く。）を植物防疫所ホームページに掲載するもの く。）を植物防疫所ホームページに掲載するものとする。
とする。 なお、登録選果こん包施設を管轄する植物防疫所の植物防疫官

なお、登録選果こん包施設の所在地を管轄する植物防疫所の は、ベトナム向け輸出りんご登録選果こん包施設一覧表を登録し
植物防疫官は、ベトナム向け輸出りんご登録選果こん包施設一 た年の４月から２年間保管するものとする。
覧表を登録した年度の翌年度末まで保管するものとする。

ウ 植物防疫課長は、イにより報告されたベトナム向け輸出りん （４）植物防疫課長は、（３）により報告されたベトナム向け輸出り
ご登録生産園地一覧表、登録生産園地に係る防除暦等及びベト んご登録生産園地一覧表、登録生産園地に係る防除暦等及びベト
ナム向け輸出りんご登録選果こん包施設一覧表を毎年、ベトナ ナム向け輸出りんご登録選果こん包施設一覧表を毎年、ベトナム
ム向けりんごの輸出開始日の前までに、ベトナム植物検疫当局 向けりんごの輸出開始日の前までに、ベトナム植物検疫当局に通
に通知するものとする。 知するものとする。

２ 保管施設の登録 （新設）
ベトナム向けりんごが選果こん包施設以外の保管施設で保管され

る場合は、保管施設の登録は、次により行うものとする。
（１）保管施設の登録申請

ア 保管施設の責任者は、ベトナム向け輸出りんご保管施設登録
申請書（第５号様式。以下「保管施設登録申請書」という。）を、
都道府県を経由して、毎年４月 30 日までに当該保管施設の所在
地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

イ 保管施設の責任者は、アにより提出した申請書の記載内容に
変更があったときは、都道府県を経由して、速やかに修正後の
保管施設登録申請書を当該保管施設の所在地を管轄する植物防
疫所の植物防疫官に提出するものとする。

（２）保管施設の登録
ア （１）のアの申請書の提出を受けた植物防疫官は、次に掲げ

る要件（当該施設において輸出検査が行われない場合にあって
は、（ア）及び（イ）に掲げる要件）を備える保管施設を、ベト
ナム向けりんごの保管施設として登録するものとする。



- 4 -

（ア）ベトナム向けりんごは、それ以外のりんご等の生果実と区
別し、病害虫の再汚染を防止するための措置が講じられた状
態で保管できること又は温度約０℃以下で保管できること。

（イ）定期的に清掃、消毒等が適切に行われており、その記録が
保管されていること。

（ウ）検査のための十分な照明設備を有すること。
（エ）夜間作業を行う場合は、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等

による被覆により別表１の C のガ類の侵入を防止できるこ
と。

イ アで登録を行った植物防疫官は、登録した保管施設（以下「登
録保管施設」という。）を都道府県に通知するものとする。

なお、登録保管施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防
疫官は、ベトナム向け輸出りんご登録保管施設一覧表（第６号
様式）を登録した年度の翌年度末まで保管するものとする。

３ 低温処理施設及び低温処理技術員の登録 （新設）
ナシヒメシンクイに対する措置として第 10 の低温処理を実施する

場合における低温処理施設及び低温処理技術員の登録は、次により
行うものとする。

（１）低温処理施設の登録申請
ア 低温処理施設の責任者は、ベトナム向け輸出りんご低温処理

施設登録申請書（第７号様式。以下「低温処理施設登録申請書」
という。）を、都道府県を経由して、毎年４月 30 日までに当該
低温処理施設の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提
出するものとする。ただし、やむを得ない理由によりあらかじ
め登録を受けることができなかったと認められるときは、この
限りでない。

イ 低温処理施設の責任者は、アの申請書の記載内容に変更があ
ったときは、都道府県を経由して、速やかに修正後の低温処理
施設登録申請書を、当該低温処理施設の所在地を管轄する植物
防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

