
 

 

Français Japonais 

Empêcher la propagation du 
scarabée japonais en Colombie-
Britannique 

ブリティッシュコロンビア州におけるマメコガネの分布拡

大を防ぐためには 

La zone réglementée est ÉLARGIE 規制区域が拡大されました 

Le scarabée japonais (Popillia japonica) est un 
ravageur envahissant réglementé au Canada 
causant de sérieux dommages au secteur 
agricole de la Colombie-Britannique (C.-B.), et 
causera des dommages importants aux 
pelouses, paysages ornementaux, arbres 
fruitiers, terrains de golf et parcs, si nous 
n'agissons pas maintenant. 

マメコガネ（Popillia japonica）は、カナダでは規制対象規制対象規制対象規制対象

とされている侵入種の害虫とされている侵入種の害虫とされている侵入種の害虫とされている侵入種の害虫です。マメコガネの発生は、

ブリティッシュコロンビア（CB）州の農業に甚大な被害を

及ぼし得るほか、芝生、観賞用庭園、果樹、ゴルフ場、

公園などの植物の著しい被害にもつながるため、迅速

な対策が求められます。 

Le scarabée japonais (voir image 1) a été 
détecté pour la première fois dans la zone de 
False Creek à Vancouver, C.-B. en 2017. 
L’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA) a établi une zone réglementée 
pour le scarabée japonais pour la première fois 
en 2018. L’ACIA procède à des enquêtes 
annuelles pour détecter la présence de cet 
insecte en plaçant des pièges (voir Image 2) 
dans votre région. 

マメコガネ（画像１参照）は、2017 年に CB 州バンクー

バー市のファルスクリーク地域で初めて発見されまし

た。カナダ食品検査庁(ACIA)は、2018 年に初めてマメ

コガネ規制区域を指定し、毎年お住まいの地域にトラッ

プ（画像２参照）を設置し、分布状況を調査しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1 Exemple d’un scarabée japonais adulte. Tête et thorax sont 
d’un vert métallique alors que les élytres sont d'un brun métallique 
cuivré. Il y a des touffes de poils blancs de chaque côté de 
l'abdomen. Ils mesurent environ 1 cm de long et 6mm de large. 

画像１ マメコガネの成虫。頭・胸部はメタリックグリーン

で、羽はメタリック銅色をしています。腹部の側面や後

方には特徴的な白い毛が生えています。大きさは約全

長 10 mm、幅 6 mm です。 

  



 

 

Qu’est-ce que je dois savoir? マメコガネについて 

Le scarabée japonais a été détecté à Burnaby, 
Port Coquitlam, et Vancouver en 2021. Dans le 
cadre de la réponse continue et collaborative 
avec la province de la C.-B. et autres 
intervenants pour arrêter la propagation de ce 
ravageur, l’ACIA a élargi la zone réglementée 
du scarabée japonais pour y ajouter des zones 
dans Burnaby et Vancouver. 

マメコガネは 2021 年にバーナビー、ポートコキットラ

ム、バンクーバーでも発見されました。害虫であるマ

メコガネの分布拡大を阻止すべく、BC 州は他の利害

関係者と継続的に提携し、対策を進めています。そ

の一環として、ACIA はマメコガネ規制区域を拡大はマメコガネ規制区域を拡大はマメコガネ規制区域を拡大はマメコガネ規制区域を拡大

しししし、バーナビーバーナビーバーナビーバーナビー市市市市およびバンクーバーバンクーバーバンクーバーバンクーバー市市市市における対

象区域を新たに追加しました。 

L’ACIA limite le déplacement de terre, plantes 
enracinées avec de la terre, et autre matériel 
végétal infesté ou potentiellement infesté avec 
le scarabée japonais hors des zones 
réglementées. Ces restrictions visent à réduire 
le risque involontaire de propagation de l’insecte 
par l’humain.  

CFIA の規制により、マメコガネが発生している、また

は発生していると思われる規制区域内の土や、根付

いた植物および付着した土、その他植物関連物質の

持ち出しが制限されています。これらの制限は、人の

手による意図せぬマメコガネの分布拡大を抑制する

ことを目的としています。 

Jusqu’à nouvel ordre, les restrictions 
suivantes sont en place: 

現在、実施中の制限は下記の通りです。これらの制現在、実施中の制限は下記の通りです。これらの制現在、実施中の制限は下記の通りです。これらの制現在、実施中の制限は下記の通りです。これらの制

限は限は限は限は、、、、別途発表がない限り継続するものとします。別途発表がない限り継続するものとします。別途発表がない限り継続するものとします。別途発表がない限り継続するものとします。 

• le déplacement de plantes avec de la 

terre hors de la zone réglementée du 

scarabée japonais est limité toute 

l’année.  

