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　新年明けましておめでとうございます。
　平成最後の年、平成31年の日本の干支は「猪」ですが、中国では「豚」が干支となるそうです。
昨年は豚や猪に関する病気として、８月には中国でアフリカ豚コレラが発生し、水際検疫を強化し、
警戒を強めていた中、９月には国内において平成４年以来26年ぶりとなる豚コレラの発生が確
認された年となりました。動物検疫所は今年も水際対策の強化に猪突猛進です。
　本年もよろしくお願いいたします。
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◎年頭の挨拶
動物検疫所長　伊藤　和夫

新年明けましておめでとうございます。
まずは、旧年中の皆様の動物検疫に対する御
理解と御協力に感謝を申し上げます。
昨年は、４月の韓国での口蹄疫の再発、８月
の中国でのアフリカ豚コレラの発生、９月の国
内での 26年ぶりの豚コレラの発生に加え、７月
の西日本豪雨、胆振東部地震等による被災、さ
らには受精卵等の不正輸出事案などもあり、動
物検疫にとってはたいへん厳しい年となりまし
た。現在も、動物検疫所の各職員が最大限の防
疫レベルで水際防疫に当たっているところです。
また、岐阜県での豚コレラの発生に際しては、
動物検疫所も家畜防疫官の派遣、防疫資材の送
付、各種精密検査などの支援を行いました。
観光立国日本として外国人訪日客の誘致を進
める中、観光局によれば昨年の訪日外国人の数
は過去最高を記録し、3,000 万人を超えたと発
表されました。来年に迫った東京オリンピック・
パラリンピック開催に向け、訪日外国人数もさ
らに増加することでしょう。
また、TPP11協定は昨年12月30日に発効され、
日EU経済連携協定（EPA）も今年２月１日に
発効することから、畜産物の輸出入はさらに活
発化することが予想されます。加えて、出入国
管理法が昨年 12月改正され、４月１日からの施
行により、外国人雇用者の入国が増加するでしょ
う。我が国経済の発展は喜ばしいことではあり

ますが、人や物の動きがさらに活発化・複雑化
することで、外国から輸入される畜産物等を介
して家畜の病原体が我が国への侵入するリスク
は益々高くなるばかりです。こうした現状を強
く認識し、動物検疫所としても、職員の増員、
検疫探知犬の増頭などを通じて、目一杯の防疫
措置の強化を図っていかなくてはなりません。
当所では、今年、この局面を得がたい変革の
好機と捉え、これまで検討してきている「効率
化と重点化による検疫強化」をさらに進めたい
と考えています。科学的な根拠・データに基づ
き船舶・航空貨物業務、犬猫等の問合せ業務等
を効率化し、携帯品検査及び郵便物検査の検疫
強化を図り、さらには輸出検査への取組も進め
たい。限られた資源・人員の中で、如何に効率
的にリスクを低減できるか、継続的にリスク評
価・検証を実施し、これまでに検討を進めてき
た対策を実行に移す年と考えています。
輸入動物の関係では、馬のピロプラズマ病、
牛のヨーネ病など診断が難しい伝染病への適切
な対応、さらには新たな伝染病への対応に遅れ
を来さないためにも、輸入関係者の方々と生産
地の衛生状況、出国検疫での状況などを情報交
換し、必要に応じ取り決められている衛生条件
を超えた対策もとっていく必要があります。
検査室関係では、検査室の信頼性確保の取組、
国内の支援も含めた監視伝染病全体の診断体制
の整備も進展してきました。さらに、効果的な
検疫対応のためのリスク評価、耐性菌や監視伝
染病以外の病原体保有状況の調査など検査技術
の維持、向上も兼ねた調査研究も実施しており、
外部への情報発信にも努めています。
このほかにも、狂犬病、感染症対応、オリン
ピック・パラリンピックに向けた検疫手続の検
討を進めています。昨年末の平成 31 年度予算、
組織・定員の概算決定では、予算では対前年比
105％が措置され、定員では 22 人の増員となり
ました。
いずれにいたしましても、国の職員として、
生産者、関係者の方々とのコミュニケーション
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を一層深め、国内防疫を担う都道府県や輸出入
関係者の方々と連携し、より質の高い、厳しい
検疫対応を、緊張感を持って行ってまいりたい
と考えています。水際対策へ猪突猛進です。本
年も動物検疫に対する皆様の御支援・御協力を
よろしく願いします。

◎トピックス
・ 中国でのアフリカ豚コレラ続発情報、
   国内における豚コレラ情報
　（平成 30 年 12 月末現在）

（企画管理部企画調整課）

【中国のアフリカ豚コレラ発生情報】
昨年８月、アジアにおいて初めての本病の発
生が中国で確認されて以降、動物検疫所におい
ては旅客の携帯品検査等、水際対応を強化して
いるところです（Vol.55-5 参照）。
中国におけるアフリカ豚コレラは、中国内で
さらに拡大し、平成 30 年 12 月末現在までに４
直轄市 18 省１区における発生が確認されてい
ます。これまでに殺処分された豚の頭数は 29
万頭以上にのぼります。
現在、中国からの旅客便に対する検疫探知犬
による探知対象便を、発生前に比較して１週間
当たり約 100 便増加する等、旅客携帯品検査を
集中的に強化しており、８～ 12 月までに全国
の空港・海港において携帯品で中国から持ち込
まれ輸入が認められなかった畜産物は全国で
19,000 件以上（昨年同時期の 20％増）となり
ました。このうち、豚肉等はモニタリング検査
としてアフリカ豚コレラウイルスの PCR検査
を行っており、これまでに 132 検体を検査し、
３件（豚ソーセージ２件、豚肉製品（ギョウザ）
１件）から遺伝子が検出されましたが、生きた
ウイルスは分離されておりません。
なお、台湾、韓国等でも中国からの豚肉製品
における遺伝子検出事例が報告されています。
また、人や物の移動が多くなる年末年始時期
には全国23空海港、延べ60回の広報キャンペー

ンを行い、中国への出国旅客を中心に、アフリ
カ豚コレラが続発していること、肉製品を持ち
帰らないこと、畜産関連施設への立ち入りに注
意すること等の注意喚起を行いました。
引き続き、動物検疫所ではアフリカ豚コレラ
の我が国への侵入を防ぐよう、様々な水際での
侵入防止対策を最大限強化して取り組んでおり
ますので、皆様の御理解と御協力をお願いいた
します。

※平成31年1月15日現在の中国ASF発生状況

【国内における豚コレラ発生情報】
昨年９月、岐阜県において国内では 26年ぶり
となる豚コレラの発生が確認されました。
平成 30 年 12 月末現在、６農場で発生が確認
され、野生いのししでは 85頭の陽性事例が確認
されています。
これまでに動物検疫所からは、岐阜県に延べ
126 名を派遣するとともに、拡大豚コレラ疫学
調査チームの委員及び事務局員として動物衛生
課に２名派遣しています。
また、動物衛生課の要請を受け、精密検査部
では岐阜県内優先調査区域以外で捕獲したいの
しし及び発生農場の環境材料等に係る検査業務
支援も行いました。さらに、岐阜県からの要請
を受け、防疫資材（電殺機、防疫用品等）の貸
付も行っています。
引き続き、都道府県等からの要請に応じて直
ちに支援ができるよう体制を整えています。
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◎動物検疫関連情報
・平成 30 年度検疫課長・出張所長会議の概

要について
　（企画管理部企画調整課）

動物検疫所は横浜に本所を置くほか、全国に
８支所16出張所４分室を設置しています。また、
それぞれの支所に検疫業務を担う検疫課（名称は
各支所によって異なります。）が配置されています。
これら全国の検疫課長及び出張所長が一堂に
会する検疫課長・出張所長会議が平成 30 年 12
月 12、13 日に本所大会議室で開催されました。
普段から日常的にコミュニケーションを取って
いるとはいえ、電話やメールでは行いきれない
活発な議論が交わされました。
会議では、冒頭の動物検疫所長の挨拶に続き、
消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室の谷課長
補佐より、国内外の家畜衛生状況を踏まえての検
疫対応への協力についてお話をいただきました。
これらに加えて動物検疫所の懸案事項につい
て議論・検討行いました。
主な議題は以下のとおりです。

