
 

犬等の輸出検疫要領 

平成 20 年 10 月６日付け 20 動検第 718 号 

平成 31 年３月 29 日付け 30 動検第 1334 号改正 

令和５年３月 31 日付け４動検第 1405 号改正 

犬等の輸出検疫は、家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号。以下「家伝法」 

という。）、狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）及びそれらの省令等関係法令並

びに本要領に基づき実施する。  

なお、本要領で定められる手続については、輸出者の利便性を考慮し、電子メール

又は「電子情報処理組織等による動畜産物輸入検査関連事務手続要領」（平成 25年 10 

月４日付け 25 動検第 673 号）に定める電子情報処理組織等により行うことができる

ものとする。  

１ 定義 

（１）「犬等」とは、犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクをいい、本要領におけ

る犬等の範囲は、「犬等の輸入検疫要領」（平成 16年 11 月４日付け 16動検第 845 

号）に定める定義によるものをいう。 

（２）「輸出者」とは、犬等を輸出する者又はその代理者をいう。 

（３）「輸入条件」とは、輸入国政府が犬等の輸入に当たり輸出国に課している検疫に

係る条件で、通常、輸出検疫証明書に記載する必要があるものをいう。 

（４）「動物園動物」とは、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」（平成 16 年４月

30 日環境省告示第 33 号）第２（４）に規定される展示動物として飼育され、特

別な飼養管理を必要とする犬等をいう。 

２ 申請前の指導 

家畜防疫官は、検疫手続が円滑に実施できるよう輸出者に対して、関係法令及び

検疫手続並びに輸出者の責務について説明する。 

（１）検疫手続の説明 

家畜防疫官は、輸入国への到着後に、輸入不可とならないよう輸入条件を輸出 

者に確認させるとともに、必要な措置を輸出前に終了し、輸入条件を満たす根拠

となる処置の証明書等を提出するよう指導する。 

（２）動物園動物等動物検疫所以外の場所で検疫を受ける場合 

家畜防疫官は、動物検疫所以外で輸出検査を受ける場合「動物園動物の係留場

所の指定要領」（平成 17 年４月 14 日付け 16 動検第 1338 号）に準じて、事前に係

留場所の指定を受けるよう指導する。 
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３ 輸出検査の申請 

