
第７２２回通関協議会（本関地区） 

 

 

１． 日 時   平成 ３０年１０月 １０日 （水） １２時より 

 
 

２． 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

 
 

３． 議 題 等（敬称略） 

（１）船舶の輸入手続について 

業務部 迎田統括審査官 （通関総括第１部門） 

（２）香港における日本産食品の輸入規制について 

業務部 永井統括審査官 （通関総括第３部門） 

 

 

その他・連絡事項等 

秋期「取締強化期間」における協力依頼について 

業務部 柿原管理課長 

 

 

 

次回開催予定日  平成３０年１１月１３日（火） １２：００～ 

開 催 場 所   第一港湾合同庁舎 ２階 第一会議室 

当協会に関するご質問や議題提起がありましたら、事務局あてにご連絡ください 

公益財団法人日本関税協会横浜支部 

TEL 045-680-1757  FAX 045-680-1758 

E-mail: bra_yokohama@kanzei.or.jp 

 



平成30年９月

船舶の輸入手続について 

 船舶の輸入手続について、一部の事業者においては、その手続に不慣れな者

が散見されることから、下記のとおり、関税法令上、必要となる手続を整理

しましたので、ご承知おき願います。 

記 

⑴ 船舶については、通常は旅客又は貨物の輸送手段であり、これが外国貿

易船又は特殊船舶として本邦に入港等する場合には、船長等は、関税法第

３章（船舶及び航空機）に規定する手続を履行する必要がある。

⑵ また、船舶については、貨物等の輸送手段であるほか、関税法上の貨物

の性質も有しており、その輸入の具体的な時期については、

・ 本邦外において本邦の国籍又は仮国籍を取得した船舶にあっては、

初めて本邦に回航されて使用に供される時又は輸入の許可の時のいず

れか早い時

・ 本邦内にある外国籍の船舶にあっては、本邦の国籍又は仮国籍を取

得して使用に供される時又は輸入の許可の時のいずれか早い時

と解されている（関税法基本通達 2-1⑵）。したがって、船舶を輸入しよう

とする者は、これらの時までに税関長に対して輸入（納税）申告をし、そ

の許可を受ける必要がある（関税法第 67 条）。 

⑶ なお、専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶

及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶で、

海上運送法第２条第２項に規定する船舶運航事業又は同条第７項に規定す

る船舶貸渡業を営む者により輸入されるものについては、その輸入申告の

際に必要となる手続を履行することにより、当該船舶に係る消費税は免除

されることとなる（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第 13

条第２項並びに同法施行令第 13 条第６項及び第７項）。

（以 上）



香港に「農林水産物・食品」を 

輸出しようとする事業者の皆様へ 
～ ２０１８年７月から香港の規制が変わりました ～ 

②放射性物質検査証明書の申請 ①輸出事業者証明書の申請 

◇ 輸出事業者証明書及び放射性物質検査証明書の申請は、輸出事業者（又は代理人）が

行います。 
◇ 輸出事業者証明書及び放射性物質検査証明書の申請受付及び審査は、農林水産省 

関東農政局（本局）で行います。 

◇ 輸出事業者証明書の交付は郵送又は関東農政局（本局）の窓口で行い、 

     放射性物質検査証明書の交付は郵送又は各地の農政局・拠点等の窓口で行います。 

※ 香港向け登録検査機関やサンプリング方法等について

指定がありますので、必ず事前に 関東農政局にお問い

合わせください。 

■ ４県産の野菜・果物・牛乳・乳飲料・粉乳を輸出する際の具体的な手続き 

（郵送又は関東農政局窓口で申請※） （WEBで申請）  

※2019年3月からWEB申請も対応予定。 

申請書及び 
事業者確認書類

など 

法令遵守 
に係る 

確認書類 

書類審査 

輸出事業者証明書の発行 
（１度取得すれば１年間有効） 

申請書及び 
産地確認書 

など 

輸出する農産物・

食品の放射性物

質の検査結果

（※） 

書類審査 

放射性物質検査証明書の発行 

 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県（４県）産の野菜・果物・ 

牛乳・乳飲料・粉乳について 
 

①輸出事業者証明書 ②放射性物質検査証明書  
    
   の添付を条件に輸出できるようになりました。(2018年7月24日～) 

まず、輸出しようとする産品の原産地（都道府県）を確認し、 

適切な申請手続きの実施をお願いします。 



地域 品目 規制内容 証明書発行機関 

１ 福島 
野菜、果物、牛乳、 
乳飲料、粉乳 

輸入停止 

２ 
茨城、栃木、
群馬、千葉 
（４県） 

野菜、果物、牛乳、 
乳飲料、粉乳 

＜輸出事業者証明＞ 
日本、香港の表示、貿易等の関係法令に違反
していないことにつき、政府機関による証明 
 
＜放射性物質検査証明＞ 
香港の放射性物質の基準（注）に適合してい
ることにつき、政府機関による証明 

関東農政局 

３ 福島、茨城、
栃木、群馬、
千葉（５県） 

水産物、食肉、 
家禽卵 

＜放射性物質検査証明＞ 
同上 

東北農政局 
関東農政局 
水産庁（水産物） 

その他の食品 
香港側で水際検査を実施 

４ 

５ 上記５県以外 全ての食品 

■ 香港の輸入規制の概要  （赤の枠内は2018年7月24日に変更された規制内容） 

注： 香港の放射性物質の基準は（Cs134＋Cs137：1,000Bq/kg） 

     しかし放射性物質の検査結果が日本の基準値（一般食品：100Bq/kg、牛乳・乳児用食品：50Bq/kg） を上回っている場合は、 

   証明書の発行はできません。 

≪ご注意下さい≫  
香港に輸出事業者証明書及び放射性物質検査証明書を添付せず、 

４県産の野菜・果物・牛乳・乳飲料・粉乳を輸出した事業者は、 

３年間、輸出事業者証明書が発給停止となります。 

これに伴い、４県産のそれらの品目の輸出が３年間できなくなります。 

 