（１日目）
　・…中国でのアフリカ豚コレラ発生に対する水際
対応の強化について

　・輸入畜産物の検査について…等
（２日目）
　・輸出畜産物の検査について
　・動物の輸出入検査について
　・システム改変等について
　・広報への取組について
　・犬等及び霊長類動物の輸入検査について
　・所内業務監査、ヒヤリハット事例について
　・オリンピック・パラリンピック関係について…等

これらのうち、最も多くの時間を割いてアフ
リカ豚コレラ発生に対する水際対応について議
論・認識共有がされました。昨年８月に中国に
おいて初めてアフリカ豚コレラの感染が確認さ

れて以降、検疫対応を全所的に強化しており、
中国からの入国者への手荷物検査、中国から貨
物で輸入される畜産物の検査、空港やフェリー
ターミナル等での出入国者や留学生・技能実習
生への注意喚起、旅客便等から取り卸ろされる
厨芥残渣の取扱施設緊急立入調査等について、
その取組状況を企画調整課から説明しました。
続いて、各空港・海港で実際に強化に取り組ん
でいる検疫探知犬による探知活動、入国者への
口頭質問、広報キャンペーン、外国郵便物の検
査等、水際対策等の数々の取組が各所から報告
されました。これら取組を継続しつつ、今後の
課題について認識の共有が図られました。
家畜や畜産物の輸出入検疫関係では、平成 29
年 11月から検疫対象となった乳製品の輸入検査
対応状況、豪州から輸入された牛のヨーネ病摘
発事例への対応等が報告されました。
これら対応の強化や現状のほか、各所から輸
入畜産物の検査の書類検査や現物検査の合理化
についての提案や、輸出畜産物の検査について
の事例の所内での情報共有などについても議論
しました。また、動物の輸出入検査に関連して、
家畜衛生条件や検査項目の見直しの方針等を話
し合いました。
これらの他、ホームページ・ＳＮＳ・各港
でのキャンペーン等の広報活動の取組、犬等・
霊長類動物・水産動物の輸入検疫対応、東京
2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を
踏まえた検疫対応等、動物検疫所が関わる業務
全般にわたって意見交換を行いました。
時間が限られる中、多くの議題について議論
し、全体を通して出席者による自由闊達な意見
交換、協議が行われ、所内の懸案事項解決に向
けた意識の共有が図られました。

・平成 31 年度組織・定員要求について
（企画管理部企画調整課）

平成 31 年度組織・定員要求では、訪日外国
人旅行者の増加に伴う検査増加に的確に対応で
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きる検査体制の確保及びガバナンス強化を図る
ことを要求し、以下のとおり定員増等が認めら
れました。

（１）…羽田空港の新規国際線ターミナルにおける
動物検疫の実施体制の構築

　　　・羽田空港支所新規増員 16 人
（２）米子空港等における国際便の増加への対応
　　　・…神戸支所米子空港出張所…新設 (米子空港)

新規増員２人
　　　・…北海道・東北支所仙台空港出張所新規増

員１名
　　　・門司支所長崎空港出張所新規増員１人
　　　・門司支所鹿児島空港出張所新規増員２人
（３）…北海道及び東北地域における動物検疫のガ

バナンスの強化
　　　…・函館空港出張所…設置（分室から出張所）

　その他、動物検疫所における高齢職員の活躍
の場の拡大及び障害者雇用の推進のために羽田
空港支所東京出張所等に新規増員３人が認めら
れました。

・平成 31 年度予算概算決定について
（総務部会計課）

平成 31 年度歳出予算（概算要求額）の要求
状況等について報告します。

１．概要
平成 31 年度歳出予算については、継続事業
の一部を減額し新規・拡充の予算要求を行った
結果、以下のとおり認められました。
（１）検疫探知犬による検査実施体制整備費
（２）検査の信頼性確保事業費
（３）…輸出入・港湾関連情報処理システム関連

経費
（４）動物検疫システム運用経費
（５）…ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の

処分経費

等､ 全体で対前年度比 105.5％ 5,042,674 千円の
予算が認められました。
また、施設整備費は、神戸支所苅藻検疫場の
検査棟建替他１件が認められ、225,885 千円（対
前年度比 98.8％）となりました。

２．…施設整備費の内訳（施設施工旅費及び施設
施工庁費を除く）

（１）神戸支所苅藻検疫場の検査棟建替
　（第２期工事）195,388千円
（２）…神戸支所苅藻検疫場の堆肥舎設置工事

30,497千円

・四国に検疫探知犬初上陸！
～「高松空港まつり」における検疫探知犬

を活用した広報活動について～
（神戸支所四国出張所）

平成 30 年 10 月 20 日（土）に高松空港で開
催された空港イベント「高松空港まつり 2018」
に併せて、検疫探知犬を利用した広報活動を実
施したので、その概要を報告します。
「高松空港まつり」は、空港の魅力を知っても
らうことを目的に高松空港株式会社が主催する
秋の恒例行事です。毎年、税関や自衛隊などの
国や地方公共団体だけでなく、航空会社や地元
農協などが参加し、展示ブースでの業務 PRや
地元特産品等の紹介や子供向けに職業体験など
を実施しており、老若男女たくさんの方が来場
する高松空港最大のイベントとなっています。
また、高松空港は平成 30年４月１日に「アジア・
世界とつながる四国瀬戸内ナンバーワン国際空
港」をテーマに民営化されており、平成 29 年
度の国際線利用者数は約 28 万人と、５年で約
４倍の伸びを示しています。今後は既存路線で
あるソウル・上海・台北・香港線のデイリー化
や東南アジアからの新規就航を目標としており、
就航便数の増加が見込まれることから、さらな
る動物検疫体制の拡充が求められています。
このような状況の中、昨年は香川県において
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日本で唯一の鳥インフルエンザ発生があったこ
ともあり、当所では、「動物検疫」について、
イベント来場者に広く知っていただくとともに
四国内の動物検疫の広報強化を推進するため、
関西空港支所から検疫探知犬チームを派遣して
もらい、様々な取組を実施したので、その内容
を紹介します。

（１）�四国各県の畜産主務担当を招いた動物検疫業
務の紹介（検疫探知犬デモンストレーション）

四国各県の畜産主務担当を当所に招き、動物
検疫業務の概要説明、靴底消毒等の水際対策の
状況などを見学いただき、関西空港支所から派
遣された検疫探知犬「ボウ」号によるデモンス
トレーションを披露しました。「ボウ」号にとっ
ては普段活動している関西空港ではなく、初め
て訪れた高松空港でしたが、ハンドラーの指示
に従順な動きでターゲットである鶏肉とリンゴ
を見事に見つけ出すことができ、四国各県の畜
産主務課担当者からは「すごいっ！」という歓
声とともに場内に拍手が響き渡りました。その
後は、検疫探知犬について、たくさんの質問が
寄せられ、動物検疫業務について様々な意見交
換を行うことができました。

（２）�上海便出国者への広報用ティッシュの配布
（香川県畜産主務課と共同実施）
近年、中国ではアフリカ豚コレラが続発して
いるため、香川県畜産主務課と共同で上海便の
出国者に広報用ティッシュを配布しました。出
国フロアには検疫探知犬「ボウ」号のほか、検
疫探知犬イメージキャラクターの着ぐるみ「ク
ンくん」も参加し、出国者に向けて畜産物の持
込みに関する注意喚起を実施しました。出国者
からは「中国でお肉を食べても大丈夫？」といっ
た質問や「一緒に写真を撮っても大丈夫？」と
声を掛けていただき、和

