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○ What's New !

　少し遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。表紙の写真は現在、大活
躍中の動植物検疫探知犬たちです。
　今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、世界中から多くの人々が日本を訪
れます。
　動物検疫所では、期間中、昨年４月から取り組んでいる海外からの畜産物の違法な持込者
に対する罰則適用の厳格化対応等に加え、職員の増員、検疫探知犬の増頭などを含め、今年
も引き続き水際対策の強化に努めてまいります。本年もよろしくお願いいたします。
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◎年頭の挨拶
（動物検疫所長）

令和２年の年頭に当たり、謹んで御挨拶申し上
げます。

日頃より動物検疫所の活動に御理解と御協力
を賜り、心より御礼申し上げます。

さて、昨年は、国内での CSF（豚熱）の発生
の拡大、アジアでの ASF（アフリカ豚熱）のま
ん延、さらに９月には韓国での ASF の発生など、
動物検疫をめぐる情勢は極めて厳しいものとな
りました。

一方、訪日外国人は、韓国からの訪日客の減少
が見られるものの、総じて増加を続けており、そ
のうち約 85％は ASF、口蹄疫等が継続的に発生
しているアジアからの来訪者で、これらに伴い、
越境性動物疾病の我が国への侵入リスクは高ま
るばかりです。

動物検疫所としましては、関係省庁による閣僚
級会議、局長級会議等を通じて、関係省庁との連
携を強めつつ、諸般の水際強化対策を講じて参り
ました。特に、旅行客の不法な畜産物の持込みに
対し、空海港の職員の増員、検疫探知犬の増頭、
SNS を通じた案内や外国の空港のチェックイン
カウンターでの案内、機内アナウンスなどの事前
対応型広報に加え、生産者や都道府県の方々との
持込み防止連携キャンペーンも全国的に展開し
ました。さらに、４月 22 日からは罰則適用の厳
格化を行い、違反者のパスポート内容をスキャン
し、リスト化し、警告書の交付を行っています。
また、税関・警察等関係機関の御協力により、５
件８名の逮捕者を出しました。

こうした取組の成果が少しずつ現れており、違

法持込み畜産物の１件当たりの重量は総じて減
少し、成田空港、関西空港、羽田空港では総件数
も減少しています。

今年は、家畜伝染病予防法の改正が予定されて
います。家畜防疫官の検査権限の強化、罰則の強
化、広報活動の促進などについての法的な位置付
けがなされれば、さらなる強化対策に繋がるもの
と期待しています。

また、動植物検疫探知犬について、今年度内に
53 頭まで、来年度中にはさらなる大幅な増頭を
図ることとしています。併せて、携帯品検査を補
助するための検査補助員を追加配置します。その
ほか、検疫探知犬を活用した入国者の携帯品検査
において、動物検疫カウンターへの誘導を効率的
に行うためのセキュリティータグの導入、畜産物
を違法に持ち込んだ者への対応を厳格化するた
めの情報収集体制の強化等を図ることとしてい
ます。

いよいよ、今年は東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会が開催されます。馬術競技
出場馬に対する検疫対応はもちろんですが、選手
団や観光客など出入国者の増加が見込まれるこ
とから、検疫探知犬の増頭、臨時的な家畜防疫官
の採用、動物係留施設の利用調整及び業務の効率
化による各所からの応援職員の派遣などにより、
大会期間中は職員を大幅に増やし、検疫強化に当
たります。

一方、郵便物の検査においても、対応する検疫
探知犬を増頭させるとともに、関係機関との連携
強化により一層の検疫強化対策を実行します。

畜産物検査においては、リスク評価の上、より
効率的な運用に改め、検査室関係では、検査室の
信頼性確保の取組、国内の支援も含めた監視伝染
病全体の診断体制の整備、調査研究等を引き続き
進めてまいります。

我が国で海外からの越境性動物疾病を発生さ
せないためのメカニズムとして、まずは動物検疫
所による水際検疫、そして病原体を農家に侵入さ
せないため、家畜の口に届かせないための農家の
防疫対策がありますが、その間には侵入した病原
体を農家に近づけない努力も必要と考えていま
す。そのために、都道府県、生産者団体と連携し
て、外国人研修生や外国人コミュティへの注意喚
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起等を行ってまいります。
今年は、昨年以来続けてきた水際強化対策をさ

らに発展させ、関係者の方々との御協力、連携の
下、より厳しい、さらには世界最高レベルの検疫
体制の構築に向け、職員一同、引き続き緊張感を
持って、その使命を全うしたいと思います。

本年も動物検疫に対する皆様の御支援・御協力
をよろしく願いします。

◎動物検疫関連情報
・ 令和２年度組織・定員要求について

（企画管理部企画調整課）

令和２年度組織・定員要求では、訪日外国人旅
行者の増加に伴う検査増加に的確に対応できる
検査体制を確保することを要求し、以下のとおり
合計 16 名の定員増が認められました。

①各空港における国際便の増加への対応
・北海道・東北支所検疫課　新規増員１名
・成田支所旅具検疫第１課　新規増員５名
・中部空港支所検疫課　　　新規増員５名
・神戸支所四国出張所　　　新規増員１名

②各海港におけるクルーズ船の増加への対応
・羽田空港支所東京出張所　新規増員１名
・沖縄支所石垣分室（新設）新規増員１名
・沖縄支所平良分室（新設）新規増員１名

その他、動物検疫所における高齢職員の活躍の
場の拡大等推進のために川崎出張所に新規増員
１名が認められました。

・ 令和２年度予算概算決定について
（総務部会計課）

令和２年度歳出予算については、継続事業の一
部を減額し拡充の予算要求を行った結果、以下の
とおり認められました。

（１）検疫探知犬による検査実施体制整備費
（２）検疫事業費　
（３）輸出入・港湾関連情報処理システム関連経

費

（４）動物検疫システム運用経費等、全体で対前
年度比 113.3％ 5,712,949 千円の予算が認めら
れました。

また、施設整備費については、神戸支所苅藻検
疫場の検査棟建替（第 3 期工事）他１件が認めら
れ、対前年比 86.3％ 207,121 千円となりました。

（１）神戸支所苅藻検疫場の検査棟建替（第３期
工事）202,249 千円

（２）関西空港支所検疫場霊長類舎改修工事（設
計費）4,872 千円

・ 罰則適用の厳格化対応状況報告
（企画管理部危機管理課）

動物検疫所では、我が国への ASF（アフリカ豚
熱）の侵入リスクの高まりを踏まえ、水際での検
疫強化を目的として、平成 31 年４月 22 日から、
海外からの畜産物の違法な持込者に対してパス
ポート内容をリスト化することや警告書の交付
など、罰則適用の厳格化対応を実施しています。

今回、新たに２事例を御紹介します。
[ 逮捕事例① ]

・逮捕年月日：令和元年９月３日
・到着港：東京国際空港（羽田空港）
・輸入者：タイ国籍１名
・所持物：豚肉ソーセージ 1.0 kg

[ 逮捕事例② ]
・逮捕年月日：令和元年10月15日
・到着港：関西国際空港
・輸入者：ベトナム国籍３名
・所持物：１回目　豚肉ソーセージ、豚肉調
　　　　　　　　　整品 5.25 kg　
　　　　　２回目　犬肉 17.6 kg
　　　　　３回目　牛肉 2.0 kg
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動物検疫所は、海外から悪性伝染病を日本へ侵
入させないため、今後も税関、警察等の関係機関
との連携強化を図り、これまで以上に水際検疫を
厳しく実施していきます。

