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乳製品の動物検疫に関するＱ＆Ａ（平成２９年９月２２日版） 

 

 

【到着日について】 

１ 動物検疫の対象となる乳製品は、平成２９年１１月１日到着分のものから

ですか。 

 

平成２９年１１月１日以降、輸入に当たっては本邦に陸揚げされるものから、

輸出に当たっては税関に輸出申告されるものから動物検疫の対象となります。 

 

２ 輸入において、１１月１日以降に陸揚げされたか否かは、どのように判断

するのですか。ARRIVAL NOTICE やコンテナヤード搬入等でしょうか。 

 

ARRIVAL NOTICE 等で、実際の陸揚げ日（取卸日）により判断し、１１月１日

以降に本邦に陸揚げされたものは、動物検疫の対象となります。 

 

３ １０月３１日以前に到着予定でしたが、本船が遅れて１１月１日以降に到

着して陸揚げした場合、動物検疫の対象となりますか。 

 

入港遅延であっても、１１月１日以降に陸揚げされたものは動物検疫の対象

となるため、１１月１日付近に到着予定の貨物については、遅延も考慮して、

早めに検査証明書を取得するようお願いします。 

 

４ 本船の本邦到着は１０月３１日以前でしたが、その後国内の他の港を経由

し、最終的に貨物の陸揚げが１１月１日以降となった場合、動物検疫の対象

になりますか。 

 

１１月１日陸揚げ分から対象となるため、１０月３１日以前に本船が本邦に

到着していても、輸入する貨物の陸揚げが１１月１日以降となった場合は、動

物検疫の対象となります。 
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【対象となる乳製品について】 

１ 動物検疫の対象となる HS コードを教えてください。 

 

０４０１、０４０２、０４０３、０４０４、０４０５、０４０６、３５０２．

２０、３５０２．９０、２３０９．１０及び２３０９．９０です。 

なお、該当する HS コードのうち一部のものについては対象外となりますの

で、詳しくは動物検疫所のウェブサイトを御参照ください。 

 

２ HS コードが１９類や２１類のものは、動物検疫の対象となりますか。 

 

平成２９年１１月１日時点では対象外です。ただし、今後、リスク評価の結

果によっては追加される可能性もあります。 

輸入する貨物の HS コードを、税関にも確認するようお願いします。 

 

３ 対象となる HS コードの乳製品を原材料に用いていますが、輸入する乳製

品は対象の HS コードに該当しない場合、動物検疫の対象となりますか。例

えば、ナチュラルチーズ（０４０６）をトッピングした冷凍ピザ（１９０５）。 

 

輸入時のHSコードが対象のコードに該当しない場合は、対象となりません。 

 

４ 犬猫用ペットフードで乳製品を用いたサプリメントがありますが、飼料用

の取扱いとなりますか。 

 

飼料用と犬猫用ペットフードは分けて考えているため、犬猫用ペットフード

は飼料用の取扱いとはなりません。 

 

５ 缶詰・瓶詰・レトルト加工のペットフードは対象外となりますか。 

 

対象外となります。なお、単に缶や瓶に詰めた缶入りや瓶入りのものは対象

となります。 
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６ 食品とペットフードは同じ考え方でよいですか。 

 

 どのような観点かにもよりますが、家畜衛生条件において飼料用か否かとい

うことあれば、食品とペットフード（ミニブタ等、偶蹄類動物のペットフード

を除く。）はともに「飼料用以外のもの」に分類されます。一方で、動物検疫

の対象になるか否かの判断については、食品は HS コードにより対象とならな

いもの（１９類や２１類等）がありますが、ペットフードの多くは、対象とな

る HS コード２３０９．１０又は２３０９．９０に分類されるため、原材料や

加工工程等を踏まえた上で判断することとなります。 

 

７ ペットフードで、対象となるか否かの線引きを教えてください。 

 

缶詰・瓶詰・レトルト・ドライペットフードは対象外となります。その他、

偶蹄類動物（牛・豚・山羊・羊等）以外の動物に与えるものであって、小売販

売されるもののうち、原料の重量に占める生乳・乳製品の割合が５０％未満（※）

であり、かつ、常温保存可能なものも対象外となります。 

※添加した水は原料として換算しません。 

 

８ 濃縮乳は検査対象ですが、同じような無糖れん乳が検査対象から外れた理

由を教えてください。 

 

 「無糖れん乳」は、乳等省令において、容器に入れた後に１１５℃以上で１

５分間以上加熱殺菌することなどが求められており、一般的な濃縮乳より高度

に病原体不活化処理が行われているとして、リスク評価の結果、対象外とする

ことになりました。 

 

９ ラクトアルブミンを含む乳製品を輸入していますが、含有率によって検査

対象外となる場合がありますか。また、乳糖やカゼインはどうですか。 

 

