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○�Whatʼ s�New�!
上の写真は東京オリンピック・パラリンピック競技大会期間中、動物検疫所及び植物防疫所の業務
を応援していただく皆様に着ていただくビブス（ノースリーブ型のウェア）とキャップです。色は
黒です（農林水産大臣からも、厳格なイメージを与える色とすべきとの御意見があり、黒色を基
調としました）。
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◎トピックス
・水際検疫の強化、新たなステージに！
… （動物検疫所長　伊藤…和夫）

〇　水際検疫強化！～家畜伝染病予防法の一部
改正～
７月１日から改正家畜伝染病予防法が施行さ
れ、水際対策が強化されました。具体的には、
①出入国者の携帯品の中の畜産物について、家
畜防疫官がその有無を質問・検査できること、
②発見された違反畜産物について家畜防疫官が
廃棄できること、③動物検疫所長が船舶や航空
会社や空海港の管理者等に対して必要な協力を
求めることができること、④罰則をこれまでの
100 万円以下から 300 万円以下へ、法人の場合
は 5,000 万円以下へ引き上げられました。家畜
防疫官の権限が強化されたことで、これまで以
上に厳格な対応が可能となります。さらに、航
空会社などとも協力関係が強化されることにな
ります。特に、罰則の強化は、違反畜産物の持
ち込みの多いアジアからの旅行者にインパクト
を与え、大きな抑止力となることを期待してい
ます。

〇　上陸拒否や逮捕！～関係省庁との連携強化～
出入国在留管理庁との連携を強め、特に悪質
な者の上陸を認めない体制を整えました。
昨年４月 22 日から、悪質な持ち込みや再度の
持ち込み者に対して、警告書を交付し、特に悪
質な場合には、警察への通報や告発など、逮捕
へ繋げる体制を構築し、罰則適用の厳格化を
図ってきました。これまでに、６件９名の逮捕
者をだし、逮捕者がでたという情報は、民間の
情報発信会社等を通じて出身国にも流していま
す。また、違反者のパスポート情報を記録とし
て残すなど、税関と連携しつつ、違反者情報を
データベース化し、全国どこの空海港からでも
照会が可能なシステムを築きました。

〇　140 頭体制を構築！～検疫探知犬の大幅増
頭～
生肉、ソーセージなどの畜産物を臭いで発見
できる検疫探知犬は、今年度、７月上旬に 96 頭

体制を、年度末までには 140 頭体制を構築し、
その数はこの３年間で４倍の増頭となります。
これで我が国は世界でも有数の検疫探知犬保有
国となります。検疫探知犬は、定期便の 95％が
到着する成田空港、羽田空港、関西空港、中部空
港、福岡空港、新千歳空港、那覇空港の主要７空
港への増頭とともに、昨年の静岡空港、鹿児島
空港、岡山空港に加え、今年新たに宮崎空港、仙
台空港、茨城空港を始め 12 の地方空港に配備す
ることになりました。そこから近隣の空海港へ
の出張派遣も考慮した配置としています。
また、荷捌き場（バックヤード）での探知活
動も始めたほか、検疫探知犬の探知により検査
が必要となった荷物がすり抜けしないよう IC
タグの導入も始めており、検査の効率化、厳格
化を進めています。

〇　ターゲットは国内にも？～広報の強化～
コロナ禍で到着便が限られている中でも、特
に力を入れているのが広報です。
罰則の強化などについて、対象国で汎用され
ている SNS 等を通じた配信（3,430 か所）、在外
公館での日本向け査証発給時の案内、新たなポ
スター・リーフレット作成（12.5 万枚）・掲示
などの広報活動を展開しています。海外の
チェックインカウンターで案内している空港の
数も 46 か所に達しました。機内アナウンスも
中国、ベトナム、韓国などからの直行便の約 9
割で実施されています。
一方、昨年４月から６月までの間の調査で、
違反者（警告書交付対象者）の入国目的を調べ
たところ、日本在住が約 30.2％、親族知人訪問
が約 29.4％、観光が約 11.5％を占めていました。
このような結果から外国に目を向けることが多
かった広報を国内にも向けることが重要である
ことがわかり、地域の外国人コミュニティや留
学生、農業実習生への周知も行ってきたところ
です。今後は、空海港の有無に関わらず都道府
県との連携・協力をさらに強めていきます。
そのほかの取組として、今回の罰則強化や本
調査結果などを受けて、携帯品検査において警
告書を交付した者、郵便物検査において禁止品
等を複数回受け取る予定であった荷受人、外国
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にいて複数回に渡り禁止品等を送った差出人、
さらには関係しそうな外国食材店等にも、今回
の罰則強化などの措置を知らせる注意喚起文を
書簡として送っており、その数は 1,500 通を上
回りました。

〇　検査強化が焦点！～郵便物検査～
携帯品の検査強化により、郵便物検査の重要
性が増しています。その理由の１つに空港での
検査強化後から国際郵便局では大きめの郵便物
が増加傾向にあります。
我が国に輸入される郵便物の約 85％を占め、
船便の郵便全てを取扱っている川崎東郵便局に
おいて、検疫探知犬を２頭から４頭増やして６
頭体制で探知活動を行っているほか、他の国際
郵便局においても検疫探知犬を増やして検査を
強化しています。
特に家畜伝染病予防法の改正により家畜防疫
官ができるようになった違反畜産物の廃棄を徹
底して行い、違法な畜産物等の差出人に対する
ダメージを考慮した取組を実施します。郵便物
についても、違反者情報のデータベース化を進
めており、より効率的な検査を推進していると
ころです。今後も税関や郵便局との連携を一層
強め、検査を強化していきます。

〇　これで終わりではない！～さらなる進化を
目指して～
７月の空港での検査状況については、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により空港に到着す
る旅客便が、以前の 1割にも満たない状況です。
以前のような入国者数の水準に戻るまでにはも
う少し時間が掛かりそうです。我々としては、
これを好機と捉え、入国者数が少なく、間口の
狭いうちから、徹底した検査を実施するなど空
港や港の最前線で水際対策の一層の強化を図っ
ています。一方では、コロナ禍の長期化も想定
して、一連の緊急措置の見直しの検討も始めて
います。さらには、予算措置を伴うことから、
具体的なお話しはできませんが、検疫強化に各
種の技術応用も検討しており、これらの実現を
目指していくこととしています。
いずれにしても、生産者のため、食料の安定