（１） 家畜防疫官は、輸出者に対し、犬にあっては家畜伝染病予防法施行規則（以下
「施行規則」という。）第 52 条及び犬等の輸出入検疫規則（以下「検疫規則」と

いう。）第３条に基づき、犬の輸出検査申請書（別記様式第１号）、犬以外にあっ

ては動物の輸出検査申請書（別記様式第２号）に輸入条件を満たす根拠となる処

置の証明書等を添付の上、輸出検査担当の動物検疫所長に提出させる。 

（２）家畜防疫官は、施行規則第 52 条及び検疫規則第３条に基づき、輸出者に輸出

検査の場所及び期日をあらかじめ指示する。  

４ 輸出検査  

（１）書類検査 

ア 家畜防疫官は、輸入条件を満たす根拠となる処置の証明書等が提出されてい

ることを確認の上、輸出検疫証明書作成の準備を始める。 

イ 家畜防疫官は、輸出者から提出された証明書等に確認が必要と判断されたと

きは、証明書等の発行者に対し事実確認を行う。この際、所有者及び犬等の名

前、品種等必要最小限の情報を提供して差し支えない。 

（２）係留検査 

ア 係留期間及び係留場所 

係留期間及び場所は、輸入条件に規定されている場合を除き、家伝法第45条、

施行規則第 50 条及び検疫規則第４条に基づくものとする。  

イ 係留期間に実施する検査 

家畜防疫官は、マイクロチップ及び身体的特徴に基づき輸出犬等の確認を行 

った上で、狂犬病（犬にあっては加えてレプトスピラ症）及び輸入条件で求め

られる疾病についての臨床検査を行う。 

臨床検査は、原則として獣医師の家畜防疫官が実施する。ただし、輸入条件

において獣医師以外の家畜防疫官による証明が認められる場合は、その限りで

はない。 

なお、動物検疫所で実施する精密検査がある場合、家畜防疫官は輸出者と検

査内容について認識を合わせ、実施場所や日程を調整する。 

５ 輸出検疫証明書の交付  

（１） 家畜防疫官は、家伝法第 45 条及び検疫規則第９条に基づき、輸出者に輸出検
疫証明書を交付する。交付前に、申請に基づく証明内容について誤りがないか

輸出者に確認させる。 

（２） 交付する輸出検疫証明書は、犬にあっては家伝法第 45 条及び検疫規則第９条
に基づく犬の輸出検疫証明書（別記様式第３号）、犬以外にあっては検疫規則

第９条に基づく動物の輸出検疫証明書（別記様式第４号）に加えて、輸入国が

定める様式とする。 
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（３）輸出検疫証明書を書面により直接交付する場合は、家畜防疫官が「動物検疫

所行政文書取扱要領」（平成 23 年４月１日付け 23 消安第 250 号）に基づき、受

領簿等にその接受を記録する。ただし、必要がある場合には、輸出者の同意を得

た上で受領簿等に署名を受ける。 

６ 輸出犬等の日本への輸入が予定されている場合の輸出者への指導 

（１）家畜防疫官は、輸出犬等の日本への輸入予定が狂犬病の予防注射及び同病の

抗体検査の有効期間内の場合、狂犬病の予防注射日及び抗体検査結果について

は、５（１）で交付した輸出検疫証明書で代用できることなどを輸出者に説明す

る。 

（２）輸出犬等の輸入に当たり係留期間を最短とするために追加措置が必要な場合、

輸出犬等が日本に到着するまでの間に狂犬病の予防注射の有効期間内での追加

接種及び農林水産大臣が指定する検査施設での同病の抗体検査を行うよう輸出

者に指導する。 
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申請者住所氏名及び連絡先
Name and address of applicant
氏名　Name
住所　Address

  動物の種類  頭数
 Species of animal(s)  Quantity

 名称
 Name of animal(s)

 品種  毛色
 Breed  Color

 性別  用途
 Sex  Use

 生年月日 （年齢）  仕向国名
 Date of birth (Age)  Country of destination

 体長  体高  体重
 Length ｃｍ　  Height ｃｍ　  Weight ｋｇ　

 搭載年月日及び搭載地  搭載船舶 （航空機） 名
 Date and place of embarkation  Name of vessel (or flight No.)

 荷送人住所氏名
 Name and address of consignor

 荷受人住所氏名
 Name and address of consignee

 飼養場所 （購入場所）
 Name of keeping place (or purchase)

 購入年月日  帰国予定年月日
 Date of purchase (year/month/day)  Scheduled date of re-entry to Japan (year/month/day)

 個体識別方法（マイクロチップ等）  個体識別番号/マーク
 Means for identification (e.g.microchip)  Identification number/Mark

 標識年月日  標識部位  ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ(ﾘｰﾀﾞｰ）の種類
 Date of identification(year/month/day)  Location of identification  Type of microchip (reader)

 血液採取年月日 抗体価
 Blood sampling date (year,month,day)  Antibody titer                           　　　　　　　　　　　     IU/ml  IU/ml

 検査機関名及び住所
  Name and address of the designated laboratory

 備考

 Ｒｅｍａｒｋｓ

別記様式第１号

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸出検査申請書

APPLICATION FOR EXPORT INSPECTION OF DOG
 UNDER THE RABIES PREVENTION LAW AND THE DOMESTIC ANIMAL INFECTIOUS DISEASES CONTROL LAW

動物検疫所長　殿
To the chief of Animal Quarantine Service

下記の動物の輸出検査を申請いたします。

I hereby apply for the export quarantine inspection of the undermentioned animal(s).