わ

気
き

藹
あい

々
あい

とした雰囲気の
中で広報活動を行うことができました。

（３）検疫探知犬の紹介展示ブースの設置
国際線出国カウンター近くに検疫探知犬の紹
介展示ブースを設置し、展示パネルで検疫探知
犬の業務内容について紹介しました。「高松空
港まつり 2018」は、家族連れの来場者が多い
ことから、検疫探知犬「ボウ」号や検疫探知犬
イメージキャラクターの着ぐるみ「クンくん」
には小さいお子様が多く集まり、記念写真の撮
影など大いに賑わっていました。

（４）�ステージイベントにおける検疫探探犬の業
務PR

「高松空港まつり 2018」では屋外に特設ス
テージが設置され、航空会社によるオーケス
トラ演奏や地元特産品の PRなどが行われまし
た。当所も検疫探知犬の業務 PRのためステー
ジイベントに参加し、検疫探知犬の紹介と業
務 PRを行いました。持ち時間は 10 分と短い
ものでしたが、探知デモンストレーションでは
ターゲットのソーセージやバナナが出てくると
大きな拍手があがり、大変活気のあるものとな
りました。また、ステージイベントの様子はマ
スコミにも大きく取り上げられ、動物検疫業務
についても広く周知することができ、広報活動
にも大きな効果がありました。

（５）上海便を主とする検疫探知犬活動
今年は、中国においてアフリカ豚コレラの発
生が続発しており、中国から持ち込まれる肉な
どの畜産物を介してウイルスが国内に侵入する
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リスクが高まっています。高松空港では普段よ
り家畜防疫官が旅客に声掛けを実施し、肉など
の畜産物の侵入防止に努めていますが、旅客の
所持品に禁止品が入っていることを見抜くこと
は難しいのが現状です。
今回初めて高松空港において検疫探知犬によ
る探知活動を実施しましたが、５便（上海便２
便、ソウル便１便、香港便２便）の探知活動の
結果、35件の探知反応があり、うち、畜産物12件、
農産物８件の発見がありました。
今回、初めて四国における検疫探知犬の探知
活動を実施しましたが、関係機関の関心も高かっ
たことから、今後も同様の取組を実施できるよ
う検討していきたいと考えています。

・農林水産祭「実りのフェスティバル」
（企画管理部企画調整課）

平成 30年 11月２日（金）及び３日（土）、東
京池袋のサンシャインシティにおいて、第 57回
農林水産祭実りのフェスティバルが開催されま
した。実りのフェスティバルは、農林水産業と
食に対する理解の増進と農林水産物の消費拡大
等に資するため、都道府県や農林水産関係団体
の協力のもと、農林水産省と公益財団法人農林
漁業振興会の共催により、昭和 37 年から開催
されています。
今回は、33 都道府県と 13 の農林水産関係団
体及び農林水産省内の各局が展示を行い、動物
検疫所も政府特別展示コーナーにパネルやパン
フレットなどを出展しました。
会場では、展示のほかにも、各都道府県や関
係団体の農畜産物の試食、試飲、即売、ポニー
の体験乗馬などが行われました。
来場者数は２日間で 52,000 人にのぼり、初日
は一般開場前に、秋篠宮同妃両殿下の御視察が
行われました。
今回御来場いただいた方もそうでない方も、
来年の実りのフェスティバルには是非お越しく
ださい。

・東海農政局「消費者の部屋」特別展示
（中部空港支所）

平成 30 年 11 月１日から 13 日まで、東海農
政局「消費者の部屋」において、特別展示「動
物検疫所の仕事」を出展しました。今回の展示
では、動物検疫所の仕事内容や、家畜伝染病侵
入防止のための取組について、パネルやパンフ
レットなどで紹介しました。
「消費者の部屋」は、東海農政局の正面玄関
を入ってすぐにあります。近くの名古屋城を見
学した後や、東海農政局へ訪れた方に興味を
持っていただけるよう、入口には「動物検疫っ
てナニ？」と呼び込む掲示をしました。その他
に「中国におけるアフリカ豚コレラ発生及び肉
製品等の持込禁止」の注意喚起チラシ入り広報
ティッシュと動物検疫所中部空港支所限定、鯱
（しゃちほこ）に乗ったクンくん図柄のスタン
プを設置しました。
パネル内容はできるだけ分かりやすくし、「肉
製品のお土産に注意」、「検疫探知犬の紹介」、「手
荷物の肉製品から鳥インフルエンザやアフリカ
豚コレラのウイルス遺伝子が検出された事例の
紹介」などを展示しました。「こんな食品も検
査対象なの？」と思っていただけるよう、「肉
製品の多くは市販品であっても、海外から持ち
帰れません。」という表示とともに、検査が必
要な肉製品等のサンプル模型も展示しました。
また、犬や猫を日本へ輸入するために必要なマ
イクロチップの読取り体験用に、マイクロチッ
プを埋め込んだぬいぐるみと読取り機も展示し
ました。
東海農政局「消費者の部屋」への特別展示は、
情報発信の良い機会として、毎年出展していま
す。今後も動物検疫を広く知っていただくため
に、より分かりやすい展示となるよう工夫を施
していきたいと思います。
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・「動物感謝デー」in 二子玉川ライズ
……（羽田空港支所）

平成 30 年 12 月１日に二子玉川ライズにて
開催された「2018 動物感謝デー…in…JAPAN…
"World…Veterinary…Day"」に参加しました。本
イベントは、多岐にわたる獣医師の仕事や動物
の役割を広く普及することを目的として、2007
年より毎年開催されている日本獣医師会主催の
イベントです。これまでは駒沢オリンピック公
園での開催でしたが、今年は二子玉川ライズで
の開催となり、コンパクトながらもたくさんの
家族連れで盛り上がりました。
（１）ブース展示
主に携帯品畜産物及び犬猫の輸出入検疫につ
いて広く皆様に知っていただくために、検疫探
知犬ハンドラーになれる顔出しパネル、探知犬
トレーディングカード釣り、動物検疫クイズ、
マイクロチップ読取り体験、各種パネルによる
広報を行いました。中でも探知犬トレーディン
グカード釣りは大人気で、多くの子供で賑わい
ました。動物検疫クイズに正解すれば釣りに参
加できるという仕組みにすることで、お子様に
も積極的に動物検疫について知ってもらうこと
ができました。
（２）ステージイベント
　�����～知っていますか？獣医師の仕事～
クイズを用いて、動物検疫に従事する獣医師、
家畜防疫官の存在、動物検疫のお仕事を、“ 楽
しく ” 紹介しました。小さなお子様から大人ま
で、会場全員参加型の賑やかなステージになり
ました。東京オリンピック・パラリンピックに
向けて旅客等の増加が見込まれ、さらに、隣国
におけるアフリカ豚コレラ発生により水際対策
の強化への期待が一層高まる中、動物検疫所の
使命とその重要性をたくさんの方に対面でお伝
えできたことは良い経験となりました。また、
共に登壇した家畜臨床や地方公務員獣医師と、
農場から食卓まで、食の安全並びに畜産業の振
興に従事する獣医師の存在や、食のために命を

提供してくれる動物の尊さをお伝えすることが
できました。
この度は、大勢の方に動物検疫について知っ
ていただける貴重な機会をいただき、日本獣医
師会の皆様に心より感謝申し上げます。ありが
とうございました。