（２）低温処理技術員の配置及び登録
低温処理施設の責任者は、低温処理を行う低温処理技術員を配

置するものとする。
（１）のアの申請書の提出を受けた植物防疫官は、低温処理技

術員に対し、低温処理に関する技術研修（以下「低温処理研修」
という。）を実施し、受講者を低温処理研修の修了者として登録す
るものとする。

（３）低温処理施設の登録
ア （１）のアの申請書の提出を受けた植物防疫官は、次に掲げ

る要件を備える低温処理施設を、第 10 の低温処理を実施するベ
トナム向けりんごの低温処理施設として登録するものとする。

（ア）ベトナム向けりんごの中心部の温度を 1.1 ℃以下で保持で
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きること。
（イ）ベトナム向けりんごの中心部の温度（部屋の中央付近及び

冷却風の戻り口付近の積荷の中心部及び最上部の端に所在す
る生果実の中心部の温度）及び部屋の空間部の温度（２カ所）
を確認できる自動温度記録装置を有すること。

（ウ）（イ）の自動温度記録装置は、少なくとも４時間ごとに温度
を 0.1 ℃単位で記録できる能力を有すること。

（エ）温度記録の改ざんを防止できること。
イ アで登録を行った植物防疫官は、登録した低温処理施設（以

下「登録低温処理施設」という。）を都道府県に通知するものと
する。

なお、登録低温処理施設の所在地を管轄する植物防疫所の植
物防疫官は、ベトナム向け輸出りんご登録低温処理施設一覧表
（第８号様式）を登録した年度の翌年度末まで保管するものと
する。

４ 施設間の輸送 （新設）
登録低温処理施設、登録選果こん包施設及び登録保管施設が同一

の建物でない場合において、ベトナム向けりんごを施設間で輸送す
るときは、植物防疫官の指導の下、病害虫の再汚染を防止するため
の措置を講じるものとする。

第６ 登録生産園地における栽培地検査 第６ 登録生産園地における栽培地検査
１ 植物防疫官は、登録生産園地について、次により栽培地における １ 植物防疫官は、登録生産園地について、次により栽培地における
検査（以下「検査」という。）を行うものとする。 検査（以下「検査」という。）を行うものとする。

なお、検査を行う登録生産園地につき、第３により補助員が設置 なお、検査を行う登録生産園地につき、第３により補助員が設置
されている場合は、その検査の一部を補助員に実施させることがで されている場合は、その検査の一部を補助員に実施させることがで
きるものとする。 きるものとする。

また、ベトナム向けりんごの生産園地を管理する生産者は、当該 また、ベトナム向けりんごの生産園地を管理する生産者は、当該
検査に立ち会わなければならないものとする。 検査に立ち会わなければならないものとする。

（１）補助員が補助する検査の方法 （１）補助員が補助する検査の方法
補助員が補助する検査（以下「補助員検査」という。）につい 補助員が補助する検査（以下「補助員検査」という。）につい

ては、次のとおり行うものとする。 ては、次のとおり行うものとする。
ア～ウ（略） ア～ウ（略）
エ 袋かけ状況の確認 エ 袋かけ状況の確認

補助員は、イの（イ）の検査の際に、輸出対象の果実を収穫す 補助員は、イの（イ）の検査の際に、輸出対象の果実を収穫す
る樹木に袋かけが結実後から行われているかどうかについて、園 る樹木に袋かけが結実後から行われているかどうかについて、園
地管理記録等により確認するものとする。 地管理記録等により確認するものとする。

補助員は、当該袋かけが適切に行われていないりんごを発見し 補助員は、当該袋かけが適切に行われていないりんごを発見し
た場合には、生産者に対し、当該りんごを直ちに除去するか、又 た場合には、生産者に対し、当該りんごを直ちに除去するよう依
は当該りんごを収穫する樹木に標識を付けるよう依頼するものと 頼するものとする。
する。
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オ（略） オ（略）
カ 園地管理記録の確認 カ 園地管理記録の確認

補助員は、生産者による園地管理記録を確認し、対象病害の有 補助員は、生産者による園地管理記録を確認し、対象病害の有
無及び第４の１の（１）から（５）までの措置が適切に実施され 無及び第４の１の（１）から（４）までの措置が適切に実施され
ていたかどうかについて確認するものとする。 ていたかどうかについて確認するものとする。

