
別紙 EU-A3 

 （作成日：令和元年 10 月 18 日） 

  （最終更新日：令和４年 10 月１日） 

 

英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、 

乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱 

 

（目次） 

 

１ 目的 

２ 用語の定義 

３ 所掌 

４ 輸出要件 

（１）生産農場 

（２）施設 

５ 生産農場の登録に係る手続等 

（１）乳製品 

（２）殻付き卵（クラスＡ卵又はクラスＢ卵） 

（３）原料卵 

６ 認定等の手続 

（１）申請手続 

（２）都道府県等衛生主幹部局の提出手続 

（３）審査 

（４）施設の認定 

（５）指名食品衛生監視員の指名 

７ 認定後の事務 

（１）輸出検疫証明書の発行手続 

（２）指名食品衛生監視員による施設の監視等 

（３）指名食品衛生監視員の研修等 

（４）厚生労働省の現地査察等 

（５）輸出製品の変更、追加又は取下げの申請 

（６）変更及び認定の取下げの届出 

８ 補足 

 

別添１－１ ブルセラ症及び結核清浄牛群 

別添１－２ ＥＵ等向けに輸出される乳製品の原料乳を供給する牛群におけるブルセラ症及び 

結核検査 

別添２   サルモネラ管理計画 

別添３－１ 施設の衛生管理等に関するＥＵ向け追加基準（食肉製品） 

別添３－２ 施設の構造設備及び衛生管理等に関する基準（乳製品、殻付き卵及び卵製品） 

別添４   電子メール又はＮＡＣＣＳによる衛生証明書の発行申請手続 

      別記様式１ 食品輸出計画書 

別添５   チェックリスト 

別添６   原料食肉証明書、食肉衛生証明書作成の留意事項について 

 

別表１ 食肉製品の加熱基準 

別表２ 原料乳の基準 



別表３ 原料乳の加熱殺菌基準 

別表４ クラスＡ卵・クラスＢ卵の個別基準 

 

別紙様式１－１ 生産農場登録様式（乳製品） 

別紙様式１－２ 生産農場登録番号通知様式（乳製品） 

別紙様式１－３ 生産農場登録情報変更/取消様式（乳製品） 

別紙様式２－１－① 生産農場登録様式（殻付き卵） 

別紙様式２－１－② 生産農場登録様式（原料卵） 

別紙様式２－２－① 生産農場登録番号通知様式（殻付き卵） 

別紙様式２－２－② 生産農場登録番号通知様式（原料卵） 

別紙様式２－３－① 生産農場登録情報変更/取消様式（殻付き卵） 

別紙様式２－３－② 生産農場登録情報変更/取消様式（原料卵） 

別紙様式３－１ 施設認定申請書様式（食肉製品） 

別紙様式３－２ 施設認定申請書様式（乳製品、殻付き卵及び卵製品） 

別紙様式４   都道府県等申請様式 

別紙様式５   指名食品衛生監視員推薦様式 

別紙様式６－１ 家畜保健衛生所による確認書様式（原料乳） 

別紙様式６－２ 家畜保健衛生所による確認書様式（殻付き卵：クラスＡ卵） 

別紙様式６－３ 家畜保健衛生所による確認書様式（殻付き卵：クラスＢ卵） 

別紙様式６－４ 家畜保健衛生所による確認書様式（原料卵） 

別紙様式７－１ 検査申請書様式（牛肉） 

別紙様式７－２ 検査申請書様式（家きん肉） 

別紙様式７－３ 原料食肉証明書発行申請書様式（牛肉） 

別紙様式７－４ 原料食肉証明書発行申請書様式（家きん肉） 

別紙様式８－１ 原料食肉証明書様式（牛肉） 

別紙様式８－２ 原料食肉証明書様式（家きん肉） 

別紙様式９－１ 衛生証明書発行申請書様式（食肉製品） 

別紙様式９－２－① 衛生証明書様式（加熱基準Ａによる食肉製品） 

別紙様式９－２－② 衛生証明書様式（加熱基準Ｂ～Ｄによる食肉製品） 

別紙様式 10－１ 衛生証明書発行申請書様式（乳製品） 

別紙様式 10－２ 衛生証明書様式（乳製品） 

別紙様式 11－１ 衛生証明書発行申請書様式（殻付き卵） 

別紙様式 11－２ 衛生証明書発行申請書様式（卵製品） 

別紙様式 11－３ 衛生証明書様式（殻付き卵） 

別紙様式 11－４ 衛生証明書様式（卵製品） 

別紙様式 12－１ 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け食肉製品（非特定の処理）） 

別紙様式 12－２ 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け食肉製品（特定の処理）） 

別紙様式 12－３ 輸出検疫証明書様式（英国向け食肉製品） 

別紙様式 12－４ 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け乳製品（未殺菌）） 

別紙様式 12－５ 輸出検疫証明書様式（英国向け乳製品（未殺菌）） 

別紙様式 12－６ 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け乳製品（特定の処理）） 

別紙様式 12－７ 輸出検疫証明書様式（英国向け乳製品（特定の処理Ｂ）） 

別紙様式 12－８ 輸出検疫証明書様式（英国向け乳製品（特定の処理Ｃ）） 

別紙様式 12－９ 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け殻付き卵） 

別紙様式 12－10 輸出検疫証明書様式（英国向け殻付き卵） 

別紙様式 12－11 輸出検疫証明書様式（ＥＵ向け卵製品） 

別紙様式 12－12 輸出検疫証明書様式（英国向け卵製品） 



別紙様式 13－１ 現地調査における指摘事項 

別紙様式 13－２ 指摘事項に対する改善状況 

別紙様式 14   輸出製品の変更、追加又は取下げ申請書 

別紙様式 15   変更又は認定取下げ届（施設） 

別紙様式 16   監視体制の変更届（保健所） 

 

  



１ 目的 

この要綱は、英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー（本要綱において

「ＥＵ等」という。）域内に輸出する食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品について、農林水

産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則（令和２年財務省・厚生労働省・農林水産省令

第１号）第５条に基づく衛生証明書の発行、第 16 条に基づく適合施設の認定、第 21 条に基づく

定期的な確認に関する手続きを定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

「英国」とは、スコットランド、イングランド、ウェールズ及びマン島をいう。 

「食肉」とは、牛肉、豚肉又は家きん肉（鶏、あひる及び七面鳥）の可食部位をいう。 

「食肉製品」とは、食肉の加工品又はそれらをさらに加工した加工品をいう。 

「ＥＵ等向け輸出食肉製品」とは、ＥＵ等向けに輸出される食肉製品をいう。 

「原料食肉」とは、ＥＵ等向け輸出食肉製品の原料として使用する食肉をいう。 

「原料食肉製品」とは、ＥＵ等向け輸出食肉製品の原料として使用する食肉製品をいう。 

「生乳」とは、牛、山羊又はめん羊に由来する乳であって、40℃を超える加熱又はこれと同

等の処理をされていない乳をいう（初乳を除く。）。 

「初乳」とは、出産後３から５日の牛、山羊又はめん羊より搾乳された抗体やミネラルを多

く含む生乳生産前の乳をいう。 

「乳製品」は、生乳の加工品又はそれらをさらに加工した加工品をいう（直接飲用に供する

目的で処理したものを含む）。 

「ＥＵ等向け輸出乳製品」とは、ＥＵ等向けに輸出される乳製品をいう。 

「原料乳」とは、ＥＵ等向け輸出乳製品の原料として使用する生乳をいう。 

「原料乳製品」とは、ＥＵ等向け輸出乳製品の原料として使用する乳製品をいう。 

「殻付き卵」とは、鶏から採取され、直接食用又は卵製品の調製に適した殻付き卵（ゆで卵

等の調理した卵を除く。）をいう。 

「クラスＡ卵」とは、消費者に直接販売される殻付き卵であり、別表４の規定を満たすもの

をいう。 

「クラスＢ卵」とは、クラスＡ卵以外の殻付き卵であり、最終目的地が加工施設であるもの

をいう。 

「ＥＵ等向け輸出殻付き卵」とは、ＥＵ等向けに輸出される殻付き卵をいう。 

「卵製品」は、殻付き卵の加工品（液卵を含む。）又はそれらをさらに加工した加工品をい

う。 

「液卵」は、殻付き卵の殻を除去した後の卵の内容物をいう。 

「ＥＵ等向け輸出卵製品」とは、ＥＵ等向けに輸出される卵製品をいう。 

「原料卵」とは、ＥＵ等向け輸出卵製品の原料として使用する殻付き卵をいう。 

「原料卵製品」とは、ＥＵ等向け輸出卵製品の原料として使用する卵製品をいう。 

「Ready-to-eat 食品」とは、喫食前に加熱等を必要とせず、そのまま喫食することを意図し

た調理済み食品をいう。 

「都道府県等」とは、都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。 

「都道府県知事等」とは、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長をいう。 

「食品衛生当局」とは、厚生労働省（地方厚生局を含む。）及び都道府県等（食肉衛生検査

所及び保健所を含む。）をいう。 

「動物衛生当局」とは、農林水産省（動物検疫所を含む。）及び都道府県等（家畜保健衛生

所を含む。）をいう。 

「動物検疫所」とは、農林水産省動物検疫所をいう。 

「生産農場」とは、ＥＵ等向け輸出食肉製品、ＥＵ等向け輸出乳製品、EU 等向け輸出殻付き

卵及びＥＵ等向け輸出卵製品の由来する動物を飼育、生産する農場をいう。 



「と畜場等」とは、と畜場、食鳥処理場及び食肉処理施設をいう。 

「認定と畜場等」とは、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向

け輸出食肉の取扱要綱」によりＥＵ等に牛肉又は家きん肉を輸出することが可能な施設とし

て認定されたと畜場等をいう。 

「認定施設」とは、６（４）の規定に基づき厚生労働省から認定され、認定番号が付与され

た食肉製品製造施設、乳処理施設、乳製品製造施設、卵選別包装施設及び卵製品製造施設をい

う。 

「指名食品衛生監視員」とは、６（５）の規定に基づき指名された食品衛生監視員をいう。 

 

３ 所掌 
本要綱の中で、認定施設に関する事務は食品衛生当局が、生産農場に関する事務は動物衛生当

局が行う。また、衛生証明書は、食品衛生当局が発行し、輸出検疫証明書は、動物衛生当局が交

付する。なお、交付に当たっては、両当局が連携し、手続が円滑に行われるよう努めるものとす

る。 

 