• マメコガネ規制区域外への土が付着した植物の土が付着した植物の土が付着した植物の土が付着した植物の

持ち出し持ち出し持ち出し持ち出しは、通年制限通年制限通年制限通年制限されています。 

• le déplacement de terre hors de la zone 

réglementée du scarabée japonais est 

limité toute l’année. 

• マメコガネ規制区域外への土の持ち出し土の持ち出し土の持ち出し土の持ち出しは、通年通年通年通年

制限制限制限制限されています。 

• le déplacement de plantes et les 

parties aériennes de plantes 

essentiellement sans terre (partie 

aérienne des plantes) hors de la zone 

réglementée du scarabée japonais est 

limité entre le 15 juin et le 15 octobre, 

pour coïncider avec l'émergence des 

insectes matures dans le gazon, et la 

période de vol des scarabées japonais. 

• マメコガネ規制区域外への土が付着していない植土が付着していない植土が付着していない植土が付着していない植

物および植物部分物および植物部分物および植物部分物および植物部分（地上の植物部分）の持ち出しの持ち出しの持ち出しの持ち出し

は、地中のマメコガネの羽化、および成虫の飛行

時期に合わせて 6 月月月月 15 日～日～日～日～10 月月月月 15 日まで制日まで制日まで制日まで制

限限限限されています。 

Un certificat de circulation délivré par l’ACIA est 
requis pour déplacer tous les produits 
réglementés retrouvés dans cette liste hors de 
la zone réglementée. 

上記制限の対象物を規制区域外に持ち出すために

は、いずれも ACIA 発行の「移送許可証明書」が必

須となります。 

Votre ville, la province ou des entrepreneurs 
privés peuvent communiquer avec vous pour 
effectuer un traitement préventif du gazon sur 
votre propriété. 

皆様の敷地内の芝生に防除対策を実施するために、

お住まいの市、州、もしくは民間の業者より連絡させ

ていただく場合があります。 

  



 

 

Comment puis-je aider? 私にできることは？ 

Ne pas déplacer de terre, plantes ou résidus 
verts hors des zones réglementés, à moins 
d'être approuvé par le programme de bac vert 
de votre ville ou avec un certificat de circulation 
délivré par l'ACIA.  

お住まいの市のコンポスト分別制度や ACIA 発行

の「移送許可証明書」に基づき許可されていない限

り、規制区域内の土、植物、園芸廃棄物などは規規制区域内の土、植物、園芸廃棄物などは規規制区域内の土、植物、園芸廃棄物などは規規制区域内の土、植物、園芸廃棄物などは規

制区域外に制区域外に制区域外に制区域外に持ち出さないでください持ち出さないでください持ち出さないでください持ち出さないでください。。。。 

Si vous faites de l’aménagement paysager, 
rénovez ou construisez dans une zone 
réglementée et que vous devez déplacer de 
grandes quantités de terre ou de plantes, 
communiquez avec l'ACIA pour savoir 
comment la réglementation en vigueur 
s'applique à vous. 

規制区域内の造園工事、リフォーム、建築工事造園工事、リフォーム、建築工事造園工事、リフォーム、建築工事造園工事、リフォーム、建築工事など

によって大量の土・植物の移動が必要となる場合

は、規制がどのように適用されるかについてご案内規制がどのように適用されるかについてご案内規制がどのように適用されるかについてご案内規制がどのように適用されるかについてご案内

いたしますのいたしますのいたしますのいたしますので、で、で、で、ACIA までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。 

Utilisez cette fiche pour rappeler à votre 
entreprise d'entretien des terrains de vérifier 
les exigences de l'ACIA en matière 
d'élimination commerciale. 

