第九条）

農林水産物及び食品の輸出の促進に関す る法 律
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目次
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農林水産物・食品輸出 本部 （第三条
第十 三条）

第二章
基本方針等（第十条
実行計画（第十四条）

第三章
第四章

第十七条）

国等が講ずる農林水産 物及 び食品の輸出を円滑化するための措置
輸出証明書の発行等（第十五条

第四十六条）
第五十四条）
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｜

第五章
第一節

｜

第三十三条）

登録認定機関（第十 八条

｜

農林 水産物及 び食品 の輸出の ための 取組を行う事業者に 対す る支援措置（第三十四条
条）
雑則（第三十八条
罰則（第四十七条

｜

｜

第二節
第六章

第七章
第八章

｜

｜

附則
第一章

総則

この法律は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品

（目的）
第一条

輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出

事業計画の認定その他の措置を講ずることにより、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与するこ
とを目的とする。
（定義）

この 法律におい て「農 林水産 物」には 、これを原料又は材料とし て製 造し、又は加工したもの（次

こ の法律 において 「食品」 とは、 全ての飲 食物（医薬品、医療機器等 の品 質、有効性及び安全性の確保

項に規定するものを除く 。） であって、主務省令で定めるものを含むも のと する。

第二条

２

等に 関する法 律（昭和 三十五 年法律第 百四十 五号）第二条第一項 に規 定する医薬品、同条第二項に規定す
る医薬部外品及び同条第 九項 に規定する再生医療等製品を除く。）をい う。
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３

農林水産物・食品輸出本部

こ の法律に おいて「 登録認 定機関」 とは、 第二十条第一項の規定により主務 大臣 の登録を受けた者をい
う。
第二章

農林水 産省に、 特別の 機関とし て、農 林水産物・食品輸出本部（ 以下 「本部」という。）を置く。

（設置）
第三条
（所掌事務）

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一

農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

第四条

二

本部は、農林水産物・食 品輸 出本部長及び農林水産物・食品輸出本部員 をも って組織する。

（組織）
第五条

本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長（次項及び次条第二項第七号において「本部長」という

（農林水産物・食品輸出 本部 長）
第六条
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２

。）とし、農林水産大臣をもっ て充 てる。
本部長は、本部の事務を総括する。
（農林水産物・食品輸出本部員）

本部に、農林水産物・食品輸出 本部 員（次項において「本部員」という。）を 置く 。

六

五

四

三

二

一

前各号に 掲げるも ののほ か、本部 長以外 の国務大臣のうちか ら、 農林水産大臣の申出により、内閣総

国土交通大臣

経済産業大臣

厚生労働大臣

財務大臣

外務大臣

総務大臣

本部員は、次に掲げる者をもって充 てる 。

第七条
２

七

理大臣が任命する者
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（資料提出の要求等）

本部は 、その所 掌事務 を遂行す るため 必要があると認めるときは、関係 行政 機関の長に対し、資料

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対

の提出、意見の開陳、説明その 他必 要な協力を求めることができる。

第八条

２
しても、必要な協力を依頼する こと ができる。

基本方針等

第三条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

（政令への委任）
第九条
第三章
（基本方針）

本部 は、農林 水産物及 び食品 の輸出の 促進に関する基本方針（以 下「 基本方針」という。）を定め

農林水産物及び食品 の輸 出を促進するための施策に関する基本的な 方向

基本方針においては、次に掲 げる 事項を定めるものとする。

るものとする。

第十条

２
一
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３

二

農 林水産物 及び食 品の輸出 を促進 するた めに必要な輸出先国（我が 国か ら輸出される農林水産物又は

食品の 仕向地と なる国 又は地域 をいう。 以下同 じ。）の政府機関が定める輸 入条 件（輸出先国の政府機

関が当 該輸出先 国に輸 入される 農林水産 物又は 食品について定める食品衛生 、動 植物又は畜産物の検疫

その他の事項についての条件をいう。以下同じ。）についての当該輸出先国の政府機関との協議に関す
る基本的な事項

輸入条件に適合した農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要な証明書の発行その他の手続

農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者の支援に関する基本的な事項

三

四

前各号に掲げるもののほか、農林水産物及び食品の輸出を促進するために必要な施策に関する事項

の整備に関する基本的な事項

五

本部は、基本方針を定め、又 はこ れを変更したときは、遅滞なく、これを公 表し なければならない。

国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有す

（国の責務）
第十一条
る。
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２

国 は、事業 者が行う 農林水 産物及び 食品の 輸出のための取組に必要となる情 報の 提供、指導、助言その
他の援助を行うよう努めなけれ ばな らない。
（都道府県等の責務）