４ 輸出要件 

（１） 生産農場 

① 食肉製品の原料食肉の生産農場 

ア 原料牛肉の由来する生産農場にあっては、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシ

ュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」の４（２）①に掲げる条件を満た

していること。 

イ 原料家きん肉の由来する生産農場にあっては、「英国、欧州連合、スイス、リヒテ

ンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」の４（２）②に掲げる条件を

満たしていること。 

② 乳製品の原料乳の生産農場 

ア 原料乳が５（１）に基づき登録を受けた農場から由来し、原料乳の由来する動物が

動物衛生当局の管理下にあること。 

イ 原料乳が、輸出検疫証明書の交付前 12 か月間、口蹄疫及び牛疫清浄であり、これ

らの疾病に対するワクチン接種が行われていない国にて飼養されていた動物に由来

すること。 

ウ 原料乳が、口蹄疫又は牛疫に係る規制の対象となっていない農場に由来すること。 

エ 原料乳の由来する動物に対し、獣医師が定期的に検査を実施するとともに、以下に

掲げる要件が満たされていることを担保していること。 

（ア） 原料乳に関する衛生条件 

ａ 乳を通じて人に感染する疾病の症状を呈していない動物に由来すること。 

ｂ 健康であり、乳を汚染する疾病の兆候がなく、特に分泌物を伴う生殖器の

感染、下痢及び熱を伴う腸炎及び見て取れる乳房の炎症を患っていないこと。 

ｃ 乳に影響を及ぼす可能性のある乳房の傷がないこと。 

ｄ 別に定める残留物質モニタリング計画に関連して、違法な治療や日本にお

いて承認を受けていない薬剤等の投与がなされていないことが確認されてい

ること。 

ｅ ＥＵにより承認されている薬剤等を投与されている場合は、これらの薬剤

等に設定されている休薬期間又は使用禁止期間が順守されていること。 

ｆ 原料乳は、別添１－１に規定されるブルセラ症の清浄群の動物に由来する

こと。 

ｇ 原料乳は、別添１－１に規定される結核の清浄群の動物に由来すること。 



ｈ 原料乳の由来する牛は、山羊との直接的、間接的な接触が無いよう、飼養

管理を明確に区分して飼育すること。 

ｉ ｆからｈまでのいずれかを満たさない場合であっても、生乳の由来する動

物が、原料乳の生産日から遡って 12 か月間以内に実施した、別添１－２に

基づくブルセラ症又は結核の検査の結果が陽性ではなく、また、これらの疾

病の症状を呈しておらず、かつ、得られた原料乳を別表３に定める生乳の殺

菌基準に基づき加熱処理し、記録等により確実に加熱殺菌が行われているこ

とを動物衛生当局が確認した場合は使用することができる。ただし、山羊及

びめん羊に由来したチーズ用原料乳にあっては、加熱処理をチーズの加工工

程における２か月以上の熟成に替えることができる。 
ｊ ブルセラ症及び結核に感染又はそのおそれがある動物は、その他の動物に

影響を及ぼすことのないよう隔離していること。 

（イ） 原料乳の生産農場の設備等に関する要件 

ａ 搾乳設備及び原料乳を取り扱い、冷却し、貯蔵する設備は、衛生的な場

所に位置し、原料乳への汚染を防ぐ構造であること。 

ｂ 原料乳の貯蔵施設はねずみ、昆虫等の進入を防止され、動物を飼養する

施設から適切に区分されていること。また、搾乳、集乳及び輸送を行う場

合には、適切な冷蔵設備を有すること。 

ｃ 原料乳に接触する設備や器具（搾乳、集乳、輸送のための器具、容器等）

の表面は、洗浄が容易で、必要に応じて消毒が行えるよう、傷のない状態

が維持されていること。また、平滑、不浸透性、非吸収性で、人体に有害

ではない材質が使用されていること。 

ｄ 原料乳に接触する設備や器具は、１日１回以上洗浄し、必要に応じて消

毒されていること。 

ｅ 生産農場に複数の動物群が存在する場合等、ＥＵ等向けに搾乳された原

料乳をそれ以外の乳と区分して貯蔵すること。 

ｆ 別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されてい

ること。 

（ウ） 搾乳、集乳及び輸送における衛生条件 

ａ 搾乳前に乳頭、乳房及び隣接する部位を清潔にすること。 

ｂ 搾乳を行う者は、搾乳前に手を洗浄すること。その際、前腕まで完全に

洗浄すること。 

ｃ 搾乳者又は同様の結果を得ることのできる者より、官能検査又は理化学

検査を行い、異常を示す乳は人の食用に使用しないこと。 

ｄ 乳房に疾病兆候がある動物の乳は人の食用としないこと。 

ｅ 治療により、乳に残留物が伝達する可能性が高い動物を特定し、当該投

与物質の休薬期間又は使用禁止期間が終了する前に、当該動物から搾乳さ

れた乳は人の食用としないこと。 

ｆ 乳房へのディップ又はスプレー剤は日本において使用可能なものである

こと。 

ｇ 初乳は他の乳とは別に搾乳し、原料乳と混ぜないこと。 

ｈ 原料乳は、汚染を防ぐよう設計されていて、そのための器材を備えた清

潔な場所で、搾乳後直ちに保管すること。 

ｉ 原料乳は、毎日集乳している場合にあっては、直ちに８℃以下に冷却し、

毎日集乳をしない場合にあっては、直ちに６℃以下に冷却すること。 

ｊ 輸送期間中は、コールドチェーンを維持し、目的地の施設への到着時に



原料乳の温度は 10℃以下であること。 

ｋ ただし、原料乳を搾乳後２時間以内に加工に供する場合にあっては、ｈ

からｊまでの条件を満たす必要はないこと。 

（エ） 生産農場の従業員に関する衛生条件 

ａ 搾乳を行う者及び原料乳を取り扱う者は作業に適した清潔な衣服を着用

すること。 

ｂ 搾乳を行う者は個人の衛生状態を維持すること。また、搾乳を行う者及

び原料乳を取り扱う作業員の数に応じた十分な数及び大きさの手洗設備が

便利な場所に設けられていること。 

（オ） 原料乳の基準 

別表２に示す原料乳の基準を遵守していること。 

（カ） 生産農場における記録の保持 

ａ 飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保持する体制が

とられていること。 

（ａ） 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称

並びに導入年月日 

（ｂ） 出荷または移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷ま

たは移動先の農場等の名称並びに出荷又は移動年月日 

（ｃ） 飼養する家畜の頭数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合

にあってはその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の

処置の状況 

③ 殻付き卵（原料卵除く。）の生産農場 

ア 殻付き卵が５（２）に基づき登録を受けた農場から由来し、殻付き卵を生産する家

きんが動物衛生当局の管理下にあること。 

イ 殻付き卵を生産する家きんに対し、獣医師が定期的に検査を実施するとともに、以

下に掲げる要件が満たされていることを担保していること。 

（ア） 殻付き卵は、集卵日から起算して過去 30 日間、かつ輸出検疫証明書の交付日

までの間、高病原性鳥インフルエンザ（ＨＰＡＩ）及びニューカッスル病（Ｎ

Ｄ）の発生がない生産農場に由来すること。 

（イ） クラスＡ卵の輸出を希望する場合は、５に基づき登録を受けた別添２に基づ

くサルモネラ管理計画を実施し、陰性であることが確認された生産農場由来の

卵であること。 

（ウ） クラスＡ卵にあっては、由来する鶏群において、導入から集卵日に至るまで、

食中毒発生に関する調査を目的とした疫学調査の結果サルモネラ属菌が検出

された旨の報告がないこと。 

（エ） 殻付き卵は、集卵日に監視伝染病を疑う症状を示していない家きん由来であ

ること。具体的には、集卵日に監視伝染病を疑う症状がある場合は、ＥＵ等向

け原料卵として用いないこと。なお、このことについては適切に記録し、記録

を３年間保存すること。 

（オ） 農場において、監視伝染病を疑う症状が確認された際は、速やかに家畜保健

衛生所に連絡する体制であること。 
（カ） 殻付き卵は、農場から最終製品として消費者に販売されるまで、清潔で、乾

燥が保たれ、異臭のない状態で、衝撃や直射日光を避けて取り扱うこと。 

（キ） 殻付き卵は、農場から最終製品として消費者に販売されるまで、適切な温度

で保管、輸送されていること。 

（ク） 別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されているこ



と。（認定施設においてモニタリングが実施されている場合を除く。） 

（ケ） 農場においては、飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保

存する体制がとられていること。 

ａ 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導

入の年月日 

ｂ 出荷または移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷または移動

先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 

ｃ 飼養する家畜の頭数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあって

はその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

④ 原料卵の生産農場 

ア 原料卵が５（３）に基づき登録を受けた農場から由来し、原料卵を生産する家きん

が動物衛生当局の管理下にあること。 

イ 原料卵を生産する家きんに対し、獣医師が定期的に検査を実施するとともに、以下

に掲げる要件が満たされていることを担保していること。 

（ア） 原料卵が、集卵日から起算して、過去 30 日間、ＨＰＡＩ及びＮＤの発生のな

い生産農場に由来すること。 

（イ） 原料卵の集卵日から起算して、過去 30日間、生産農場の周囲 10 キロメート

ル以内でＨＰＡＩ及び ＮＤの発生がないこと。 

（ウ） 上記②を満たすことができない場合は、４（２）④ウの加熱条件を満たすこ

と。 

（エ） 原料卵は、集卵日に監視伝染病を疑う症状を示していない家きん由来である

こと。具体的には、集卵日に監視伝染病を疑う症状がある場合は、ＥＵ等向け

原料卵として用いないこと。なお、このことについては適切に記録し、記録を

３年間保存すること。 

（オ） 農場において、監視伝染病を疑う症状が確認された際は、速やかに家畜保健

衛生所に連絡する体制であること。 
（カ） 原料卵は、卵殻が完全に発達しており、割れていないこと。ただし、ヒビの

入った卵（Ａ級破卵、Ｂ級破卵）については、加工施設に直送し、直ちに加工

される場合に限り使用することができる。 

（キ） 別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されているこ

と。（認定施設においてモニタリングが実施されている場合を除く。） 

（ク） 農場においては、飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保

存する体制がとられていること。 

ａ 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導

入の年月日 

ｂ 出荷または移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷または移動

先の農場等の名称並びに出荷又は移動の年月日 

ｃ 飼養する家畜の頭数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあって

はその症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

 （２） 施設 

認定施設は、以下に掲げる要件を満たすこと。なお、原料食肉製品、原料乳製品、又は

原料卵製品を製造する施設にあっても、以下に掲げる要件を満たす必要があること。 

① 食品衛生関係（食肉製品） 

 ZZ-A1 で定める輸出食肉製品取扱施設の認定を受けていること。なお、認定を受けて

いない施設にあっては、輸出食肉製品取扱施設認定の申請も同時に行うこと。  

ア ＥＵ等向け輸出食肉製品については、別添３－１「施設の衛生管理等に関するＥＵ



等向け追加基準（食肉製品）」に適合するものであること。 

イ 別添３－１を満たしていることを確認する検査を行うこと。 

ウ 施設で製造されたＥＵ等向け輸出食肉製品は、他のＥＵ等向けでない製品との混合

及び接触を防止する方法により製造、保管及び輸送されること。 

② 食品衛生関係（乳製品、殻付き卵、卵製品） 

ア ＥＵ等向け輸出乳製品、殻付き卵及び卵製品については、別添３－２「施設の構造

設備及び衛生管理等に関する基準（乳製品、殻付き卵、卵製品）」に適合するもので

あること。 

イ 別添３－２の各基準を満たしていることを確認する検査を行うこと。 

ウ ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理を実施していること。 

エ 施設で製造されたＥＵ等向け輸出乳製品、ＥＵ等向け輸出殻付き卵及びＥＵ等向け

輸出卵製品は、他のＥＵ等向けでない製品との混合及び接触を防止する方法により製

造、保管及び輸送されること。 

③ 監視指導関係 

ア 指名食品衛生監視員により、監視指導が行われていること。 

イ 指名食品衛生監視員により、別添３－１の第４「都道府県知事等による監視等の基

準」又は別添３－２の第６「都道府県知事等による監視等の基準」に定める基準に基

づく、監視指導及び検査等が実施されていること。 

ウ 殻付き卵及び乳については、別に定める方法により、残留物質に関するモニタリン

グが実施されていること（生産農場において必要なモニタリングが実施されている場

合を除く。）。  

④ 家畜衛生関係 

ア ＥＵ等向け輸出食肉製品について、原料食肉に応じて別表１に示す加熱基準を満た

していること。 

イ ＥＵ等向け輸出乳製品について、４（１）②エの（ア）のｆ又はｇあるいはｈを満

たさない場合にあっては、原料乳を、別表３に示す方法で殺菌をしていること。 

ウ ＥＵ等向け輸出卵製品について、４（１）④イの（イ）を満たすことができない場

合にあっては、別添３－２の第４の５に示す加熱がなされていること。 

 

５ 生産農場の登録に係る手続等 

（１） 乳製品 

① 生産農場の所有者等は、その生産農場が所在する地域を管轄する都道府県の畜産主

務課に対し、原料乳の生産農場の登録を希望する旨、別紙様式１－１の各項目に関す

る情報を添えて、届出を行うこと。 

② 届出を受けた都道府県の畜産主務課は、当該生産農場が４（１）②の要件を満たし

ていることを現地調査により確認し、要件を満たしていることが確認できた場合、別

紙様式１－１を用いて、農林水産省消費・安全局動物衛生課（以下「動物衛生課」とい

う。）に対し、当該生産農場の登録を申請する。動物衛生課は、申請された項目を確認し

た後、当該生産農場の登録を行い、別紙様式１－２を用いて都道府県の畜産主務課に登

録番号を通知する。登録された生産農場の一覧は、動物衛生課が管理し、動物検疫所の

ホームページにて公表すること。 

③ ②に基づき認定された生産農場の所有者等は、当該生産農場からの輸出の取りやめ

又は別紙様式１－１の各項目について変更（又は取消）があった場合は、速やかに当

該生産農場を管轄する都道府県の畜産主務課宛てに届出を行うこと。当該届出を受理

した畜産主務課は、ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳の生産農場の認定事項の変更（又は

取消）について別紙様式１－３により動物衛生課宛てに報告すること。 



④ 動物衛生課は、生産農場の認定、取りやめ又は変更があった場合、都度、厚生労働

省へ通知すること。厚生労働省は、認定施設を所管する都道府県等の食品衛生部局

へ、通知のあった内容を連絡すること。 

⑤ 登録を受けた農場に対し、登録を行った都道府県の畜産主務課は、少なくとも６か

月に一度立入を行い、当該生産農場が４（１）②の要件を引き続き満たしていること

を確認すること。その際に、４（１）②の要件を満たしていない事項がある場合は、

畜産主務課は是正措置を講ずるよう指示をすること。 

（２） 殻付き卵（クラスＡ卵又はクラスＢ卵） 

① 生産農場の所有者等は、その生産農場が所在する地域を管轄する都道府県の畜産主務

課に対し、ＥＵ等向け輸出殻付き卵の生産農場の登録を希望する旨、別紙様式２－１－

①の各項目に関する情報を添えて届出を行う。 

② 届出を受理した都道府県の畜産主務課は、当該生産農場が４（１）③の要件を満たし

ていることを現地調査により確認し、要件を満たしていることが確認できた場合、別

紙様式２－１－①を用いて、動物衛生課に対し、当該生産農場の登録を申請する。動物

衛生課は、申請された項目を確認した後、当該生産農場の登録を行い、別紙様式２－２

－①を用いて都道府県の畜産主務課に登録番号を通知する。登録された生産農場の一覧

は、動物衛生課が管理し、動物検疫所のホームページにて公表する。 

③ 登録された殻付き卵の生産農場のうち、クラスＡ卵の生産農場においては、別添２に

基づくサルモネラ管理計画を実施する。 

④ ①及び②に基づき登録された生産農場の所有者等は、当該生産農場からの輸出の取り

やめ又は別紙様式２－１－①の各項目について変更があった場合には、速やかに当該生

産農場を管轄する都道府県の動物衛生部局宛てに届出を行うものとする。当該届出を受

理した都道府県等の動物衛生部局は、別紙様式２－３－①により動物衛生課宛てに報告

する。 

⑤ 登録を受けた農場に対し、登録を行った都道府県の畜産主務課は、少なくとも１年

に一度立入を行い、当該生産農場が４（１）③の要件を引き続き満たしていることを

確認すること。その際に、４（１）③の要件を満たしていない事項がある場合は、畜

産主務課は是正措置を講ずるよう指示を行い、動物衛生課へこのことを報告するこ

と。動物衛生課は、動物検疫所に輸出検疫証明書の交付停止について連絡するととも

に当該農場からの殻付き卵のＥＵ等向け輸出を停止することとして、登録を削除す

る。動物衛生課は、当該農場について、都道府県による是正措置の確認までの間、農

場への登録を削除するものとする。 

⑥ 農林水産省は、登録、取りやめ又は変更あるいは登録の削除があった場合、都度、

厚生労働省へ通知する。厚生労働省は、認定施設を所管する都道府県等の食品衛生部

局へ、通知のあった内容を連絡する。 

（３） 原料卵 

① 卵製品の生産施設の所有者等は生産農場の所有者等と協力し、その生産農場が所在す

る地域を管轄する都道府県の畜産主務課に対し、ＥＵ等向け卵製品の原料卵の生産農場

の登録を希望する旨、別紙様式２－１－②の各項目に関する情報を添えて届出を行う。 

② 届出を受理した都道府県の畜産主務課は、当該生産農場が４（１）④アの要件を満た

していることを現地調査により確認し、要件を満たしていることが確認できた場合、

別紙様式２－１－②を用いて、動物衛生課に対し、当該生産農場の登録を申請する。動

物衛生課は、申請された項目を確認した後、当該生産農場の登録を行い、別紙様式２－

２－②を用いて都道府県の畜産主務課に登録番号を通知する。 

③ ①及び②に基づき登録された生産農場から原料卵を購入する卵製品の生産施設の所

有者等は、当該生産農場からの輸出の取りやめ又は別紙様式２－１－②の各項目につい



て変更があった場合には、生産農場の所有者等と協力し、速やかに当該生産農場を管轄

する都道府県の動物衛生部局宛てに届出を行うものとする。当該届出を受理した都道府

県等の動物衛生部局は、別紙様式２－２－②により動物衛生課宛てに報告する。 

④ 卵製品の生産施設の所有者等は、輸出の取りやめ又は別紙様式２－１－②の各項目に

ついて変更があった場合には、生産農場の所有者等と協力し、速やかに当該生産農場を

管轄する都道府県の動物衛生部局宛てに届出を行うものとする。当該届出を受理した都

道府県等の動物衛生部局は、別紙様式２－３－②により動物衛生課宛てに報告する。 

⑤ 登録を受けた農場に対し、登録を行った都道府県の畜産主務課は、少なくとも１年

に一度立入を行い、当該生産農場が４（１）④の要件を引き続き満たしていることを

確認すること。その際に、４（１）④の要件を満たしていない事項がある場合は、畜

産主務課は是正措置を講ずるよう指示を行い、動物衛生課へこのことを報告するこ

と。動物衛生課は、動物検疫所に輸出検疫証明書の交付停止について連絡するととも

に当該農場の原料卵を使用した卵製品のＥＵ等向け輸出を停止することとして、登録

を削除する。動物衛生課は、当該農場について、都道府県による是正措置の確認まで

の間、農場への登録を削除するものとする。 

⑥ 農林水産省は、登録、取りやめ又は変更あるいは登録の削除があった場合、都度、

厚生労働省へ通知する。厚生労働省は、認定施設を所管する都道府県等の食品衛生部

局へ、通知のあった内容を連絡する。 

 

６ 認定等の手続 

（１） 申請手続 

ＥＵ等向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品を取り扱う施設としての認定を

受けようとする施設の営業者は、食肉製品にあっては別紙様式３－１、乳製品、殻付き卵

及び卵製品にあっては別紙様式３－２により施設を管轄する都道府県知事等を経由して

厚生労働省に関係資料を添付して申請し、併せて、当該申請書類の副本を当該施設が所在

する地域を管轄する地方厚生局宛て提出すること。なお、厚生労働省及び都道府県等衛生

部局は必要に応じて追加で資料を求めることができる。 

（２） 都道府県等衛生主幹部局の提出手続 

申請書を受け付けた都道府県知事等は、内容について審査し、認定に差し支えない場合

には、別紙様式４により当該施設の監視体制に関する資料を添えて厚生労働省宛て提出

し、併せて、当該申請書類の副本を地方厚生局宛て提出すること。 

（３） 審査 

厚生労働省は、申請書等について書類審査を行い、問題がないと判断された場合は、厚

生労働省の担当官を当該施設に派遣し、現地調査を実施すること。 

（４） 施設の認定 

厚生労働省は、書類審査及び現地調査において、当該施設の施設、設備等が本要綱に規

定する要件等を満たしていると認められる場合は、当該施設を認定施設として認定し、認

定番号を付して英国環境・食料・農村地域省（ＤＥＦＲＡ）及び欧州委員会保健衛生・食

の安全総局（ＤＧＳＡＮＴＥ）へ通知すること。ＤＥＦＲＡ及びＤＧＳＡＮＴＥ側の手続

を経て、ＤＥＦＲＡ及びＤＧＳＡＮＴＥのＨＰに当該施設の名称等が掲載されたら、厚生

労働省は、都道府県知事等を通じ、当該営業者にその旨通知すること。 

（５） 指名食品衛生監視員の指名 

① 都道府県等衛生主幹部局の推薦 

都道府県等の衛生主管部局は、指名食品衛生監視員として推薦する者を管轄する施設

名とともに、別紙様式５によりリストを作成して厚生労働省に推薦する。 

都道府県等の衛生主管部局は、毎年４月 15 日までに、リストの更新の有無及び更新



がある場合は、更新内容を厚生労働省宛て報告すること。なお、年度初めにかかわらず、

リストの内容を変更する必要が生じた場合は、厚生労働省に報告を行うこと。 

② 指名食品衛生監視員の指名 

厚生労働省は、都道府県等から推薦された食品衛生監視員により、施設で実施されて

いる検査等が、適当であると認められる場合には、当該食品衛生監視員を指名食品衛生

監視員として指名し、都道府県等に通知する。 

 

