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（基本方針） 

第１ ウメ輪紋ウイルス（以下「ＰＰＶ」という。）は、ウメやモモ等のサクラ属植物に感

染する植物ウイルスであり、平成 21年に国内で初めて発生が確認された。平成 22年２

月以降、植物防疫法に基づき、移動制限、感染植物の伐採等を主な内容とする緊急防除

を実施してきた。結果、現在では、発生地域における感染割合は大きく低下している。 

このような状況を踏まえ、令和２年度ウメ輪紋ウイルス対策検討会（令和２年 12 月

９日開催）において、「緊急防除の防除期間（令和３年３月末まで）を延長する必要はな

いが、未発生地域への侵入防止に万全を期すため、ＰＰＶによる被害の大きさ等に関す

る植物防疫所による調査研究が終了するまでの間は、発生地域において、サクラ属植物

（サクラ節を除く。）の苗木等の検査制度を新たに導入する」こととされた。 

ついては、緊急防除終了後も、ＰＰＶに感染したサクラ属植物（サクラ節を除く。以

下同じ。）が流通しないよう、生産者、都道府県及び国が一体となって、本要領の規定に

基づく検査、調査及び防除を実施することとする。 

 

（定義） 

第２ この要領において「苗木」とは、穂木その他繁殖の用に供される植物をいう。 

２ この要領において「母樹」とは、繁殖の用に供される穂木を採取することを目的とし

て栽培される植物をいう。 

３ この要領において「盆栽類」とは、鉢植えの状態で栽培され、苗木又は母樹として使

用しない植物をいう。 

 

（検査対象地域） 

第３ この要領の規定に基づいて検査を実施する地域は、別表１及び別表２に掲げる地域と

する。 

 

（検査） 

第４ 都道府県は、検査対象地域内に存在する園地（以下「検査対象園地」という。）にお

いて、サクラ属植物の苗木、母樹及び盆栽類（以下「苗木等」という。）を栽培してい

る生産者又は生産者団体（以下「生産者等」という。）に対し、検査対象園地の所在地

を管轄する植物防疫所（支所及び出張所を含む。以下「管轄植物防疫所」という。）と

ともに、本要領に基づく検査の趣旨を説明し、必要に応じて第８の検査を受けるよう、

指導するものとする。 



 

（検査の対象） 

第５ 検査の対象は、苗木等であって、検査対象地域外に移出するものとする。ただし、苗

木等を、検査対象園地からホームセンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等に販売

するために移出する場合は、移出先が検査対象地域内に所在する場合であっても、検査

の対象とする（３の（２）の場合を除く。）。 

 ２ 苗木等が十分展葉しておらず、検査が実施できない状態のものを検査対象地域外に移

出しようとする場合は、管轄植物防疫所が直近の検査結果に基づいて、検査の要否を判

断するものとする。 

 ３ 次に掲げる苗木等は、検査の対象としない。 

（１）第 10 の１により検査結果の通知があった園地で栽培されたもの（当該通知のあった

日が属する年度内に限る。）。 

（２）検査対象地域外又は第 10 の１の通知を受けた園地から移入され、検査対象地域内に

あるホームセンター等の小売業者、造園業者、倉庫業者等により検査対象地域内で一時

的に管理されるものであって、栽培されることなく検査対象地域外に移出されるもの。 

（３）アブラムシの付着するおそれがない期間（11月１日から翌年２月末まで）に、検査対

象地域外から移入され、栽培されたものであって、落葉し、その枝が十分に硬化してい

る状態で、当該期間中に検査対象地域外に移出されるもの。 

（４）検査対象地域内から検査対象地域外を経由して別の検査対象地域に移出されるもので

あって、移動中にアブラムシが分散しないよう、こん包等により密閉性が保たれている

もの。 

（５）その他、管轄植物防疫所がＰＰＶに感染していないことが明らかであると認めたもの。  

 

（検査申請） 

第６ 検査対象園地外に苗木等を移動させる予定がある生産者等は、原則として検査を受け

ようとする日の 30 日前までに、検査申請書（第１号様式）及びアブラムシ防除実施報

告書（第２号様式）を都道府県に提出するものとする。 

２ 都道府県は、提出された検査申請書等について、原則として生産者等が検査を受けよ

うとする日の 14日前までに、管轄植物防疫所に送付するものとする。 

 

