
アイルランド、スウェーデン及び英国から我が国に輸入される犬等の輸入条件の変更に

ついて 

 
 我が国は、狂犬病の侵入を防止し、人、犬等への感染を防ぐ観点から、犬猫等の輸入

検疫を行っています。 

 アイルランド、スウェーデン及び英国において、平成 24年１月１日から、狂犬病が

発生している EU諸国等からの犬猫等の輸入条件を緩和する制度改正が予定されていま

す。これに伴い、これらの国から我が国へ輸入される犬猫等に関する輸入検疫上の取扱

いについて、平成 24年 1月 1日から、以下のとおり見直す予定です。 

 

【見直しの内容】（告示改正を予定） 

平成 24年 1月 1日付けで、アイルランド、スウェーデン及び英国（グレート・

ブリテン及び北アイルランドに限る。）を指定地域※から削除する。 
※ 狂犬病の清浄地域として、農林水産大臣が指定する地域。 

 
 
なお、平成 24年 1月 1日から７月 31日までの７か月間の暫定措置として、以下の条

件を満たす犬猫等を指定地域から直接輸入された犬等とみなす予定です。 

 
【暫定措置】（省令改正を予定） 

｢特定犬等（平成 24 年１月 1 日以降に日本・指定地域以外からアイルランド、スウ

ェーデン及び英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。）に輸入された犬

等）でないことが輸出国政府機関により追加証明され、かつ、ワクチン接種状況及び抗

体価を勘案して、平成 24 年 1 月 1 日以降本邦に到着するまでの間、十分な抗体価が維

持されていた※と判断できる場合。｣ 
 
※（農林水産省消費・安全局長通知により例示予定） 
 輸入される犬等は、以下のいずれも満たすこと。 
① 初回の狂犬病のワクチン（生後 90 日経過後）が平成 23 年 12 月 18 日以前に接

種されていること。 
② 平成24年１月１日以降にワクチンの追加接種をしていない状態で抗体検査を行

い、抗体価が 0.5IU/ml 以上あることが確認されること。 
③ 平成 23 年 12 月 31 日以前に、1 回しかワクチン接種されていない場合又は定期

的なワクチン接種＊が行われていない場合には、②の抗体検査後速やかにワクチン

接種が行われること。 ＊ 告示で定めるワクチンの有効免疫期間に応じた追加接種 
④ 平成 23 年 12 月 31 日以前に定期的なワクチン接種が行われており、②の抗体検

査以降本邦に到着するまでの間に前回接種したワクチンの有効免疫期間を超える

場合には、当該有効免疫期間内にワクチンの追加接種をしていること。 
  
くわしくは、動物検疫所までお問い合わせください。  



○ 制度の見直しに関する問い合わせ先 

   農林水産省消費・安全局動物衛生課 検疫業務班 高橋、吉戸（よしと） 
    TEL：03-3502-8295 
    FAX：03-3502-3385 
    E-mail：chikako_takahashi@nm.maff.go.jp 
                noriko_yoshito@nm.maff.go.jp 
 
 
○ 個別の輸出入案件に関する問い合わせ先 

 ※ 到着（出発）予定港を管轄する動物検疫所までお問い合わせください。予定港が決まってい

ない場合は、成田支所検疫第 1課又は検疫第 2課までお問い合わせください。 

 

動物検疫所名 電話番号 空港 港 

北海道出張所 

0123 ‐24 ‐6080 新千歳空港、函館空港、 

帯広空港、旭川空港、 

釧路空港 

稚内港、苫小牧港、 

北海道出張所小樽分室 0134-33-2460 
 

小樽港、 

仙台空港出張所 

 

022-383-2302 青森空港、秋田空港、 

仙台空港、山形空港、 

福島空港、花巻空港 
 

新潟空港出張所 025 ‐275 ‐4565 庄内空港、新潟空港 新潟港 

東京出張所 03-3529-3021 
 

京浜港（東京港区） 

東京出張所 千葉分室 047-432-7241 
  

清水出張所 054 ‐353 ‐5086 静岡空港 清水港 

畜産物検疫課 
045-201-9478 

 

京浜港（横浜港区 ・川

崎港区） 

畜産物検疫課 川崎分室 044-287-7412 
 

京浜港（川崎港区） 

成田支所 

       

0476 ‐32 ‐6664 

（検疫第 1課） 

0476 ‐34 ‐2342 

（検疫第 2課） 

成田国際空港、 

百里飛行場（茨城空港）  

羽田空港支所 
03 ‐5757 ‐9752 東京国際空港（羽田空

港）  

中部空港支所 0569 ‐38 ‐8577 中部国際空港 
 

中部空港支所 四日市分室 0593-52-6918 
 

四日市港 

名古屋出張所 052 ‐651 ‐0334 名古屋飛行場 名古屋港 
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小松出張所 0761 ‐24 ‐1407 小松飛行場、富山空港 
 

