
仕 入 管 理 台 帳

仕入日
曜日

1（土） AB畜産 ０１０００３００１３ 和牛リブロース １１．８
 NO12産業 ２４６８０１３５７３ 和牛ヒレ ４．９
2（日）     なし
3（月） CDハム ３４６８０１９５６３ 交雑種半丸セット １２８．８
 川崎ハム １３５７０１３５６３ 国産牛うちもも １２．３
4（火）     なし
5（水） FKハム １３５７０１３５６３ 国産牛半丸セット １３８．８

27（木） CDハム ４３２８０１３５６３ 和牛三角ばら ２１．３
 川崎ハム １３５７９２４６８３ 交雑種半丸セット １２８．８
28（金） AB畜産 ３９８３８９０１２３ 国産牛うちもも １３．５
29（土） 丸×ハム ２４６８８９０１２３ 和牛かたロース １３．５
30（日） FKハム ９８７６０１３５６３ 和牛半丸セット １３２．６
31（月）     なし
合計欄
（備考）月末在庫 和牛　　：しんたま9kg　ヒレ3kg　かたばら8kg
 国産牛　：かたロース4.5kg　ともばら6.5kg

仕入先名 個体識別番号 仕入部分肉
部位名

仕入量
　　　　　kg

仕入
　円

備考

平 成 １ ５ 年 ３ 月 分 （ ３ 月 １ 日 － ３ 月 ３ １ 日 ）
担 当 　 　 　 　 　 　 　 　

食肉販売業者及び特定料理提供業者のみなさまへ食肉販売業者及び特定料理提供業者のみなさまへ

平成16年12月1日に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別
措置法」（通称：牛肉トレーサビリティ法）の流通段階の措置が施行されました。
それにより、国産牛肉について以下の事項が義務づけられています。

○帳簿は以下の内容が明記されていること
（1）個体識別番号
（2）仕入れの年月日
（3）仕入れの相手方の氏名（名称）及び住所
（4）仕入れた牛肉の重量
○保存は１年ごとに閉鎖し、閉鎖後２年間です。
○卸売業者は販売時の帳簿も記録・保存すること

個体識別番号又はロット番号の表示1.

帳簿の備え付け及びその保存2.

（ミンチ肉、小間切れ及び切り落としを除く）
○ロット番号の表示の場合は、問い合わせ先も表示して下さい。

左の４項目を満た
していれば、仕入
伝票等の保存でも
結構です。

1 個体識別番号表示義務違反　勧告→命令→30万円以下の罰金
2 帳簿等備え付け義務違反　30万円以下の罰金
3 農林水産大臣の報告徴収、立入検査義務違反　30万円以下の罰金

上記に違反した場合次の罰則が適用されます。

帳簿管理事例
小売店の

仕入管理台帳・管理表



所在地 T E L

中
国
四
国

中国四国農政局 岡山市 086-224-4511
　　地域第1課 岡山市 086-223-3192
　　地域第2課 倉敷市 086-424-1077
　　地域第3課 津山市 0868-22-5151
　　地域第4課 山陽町 0869-55-0385
鳥取農政事務所 鳥取市 0857-22-3131
　　地域課 米子市 0859-27-1721
島根農政事務所 松江市 0852-24-7311
　　地域第1課 浜田市 0855-22-0980
　　地域第2課 出雲市 0853-22-6120
広島農政事務所 広島市 082-281-2111
　　地域第1課 三原市 0848-67-6262
　　地域第2課 福山市 084-955-1951
　　地域第3課 三次市 0824-63-4187
山口農政事務所 山口市 083-922-5200
　　地域第1課 萩市 0838-22-0955
　　地域第2課 周南市 0833-92-2120
　　地域第3課 山陽町 0836-73-1937
徳島農政事務所 徳島市 088-622-6135
　　地域第1課 阿南市 0884-22-0328
　　地域第2課 川島町 0883-25-3131
香川農政事務所 高松市 087-831-8155
　　地域第1課 坂出市 0877-46-5144
　　地域第2課 観音寺市 0875-25-3191
愛媛農政事務所 松山市 089-924-7121
　　地域第1課 大洲市 0893-24-4195
　　地域第2課 東予市 0898-64-3105
高知農政事務所 高知市 088-875-2155
　　地域第1課 中村市 0880-34-5355
　　地域第2課 土佐山田町 0887-52-5171