・ショッピングモールでの広報イベントの開催
（成田支所）

平成 30 年 11 月 18 日（日）イオンモール成
田のスカイコートにて、成田支所単独の広報イ
ベントを開催しました。
イオンモール成田は、成田市内にあるモール
型ショッピングセンターで、近隣の住民や海外
からの旅行者が買い物などに利用する集客力の
ある大型店舗です。成田支所では、より多くの
人に動物検疫を理解してもらいたいと考え、今
回のイベントを企画しました。
イオンモール成田の常設イベントスペースで
は、毎週のようにイベントが開催され多くのお
客様が訪れています。週末ということもあり親
子連れで参加していただくことを想定して、①
「動物検疫の展示」②「白衣deお仕事体験」③「開
披検査体験」（荷物のつまったトランクから肉
製品を探す。）④「ゲームコーナー」の４つのコー
ナーを設置し、各コーナーを全てまわるシール
ラリーも行いました。
また、ステージでは「検疫探知犬デモンスト
レーションとふれあいタイム」や「クンくんと
の撮影会」を行い、動物検疫からのお知らせ動
画「僕にお座りをさせないで！」も放映し、検
疫探知犬の紹介を行いました。
モール型ショッピングセンターでの広報キャ
ンペーンは初めての試みのため、興味をもって
立ち寄ってもらえるような工夫をこらしました。
休日ということもあり、期待どおり多くの方々
に参加していただきました。検疫探知犬に比べ
て動物検疫そのものの認知度は低かったことか
ら、「動物検疫」について分かりやすく理解して
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もらえるような広報活動を今後も実施していく
必要性を感じました。

・成田支所における犬猫の輸出入手続窓口の
一元化について

（成田支所）

成田支所では、平成 30 年９月 19 日、犬猫の
輸出入手続窓口の一元化をスタートさせまし
た。
犬猫の輸出入については、一般の方が飼養し
ているペットを帯同しての海外赴任や海外旅行
がその主な目的で、大半を占めています。
動物検疫所のホームページでは、犬等の輸出
入検疫制度について詳しく掲載しているところ
ですが、初めての輸出入となる一般の方からの
メールや電話による問合せは多く、頻回のやり
取りが必要となります。このような問合せは
近年増加しており、昨年ではメールがおよそ
66,000 通、電話では約 1,500 本で、対応に追わ
れる状況となっています。
このため、犬猫の輸出入検査業務について経
験を積み、精通した職員を専従チームとして窓
口に配置し、問合せに回答する際は更なる疑問
を生じさせない分かりやすい簡潔な内容となる
よう配慮するなど、問合せ件数の減少に努める
こととしました。
一元化の開始から３か月余りが経過したとこ
ろですが、メールによる問合せは減少傾向が見
られています。10 月のメールの件数は、対前
年比で 25％減となりました。また、昨年４月
の韓国における口蹄疫の再発、８月の中国にお
けるアフリカ豚コレラの発生に伴い、一層の検
疫強化が求められるなか、今回窓口を一元化し
たことで、携帯品検査業務にこれまで以上のマ
ンパワーを投入することが可能となり、検疫探
知犬の稼働率も向上しています。
これまで寄せられたメールや電話による問合
せ内容は、犬猫の輸出入について手続の流れを
知りたい、どのような処置や手続を行う必要が

あるか、どのようにすれば最短期間での輸入が
できるかを知りたいといったものが多いことが
明らかになりました。今後は、輸出入者自らが
輸出入に必要な処置が分かるようなツールの開
発、輸出入者のニーズに的を絞った説明資料の
配付をするなど、メールや電話によるやり取り
の一層削減を目指すこととしています。

・アフリカ豚コレラ国際セミナーに参加して
（成田支所）

平成 30 年 11 月 15 日、農林水産省本省で開
催された「アフリカ豚コレラ（ASF）の日本へ
の侵入リスクと防疫についての国際セミナー」
に参加しました。セミナーでは、「ASF のリ
スクと防疫」（Jose…M.Sanchez-Vizcaino 氏）、
「ASF 研究プロジェクトの経営管理」（Raquel…
Vargas 氏）、「ASFの診断業務」（Belen…Rivera
氏）、「動物衛生研究部門で行われたASF の感
染実験」（山田学氏）、「日本におけるASF 診
断システムの確立」（舛甚賢太郎氏）、「フード
サプライチェーンのためのASF ウイルス不活
化に関する研究」（亀山健一郎氏）、「日本にお
けるASF侵入リスク対策」（北野喬大氏）、「ASF
に対する日本の水際防疫」（西口明子氏）の講
演がありました。その中で、特に興味深かった
スペイン公立マドリード・コンプルテンセ大学
の Jose…M.Sanchez-Vizcaino 教授の講演につい
て、後日同氏より追加で頂いた資料の内容も含
めて紹介します。
スペインは南ヨーロッパのイベリア半島に位
置し、西にポルトガル、北東にフランス等と国
境を接しています。1960 年にポルトガルから
ASF が侵入し、同時期に豚の飼養頭数が増加
していたこととあいまって、スペイン全土に感
染が拡大しました。スペイン政府はASF 発生
に伴う海外への輸出制限（生体、豚肉製品）と
ASF コントロールに費やす莫大な費用が養豚
産業発展の障壁となっていることを問題視し、
1985 年にASF撲滅のための大規模なプログラ
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ムを立ち上げ、次の５つの対策からなる撲滅計
画を実行しました。

（１）獣医師で構成された巡回指導チームの結成
127人の獣医師で巡回指導チームを結成し、
豚舎の衛生管理、個体確認、サンプル収集、と
畜場での血清管理、疫学調査、養豚農家による
衛生組合結成の推進。
（２）�全種豚及び繁殖豚に対する血清学的検査

の徹底
従来法である間接ELISA法によるスクリー
ニング及びIFAに比べて検査の精度・迅速性
が高いASFVタンパクを含む抗原を使用した
ELISA法及び免疫ブロット法による診断法の
確立。
また、13か所の地方検査機関とのネットワー
クをつなげるとともにリファレンスラボラト
リーによる技能試験により国内の検査技術の平
準化。
（３）融資制度整備等による豚舎の衛生基盤改善
低利率ローンの提供による施設整備等により
1985年～ 1995年の10年間で2,175以上の豚
舎で衛生状態を改善。
（４）不顕性感染豚の摘発・とう汰
感染豚全頭の速やかな淘汰、ウイルス学・疫
学的調査のためのサンプル収集、生産者への速
やか且つ十分な補償及び啓発活動の実施。
（５）肥育・繁殖豚全ての移動管理
豚を個体識別した上で、豚の出自、健康状態
を記載した証明書の提出を義務付け、常にプロ
グラム管理者の下での移動。

莫大な資金を投入したこれらの対策により、
スペインでは初発から 35 年後の 1995 年に、よ
うやくASF の撲滅に至りました。このような
歴史も踏まえて、万一のASF侵入に備えASF
発生を早期発見できるシステムを構築してお
くこと、そのためには、国、地方自治体、農
家及び獣医師が連携することが重要であると、
Vizcaino 教授は強調されていました。また、近

隣の中国で既にASF が発生している今、日本
はより危機感を持って防疫に臨むべきであると
のことでした。
ASF 感染豚では甚急性から不顕性まで多様
な病態を示すことが知られており、これが早期
発見を遅らせる要因の一つであるとも言われて
います。海外における過去の発生例でも、臨床
所見に基づく誤診により早期発見できなかった
という報告があります。ASF 感染豚の体内で
は中和抗体が産生されないことから有効なワク
チンがなく、感染豚の早期発見による摘発・と
う汰が最も重要です。日本でも万一のASF 発
生に備えて関係者が連携し、臨床所見のみに頼
らず、速やかに検査（遺伝子検査、ウイルス分
離、血清検査）及び診断ができる環境を整備し
ておくことが必要であると感じました。
また、ASF ウイルスは自然環境下での耐性
が強く、肉製品の中でも長期間生残することか
ら、汚染された豚由来の製品が船舶や航空機に
より持ち込まれASF 発生に繋がったという事
例が、これまでも多く報告されています。12
月 10 日現在、中国では 102 か所（16 省、１区、
４直轄市）でASF が発生しており、早期撲滅
が難しい状況となっています。このような現状
や、日本に中国からの旅客便が多く到着してい
ることを考慮すると、旅客の手荷物に含まれる
汚染食品等によって日本にASF が侵入するリ
スクは高まっているといえます。動物検疫所の
職員として常に危機感を持ち、水際防疫に徹底
して取り組む必要性を改めて感じました。

