
動物検疫とは

農林水産省消費・安全局
動物衛生課 国際衛生対策室

平成２５年９月１８日

「ご存じですか？動物検疫

～動物の病気を持ち込まないために～」

説明内容

１ 動物衛生の国際的な状況

２ 動物検疫の必要性

３ 動物検疫の内容

４ お願いしたいこと（病気を侵入させないために）



１ 動物衛生の国際的な状況

①口蹄疫（こうていえき）

・牛や豚などに発生するウイルス病（ヒトには感染しない）

・伝染性が極めて強く、肉質や乳量が低下
→産業に重大な影響を及ぼす

・平成２２年４月、宮崎県で発生。約３０万頭の家畜を処分
し、社会・経済に極めて大きな影響

感染した牛の口 感染した牛の舌



口蹄疫の発生状況

＝ワクチン接種清浄国(1カ国）

＝非清浄国（注１）

＝ワクチン非接種清浄国(66カ国）

＝非清浄国のうち、2008年以降
OIEに口蹄疫の発生の通報があった国

※ 出典：OIE
2013年8月16日現在

②高病原性鳥インフルエンザ

・感染すると多くが死ぬ、病原性の高い鳥の病気
→ 産業に重大な影響

・平成22年11月から23年３月に、９県24農場で発生

・ヒトへの感染の可能性は極めて低い

写真提供：農研機構動物衛生研究所

鶏肉、鶏卵を食べることにより、
鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することは、
世界的にも報告されていません。



家きんの高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの

発生等に伴う輸入停止状況

＝輸入停止国【 60カ国・地域 】

2013年8月13日現在

米国：ニューヨーク州

米国：アーカンソー州

米国：ウィスコンシン州

③狂犬病（きょうけんびょう）

・人を含むすべてのほ乳類等に感染する病気

・発病すると治療方法はなく、ほぼ100％死に至る

・感染動物に噛まれると、１～３か月程度で発症

・指定地域(農林水産大臣が認める狂犬病の清浄国・地域）

はわずか

・日本は昭和32年以降、海外で感染した人を除き発生なし

・国内でのワクチンの接種と、水際での侵入防止が重要

→・台湾で狂犬病の発生が確認されたため、本年７月に台湾を狂犬病の
指定地域から削除

・指定地域はオーストラリア、ニュージーランド等の６地域のみ



．

．

狂犬病の発生状況

オーストラリア

ニュージーランド

ハワイ諸島

グアム

日本

アイスランド

アイルランド

英国

スウェーデン

ノルウェー

フィジー

（ 注１） 死亡者数はWHOへの報告、関係国から得られた資料に基づいて一部更新。
（ 注２） 報告のない国については死亡者数100人未満の国とみなしている。

狂犬病発生地域（死亡者数100人未満）

厚生労働大臣が指定する狂犬病清浄地域

狂犬病発生地域（死亡者数100人以上）

アフリカ諸国

エリトリア 、ウガンダ
モザンビーク 、南アフリカ など

バングラディシュ
2,000人（2006年）

ミャンマー
1,100人（2006年）

中国
2,466人（2008年）

インド
20,000人（2008年）

南北アメリカ諸国

カナダ 、米国
ブラジルなど

パキスタン
2,490人
（2006年）

フィリピン
250人（2008年）

アジア・中東諸国

ネパール 、タイ、ベトナム
インドネシア、スリランカなど

厚生労働省作成（2013年7月更新）資料を改変

欧州・ロシア諸国

ロシア 、ドイツ など

宜蘭県

花蓮県

台東県

屏東県

高雄市

嘉義県

雲林県

彰化県

台中市

苗栗県

新竹県

桃園県 新北市

南投県
澎湖県

台北市

台南市嘉義市

新竹市

出典：OIE WAHID
台湾行政院中央流行疫情指揮センター

南投県
イタチアナグマ：35頭
（うち3頭はOIEの発生数に含まれていない）

台東県
イタチアナグマ：27頭
ジャコウネズミ： 1頭

犬 ： 1頭

雲林県

イタチアナグマ： 5頭

台南市
イタチアナグマ：13頭

高雄市
イタチアナグマ： 8頭

台中市

イタチアナグマ：19頭

花蓮県

イタチアナグマ： 3頭

屏東県

イタチアナグマ： 4頭発生頭数の合計
イタチアナグマ： 124頭＊

ジャコウネズミ： 1頭
犬 ： 1頭
（2013年 9月10日付け続報29まで）
＊：うち3頭はOIEの発生数に含まれていない

台湾における狂犬病の発生状況

（注１）●、★及び○で示される発生地点はOIE報告に基づく。
（台湾当局が公表している地図とは一致していない

場合がある。）

（注２）△で示される発生地点は台湾当局の発表に基づく。

嘉義県
イタチアナグマ： 10頭



畜産物の消費量及び自給率
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参考:平成２４年食料需給表(農林水産省)