都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」という。）は、農林水産物及び

都 道府県等 は、当該 地域の 実情に 応じ、事 業者が行う農林水産物及び 食品 の輸出のための取組に必要と

な手続の整備その他の施策を講 ずる 責務を有する。

食品の輸出を促進するため、当該地域の実情に応じ、農林水産物及び食品の輸出を円滑化するために必要

第十二条

２

なる情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

国 、都道府 県等、株 式会社 日本政策 金融公庫その他の関係者は 、農 林水産物及び食品の輸出の促

（関係者相互の連携及び協力）
第十三条

進の 総合的か つ一体的 な推進 を図るた め、相 互に連携を図りなが ら協 力するよう努めなければならない。
実行計画

本部は、基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画（以下この条に

第四章
第十四条
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２

おいて「実行計画」という。） を作 成するものとする。
実行計画においては、次に掲げる事 項を 定めるものとする。

基 本方針に 定めら れた第十 条第二 項第二 号から第五号までに掲げる 事項 に基づいて実施する措置（以

二
輸出促進措置の実施に係る 担当 大臣

輸出促進措置の内容及び実 施期 間

一

三

前三号に掲げるもののほか 、輸 出促進措置の実施に関し必要な事項

下この条において「輸出促進措置」という。）を重点的に講ずべき輸出先国並びに農林水産物及び食品

四

本 部は、 各年度にお いて少 なくと も一回、 輸出促進措置の進捗及び実 施の 状況を取りまとめ、輸出促進

本 部は、 実行計画 を作成し 、又は これを変 更したときは、遅滞なく、 これ を公表しなければならない。

３

措置 の進捗及 び実施の 効果に 関する評 価を行 い、その評価の結果 及び 経済事情の変動その他の情勢の推移

４

本部は、第三項の評価を行ったときは、輸出促進措置の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表し

を勘案し、実行計画に検 討を 加え、これを変更するものとする。

５

なければならない。
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第五章
第一節

国等が講ずる農林水産物及び食 品の 輸出を円滑化するための措置
輸出証明書の発行等

（輸出証明書の発行）

主務大臣は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について

都 道府県 知事又は保 健所を 設置す る市若し くは特別区の長（以下「都 道府 県知事等」という。）は、輸

明書を発行することができる。

林水 産物又は食 品の輸 出を行 う事業者 から申 請があったときは、 主務 省令で定めるところにより、輸出証

いう。以下この条及び第三十八条において同じ。）を発行するよう求められている場合であって、当該農

、主務大臣が輸出証明書（農林水産物又は食品が輸出先国の輸入条件に適合していることを示す証明書を

第十五条

２

出先 国の政府 機関から 、輸入 条件が定 められ ている農林水産物又 は食 品について、都道府県知事等が輸出

証明 書を発行 するよう 求めら れている 場合で あって、当該農林水 産物 又は食品の輸出を行う事業者から申

請が あったと きは、主 務省令 で定める ところ により、当該都道府 県知 事等が管轄する区域内において生産

され、製造され、加工さ れ、 又は流通する農林水産物又は食品に係る輸 出証 明書を発行することができる。
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３

第 一項の規 定により 主務大 臣から輸 出証明 書の発行を受けようとする者は、 実費 を超えない範囲内にお
いて政令で定める額の手数料を 国に 納付しなければならない。
（適合区域の指定）

主務大臣は、輸出先国の政府機関から、その区域（海域を含む。以下この項及び第六項において

都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、区域指定農林水産物等について、都道府県知事等が適合

ろにより、区域指定農林 水産 物等の適合区域を指定することができる。

いう 。）につ いて、主 務大臣 が適合区 域を指 定するよう求められ てい る場合には、主務省令で定めるとこ

水産 物又は食 品として 主務省 令で定め るもの （以下この条及び同 号に おいて「区域指定農林水産物等」と

う。 ）におい て生産さ れ、製 造され、 加工さ れ、又は流通するこ とが 輸入条件として定められている農林

定要 件」という 。）に 適合す る区域（ 以下こ の条及び第三十四条 第四 項第三号において「適合区域」とい

な物質が混入するおそれがないことその他の輸出先国の政府機関が定める要件（以下この条において「指

同じ。）において農林水産物又は食品が生産され、製造され、加工され、又は流通する過程において有害

第十六条

２

区域 を指定す るよう求 められ ている場 合には 、主務省令で定める とこ ろにより、当該都道府県知事等が管
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３

４

５

６

轄する区域内において、区域指 定農 林水産物等の適合区域を指定することがで きる 。

主 務大臣又 は都道府 県知事 等は、前 二項の 規定により適合区域を指定したと きは 、主務省令で定めると

ころにより、定期的に、当該適 合区 域が指定要件に適合していることを確認す るも のとする。

主務大臣又は都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定により自らが指定した適合区域について、前

項の規定による確認の結果、指定要件に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は当
該適合区域を変更するものとす る。