・家畜衛生フォーラム 2018 に出席して
（精密検査部長）

平成 30 年 12 月 14 日、「越境性動物疾病の侵
入および蔓延をいかに食い止めるか？」という
テーマで開催された家畜衛生学会による家畜衛
生フォーラム 2018 に参加しました。
越境性動物疾病はFAO及びOIE により「国
境を越えてまん延し、発生国の経済、貿易及び
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食糧の安全保障に関わる重要性を持ち、その防
疫には多国間の協力が必要となる疾病」と定義
されています。
我が国の周辺諸国において、平成 30年春に口
蹄疫が韓国で、８月にはアフリカ豚コレラが中国
で発生し、急速に感染が拡大しています。
御承知のことかと思いますが、動物検疫所の
調査で、携帯品として持ち込まれ放棄された畜
肉類から高病原性鳥インフルエンザウイルスや
アフリカ豚コレラウイルスの遺伝子断片が検出さ
れています。国際間で人の移動や、家畜及び畜
産物の貿易が活発に行われている現在、我が国
は越境性動物疾病の侵入脅威に常に晒されてい
ます。一方、国内では９月に豚コレラが 26年ぶ
りに発生し、野生のいのししに感染がひろがった
ことで、まん延防止の難しさも浮き彫りとなって
います。
このような状況下で、家畜衛生学会が呼びか
けた６名の専門家から、国内畜産業の脅威とな
る越境性動物疾病の侵入防止と被害拡大防止の
戦略を立てる上で重要となる、最新の情報が提
供されました。
初めに、OIE アジア太平洋地域事務所釘田
博文地域代表から世界における越境性疾病の状
況と対策について全体的な説明があり、続い
て、越境性動物疾病の中でも特に重要な４つの
疾病、高病原性鳥インフルエンザ（北海道大学…
迫田義博氏）、豚コレラ（農業研究機構動物衛
生研究部門　深井克彦氏）、アフリカ豚コレラ
（農業研究機構動物衛生研究部門　山田学氏）、
口蹄疫（農業研究機構動物衛生研究部門　盛岡
一樹氏）の各専門家から、それぞれの発生状況
と、研究の動向、防疫の鍵となる貴重な情報が
提供されました。
各疾病についての講演の後、動物検疫所伊藤
和夫所長が「越境性動物疾病の侵入リスクに応
じた水際検疫」というタイトルで「いかに食い
止めるか」の部分について講演をしました。病
原体の我が国への侵入リスクを減らすためリス
ク管理措置を動物衛生課と動物検疫所が連携し

て実施していること、限られた職員と時間を有
効に用いるため、リスク評価を行った上で業務
を効率化して当たっていること、携帯品の検査
においては、疾病の発生状況からリスクの高い
国、生鮮肉の摘発割合などを考慮に入れ、優先
順位を付けて強化対象国・航空便等を選定して
いることなどについて説明しました。講演は動
物検疫所の活動を説明するに留まらず、「水際」
と「家畜の生産現場における飼養衛生管理基準
の遵守」をベースに、動物検疫所を含む国内の
関係機関、生産者等の相互の理解と協力がいか
に大切であるか力説しました。
会場では、大学や研究機関、都道府県の家畜
衛生担当者、動物検疫所、動物医薬品検査所、
消費・安全局担当者等が多数聴講され、真剣に
聞き入っていました。講演の後には、動物検疫
所の前所長で農業研究機構動物衛生研究部門の
小倉弘明部門長の司会で、総合討論の場が設け
られました。現在、国内で発生が続いている豚
コレラをはじめ、会場からそれぞれの専門家に
質問があり、会場全体で大変濃密な時間を共有
することとなりました。
家畜衛生フォーラム 2018 は盛会として幕を
閉じましたが、「越境性動物疾病の侵入および
蔓延をいかに食い止めるか？」というテーマは、
我が国に畜産業が存在しつつける限り、重要な
テーマで有り続けます。常に意識して取り組み
たいと気持ちを新たにしました。

・口蹄疫ワクチン接種地域から初！
  ウルグアイからの牛肉輸入解禁、
  ウルグアイへの牛肉輸出解禁

（企画管理部企画調整課）

平成 30 年 11 月 30 日、農林水産省告示が改
正されるとともに、我が国とウルグアイとの間
で家畜衛生条件が締結され、口蹄疫ワクチン接
種清浄国（OIEに認定されている口蹄疫清浄国・
地域のうち、防疫対策のために口蹄疫ワクチン
を接種している国・地域）としては初めてとな
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る牛肉の輸入が解禁されました（日本向け食肉
処理施設の指定が必要となります）。ウルグア
イは、かつては口蹄疫清浄国としてOIE に認
定されていましたが、平成 12 年に口蹄疫が発
生したことから、ワクチン接種による防疫対策
に変更し、平成 15 年 5 月には口蹄疫ワクチン
接種清浄国としてOIE により認定されました。
日本では家畜伝染病予防法に基づき、口蹄疫発
生国及び口蹄疫ワクチン接種国・地域からの牛
肉については輸入禁止とされています。
ウルグアイでは、平成 13 年以降口蹄疫の発
生が認められておらず、口蹄疫ワクチンの接種
が行われていること等を踏まえ、ウルグアイに
おいて現行の家畜衛生体制が継続されることを
前提に、ウルグアイ国内の指定農場にて出生し、
飼養された牛を、指定施設においてと畜・加工
し、脱骨及び肉の熟成処理等のリスクを低減す
るための管理措置を行うことを条件とし我が国
へ牛肉の輸入が認められることとなりました。
農林水産省告示においては、家畜伝染病予防
法第 36 条第１項第１号の規定に基づき農林水
産大臣が指定するものの表において、「ウルグア
イ政府が指定する農場で飼養され、農林水産大
臣が指定するウルグアイの施設で農林水産大臣
の定める基準に従って熟成処理された牛の肉」
の項目が追加され、農林水産大臣が定める基準
において、「熟成処理の基準」が追加されるこ
とにより、ウルグアイから輸入される熟成処理
牛肉が、輸入禁止の対象から除外されました。
また、同日付けで、ウルグアイ向け日本産生
鮮牛肉の輸出についても二国間で合意されまし
た。平成 28年３月以降、農林水産省と厚生労働
省が連携し、ウルグアイ政府当局との間で牛肉
輸出の協議が進められており、厚生労働省によ
り認定された食肉取扱施設に由来する牛肉であ
ること、日本で出生し、と畜までの間日本で飼
育された牛由来の食肉であること等の家畜衛生
条件を満たした牛肉の輸出が可能となりました。
今後、日本及びウルグアイの両国において、
それぞれの国の牛肉を知ってもらう良い機会と

なることが期待されます。

＜参考＞
ウルグアイ向け牛肉の輸出条件の合意について
（農林水産省プレスリリース）

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/181130.html

◎所内情報
・平成 30 年４月採用畜産職職員より

（平成 30 年 4 月採用職員）

〇山下奈々（羽田空港支所検疫課）
昨年４月より羽田空港支所に配属され、携帯
品検査業務に関わり、動物検疫の重要性を感じ
ています。これまで何も気にせずに食べていた
外国産のハムやチーズが輸出国政府機関発行の
検査証明書が添付され、輸入検疫を受けている
ことを知り驚く一方、携帯品検査ではお土産や
個人消費用の肉製品のほとんどが禁止品・検査
証明書の取得が難しいために日本への持ち込み
ができないことを知らない旅客が多く、周知が
足りないと感じるところであります。今後、業
務や広報を通じて、多くの方々に動物検疫制度
を理解していただけるよう努めていきたいと思
います。

