
タイ向けりんご等の生果実生産園地等登録
申請に係る手続き等について

青森県りんご果樹課

令和３年度版
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説明項目

1. 生産園地の登録

2. 選果こん包施設の登録

3. こん包表示

4. 選果こん包施設における適合証明書の取得

5. タイ政府による残留農薬検査の強化

2



1.生産園地の登録①（実施要領第3）

【提出期限】
輸出する生果実の収穫開始日前である四半期の指定する期日
⇒ 令和3年産りんご・もも・ぶどう：令和3年6月23日（水）必着
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① 生産者又は生産者が属する生産者団体の責任者は、生果実登録
生産園地申請書（第1号様式）を作成

② 上記①を、県りんご果樹課へ提出 ※事前確認の実施

【事前確認】

当申請書を提出する前に、当課担当者へFAX（017-734-8143）又はメール
（kei_miura＠pref.aomori.lg.jp）により、当申請書を事前確認してもらった方
が効率的である。

【提出先】
〒030-8570 青森市⾧島1-1-1

青森県りんご果樹課 流通加工グループ 宛

【新たに登録したい生産園地が対象】



1.生産園地の登録②（実施要領第3）
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【生産園地の登録条件】

① 県又は農協その他団体が定めるＧＡＰを踏まえ、農薬の適正
使用等病害虫防除及び栽培管理が行われていること（ＧＡＰ
取得は義務づけるものではない）。

② 生産者により、生産園地の管理に係る記録が作成され、少な
くとも２年間保管されること。

【申請書の記載内容の変更】

当申請書の提出後（登録済みも含む）、その記載内容に変更が
あったときは、速やかに変更後の申請書を県りんご果樹課へ再提
出する。



（参考）登録生産園地申請書の記載例①
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第１号様式（第３関係）

青森県農林水産部りんご果樹課長　殿

申請者

住所

氏名

電話番号

下記の生産園地をタイ向けりんご等の生果実登録生産園地として申請します。

生産園地名
Name of orchard

生果実名
Name of fruits

申請者氏名（名称）
Name of person in charge

備考
Notes

弘前地域　Hirosaki area
りんご
Apple

青森印青い森青果（株）
Aomorishirushi Aoimoriseika kabukaisya

包括申請

平川地域　Hirakawa area
りんご
Apple

青森印青い森青果（株）
Aomorishirushi Aoimoriseika kabukaisya

包括申請

板柳地域　Itayanagi area
りんご
Apple

青森印青い森青果（株）
Aomorishirushi Aoimoriseika kabukaisya

包括申請

板柳地域　Itayanagi area
りんご
Apple

青い森りんご市場株式会社
Aoimoriringoshijyou ｋａｂｕｓｈｉｋｉｋａｉｓｙａ

包括申請

藤崎地域　Fujisaki area
りんご
Apple

青い森りんご市場株式会社
Aoimoriringoshijyou ｋａｂｕｓｈｉｋｉｋａｉｓｙａ

包括申請

（注）　１　生産園地名、生果実名、申請者氏名（名称）及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

0172-99-9999

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書【記載例１：産地市場の生果実を輸出する場合】

年　　　月　　　日　

弘前市蔵主町100-1

株式会社植防アップル

代表取締役社長　植防一郎　　㊞　

生産園地の所在地
Address of orchard

弘前市　Hirosaki ctiy

平川市　Hirakawa ctiy

板柳町　Itayanagi town

板柳町　Itayanagi town

藤崎町　Fujisaki town

①申請者である会社名（組合名・団体名・法人

名）、住所、代表者（責任者）の職名・氏名、連絡

先を記載する。

③同一地域で、産地市場が異なる場

合は、それぞれ記載する。

④産地市場名を記載する。

⑤「生産園地名」に対応し

た市町村名を記載する。

⑥「包括申請」と記載する。

②忘れずに、押印する。

⑦当該生産者のリストを別途作成し、

保管しておくこと。



（参考）登録生産園地申請書の記載例②
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第１号様式（第３関係）