供給のため、アフリカ豚熱はじめ海外悪性伝染
病を日本で発生させないよう関係者が一体と
なって、粘り強く予防措置に取り組むことが重
要と考えており、引き続きの皆様の御理解と御
協力をよろしくお願いいたします。

以上

・�宮崎ブーゲンビリア空港に動植物検疫
探知犬を初配備！
… （企画管理部企画調整課）

口蹄疫やアフリカ豚熱などの家畜伝染病の国
内侵入を水際で防ぐため、８月 17 日、宮崎ブー
ゲンビリア空港に動植物検疫探知犬１頭を初め
て配備しました。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を受け国際線が減便しているところですが、宮
崎県を含む九州は我が国の主要な畜産地域であ
り、仮に違法に持ち込まれた肉製品により家畜
伝染病に暴露された場合には、計り知れない被
害が生じます。今後見込まれる入国者数の回復
前に、動植物検疫探知犬を活用した広報活動を
実施し、県や生産者の皆様と連携しながら、違
法な肉製品の持ち込み抑止に対する意識を醸成
していくこととしています。
今回配備した動植物検疫探知犬は、平成 27 年
にアメリカ合衆国からやってきた雄のビーグル
犬「アルバート (ALBERT）号」です。アルバー
トは成田空港で３年半、関西空港で１年半活動
し、この度宮崎ブーゲンビリア空港に配備され
ることとなりました。今年で８歳になりますが、
お仕事が大好きで、しっぽを振りながら探知す
る姿が印象的です。国際線の乗客が到着すると、
入国検査場内のターンテーブル周辺を歩き回り
ながら旅行客の荷物を嗅ぎ、肉製品や農産物の
においを探します。これらのにおいを嗅ぎ取る
と、荷物のそばにお座りして知らせます。
８月20日には、アルバートの着任に合わせて、
江藤拓農林水産大臣、河野俊嗣宮崎県知事や宮
崎県畜産関係者の皆様に御列席いただき「宮崎
空港水際検疫強化広報キャンペーン」を開催し
ました。
キャンペーンでは、動植物検疫探知犬が段
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ボール箱に入っている肉製品や農産物を嗅ぎ当
てる様子を御覧いただくとともに、より実際の
探知活動の環境に近づけるため、江藤農林水産
大臣や河野知事らに手提げバックを持った旅行
客に扮していただき、アルバートが探知をする
デモンストレーションも行いました。見事に真
空パック包装された肉製品を発見すると、アル
バートをたたえる拍手が鳴り響きました。
動植物検疫探知犬は、鋭い嗅覚で旅行客の荷
物の中から肉製品や農産物を見つけ出し、日本
への家畜伝染病や病害虫の侵入を防ぎます。今
後の宮崎ブーゲンビリア空港における活躍を応
援していただければ嬉しい限りです。動植物検
疫探知犬の素晴らしい能力を存分に発揮し、宮
崎県、畜産関係者や空港関係者の皆様と連携し
て、しっかりと水際検疫強化に取り組んで参り
ます。今後とも御理解と御協力をよろしくお願
いいたします。

江藤拓農林水産大臣と河野俊嗣宮崎県知事と一緒
に記念撮影

アルバートの探知デモンストレーション風景

名前 アルバート
名前（英語表記） ALBERT
犬種 ビーグル
出生地 アメリカ
生年月日 2012年（H24）6月10日
性別 雄（去勢）
ハンドラー 岩永真希

動物検疫所でのプロフィール
2015年5月 成田空港でデビュー。
2018年10月 関西空港に異動。

生い立ち（探知犬になった縁）
公園で兄弟犬とともに捨てられているところをシェル
ターに保護され、その後、米国検疫探知犬訓練センター
に引き取られる。約1年間の訓練を経て、成田空港に導入
される。

性格
食べることとハンドラーに褒めてもらうことが大好き。
ご褒美のために一生懸命探知しています。探知の時に
しっぽを振る姿が印象的です。とても甘えん坊。

◎動物検疫関連情報
・携帯品検査対応の厳格化開始から１年
… （企画管理部危機管理課）

昨年来、「畜産物を海外から不正に日本へ持
ち込んだとして家畜伝染病予防法違反の疑いで
逮捕」というニュースを見かける機会が増えた
と感じている読者の方もいらっしゃるのではな
いでしょうか？
動物検疫所では、平成 31 年 4 月 22 日より海
外からの畜産物の違法な持込みへの対応を厳格
化しています。具体的には、違法な畜産物の持
込者のパスポート情報等をデータベース化し、
持込者に対して今後二度と日本に輸入が禁止さ
れている畜産物を持ち込まないこと、持ち込ん
だ場合は処罰される場合がある旨記載した警告
書を交付しています。
今回は、厳格化開始から約１年間の状況等を
紹介します。昨年４月 22 日から令和２年６月
末までの間に合計 1,059 件の警告書を交付して
います。持込者の国籍別の交付状況は、中国
412 件（38.9％）、ベトナム 122 件（11.5％）、フィ
リピン 120 件（11.3％）、タイ 98 件（9.3％）、日
本 72 件（6.8％）、その他の国 235 件（22.2%）
となっています。
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中国

38.9%

フィリピン

11.3%

ベトナム

11.5%

タイ

9.3%

日本 6.8%

その他

22.2%

表：警告書交付状況（国籍別） 

また、悪質な持込者については警察に相談し
ています。畜産物の違法な持込みによる逮捕事
例は、厳格化開始前の過去５年間（平成26年～
30年度）で２件、４名でしたが、厳格化開始後
１年間に６件、９名が逮捕されました。更に今
後は、畜産物の違法な持込みをする者に対して、
我が国への上陸を拒否する体制も整えました。
税関、入管庁、警察等の関係機関と密接に連携
しながら、引き続き水際での畜産物の違法な持
込み防止対策に万全を期してまいります。
動物検疫所では、日本の国際空港や海港のみ
ならず、中国やベトナムなど海外の国際空港で
も日本へ畜産物を持ち込まないよう注意喚起す
るポスターやリーフレットを掲示したり、SNS
等を通じて情報発信するなど、様々な広報を
行っています。皆様の周りに日本国内で働く・
学ぶ外国人の方や海外へ行き来される方がい
らっしゃる場合は、海外からの畜産物の違法な
持込がないよう広く周知していただきますよ
う、御協力をお願い申し上げます。