（検査計画の策定及び通知） 

第７ 都道府県は、第６の１の規定による検査申請書等の送付があったときは、管轄植物防

疫所と調整の上、検査実施日を決定し、当該検査申請書を提出した生産者等に通知する

ものとする。 

 

（検査の内容） 

第８ 都道府県は、管轄植物防疫所と連携し、別表３に定める方法により検査を実施するも

のとする。 

２ 都道府県は、その職員が検査を行った場合は、その結果を速やかに管轄植物防疫所に



報告するものとする。 

 

（感染していないことの判断基準） 

第９ ＰＰＶに感染していないと判断する基準は、以下に掲げるとおりとする。 

（１）盆栽類を除く苗木等 

① 検査対象園地の事前審査 

    アブラムシ防除実施報告書等により、検査を受けるまでの３年間、アブラムシの防

除が適切に実施されていたことが確認できること。 

    ただし、次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する苗木等にあっては、検査対象

園地で栽培されている期間、アブラムシ防除が適切に実施されていたことが確認でき

ること。 

（ア）検査対象地域外で栽培された後に検査対象園地に持ち込まれたものであって、 

検査対象園地での栽培期間が３年未満のもの。 

（イ）種子から栽培されたものであって、発芽以降の栽培期間が３年未満のもの。 

② 第８の検査 

（ア）ウメの苗木及び母樹については、検査対象園地での目視検査によりＰＰＶの疑

似症状が確認されないこと又はイムノクロマト法、ＬＡＭＰ法若しくはＲＴ－Ｐ

ＣＲ法によりＰＰＶが検出されないこと。 

（イ）ウメ以外の苗木及び母樹については、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法又はＲＴ

－ＰＣＲ法によりＰＰＶが検出されないこと。 

（２）盆栽類 

検査申請書（第１号様式）及びアブラムシ防除実施報告書（第２号様式）により、以

下を確認できること。 

① 検査対象園地での栽培期間中にアブラムシ防除が適切に実施されていたこと。 

② 申請から移動までの期間、アブラムシ防除が適切に実施される予定であること。 

 

（検査結果の通知及び指導） 

第 10 管轄植物防疫所は、第９によりＰＰＶに感染していないと判断したときは、都道府

県を通じて、生産者等に対し、検査結果通知書（第３号様式）により検査結果を通知

するものとする。 

２ 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、検査結果通知を受けた場合でも、苗木

等を検査対象地域外に移出するまでの間、検査対象園地の清浄性を維持するため、適

切な時期にアブラムシの防除を実施するよう指導するものとする。 

３ 管轄植物防疫所は、第８の検査を実施した結果、ＰＰＶが検出された場合は、感染確

認通知書（第４号様式）により、都道府県を通じて、生産者等にその旨を通知するとと

もに、第 12 の感染植物が確認された園地における調査の結果が判明するまで、当該園

地から苗木等を移出しないよう指導するものとする。 

 

（検査結果等の報告） 



第 11 第８の検査によりＰＰＶが検出された場合には、管轄植物防疫所は、速やかに植物

防疫課に報告するものとする。 

２ 管轄植物防疫所の長は、年度ごとの検査の結果を取りまとめ、検査結果表（第５号様

式）により消費・安全局長に報告するものとする。 

 

（感染植物が確認された園地における調査） 

第 12 都道府県及び管轄植物防疫所は、第８の検査により感染植物が確認された園地にお

いて、当該園地に栽培されている全てのサクラ属植物を対象として、イムノクロマト法、

ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣＲ法による検定を実施し、感染の有無についての調査（以下

「全量調査」という。）を行うものとする。 

２ 全量調査の結果、ＰＰＶに感染していることが確認された園地においては、園地内の

全ての苗木等がＰＰＶに感染していないことを３年間継続して確認されるまで、当該園

地から苗木等を移動しないよう指導するものとする。 

３ ＰＰＶに感染していないことの確認は、都道府県及び管轄植物防疫所が第８に準じて

実施するものとする。 

 

（検査対象地域の追加） 

第 13 都道府県は、別表１及び別表２に定める検査対象地域以外の地域において、ＰＰＶ

の発生が新たに確認された場合は、ウメ輪紋ウイルス新規発生報告書（第６号様式）

により、当該地域を管轄する植物防疫所長に報告するものとする。 

なお、ＰＰＶが存在しない都道府県において、ＰＰＶの発生が新たに確認された場合

にあっては、当該都道府県は、重要病害虫発生時対応基本指針（平成 24年５月 17日付

け 24消安第 650号農林水産省消費・安全局長通知）に定めるところにより報告するも

のとする。 

２ 植物防疫所長は、前項の報告内容について、必要な情報が記載されていることを確認

した上で、植物防疫課長に報告するものとする。 

３ 植物防疫課長は、前項の報告を受けた場合、当該地域を別表２に追加するものとする。 

 