青森県農林水産部りんご果樹課長　殿

申請者

住所

氏名

電話番号

下記の生産園地をタイ向けりんご等の生果実登録生産園地として申請します。

生産園地名
Name of orchard

生果実名
Name of fruits

申請者氏名（名称）
Name of person in charge

備考
Notes

弘前　太郎　果樹園
Tarou　Hirosaki　orchard

りんご
Apple

弘前　太郎
Hirosaki Taro

植防ファーム　果樹園
Syokuboufaem　orchard

りんご
Apple

植防ファーム
Syokuboufarm

弘前地域　Hirosaki area
りんご
Apple

株式会社植防アップル
Kabushikikaisya Syokubouapple

包括申請

大鰐地域　Owani area
りんご
Apple

株式会社植防アップル
Kabushikikaisya Syokubouapple

包括申請

（注）　１　生産園地名、生果実名、申請者氏名（名称）及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

　　　　２　包括申請を希望する場合は、備考欄にその旨を記載すること。

0172-99-9999

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書【記載例２：生産園地の生果実を輸出する場合】

年　　　月　　　日　

弘前市蔵主町100-1

株式会社植防アップル

代表取締役社長　植防一郎　　㊞　

大鰐町　Owani town

生産園地の所在地
Address of orchard

【例１】一市町村に登録したい生産園地が１か所のみで、その園地の生果実を輸出する場合

鶴田町大字大巻字前川12-100
12-100,maekawa,ohmaki,Tsuruta-
machi,Kitatsugaru-gun

平川市金屋字山田23-56
23-56,kanaya,yamada,Hirakawa ctiy

【例２】一市町村に登録したい生産園地が複数あり、その園地の生果実を輸出する場合

弘前市　Hirosaki ctiy

②忘れずに、押印する。

④「園主名（姓－名）、または法

人名」を記載する。

⑤「園地住所」を記載する。

⑨当該生産者氏名及び園地所在地の

リストを別途作成し、保管しておくこと

（実施要領第３の３）。

③当該園地が、他園地と区別できるよう

「園主名＋（地域名）＋果樹園」と記載する。

⑥「申請者名」を記載する。

①申請者である会社名（組合名・団体名・法人

名）、住所、代表者（責任者）の職名・氏名、連絡

先を記載する。

⑦「生産園地名」に対応し

た市町村名を記載する。
⑧「包括申請」と記載する。



2.選果こん包施設の登録①（実施要領第4）
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① 選果こん包施設の責任者は、生果実登録選果こん包施設申請書
（第4号様式）を作成

② 標準作業手順書（出荷規格）を作成 ※別紙参考

③ 上記①及び②を、県りんご果樹課へ提出（※事前確認の実施）

【事前確認】

当申請書を提出する前に、当課担当者へFAX（017-734-8143）又はメール
（kei_miura＠pref.aomori.lg.jp）により、当申請書を事前確認してもらった
方が効率的である。

【提出先】
〒030-8570 青森市⾧島1-1-1

青森県りんご果樹課 流通加工グループ 宛

【新たに登録したい選果こん包施設が対象】

【提出期限】
輸出する生果実の収穫開始日前である四半期の指定する期日
⇒ 令和3年産りんご・もも・ぶどう：令和3年6月23日（水）必着



2.選果こん包施設の登録②（実施要領第4）
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【選果こん包施設の登録条件】

① 生果実の等級付け、選果こん包、病害虫被害果の除去等に係
る標準作業手順書を有し、かつ、それに従って作業を行い、
検疫対象病害虫の寄生果が混入しないこと。

② 施設内に登録生産園地以外で生産された生果実がある場合は、
タイ向け生果実と物理的に隔離して保管できること。

③ 選果こん包を行うタイ向け生果実の生産者情報に係る記録を
作成し、２年間保管すること。

※上記①及び②について、原則として年１回以上、植物防疫官が
確認する。
【申請書の記載内容の変更】

当申請書の提出後（登録済みも含む）、その記載内容に変更が
あったときは、速やかに変更後の申請書を県りんご果樹課へ再提
出する。



（参考）登録選果こん包施設申請書の記載例
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第４号様式（第４関係）