HS コード３５０２．２０のうち、「分画精製されたα-ラクトアルブミン」

は対象外となりますが、この他の「ラクトアルブミンを含む乳製品」について

は対象となります。また、乳糖やカゼインは、HS コードで対象外となります。 
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１０ カマンベールチーズで、容器に密封した後に殺菌を行う製品（要冷蔵

品）がありますが、検査対象外でしょうか。 

 

缶詰やレトルトなど、容器に密封後に高温で加熱殺菌され、常温で長期間保

存できるものについては対象外となりますが、要冷蔵品のカマンベールチーズ

はこれらに該当しないため、検査対象となります。缶詰やレトルトと同等の加

工が行われていると考えられる場合には、事前に動物検疫所に御相談ください。 

 

１１ 宅配便や郵便物で少量を輸入する場合も、検査対象となりますか。 

 

乳製品においては、個人消費用や社内検討用サンプルなど、販売や営業上使

用することを目的としていないものについては、１０ｋｇ以下の場合に限り対

象外となります（飼料用のものを除く。）。 

 

１２ 水牛の乳を用いたモッツァレラチーズも対象となりますか。 

 

水牛は偶蹄類動物に分類されるため、対象となります。 

 

 

【家畜衛生条件について】 

１ 乳製品の家畜衛生条件は、肉の条件とは別物と考えてよいですか。 

 

肉の家畜衛生条件は、通常、２国間で取り決められていますが、乳製品の家

畜衛生条件は、マルチの条件として「リスト国から輸出するもの」と「リスト

国以外の国から輸出するもの」の２種類が設定されており、条件を充足してい

ればどの国からでも輸入できる点や、求められる内容が異なる点から、別物と

考えることができます。 

 

２ 乳製品の処理施設は、肉のように指定処理施設である必要がありますか。 

 

必要ありません。施設にかかわらず、家畜衛生条件を満たす乳製品は輸入が

できます。 

 

 



5 
 

３ 家畜衛生条件を満たしていることは、どのように確認しますか。 

 

主に輸出国政府機関が発行する検査証明書で確認します。その他、加熱処理

状況の確認などについてモニタリング検査も行う予定です。 

 

４ 日本で乳製品の動物検疫を開始することについて、各国にも通知していま

すか。 

 

農林水産省で、SPS 通報という仕組を用いて各国に通知しているほか、特に

輸入量の多い国とは、円滑な検査開始に向けて個別に連絡を取り合っています。 

（参考）WTO の SPS 通報該当ページ 

http://spsims.wto.org/en/ModificationNotifications/View/136515?Fr

omAllNotifications=True 

 

５ SPS 通報とはどういったものですか。 

 

WTO 協定に含まれる協定（附属書）の１つに、「Sanitary and Phytosanitary 

Measures」の頭文字をとった SPS 協定と呼ばれるものがあります。SPS 協定で

は、衛生措置や公正な国際貿易を担保する国際ルールが定められており、加盟

国が国際貿易等に影響を及ぼすような措置を制定・変更するとき、事前に内容

を事務局に通知することを SPS 通報と呼んでいます。 

 

６ リスト国から輸出し、航海中に輸出国で口蹄疫が発生して、リスト国以外

の国となった場合、輸入停止となりますか。 

 

口蹄疫の発生日など日付で線引きし、リスト国の検査証明書で輸入が認めら

れるかどうかはケースバイケースとなります。なお、認められなかった場合で

も、輸出国でリスト国以外の国の家畜衛生条件（加熱処理などが求められる。）

を満たす検査証明書を取得し直す事ができる場合には、当該検査証明書で輸入

することができます。 
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７ 原材料がリスト国のもので、製造や保管もリスト国で行われる場合、家畜

衛生条件で定める口蹄疫ウイルス不活化処理は、必要ないですか。 

 

「リスト国のみで搾乳された生乳を原料とし、リスト国のみで製造、包装及

び保管されたこと」がリスト国により証明される場合は、必要ありません。 

 

８ 生乳の段階では、家畜衛生条件で求められる口蹄疫ウイルス不活化処理が

行われていない場合もありますが、この場合は条件違反になりますか。 

 

口蹄疫ウイルス不活化処理は、製造段階のいずれかの段階で行うことが求め

られており、生乳の段階における処理に限られていません。 

 

９ 口蹄疫ウイルスの不活化処理について、リスト国以外の国から輸出する食

用のものは、「pH６未満１時間以上維持」と「UHT 又は HTST」の両方を満た

す必要がありますか。 

 

「pH６未満１時間以上維持」か「UHT 又は HTST」のいずれか１つの方法でよ

いです。 

 

 

【検査証明書について】 

１ 各国には、検査証明書の内容を通知していますか。 

 

