
「輪出国植物防疫機関に対する通報実施要綱」

(昭和52年8月25日付け52農蚕第5308号農蚕園芸局長通達)の一部改正

新 旧 対 照 表

（下線部は改正箇所）

改 正 後 現 行

第１ 【略】 第１ 【略】

第２ 定義 第２ 定義

１ この要綱で「輸入荷口」とは、他の国から我が国に移動された植物、 １ この要綱で「輸入荷口」とは、他の国から我が国に移動された植物、

植物生産物及びそれらの容器包装並びに国際基準第15「国際貿易にお 植物生産物及びそれらの容器包装並びに国際基準第15「国際貿易にお

ける木材こん包材の規制」に定める処理表示が付された木材こん包材 ける木材こん包材の規制」に定める処理表示が付された木材こん包材

をいい、我が国を通過するが輸入されない荷口（以下「トランジット をいい、我が国を通過するが輸入されない荷口（以下「トランジット

中の荷口」という ）であって我が国に検疫有害動植物が侵入するおそ 中の荷口」をいう ）であって我が国に検疫有害動植物が侵入するおそ。 。

れがあるものを含む。 れがあるものを含む ）。

２・３ 【略】 ２・３ 【略】

第３ 通報 第３ 通報

１～３ 【略】 １～３ 【略】

４ 上記２及び３の通報は、第２の２に掲げる不適合事例に関する通報に ４ 上記２及び３の通報は、第２の２に掲げる不適合事例に関する通報に

あっては事例が判明した日から、第２の３に掲げる緊急行動に関する あっては事例が判明した日から、第２の３に掲げる緊急行動に関する

通報にあっては緊急行動を行った日から、それぞれ１か月以内に通報 通報にあっては緊急行動を行った日から、それぞれ１月以内に通報す

するものとする。ただし、輸入荷口の検疫措置に時間を要する場合は、 るものとする。ただし、輸入荷口の検疫措置に時間を要する場合は、

当該検疫措置が終了した日から１か月以内に通報するものとする。 当該検疫措置が終了した日から１月以内に通報するものとする。

５～７ 【略】 ５～７ 【略】



第４ 【略】 第４ 【略】

別表（第２関係） 別表（第２関係）

１．植物防疫法施行規則別表１の２に掲げる検疫有害動植物 １．植物防疫法施行規則別表１の２に掲げる検疫有害動植物

学 名 和 名 学 名 和 名

コロンビアネコブセンチュウ コロンビアネコブセンチュウMeloidogyne chitwoodi Meloidogyne chitwoodi

テンサイシストセンチュウ テンサイシストセンチュウHeterodera schachtii Heterodera schachtii

ニセコロンビアネコブセンチュウ ニセコロンビアネコブセンチュウMeloidogyne fallax Meloidogyne fallax

ニセネコブセンチュウ ニセネコブセンチュウNacobbus aberrans Nacobbus aberrans

バナナネモグリセンチュウ バナナネモグリセンチュウRadopholus similis Radopholus similis

エンドウ萎ちょう病菌 エンドウ萎ちょう病菌Fusarium oxysporum pisi Fusarium oxysporum pisif. sp. f. sp.

Phytophthora kernoviae

Phytophthora ramorum

インゲンマメ萎ちょう細菌病菌 インゲンマメ萎ちょう細菌病菌Curtobacter ium f laccumfaciens Curtobacter ium f laccumfacienspv. pv.

flaccumfaciens flaccumfaciens

スイカ果実汚斑細菌病菌 スイカ果実汚斑細菌病菌Acidovorax avenae citrulli Acidovorax avenae citrullisubsp. subsp.

トウモロコシ萎ちょう細菌病菌 トウモロコシ萎ちょう細菌病菌Pantoea stewartii Pantoea stewartii

トウモロコシ葉枯細菌病菌 トウモロコシ葉枯細菌病菌Clavibacter michiganensis nebraskensis Clavibacter michiganensis nebraskensissubsp. subsp.

ソラマメステインウイルス ソラマメステインウイルスBroad bean stain virus Broad bean stain virus

ソラマメトゥルーモザイクウイルス ソラマメトゥルーモザイクウイルスBroad bean true mosaic virus Broad bean true mosaic virus

ウメ輪紋ウイルスPlum pox virus

ポテトスピンドルチューバーウイロイドPotato spindle tuber viroid

２～４ 〔略〕 ２～４ 〔略〕

５．１、２、３及び４以外の検疫有害動植物 ５．１、２、３及び４以外の検疫有害動植物

学 名 和 名 学 名 和 名



真菌及び粘菌 真菌及び粘菌

Coleosporium ipomoeae Coleosporium ipomoeae

Elsinoe australis Elsinoe australis

Fusarium oxysporum betae Fusarium oxysporum betaef. sp. f. sp.

Fusarium oxysporum tuberosi Fusarium oxysporum tuberosif. sp. f. sp.