２ 動物検疫の必要性



我が国における家畜防疫体制

（１）国は、都道府県、動物衛生研究所等と連携し、国内の家畜防疫に関する企画、調整、指導等

を実施するとともに、動物検疫所を設置し、国際機関とも連携して輸出入検疫を実施。
（２）都道府県は、家畜防疫の第一線の機関として家畜保健衛生所を設置し、防疫対策を実施。国

は、家畜保健衛生所の整備支援、職員の講習等を実施。

（３）また、全国及び地方の各段階で家畜畜産物衛生指導協会等の自衛防疫団体が組織され、予
防接種等生産者の自主的な取組を推進。

都道府県
家畜保健衛生所

171か所(病性鑑定施設を含む。)

獣医師 2,081名
(平成25年３月31日現在)

農林水産省

消費・安全局

生産者

動物医薬品検査所
動物衛生研究所

ＯＩＥ等の国際機関

自衛防疫団体

【我が国の家畜飼養状況】
肉用牛 ６万５千戸 272万頭
乳用牛 ２万戸 145万頭
養豚 58百戸 974万頭
採卵鶏 28百戸 １億４千万羽

ﾌﾞﾛｲﾗｰ 24百戸 １億羽

動物検疫所

本所
７支所、16出張所
家畜防疫官 373名
(平成25年４月現在)

＝

(平成21年２月１日現在)

(厚) 保健所 495か所
(平成24年４月１日現在)

(平成24年２月１日現在)

