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ベトナム向け輸出水産食品の取扱要綱 

 

 
１ 目的 

この要綱は、ベトナム向け輸出水産食品について、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３条及び第５条に基づく衛生証明書の発行、第16条に基づく適合施

設の認定及び第19条に基づく定期的な確認等に関する手続を定めるものである。 

 

２ 用語の定義 

本要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１）ベトナム向け輸出水産食品：日本からベトナムに輸出される水産食品で

あって、３の条件に適合するもの。 

（２） 終加工施設：ベトナム向け輸出水産食品を 終的に加工する施設 

（３） 終保管施設：ベトナム向け輸出水産食品を 終的に保管する施設 

（４）認定施設： 終加工施設、 終保管施設並びにベトナム向け輸出水産食

品を取り扱う養殖場及びベトナム向け輸出水産食品を採捕した漁船（本要

綱において「 終加工施設等」という。）のうち、本要綱に基づき認定さ

れたもの 

（５）認定施設責任者：認定施設において、本要綱の要件が遵守されているこ

とに責任を負う個人又は法人 

（６）輸出者：ベトナム向け輸出水産食品を輸出しようとする者 

（７）加工流通課：水産庁漁政部加工流通課 

（８）食品監視安全課：厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課 

（９）施設認定担当部局：施設が所在する都道府県の水産業を所管する部局 

（10）都道府県等：都道府県、保健所を設置する市及び特別区 

（11）輸出支援課：農林水産省輸出・国際局輸出支援課 

（12）地方農政局等：北海道農政事務所、東北農政局、関東農政局、北陸農政

局、東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局、九州農政局及び内閣府沖

縄総合事務局 

（13）証明書発行機関：活水産動物を輸出する場合は加工流通課に登録された

都道府県水産部局、活水産動物を除く水産食品を輸出する場合は輸出支援

課又は地方農政局等 

 
３ ベトナム向け輸出水産食品の条件 

ベトナム向けに輸出される水産食品は、次のいずれかの要件に適合するこ



と。 

（１）食品衛生法（昭和22年法律第233号。本要綱において「法」という。）

に適合した水産動物及びこれらの加工品（活水産動物を除く。）。 

（２）漁業法（昭和24年法律第267号）、漁船法（昭和25年法律第178号）及び

持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）（本要綱において「漁業法

等」という。）に基づき適法に採捕又は養殖され輸出される活水産動物。 

 