都 道府県知 事等は、 第二項 の規定 により適 合区域を指定し、又は前項 の規 定により指定を取り消し、若

しく は当該適 合区域を 変更し たときは 、主務 省令で定めるところ によ り、遅滞なく、主務大臣にその旨を
報告しなければならない。

主 務大臣 は、第一 項の規定 により 指定した 適合区域（第四項の規定に より 指定を取り消し、又は当該適

合区 域を変更 した場合 にあっ ては、当 該取消 し又は変更に係る区 域を 含む。以下この項において同じ。）

の情報及び前項の規定に よる 報告を受けた適合区域の情報を取りまとめ 、公 表しなければならない。
（適合施設の認定）
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主務 大臣は、 輸出先 国の政府 機関か ら、食品衛生上の危害の発生を防 止す るための措置が講じら

登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、施設認定農林水産物等について、登録認定機関が適合施設

認定農林水産物等の適合 施設 を認定することができる。

認定 農林水産 物等に係 る施設 の設置者 等から 申請があったときは 、主 務省令で定めるところにより、施設

施設 を認定す るよう求 められ ている場 合であ って、当該都道府県 知事 等が管轄する区域内に所在する施設

都 道府県 知事等は、 輸出先 国の政 府機関か ら、施設認定農林水産物等 につ いて、都道府県知事等が適合

定することができる。

う。 ）から申請 があっ たとき は、主務 省令で 定めるところにより 、施 設認定農林水産物等の適合施設を認

認定農林水産物等に係る施設の設置者又は管理者（以下この条及び第三十八条において「設置者等」とい

水産物等」という。）について、主務大臣が適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設

が輸入 条件とし て定め られて いる農林 水産物 又は食品として主務省令で 定め るもの（以下「施設認定農林

適合す る施設（ 以下「 適合施設 」とい う。） において生産され、製造さ れ、 加工され、又は流通すること

れてい ることそ の他の 輸出先国 の政府 機関が 定める要件（以下この条に おい て「認定要件」という。）に

第十七条

２

３
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４

５

６

７

を認定 するよう 求めら れている 場合で あって 、施設認定農林水産物等に 係る 施設の設置者等から申請があ

ったときは、主務省令で定める とこ ろにより、施設認定農林水産物等の適合施 設を 認定することができる。

主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、前三項の規定により適合施設を認定したときは、主務

省令で 定めると ころに より、 定期的に 、当該 適合施設が認定要件に適合 して いることを確認するものとす
る。

主 務大臣、 都道府県 知事等 又は登 録認定機 関は、第一項から第三項ま での 規定により自らが認定した適

合施 設について 、前項 の規定 による確 認の結 果、認定要件に適合 しな くなったと認めるときは、当該適合

施設 の設置者 等に対し 、これ を改善す べきこ とを求め、及びその 求め によってもなお改善されないときは
、その認定を取り消すものとする。

都 道府県 知事等又 は登録認 定機関 は、第二 項若しくは第三項の規定に より 適合施設を認定し、又は前項

の規 定により 認定を取 り消し たときは 、主務 省令で定めるところ によ り、遅滞なく、主務大臣にその旨を
報告しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定により認定した適合施設（第五項の規定により認定を取り消した場合にあっ
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８

ては、 当該取消 しに係 る施設を 含む。 以下こ の項において同じ。）の情 報及 び前項（第三十八条第六項に

おいて 準用する 場合を 含む。） の規定 による 報告を受けた適合施設の情 報を 取りまとめ、公表しなければ
ならない。

第一項の規定により主務大臣から施設の認定を受けようとする設置者等は、実費を超えない範囲内にお

登録認定機関

いて政令で定める額の手数料を 国に 納付しなければならない。
第二節
（登録認定機関の登録）

登 録認定機関 の登録 （以下 単に「登 録」という。）を受けよう とす る者は、主務省令で定めると

農 林水産 大臣は、 前項の規 定によ る申請が あった場合において、必要 があ ると認めるときは、独立行政

をしなければならない。

ころ により、 実費を超 えない 範囲内に おいて 政令で定める額の手 数料 を納付して、主務大臣に登録の申請

第十八条

２

法人 農林水産 消費安全 技術セ ンター（ 以下「 センター」という。 ）に 、当該申請が第二十条第一項各号に

掲げる要件に適合してい るか どうかについて、必要な調査を行わせるこ とが できる。
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（欠格条項）
次の各号のいずれかに該当す る者 は、登録を受けることができない。

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。）

い者（当該登録を取り消された者が 法人 である場合においては、その取消しの日前 三十 日以内にその取

第三十条第一項から第三項 まで の規定により登録を取り消され、その取消 しの 日から一年を経過しな

の執行を受けることがなくなった日 から 一年を経過しない者

この法律又はこの法律に基 づく 処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、 その 執行を終わり、又はそ

第十九条
一

二

三

主務大臣は、第十八条 第一 項の規定により登録を申請した者（第二号 にお いて「登録申請者」と

（登録の基準）
第二十条

いう。）が次に掲げる要 件の 全てに適合しているときは、その登録をし なけ ればならない。この場合にお

第十七条第三項の規 定に よる認定又は同条第四項の規定による確認 （以 下「認定等」という。）を適

いて、登録に関して必要 な手 続は、主務省令で定める。
一
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２