 年　　　　月　　　　日
Ｙｅａｒ　　Ｍｏｎｔｈ　 Ｄａｙ

電話番号 Telephone

法人の場合には、その名称
及び代表者の住所氏名

 狂犬病予防接種  接種年月日  有効期限  予防液の種類  予防液の製品名及び製造会社
Rabies vaccination  Date of vaccination

(year/month/day)

Date of expiry

(year/month/day)

Kind of vaccine  Name of product and manufacturer

 予防液の種類  予防液の製品名及び製造会社
Other vaccination  Date of vaccination

(year/month/day)

Date of expiry

(year/month/day)

Kind of vaccine  Name of product and manufacturer

 その他の予防接種  接種年月日  有効期限

 狂犬病抗体検査
Rabies serological test



別記様式第２号

申請者住所氏名及び連絡先

Year Month Day Name and address of applicant

氏名 Name （ ）

住所 Address

電話番号 Telephone

動物検疫所長　殿

To the chief of Animal Quarantine Service 

下記の動物の輸出検査を申請致します

I hereby apply for the export quarantine inspection of undermentioned animal(s).

動物の種類 頭数

Species of animal(s) Quantity

名称

Name of animal(s)

品種 毛色

Breed Color

性別 用途

Sex Use

生年月日（年齢） 仕向国名

Date of birth(Age) Country of destination

体長 体高 体重

cm cm kg

搭載年月日及び搭載地 搭載船舶（航空機）名

Date and place of embarkation Name of vessle(or flight No.)

飼養場所（購入場所）

Name of keeping place (or purchase)

購入年月日 帰国予定年月日

Scheduled date of re-entry to Japan (year/month/day)

個体識別番号/マーク

Identification number/Mark

標識年月日 標識部位

Date of identification(year/month/day) Location of identification

血液採取年月日

Date of blood sampling(year, month, day) IU/ml

検査機関名及び住所

Name and address of the desigated laboratory

参考

Remarks

その他の予防接種
other vaccination

マイクロチップ（リーダー）の種類

Type of microchip (reader)

Antibody titer

Date of purchase (year/month/day)

狂犬病抗体検査
Rabies serological test

個体識別方法（マイクロチップ等）

Means for identification(e.g.microchip)

抗体価

予防液の種類

kind of vaccine

予防液の製品名及び製造会社

Name of products and manudactureDate of vaccination

(year/month/day)

有効期限

Date of expiry

(year/month/day)

接種年月日

狂犬病予防接種
Rabies vaccination

(year/month/day) (year/month/day)

接種年月日 有効期限 予防液の種類

荷送人住所氏名

Name and address of consignor

Name and address of consignee

荷受人住所氏名

年　　月　　日

予防液の製品名及び製造会社

Date of vaccination Date of expiry kind of vaccine Name of products and manudacture

狂犬病予防法に基づく動物の輸出検査申請書

APPLICATION FOR EXPORT INSPECTION OF ANIMALS
UNDER THE RABIES PREVENTION LAW

Lengrh WeightHight

法人の場合には、その名称
及び代表者の住所氏名



検疫証明書番号 申請者住所氏名
 Certificate NO. Name and address of applicant

発行年月日 氏名　Name 法人の場合には、その名称
 Date of issue 住所　Address 及び代表者の住所氏名

  名称
 Name of dog

 品種  毛色
 Breed  Color

 性別  用途
 Sex  Use

 生年月日（年齢）  仕向国名
 Date of birth (Age)  Country of destination

 搭載年月日及び搭載地  搭載船舶 （航空機） 名
 Date and place of embarkation  Name of vessel (or flight No.)

 荷送人住所氏名
 Name and address of consignor

 荷受人住所氏名
 Name and address of consignee

 検査結果
 Result of inspection

 個体識別方法（マイクロチップ等）  個体識別番号/マーク
 Means for identification (e.g.microchip)  Identification number/Mark

 標識年月日  標識部位  ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ（ﾘｰﾀﾞｰ）の種類
 Date of identification(year/month/day)  Location of identification  Type of microchip (reader)

 血液採取年月日 抗体価
 Date of blood sampling (year,month,day)  Antibody titer                           　　　　　　          IU/ml

 検査機関名及び住所
  Name and address of the designated laboratory

 備考

 Ｒｅｍａｒｋｓ

農林水産省動物検疫所
Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ

家畜防疫官
Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ

氏名
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

 予防液の製品名及び製造会社
Other vaccination  Date of vaccination

(year/month/day)