商業廃棄物の処分商業廃棄物の処分商業廃棄物の処分商業廃棄物の処分については、こちらのカードを敷敷敷敷

地管理業者にご提示いただき、地管理業者にご提示いただき、地管理業者にご提示いただき、地管理業者にご提示いただき、ACIA の条件を確の条件を確の条件を確の条件を確

認していただいてください。認していただいてください。認していただいてください。認していただいてください。 

Signalez les insectes que vous soupçonnez 
d'être un scarabée japonais par téléphone au 
(604) 292-5742 ou par courriel à 
BCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.ca 

マメコガネと思われる昆虫を発見した場合はお電

話、(604) 292-5742 またはメール

BCPF.Japanese.Beetle@inspection.gc.ca で

ご報告ください。 

Laissez les pièges tranquilles!  トラップに触れないでくださいトラップに触れないでくださいトラップに触れないでくださいトラップに触れないでください！！！！ 

Les pièges, comme ceux présentés ici, sont 
utilisés pour détecter les scarabées et fournir 
des données scientifiques importantes pour 
cette réponse. Veuillez signaler les pièges 
renversés ou endommagés. 

下記のようなトラップは、マメコガネの検出に使用さ

れており、防除対策に重要な科学的データを提供し

ています。トラップが損傷していたり倒れている場合

は、ご報告ください。 

 

Image 2 Exemple de pièges utilisés dans le programme de surveillance 
du scarabée japonais. Veuillez signaler des pièges renversés, 
endommagés ou vandalisés à l’ACIA le plus rapidement possible. 

画像２ マメコガネ監視プログラムに使用されている

トラップの例。壊れたトラップや倒れたトラップを見

かけた場合、お早めに ACIA にご報告ください。 

 
  



 

 

Pour de plus amples informations, 
téléphoner: (604)-292-5742 ou consulter:  
Anglais: inspection.canada.ca/jb | Français : 
inspection.canada.ca/sj 
 

詳しくは、詳しくは、詳しくは、詳しくは、お電話にて(604)-292-5742 までお問い

合わせいただくか、次のウェブサイトをご覧くださ

い。inspection.canada.ca/jb （英語） ｜

inspection.canada.ca/sj （フランス語） 

 

(Map)  
Japanese Beetle | Scarabée japonais- Popillia 
japonica 

マメコガネマメコガネマメコガネマメコガネ（Popillia japonica） 

Regulated Areas within Burnaby – Vancouver, 
British Columbia | Zones réglementées de 
Burnaby – Vancouver, Colombie-Britannique 

ブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビア州バンクーバー州バンクーバー州バンクーバー州バンクーバー市～市～市～市～バーバーバーバー

ナビー市内の規制区域ナビー市内の規制区域ナビー市内の規制区域ナビー市内の規制区域 

Regulated area | Zone réglementée 規制区域 

 

Carte des zones réglementés à l’égard du 
scarabée japonais (Popillia japonica) dans 
Vancouver et Burnaby, Colombie-Britannique 

ブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビア州バンクーバー市およびバ州バンクーバー市およびバ州バンクーバー市およびバ州バンクーバー市およびバ

ーナビー市内のマメコガネーナビー市内のマメコガネーナビー市内のマメコガネーナビー市内のマメコガネ（（（（Popillia japonica））））規制規制規制規制

区域の地図区域の地図区域の地図区域の地図 

Cette carte montre les limites des zones 
réglementées du scarabée japonais dans les villes 
de Vancouver et Burnaby, Colombie-Britannique.  

この地図は、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

市およびバーナビー市内のマメコガネ規制区域の境

界線を示しています。 



 

 

(Map)  
Japanese Beetle | Scarabée japonais- Popillia 
japonica 

マメコガネマメコガネマメコガネマメコガネ（Popillia japonica） 

Regulated Area within Vancouver, British 
Columbia | Zone réglementée de Vancouver, 
Colombie-Britannique 

ブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビア州バンクーバー市内の規制州バンクーバー市内の規制州バンクーバー市内の規制州バンクーバー市内の規制

区域区域区域区域 

South Vancouver Transfer Station | Station de 
transfert Vancouver Sud 

南バンクーバーごみ中継施設 

Regulated area | Zone réglementée 規制区域 

Approved waste transfer stations | Stations de 
transfer de déchets approvées 

指定ごみ中継施設 

 

 

  



 

 

Description de la carte – Zone réglementée à 
l’égard du scarabée japonais (Popillia 
japonica) à Vancouver, Colombie Britannique 

地図の説明地図の説明地図の説明地図の説明：：：：ブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビア州バンクーバー州バンクーバー州バンクーバー州バンクーバー

