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☆中国向け錦鯉の輸出再開について
（平成28年 4 月28日付プレスリリース）

　日本産錦鯉の輸出再開に向けた中国当局との協議
が整い、平成28年 4 月27日、 6養殖場が輸出可能施
設として中国当局により登録され、中国向け錦鯉の
輸出が再開されます。

概要
　農林水産省では、平成15年の我が国でのコイヘル
ペスウイルス病の発生以降、輸出が停止されていた
日本産錦鯉の輸出再開に向けて中国当局（中国質検
総局）との協議や中国当局による我が国錦鯉養殖場
の現地査察等を進めてきました。
　今般、現地査察が実施された我が国錦鯉養殖場の
うち、 6養殖場が輸出可能施設として中国当局の登
録リストに掲載され、同養殖場から中国への輸出が
可能となりました。
　農林水産省は、中国への輸出を希望する他の国内
養殖場についても、引き続き中国当局と協議を進
め、輸出拡大に向けて積極的に取り組んでまいりま
す。

＜添付資料＞

中国向け輸出錦鯉養殖場リスト
（有効期間2016年 4 月 1 日から2019年 3 月31日まで）

都道府
県名 養殖施設名 養殖施設所在地

１ 新潟県 丸堂養鯉場 長岡市三俵野町92-4

２ 新潟県 大日養鯉場株式会社 小千谷市大字三仏生
4144-10

３ 岡山県 岡山桃太郎鯉 岡山市北区御津国ヶ原
110-1

４ 広島県 有限会社面追養鯉場 呉市栃原178
５ 広島県 株式会社阪井養魚場 三原市大和町上徳良1067
６ 福岡県 株式会社尾形養鯉場 久留米市安武町武島2712

☆家畜衛生レポート
茨城県県南家畜保健衛生所

はじめに
　本県は東京の中心から北東に40㎞～160㎞に位置
し、総面積は約61万haで全国第24位です。このう
ち、耕地面積は約17万haで全国第 2位であり、県
南部は関東平野の東部をなす平坦な地形で広大な可
住地を有しています。また、琵琶湖に次いで全国で
2番目に大きな湖である霞ヶ浦を有しています。
　また、本県は農業産出額が平成26年4,292億円と
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全国第 2位を誇る農業県で、そのうち、畜産は
1,200億円と農業産出額の約28％を占める主力産業
であり、全国で第 6位となっています。特に鶏卵は
全国第 1位、豚は第 5位と上位に位置しており、本
県を代表する畜産物として常陸牛、ローズポーク、
奥久慈しゃも等の銘柄畜産物の生産・販売拡大を推
進しています。そのうち常陸牛はここ10年間で出荷
頭数が 4倍の約 1万頭まで増加するとともに、一昨
年からはベトナム・タイ等への輸出を開始するなど
海外にも販路を拡大しております。

1 　管内の畜産概要
　当所が管轄する県南地域は、千葉県と接する県南
部に位置し、従来農畜産業の盛んな地域でしたが、
つくばエクスプレス開業に伴い、沿線の都市整備に
より住民が増加しており都市化が進んでいます。生
活環境の変化に伴い特に沿線では畜産農家は減少
し、畜産業の中心は北部及び東部になってきまし
た。平成27年 2 月現在の畜産農家戸数および頭羽数
は、乳用牛116戸約6,000頭、肉用牛70戸7,700頭、豚
90戸約80,000頭、採卵鶏48戸約1,650,000羽、肉用鶏
25戸約675,000羽、馬101戸約3,800頭となっておりま
す。
　また、管内には国立研究開発法人動物衛生研究部
門、国立研究開発法人畜産草地研究部門、全農飼料
畜産中央研究所（つくば）、茨城県畜産センター
（石岡市）、茨城県畜産センター養豚研究所（稲敷
市）など畜産に関係する公共施設等も多く存在して
います。また、日本を代表する施設として日本中央
競馬会（JRA）美浦トレーニングセンター（美浦
村）があり、滋賀県の栗東トレーニングセンターと
並ぶ競走馬調教の中枢基地として、常時約2,000頭
の競走馬が飼育されています。