〇瀬尾瑞希（中部空港支所検疫課）
空港での犬猫の輸出入検査や畜産物検査に加
え、名古屋出張所では海港の畜産物検査、新門
司検疫場では家畜の輸入検査を経験し、多種多
様な事例に触れることができました。戸惑うこ
とも多々ありましたが、多くの方々から御教示
いただき、業務の幅広さと状況に応じた対応が
必要であることを学びました。今後更に動物検
疫の重要性が増していく中で、一日も早く業務
を支える柱となれるよう、これからも研さんを
積んで参ります。
最後に、各研修先で御指導くださった多くの
方々にこの場を借りてお礼申し上げます。
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〇冨田智優（中部空港支所検疫課）
動物検疫所に採用、そして中部空港支所検疫
課に配属されて半年が経ちました。
この半年間、空港や港、係留施設において、
犬猫や畜産物の輸出入検査、大動物の輸入検査、
広報活動等の様々な業務を経験しました。それ
らは初めてのことばかりで戸惑いましたが、動
物検疫の重要性や業務の幅広さ、法律に基づい
て業務が行われていることを実感することがで
きました。これからも勉強することがたくさん
あると思いますが、今まで学んだことを糧に、
一つ一つ根拠を考えながら業務を行っていきた
いと思います。

〇米山竜太（関西空港支所検疫第１課）
関西空港支所検疫第１課に配属され、半年間
の研修期間の中で様々なことを学びました。新
規採用者集合研修や航空・船舶貨物研修、係留
検査施設等の研修を通して、動物検疫所の業務
は、多岐にわたっていることを知りました。ま
た、携帯品畜産物の検査や、犬等の輸出入検査、
問合せ対応等の日々の業務において、曖昧な知
識では自信を持って対応をすることができない
ため、法令や要領を熟読してよく理解し、多く
の経験を積む必要性を実感しています。いつも
丁寧な御指導をしてくださる上司や先輩方のよ
うに、臨機応変に適切な対応をとることができ
るよう努力していきたいと思います。

〇児玉みつき（関西空港支所検疫第１課）
今年度４月より、関西空港支所検疫第１課に
配属となり、犬猫等の輸出入検疫や携帯品輸入
畜産物検査等、空港での携帯品検査業務に奮闘
中です。日々業務に携わり、関連法令を正しく
理解することの重要性と、法規を一般の方々に
説明することの難しさを感じています。また、研
修では航空・船舶貨物や係留施設での検査業務
も経験させていただき、動物検疫所の業務の幅
広さを実感しました。まだまだ知識不足である
ことを日々痛感していますが、これから様々な業

務に関わって多くの経験を積み、広い視野を持っ
て対応できる家畜防疫官になりたいと思います。

〇野呂聡美（神戸支所検疫課）
４月に神戸支所に配属されてから畜産物や犬
猫の輸出入検査、携帯品検査などを学んできま
した。配属から半年が過ぎた頃から現物検査へ
一人で行くようになりました。最初の頃は慣れ
ない運転と緊張でよく検査場所を通り過ぎた
り、検査場所で駐車する際に出入りする方々に
心配そうな目で見られたりしていましたが、今
では不安なく行き来できています。現物検査を
行う中で、自分で判断するということの重さと、
自分の知識の乏しさを痛感しています。今後は
的確な判断ができるようになるために様々な経
験を通して、畜産物への理解を深めていくとと
もに、検査室業務についても学んでいきたいと
思います。

・人事異動
( 平成 30年12月２日～平成31年１月１日まで )

( 平成 30 年 12 月５日 )
岩永　達也　…育児休業（成田支所旅具検疫第２

課）

( 平成 30 年 12 月８日 )
大月　寿栄　職務復帰（神戸支所検疫課）

( 平成 30 年 12 月 31 日 )
田中　信行　…退職（独立行政法人家畜改良セン

ター鳥取牧場業務課衛生係長（門
司支所検疫第２課）

( 平成 31 年１月１日 )
櫻井　健二　…感染症対策専門官兼消費・安全局

動物衛生課付（感染症対策専門官）
吉田　英二　…検疫部動物検疫課主任検疫官兼消

費・安全局動物衛生課付（検疫部
動物検疫課主任検疫官）
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岡村　直美　…成田支所旅具検疫第１課主任検疫
官（成田支所動物検疫第２課主任
検疫官）

相川　雅彦　…成田支所動物検疫第２課主任検疫
官（成田支所旅具検疫第１課主任
検疫官）

龍　可奈子　…成田支所旅具検疫第２課（成田支
所貨物検査課）

宅島　麻美　…総務部会計課兼羽田空港支所庶務
課（総務部会計課）

長倉　基裕　…成田支所旅具検疫第１課（臨時的
任用）

矢口あゆみ　…成田支所旅具検疫第２課（臨時的
任用）

関根　　渉　…羽田空港支所検疫課（臨時的任用）
七野　栄一　…羽田空港支所検疫課（臨時的任用）
向原　要一　…門司支所長崎空港出張所（臨時的

任用）

・動物検疫所外で活躍している方より

〜海外から動物検疫所へのメッセージ〜

こんにちは、小岩善則と申します。動物検疫
所では国際空港での勤務が多く、犬猫の輸出入
検査や旅客の携帯品検査が主な業務でしたが、
航空貨物や指定港での輸出入検査、ギャベージ
焼却施設現地調査や指定外港調査、動物検疫に
関する勉強会の開催など幅広く携わらせていた
だきました。その他に、得意の中国語を活用し
て、中国語のポスターやチラシ、ホームページ
などの製作の協力や「中国通」という中国関連
の情報発信も行っていました。
現在、農林水産省大臣官房国際部国際政策課

から中国語語学研修のため北京にある中国農業
科学院へ一年間派遣されています。この研修で
は語学習得以外に中国農業を深く理解すること
や、農業科学院等を含め中国での人的交流も期
待されています。また、北京大使館の業務のお
手伝い（資料の翻訳、出張者対応、国際会議の
補助など）も行い、農業農村部（農林水産省に
該当）や海関総署動植物検疫局（動検・植防に
該当）との会議にも出席させていただき、幅広く
知見を増やしています。中国ではどのように行っ
ているのか？日本との違いは？など動物検疫所
での一つ一つの業務経験が、異動先で大いに役
立っています。
動物検疫所に一番期待することは、英語以外
の外国語習得を奨励することです。当初、動物
検疫は国内で解決する問題と認識していました
が、国際問題でもあると感じるようになりまし
た。越境性動物疾病の問題は一国では解決でき
ず、畜産物の輸出入でも必ず相手国が存在しま
す。また、外国人旅行者も年を追うごとに増加
しています。英語は中学から学んでいるためあ
る程度は問題ないと思いますが、英語以外の言
語の習得を奨励していただきたいです。国際会
議では必ず通訳がつきますが、通訳のミスや相
手国側のひそひそ話を聞き取れるとかなり有益
です。また、懇親会などの交流にも積極的にな
れます。
中国語に関して、学習している方、アドバイス
が欲しい方はいつでも気軽に御連絡ください。

　今号から動物検疫所を飛び出し、外の世界
で活躍している職員の方から動物検疫所への
メッセージをいただくこととしました。
　第１回目は中国へ語学研修生として派遣　
されている小岩義則さんからです。
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動物検疫所の所在地 （平成31年1月1日現在）

動 物 検 疫 所
電話番号 F A X

総 務 部 庶 務 課 (045)751-5921 (045)753-3910
会 計 課 (045)751-5922 (045)751-6123

企 画 管 理 部 企画調整課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5923 (045)754-1729
調 査 課 (045)751-5924 (045)754-1729
危機管理課 (045)751-5955 (045)754-1729

検 疫 部 管理指導課 (045)751-5937 (045)751-0549
動物検疫課 (045)751-5973 (045)751-5951
畜産物検疫課 〒 231-0003 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎 (045)201-9478 (045)212-4623

精 密 検 査 部 微生物検査課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5943 (045)752-5466
海外病検査課 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-2 (0569)38-8515 (0569)38-8517

中部空港検査・診断センター内
病理・理化学検査課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5947 (045)752-5466
危険度分析課 (045)751-5964 (045)752-5466