九　

州

九州農政局 熊本市 096-353-3561
　　地域第1課 熊本市 096-378-3176
　　地域第2課 八代市 0965-35-7311
　　地域第3課 人吉市 0966-22-5144
　　地域第4課 菊池市 0968-25-2137
福岡農政事務所 福岡市 092-281-8261
　　地域第1課 北九州市 093-571-3623
　　地域第2課 久留米市 0942-21-9473
　　地域第3課 飯塚市 0948-22-0859
　　地域第4課 柳川市 0944-73-5126
佐賀農政事務所 佐賀市 0952-23-3132
　　地域第1課 唐津市 0955-78-0488
　　地域第2課 武雄市 0954-22-2125
長崎農政事務所 長崎市 095-822-3291
　　地域第1課 佐世保市 0956-31-7327
　　地域第2課 諫早市 0957-26-1122
大分農政事務所 大分市 097-532-6131
　　地域第1課 宇佐市 0978-32-1344
　　地域第2課 三重町 0974-22-2311
　　地域第3課 玖珠町 0973-73-8311
宮崎農政事務所 宮崎市 0985-22-3181
　　地域第1課 都城市 0986-23-3966
　　地域第2課 延岡市 0982-35-7311
鹿児島農政事務所 鹿児島市 099-222-0121
　　地域第1課 川内市 0996-22-4156
　　地域第2課 鹿屋市 0994-43-4136
　　地域第3課 加世田市 0993-52-2345

沖
縄沖縄総合事務局 那覇市 098-866-0156

所在地 T E L

関　

東

東京農政事務所 千代田区 03-3214-7323
　　地域課 立川市 042-529-0210
神奈川農政事務所 横浜市 045-211-1331
　　地域課 海老名市 046-232-2911
山梨農政事務所 甲府市 055-226-6611
　　地域課 韮崎市 0551-22-7101
長野農政事務所 長野市 026-233-2500
　　地域第1課 松本市 0263-47-2001
　　地域第2課 伊那市 0265-72-3178
　　地域第3課 佐久市 0267-62-6271
静岡農政事務所 静岡市 054-246-6959
　　地域第1課 浜松市 053-441-0137
　　地域第2課 沼津市 055-921-1741
　　地域第3課 島田市 0547-36-5665

北　

陸

北陸農政局 金沢市 076-263-2161
　　地域第1課 金沢市 076-241-3151
　　地域第2課 七尾市 0767-52-3387
　　地域第3課 小松市 0761-22-3996
新潟農政事務所 新潟市 025-228-5212
　　地域第1課 長岡市 0258-27-2011
　　地域第2課 新発田市 0254-22-4101
　　地域第3課 燕市 0256-61-6011
　　地域第4課 上越市 025-543-4574
　　地域第5課 小出町 025-792-8211
富山農政事務所 富山市 076-421-6123
　　地域第1課 高岡市 0766-21-2426
　　地域第2課 魚津市 0765-22-0234
福井農政事務所 福井市 0776-36-1790
　　地域第1課 敦賀市 0770-23-5700
　　地域第2課 鯖江市 0778-52-4411

東　

海

東海農政局 名古屋市 052-201-7271
　　地域第1課 名古屋市 052-763-4343
　　地域第2課 豊橋市 0532-45-8195
　　地域第3課 岡崎市 0564-51-5131
　　地域第4課 佐織町 0567-28-2994
岐阜農政事務所 岐阜市 058-271-4044
　　地域第1課 大垣市 0584-73-4351
　　地域第2課 高山市 0577-32-1155
　　地域第3課 美濃市 0575-33-4141
三重農政事務所 津市 059-228-3151
　　地域第1課 四日市市 0593-53-4671
　　地域第2課 松阪市 0598-52-1509