７ 認定後の事務 

６（４）により厚生労働省からＤＥＦＲＡ及びＤＧＳＡＮＴＥに通知した日以降に認定施設で

製造された製品は、設置者が認定通知を受領した日以降、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第

166 号）第 45 条第３項の規定に基づき交付された輸出検疫証明書を当該食肉に添付することに

より、ＥＵ等への輸出が可能となる。なお、衛生証明書については、認定通知を受領した日以降

の日付で発行すること。 

（１） 輸出検疫証明書の交付手続 

① 家畜保健衛生所による確認書の発行 

ア 乳製品を輸出する場合 

５により登録された原料乳の生産農家が、当該生産農場からＥＵ等向け輸出乳製品

を製造する目的で原料乳の出荷を希望する場合、当該生産農場を管轄する家畜保健衛

生所は、原料乳に関する確認書（別紙様式６－１）の内容を確認した上で作成し、当

該生産農家の所有者に発行すると共に、その原本の写しを、発行した家畜保健衛生所

において保管する。保管期限は、最低３年以上とすること。なお、輸入生乳又は乳製

品を原料として使用した場合は当該申告書の作成及び提出は不要である。 

ただし、生産農場と乳処理施設が隣接しており連続的に加工が行われ、当該農場と

施設の所有者が同じである場合であり、かつ、乳製品の識別及びその原料乳の搾乳日

の記録等が適切に保管されていること当該生産農場を管轄する家畜保健衛生所が確

認できる場合において、家畜保健衛生所は、原料乳の出荷時ではなく、乳製品の出荷

時までに、上記確認書を作成し当該生産農家の所有者に発行する。 

イ クラスＡ卵を輸出する場合 

５により登録されたクラスＡ卵の生産農家が、当該生産農場からＥＵ等向けクラス

Ａ卵の出荷を希望する場合、当該生産農場を管轄する家畜保健衛生所は、クラスＡ卵

に関する確認書（別紙様式６－２）の内容を確認した上で作成し、当該生産農家の所

有者に発行すると共に、その原本の写しを、発行した家畜保健衛生所において保管す

る。保管期限は、最低３年以上とすること。 

ウ クラスＢ卵を輸出する場合 

５により登録されたクラスＢ卵の生産農家が、当該生産農場からＥＵ等向けクラス

Ｂ卵の出荷を希望する場合、集卵（予定）日から過去 30 日以内に日本国内でＨＰＡＩ

又はＮＤの発生（疑いを含む）が確認された状況にあっては、当該生産農場を管轄す

る家畜保健衛生所は、クラスＢ卵に関する確認書（別紙様式６－３）の内容を確認し

た上で作成し、当該生産農家の所有者に発行すると共に、その原本の写しを、発行し

た家畜保健衛生所において保管する。保管期限は、最低３年以上とすること。 

エ 卵製品を輸出する場合 

５により登録された原料卵の生産農家が、当該生産農場からＥＵ等向け原料卵の出

荷を希望する場合、集卵（予定）日から過去 30 日以内に日本国内でＨＰＡＩ又はＮＤ

の発生（疑いを含む）が確認された状況にあっては、当該生産農場を管轄する家畜保

健衛生所は、原料卵に関する確認書（別紙様式６－４）の内容を確認した上で作成し、

当該生産農家の所有者に発行すると共に、その原本の写しを、発行した家畜保健衛生

所において保管する。保管期限は、最低３年以上とすること。 



② 保健所による衛生証明書の発行 

ア 食肉製品を輸出する場合 

（ア） 日本国内で製造された原料食肉を使用し、ＥＵ等向け食肉製品を製造する場

合は以下により原料食肉証明書の発行を申請すること。 

ａ ＥＵ等に食肉製品を輸出しようとする者は、あらかじめ原料食肉を製造す

る者に対し、当該原料食肉に係る証明書（本要綱において「原料食肉証明書」

という。）の原本の提出を依頼すること。 

ｂ ａによる依頼を受けた者は、と畜場法施行令（昭和 28年政令第 216 号）第

７条又は食鳥検査法施行規則（平成２年厚生省令第 40 号）第 27条第２項に

規定する検査申請書に、牛肉にあっては別紙様式７－１、家きん肉にあって

は別紙様式７－２を添えて、原料食肉を製造する認定と畜場等を管轄する食

肉衛生検査所に対して、原料食肉証明書の発行を依頼すること。なお、別紙

ZZ-O1「一元的な輸出証明書発給システムについて」に規定する一元的な輸出

証明書発給システム（本要綱において「輸出証明書発給システム」という。）、

電子メール又は輸出入・港湾関連情報処理システム（本要綱において「ＮＡ

ＣＣＳ」という。）による申請を行う場合にあっては、別添４によるものと

すること。 

ｃ 原料食肉を製造するＥＵ等向け輸出食肉認定施設を管轄する食肉衛生検

査所は、検査に合格した食肉に対して、牛肉にあっては別紙様式７－３、家

きん肉にあっては別紙様式７－４による原料食肉証明書発行申請書が提出さ

れた場合、当該食肉の出荷時に、牛肉にあっては別紙様式８－１、家きんに

あっては別紙様式８－２による原料食肉証明書を別添６「原料食肉証明書、

衛生証明書作成の留意事項について」に従って作成し、発行すること。 

ｄ 申請者は、交付された原料食肉証明書に対応する食肉について、ロットの

再構成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を返納

すること。 

（イ） ＥＵ等に食肉製品を輸出しようとする者（ＥＵ等に輸出する食肉製品の原料

として食肉製品を製造し、出荷しようとする者）は、あらかじめ、別紙様式９

－１による衛生証明書発行申請書を以下に掲げるいずれかの書類を添付して、

施設を管轄する保健所宛て提出すること。なお、輸出証明書発給システム、電

子メール又はＮＡＣＣＳによる申請を行う場合にあっては、別添４によるもの

とすること。 

ａ 日本国内で製造された原料食肉を使用する場合は原料食肉証明書（別紙様

式８－１又は別紙様式８－２）、日本国内で製造された原料食肉製品を使用

する場合は、当該食肉製品に対して発行される衛生証明書（別紙様式９－２） 

ｂ 輸入した原料食肉又は原料食肉製品を使用する場合は、以下のいずれか 

（ａ） 当該原料食肉又は原料食肉製品の製造施設の名称・住所・登録番号

が記載され、かつこれらがＥＵの衛生要件を満たしていることを証明

する外国政府機関が発行又は裏書きした証明書類 

（ｂ） 当該原料食肉又は原料食肉製品の製造施設の名称・住所・登録番号

が記載され、かつこれらがＥＵ加盟国内において製造されたことを担

保する公的書類 

（ウ） 保健所は、輸出の都度（原料食肉製品の場合、ＥＵ等向け製品の原料として

使用するための出荷の都度）、指名食品衛生監視員が、荷口と申請内容を確認

した上で、別紙様式９－２による衛生証明書を別添６「原料食肉証明書、衛生

証明書作成の留意事項について」に従って作成し、申請者に発行すること。た

だし、直近３回の輸出の際の荷口確認において問題が認められない営業者につ



いては、指名食品衛生監視員による荷口の確認を月１回まで減ずることができ

る。 

（エ） 衛生証明書の署名者は、荷口を確認した指名食品衛生監視員とすること。荷

口確認を行わない場合は、認定施設を管轄する保健所の指名食品衛生監視員が

署名すること。 

（オ） 衛生証明書は原本を申請者に発行するとともに、証明書を発行した保健所に

おいて原本の写しを保管すること。なお、保管期限は輸出製品の賞味期限等を

考慮した上で、最低１年以上とすること。 

    また 、輸出証明書発給システムにおける申請の場合は、原本はシステム上の

電子データであり、提出先である動物検疫所は衛生証明書の発行番号の入力に

より、当該電子データの閲覧が可能となるため、原則として書面による発行は

せず、 申請者には当該衛生証明書の証明日及び証明書番号を伝えること。申請

者が書面での交付を求める場合は、輸出証明書発給システムにより印刷される

原本の写し（署名、公印不要 ）を申請者に発行すること。 

（カ） 申請者は、交付された衛生証明書に対応する食肉製品について、ロットの再

構成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を発行した

保健所に返納すること。 

（キ） 指名食品衛生監視員は、ｂに掲げる書類の写しが、施設内において適切に保

管されていることを定期的に確認すること。 

イ 乳製品を輸出する場合 

（ア） ＥＵ等に乳製品を輸出しようとする者（ＥＵ等に輸出する乳製品の原料とし

て乳製品を製造し、出荷しようとする者を含む）は、あらかじめ別紙様式 10－

１による衛生証明書発行申請書を以下に掲げるいずれかの書類を添付して、認

定施設を管轄する保健所宛て提出すること。なお、輸出証明書発給システム、

電子メール又はＮＡＣＣＳによる申請を行う場合にあっては、別添４によるも

のとすること。 

ａ 日本国内で製造された原料乳を使用する場合は確認書（別紙様式６-１）の

写し、原料乳製品を使用する場合は当該乳製品に対して発行される衛生証明

書（別紙様式 10－２） 

ｂ 輸入した原料乳又は原料乳製品を使用する場合は、以下のいずれか 

（ａ） 当該原料乳又は原料乳製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記

載され、かつこれらがＥＵの衛生要件を満たしていることを証明する

外国政府機関が発行又は裏書きした証明書類 

（ｂ） 当該原料乳又は原料乳製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記

載され、かつこれらがＥＵ加盟国内において製造されたことを担保す

る公的書類 

（イ） 保健所は、輸出の都度（原料乳製品の場合、ＥＵ等向け製品の原料として使

用するための出荷の都度）、指名食品衛生監視員が、荷口と申請内容を確認した

上で、別紙様式 10－２による衛生証明書を別添６「原料食肉証明書、衛生証明

書作成の留意事項について」に従って作成し、発行すること。ただし、直近３

回の輸出の際の荷口確認において問題が認められない施設については、指名食

品衛生監視員による荷口の確認を月１回まで減ずることができるものとする。 

（ウ） 署名者は、荷口を確認した指名食品衛生監視員とすること。荷口確認を行わ

ない場合は、認定施設を管轄する保健所の指名食品衛生監視員が署名するこ

と。 

（エ） 衛生証明書の原本を申請者に発行するとともに、証明書を発行した保健所に

おいて原本の写しを保管すること。なお、保管期限は輸出製品の賞味期限等を



考慮した上で、最低３年以上とすること。 

    また 、輸出証明書発給システムにおける申請の場合は、原本はシステム上の

電子データであり、提出先である動物検疫所は衛生証明書の発行番号の入力に

より、当該電子データの閲覧が可能となるため、原則として書面による発行は

せず、 申請者には当該衛生証明書の証明日及び証明書番号を伝えること。申請

者が書面での交付を求める場合は、輸出証明書発給システムにより印刷される

原本の写し（署名、公印不要 ）を申請者に発行すること。 

（オ） 申請者は、交付された衛生証明書に対応する乳製品について、ロットの再構

成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を発行した保

健所に返納すること。 

（カ） 指名食品衛生監視員は、（ア）に掲げる書類の写しが、施設内において適切

に保管されていることを定期的に確認すること。 

ウ 殻付き卵を輸出する場合 

（ア）  ＥＵ等に殻付き卵を輸出しようとする者は、あらかじめ、衛生証明書発行申

請書（別紙様式 11－１）を認定施設を管轄する保健所宛て提出すること。なお、

輸出証明書発給システム、電子メール又はＮＡＣＣＳによる申請を行う場合に

あっては、別添４によるものとすること。 

（イ）  保健所は、輸出の都度、指名食品衛生監視員が、荷口と申請内容を確認した

上で、別紙様式 11－３による衛生証明書を別添６「原料食肉証明書、衛生証明

書作成の留意事項について」に従って作成し、発行すること。ただし、直近３

回の輸出の際の荷口確認において問題が認められない施設については、指名食

品衛生監視員による荷口の確認を月１回まで減ずることができるものとする。 

（ウ）  署名者は、荷口を確認した指名食品衛生監視員とすること。荷口確認を行わ

ない場合は、認定施設を管轄する保健所の指名食品衛生監視員が署名するこ

と。 

（エ）  衛生証明書の原本を申請者に発行するとともに、証明書発行保健所において

原本の写しを保管すること。なお、保管期限は輸出製品の賞味期限等を考慮し

た上で、最低３年以上とすること。 

    また 、輸出証明書発給システムにおける申請の場合は、原本はシステム上の

電子データであり、提出先である動物検疫所は衛生証明書の発行番号の入力に

より、当該電子データの閲覧が可能となるため、原則として書面による発行は

せず、 申請者には当該衛生証明書の証明日及び証明書番号を伝えること。申請

者が書面での交付を求める場合は、輸出証明書発給システムにより印刷される

原本の写し（署名、公印不要 ）を申請者に発行すること。 

（オ）  申請者は、交付された衛生証明書に対応する殻付き卵について、ロットの再

構成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を発行した

保健所に返納すること。 

エ 卵製品を輸出する場合 

（ア） ＥＵ等に卵製品を輸出しようとする者（ＥＵ等に輸出する卵製品の原料とし

て卵製品を製造し、出荷しようとする者）は、あらかじめ、別紙様式 11－２に

よる衛生証明書発行申請書を、以下に掲げるいずれかの書類を添付して、認定

施設を管轄する保健所宛て提出すること。なお、輸出証明書発給システム、電

子メール又はＮＡＣＣＳによる申請を行う場合にあっては、別添４によるもの

とする。 

ａ 日本国内で製造された原料卵を使用する場合であって、原料卵が卵選別包

装施設を経由する場合は、（１）②ウの手続きにより取得された当該卵の衛

生証明書（別紙様式 11－２）。日本国内で製造された原料卵製品を使用する



場合は、当該卵製品の衛生証明書（別紙様式 11－４） 。 

ｂ 輸入した原料卵又は原料卵製品を使用する場合は、以下のいずれか 

（ａ） 当該原料卵又は原料卵製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記

載され、かつこれらがＥＵの衛生要件を満たしていることを証明する

外国政府機関が発行又は裏書きした証明書類。 

（ｂ） 当該原料卵又は原料卵製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記

載され、かつこれらがＥＵ加盟国内において製造されたことを担保す

る公的書類。 

（イ） 保健所は、輸出の都度（原料卵製品の場合、ＥＵ等向け製品の原料として使

用するための出荷の都度）、指名食品衛生監視員が、荷口と申請内容を確認し

た上で、別紙様式 11―４による衛生証明書を別添６「原料食肉証明書、衛生証

明書作成の留意事項について」に従って作成し、発行すること。ただし、直近

３回の輸出の際の荷口確認において問題が認められない施設については、指名

食品衛生監視員による荷口の確認を月１回まで減ずることができるものとす

る。 

（ウ） 署名者は、荷口を確認した指名食品衛生監視員とすること。荷口確認を行わ

ない場合は、認定施設を管轄する保健所の指名食品衛生監視員が署名するこ

と。 

（エ） 衛生証明書の原本を申請者に発行するとともに、証明書発行保健所において

原本の写しを保管すること。なお、保管期限は輸出製品の賞味期限等を考慮し

た上で、最低３年以上とすること。 

    また 、輸出証明書発給システムにおける申請の場合は、原本はシステム上の

電子データであり、提出先である動物検疫所は衛生証明書の発行番号の入力に

より、当該電子データの閲覧が可能となるため、原則として書面による発行は

せず、 申請者には当該衛生証明書の証明日及び証明書番号を伝えること。申請

者が書面での交付を求める場合は、輸出証明書発給システムにより印刷される

原本の写し（署名、公印不要 ）を申請者に発行すること。 

（オ） 申請者は、交付された衛生証明書に対応する卵製品について、ロットの再構

成や封印シールの開封等を行った場合には、速やかに当該証明書を発行した保

健所に返納すること。  

（カ） 指名食品衛生監視員は、（ア）に掲げる書類の写しが、施設内において適切

に保管されていることを定期的に確認すること。 

③ 動物検疫所への輸出検査申請 

ＥＵ等に食肉製品、乳製品、殻付き卵、卵製品を輸出しようとする者は、食肉製品に

あっては別紙様式 12－１、別紙様式 12－２又は別紙様式 12－３、乳製品にあっては別

紙様式 12－４、12－５、12－6、12－７又は 12－８、殻付き卵にあっては別紙様式 12－

９又は 12－10、卵製品にあっては別紙様式 12－11 又は 12－12 の輸出条件を確認した

上で、動物検疫所に対し、ア～カに掲げる書面を提出すること。 

ア 家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35 号）第 52 条に規定する輸出

検査申請書。 

イ 衛生証明書の写し（衛生証明書の発行を申請中の場合にあっては、申請した書面又

は電子メールの写しを提出することができる。）。 

ウ 乳製品を輸出する場合は、別紙様式６－１の確認書の原本。 

エ クラスＡ卵を輸出する場合は、別紙様式６－２の確認書の原本。クラスＢ卵を輸出

するに当たり、集卵（予定）日から過去 30 日以内に日本国内でＨＰＡＩ又はＮＤの

発生（疑いを含む）がある場合は、別紙様式６－３の確認書の原本。 



オ 卵製品を輸出するに当たり、集卵（予定）日から過去 30 日以内に日本国内でＨＰ

ＡＩ又はＮＤの発生（疑いを含む）がある場合は、別紙６－４の確認書の原本。 

カ 輸入原料を用いた食肉製品、乳製品、卵製品を輸出する場合は、該当する原料に対

する輸出国政府当局が発行又は裏書きした衛生証明書又は公的機関による担保書類

の写し。 

④ 衛生証明書の原本の提出 

  輸出検査の申請を行った者（本要綱において「申請者」という。）が、衛生証明書

の原本の交付を受けた場合は、動物検疫所に対し、当該原本を提出すること。 

なお、輸出証明書発給システムにより電子的な衛生証明書の発行申請を行っている

場合は、原本は、当該システムを介し、保健所等から農林水産省動物検疫所宛てに直

接提出されることから、申請者による提出は不要となる。 

⑤ 動物検疫所の輸出検疫証明書の交付 

ア 動物検疫所は、（１）の①から③の規定に基づく提出書類等により得られた情報に

より、ＥＵ等向けに輸出が可能なものであることが確認できた食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の製造者に対して、家畜伝染病予防法第 45 条第３項に基づきＥＵ