・パキスタン初！ケーシング処理施設認定
… （成田支所旅具検疫第１課　梶原…篤）

令和２年６月２日付けでパキスタン初の塩蔵
ケ ー シ ン グ 処 理 施 設「M/s…United…Casing…
Corporation… (Pvt)…Ltd.」が認定されました。さ
かのぼること２年前の平成 30 年４月 15 日～ 17
日に村田健技官と私は当該施設を含むパキスタ
ンの塩蔵ケーシング処理施設２施設の査察を行
いました。査察から２年越しでの施設認定の通
知には当時の査察の様子がおぼろげながらに思

い出されて何とも感慨深いものがありました。
パキスタンのラホール国際空港に到着したの
は現地時間 22 時 30 分頃と夜中でしたが、空港
で出迎えてくれたパキスタン政府ラホール地区
の担当官は非常に陽気な男性で、握手もそこそ
こに「セルフィー！」の声と共にスマホで仲良
く自撮りをされたのには驚きました。（彼のス
マホには長時間のフライトに疲れ気味で半笑い
の私の姿が保存されていることかと思います。）
その日はホテルに移動して一泊し、翌日、査察
施設である「M/s…United…Casing…Corporation…
(Pvt)…Ltd.」へと車で移動しました。施設はラホー
ル国際空港から車で２時間ほどの場所にあり、
ハイウェイから眺める景色はのどかな田舎町の
風情でしたが、治安上の理由から銃を所持した
警察官（若しくは軍の方）がバイクで我々の車
と併走していたのには少し緊張しました。道々
の民家では２～３頭の山羊が軒先で飼われてお
り、パキスタンでは羊や山羊が主要な家畜であ
ることが窺えました。現地で手配されていた通
訳さんが何故か施設での現地集合となっていた
ため、車中での担当官や施設の担当者との会話
はカタコトでの英語のみとなり四苦八苦しまし
た（パキスタンでは、国語がウルドゥー語、公
用語が英語です）。現地に着いてみると、当初は
現地の日本語学校の講師の方が通訳予定でした
が、当日都合が悪いとのことで急遽その生徒さ
んが代理で通訳することになったと知り非常に
動揺しました。しかし、代理の通訳さんはまじ
めそうな方で、我々が初めて接する日本人であ
ることに非常に興奮した様子で、慣れないなが
らも一生懸命通訳してくれていたのが印象的で
した。ただ、「ケーシング」をずっと「はらわた」
と訳しており、打合せ中ずっと「はらわたをか
き集めて・・・」や「はらわたを樽に入れて・・・」
などと訳されたため、笑いをこらえるのに必死
でした。
他国のケーシング施設の査察経験者の話から
施設の衛生状況を危惧しておりましたが、施設
内は非常に清潔で、床は大理石でできており天
井に扇風機がいくつか設置されていて室内温度
も適温でした。この施設ではパキスタン原産の
羊・山羊腸を原料とした塩蔵ケーシングを EU
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諸国及びベトナム、エジプト向けに出荷してお
り、「今後は日本向けにも出荷を拡大していき
たい。」と工場長から説明がありました。しか
しながら査察の時点では、加工後に封印するこ
となく樽詰め・保管しており、さらには買主の
要望により樽を開封して写真撮影や塩蔵ケーシ
ング数（本数）の調整を行うなどしていたため、
家畜衛生条件にある『加工後、塩蔵された状態
で、少なくとも連続 30 日間密封容器内で保存さ
れ、かつこの全期間、12 度よりも高い温度に維
持されること。』という条件を満たしていなかっ
たため、このままでは日本向け施設としての指
定はできず、家畜衛生条件を充足するよう製造
工程の見直し（樽詰め後の封印工程の追加や 30
日間 12 度以上での保管など）を行う旨の指示
を行いました。その後、日本向け施設として指
定されるまで２年かかった訳ですが、その間の
紆余曲折について、私はただただ思いを馳せる
のみです。
今回の査察での一番の思い出（というよりは
黒歴史）は、査察最終日に食あたりにより体調
を崩してしまったことです。査察最終日という
ことで気の緩みもあったのか朝食にてカットフ
ルーツを食べてしまったのが食あたりの原因と
思っています。持参した薬などで何とか持ち直
して帰国することができましたが、海外での食
事には細心の注意を払うべきと身を持って体験
しました。査察同行者の村田技官並びに帰国時
に検疫所ブースにてお出迎えいただいた浅井課
長及び鈴木章主任には大変ご心配をおかけいた
しました。この場をお借りして改めてお詫び申
し上げます。

ラホール地区担当官及び
施設関係者との記念撮影

・けい留検査場所紹介シリーズ
　～鹿児島空港出張所検疫場～
… （鹿児島空港出張所）

鹿児島空港出張所は、北に霧島連山、南に桜
島を望む鹿児島県霧島市にあり、鹿児島空港の
北端から 200 ｍほど北東に位置し、鹿児島空港、
鹿児島港、薩摩川内港（さつませんだいこう）、
志布志港（しぶしこう）だけでなく、宮崎県内
の宮崎空港及び細島港の計６つの指定港におけ
る検疫対応を行っています。主な業務内容は、
クルーズ船を含む旅客携帯品検査、輸出入畜産
物貨物検査、輸入動物等のけい留検査です。ま
た、昨年度、鹿児島空港に動植物検疫探知犬が
１頭配置されたことから、空港等での携帯品の
探知業務も行っています。動物のけい留施設を
２つ（第１検疫場及び第２検疫場）有するほか、
輸入初生ひなの大臣指定輸入検疫場所を２つ管
轄しています。その他、鹿児島市内にサルの大
臣指定輸入検疫場所があることから、担当する
関西空港支所とともに輸入サルの検疫対応を担
うなど、多岐にわたる検疫業務を計 11 名の職員
で行っています。
２つのけい留施設では、主に肥育用素馬の輸
入検査を行っており、その輸入頭数は日本に輸
入される肥育用素馬のおよそ４割を占め、全国
１位となっています。第１検疫場は昭和 53 年
に供用開始され、やや老朽化が進んでいますが、
肥育用素馬の需要の高まりに対応するため、平
成 22 年に新たに第２検疫場の供用が開始され、
それぞれ 110 頭程度の収容能力があります。第
１検疫場と第２検疫場とは約 200 ｍ離れ、それ
ぞれの検疫区域は独立しているため、交互に連
続したロットの収容が可能であり、月に２～３
ロットのけい留検査が可能となっています。第
１検疫場は３つの検疫舎を有している一方、第
２検疫場は１検疫舎で 110 頭程度を収容できる
大規模な検疫舎となっています。
第１検疫場は検疫舎（付帯施設・設備として
飼養管理人が寝泊まりする宿泊施設、更衣消毒
室、車両消毒槽、堆肥舎、汚水浄化槽、解剖場及
び焼却炉等を含む。）を除き、全ての機能を第２
検疫場に移し、事務所を含む３階建ての検査棟
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で、細菌学的検査、血清学的検査、遺伝子学的検
査及び病理学的検査が可能となっています。ま
た、肥育用素馬で疾病等を摘発した際には、第
１検疫場の解剖室と焼却炉、あるいは第２検疫
場の解剖室と炭化処理施設を使用します。この
うち、第２検疫場にある炭化処理施設は、剖検
後の肥育用素馬の体脂肪も処理するために多量
のタールが出ることや炭化処理温度が適正温度
以上に上がりやすい等の難点があり、その運用
には苦慮しています。
鹿児島空港出張所がある霧島市には霧島連山
のトレッキングや日本神話ゆかりの神社探訪、
戦国時代の島津氏や幕末の西郷隆盛ゆかりの地
を巡る史跡巡り、食も黒牛や黒豚、さつま鶏を
はじめとする畜産物、錦江湾で獲れる海産物の
他、黒酢や霧島茶、焼酎など豊富な観光資源を
持ち、特にその中でも霧島市の温泉は多種多様
な泉質と豊富な湯量で多くの温泉施設を市内に
有している観光地となっています。お時間があ
るときに是非、足を運ばれてみてはいかがで
しょうか。

