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○ Whats New !

®

新年明けましておめでとうございます。
2016年の干支は、申（さる）です。サルも動物検疫の対象動物です。
去る（さる）一年は皆様に大変お世話になりました。
本年も動物検疫への御理解・御協力をよろしくお願いします。
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◎年頭挨拶
動物検疫所長　小倉　弘明

明けましておめでとうございます。
動物検疫所は、職員の取組と関係の方々の御理
解、御協力もあって、大過なく旧年を終えること
ができました。関係者の皆様には改めて感謝申し
上げます。
昨年は、人の感染症分野でエボラ出血熱や中東
呼吸器症候群（MERS）の海外での発生が話題に
なりました。家畜衛生分野でも、高病原性鳥イン
フルエンザの発生がアジア周辺のみならず北米、
ヨーロッパでも続き初生ひなの輸入などにも影
響が出ています。口蹄疫も依然我が国周辺で常在
的に発生しており、東欧で発生が続くアフリカ豚
コレラも気になるところです。
このような中、昨年は、動物検疫の対応にも関
係する大きな動きがありました。一つは観光立国
実現の取組もあって、訪日外国人が急増し目標
の 2,000 万人に迫るまでとなりました。これを受
けて、昨年夏には他の関係官署とともに動物検疫
所でも緊急増員が行われたところです。さらに、
秋にはTPPが大筋合意されました。これに伴い、
従来にも増した人やモノの移動の活発化、多様化
も想定されます。また、この大筋合意を受けた政
府の関連政策大綱では、農林水産物の輸出促進、
消費者との連携強化などが掲げられ、その具体策
として、戦略的な動植物検疫協議や訪日外国人旅
行者への地域農林水産物の販売促進、動植物検疫
体制の強化などが掲げられています。
私ども動物検疫所も、このような変化を見据え
ながら的確な動物検疫を行い、これらの取組の大

前提になる疾病の侵入防止に万全を期していく
必要があります。加えて、昨年夏の改訂日本再興
戦略では、輸出の環境整備として疾病発生時でも
畜産物輸出を継続できる体制の構築が掲げられ
ています。すでに米国、EUとの間での相互認証
の協議も開始されており、動物検疫の体制も海外
から信頼されるものとしていく必要があります。
このためにも、日頃から既定の検疫業務を確実
に実施していく一方で、本省消費・安全局の調整
も得ながら、情報収集とリスク評価を行って業務
全般を検証、見直していくとともに、都道府県、
生産者サイドとも連携分担し、水際防疫の全体の
質を高めていく必要があります。
訪日外国人が増加する空海港では、増頭中の探
知犬を効果的に運用するとともに、その探知成績
も活用し、旅客への効果的な広報や質問・声掛
け、国内の関係者向けの広報など総合的に取り組
んでいく必要があると考えています。
動物検疫の業務の中で大きな割合を占める畜
産物の検査については、昨年も BSE関連の検査
の合理化などを行いましたが、引き続き海外での
取組やそれぞれの畜産物のリスク、これまでの検
査実績を踏まえながらより効果的なものにして
いく必要があります。
検査室部門では、標準作業書の整備や ISO 認
定の取得などの信頼性確保について他に先駆け
て取り組んでいますが、昨年から国内の支援も視
野に監視伝染病全体の診断体制の整備に着手し
ています。今後も、関係機関の協力も得ながら職
員の技術向上も含め国の検査機関としての役割
を果たせるよう体制を整備していきたいと考え
ています。
この他にも、おみやげでの輸出に対する検査対
応の検討、水産動物輸入許可制度の拡充への対
応、検疫業務の電子化推進等々通常業務を着実
にこなしながら取り組むべき多くの課題があり
ます。昨年末の平成 28 年度の予算・組織定員の
概算決定では、歳出改革の取組が強化される中、
前年を超える予算額が確保されるとともに、定員
も空港拡大に伴う増員に加え、半数を超えるまで
になった女性職員の育児休暇や育児時間取得も
考慮した増員も認められるなど、動物検疫所の役
割、組織に配慮された内容になっています。
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（2）	検疫探知犬による検査実施体制整備費
（3）	特定監視伝染病検疫強化費
（4）	国際基準に基づく検査体制整備費
（5）	輸出検査の信頼性確保事業費
（6）	動物検疫システムの政府共通基盤への統

合事業費

等、全体で対前年度比 102.6％の 4,584,353 千円
の予算が認められました。
また、施設整備費は、一突検査場畜舎及び庁舎
修繕他７件が認められ、252,921 千円（対前年度
比 195.6％）となりました。

２．施設整備費の内訳（施設施行旅費及び施設施
行庁費を除く）
（1）	一突検査場畜舎及び庁舎修繕
	 41,872 千円
（2）	関西空港支所焼却炉改修工事
	 9,072 千円
（3）	横浜本所屋外消火栓設備設置
	 72,184 千円
（4）	天浪検疫場浄化槽固液分離機交換
	 4,717 千円
（5）	新門司検疫場有機物発酵処理システム更

新工事
	 15,240 千円
（6）	横浜本所畜舎修繕
	 10,368 千円
（7）	羽田空港支所輸入犬猫用動物舎改修
	 79,920 千円
（8）	成田支所検疫探知犬用犬房改修
	 19,548 千円