近　

畿

近畿農政局 京都市 075-451-9161
　　地域第1課 京都市 075-414-9751
　　地域第2課 福知山市 0773-22-4188
　　地域第3課 園部町 0771-62-3371
滋賀農政事務所 大津市 077-522-4261
　　地域第1課 八日市市 0748-23-3841
　　地域第2課 米原町 0749-52-5890
大阪農政事務所 大阪市 06-6943-9691
　　地域第1課 茨木市 072-633-1335
　　地域第2課 高石市 072-264-6060
兵庫農政事務所 神戸市 078-331-9944
　　地域第1課 姫路市 0792-81-3692
　　地域第2課 豊岡市 0796-22-2171
　　地域第3課 宝塚市 0797-87-5484
　　地域第4課 社町 0795-42-2411
奈良農政事務所 奈良市 0742-23-1283
　　地域課 橿原市 0744-29-9171
和歌山農政事務所 和歌山市 073-422-4101
　　地域課 御坊市 0738-22-3525

所在地 T E L

北
海
道

北海道農政事務所 札幌市 011-642-5463
　　地域第1課 札幌市 011-863-6031
　　地域第2課 函館市 0138-54-2503
　　地域第3課 小樽市 0134-23-2535
　　地域第4課 旭川市 0166-51-4296
　　地域第5課 釧路市 0154-23-4401
　　地域第6課 帯広市 0155-24-2401
　　地域第7課 北見市 0157-23-4171
　　地域第8課 岩見沢市 0126-22-3261
　　地域第9課 苫小牧市 0144-32-5345
　　地域第10課 士別市 01652-2-3143
　　地域第11課 滝川市 0125-22-1511

東　

北

東北農政局 仙台市 022-263-1111
　　地域第1課 仙台市 022-236-6661
　　地域第2課 古川市 0229-23-6211
　　地域第3課 大河原町 0224-53-3811
　　地域第4課 迫町 0220-22-6251
青森農政事務所 青森市 017-775-2151
　　地域第1課 弘前市 0172-27-6180
　　地域第2課 八戸市 0178-27-4001
　　地域第3課 五所川原市 0173-35-2138
岩手農政事務所 盛岡市 019-624-1125
　　地域第1課 水沢市 0197-24-3010
　　地域第2課 花巻市 0198-23-2336
　　地域第3課 一関市 0191-23-4518
　　地域第4課 玉山村 019-682-0511
秋田農政事務所 秋田市 018-862-5611
　　地域第1課 能代市 0185-58-2311
　　地域第2課 大館市 0186-43-3135
　　地域第3課 湯沢市 0183-73-0103
　　地域第4課 大曲市 0187-63-3220
山形農政事務所 山形市 023-622-7231
　　地域第1課 酒田市 0234-33-7244
　　地域第2課 村山市 0237-55-4411
　　地域第3課 南陽市 0238-43-4210
福島農政事務所 福島市 024-534-4141
　　地域第1課 会津若松市 0242-22-7381
　　地域第2課 郡山市 024-937-3980
　　地域第3課 いわき市 0246-23-8511
　　地域第4課 白河市 0248-22-1241

関　

東

関東農政局 さいたま市 048-600-0600
　　地域第1課 さいたま市 048-864-9041
　　地域第2課 川越市 049-225-3291
　　地域第3課 熊谷市 048-524-5711
茨城農政事務所 水戸市 029-221-2185
　　地域第1課 日立市 0294-53-4155
　　地域第2課 土浦市 029-843-6875
　　地域第3課 下館市 0296-24-3155
　　地域第4課 鉾田町 0291-33-2166
栃木農政事務所 宇都宮市 028-633-3311
　　地域第1課 栃木市 0282-22-4141
　　地域第2課 大田原市 0287-23-5611
　　地域第3課 氏家町 028-682-2611
群馬農政事務所 前橋市 027-221-1181
　　地域第1課 高崎市 027-343-7941
　　地域第2課 太田市 0276-31-3551
千葉農政事務所 千葉市 043-224-5613
　　地域第1課 木更津市 0438-36-5211
　　地域第2課 茂原市 0475-23-1205
　　地域第3課 佐倉市 043-484-1207

■地方農政局及び地方農政事務所

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
牛トレーサビリティ監視班
03-3502-8111（内線3211～3）

■最寄りの事務所（地域課）

問い合わせは各都道府県の地方農政局又は地方農政事務所の消費・安全部安全管
理課（又は地域課）の牛トレーサビリティ係（沖縄県は沖縄総合事務局
農林水産部消費・安全課 食品安全係）にお問い合わせ下さい。