第２検疫場検査棟兼事務室

第１検疫場検疫舎

第２検疫場検疫舎

・�食品輸入関連業の皆様より～新型コロ
ナウイルス感染症の発生を受けて～

前号に引き続き、今回は、西日本の食肉輸入
に携わる事業者様に、今回の新型コロナウイル
ス感染症の影響を伺いました。動物検疫所では、
食品輸入関連業の皆様の御協力の下、コロナ禍
における畜産物検査のあり方について、今後も
試行錯誤してまいります。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（通関業者Ａ）
弊社は、新型コロナウイルスの感染拡大を受
け、本社・支店の指示の元、BCP（Business…
Continuity…Planning/ 事業継続計画）の観点か
ら、テレワーク・分散事務・SOP（Standard…
Operating…Procedure/ 標準業務手順書）を用い
た共有から日々の検温・アルコール消毒やマス
クの着用と確保、デスクウォールの設置、また
現場力の確保、各セクションとの連絡体制など
様々な対策を実施して参りました。
以前から、BCP の観点から体制確保に努めて
おりましたが、すべてを遂行する必要があり、
インフラ設備や書類等の移動一つにおいても個
人情報保護法等の法的クリアの上での対応など
戸惑いながら実施致しました。
その状況下において、動物検疫所様のリスク
が低いとされる貨物の現物検査低減は、事務・
現場ともに人員の接触機会の低減に繋がり、感
染予防対策の一つとして大きな要素となりまし
た。
しかしながら、７月より第二波と言われるよ
うな感染の広がりを見せており、引続き、BCP
を維持しつつ動物検疫所様、動物検疫協会の皆
さまと感染予防対策、防疫業務に努めてまいり
ます。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第2弾 クンくんのうた～検疫探知犬の仲間たち紹介バージョン～

第１弾 クンくんのうた

・「クンくんのうた」が誕生！

現在、農林水産省のYouTubeチャンネル「maffchannel（マフチャンネル）」に動物検疫所のイメージ
キャラクタークンくんをモチーフにした「クンくんのうた」がアップロードされています。第1弾では
肉製品等の海外からの持ち込みについて、第2弾では検疫探知犬について、 クンくんがリズムに合わせ
て紹介しています。一度聴いたら口ずさみたくなるメロディにも注目です。是非一度御覧ください。こ
れからも動物検疫について知ってもらう機会を今後も色々な形で増やしていきます。

＊YouTubeチャンネル「マフチャンネル」にアクセスいただき、
「クンくん」と検索することで動画閲覧が可能です。

第１弾 第2弾

・「クンくんのうた」が誕生！
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◎所内情報
・�テレワークの機会を活用した取組につ
いて
… （羽田空港支所）

４月７日に新型コロナウイルス感染症緊急事
態宣言が出され、オリンピック対応や新しい
ターミナル２の開業で忙しくしていた羽田空港
支所は一転、週末の４月 10 日から出勤職員数を
50％まで削減し、残りの職員は感染予防のため
自宅での業務（以下「テレワーク」という。）
を行うことになりました。テレワークの実施に
当たっては自宅で利用できる機器が限られてい
るため、職員のモチベーションを維持し、かつ
職員同士のコミュニケーションを図りつつ、質
の高い業務を実施するという課題に直面しまし
た。このため当所ではテレワーク開始日前に次
長が共有フォルダ内に業務上の検討材料を保管
し、職員に提示することによってテレワークの
円滑な遂行を図るとともに、４月 10 日からテレ
ワークコンペを開催しました。コンペは、勤務
場所ごとに７つにグループ分けをして、それぞ
れが検討課題を定め、成果物をとりまとめ、テ
レワーク終了時に、全員で評価することにしま
した。とりまとめる成果物については、「業務
上有用であること」を条件にそれぞれのグルー
プが選定し、管理職が作業の進捗管理をするこ
ととしました。コンペを急遽開催することとし
たため、統一課題で競う形ではないのに、名称
をコンペとしてしまうなどいくつか課題もあり
ましたが、終了後のアンケートではコンペに肯
定的な意見が９割近くを占めました。職員間の
投票の結果、優勝は携帯品検査グループの作成
した「国別携帯品」の資料となりました。限ら
れた期間で、そのまま所内での研修にも使用で
きる資料となった有用性と美しさが高評価につ
ながりました。優勝と準優勝のグループには支
所長から私費で賞品が贈られました。
意図せず始まったテレワークでしたが、職員
全員で検疫探知犬や業務用グループメールのマ
ニュアルの作成や見直し等、後回しになってい
た業務を積極的に行うことができました。
今後、通信機器の整備等が進めばテレワーク