二

一

確に行うために必要なものとして主 務省 令で定める基準に適合していること。

登録申請者が、施設認定農 林水 産物等の生産、販売その他の取扱いを業と する 者（以下この号及び第

二十七条第二項において「取扱業者 」と いう。）に支配されているものとして次の いず れかに該当する

登 録申請 者（法人 にあっ ては、そ の代表権 を有する役員）が、取 扱業 者の役員又は職員（過去二年

去二年間に取扱業者の役員又は職 員で あった者を含む。）の割合が二分の一を超 えて いること。

定する持分会社をいう。）にあっ ては 、業務を執行する社員）に占める取扱業者 の役 員又は職員（過

登録申請者が法人である場合にあっては、その役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規

八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

登録申請者が株式会社である場 合に あっては、取扱業者がその親法人（会社法 （平 成十七年法律第

ものでないこと。
イ

ロ

ハ

間に取扱業者の役員又は職員であ った 者を含む。）であること。
登録は、次に掲げる事項を登 録台 帳に記帳して行う。
登録年月日及び登録 番号
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３

四

三

二

登録認定機関が認定等に関 する 業務を行う事業所の所在地

登録認定機関が行う認定等 に係 る施設認定農林水産物等の種類

登録認定機関の氏名又は名 称及 び住所並びに法人にあっては、その代表者 の氏 名

主務大臣は、登録をしたときは、遅 滞な く、前項各号に掲げる事項を公示しなけれ ばな らない。

登 録は、三 年を下 らない 政令で定 める期間ごとにその更新を 受け なければ、その期間の経過に

（登録の更新）
第二十一条

前三条の規定は、前項の登録 の更 新について準用する。

よって、その効力を失う。
２

第 一項の 登録の更新 の申請 があっ た場合に おいて、同項の期間（以下 この 条において「登録の有効期間

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満

の満了後もその処分がさ れる までの間は、なおその効力を有する。

」と いう。） の満了の 日まで にその申 請に対 する処分がされない とき は、従前の登録は、登録の有効期間

３

４

了の日の翌日から起算す るも のとする。
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５

主 務大臣は 、第一項 の登録 の更新の 申請が 登録の有効期間の満了の日の六月 前ま でに行われなかったと

き、又は同項の規定により登録 が効 力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公 示し なければならない。
（承継）

登録認定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認定機関について相続、合併若

主務大臣は、前項の規定によ る届 出があったときは、遅滞なく、その旨を公 示し なければならない。

の旨を主務大臣に届け出 なけ ればならない。

前 項の規 定により登 録認定 機関の 地位を承 継した者は、遅滞なく、そ の事 実を証する書面を添えて、そ

によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する。

相続 人を選定し たとき は、そ の者）、 合併後 存続する法人若しく は合 併により設立した法人若しくは分割

譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき

しくは分割（当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があったときは、その事業の全部を

第二十二条

２

３

登録認定機関は、認定等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞

（認定等に関する業務の 実施 ）
第二十三条
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２

なく、認定等を行わなければな らな い。

登 録認定機 関は、公 正に、 かつ、主 務省令 で定める基準に適合する方法によ り認 定等に関する業務を行
わなければならない。
（事業所の変更の届出）

登 録認定機 関は、 認定等に 関する 業務を行う事業所の所在地 を変 更しようとするときは、変更

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

しようとする日の二週間前まで に、 主務大臣に届け出なければならない。

第二十四条

２
（業務規程）

登録認定機 関は、 認定等 に関する 業務に関する規程（次項に おい て「業務規程」という。）を

業務規程には、認定等の実施方法、認定等に関する手数料の算定方法その他の主務省令で定める事項を

きも、同様とする。

定め 、認定等 に関する 業務の 開始前に 、主務 大臣に届け出なけれ ばな らない。これを変更しようとすると

第二十五条

２

定めておかなければなら ない 。
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（業務の休廃止）

登 録認定機 関は、 認定等に 関する 業務の全部又は一部を休止し、又 は廃 止しようとするときは

主務大臣は、前項の規定による届出 があ ったときは、遅滞なく、その旨を公示しな けれ ばならない。

に届け出なければならない。

、主務 省令で定 めると ころによ り、休 止し、 又は廃止しようとする日の 六月 前までに、その旨を主務大臣

第二十六条

２
（財務諸表等の備付け及び閲覧 等）

登 録認定機 関は、 毎事業 年度経過 後三月以内に、その事業年 度の 財産目録、貸借対照表及び損

取扱業者その他の利害関係人 は、 登録認定機関の業務時間内は、いつでも、 次に 掲げる請求をすること

に備えて置かなければな らな い。

磁的 記録を含 む。次項 及び第 五十四条 第二号 において「財務諸表 等」 という。）を作成し、五年間事業所

報処 理の用に 供される ものを いう。以 下この 条において同じ。） の作 成がされている場合における当該電

その 他の人の 知覚によ っては 認識する ことが できない方式で作ら れる 記録であって、電子計算機による情

益計 算書又は 収支計算 書並び に事業報 告書（ これらの作成に代え て電 磁的記録（電子的方式、磁気的方式

第二十七条

２
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ができる。ただし、第二号又は 第四 号の請求をするには、登録認定機関の定め た費 用を支払わなければな

