
輸出国管理方式ＥＰＡ関税割当ＦＡＱ（食肉・はちみつ関係）

No. Ｑ Ａ

1
ＥＰＡ関税割当の詳しい手続き
を教えてください。

当省ＨＰに国別・品目別の『関税割当公表』が掲載されていま
すので、ご参照ください。
【URL】
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/02/ind
ex.html

2
申請受付・証明書交付・返却の
窓口はどうなっていますか。

農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課（本省北別館No.212）で
す。窓口開設時間は、当省開庁日の午前10時から正午まで
と、午後2時から4時までです。その他注意事項が関税割当公
表に記載してありますので、ご確認の上、ご来庁ください。

3
今日申請したら、証明書はいつ
交付されますか。

一般的には、月曜日受付分は金曜日、火・水曜日受付分は翌
週の火曜日、木・金曜日受付分は翌週の木曜日の交付となり
ます。（ただし、閉庁日を挟む場合を除く）
ただし、オーストラリアについてはQ３２を、フィリピンについては
関割公表をそれぞれご覧ください。

4
交付のスケジュールはどこか
に公表されていますか。

弊省ＨＰの各国の関税割当に係る情報「日（メキシコ等ＥＰＡ締
約国）関税割当関係情報」に掲載しています。（輸出国管理品
目の申請締切日及び交付予定日
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_mex/index.html
）

5

どうしても急ぎで通関を切らな
ければならない商品があるの
ですが、受付時間外に対応し
てもらえませんか。

時間外の対応は受け付けていません。（Ｑ２参照）

6

関税割当証明書によって割り
当てられた数量を全て使わず、
余ってしまったのですが、どう
すればよいですか。

関税割当制度を利用した輸入を希望しなくなった場合は、Ｑ２
の窓口にて速やかに返納してください。今後の輸入が見込まれ
る場合は、関税割当証明書の残存数量の範囲内での利用は
可能です。

7
申請窓口は東京以外にはない
のですか。

ありません。東京（Ｑ２の窓口）のみです。遠方の場合は、通関
業者等の代理人に委任することもできます。

8
申請は郵送（宅配便を含む）で
もできますか。

できません。紛失等のトラブルを防ぐ観点から、郵送（宅配便を
含む）は受け付けていません。遠方の場合は、通関業者等の
代理人に委任することもできます。



9
代理人を使いたいのですが、
特別な手続きが必要ですか。

委任状を作成の上、申請時に毎回ご提出ください。
委任状は、日付、輸入者名、輸入者所在地、輸入者連絡先の
記載があり、輸入者の代表印の押印があって、「当社が輸入し
ようとする貨物に関し、日（メキシコ等ＥＰＡ締約国）EPAに基づ
く農林水産省関連の関税割当制度に関する事務手続きの取扱
一切を（委任先の社名）に委任いたします」等の文面であれば
有効です。

10
登記事項証明書は、全部事項
証明書ですか、現在事項証明
書ですか。

どちらでも構いません。申請書の申請者氏名及び住所と照合
し、相違ないかその場で確認します。

11
登記事項証明書は、毎回提出
する必要がありますか。

基本的に初回のみですが、住所等内容に変更があった場合は
再度提出してください。

12
会社の住所が変更される予定
ですが、手続きは必要ですか。

登記事項証明書を提出してください。変更した住所を確認しま
す。

13
関税割当申請書に代表印がな
いのですが、申請を受け付け
て発給事務を進めてください。

押印がない場合、申請書に不備があると判断し、申請は受け
付けません。後日、代表者印のある申請書を改めてご持参い
ただいた際に、申請を受け付けます。代表者印のある申請を受
け付けた日から起算して、Q3の所定の期日に関税割当証明書
を発給します。

14

関税割当申請書の日付を記入
していない、若しくは間違って
いますが、どうすればよいです
か。

受付時、その場で記入・修正していただきます。訂正印は不要
です。

15 枠はまだ残っていますか。

輸出国管理方式による輸出者への割当数量の配分（管理）
は、輸出国政府が行っていますので、輸出国政府に確認してく
ださい。
オーストラリア政府ＨＰでは毎月割当数量が公表されていま
す。Current quota position
（http://www.agriculture.gov.au/agriculture-food/meat-wool-
dairy/quota/japanquotas）

16
枠数量は毎年どうなるのです
か。

毎年２月中下旬に、翌年度の数量等を関税割当公表にて公表
しています。また、税関のＨＰには一覧表が掲載されています。
税関ＨＰ
（http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/seido_tetsuduki/w
ariate.htm）



17
関税割当申請書の様式は、ど
こかに公表されていますか。

当省ＨＰにて公表しています。国別・品目別の関税割当公表を
ご参照ください。
http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/02/ind
ex.html

18
関税割当申請書の実績欄に
は、何を書けばよいですか。

輸出国管理方式の品目（当課はフィリピン以外）については、
空欄で構いません。フィリピン鶏肉・ソーセージ・豚肉調製品
（輸入国管理方式）については、別の書類（輸入通関実績数量
等一覧表及び輸入計画一覧表）を提出してください。

19

関税割当申請書の割当数量が
輸出国が発給した証明書の割
当数量と違うのですが、どうす
ればよいですか。

輸出国が発給した証明書（以下「輸出国証明書」という。）の割
当数量で問題なければ、受付時、その場で輸出国証明書（ＱＲ
コード付きにあっては、ＱＲコードから読み取った数量）通りに
記入・修正していただきます。訂正印は不要です。輸出国証明
書が間違っている場合は、輸出者を通じて輸出国政府に照会
してください。