検査証明書のモデル様式は、SPS 通報という仕組を用いて各国へ通知してい

ます。その他、２国間で個別に様式を取り決めている国もあります。 

 

２ 輸出国で、検査証明書はいつから発行されますか。 

 

１１月１日以降に本邦に陸揚げされる貨物から検査証明書が必要となる旨、

農林水産省を通じて各国に連絡しています。ただし、確実に検査証明書を取得

するため、お早めに輸出国政府機関へ相談するようお願いします。 
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３ 現在、厚生労働省検疫所へ提出する検査証明書を取得して輸入しています

が、この証明書でよいですか。 

 

動物検疫所が求める検査証明書と、厚生労働省検疫所が求める検査証明書で

は内容が異なるため、別途取得する必要があります。 

 

４ リスト国とリスト国以外の国では、検査証明書様式は異なりますか。 

 

家畜衛生条件で求める内容が異なるため、検査証明書様式も異なります（検

査証明書モデル様式は２種類用意しています。）。また、輸出国と個別に様式を

取り決めているものもあります。 

 

５ 検査証明書のドラフトを入手し、事前に相談した方がよいですか。 

 

必須ではありませんが、書類不備を防ぐため、しばらくの間は事前に相談い

ただいた方が安心です。輸入港を管轄する動物検疫所へ御相談ください。 

 

６ 輸入の都度、検査証明書の原本は必要ですか。 

 

輸入の都度、検査証明書の原本が必要です。 

 

７ 検査証明書は、商品のメーカーごとに取得した方がよいですか。 

 

日本側としては、検査証明書は必ずしもメーカーごとに取得する必要はあり

ません。ただし、輸出国がメーカーごとに検査証明書を発行している場合には、

輸出国の指示に従って検査証明書を取得してください。 

 

８ シッパーが複数いる場合には、検査証明書をそれぞれ分けて取得する必要

がありますか。 

 

検査証明書には、荷送人や荷受人を記載することになるため、シッパーごと

に検査証明書を取得してください。 
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９ 検査証明書は、畜種別に取得する必要がありますか。 

 

１枚の検査証明書で、全ての畜種を網羅して証明される場合には、畜種別に

検査証明書を分けて取得する必要はありません。 

 

１０ 検査証明書は、現物の外装などに添付する必要がありますか。 

 

現物自体に添付する必要はなく、輸入検査申請時に動物検疫所に提出してい

ただきます。 

 

１１ 同一製品を１００カートン輸入する場合、１００カートン分全てについ

て検査証明書が必要ですか。 

 

１００カートン分全てについて証明されている必要があり、１枚の検査証明

書にまとめて証明することでもよいです。 

 

１２ 乳製品の製造国（A国）と、実際の輸出国（B国で買付）が異なります。

B国で検査証明書を取得する場合、A国の検査証明書は不要ですか。 

 

製造国（A 国）の検査証明書は不要です。なお、A 国の乳製品が B 国に輸入

された時点では日本向けのものではなく、B 国で日本向けに買付を行っている

ことから、この場合、A 国の検査証明書では認められません（輸出国である B

国の検査証明書が必要）。 

 

１３ ２か国以上の原料をリスト国でブレンドして、日本に輸出することはで

きますか。また、検査証明書に記載する原料の情報は、生産国名のみですか、

それとも製造工場名まで求められますか。 

 

原料の製造国が複数あっても、輸出国で家畜衛生条件を充足する検査証明書

を取得できる場合、日本向けに輸出することができます。また、原料の生産国

名は求められませんが、輸出乳製品の最終製造施設の情報は求められます。 
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１４ A 国の原料を、B 国で混合して製造した乳製品を輸入する場合、検査証

明書はどの国で取得する必要がありますか。 

 

B 国が輸出国となるため、B国で検査証明書を取得する必要があります。 

 

１５ リスト国の原料のみを用いて、リスト国以外の国で製造（ブレンド等）

した乳製品を輸入する場合、検査証明書は、リスト国とリスト国以外の国の

どちらの内容が必要ですか。 

 

リスト国以外の国の家畜衛生条件を満たす検査証明書が必要です。 

 

１６ A 国産の日本向けナチュラルチーズを、輸送の関係で B 国を経由して日

本に輸入しています。B国で検査証明書を取得する必要はありますか。現在、

A国の政府機関から検査証明書を取得しています。 

 

A 国の政府機関が発行した検査証明書で輸入できますが、日本まで衛生的に

輸送するため、乳製品は少なくともカートンボックス等の容器に包装して輸送

してください。なお、A国に代わって B国で検査証明書を取得できる場合には、

B国を輸出国とすることも可能です。 

 

１７ 輸出国を発送する際に検査証明書の発行漏れがあった場合、後日発行す

る検査証明書で輸入が認められますか。 

 