キ 補助員検査の結果 キ 補助員検査の結果
補助員は、検査の実施ごとに、補助員検査の結果をベトナム向 補助員は、検査の実施ごとに、補助員検査の結果をベトナム向

け輸出りんご登録生産園地検査成績（第９号様式）により記録し、 け輸出りんご登録生産園地検査成績（第５号様式）により記録し、
植物防疫官に提出するものとする。植物防疫官は、補助員から提 植物防疫官に提出するものとする。植物防疫官は、補助員から提
出された結果の報告の内容を確認し、必要に応じて補助員に対し 出された結果の報告の内容を確認し、必要に応じて補助員に対し
指示を与えるものとする 指示を与えるものとする。

（２）植物防疫官の検査の方法 （２）植物防疫官の検査の方法
植物防疫官は、（１）の補助員検査が行われた場合は補助員の立会 植物防疫官は、（１）の補助員検査が行われた場合は補助員の立会

いの下で、（１）の補助員検査が行われなかった場合は当該補助員検 いの下で、（１）の補助員検査が行われなかった場合は当該補助員検
査と同様の内容の検査を自ら行った上で、当該検査の結果を基に、 査と同様の内容の検査を自ら行った上で、当該検査の結果を基に、
登録生産園地について次のとおり検査を行うものとする。 登録生産園地について次のとおり検査を行うものとする。

なお、（１）のエ、オ及びキに基づき補助員が生産者に依頼又は指 なお、（１）のエ、オ及びキに基づき補助員が生産者に依頼又は指
示したにもかかわらず、従わない場合には、植物防疫官は、当該登 示したにもかかわらず、従わない場合には、植物防疫官は、当該登
録生産園地に係る第４の３の登録を取り消すものとする。 録生産園地に係る第４の３の登録を取り消すものとする。

また、輸出初年度においては、植物防疫官は、ベトナム検査官と
合同してイの（イ）の検査を行い、その他ベトナム検査官の求めに
応じ、登録選果こん包施設、第５の３の（２）の保管施設及び第 10
の３の（３）のくん蒸倉庫の調査を行うものとする。

ア～エ（略） ア～エ（略）
オ 袋かけ状況の確認 オ 袋かけ状況の確認

植物防疫官は、イの（イ）の検査の際に、第４の１の（３）に 植物防疫官は、イの（イ）の検査の際に、輸出対象の果実を収
より袋かけの措置が行われた登録生産園地にあっては、輸出対象 穫する樹木に袋かけが結実後から収穫開始日の 30 日前まで行われ
の果実を収穫する樹木に袋かけが結実後から収穫開始日の 30 日前 ていたかどうかについて、園地管理記録等により確認するものと
まで行われていたかどうかについて、園地管理記録等により確認 する。
するものとする。 植物防疫官は、当該袋かけが適切に行われていないことを確認

植物防疫官は、当該袋かけが適切に行われていないことを確認 した場合には、生産者に対し、当該輸出対象の果実を収穫する樹
した場合には、生産者に対し、当該輸出対象の果実を収穫する樹 木から収穫されるりんごを輸出対象としないよう指示するものと
木から収穫されるりんごを輸出対象としないよう指示するものと する。
する。

カ（略） カ（略）
キ 園地管理記録の確認 キ 園地管理記録の確認

植物防疫官は、生産者による園地管理記録を確認し、対象病害 植物防疫官は、生産者による園地管理記録を確認し、対象病害
の有無及び第４の１の（１）から（４）までの措置が適切に実施 の有無及び第４の１の（１）から（３）までの措置が適切に実施
されていたかどうかについて確認するものとする。 されていたかどうかについて確認するものとする。