（アブラムシ防除の指導） 

第 14 都道府県は、検査対象園地の生産者等に対し、有翅アブラムシの発生期間である春

期及び秋期に、アブラムシの防除を適切に実施することを指導するものとする。 

 

附則 

この要領は、通知の日から施行する。ただし、第８の規定は、令和３年４月１日から施行

する。  



別表１（第３関係） 

都道府県 市町村 大字 

東京都 昭島市 田中町（東日本旅客鉄道青梅線以南の地

域に限る。）、拝島町、松原町、緑町及び

美堀町 

あきる野市 小川東、乙津、小中野、小峰台、小和田、

戸倉、二宮東、平沢東、深沢及び養沢を

除く全大字 

青梅市 小曾木、木野下、新町、末広町、富岡、

成木及び御岳山を除く全大字 

八王子市 宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、上

壱分方町、川口町、久保山町、左入町、

下恩方町、諏訪町、大楽寺町、高月町、

滝山町、戸吹町、西寺方町、弐分方町及

び丸山町 

羽村市 小作台、川崎（都道二百四十九号線以西

の地域に限る。）、五ノ神（都道二百四十

九号線以西の地域に限る。）、栄町、神明

台、玉川、羽、羽加美、羽中、羽西、羽

東及び緑ヶ丘 

福生市 牛浜、大字熊川（一般国道十六号線以東

で都道七号線以北の地域を除く。）、大字

福生（一般国道十六号線以東の地域並び

に千八百四十六番から千八百六十五番

まで、千九百五十八番から千九百七十四

番まで、千九百八十一番及び千九百八十

四番から千九百九十番までを除く。）、加

美平、北田園、志茂、東町、本町、南田

園及び武蔵野台 

西多摩郡奥多摩町 梅澤、川井、小丹波、丹三郎及び氷川 

日の出町 全域 

神奈川県 川崎市幸区 小倉、小倉一丁目、小倉二丁目、小倉三

丁目、小倉四丁目、小倉五丁目、鹿島田

一丁目、鹿島田二丁目、鹿島田三丁目、

北加瀬一丁目、北加瀬二丁目、北加瀬三

丁目、新小倉、新川崎、塚越二丁目、塚

越三丁目、塚越四丁目、東小倉、南加瀬

一丁目、南加瀬二丁目、南加瀬三丁目、

南加瀬四丁目、南加瀬五丁目、南幸町三



丁目、矢上及び柳町 

横浜市港北区 大倉山一丁目、大倉山二丁目、大曽根一

丁目、大曽根二丁目、大曽根三丁目、大

曽根台、菊名一丁目、菊名二丁目、菊名

三丁目、菊名四丁目、菊名五丁目、菊名

六丁目、菊名七丁目、篠原北一丁目、篠

原北二丁目、樽町一丁目、樽町二丁目、

樽町三丁目、樽町四丁目、綱島西二丁目、

錦が丘、日吉三丁目、日吉四丁目、日吉

五丁目、日吉六丁目、日吉七丁目、日吉

本町一丁目、富士塚一丁目、富士塚二丁

目、大豆戸町、箕輪町一丁目、箕輪町二

丁目、箕輪町三丁目及び師岡町 

横浜市鶴見区 江ケ崎町、梶山一丁目、梶山二丁目、上

末吉一丁目、上末吉二丁目、上末吉三丁

目、上末吉四丁目、上末吉五丁目、上の

宮一丁目、上の宮二丁目、岸谷三丁目、

岸谷四丁目、北寺尾一丁目、北寺尾二丁

目、北寺尾三丁目、北寺尾四丁目、北寺

尾五丁目、北寺尾六丁目、北寺尾七丁目、

駒岡一丁目、駒岡二丁目、駒岡三丁目、

駒岡四丁目、駒岡五丁目、獅子ケ谷一丁

目、獅子ケ谷二丁目、獅子ケ谷三丁目、

尻手一丁目、尻手二丁目、尻手三丁目、

下末吉一丁目、下末吉二丁目、下末吉三

丁目、下末吉四丁目、下末吉五丁目、下

末吉六丁目、諏訪坂、佃野町、鶴見一丁

目、鶴見二丁目、寺谷一丁目、寺谷二丁

目、豊岡町、馬場一丁目、馬場二丁目、

馬場三丁目、馬場四丁目、馬場五丁目、

馬場六丁目、馬場七丁目、東寺尾一丁目、

東寺尾二丁目、東寺尾五丁目、東寺尾六

