
2018(平成30)年12月３日現在

１．貨物

国（地域）名 要請年月
輸出先国へ
の解禁要請

相手国にお
ける病害虫リ
スク評価の

実施

検疫条件の
協議

輸出解禁 進　捗　状　況 主な検疫条件

2005（平成17）年
3月

● 2006（平成18）年2月輸出解禁

2005（平成17）年
3月

● 2006（平成18）年2月輸出解禁

2005（平成17）年
3月

● 2006（平成18）年2月輸出解禁

2005（平成17）年
3月

● 2006（平成18）年2月輸出解禁

2014（平成26）年
10月

●
台湾側で病害虫リスク評価を実施中。輸出希望産地において病害虫の調査
方法等を検討中。

2005（平成17）年
１月

● 2007（平成19）年6月輸出解禁

2005（平成17）年
１月

● 2011（平成23）年10月輸出解禁

2012（平成24）年
11月

● 2016（平成28）年１月輸出解禁

2016（平成28）年
4月

● 2018（平成30）年８月輸出解禁

2018（平成30）年
5月

● タイ側で合同輸出検査から査察制への移行について検討中

2014（平成26）年
6月

● タイ側で病害虫リスク評価を実施中。

2012（平成24）年
3月

● 2015（平成27）年9月輸出解禁

園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
園地防除の徹底
登録選果こん包施設での選果

2018(平成30)年
2月

● ベトナム側で病害虫リスク評価を実施中。

2016（平成28）年
2月

● 2017（平成29）年1月輸出解禁

園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
園地防除の徹底
３種のシンクイガに対する検疫措置
登録選果こん包施設での選果

2017（平成29）年
4月

● ベトナム側で病害虫リスク評価を実施中。

2017（平成29）年
12月

● 2018（平成30）年5月輸出解禁
食用・消費用であること
植物検疫証明書の添付

1995（平成7）年4
月

● 韓国側で検疫措置を検討中。

2003（平成15）年
7月

● 韓国側で病害虫リスクアナリシスを実施中。

2004（平成16）年
６月

●
・2008（平成20）年5月輸出解禁
・2018（平成30）年5月施設追加により精米工場3施設、くん蒸倉庫7施設

精米工場の指定
くん蒸倉庫の登録
指定精米工場での精米
登録くん蒸倉庫でのリン化アルミニ
ウムくん蒸

2004（平成16）年
10月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
10月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
10月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
10月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
11月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
11月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
11月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
11月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
12月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2004（平成16）年
12月

● 中国側で病害虫リスク評価を実施中。

2016（平成28）年
3月

● EU側で病害虫リスク評価を実施中。

2016（平成28）年
3月

● 2018（平成30）年１月条件変更

精米

トマト

かんきつ類

もも

りんご

輸出解禁・条件変更要請を行った主な国（地域）及び品目の現状

台湾

EU

黒松盆栽

かんきつ類（カンキツか
いよう病に対する栽培地
検査の撤廃）

すいか

キウイフルーツ

さくらんぼ

中国

ながいも

品目名

すもも

かんきつ類（合同輸出検
査から査察制への移行）

園地防除の徹底
選果こん包施設の登録
登録選果こん包施設での選果

韓国

メロン

かき

いちご

ぶどう

かんきつ類７品目
（いよかん、せとか、なつ
みかん、はっさく、天草、
清見、不知火）

りんご

りんご

日本なし

うんしゅうみかん

日本なし

かんきつ類（輸出生産地
域の追加）（福岡県）

日本なし

生産地域の指定
園地及び選果こん包施設の登録
ミカンバエのモニタリング調査
果実の表面殺菌
日タイ植物検疫当局の合同輸出検
査

もも

タイ

玄米

ベトナム

かんきつ類（輸出生産地
域の追加・拡大（三重
県））

りんご(袋かけの代替措
置の設定)

