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横浜本所にある９号畜舎が改築され、キリンが入るように天井が高くなりました。
改築されて初めての輸入検疫がありました。アメリカから来た１才のキリン、ジョージくんです。
無事 2週間の検疫を終えて元気に動物園に送り出されました。
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◎トピックス
平成28年度支所長会議（第１回）及び平
成28年度動物衛生課・動物検疫所支所長
連絡会議の概要について
� （総務部庶務課、企画管理部企画調整課）

　平成 28 年 11 月１日、横浜本所において平成
28 年度動物検疫所支所長会議 ( 第１回 ) が開催
されました。
　会議の冒頭、小倉所長から、平成 28 年度下期
においては、リスクマネジメントの取組の推進
等による業務の正確、迅速かつ効率的な実施、農
畜産物の輸出促進の前提となる検査実施体制の
整備 ･推進、国民視点に立った動物検疫業務、組
織運営の実施、コスト意識を持った効率的な業
務運営、人材の育成、職員の健康・安全の確保及
び職場環境の改善を目標に掲げており、本日の
会議において活発な議論をお願いしたいとの挨
拶がありました。
　続いて、消費・安全局動物衛生課伊藤国際衛
生対策室長から、日頃の動物検疫業務や国内の
畜産関係団体への情報提供等に関して謝意が示
されるとともに、昨今の家畜衛生を巡る状況等
について説明があり、動物検疫所と協力して取
り組んでいきたいとの挨拶がありました。
　会議は議事次第に従い、「動物検疫業務のリス
クマネジメントの実施について」、「人材育成に
ついて」、「動物検疫業務の企画・運営について」
等、数多くの動物検疫関連事項について説明と
活発な意見交換が行われました。
　２日目は農林水産省（本省）において、動物
衛生課・動物検疫所支所長連絡会議が行われま
した。冒頭、熊谷動物衛生課長より、ＰＶＳ（獣
医組織能力評価）において日本が高評価となっ
たことへの感謝、輸出検査に関する広報の充実
及びマンパワーの補填の検討、若い人材の中長
期的な観点からの育成、科学的に説明できる検
査実施の重要性及び畜産物と生きた動物につい
ての検査のあり方などの課題等について話があ
り、本日の会議が有意義な意見交換の場となる
ようにしたいと挨拶がありました。
　続けて、小倉所長から、動物衛生課の企画調整
の下でしっかり水際対策に取り組んでいく必要

があり、乳製品等の指定検疫物化、輸出促進等に
ついて情報交換して動物衛生課と連携して取り
組んでまいりたいとの挨拶がありました。
　会議は、まず乳製品の動物検疫対応について
動物衛生課より、経緯と現状について説明があ
り、動物検疫所から実際の検査実施に向けた課
題等を説明し、今後も相互理解を深めて、適切な
検疫実施体制を検討することとなりました。輸
入畜産物の検査合理化については、動物検疫所
のこれまでの取組を説明した上で、ＢＳＥ発生
に伴う水際対策の見直しを動物検疫所各所の実
態を踏まえ要望しました。輸出促進に関しては、
我が国の重要施策として動物衛生課も取り組ん
でいるところであり、動物検疫所も同様に取り
組んでいることを意識共有しました。その他、
動物検疫所における検査機能の整備、ヨーネ病
の摘発等について意見交換し、動物検疫所と都
道府県の家畜衛生部局又は関係諸機関との協力・
連携・情報交換といったコミュニケーションが
不可欠であると改めて確認致しました。
　最後に、動物検疫所より、門司支所管内のク
ルーズ船対応状況、指定外港調査実施状況、郵便
物検査対応及び仙台空港での探知犬活動につい
て話題を提供し、意見交換を行いました。併せて、
今年発生したヨーネ病及び馬ピロプラズマ病摘
発群の大量自衛殺処分と焼却処分について説明
しました。以上のように、２日間にわたり動物、
畜産物の輸出入検疫に係る様々な意見が交わさ
れ大変有意義な会議となりました。