丁目、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾

東台、三ツ池公園、元宮二丁目、矢向一

丁目、矢向二丁目、矢向三丁目、矢向四

丁目、矢向五丁目及び矢向六丁目 

岐阜県 各務原市 鵜沼朝日町、鵜沼大伊木町、鵜沼小伊木

町、鵜沼西町、鵜沼羽場町、鵜沼古市場

町、鵜沼真名越町、前渡北町、前渡西町



及び前渡東町 

愛知県 一宮市 浅井町江森、浅井町大野、浅井町大日比

野、浅井町尾関、浅井町黒岩、浅井町河

田、浅井町河端、浅井町小日比野、浅井

町西浅井、浅井町西海戸、浅井町東浅井、

浅井町前野及び瀬部 

犬山市 犬山、内田東町、大字塔野地（県道百八

十八号線以西の地域に限る。）、大字前

原、上坂町、上野、上野新町、木津、五

郎丸、五郎丸東、天神町、中山町、羽黒

（新郷瀬川以西の地域並びに新郷瀬川

以東で県道百八十八号線及び県道十六

号線以西の地域に限る。）、羽黒朝日、羽

黒稲葉西、羽黒稲葉東、羽黒菊川、羽黒

新田、羽黒新外山、羽黒摺墨、羽黒高橋、

羽黒堂前、羽黒成海西、羽黒成海南、羽

黒安戸南、羽黒余町、橋爪、橋爪東、前

原、前原南及び丸山天白町 

江南市 後飛保町、江森町、小杁町、勝佐町、鹿

子島町、草井町、河野町、小脇町、慈光

堂町、高屋町、中般若町、野白町、般若

町、飛高町、藤ケ丘、前野町、前飛保町、

宮後町、宮田町、宮田神明町、村久野町、

山尻町及び和田町 

丹羽郡大口町 大字河北、河北及び仲沖 

扶桑町 全域 

大阪府 河内長野市 市町、木戸、木戸町（一般国道三百十号

線以東の地域に限る。）、木戸東町、楠町

西、楠町東、汐の宮町、千代田南町、松

ケ丘中町及び松ケ丘東町 

富田林市 大字廿山（府道二百二号線以南の地 

域に限る。）、大字錦織、甲田、小金台、

寿町、桜ケ丘町、新青葉丘町、新家、須

賀、高辺台、谷川町、廿山、津々山台、

寺池台、常盤町、錦織北、錦織東（府道

二百二号線以北の地域に限る。）、錦ケ丘

町、藤沢台、富美ケ丘町、宮甲田町及び

美山台 

八尾市 大字大窪、大字恩智、大字垣内、大字教



興寺、大字黒谷、大字郡川、大字千塚、

大字服部川、大字山畑、大竹、恩智北町

（恩智川以東の地域に限る。）、恩智中町

（恩智川以東の地域に限る。）、恩智南町

（恩智川以東の地域に限る。）、垣内、楽

音寺、上尾町、上之島町北（恩智川以東

の地域に限る。）、上之島町南（恩智川以

東の地域に限る。）、教興寺、黒谷、郡川、

高安町北（恩智川以東の地域に限る。）、

高安町南（恩智川以東の地域に限る。）、

千塚、西高安町、服部川、東町、東山本

新町（恩智川以東の地域に限る。）、東山

本町（恩智川以東の地域に限る。）、福栄

町及び水越 

兵庫県 尼崎市 常松、常吉、西昆陽、武庫の里、武庫之

荘、武庫元町及び武庫豊町 

伊丹市 荒牧、池尻、伊丹、大野、荻野、荻野西、

奥畑、春日丘、北河原、北野、北本町、

鴻池、昆陽北、桜ケ丘、清水、中央、寺

本、寺本東、中野北、中野西、西野、野

間、野間北、東有岡、東野、平松、藤ノ

木、船原、松ケ丘、南本町、宮ノ前及び

山田 

川西市 加茂、久代、栄根、下加茂、東久代及び

南花屋敷 

宝塚市 安倉中、安倉西、安倉南、旭町、金井町、

川面（中国縦貫自動車道以南で一後川以

東の地域に限る。）、清荒神、口谷西、口

谷東、向月町、御所の前町、御殿山（中

国縦貫自動車道以南の地域に限る。）、小

浜、高松町、鶴の荘、東洋町、中筋、中

筋山手、中山荘園、中山台、中山寺、米

谷（一般国道百七十六号線以南の地域に

限る。）、美座、南ひばりガ丘、美幸町、

売布、売布東の町、山本野里、山本丸橋

及び弥生町 

 