は新しい働き方として定着することでしょう。

支所長より賞品の贈呈がありました！

・コロナ禍でのリクルート活動について
… （企画管理部）

動物検疫所ではこれまで、大学（短大を含む）
において畜産学または獣医学の課程を履修して
いる学生の皆様に、業務説明会や就業体験実習
（インターンシップ）を通して、動物検疫所の業
務を知ってもらう機会を作ってまいりました。
しかし、今年は、新型コロナウイルス感染症の
影響で例年のように学生の皆様に来所いただく
ことや動物検疫所が大学に出向くことが難しい
状況です。そこで今年は、WEB 会議システム
を利用し、農林水産省主催で募集した学生の皆
様と動物検疫所をリモートでつなぎ、動物検疫
所の業務説明や学生の皆様からの質疑応答等の
交流の場を設け、コロナ禍においてもできる限
り、動物検疫所の業務を知ってもらう機会とす
る取組を行いました。リモートでお話した学生
の皆様が将来、一緒に働く仲間になってくれる
ことを願っております。
今後は、新型コロ
ナウイルス感染症の
状況を考慮しつつに
はなりますが、「短
期体験実習」という
形で、短期間かつ少
人数での業務体験の
機会を設ける予定で
す。
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・�動物検疫所を飛び出し、外の世界で活躍
している職員からのメッセージ
…
今回は、東北農政局で御活躍中の根城博一さ
んからメッセージをいただきました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　東北農政局の根城博一
と申します。私は、平成
２年獣医職で入省し動物
検疫所門司支所へ配属
後、平成７年から 10 年
までの本省畜産局衛生課
在職以外は動物検疫所で
空海港検疫業務を行って
参りました。

平成 31 年４月から東北農政局消費・安全部
安全管理課長に転任となり、組織見直しにより、
令和２年４月から畜水産安全管理課長に配置換
となりました。業務の対象を農畜産物全体から
畜水産分野へ絞り込むことにより、本省からの
業務移管、専門性、輸出増に迅速に対応するた
めであります。担当する所掌業務は、①畜水産
物の生産段階での安全確保、消費・安全交付金
及び補助金交付事務、②飼料・動物用医薬品等
の安全性確保、適正な使用及び自由販売証明書
の発給等事務、③ペットフードの安全性確保、
④牛の生産段階での個体識別情報調査・監視等
で、3班体制で業務を遂行しております。
これまでの一番思い出深い業務は、令和元年
９月２日～６日に仙台国際センターで開催され
た第 31 回 OIE アジア・極東・太平洋地域総会
での政務対応及び支援業務です。日本では 63
年ぶりとなる、我が国を含む 32 カ国・地域から
構成された記念すべき地域総会です。仙台市で
の開催理由は、宮城県が畜産、水産の重要な産
地であるほか、平成 23 年の震災で大きな被害を
受け、その後、着実に復興の歩みを進めてきた
様子を体感してもらうためです。総会には動物
検疫所からも職員が参加され、疾病発生状況の
分析、ASF 予防と防御のための協力強化等多岐
にわたる議題が討議されました。また、政府レ
セプションでは、司会を務められた伊藤和夫本
所長より開催コメント、川合前東北農政局長及

び仙台市長の歓迎挨拶後、食事・歓談、伊達武
将隊によるアトラクションへと続き、終始楽し
い話題が交わされるレセプションでした。
現在、当課の業務を行うにあたっては、「悪い
情報は（特に家畜防疫関連）危機意識を持ち、
昼夜を問わず自ら局幹部へ直接電話連絡・相談
すること。担当者には情報を局内防疫関係者へ
１時間以内の連絡を徹底させること」と「管内
の県畜産課長と畜水産安全管理課との太いパイ
プ作りのため、支局等へ出張する際は必ず県庁
へ出向き情報及び意見交換等を行うことによ
り、情報等を本省へ繋げること」を念頭に置き、
日々努めております。
最後に、今後農政局で勤務される機会等があ
りましたら、仕事及び職場環境が異なり良い経
験になりますので是非チャレンジしてみて下さ
い。
以上簡単ではございますが、私の近況報告を
申し上げます。末筆ながら皆様のご健勝をお祈
りしております。

・引退した探知犬～�バッキ－は今～
… （横浜植物防疫所長…大友…哲也）

本年３月 24 日、羽田空港の初代動植物検疫探
知犬（平成 24 年２月赴任）で、全国で唯一、植
物防疫官がハンドラーを勤めたバッキー号が退
職しました。この原稿を書いている７月でバッ
キーは 12 歳になりました。我が家に来て約４
か月経ちますが、もう何年も一緒に過ごしてい
るような感じがしています。
バッキーはすこぶる元気です。先日も、散歩
途中で年齢はほぼ同じのビーグル犬に出会いま
したが、相手は、はたから見てもよぼよぼでし
た。バッキーは白髪が増えたようですが、力が
有り余っております。
さて、バッキーを飼って感じたことをいくつ
かを記したいと思います。
〇検疫探知犬として訓練された特性。☆具体的
には、絶対に吠えない。例外は睡眠中に夢を見
て小さな声でワンワンとつぶやくような吠え方
をするくらいです。☆常に冷静でいる。他の犬
種では、犬同士が合うとキャンキャン吠えたり、
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人に飛びついたりしますが、バッキーはいつも
すました顔をしてしっぽを振りながらさわやか
に接しています。
〇検疫探知犬としてのサガ：☆とにかくにおい
フェチ。家の中でも、散歩中でも常に臭いをか
いでいないと気が済まないようです。気になる
においがあると気が済むまでかぎ続けるので、
散歩が進まないこともしばしば。
〇バッキーの嫌いなこと：☆歯磨きが大嫌い。
毎晩、顔を押さえつけて無理やり歯磨きしてい
ますが、気持ちよく歯を磨いてくれる様子は見
られない。☆お風呂も嫌い。やはり犬ですので、
シャワーを浴びていないと匂ってくるのでシャ
ンプーしますが、シャンプーされると察知する
と近寄ってくれません。仕方がないので抱っこ
してお風呂に連れていきシャワーします。一度
シャワーがかけられるとしっぽを巻いて、かつ、
体を震わせながら、観念しておとなしくはなり
ます。☆雨。おしっこやウンチは屋外でしかし
ないので、どうしても外に連れていく必要があ
りますが、雨が強いときは家からなかなか出て
くれません。せっかくかわいいカッパを買って
あげたのに。☆カブトムシ：夜、散歩の途中で
道の上でカブトムシがごそごそしており、バッ
キーの反応を興味深く観察したところ、最初は
鼻を寄せてクンクン、そして突然びっくりした
のか、後ろ飛びジャンプで逃げました。空港に
はカブトムシはいないので初体験だったので
しょう。
〇バッキーの好きなこと：☆とにかく食べるこ
と。食い意地が張っていて、エサがもらえると
なると急に元気になります。困ったことは散歩
の途中でダンゴムシを食べることです。☆散歩
すること。散歩をするとなると玄関でバッキー
ダンスをして喜びを表現します。☆耳を撫でら
れること。耳を撫でてあげると気持ちよさそう
な顔をして「フワー」となまめかしい溜息をし
ます。条件反射なのでしょうか。
バッキーは今と題して、生活の一片を紹介し
ましたが、我が家に来た当初は、他人行儀でし
たが、最近は私と妻をご主人様であり、友人で
あると認識したようで、じーっと目を見つめた
り、体を摺り寄せたりで、家族の一員になれた