等が求める輸出検疫証明書をＥＵ等向け証明書様式により交付すること。 

イ 動物検疫所は、輸出検疫証明書の原本を申請者に交付するとともに、原本の写しを

保管すること。 

ウ 申請者は、食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の輸出に当たり、輸出検疫証明

書の原本を当該製品に添付して輸出すること。 

エ 申請者は、ア及びイの規定に基づき交付された輸出検疫証明書に対応する製品につ

いて、ロットの再構成や封印シールの開封等を行った場合は、速やかに当該輸出検疫

証明書を交付機関に返納するものとすること。 

（２） 指名食品衛生監視員による施設の監視等 

都道府県知事等は、認定施設について、別添３－１の第４又は別添３－２の第６の基準

に基づき、指名食品衛生監視員を施設の状況に応じて定期的に派遣し、以下に掲げる事項

に留意の上、監視及び検査等を実施すること。なお、指名食品衛生監視員の監視指導及び

検査等を受けることを当該施設が拒んだ場合、厚生労働省は速やかに認定を取り消すもの

とする。 

また、都道府県知事等は（１）の荷口と申請内容の確認の際においても、必要に応じて

監視及び検査等を実施すること。 

① 監視項目 

指名食品衛生監視員は、認定施設において、前記４に掲げる事項が適正に実施されて

いることの確認を４か月に１回以上別添５のチェックリストにより行うこと。 

② 監視結果等の報告 

ア 都道府県等は、指名食品衛生監視員の監視結果について、４か月に１回当該認定施

設がある地域を管轄する地方厚生局にチェックリストの写し、並びに別紙様式 13－１

の写し及び別紙様式 13－２の指摘事項・改善状況の一覧により報告すること。また、

前回報告時以降に衛生証明書を発行した場合には、衛生証明書の発行件数等につい

て、上記報告と併せて報告すること。 

イ 都道府県知事等は、監視等の結果、認定施設において、前記４に掲げる事項が適正

に実施されていないと判断した場合は、速やかに地方厚生局に報告すること。 

（３） 指名食品衛生監視員の研修等 

厚生労働省及び都道府県等は、指名食品衛生監視員に対し定期的に研修を行い、本要綱

に基づく検査等の業務の実施に必要な知識等を修得させ、その資質の維持向上に努めるこ

と。 

（４） 厚生労働省の現地査察等 



厚生労働省は、地方厚生局の担当官を６か月に１回以上認定施設に派遣し、以下に掲げ

る事項に留意の上、査察等を実施すること。また、指定検査機関における残留物質等モニ

タリング検査の実施については、地方厚生局の担当官を年１回以上派遣し、査察等を実施

すること。 

① 査察内容 

担当官は、認定施設において、（１）の②及び（２）並びに前記４（２）に掲げる事

項のうち衛生管理に係る要件が適正に実施されていることを確認すること。 

② 査察結果等の報告 

地方厚生局は、（２）の②の規定に基づき報告された指名食品衛生監視員の監視結果

等及び担当官の査察結果について、６か月に１回厚生労働省に報告すること。 

③ 認定の取消し等 

厚生労働省は、地方厚生局の報告を受け、当該施設において、（１）②及び（２）並

びに前記４（２）に掲げる事項のうち衛生管理に係る要件が適正に実施されていないと

判断した場合は、必要に応じて以下に掲げる措置を採るとともに、都道府県知事等に対

しその旨を文書により通知すること。 

ア 改善指導 

イ 衛生証明書の発行停止 

ウ 認定の取消 

エ 食品衛生監視員の指名取消 

オ その他必要な措置 

（５） 輸出製品の変更、追加又は取下げの申請 

① 営業者は、既に申請した製品と異なる製品をＥＵ等へ輸出しようとする場合、別紙様

式 14 によりあらかじめ都道府県知事等に以下に掲げる関係資料を添付して申請書を提

出すること。 

ア 輸出予定の製品の製造工程等（ＣＣＰ、加熱条件、中心部の温度及び当該温度が維

持される時間を含む） 

イ 原材料の種類（畜種）及びその仕入先 

ウ 最終製品のカラー写真 

エ 製品説明書（賞味期限、保存状態、最終製品の調理方法等を含む） 

② 申請書を受けた都道府県知事等は、内容を確認し、変更に差し支えない場合には、当

該申請書類を厚生労働省宛てに提出し、併せて、当該申請書類の副本を地方厚生局宛て

提出すること。 

③ 厚生労働省は、①により提出された申請書類について審査を行い、当該申請が要綱の

要件を満たしていると認められた場合には、その旨を、都道府県知事等を通じて、営業

者にその旨通知すること。 

（６） 変更及び認定の取下げの届出 

① 変更の届出 

ア 営業者は上記６（１）の申請事項について変更しようとするときは、あらかじめ都

道府県等の了承を得るものとし、変更後、別紙様式 15 により都道府県等を経由して

当該変更の内容及び年月日を厚生労働省宛て届出し、併せて、当該変更届の副本を地

方厚生局宛て提出すること。 

イ 都道府県等は６（２）の監視体制等を変更しようとするときは、別紙様式 16 によ

りあらかじめ当該変更の内容及び変更予定日を厚生労働省宛て届出し、併せて、当該

変更届の副本を地方厚生局宛て提出すること。 

② 認定の取下げの届出 

ア 都道府県知事等は別紙様式 15 により営業者から認定の取下げの届出があった場合



は厚生労働省宛て届出し、併せて、当該取下げ届の副本を地方厚生局宛て提出するこ

と。 

イ 厚生労働省は、①により提出された書類を受理後、速やかに当該施設の認定の取下

げをＤＥＦＲＡ及びＤＧＳＡＮＴＥあて通知すること。 

 

８ 補足 

（１） ＥＵ等向けに挽肉（塩分が１％未満の細切された骨なし肉をいう。）及び食肉調整品

（断片に刻まれた食肉などであって、調味料や添加物等が加えられ、食肉の筋繊維構造

を変えない程度の加工をされた生鮮肉をいう）の輸出をする場合は、規則第 853/2004

号（ひき肉及び食肉調整品を食肉製品の原料として製造する場合を除く。）及び規則

2073/2005 による追加要件を満たす必要があることから、輸出を希望する場合は、事前

に相談すること。 

（２） ＥＵ等向けに胃袋、膀胱及び腸の加工品（塩漬、加熱、乾燥製品等）の輸出をする

場合は、規則第 853/2004 号による追加要件を満たす必要があることから、輸出を希望

する場合は事前に相談すること。 

（３） スウェーデン、フィンランド又はデンマーク向けに殻付き卵の輸出をする場合は、規

則第 1688/2005 号及び規則第 427/2012 号によるサルモネラに関する証明等が必要となる

ことから、輸出を希望する場合は、事前に相談すること。 

（４） 輸入した生体を日本国内の認定と畜場等で処理した牛肉又は家きん肉を原料として

使用した食肉製品を製造する場合、並びに、輸入した牛肉又は家きん肉を原料として

使用した食肉製品を製造する場合にあっては、別表１ではなく、当該原料の輸入国に

適用する加熱基準に従う必要が生じる場合があることから、事前に相談すること。 

（５） 輸入した生乳又は乳製品を原材料とした乳製品を製造する場合は、以下を満たせ

ば、４．に規定する輸出条件を満たしていると見なして差し支えない。 

① ＥＵ加盟国より輸入した生乳又は乳製品を原材料として使用する場合。 

② 実施規則第 2021/404 号においてＥＵ加盟国向けに生乳又は乳製品の輸出が可能な

国として掲載されている国より輸入した生乳又は乳製品を原材料として使用する場

合、ＥＵ加盟国向けに輸出が可能である生乳又は乳製品であること。この場合、当該

原料の輸出国に適用される加熱基準に従う必要が生じる場合があることから、事前に

相談すること。 

（６） 輸入した液卵又は紛卵等を原料として使用して卵製品を製造する場合にあっては、

別添３－２の第４の５に示す加熱を行う必要が生じる場合があることから、事前に相

談すること。 



 

（別紙様式１－１ 生産農場登録様式（乳製品）） 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳の生産農場の登録について 

 

  

「英国及び欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、

殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（１）の規定に基づき、ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳の生

産希望がありましたので当該生産農場の登録をお願いします。登録申請にあたり、別紙の要件を

満たしていることを確認したことを申告します。なお、登録後に登録農場の名称、所在地を公表

することを承諾していることを申し添えます。 

 

記 

 

生産農場の名称： 

 

生産農場の所在地： 

 

生産農場主氏名： 

法人にあってはその名称、所在地及び代表者氏名： 

 

管轄家畜保健衛生所名： 

 

 

※ 生産農場の所有者等より提出された資料を添付のこと。 



 

別紙 

１ 生産農場の設備等に関する要件 

（１）  搾乳設備及び原料乳を取り扱い、冷却し、貯蔵する設備は、衛生的な場所に位置し、原

料乳への汚染を防ぐ構造であること。 

（２）  原料乳の貯蔵施設はねずみ、昆虫等の進入を防止され、動物を飼養する施設から適切

に区分されていること。また、搾乳、集乳及び輸送を行う場合には、適切な冷蔵設備を有

すること。 

（３）  原料乳に接触する設備や器具（搾乳、集乳、輸送のための器具、容器等）の表面は、洗

浄が容易で、必要に応じて消毒が行えるよう、傷のない状態が維持されていること。ま

た、平滑、不浸透性、非吸収性で、人体に有害ではない材質が使用されていること。 

（４）  原料乳に接触する設備や器具は、１日１回以上洗浄し、必要に応じて消毒されている

こと。 

（５）  生産農場に複数の動物群が存在する場合等、ＥＵ等向けに搾乳された原料乳をそれ以

外の乳と区分して貯蔵すること。 

（６）  別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されていること。 

２ 搾乳、集乳及び輸送における衛生条件 

（１）  搾乳は、次に掲げる要件を満たして衛生的に行われていること。 

①  搾乳前に乳頭、乳房及び隣接する部位を清潔にすること。 

②  搾乳を行う者は、搾乳前に手を洗浄すること。その際、前腕まで完全に洗浄すること。 

③  搾乳者又は同様の結果を得ることのできる者より、官能検査又は理化学検査を行い、

異常を示す乳は人の食用に使用しないこと。 

④  乳房に疾病兆候がある動物の乳は人の食用としないこと。 

⑤  治療により、乳に残留物が伝達する可能性が高い動物を特定し、当該投与物質の休薬

期間または使用禁止期間が終了する前に、当該動物から搾乳された乳は人の食用とし

ないこと。 

⑥  乳房へのディップ又はスプレー剤は日本において使用可能なものであること。 

⑦  初乳は他の乳とは別に搾乳し、原料乳と混ぜないこと。 

（２）  原料乳は、汚染を防ぐよう設計されていて、そのための器材を備えた清潔な場所で、

搾乳後直ちに保管すること。 

（３）  原料乳は、毎日集乳している場合にあっては、直ちに８℃以下に冷却し、毎日集乳を

しない場合にあっては、直ちに６℃以下に冷却すること。 

（４）  輸送期間中は、コールドチェーンを維持し、目的地の施設への到着時に原料乳の温度

は 10℃以下であること。 

（５）  ただし、原料乳を搾乳後２時間以内に加工に供する場合にあっては、（２）から（４）

までの条件を満たす必要はないこと。 

３ 生産農場の従業員に関する衛生条件 

（１）  搾乳を行う者及び原料乳を取り扱う者は作業に適した清潔な衣服を着用すること。 

（２）  搾乳を行う者は個人の衛生状態を維持すること。また、搾乳を行う者及び原料乳を取

り扱う作業員の数に応じた十分な数及び大きさの手洗設備が便利な場所に設けられてい

ること。 



 

４ 別表２に示す原料乳の基準を遵守していること。 

５ 生産農場における記録の保持に関する条件 

（１）  農場においては、飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保持する体

制がとられていること。 

①  導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 

②  出荷または移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷または移動先の農場等

の名称並びに出荷又は移動の年月日 

③  飼養する家畜の頭数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあってはその症

状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

  



 

（別紙様式１－２ 生産農場登録番号通知様式（乳製品）） 

 

事 務 連 絡 

   年  月  日 

 

 

都道府県畜産主務課長 殿  

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 

 

 

 

ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳の生産農場の登録番号の通知 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（１）の規定に基づき、下記の生産農場に登録番号を付しまし

たので通知します。 

 

記 

生産農場登録番号： 

 

生産農場の名称： 

 

生産農場の所在地： 

 

生産農場主氏名： 

 

法人にあってはその名称、所在地及び代表者氏名： 

 

管轄家畜保健衛生所名： 

 

 

  



 

（別紙様式１－３ 生産農場登録情報変更/取消様式（乳製品）） 

事 務 連 絡 

  年  月  日  

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳の生産農場の登録事項の変更（取消）について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（１）の規定に基づき、下記の生産農場から登録内容の変更（取

消）を行いたいとの申請がありましたので、連絡します。なお、登録事項変更後に登録施設の名

称、所在地を公表することを承諾していることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 登録生産農場 

登録番号： 

 

 

        変更 

２ 登録を         します（いずれかに丸を付ける）。 

        取消し 

 

 

３ 登録事項変更の場合 

（１） 変更事項 

（変更前） 

      

 

（変更後） 

 

 

（２） 変更理由 



 

 

（別紙様式２－１－① 生産農場登録様式（殻付き卵）） 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け輸出殻付き卵の生産農場の登録について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（２）の規定に基づき、下記の生産農場よりＥＵ等向け殻付き

卵の輸出希望がありましたので当該生産農場の登録をお願いします。登録申請にあたり、別紙の

要件を満たしていることを確認したことを申告します。なお、生産農場主は、登録後に登録農場

の名称、所在地を公表することを承諾していることを申し添えます。 

 

記 

生産農場の分類： □クラスＡ卵    □クラスＢ卵 

 

生産農場の名称： 

 

生産農場の所在地： 

 

生産農場主氏名： 

 

法人にあってはその名称、所在地及び代表者氏名： 

 

管轄家畜保健衛生所名： 

 

  



 

 

別紙 

１ 生産農場の設備等に関する要件 

（１）  飼養衛生管理基準に基づく措置が適切に取られていること。 

（２）  集卵後の卵を出荷するための保管設備を有すること。 

（３）  保管設備は、衛生的な場所に位置し、異臭が無く、直射日光や汚染を防ぐ構造である

こと。 

（４）  保管施設はねずみ、昆虫等の進入を防止され、動物を飼養する施設から適切に区分さ

れていること。また、汚卵、破卵等、ＥＵ等向けに適格ではない卵と明確に区分して保管

可能であること。 

（５）  別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されていること。（認定

施設においてモニタリングが実施されている場合を除く。） 

（６）  クラスＡ卵の輸出を希望する場合は、輸出要綱別添２に基づくサルモネラ管理計画が

作成され、実施されていること。（直近の検査結果について添付すること） 

２ 集卵及び輸送における衛生条件 

（１）  集卵は、次に掲げる要件を満たして衛生的に行われていること。 

①  クラスＡ卵にあっては、由来する鶏群において、導入から集卵日に至るまで、食中毒

発生に関する調査を目的とした疫学調査の結果サルモネラ属菌が検出された旨の報告

がないこと。 

②  集卵日に監視伝染病を疑う症状を示していない家きん由来であること。 

③  集卵前の確認により、監視伝染病を疑う症状がある場合は、ＥＵ等向け原料卵として

用いないこと。 

④  監視伝染病を疑う症状がみられた際は、速やかに家畜保健衛生所に連絡する体制で

あること。 

⑤  ②について、適切に記録していること。記録は３年間保管すること。 

（２）  殻付き卵は、集卵後ただちに保管設備にて保管されること。また、衛生状態を保てる

よう、適切な温度で保管、輸送されること。 

３ 生産農場における記録の保持に関する条件 

（１）  農場においては、飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保持する体

制がとられていること。 

①  導入した家きんの種類、羽数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月

日 

②  出荷または移動を行った家きんの種類、羽数及び健康状態、出荷または移動先の農場

等の名称並びに出荷又は移動の年月日 

③  飼養する家きんの羽数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあってはその

症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

  



 

 

 

（別紙様式２－１－② 生産農場登録様式（原料卵）） 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け原料卵の生産農場の登録について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（３）の規定に基づき、別紙１の生産農場についてＥＵ等向け

卵製品原料卵の輸出希望がありましたので当該生産農場の登録をお願いします。登録申請にあた

り、別紙２の要件を満たしていることを確認したことを申告します。 

 

 



 

 

別紙１ 

ＥＵ等向け原料卵生産農場一覧 

 

名称 所在地 農場主氏名 
法人にあってはその名称、 

所在地及び代表者氏名 
管轄家畜保健衛生所名 

仕向先（ＥＵ等向

け卵製品加工施

設の登録番号） 

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 

別紙２ 

１ 生産農場の設備等に関する要件 

（１）  飼養衛生管理基準に基づく措置が適切に取られていること。 

（２）  集卵後の卵を出荷するための保管設備を有すること。 

（３）  保管設備は、衛生的な場所に位置し、異臭が無く、直射日光や汚染を防ぐ構造である

こと。 

（４）  保管施設はねずみ、昆虫等の進入を防止され、動物を飼養する施設から適切に区分さ

れていること。また、汚卵、破卵等、ＥＵ等向けに適格ではない卵と明確に区分して保管

可能であること。 

（５）  別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されていること。（認定

施設においてモニタリングが実施されている場合を除く。） 

２ 集卵及び輸送における衛生条件 

（１）  集卵は、次に掲げる要件を満たして衛生的に行われていること。 

①  集卵日に監視伝染病を疑う症状を示していない家きん由来であること 

②  集卵前の確認により、監視伝染病を疑う症状がある場合は、ＥＵ等向け原料卵として

用いないこと。 

③  監視伝染病を疑う症状がみられた際は、速やかに家畜保健衛生所に連絡する体制で

あること 

④  ②について、適切に記録していること。記録は３年間保管すること。 

（２）  原料卵は、集卵後ただちに保管設備にて保管されること。また、衛生状態を保てるよ

う、適切な温度で保管、輸送されること。 

3 生産農場における記録の保持に関する条件 

（１）  農場においては、飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保持する体

制がとられていること。 

①  導入した家きんの種類、羽数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月

日 

②  出荷または移動を行った家きんの種類、羽数及び健康状態、出荷または移動先の農場

等の名称並びに出荷又は移動の年月日 

③  飼養する家きんの羽数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあってはその

症状並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

  