  



別表２（第３関係） 

以下に掲げる地域のうち、過去に感染植物が確認された地点から半径 500ｍの範囲内の地

域 

埼玉県入間市及び所沢市、東京都東久留米市及び小平市、神奈川県横浜市及び川崎市、岐

阜県池田町及び各務原市、愛知県犬山市、一宮市、大口町及び江南市、大阪府柏原市、富田

林市、東大阪市、八尾市、河南町、千早赤阪村、大阪狭山市、河内長野市、堺市、羽曳野市、

太子町及び藤井寺市並びに兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市及び川西市 

 

検査対象地域の具体的な位置に関する情報は、感染植物の位置を踏まえ、管轄植物防疫所

が都道府県に提供する。 

  



別表３（第８関係） 

苗木等の

種類 

検 査 の

時期 

検査の方法 

苗木 病 徴 が

明 確 に

確 認 で

き る 時

期 

検査対象園地に栽培されているサクラ属（サクラ節を除く。以

下同じ。）植物数に応じて、以下の表に掲げる抽出数量の検査植物

を園地全体から満遍なく抽出し、生産者等の立会の下、目視検査

を実施する。 

 目視検査の結果、ＰＰＶの疑似症状が確認された場合は、植物

種ごとに１本当たり５枚以上の葉（葉柄部を含める。）を試料とし

て採取し、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣＲ法に

よる検査を実施する。ただし、イムノクロマト法による検査の結

果、陽性又は疑陽性となった場合は、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣ

Ｒ法により確認検定を実施する。 

 なお、ウメ以外のサクラ属植物では、疑似症状の有無にかかわ

らず、以下の表に掲げる抽出量の植物について、１本当たり５枚

以上の葉を試料として採取し、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法又

はＲＴ－ＰＣＲ法による検査を実施する。 

 

サクラ属植物の総数（本） 検査植物数（本） 

１～40 全て 

41～99 40以上 

100～299 50以上 

300～499 55以上 

500～ 60以上 
 

母樹 病 徴 が

明 確 に

確 認 で

き る 時

期 

検査対象園地に栽培されている全てのサクラ属母樹を対象とし

て、生産者等の立会の下、目視検査を実施する。 

 目視検査の結果、ＰＰＶの疑似症状が確認された場合は、植物

種毎に１本当たり５枚以上の葉（葉柄部を含める。）を試料として

採取し、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣＲ法によ

る検査を実施する。ただし、イムノクロマト法による検査の結果、

陽性又は疑陽性となった場合は、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣＲ法

により確認検定を実施する。 

なお、ウメ以外のサクラ属植物では、疑似症状の有無にかかわ

らず、栽培される全ての母樹について、１本当たり５枚以上の葉

を試料として採取し、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－

ＰＣＲ法によるより検査を実施する。 



盆栽類 検 査 申

請 が あ

っ た 時

期 

 検査申請書（第１号様式）及びアブラムシ防除実施報告書（第

２号様式）により、以下のことを確認する。 

（１）検査対象園地での栽培期間中にアブラムシ防除が適切に実

施されていたこと。 

（２）申請から移動までの期間、アブラムシ防除が適切に実施さ

れる予定であること。 

 

検査の実施主体 

１ 管轄植物防疫所は、イムノクロマト法、ＬＡＭＰ法及びＲＴ－ＰＣＲ法による検査を

実施するものとする。 

２ 都道府県は、イムノクロマト法による検査を実施できるものとする。 

３ 都道府県がイムノクロマト法による検査を実施し、陽性又は疑陽性となった場合は、

当該試料を管轄植物防疫所に送付し、ＬＡＭＰ法又はＲＴ－ＰＣＲ法による確認検定を

受けるものとする。 

 



 

第１号様式（第６関係） 

 

年月日 

検査申請書 

○○植物防疫所(支所又は出張所)長  殿  
申請者              

  氏 名               
住 所              

連絡先              

 