川崎出張所 〒 210-0869 川崎市川崎区東扇島 6-10 (044)287-7412 (044)287-7413
かわさきファズ物流センター内

新潟空港出張所 〒 950-0001 新潟市東区松浜町 3710 新潟空港ターミナルビル (025)275-4565 (025)270-9741
静岡出張所

清水港事務所 〒 424-0922 静岡市清水区日の出町 9-1 清水港湾合同庁舎 (054)353-5086 (054)353-7634
静岡空港事務所 〒 421-0411 牧之原市坂口 3336-4 (0548)29-2440 (0548)29-2449

富士山静岡空港旅客ターミナルビル内

北海道・東北支所 庶 務 課 〒 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルビル (0123)24-7011 (0123)24-6421
検 疫 課 (0123)24-6080 (0123)24-6091

小樽港事務所 〒 047-0007 小樽市港町 5-2 小樽地方合同庁舎 (0134)33-2460 (0134)25-1736
胆振分室 〒 059-1743 勇払郡厚真町字共和 17 (0145)28-3724 (0145)28-2755
函館空港分室 〒 042-0952 函館市高松町 511番地 函館空港内 (0138)84-5415 (0138)84-5416

仙台空港出張所 〒 989-2401 名取市下増田字南原 仙台空港ターミナルビル (022)383-2302 (022)382-5805

成 田 支 所 庶 務 課 〒 282-0004 成田市古込字古込 1-1 第 2 旅客ターミナルビル (0476)34-2340 (0476)34-2344
旅具検疫第１課 〒 282-0011 成田市三里塚御料牧場 1-1 第 1旅客ターミナルビル (0476)32-6510 (0476)30-3011
旅具検疫第２課 〒 282-0004 成田市古込字古込 1-1 第 2 旅客ターミナルビル (0476)34-2342 (0476)34-2338
旅具検疫第３課 〒 282-0006 成田市取香字上人塚 148-1 第 3旅客ターミナルビル (0476)34-4260 (0476)34-4261
動物検疫第１課 〒 282-0011 成田市三里塚大字天浪字西原 254-1 (0476)32-6651 (0476)32-6641
動物検疫第２課 (0476)32-6658 (0476)32-6641
貨物検査課 〒 282-0021 成田市駒井野字天並野 2159 (0476)32-6655 (0476)30-3012
犬・猫輸出入手続窓口 (0476)32-6664 (0476)34-4261

羽田空港支所 庶 務 課 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-4 羽田空港 CIQ棟 4 階 (03)5757-9751 (03)5757-9757
検 疫 課 (03)5757-9752 (03)5757-9758
(貨物合庁) 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎 (03)5757-9755 (03)5757-9760

東京出張所 〒 135-0064 東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎 (03)3529-3021 (03)3529-3025
千葉分室 〒 273-0016 船橋市潮見町 32-5 船橋港湾合同庁舎 (047)432-7241 (047)432-7841

中部空港支所 庶 務 課 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-1 CIQ棟 5階 (0569)38-8583 (0569)38-8578
検 疫 課 (0569)38-8577 (0569)38-8585
(貨物合庁) 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-1中部空港合同庁舎 1F (0569)38-8579 (0569)38-8587

四日市分室 〒 510-0051 四日市市千歳町 5-1 四日市港湾合同庁舎 (0593)52-6918 (0593)52-6918
名古屋出張所 〒 455-0032 名古屋市港区入船 2-3-12 名古屋港湾合同庁舎 (052)651-0334 (052)661-0203
(野跡検疫場) 〒 455-0845 名古屋市港区野跡 2-4-12 (052)381-3361 (052)389-2018

小松出張所 〒 923-0993 小松市浮柳町 小松空港内 (0761)24-1407 (0761)24-1341

関西空港支所 庶 務 課 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1 番地 CIQ合同庁舎 (072)455-1955 (072)455-1990
検疫第１課 (072)455-1956 (072)455-1957
(貨物合庁) 〒 549-0021 大阪府泉南市泉州空港南 1番地 (072)455-1958 (072)455-1959

検疫第２課 〒 549-0021 大阪府泉南市泉州空港南 1番地 (072)455-1958 (072)455-1959
(関西空港検疫場) 〒 549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北 1 番地 (072)455-1964
（霊長類検疫施設） (072)455-1960 (072)455-1966
検疫第３課 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1 番地 CIQ合同庁舎 (072)455-1956 (072)455-1957

神 戸 支 所 庶 務 課 〒 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-4-3 神戸防災合同庁舎 (078)222-8990 (078)222-8993
検 疫 課
(苅藻検疫場) 〒 653-0032 神戸市長田区苅藻通 7-1-7 (078)671-0266 (078)671-0266

大阪出張所 〒 552-0021 大阪市港区築港 4-10-3 大阪港湾合同庁舎 (06)6575-3466 (06)6575-0977
(一突検疫場) 〒 552-0022 大阪市港区海岸通 3-3-29 (06)6571-0328 (06)6571-0331

岡山空港出張所 〒 701-1131 岡山市北区日応寺 1277 岡山空港ターミナルビル (086)294-4737 (086)294-3275
広島空港出張所 〒 729-0416 広島県三原市本郷町善入寺字平岩 64-31 (0848)86-8118 (0848)86-8119

広島空港国際線旅客ターミナルビル
四国出張所

小松島港事務所 〒 773-0001 小松島市小松島町外開 1-11 小松島みなと合同庁舎 (0885)32-2422 (0885)32-2476
高松空港事務所 〒 761-1401 香川県高松市香南町岡 1312-7 高松空港内 (087)879-4654 (087)879-5444

門 司 支 所 庶 務 課 〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎 (093)321-1116 (093)332-5858
検疫第１課
検疫第２課 〒 800-0113 北九州市門司区新門司北 3-1-2 (093)481-7335 (093)481-7348
（新門司検疫場）
(太刀浦検疫場) 〒 801-0805 北九州市門司区太刀浦海岸 65 (093)321-0509 (093)331-4676
検疫第３課 〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎 (093)321-1116 (093)332-5858
博多出張所 〒 812-0031 福岡市博多区沖浜町 8-1 福岡港湾合同庁舎 (092)262-5285 (092)262-5283
福岡空港出張所 〒 812-0851 福岡市博多区大字青木 739 番 福岡空港ビル (092)477-0080 (092)477-7580
長崎空港出張所 〒 856-0816 大村市箕島町 593 長崎空港ビル (0957)54-4505 (0957)20-7113
鹿児島空港出張所 〒 899-5113 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字請口 4498-2 (0995)43-9061 (0995)43-9066

空港事務所 〒 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓 1355-4 (0995)58-2314
鹿児島空港国際線ターミナルビル

沖 縄 支 所 庶 務 課 〒 900-0001 那覇市港町 2-11-1 那覇港湾合同庁舎 (098)861-4370 (098)862-0093
検 疫 課
那覇空港出張所 〒 901-0142 那覇市字鏡水 280 那覇空港国際線ターミナルビル (098)857-4468 (098)859-1646
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品目名
輸入 輸出
11 月 11 月

骨類

骨 1,892,152 52 
砕骨 1,061,015 -
蹄角 47,076 -
骨腱 37,927 -
蹄角粉 62,774 -
その他の骨 - -

計 3,100,944 52 

肉類

牛肉

冷蔵 28,610,505 181,715 
冷凍 32,012,395 219,089 
その他 9,919 5 
加熱処理 208,322 -

豚肉

冷蔵 39,920,949 4,162 
冷凍 60,626,982 242,327 
その他 1,856 -
加熱処理 1,037,585 -

めん羊肉 1,656,077 -
山羊肉 58,126 -
鹿肉 6,008 -
その他の偶蹄類肉 1,206 -
加熱処理その他の偶蹄類肉 - -
ハム 376,239 77 
加熱処理ハム 26,234 -
ソーセージ 1,283,827 242 
加熱処理ソーセージ 1,643,262 -
ベーコン 191,786 86 
加熱処理ベーコン 7,888 -
馬肉 454,919 -
うさぎ肉 1,800 -
犬肉 - -
家きん肉 49,754,077 980,268 
家きん加熱処理肉 41,770,800 -