検査証明書が後日発行される場合、当該証明書が完備であれば、輸入が認め

られます。ただし、原本が到着するまでの間、合格は保留となります。 

なお、検査証明書を後追いで発行できるかどうかについては、輸出国政府機

関に御相談ください。 

 

１８ １１月１日以降に検査証明書の添付がない乳製品が到着した場合、事後

に検査証明書を提出できれば、先に輸入検査合格となりますか。 

 

検査証明書の原本が提出されるまで、合格は保留となります。乳製品の到着

が予定より遅れ、陸揚げが１１月１日以降となる可能性がある場合には、あら

かじめ検査証明書を取得して輸入するようお願いします。 

 

 



10 
 

【指定港・指定検査場所について】 

１ 指定港以外では乳製品を輸入できませんか。 

 

指定港以外では輸入できません。 

（参考）乳製品を輸入できる指定港 

http://www.maff.go.jp/aqs/topix/attach/pdf/dairy_products-38.pdf 

 

２ 指定港以外の港について、追加で指定を受けることは可能ですか。 

 

港の所在地の都道府県と調整の上、農林水産省消費・安全局動物衛生課に御

相談ください。 

 

３ 指定港に所在するコンテナヤードは、全て指定を受けていますか。 

 

全て指定されているとは限りませんので、各指定港を管轄する動物検疫所に

御確認ください。 

 

４ 家畜防疫官指定検査場所とは、指定港以外で検査を行う場所を指定すると

いうことですか。 

 

指定港の港湾地区や空港内で検査を行う場所を指定します。 

 

５ 指定検査場所を新規で申請する場合、すぐに指定されますか。 

 

新規の場合、図面等の関係書類の確認や現地調査に時間を要することが想定

されるため、早めの申請をお願いします。 

 

６ 検査場所の指定を受ける際、費用はかかりますか。 

 

動物検疫所が行う指定手続に対する費用はかかりません。 
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７ 検査場所の指定を受ける際、準備することはありますか。 

 

畜産物の輸出入検査場所指定要領に従って準備してください。 

（参考）畜産物の輸出入検査場所指定要領 

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/attach/pdf/96-16.pdf 

 

８ 既に指定を受けている検査場所で乳製品を取り扱う場合、新たに申請する

必要はありますか。 

 

乳製品を取り扱う場所が、家畜伝染病予防法施行規則第４５条第４号のもの

を取り扱う場所として指定を受けている場合には、新たに申請する必要はあり

ません。指定検査場所で取扱いができる指定検疫物については、指定書を御確

認ください。なお、既に指定を受けている検査場所のうち、乳製品を取り扱う

場所について指定を受けていない場合は、変更手続が必要となりますので、管

轄の動物検疫所に御連絡ください。 

 

９ 同一の保税コードである冷蔵庫と定温庫について指定検査場所の申請を

行う場合、２か所を別々に申請を行う必要はありますか。 

 

同一の保税コードである場合は、１つの申請で２か所をまとめて申請するこ

とができます。 

 

１０ 年によって乳製品の取扱量が異なるため、申請の際に具体的な取扱量が

わかりませんが、申請することはできますか。 

 

おおよその予定量で申請することができます。 

 

１１ 港湾地区ではない内陸に所在する保税場所の指定を受けることはでき

ますか（船舶貨物）。 

 

家畜防疫官指定検査場所は、指定港の港湾地域に限定されます。なお、動物

検疫所又は家畜防疫官指定検査場所で検査を行うことができない特別な事由

があると考えられる場合には、最寄りの動物検疫所へお早めに御相談ください。 
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１２ 乳製品の指定検査場所の要件や業務は、基本的に肉と同じと考えてよい

ですか。 

 

指定の要件等は、基本的に肉と同様です。既に指定を受けている検査場所の

うち、乳製品を取り扱う場所について指定を受けていない場合は、変更手続が

必要となりますので、管轄の動物検疫所に御連絡ください。 

 

１３ 肉の指定を受けている検査場所で、乳製品の検査を受けることはできま

すか。それとも、肉と乳製品の検査場所を分ける必要がありますか。 

 

家畜防疫官指定検査場所の指定要件には、肉と乳製品の検査場所を分けなけ

ればならない規定はありません。ただし、関係者からの聞き取りによると、乳

製品は臭い移り等が懸念され、取扱いに注意が必要と伺っていますので、輸入

者等に確認をお願いします。なお、肉の指定を受けている場合であっても、家

畜伝染病予防法施行規則第４５条第４号のものを取り扱うことができるとし

て指定を受けていない場合には、変更手続が必要となります。 

 

１４ 庫前部分のみ指定を受けることは可能ですか。 

 

