
水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続

平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）

一部改正：平成２５年３月２８日付け２４動検第１２２５号

一部改正：平成２６年３月１４日付け２５動検第１１４８号

一部改正：平成２８年６月１０日付け２８動検第２４７号

最終改正：平成２９年３月３１日付け２８動検第１３００号

「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領」（平成１９年９月１９日付け１９消

安第３８２３号。以下「局長要領」という。）の「第１ 輸入許可事務及び検査に関す

る事項」に基づき動物検疫所が行う水産動物の輸入許可業務等の具体的な手続は、以下

により実施するものとする。

１ 輸入許可の申請（枠線内は局長要領。以下同じ。）

１ 輸入許可の申請

水産資源保護法（昭和２６年法律第３１３号。以下「法」という。）第１３条の２第

２項に基づく輸入許可の申請をする者又はその代理人（以下「輸入者等」という。）は、

動物検疫所が別途定める期日までに、同項に規定する検査証明書（以下「検査証明書」

という。）を添付して、水産資源保護法施行規則（昭和２７年農林省令第４４号。以下

「規則」という。）別記様式第１号に定める輸入許可申請書に必要事項を記入の上、輸

入を行う港又は飛行場（以下「輸入場所」という。）の動物検疫所に提出するものとす

る。

（１）輸入者等は、規則第１条の２第１項の表に掲げる水産動物であって、以下のア又

はイに該当するものを輸入する場合、消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室（以

下「水産安全室」という。）に、輸入許可申請の要否について事前に確認する。

ア 局長要領２（２）①の第１号水産動物（生きている水産動物）のうち、食用に供

するものであって、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保

管する又はその可能性があるもの

イ 局長要領２（２）②の第２号水産動物（生きていない水産動物であって、加工し

たものを含み、養殖の用に供するものであって魚粉及び魚油を除くもの）

（２）局長要領における「動物検疫所が別途定める期日」は、輸入しようとする水産動

物が本邦に到着する日（以下「到着日」という。）の５日前までとする。

ただし、現物検査の結果、局長要領２（２）①イを満たさない場合において、局

長要領５（１）の管理命令を受けて輸入することを輸入者が希望するときは、管理

飼育を実施する場所は、「水産動物の管理施設確認要領」（平成２５年３月２８日

付け２４動検第１２２６号）に基づきあらかじめ管理施設としての確認を受けなけ

ればならない（確認を受けた管理施設を、以下「確認施設」という。）。

（３）輸入許可申請書に記載する申請者住所氏名は、輸入者の住所及び氏名とし、申請

に当たっては、輸入者の連絡先を明確にするものとする。



（４）輸入許可申請書の「その他参考となるべき事項」の欄に、以下を記載すること。

ア 輸入手続を通関代理店等に依頼する場合にはその旨

イ 現物検査の結果、管理命令を受けて輸入を希望する場合にはその旨及び管理飼育

を実施する場所が確認施設であるとして動物検疫所から交付を受けた確認書の番号

ウ 現物検査の結果、管理命令を受ける必要がある場合において、輸入許可証の交付

を受けることなく当該水産動物を放棄又は返送することを了承するときはその旨

エ 第１号水産動物を輸入する場合は、当該水産動物の用途

オ きんぎょを輸入する場合であって、こいとの交雑種が含まれない場合にはその旨

（５）輸入許可申請書の提出先は、局長要領２の検査を受検する当該水産動物の輸入場

所の動物検疫所（以下「輸入場所の動物検疫所」という。）とする。なお、輸入場