玄米

うんしゅうみかん



国（地域）名 要請年月
輸出先国へ
の解禁要請

相手国にお
ける病害虫リ
スク評価の

実施

検疫条件の
協議

輸出解禁 進　捗　状　況 主な検疫条件品目名

1986（昭和61）年
8月

● 2017（平成29）年9月輸出解禁

園地及びこん包施設の登録
園地検査
園地防除の徹底
登録選果こん包施設での選果

1961(昭和36)年 ● 1967（昭和42）年輸出解禁

こん包施設の登録
果実の表面殺菌
臭化メチルくん蒸（かんきつ商業生
産州に仕向ける場合に限る）

2015（平成27）年
6月

● 2016（平成28）年7月輸出解禁

園地及びこん包施設の登録
ミカンバエのモニタリング調査
果実の表面殺菌
臭化メチルくん蒸（かんきつ商業生
産州に仕向ける場合に限る）

2017（平成29）年
７月

● 米国側で検疫措置を検討中。

1987（昭和62）年
6月

● 1994（平成6）年8月輸出解禁

2007（平成19）年
9月

● 2010（平成22）年10月輸出解禁

2015（平成27）年
8月

● 臭化メチルくん蒸の廃止等について協議中。

1983(昭和58)年 ● 1984（昭和59）年8月輸出解禁
生産地域の指定
園地検査

2016（平成28）年
5月

● 米国側で病害虫リスク評価を実施中。

2016（平成28）年
5月

● 米国側で病害虫リスク評価を実施中。

1990（平成2）年
3月

● 1995（平成7年）1月輸出解禁

2016（平成28）年
2月

● 2016（平成28）年10月輸出解禁

2016（平成28）年
2月

● 2016（平成28）年11月輸出解禁

2016（平成28）年
11月

● 2018（平成30）年6月輸出解禁

2016（平成28）年
2月

● 2016（平成28）年8月輸出解禁

2016（平成28）年
2月

● 2016（平成28）年9月輸出解禁

2016（平成28）年
2月

● カナダ側で病害虫リスク評価を実施中。

ペルー
2016（平成28）年

2月
● 2018（平成30）年9月輸出解禁

園地、こん包施設の登録、発生調
査結果に基づいた適切な防除、ナ
シヒメシンクイのトラップ調査、園地
検査、登録選果こん包施設での選
果　　等

2014（平成26）年
10月

● 2016（平成28）年5月輸出解禁

散逸しない袋でのこん包
輸出コンテナへの封印
現地での確実な精米とその記録の
保管

1985(昭和60)年
10月

● 1990（平成2）年7月輸出解禁
生産県の指定
園地の登録
日豪植物検疫当局の合同輸出検査

2017（平成29）年
2月

● オーストラリア側で検疫措置を検討中。

1988（昭和63）年
12月

● 1999（平成11）年1月輸出解禁

生産県の指定
園地及び選果こん包施設の登録
低温処理及び臭化メチルくん蒸
日豪植物検疫当局の合同輸出検査

2017（平成29）年
2月

● オーストラリア側で検疫措置を検討中。

1984(昭和59)年
10月

● 2004（平成16）年6月輸出解禁
園地及び選果こん包施設の登録
登録初年度の園地検査
臭化メチルくん蒸

2017（平成29）年
８月

● 2018（平成30）年１月輸出解禁

選果こん包施設の登録
発生調査結果に基づいた適切な防
除
園地検査
登録選果こん包施設での選果

1988（昭和63）年
12月

●
2009（平成21）年10月輸出解禁
豪州における国内手続きが終了後、輸出可能。

生産地域の指定
園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
日豪植物検疫当局の合同輸出検査
果実の表面殺菌