20
輸出国が発給した証明書に、
サインやハンコがないのです
が、どうすればよいですか。

輸出国証明書に不備があると判断され、受け付けられません。
輸出者を通じて輸出国政府に照会してください。

21
輸出国が発給した証明書のコ
ピーでの申請は可能ですか。

コピーでの申請は不可であり、原本のみ受け付けます。ただ
し、オーストラリア政府が発給したＱＲコード付き輸出国証明書
については、電子的に送付されるため、印刷したものを２部お
持ちください。

22

輸出国が発給した証明書の
「Expiry Date」、「Valid until～」
等は年度末の日付になってい
ますが、これは年度内の通関
に有効という意味ですか。

その通りです。関税割当制度は我が国の会計年度単位で運用
されていますので、関税割当証明書の有効期限は３月３１日と
なります。

23
通関しようとしている商品がど
のＨＳコードに分類されるか
は、どこで確認できますか。

税関の事前教示制度をご利用ください。
税関問合せURL（http://www.customs.go.jp/question2.htm#b）

24
関税割当証明書交付の際の半
券（受領書）を紛失しましたが、
証明書は交付されますか。

紛失されないようご注意ください。半券を紛失された旨を電話
（代表：03-3502-8111、交換台で食肉鶏卵課関税割当担当窓
口を呼び出し）でご連絡いただければ、あらゆる事情を聴取・審
査の上、判断します。



25
関税割当証明書は、交付日当
日に取りに行かなければなりま
せんか。

交付日以降（当該年度内）、貨物の通関に支障がなければい
つでも結構です。

26

関税割当証明書交付の際の半
券（受領書）を会社に置いてき
てしまいました。どうすればよい
ですか。

交付には半券が必要ですので、改めて半券をお持ちください。

27

年度内に輸入申告をし、輸入
許可が下りる日付が年度をま
たぐ場合、関税割当証明書は
有効ですか。

財務省からは、関税割当証明書は、年度内に輸入申告（関税
割当証明書（裏面）の左欄）がなければ無効と聞いています。
詳細は輸入申告をした（あるいは、する予定の）税関にご相談く
ださい。

28

年度内の通関を予定していた
貨物が翌年度に届くことになり
ました。輸出国政府の割当証
明書を返却し、翌年度分の枠
を再度割当を受けたいです。

輸出者を通じて輸出国政府と相談してください。なお、当該年
度の未使用の関税割当証明書を返納していただければ、輸出
国証明書を返却します。

29

関税割当証明書を２枚所持し
ており、証明書１と証明書２の
入船日が逆転する可能性があ
るのですが、問題ないですか。

問題ありません。

30 BP通関は可能ですか。

財務省からは、ＥＰＡに基づく関税割当てにおいては、関税割
当証明書交付日より前にＢＰ通関はできないと聞いています。

参考：BP通関とは？
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-
answer/imtsukan/1113_jr.htm

31

（オーストラリア）
オーストラリアの来年度分の関
税割当申請受付は、３月下旬
からになっていますが、なぜで
すか、また、他国とのＥＰＡでは
どうなっていますか。

オーストラリア政府との協議を踏まえ、そのような運用となりま
した。なお、他国とのＥＰＡに基づく関税割当てのうち、輸入国
管理品目を除いては４月１日からの申請受付となっています。

32

（オーストラリア）
空輸便で輸入しますが、早く関
税割当証明書を発給してもらえ
ませんか。

日オーストラリアＥＰＡに基づく関税割当てのうち、牛くず肉等の
輸出国管理品目については、平成27年度から２開庁日後に発
給することとなりました（例えば、火曜日に受け付けた場合、閉
庁日を挟まなければ木曜日に発給。他国とのＥＰＡに基づく関
税割当てのうち、輸出国管理品目の発給は４開庁日後）。これ
以上の発給期間の短縮はできません。



33

（オーストラリア）
MFN無税の牛の胃や腸
（HS0504）分の数量を含めて
オーストラリア政府から輸出国
証明書が発給されています
が、関税割当証明書の割当数
量はその分を抜いてください。

日オーストラリアＥＰＡに基づく関税割当てのうち、輸出国管理
品目については、ＱＲコードから読み取った数量を基に関税割
当証明書を発給するため、牛の胃や腸の分の数量も含めて発
給します。

34

（オーストラリア）
オーストラリアの輸出者から割
当てがキャンセルされたとの連
絡がありましたが、すでに受け
取った輸出国証明書はどうす
ればよいですか。

破棄してください。

35

（オーストラリア）
本日申請予定のオーストラリア
政府が発給した輸出国証明書
がキャンセルされていないこと
を確認したいので、教えてくだ
さい。

キャンセルに関する問合せは受け付けていません。輸出者に
照会してください。

36

（オーストラリア）
オーストラリア政府が発給した
輸出国証明書を２部コピーして
くるのを忘れました。１部コピー
させてもらえますか。

地下のコンビニに有料のコピー機があるので、ご利用ください。

37
（フィリピン・輸入国管理）
関税割当証明書を新規に発給
してもらえませんか。

関税割当公表に掲載されている期間に申請してください。
関割公表
（http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_phl/06/01/ind
ex.html）

38

（フィリピン・輸入国管理）
１回に700トン（※）を超える数
量を申請したいのですが、よい
ですか。
（※）鶏肉の場合

３、７及び１０月の申請受付においては、１申請者当たりの申請
数量は、700トンが上限となってるため、それを超える数量は受
け付けられません。ただし、関税割当公表の規定により、年度
最後の１月の申請受付においては、関税割当残枠の範囲内で
あれば上限なく申請ができます。

39

やむを得ない事由で輸入国管
理品目（フィリピン鶏肉）の消化
率が９割に満たないのですが、
来年度も割当を受けられます
か。

内容によって判断します。社印入りの書面で事由についてご報
告ください。