ク（略） ク（略）
２（略） ２（略）
３ 植物防疫官は、１の検査の結果、登録生産園地に別表１の A 及び B ３ 植物防疫官は、１の検査の結果、登録生産園地に別表１の A 及び B
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の病害がないこと、同表の D の病害が発見された場合は、防除が実 の病害がないこと、同表の D の病害が発見された場合は、防除が実
施されていること及び登録生産園地において第４の１の（１）から 施されていること及び登録生産園地において第４の１の（１）から
（５）までの措置が的確に実施されていることを認めたときは、当 （４）までの措置が的確に実施されていることを認めたときは、当
該登録生産園地の生産者又は生産者団体の責任者に対し、栽培地検 該登録生産園地の生産者又は生産者団体の責任者に対し、栽培地検
査合格証明書（規則第 19 号様式）を発行するものとする。 査合格証明書（規則第 19 号様式）を発行するものとする。

また、植物防疫官は、栽培地検査合格証明書を発行した登録生産 また、植物防疫官は、栽培地検査合格証明書を発行した登録生産
園地に係る情報を、その地域を担当する補助員及び当該登録生産園 園地に係る情報を担当地域の補助員及び登録選果こん包施設の責任
地のベトナム向けりんごを選果する登録選果こん包施設の責任者に 者に通知するものとする。
通知するものとする。

なお、袋かけを実施した登録生産園地については、当該証明書の
備考欄に袋かけを実施した旨を記載するものとし、袋かけが適切に
行われていない場合は、第 10 の低温処理の実施について生産者又は
生産者団体等の意向を確認し、その意向があることを条件に、袋か
けが未実施である旨を記載するものとする。

４（略） ４（略）

第７ 収穫に当たっての遵守事項 第７ 収穫に当たっての遵守事項
登録生産園地の生産者は、登録生産園地において、ベトナム向けり 登録生産園地の生産者は、登録生産園地において、ベトナム向けり

んごを収穫する際には、次の事項を遵守すること。 んごを収穫する際には、次の事項を遵守すること。
（１）・（２）（略） （１）・（２）（略）
（３）収穫したベトナム向けりんごを運搬する容器には、登録生産園 （３）収穫したベトナム向けりんごを運搬する容器には、登録生産園

地番号及び袋かけの有無又はこれらを判別できる符号、番号等を 地番号又はこれを参照できる符号、番号等を表示すること。
表示すること。

第８ 選果こん包等の実施 第８ 選果こん包等の実施
登録選果こん包施設におけるベトナム向けりんごの選果こん包、積 登録選果こん包施設におけるベトナム向けりんごの選果こん包、積

込み作業等は、次により行うものとする。なお、選果作業を行う場合 込み作業等は、次により行うものとする。なお、選果作業を行う場合
は、作業に従事する者の中に少なくとも１人の第５の１の（２）の登 は、作業に従事する者の中に少なくとも１人の第５の２の登録を受け
録を受けた選果技術員を配置するものとする。 た選果技術員を配置するものとする。
（１）～（７）（略） （１）～（７）（略）

第９ 選果こん包実施報告書の提供 第９ 選果こん包実施報告書の交付
登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が第８に掲げる事項 登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が第８に掲げる事項

を全て満たして行われたと判断した場合には、品種別及びサイズ別（玉 を全て満たして行われたと判断した場合には、品種別及びサイズ別（玉
数別）の箱数及び数量（kg）が記載された書類を添付したベトナム向 数別）の箱数及び数量（kg）が記載された書類を添付したベトナム向
け輸出りんご選果こん包実施報告書（第 10 号様式。以下「実施報告書」 け輸出りんご選果こん包実施報告書（第６号様式。以下「実施報告書」
という。）を２部（輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用）作成し、 という。）を２部（輸出検査申請書添付用及び輸出者保管用）作成し、
輸出者（選果こん包の実施依頼者を含む。）に提供するものとする。 輸出者（選果こん包の実施依頼者を含む。）に交付するものとする。

第 10 低温処理の実施 （新設）
登録低温処理施設におけるベトナム向けりんごの低温処理は、低温

処理技術員が次により行うものとする。
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（１） 処理の開始直前において、温度計の示度が正確であることを
氷点法によって確認すること。