所に動物検疫所が設置されていない場合には、当該輸入場所の最寄りの動物検疫所

とする。また、養殖の用に供することを目的に輸入される第１号水産動物について

は、「輸入水産動物の着地検査指針」に基づき、輸入場所の動物検疫所は、輸入者

等に対し、輸入許可申請書及び検査証明書の写しを着地検査管轄都道府県に送付す

るよう案内する。

（６）輸入許可申請書の提出は、輸入者等による持参、郵送等により行い、提出期限を

厳守すること。なお、検査証明書の取得が間に合わない等やむを得ない事情がある

場合、輸入者等は輸入場所の動物検疫所に連絡の上、ファクシミリ等により提出し、

当該水産動物の本邦到着後に原本を提出することができるものとする。

（７）輸入者等は、輸入許可申請書に記載される事項に変更が生じた場合、速やかに輸

入場所の動物検疫所に連絡を行うとともに、輸入許可証に記載される事項に変更が

あった場合には、現物検査を受けるまでの間に、所要の修正を行い再提出する。な

お、現物検査を受検する動物検疫所を変更する必要が生じる場合には、輸入場所の

動物検疫所は、変更後の動物検疫所に連絡し、輸入検査申請書等の関係書類を送付

する。

（８）輸入者等は、輸入許可申請を取り下げる場合、その旨を輸入場所の動物検疫所に

書面により連絡する。

（９）輸入許可申請書の提出、その他局長要領及び本通知に規定される手続を代理人が

行う場合、当該代理人は輸入者（当該水産動物の輸入に関し重要な判断を行うこと

ができる者）の緊急連絡先を常時把握しておくものとする。

２ 輸入許可申請に係る動物検疫所における検査

２ 輸入許可申請に係る動物検疫所における検査

法第１３条の２の規定に基づく輸入許可業務は、以下の検査により実施することとす

る。

（１）申請書類の検査

① 輸入許可申請を受けた動物検疫所は、添付された検査証明書の内容が、輸出国政府

機関とあらかじめ合意した輸入条件を満たしていることを確認するものとする。

② 輸入条件を満たしていることが確認できない場合は、動物検疫所は、当該輸入許可

申請に係る輸入者等に対し、輸入を許可しない旨を通知するものとする。



（１）申請書類の検査は、輸入場所の動物検疫所の家畜防疫官が実施する。

（２）家畜防疫官の行う局長要領２（１）①に規定される事項の確認は、輸出国と我が

国との間であらかじめ合意した輸入条件に基づくものとして、水産安全室が動物検

疫所に通知した証明事項を確認することにより行う。

（３）輸入条件及び検査証明書様式が取り決められていない水産動物の輸入許可申請が

あった場合、書類検査を実施した動物検疫所は、企画管理部企画調整課（以下「企

画調整課」という。）を通じ、水産安全室にその対応について照会する。

（４）輸入場所の動物検疫所は、書類検査を行った輸入許可申請について、当該水産動

物の到着日までに輸入許可証を交付するための事務手続を行う。

（２）現物検査

① 動物検疫所は、以下により、規則第１条の２第２項第１号に規定する水産動物（以

下「第１号水産動物」という。）の健康状態について目視での検査（以下「現物検査」

という。）を実施する。また、動物検疫所が必要と認める場合は、検査に必要な材料

を採取し、精密検査を実施する。

ア 確認数

申請に係る第１号水産動物が生産された養殖施設及び水産動物種ごとに、動物検

疫所が別途定める輸入防疫対象疾病の侵入リスクを考慮した統計学的理論に基づ

くサンプリング手法により無作為に抽出した個体数について行う。

イ 確認事項

（ア）別紙１に掲げる輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状がないこと

（イ）著しい数の死亡（確認した水産動物の全体数に対し概ね５割を超える数の死亡）

がないこと

② 動物検疫所は、以下により、規則第１条の２第２項第２号に規定する水産動物（以

下「第２号水産動物」という。）について現物検査を実施する。また、動物検疫所が