    農林水産省 関東農政局 地域連携課 輸出証明支援係 

         ☎ 048-740-0111（直通） 

    〒330-9722 埼玉県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10階 

 

 

    農林水産省 輸出促進課 海外輸入規制対策室 香港担当  

    ☎ 03-6744-2061（直通） 

    （関連サイト） http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/hk_shoumei.html 

■お問い合わせ先 

◇ 証明書の発給手続きについて 

◇ 香港の輸入規制全般について 

2018年10月 作成 



For export business operators 
who are planning to export [Food and 
Agricultural Products] into Hong Kong 

～ Hong Kong’s import restrictions have been changed from July, 2018 ～

② Application for a Radiation certificate① Application for an Exporter certificate

◇ The exporter (or agency) should apply for an exporter certificate and a radiation certificate.
◇ The exporter certificate and radiation certificate are submitted to the Kanto Regional 

Agricultural Administration Office, MAFF which then examines them.

◇ The issuance of the exporter certificate is carried out by post or at the Kanto Regional  
Agricultural Administration Office counters.
The issuance of the radiation certificate is carried out by post or at the counters of each 
Regional Agricultural Administration Office and its branch offices.

※ Since the Hong Kong government  has specific  
Registered Inspection Bodies and sampling  
methods etc.,  please refer to the Kanto Regional  
Agricultural Administration Office beforehand.

■ Concrete procedures for exporting all fruits, vegetables, milk, milk beverages 

and dried milk from the 4 prefectures 

（By post or at Kanto Regional Agricultural 
Administration Office counters ※）

（By online）

※ Online application via MAFF is scheduled 
to start from March ,2019.

Application , 
Certified copy 
of registration 

etc.

Documentary 
evidence

of legal 
compliance

Examination of documents

Issuance of an Exporter certificate

（Valid for 1 year）

Application , 
Documentary 
evidence of 
origin etc.

Testing report of

Agricultural 

products / Foods 

for export（※）

Examination of documents

Issuance of a Radiation 
certificate

 All fruits, vegetables, milk, milk beverages and dried 
milk from Ibaraki, Tochigi, Gunma and Chiba 

(4 prefectures) are allowed to be exported into 
Hong Kong on the condition of being accompanied by   
① an Exporter certificate &  ② a Radiation certificate

(from 24 July,2018)

Please confirm the place of origin (prefecture level) of the export 

items first, and then carry out the appropriate application procedure.



Prefecture Category Content of restrictions Issuing authority

１ Fukushima

All vegetables, 
fruits, milk, 
milk beverages 
and dried milk

Not approved for importation

２

Ibaraki, Tochigi, 
Gunma and
Chiba 
（4 prefectures）

All vegetables, 
fruits, milk, 
milk beverages 
and dried milk

＜an Exporter certificate＞
The governmental certificate issued for the 
exporter which does not violate the relevant law 
such as food labeling and trade in Japan and Hong 
Kong
＜a Radiation certificate＞
The governmental certificate issued for passing the 
radiological regulations (*) of Hong Kong 

・Kanto Regional  
Agricultural    
Administration 
Office
(Kanto Office)

３
Fukushima, 
Ibaraki, Tochigi, 
Gunma and
Chiba 
（5 prefectures）

All fisherｙ products, 
meat and eggs

＜a Radiation certificate＞
See above

・Tohoku Office
・Kanto Office
・Fisheries Agency
(Fisherｙ products)

Other than listed 
above

Examination of radiation levels on Japanese food 
imports at the Hong  Kong border

４

５
Other than 
listed above
（42 prefectures）

All foods

■ Summary of Hong Kong’s  import restrictions 
（The contents of the restrictions in red frame were updated on 24 July, 2018）

*： The radiological regulation of Hong Kong （Cs134＋Cs137：1,000Bq/kg）
However, when the testing result is over Japan’s radiological regulation  （general foods：100Bq/kg, milk and infant foods：
50Bq/kg）, the radiation certificate will not be issued.

≪Attention≫

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries（MAFF） will suspend the 

issuance of exporter certificates for 3 years to any exporter who has exported 

into Hong Kong all fruits, vegetables, milk, milk beverages and dried milk 

from the 4 prefectures without both the exporter certificate and radiation 

certificate. As a result, the exporter concerned will not be able to export 

these items from the 4 prefectures  for 3 years.

Kanto Regional  Agricultural Administration Office, MAFF

☎ 048-740-0111(direct)

Saitama-shintoshin Gov‘t Bldg. No.2（10th floor）,

2-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-city, Saitama prefecture 330-9722, Japan

Office for Relaxing Overseas’ Import Regulations, Export Promotion Division, MAFF

☎ 03-6744-2061(direct)

（Related website） http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/hk_shoumei.html

■ For inquiries

◇ Regarding the procedures for the issuance of certificates

◇ Regarding Hong Kong’s  import restrictions

Oct 2018
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