非加熱 
その他の肉

牛 591,311 286 
豚 116,890 177 
家きん 106,761 45,495 
その他 86,561 11,338 

加熱処理 
その他の肉

牛 215,621 -
豚 3,727,102 -
家きん 3,160,655 -
その他 665,698 -

計 268,331,361 1,685,267 

臓器類

牛臓器 149,497 23 
豚臓器 43,924 -
その他の偶蹄類臓器 9,310 -
加熱処理牛の臓器 - -
加熱処理豚の臓器 - -

畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成 30 年 11 月）

●輸入畜産物（前年同月比）　
　11 月分の全体の輸入量は前年同月比 102.6％と増加しました。
●輸出畜産物（前年同月比）
　11 月分の全体の輸出量は前年同月比 93.5％と減少しました。
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品目名 輸入 輸出
11 月 11 月

臓器類

加熱処理その他の偶蹄類臓器 - -
偶蹄類以外の臓器 129,983 105 
消化管等 2,767,926 38,774 
加熱処理消化管等 - -
ケーシング 281,262 -
脂肪 3,487,211 290 
非加熱その他の臓器 110 -
加熱処理その他の臓器 - -
加熱処理家きん臓器 307,968 -
加熱処理その他の家きん臓器 1,040 -

計 7,178,229 39,192 

卵類

殻付卵 - 685,250 
液卵 533,898 2,324 
その他の卵 3 20,040 

計 533,901 707,614 

皮類

牛皮 2,729,070 899,343 
豚皮 126,573 5,142,586 
めん羊皮 124,930 -
山羊皮 - -
鹿皮 17,400 -
その他の偶蹄類の皮 - -
馬皮 92,827 -
うさぎ皮 85,920 -
犬皮 - -
その他の皮 - -

計 3,176,720 6,041,929 

毛類

牛毛 - -
豚毛 6,260 -
羊毛 138 -
山羊毛 33,232 -
鹿毛 - -
その他の偶蹄類の毛 3,217 -
馬毛 7,304 -
うさぎ毛 1,520 -
羽毛 319,220 14,787 
犬毛 - -
その他の毛 1,027 -

計 371,919 14,787 

乳製品類

チーズ 24,858,169 241 
バター 1,896,804 -
偶蹄類動物の飼料用乳製品 6,041,261 -
その他の乳製品 7,068,246 124,852 

計 39,864,479 125,093 

ミール類

血粉 269,910 -
肉粉 0 -
肉骨粉 - -
皮粉・羽毛粉 - -
計 269,911 0 

その他

精液（アンプル） 63,852 8,400 
受精卵（個） 275 -
ふん・尿 - -
計 - -

わら類

穀物のわら 29,417,240 -
飼料用の乾草 19,005 -
その他 187,150 -

計 29,623,395 0 
総計 352,450,859 8,613,935 

※　解放重量ベースの速報値
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動物名 用途
輸入 輸出
11 月 11 月

　牛

乳用繁殖用 175 -
肉用繁殖用 - -
肥育用 1,438 -
と畜場直行用 - -
その他 - -

　豚 繁殖用 141 -
その他 - -

　めん羊 - -
　その他の偶蹄類 - -

　馬

繁殖用 5 16 
乗用 25 -
競走用 46 14 
肥育用 551 -
と畜場直行用 - -
その他 - -

　その他の馬科 - -
　うさぎ 716 2 
　初生ひな（鶏） 52,024 -
　初生ひな（その他） 848 -
　種卵（個） - 80,660 
　蜜蜂（群） 483 -
　指定検疫物以外の動物 11,286 
　犬 480 514 
　猫 140 147 
　あらいぐま - -
　きつね 12 -
　スカンク - -
　サル 313 

◎平成 30 年 12 月の出来事

〇中国で 59例目のアフリカ豚コレラ発生（陝西省で初発）（12月２日）

〇岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認（４例目・飼養いのしし）（12月10日）

〇岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認（５例目）（12月15日）

〇中国で 63例目のアフリカ豚コレラ発生（青梅省で初発）（12月17日）

〇中国で 66例目のアフリカ豚コレラ発生（広東省で初発）（12月 20日）

〇愛知県における野生いのししで豚コレラの感染確認（12月 22日）

〇岐阜県における豚コレラの疑似患畜の確認（６例目）（12月 25日）

〇ハンガリーから日本向けに輸出される加熱処理化筋肉等の家畜衛生条件が締結（12月 27日）



No.1 － 20

─ 20 ─

◎動検通信（関西空港支所長）
　平成最後のお正月を迎えました。今年は４月 30 日に天皇陛下が退位され、５月１日に皇太子
様が即位され、元号が改められることから「平成最後の・・」が流行語となるのでしょうか。
平成 30 年間の動物検疫を振り返ると、激動の昭和をしのぐ幾多の出来事に遭遇してきました。
筆者の独断で衝撃度の高い順に列挙しますと、まずは 13 年９月に我が国で初めて確認された
BSE、次に 12 年と 22 年に宮崎県等で発生した口蹄疫、そして 16 年１月に 79 年ぶりに発生した
高病原性鳥インフルエンザ、さらには 15 年 12 月の米国における BSE 発生に伴う牛肉の即時輸
入停止が挙げられます。それぞれの事案において、その時々の職場・職責で、緊張感の中で対応
してきた記憶が今でも鮮明によみがえってきます。
　さて、関西空港では昨年９月４日、「非常に強い台風」21 号が来襲し、未曾有の被害に見舞わ
れました。高潮による浸水で滑走路が冠水し、第１ターミナルビルも機能不全となり、さらに強
風で流されたタンカーが連絡橋に衝突して橋が壊れ、一時通行困難となり、空港機能が完全に停
止するという事態となりました。驚異的な復旧作業の結果、９月 21 日に国際線・国内線の運航
が再開し、ほどなく空港機能は被災前の状態に回復しました。道路はいまだに片側だけの運用で
すが、何事も無かったかのように、毎日、海外からのお客さんがたくさん訪れています。日韓関
係がこれでもかというほどこじれているのを尻目に、楽しそうにやって来る若い韓国人のグルー
プ、中国からの幸せそうな親子連れ、イスラム圏からのヒジャブを着用したすてきな女性たち、
ベトナムからの研修生らしき若者等々。「ようこそ関西へ。良い思い出がたくさんつくれますよ
うに」と毎日迎え入れています。
　平成の初めはバブルの絶頂期で「24時間戦えますか」が流行語、バリバリ働け的な時代でしたが、
平成の終わりは「働き方改革」、効率的な仕事スタイルが求められるようになりました。30 年経っ
ても変わらないのは口蹄疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラの脅威というところでしょうか。
　しかしながら、いかに対策を講じていても過信は禁物です。日本語には畏れという言葉があり
ますが、自分より力のある者に対して畏れ敬う気持ち・心構えを持つことは大切です。自然災害
に対する備えも家畜の伝染性疾病に対する備えも慢心することなく畏れを持って取り組み、人災
となることは防がなければなりません。

	 動物検疫所のホームページ	http：//www.maff.go.jp/aqs/
	 農林水産省のホームページ	http：//www.maff.go.jp/
	 OIE	のホームページ	http：//www.oie.int/eng/en_index.htm

編集・発行	 農林水産省
	 動物検疫所企画管理部
	 横浜市磯子区原町11	－	1
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最新のトピックスは
こちらへ️

昨年も御愛読いただき、ありがとうございました。
裏表紙の写真は本文中にもあります「家畜衛生フォーラム」に
おいて力説している伊藤動物検疫所長の写真です。越境性動物疾
病の侵入及びまん延を食い止めることは国内の畜産業を守る上で
非常に重要です。
アフリカ豚コレラを日本に侵入させてはならないと職員一同必
至の対応をしておりますので、本年も動物検疫への御理解と御協
力をお願いいたします。