・口蹄疫等防疫に関する日中韓等東アジ
ア地域シンポジウム及び韓国家畜衛生
当局との意見交換会への参加について

（成田支所）

平成 23 年より日中韓３カ国の持ち回りで毎年
口蹄疫（FMD）防疫に関するシンポジウムが開
催されており、平成 27 年度は 11 月 18 日、19 日
の２日間にわたり、韓国のソウル市内で開催され

本年も、男女とも働きやすい職場作りをしなが
ら、関係者の方々としっかりコミュニケーション
をとり、より質の高い検疫対応ができるよう努め
ていきたいと考えています。本年も動物検疫業務
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
・平成28年度組織・定員要求について

（企画管理部企画調整課）

平成 28 年度組織・定員要求においては、関西
国際空港で平成 28 年度に供用開始が予定されて
いる LCC（格安航空会社）国際線専用の第３ター
ミナルでの検査に対応するため、関西空港支所に
新たに検疫第３課が設置されることとなり、６名
の新規増員及び５名の振替増員（計 11 名）が認
められました。
また、静岡空港における国際線の増便や清水港
における検査に対応するため、業務の効率化を図
るための体制見直しとともに清水出張所の名称
を静岡出張所に改めました。
動物検疫所において、育児休暇や育児時間取得
者の多い部署に９名の新規増員が認められまし
た。男女すべての職員の働き方の改善等を通じた
仕事と生活の調和に向けた取組をすすめていく
こととしています。
その他、中央省庁等改革基本法に基づく動物検
疫所の定員削減数は４名（検疫員）となりまし
た。

・平成28年度予算について
（総務部会計課）

平成 28 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 28 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）	監視伝染病等の水際侵入防止対策費
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台湾は積極的なワクチネーション、ワクチン抗体
及び感染抗体の識別を利用した血清学的サーベ
イランスを行っており、発生状況やワクチンポリ
シーが似通っている韓国側から数多くの質問が
行われ、本病制圧に対する韓国の関心の高さが伺
えました。最後に、各国が今後も引き続き連携し
て FMD等の発生及び拡散防止に取り組むこと
を確認し、本シンポジウムは閉会となりました。
翌 20 日は、日韓の家畜衛生当局間による意見
交換会がAnimal	and	Plant	Quarantine	Agency
（QIA）本部にて開かれ、韓国側から国内防疫や
AI 診断担当等の計 12 名の QIA所属獣医官が参
加し、主にAI の防疫体制について意見交換をし
ました。まず韓国側から、AI の発生状況、疫学
調査及び防疫対応について説明があり、次に日本
側から、北海道及び愛知県の家畜伝染病防疫対
応、近年日本で分離されたAI ウイルスの系統樹
解析、動物検疫所の概要について説明を行いまし
た。その後、韓国でAI が続発している要因、野
鳥の調査、日韓の国内防疫体制、殺処分及び埋
却方法等の課題について１時間程度の意見交換
が行われました。その中で、韓国では地方自治
体の獣医師を中心に各農場への立入検査、衛生・
消毒指導を強化しているが、農場数に対する獣医
師数が圧倒的に少ないため、全農場の指導が困難
な状況との発言があり、これに対し日本側から、
全ての農場を対象に年一回、地方自治体の獣医師
が立入検査を行っている旨の発言を行った際に、
韓国担当官の感嘆されていた様子が特に印象的
でした。時間の関係上、動物検疫に関する意見交
換は残念ながらできませんでしたが、このような
現場レベルでの意見交換の場を定期的に設けて、
情報・意見交換を行い、良い点は参考にし、失敗
例は教訓にするということができれば、水際防疫
や国内防疫のより良い発展につながるのではな
いかと感じました。
これまでインターネット上の報道発表程度で
しか把握できなかった他国の状況を、担当官から
直に聞くことができるという貴重な機会に恵ま
れたこともあり、この３日間は非常に有意義なも
のとなりました。また、新たな人脈も形成するこ
とができ、今後の業務に是非とも活かしていきた
いと思います。この後も動物検疫所の職員が、幅

ました。今回、本シンポジウムに参加する機会が
ありましたので、その概要及び 11 月 20 日に行わ
れた韓国家畜衛生当局との意見交換会の内容に
ついて併せて報告します。
今年度のシンポジウムは、日中韓に加え、台
湾及びモンゴルの計５か国の担当者が一堂に会
し行われました。日本からは、農林水産省消費・
安全局動物衛生課の熊谷課長、動物衛生研究所
国際重要伝染病研究領域の坂本領域長の他、動物
衛生課、動物衛生研究所、地方自治体（北海道、
愛知県）及び動物検疫所の計 11 名が参加しまし
た。まず、OIE アジア太平洋地域事務所の釘田
代表より、主な活動内容及び東アジア地域におけ
るFMD対策について、また、OIE 東南アジア準
地域事務所のWidders 氏より、東南アジア地域
における FMD防御と制御戦略についての基調
講演が行われました。次に参加各国から、近年の
FMD発生状況及び制御戦略についての発表があ
りました。参加国中唯一のワクチン非接種清浄国
である日本からは、動物検疫所の水際防疫を含
めた家畜伝染病防疫体制の概要、近年発生した
FMD及び鳥インフルエンザ（AI）の発生概要、
家畜伝染病制御戦略等の家畜衛生に関する幅広
い内容について、清浄国ならではの発表が行われ
ました。

11 月 18 日午後及び 19 日午前に行われた討論
会では、FMDワクチンやサーベイランス（ELISA
を用いた抗体検査）に関する話題が多く、特に
ワクチン種の選定及び接種プログラムについて
は各国がかなり苦慮しているようでした。また、