青森県農林水産部りんご果樹課長　殿

選果こん包責任者

住所

氏名

電話番号

下記施設をタイ向けりんご等の生果実登録選果こん包施設として申請します。

選果こん包施設名※
Name of packinghouse

生果実名
Name of fruits

選果こん包施設の
所在地※及び連絡先※

Address and phone number

備考
Notes

（※印部分）

株式会社植防アップル選果場
Kabushikikaisya Syokubouapple
senkajyou

りんご
Apple

弘前市長島12-34
12-34,Nagashima,Hirosaki-ctiy
0172-××-××××

　□施設名
　□所在地
　■連絡先

株式会社植防アップル第２選果場
Kabushikikaisya Syokubouapple
dainisennkajyou

りんご
Apple

弘前市大字下白銀町字長島34
34,Ngashima,Shimoshiroganemachi,Hirosaki-ctiy
0172-××-××××

　■施設名
　■所在地
　■連絡先

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

（注）　１　標準作業手順書の写しを添付すること。

　　　　２　選果こん包施設名、生果実名、所在地及び責任者氏名については、英文併記とすること。

　　　　３　登録後に植物防疫所ホームページに掲載されることを望まない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

0172-99-9999

タイ向け輸出りんご等の生果実登録選果こん包施設申請書【記載例】

年　　　月　　　日

弘前市蔵主町100-1

株式会社植防アップル

黒石一郎　　㊞　

選果こん包施設
責任者氏名

Name of person in charge

黒石　一郎
Ichirou Kuroishi

黒石　一郎
Ichirou Kuroishi

①選果こん包責任者の会社名（組合・団体名・

法人名）、住所、氏名、連絡先を記載する。

④上記①の選果こん包責任者と同一人物と

なる。英文併記では、「姓－名」とすること。

③登録申請の対象となる選果こん包施設を記

載する。また、当施設の所在地（住所）と連絡

先（電話番号）記載する。

⑦植物防疫所ホームページに掲載する際、非公

表したい項目をチェックする。なお、選択しない場

合は、全て公表となる（責任者氏名は公表）。

②忘れずに、押印する。

⑥生果実の等階級、病害虫被害果の除去等

に係る「標準作業手順書」の写しを添付する

（別紙参考）。

⑤「りんごApple」、「ぶどうGrape」、「もも
Peach」、「さくらんぼCherry」など生果実
名を記載する。
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参考様式（第5（７）関係）

Name of exporting company
Kabushikikaisya
Syokubouapple

輸出者名（会社名）

Name of fruit Apple 品目名

Packinghouse code(PHC） ＡＭ－○○○ 選果こん包施設登録番号

Production unit code(PUC） ０２－○○○○ 生産園地登録番号

【留意事項】

１.輸出者名及び品目名は、英語表記。

２.生産園地等登録番号は、複数記入は可能。ただし、最大３個までとする。

３.表示（ラベル）の大きさの指定はないが、見やすいサイズとすること。

 （参考：台湾こん包ラベルの横幅８㎝以上）

※ラベルの原案を作成したら、植物防疫所に、ＦＡＸ等により事前確認してもらった方が良い。

Product or produce of Japan

EXPORT TO THAILAND

タイ向けりんご等の生果実のこん包の表示【記載例】

3.こん包表示（実施要領第5）



4.選果こん包施設における適合証明書の取得①
対象果実：梨・ぶどう・りんご
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令和３年度事業は、農水省HP参考
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船積み輸出通関