まん延防止対策発生時には･･･

都道府県
（家畜保健衛生所）

国
（農林水産省）

国（動物検疫所）による
水際措置の徹底

・動物、畜産物等の輸出入検疫

・入国者に対する質問、携帯品の
検査・消毒

発 生 農 場

発生国・地域

人
的
支
援
（
疫
学
調
査
チ
ー
ム
の
派
遣
）

財
政
支
援

財政支援（消毒費用等）

人的支援（専門家、緊急支
援チーム等の派遣）

連携

患畜の早期の発見・通報

・特定症状を呈している家畜を
発見した旨の届出

・患畜等を発見した旨の届出

防疫指針の作成等

発生時に備えた準備

・農場での飼養衛生管理が適正に行わ
れるよう指導・助言、勧告、命令

・補完的に提供する埋却地の準備

農場での飼養衛生管理の徹底

・飼養衛生管理基準の遵守

・畜舎等における消毒設備の設置、当該
設備による消毒

・患畜等の焼却・埋却が必要となる場合
に備えた土地の確保

・家畜の飼養衛生管理状況の定期報告

・患畜等の早期の発見・通報の徹底

家畜の所有者

国の財政支援

・患畜等に係る手当金及び特別手当金（口蹄疫、高病
原性鳥インフルエンザ等のみ）の交付

・必要な防疫措置を講じなかった者に対する手当金及
び特別手当金の減額

・指定家畜に係る補償金、飼料費等の費用の交付

・家畜の死体・汚染物品の焼却・埋却の費用の負担

・移動制限による出荷制限に伴う経済的損失の補塡

都道府県が防疫指針等に
基づき行う措置に協力

防疫方針の決定・改定
（緊急防疫指針の策定）

まん延防止措置

・発生農場周辺の通行の制限・遮断

・家畜等の移動の制限、と畜場の事業の停止等

・消毒ポイントを通行する車両の消毒

・患畜等の所在した畜舎等の消毒、当該畜舎等に
おける消毒設備の設置、当該設備による消毒

・患畜等のと殺、殺処分の命令

・患畜等の死体・汚染物品の焼却・埋却

・指定家畜の予防的殺処分（口蹄疫のみ）

市町村

都道府県
（家畜保健衛生所）

国
（農林水産省）

家畜伝染病予防法の概要

発生予防対策

家畜伝染病予防法の目的：家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止により、畜産の振興を図る。



こうした事態を防ぐため水際で動物検疫

海外から病気に感染した家畜、肉やペット等
が国内に持ち込まれると・・

①家畜等から細菌やウイルス等の病原体が家畜
に伝染し、肉、牛乳、卵等の供給に支障

②人に感染し、人の健康被害を起こす

動物の伝染病を持ち込まないようにご協力ください

動物感染症の社会的影響

人の感染症の60％は人獣共通感染症

人の新興感染症の75％は人獣共通感染症

世界の畜産物生産の20％以上は動物疾病に
より失われているとされている。



ワンヘルスの取組の重要性

１ 衛生に関連した過去の危機からも、人獣共通感染症のリスク軽減の上で間
係者の一層の協力の必要性が再強調

２ FAO、OIE、WHOは人獣共通感染症及び社会経済的に影響の大きい疾病に対
処する責任を共有していることを認知し、人・動物・生態系の接点にある
衛生上のリスクに対処するため所要の措置を世界的に連携して推進

＜アジア・極東・オセアニア地域＞

OIEの５つの地域委員会の中で、この地域は、

①最大の人口
②世界の牛の３６％、緬羊の５６％、豚の６２％、鶏
の５４％が飼養
③世界の養殖水産物の９０％が生産
④高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫や豚コレラなど
の越境性動物疾病が発生

→OIEの最重点地域



生体マーケット
アジア等での一般市

場、バイオセキュリ
ティ、感染の拡大、市
民生活への影響、法的
規制の困難さ

■高病原性鳥インフルエンザ H5N1 (WHO、インドネシア政府および
オーストラリア国立大学の共同研究)
Emerging Infectious Diseases, Vol 16, Number 12‐Dec 2010
Environmental Sampling for Avian Influenza Virus A (H5N1) in Live‐
Bird Markets, Indonesia Indriani, R., et al.,
http://www.cdc.gov/eid/content/16/12/1889.htm

〈概要〉
インドネシア、ジャワ島西部(ジャカルタ周辺を含む)の3地域で83の

生鳥マーケット(ｌive‐bird markets, LBMs)を調査。それぞれのマーケッ

トで水場、床、死んだニワトリを運ぶ籠、使用するナイフなどの環境
サンプル(拭い液)を採取、RT‐PCRでH5N1ウイルス遺伝子を検出でき
るか調べた。

サンプリング対象として選んだ83のLBMsのうち62は都市部(31はジ
ャカルタ)、21は地方部に位置した。39か所(47％)からウイルス混入
の証拠が得られ、そのうち22か所においては、6以上の環境サンプル
からH5N1遺伝子が検出された。



３ 動物検疫の内容

入 国 者 に 対 す る 水 際 検 疫 の 強 化

《 出国者への注意喚起 》

《 入国者への質問等 》※
・リムジンバス

ステッカー広告

・空海港の出国エリア
ポスター・リーフレット・

アナウンス・ビデオ

•全 便（全乗 客）に対 するアナウ ンス等
による質問・呼びかけ

• 一部の便の全乗客に対する質問票の
配布等

口 蹄 疫 等 の 発 生 国

《 国民への周知 》
• 政府広報
• バナー広告

• ホームページ
• 全入国者に対する靴底消毒

• 質問事項該当者に対する手荷物検査・
消毒（質問票の回収） ※

• 検疫探知犬を活用した手荷物検査

日 本

《 検査・措置 》

• 農 場 に 入 ら な い

• 家 畜 に 触 れ な い

• 畜 産 物 を日 本に 持 ち込 まない

※ 家畜伝染病予防法第46条の2関係



・空海港の旅客ターミナルでのポスター、リーフレット、アナウンス、ビデオ等による出国者・入国者への注
意喚起
・ホームページ、インターネット広告等による国民への周知
・渡航者・入国者の増加する年末年始、春節（旧正月）、ゴールデンウィーク及び夏休みに、空海港におい
て広報キャンペーン（パンフレット配布、展示等）