 

 

（別紙様式２－２－① 生産農場登録番号通知様式（殻付き卵）） 

 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

都道府県畜産主務課長 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 

 

 

ＥＵ等向け殻付き卵の生産農場の登録番号の通知 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（２）の規定に基づき、下記の生産農場の登録を行いましたの

で通知します。 

 

記 

 

登録番号： 

 

生産農場の分類： □クラスＡ卵    □クラスＢ卵 

 

生産農場の名称： 

 

生産農場の所在地： 

 

生産農場主氏名： 

 

法人にあってはその名称、所在地及び代表者氏名： 

 

管轄家畜保健衛生所名： 

 

 

  



 

 

（別紙様式２－２－② 生産農場登録番号通知様式（原料卵）） 

 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

都道府県畜産主務課長 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 

 

 

ＥＵ等向け原料卵の生産農場の登録番号の通知 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（３）の規定に基づき、別紙の通り原料卵の生産農場の登録を

行いましたので通知します。 

 

 

 



 

 

別紙 

ＥＵ等向け原料卵生産農場一覧 

 

番号 名称 所在地 農場主氏名 
法人にあってはその名称、 

所在地及び代表者氏名 
管轄家畜保健衛生所名 

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 

 
 

（別紙様式２－３－① 生産農場登録情報変更/取消様式（殻付き卵）） 

 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け殻付き卵の生産農場の登録事項の変更（取消）について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（２）の規定に基づき、下記の生産農場から登録内容の変更（取

消し）を行いたいとの申請がありましたので、連絡します。なお、生産農場主は、登録事項変更後

に登録施設の名称、所在地を公表することを承諾していることを申し添えます。 

 

記 

 

１ 登録生産農場 

登録番号： 

 

 

        変更 

２ 登録を         します（いずれかに丸を付ける）。 

        取消し 

 

 

３ 登録事項変更の場合 

（１） 変更事項 

（変更前） 

 

 

（変更後） 

 

 

（２） 変更理由 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（別紙様式２－３－② 生産農場登録情報変更/取消様式（原料卵）） 

 

事 務 連 絡 

  年  月  日 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長 殿 

 

 

都道府県畜産主務課長 

 

 

ＥＵ等向け原料卵の生産農場の登録事項の変更（取消）について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」５（３）の規定に基づき、下記の生産農場について登録内容の変更

（取消し）を行いたいとの申請がありましたので、連絡します。 

 

記 

 

１ 登録生産農場 

登録番号： 

 

 

        変更 

２ 登録を         します（いずれかに丸を付ける）。 

        取消し 

 

 

３ 登録事項変更の場合 

（１） 変更事項 

（変更前） 

      

 

（変更後） 

 

 

（２） 変更理由 

  



 

 
 

（別紙様式３－１ 施設認定申請書様式（食肉製品）） 

    年    月    日 

 

厚生労働大臣 殿 

 

申請者  住所 

氏名                                 

（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

ＥＵ等向け輸出食肉製品取扱施設認定申請書 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、

殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」６（１）の規定に基づき、下記の施設についてＥＵ等向け輸出

食肉製品を取り扱う施設として認定を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地（和文及び英文） 

  ※ 法人にあっては、法人番号も記載する。 

※ 輸出食肉製品認定施設にあっては、認定番号及び種類も記載する。 

 

２ 組織の概要（ＨＡＣＣＰ担当責任者等） 

 

３ 添付書類 

（１） 製品に関する資料等 

① 最終製品のカラー画像 

② 原材料の詳細及びその仕入先 

③ 年間の輸出予定量 

④ 製品から原材料までのトレーサビリティーに関する資料 

⑤ 区分管理の手順書（認定と畜場等の原料食肉とそれ以外の施設からの原料の区別方

法等） 

⑥ 製品の微生物検査結果 

（２） 消毒剤等管理リスト 

（３） 食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく過去の処分事例がある場合は当該事例 に

関する資料 

  



 

 
 

（別紙様式３－２ 施設認定申請書様式（乳製品、殻付き卵及び卵製品）） 

    年    月    日 

 

厚生労働大臣 殿 

 

申請者  住所 

氏名                                 

（法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

ＥＵ等向け輸出乳製品、殻付き卵及び卵製品取扱施設認定申請書 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、

殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」６（１）の規定に基づき、下記の施設についてＥＵ等向け輸出

乳製品、殻付き卵及び卵製品を取り扱う施設として認定を受けたいので、下記のとおり関係書類

を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 施設の名称及び所在地（和文及び英文） 

  ※ 法人にあっては、法人番号も記載する。 

 

２ 組織の概要（ＨＡＣＣＰ担当責任者等） 

 

３ 添付書類 

（１） 施設の構造・設備に関する資料 

① 施設配置図 

② 施設平面図 

③ 清潔区、汚染区等の区分け及び作業動線（製品及び作業員）を示した資料 

④ 給水・給湯系統図（系統図にあっては、各末端蛇口に番号をつけておくこと。） 

⑤ 排水系統図 

⑥ 汚水処理設備の概要 

⑦ 冷蔵・冷凍庫の概要 

（２） 製品に関する資料等 

① 最終製品のカラー画像 

② 原材料の詳細及びその仕入先 

③ 製造工程フロー図（加熱条件、製品の中心部の温度及び時間を含む。） 

④ 製品説明書（賞味期限、保存状態、最終製品の調理方法等を含む） 

⑤ 年間の輸出予定量 

⑥ 製品から原材料までのトレーサビリティーに関する資料 

⑦ 区分管理の手順書（ＥＵ等向けの原料とそれ以外の原料の区別方法等） 

⑧ 製品の微生物検査結果 

（３）  衛生管理等に関する資料（マニュアル等） 

① 使用水の管理の概要 



 

 
 

② 廃水処理管理の概要 

③ 廃棄物処理管理の概要 

④ 消毒剤等管理リスト 

⑤ 作業衣類等の管理体制 

（４） 従事者の健康診断実施体制（項目及び頻度）に関する資料 

（５） 作業手順書等 

（６） ＨＡＣＣＰに関する資料 

① 衛生管理に関する標準作業手順書 

② 危害分析（ＨＡ）に関する資料 

③ 重要管理点（ＣＣＰ）決定に関する資料 

④ 記録に関する資料（記録用紙等） 

⑤ 検証に関する文書 

（７） 食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく過去の処分事例がある場合は当該事例に

関する資料 

  



 

 
 

（別紙様式４ 都道府県等申請様式） 

番          号 

    年    月    日 

 

 

 

厚生労働省大臣 殿 

 

 

都道府県知事等名 

 

 

ＥＵ等向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品取扱施設について 

 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」６（２）の規定に基づき、下記の施設について別添のとおり、〔食

肉製品・乳製品・殻付き卵・卵製品〕を取り扱う施設から、ＥＵ等向け輸出食肉製品、乳製品、殻

付き卵及び卵製品取扱施設としての認定を受けたいという申請があり、内容を審査したところ差し

支えないものと思料されるので、提出いたします。 

なお、当該施設を管轄する保健所の監視体制については下記のとおりです。 

 

 

記 

 

 

１  保健所の所在地及び名称 

                             

 

２  添付書類  

（１） 保健所の概要（組織図も含む。） 

（２） 「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品、乳

製品、殻付き卵及び卵製品取扱要綱」７（１）～（３）に関する資料 

（３） 当該施設に関する過去の監視指導結果 

（４） 検査基準に基づく検査を実施できるものとして推薦する食品衛生監視員の氏名 

 

  



 

 
 

（別紙様式５ 指名食品衛生監視員推薦様式） 

 

LIST of DESIGNATED FOOD INSPECTORS FY20XX 
 
Competent Authority:  
 
 

ESTABLISHMENT FOOD INSPECTORS 

Establishment # 
（Name of establishment） 

（Address of establishment） 

・ 

・ 

・ 

Establishment # 
（Name of establishment） 

（Address of establishment） 

・ 

・ 

・ 

  

  

  

 

 

  



 

 
 

（別紙様式６－１ 家畜保健衛生所による確認書様式（原料乳）） 

 

 

 

 

 

 

〇〇農場 〇〇 殿 

 

ＥＵ等向け輸出乳製品の原料乳に関する確認書 

 

１ 概要 

生産農場の登録番号  

出荷先の乳製品取扱施設の認定番号  

搾乳日  

出荷日※  

※  生産農場と乳製品取扱施設が隣接しており、連続して生産及び加工を行っている場合は、出

荷日の記載は不要。 

 

「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉製品乳製品、殻

付き卵及び卵製品の取扱要綱」７（１）①の規定に基づき、本書類をもって申告する原料乳及び

生産農場は別紙内容を満たしていることを確認しました。 

また、本書類をもって申告する原料乳は、別紙１の２（１）の 

 

（１）⑥及び⑦ならびに⑧を満たしている原料乳です。 

（２）⑨を満たすことを想定して出荷する原料乳です。 

 ＊ （１）又は（２）の該当する方に○をすること。 

 

 

 

署名 ：………………………………………… 

氏名 ：………………………………………… 

所属家畜保健衛生所名及び役職 ：………………………………………… 

 都道府県等 ：………………………………………… 

 

  

確認書番号 :                 

  

確 認 日 :                 

 



 

 
 

別紙１ 

 

１ 原料乳の由来する動物が、動物衛生当局の管理下にあること。 

２ 原料乳の由来する動物に対し、獣医師が定期的に検査を実施するとともに、以下に掲げる衛生

条件が満たされていることを担保していること。 

（１） 原料乳に関する衛生条件 

① 乳を通じて人に感染する疾病の症状を呈していない動物に由来すること。 

② 健康であり、乳を汚染する疾病の兆候がなく、特に分泌物を伴う生殖器の感染、下痢

及び熱を伴う腸炎及び見て取れる乳房の炎症を患っていないこと。 

③ 乳に影響を及ぼす可能性のある乳房の傷がないこと。 

④ 別に定める残留物質モニタリング計画に関連して、違法な治療や日本において承認を

受けていない薬剤等の投与がなされていないことが確認されていること。 

⑤ ＥＵに承認を受けている薬剤等を投与されている場合は、これらの薬剤等に設定され

ている休薬期間または使用禁止期間が順守されていること。 

⑥ 原料乳は、「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食

肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」（以下、「取扱要綱」という。）別

添１－１に規定されるブルセラ症の清浄な群の動物に由来すること。 

⑦ 原料乳は、取扱要綱別添１－１に規定される結核の清浄な群の動物に由来すること。 

⑧ 原料乳の由来する牛は、山羊との物理的、間接的な接触が無いよう、飼養管理を明確

に区分して飼育していること。 
⑨ ⑥から⑧までのいずれかを満たさない場合、生乳の由来する動物が、原料乳の生産日

から遡って 12 か月間以内に実施された、別添１－２に基づくブルセラ症又は結核の検

査の結果が陽性ではなく、また、これらの疾病の症状を呈しておらず、かつ、動物衛生

当局が以下のいずれかを満たして製造することを確認していること。 
ア 得られた原料乳は、取扱要綱別表３に定める生乳の殺菌基準に基づき加熱処理され

たものであり、また、記録により確実に加熱殺菌が行われていることが確認できる。 
イ 山羊又はめん羊に限り、原料乳は加工工程において２か月間以上熟成されるチーズ

向けである。 

⑩ ブルセラ症及び結核に感染又はそのおそれがある動物は、その他の動物に影響を及ぼ

すことのないよう隔離していること。 

（２） 原料乳の生産農場の設備等に関する要件 

① 搾乳設備及び原料乳を取り扱い、冷却し、貯蔵する設備は、衛生的な場所に位置し、

原料乳への汚染を防ぐ構造であること。 

② 原料乳の貯蔵施設はねずみ、昆虫等の進入を防止され、動物を飼養する施設から適切

に区分されていること。また、搾乳、集乳及び輸送を行う場合には、適切な冷蔵設備を

有すること。 

③ 原料乳に接触する設備や器具（搾乳、集乳、輸送のための器具、容器等）の表面は、

洗浄が容易で、必要に応じて消毒が行えるよう、傷のない状態が維持されていること。

また、平滑、不浸透性、非吸収性で、人体に有害ではない材質が使用されていること。 

④ 原料乳に接触する設備や器具は、１日１回以上洗浄し、必要に応じて消毒されている

こと。 

⑤ 生産農場に複数の動物群が存在する場合、ＥＵ等向けに搾乳された原料乳をそれ以外

の乳と区分して貯蔵すること。 

⑥ 別に定める方法により、残留物質に関するモニタリングが実施されていること。 

（３） 搾乳、集乳及び輸送における衛生条件 

① 搾乳前に乳頭、乳房及び隣接する部位を清潔にすること。 



 

 
 

② 搾乳を行う者は、搾乳前に手を洗浄すること。その際、前腕まで完全に洗浄すること。 

③ 搾乳者又は同様の結果を得ることのできる者より、官能検査又は理化学検査を行い、

異常を示す乳は人の食用に使用しないこと。 

④ 乳房に疾病兆候がある動物の乳は人の食用としないこと。 

⑤ 治療により、乳に残留物が伝達する可能性が高い動物を特定し、当該投与物質の 休

薬期間又は使用禁止期間が終了する前に、当該動物から搾乳された乳は人の食用としな

いこと。 

⑥ 乳房へのディップ又はスプレー剤は日本において使用可能なものであること。 

⑦ 初乳は他の乳とは別に搾乳し、原料乳と混ぜないこと。 

⑧ 原料乳は、汚染を防ぐよう設計されていて、そのための器材を備えた清潔な場所で、

搾乳後直ちに保管すること。 

⑨ 原料乳は、毎日集乳している場合にあっては、直ちに８℃以下に冷却し、毎日集乳を

しない場合にあっては、直ちに６℃以下に冷却すること。 

⑩ 輸送期間中は、コールドチェーンを維持し、目的地の施設への到着時に原料乳の温度

は 10℃以下であること。 

⑪ ただし、原料乳を搾乳後２時間以内に加工に供する場合にあっては、⑧から⑩までの

条件を満たす必要はないこと。 

（４） 生産農場の従業員に関する衛生条件 

① 搾乳を行う者及び原料乳を取り扱う者は作業に適した清潔な衣服を着用すること。 

② 搾乳を行う者は個人の衛生状態を維持すること。また、搾乳を行う者及び原料乳を取

り扱う作業員の数に応じた十分な数及び大きさの手洗設備が便利な場所に設けられて

いること。 

（５） 別表２に示す原料乳の基準を遵守していること。 

（６） 生産農場における記録の保持に関する条件 

 飼養衛生管理基準に基づく以下の記録について、３年間保持する体制がとられているこ

と。 

① 導入した家畜の種類、頭数及び健康状態、導入元の農場等の名称並びに導入の年月日 

② 出荷または移動を行った家畜の種類、頭数及び健康状態、出荷または移動先の農場等

の名称並びに出荷又は移動の年月日 

③ 飼養する家畜の頭数、月齢及び異常の有無並びに異常がある場合にあってはその症状

並びに獣医師による診療結果及び投薬その他の処置の状況 

３ ２（１）⑦、⑧及び⑨又は⑩については、清浄な群れ又は検査結果陰性であることを証明する

別紙２を添付すること。 



 

 
 

別紙２ ブルセラ症及び結核清浄確認書様式 
 

ＥＵ等向け乳製品原料乳生産群 
ブルセラ症及び結核清浄確認書 

 
 

確認書番号 :                
  
確 認 日 :                

 
 
 
 

下記農場において、全ての動物が □ブルセラ症 陰性であることを確認しま

した。             □結核 
 

 
記 

 
１ 生産農場の登録番号： 
 
２ 原料乳生産対象群に含まれる動物種及び頭数（確認日時点）： 
 

牛 山羊 めん羊 
   

 
３ 検査結果 
 
（１） ブルセラ症 
 
検査頭数 検査日 結果 
   
   
   

 
（２） 結核 
 
検査頭数 検査日 結果 
   
   
   

 
注：登録生産農場が複数ある、又は、対象群が複数存在する場合は、３ 検査結果を対象群毎に記

すこと。 
 
  



 

 
 

（別紙様式６－２ 家畜保健衛生所による確認書様式（殻付き卵：クラスＡ卵）） 

 

 

 

 

〇〇農場 〇〇 殿 

 

ＥＵ等向け輸出殻付き卵（クラスＡ卵）に関する確認書 

 

１ 概要 

生産農場名称・住所及び認定番号  

生産農場の飼養羽数（申請時点）    □ 1,000 羽未満 
   □ 1,000 羽以上 

出荷先卵選別包装施設名称及び施設番号  

集卵日  

出荷日  

 