庫前部分について保税蔵置場の許可を受けており、かつ、指定検査場所の要

件を満たす場合には可能です。ただし、貨物に異常が認められる等、コンテナ

から貨物を搬出して検査する必要があると判断された場合には、庫前部分のみ

指定を受けた当該倉庫には貨物を搬入できないため、庫前部分のみ指定を受け

ることは望ましくありません。 

 

１５ 現在、全自動倉庫に乳製品を搬入していますが、全自動倉庫も指定を受

けることはできますか。 

 

全自動倉庫でも、要件を満たす場合には指定を受けることができます。 

 

１６ 指定検査場所の設定温度はどうすればよいですか。 

 

動物検疫所では特段求めていませんので、輸入者等に御相談ください。 
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【輸入検査申請について】 

１ 申請は、通関代理店に委託することでもよいですか。 

 

通関代理店に委託することでもよいです。 

 

２ NACCS での申請の流れは、肉等と同じですか。 

 

基本的には同じです。NACCS（動物検疫関連業務）のマニュアルは、当所ウ

ェブサイトを御参照ください。 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/manual.html 

 

３ 日曜日に輸入していますが、対応は可能ですか。 

 

事務所により異なるため、輸入港を管轄する動物検疫所に御相談ください。 

 

４ 乳製品を輸入した当日に、通関することは可能ですか。 

 

事前に申請書が提出され、書類検査及び現物検査（省略の場合あり）で問題

がなければ、輸入当日に輸入検疫証明書の交付を受けることは可能です。ただ

し、事前申請の期日、輸入日の現物検査の可否等については、申請先の動物検

疫所に御相談ください。また、通関手続については税関に御確認ください。 

 

５ 乳製品の由来動物種が複数ある場合、動物種ごとに申請を分ける必要があ

りますか。 

 

申請を分ける必要はありませんが、別途定める方法に従って NACCS の入力を

行う必要があるため、申請先の動物検疫所に御確認ください。 

 

６ 牛、山羊等の乳を混合したチーズの場合、NACCS ではどの動物種のコード

を選択すればよいですか。 

 

NACCS の動物種コードが違うものを混合している場合には、別途定める方法

に従って入力を行う必要があるため、申請先の動物検疫所に御確認ください。 
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７ 製造国ごとではなく、輸出国ごとに申請を分ける必要がありますか。 

 

輸出国ごとに申請を分けてください。 

 

８ 色々な国の乳製品を輸出国で買い付けて輸出しますが、製造国ごとに申請

を分ける必要はありますか。検査証明書は輸出国でまとめて取得します。 

 

申請を分ける必要はありません。 

 

９ 到着前申請を行う場合、検査証明書はコピーを提出してもよいですか。 

 

到着前申請時点では、検査証明書はコピーでも問題ありません。ただし、合

格は原本提出後となります。 

 

１０ 初回輸入の場合、原材料表や製造工程の提出が必要ですか。 

 

原材料表や製造工程は、必要に応じて提出を求めることとなりますので、求

めがあった場合には提出をお願いします。 

 

１１ 当初、コンテナヤードでの検査希望として申請していたものを、途中で

倉庫での検査希望に変更することはできますか。 

 

変更は可能です。 

 

１２ 関税割当該当品を、動物検疫合格後に自主検査のためサンプリングし、

同一梱包の余りを保税滅却する場合、動物検疫所には、滅却分も含めた全量

で申請することで問題ありませんか。 

 

滅却分も含めた全量で申請してください。 
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１３ B/L と検査証明書が１つで、２つの倉庫に分けて搬入する場合、申請は

どのようにすればよいですか。 

 

検査証明書を内取りしますので、申請先の動物検疫所に御相談ください。 

なお、倉庫を分けることがあらかじめ判明している場合には、検査証明書も

分けて取得することが望ましいです。 

 

１４ 航空貨物で、AWB と検査証明書は１つですが、複数便に分かれて到着す

ることがあります。この場合、まとめて申請するのですか。 

 

輸出国、輸出入者等の基本情報が同一である場合、まとめて申請を行うほか、

到着便ごとに分けて申請を行うこともできます。後者の場合は、検査証明書の

内取りを行い対応します。 

 

１５ 混載貨物では、輸入者が複数でも B/L ごと一括して税関へ輸入申告でき

るものがありますが、動物検疫所にも B/L ごとの申請ができますか。 

 

輸入者が異なる場合には、申請を分けていただく必要があります。 

 

１６ 小口貨物でパレット搬入した場合、倉庫で全ての梱包を個別に確認し

ISS で報告する必要がありますか。 

 

小口貨物がどのような単位・状態を指しているのかにもよりますが（詳細を

添えて申請先の動物検疫所に御相談ください）、基本的には個別に確認して報

告するようお願いします。 

 

 

【混載・経由について】 

１ 肉については、第３国を経由する場合、政府シールが必須ですが、乳製品

も同様ですか。 

 