動物検疫協会との意見交換会について
� （検疫部畜産物検疫課）

　平成 28 年 10 月 19 日に動物検疫所大会議室に
おいて「動畜産物輸出入検疫協会との意見交換
会」を開催し、動畜産物輸出入検疫協会から鈴木
会長ほか 11 名、動物検疫所から小倉所長ほか 9
名が出席しました。開催に先立ち動物検疫所長
及び動畜産物輸出入検疫協会長の挨拶があり、続
いて企画管理部長が「動物検疫所の概要」、精密
検査部長が「調査研究課題」について説明を行っ
た後、畜産物検疫課長の議事進行により、協会側
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からの要望及び質問に対して動物検疫所側が回
答するという形式を基本として意見交換を行い
ました。
　協会側から寄せられた要望等のうち主たるも
のは、京浜三港（東京港、横浜港及び川崎港）に
おける検疫業務及び乳製品の指定検疫物化への
対応に関するものでした。後者については、動物
検疫所が取りまとめた空海港における乳製品の
取扱い状況等の調査資料をもとに、具体的な検査
対応は未定であるが、限られた人員の中で物流に
極力影響を与えない、効率的な検査体制の検討に
ついてできるだけ速やかに着手したいと回答し
ました。その他、来年度導入予定の税関の申告官
署自由化に伴う動物検疫業務の改正や方向性に
ついて質問があり、動物検疫所では、申請者や倉
庫業者の皆様の取組を伺いつつ、植物防疫所、厚
生労働省検疫所の動向を踏まえ動物検疫手続の
迅速化等、利便性の向上を図れるよう検討して参
りたいと回答しました。また、議事終了後の自由
討論の場において、小倉所長から業務の合理化と
質の向上は非常に重要で、動物検疫所内部でも絶
えず検討を行っており、今後とも業務に関する忌
憚のない意見、要望等を聞かせてほしいとの発言
がありました。
　会議では時間が限られる中、出席者による充実
した意見交換が行われ、また、終了後に動物検疫
所主催の懇親会を開催し、協会員との間でより一
層の良好な関係の構築が図られました。

平成28年度畜霊祭の開催について
� （総務部庶務課）

　平成 28 年 11 月９日、前日からの雨も上がり
青空が広がる中、横浜本所において平成 28 年度
畜霊祭が執り行われました。
　畜霊祭は動物検疫業務を成し遂げる中におい
て尊い犠牲となった家畜等の冥福を祈るととも
に、検疫業務の安全を祈願するもので、動物検疫
所職員のほか、毎年関係団体の方々にもご列席
いただき実施しております。
　横浜本所管内ではこの平成 27 年 11 月から平
成 28 年 10 月の一年間において、グレビーシマ
ウマ１頭、初生ひな８千羽、犬等３匹が死亡・処
分となっており、式典では、小倉所長の挨拶の後、
参列者一同で献花を行い、亡くなった家畜等の
冥福を祈りました。

加熱処理肉のモニタリング検査開始に
ついて
� （企画管理部企画調整課）

　中国、タイ等から輸入される偶蹄類動物や家
きん由来の加熱処理肉等は、平成 28�年 6�月 30�
日に「畜産物の輸入検査要領」（平成 24 年５月
29 日付け 24 動検第 164 号動物検疫所長通知）
を改正して抜き打ち検査（国別・種類別の実績
に応じ、現物検査の実施率を 100％から 20％に
する検査）の対象になりました。同時に輸入畜
産物の品質規格管理のためのモニタリング検査
を各所の状況に応じて計画的に実施することと
しました。

− 4−

No.1 − 4



　まずは、加熱処理肉等の輸出国における家畜
衛生条件の遵守状況、品質規格管理等について
科学的に確認することを目的とし、平成 28 年
10 月１日から、抜き打ち検査の実施対象とした
畜産物を検査材料として SDS-PAGE（SDS
（Sodium�dodecyl�sulfate）- ポリアクリルアミド
ゲル電気泳動）によるモニタリング検査を開始
しました。
　SDS-PAGE は、採取したサンプルで、70 度１
分間の加熱の有無を判定するものです。
　モニタリング検査の結果、加熱不十分である
ことが確認されたものについては、輸入者に情
報提供するとともに、水際対策強化に万全を期
してまいりたいと考えています。
　今後は、加熱処理肉等の加熱確認のみでなく、
その他の検査を実施することも検討してまいり
ますので、本モニタリング検査の計画的な実施
にご理解とご協力をいただきたく、よろしくお
願い致します。

◎調査研究報告
平成28年家畜衛生研修会（病性鑑定部門：
細菌）について
� （門司支所鹿児島空港出張所　齋藤　恵）

　平成 28 年 10 月 4 日～ 7 日に国立研究開発法
人　農業・食品産業技術総合研究機構　動物衛
生研究部門において開催された家畜衛生研修会
に参加し、「輸入初生ひなで見られた大腸菌症
について」を発表する機会を得ましたので、発
表内容について概要を報告します。
　なお、本研修は家畜保健衛生所の病性鑑定担
当者を対象とし、最近の知見についての講義と
各所からの事例報告が行われるものです。
【概要】当該ひな群は平成 27 年 10 月に輸入さ
れた鶏初生ひなである。検疫 4 日目の立入検査
時の臨床観察及び死亡ひなの剖検では異常を認
めなかったが、死亡羽数は増加し、検疫 7 日目
の時点で累計死亡率が 6.87％となった。翌 8 日
目の再立入検査では、群全体の活力は概ね良好
であったが弱小ひな及び脚弱症状を示すひなが
散見された。最終死亡率は 8.43％に達したが、