４ ベトナム向け輸出水産食品 終加工施設等の要件 

（１）輸出する水産食品が３（１）に該当し、ベトナム国内での消費を目的と

する場合 

終加工施設は、以下のアからウまでのいずれかの要件に適合し、かつ

エからカまでのうちの少なくとも１つ以上の処理を行っていること。 

ア 法第55条に基づく営業許可を有し、又は法第57条に基づく営業届出を

行っていること。 

イ 条例に基づく食品製造等の営業許可を有すること又は営業に係る届出

等を行っていること。 

ウ 法第30条に規定する食品衛生監視員による監視指導を受けていること

が食品衛生監視票等の書類で確認可能であること。 

エ 頭尾等の切り落としや内臓の除去、フィレや切り身等の処理を行って

いること。 

オ 乾燥、調味、加熱、塩蔵、凍結等の処理を行っていること。 

カ 食品に接触する包装処理を行っていること。 

（２）輸出する水産食品が３（１）に該当し、全量がベトナムから再輸出され

る場合 

終加工施設及び 終保管施設は、以下それぞれの要件に適合するこ

と。 

 ア 終加工施設にあっては、（１）の要件に適合すること。 

イ 法第27条に規定する輸入の届出を行い輸入された水産食品であって、

かつ日本国内で（１）のエからカまでのいずれの処理も行わない（輸入

時の状態を維持した）場合にあっては、 終保管施設は、（１）のア

からウまでのいずれかの要件に適合すること。 

（３）輸出する水産食品が３（２）に該当する場合 終加工施設等は、以下の

要件に適合すること。 

ア 終加工施設にあっては、（１）のアからウまでのいずれかの要件

に適合し、かつ、カの処理を行っている施設であること。 

イ 終保管施設にあっては、（１）のアからウまでのいずれかの要件に

適合する施設であること。 

ウ 養殖場又は漁船にあっては、漁業法等に基づき、適法に漁業を営ん

でいるものであること。 

 
５ 終加工施設等の認定手続 

４（１）又は（３）の場合は、以下の手続により 終加工施設等の認定を



行うものとする。なお、本手続は、ベトナム政府への登録が必要であり、登録

完了までに数ヶ月を要する場合があるため、認定施設責任者はその旨了承した

上で申請を行うものとする。 

（１）認定に必要な書類について 

ア ４（１）の場合 

認定施設責任者は、４（１）に掲げる要件を確認するために必要な書

類、製品の加工工程に関するフローチャート及び施設の平面図を添付し、

別紙様式１及び別紙様式２により、施設認定担当部局に申請する。 

イ ４（３）の場合 

認定施設責任者は４（３）に掲げる要件を確認するために必要な書類

を添付し、別紙様式１及び別紙様式２により、施設認定担当部局に申請する

（製品の加工工程に関するフローチャート及び施設の平面図は不要）。 

（２）施設認定担当部局は、（１）の申請を受理したときは、別紙様式３によ

り加工流通課に報告する。 

（３）加工流通課は、（２）の報告を受けたときは、必要に応じ食品監視安全

課及び農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課と協議し、４に掲げる要

件を満たしていることが確認できた場合には、ベトナム政府に当該施設の

登録を要請する。 

（４）加工流通課は、ベトナム政府から登録完了の報告を受けた後、食品監視

安全課、施設認定担当部局及び輸出支援課に当該施設のベトナム政府によ

る登録が完了した旨を連絡する。連絡を受けた食品監視安全課は都道府県

等衛生部局に、施設認定担当部局は認定施設責任者に、輸出支援課は地方

農政局等にそれぞれその旨を連絡する。 

なお、加工流通課が農林水産省のホームページ上で認定施設リストを公

表することにより、その施設を認定施設として取り扱うものとする。 

（５）認定施設責任者は、ベトナムの衛生上の規則及び条件について自ら情報

収集を行うとともに、適宜検査を実施する等により、ベトナム向け輸出水

産食品に関する自主的な衛生管理に努める。 

（６）都道府県等衛生部局は、管内の認定施設について、法で規定する監視指

導の際に営業の許可の取消し事由が存在する等の問題が認められたときは、

食品監視安全課に報告することとし、当該報告を受けた食品監視安全課は、

加工流通課に連絡する。４（３）ウの要件に該当する認定施設については、

認定施設を所管する都道府県等水産部局が必要に応じて認定要件に適合し

ていることを確認すること。 

 

６ 認定施設の認定事項の変更 

（１）認定施設責任者は、認定の変更又は取消しをしようとする場合は、別紙

様式４により、施設認定担当部局に申請する。 

なお、４（１）の場合において認定事項の変更をしようとするときは、

変更の場合にあっては、別紙様式２、製品の加工工程に関するフローチャ

ート、施設の平面図及びその他変更内容が確認できる書類を添付する（た

だし、変更が施設名又は所在地の表記のみの場合にあっては、製品の加工



工程に関するフローチャート及び施設の平面図の提出を省略することがで

きる。)。 

また、４（３）の場合において認定事項の変更をしようとするときは、

別紙様式２その他変更内容が確認できる書類を添付する。 

（２）施設認定担当部局は、（１）の申請を受理したときは、５（２）に準じて

情報提供を行うとともに、別紙様式３により加工流通課に報告し、加工流

通課は、５（３）及び（４）に準じて手続を行う。 

 
７ 認定の取消し 

以下のいずれかに該当することが判明した場合には、加工流通課は認定施設

を取り消すことができる。 

（１）認定施設が、４（１）又は（３）のそれぞれに掲げる要件に合致しない

ことが判明したとき。 

（２）認定施設責任者又は当該認定施設と関係のある者が、本要綱に基づく手

続において不正を行ったことが判明したとき。 

（３）その他相当の理由があると認められるとき。 

 