一
前号の書面の謄本又は抄本 の請 求

財務諸表等が書面をもって 作成 されているときは、当該書面の閲覧又は謄 写の 請求

らない。

二

財務諸表等が電磁的記録を もっ て作成されているときは、当該電磁的記録 に記 録された事項を主務省

前号の電磁 的記録 に記録 された事 項を電 磁的方法（電子情報 処理 組織を使用する方法その他の情報通

令で定める方法により表示したもの の閲 覧又は謄写の請求

三

四

信の技 術を利 用する方 法であ って主務 省令で定 めるものをいう。）に より 提供することの請求又は当該
事項を記載した書面の交付の 請求

主務大臣 は、登録 認定機 関が第二 十条第一項各号に掲げる要 件の いずれかに適合しなくなった

（適合命令）
第二十八条

と認 めるとき は、その 登録認 定機関に 対し、 これらの要件に適合 する ために必要な措置をとるべきことを
命ずることができる。
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主 務大臣は 、登録 認定機関 が第二 十三条の規定に違反していると認 める とき、又は登録認定機

（改善命令）
第二十九条

関が行 う認定等 が適当 でないと 認める ときは 、当該登録認定機関に対し 、認 定等に関する業務を行うべき

こと又は認定等の方法その他の 業務 の方法の改善に必要な措置をとるべきこと を命 ずることができる。
（登録の取消し等）

主務大臣は、登録認定機関が第十九条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取

主務大臣は、登録認定機関が 次の 各号のいずれかに該当するときは、その登 録を 取り消し、又は一年以

り消さなければならない。

第三十条

２

内の期間を定めて認定等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第二十三条、第二十 四条 第一項、第二十五条第一項、第二十六条第 一項 、第二十七条第一項又は次条

正当な理由がないの に第 二十七条第二項の規定による請求を拒んだ とき 。

一

二

前二条の規定による 命令 に違反したとき。

の規定に違反したとき。

三
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３

４

四

不正の手段により登録又は その 更新を受けたとき。

主 務大臣は 、前二項 に規定 する場合 のほか 、登録認定機関が、正当な理由が ない のに、その登録を受け

た日か ら一年を 経過し てもなお その登 録に係 る認定等に関する業務を開 始せ ず、又は一年以上継続してそ
の認定等に関する業務を停止し たと きは、その登録を取り消すことができる。

主務大臣は、前三項の規定による処 分を したときは、遅滞なく、その旨を公示しな けれ ばならない。

登 録認定機 関は、 主務省 令で定め るところにより、帳簿を備 え、 認定等に関する業務に関し主

（帳簿の記載等）
第三十一条

務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

登録認定機関若しく はそ の役員若しくは職員又はこれらの者であっ た者 は、認定等に関する業

（秘密保持義務）
第三十二条

務に関して知り得た秘密 を漏 らし、又は自己の利益のために使用しては なら ない。

登録認定機関以外の者は、その行う業務が認定等に関するものであると人を誤認させるような

（登録認定機関以外の者 によ る人を誤認させる行為の禁止）
第三十三条
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農林水産物及び食品の輸出のた めの 取組を行う事業者に対する支援措置