空港出発フロアの広報モニター

動物検疫に関する国民への注意喚起

入国エリア（手荷物検査場）の
ターンテーブルの看板設置

出国審査場の電子看板

空港行きリムジンバスの背もたれステッカー

Yahoo! のバナー広告
空港での広報キャンペーン

空海港における靴底消毒・車両消毒・携帯品消毒

・国際線の到着する全ての空海港（約80か所）において、入国者の靴底消毒を実施。

到着エリアの入国審査場エリアやボーディングブリッ

ジなど、全ての旅客が通過する場所に消毒薬の浸
透したマットを設置

ポスターやアナウンス
による周知

・口蹄疫等の発生国からフェリーにより上陸する車両は、消毒
用マットの設置に加え、国内発生時の消毒ポイントと同様、タイ
ヤ周りの噴霧消毒を実施。

フェリーターミナル

車両用消毒マット 噴霧消毒

・入国者の手荷物で持ち込まれる靴等
についても、動物検疫カウンターでの消
毒を実施。

携帯品（ゴルフシューズ等）の消毒実績
(平成25年1～3月)

宮崎空港 鹿児島空港
1月 735件 1047件
2月 691件 973件
3月 598件 849件
計 2,024件 2,869件



質問票

税関申告書



旅客の手荷物検査の強化

・口蹄疫等の発生国からの畜産物の持ち込み禁止

動物検疫カウンターでの手荷物検査

○現在、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージな
どの畜産物を国内に持ち込むことができる国は、
ごく一部(オーストラリア、ニュージーランド等)に
限られています。

