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厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官 

（ 公 印 省 略 ）    

農 林 水 産 省 消 費 ・ 安 全 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

食 料 産 業 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

水 産 庁 長 官 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

 農林水産物及び食品の促進に関する法律の施行に伴う輸出証明書の発行等に

係る手続規程の制定及び関連通知の廃止について 

 

 

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第 57号）が

令和２年４月１日から施行され、同法に基づく輸出証明書の発行等に係る手続

が「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程」（令和２年

４月１日付け財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定。以下「手続規程」

という。）に定められたので通知します。 

 また、これに伴い、農林水産物及び食品の輸出手続きに関する下記の通知は



 

廃止されました。 

ただし、手続規程に基づき輸出証明書の発行、施設の認定等を実施するため

の体制等の整備に一定の期間を要する場合は、当該期日に限り、当該通知はな

お効力を有するものとします。 

 

 

記 

 
 通知名 発出日 発出者 

1 対米輸出食肉を取り扱うと畜場等

の認定について 

平成2年5月24日 厚生省生活衛生局長 

2 対米輸出水産食品の取扱いについ

て  

平成20年6月16日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

3 米国向け輸出エビ製品に関する証

明書の発行に関する取扱要領 

平成30年7月24日 水産庁長官 

4 アラブ首長国連邦輸出牛肉の取扱

いについて 

平成21年2月18日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

5 対アルゼンチン輸出食肉の取扱い

について 

平成30年6月4日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

6 インド向け輸出水産食品の取扱い

について 

平成30年6月22日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

7 我が国からインド向けに輸出され

る養殖水産動物用飼料に添付する

証明書様式について 

平成30年11月16日 農林水産省消費・安全局畜水

産安全管理課長 

8 対インドネシア輸出牛肉の取扱い

について 

平成26年12月3日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

9 インドネシア向け輸出水産食品の

取扱い要領 

平成29年5月1日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部長 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

10 ウクライナ向け輸出水産食品の取

扱いについて 

平成21年3月24日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

11 対ウルグアイ輸出食肉の取扱いに

ついて 

平成31年3月11日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 



 

12 エジプトに輸出される水産物に関

する証明書の発行について 

平成28年3月16日 水産庁長官 

13 対ＥＵ輸出食肉の取扱いについて 平成25年3月29日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

14 対ＥＵ輸出ケーシングの取扱いに

ついて 

平成11年3月17日 厚生省生活衛生局長 

15 対ＥＵ輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱いについ

て 

令和元年10月18日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

16 対ＥＵ輸出ゼラチン及びコラーゲ

ンの取扱いについて 

令和元年5月13日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

17 対ＥＵ輸出水産食品の取扱いにつ

いて 

平成21年６月４日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

18 水産庁による対EU輸出水産食品取

扱施設の認定等取扱要領 

平成26年9月11日 

 

水産庁長官 

19 ＥＵ等向けに輸出される水産物に

関する水産庁による証明書の発行

について 

令和元年11月14日 水産庁長官 

20 ＥＵのＩＵＵ漁業規則に基づく漁

獲証明書及び加工証明書の発給に

関する取扱要領 

平成22年7月29日 水産庁長官 

21 ＥＵ域内に輸出するペットフード

等の製造事業場の登録実施要領 

平成18年4月19日 農林水産省消費・安全局長 

22 EU向けに輸出されるペットフード

等に関する証明書の発行について 

令和元年11月7日 農林水産省消費・安全局長 

23 対オーストラリア輸出食肉の取扱

いについて 

平成30年5月29日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

24 豪州向け輸出水産食品及び豪州向

け輸出養殖等用飼料の取扱いにつ

いて 

平成29年3月17日 農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

25 対カタール輸出牛肉の取扱いにつ

いて 

平成26年8月28日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

26 対カナダ輸出食肉を取り扱うと畜 平成17年12月12日 厚生労働省医薬食品局食品安



 

場等の認定について 全部長 

27 対シンガポール輸出食肉の取扱い

について 

令和元年5月31日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

28 対シンガポール輸出食肉製品の取

扱いについて 

令和元年5月31日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

29 対シンガポール輸出家きん肉、輸

出家きん肉製品及び輸出家きん卵

製品の取扱いについて 

令和元年5月31日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

30 シンガポール向け輸出食用フグの

取扱いについて 

平成23年11月30日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

31 シンガポール向けに輸出される水

産物に関する証明書の発行につい

て 

平成31年3月20日 水産庁長官 

32 対タイ輸出牛肉の取扱いについて 平成21年10月30日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

33 対タイ輸出豚肉の取扱いについて 令和元年8月8日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

34 輸出される食品等及び施設に関す

る証明書発行事務規程 

平成24年４月１日 農林水産事務次官依命通知 

35 輸出される食品等及び施設に関す

る証明書の発行事務処理要領 

平成27年１月30日 食料産業局長 

36 令和２年度地方農政局等によるタ

イ王国向け青果物の選別及び梱包

施設に係る証明希望者の公募に係

る事務処理要領 

令和２年１月30日 食料産業局長 

37 令和２年度地方農政局等によるタ

イ王国向け青果物の選別及び梱包

施設に係る証明希望者の公募要領 

令和２年１月30日 食料産業局長 

38 令和元年度地方農政局等によるタ

イ王国向け青果物の選別及び梱包

施設に係る証明希望者の公募要領 

令和元年８月28日 食料産業局輸出促進課長 

39 対韓国輸出殻付き家きん卵の取扱

いについて 

平成30年11月27日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 



 