表示、広告その他の行為をして はな らない。
第六章
（輸出事業計画の認定）

我が国で生産された農林水 産物 又は食品の輸出のための取組を行う者は、 単独 で又は共同して

三

二

一

輸出事業の実施に必 要な 資金の額及びその調達方法

輸出事業の内容及び 実施 期間

輸出事業の対象とな る農 林水産物又は食品及びその輸出先国

輸出事業の目標

輸出事業計画には、次に掲げ る事 項を記載するものとする。

の認定を受けることができる。

業計画」という。）を作成し、 農林 水産省令で定めるところにより、これを農 林水 産大臣に提出して、そ

他の改善を図る事業（以下「輸 出事 業」という。）に関する計画（以下この条 及び 次条において「輸出事

、農林水産物又は食品の輸出の 拡大 を図るためこれらの生産、製造、加工又は 流通 の合理化、高度化その

第三十四条

２

四
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３

４

五

一

二

その他農林水産省令で定め る事 項
輸出事業計画には、次に掲げる措置 に関 する事項を含めることができる。

農林水産物又は食品の流通 に関 する事業を行う者が実施する食品等の流通 の合 理化（食品等の流通の

合理化及び取引の適正化に関する法 律（ 平成三年法律第五十九号）第二条第三項に 規定 する食品等の流

通の合理化のうち、農林水産物又は 食品 の流通における品質管理及び衛生管理の高 度化 又は国内外の需
要への対応に関するものをいう。） に関 する措置

食品の製造過程の管理の高 度化 に関する臨時措置法（平成十年法律第五十 九号 ）第六条第一項に規定

する食品の製造又は加工の事業を行う者が実施する製造過程の管理の高度化（同法第二条第二項に規定
する製造過程の管理の高度化 をい う。）に関する措置

農林水産大臣は、第一項の認 定の 申請があった場合において、その輸出事業 計画 が次の各号のいずれに

一

当該輸出事業が確実 に実 施されると見込まれるものであること。

基本方針に照らし適 切な ものであること。

も適合すると認めるとき は、 その認定をするものとする。

二
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５

三

四

五

六

当該輸出事業に係る農林水 産物 又は食品が区域指定農林水産物等である場 合に あっては、当該農林水

産物又は食品が第十六条第一項又は 第二 項の規定による指定を受けた適合区域（同 条第 四項の規定によ

り当該適合区域を変更した場合にあ って は、当該変更後の適合区域）において生産 され 、製造され、加
工され、又は流通するものであるこ と。

当該輸出事業に係る農林水 産物 又は食品が施設認定農林水産物等である場 合に あっては、当該農林水

産物又は食品が第十七条第一項から 第三 項までの規定による認定を受けた適合施設 にお いて生産され、
製造され、加工され、又は流通するものであること。

輸出事業計画に前項第一号に掲げる措置に関する事項が記載されている場合には、食品等の流通の合

理化及び取引の適正化に関す る法 律第五条第三項各号のいずれにも適合する こと 。

輸出事業計画に前項 第二 号に掲げる措置に関する事項が記載されて いる 場合には、食品の製造過程の

管理の高度化に関する臨時措 置法 第三条第一項に規定する基本方針に照らし 適切 なものとして農林水産
省令で定める基準に適合する こと 。

農林水産大臣は、第一項の認 定の 申請があったときは、遅滞なく、その内容 を当 該申請に係る輸出事業
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６

計画の対象となる事業を所管す る大 臣（次項において「事業所管大臣」という 。） に通知するものとする。

事業所管大臣は、前項の規定による 通知 を受けた場合において、必要があると認め ると きは、農林水産
大臣に対して意見を述べること がで きる。
（輸出事業計画の変更等）

前条第一項の認定を受けた 者（ 以下「認定輸出事業者」という。）は、当 該認 定に係る輸出事

前条第四項から第六項までの 規定 は、第一項の規定による変更の認定につい て準 用する。

と認めるときは、その認定を取り消すことができる。

たときは、その変更後のもの。以下「認定輸出事業計画」という。）に従って輸出事業を実施していない

農林水産大臣は、認定輸出事業者が当該認定に係る輸出事業計画（前項の規定による変更の認定があっ

業計画を変更しようとするとき は、 農林水産大臣の認定を受けるものとする。

第三十五条

２

３

認定輸出事業計画に 従っ て実施される輸出事業（次条において「認 定輸 出事業」という。）に

（食品等の流通の合理化 及び 取引の適正化に関する法律の特例）
第三十六条

第三十四条第三項第一号 に掲 げる措置が含まれる場合には、認定輸出事 業者 を食品等の流通の合理化及び
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取引の適正化に関する法律第六 条第 一項に規定する認定事業者と、認定輸出事 業計 画（当該措置に関する

部分に限る。）を同条第二項に 規定 する認定計画と、輸出事業（当該措置に関 する 部分に限る。）を同法

第四条第二項第一号に規定する 食品 等流通合理化事業とそれぞれみなして、同 法第 二章第三節第一款及び
第二款並びに第四節の規定（こ れら の規定に係る罰則を含む。）を適用する。

認定輸出事業に第三十四条第三項第二号に掲げる措置が含まれる場合には、認定輸出事業者を

（食品の製造過程の管理の高度 化に 関する臨時措置法の特例）
第三十七条

食品の製造過程の管理の高度化 に関 する臨時措置法第六条第一項の認定を受け た者 と、認定輸出事業計画

（当該措置に関する部分に限る。）を同法第七条第二項に規定する認定高度化計画とそれぞれみなして、

雑則

同法第十条の規定を適用する。
第七章

主務大臣は、第五章第一節の規定の施行に必要な限度において、第十五条第一項若しくは第二

（輸出証明書の発行を受 けた 者等に対する報告の徴収等）
第三十八条

項の 規定によ り輸出証 明書の 発行を受 けた者 又は第十七条第一項 から 第三項までの規定により認定を受け
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２