Gymnosporangium clavipes Gymnosporangium clavipes

Gymnosporangium juniperi-virginianae Gymnosporangium juniperi-virginianae

ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌 ポプラ類ヒポキシロン胴枯病菌Hypoxylon mammatum Hypoxylon mammatum

Hypoxylon mediterraneum Hypoxylon mediterraneum

Peniophora sacrata Peniophora sacrata

トウモロコシべと病菌 トウモロコシべと病菌Peronosclerospora maydis Peronosclerospora maydis

Peronosclerospora philippinensis Peronosclerospora philippinensis

サトウキビべと病菌 サトウキビべと病菌Peronosclerospora sacchari Peronosclerospora sacchari

モロコシしらが病菌 モロコシしらが病菌Peronosclerospora sorghi Peronosclerospora sorghi

Phymatotrichopsis omnivora Phymatotrichopsis omnivora

Phytophthora phaseoli Phytophthora phaseoli

Puccinia aristidae Puccinia aristidae

キイチゴ類さび病菌 キイチゴ類さび病菌Pucciniastrum americanum Pucciniastrum americanum

コーヒーノキ紋羽病菌 コーヒーノキ紋羽病菌Rosellinia bunodes Rosellinia bunodes

Rosellinia pepo Rosellinia pepo

Septoria citri Septoria citri

Stenocarpella maydis Stenocarpella maydis

テンサイさび病菌 テンサイさび病菌Uromyces betae Uromyces betae

細菌 細菌

Aster yellows phytoplasma group Aster yellows phytoplasma group

phytoplasma mali phytoplasma maliCandidatus Candidatus

phytoplasma pyri phytoplasma pyriCandidatus Candidatus

Curtobacterium flaccumfaciens betae Curtobacterium flaccumfaciens betaepv. pv.

ウリ類青枯病菌 ウリ類青枯病菌Erwinia tracheiphila Erwinia tracheiphila



Grapevine flavescence doree phytoplasma Grapevine flavescence doree phytoplasma

Peach rosette phytoplasma Peach rosette phytoplasma

Peach X-disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma

Peach yellows phytoplasma Peach X-disease phytoplasma

Strawberry lethal decline phytoplasma Strawberry lethal decline phytoplasma

Sugarcane grassy shoot and white leaf Sugarcane grassy shoot and white leaf

phytoplasmas phytoplasmas

Xanthomonas arboricola juglandis Xanthomonas arboricola juglandispv. pv.

〔削る 〕 ポプラかいよう細菌病菌Xanthomonas arboricola populi Xanthomonas arboricola populipv. pv.。

サトウキビゴム病菌 サトウキビゴム病菌Xanthomonas campestris vasculorum Xanthomonas campestris vasculorumpv. pv.

