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１ 数量等の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-９ 

２ 届出の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-９ 

第７ 指定工場における飼料用麦の保管 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-10 

第８ 転売等の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-10 

第９  単体飼料についての加工譲渡計画書の提出  ・・・・・・・・・・・飼麦販-10

第10  報告、帳簿の整備等  ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-10

第11  在庫の確保  ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-11

第12  指導監督、立入調査等  ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-11

第13  違反に対する措置  ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-11

第14  売渡結果の公表及び報告  ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-11

第15  その他 ・・・・・・・・・・・・・・・飼麦販-12 

別紙3-Ⅱ-1～別紙3-Ⅱ-3 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-13 

様式 3-Ⅱ-1～3-Ⅱ-19 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦販-18 
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第４章  特別売買麦等の買入れ・販売  

I   食糧用特別売買麦等（食糧法第43条） 
 

第１ 売買対象麦等 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-１ 

第２ 売買数量の決定   ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-１ 

１ 希望数量申請書の提出  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-１ 

２ 契約予定数量の決定  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-２ 

第３ 売買契約締結の方法    ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-２ 

１ 契約相手方の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-２ 

２ 見積合せに参加する者の要件及び基準 

（1） 輸入方式ごとの輸入資格の要件  ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-２ 

（2） 買受資格者の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-３ 

３ 資格申請手続 

（1） 輸入資格 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-３ 

（2） 麦の買受資格 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-４ 

（3） 麦加工品・調製品の買受資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-５ 

４ 有資格者名簿及び随意契約登録者名簿の作成並びに資格審査結果の通知 

（1）輸入資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-６ 

（2）買受資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-７ 

５ 変更の届出   

（1）有資格者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-７ 

（2）買受資格者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-８ 

６ 資格の停止又は取消し   

（1）輸入資格の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-８ 

（2）買受資格の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-８ 

７ 買入代金   

（1）本船輸入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-９ 

（2）コンテナ輸入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-９ 

８ 見積合せに係る必要事項の通知   

（1）通知する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-10 

（2）その他の通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-10 

９ 特別売買申込予定書の提出   

（1）予定書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-10 

（2）予定書の数量変更 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-10 

10 予定価格   

（1）予定価格の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-10 

（2）予定価格作成後の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-11 

11 見積合せの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-11 

12 再度見積合せ等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-11 

13 見積合せの契約相手方の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-12 

14 見積合せの結果の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-13 

15 諾否の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-13 
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16 見積合せの結果の概要の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-13 

17 特別売買契約の締結 

（1） 契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-13 

（2） 契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-14 

（3） 契約書の送付   ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14

第４ 買入代金の概算払  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14 

１  契約価格の概算払に係る審査・支払  ・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14 

２ 概算払を行わない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14 

第５  食糧用特別売買麦の輸入港決定及び荷捌き  ・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14 

１ 輸入港（回送港）の決定 

（1） 輸入港の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-14 

（2） 食糧用特別売買麦の引渡場所及び売渡場所の決定 ・・・・・・・ 麦SBS-14 

２ 配船に係る手続 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-14 

３ 連絡体制の整備   ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-15 

４ 安全性及び異常の有無の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-15 

５ 通関の手続き  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-16 

第６ 検収等    ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-16 

１ 検収官の任命 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-16 

２ 安全性及び異常の有無の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-17 

３ 徴収書類 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-17 

４ 書類の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-17 

５ 分割検収 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-18 

６ 検査調書の作成  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-18

第７ 食糧用特別売買麦の引渡し及び売渡し ・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-18 

１ 売渡人からの引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-18 

２ 所有権等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-18 

３ 現品領収証の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-18 

４ 港湾荷役経費確認証の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-19 

５ 現品領収証等の交付後に誤りがあった場合の取扱い 

（1） 代金支払前の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（2） 代金支払後の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-19 

６ 買受人への売渡し 

（1） 買受申出書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（2） 納入告知書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（3） 荷渡指図書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（4） 所有権等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（5） 第三者への委任 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-19 

（6） 売渡条件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-20

第８ 買入対象外麦等の取り扱い    ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-20

第９ ダストの取り扱い  ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-20 

第10 違約金の徴収 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-20 

第11 買入代金の精算払 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-20 

１ 請求書類の審査 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-20 
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２ 概算払を行った場合  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-21