乳製品の家畜衛生条件においては、輸出国政府機関のシールを必須としてい

ませんが、輸送中の異常が無かったことを確認する上でも、検査証明書には、

船会社等のシール番号を記載することが望ましいです（検査証明書モデル様式

には記載欄を設けています）。 
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２ 別々の国で製造した乳製品を、輸送の関係で１つの国に集めてコンテナに

積む場合、シールはどのようにすればよいですか。 

 

乳製品の家畜衛生条件においては、輸出国政府機関のシールを必須としてい

ませんが、輸送中の異常が無かったことを確認する上でも、最終的な輸出国で

取得する検査証明書には、船会社等のシール番号を記載することが望ましいで

す（検査証明書モデル様式には記載欄を設けています）。 

 

３ 乳製品を、家きん肉との混載で輸入する場合がありますが、混載の規制や

乳製品の梱包形態に規定はありますか。 

 

乳製品の家畜衛生条件と家きん肉の家畜衛生条件のそれぞれ充足して輸入

する必要があります。なお、家きん肉については、輸出国における鳥インフル

エンザの発生状況により輸入が停止される場合があるため御注意ください。 

 

 

【回送手続について】 

１ 東京港から横浜港へ貨物を移動する場合、回送指示を受ける必要はありま

すか。 

 

A コンテナに収容した状態であれば、京浜港内の移動においては、回送指示

を受ける必要はありません。他の港へ移動させる場合には、回送指示を受ける

必要がありますので、回送申請を行ってください。 

 

２ 回送申請は NACCS で行うことができますか。 

 

NACCS で行うことができます。 

 

 

【現物検査について】 

１ 現物検査の方法は、肉と同様ですか。 

 

基本的には同様ですが、抜き打ち検査の方法は一部異なります。 
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２ 肉と同じく、入庫翌日に検査を受けられますか（船舶貨物）。 

 

検査前日までに申請いただければ、肉と同じく入庫翌日に検査できます。 

 

３ 現物検査は１日で終了しますか。 

 

異常が認められない場合には、１日（実際には数十分程度）で終了します。 

 

４ 動物検疫所への検査費用（出張時の費用を含めて）はかかりますか。 

 

肉と同じく、乳製品についても動物検疫に関する費用はかかりません。 

 

５ 動物検疫所の事務所が配置されていない指定港に乳製品を輸入していま

すが、出張検査の頻度を増やすことは可能ですか。 

 

調整が必要となるため、検査を担当する動物検疫所に御相談ください。 

 

６ 現物検査を行う際、倉庫の立会は必須ですか。 

 

検査場所への案内、現物検査の補助等のため、申請者のほか、倉庫の担当者

の立会もお願いしています。 

 

７ 食用の乳製品について、書類検査後の現物検査実施判定は、すぐに行われ

ますか。 

 

書類検査後、速やかに実施する方針です。 
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８ 食用の乳製品について、現物検査の有無はどのタイミングでわかります

か。また、輸入検査申請は、到着の２～３日前には行えますか。 

 

食用の乳製品については、書類が揃っている場合には、貨物の到着に先立っ

て、現物検査実施予定の有無を伝えることができます。また、到着前申請は到

着の２～３日前に行うことができますが、到着後は、本申請に切り替えていた

だく必要があります。なお、到着前に、現物検査を実施しない予定とされてい

た貨物であっても、到着後に異常が確認された場合には、現物検査を行う場合

があります。 

 

９ 現物検査では何を確認しますか。 

 

乳製品においては、主に検査証明書と到着貨物との照合を行うほか、現物の

状態や異物混入の有無等について確認することを想定しています。 

 

１０ 動物検疫所の検査も、税関の検査時に行うのですか。 

 

動物検疫所の検査は、税関の検査の前に行います。 

 

１１ 現物検査を行う貨物は、あらかじめ用意しておいてもよいですか。 

 

動物検疫所があらかじめ指示した貨物については、家畜防疫官の検査場所へ

の到着に先立って用意していただくことができます。 

 

１２ 製造施設には認定番号がありませんが、証明書や製品には何を記載した

らよいですか。 

 

認定番号がない場合には、製造施設の名称と住所を記載してください。 

 

１３ 現状、製品上にマークや施設番号など、証明書と製品を照合するための

情報が少ないですが、通関代理店を通じて対応した方がよいですか。 

 

円滑に検査を行うため、通関代理店等を通じて、荷主に対してマーク等の情

報を表示していただくよう御協力をお願いします。 



19 
 

１４ 現在２５ｋｇの紙バッグ（２重包装）で飼料用乳製品を輸入しています

が、現物検査ではどこまで開梱しますか。 

 

現物検査のみ行う場合には、外袋（紙）のみ開封して内袋（ビニール）越し

に検査を行う予定です。ただし、精密検査やモニタリング検査を行う場合には、

さらに内袋も開梱させていただきます。 

 