市内のマメコガネ市内のマメコガネ市内のマメコガネ市内のマメコガネ（（（（Popillia japonica））））規制区域規制区域規制区域規制区域 

La zone réglementée de Vancouver débute l'est de la 
promenade Clarke et la rue Knight, au sud jusqu'à la 
49e Avenue et vers l'ouest jusqu'à la rue Granville, au 
nord jusqu’à 41e avenue, à l’ouest de la rue 
Mackenzie, au nord jusqu’à la promenade Quesnel, au 
nord-ouest jusqu’à l’avenue King Edward, à l’ouest 
jusqu’à la rue Blenheim, au nord jusqu’à la ligne des 
hautes eaux de la Baie des Anglais et à l’est de la rue 
Burrard, en incluant Kits Point Stanley Park, et le 
centre-ville de Vancouver jusqu’à la limite est de la 
promenade Clark et la rue Knight. Les quartiers 
suivants se retrouvent dans de la zone réglementée : 
centre-ville de Vancouver, False Creek, Mont 
Pleasant, South Main, Shaughnessy, West End, Davie 
Village, Coal Harbour et parties de l’est de Vancouver 
ainsi que Kitsilano. Les parcs et espaces verts suivants 
se retrouvent dans la zone réglementée : Stanley 
Park, jardin botanique Van Dusen, observatoire 
Bloedel dans le parc Queen Elizabeth, et les parcs 
Quilchena, Trafalger, Carnarvon, Douglas, Strathcona 
et Connaught.  
 

バンクーバー市の規制区域は、東の境界である

promenade Clark および rue Knight から始まり、49e 

avenue まで南下、西へ rue Granville まで、そこから

41e avenue まで北上、西へ rue Mackenzie まで、そ

こから promenade Quesnel まで北上、北西は

avenue King Edward まで、西は rue Blenheim ま

で、イングリッシュ湾の高潮線まで北上、東は rue 

Burrard までです。東の境界である promenade Clark

および rue Knight に到達するまでに通過するキッツポ

イント、スタンレーパーク、ダウンタウンバンクーバーを

含みます。規制区域内とされる地域は次の通り：ダウ

ンタウンバンクーバー、ファルスクリーク、マウントプレ

ザント、サウスメイン、ショーネシー、ウェストエンド、デ

イビービレッジ、コールハーバー、東バンクーバー（一

部）およびキッツィラノ（一部）。規制区域内とされる主

な公園や緑地は次の通り：スタンレーパーク、クイチェ

ナパーク、トラファルガーパーク、カーナボンパーク、ダ

グラスパーク、ストラスコーナパーク、コナートパーク、

ヴァン・ドューセン植物園、クイーンエリザベスパーク内

のブローデル観測所。 

Stations de transfert de déchets approuvées 
(voir symbole sur les cartes) accepteront les résidus 
verts des zones réglementées. Il se peut qu’un 

certificat de circulation délivré par l’ACIA soit 

nécessaire pour déplacer de la terre ou des plantes 

hors des zones réglementées. Pour en savoir plus, 

contactez l’ACIA. 

規制区域から出た園芸廃棄物は、地 図に マ

ークで示されている指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設で受け付けてい

ます。規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、ACIA

発行の発行の発行の発行の「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり

ます。詳しくはます。詳しくはます。詳しくはます。詳しくは ACIA までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。 

Stations de transfert de déchets approuvées dans ou 
près de la zone réglementée de Vancouver:  

バンクーバー市の規制区域内または周辺の指定ごみ指定ごみ指定ごみ指定ごみ

中継施設中継施設中継施設中継施設：：：： 

• Station de transfert Vancouver Sud situé au 377 
West Kent Avenue North, Vancouver – Un 
certificat de circulation délivré par l’ACIA est 

requis pour apporter des produits réglementés ici. 

• 南バンクーバー中継施設 所在地：377 W Kent 

Ave N, Vancouver 規制対象物の持ち込みには、

CFIA 発行の「移送許可証明書」が必須必須必須必須です。 
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Japanese Beetle | Scarabée japonais- Popillia 
japonica 

マメコガネマメコガネマメコガネマメコガネ（Popillia japonica） 

Regulated Area within Burnaby, British 
Columbia | Zone réglementée de Burnaby, 
Colombie-Britannique 
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Description de la carte – Zone réglementée à 
l’égard du scarabée japonais (Popillia 
japonica) dans la ville de Burnaby, Colombie-
Britannique 