必要と認める場合は、検査に必要な材料を採取し、精密検査を実施する。なお、動物

検疫所が初めて輸入許可申請書を受けたものについては、現物検査を必須とすること

とするが、同一とみなされるものが継続的に輸入される場合は、次回以降の現物検

査を省略できる。

ア 確認数

申請に係る第２号水産動物が生産された、生産施設及び製品の種類ごとに、動物

検疫所が別途定める輸入防疫対象疾病の侵入リスクを考慮した統計学的理論に基づ

くサンプリング手法により無作為に抽出した数量について行う。

イ 確認事項

梱包状態、検査対象物の種類（第２号水産動物であることの確認を含む。）、性状、

異物の混入その他の異状を認めないこと

（５）輸入者等は、当該水産動物の本邦到着後速やかに、以下のア～ウの書類を輸入場

所の動物検疫所に提出する。

ア 輸入許可申請書（原本未提出の場合のみ）

イ 輸出国政府機関が発行する検査証明書（原本未提出の場合のみ）

ウ その他家畜防疫官が必要と認める書類



（６）第１号水産動物の現物検査は、申請に係る第１号水産動物が生産された養殖施設

及び水産動物種ごとに、少なくとも別表１に掲げる必要確認個体数を確認できるだ

けの数の梱包を無作為に抽出して行う。

（７）第２号水産動物の現物検査は、水産安全室より現物検査を要すると連絡のあった

ものについて実施することとし、申請に係る第２号水産動物が生産された生産施設

及び製品の種類ごとに、少なくとも別表１に掲げる必要確認個体数を確認できるだ

けの数の製品を無作為に抽出して行う。

（８）「動物検疫所が精密検査を必要と認める場合」とは、以下の場合とする。

ア 第１号水産動物において、局長要領２（２）①イの条件に適合するとは認められ

ない（著しい数の死亡が物理的要因であることが明らかな場合を除く。以下同じ。）

として、管理命令を行う場合

イ 当該水産動物の輸出国又は生産施設における輸入防疫対象疾病の発生状況が輸出

時と本邦到着時で変化した等の理由により、水産安全室より精密検査を要すると連

絡があった場合

（９）精密検査は、５（５）～（８）により実施する。なお、「施設管轄動物検疫所」

とあるのは「輸入場所の動物検疫所」と読み替えるものとする。

（１０）動物検疫所は、輸入者等の協力のもと、放棄された水産動物又は死亡した水産

動物について、精密検査を行うことができるものとする。

３ 輸入許可証の交付

３ 輸入許可証の交付

（１）２の検査により、輸入防疫対象疾病にかかっているおそれがないことを確認した場

合は、動物検疫所は、輸入者等に対し輸入許可証を交付する。

（２）２の検査により、輸入防疫対象疾病にかかっているおそれがないことを確認できな

い場合は、動物検疫所は、輸入者等に対し輸入を許可しない旨を通知し、焼却等を指

示する。ただし、法第１３条の３第１項に基づき管理すべきことを命ずる場合は、動

物検疫所は、輸入者等に対し必要な指示を行った上で輸入許可証及び管理命令に関す

る指令書（別紙２）を交付する。

（１）書類検査の結果、局長要領２（１）①を満たし、かつ、現物検査（第２号水産動

物であって現物検査を省略した場合を除く。以下同じ。）の結果、局長要領２（２）

①イ又は②イの全てに適合すると認めた場合、輸入場所の動物検疫所は、輸入者等

に対し輸入許可証を交付する。

（２）現物検査の結果、局長要領２（２）①イ又は②イの条件に適合するとは認められ

ない場合、輸入場所の動物検疫所は、輸入者等に、管理飼育（第１号水産動物であ

って、管理飼育を行う施設が確認施設である場合に限る。）、放棄又は返送を行う

ことについて確認をとるものとする。

（３）局長要領３（２）により輸入許可証及び管理命令に関する指令書を交付した場合、

輸入場所の動物検疫所は、別記様式第１号を管理飼育を実施する確認施設を管轄す

る動物検疫所（以下「施設管轄動物検疫所」という。）にファクシミリ等により送



付し、管理命令による対応を依頼する。