３

４

た適合 施設の設 置者等 に対し、 必要な 報告若 しくは帳簿、書類その他の 物件 の提出を求め、又はその職員

に、こ れらの者 の事務 所、事業 所その 他の事 業を行う場所（以下「事業 所等 」と総称する。）に立ち入り

、事業 所等の状 況若し くは帳簿 、書類 その他 の物件を調査させ、若しく は従 業者その他の関係者に質問さ
せることができる。

都 道府県知 事等は、 第五章 第一節の 規定の 施行に必要な限度において 、第 十五条第二項の規定により輸

出証明書の発行を受けた者又は第十七条第二項の規定により認定を受けた適合施設の設置者等に対し、必

要な 報告若しく は帳簿 、書類 その他の 物件の 提出を求め、又はそ の職 員に、これらの者の事業所等に立ち

入り 、事業所 等の状況 若しく は帳簿、 書類そ の他の物件を調査さ せ、 若しくは従業者その他の関係者に質
問させることができる。

前 二項の 規定によ り立入調 査又は 質問をす る職員は、その身分を示す 証明 書を携帯し、関係者の請求が
あるときは、これを提示 しな ければならない。

第一項及び第二項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。
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５

６

第 十五条第 一項若し くは第 二項の規 定によ り輸出証明書の発行を受けた者又 は第 十七条第一項若しくは

第二項 の規定に より認 定を受け た適合 施設の 設置者等が、第一項若しく は第 二項の規定による報告若しく

は物件 の提出を せず、 若しくは 虚偽の 報告若 しくは虚偽の物件の提出を し、 又はこれらの規定による立入

調査を 拒み、妨 げ、若 しくは 忌避し、 若しく はこれらの規定による質問 に対 して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をしたときは、主務大臣又は都道府県知事等は、それぞれ、自らが行った輸出証明書の発行又は
適合施設の認定を取り消すこと がで きる。

第十七条第六項の規定は、前項の規定による適合施設の認定の取消しについて準用する。
（登録認定機関に対する報告の徴収等）

主務大臣は 、第五 章の規 定の施行 に必要な限度において、登 録認 定機関若しくはその登録認定

前条第三項及び第四項の規定 は、 前項の規定による立入検査及び質問につい て準 用する。

類その他の物件を検査さ せ、 若しくは従業者その他の関係者に質問させ るこ とができる。

求め 、又はそ の職員に 、これ らの者の 事業所 等に立ち入り、認定 等に 関する業務の状況若しくは帳簿、書

機関 とその業 務に関し て関係 のある事 業者に 対し、必要な報告若 しく は帳簿、書類その他の物件の提出を

第三十九条

２
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（センターによる立入検査等）

農林 水産大臣 は、前 条第一項 の場合 において必要があると認めるとき は、 センターに、登録認定

第三十八条第三項及び第四項 の規 定は、第一項の規定による立入検査及び質 問に ついて準用する。

で定めるところにより、 その 結果を農林水産大臣に報告しなければなら ない 。

センターは、前項の指示に従 って 第一項の規定による立入検査又は質問を行 った ときは、農林水産省令

する。

、当該立入検査又は質問の期日 、場 所その他必要な事項を示してこれを実施す べき ことを指示するものと

農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には、センターに対し

できる。

業務の 状況若し くは帳 簿、書 類その他 の物件 を検査させ、又は従業者そ の他 の関係者に質問させることが

機関又 はその登 録認定 機関とそ の業務 に関し て関係のある事業者の事業 所等 に立ち入り、認定等に関する

第四十条

２

３

４

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するた

（センターに対する命令）
第四十一条
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め必要があると認めるときは、 セン ターに対し、当該業務に関し必要な命令を する ことができる。

農林水産大臣は、認定輸出 事業 者に対し、認定輸出事業計画の実施状況に つい て報告を求める

（認定輸出事業者に対する報告 の徴 収）
第四十二条
ことができる。
（主務大臣等）

この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣又は厚生

この法律における主務省令は 、主 務大臣の発する命令とする。

労働大臣とする。

第四十三条

２

この法律 に規定す る農林 水産大臣 及び主務大臣の権限は、農 林水 産大臣の権限にあっては農林

（権限の委任）
第四十四条

水産 省令で定 めるとこ ろによ り、主務 大臣の 権限にあっては主務 省令 で定めるところにより、地方支分部
局の長にそれぞれ委任す るこ とができる。
（事務の区分）
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第四十五条

第 三十八条 第二項 の規定に より都 道府県等が処理することとされて いる 事務は、地方自治法（

昭和二十二年法律第六十七号） 第二 条第九項第一号に規定する第一号法定受託 事務 とする。

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要

（農林水産省令等への委任）
第四十六条

第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関（当

罰則

な事項は、農林水産省令又は主 務省 令で定める。
第八章
第四十七条

該登録認定機関が法人である場合にあっては、その代表者）又はその代理人、使用人その他の従業者は、

第三十二条の規定に 違反 して、その職務に関して知り得た秘密を漏 らし 、又は自己の利益のた

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十八条

第三十九条第一項の 規定 による報告若しくは物件の提出をせず、若 しく は虚偽の報告若しくは

めに使用した者は、一年 以下 の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十九条

虚偽の物件の提出をし、 又は 同項若しくは第四十条第一項の規定による 検査 を拒み、妨げ、若しくは忌避
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し、若しくはこれらの規定によ る質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答 弁を した者は、五十万円以