2 　組織体制
　平成28年 4 月現在の体制は、所長、防疫主査のほ
か防疫課 6名、衛生指導課 4名で、庶務 1名以外は
全員獣医師で組織されています。近年、全国的に行
政における女性獣医師が増えてきていますが、当所
でも女性職員が 5名と所の半数を占めています。

3 　業務内容
　 1）防疫演習
　特定家畜伝染病の最も重要な対策の一つに、迅
速かつ的確な初動防疫が必要であることから、平
成27年度は 3回に分けて防疫演習を実施しまし
た。 1回目は年度初めの 4月 9日に鳥インフルエ
ンザ防疫に係る動員者向けに説明会を開催すると
共に初動防疫対応職員名簿の作成とそれによる各
分担グループと作業内容の確認を行い、速やかに
初動防疫が可能になるよう体制を整備しました。
　 2回目は 6月25日に初動防疫対応職員を対象と
して、動力噴霧器による車両消毒作業の実施と現
地対策本部設置演習を行いました。実際に器具機
材を使用することにより作業内容がイメージしや
すくなり、防疫作業に対しての不安などを軽減す
ることが出来たと思います。
　 3回目は10月15日に管内市町村、畜産関係団
体、管内保健所、警察署等関係団体を参集し、机
上演習を実施しました。スライドによる初動防疫
の説明、保健所職員による防疫作業員の受付及び
健康チェック、参加型の実演では防護服の着衣、
模型を利用した鶏の殺処分作業、車両誘導および
消毒等を実際に行いました。
　今年度もスムーズな作業ができるように引き続
き防疫演習を行っていきます。
2）監視伝染病
・馬伝染性貧血検査
　管内にはJRA美浦トレーニングセンターがあ
り、その周辺には牧場も多く所在していること
から競走馬が多く飼養されています。平成27年
度は競走馬、乗用馬あわせて523頭の馬伝染性
貧血検査を実施し、すべて陰性を確認しまし
た。本県は競走馬については 4歳馬を検査対象
にしており、これらの馬については夏に休養の
ため北海道などへ移動する馬が多いため、移動
前の 5月から 7月初めまでの 3カ月弱の間で検
査を終了するようにしています。乗用馬につい
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ては市町村ごとに検査年度を区切り、 5年周期
で検査を行っています。
・ヨーネ病検査
平成27年度の検査頭数は、43戸1,211頭で、乳
用牛農家 1戸 2頭で陽性を確認しました。今
後、清浄化へ向けて年 3回の清浄性確認検査を
実施していく予定です。
3）飼育動物診療施設に対する立入検査
　管内で適正な獣医療が提供されるように、平成
21年度から 3年サイクルで管内すべての診療施設
を対象に立ち入り検査を行っています。
　平成27年12月31日現在、管内には183の診療施
設がありますが、平成27年度は 6市 2町で合計76
施設に立ち入り、獣医療法、獣医師法、薬事法な
どに基づく検査を行い、必要に応じて改善指導を
行いました。

4 　おわりに
　当所管内は、都市化が進展する中、霞ヶ浦への負
荷低減が求められるなど、環境と調和した畜産経営
の確立が必要とされています。家畜の衛生対策につ
いてもそれらに配慮した対応が求められており、家
畜保健衛生所の仕事もより重要性を増しています。
これからも安全安心な畜産物の生産を支援し、本県
畜産業の振興を進めてまいります。
　また、平成31年には国民体育大会「いきいき茨城
ゆめ国体」が「翔べ、羽ばたけ、そして未来へ」の
スローガンのもと開催されます。馬術競技も開催予
定ですのでその際には馬の疾病まん延防止のための
検査等ご協力よろしくお願いします。

☆人事異動
（平成28年 3 月11日～平成28年� 4 月 1 日付）

（ 3月14日付）

中村　有里子　　�職務復帰�（消費・安全局動物衛生
課付）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課防疫企
画班予察監視係長（育児休業））