また、輸入場所の動物検疫所は、第１号水産動物の用途が養殖用以外の場合には、

別記様式第２号を企画調整課及び水産安全室に、養殖用の場合には、別記様式第３

号を確認施設の所在地を管轄する都道府県水産関係部局、企画調整課及び水産安全

室にファクシミリ等により送付する。

（４）輸入者等が管理飼育を行う場合における、局長要領３（２）の「輸入者等に対す

る必要な指示」は次に掲げる事項とする。

ア 管理命令に関する指令書の「４ 管理の方法」に記載される事項を遵守すること

イ 管理飼育中は、局長要領の別紙１に定められる発症水温で管理すること

（５）管理飼育の期間（以下「管理期間」という。）は、規則第１条の５に定める期間

とする。なお、規則第１条の５に定める期間のうち、各疾病の「病原体を広げるお

それがないと認められない場合」とは、輸出国において該当する輸入防疫対象疾病

の発生が確認されている場合とする。

（６）輸入者等は、検査の結果、輸入許可証の交付を受けずに当該水産動物を放棄又は

返送する場合には、具体的な処置方法を書面により輸入場所の動物検疫所に届け出

るものとし、当該届出を受けた動物検疫所は、輸入者等に対し防疫的に安全な方法

での処置を指示する。

また、輸入者等は、処置が完了した後、速やかに当該動物検疫所へ報告する。

４ 輸入者の責務

４ 輸入者等の責務

輸入者等は、本通知及び動物検疫所が別途定めるところにより、輸入者等の責任にお

いて、動物検疫所の検査場又は動物検疫所が設置されている輸入場所内であってあらか

じめ輸入者等が動物検疫所に届け出ている場所において、現物検査を受けるものとする。

なお、動物検疫所が設置されていない輸入場所において、第１号水産動物及び第２号

水産動物並びにその容器包装（当該容器包装に入れられ、又は当該容器包装で包まれた

物であって当該水産動物でないものを含む。以下同じ。）を輸入する場合、輸入者等は、

動物検疫所の指示に従い、最寄りの動物検疫所まで当該水産動物等を輸送し、現物検査

を受けるものとする。

（１）局長要領４の「あらかじめ輸入者等が動物検疫所に届け出ている場所」は、家畜

伝染病予防法第４０条第３項本文に基づき家畜防疫官が指定した検査場所（以下「指

定場所」という。）を準用する。

（２）輸入者等が、動物検疫所の検査場又は指定場所以外の場所（動物検疫所が設置さ

れている港内又は飛行場内に限る。）での検査を希望する場合にあっては、輸入許

可申請書を提出する前に、輸入場所の動物検疫所に届け出て、検査実施の可否につ

いて確認を行うこと。

（３）輸入者等は、局長要領４のなお書きにより、水産動物等を輸送して現物検査を受

ける場合にあっては、現物検査を受ける場所及び時間について、事前に最寄りの動

物検疫所と調整を図るものとする。



５ 管理命令の実施

５ 管理命令の実施

（１）第１号水産動物の現物検査により２（２）①のイを満たしていない場合であって、

法第１３条の３に基づく管理（以下「管理飼育」という。）を命ずる場合は、動物検

疫所が別途定めるところにより、当該水産動物を収容し管理飼育を実施する施設等に

ついて、あらかじめ動物検疫所の確認を受けるものとする。

（２）管理命令を受けた者は、規則第１条の５に規定する管理期間中は、規則第１条の６

の各号に規定する方法に従い、命令の内容を履行するとともに、当該第１号水産動物

について別紙１に掲げる輸入防疫対象疾病の発症水温にて管理しなければならない。

（３）管理命令を受けた者は、管理期間終了後に管理状況及び当該第１号水産動物の健康

状態について、動物検疫所へ別紙３による報告書にて報告するものとする。

（４）管理命令を受けた者は、管理期間中に、当該第１号水産動物に通常と異なるへい死

が見られる場合等輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発

見したときには、法第１３条の３第２項の規定に基づく検査を受けなければならない