下記のとおりサクラ属苗木等の検査を申請します。 

園地の所在地 
サクラ属 

等の種類 

苗木、母樹 

又は盆栽類の別 品種 
園地における 

栽培本数 

出荷（移動） 

予定年月日 

出荷（移動） 

予定数量 備考 

        

        

        

        

        

        

        

(記載注意) 

１ 「○○植物防疫所（支所又は出張所）長」には、当該都道府県を管轄する植物防疫（支所又は出張所）長を記載すること。 

２ 母樹の検査申請において、検査対象園地に穂木を採取する母樹以外のサクラ属苗木等が植栽されている場合は、備考欄に「混植有」と記入すること。 

３ 苗木の検査申請において、譲受した穂木を用いて苗木を生産する場合は、当該穂木の「産地市町村名および生産者氏名」を備考欄に記入すること。 



 
第２号様式（第６関係） 
 

年月日 

アブラムシ防除実施報告書 

     

   ○○植物防疫所（支所又は出張所）長 殿 

申請者              
氏 名              
住 所              

 

下記に従ってアブラムシ防除を実施したので、報告書を提出します。 

園地の所在地 
サクラ属 

等の種類 
消毒の方法 使用薬剤等名 使用時期、回数 備考 

      

      

      

      

      

      

      

(記載注意) 

１ 「○○植物防疫所（支所又は出張所）長」には、当該都道府県を管轄する植物防疫（支所又は出張所）長を記載すること。 

２ 備考欄にアブラムシ防除を実施した年度を記載すること。  

３ 報告書提出から出荷（移動）するまでの期間にアブラムシ防除の実施予定がある場合は、当該情報についても記入し、備考欄に「予定」と記入すること。 



 
 
第３号様式（第 10の１関係） 
 

第号 
年月日 

検査結果通知書 

    住 所 

申請者            殿 

    氏 名 

○○植物防疫所（支所又は出張所）長  

  
年月日付けで貴殿より検査申請があり、以下の園地において生産されたサクラ属苗木等について、ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査等

実施要領(令和３年３月 22日付け２消安第 5832号農林水産省消費・安全局長通知)に基づく検査を行った結果、ウメ輪紋ウイルスの感染が

確認されていないことを通知します。 

園地の所在地 
サクラ属 

等の種類 

苗木、母樹 

又は盆栽類の別 
品種 

検査 

月日 

検査 

方法 

出荷（移動） 

予定数量 備考 

        

        

        

        

        

        

 



 
第４号様式（第 10の３関係） 
 

第号 

年月日 

感染確認通知書 

住所 

申請者          殿 

氏名 

○○植物防疫所(支所又は出張所)長 

 

年月日付けで貴殿より検査申請があり、以下の園地において生産されたサクラ属苗木等について、ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査等実

施要領(令和３年３月 22日付け２消安第 5832号農林水産省消費・安全局長通知)に基づく検査を行った結果、ウメ輪紋ウイルスの感染を確認

したことを通知します。 

園地の所在地 
サクラ属 

等の種類 

苗木、母樹 

又は盆栽類

の別 

品種 
検査 

月日 

検査 

数量 

疑似 

症状 

の有無 

試料 

採取 

樹数 

検査 

方法 

陽性 

樹数 
陽性樹 

番号 
備考 

            

            

            

            

            

  



 
第５号様式（第 11の２関係） 
 

令和○年度検査結果表 

植物防疫所   

 

都道 

府県 
市町村 

サクラ属 

等の種類 

苗木、母樹 

又は盆栽類 

の別 

品種 

検査 

園地数 

検査 

数量 

検査結果 

備考 感染 

確認園地数 

感染 

確認数量 

非感染 

確認園地数 

非感染 

確認数量 
            

            

            

小計 
           

            

            

計 
           

 
 



 
 

第６号様式（第 13の１関係） 

 

ウメ輪紋ウイルス新規発生報告書 

 

 

○○植物防疫所（支所又は出張所）長 殿 

 

○○都道府県 

 

 

 

 ウメ輪紋ウイルスに係る苗木等検査等実施要領（令和３年３月 22 日付け２消安第 5832

号農林水産省消費・安全局長通知）第 13の１に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

記 

 

１ 新規発生地域の住所 

 

２ 提出書類 

感染植物の位置を記入した地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載注意） 

「○○植物防疫所（支所又は出張所）長」には、当該都道府県を管轄する植物防疫（支所

又は出張所）長を記載すること。 