唐川　奈々絵　　水産庁漁政部加工流通課
　　　　　　　　（消費・安全局畜水産安全管理課）

（ 3月25日付）
杉田　龍之　　　任期満了（任期付採用）
　　　　　　　　（動物検疫所羽田空港支所検疫課）

（ 3月26日付）
西内　愛　　　　職務復帰
　　　　　　　　�（動物検疫所羽田空港支所検疫課

（育児休業））

（ 3月31日付）
井川　真一　　　�退職（独立行政法人日本貿易振興

機構へ）
　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課国際衛

生専門官　兼生産局畜産部畜産企
画課付）

児玉　央樹　　　�退職（鹿児島県南薩家畜保健衛生
所技術主査へ）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課防疫業
務班防疫係長）

濱本　修一　　　定年退職
　　　　　　　　（動物医薬品検査所検査第二部長）

牧　雅大　　　　退職
　　　　　　　　（動物医薬品検査所検査第一部）

清水　裕仁　　　退職
　　　　　　　　�（動物医薬品検査所検査第二部主

任検査官）

岩下　剛　　　　�退職（独立行政法人家畜改良セン
ター調査役へ）

　　　　　　　　（動物医薬品検査所付）

髙島　宏子　　　�退職（独立行政法人家畜改良セン
ター個体識別部企画管理課長へ）

　　　　　　　　�（動物医薬品検査所企画連絡室動
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物用医薬品専門官）

小野　泰宏　　　�退職（独立行政法人家畜改良セン
ター総務部会計課経理第 2係長
へ）

　　　　　　　　�（動物医薬品検査所会計課予算決
算係長）

落合　絢子　　　任期満了（任期付採用）
　　　　　　　　（動物医薬品検査所検査第一部）

鈴木　祥子　　　任期満了（再任用）
　　　　　　　　�（動物医薬品検査所検査第一部行

政専門員）

山﨑　廣一　　　動物検疫所総務部付（定年退職）
　　　　　　　　�（独立行政法人農林水産消費安全

技術センター神戸センター業務管
理課長）

中野　英治　　　動物検疫所検疫部付（定年退職）
　　　　　　　　�（独立行政法人家畜改良センター

宮崎牧場衛生課長）

（ 4月 1日付）
林　政彦　　　　�大臣官房政策課調査官　兼消費・

安全局畜水産安全管理課付
　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課

課長補佐（飼料安全基準班担当））

棟方　篤　　　　�消費・安全局総務課総務班人事第
1係長

　　　　　　　　�（動物検疫所総務部庶務課人事第
1係長）

串田　彩　　　　�消費・安全局食品安全政策課国際
食料調査官

　　　　　　　　�（動物検疫所成田支所貨物検査課
主任検疫官）

三木　真之介　　�消費・安全局農産安全管理課課長
補佐（安全企画班担当）　兼消
費・安全局畜水産安全管理課付
（平成二十八年四月十六日まで）

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班組換え体飼料係
長）

羽賀　雄太　　　�消費・安全局畜水産安全管理課総
務班庶務係長

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
水産防疫班国際防疫係長）

横沼　光治郎　　�消費・安全局畜水産安全管理課薬
事安全企画班安全基準係長

　　　　　　　　�（消費・安全局食品安全政策課レ
ギュラトリーサイエンス対応推進
班調査係長）

岩本　聖子　　　�消費・安全局畜水産安全管理課課
長補佐（薬事審査管理班担当）

　　　　　　　　�（動物医薬品検査所企画連絡室技
術指導課長）

平野　文哉　　　�消費・安全局畜水産安全管理課薬
事監視指導班安全指導係長

　　　　　　　　（動物医薬品検査所検査第一部）

沖田　賢治　　　�消費・安全局畜水産安全管理課課
長補佐（飼料安全基準班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課課長補
佐（保健衛生班担当））

須永　善行　　　�消費・安全局畜水産安全管理課課
長補佐（飼料検査指導班担当）

　　　　　　　　�（独立行政法人農林水産消費安全
技術センター肥飼料安全検査部主
任調査官）

飯岡　真子　　　�消費・安全局畜水産安全管理課水
産安全班安全指導係長

　　　　　　　　�（水産庁資源管理部国際課国際協
定第 1班国際協定第 2係長）

古川　明　　　　�消費・安全局畜水産安全管理課飼
料安全専門官　兼消費・安全局農
産安全管理課付

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班リスク管理係長　
兼消費・安全局農産安全管理課）

山本　ライン　　�消費・安全局畜水産安全管理課国
際水産防疫専門官　兼消費・安全
局食品安全政策課付

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料添加物係長）
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加藤　耕一　　　消費・安全局畜水産安全管理課
　　　　　　　　�（独立行政法人農林水産消費安全

