
別 紙

○「ＥＵ向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の発行について」
（平成２３年３月３１日付２２消安第１０２５９号農林水産省消費・安全局長通知）新旧対照表

（下線の部分は改正箇所）

改正後 改正前

別紙 別紙

ＥＵ向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の ＥＵ向けに輸出されるペットフード等に関する証明書の
発行について 発行について

第１ （略） 第１ （略）

第２ （略） 第２ （略）

第３ 証明書の発行要件 第３ 証明書の発行要件
（略） （略）

１～６ （略） １～６ （略）
７ 山梨県、長野県、新潟県又は青森県において生産又は加工 ７ 山梨県において生産又は加工されたきのこ類を５０％以上

されたきのこ類を５０％以上含有するものであって、放射性 含有するものであって、放射性セシウム（１３４Ｃｓ及び１３７Ｃ
セシウム（１３４Ｃｓ及び１３７Ｃｓ）について検査した結果、 ｓ）について検査した結果、ＥＵ規則で定められた基準未満
ＥＵ規則で定められた基準未満のものであること。 のものであること。

８～９ （略） ８～９ （略）

第４ 証明書の申請手続 第４ 証明書の申請手続
１ (略） １ （略）
２ 畜水産安全管理課又は各地方農政局消費・安全部安全管

理課は、申請者から提出された申請書類の内容について、
必要があると認める場合は、現地確認及びその他の調査を実
施する。



３ 畜水産安全管理課又は各地方農政局消費・安全部安全管 ２ 畜水産安全管理課又は各地方農政局消費・安全部安全管理
理課は、第４の１の（１）から（３）まで、及び必要な場 課は、第４の１の（１）から（３）まで、及び必要な場合は、
合は、（４）から（７）までの内容を確認の上、別記様式２ （４）から（７）までの内容を確認の上、別記様式２により、
により、証明書を発行する。 証明書を発行する。

(別記様式１） (別記様式１）

（略） （略）

□１～□５ （略） □１～□５ （略）



□６ 山梨県、長野県、新潟県又は青森県において生産又は加 □６ 山梨県において生産又は加工されたきのこ類を５０％以
工されたきのこ類を５０％以上含有するものであって、放 上含有するものであって、放射性セシウム（１３４Ｃｓ及び１

射性セシウム（１３４Ｃｓ及び１３７Ｃｓ）について検査した ３７Ｃｓ）について検査した結果、EU 規則で定められた基
結果、EU 規則で定められた基準未満のものであること。 準未満のものであること。

□７～□８ （略） □７～□８ （略）

（略） （略）

（別記様式２） （別記様式２）
ANNEX Ⅰ ANNEX Ⅰ

（略） （略）

According to the provisions of the Commission Implementing Regulation According to the provisions of the Commission Implementing Regulation
(EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import (EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import of
of feed and food originating in or consigned from Japan following the feed and food originating in or consigned from Japan following the
accident at the Fukushima nuclear power station the accident at the Fukushima nuclear power station the

(authorised representative referred to in point 2 or point 3 of Article 6 of (authorised representative referred to in Article 6(2)or 6(3)of Implementing
Implementing Regulation(EU) No 996/2012) Regulation(EU) No 996/2012)

(略） （略）

DECLARES that the consignment concerns： DECLARES that the consignment concerns：

 （略）  （略）

 （略）  （略）



 （略）  （略）

 （略）  （略）

 （略）  （略）

 mushrooms or a compound feed or food containing more than 50% of  mushrooms or a compound feed or food containing more than 50% of
these products, originating in Yamanashi, Nagano, Niigata or Aomori these products, originating in Yamanashi prefecture, and has been sampled on
prefecture, and has been sampled on (date), subjected to (date), subjected to laboratory analysis on
laboratory analysis on (date) in the (date) in the

(name of laboratory), (name of laboratory), to determine the level of the radionuclides,
to determine the level of the radionuclides, caesium-134 and caesium-137. caesium-134 and caesium-137. The analytical report is attached;
The analytical report is attached;

 （略）  （略）

 （略）  （略）

Done at on Done at on
Stamp and signature of the authorised representative referred to in Stamp and signature of the authorised representative referred to in
point 2 or 3 of Article 6 of Implementing Regulation(EU) No Articles 6(2) or (3) of Implementing Regulation(EU) No 996/2012
996/2012,

（略） （略）


