
制 定２ １水 管第３ ６９ 号

平成２１年５月２５日

改正 ２３水 管第１ ２２ ３号

平成２３年８月２２日

改正 ２６水 管第２ ０４ ４号

平成２ ７年２ 月２ ７日

輸入注 意事項 １２ 第２ ８号 の２ の（３ ）の 確認 書の 発行に つい て

水 産 庁 長 官

平 成１ ２年４ 月１７ 日付 け輸 入注 意事 項１２ 第２ ８号 （め ろを輸 入す る場 合

の確 認に ついて ）の２ の（ ３） の「 CCAMLRの IUU船 対策に 反し ない 貨物 である

こと を証 する水 産庁の 確認 書」 の発 行は 、下記 によ り行 いま す。

記

１ ．申 請受付

原 則とし て、毎 週火 曜日 の午 前１ ０時か ら正 午ま で及 び午後 １時 ３０ 分

から３ 時 まで としま す。

２ ．提 出先

農 林水産 省水産 庁資 源管 理部 漁業 調整課

３ ．提 出書類

別 紙様式 による 確認 書発 行申 請書 ２通

４ ．発 行の基 準

提 出され た申請 書類 によ り、 南極 海洋生 物資 源保 存委 員会（ CCAMLR） の

保存措 置 に基 づく IUU船 対策に 反し ない貨 物で ある と認 められ る場 合に 確

認書を 発 行し ます。 ただし 、輸 入し よ うとす る貨物 につ いて 漁獲 されて か

ら初め て の船 舶から の陸揚 げが 我が 国 におい て行わ れる こと とな る場合 に

は、提 出 され た申請 書類に より 、 CCAMLRの保 存措置 に基 づく IUU船 対策 に

反しな い 貨物 である と認め られ 、陸 揚 げ重量 検査に おい て陸 揚げ 重量が 確

認され た 漁獲 物であ る場合 に確 認書 を 発行し ます。

５ ．確 認書の 発行

水 産庁漁 業調整 課に おい て審 査を 行い、 原則 とし て申 請を受 付け た当 該

週の木 曜 日に 確認書 を交付 しま す。 た だし、 輸入し よう とす る貨 物につ い

て漁獲 さ れて から初 めての 船舶 から の 陸揚げ が我が 国に おい て行 われる こ

ととな る 場合 には、 原則と して 申請 受 付後に 行う水 産庁 職員 の陸 揚げ重 量

検査日 か ら土 日祝日 を除く ２日 後に 確 認書を 交付し ます 。

６ ． CCAMLRの IUU船リス ト

CCAMLRの IUU船リス トに 掲載さ れた 漁船 名を 確認し たい 場合 は、 水産庁

漁業調 整 課指 定漁業 第２班 （ TEL03-3502-8111内線 6704）まで お問 い合 わ

せ下さ い 。

附 則

１ この 通知は 、平成 ２１ 年６ 月１ 日か ら施行 する 。



２ 「輸 入注意 事項１ ７第 ６号 の２ の（ ４）の 確認 書の 発行 につい て （平 成」

１７ 年 ３月 ４日付 け１６ 水管 第３ ３８ ５号 水産庁 長官 通知 ）は 、平成 ２１ 年

５月 ３ １日 限りで 廃止す る。

附 則（平 成２ ３年 ８月 ２２ 日付け ２３ 水管 第１ ２２５ 号）

１ この 通知に よる改 正は 、平 成２ ３年 ９月１ 日か ら施 行す る。

２ 平成 ２３年 ８月３ １日 まで に水 産庁 遠洋課 長宛 てに 提出 された 申請 書に つ

いて は、平 成２ ３年 ９月 １日以 降は 水産 庁漁 業調 整課長 宛てに 提 出さ れたも

のと みなす 。

附 則（ 平成２ ７年 ２月 １７ 日付 け２６ 水管 第２ ０４ ４号）

こ の通 知によ る改正 は、 平成 ２７ 年３ 月１日 から 施行 する 。



（別 紙様 式）

CCAMLRの IUU船対 策に 係る 確認書 発行 申請 書

水産庁漁業調整課長 殿

申 請 者 名

住 所

電 話 番 号

記 名 押 印

又 は 署 名

資 格

申 請年 月日

下 記の 貨物に ついて 、 CCAMLRの IUU船対 策に 反し ない貨 物で ある こと を証す

る確 認書 の発行 を申請 しま す。

記

Ⅰ 輸入 の内容

関 税率 表 商品 名 数量 単価 原 産地 金額

の 番号 等

kg

船 積地 域

（船 積港）

Ⅱ その 他

漁獲証 明書 輸出 証明 書 漁獲 した 漁船

文 書番号 文 書番 号

(Catch Document No.) (Export code) 船名 船籍

□ 上 記の貨 物に つ いて漁 獲さ れてか ら初 めて の船 舶から の陸 揚げ が我 が国に

おいて 行 われ ること となる 場合 には レ マー クをす る こと 。□

上 記の 貨物は 、 CCAMLRの IUU船対策 に反 しな い貨 物であ るこ とを 確認 する。

水産 庁漁 業調 整課 長 （ 確認印 ）



（申 請書 の記載 要領）

Ⅰ .「 輸入の 内容 」 欄：

経済 産業省 貿易経 済協 力局 輸入 注意 事項「 めろ を輸 入す る場合 の確 認に つ

いて 」の申 請書 に準 じて 記載す るこ と。

Ⅱ .「 その他 」欄 ：

「漁 獲した 漁船」 の船 名に つい ては 、原則 とし てア ルフ ァベッ トで 記載 す

るこ と。船 籍に つい ては 、漁船 の国 籍を 記載 する こと。