１５ チーズは温度変化のダメージを受けやすいため、庫外に搬出せず、現物

検査を庫内で行っていただくことは可能ですか。 

 

検査の方法については、各倉庫等の状況を踏まえて関係者と調整しますので、

管轄する動物検疫所に御相談ください。 

 

１６ 現物検査で開梱すると廃棄となるものがありますが、貨物に同梱したサ

ンプル品で検査を受けられますか。 

 

検査用のサンプル品による現物検査（開梱）を希望される場合には、申請先

の動物検疫所に事前に御相談ください。 

 

１７ １コンテナに１０種類のチーズが含まれている場合、全種類を現物検査

しますか。 

 

必ずしも全種類ではなく、家畜防疫官が指定した貨物について現物検査を行

います。 

 

１８ リスト国産の食用乳製品の現物検査の実施率はどのくらいですか。 

 

リスト国の食用乳製品については、書類検査を中心として計画的に現物検査

（抜き打ち検査）を行うため、現物検査の実施率は、基本的に従来のスキップ

ロット方式（１００％～２０％）より低くなる予定です。 
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１９ 偶蹄類動物用の飼料用乳製品で、例えば現物検査率が２０％の場合、横

浜地区で２０％実施するということですか。それとも、申請者ごとに１０件

申請したら２件実施ということですか。 

 

申請者ごとではなく、輸出国ごとに、全国かつ所別で、申請件数ごとに２０％

検査を実施します。 

 

２０ 開梱数や、アイテムの指定はどのように行いますか。できれば、これま

で同様にパレット指示をしていただきたい。 

 

開始から当面の間の開梱数は、３梱包を下限としています（３梱包に満たな

い場合は全量）。また、パレット指定については、倉庫や貨物の状況によるた

め、管轄する動物検疫所に御相談ください。 

 

２１ 現物検査が必要となる貨物の異常は、どの程度までが異常と考えられま

すか。 

 

乳製品においては、コンテナが破損している、コンテナの破損により中身が

溶解するなど影響を受けている、明細外貨物が混入している等が想定されます。 

 

２２ 脱脂粉乳は、荷崩れによる袋破損等のダメージを受けることがあります

が、この場合には毎回現物検査となりますか。 

 

状況によりますが、コンテナに密閉された状態での輸送中のダメージであり、

コンテナ内には同一貨物のみである場合（他の貨物と混載されていない）には、

毎回現物検査の実施を要する異常とはみなされないと想定しています。 

 

 

【コンテナヤード検査・庫前検査について】 

１ コンテナヤードでの食用乳製品の検査は、輸入者が希望すれば受けられる

ということですが、どういった形で進めればよいですか。 

 

コンテナヤードの管理者に了承を得るとともに、現状の設備について輸入者

に伝え、コンテナヤードでの検査希望の有無を確認してください。また、食用

ということで、衛生面にも配慮して貨物を取り扱う必要があります。 
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２ 庫前検査やコンテナヤード検査の場合、合格が出るまで貨物を動かせない

ことは変わりませんか。 

 

これまでどおり、合格が出るまで貨物を動かすことはできません。 

 

３ 庫前検査の通関はどのように行いますか。 

 

税関にお問い合わせください。 

 

４ 庫前検査の実施後、倉庫に搬入することは可能ですか。 

 

指定検査場所内であれば搬入は可能ですが、その場合は先に搬入し、数量や

異常の有無を確認した後に検査を行うことが望ましいです。 

 

５ コンテナヤードでの検査を希望するものの、乳製品とその他の貨物が混載

されている場合、どのようなことが必要ですか。 

 

円滑な検査実施のため、対象となる乳製品をコンテナの手前に配置して輸送

するようお願いします。これが難しい場合には、対象外の貨物をコンテナ外に

搬出するか、対象の乳製品を倉庫に搬入して検査を行う必要があります。 

 

 

【モニタリング検査・精密検査について】 

１ モニタリング検査は、厚生労働省検疫所が行うものと同様ですか。 

 

検査の内容や、回収指示の有無など、厚生労働省検疫所が行うものとは異な

ります。 

 

２ 脱脂粉乳は、厚生労働省検疫所においてもサンプリングが行われています

が、動物検疫所と厚生労働省検疫所の検査の優先順位はありますか。 

 

動物検疫所の検査を先に行うことが多いですが、特段の決まりはありません。 
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３ 精密検査とモニタリング検査の違いは何ですか。 

 

精密検査は、書類検査や現物検査で異常が確認された場合などに実施し、検

査結果が出るまで貨物は合格保留となります。一方で、モニタリング検査は、

検査結果が出る前に貨物の合格処理を行うところが大きな違いです。 

 