２ サルモネラ検査結果 
（１） 民間サンプリング 
対象（※）  
サンプル採取日  
サンプル数  
サンプルの種類  
検査年月日  
検査実施施設の名称及び住所  

結果 
ＳＥ／ＳＴ陽性数  
その他サルモネラ陽性数  

 
（２） 公的サンプリング 
対象（※）  
サンプル採取日  
サンプル数  
サンプルの種類  
検査年月日  
検査実施施設の名称及び住所  

結果 
ＳＥ／ＳＴ陽性数  
その他サルモネラ陽性数  

※以下より適宜対象を選択して記載すること 
初生雛、導入雛（日齢も記載）、産卵開始 2週間前、22～26 週齢、以降 15 週間毎、その他（詳細

を記載） 
 
３ 当該鶏群においては、導入から集卵日に至るまで、食中毒発生に関する調査を目的とした疫学

調査の結果サルモネラ属菌が検出された旨の報告はありません。 
 
４ 抗菌剤等の使用 

確認書番号 :                 

  

確 認 日 :                 

 



 

 
 

当該鶏群において、導入から集卵日に至るまで、抗菌剤あるいは増殖抑制剤を、サルモネラ管

理を目的として使用していないことを確認しました。 
 

５ 高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の発生状況（※） 
集卵前 30 日間、当該農場の所在地から半径 10km 以内において、□高病原性鳥インフルエン

ザ □ニューカッスル病 の発生がない。 
（※ 採卵日（期間）の過去 30 日間以内に国内において高病原性鳥インフルエンザまたはニュ

ーカッスル病の発生があった場合に記載） 
 

 
署名 ：………………………………………… 
氏名 ：………………………………………… 

所属家畜保健衛生所名及び役職 ：………………………………………… 
都道府県等 ：………………………………………… 

 

  



 

 
 

（別紙様式６－３ 家畜保健衛生所による確認書様式（殻付き卵：クラスＢ卵）） 

 

 

 

 

 

〇〇農場 〇〇 殿 

 

ＥＵ等向け輸出クラス B卵に関する確認書（※） 

 

１ 概要 

生産農場名称・住所及び認定番号  

出荷先卵選別包装施設名称及び施設番号  

集卵日  

出荷日  

 
２ 高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の発生状況 

集卵前 30 日間、当該農場の所在地から半径 10km 以内において、□高病原性鳥インフルエン

ザ □ニューカッスル病 の発生がない。 
（※ 採卵日（期間）の過去 30 日間以内に国内において高病原性鳥インフルエンザまたはニュ

ーカッスル病の発生があった場合に作成） 
  

確認書番号 :                 

  

確 認 日 :                 

 



 

 
 

（別紙様式６－４ 家畜保健衛生所による確認書様式（原料卵）） 

 

 

 

 

 

〇〇農場 〇〇 殿 

 

ＥＵ等向け卵製品原料卵に関する確認書（※） 

 

１ 概要 

生産農場名称・住所及び認定番号  

出荷先卵製品加工施設名称及び施設番号  

集卵日  

出荷日  

 
２ 高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の発生状況 

集卵前 30 日間、当該農場の所在地から半径 10km 以内において、□高病原性鳥インフルエン

ザ □ニューカッスル病 の発生がない。 
（※ 採卵日（期間）の過去 30 日間以内に国内において高病原性鳥インフルエンザまたはニュ

ーカッスル病の発生があった場合に作成） 

  

確認書番号 :                 

  

確 認 日 :                 

 



 

 
 

（別紙様式７―１ 原料食肉の検査申請書様式（牛肉）） 
年  月  日 

 
 
都道府県知事 
         殿 
保健所設置市長 

 
申請者 住所 
    氏名               
    法人にあってはその名称、所在地及び 
    代表者氏名        

 
 

原 料 食 肉 検 査 申 請 書 
 
 
 ＥＵ等向け輸出食肉製品（又は原料食肉製品）の原料となる牛肉につき、検査を受けたいので下

記のとおり申請いたします。 
 
１ 個体識別番号 
 
２ と畜場及び食肉処理施設名称 

 

３ 食肉製品製造施設の名称、所在地、認定番号 
 
４ 添付資料 
  ・ 「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要

綱」の別紙様式６－１に定めるフードチェーン情報申告書  



 

 
 

（別紙様式７－２ 原料食肉の検査申請書様式（家きん肉）） 
                              年  月  日 

 
 
都道府県知事 
特別区長         殿 
保健所設置市長 

 
               申請者 住所 
                   氏名               
                   法人にあってはその名称、所在地及び 
                   代表者氏名        
 

 
             原 料 食 肉 検 査 申 請 書 
 
 ＥＵ等向け輸出食肉製品（又は原料食肉製品）の原料となる家きん肉につき、検査を受けたいの

で下記のとおり申請いたします。 
 
１ 識別番号又はロット 
 
２ 羽数 
 
３ 食鳥処理場及び食肉処理施設名称 

 

４ 食肉製品製造施設の名称、所在地、認定番号 
 
５ 添付資料 
  ・ 「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要   

綱」の別紙様式６－２に定めるフードチェーン情報申告 



（別紙様式７－３ 原料食肉証明書発行申請書様式（牛肉））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、

代表者の氏名及び法人番号）　　　
 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（日本語記載）

２　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

個体識別番号

合計梱包の数（数量・単位）

合計正味重量（Net weight）

Kg
合計総重量（Gross weight）

Kg

ロット番号/Batch No.

名称

住所（所在地）

製造年月日

輸送温度 □冷蔵　□冷凍

と畜年月日

食肉処理施設 認定番号

名称

住所（所在地）

EU等向け輸出食肉製品の原料となる牛肉に関する証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うEU等向け輸出食肉製品に添付する原料となる牛肉に関する証明書の発
行を申請します。

記

と畜場 認定番号



（別紙様式７－４ 原料食肉証明書発行申請書様式（家きん肉））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、

代表者の氏名及び法人番号）　　　
 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（日本語記載）

輸送温度 □冷蔵　□冷凍

名称

住所（所在地）

製造年月日

出生国地域（由来する家きんの出生地（日本
又はＥＵ加盟国あるいは英国））

とさつ年月日

食肉処理施設 認定番号

名称

住所（所在地）

住所（所在地）

食鳥処理場 認定番号

出荷年月日

EU等向け輸出食肉製品の原料となる家きん肉に関する証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うEU等向け輸出家きん肉製品に添付する原料となる家きん肉に関する証
明書の発行を申請します。

記

生産農場 名称



２　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

合計正味重量（Net weight）

Kg
合計総重量（Gross weight）

Kg

※英国向けは記載不要 □とさつ前30日間にND生ワクチンを接種していない
　家きん由来

証明事項
（家きん肉の由来）①
※は英国向け輸出の場合にの
み適用

□日本において生まれ、継続して飼養された家きん
□実施規則第2021/404号附則14パート1に掲載された国から輸
入された家きん
□ＥＵ加盟国から輸入された家きん
□※規則第798/2008号附則１パート１により第三国として認
められた国から輸入された家きん
□※英国から輸入された家きん

証明事項
（家きん肉の由来）②

□とさつ前30日間にND生ワクチンを接種した家きん
　由来

ロット番号/Batch No.

動物の種類

合計梱包の数（数量・単位）



 

 
 

（別紙様式８－１ 原料食肉証明書様式（牛肉）） 
 

ＥＵ等向け輸出食肉製品の原料となる牛肉に関する原料食肉証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
Ｉ．積荷の詳細 

包装数 
 
 

総重量及び実重量 牛の個体識別番号 

バッチナンバー（ロットナンバー） 
 

 
II．製品製造施設 

施設名称 施設番号 所在地 
（と畜場） 
 
 

  

（食肉処理場） 
 
 

  

 
 
と畜年月日 : ………………………………………………… 
 
製造年月日 : ………………………………………………… 
 
輸送温度: □冷蔵  □冷凍



 

 
 

以下の内容を証明します: 

 

1)  牛肉を処理した施設は、一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣＰ指

針に基づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ等認定施設とし

てリストに掲載されている。 

2)  牛肉は規則第 853/2004 号附則３セクション１に従って生産されたものである。 

3)  牛肉は規則第 2019/627 号第８から 19、24、29、30、33 から 35、37 及び 38 条並びに規則第

2019/624 号第３、４、５、７及び８条に従った生体検査及びとさつ後検査を通じて、人の消費

に適するものとみなされたものである。 

4)  牛肉の包装には規則第 853/2004 号附則２セクション１に従って識別マークが押されている。 

5)  牛肉は食品の微生物学的基準に関する規則第 2073/2005 号に定められた関連基準を満たし

ている。 

6)  指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画に

よる生体牛及び牛由来製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号において、日

本の牛肉の計画が承認されている。 

7)  牛肉は規則第 396/2005 号の農薬の最大残留基準値及び規則第 1881/2006 号の汚染物質の最

大残留基準値を満たす要件で製造されている。 

8)  牛肉は規則第 853/2004 号附則３セクション１及び５の関連要件に従って保管及び輸送され

ている。 

9)  牛肉は機械的回収肉を含まず、原料としていない。 

10)  牛肉は日本において生まれ、継続して飼養され、と畜された牛、又はと畜前から起算して３

か月間日本において飼養され、日本においてと畜された牛から生産されたものである。 

11)  牛肉はと畜場においてとさつ前 24 時間以内に生体検査に合格し、特に牛疫及び口蹄疫に罹

患している兆候がない動物から生産されたものである。 

12)  牛肉は上記の証明事項を満たさない食肉と接触することなく取扱われたものである。 

13)  牛肉が由来する牛は、以下の要件を満たす車両によって、農場からと畜場へ輸送されたもの

である。 

(i)  動物が脱走や落下しない構造 

(ii)  動物が係留されている場所を目視確認できる 

(iii)  動物の排泄物、屑及び飼料の落下が防がれている又は最小限になっている 

(iv)  積み込み前に、当局が承認した消毒剤により、洗浄及び消毒され、直近 3カ月以内に

日本以外で飼養された牛と混合又は接触を防止されている。 

14)   牛肉が由来する牛は、日本以外の国/地域/ゾーンを経由せず農場からと畜場へ輸送され、

とさつ時に衛生状態が低い動物と接触していない。 

15)  牛肉はと畜場においてとさつ前及びとさつ時にＥＵ法令の動物福祉関連規則に従って取り

扱われた動物由来である。 

16)  フィンランド又はスウェーデン向けに輸出する場合、規則第 853/2004 号の実施に関連する

規則第 1688/2005 号のサルモネラ属菌に関する特別保証が履行されている 



 

 
 

 
署名 ：………………………………………… 

 
指名検査員氏名 

 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 

 
  



 

 
 

（別紙様式８－２ 原料食肉証明書様式（家きん肉）） 
 

ＥＵ等向け輸出食肉製品の原料となる家きん肉に関する原料食肉衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
 
I. 積荷の詳細 

家きんの種類 

包装数 
 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー（ロットナンバー） 

由来する家きんの出生地（日本又はＥＵ加盟国あるいは英国）  

生産農場名・所在地・生産農場からの出荷日 

 
 

II. 製品製造施設 

施設名称 施設番号 所在地 
（食鳥処理場）  
 
 

  

（食肉処理施設）    

 
 
と畜年月日 : ………………………………………………… 
 
製造年月日 : ………………………………………………… 
 
輸送温度: □冷蔵  □冷凍



 

 
 

以下の内容を証明します: 

 

1)  家きん肉を処理した施設は、一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣ

Ｐ指針に基づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ等認定施設

としてリストに掲載されている。 

2)  家きん肉は規則第 853/2004 号附則３セクション２及び５に従って生産されたものである。 

3)  家きん肉は規則第 2019/627 号第８から 14、25、33 及び 35 から 38 条並びに規則第 2019/624

号第３及び第５から第８条に従った生体検査及びとさつ後検査を通じて、人の消費に適するも

のとみなされたものである。 

4)  家きん肉の包装には規則第 853/2004 号附則２セクション１に従って識別マークが押されて

いる。 

5)  家きん肉は食品の微生物学的基準に関する規則第 2073/2005 号に定められた関連基準を満

たしている。 

6)  指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画によ

る生体家きん及び家きん肉由来製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号にお

いて、日本の家きん肉の計画が承認されている。 

7)  家きん肉は規則第 396/2005 号の農薬の最大残留基準値及び規則第 1881/2006 号の汚染物質

の最大残留基準値を満たす要件で製造されている。 

8)  家きん肉は、 □ 日本において生まれ、継続して飼養された家きん に由来するものである。 

□ 実施規則第 2021/404 号附則 14パート 1に掲載

された国から輸入された家きん 

□ ＥＵ加盟国から輸入された家きん 

□※ 規則第 798/2008 号附則１パート１により第三国と

して認められた国から輸入された家きん 

□※ 英国から輸入された家きん 

9)  家きん肉は、とさつ時に伝染病の症状を呈していない家きんに由来するものである。 

10)  家きん肉が由来する家きんは、農場から食鳥処理場まで日本以外のゾーンを経由せず直接輸

送され、衛生状態が低い動物と接触していない。 

11)  家きん肉が由来する家きんは、以下の要件を満たす車両によって、農場から食鳥処理場へ

輸送されたものである。 

(i)  動物が脱走や落下しない構造 

(ii)  動物が係留されている場所を目視確認できる 

(iii)  動物の排泄物、屑及び飼料の落下が防がれている又は最小限になっている 

(iv)  当局が承認した消毒剤により、洗浄及び消毒され、動物を積み混む直前に乾燥され

ている 

12)  疾病管理又は根絶を目的として殺処分された家きんではない。 

13)  食鳥処理場でＥＵ等向けに処理される家きんは、生体検査にて、一緒に輸送された家きん群

の中にＨＰＡＩ又はＮＤに感染した家きんが存在しないことを確認している。 

 



 

 
 

14) ※※ 家きん肉は、 □ とさつ前 30日間にＮＤ生ワクチンを接種した家きん由来  である。 

          □ とさつ前 30日間にＮＤ生ワクチンを接種していない家きん 

   由来 

15)  家きん肉は、ＥＵ等向け家きん肉以外との混合又は接触を防止する方法により処理、保管されて

いる。 

16)  家きん肉は食鳥処理場においてとさつ前及びとさつ時にＥＵ法令の動物福祉関連規則に従

って取り扱われた動物由来である。 

17) ※※フィンランド又はスウェーデン向けに輸出する場合、規則第 853/2004 号の実施に関連する

規則第 1688/2005 号のサルモネラ属菌に関する特別保証が履行されている 

（※英国向け輸出の場合にのみ適用、※※英国向け輸出の場合には適用されない） 

 
署名 ：………………………………………… 

 
指名検査員氏名 

 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 

 
 



（別紙様式９－１ 衛生証明書発行申請書様式（食肉製品））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、

代表者の氏名及び法人番号）　　　
 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（英語記載）

荷送人　※２
（輸出業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

ISOコード

荷受人　※２
（輸入業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

ＥＵ等向け輸出食肉製品(加熱基準A)の衛生証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うＥＵ等向け輸出食肉製品※１に添付する衛生証明書の発行を申請しま
す。

記

輸出先国（EU等の国名）※２

国名

ISOコード

と畜場 認定番号

名称

住所（所在地）

食肉処理施設 認定番号

名称



要件1(牛肉を原料に含む時のみ)
※以下の要件のうち、満たしている項目に☑すること

□国内の認定と畜場等で処理して得られた牛肉を原料として使用する場合にあっては、骨からの
　機械的除去肉を含んでいない。
□ＥＵ加盟国以外から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、ＥＵ規
　則に基づく無視できるＢＳＥリスク国又は管理されたＢＳＥリスク国であり（国名：　　　）
　、以下ア～オを充足する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された輸出国政府が発行又
　は裏書した証明書が添付されている。
　□ア　牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生のない、ＥＵ規則に基づく無視
　　　　できるＢＳＥリスク国に由来する場合、当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養され
　　　　ていたこと。
　□イ　牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生がある、ＥＵ規則に基づく無視
　　　　できるＢＳＥリスク国に由来する場合、骨からの機械的除去肉を含んでいないこと。
　□ウ　牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく無視できるＢＳＥリスク国に由来する場合、
　　　□当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養されていたこと。
　　　□頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング及びピッシングは行われていないこ
　　　　と。
　□エ　牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく管理されたリスク国に由来する場合、
　　　　（ア） 特定危険物質を含まないこと。
　　　　（イ） 骨から機械的除去肉を含まないこと。
　　　　（ウ） 頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング及びピッシングは行われてい
　　　　　　 ないこと。
　□オ牛肉製品は、ＥＵ向け輸出要件を満たして製造された。
□ＥＵ加盟国から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、このこと
　を証明する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された輸出国政府が発行又は裏書きし
　た証明書が添付されている。

住所（所在地）

輸送温度 □常温　□冷蔵　□冷凍

製造施設 認定番号

名称

住所（所在地）

原料食肉の由来国

製造年月日

ロット番号/Batch No.

