事

務

連

絡

平成２０年 ３ 月３１日
各

検疫所

御中

医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室

平成２０年度輸入食品等モニタリング計画の実施について

標記については、平成２０年３月３１日付け食安輸発第0331004号にて通知した
ところですが、同通知において示したモニタリング検査を強化して行うもののう
ち、年度当初において検査頻度を３０％に引き上げて検査を実施する品目等を別
紙のとおりとするので、御了知の上、実施方よろしくお願いします。

（別紙）
検査強化日

対象国

対象品目

検査項目

平成19年4月4日

コロンビア

コーヒー豆及びその加工品（簡易な加工品に限
残留農薬（クロルピリホスを含む）
る。）

平成19年4月4日

台湾

米

残留農薬（メタミドホスを含む）

平成19年5月15日 フィリピン

オクラ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（メタミドホスを含む）

平成19年5月21日 ベトナム

米

残留農薬（アセタミプリドを含む）

平成19年5月28日 フランス

レッドカラント及びその加工品（簡易な加工に限 残留農薬（フルシラゾールを含
る。）
む）

平成19年5月31日 タイ

レモングラス及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（EPNを含む）
る。）

平成19年6月5日

ニュージーラン 西洋ねぎ（リーキ）及びその加工品（簡易な加工
残留農薬（アラクロールを含む）
ド
に限る。）

平成19年6月12日 インド

クミンシード及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

平成19年6月14日 タイ

養殖スッポン及びその加工品（簡易な加工に限
マラカイトグリーン
る。）

平成19年6月18日

ニュージーラン 赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
ド
る。）

残留農薬（イプロベンホス及びプ
ロフェノホスを含む）

残留農薬（ルフェヌロンを含む）

平成19年6月22日 エチオピア

コーヒー豆及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（アトラジンを含む）

平成19年7月3日

中国

きくらげ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（フェンプロパトリンを
含む）

平成19年7月6日

中国

にんにくの茎及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（イマザリルを含む）
る。）

平成19年7月13日 トルコ

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（カルバリルを含む）

平成19年7月20日 香港

きくらげ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（フェンプロパトリンを
含む）

平成19年7月20日 インドネシア

ほうれんそう及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（シフルトリンを含む）
る。）

平成19年7月20日 中国

からしな及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（プロファムを含む）

平成19年7月27日 ブラジル

大豆及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ピリミホスメチルを含
む）

平成19年8月2日

中国

ひらめ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

フラゾリドン

平成19年8月2日

中国

ケール及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（アトラジンを含む）

検査強化日

対象国

対象品目

検査項目

平成19年8月3日

中国

チンゲンサイ及びその加工品（簡易な加工に限 残留農薬（ファモキサドンを含
る。）
む）

平成19年8月8日

中国

ローヤルゼリー及びその加工品(簡易な加工に
フラゾリドン
限る。)

平成19年8月9日

中国

残留農薬（アルジカルブ、アルジ
しょうが及びその加工品（簡易な加工に限る。） カルブスルホキシド及びアルドキ
シカルブを含む）

平成19年8月14日 ブラジル

小麦及びその加工品（簡易な加工に限る。）

平成19年8月16日 中国

こまつな及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（ルフェヌロンを含む）

平成19年8月29日 中国

アスパラガス及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（プロファムを含む）
る。）

平成19年9月28日 メキシコ

チェリモヤ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（モノクロトホスを含む）

平成19年10月2日 中国

シソ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ジフェノコナゾールを
含む）

平成19年10月9日 タイ

赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（トリアゾホスを含む）

平成19年10月10日 中国

未成熟えんどう（さや用種及びスナップエンドウ
残留農薬（テブフェノジドを含
と称されるものに限る。）及びその加工品（簡易
む）
な加工に限る。）

平成19年10月11日 インドネシア

青とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

平成19年10月18日 タイ

アスパラガス及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（ＥＰＮを含む）
る。）

平成19年10月19日 オーストラリア

りんごジュース（原材料がりんごに由来するもの
パツリン
に限る。）及び原料用りんご果汁

平成19年10月30日 ベトナム

オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工 残留農薬（クロルピリホス及びヘ
に限る。）
キサコナゾールを含む）