地図の説明地図の説明地図の説明地図の説明：：：：ブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビアブリティッシュコロンビア州バーナビー市州バーナビー市州バーナビー市州バーナビー市

内のマメコガネ内のマメコガネ内のマメコガネ内のマメコガネ（（（（Popillia japonica））））規制区域規制区域規制区域規制区域 

À l’est de la zone réglementée de la ville de 
Vancouver (environ 9.3 km à l’est), la zone 
réglementée dans la ville de Burnaby débute au point 
d’intersection entre la promenade Eastlake et de 
Production Way, et continue au sud jusqu’à ce que 
Production Way devienne l’avenue Bridhton ; au sud-
ouest le long de la rue Winston jusqu’à la limite ouest 
du ruisseau Salamander; au sud le long de la limite 
ouest du ruisseau Salamander jusqu’à la limite nord 
du Lac Burnaby ; vers l’ouest le long de la ligne des 
hautes eaux du lac Burnaby jusqu’à Philips Point ; au 
nord de Philips Point jusqu’à l’avenue Phillips ; au 
nord de l’autoroute Lougheed ; à l’est jusqu’au parc 
Eagle Creek Ravine ; au nord-est le long de la limite du 
parc Eagle Creek Ravine jusqu’à la rue Venture ; à l’est 
de Lake City Way ; au nord de la rue Broadway ; à l’est 
de l’avenue Underhill jusqu’au sud la promenade 
Eastlake et Production Way. Les quartiers suivants se 
retrouvent en partie dans de la zone réglementée: 
Lake City, Burnaby Lake, Government Road, et 
Sperling-Broadway. Les parcs et espaces verts 
suivants se retrouvent dans la zone réglementée : 
parc Warner Loat, parc Charles Rummel, et portions 
du parc Eagle Creek Park et du parc du Lac Burnaby. 
 

バンクーバー市の規制区域から東に約 9.3 km 離れ

たところにバーナビー市の規制区域があります。東の

境界である promenade Eastlake と Production Way

の交差点から始まり、南下すると Production Way が

avenue Brighton に切り替わります。Rue Winston を

南西へ、ruisseau Salamander の西の境界線に到

達、バーナビー湖の北の境界線まで南下、バーナビー

湖の湖岸を西に Philips Point まで、Philips Point 

autoroute Lougheed まで avenue Philips を北上、

parc Eagle Creek Ravine まで東へ、parc Eagle 

Creek Ravine の境界線を北東へ rue Venture まで、

そこから東方向に Lake City Way へ、rue Broadway

まで北上、東へ avenue Underhill まで、そこから

promenade Eastlake まで南下、東へ Production 

Way まで、promenade Eastlake と Production Way

の境界に到達します。一部が規制区域内とされる地域

は次の通り：レークシティ、バーナビー湖、ガバメントロ

ード、スパーリング・ブロードウェイ。規制区域内とされ

る主な公園や緑地は次の通り：ワーナー・ロートパー

ク、チャールス・ラメル・パーク、イーグルクリークパー

ク（一部）、バーナービーレークパーク。 

Stations de transfert de déchets approuvées 

(voir symbole sur les cartes) accepteront les résidus 
verts des zones réglementées. Il se peut qu’un 

certificat de circulation délivré par l’ACIA soit 

nécessaire pour déplacer de la terre ou des plantes 

hors des zones réglementées. Pour en savoir plus, 

contactez l’ACIA. 
 

規制区域から出た園芸廃棄物は、地 図に マ

ークで示されている指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設で受け付けてい

ます。規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、規制区域外に土や植物を持ち出すには、ACIA

発行の発行の発行の発行の「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり「移送許可証明書」が必要となる可能性があり

ます。詳しくはます。詳しくはます。詳しくはます。詳しくは ACIA までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。までお問い合わせください。 

Stations de transfert de déchets approuvées près de 
la zone réglementée de Burnaby:  

バーナビー市バーナビー市バーナビー市バーナビー市規制区域周辺の指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設指定ごみ中継施設：：：： 

• Burnaby Eco Centre situé au 4855 Still Creek, 
Burnaby – Un certificat de circulation délivré par 
l’ACIA est requis pour apporter des produits 
réglementés ici. 

• バーナビー・エコ・センター 所在地：4855 Still 

Creek, Burnaby 規制対象物の持ち込みには、

ACIA 発行の「移送許可証明書」が必須必須必須必須です。 

 