８ 衛生証明書の発行手続（活水産動物を輸出する場合を除く。） 

（１）輸出する水産食品が３（１）に該当し、ベトナム国内での消費を目的と

する場合 

輸出者は、別添１に規定する検査を行い、輸出支援課又は 終加工施設

若しくは輸出者の事業所が所在する地域を所管する地方農政局等に、別紙

様式５及び以下の書類を添付して、別表を参照し、衛生証明書の発行を申

請する。なお、電子メールによる申請を行う場合にあっては、別添２によ

るものとする。 

生鮮品の輸出など、申請日当日に証明書の交付を希望するときは、手続

を円滑に行うため、事前に申請先に相談するなど連携を図ること。 

ア 別紙様式５の１．の記載内容が確認出来る関係書類（インボイスの写

し、パッキング・リストの写し、船荷証券（BL）又は航空貨物運送状

（AWB)の写し等）（船荷証券（BL）又は航空貨物運送状（AWB)の写しを

申請時に提出できないときは、証明書発行日までに提出すること。また、

別紙様式５（１．製品の詳細の内容）が確認できるものであれば全てを

提出する必要はない。） 

イ 別紙様式10（又は検査結果が適切に確認できる任意の様式） 

ウ 終加工施設が、食品衛生監視員による監視指導の結果、一定程度の

衛生管理が実施されていることが確認できる食品衛生監視票等の書類の

写し 

エ 郵送での受け取りを希望するときは、切手を貼付し、宛先を記入した

返信用封筒 

オ 申請者と輸出者が異なる場合、輸出者が作成した委任状 

（２）輸出する水産食品が３（１）に該当し、全量がベトナムから再輸出され

る場合 



輸出者は、別添１に規定する検査を行い、輸出支援課又は 終加工施設

若しくは 終保管施設（法第27条に規定する輸入の届出を行い輸入された

水産食品であって、かつ日本国内で４（１）のエからカまでのいずれの処

理も行わずに保管する施設に限る。）若しくは輸出者の事業所が所在する

地域を所管する地方農政局等に、別紙様式５及び以下の書類を添付して、

別表を参照し、衛生証明書の発行を申請する。なお、電子メールによる申

請を行う場合にあっては、別添２によるものとする。 

生鮮品の輸出など、申請日当日に証明書の交付を希望するときは、手続

を円滑に行うため、事前に申請先に相談するなど連携を図ること。 

ア 別紙様式５の１．の記載内容が確認できる関係書類（インボイスの写

し、パッキング・リストの写し、船荷証券（BL）又は航空貨物運送状

（AWB)の写し等）（船荷証券（BL）又は航空貨物運送状（AWB)の写しを

申請時に提出できないときは、証明書発行日までに提出すること。また、

別紙様式５（１．製品の詳細の内容）が確認できるものであれば全てを

提出する必要はない。） 

イ 別紙様式10（又は検査結果が適切に確認できる任意の様式） 

ウ 終加工施設又は 終保管施設が、４（２）の要件を満たすことを確

認できる書類の写し。ただし、当該施設が４（１）ア又はイに該当する

施設の場合は、４（１）ウの内容が確認できる書類の写しについても添

付すること。 

エ 郵送での受け取りを希望するときは、切手を貼付し、宛先を記入した

返信用封筒 

オ 申請者と輸出者が異なる場合、輸出者が作成した委任状 

（３）証明書発行機関は、別紙様式５の１．の記載内容と関係書類の内容が合

致していることを確認した上で、別紙様式６により衛生証明書を発行する。 

（４）証明書発行機関は、本要綱に基づく衛生証明書発行申請の確認等に当た

り、必要に応じて、申請者に対し追加資料の提出を求めることができる。 

（５）証明書発行機関は、衛生証明書の原本を申請者に発行するとともに、写