・ 台湾の検疫制度を視察～後編～
（企画管理部企画調整課）

前月号に続いて、令和元年 10 月３、４日に訪
問した台湾動植物防疫検疫局と台湾の水際対応
を御紹介します。

＜クルーズ船検査＞
基隆港では台湾発のクルーズ船（前港は日本の

石垣港）から下船する旅客検査を視察しました。
空港同様、手荷物のＸ線検査、検疫探知犬による
探知のほか、検疫補助員が旅客に「動植物は持込
みできません。」「罰金があります。」「持込の可否
が分からない物があれば申告してください。」と
中国語でアナウンスし、旅客が税関検査を受ける
前の自主申告や、検疫専用ボックスへの自主放棄
を促していました。

クルーズ船旅客への声掛け

なお、台湾では法改正により違法な畜産物の持

込みに対する罰金の増額、罰金を支払えない者や
再犯者に対する入国拒否等、厳しい罰則が定めら
れています。旅客が畜産物等を所持していた際、
検疫局への自主申告や検疫探知犬により所持が
確認されたものをその場で放棄した場合は、罰則
は適用されませんが、検疫探知犬の検査や検疫局
の声掛けをかいくぐり、入国の最後の関門である
税関検査で畜産物の所持が確認された場合に、こ
れらの罰則が適用されるそうです。

＜国際郵便物検査＞
台湾では、海外から航空機で輸送される郵便物

は桃園空港に、船舶で輸送される郵便物は基隆港
に到着し、台北郵便局に集約されます。旅客携帯
品と同様、郵便物も税関によるＸ線検査が行わ
れ、主に ASF リスク国からの郵便物に対して検
疫探知犬による探知も行われていました。

中華圏では中秋月に月餅（豚肉入り）を贈る文
化があり、郵便での月餅の贈り物が増えるなど、
時期により検査品が急増することもあるようで
す。ASF 侵入対策としての法改正により、現在
は台湾へ国際郵便で肉製品を郵送することが禁
じられており、検疫探知犬や税関のＸ線検査等で
肉製品が見つかった場合は、郵便物は肉製品以外
の同梱物も含めて焼却処分されるか、送り主の元
に返送されます。

検疫探知犬による郵便物の探知

＜最後に＞
台湾では、過去に台湾で大規模に発生した口

蹄疫のときの教訓を生かし、ASF 侵入を防ぐた
めに国家一丸となって様々な対策に取り組んで
いました。旅客携帯品や郵便物の検査だけではな
く、離島の海岸に漂着する豚死体、違法漁船に搭
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載されている豚肉などの侵入経路も想定した関
係省庁への教育、事例発生時のシミュレーション
を行っているとのことでした。一方で、我が国で
関係機関の協力の下に行っている海外系航空会
社での機内アナウンス、在外国日本大使館（特に
在中国大使館）を通じた海外向けの情報配信など
は、非常に興味を持っている様子でした。

同じ島国である台湾と日本は水際対応が似て
おり、今回、現場の検疫官同士で意見交換するこ
とで、お互いが参考になる点を見いだす良い機会
となりました。

アジアにおける ASF 発生は 2018 年 8 月以降、
12 地域（令和２年 1 月 26 日時点）で確認され、
最も距離が近い韓国でも確認されています。今後
も気を緩めることなく水際対応に取り組んでま
いります。

・ 沖縄県でCSF発生！
～横浜から沖縄まで防疫資材を緊急運搬～

（企画管理部 / 総務部会計課）

動物検疫所では防疫服、長靴、マスク、手袋、
消石灰等の消毒薬等の防疫資材を保管し、国内で
家畜の伝染性疾病が発生した際には、都道府県か
らの要請に基づき、これらを貸与する体制を整え
ています。

今回、沖縄県での CSF 発生に伴い、沖縄県ま
での長距離を通常の輸送手段で、防疫資材を運搬
していたのでは間に合わないため、動物検疫所職
員が横浜本所から沖縄県まで手荷物として防疫
資材を運搬しました。防疫資材運搬を行った職員
に当日の様子を伺いましたので紹介いたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

動物検疫所総務部会計課の金田一と申します。
その日は通常どおり出勤し、通常業務を行ってい
ました。ところが、突然、飛行機に乗り沖縄県ま
で防疫資材を運搬するよう指示があり、急遽、沖
縄に飛び立つことになりました。

防疫資材と共に那覇空港に到着後、防疫資材を
受け取り、手荷物受取場から出ると、那覇空港出
張所の職員が出迎えてくれました。その後、那覇
空港出張所の職員と共に、沖縄県庁職員の車に防
疫資材を積み込みました。

以上で、私の防疫資材運搬作業は終了となりま
した。普段、事務官の私が現場に向かうことはあ
りませんが、このような形で沖縄県での CSF の
防疫作業に貢献できたことを誇りに思っていま
す。今後、沖縄県での発生が終息することを願っ
ております。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

防疫資材を運ぶ金田一さん

防疫資材を積み込む金田一さん

・ クンくんがゆるキャラグランプリに！
　結果は？

（企画管理部企画調整課）

動物検疫所の検疫探知犬イメージキャラク
ター「クンくん」。キャンペーン等で活躍してい
るので御存知の方も多いと思います。

このクンくんが、今回初めて『ゆるキャラグ
ランプリ 2019 企業・その他部門』にエントリー
しました。動物検疫所のメールマガジン「動検
NEWS」やイベントの際にお知らせしてきたとこ
ろですが、『ゆるキャラグランプリ 2019』の投票
期間は、令和元年８月１日～ 10 月 25 日の約３か
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月でした。
そして気になる結果は・・・。参加 361 キャラ

クター中 183 位。残念ながらあと一歩で上位半
分に食い込む事ができませんでした。とはいえ、
910 票を獲得。応援いただいた皆様、ありがとう
ございました！

そして、嬉しいことに今年初めて福岡県の女の
子からクンくんに年賀状をいただきました！ゆ
るキャラグランプリに参加することによって、よ
り多くの方に動物検疫所のことを知っていただ
けたということがとても励みになりました。

令和２年はゆるキャラグランプリ最後の年と
なりますが、またエントリーを予定しています。
次回は、より上位にランクされるよう、応援よろ
しくお願いします！

・ 「俺たちの豚肉を食ってくれ！2019」
へ参加しました

（企画管理部企画調整課）

令和元年 11 月９日～ 10 日、東京・日比谷公園
にて、一般社団法人 日本養豚協会主催の「俺た
ちの豚肉を食ってくれ！ 2019」（通称：俺豚）の
イベントが開催されました。
「俺豚」は、全国各地の若手養豚生産者が集結

して、国産の銘柄豚肉を来場者に無料で堪能して
いただき、国産豚肉の消費拡大を応援するイベン

トです。
動物検疫所も会場に出展スペースをもらい、ポ

スターやパンフレットを設置して動物検疫制度
の周知を行いました。会場ではクンくんも活動
し、親子連れに大好評でした。「テレビで検疫探
知犬特集を見たよ」と声を掛けてくださる方や検
疫探知犬の役割を子供に説明しているお父さん
やお母さんの姿も見受けられ、検疫探知犬の認知
度の高さを実感することができました。

一方、海外から肉製品などの畜産物を持ち込め
ないことを知らない方も多く、動物検疫制度の更
なる周知の必要性を痛感しました。

ASF（アフリカ豚熱）の国内侵入の危険性が
高まっている現在、日本の養豚産業を守るために
は、私たち動物検疫所が水際検疫を強化すること
はもちろんですが、海外旅行者の理解と協力も必
要不可欠です。今後もこのような広報活動を通じ
て動物検疫制度の周知に努めていきます。