※これらの国からであっても、検査証明書がないものは持ち
込むことができません。

※海外の空港で、日本人向けに販売していても、輸入できな
いものがありますので要注意。

畜産物をお持ちの方は、必ず動物検疫所のカ
ウンターへお立ち寄りください。

○犬猫等のペットを連れて来る場合も、動物検
疫所での手続が必要です。

・アジア便を中心に、検疫探知犬を活用した抜き打ち検査を実施（成田
国際空港、関西国際空港、羽田空港、中部国際空港、福岡空港に各２
頭配置）

検疫探知犬による検査

（参考）空海港での荷物検査における、
持ち込むことができない畜産物の
国別の摘発実績

（探知犬が端緒となった例を含む）

（平成24年実績）
１ 中国 20,060 件
２ 台湾 3,233件
３ フィリピン 2,452 件

主な持ち込み品：ソーセージ・鶏肉等



旅客船到着 （前部は車両の出入り口） 消毒マットの準備（消毒薬を浸しているところ）

車両が消毒マットの上を通過 コンテナシャーシーの通過

港での車両消毒の風景

不法上陸犬の防止キャンペーン



（平成２５年４月現在）

動物検疫所の配置と指定港

動物検疫所（本所）

北海道

小樽

関西空港
小松島

仙台空港
小松

中部空港

胆振

名古屋

門司

那覇空港

沖縄

清水

新潟空港

博多

千葉

岡山空港

神戸

高松空港

成田

広島空港

鹿児島空港

福岡空港
長崎空港

東京

川崎

四日市

大阪

動物検疫所を設置していない指定港（70箇所）

係留施設を有する動物検疫所

動物の係留施設のない動物検疫所

動物検疫所を配置している場所（30箇所）

［指定港：97箇所（海港：54、空港：43）］

羽田空港

畜産物の輸入検査の流れ

出国検査

口蹄疫などの伝
染病発生地域 発生の

ない地域

輸 入 禁 止

輸入検査

農林水産省
輸入検査申請

書類審査

現物検査
精密検査

指定検査場所

合 格不 合 格

指定施設

輸入条件

輸入指定港

輸入者

輸 入 禁 止



悪性伝染病
発生地域

出 国 検 疫 （ 外 国 ）

農林水産省

動物の検査の流れ

指定港
（日本）

個 体 確 認

総 合 判 定

畜 舎 収 容

採血・採材

臨床検査

皮内反応検査

血液検査

血清学的検査

微生物学的検査

着地検査（3ヶ月間）
（都道府県）

臨船・臨機検査

輸入条件

清浄地域

不 合 格解 放

輸入禁止

輸入禁止

待機期間
（１８０日間以上）

マイクロチップ

装着

予防接種

（１回目）
予防接種

（２回目）
血液検査

＜帰国７ヶ月前頃＞ ＜帰国６ヶ月前頃＞

証明書を取得し、
日本へ

犬猫の輸入 検疫 非 清 浄 国 か ら 輸 入 す る 場 合

条件を満たさ

ないと、状況に

応じたけい留
（最長180日）

全ての手続を

終了すれば、

即日入国可能

30日以上の間隔

（有効期間２年間）
91日齢以上
から実施

ｏｒ



日本からの畜産物の輸出

品目 国・地域 貿易量（平成24年）

牛肉
香港、マカオ、シンガポール、タイ、ＵＡＥ、米国、カナダ、
ＥＵ※、カンボジア、ラオス、バングラデシュ等

863トン（51億円）

豚肉 香港、マカオ、シンガポール、台湾、カンボジア 728トン（2.9億円）

鶏肉 香港、ベトナム、カンボジア、パキスタン等 7,048トン（9.9億円）

殻付き鶏卵 香港、シンガポール、インドネシア、ＵＡＥ 171トン（1.5億円）

育児用粉乳 香港、パキスタン、ベトナム等 1,002トン（10億円）

牛皮 香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム 12,836トン（23億円）

豚皮 香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、フィリピン 69,806トン（97億円）

※輸出施設の認定が行われると、実際の輸出が可能となる。

２. 現在、輸出解禁要請中の国・地域

○牛肉：ロシア、ミャンマー、ベトナム、中国、台湾、フィリピン、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、韓国、豪
州、ニュージーランド、イスラエル、サウジアラビア、トルコ、メキシコ、ブラジル、南アフリカ

○豚肉：ベトナム、フィリピン、韓国、タイ

○家きん肉：シンガポール、台湾、韓国、中国、マカオ、米国、フィリピン

○牛・豚原皮：中国

○乳・乳製品：中国

１. 現在、輸出が可能な国・地域 （平成25年９月11日現在）

資料：財務省「貿易統計」
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牛 肉 の 輸出戦略

○2012年の輸出額は51億円、輸出量
は863トンといずれも過去最高。

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向

○市場の大きい米国やＥＵで重点的に
活動する必要。

○ 2012年８月に対米輸出が再開し、
現在香港、マカオ、シンガポール、
米国、タイ、カナダ、UAE等への輸
出が可能。

○2013年３月には、EUへの輸出が認

められたところ。 （※）

※ 輸出施設の認定が行われると、実際の輸出が
可能

出典：厚生労働省ＨＰ

米国 カナダ EU 香港 UAE
シンガ
ポール

マカオ タイ

施設数 7 5 0 9 2 10 52 34

輸出国・地域別の施設認定状況 （2013年７月現在）

○ロース、ヒレ等の高級部位だけでなく、
バラ等多様な部位の販売促進が必要。

○牛肉需要が見込まれる国・地域（ロ
シア、メキシコ、中国等）への輸出解
禁に向けた働きかけが必要。

○相手国の要求するHACCPやハラー
ル認証等に対応した食肉処理施設の
整備が必要。

和牛統一マーク 焼肉店の海外進出

このイメージは、現在表
示できません。

出典：米国農務省HP（2011年）

（単位：1,000トン（枝肉ベース））

米国、ＥＵの牛肉消費量及び輸入量

具体的な輸出拡大策

 焼肉等の日本食文化と一体的なプ
ロモーション。

 商談会開催や見本市出展等を支援。
 ジェトロによる米や果物などと一体

的な日本食材の販売促進。

輸出環境整備

 輸出解禁に向けた衛生協議
(ロシア、台湾、中国等と協議)。

 HACCP等施設整備への支援。
 ハラール認証を取得しようとする

取組に対し、きめ細やかな支援
を措置。

米国 EU

消費量 11,651 7,941

輸入量 933 367

前年同期比

150%

○輸出額目標：２５０億円（４千トン相当）
【新興市場】 米国、ＥＵ、カナダ、香港、
マカオ、シンガポール、タイ、ＵＡＥ

【有望市場】ロシア、メキシコ、中国、台
湾、イスラム圏（インドネシア、マレーシ

ア、サウジアラビア他）等



４ お願いしたいこと
ー病気を侵入させないためにー



【渡航者や入国者に対してお知らせ及びお願いしていること】

１ 現在、アジアをはじめ世界各国で、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染
病が発生しています。

２ 検査証明書のないビーフジャーキー、ハム、ソーセージなどの肉製品の日
本への持ち込みは禁止されています。

３ 海外で、牛や豚、鶏などの家畜のいる場所に行くことは、できるだけ避け
てください。

４ 日本への入国時には、全ての方を対象に靴底の消毒を実施しています。

５ 海外で家畜のいる場所に行った方や日本国内で家畜に触れる予定のある方
は、入国時に、手荷物引き取り場内にある｢動物検疫カウンター｣にお立ち寄
りください。

入国時に｢動物検疫に関する質問票｣が配られたり、質問が行われることが
あります。

ご清聴ありがとうございました。