ことから、規則第１条の７の規定に基づき、動物検疫所に別紙４により速やかに届け

出るものとする。

（５）動物検疫所は、消費・安全局長が別途定める病性鑑定指針に記載された検査手順に

従って精密検査を実施する。なお、検査の実施に当たり、動物検疫所は、必要に応じ、

畜水産安全管理課を通じて国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖研究所に対し

協力を依頼することができる。

（６）動物検疫所は、必要に応じて当該管理施設に立ち入り、当該水産動物の健康状態、

飼育管理状況の確認、精密検査のための材料の採取等を行うものとする。

（１）管理飼育は、当該水産動物の用途に応じて以下の数量について、局長要領の別紙

１の通常の発症水温にて行う。なお、該当する輸入防疫対象疾病が複数あり、発症

水温帯が異なる場合は、当該数量を分割し、該当する全ての疾病の発症水温にて管

理飼育を行うものとする。

ア 養殖用のものは、全数量

イ 養殖用以外の用途のものは、別表２に基づき、該当する疾病ごとに抽出した数量

（２）管理命令を受けた者は、管理期間中、原則毎日、健康状況等を観察するとともに、

確認施設ごとに定めた水産動物の管理記録表に必要事項を記載し、施設管轄動物検

疫所の家畜防疫官へ報告する。

（３）局長要領の別紙４の届出の提出先は、施設管轄動物検疫所とし、当該動物検疫所

は、提出を受けた別紙４の写しを輸入場所の動物検疫所及び企画調整課にファクシ

ミリ等で送付する。

（４）確認施設への立入検査は、施設管轄動物検疫所が、①別紙４の届出を受けて検査



に必要な採材を行う場合、②①以外で検査に必要な採材を行う場合、③必要に応じ

て管理期間中に管理状況・水産動物の健康状況を確認する場合に実施する。

（５）施設管轄動物検疫所で実施できない精密検査については、精密検査部担当課に依

頼して実施する。なお、検査の実施に当たり、国立研究開発法人水産研究・教育機

構養殖研究所に対して協力を依頼する場合は、精密検査部担当課が、企画調整課を

通じて水産安全室にあらかじめ連絡を行うものとする。

（６）精密検査、採材及び精密検査部への材料送付は、「病性鑑定指針」等を基に動物

検疫所が作成した「水産動物の特定疾病に係る精密検査マニュアル」（以下「精密

検査マニュアル」という。）に基づき実施する。

（７）検査のための採材及び精密検査部担当課への材料送付は、施設管轄動物検疫所の

家畜防疫官が行う。ただし、送付する材料が生きた水産動物の検体の場合は、輸入

者等に対して、精密検査マニュアルを参考として具体的な方法を付した上で、採材

及び送付を指示することができるものとする。

（８）精密検査部担当課は、精密検査の結果について検査依頼を行った動物検疫所に連

絡する。また、施設管轄動物検疫所は、精密検査（施設管轄動物検疫所で実施した

ものを含む。）の結果について、企画調整課を通じて水産安全室に連絡する。

（９）局長要領の別紙３の報告書の提出先は施設管轄動物検疫所とし、当該動物検疫所

は、別記様式第４号により輸入場所の動物検疫所に管理飼育が終了したことを報告

する。

６ 焼却等の命令の実施

６ 焼却等の命令の実施

（１）法第１３条の３第２項の規定に基づく検査の結果、第１号水産動物が輸入防疫対象

疾病にかかっていると認められるときは、動物検疫所は、管理命令の対象となってい

る当該第１号水産動物等について法第１３条の４の規定に基づき、別紙５により焼却

その他必要な措置をとるべき旨の命令を発出することとする。なお、命令の実施に当

たっては、管理飼育を行っている者及び畜水産安全管理課と協議を行いつつ、必要な

防疫措置について検討するものとする。

（２）動物検疫所は、上記命令の履行確認を行うものとする。

（１）精密検査の結果、輸入防疫対象疾病にかかっていると認められた場合、企画調整

課は、水産安全室と必要な防疫措置について協議を行う。