※ナイス君：ナイスポークチバ推進協議会のキャ
　　　　　 ラクターです。

・ 動物検疫所長がラジオ番組に出演！ラジ
オで広報活動を実施

（企画管理部）

令和元年 11 月 30 日、12月１日に「持込み注
意！海外の肉製品」というテーマで伊藤動物検
疫所長が秋元才加さんと JOY さんとトークした

「秋元才加と JOY の Weekly Japan!!」が TOKYO 
FM をキー局とする JFN 系全国 38 局ネットで放
送されました。今回、収録に参加した伊藤所長に
感想をいただきました。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「たいへん良い機会を頂き、少しでも違法な肉

類の持込みが減ればと出演しました。放送室は派
手なスタジオのイメージとは違い、実際は意外と
質素で手作り感満載でした。最初は緊張からか噛
んでしまい、お二人をびっくりさせましたが、暖
かい場を作ってもらい、どうにか皆さんに我々の
メッセージを伝えることができたのではないか
と考えています。

お二人の軽妙な会話に感心させられましたが、後
で聞いたことには、大変高度な編集技術があること
から、あんなにも伸び伸びと話せているようです。

また、話の構成など一般の方々からの視点を踏
まえたものでしたので、我々も習うべきところが
ありました。」
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

今後も輸出入検疫制度や動物検疫所の活動を
広く知っていただくため、様々な機会を捉えて広
報活動を展開していきます。また、放送されたラ
ジオ音声は政府広報オンライン HP にバックナ
ンバーとして掲載されています。是非、御視聴く
ださい。

【政府広報オンライン HP】
https://www.govonline.go.jp/pr/media/radio/

w_japan/backnumber/201911.html
検索サイトで「政府広報 肉製品」と検索して

ください。
＜バックナンバー 2019 年 11 月分＞

・ 祝！横浜港に新クル－ズ船ターミナル誕
生

（検疫部畜産物検疫課）

令和元年 10 月、畜産物検疫課から徒歩 10 分の
場所にある新港ふ頭に、新しい客船ターミナル

（通称；ハンマーヘッド）が誕生しました。みな
とみらい線馬車道駅からも徒歩圏内であり、ア
クセスは横浜にあるクルーズ船ターミナルの中
でも抜群に良いロケーションにあります。１F に
は、CIQ エリアの他、ショッピングできる店舗や
飲食施設、３階から５階にかけては国際ブランド
ホテルが併設されており、利便性に長けたクルー

ズ船ターミナルとなっています。長い施工期間を
経て、ようやく完成した 10 月 25 日、CIQ エリア
内においてめでたく竣工式が開催され、動物検疫
所長が出席しました。

横浜港のクルーズ船ターミナルは、大さん橋、
大黒ふ頭、山下ふ頭に加えて新港ふ頭と全部で４
か所になり、今年のゴールデンウイークには、日
本初の６隻同時着岸も予定されております。こう
してこれからますます外国人観光客だけでなく、
クルーズ船に乗船する人が横浜に集まり、今年は
オリンピック・パラリンピックも開催されること
から、より一層賑やかになることが予想されま
す。一方、アジア地域の各国では、ASF が発生
しており、日本への侵入が危ぶまれております。
そのような中、クルーズ船の乗船客が中国から日
本に持ち込もうとした豚肉調整品から、ASF ウ
イルス遺伝子が検出されました。ここ横浜港か
ら、日本国内に ASF をはじめとする越境性動物
疾病が侵入しないよう、クルーズ船における旅客
への口頭質問及び出入国者向け広報キャンペ－
ンにさらなる力を入れ、水際対策を強化していき
たいと思います。

ちなみに・・新しいふ頭ターミナルの通称がハ
ンマーヘッドとなった理由は、かの有名なサメと
は全く関係ありません。約 100 年前、人力による
荷役や小舟はしけによる沖合の船との荷役が主
流であった日本において、クレーンによる荷役の
先駆けとなる国内初港湾荷役専用イギリス製ク
レーン（その形状からの愛称：ハンマーヘッド）
が新港ふ頭に設置されたためです。

国内初港湾荷役専用イギリス製クレーン
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・ 旅客が持ち込む豚肉製品を介したASF
ウイルス（ASFV）の米国への侵入リス
クについて～米国での研究の紹介～

（成田支所旅具検疫第２課）

西ヨーロッパ及びアジアでの ASF の発生増加
を受けて、米国でも ASF の自国への侵入につい
て研究が行われています。この度、米国への侵入
リスクについての論文が発表されましたので、概
要について御紹介いたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本研究は、スペイン及び米国の研究者により行
われ、以下について分析が行われました。

（１）ASFV に汚染された豚肉製品が米国の空港
に持ち込まれる確率を推定。

（２）これらの豚肉製品が税関をすり抜けて
ASFV が米国内に侵入する確率の推定と、西
ヨーロッパ及びアジアにASFVがまん延した
時期の前後の比較。

（３）米国の空港、出発国及び月ごとに、（２）の
確率がどのように異なるか。

その結果は以下となります。
ア　ASFV に汚染された豚肉製品が米国の空

港に持ち込まれる年平均確率は、0.21 と推定
された。

イ　これらの豚肉製品が税関をすり抜けて
ASFVが米国内に侵入する年平均確率は、
0.11 と推定された。すなわち、少なくとも９
年に一度、ASFV が米国内に侵入する可能
性がある。西ヨーロッパ及びアジアにASFV
がまん延した 2018年より前と比較すると、
この確率は 188.33% 高かった。また、ASFV
が米国内に侵入する確率に大きな影響を与
える入力パラメーターは、①中国での感染の
確率、②税関で豚肉製品を検出しない確率で
あった。

ウ　米国の空港のリスクは、以下の５空港で
90% 以上を占めていた。
Newark-NewJersey / (46.38%), George 
Bush-Houston–Texas / (32.71%), Los 
Angeles-California / (5.18%), John F. 
Kennedy–New York / (5.04%), San Jose-
California / (2.87%)

　　出発国のリスクは、以下の５か国で 97 %
を占めていた。

　　中国（38.35%）、香港（29.33%）、ロシア
（26.92%）、ポーランド（2.43%）

　　月別のリスクは、夏期、特に７月に高かっ
た。

本研究の結果から、旅客による ASFV に汚染
された豚肉製品の持込みにより、米国への ASFV
侵入リスクが高いことが分かった。2018年より
も前と比較すると、ASFV 侵入リスクは 188.33%
高かった。また、国別のリスクは、中国、香港、
ロシア及びポーランドに集中していた。中国から
の不法持込みが多い原因は、米国は中国よりも豚
肉の生産コストが高く、生産量が少ないことが考
えられる。

ASFV 侵入リスクは観光客が増加する夏（特に
７月）に高かった。人的・物的資源が限られてい
る場合は、的を絞った ASFV の予防・摘発措置
を講じることが重要である。本研究の結果より、
米国の５空港、特に夏に的を絞ることが有効であ
るかもしれない。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

米国での研究結果は、日本の水際検疫と直接
リンクするものではありませんが、日本におい
ても、同様に分析している ASF の侵入のリス
クを考えていく参考となると思います。内容に
興味のある方は、「Risk of African swine fever 
virus introduction into United States through 
smuggling of pork in air passenger luggage 
SCIENTIFIC REPORTS (2019) 9:14423」を御覧
ください。