ようです。私たち夫婦もバッキーがいると会話
が増えましたし、家内は散歩に連れて行った甲
斐があって、体重も順調に減っているようです。
老々介護といわれますが、仲良く楽しく過ごし
ています。

現在のバッキー

・人事異動
　（令和２年４月２日～８月1日）
… （総務部庶務課）

※出張所長・課長以上の異動、動検外との異動、新
規採用、退職に係る異動を掲載

（令和２年４月12日）
出来総一郎　任期満了（門司支所鹿児島空港出

張所（臨時的任用））

（令和２年５月１日）
武藏　　恵　羽田空港支所検疫第１課（消費・

安全局動物衛生課保健衛生班飼養
衛生係長兼内閣事務官（内閣官房
副長官補付））

原谷　那美　北海道・東北支所検疫課（臨時的
任用）

茶屋原文子　北海道・東北支所検疫課（臨時的
任用）

関根　徹平　羽田空港支所東京出張所（臨時的
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任用）
古賀　愛海　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
杉浦　香織　羽田空港支所検疫第１課（臨時的

任用）
谷崎さとみ　羽田空港支所検疫第１課（臨時的

任用）
吉田　艶枝　神戸支所広島空港出張所（臨時的

任用）
岩村　智子　沖縄支所那覇空港出張所（臨時的

任用）
福永佐和子　沖縄支所那覇空港出張所（臨時的

任用）

（令和２年６月30日）
竹内　椋子　退職（関西空港支所検疫第１課（臨

時的任用））

（令和２年７月１日）
尾坂　優之　羽田空港支所調整指導官兼検疫部

付（検疫部付）

（令和２年８月１日）
石本　　渚　羽田空港支所検疫第２課兼消費・

安全局動物衛生課〔令和２年９月
30 日まで〕（羽田空港支所検疫第
２課）

松永　幸子　総務部庶務課（臨時的任用）
粟村　　恵　精密検査部海外病検査課兼中部検

査・診断センター駐在（臨時的任
用）

・勤続30年及び20年の職員紹介
… （総務部庶務課）

〇 30 年表彰
小岩井正博（北海道・東北支所長）
籠島　恵介（北海道・東北支所仙台空港出張所

長）
澤田奈津子（成田支所旅具検疫第３課長）
相田　美穂（成田支所貨物検査課）
渕上佐知子（羽田空港支所次長）
藤澤　景子（羽田空港支所検疫第１課）

増田　真人（関西空港支所次長）
佐藤　一之（関西空港支所調整指導官）
宮﨑　健治（神戸支所庶務課長）
山口　賢郎（神戸支所検疫課長）
吉岡　成美（門司支所検疫第３課長）

〇 20 年表彰
玉置　　敦（総務部会計課）
福原　久江（精密検査部微生物検査課長）
上地　幸子（羽田空港支所統括検疫管理官）
間　　夏彦（羽田空港支所検疫第２課）
野地沙也加（中部空港支所検疫課）
藤岡　友人（門司支所検疫第１課）

・令和２年７月の出来事

〇…ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止
措置が解除（7月 2 日）

〇…ウルグアイ及びスイスからの乳製品に添付さ
れる検査証明書様式が更新（7月 21 日）

〇…ポーランドからの家きん肉等の輸入一時停止
措置が解除（7月 30 日）
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・令和２年度初任者紹介

【総務部会計課】 【検疫部動物検疫課】 【検疫部動物検疫課（併任）】
三方　勇人 西銘　浩平 小川　倭
私は、
効率的に
業務を遂行
できる
事務官に
なりたい。

私は、
他言語を
話せる
防疫官に
なりたい

私は、
笑顔を
忘れず、
食の安全を
守れる
防疫官に
なりたい。

【総務部庶務課】 【検疫部畜産物検疫課】 【検疫部動物検疫課（併任）】
田中　花奈 池田　智行 酒田　光輝
私は、
明るく
親しみやすい
事務官に
なりたい。

私は、
約束を守る
防疫官に
なりたい。

私は、
人に感謝
される
防疫官に
なりたい。

【企画管理部企画調整課】 【精密検査部危険度分析課】 【検疫部動物検疫課（併任）】
中尾　蘭那 壷井　翔太 佐藤　美緒
私は、
バランスの
とれた
防疫官に
なりたい。

私は、
日々学び
続ける
防疫官に
なりたい。

私は、
社会に貢献する
防疫官に
なりたい。

【検疫部動物検疫課】 【川崎出張所】 【検疫部動物検疫課（併任）】
粂井　彩 眞井　優 陳内　麗衣
私は、
動物も人も
守れる
防疫官に
なりたい。

私は、
柔軟にものを
考えられる
防疫官に
なりたい。

私は、
忠実な
防疫官に
なりたい。
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【検疫部動物検疫課（併任）】 【北海道・東北支所検疫課】 【成田支所旅具検疫第２課】
髙木　香奈 松井　優実 余地　晃典
私は、
スマートな
防疫官に
なりたい。

私は、
初心を忘れず
人も動物も
大切にできる
防疫官に
なりたい。

私は、
誰からも
信頼される
防疫官に
なりたい。

【検疫部動物検疫課（併任）】 【成田支所旅具検疫第１課】 【成田支所旅具検疫第２課】
竹内　健太 池嶋　理奈 尾形　欣典
私は、
正しい判断が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
臨機応変に
迅速な対応が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
日本の
農業を守り
農家に
信頼される
防疫官に
なりたい。

【北海道・東北支所検疫課】 【成田支所旅具検疫第１課】 【成田支所旅具検疫第２課】
千葉　葵 佐藤　舞佳 江上　明李
私は、
学び続ける
防疫官に
なりたい。

私は、
広い視野を
持って行動
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
知識豊富で
誰からも
頼りにされる
防疫官に
なりたい。