40 対韓国輸出畜産加工品の取扱いつ

いて  

平成29年8月8日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

41 韓国向けに輸出される水産物に関

する水産庁による証明書の発行に

ついて 

平成27年10月23日 水産庁長官 

42 韓国向け輸出水産食品の取扱いに

ついて 

平成23年6月7日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

43 対台湾輸出牛肉の取扱いについて 令和元年8月30日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

44 台湾向けに輸出される乳、乳製

品、殻付き家きん卵及び卵製品の

取扱いについて 

平成31年2月4日 厚生労働省医薬・生活衛生局

食品監視安全課長 

45 台湾向け輸出貝類の取扱いについ

て 

平成29年12月22日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

46 輸出向け水産物のカドミウム等に

係る基準の遵守について 

平成28年1月14日 農林水産省消費・安全局畜水

産安全管理課長 

水産庁漁政部加工流通課長 

47 対中国輸出乳及び乳製品の取扱い

について 

平成21年12月10日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

48 中国向け輸出水産食品の取扱いに

ついて 

平成25年10月27日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

49 中国向けに輸出される水産物に関

する証明書の発行について 

平成27年10月23日 水産庁長官 

50 中国向け輸出活水産物の取扱いに

ついて 

平成29年3月19日 農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

51 中国向けに輸出されるさけ類の漁

獲証明書について 

平成23年8月30日 水産庁漁政部加工流通課長 

52 ナイジェリア向け輸出水産食品の

取扱いについて 

平成21年3月24日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

水産庁長官 

53 対ニュージーランド輸出牛肉の取

扱いについて 

平成26年3月28日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

54 ニュージーランド向け輸出二枚貝

の取扱いについて 

平成22年4月9日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 



 

55 対バーレーン輸出牛肉の取扱いに

ついて 

平成27年6月11日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

56 対フィリピン輸出牛肉の取扱いに

ついて 

平成26年5月16日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

57 対ブラジル輸出牛肉の取扱いにつ

いて 

平成29年2月9日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部長 

58 ブラジル向け輸出水産食品の取扱

いについて 

平成21年6月22日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部長 

59 ブラジル向け輸出水産食品の取扱

いについて 

平成29年3月19日 農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

60 対ベトナム輸出食鳥肉取扱いにつ

いて 

平成22年8月9日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

61 対ベトナム輸出食肉の取扱いにつ

いて 

平成26年2月27日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

62 ベトナム向け輸出水産食品の取扱

いについて 

平成22年8月25日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

水産庁長官 

63 対香港輸出食肉を取り扱うと畜場

等の認定について 

平成19年2月15日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

64 対香港輸出肉の取り扱いについて 昭和44年4月7日 厚生省環境衛生局長 

65 対香港輸出殻付き家きん卵及び卵

製品の取扱いについて 

平成27年11月27日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部長・農

林水産省消費・安全局長 

66 香港向けに輸出されるアイスクリ

ーム類等の取扱いについて 

平成28年4月28日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部監視安

全課長 

67 香港向けに輸出される乳、乳飲料

及びクリームの取扱いについて 

平成31年1月25日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部監視安

全課長 

68 香港に輸出される水産物に関する

証明書の発行について 

平成31年1月9日 水産庁長官 

69 対マカオ輸出牛肉の取扱いについ

て 

平成21年7月28日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

70 対マカオ輸出豚肉の取扱いについ

て 

平成22年11月8日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

71 マカオ向け輸出家きん肉の取扱い

について 

令和2年3月31日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

農林水産省消費・安全局長 



 

72 対マレーシア輸出牛肉の取扱いに

ついて 

平成29年11月7日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

73 対マレーシア輸出畜水産食品の取

扱について 

平成17年6月2日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

74 対ミャンマー輸出牛肉の取扱いに

ついて 

平成27年10月16日 厚生労働省医薬・生活衛生局

生活衛生・食品安全部長 

75 対メキシコ輸出牛肉等の取扱いに

ついて 

平成26年2月17日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

76 メキシコ向け輸出水産食品の取扱

いについて 

平成30年8月31日 厚生労働省大臣官房生活衛

生・食品安全審議官 

77 対ロシア等輸出牛肉の取扱いにつ

いて 

平成27年2月9日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

78 ロシア向け輸出水産食品の取扱い

について 

平成21年6月22日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

農林水産省消費・安全局長 

水産庁長官 

79 自由販売証明書発行要領 平成25年6月17日 厚生労働省医薬食品局食品安

全部長 

80 輸出飼料等に関する自由販売証明

書の発行要領 

平成29年3月17日 農林水産省消費・安全局長 

81 輸出される水産物に関する原産地

等の確認について 

平成30年8月10日 水産庁漁政部加工流通課長 

82 まぐろ類の輸出に係る証明書の発

行要領 

平成30年11月6日 水産庁長官 

83 水産庁によるめろ輸出証明書及び

めろ再輸出証明書の確認について 

平成27年3月31日 水産庁長官 
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