・ 係留施設紹介～横浜本所～
（検疫部動物検疫課）

本号より動物検疫所が全国に所有する係留施
設について紹介していきます。第１弾は横浜本所
の係留施設です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

動物検疫は、動物の伝染病の侵入を防止するた
め、世界各国で行われている検疫制度です。海
外では口蹄疫、ASF（アフリカ豚熱）、鳥インフ
ルエンザなどの動物の伝染病が数多く継続的に
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発生しています。これらの伝染病がひとたび我が
国に侵入すれば、日本の畜産業は甚大な被害を受
け、国民生活にも様々な影響を与えることになり
ます。このため、家畜伝染病予防法で、牛、豚、
めん羊等の偶蹄類動物、馬科動物、鶏、あひる等
の家きん、うさぎ、蜜蜂等は、輸入時に動物検疫
が必要な動物に指定されており、動物検疫所の係
留施設で一定期間留め置き、伝染病にかかってい
ないか検査を行います。

横浜本所の係留施設は、JR 根岸線の根岸駅か
ら西に徒歩約 10 分の横浜市磯子区原町にありま
す。係留施設のある検疫エリアは根岸湾に面して
おり、面積は約 27,000㎡、西側は明治時代に造ら
れた人口河川の堀割川と接しています。検疫エリ
ア内には JR 根岸線や首都高速湾岸線が高架で走
行していますので、電車や自動車で気付かずに通
過している人もいらっしゃるかと思います。

係留施設は、その性質上、外部との隔離性が求
められ、病原体を外部から持ち込まない、外部に
は持ち出さないことが重要になります。そのた
め、検疫エリアへの立ち入りを厳しく制限してお
り、入場の際は、専用の服と長靴に更衣し、退出
する際はシャワーを浴びます。動物を運搬する車
両は、検疫エリアの出入口に設置された車両消毒
装置で入念に消毒を行います。

検疫エリアには、動物を収容する畜舎が１号畜
舎～ 12 号畜舎の計 12 棟あり、このうち、１号畜
舎と６号畜舎（放厩舎）は馬の飼養管理に特化し
た構造の馬専用畜舎、12 号畜舎は豚の飼養管理
に特化した構造の豚専用の畜舎となっています。
伝染病の疑いのある動物を隔離するための特別
隔離畜舎も１棟設置されています。係留中の動物
の飼養管理は、動物の輸入者自ら又は輸入者から
委託された管理人が寝泊まりしながら行うため、
畜舎には浴室や台所を備えた宿泊用の部屋も設
けられています。この他に付帯施設として、車両
消毒装置、解剖・焼却室、堆肥舎等も設置されて
います。

横浜本所の係留施設に収容される動物は、かつ
ては船舶で横浜港に輸入されていた時代もあり
ましたが、近年は全て航空機で成田空港に到着し
た動物を陸路で横浜本所に輸送しています。動物
の種類は、現在はサラブレッド等の軽種馬や繁殖

用の豚が大部分を占めており、平成 30 年には軽
種馬 107 頭、豚 295 頭の輸入検疫を行いました。
また、動物園等に展示される動物も毎年輸入され
ており、これまでにキリン、ラクダ、シマウマ、
オカピ、カバ等の動物が輸入されています。

毎年春と夏の２回、地元の皆さまが企画する
「堀割川の日」というイベントが、横浜本所の一
般エリアを会場に開催され、多くの人で賑わいま
す。動物検疫所も業務説明コーナーを設け、来場
者をお迎えしています。春の開催時は、堀割川沿
いに植えられた桜並木が見頃となりますので、お
花見を兼ねて足を運ばれてはいかがでしょうか。

◎所内情報
・ 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、北海道農政事務所で御活躍中の千賀あ
かねさんからメッセージをいただきました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

北海道農政事務所の千賀と申します。
動物検疫所では、名古屋港などで貨物検査等の
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港湾業務、羽田空港などで携帯品検査や犬猫検査
の空港業務を経験させていただきました。

平成 31 年４月から、北海道農政事務所の生産
経営産業部生産支援課に在籍しています。北海
道農政事務所は農林水産省における地方農政局
等のひとつであり、生産や消費の現場により近い
国の機関として、（１）食料・農業・農村に関す
る施策の普及・地域の実態の把握、（２）食品の
安全性の確保のための監視・指導と消費者行政、

（３）主要食糧業務の実施、（４）食品産業行政の
推進、（５）生産及び経営を通じた農業施策の一
体的な推進、（６）農村及び中山間地域の振興、

（７）統計の作成及び提供等について、地域の実
情に合った各般の施策を実施しています。

私の所属する生産支援課の酪農・畜産グループ
は、畜産関係者等に対する生産及び経営を通じた
農業施策の一体的な推進を担っており、環境負荷
軽減型酪農経営支援事業（エコ酪事業）、畜産・
酪農収益力強化総合対策基金等事業（畜産クラス
ター事業）等の補助事業により、進展する国際化
の中で、増頭による収益性の向上とともに、増頭
を下支えするための草地及び環境対象の推進を
主に担当しています。仕事仲間からの協力も得つ
つ、畜産行政や補助金等の事務処理に係る関係法
令について、知見を広めさせていただいていま
す。

北海道には全国の４分の１を占める広大な農
耕地があり、特に生乳生産においては、全国の約
５割を占める酪農王国です。そのため、北海道
内の畜産農家等は農林水産省の施策に対して高
い期待があり、このことは、補助事業への参加者
数や、業務で接する関係者の話からも実感できま
す。

動物検疫所の在籍時は、水際という国内の畜産
農家とは離れた場所にいることが多かったため、
業務の中で畜産農家の意見を聞く機会はほとん
どなかったように思います。現在得られる情報を
新鮮に感じるとともに、農林水産省の施策を深く
知ることの重要性、また、今後何ができるのかを
考えることの必要性を認識しながら日々精進し
ております。

現在、ASF（アフリカ豚熱）のアジア地域各国
での発生に伴い、ASF に対する畜産関係者の関

心も高まり、気の抜けない検疫強化が続く中、今
年はオリンピック・パラリンピックも開催されま
す。出入国者が増加することで、水際検疫の現場
は正念場になることと思いますが、動物検疫所の
皆様の益々の御活躍をお祈り申し上げます。

・ 職員便り
～アイアンマンレースで優勝～

（精密検査部危険度分析課）

精密検査部危険度分析課の西口明子課長がこ
の度、トライアスロンのレース、アイアンマン
レースで優勝されました。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

令和元年９月に台湾で開催されたアイアンマ
ンレースで年代別優勝しました。アイアンマン
レースは鉄人レースとも呼ばれ、トライアスロ
ンの中でも１種目ずつの距離が長く、スイム
3.8km、自転車 180km、ラン 42.2km（フルマラソ
ン）の３種目を１日で行います。制限時間は 17
時間、早朝にスタートし、私の場合 12 時間ほど
かかります。オリンピックで行われるトライアス
ロン（スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km）
とは距離が異なるので、別の競技に近いです。ア
イアンマンレースは 18 歳以上であれば誰でも挑
戦できる予選レースが世界各地で開催されてお
り、５歳刻みの年代別カテゴリーで上位を獲得す
ると、毎年 10 月にハワイ島のコナで行われる世
界選手権への出場権を獲得できます。参加人数が
少ない女子カテゴリーでは、各予選の優勝者へ１
枠だけ用意されています。今回私は夏季休暇を利
用してアイアンマン台湾に出場しました。
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幼少期から運動好きでしたが、子育て時期に体
を動かすことがめっきり減り、腰痛や首の痛みが
気になっていた頃、これは体が運動を欲している
サインだと認識、すきま時間にランニングや水泳
を始め、いつまでも元気なお母さんでいる道を選
びました。40 歳で競技用自転車に乗り始め、距
離の短いトライアスロンレースに参戦、42 歳で
フルマラソンを完走できたことで自信を得て、ア
イアンマンレースに初挑戦することになったの
が 2009 年。今回で 10 回目の完走となりました。