Xylella fastidiosa〔削る 〕。

ウイルス（ウイロイドを含む ） ウイルス（ウイロイドを含む ）。 。

Carnation Italian ringspot virus Carnation Italian ringspot virus

Carnation ringspot virus Carnation ringspot virus

Cherry rasp leaf virus Cherry rasp leaf virus

Grapevine yellow vein virus Grapevine yellow vein virus

Peach rosette mosaic virus Peach rosette mosaic virus

Peach yellow bud mosaic virus Peach yellow bud mosaic virus

Pelargonium leaf curl virus Pelargonium leaf curl virus

Raspberry ringspot virus Raspberry ringspot virus

Strawberry latent ringspot virus Strawberry latent ringspot virus

Strawberry leafroll virus Strawberry leafroll virus

Sweet potato feathery mottle virusSweet potato feathery mottle virus

その他植物病の病原体 その他植物病の病原体

Cherry rusty mottle disease Cherry rusty mottle disease

Citrus cristacortis Citrus cristacortis

Citrus impietratura Citrus impietratura

Elm zonate canker Elm zonate canker



Prune diamond canker Prune diamond canker

チョウ目 チョウ目

リンゴシロモンハマキ リンゴシロモンハマキArchips argyrospilus Archips argyrospilus

ミカンコハマキ ミカンコハマキArgyrotaenia citrana Argyrotaenia citrana

アカオビコハマキ アカオビコハマキArgyrotaenia velutinana Argyrotaenia velutinana

ハスオビハマキ ハスオビハマキChoristoneura rosaceana Choristoneura rosaceana

アメリカウリノメイガ アメリカウリノメイガDiaphania nitidalis Diaphania nitidalis

リンゴウスチャイロハマキ リンゴウスチャイロハマキEpiphyas postvittana Epiphyas postvittana

キシタゴマダラヒトリ キシタゴマダラヒトリEstigmene acrea Estigmene acraea

スモモヒメハマキ スモモヒメハマキGrapholita funebrana Grapholita funebrana

アメリカリンゴコシンクイ アメリカリンゴコシンクイGrapholita prunivora Grapholita prunivora

アメリカタバコガ アメリカタバコガHelicoverpa zea Helicoverpa zea

ニセアメリカタバコガ ニセアメリカタバコガHeliothis virescens Heliothis virescens

アメリカオビカレハ アメリカオビカレハMalacosoma americanum Malacosoma americanum

アメリカキヨトウ アメリカキヨトウMythimna unipuncta Mythimna unipuncta

ブドウヒメハマキ ブドウヒメハマキPolychrosis viteana Polychrosis viteana

ツマジロクサヨトウ ツマジロクサヨトウSpodoptera frugiperda Spodoptera frugiperda

ハエ目 ハエ目

チャトゲアシミバエ チャトゲアシミバエAdrama determinata Adrama determinata

ニシインドミバエ ニシインドミバエAnastrepha obliqua Anastrepha obliqua

ウスグロミバエ ウスグロミバエAnastrepha serpentina Anastrepha serpentina

Bactrocera albistrigata Bactrocera albistrigata

セグロモモミバエ セグロモモミバエBactrocera correcta Bactrocera correcta

フタスジマンゴウミバエ フタスジマンゴウミバエBactrocera frauenfeldi Bactrocera frauenfeldi

ナスミバエ ナスミバエBactrocera latifrons Bactrocera latifrons

Bactrocera luzonae Bactrocera luzonae

Bactrocera mcgregori Bactrocera mcgregori



パーキンスミバエ パーキンスミバエBactrocera neohumeralis Bactrocera neohumeralis

Bactrocera nigrotibialis Bactrocera nigrotibialis

Bactrocera ochrosiae Bactrocera ochrosiae

オリーブミバエ オリーブミバエBactrocera oleae Bactrocera oleae

フィジーミバエ フィジーミバエBactrocera passiflorae Bactrocera passiflorae

セグロウリミバエ セグロウリミバエBactrocera tau Bactrocera tau

Bactrocera ubiquita Bactrocera ubiquita

Bactrocera umbrosa Bactrocera umbrosa

Bactrocera xanthodes Bactrocera xanthodes

モモミバエ モモミバエBactrocera zonata Bactrocera zonata

バルチスタンウリミバエ バルチスタンウリミバエCarpomya pardalina Carpomya pardalina

Ceratitis cosyra Ceratitis cosyra

マダガスカルミバエ マダガスカルミバエCeratitis malgassa Ceratitis malgassa

Ceratitis punctata Ceratitis punctata

ヒメウリミバエ ヒメウリミバエDacus ciliatus Dacus ciliatus

キャベツハナバエ キャベツハナバエDelia radicum Delia radicum

Liriomyza langei Liriomyza langei

シトロンミバエ シトロンミバエMonacrostichus citricola Monacrostichus citricola

Neoceratitis cyanescens Neoceratitis cyanescens

ニンジンサビバエ ニンジンサビバエPsila rosae Psila rosae

ヨーロッパオウトウミバエ ヨーロッパオウトウミバエRhagoletis cerasi Rhagoletis cerasi

シロオビオウトウミバエ シロオビオウトウミバエRhagoletis cingulata Rhagoletis cingulata

クルミミバエ クルミミバエRhagoletis completa Rhagoletis completa

クロオウトウミバエ クロオウトウミバエRhagoletis fausta Rhagoletis fausta

トウガラシミバエ トウガラシミバエZonosemata electa Zonosemata electa

コウチュウ目 コウチュウ目

トウガラシゾウムシ トウガラシゾウムシAnthonomus eugenii Anthonomus eugenii

アカイロマメゾウムシ アカイロマメゾウムシCallosobruchus analis Callosobruchus analis

ローデシアマメゾウムシ ローデシアマメゾウムシCallosobruchus rhodesianus Callosobruchus rhodesianus



モモブトジマメゾウムシ モモブトジマメゾウムシCaryedon serratus Caryedon serratus

コクゾウモドキ コクゾウモドキCaulophilus oryzae Caulophilus oryzae

リンゴムツボシタマムシ リンゴムツボシタマムシChrysobothris femorata Chrysobothris femorata

ウリテントウ ウリテントウEpilachna borealis Epilachna borealis

ニンジンゾウムシ ニンジンゾウムシListronotus oregonensis Listronotus oregonensis

クビアカクビホソハムシ クビアカクビホソハムシOulema melanopus Oulema melanopus

カリフォルニアノコギリカミキリ カリフォルニアノコギリカミキリPrionus californicus Prionus californicus

リンゴシロスジカミキリ リンゴシロスジカミキリSaperda candida Saperda candida

リンゴカワノキクイムシ リンゴカワノキクイムシScolytus rugulosus Scolytus rugulosus

ヒメアカカツオブシムシ ヒメアカカツオブシムシTrogoderma granarium Trogoderma granarium

カメムシ目 カメムシ目

ヨーロッパリンゴアブラムシ ヨーロッパリンゴアブラムシAphis pomi Aphis pomi

テンサイチビカメムシ オリーブクロホシカイガラムシParapiesma quadratum Parlatoria oleae

オリーブクロホシカイガラムシ テンサイチビカメムシParlatoria oleae Piesma quadratum

ガハニコナカイガラムシ ガハニコナカイガラムシPseudococcus calceolariae Pseudococcus calceolariae

ニセヤノネカイガラムシ ニセヤノネカイガラムシUnaspis citri Unaspis citri

その他の検疫有害動物 その他の検疫有害動物

アフリカマイマイ アフリカマイマイAchatina fulica Achatina fulica