製品の原料の動物種
（牛・鶏・あひる・七面鳥）

□牛　□鶏　□あひる　□七面鳥

合計梱包の数（数量・単位）

合計正味重量（Net weight）

Kg
合計総重量（Gross weight）

Kg



２　明細情報（英語記載）

（添付書類）
（１）原料食肉・原料食肉製品がＥＵ等向けの衛生要件を満たしていることを証明する書類

①

②
ア

イ

（２）その他

３　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

※１　原料食肉製品の衛生証明書発行申請の場合は、「原料食肉製品」と記載すること。
※２　原料食肉製品の衛生証明書発行申請の場合は、輸出先国、荷送人及び荷受人は記載不要。

要件２(豚肉を原料に含む時のみ)
※以下の要件のうち、満たしている項目に☑すること

製品が豚肉に由来する場合、使用された肉は実施規則第2015/1375号の要件を満たしており、以下のい
ずれかを満たしている（日本国外で実施された処理の場合、製造施設の名称・住所・登録番号が記載
された輸出国政府が発行又は裏書した証明書が添付されていること。）。
□トリヒナに対し消化法で検査され合格している。
□規則第2015/1375号附則２に基づき冷凍処理された。
□由来となった豚は、実施規則第2015/1375号附則４に基づきトリヒナ清浄であると当局に公
　式に認定された飼養施設においてのみ肥育及び屠畜された。
□ＥＵ加盟国において製造された。

複数の動物種の原料を混合している場合、加熱実施は原料肉の混合
前か混合後であるか。（加熱実施が混合前の場合、動物種毎に施し
た処理を記載すること）

□混合前に加熱
□混合後に加熱

製品の詳細

施した処理
（別表１　ＡからＤの加熱処理の種類を記載すること）

日本国内で製造された原料食肉を使用する場合は、原料食肉証明書（別紙様式８－１又は
別紙様式８－２）。日本国内で製造された原料食肉製品を使用する場合は、当該食肉製品
に対して発行される衛生証明書（別紙様式９－２）。

輸入した原料食肉・原料食肉製品を使用する場合は、以下のいずれか
当該原料食肉又は原料食肉製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記載され、かつ
これらがＥＵ等向けの衛生要件を満たしていることを証明する外国政府機関が発行又
は裏書きした証明書類

当該原料食肉又は原料食肉製品の製造施設の名称・住所・登録番号が記載され、かつ
これらがＥＵ加盟国内において製造されたことがわかる公的書類

輸出しようとする製品に使用された原料食肉・原料食肉製品と（１）の書類に対応する食肉が相
違ないことを示す資料等（複数の食肉製品認定施設を経由して製造される場合の遡り資料を含
む）



 
 

（別紙様式９－２－① 衛生証明書様式（加熱基準Ａによる食肉製品）） 
 

ＥＵ等向け食肉製品の衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
Ⅰ． 積荷の詳細 

製品の詳細 

製品の原料の動物種 

原料食肉の由来国 製造日 

包装数 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー（ロットナンバー） 

荷送人 
 
 

荷送人住所・所在国（ＩＳＯコード） 

荷受人 荷受人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

 
Ⅱ． 製品製造施設 

施設名称 施設番号 所在地 
（原料食肉のと畜場） 
 
 

  

（原料食肉の食肉処理施設） 
 
 

  

（食肉製品製造施設） 
 
 

  

 
輸送温度:  □常温 □冷蔵 □冷凍



 
 

以下の内容を証明します: 

 

1)  食肉製品を製造した施設は、一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣ

Ｐ指針に基づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ認定施設と

してリストに掲載されている。 

2)  食肉製品が由来する原料食肉は生体検査及びと畜後検査に合格している。 

3)  食肉製品は規則第 853/2004 号附則３セクション１から６に従って生産された食肉から製造

されたものである。 

4)  食肉製品の包装には規則第 853/2004 号附則２セクション１に従って識別マークが押されて

いる。 

5)  食肉製品に添付される表示は、原料食肉が、ＥＵ等へ輸出することが認められたと畜場等に

おいて処理された動物の食肉由来であることを示しており、それら施設の識別マークをすべて

表示している。 

6)  食肉製品は食品の微生物学的基準に関する規則第 2073/2005 号に定められた関連基準を満

たしている。 

7)  指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画によ

る生体及び製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号において、日本の食肉製

品の計画が承認されている。 

8)  食肉製品に含まれる処理した胃、膀胱、腸管及び肉エキスは規則第 853/2004 附則３セクシ

ョン 13 に従って製造されている。 

9)  食肉製品に含まれるレンダリングで得られた動物由来脂肪及び獣脂かすは規則第 853/2004

附則３セクション 12 に基づき製造されたものである。 

10)  食肉製品は規則第 396/2005 号の農薬の最大残留基準値及び規則第 1881/2006 号の汚染物質

の最大残留基準値を満たす要件で製造されている。 

11)  食肉製品はＥＵへの輸出に関する衛生要件に従って保管及び輸送されている。 

12)  牛肉を原料とする食肉製品にあっては、ＢＳＥに関し、 

□ 国内の認定と畜場等で処理して得られた牛肉を原料として使用する場合にあっては、骨か

らの機械的除去肉を含んでいない。 

□ ＥＵ加盟国以外から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、Ｅ

Ｕ規則に基づく無視できるＢＳＥリスク国又は管理されたＢＳＥリスク国であり（国

名：        ）、以下を充足する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された

輸出国政府が発行又は裏書した証明書が添付されている。 

□（i） 牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生のない、ＥＵ規則に基づく

無視できるＢＳＥリスク国に由来する場合、当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養

されていたこと。 

□(ii)  牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生がある、ＥＵ規則に基づく

無視できるＢＳＥリスク国に由来する場合、骨からの機械的除去肉を含んでいないこ

と。 

□(iii)  ※牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく無視できるＢＳＥリスク国に由来する

場合、 

□ 当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養されていたこと。 

□ 頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング又はピッシングは行われてい

ないこと。 

□ 当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養されており、また、頭蓋内に空気を注入

する方法によるスタンニング又はピッシングが行われていたこと。 

□(iv) 牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく管理されたリスク国に由来する場合、 

a. 特定危険物質を含まないこと。 



 
 

b. 骨から機械的除去肉を含まないこと。 

c. 頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング又はピッシングは行われてい

ないこと。 

□(v)  牛肉及び処理された腸の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく不明なＢＳＥリスク国に

由来する場合、ＯＩＥコードで定義される肉骨粉を給与されておらず、また、食肉

製品は脱骨過程で神経及びリンパ組織が混入しないよう取り扱われたこと。 

□(vi) 牛肉製品は、ＥＵ等向け輸出要件を満たして製造された。 

□ ＥＵ加盟国から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、このこ

とを証明する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された輸出国政府が発行又は裏書し

た証明書が添付されている。 

13)  牛肉を原料とする食肉製品にあっては、機械的回収肉及び規則第 999/2001 号附則５ポイン

ト１において定義されている特定危険部位を含まない、または由来でない。 

14)  食肉製品は別表１に示す加熱基準Ａを満たしている。  

15)  食肉製品は製造後から包装まで動物衛生リスクを伴う交差汚染を防ぐ方法で取り扱われて

いる。 

16)  食肉製品の由来する食肉はと畜場においてと畜時にＥＵ法令の動物福祉関連規則に従って

取り扱われた動物由来である。 

 
（※英国向け輸出の場合にのみ適用） 

 

署名 ：………………………………………… 
 

指名食品衛生監視員氏名 
 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 

  



 
 

（別紙様式９－２－② 衛生証明書様式（加熱基準Ｂ～Ｄによる食肉製品）） 
 

ＥＵ等向け食肉製品の衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
Ⅰ． 積荷の詳細 

製品の詳細 

製品の原料の動物種 

施した処理（別表１Ｂ-Ｄの加熱処理より記載） 
 
※複数の動物種の原料を混合している場合、加熱実施は原料肉の混合（前・後）である。加熱実施が混合前の場

合、動物種毎に施した処理を記載すること（この場合、牛肉についてはＡの処置も認められる）。 
原料食肉の由来国 製造日 

包装数 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー（ロットナンバー） 

荷送人 
 
 

荷送人住所・所在国（ＩＳＯコード） 

荷受人 荷受人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

 
Ⅱ． 製品製造施設 

施設名称 施設番号 所在地 
（原料食肉のと畜場） 
 
 

  

（原料食肉の食肉処理施設） 
 
 

  

（食肉製品製造施設） 
 
 

  

 
輸送温度:  □常温 □冷蔵 □冷凍



 
 

以下の内容を証明します: 

 

1)  食肉製品を製造した施設は、一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣ

Ｐ指針に基づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ等向け認定

施設としてリストに掲載されている。 

2)  食肉製品が由来する原料食肉は生体検査及びと畜後検査に合格している。 

3)  食肉製品は規則第 853/2004 号附則３セクション１から６に従って生産された食肉から製造

されたものである。 

4)  食肉製品の包装には規則第 853/2004 号附則２セクション１に従って識別マークが押されて

いる。 

5)  食肉製品に添付される表示は、原料食肉が、ＥＵへ輸出することが認められたと畜場等にお

いて処理された動物の食肉由来であることを示しており、それら施設の識別マークをすべて表

示している。 

6)  食肉製品は食品の微生物学的基準に関する規則第 2073/2005 号に定められた関連基準を満

たしている。 

7)  指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画によ

る生体及び製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号において、日本の食肉製

品の計画が承認されている。 

8)  食肉製品に含まれる処理した胃、膀胱、腸管及び肉エキスは規則第 853/2004 附則３セクシ

ョン 13 に従って製造されている。 

9)  食肉製品に含まれるレンダリングで得られた動物由来脂肪及び獣脂かすは規則第 853/2004

附則３セクション 12 に基づき製造されたものである。 

10)  食肉製品は規則第 396/2005 号の農薬の最大残留基準値及び規則第 1881/2006 号の汚染物質

の最大残留基準値を満たす要件で製造されている。 

11)  食肉製品はＥＵへの輸出に関する衛生要件に従って保管及び輸送されている。 

 

（牛肉を含む食肉製品に関する事項） 

12)  牛肉を原料とする食肉製品にあっては、ＢＳＥに関し、 

□ 国内の認定と畜場等で処理して得られた牛肉を原料として使用する場合にあっては、骨か

らの機械的除去肉を含んでいない。 

□ ＥＵ加盟国以外から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、 

ＥＵ規則に基づく無視できるＢＳＥリスク国又は管理されたＢＳＥリスク国であり（国

名：        ）、以下を充足する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された

輸出国政府が発行又は裏書した証明書が添付されている。 

□(i)  牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生のない、ＥＵ規則に基づく無

視できるＢＳＥリスク国に由来する場合、当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養

されていたこと。 

□(ii) 牛肉の由来する牛が、自国産牛においてＢＳＥの発生がある、ＥＵ規則に基づく無

視できるＢＳＥリスク国に由来する場合、骨からの機械的除去肉を含んでいないこ

と。 

□(iii) ※牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく無視できるＢＳＥリスク国に由来する場

合、 

□ 当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養されていたこと。 

□ 頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング又はピッシングは行われてい

ないこと。 

□ 当該国で生まれ、と畜まで継続的に飼養されており、また、頭蓋内に空気を注入

する方法によるスタンニング又はピッシングが行われていたこと。 



 
 

□(iv) 牛肉の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく管理されたＢＳＥリスク国に由来する場合、 

a. 特定危険物質を含まないこと。 

b. 骨から機械的除去肉を含まないこと。 

c. 頭蓋内に空気を注入する方法によるスタンニング又はピッシングは行われてい

ないこと。 

□(v)  牛肉及び処理された腸の由来する牛が、ＥＵ規則に基づく不明なＢＳＥリスク国に

由来する場合、ＯＩＥコードで定義される肉骨粉を給与されておらず、また、食肉

製品は脱骨過程で神経及びリンパ組織が混入しないよう取り扱われたこと。 

□(vi) 牛肉製品は、ＥＵ向け輸出要件を満たして製造された。 

□ ＥＵ加盟国から輸入した牛肉又は牛肉製品を原料として使用する場合にあっては、このこ

とを証明する、製造施設の名称・住所・登録番号が記載された輸出国政府が発行又は裏書し

た証明書が添付されている。 

13)  牛肉を原料とする食肉製品にあっては、機械的回収肉及び規則第 999/2001 号附則５ポイン

ト１において定義されている特定危険部位を含まない、または由来でない。 

（豚肉を含む食肉製品に関する事項） 

14)  製品が豚肉に由来する場合、使用された肉は実施規則第 2015/1375 号の要件を満たしてお

り、以下のいずれかを満たしている（日本国外で実施された処理の場合、製造施設の名称・住

所・登録番号が記載された輸出国政府が発行又は裏書した証明書が添付されていること。）。 

□ トリヒナに対し消化法で検査され合格している。 

□ 規則第 2015/1375 号附則２に基づき冷凍処理された。 

□ 由来となった豚は、実施規則第 2015/1375 号附則４に基づきトリヒナ清浄であると当局に

公式に認定された飼養施設においてのみ肥育及び屠畜された。 

□ ＥＵ加盟国において製造された。 

15)  原料食肉に応じた別表１に示すＢ～Ｄの加熱基準を満たしている。  

16)  食肉製品は製造後から包装まで動物衛生リスクを伴う交差汚染を防ぐ方法で取り扱われて

いる。 

17)  食肉製品の由来する食肉はと畜場においてとさつ時にＥＵ法令の動物福祉関連規則に従っ

て取り扱われた動物由来である。 

 
（※英国向け輸出の場合にのみ適用） 

 

署名 ：………………………………………… 
 

指名食品衛生監視員氏名 
 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 

 



（別紙様式10－１ 衛生証明書発行申請書様式（乳製品））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、

代表者の氏名及び法人番号）　　　
 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（英語記載）

荷送人　※２
（輸出業者情報）

氏名（名称）

ＥＵ等向け輸出乳製品の衛生証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うＥＵ等向け輸出乳製品※１に添付する衛生証明書の発行を申請します。

記

輸出先国（EU等の国名）※２

住所（所在地）

ＩＳＯコード

荷受人　※２
（輸入業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

国名

ＩＳＯコード

生産農場
※日本語記載

登録番号

名称

住所（所在地）

製造施設 認定番号

名称

住所（所在地）

原料乳の由来国

原料乳製品の由来国

家畜保健衛生所の確認書番号



２　明細情報（英語記載）

（添付書類）
（１）原料乳・原料乳製品がＥＵ等向け衛生要件を満たしていることを証明する書類

（a）

（b）
ａ

ｂ

（２）その他

３　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

※１　原料乳製品の衛生証明書発行申請の場合は、「原料乳製品」と記載すること。
※２　原料乳製品の衛生証明書発行申請の場合は、輸出先国、荷送人及び荷受人は記載不要。

輸送温度 □常温　□冷蔵　□冷凍

搾乳年月日

製造年月日

ロット番号/Batch No.

製品の原料乳・乳製品の動物種 □牛　□山羊　□めん羊

合計梱包の数（数量・単位）

当該原料乳・原料乳製品がＥＵ加盟国内において製造されたことがわかる、当該原料
乳及び原料乳製品の処理施設名・住所・登録番号が明記された、公的書類

輸出しようとする製品に使用された原料乳・原料乳製品と（１）の書類に対応する原料乳・原料
乳製品が相違ないことを示す資料等（複数の乳処理施設及び乳製品製造施設を経由して製造され
る場合の遡り資料を含む）

原料乳の殺菌方法 □未殺菌　□低温殺菌　□高温殺菌

合計正味重量（Net weight）

Kg
合計総重量（Gross weight）

Kg

製品の詳細

要件１(原料乳が羊又は山羊由来である場合に限る)
※以下の要件のうち、満たしている項目に☑すること

□72℃以上で15秒間の低温殺菌処理により達成される効果と少なくとも同等の加熱効果を有し、加熱
処理の直後に実施したアルカリホスファターゼ検査に対して陰性反応を保証するのに十分である1回の
熱処理を含む低温殺菌処理を受けた生乳から製造された。
□チーズについて、加工工程において２か月間以上熟成された。

日本国内で製造された原料乳を使用する場合は確認書（別紙様式６－１）の写し、原料乳
製品を使用する場合は当該乳製品に対して発行される衛生証明書（別紙様式10－２）。

輸入した原料乳・原料乳製品を使用する場合は、以下のいずれか
当該原料乳・原料乳製品がＥＵ等向け衛生要件を満たしていることを証明され、当該
原料乳及び原料乳製品の処理施設名・住所・登録番号が明記された、外国政府機関が
発行又は裏書きした証明書類



 
 

（別紙様式 10－２ 衛生証明書様式（乳製品）） 
 
 

ＥＵ等向け乳製品の衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
 
Ⅰ． 積荷の詳細 

製品の詳細 

製品の原料の動物種 

原料乳の由来国 

原料乳製品の由来国 
 

原料乳の殺菌方法 製造日 

包装数 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー（ロットナンバー） 

荷送人 荷送人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

荷受人 荷受人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

 
Ⅱ． 製品製造施設  

施設名称 施設番号 所在地 
（乳処理施設/乳製品製造施設） 
 
 

  

 
輸送温度:  □常温 □冷蔵 □冷凍 
 
 



 
 

生産農場の登録番号： 
家畜保健衛生所による確認書番号： 
搾乳日又は期間： 
 
以下の内容を証明します: 
 