レース時間はとても長いので、走りながら食べ
たり飲んだりします。スイム中は食べませんが、
自転車を漕ぎながらカステラや大福等を食べま
す。ランで固形物を飲み込むのは難しいので、液
体の補給がメインになります。エネルギーの消費
だけでなく、汗で脱水や塩類バランスが崩れるの
で、普段のトレーニング中に色々な補給食を試し
ておきます。食べ物やドリンクはエイドステー
ションでもらうこともできますが、タイムロスす
るので、自分の口に合ったものを自転車やポケッ
トに携行しています。実践ではコース設定や当日
の天候コンディションに合わせたペース配分が
重要になるので、体の声を聞きながら、補給する
タイミングや走行ペースを調整します。最近はパ
ワーメーターを付けて出力ワット数を管理する
選手も多くなっていますが、私はアナログ派で、
自分の呼吸が一番の指標になります。アップダウ
ンの場所、標高差、風向きと風速、路面状況、エ
イドステーションの位置は頭に入れておきます。
パンクやメカトラブルもあり得ますし、一日のう
ちに熱中症対策と低体温症対策の両方が必要に
なることもあります。今回の台湾は、透明度の高
い泳ぎやすい海、アップダウンが多く強風が吹く
離島ならではの自転車コース、そしてランはと
ても複雑な周回コースで U ターンが 24 回もあり
コースミスに要注意だったので、かなり細かく
予習しました。そのおかげで、最後のランでは
後続選手とのタイム差をフラフラな頭ながら要
所々々で確認することができ、余裕を持って優勝
することができました。

優勝者には 2020 年の世界選手権出場権が贈ら
れましたが、その出場権は２位の選手に譲りまし
た。表彰式の後、せっかくの機会なのになぜ行か

ないのかと質問攻めにあいました。これまで世界
選手権は３回出場させていただいており、次に世
界に行くときには是非とも表彰台（５位以内）に
上がりたいので、自分で納得いく練習が積める環
境になってから、改めて世界へ挑戦したいと思っ
ているからです。この先、年齢が上がるに従って
戦い方も変わっていくでしょうが、さらなるパ
ワーをつけて、コナの強風の中でも実力を発揮で
きるようにトレーニングを積んで世界に挑戦し
たいと思っています。

最後にアイアンマンレースで求められるもの：
「日々の練習の積み重ね」「時間を有効に使うため
の計画と自己管理」「入念な情報収集と危機管理」

「臨機応変な対処と即決力」「反省と次への目標設
定」。どれも実生活に役立ちます。

・ 職員おすすめ御当地グルメ紹介

本号より、全国で活躍する動物検疫所職員よ
り、おすすめの御当地グルメを紹介するコーナー
を開始いたします。記念すべき第１段は沖縄支所
検疫課です。
○沖縄おにぎり（沖縄支所検疫課　佐藤　華）

沖縄おにぎりは、私が沖縄に来て初めて出会っ
たおにぎりたちの総称です。ささみフライやメン
チカツといった揚げ物など、がっつり系のおかず
をそのまま御飯に挟んでいるのが、沖縄おにぎり
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の特徴です。具が大きすぎるので握るというより
御飯で挟み込んでいる形が多く、１個でもおなか
いっぱいになるほどのボリュームがあります。県
内のコンビニには鮭や梅といった定番の具と並
んで沖縄おにぎりも売られていて、具材には揚げ
物の他、スパムと卵焼き、ハンバーグなど種類が
豊富で、その日の気分に合わせて選ぶのも楽しい
です。沖縄おにぎりがあるためか、コンビニでは
おにぎりを買うと「温めますか？」と必ず聞かれ
ます。初めて聞かれた時に、戸惑ってなぜか断っ
てしまい後で悔やみました。

出張で沖縄の離島にも頻繁に行くのですが、自
分好みにおにぎりを作れる小さな商店にはまり、
手軽に食べられるので朝ご飯にしたり、おやつに
したりと私の出張のおともになっています。皆様
も沖縄に行かれた際は、是非スーパーやコンビニ
に並ぶおにぎりにも注目してみてください。おに
ぎりを買う時は、温めてもらうのをお忘れなく。

○牛肉そば（沖縄支所検疫課　松田　莉朋）
沖縄県北部に行った時に薦められたのが牛肉

そばです。牛肉ともやしの炒め物が麺の上にてん
こ盛りに盛られており、「な、なんだ！！」イン
パクトがあったので写真を撮ってみました。上に
載っている牛肉もやし炒めはコショウがきいた
スパイシーなもので食べ出すと止まりません。そ
してこのもやし炒めを食べきらないとどんぶり
の中の麺が登場しないという、なかなかボリュー
ムのあるそばです。是非ともおなかを空かせて食
べることをお薦めします。

○ぜんざい（沖縄支所検疫課　松田　莉朋）
ぜんざいといえば小豆を甘く煮た冬に食べる

あったか～い汁ものというのが一般的かと思い
ますが、沖縄のぜんざいは反対です。かき氷の中
や上に金時豆（小豆ではありません！）などの甘
い煮豆がのった、つめた～いものが一年中でてき
ます。夏が長い沖縄で、暑さでくたびれている時
に食べる冷たく優しい甘さのぜんざいは体にし
みてとても癒やされます。暑い日にぜんざい？暑
い日だからぜんざいです。

・ 令和元年度畜霊祭について
（総務部庶務課）

令和元年 11 月６日（水）、秋晴れの中、横浜本
所で令和元年度畜霊祭が執り行われました。本所
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管内で 10 月までの１年間に処分された豚１頭、
初生ひな 4,616 羽、迷入猫５頭のほか、９月にこ
の世を去った初代検疫探知犬クレオを追悼し、献
花を行いました。

・入省半年を経て（平成31年４月採用）

〇天川　清仁（関西空港支所検疫第１課）
　関西空港支所検疫第１課へ配属となり半年が
経過しました。少し業務に慣れてきたと感じる一
方で、まだまだ知識や経験の不足を感じる日々を
送っています。
　私がこの半年間を通じて特に印象に残ったこ
とは、畜産物の違法な持込者への対応の厳格化に
ついてです。対応の厳格化以降にテレビや新聞等
でも大きく報道された影響もあり、最近は以前よ
りも肉製品所持の自己申告をする旅客が増加し
ているように感じます。一方で、日本の検疫制度
について何も知らずに海外から肉製品を持ち込
んでしまう旅客もまだまだいます。また、放棄に
なかなか応じてもらえずにもどかしい思いをし
た経験もありました。どうして持ち込むことがで
きないのかについて、どのような説明をすれば相
手の方に理解してもらえるかということは常に
心掛け、納得させることのできる力を今後も養っ
ていきたいです。
　2020 年には東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に伴い海外からの旅行者の増加が見込
まれ、家畜の伝染性疾病の侵入のリスクが高まる
ことが予想されます。４月から家畜防疫官として
自信を持って業務に取り組み、日本の水際検疫に
より一層の貢献ができるように、これからも日々
精進していきます。

