徳島県輸出食品等産地証明書発行要領
（目的）
第１条 本要領は，平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島原
子力発電所の事故等を受け，欧州連合（以下「ＥＵ］という。）に輸出される食品
及び飼料について，Commission Implementing Regulation(EU)№297/2011に従い，
証明書の添付が求められていることから，暫定的な対応措置として，その手続及び
その他必要な事項を定めるものである。
（輸出する食品等の条件）
第２条 輸出する食品等は，本県で産出され，又は，本県から発送される食品（直接又は
加工後に食されることを意図した産品）及び飼料（動物の餌とすることを専ら目的
とした産品）で水産物以外のものをいう。
（証明書の発行要件）
第３条 輸出する食品等について，本県で産出され，又は，最終的に製造されたものであ
る食品等に証明書を発行するものとする。
（証明書の申請手続き）
第４条 証明書の発行を申請する者は，次の（１）から（４）に掲げる書類を徳島県とく
しまブランド戦略課長あて提出する。
（１）証明書発行申請書（様式１号）
（２）ＥＵへの輸出申請書（様式２号）
（３）本県で収穫又は加工されたことを証明することができる書類
（４）その他，ＥＵへの輸出申請書記載事項を確認することができる書類
２ 徳島県とくしまブランド戦略課長は，証明書の発行を申請する者から提出のあった
書類を確認のうえ，EU への輸出申請書（様式２号）に署名押印することにより，証
明書を発行する。
（その他 ）
第５条 証明書の発行を申請する者は，ＥＵへ輸出する食品等の輸出に係る一切の事項に
対し責任を負うものとする。また，ＥＵから違反連絡等があった場合には，速やか
に徳島県とくしまブランド戦略課長あて報告するとともに，調査等に対して協力を
行うこと。
附

則
この要領は，平成２３年３月２８日から施行する。

様式１号
平成

年

月

日

徳島県とくしまブランド戦略課長 殿

申請者 住所
氏名

ＥＵ向け輸出食品等の輸出に関する証明申請書について

徳島県輸出食品等産地証明書発行要領第４条に基づき，関係書類を添えて申請します。
なお，ＥＵ向け輸出食品等の輸出に関する証明については，法令に基づく措置ではない
ことを了解しており，当該証明を行ったことに基づき，徳島県および証明者に対し何らか
の請求を行う権利を有しないことを確認します。

様式２号
ANNEX
Declaration for the import into the European Union of
*
Consignment Code
Declaration Number
According to the provisions of the Commission Implementing Regulation (EU) No NNN/2011
imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned
from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station the
(competent authority referred to in Article 2(2))
DECLARES that the
(products referred to in Article 1)
of this consignment composed of:
(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)
embarked at
(embarkation place)
on
(date of embarkation)
by
(identification of transporter)
going to
(place and country of destination)
which comes from the establishment
(name and address of establishment)
□ has been harvested and/or processed before 11 March 2011
□ is originating from a prefecture other than Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi,
Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo and Chiba
□ is originating from the prefectures Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi,Miyagi,Yamagata,
Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo and Chiba and has been sampled on
(date), subjected to laboratory analysis on
(date) in the
(name of laboratory), to determine the level of the radionuclides, iodine-131, caesium-134 and
caesium-137, and the analytical results are in compliance with the maximum levels referred
to in Article 2 (3). The analytical report is attached.
Done at

on
Stamp and signature of
authorised representative of competent authority referred to in Article 2(4)

____________________
*

Product and country of origin.

Part to be completed by the competent authority at the BIP or DPE
□

The consignment has been accepted to be presented for release for free circulation by
the custom authorities in the European Union
(Competent authority, Member State)
Date

Stamp

Signature