（２） ベトナム向けりんごの中心部の温度が、予備冷蔵により 1.1
℃以下となっていることを確認すること。

（３） （２）の確認の後、ベトナム向けりんごの中心部の温度が、28
日間 1.1 ℃以下を保持していることを確認すること。

第 11 低温処理実施記録表の提供
低温処理施設の責任者は、低温処理が第 10 に掲げる事項を全て満た

して行われたと判断した場合には、低温処理の内容が記載された低温
処理実施記録表（第 11 号様式）を作成し、植物防疫官の確認を受ける
とともに、植物防疫官の確認を受けた低温処理実施記録表の写しを輸
出者（低温処理の実施依頼者を含む。）に提供するものとする。

第 12 輸出検査 第 10 輸出検査
１ 登録生産園地で生産され、第４の１の（３）の適切な袋かけ又は １ 登録生産園地で生産され、登録選果こん包施設で選果こん包が行

第 10 の低温処理の措置が講じられ、登録選果こん包施設で選果こん われたベトナム向けりんごの輸出者は、植物等輸出検査申請書（規
包が行われたベトナム向けりんごの輸出者は、植物等輸出検査申請 則第 14 号様式（イ）。以下「輸出検査申請書」という。）にベトナム
書（規則第 14 号様式（イ）。以下「輸出検査申請書」という。）にベ 政府が発行する輸入許可証の写し及び第９で登録選果こん包施設の
トナム政府が発行する輸入許可証の写し、第９で登録選果こん包施 責任者から交付されたこん包実施報告書を添えて、あらかじめ輸出
設の責任者から交付されたこん包実施報告書及び低温処理を実施し 検査の実施を希望する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとす
た場合は第 10 で低温処理技術員から交付された低温処理実施記録表 る。
の写しを添えて、あらかじめ輸出検査の実施を希望する植物防疫所
の植物防疫官に提出するものとする。

２（略） ２（略）
３ 植物防疫官は、次により輸出検査を実施するものとする。 ３ 植物防疫官は、次により輸出検査を実施するものとする。
（１）・（２）（略） （１）・（２）（略）
（３）輸出検査の結果行う措置 （３）輸出検査の結果行う措置

ア ベトナム向けりんごの輸出条件に適合すると認められた場合 ア ベトナム向けりんごの輸出条件に適合すると認められた場合
植物防疫官は、合格証明書（規則第 18 号様式（ロ））に、（ア） 下記の追記を行った合格証明書（規則第 18 号様式（ロ））に、

の追記及び（イ）の袋かけ又は低温処理のいずれかの措置であ 第 7 号様式による添付書類を添付したものを交付するものと
るかの別の追記をし、かつ、第 12 号様式による添付書類を添付 する。
したものを交付するものとする。低温処理が行われた場合は、 The consignment was inspected in Japan and found free from
さらに、その処理内容について、植物防疫官が発行する合格証 quarantine pests (Annex 1).
明書の消毒欄に記載するものとする。 Datail asper attached sheet.

（ア）The consignment was inspected in Japan and found free from
quarantine pests (Annex 1).
Detail as per attached sheet.

（イ）Selected pests management; (Fruit bagging) and/or (Cold
treatment)

イ 別表１の C 又は D の病害虫が発見された場合 イ 別表１の C 又は D の病害虫が発見された場合
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当該ロットを不合格とするものとする。 当該ロットを不合格とするものとする。
なお、別表１の C の害虫のみが発見された場合は、輸出者が、 なお、別表１の C の害虫のみが発見された場合は、輸出者が、

当該ロットについて次に掲げる要件を満たした上で臭化メチル 当該ロットについて次に掲げる要件を満たした上で臭化メチル
くん蒸を実施する場合には、輸出をすることができるものとす くん蒸を実施する場合には、輸出をすることができるものとす
る。 る。