○山口　礼奈（関西空港支所検疫第１課）
　４月に関西空港支所検疫第１課に配属となっ
てから、携帯品検査や犬猫等の輸出入検疫、空港
業務について様々な方から指導いただきました。
また、動物検疫所内のことだけでなく、研修にて
空港内の検疫に関わる他省庁の方に指導いただ
く機会もありました。動物検疫について広く一般
の方に知ってもらうための広報活動に参加させ
ていただく機会もあり、動物検疫所として携わる

ことができる業務の広さを実感いたしました。そ
の中でも検査室業務を積極的に関わらせていた
だけたことが印象深く、科学的根拠があるからこ
そ的確な判断が可能であることを感じました。ま
た同時に、検査結果によって輸入者に対する対応
が決まるので、検査室業務に関わる際には常に緊
張感をもって業務に当たり、正しい手技の習得と
技術の向上を目指したいと思いました。
　携帯品検査や犬猫等の輸出入検疫の業務にお
いては、一般の方に動物検疫について理解してい
ただく難しさを実感いたしました。分かりやすい
言葉選びや根拠となる法令等について常に意識
しながら自身の動物検疫についての知識や技術、
経験を蓄え、臨機応変な対応ができるよう努めて
参りたいと思います。

○有沢　柊（神戸支所検疫課）
　平成 31 年４月に動物検疫所神戸支所検疫課に
配属され、半年間の研修期間中に港での検査だけ
でなく空港での検査や郵便物検査についても学
ぶことができました。また、知識の基盤となる家
畜伝染病予防法や他法令についての座学では、法
律の成り立ちや、法律が業務とどのように関連し
てくるのかということも学ぶことができました。
　神戸支所では他支所よりも多様な畜産物や動
物が輸出入されており、それぞれに対応できるよ
うに幅広い知識や経験が必要です。毎日の電話対
応では、自分が説明していることは正しいのだろ
うか、相手に上手く伝わっているのだろうかと不
安になります。今後はそのような不安を払拭する
ために、より積極的に川上・川下の視察や調査に
行ったり、自身で興味関心を持ち論文誌や畜産関
係の雑誌から情報を収集し、「言葉の重み」を身
に付けます。最後になりますが、各研修や日々の
業務において指導していただいた皆様にお礼申
し上げます。

○古澤　みのり（神戸支所検疫課）
　私は、４月に入省してから９月までの半年間、
港、動物の検査場又は施設、空港での研修に臨
み、一通りの動物検疫業務を学びました。また、
外部機関である食肉衛生検査所を見学する貴重
な機会もあり、生体が肉として流通するまでの
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流れや、と畜場法に基づく制度や検査について知
り、動物検疫業務について更に理解を深めること
ができました。
　私の所属する神戸支所では主に、阪神港に輸入
される商業貨物の検疫を行っています。入所当
初は、ヘルス、A コンテナ、シール等の用語は、
初めて聞くものばかりで、混乱することがありま
した。しかし、上司及び諸先輩方の丁寧な指導に
より、貿易の流れや動物検疫業務に関わる用語を
学び、徐々に書類検査及び現物検査が身について
いきました。阪神港は肉だけでなく毛、皮、魚粉
などの動物性加工たん白、稲わら等様々な畜産
物が輸入されます。これらの検疫に当たっては、
日々判断に悩むことも多いですが、そのようなと
きは、研修の中でいただいた「川上から川下まで
知ることが大切」という言葉を思い出し、ものの
特性や家畜伝染病予防法をはじめとする諸法令
をよく理解し、判断をしていくよう心掛けていま
す。

○潮田　夏澄（門司支所検疫第１課）
　門司支所検疫第１課では、船舶貨物の輸出入
畜産物検査や地方空海港での旅客の携帯品検査
を行っています。これまでの勤務を振り返ると、
どのような仕事にも共通することとは思います
が、覚えることが多く、難しい、向いていないと
後ろ向きになる半年間でした。近隣諸国で拡がる
ASF、検疫への高まる期待感、せわしい周囲の流
れに１人取り残され、心の中だけは誰よりもせわ
しなく過ごしました。
　どんなに要領が悪くとも、日頃より辛抱強く
指導してもらえる諸先輩に、この場をお借りし
て深く感謝申し上げま
す。今は周りにご迷惑を
かけることが多くありま
すが、少しでも負担を分
け合える職場の一員とな
れるよう日々の業務に一
生懸命取り組みたいと思
います。
　写真は熊本県にある九
州農政局で開催されたイ
ベントに参加したときの

ものです。季節は真夏で室内でも着ぐるみは暑
かったですが、共に参加していたくまモンを目標
に動き回りました。

・ 人事異動（令和元年12月２日～令和２
年１月１日）

（総務部庶務課）

（令和元年 12 月 15 日）
越智　昭子　 育児休業（神戸支所検疫課主任検疫

官）
（令和元年 12 月 17 日）
原田理恵子　 育児休業（精密検査部海外病検査

課）
（令和２年１月１日）
金野　愛彩　 総務部会計課（総務部庶務課）
北島　裕也　 検疫部管理指導課（検疫部管理指導

課兼消費・安全局動物衛生課）
宮本　英昭　 北海道・東北支所庶務課付（沖縄支

所庶務課会計係長）
岩﨑　俊輔　 北海道・東北支所検疫課主任検疫官

兼胆振分室駐在兼消費・安全局動物
衛生課付（北海道・東北支所検疫課
主任検疫官兼胆振分室駐在）

相田　善勝　 神戸支所次長兼検疫部付（神戸支所
次長）

横田　光浩　 沖縄支所庶務課会計係長（沖縄支所
庶務課庶務係長）

宅島　麻美　 沖縄支所庶務課（総務部会計課）
貞末　康子　 中部空港支所検疫課（臨時的任用）
北川　敬大　 関西空港支所検疫第１課（臨時的任

用）
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動物検疫所の所在地
（2020年1月1日現在）

動 物 検疫所
電話番号 F A X

総 務 部 庶 務 課 (045)751-5921 (045)753-3910
会 計 課 (045)751-5922 (045)751-6123

企画 管理部 企画調整課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5923 (045)754-1729
調 査 課 (045)751-5924 (045)754-1729
危機管理課 (045)751-5955 (045)754-1729

検 疫 部 管理指導課 (045)751-5937 (045)751-0549
動物検疫課 (045)751-5973 (045)751-5951
畜産物検疫課 〒 231-0003 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2合同庁舎 (045)201-9478 (045)212-4623

精密 検査部 微生物検査課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5943 (045)752-5466
海外病検査課 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-2中部検査・診断センター内 (0569)38-8515 (0569)38-8517
病理・理化学検査課 〒 235-0008 横浜市磯子区原町 11-1 (045)751-5947 (045)752-5466
危険度分析課 (045)751-5964 (045)752-5466

川崎出張所 〒 210-0869 川崎市川崎区東扇島 6-10かわさきファズ物流センタ－内 (044)287-7412 (044)287-7413
新潟空港出張所 〒 950-0001 新潟市東区松浜町 3710 新潟空港ターミナルビル (025)275-4565 (025)270-9741
静岡出張所

清水港事務所 〒 424-0922 静岡市清水区日の出町 9-1 清水港湾合同庁舎 (054)353-5086 (054)353-7634
静岡空港事務所 〒 421-0411 牧之原市坂口 3336-4富士山静岡空港旅客ターミナルビル内 (0548)29-2440 (0548)29-2449

北海道・東北支所 庶 務 課 〒 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルビル (0123)24-7011 (0123)24-6421
検 疫 課 (0123)24-6080 (0123)24-6091