2017（平成29年）
11月

● オーストラリア側で検疫措置を検討中。

1988（昭和63）年
12月

●
2014（平成26）年12月輸出解禁
産地の要望に基づく輸出先国の現地査察が終了後、輸出可能。

園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
袋かけ等の園地管理
ブドウネアブラムシの消毒処理

1988（昭和63）年
12月

●

1988（昭和63）年
12月

●

2016（平成28）年
10月

● 豪州側で検疫措置を検討中。

なし

日本なし
（全ての都道府県の解
禁）

りんご
（「ふじ」を含む全品種の
解禁）

メロン（マクワウリを除く）

うんしゅうみかん（本州、
四国の輸出解禁 ）

うんしゅうみかん（福岡
県、佐賀県、長崎県及び
熊本県からの輸出解禁 ）

日本なし

りんご
（輸出前臭化メチルくん
蒸の廃止）

アメリカ

りんご（「ふじ」品種）

りんご
（臭化メチルくん蒸等に代
わる検疫措置の追加）

りんご
（携行手荷物）

なし
（全ての都道府県の解
禁）

なし
（携行手荷物）

もも

日本なし（全品種解禁
等）

豪州による病害虫リスクアナリシスに必要な資料について協議中。

玄米

いちご

りんご

うんしゅうみかん

ぶどう

もも

りんご（臭化メチルくん蒸
等に代わる検疫措置の
追加）

かき（臭化メチルくん蒸に
代わる検疫措置の追加）

うんしゅうみかん（全ての
都道府県の解禁等）

日本なし

かき

ネクタリン

オーストラリア

りんご
（「ふじ」を含む全品種の
解禁）

りんご（「ふじ」品種）

生産地域の指定
園地検査
低温処理
臭化メチルくん蒸
日米植物検疫当局の合同輸出検査

カナダ

うんしゅうみかん（臭化メ
チルくん蒸の廃止）

かき

園地、こん包施設の登録
発生調査結果に基づいた適切な防
除
園地における病害虫の発生調査
登録選果こん包施設での選果　　等

以下３つのうちのいずれか
①収穫後処理（臭化メチルくん蒸又
は低温処理及び臭化メチルくん蒸）
②収穫までの袋かけ
③園地、こん包施設の登録、発生
調査結果に基づいた適切な防除、
園地における病害虫の発生調査、
登録選果こん包施設での選果　　等



国（地域）名 要請年月
輸出先国へ
の解禁要請

相手国にお
ける病害虫リ
スク評価の

実施

検疫条件の
協議

輸出解禁 進　捗　状　況 主な検疫条件品目名

1988（昭和63）年
12月

● 1993（平成5）年11月輸出解禁

生産地域の指定
園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
ミバエ類のモニタリング調査

1988（昭和63）年
12月

● 1999（平成11）年10月輸出解禁

生産地域の指定
園地及び選果こん包施設の登録
園地検査
ミバエ類のモニタリング調査

2017（平成29）年
2 月

● 全品種解禁等について協議中。

2009（平成21）年
8月

●

2009（平成21）年
8月

●

12カ国（地域）、19品目について解禁要請。

２．携行手荷物

国（地域）名 要請年月
輸出先国へ
の解禁要請

相手国にお
ける病害虫リ
スク評価の

実施

検疫条件の
協議

輸出解禁 進　捗　状　況 主な検疫条件

南アフリカ
2016（平成28）年

2月、4月
● 南アフリカ側で病害虫リスク評価を実施中。

2016（平成28）年
2月、4月

● 2016（平成28）年６月輸出解禁
手荷物宣誓供述書の提出
一人当たり合計１キロ以内
種類別に密閉包装

2016（平成28）年
2月、4月

● ペルー側で病害虫リスク評価を実施中。

台湾 生果実（果菜類を含む）
2016（平成28）年

11月
● 台湾側で病害虫リスク評価を実施中。

3カ国、10品目について解禁要請。

りんご、日本なし、もも、
みかん、ぶどう、いちご

インド側で病害虫リスクアナリシスを実施中。

ペルー

ニュージーランド

りんご

かんきつ類（全品種解禁
等）

りんご、日本なし、もも、
みかん、ぶどう、いちご

品目名

インド

りんご

日本なし

うんしゅうみかん

コメ、その他穀類及び豆
類