【北海道・東北支所検疫課】 【成田支所旅具検疫第１課 【成田支所旅具検疫第２課】
鈴木　有樹 山崎　みのり 吉野　好太郎
私は、
臨機応変に
行動できる
防疫官に
なりたい。

私は、
いかなる
状況下でも
対応力のある
防疫官に
なりたい

私は、
誠実な
防疫官に
なりたい。



− 16 −

No.4 − 16

【成田支所貨物検査課】 【羽田空港支所検疫第２課】 【中部空港支所検疫課】
風間　幹也 武渕　紀里 佐藤　ひなた
私は、
畜産物に
詳しい
防疫官に
なりたい。

私は、
常に
ポジティブで
冷静な判断が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
仕事を丁寧に
こなし、
信頼される
防疫官に
なりたい。

【羽田空港支所検疫第１課】 【羽田空港支所検疫第２課】 【中部空港支所検疫課】
松尾　茜 西村　英里奈 髙見　奈央
私は、
公正な判断が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
心身ともに
強靱な
防疫官に
なりたい。

私は、
明るく元気で
正確に業務を
こなす
防疫官に
なりたい。

【羽田空港支所検疫第１課】 【羽田空港支所検疫第２課】 【関西空港支所検疫第１課】
大野　瞳 山谷　由香 渡邉　佳耶
私は、
迅速な対応が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
気品と知識を
備えた
防疫官に
なりたい。

私は、
一生懸命に
働く
防疫官に
なりたい。

【羽田空港支所検疫第１課】 【中部空港支所検疫課】 【関西空港支所検疫第１課】
西川　菜摘 小田原　寧々 重森　恒佑
私は、
適切な対応を
行うことが
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
信頼される
防疫官に
なりたい。

私は、
日本の
畜産農家を
守る
防疫官に
なりたい。
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【関西空港支所検疫第１課】 【神戸支所検疫課】
土井　桃子 𠮷田　南海
私は、
法令に
精通した
説得力のある
防疫官に
なりたい。

私は、
広い知識と
視野を持った
防疫官に
なりたい。

【関西空港支所検疫第１課】 【門司支所検疫第１課】
野島　玲 佐藤　莉奈
私は、
相手を理解し
信頼される
防疫官に
なりたい。

私は、
丁寧に
分かりやすく
説明ができる
防疫官に
なりたい。

【神戸支所検疫課】 【沖縄支所検疫課】
𠮷川　沙也果 照屋　夏月
私は、
国民に
信頼される
防疫官に
なりたい。

私は、
しなやかな
防疫官に
なりたい。

〇人事交流の方

【検疫部動物検疫課】 【門司支所検疫第２課】
駒井　圭 岩田　亜美
私は、
的確な判断が
できる
防疫官に
なりたい。

私は、
視野の広い
防疫官に
なりたい。
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（令和2年5月、6月）
●輸入畜産物（前年同月比）
　5月分の全体の輸入量は前年同月比 88.5％と減少しました。また、6月分の全体の輸入量は前年同月比 100.6％とほぼ同じでした。
●輸出畜産物（前年同月比）
　5月分の全体の輸出量は前年同月比 106.5％と増加しました。また、6月分の全体の輸出量は前年同月比 136.2％と増加しました。
… （単位：KG、アンプル、個）

品目名　 輸入 輸出
5月 6月 5月 6月

骨類

骨 1,316,026 1,151,574 － 9,000 
砕骨 1,274,736 577,900 － －
蹄角 10,172 15,162 － －
骨腱 12,655 12,889 － －
蹄角粉 － 36,000 － －
その他の骨 － － － －

計 2,613,588 1,793,526 0 9,000 

肉類

牛肉

冷蔵 23,206,409 23,449,006 86,961 160,560 
冷凍 37,759,592 31,128,476 139,655 274,002 
その他 13,511 9,371 － －
加熱処理 64,282 81,638 － －

豚肉

冷蔵 32,631,104 32,596,873 1,654 4,493 
冷凍 62,248,373 55,219,542 299,664 260,940 
その他 5,940 975 － －
加熱処理 807,000 709,937 － －

めん羊肉 2,589,168 1,478,643 － －
山羊肉 20,373 59,788 － －
鹿肉 44 489 0 1 
その他の偶蹄類肉 － － － －
加熱処理その他の偶蹄類肉 1 4 － －
ハム 236,337 204,249 － －
加熱処理ハム 11,293 19,763 － －
ソーセージ 1,210,175 1,516,764 492 569 
加熱処理ソーセージ 830,460 899,830 － －
ベーコン 346,391 184,389 3,105 340 
加熱処理ベーコン 1,036 4,696 － －
馬肉 343,776 359,935 － －
うさぎ肉 5,203 1,876 － －
犬肉 － － － －
家きん肉 37,786,494 55,632,334 753,630 937,174 
家きん加熱処理肉 34,674,552 36,395,580 － －

非加熱
その他の肉

牛 234,171 57,253 － 3,154 
豚 69,753 41,914 200 50 
家きん 123,962 59,697 10,866 15,464 
その他 196,446 132,977 8,434 2,801 

加熱処理
その他の肉

牛 240,404 392,875 － －
豚 2,517,832 2,526,574 － －
家きん 2,574,908 2,776,885 － －
その他 339,720 268,161 － －
計 241,088,710 246,210,494 1,304,662 1,659,548 

臓器類

牛臓器 130,642 65,790 20 －
豚臓器 34,661 23,584 － 2,000 
その他の偶蹄類臓器 9,390 3,614 － －
加熱処理牛の臓器 － － － －
加熱処理豚の臓器 － － － －
加熱処理その他の偶蹄類臓器 － － － －
偶蹄類以外の臓器 57,159 42,874 1,251 1,160 
消化管等 2,554,982 2,175,634 17,322 26,690 
加熱処理消化管等 － － － －
ケーシング 461,217 373,217 2,880 －
脂肪 4,643,269 4,960,139 465 15,461 
非加熱その他の臓器 － － － －
加熱処理その他の臓器 － － － －
加熱処理家きん臓器 193,731 285,559 － －
加熱処理その他の家きん臓器 16,267 17,876 － －

計 8,101,318 7,948,288 21,938 45,311 

卵類

殻付卵 － － 1,495,284 1,079,070 
液卵 479,692 402,056 1,068 6,204 
その他の卵 3 21,700 1,365 312 