（ア）（略） （ア）（略）
（イ）くん蒸が実施される前に、第５の２の（１）に準じて、植 （イ）くん蒸が実施される前に、第５の３の（１）に準じて、植

物防疫官による当該くん蒸倉庫の登録を受けること。 物防疫官による当該くん蒸倉庫の登録を受けること。
（ウ）～（オ）（略） （ウ）～（オ）（略）

第 13 （略） 第 11 （略）

附 則 （新設）
この要領は、令和元年 12 月 15 日から施行する。

別表１ 別表１
検疫対象病害虫リスト 検疫対象病害虫リスト

A・B（略） A・B（略）

C 危険性/中の害虫（８種類） C 危険性/中の害虫（８種類）
学 名 和 名 F B EI 学 名 和 名 F B EI

Rhynchites heros モモチョッキリゾウム ○ Phynchites heros モモチョッキリゾウム ○
シ シ

（略） （略） （略）（略）（略） （略） （略） （略）（略）（略）

D 危険性/中の病害（８種類） D 危険性/中の病害（８種類）
学 名 和 名 F B EI 学 名 和 名 F B EI

（略） （略） （略）（略）（略） （略） （略） （略）（略）（略）
Schizothyrium pomi リンゴすす点病 ○ ○ ○ Schizothyrium pomi リンゴすす病 ○ ○ ○

（略） （略）

第５号様式（第５関係） （新設）

ベトナム向け輸出りんご保管施設登録申請書

年 月 日

植物防疫所( 支所又は出張所）植物防疫官 殿

保管施設責任者
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住 所

氏 名 ㊞

下記施設をベトナム向け輸出りんご保管施設として申請します。

施設名 所在地及び連絡先 施設責任者氏名 夜間作業の有無 輸出検査の有無 備考

Name of Address and phone Name of person Night operation Export inspection Notes

facility number in charge

（注）１ 施設名、所在地及び連絡先、施設責任者氏名については、英文併記とすること。

２ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。

第６号様式（第５関係） （新設）

ベトナム向け輸出りんご登録保管施設一覧表

List of registered storage facility for apple export to Vietnam

施設番号 都道府県 施設名 所在地 施設責任者 夜間作業の有無 輸出検査の有無 備考

Code of Prefecture Name of Location 氏名 Night operation Export inspection Notes

facility facility Name of person

in charge

第７号様式（第５関係） （新設）

ベトナム向け輸出りんご低温処理施設登録申請書

年 月 日

植物防疫所( 支所又は出張所）植物防疫官 殿

保管施設責任者

住 所

氏 名 ㊞
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下記施設をベトナム向け輸出りんご低温処理施設として申請します。

施設名 所在地及び連絡先 施設責任者氏名 低温処理技術員氏名 施設情報 備考

Name of Address and Name of person 処理庫 内容積 収容量 温度記録計

facility phone number in charge 番号 （㎥） (t or C/T) （種類・センサー数）

（注）１ 施設名、所在地及び連絡先、施設責任者氏名については、英文併記とすること。

２ 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。

第８号様式（第５関係） （新設）

ベトナム向け輸出りんご登録低温処理施設一覧表

List of registered cold treatment facility for apple export to Vietnam

施設番号 施設名 所在地 施設責任者 低温処理 施設情報 備考

Code of Name of Address 氏名 技術員氏名 処理庫 内容積 収容量 温度記録計 Notes

facility facility Name of 番号 （㎥） (t or C/T) (種類・センサー数）

person in

charge

第９号様式（第６関係）・第 10 号様式（第９関係） 第５号様式（第６関係）・第６号様式（第９関係）
（略） （略）

第 11 号様式（第 10 関係） （新設）

低 温 処 理 実 施 記 録 表

施設名 処理庫番号 登録園地番号 施設内容積（㎥） 果実収容量 施設責任者氏名

C/T t
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作業/ 確認 確認 温度センサー設置箇所 低温処理 備考

処理日数 年月日 時刻 庫内温度（℃） 果実温度（℃） 技術員氏名

１ ２ １ ２ ３ ４

示度確認

（氷点法）

補正値

予冷開始

予定確認

処理開始

２８日

確認年月日 植物防疫官氏名

（注）１ 別に温度記録を添付すれば、記載は省略可能。

２ 当該低温処理荷口のセンサー位置を示した積み付け図、登録園地及び品種ごとに処理重量を記載した書類を添付すること。

第 12 号様式（第 12 関係） 第７号様式（第 10 関係）
（略） （略）

参考様式（第８及び第 12 関係） 参考様式（第８及び第 10 関係）
（略） （略）