第12 日英特恵輸入証明書の申請・発給  ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-21

第13 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-22 

別紙４-Ⅰ-１ ・・・・・・・・・・・・・・・  麦SBS-25 

様式４-Ⅰ-１～22 ・・・・・・・・・・・・・・・ 麦SBS-44

別紙４-Ⅰ-２（食糧用輸入麦等の特別売買契約における見積合せの手引）・・   麦SBS-100 

 

II   飼料用特別売買麦（食糧法第43条及び飼安法4条）  

第１ 売買対象麦 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

第２ 売買数量の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

１ 契約予定数量の依頼 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

２ 契約予定数量の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

第３ 売買契約締結の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

１ 契約相手方の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

２ 見積合せに参加する者の要件及び基準 

（1） 輸入資格の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-１ 

（2） 買受資格者の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-１ 

３ 資格申請手続 

（1） 輸入資格 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-２ 

（2） 買受資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-２ 

４ 有資格者名簿及び随意契約登録者名簿の作成並びに資格審査結果の通知 

（1）輸入資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-３ 

（2）買受資格 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-４ 

５ 変更の届出   

（1）有資格者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-５ 

（2）買受資格者 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-５ 

６ 資格の停止又は取消し   

（1）輸入資格の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-５ 

（2）買受資格の場合 ・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-６ 

７ 買入代金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-６ 

８ 見積合せに係る必要事項の通知   

（1）通知する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-７ 

（2）その他の通知事項 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-７ 

９ 特別売買申込予定書の提出   

（1）予定書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-７ 

（2）予定書の数量変更 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-７ 

10 予定価格   

（1）予定価格の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-７ 

（2）予定価格作成後の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-８ 

11 見積合せの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-８ 

12 再度見積合せ ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-８ 

13 見積合せの契約相手方の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-８ 
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14 見積合せの結果の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-８ 

15 見積合せの結果の概要の公表 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-８ 

16 特別売買契約の締結 

（1） 契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-８ 

（2） 契約の成立 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-９ 

（3） 契約書の送付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-９

第４  飼料用特別売買麦の輸入港決定及び荷捌き  ・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-９ 

１ 輸入港（回送港）の決定 

（1） 輸入港の決定 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-９ 

（2） 飼料用特別売買麦の引渡及び売渡場所の決定 ・・・・・・・・ 飼麦SBS-９ 

２  配船に係る手続 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-９ 

３ 連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-10 

４ 安全性及び異常の有無の確認  ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-10 

第５ 検収等   ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-10 

１ 検収官の任命 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

２ 安全性及び異常の有無の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

３ 徴収書類 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

４ 書類の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-11 

５ 分割検収 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-11 

６ 検査調書の作成  ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11

第６ 飼料用特別売買麦の引渡し及び売渡し ・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

１ 売渡人からの引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

２ 所有権等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-11 

３ 現品領収証の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

４ 港湾荷役経費確認証の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

５  現品領収証等の交付後に誤りがあった場合の取扱い 
 

（1）代金支払前の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

（2）代金支払後の場合 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

６ 買受人への売渡し   

（1）買受申出書の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

（2）納入告知書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

（3）荷渡指図書の発行 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

（4）所有権等の移転 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

（5）第三者への委任 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-12 

第７ 売渡条件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-13 

１ 飼料用輸入小麦に係る売渡条件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-13 

２ 飼料用輸入大麦に係る売渡条件 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-14 

第８ 買入対象外麦の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-16 

第９ ダストの取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-16 

第10 違約金の徴収 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-16 

第11 買入代金の精算払 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-16 

第12 加工及び数量の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-17 

１ 数量等の届出 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-17 
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２ 届出の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-17

第13 指定工場における飼料用特別売買麦の保管 ・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-17

第14 転売等の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-17

第15 単体飼料についての加工譲渡計画書の提出 ・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-18

第16 報告、帳簿の整備等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-18

第17 在庫の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-18

第18 指導監督、立入調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-18

第19 違反に対する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-18

第20 売渡結果の公表及び報告    ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-19

第21 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-19 

別紙４-Ⅱ-１ ・・・・・・・・・・・・・・・  飼麦SBS-20 

様式４-Ⅱ-１～29 ・・・・・・・・・・・・・・・ 飼麦SBS-21

別紙４-Ⅱ-２（飼料用輸入麦の特別売買契約における見積合せの手引）・・   飼麦SBS-67 

 

 

附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 附則-１ 