し及び関係書類を証明書発行日から３年間保管する。 

（６）地方農政局等は、前年度の証明書発行件数等（一元的な輸出証明書発給

システムを用いて発行され、または、一元的な輸出証明書発給システムに

証明書情報が入力されたものを除く。）について、新年度の４月末日まで

に輸出支援課宛て報告すること。なお、発行実績がない場合もその旨報告

すること。 

（７）証明書発行機関は、輸出者から、衛生証明書の発行後に記載内容に変更

が生じた旨の相談があった場合には、貨物等の状況を確認するとともに、

発行済みの証明書の差し替えを行う場合には、以下の事項に留意すること。 

ア 証明書の番号は発行済みの証明書の番号と異なる番号とすること。 

イ 証明書の左上部に発行済みの証明書の番号及び発行日並びに発行済み

の証明書を差し替えるものである旨を記載すること。（例：Issued in 

lieu of certificate No. BZ0122BVN00001 dated 31/01/2022.） 

 



９ 食用水産品証明書の発行手続（活水産動物を輸出する場合に限る。） 

（１）認定施設が所在する都道府県（漁船の場合にあっては、漁船法に基づき、

漁船が登録された都道府県をいう。本要綱において同じ。）の水産部局が、

食用水産品証明書を発行するに当たっては、別紙様式７により、加工流通

課に証明書発行機関としての登録申請を行う。 

（２）加工流通課は、（１）の申請を行った都道府県水産部局について、農林

水産省のホームページ上で証明書発行機関として登録したことを公表する。 

（３）輸出者は、認定施設が所在する都道府県水産部局の証明書発行機関に別

紙様式８に別紙様式９（Ⅰを記入したもの）及び関係書類（生産者の名称

が記載され、当該生産者が署名した水揚げの報告書及び別紙様式９のⅠの

内容が確認できる書類（インボイスの写し等））を添付し、食用水産品証

明書の発行を申請する。なお、別紙様式９について、Ⅰ．⑧の欄で

「Processed in Vietnam for reexport to Japan or other countries(日

本や他国への再輸出のためのベトナムでの加工)」を選択した場合は、③

の欄にName and Address of Establishment（施設の名前及び所在地）の

みを記入する（Registration Number(認定番号)の記入は必要ない。）。 

また、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２に

よるものとする。 

（４）証明書発行機関は、当該活水産動物が認定施設で採捕、養殖、食品に接触

する包装処理又は保管（本要綱において「採捕等」という。）されたもの

である場合は、食用水産品証明書（別紙様式９）を発行する。 

（５）証明書発行機関は、本要綱に基づく食用水産品証明書発行申請の確認等

に当たり、必要に応じ、申請者に対し追加資料の提出を求めることができ

る。 

（６）証明書発行機関は、食用水産品証明書の原本を申請者に発行するととも

に、写し及び関係書類を証明書発行日から３年間保管する。 

（７）証明書発行機関は、輸出者から、衛生証明書の発行後に記載内容に変更

が生じた旨の相談があった場合には、貨物等の状況を確認するとともに、

発行済みの証明書の差し替えを行う場合には、以下 の事項に留意すること。 

ア 証明書の発行番号は発行済みの証明書の発行番号と異なる番号とする

こと。 

イ 証明書の左上部に発行済みの証明書の発行番号及び発行日並びに発行

済みの証明書を差し替えるものである旨を記載すること。 

 