（２）企画調整課は、水産安全室との協議の結果をもって、施設管轄動物検疫所に対し

て必要な指示を行う。

（３）法第１３条の４の規定に基づく焼却等の命令は、施設管轄動物検疫所が行うこと

とし、当該動物検疫所は企画調整課の連絡をもって命令に必要な事務手続を行うも

のとする。

（４）局長要領６（２）の履行確認は、焼却等の命令を行った動物検疫所の家畜防疫官

が立ち会うことにより行う。



７ 輸入許可関連情報の共有

７ 輸入許可関連情報の共有

動物検疫所は、輸入許可関連書類等国内の水産防疫上必要な情報について、動物検疫

所が別途定める手順に従って畜水産安全管理課及び輸入許可を受けた輸入防疫対象疾病

の第１号水産動物の仕向先の養殖場等を管轄する都道府県水産防疫担当部署に提供し、

共有するものとする。

（１）輸入場所の動物検疫所は、養殖用以外の用途の第１号水産動物について管理命令

を実施した場合には、管理飼育の終了後又は焼却等の命令に基づく措置の完了後、

別記様式第５号を企画調整課及び水産安全室にファクシミリ等で送付する。

（２）輸入場所の動物検疫所は、養殖用の第１号水産動物について、以下に定める方法

に従って輸入許可関連書類を関係各所に提供する。なお、現物検査において特記す

べき事項があると判断された場合には、その旨を併せて提供すること。

ア 管理命令を実施していない場合

輸入許可後、別記様式第６号を仕向先の都道府県水産関係部局、企画調整課及び

水産安全室にファクシミリ等で送付する。

イ 管理命令を実施した場合

管理飼育の終了後又は焼却等の命令に基づく措置の完了後、別記様式第７号を確

認施設の所在地を管轄する都道府県水産関係部局、企画調整課及び水産安全室にフ

ァクシミリ等で送付する。

（３）その他必要な情報については、企画調整課から水産安全室へ報告を行う。

８ その他

８ その他

本通知に規定しているもののほか、１から８までに規定する業務の実施に当たり必要

な事項については、別途動物検疫所長が定めるところによるものとする。また、動物検

疫所長は、本通知に規定しているもののほか、必要があると認める場合は、畜水産安全

管理課長に対し連絡及び照会等を行うものとする。

畜水産安全管理課長は、本通知に規定しているもののほか、必要があると認める場合

は、動物検疫所長に対し指示を行うものとする。

附則

１ この水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続きは、平成２

９年４月１日から施行する。



別記様式第１号

平成 年 月 日

○○支所検疫課長（出張所長） 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（依頼）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応をお願いします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別記様式第２号

平成 年 月 日

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（お知らせ）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応を行うこととしたので、お知らせします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別記様式第３号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の管理命令について（お知らせ）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応を行うこととしたので、お知らせします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別紙様式第４号