４ モニタリング検査のためのサンプリングは、どこで行いますか。 

 

基本的に、現物検査を実施した場所（コンテナヤード、倉庫、動物検疫所等）

でサンプリングします。 

 

５ モニタリング検査のサンプリング量はどのくらいとなりますか。 

 

通常、１００グラム程度をサンプリングします。 

 

６ モニタリング検査のサンプリングは、どのように対応すればよいですか。 

 

通常は、現物検査の際に開梱（開封）してサンプリングを行います。通常の

サンプリングを行うことができない特殊なものについては、お早めに管轄の動

物検疫所に情報提供の上、御相談ください。 

 

７ モニタリング検査や精密検査は、飼料用の乳製品を中心に行うのですか。 

 

モニタリング検査は、飼料用の乳製品を重点的に実施する予定です。一方で、

精密検査は、用途にかかわらず、異常や疑義が生じるなど必要と判断された場

合に実施します。 
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８ リスト国から輸入される乳製品が精密検査対象となる確率は、ゼロです

か。また、精密検査はどのような検査を行いますか。 

 

ゼロではありません。異常や疑義が生じた場合には、精密検査を実施する可

能性があります。検査項目は、加熱状況の確認（リスト国以外の国の原料乳を

使用している場合等）、遺伝子検査、細菌検査、ウイルス検査などを状況に応

じて行うこととなります。 

 

９ 飼料用乳製品は、どのくらいの割合でモニタリング検査を実施しますか。

また、どのような検査を行いますか。 

 

モニタリング検査は、現物検査を実施したもののうち一定の割合（非公開）

で実施します。開始時は、リスト国以外の国から輸入されるものについては加

熱処理状況の確認が主となり、また、リスト国から輸入される飼料用の初乳に

ついては、ヨーネ菌に対する遺伝子検査が主となる予定です。 

 

 

【輸出について】 

１ 対象品は HS コードで線引きされるということで、乳製品を輸出する際、

HS コードを税関に照会してから動物検疫所に連絡した方がよいですか。 

 

HS コードが明らかでないものについては、税関に確認の上、対象となる HS

コードの場合には輸出検査申請をしてください。なお、対象の HS コードに該

当しないものであっても、相手国が家畜の伝染性疾病をひろげるおそれの有無

について動物検疫所の証明を求めている場合には、輸出検査が必要となります。 

 

２ 現在輸出している国には受入条件が設定されていませんが、受入条件を確

認できる書類はどのように用意すればよいですか。また、国内流通が確認で

きる書類とはどのようなものですか。 

 

輸出検査申請書を提出していただく際、受入条件が設定されていない旨、「輸

入国の受入条件に係る確認書」に記載して提出してください（様式は管轄の動

物検疫所からお渡しします。）。また、国内流通が確認できる書類としては、

仕入れ時の納品書や、カタログ、ウェブサイトの印刷等、国内で流通している

ことが確認できる書類をご用意いただきます。 
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３ 輸出検査時に中身が見えない場合は、開梱しますか。 

 

基本的には開梱して検査を行いますが、開梱により商品価値を著しく損ねる

もので輸出量が少ないなど、やむを得ない理由がある場合は、同一製品により

検査することも可能です。申請先の動物検疫所に御相談ください。 

 

４ 現在、輸入した乳製品を、外貨のまま保税工場で加工して輸出しているも

のがあります。輸入、輸出ともに動物検疫を受ける必要はありますか。 

 

動物検疫所では陸揚げをもって輸入とみなしているため、輸入検査は必要で

す。また、加工後に輸出するものが対象の乳製品の場合は、輸出検査が必要と

なりますので、相手国の条件を確認の上、管轄の動物検疫所に御相談ください。 

 

５ 輸入した貨物を、品質規格の不備等により保税のままシップバックする

際、相手国の条件で非加工証明などが求められ、その国の検疫当局のサイン

が必要となりますが、このような証明書を動物検疫所で発行できますか。 

 

現状でも、保税のまま返送となる場合、相手国の条件によってはリシップ証

明書を発行することがあるため、内容によっては対応可能と思われます。詳細

について、管轄の動物検疫所に御相談ください。 

 

６ 輸入した乳製品を原料として日本国内で加工したものを輸出する際に、

輸出先の相手国から当該乳製品の原料の原産国等に関する証明を求められ

た場合、動物検疫所で証明できますか。 

 

輸入した乳製品に添付されていた輸出国政府機関発行の検査証明書に、原料

の原産国等が記載（モデル様式を使用する場合にはＢの Remarks 欄を活用）さ

れている場合には、輸出時に動物検疫所が発行する証明書に転記することがで

きる可能性がありますので、輸入時の検査証明書と相手国の受入条件を添えて、

申請先の動物検疫所に御相談ください。 