平成19年11月1日 中国

ほうれんそう及びその加工品（簡易な加工に限 残留農薬（ファモキサドンを含
る。）
む）

平成19年11月5日 インドネシア

がざみ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（エンドスルファンを含
む）

平成19年11月5日 タイ

赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（プロピコナゾールを含
む）

平成19年11月13日 エチオピア

コーヒー豆及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（ピペロニルブトキシド
を含む）

平成19年11月19日 ベトナム

未成熟えんどう（さや用種及びスナップエンドウ
残留農薬（ジフェノコナゾールを
と称されるものに限る。）及びその加工品（簡易
含む）
な加工に限る。）

アラブ首長国連
平成19年11月22日 邦及びミャン
ひよこ豆
マー連邦以外

残留農薬（メタミドホスを含む）

残留農薬（ジフェノコナゾールを
含む）

アフラトキシン

検査強化日

対象国

対象品目

検査項目

平成19年11月22日 中国

養殖フグ

オキシテトラサイクリン

平成19年11月26日 中国

にら及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（フェンプロパトリンを
含む）

平成19年11月28日 中国

しょうが及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホスを含む）

平成19年11月29日 ブラジル

小麦及びその加工品（簡易な加工に限る。）

平成19年11月30日 中国

アスパラガス及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（ホキシムを含む）
る。）

平成19年12月6日 ラオス

ケール及びその加工品（簡易な加工に限る。）

平成19年12月7日

残留農薬（ピリミホスメチルを含
む）

残留農薬（フィプロニルを含む）

イタリア及びギリ ピスタチオナッツ加工品（ピスタチオナッツを主
アフラトキシン
シャ以外
要原料とするものに限る。）

平成19年12月12日 タイ

アスパラガス及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（ジウロンを含む）
る。）

平成19年12月12日 タイ

にんにく及びその加工品（簡易な加工に限る。） 残留農薬（クロルピリホスを含む）

平成19年12月12日 タイ

オオバコエンドロ及びその加工品（簡易な加工
残留農薬（シペルメトリンを含む）
に限る。）

平成19年12月13日 グアテマラ

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（クロルピリホスを含む）

平成19年12月17日 韓国

ししとう及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ビテルタノールを含
む）

平成19年12月18日 フランス

パースニップ及びその加工品（簡易な加工に限 残留農薬（テブコナゾールを含
る。）
む）

平成19年12月19日 メキシコ

グァバ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（シペルメトリンを含む）

平成19年12月21日 スペイン

アーモンド及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（イソプロカルブを含
む）

平成19年12月21日 タイ

赤とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（ジフェノコナゾールを
含む）

平成19年12月27日 中国

未成熟えんどう（さや用種及びスナップエンドウ
残留農薬（ジフェノコナゾールを
と称されるものに限る。）及びその加工品（簡易
含む）
な加工に限る。）

平成19年12月28日 フランス

レンズ豆及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（クロルプロファムを含
む）

平成20年1月16日 ベネズエラ

カカオ豆及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（2,4-Dを含む）

平成20年1月24日 タイ

蜂の子及びその加工品（簡易な加工に限る。） テトラサイクリン

検査強化日

対象国

対象品目

検査項目
残留農薬（ジフェノコナゾールを
含む）

平成20年1月25日 フィリピン

おくら及びその加工品（簡易な加工に限る。）

平成20年1月25日 韓国

二枚貝及びその加工品（平成１９年３月３０日付け事
務連絡に示す韓国政府が発行した原産地証明書が
下痢性貝毒
添付されているものに限り、貝柱のみのホタテガイを
除く ）

平成20年1月28日 中国

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（2,4-Dを含む）

平成20年2月1日

フィリピン

おくら及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（フルアジホップを含
む）

平成20年2月6日

韓国

ししとう及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（フルキンコナゾールを
含む）

平成20年2月6日

ベルギー

リーキ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（ハロキシホップを含
む）

平成20年2月6日

タイ

ほうれんそう及びその加工品（簡易な加工に限
残留農薬（クロルピリホスを含む）
る。）

平成20年2月7日

フィリピン

マンゴー及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（プロフェノホスを含
む）

平成20年2月7日

中国

未成熟いんげん及びその加工品（簡易な加工
に限る。）

残留農薬（ブプロフェジンを含
む）

平成20年2月15日 フランス

チコリ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（チアベンダゾールを
含む）

平成20年2月28日 グアテマラ

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（パラチオンメチルを含
む）

平成20年3月5日

はちみつ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

ストレプトマイシン

イスラエル

平成20年3月11日 ベルギー

サルシフィー及びその加工品（簡易な加工に限 残留農薬（クロルプロファムを含
る。）
む）

平成20年3月11日 韓国

ミニトマト及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（フルキンコナゾールを
含む）

平成20年3月12日 ナイジェリア

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（アセトクロールを含
む）

平成20年3月18日 韓国

青とうがらし及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（テブコナゾールを含
む）

平成20年3月18日 韓国

ししとう及びその加工品（簡易な加工に限る。）

残留農薬（テブコナゾールを含
む）

平成20年3月18日 中国

ごまの種子及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

残留農薬（パラチオンメチルを含
む）

平成20年3月18日 中国

鶏肉及びその加工品

フラルタドン

平成20年3月25日 韓国

あさり及びその加工品（簡易な加工に限る。）

マラカイトグリーン

検査強化日

対象国

対象品目

検査項目

平成20年4月1日

中国

鰻（広東省及び上海市の養殖場で養殖された
鰻に限る。）

エンドスルファン

平成20年4月1日

中国

大粒落花生

ダミノジッド

平成20年4月1日

中国

まつたけ及びその加工品（簡易な加工に限
る。）

アセトクロール

平成20年4月1日

中国

ケール及びその加工品（簡易な加工に限る。）

クロルピリホス

平成20年4月1日

中国

ニラ及びその加工品（簡易な加工に限る。）

クロルピリホス

平成20年4月1日

中国

そば

アフラトキシン

平成20年4月1日

米国

りんごジュース（原料果汁がりんごに由来するも
パツリン
のに限る。）及び原料用りんご果汁