平成 年 月 日

○○支所検疫課長（出張所長） 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（終了報告）

平成 年 月 日付け「水産動物の管理命令について（依頼）」により依頼のあった

水産動物（指令書番号： ）について、管理命令に基づく管理が終了したので、

「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月

２１日付け１９動検第６７１号）の５（９）に基づき報告します。

（添付書類）

・水産動物の管理記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につい

ての報告書

・その他



別記様式第５号

平成 年 月 日

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（終了報告）

平成 年 月 日付け「水産動物の管理命令について（お知らせ）」によりお知らせ

した水産動物（指令書番号： ）について、「水産動物の輸入許可業務等に関す

る取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の

７（１）に基づき、下記のとおり報告します。

記

□管理命令に基づく管理が終了したので報告します。

□特記事項

（添付書類）

・水産動物の管理記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につい

ての報告書

・その他

□焼却等の命令に基づく措置を完了したので報告します。

□摘発した輸入防疫対象疾病

（添付書類）

・焼却命令に関する指令書

・その他



別記様式第６号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

動物検疫所企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の輸入許可関連書類の送付について

輸入許可を行った養殖用の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する

取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の７

（２）アに基づき、輸入許可関連書類を提供いたします。

なお、現物検査の結果は下記のとおりです。

記

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状を認めず

□特記事項

（添付書類）

・輸入許可申請書

・輸入許可証

・その他



別記様式第７号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の輸入許可関連書類の送付について

平成 年 月 日付け「養殖用の水産動物の管理命令について（お知らせ）」により

お知らせした水産動物（指令書番号： ）について、下記のとおり報告するとと

もに、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続（平成１９年

９月２１日付け１９動検第６７１号）の７（２）イに基づき、輸入許可関連書類を提供

いたします。

記

□管理命令に基づく管理が終了したので報告します。

□特記事項

（添付書類）

・管理飼育記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につ

いての報告書

・精密検査結果（検査結果を記載することにより、添付に代えることができる。）

・その他

□焼却等の命令に基づく措置を完了したので報告します。

□摘発した輸入防疫対象疾病

（添付書類）

・焼却命令に関する指令書

・その他



別記様式第１号

平成 年 月 日

○○支所検疫課長（出張所長） 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（依頼）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応をお願いします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別記様式第２号

平成 年 月 日

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（お知らせ）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応を行うこととしたので、お知らせします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別記様式第３号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の管理命令について（お知らせ）

下記の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具

体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の３（３）に基づき管理

命令による対応を行うこととしたので、お知らせします。

記

１ 水産動物の種類

２ 管理命令を実施する理由

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状が認められたため

（疑う疾病： 、症状： ）

□著しい死亡が確認されたため

３ 管理施設名及び住所

４ その他

（添付書類）

・輸入許可申請書

・検査証明書

・輸入許可証

・指令書

・その他



別紙様式第４号

平成 年 月 日

○○支所検疫課長（出張所長） 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（終了報告）

平成 年 月 日付け「水産動物の管理命令について（依頼）」により依頼のあった

水産動物（指令書番号： ）について、管理命令に基づく管理が終了したので、

「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月

２１日付け１９動検第６７１号）の５（９）に基づき報告します。

（添付書類）

・水産動物の管理記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につい

ての報告書

・その他



別記様式第５号

平成 年 月 日

畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

○○支所検疫課長（出張所長）

水産動物の管理命令について（終了報告）

平成 年 月 日付け「水産動物の管理命令について（お知らせ）」によりお知らせ

した水産動物（指令書番号： ）について、「水産動物の輸入許可業務等に関す

る取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の

７（１）に基づき、下記のとおり報告します。

記

□管理命令に基づく管理が終了したので報告します。

□特記事項

（添付書類）

・水産動物の管理記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につい

ての報告書

・その他

□焼却等の命令に基づく措置を完了したので報告します。

□摘発した輸入防疫対象疾病

（添付書類）

・焼却命令に関する指令書

・その他



別記様式第６号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

動物検疫所企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の輸入許可関連書類の送付について

輸入許可を行った養殖用の水産動物について、「水産動物の輸入許可業務等に関する

取扱要領に基づく具体的手続」（平成１９年９月２１日付け１９動検第６７１号）の７

（２）アに基づき、輸入許可関連書類を提供いたします。

なお、現物検査の結果は下記のとおりです。

記

□輸入防疫対象疾病の典型的な臨床症状を認めず

□特記事項

（添付書類）

・輸入許可申請書

・輸入許可証

・その他



別記様式第７号

平成 年 月 日

【都道府県】水産主務課魚類防疫担当官 殿

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室担当官 殿

企画管理部企画調整課長 殿

農林水産省動物検疫所

○○支所検疫課長（出張所長）

連絡先：

養殖用の水産動物の輸入許可関連書類の送付について

平成 年 月 日付け「養殖用の水産動物の管理命令について（お知らせ）」により

お知らせした水産動物（指令書番号： ）について、下記のとおり報告するとと

もに、「水産動物の輸入許可業務等に関する取扱要領に基づく具体的手続（平成１９年

９月２１日付け１９動検第６７１号）の７（２）イに基づき、輸入許可関連書類を提供

いたします。

記

□管理命令に基づく管理が終了したので報告します。

□特記事項

（添付書類）

・管理飼育記録表

・水産資源保護法第１３条の３の規定に基づく水産動物等の管理状況の結果につ

いての報告書

・精密検査結果（検査結果を記載することにより、添付に代えることができる。）

・その他

□焼却等の命令に基づく措置を完了したので報告します。

□摘発した輸入防疫対象疾病

（添付書類）

・焼却命令に関する指令書

・その他



（別表１） 

現物検査における必要確認個体数 

 