技術センター肥飼料安全検査部飼
料鑑定第一課）

菅沢　陽太　　　消費・安全局畜水産安全管理課
　　　　　　　　（動物検疫所総務部会計課）

工藤　尊世　　　消費・安全局畜水産安全管理課
　　　　　　　　（新規採用）

深田　菜央　　　消費・安全局畜水産安全管理課
　　　　　　　　（新規採用）

横澤　篤　　　　�消費・安全局動物衛生課課長補佐
（総括及び総務班担当）

　　　　　　　　（経営局農地政策課訟務官）

今泉　伸康　　　�消費・安全局動物衛生課総務班庶
務係長

　　　　　　　　�（生産局畜産部競馬監督課中央班
経理係長）

坂野　英知　　　�消費・安全局動物衛生課防疫企画
班防疫企画係長

　　　　　　　　（消費・安全局動物衛生課）

武久　智之　　　�消費・安全局動物衛生課課長補佐
（保健衛生班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課課長補
佐（防疫業務班担当））

菊池　栄作　　　�消費・安全局動物衛生課課長補佐
（防疫業務班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課課長補
佐（査察調整班担当））

幸野　亮太　　　�消費・安全局動物衛生課防疫業務
班防疫係長

　　　　　　　　（熊本県中央家畜保健衛生所参事）

田中　正和　　　�消費・安全局動物衛生課防疫業務
班手当金審査係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課防疫企
画班防疫企画係長）

鴨川　まり　　　�消費・安全局動物衛生課国際獣疫
班国際獣疫係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課リスク
分析班企画係長）

福冨　愛　　　　�消費・安全局動物衛生課リスク分
析班企画係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課査察調
整班海外査察企画係長）

北野　喬大　　　�消費・安全局動物衛生課検疫企画
班輸入動物検疫係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課国際獣
疫班国際獣疫係長）

村瀬　弥生　　　�消費・安全局動物衛生課検疫企画
班輸出動物検疫係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課検疫企
画班国際畜産物検疫係長）

渡邊　美和　　　�消費・安全局動物衛生課検疫企画
班国際畜産物検疫係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課検疫企
画班輸出動物検疫係長）

櫻井　友美子　　�消費・安全局動物衛生課課長補佐
（査察調整班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局食品安全政策課国
際食料調査官　兼消費・安全局動
物衛生課付）

小原　昭子　　　�消費・安全局動物衛生課査察調整
班海外査察企画係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課検疫業
務班業務管理係長）

秋田　紗希　　　�消費・安全局動物衛生課検疫業務
班検疫調整係長

　　　　　　　　�（動物検疫所成田支所動物検疫第
2課）

佐野　光　　　　�消費・安全局動物衛生課検疫業務
班業務管理係長

　　　　　　　　�（動物検疫所門司支所福岡空港出
張所）

福田　雅史　　　�消費・安全局動物衛生課家畜衛生
専門官

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課防疫業
務班手当金審査係長）

赤松　大暢　　　�消費・安全局動物衛生課国際衛生
専門官

　　　　　　　　�（東海農政局企画調整室室長補佐
（基本計画推進））
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鈴木　浩幸　　　�消費・安全局動物衛生課国際衛生
専門官

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課総務班
総括係長）

要田　大地　　　消費・安全局動物衛生課
　　　　　　　　（新規採用）

瀬上　紗貴　　　消費・安全局動物衛生課
　　　　　　　　（消費・安全局畜水産安全管理課）

三上　康史　　　�生産局畜産部畜産企画課畜産専門
官

　　　　　　　　�（動物検疫所中部空港支所庶務課
長）

中田　好郁　　　�生産局畜産部畜産企画課推進班推
進第 2係長

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課検疫業
務班検疫調整係長）

親家　啓太　　　�生産局畜産部畜産企画課金融・税
制班金融企画係長

　　　　　　　　（動物検疫所総務部会計課）

関口　直美　　　�生産局畜産部牛乳乳製品課総務班
庶務係長

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
総務班庶務係長）

三宅　建史　　　�生産局畜産部食肉鶏卵課課長補佐
（総括及び総務班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課課長補
佐（総括及び総務班担当））