10 その他 

（１）輸出者は、衛生証明書又は食用水産品証明書を要する水産食品に該当す

るか等判断が困難な場合にあっては、事前にベトナム政府に確認をするこ

と。 

（２）輸出者は、ベトナムの衛生上の規則及び条件について自ら情報収集を行

うとともに、適宜検査を実施する等により、ベトナム向け輸出水産食品に

関する自主的な衛生管理に努めること。 

（３）ベトナムからの違反連絡等により、輸出水産食品の衛生状態が不良であ



ること又は認定施設が４に定める要件を満たさないことが確認又は推定さ

れた場合、関連の認定施設を所管する都道府県水産部局又は輸出支援課は、

必要に応じ当該施設の調査、指導等を行う。輸出者は、輸出水産食品の輸

送、保管等に関し、責任を負うものとし、都道府県水産部局又は輸出支援

課の調査等に対して協力を行うこと。この際、輸出支援課は、必要に応じ

食品監視安全課に対し協力を求めるものとする。 

（４）輸出者は、魚病に関する措置の必要性が発生した場合には、農林水産省

及び都道府県水産部局の指示に従うこと。 

 

 附 則（令和４年６月27日付け生食発0627第３号・４輸国第1245号） 

１ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

２ 令和５年６月30日までの間は、証明書の発行申請日から遡って１年以内の

日付で、この要綱による改正前の９に基づき発行された衛生証明書の写し又

は農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程第３の１

（１）、２（１）若しくは３（１）の定期的な確認を実施していることが確

認できる書類の写しを８（１）ウ及び８（２）ウただし書きの内容を確認す

る書類に替えることができる。 

 



（別添１） 

 

ベトナム向け輸出水産食品の検査手順 

 

 
１．検査実施者 

輸出者自らが定めた適切な品質確認者（食品衛生責任者の資格を有する等、

食品衛生の知識を有する者。本要綱において「品質確認者」という。）が検査

を実施する。 

 
２．サンプリング 

申請品目毎に１ロットとし、荷口の確認を行うとともに下記３．について、

１ロットの梱包数（N)に応じて、以下に示す開梱数（n)を目安とする。 

 

※ １ロットの梱包数が３に満たない場合は開梱数（n)は１とする。 

 
３．官能検査の実施及び結果の記録 

品質確認者は、輸出の都度、官能検査を実施し、下記４．に掲げる官能検査

基準を満たしていることを確認するとともに、別紙様式10に結果を、衛生証明

書発行申請書（別紙様式５）の「２．官能検査実施結果」に品質確認者氏名及

び官能検査実施日を記載すること。 

なお、結果の記録に当たっては、検査を実施した結果等が適切に確認できれ

ば、別紙様式10によらず任意の様式を用いて差し支えないこと。 

輸出者は、官能検査結果が記載された記録を３年間保管すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ロットの梱包数
（ )

開梱数(n) 

N≦150 

150＜N≦1200 

N＞1200 

３

５

８



４．官能検査基準 

（１）水産物（冷却、凍結、切り身等の簡易な加工品） 
 

項目 判定基準 

外観 

有毒魚種が含まれていないこと。 

鱗とひれにほとんど損傷がなく、鱗が簡単に抜け落ちない状態であ

ること。 

皮膚表面には寄生虫が付いていないこと（冷凍、加熱食品及び高度

加工品は除く）。 

包装され、破損がないこと。 

臭い 
魚類特有の臭いであり、鮮度低下に伴うアンモニア臭等の異臭がな

いこと。 

組織 

筋肉が引き締まって弾力があり、内臓もはっきりと識別でき、鮮度

が良好であること。 

 

 

（２）水産物（（１）を除く加工品） 
 

項目 判定基準 

外観 

形が整っており、損傷が無く、固有の色沢を有するものであるこ

と。包装され、破損がないこと。 

臭い 
固有の臭いであり、異臭がないこと。 

組織 

製品固有の性状を有すること。 

 