１ロット当たりの個体数 必要確認個体数 

１～４０ 全て 

４１～５０ ４８(１ロット４８以下の場合は全て） 

５１～６０ ５５（１ロット５５以下の場合は全て） 

６１～７０ ６２（１ロット６２以下の場合は全て） 

７１～８０ ６８ 

８１～９０ ７３ 

９１～１００ ７８ 

１０１～１２０ ８６ 

１２１～１４０ ９２ 

１４１～１６０ ９７ 

１６１～１８０ １０１ 

１８１～２００ １０５ 

２０１～２５０ １１２ 

２５１～３００ １１７ 

３０１～３５０ １２１ 

３５１～４００ １２４ 

４０１～４５０ １２７ 

４５１～５００ １２９ 

５０１～６００ １３２ 

６０１～７００ １３４ 

７０１～８００ １３６ 

８０１～９００ １３７ 

９０１～１，０００ １３８ 

１，００１～１，２００ １４０ 

１，２０１～１，４００ １４１ 

１，４０１～１，６００ １４２ 

１，６０１～２，０００ １４３ 

２，００１～３，０００ １４５ 

３，００１～４，０００ １４６ 

４，００１～８，０００ １４７ 

８，００１～１０，０００ １４８ 

１０，００１～ １４９ 

 

注１）製品として加工された第２号水産動物（冷凍ブロック等）における本表

の「個体数」とは、製品中に含まれる水産動物の個体の数を指す。 

注２）第２号水産動物であって、１ロット当たりの個体数が不明の場合は、必

要確認個体数を１４９とする。 



（別表２） 

 

管理飼育における必要抽出個体数（養殖用を除く） 

 

１ロット当たりの個体数 必要抽出個体数 

１１０以下 全部 

２５０以下 １１０ 

５００以下 １３０ 

１，５００以下 １４０ 

１０，０００以下 １４５ 

１０，０００超 １５０ 

＊OIE マニュアル（２００６年版）より改編した。 

感染率２％の想定による。 

 

注１）それぞれロットの個体数に応じ、必要抽出個体数以上を抽出すること。 

注２）各梱包からなるべく均等になるように抽出すること。 



（参考）
輸入を行う空港・海港と輸入許可申請書を提出する動物検疫所

輸入を行う空港・海港 輸入許可申請書を提出する動物検疫所

新千歳空港 北海道・東北支所

仙台空港 北海道・東北支所仙台空港出張所

新潟空港 新潟空港出張所

東京港 羽田空港支所東京出張所

横浜港 動物検疫所（畜産物検疫課・動物検疫課）

清水港 静岡出張所

成田国際空港 成田支所

東京国際空港 羽田空港支所

中部国際空港 中部空港支所

名古屋港 中部空港支所名古屋出張所

小松飛行場 中部空港支所小松出張所

関西国際空港 関西空港支所

徳島小松島港 神戸支所四国出張所

神戸港 神戸支所

大阪港 神戸支所大阪出張所

岡山空港 神戸支所岡山空港出張所

広島空港 神戸支所広島空港出張所

関門港 門司支所

博多港 門司支所博多出張所

福岡空港 門司支所福岡空港出張所

長崎空港 門司支所長崎空港出張所

鹿児島空港 門司支所鹿児島空港出張所

那覇港 沖縄支所

那覇空港 沖縄支所那覇空港出張所

＊表に掲げる空港・海港以外で輸入する場合には、輸入者が当該水産動物を最寄りの動物検

疫所へ輸送し受検すること。
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