小樽港事務所 〒 047-0007 小樽市港町 5-2 小樽地方合同庁舎 (0134)33-2460 (0134)25-1736
胆振分室 〒 059-1743 勇払郡厚真町字共和 17 (0145)28-3724 (0145)28-2755

函館空港出張所 〒 042-0952 函館市高松町 511番地 函館空港内 (0138)84-5415 (0138)84-5416
仙台空港出張所 〒 989-2401 名取市下増田字南原 仙台空港ターミナルビル (022)383-2302 (022)382-5805

成 田 支 所 庶 務 課 〒 282-0004 成田市古込字古込 1-1 第 2旅客ターミナルビル (0476)34-2340 (0476)34-2344
旅具検疫第１課 〒 282-0011 成田市三里塚御料牧場 1-1 第 1旅客ターミナルビル (0476)32-6510 (0476)30-3011
旅具検疫第２課 〒 282-0004 成田市古込字古込 1-1 第 2旅客ターミナルビル (0476)34-2342 (0476)34-2338
旅具検疫第３課 〒 282-0006 成田市取香字上人塚 148-1 第 3旅客ターミナルビル (0476)34-4260 (0476)34-4261
動物検疫第１課 〒 282-0001 成田市三里塚大字天浪字西原 254-1 (0476)32-6651 (0476)32-6641
動物検疫第２課 (0476)32-6658 (0476)32-6641
貨物検査課 〒 282-0021 成田市駒井野字天並野 2159 (0476)32-6655 (0476)30-3012
犬・猫輸出入手続窓口 (0476)32-6664 (0476)34-4261

羽田空港支所 庶 務 課 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-4 羽田空港 CIQ棟 4階 (03)5757-9751 (03)5757-9757
検疫第１課 (03)5757-9752 (03)5757-9758
(貨物合庁) 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎 (03)5757-9755 (03)5757-9760

検疫第２課 〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-4 羽田空港 CIQ棟 4階
東京出張所 〒 135-0064 東京都江東区青海 2-7-11 東京港湾合同庁舎 (03)3529-3021 (03)3529-3025

千葉分室 〒 273-0016 船橋市潮見町 32-5 船橋港湾合同庁舎 (047)432-7241 (047)432-7841

中部空港支所 庶 務 課 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-1 CIQ棟 5階 (0569)38-8583 (0569)38-8578
検 疫 課 (0569)38-8577 (0569)38-8585
(貨物合庁) 〒 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-1中部空港合同庁舎 1F (0569)38-8579 (0569)38-8587

四日市分室 〒 510-0051 四日市市千歳町 5-1 四日市港湾合同庁舎 (0593)52-6918 (0593)52-6918
名古屋出張所 〒 455-0032 名古屋市港区入船 2-3-12 名古屋港湾合同庁舎 (052)651-0334 (052)661-0203
(野跡検疫場) 〒 455-0845 名古屋市港区野跡 2-4-12 (052)381-3361 (052)389-2018

小松出張所 〒 923-0993 小松市浮柳町 小松空港内 (0761)24-1407 (0761)24-1341

関西空港支所 庶 務 課 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1番地 CIQ合同庁舎 (072)455-1955 (072)455-1990
検疫第１課 (072)455-1956 (072)455-1957
(貨物合庁) 〒 549-0021 大阪府泉南市泉州空港南 1番地 (072)455-1958 (072)455-1959

検疫第２課 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1番地 CIQ合同庁舎 (072)455-1956 (072)455-1957
(関西空港検疫場) 〒 549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北 1番地 (072)455-1964

（霊長類検疫施設） (072)455-1960 (072)455-1966
検疫第３課 〒 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 1番地 CIQ合同庁舎 (072)455-1956 (072)455-1957

神 戸 支 所 庶 務 課 〒 651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通 1-4-3 神戸防災合同庁舎 (078)222-8990 (078)222-8993
検 疫 課
(苅藻検疫場) 〒 653-0032 神戸市長田区苅藻通 7-1-7 (078)671-0266 (078)671-0266

大阪出張所 〒 552-0021 大阪市港区築港 4-10-3 大阪港湾合同庁舎 (06)6575-3466 (06)6575-0977
(一突検疫場) 〒 552-0022 大阪市港区海岸通 3-3-29 (06)6571-0328 (06)6571-0331

米子空港出張所 〒 684-0055 鳥取県境港市佐斐神町 1634米子空港ビル (0859)45-3800 (0859)45-3801
岡山空港出張所 〒 701-1131 岡山市北区日応寺 1277 岡山空港ターミナルビル (086)294-4737 (086)294-3275
広島空港出張所 〒 729-0416 広島県三原市本郷町善入寺字平岩 64-31 (0848)86-8118 (0848)86-8119

広島空港国際線旅客ターミナルビル
四国出張所

小松島港事務所 〒 773-0001 小松島市小松島町外開 1-11 小松島みなと合同庁舎 (0885)32-2422 (0885)32-2476
高松空港事務所 〒 761-1401 香川県高松市香南町岡 1312-7 高松空港内 (087)879-4654 (087)879-5444

門 司 支 所 庶 務 課 〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎 (093)321-1116 (093)332-5858
検疫第１課
検疫第２課 〒 800-0113 北九州市門司区新門司北 3-1-2 (093)481-7335 (093)481-7348
（新門司検疫場）
(太刀浦検疫場) 〒 801-0805 北九州市門司区太刀浦海岸 65 (093)321-0509 (093)331-4676

検疫第３課 〒 801-0841 北九州市門司区西海岸 1-3-10 門司港湾合同庁舎 (093)321-1116 (093)332-5858
博多出張所 〒 812-0031 福岡市博多区沖浜町 8-1 福岡港湾合同庁舎 (092)262-5285 (092)262-5283
福岡空港出張所 〒 812-0851 福岡市博多区大字青木 739番 福岡空港ビル (092)477-0080 (092)477-7580
長崎空港出張所 〒 856-0816 大村市箕島町 593 長崎空港ビル (0957)54-4505 (0957)20-7113
鹿児島空港出張所 〒 899-5113 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川字請口 4498-2 (0995)43-9061 (0995)43-9066

沖 縄 支 所 庶 務 課 〒 900-0001 那覇市港町 2-11-1 那覇港湾合同庁舎 (098)861-4370 (098)862-0093
検 疫 課
那覇空港出張所 〒 901-0142 那覇市字鏡水 280 那覇空港国際線ターミナルビル (098)857-4468 (098)859-1646

令和２年１月１日現在動物検疫所の組織図
（令和２年１月１日現在）
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（令和元年 11 月）
●輸入畜産物（前年同月比）
　11 月分の全体の輸入量は前年同月比 93.4％と減少しました。
●輸出畜産物（前年同月比）
　11 月分の全体の輸出量は前年同月比 104.2％と増加しました。