計 479,695 423,756 1,497,717 1,085,586 

皮類

牛皮 2,357,782 2,514,001 1,057,310 1,346,686 
豚皮 96,037 77,899 5,098,726 6,249,195 
めん羊皮 － 14,154 － －
山羊皮 － － － －
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（単位：頭、羽、個、群）

動物名 輸入 輸出
5月 6月 5月 6月

牛

　乳用繁殖用 － － － －
　肉用繁殖用 － － － －
　肥育用 1,485 1,495 － －
　と畜場直行用 － － － －
　その他 － － － －

豚 　繁殖用 360 390 － －
　その他 － － － －

　めん羊 － － － －
　山羊 － － － －
　その他の偶蹄類 － － － －

馬

　繁殖用 － 3 － －
　乗用 － 12 － －
　競走用 3 9 － －
　肥育用 113 99 － －
　と畜場直行用 － － － －
　その他 － － － －

　その他の馬科 － － － －
　うさぎ 61 184 1 1 
　初生ひな（鶏） － 64,986 － －
　初生ひな（その他） － － － －
　種卵（個） － － － －
　蜜蜂（群） － － － －
　指定検疫物以外の動物 10,785 11,594 
　犬 126 244 128 188 
　猫 49 83 39 89 
　あらいぐま － － － －
　きつね － － － －
　スカンク － － － －
　サル － 580 

品目名　 輸入 輸出
5月 6月 5月 6月

皮類

鹿皮 18,779 7,082 － －
その他の偶蹄類の皮 － － － －
馬皮 47,556 95,832 － －
うさぎ皮 27,148 20,053 － －
犬皮 － － － －
その他の皮 － － － －

計 2,547,302 2,729,021 6,156,036 7,595,881 

毛類

牛毛 － － － －
豚毛 1,531 940 － －
羊毛 － － － －
山羊毛 1,650 3,936 45 400 
鹿毛 － － － －
その他の偶蹄類の毛 1,024 305 － －
馬毛 3,900 18,092 10 －
うさぎ毛 － － － －
羽毛 98,671 364,003 20,700 21,165 
犬毛 － 50 － －
その他の毛 16,920 － 9,102 1,512 

計 123,696 387,326 29,857 23,076 

乳製品類

チーズ 23,690,200 26,887,472 259 154 
バター 1,170,653 1,898,754 － 50,375 
偶蹄類動物の飼料用乳製品 6,495,350 6,164,470 － －
その他の乳製品 3,629,337 5,050,337 69,502 68,499 

計 34,985,540 40,001,032 69,761 119,028 

ミール類

血粉 213,949 332,621 － －
肉粉 6,012 9,679 － －
肉骨粉 － － － －
皮粉・羽毛粉 － － － －

計 219,961 342,300 0 0 

その他

精液（アンプル） 80,523 85,036 4,585 3 
受精卵（個） 305 456 － －
ふん・尿 － － － 0 

計 － － － 0 

わら類

穀物のわら 17,116,250 16,629,410 － －
飼料用の乾草 5,100 － － －
その他 142,530 60,780 － －

計 17,263,880 16,690,190 0 0 
総計 307,423,690 316,525,933 9,079,970 10,537,430 

※　解放重量ベースの速報値
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動検時報はこちらにも掲載しています。
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/
　　　　　　　　　pamphlet.html#jiho

最新のトピックスは
　　　　こちらへ➡

動物検疫所のホームページ https：//www.maff.go.jp/aqs/
農林水産省のホームページ https：//www.maff.go.jp/
OIE のホームページ http：//www.oie.int/eng/en_index.htm
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動物検疫所では、私たちの行う水際での検疫業務をより
多くの人にわかりやすく知ってもうために、漫画を作成
しました。この漫画は絵の得意な農林水産省の職員が作
成してくれました。動物検疫所のホームページに掲載し
ていますので、是非、一度読んでみてください。動物検
疫所を知ってもらうきっかけになれば幸いです。

◎動検通信（検疫部畜産物検疫課長）
「キーケン」、私を含めてほんの少し（？）年配の皆様には馴染みのある言葉となっていますが、動物検疫所
の特に若手職員に改めて問いかけてみると、実はよくわからないといった声が多く聞かれます。動物検疫所内
では当課のことですが、一般には当課が所在する横浜第二合同庁舎を指します。（ちなみに同じ横浜市内にあ
る本所は、キーケンと区別して、入り口の横にある橋の名前から「八幡橋」と呼ばれています。）
歴史話となりますが、幕末期に黒船（ペリー）が来航した３年後の安政６（1859）年に開港した横浜港は、

その後明治期まで、貿易額が全国の８割近くを占める日本最大の港となりましたが、横浜港と日本の近代化に
大きく貢献したのが生糸（きいと）貿易でした。生糸は開港直後から昭和初期まで横浜港における輸出品目
の第１位でしたが、粗悪品も見受けられたため、純国産生糸の質とブランドを固守する目的で、明治 29（1896）
年に横浜（現・中区本町）に官立の生糸検査所が設立され、その後関東大震災を経て、大正15（1926）年に
現在地（中区北仲通）に再建されました。庁舎は当時ではモダンな鉄筋コンクリート造４階建で屋上には噴
水庭園が設けられ、市民からは生糸検査（きいとけんさ）所＝「キーケン」の愛称で親しまれました。平成２
（1990）年に横浜市認定歴史的建造物として認定されましたが耐震耐久性の問題から解体され、平成７（1995）
年に大改築が行われ、横浜第二合同庁舎（第二合庁）として現在に至っています。現第二合庁は高層棟（23
階建）と独立した低層棟（４階建）から成り、当課の事務所が入る低層棟は旧生糸検査所（キーケン）の外
観を復元した造りで、正面玄関上部には桑の葉と蚕の成虫（蚕蛾）を組み合わせた紋章が掲げられ、さらに側
面の柱には繭と桑の葉をモチーフにした浮き彫りが施されています。
キーケンを出ると横浜高速鉄道みなとみらい線の馬車道駅が地下にありますが、今年６月27日、駅地上出

口に直結した場所に「北仲ブリック＆ホワイト」と呼ばれる新商業文化施設がオープンしました。横浜市最
大規模・最高層マンション、長・短期宿泊施設、レストラン・ショッピング等の複合施設のほか、キーケンに
付属した歴史的建造物が同施設内に新築復元されています。また道路の反対側には６月29日に横浜市庁舎（市
役所）が移転し、JR桜木町駅とのアクセスもさらに良くなりました。コロナが終息した折にはぜひ足を運ば
れてみてはいかがでしょうか！？