※ 品質確認者は、輸出される水産物について、（１）又は（２）のほか、以下の

状況についても確認すること。 

１）衛生的かつ適切な温度下で官能検査が行われていること。 

２）申請内容と荷口が適合していること。 



 

（別添２） 

 

電子メール又はNACCSによる衛生証明書の発行申請手続 

 
１．衛生証明書の発行申請前の手続 

輸出者は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社のウェブサイトに

掲載されているNACCS掲示板にアクセスし、同社に対して、輸出証明書等発

給申請業務の利用申込みの手続を行うこと。 

 
２．衛生証明書の発行申請手続 

輸出者は、食品を輸出しようとする都度、本要綱に従い、電子メール又は

NACCSを利用して、衛生証明書の発行申請に必要な書類を証明書発行機関宛て

に提出すること。 

また、発行申請に当たっては、以下の事項に留意すること。 

（１）申請に利用する情報システムについて、セキュリティ対策に努めるこ

と。 

（２）衛生証明書は、従来どおり書面による交付となることから、受取方法

について証明書発行機関とあらかじめ調整すること。 

（３）電子メール又はNACCSにより発行申請を行う場合にあって、衛生証明

書発行申請書を提出する者が輸出者と異なる場合は、初回に輸出者が作

成した委任状を添付すること。 

 

３．食用水産品証明書の発行手続 

１．及び２．の規定は、活水産動物に係る食用水産品証明書の発行手続に準

用する。この場合において、この規定中「衛生証明書」とあるのは「食用水産

品証明書」と、「衛生証明書発行申請書」とあるのは「食用水産品証明書発行

申請書」と読み替えるものとする。 

  



 

（別表）  
 
地方農政局等一覧 

管轄する都道府県 提出先・連絡先 住所 電話 

北海道 

 

 

北海道農政事務所生産経

営産業部事業支援課 

 

〒064-8518 

札幌市中央区南22条西6丁目2-22 

011-330-8810 

 

 

青森県、岩手県、宮

城県、秋田県、山形

県、福島県 

東北農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町3-3-1 

（仙台合同庁舎） 

022-263-7071 

 

茨城県、栃木県、群

馬県、埼玉県、千葉

県、東京都、神奈川

県、山梨県、長野

県、静岡県 

関東農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

 

 

 

〒330-9722 

さいたま市中央区新都心2-1（さ

いたま新都心合同庁舎2号館） 

 

 

048-740-0111 

 

 

 

 

新潟県、富山県、石

川県、福井県 

 

北陸農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

 

〒920-8566 

金沢市広坂2-2-60 

（金沢広坂合同庁舎） 

076-232-4233 

 

 

岐阜県、愛知県、三

重県 

東海農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

〒460-8516 

名古屋市中区三の丸1-2-2 

052-715-3073 

 

滋賀県、京都府、大

阪府、兵庫県、奈良

県、和歌山県 

 

近畿農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

 

 

〒602-8054 

京都市上京区西洞院通下長者町下

ル丁子風呂町 

（京都農林水産総合庁舎） 

075-414-9101 

 

 

 

鳥取県、島根県、岡

山県、広島県、山口

県、徳島県、香川

県、愛媛県、高知県 

中国四国農政局経営・事

業支援部輸出促進課 

 

 

〒700-8532 

岡山市北区下石井1-4-1 

（岡山第2合同庁舎） 

 

086-230-4246 

 

 

 

福岡県、佐賀県、長

崎県、熊本県、大分

県、宮崎県、鹿児島

県 

九州農政局経営・事業支

援部輸出促進課 

 

 

〒860-8527 

熊本市西区春日2-10-1 

（熊本地方合同庁舎） 

 

096-300-6199 

 

 

 

沖縄県 

 

 

内閣府沖縄総合事務局農

林水産部食料産業課 

 

〒900-0006 

那覇市おもろまち2丁目1-1 

（那覇第2地方合同庁舎2号館） 

098-866-1673 

 

 

 