（単位：KG、アンプル、個）

品目名
輸入 輸出
11 月 11 月

骨類

骨 1,381,938 15,490 

砕骨 897,274 －

蹄角 39,939 －

骨腱 18,669 －

蹄角粉 － －

その他の骨 － －

計 2,337,820 15,490 

肉類

牛肉

冷蔵 24,962,197 179,545 

冷凍 28,308,490 198,114 

その他 8,955 －

加熱処理 174,998 －

豚肉

冷蔵 35,835,537 3,648 

冷凍 61,563,128 340,214 

その他 9,936 －

加熱処理 1,042,043 －

めん羊肉 1,357,436 －

山羊肉 50,428 －

鹿肉 1,300 －

その他の偶蹄類肉 － －

加熱処理その他の偶蹄類肉 － －

ハム 352,271 70 

加熱処理ハム 32,861 －

ソーセージ 1,649,845 144 

加熱処理ソーセージ 1,232,304 －

ベーコン 195,110 83 

加熱処理ベーコン 834 －

馬肉 475,564 －

うさぎ肉 4,807 －

犬肉 － －

家きん肉 51,529,987 1,056,214 

家きん加熱処理肉 39,883,410 －

非加熱 
その他の肉

牛 655,079 198 

豚 234,792 9 

家きん 150,440 13,524 

その他 51,603 14,210 

加熱処理 
その他の肉

牛 292,006 －

豚 3,196,230 －

家きん 3,375,268 －

その他 706,109 －

計 257,332,966 1,805,972 

臓器類

牛臓器 70,741 65 

豚臓器 65,532 －

その他の偶蹄類臓器 10,285 －

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 135,986 1,240 

消化管等 3,147,828 14,408 
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品目名
輸入 輸出
11 月 11 月

臓器類

加熱処理消化管等 － －

ケーシング 466,820 －

脂肪 3,948,797 10 

非加熱その他の臓器 157 －

加熱処理その他の臓器 － －

加熱処理家きん臓器 244,195 －

加熱処理その他の家きん臓器 350 －

計 8,090,691 15,723 

卵類

殻付卵 － 801,904 

液卵 463,561 3,108 

その他の卵 － 17,259 

計 463,561 822,270 

皮類

牛皮 3,034,936 1,266,750 

豚皮 41,349 4,930,286 

めん羊皮 220,624 －

山羊皮 － －

鹿皮 41,106 －

その他の偶蹄類の皮 － －

馬皮 45,572 －

うさぎ皮 34,200 －

犬皮 － －

その他の皮 － －

計 3,417,787 6,197,036 

毛類

牛毛 20 －

豚毛 2,250 －

羊毛 － －

山羊毛 25,900 20 

鹿毛 － －

その他の偶蹄類の毛 225 －

馬毛 4,494 －

うさぎ毛 5,440 －

羽毛 285,257 15,396 

犬毛 － －

その他の毛 － 26 

計 323,585 15,442 

乳製品類

チーズ 23,290,198 692 

バター 2,019,419 －

偶蹄類動物の飼料用乳製品 4,746,576 －

その他の乳製品 4,852,720 104,861 

計 34,908,914 105,554 

ミール類

血粉 160,688 －

肉粉 － －

肉骨粉 － －

皮粉・羽毛粉 － －

計 160,688 0 

その他

精液（アンプル） 62,652 －

受精卵（個） 422 －

ふん・尿 － －

計 － －

わら類

穀物のわら 21,957,820 －

飼料用の乾草 － －

その他 221,730 －

計 22,179,550 0 

総計 329,215,562 8,977,488 

※　解放重量ベースの速報値
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（単位：頭、羽、群）

動物名
輸入 輸出

用途 11 月 11 月

牛

乳用繁殖用 － －

肉用繁殖用 － －

肥育用 1,499 －

と畜場直行用 － －

その他 － －

豚
繁殖用 85 －

その他 － －

めん羊 － －

その他の偶蹄類 － －

馬

繁殖用 23 －

乗用 20 －

競走用 24 5 

肥育用 330 －

と畜場直行用 － －

その他 － －

その他の馬科 － －

うさぎ － －

初生ひな（鶏） 41,616 －

初生ひな（その他） 2,540 －

種卵（個） － －

蜜蜂（群） 771 －

指定検疫物以外の動物 10,792 

犬 522 571 

猫 165 146 

あらいぐま － －

きつね － －

スカンク － －

サル －

◎令和元年 12 月～令和２年１月の出来事
〇 米国から日本向けに輸出される家きん肉等及びペットフード原料用家きん肉粉の家畜衛生条

件が改正（12 月５日）
〇英国のサフォーク州からの生きた家きんの輸入が停止（12 月 11 日）
〇米国から日本向けに輸出される家きん肉由来ペットフードの家畜衛生条件が改正（12 月 13 日）
〇豪州から日本向けに輸出される繁殖牛の家畜衛生条件が改正（12 月 18 日）
〇ポーランドからの家きん肉等の輸入が停止（１月 6 日）
〇 ハンガリーのコマーロム・エステルゴム県からの生きた家きん、家きん肉等の輸入が停止（１

月 14 日）
〇スペインからの牛肉、めん羊・山羊肉の家畜衛生条件が締結（１月 15 日）
〇サウジアラビアへ輸出される国際交流競走出走馬の家畜衛生条件が締結（１月 15 日）
〇 ハンガリーのハイドゥ・ビハール県からの生きた家きん、家きん肉等の輸入が停止（１月 16

日）
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◎動検通信（北海道・東北支所長）
　このところ時代が変化するスピードが速くなった気がします。もはやインターネットの利用は日常
化し、スマホの普及、ＡＩ（人工知能）の実用化など、社会の高度情報化が要因の一つでしょうか。
身近でもスマホで公務メールが送受信できる環境が整い、通勤や出張先での時間が有効活用できるよ
うになりました。入省当時、１台のパソコンをシェアしていた業務環境からは隔世の感があります。
　「最も強い者だけが生き残るのではなく、最も賢い者だけが生き残れるのでもない。唯一生き残るの
は変化できる者である。」これは進化論を唱えたチャールズ・ダーウィンの言葉とされています。何
かのインタビューでも、創業 100 年を超える老舗の経営者が、時代に合わせてスタイルを変えてきた
から、今の時代に生き残っていると話していたことが強く印象に残っています。
　学生の頃、公務は変化の少ない仕事だろうと漠然と思っていましたが、振り返ってみると動物検疫
所という役所は時代に合わせて変わってきたことが分かります。特に、中国でＡＳＦ（アフリカ豚熱）
の発生が確認された一昨年８月以降は、罰則適用の厳格化など、携帯品検査を中心に一層の水際検疫
の強化を図ってきました。報道によると、法律改正による家畜防疫官の権限や罰則の強化なども見込
まれています。
　今は、これから５年 10 年先の動物検疫所の骨格ができ上がっていく大切な時期で、大きな変化の
時を迎えているように思います。我々は時代の要請に応じて、絶えず変化していくことが求められて
おり、動物検疫所の歴史も、それができることを示してくれています。期待をエネルギーにして、こ
れからも生産者をはじめとした国民から信頼される組織作りに力を合わせていきましょう。
　年末（御用納めの日）、北海道・東北支所でも事務所移転という大きな変化がありました。これは３
月末に完了する新千歳空港国際線ターミナルの拡張に伴うものです。工事しながらの玉突き移転で、
執務中の不便が多々ありましたが、日々変わる環境にも前向きに対応してくれた職員に感謝していま
す。バラバラだった事務室がワンフロアになりました。この機会に、ガバナンスの強化など、更なる
組織の進化を目指します。

編集・発行	 農林水産省
	 動物検疫所企画管理部
	 横浜市磯子区原町11－ 1
	 （045）－ 751－ 5921

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 http：//www.maff.go.jp/aqs/
農林水産省のホームページ http：//www.maff.go.jp/
OIE のホームページ http：//www.oie.int/eng/en_index.htm

イラストは今年の干支「ネズミ」姿のクンくんで
す。ネズミは動物検疫所が行う輸入検疫の対象動物
ではありませんが、厚生労働省検疫所が行う「輸入
届出制度」の対象となります。詳しくは厚生労働省
検疫所の HP を御覧ください。（ちなみに、クンくん
は犬なので動物検疫所が行う輸入検疫の対象動物
です）