関西空港支所 072 ‐455 ‐1956 関西国際空港 
 

小松島出張所 0885 ‐32 ‐2422 高知空港 徳島小松島港 

小松島出張所 高松空港分室 087-879-4654 高松空港、松山空港 高松港 

神戸支所 
078 ‐222 ‐8990 

 

阪神港（神戸港区 

・尼崎西宮芦屋港区） 

大阪出張所 06 ‐6575 ‐3466 
 

阪神港（大阪港区） 

岡山空港出張所 
086 ‐294 ‐4737 岡山空港、鳥取空港、 

美保飛行場、出雲空港 
境港 

広島空港出張所 0848 ‐86 ‐8118 広島空港 広島港 

門司支所 
093 ‐321 ‐1116 

 

山口宇部空港、北九州空

港、大分空港 
関門港 

博多出張所 
092 ‐262 ‐5285 

 

博多港、比田勝港、厳原

港 

福岡空港出張所 
092 ‐477 ‐0080 福岡空港、熊本空港、 

佐賀空港  

長崎空港出張所 0957 ‐54 ‐4505 長崎空港 長崎港 

鹿児島空港出張所 0995 ‐43 ‐9061 宮崎空港、鹿児島空港 鹿児島港 

沖縄支所 098 ‐861 ‐4370 
 

那覇港 

那覇空港出張所 098 ‐857 ‐4468 那覇空港 
 

 
 



犬等の輸入検疫制度（概要）
犬、猫の輸入に必要な条件 （注） 輸入者は事前に、動物の種類、頭数、滞在国、輸入の準備状況等について動物検疫所に届け出が必要

（参考１）

指定地域

日本へ
ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟの挿入
(時期は不問)

指定地域で飼養(6ヶ月)
(出生以降又は日本から輸出後

健康証明書の取得(過去
２年間の狂犬病未発生に 日本へ

条件
充足

即日
解放

条件の充

(時期は不問) (出生以降又は日本から輸出後
指定地域のみで飼養)

輸出直前

２年間の狂犬病未発生に
ついても証明が必要)

条件

到着時
の検査

条件の充
足状況に
応じた係
留期間
（最長

指定地域以外

〈到着時の検査〉

条件
不足

180日）

②狂犬病ﾜｸﾁﾝ
の接種(3ヶ月
齢から)

①ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ
の挿入

③血清検査
（抗体価0.5
IU/mlの確認）

⑤健康証明書
の取得

④待機期間
（6ヶ月）
（日本で採血（血清検
査）した場合 ６ 月

 書類審査（輸出証明書の添付の
有無の確認、記載事項の審査及び
届出情報との照合）

 犬等の輸送ケージの封印状態
及び輸送経路の確認

齢から) / の確認）

７ヶ月前（１回目接種）
６ヶ月前（２回目接種）

６ヶ月前 輸出直前

査）した場合、６ヶ月
の待機は不要）

 個体確認(マイクロチップ等の輸出証明書
に記載された事項との照合)

 臨床観察

抗体保有状況調査等のための血液等の採取
（必要に応じて）と物理的事故以外で死亡し

等 密検

あらいぐま、きつね及びスカンクについては、指定地域から輸入する場合は犬及び猫に同じ、その他の国から輸入する場合は１８０日間の係留が必要。

た犬等の精密検査

 係留期間の設定及び係留の指示等今般、英国等からの輸入に対し、一定の暫定措置を講じることとしている。



英国・アイルランド・スウェーデンから輸入される犬等の輸入条件の変更
（暫定措置（1月1日～７月31日）について）

（参考２）

（暫定措置（1月1日 ７月31日）について）

１．平成１．平成2323年年1212月月3131日以前日以前

① 輸出国政府機関の発行する証明書の添付
・ 狂犬病にかかっていない旨
・ 当該地域に過去２年間狂犬病の発生がない旨

当該地域にお 過去180日間 飼養され た旨

1212時間以内の係留時間以内の係留
で輸入可で輸入可・ 当該地域において過去180日間*飼養されていた旨

② マイクロチップの装着

で輸入可で輸入可

２．平成２．平成2424年年11月月11日～日～77月月3131日（暫定措置）日（暫定措置）

従来の要件に加え、追加の要件従来の要件に加え、追加の要件

① 輸出国政府機関の発行する証明書の添付
・ 狂犬病にかかっていない旨
・ 当該地域に過去２年間狂犬病の発生がない旨

当該地域において過去180日間 飼養されていた旨 1212時間以内の係留時間以内の係留

従来の要件 加え、追加の要件従来の要件 加え、追加の要件
（左記赤字）を満たせば（左記赤字）を満たせば

・ 当該地域において過去180日間*飼養されていた旨
・ 特定犬等でない旨

② マイクロチップの装着

③ 平成24年１月１日～到着日に狂犬病に対する免疫の効果

1212時間以内の係留時間以内の係留
で輸入可で輸入可

③ 平成24年１月１日 到着日に狂犬病に対する免疫の効果
を維持

*又は、その生産（日本から輸出された犬等の場合はその輸出）以来