荷卸し輸入通関

国内輸送

海外輸送

輸出者
（輸出業者）

国内

選果こん包施設
事業者

産地市場生産者

国際輸送

タイ
卸・小売業者消費者

（参考）タイ向け青果物選果こん包施設に係る輸入規制のイメージ

証明書
………
………

輸入者
（輸入業者）

タイの衛生管理基準※に
基づく適合証明書の取得
※タイ国内外に対して一律に求
められているもの

（英語）

原本写し
証明書



4.選果こん包施設における適合証明書の取得②
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＜タイ向け青果物の選果及び梱包工程に係るJFS規格＞
 一般財団法人食品安全マネジメント協会（JFSM）が 承認・登録した監査
会社（令和元年7月現在：14社登録）による監査の実施

 監査費用は約15～25万円 ※農水省補助金が活用できる可能性あり

 監査（書類・現地）の結果、適合判定となった場合、適合証明書（認定
書）を発行

 輸出で使用する適合証明書の原本証明は、監査会社に別途申請

＜県が発行する証明書＞
 「タイ王国向け輸出の選果こん包施設に係る証明制度実施要領」に基づき、
県りんご果樹課による申請書類の確認及び現地検査の実施

 現地検査の結果、適合判定となった場合、県証明書を発行

 申請書受付から証明書発行まで、約3週間

 輸出で使用する県証明書の原本証明は、県りんご果樹課に別途申請（１通
あたり県収入印紙750円が必要）

 今年度の申請書受付期間は、令和3年7月20日から令和4年2月28日まで



5.タイ政府による残留農薬検査の強化①
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梨・ぶどう・りんごが対象

日本貿易振興機構（ジェトロ）ホームページより

 グリホサート（商品名：ラウンドアップ、タッチダウン）

 パラコート（商品名：プリグロックス）

 クロルピリホス（商品名：ダーズバンDF）

次ページ

＜趣旨＞
タイ政府では、タイ側の通関時に、

 輸入青果物の残留農薬検査の実施
または、

 輸入青果物の残留農薬分析結果の提出
による確認を実施する方針



5.タイ政府による残留農薬検査の強化②
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 農水省では、施行時期や検査内容等につ
いてタイ政府側に確認中。

 しかし、今年4月現在、同国からは明確
な回答がない状況。

＜対応方針（案）＞

タイ政府の通知は、具体的な内容が不明
であり、また、同国からの情報がない状況
であることから、当面は、同国側の通関時
における残留農薬検査による対応とする。

なお、農水省から新たな情報等があれば、
速やかに関係者に通知する。
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（参考）当資料、実施要領及び申請書様式（記載例）は、
県庁りんご果樹課ホームページから入手できます。
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第１号様式（第３関係）

青森県農林水産部りんご果樹課長　殿

申請者

住所

氏名

電話番号

下記の生産園地をタイ向けりんご等の生果実登録生産園地として申請します。

生産園地名
Name of orchard

生果実名
Name of fruits

申請者氏名（名称）
Name of person in charge

備考
Notes

（注）　１　生産園地名、生果実名、申請者氏名（名称）及び生産園地の所在地については、英文併記とすること。

　　　　２　包括申請を希望する場合は、備考欄にその旨を記載すること。

生産園地の所在地
Address of orchard

タイ向け輸出りんご等の生果実登録生産園地申請書

年　　　月　　　日　

㊞　
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第４号様式（第４関係）

青森県農林水産部りんご果樹課長　殿

選果こん包責任者

住所

氏名

電話番号

下記施設をタイ向けりんご等の生果実登録選果こん包施設として申請します。

選果こん包施設名※
Name of packinghouse

生果実名
Name of fruits

選果こん包施設の
所在地※及び連絡先※

Address and phone number

備考
Notes

（※印部分）

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

　□施設名
　□所在地
　□連絡先

（注）　１　標準作業手順書の写しを添付すること。

　　　　２　選果こん包施設名、生果実名、所在地及び責任者氏名については、英文併記とすること。

　　　　３　登録後に植物防疫所ホームページに掲載されることを望まない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

タイ向け輸出りんごの生果実登録選果こん包施設申請書

年　　　月　　　日

㊞

選果こん包施設
責任者氏名

Name of person in charge