下平　浩己　　　�大臣官房国際部国際経済課国際専
門官

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課国際衛
生専門官）

山本　将平　　　経営局保険監理官付
　　　　　　　　（消費・安全局畜水産安全管理課）

久保　賢太郎　　�農村振興局農村政策部農村環境課
課長補佐（鳥獣被害対策調査技術
班担当）

　　　　　　　　�（消費・安全局農産安全管理課課
長補佐（農薬指導班担当））

向江　智江　　　�水産庁資源管理部管理課漁業監督
指導官　兼水産庁資源管理部国際
課付

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
国際水産防疫専門官　兼消費・安
全局食品安全政策課付）

高橋　敏男　　　�他省庁へ出向（独立行政法人農林
水産消費安全技術センター総務部
管財課課長補佐へ）

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課総務班
庶務係長）

橋本　亮　　　　�他省庁へ出向（独立行政法人農林
水産消費安全技術センター肥飼料
安全検査部飼料鑑定第二課長へ）

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
課長補佐（飼料検査指導班担当））

田端　麻里　　　�他省庁へ出向（独立行政法人農林
水産消費安全技術センター肥飼料
安全検査部飼料鑑定第二課専門調
査官へ）

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
飼料安全基準班飼料衛生係長　兼
消費・安全局食品安全政策課付）

山本　欣也　　　��動物医薬品検査所企画連絡室企画
調整課長

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
課長補佐（薬事審査管理班担当）
（消費・安全局食品安全政策課
付））

渡邊　千晴　　　�動物医薬品検査所企画連絡室審査
調整課一般薬係長

　　　　　　　　�（独立行政法人農林水産消費安全
技術センター肥飼料安全検査部飼
料管理課専門調査官）

守岡　綾子　　　�動物医薬品検査所企画連絡室技術
指導課長

　　　　　　　　�（動物医薬品検査所企画連絡室企
画調整課長）

齋藤　紀子　　　�動物医薬品検査所企画連絡室技術
指導課技術審査係長

　　　　　　　　�（関東農政局生産部畜産課畜産振
興第 1係長）
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谷村　千栄子　　�動物医薬品検査所企画連絡室動物
用医薬品審査官