Date of expiry

(year/month/day)

Kind of vaccine  Name of product and manufacturer

 狂犬病抗体検査
Rabies serological test

 その他の予防接種  接種年月日  有効期限  予防液の種類

 Name of product and manufacturer

 狂犬病予防接種  接種年月日  有効期限  予防液の種類
Rabies vaccination  Date of vaccination

(year/month/day)

Date of expiry

(year/month/day)

Kind of vaccine

（

   下記は、狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法の規定に基づく検疫を終了したことを証明する。

日本国農林水産省

）

　　This is to certify that undermentioned dog has been duly inspected under the Rabies Prevention Law and the

Domestic Animal Infectious Diseases Control Law.

 予防液の製品名及び製造会社

別記様式第３号

犬の輸出検疫証明書

ＥＸＰＯＲＴ   ＱＵＡＲＡＮＴＩＮＥ   ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ   ＦＯＲ   ＤＯＧ
Ｍｉｎｉｓｔｒｙ  ｏｆ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ， Ｆｏｒｅｓｔｒｙ  ａｎｄ  Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ，  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｇｏｖｅrｎｍｅｎｔ



検疫証明書番号 申請者住所氏名
 Certificate NO. Name and address of applicant

発行年月日 氏名　Name

 Date of issue 住所　Address

  動物の種類  頭数
 Species of animal(s)  Quantity

  名称
 Name of animal(s)

 品種  毛色
 Breed  Color

 性別  用途
 Sex  Use

 生年月日（年齢）  仕向国名
 Date of birth (Age)  Country of destination

 搭載年月日及び搭載地  搭載船舶 （航空機） 名
 Date and place of embarkation  Name of vessel (or flight No.)

 荷送人住所氏名
 Name and address of consignor

 荷受人住所氏名
 Name and address of consignee

 検査結果
 Result of inspection

 個体識別方法（マイクロチップ等）  個体識別番号/マーク
 Means for identification (e.g.microchip)  Identification number/Mark

 標識年月日  標識部位  ﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟ（ﾘｰﾀﾞｰ）の種類
 Date of identification(year/month/day)  Location of identification  Type of microchip (reader)

 血液採取年月日 抗体価
 Date of blood sampling (year,month,day)  Antibody titer                           　　　　　　          IU/ml

 検査機関名及び住所
  Name and address of designated laboratory

 備考

 Ｒｅｍａｒｋｓ

農林水産省動物検疫所
Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ

家畜防疫官
Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ

氏名
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

狂犬病予防法に基づく動物の輸出検疫証明書

別記様式第４号

ＵＮＤＥＲ　ＴＨＥ　ＲＡＢＩＥＳ　ＰＲＥＶＥＮＴＩＯＮ　ＬＡＷ

 狂犬病予防接種
Rabies vaccination

下記は、狂犬病予防法の規定に基づく検疫を終了したことを証明する。

 予防液の種類
Kind of vaccine

 Date of vaccination

(year/month/day)

 有効期限

日本国農林水産省

 予防液の製品名及び製造会社
 Name of product and manufacturer

 接種年月日
 Date of vaccination

(year/month/day)

 有効期限
Date of expiry

(year/month/day)

 Name of product and manufacturer

ＥＸＰＯＲＴ　ＱＵＡＲＡＮＴＩＮＥ　ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ　ＦＯＲ　ＡＮＩＭＡＬＳ

Ｍｉｎｉｓｔｒｙ  ｏｆ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ， Ｆｏｒｅｓｔｒｙ  ａｎｄ  Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ，  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｇｏｖｅrｎｍｅｎｔ

 予防液の製品名及び製造会社

 予防液の種類
Kind of vaccine

 狂犬病抗体検査
Rabies serological test

 その他の予防接種
Other vaccination

(
法人の場合には、その名称

及び代表者の住所氏名 )

Date of expiry

(year/month/day)

            

This is to certify that undermentioned animal(s) has/have been duly inspected under the Rabies Prevention Law.

 接種年月日