次の各号のいずれかに掲げる 違反 があった場合においては、その違反行為を した 登録認定機関（

下の罰金に処する。
第五十条

当該登録認定機関が法人である 場合 にあっては、その代表者）又はその代理人 、使 用人その他の従業者は

第十七条第六項の規定によ る報 告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

、五十万円以下の罰金に処する。
一

第二十六条第一項の規定に よる 届出をしないで業務の全部若しくは一部を 休止 し、若しくは廃止し、

第四十二 条の規定 による 報告をせ ず、又は虚偽の報告をした とき は、その違反行為をした者は

第三十一条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

又は虚偽の届出をしたとき。

二

三
第五十一条

法人（人格のない社 団又 は財団で代表者又は管理人の定めのあるも のを 含む。以下この項にお

、三十万円以下の罰金に 処す る。
第五十二条

いて同じ。）の代表者若 しく は管理人又は法人若しくは人の代理人、使 用人 その他の従業者が、その法人
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２

又は人の業務に関して第四十七 条又 は前三条の違反行為をしたときは、行為者 を罰 するほか、その法人又
は人に対して、各本条の罰金刑 を科 する。

人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟

行為に つきその 人格の ない社 団又は財 団を代 表するほか、法人を被告人 又は 被疑者とする場合の刑事訴訟

第 四十一条 の規定 による 命令に違 反した場合には、その違反 行為 をしたセンターの役員は、二

に関する法律の規定を準用する。
第五十三条
十万円以下の過料に処する。

第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

次の各号のいずれか に該 当する者は、二十万円以下の過料に処する 。

一

第二十七条第一項の 規定 に違反して財務諸表等を備えて置かず、財 務諸 表等に記載すべき事項を記載

第五十四条

二

則

せず、若しくは虚偽の記載を し、 又は正当な理由がないのに同条第二項の規 定に よる請求を拒んだ者
附

（施行期日）
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第一条

この法律は、令和二年四月一日 から 施行する。

地方自治法の一部を次のように 改正 する。

（地方自治法の一部改正）
第二条

第三十八条第二項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特

別表第一に次のように加える。
農林水産物及び食品の輸出

別 区が 処理することとされている事務

号）

の促進に関する法律（令和
元年法律第

一件につき九万円

登録免許税法（昭和四十 二年 法律第三十五号）の一部を次のように改正 する 。

（登録免許税法の一部改正）
第三条

登録件数

施設認定農 林水 産物等の適合施設に係る登録認定機関の登 録

別表第一第八十七号の二の次 に次 のように加える。
八十七の三

農林水産物及び食品の輸出の促進 に関 する法律（令和元年法律第
号）第 二条第 三項（登 録認定機 関の登 録）の登 録（ 更新の
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登録を除く。）

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成十一年法律第百八十三号）の一部を次のよう

（独立行政法人農林水産消費安 全技 術センター法の一部改正）
第四条
に改正する。

号）第四十条第一項の規定

第十条第二項中第八号を第九号とし、第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第

号を加える。
三
による立入検査及び質問

食品 衛生法等 の一部を 改正す る法律（ 平成三十年法律第四十六号 ）の 一部を次のように改正する。

（食品衛生法等の一部を改正する法律の一部改正）
第五条

第一条中食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第六十五条の三の次に二条を加える改正規定
を次のように改める。
第六十五条の三の次に次の二条を 加え る。
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第六十五条の四及び第六十五条の五

削除

号）第四条に規定す

農林水産省設置法（平成十一年 法律 第九十八号）の一部を次のように改正する 。

（農林水産省設置法の一部改正）
第六条
目次中「第十六条の二」を「第十六 条の 三」に改める。

農林 水産物 及び食 品の輸出 の促進に 関する法律（令和元年 法律 第

第四条第一項第十一号の次に次の一 号を 加える。
十一の二
る事務

第十二条第二項中「食育推進会議」を「次のとおり」に改め、同項に次のように加える。
食育推進会議
農林水産物・食品輸出本部
第三章第四節中第十六条の二 の次 に次の一条を加える。

農林水 産物・ 食品輸出 本部に ついては、農林水産 物及 び食品の輸出の促進に関する法律（

（農林水産物・食品輸出本部）
第十六条の三

- 38 -

これに基づく命令を含む。）の定め ると ころによる。

第二十四条及び第三十一条中「第十号から第十三号まで」を「第十号、第十一号、第十二号、第十三号
」に改める。
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