【共通要件】 

1) 当該乳製品は、以下の要件を満たす原料乳に由来するものである。 

 (i)  規則第 852/2004 号に従って登録され、規則第 2019/627 号の第 49 条及び 50 条に従って

監視された農場由来である。 

  (ii)  規則第 853/2004 号の附則３のセクション９第１章に定めた衛生条件に従って、製造、

収集、冷却、保管および輸送されていた。 

 (iii)  規則第 853/2004 号の附則３のセクション９第１章に定めた生菌数及び体細胞数の基

準を満たしている。 

 (iv)  理事会指令第 96/23/EC 号、特にその第 29 条に従って提出された残留物または物質の検

出のためのモニタリング計画によって提供された生乳の残留物の状況に関する保証を遵

守し、委員会決定 2011/163 号において、日本の乳製品の計画が承認されている。 

(v)  食品産業事業者が規則第 853/2004 号の附則３のセクション９第１章第３部第４項の要

件に従って実施した抗菌薬の残留物検査に従って、規則第 37/2010 号の附則に定めた動物

用抗菌薬の残留物の残留基準値を遵守している。 

(vi)  規則第 396/2005 号に定めた殺虫剤に対する残留基準値、および規則第 1881/2006 号に

定めた汚染物質の基準値の遵守を保証する条件下で製造された。 

2) 製造施設は、一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣＰ指針に基づくプ

ログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ認定施設としてリストに掲載

されている。 

3) 食品の微生物学的基準に関して、規則第 2073/2005 号に定めた関連する微生物学的基準を満た

している。 

4) 当該乳製品は規則第396/2005号に定めた殺虫剤に対する残留基準値、および規則第1881/2006

号に定めた汚染物質の基準値の遵守を保証する条件下で製造された。 

5)  家畜保健衛生所の確認書において、「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵

及び卵製品取扱要綱」４の（１）の②の規定を満たしていることが確認されている。 

 

【加熱条件】 

原料乳の殺菌方法によって、該当する要件を選択すること。 

 

□ 未殺菌 

1) 原料乳が結核及びブルセラ症清浄群の動物に由来する。 

2) 製造工程において、リスクを低減させるために、加熱処理や物理的・化学的処理（低温殺菌を

含む）を生乳に行っていない。 

3) 規則第 853/2004 号の附則３のセクション９第３章及び第４章に従って包装、梱包及びラベリ

ングされている。 
 

□ 低温殺菌 

1) 原料乳は結核又はブルセラ症検査で陽性となった動物に由来していない。 

2) 以下のいずれかを満たしている。 

□ 72℃以上で15秒間の低温殺菌処理により達成される効果と少なくとも同等の加熱効果を伴

う、および適用可能な場合、加熱処理の直後に実施するアルカリホスファターゼ検査に対し



 
 

て陰性反応を保証するのに十分である１回の熱処理を含む低温殺菌処理を受けた、またはこ

れらを受けた生乳から製造された。 

□ チーズについて、加工工程において２か月間以上熟成された。（山羊又はめん羊に限る） 
4) 規則第 852/2004 の附則２および規則第 853/2004 の附則３のセクション９第２章に定めた関

連する衛生条件に従って加工、保管、包装、梱包、および輸送がなされている。 

 

□ 高温殺菌（英国向けにのみ適用可） 

1) 原料乳が結核又はブルセラ症検査で陽性となった動物に由来していない。 

2)  いずれかの処置を実施。 

(a) F0 値が 3以上を達成するための殺菌処理 

(b) 適切な保持時間を伴う 135℃以上での超高温（ＵＨＴ）処理 

(c) (i) 72℃で 15 秒間の高温短時間殺菌処理（ＨＴＳＴ）を乳に２回実施し、pHが 7.0 以

上を達成、および必要に応じて加熱処理の直後に実施したアルカリホスファターゼ検

査に対して陰性反応 

(ii) (i)項と同等の低温殺菌効果を達成する処理、及び必要に応じて加熱処理の直後に

実施したアルカリホスファターゼ検査に対して陰性反応 

(d) 乳のＨＴＳＴ処理で pH を 7.0 未満に低下させる 

(e) 以下のいずれかによる別の物理的処理とＨＴＳＴ処理の併用 

(i)  1 時間かけて pHを 6 未満に低下させる 

(ii) 乾燥を併用した 72℃以上の追加の加熱 

3) 規則第 852/2004 号の附則２および規則第 853/2004 号の附則３のセクション９第２章に定め

た関連する衛生条件に従って加工、保管、包装、梱包、および輸送がなされている。 

 

 
 

署名 ：………………………………………… 
 

指名食品衛生監視員氏名 
 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 

 
 



（別紙様式11－１ 衛生証明書発行申請書様式（殻付き卵））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、

代表者の氏名及び法人番号）　　　
 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（英語記載）

荷送人　※２
（輸出業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

ＩＳＯコード

荷受人　※２
（輸入業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

ＥＵ等向け輸出殻付き卵の衛生証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うＥＵ等向け輸出殻付き卵（□クラスＡ卵/□クラスＢ卵）※１に添付する
衛生証明書の発行を申請します。

記

輸出先国（ＥＵ等の国名）※２

国名

ＩＳＯコード

生産農場
※日本語記載

登録番号

名称

住所（所在地）

卵選別包装施設 認定番号

名称



２　明細情報（英語記載）

（添付書類）
（１）クラスＡ卵の場合にあっては、確認書の写し（別紙様式６－２）

（２）その他

３　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

※１　原料卵（卵選別包装施設を経由する場合に限る）の衛生証明書発行申請の場合は、
「原料卵製品」と記載すること。

※２　原料卵（卵選別包装施設を経由する場合に限る）の衛生証明書発行申請の場合は、
輸出先国、荷送人及び荷受人は記載不要。

（２） クラスＢ卵又は原料卵（卵選別包装施設を経由する場合に限る）の場合にあっては、
採卵日（期間）の過去30日以内に国内に高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の発生
があった場合、確認書の写し（別紙様式６－３又は別紙様式６－４）

住所（所在地）

輸送温度 □常温　□冷蔵　□冷凍

集卵年月日

ロット番号/Batch No.

合計総重量（Gross weight）

Kg

製品の詳細

製品の原料の動物種

合計梱包の数（数量・単位）

合計正味重量（Net weight）

Kg

・規則第853/2004号におけるサルモネラ属菌に関する特別保証について、以下のいずれかを満
たす。

□　フィンランド又はスウェーデン向けに輸出※される殻付卵であり、規則第1688/2005号の要
　件を満たしている。

□　デンマーク向けに輸出※される殻付卵であり、規則第427/2012号の要件を満たしている。
□　フィンランド、スウェーデン又はデンマークに仕向けられる予定のない殻付卵である。
（※ＥＵ到着後、フィンランド、スウェーデン又はデンマーク向けに仕向けられる可能性があ
る場合を含む）



（別紙様式11－２ 衛生証明書発行申請書様式（卵製品））

年　　月　　日

都道府県知事
保健所設置市長　殿
特別区長

住所                              
氏名                              
（法人にあってはその名称、所在地、
代表者の氏名及び法人番号）　　　

 担当者の氏名：
 所属部署：
 担当者電話番号：
 E-mail：

１　基本情報（英語記載）

　しない場合は不要 名称

ＩＳＯコード

卵選別包装施設
※卵選別包装施設を経由

認定番号

生産農場
※日本語記載

登録番号

名称

住所（所在地）

住所（所在地）

国名

ＥＵ等向け輸出卵製品の衛生証明書の発行申請書

　下記施設で取り扱うＥＵ等向け輸出卵製品※１に添付する衛生証明書の発行を申請します。

記

輸出先国（ＥＵ等の国名）※２

荷送人　※２
（輸出業者情報）

氏名（名称）

住所（所在地）

ＩＳＯコード

荷受人　※２
（輸入業者情報）

氏名（名称）



ロット番号/Batch No.

製品の原料の動物種

合計梱包の数（数量・単位）

合計正味重量（Net weight）

Kg
合計総重量（Gross weight）

Kg

輸送温度 □常温　□冷蔵　□冷凍

集卵年月日

製造年月日

住所（所在地）

製品の原料の生産国

製造施設 認定番号

名称

住所（所在地）

加熱条件
原料卵の由来する生産農場、卵選別包装施設及び卵製品製造施設（輸入液卵又は粉卵の場合にあって
は、当該液卵又は粉卵製造施設）の周囲10キロメートル以内での集卵日から起算して過去30日間におけ
るＨＰＡＩ又はＮＤの発生の有無によって、以下の加熱要件を選択すること。

・ＨＰＡＩについて
□　ＨＰＡＩの発生はない。又は
□　以下の加熱要件を満たしている。
 　　ア　卵白液
　　　□55.6℃で870秒　□56.7℃で232秒　加熱
 　　イ　10％塩漬け卵黄
　　　□62.2℃で138秒　加熱
 　　ウ　乾燥卵白
　　　□67℃で20時間　□54.4℃で50.4時間（英国向けの場合513時間）　加熱
 　　エ　全卵
　　　□60℃188秒　□完全に　加熱
 　　オ　全卵液
　　　□60℃で188秒　□61.1℃で94秒　□完全に　加熱

・NDについて
□　NDの発生はない。又は
□　以下の加熱要件を満たしている。
　　 ア　卵白液
　　　□　55℃で2,278秒　□57℃で986秒　□59℃で301秒　加熱
 　　イ　10％塩漬け卵黄
　　　□55℃で176秒　加熱
　　 ウ　乾燥卵白
　　　□57℃で50.4時間　加熱
　 　エ　全卵
　　　□55℃で2,521秒　□57℃で1,596秒　□59℃で674秒　□完全に　加熱



２　明細情報（英語記載）

（添付書類）
（１）原料卵・原料卵製品がＥＵ等向け衛生要件を満たしていることを証明する書類

①

②
ア

イ

（３）その他

３　証明書の交付（受領場所）

□　郵送等による受領を希望

□　手交による受領を希望

※１　原料卵製品の衛生証明書発行申請の場合は、「原料卵製品」と記載すること。
※２　原料卵製品の衛生証明書発行申請の場合は、輸出先国、荷送人及び荷受人は記載不要。

日本国内で製造された原料卵を使用する場合であって、原料卵が卵選別包装施設を経由する
場合は、当該卵の衛生証明書（別紙様式11－３）。日本国内で製造された原料卵製品を使用
する場合は、当該卵製品の衛生証明書（別紙様式11－４）。

輸入した原料卵・原料卵製品を使用する場合は、以下のいずれか

（２）採卵日（期間）の過去30日以内に国内に高病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル
病の発生があった場合、確認書の写し（別紙様式６－４）

製品の詳細

当該原料卵・原料卵製品がＥＵ等向け衛生要件を満たしていることを証明するとさ
れ、当該原料卵及び原料卵製品の処理施設名・住所・登録番号が明記された、外国政
府機関が発行又は裏書きした証明書類

当該原料卵・原料卵製品がＥＵ加盟国内において製造されたことがわかる、当該原料
卵及び原料卵製品の処理施設名・住所・登録番号が明記された、公的書類

輸出しようとする製品に使用された原料卵・原料卵製品と（１）の書類に対応する原料卵・原料
卵製品が相違ないことを示す資料等（複数の卵選別包装施設・卵製品製造施設を経由して製造さ
れる場合の遡り資料を含む）



 
 

（別紙様式 11－３ 衛生証明書様式（殻付き卵）） 
 

ＥＵ等向け殻付き卵の衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
Ⅰ． 積荷の詳細  

製品の詳細 

製品の原料の動物種 
 

包装数 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー 
 

荷送人 
 

荷送人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

荷受人 
 

荷受人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

 
Ⅱ． 製品製造施設 

施設名称 施設番号 所在地 
（卵選別包装施設） 
 
 

  

 
 
農場の名称及び住所並びに登録番号： 
 
集卵日（期間でも可）： 
 
輸送温度:  □常温 □冷蔵 □冷凍 
 
 
  



 
 

以下の内容を証明します: 

 

1) 殻付き卵を取り扱う施設は一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣＰ

指針に基づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ認定施設とし

てリストに掲載されている。 

2) 殻付き卵は、規則第 853/2004 号附則３セクション 10 の第１章に規定される状態に従って、

保管、運搬された。 

3) 指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画によ

る生体及び製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号において、日本の卵の計画

が承認されている。 

4) 殻付き卵は、規則第396/2005号に定めた殺虫剤に対する残留基準値、および規則第 1881/2006

号に定めた汚染物質の基準値の遵守を保証する条件下で製造された。 

5) 殻付き卵は、ＥＵ向け殻付き卵生産農場として登録された農場で生産された。 

6) 規則第 853/2004 号におけるサルモネラ属菌に関する特別保証として、以下のいずれかを満た

している。 

□ フィンランド又はスウェーデン向けに輸出される殻付卵であり、規則第 1688/2005 号の要

件を満たしている。 

□ デンマーク向けに輸出される殻付卵であり、規則第 427/2012 号の要件を満たしている。 

□ フィンランド、スウェーデン又はデンマークに仕向けられる予定のない殻付卵である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

署名 ：………………………………………… 
 

指名食品衛生監視員氏名 
 
：………………………………………… 

 
所属及び役職 

 
：………………………………………… 

 
都道府県等 

 
：………………………………………… 



 
 

（別紙様式 11－４ 衛生証明書様式（卵製品）） 
 
 

ＥＵ等向け卵製品の衛生証明書 
 
 

証明書番号 :                 
  
証 明 日 :                 

 
 
 
Ⅰ． 積荷の詳細  

製品の詳細 

製品の原料の動物種 製造日 

製品の原料の生産国 
 

包装数 
 

総重量及び実重量 バッチナンバー 

荷送人 荷送人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

荷受人 荷受人住所・所在国（ＩＳＯコード） 
 
 

 
Ⅱ． 製品製造施設  

施設名称 施設番号 所在地 
（卵製品製造施設） 
 
 

  

（卵選別包装施設（経由している場合）） 
 
 

  

 
農場の名称及び登録番号： 
 
原料卵の集卵日（期間でも可）： 
 
輸送温度:  □常温 □冷蔵 □冷凍



 
 

 

以下の内容を証明します: 

 

【共通条件】 

1) 卵製品製造施設は一般衛生要求及び規則第 852/2004 号第５条に従ったＨＡＣＣＰ指針に基

づくプログラムを実行しており、当局による定期的な査察を受け、ＥＵ認定施設としてリスト

に掲載されている。 

2) 卵製品は、規則第 853/2004 号附則３セクション 10 の第２章の２に規定される要件を満たし

た原料から製造されている。 

3) 卵製品は、規則第 853/2004 号附則３セクション 10 第２章の３に規定される衛生要件を遵守

し製造されている。 

4) 卵製品は、規則第 853/2004 号附則３セクション 10 第２章の４に規定される分析要件及び食

品の微生物学的基準に関する規則第 2073/2005 号に定められた関連基準を満たしている。 

5) 卵製品は規則第 853/2004 号附則２セクション１及び附則３セクション 10 第２章の５に従っ

て識別マークが押されている。 

6) 指令第 96/23/EC 号、特に同指令第 29 条に従って提出された残留物質モニタリング計画によ

る生体及び製品に関する保証が履行され、委員会決定第 2011/163 号において、日本の卵製品の

計画が承認されている。 

7) 卵製品は、規則第 396/2005 号に定めた殺虫剤に対する残留基準値、および規則第 1881/2006

号に定めた汚染物質の基準値の遵守を保証する条件下で製造された。 

8) 卵製品は、ＥＵ向け原料卵生産農場として登録された農場で生産された原料卵から生産され

た。 

 

【加熱条件】 

原料卵の由来する生産農場、卵選別包装施設及び卵製品製造施設（輸入液卵又は粉卵の場合に

あっては、当該液卵又は粉卵製造施設）の周囲 10 キロメートル以内での集卵日から起算して過

去 30 日間におけるＨＰＡＩ又はＮＤの発生の有無によって、以下の加熱要件を選択すること。 

□ 9) ＨＰＡＩの発生はない。又は 

 

□ 9) 以下の加熱要件を満たしている。 

 ア 卵白液  

□55.6℃で 870 秒 □56.7℃で 232 秒 加熱 

 イ 10％塩漬け卵黄 

□62.2℃で 138 秒 加熱 

 ウ 乾燥卵白  

□67℃で 20 時間 □54.4℃で 50.4 時間（英国向けの場合 513 時間） 加熱 

 エ 全卵 

□60℃188 秒 □完全に 加熱 

 オ 全卵液 

□60℃で 188 秒 □61.1℃で 94 秒 □完全に 加熱 

 

□ 10) ＮＤの発生はない。又は 

 

□ 10) 以下の加熱要件を満たしている。 

 ア 卵白液 

□ 55℃で 2,278 秒 □57℃で 986 秒 □59℃で 301 秒 加熱 

 イ 10％塩漬け卵黄  



 
 

□55℃で 176 秒 加熱 

 ウ 乾燥卵白 

□57℃で 50.4 時間 加熱 

  エ 全卵 

□55℃で 2,521 秒 □57℃で 1,596 秒 □59℃で 674 秒 □完全に 加熱 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

署名 ：………………………………………… 

 

指名食品衛生監視員氏名 

 

：………………………………………… 

 

所属及び役職 

 

：………………………………………… 

 

都道府県等 

 

：………………………………………… 