　　　　　　　　�（独立行政法人農畜産業振興機構
調査情報部）

福澤　正俊　　　�動物医薬品検査所庶務課課長補佐
（動物医薬品検査所会計課付）

　　　　　　　　�（独立行政法人家畜改良センター
企画調整部企画調整課課長補佐）

北　忠行　　　　�動物医薬品検査所会計課予算決算
係長

　　　　　　　　�（北海道農政事務所会計課特別会
計係長（北海道農政事務所総務課
付））

佐藤　耕太　　　�動物医薬品検査所検査第一部主任
研究官

　　　　　　　　�（北海道大学大学院獣医学研究科
准教授）

一色　ゆかり　　動物医薬品検査所検査第一部
　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課

薬事監視指導班安全指導係長）

榊　基　　　　　�動物医薬品検査所検査第一部　兼
消費・安全局畜水産安全管理課

　　　　　　　　（新規採用）

須藤　加澄　　　�動物医薬品検査所検査第二部　兼
消費・安全局畜水産安全管理課

　　　　　　　　（新規採用）

濱本　修一　　　�動物医薬品検査所検査第二部行政
専門員

　　　　　　　　（再任用）

栗城　慎一　　　�大臣官房検査・監察部調整・監察
課会計監査官

　　　　　　　　�（動物医薬品検査所庶務課課長補
佐）

森　昌宏　　　　�動物検疫所総務部庶務課人事第 1
係長

　　　　　　　　�（生産局畜産部畜産企画課金融・
税制班金融企画係長（生産局総務
課、内閣事務官（内閣官房副長官
補付））

栗原　順子　　　�動物検疫所総務部庶務課人事第 2
係長

　　　　　　　　�（生産局畜産部食肉鶏卵課総務班
庶務係長）

池田　亜季　　　�動物検疫所企画管理部危機管理課
主任検疫官�

　　　　　　　　�（消費・安全局畜水産安全管理課
薬事安全企画班安全基準係長）

鈴木　聡子　　　動物検疫所検疫部動物検疫課
　　　　　　　　�（経営局保険監理官付家畜指導班

第 1家畜事故係長）

茨木　美和　　　�動物検疫所検疫部動物検疫課　兼
消費・安全局動物衛生課

　　　　　　　　（新規採用）

鈴木　祐子　　　�動物検疫所検疫部動物検疫課　兼
消費・安全局動物衛生課

　　　　　　　　（新規採用）

浪川　彩花　　　�動物検疫所検疫部動物検疫課　兼
消費・安全局動物衛生課

　　　　　　　　（新規採用）

若尾　英之　　　�動物検疫所検疫部動物検疫課　兼
消費・安全局動物衛生課

　　　　　　　　（新規採用）

伊藤　裕子　　　�職務復帰（動物検疫所検疫部畜産
物検疫課）

　　　　　　　　�（動物検疫所神戸支所大阪出張所
（育児休業））

瀧川　佳則　　　�動物検疫所成田支所庶務課課長補
佐

　　　　　　　　（生産局総務課機構班管理係長）

加藤　彰朗　　　�動物検疫所成田支所旅具検疫第 1
課

　　　　　　　　�（動物検疫所検疫部動物検疫課　
兼消費・安全局動物衛生課）

坂田　結実　　　動物検疫所成田支所貨物検査課
　　　　　　　　�（動物検疫所川崎出張所　兼消

費・安全局動物衛生課）

福原　麻衣　　　動物検疫所羽田空港支所検疫課
　　　　　　　　�（動物検疫所精密検査部病理・理
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通　　信 　飼料の安全確保については、飼料安

全法に基づき、飼料・飼料添加物の製

造方法等の基準や成分規格を定めています。また、

昨年 6月には、より効果的に飼料の安全を確保する

ため、従来の最終製品の検査を中心とする考え方か

ら、工程管理に重点をおいた製造管理・品質管理の

手法への移行を進めることとし、飼料等の輸入、製

造又は販売に関わる事業者自らがこのような手法を

導入するための指針として、飼料等のGMPガイド

ラインを策定・公表したところです。

　このような中、本年 2月以降、基準の約10倍量の

抗菌性飼料添加物であるモネンシンナトリウムが添

加された肥育牛用飼料が製造され、それらを給与さ

れた牛から生産された畜産物が出荷自粛、自主回収

される事案などが続けて発生しています。

　安全な畜産物を安定供給する上で、飼料製造業者

等が安全で高品質な飼料を製造・販売することは大

前提であり、引き続き飼料製造業者等における

GMPの取組を進めていくこととしています。ま

た、このような事案が発生した場合に、迅速かつ適

切に対応できるよう、関係者の皆様におかれては、

関係機関との情報共有の方法や執るべき措置等を整

理するなど危機管理体制の再確認をお願いします。

化学検査課　兼消費・安全局動物
衛生課）

我妻　良則　　　動物検疫所中部空港支所庶務課長
　　　　　　　　�（生産局畜産部畜産企画課畜産専

門官）

宿里　正明　　　動物検疫所関西空港支所庶務課長
　　　　　　　　（生産局総務課生産専門官）

坂本　有希　　　�動物検疫所関西空港支所検疫第 2
課主任検疫官

　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課検疫企
画班輸入動物検疫係長）

萩原　文乃　　　動物検疫所神戸支所大阪出張所
　　　　　　　　�（動物検疫所検疫部畜産物検疫課　

兼消費・安全局動物衛生課）

池田　翼　　　　動物検疫所門司支所庶務課
　　　　　　　　（大臣官房秘書課）

松永　繭子　　　�動物検疫所門司支所鹿児島空港出
張所

　　　　　　　　�（動物検疫所企画管理部企画調整
課　兼消費・安全局動物衛生課）

岩持　幸一　　　横浜植物防疫所成田支所庶務課長
　　　　　　　　�（消費・安全局動物衛生課国際衛

生専門官（動物検疫所総務部付））
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