係留期間中の鳥インフルエンザやサルモネラ等
の各種検査及び臨床観察で監視伝染病を疑う所
見は認められず、検疫 15 日目に輸入検疫を終了
した。
【検査方法・結果】検疫 8 日目（9 日齢）の淘汰
ひなを検体とし、鶏脳脊髄炎及び鶏貧血ウイル
ス病 PCR（陰性）、病理組織学的検査、一般細菌
検査を実施した。剖検では一部の個体で肝臓ま
たは心臓に線維素の析出を認め、病理組織学的
には心外膜の線維素析出、脾臓の線維素析出及
び壊死、卵黄嚢の菌塊貯留等の所見が認められ
た。細菌培養検査では心臓と肝臓から大腸菌が
分離された（4 ／ 9 羽）。これら分離株 8 株の血
清型鑑別では、O-genotyping�PCR と凝集反応
により、O103（4 株）、O2（2 株）、O78（2 株）
と同定した。PCR による病原性関連遺伝子（iss、
iucD、tsh、ColV、astA）の検出では、株により
1 ～ 4 種の遺伝子を保有する異なるプロファイ
ルを示し、iss と iucD が国内同様に高率であっ
た。系統発生群型別では、B1 群（4 株）、B2 群（2
株）、D 群（2 株）に分類され、半数が ExPEC
に属していた。一濃度ディスク法による薬剤感
受性試験では、テトラサイクリン耐性が 2 株、
アンピシリン中間が 5 株に認められ、PFGE で
は血清型ごとに異なるパターンを示した。病理
所見と分離株の性状との関連性は明確にはでき
なかった。

【考察】病理組織学検査では大腸菌症の特徴的所
見が認められた。分離菌株は複数の血清型で、
病原性関連遺伝子の保有や PFGE パターンなど
の性状の異なる株が混在していた。鶏大腸菌症
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はストレスや免疫力の低下により発症リスクが
高まるため、長時間輸送によるストレスの軽減
対策が重要であり、輸入者による輸送中の補水
剤投与や入検後の CE 剤投与は有効だった。検
疫中の検査結果の開示等を通じて、今後も関係
者との情報共有を密にして現状の改善につなげ
たい。また、病理所見と血清型、病原因子の関連
性の解明には、さらなる分離菌株の性状解析デー
タの蓄積が必要である。

◎動物検疫関連情報
豪州産牛からヨーネ病が摘発された事例
の検疫対応について
� （神戸支所検疫課）

　近年、国内における肥育用素牛の高値の影響
で、乳用繁殖牛の不足が顕著となっています。
そのため今年度から乳用繁殖牛の輸入希望が急
増したところです。そのような状況において平
成 28 年５月 10 日に豪州から輸入され、苅藻検
疫場で輸入検疫を実施した乳用繁殖牛（９～
12 ヶ月齢、雌）300 頭について、ヨーネ病で多頭
数の摘発があり、検疫期間を延長して検査を実
施したので概要を報告いたします。
　当該牛群の豪州側での検査は家畜衛生条件を
充足しており、さらに上乗せ検査としてヨーネ
病については糞便のリアルタイム PCR 検査（以
下、qPCR）を実施しており、６頭の陽性があり
ましたが同居牛とともに排除されたとのことで
した。動物検疫所におけるヨーネ病の検査は糞
便からの qPCR 及び MGIT 液体培地を用いた菌
分離検査を実施しました。初回採糞材料（検疫
第３日）で実施した qPCRにて、定量陽性 16 頭、
定性陽性 21 頭（検体調整液 2.5µL 中 0.001pg 未
満の遺伝子を認めた個体）を認めました。大量
の摘発を認めたため、感染状況を確認するため
係留を延長し検査を繰り返すこととなり、３ヶ
月かけて５回の qPCR を実施したところ、定量
陽性で患畜とされた個体が 41 頭、定量陽性を除
き一度でも定性陽性を示した個体（以下、定性
陽性牛）28 頭が認められました。また MGIT 液
体培地を用いた菌分離試験においても陽性個体

が 29 頭認められ、qPCR 定量陽性牛以外でも、
定性陽性牛７頭、陰性の牛で２頭が陽性を示し
患畜とされました。
　最終的に、ヨーネ病患畜が 50 頭、定性陽性牛
が 21 頭となり、剖検を行った牛の臓器材料につ
いて qPCR を行ったところ、空回盲腸及びその
リンパ節材料で、患畜 20 頭中 17 頭、定性陽性牛
5 頭中 3 頭でヨーネ菌の遺伝子が証明されまし
た。
　検疫対応として同一ロットで摘発された BVD
− MD 持続感染牛７頭に加え、ヨーネ病患畜及
び定性陽性牛は随時隔離飼育後、自衛殺を指導
し、それ以外の牛については国内対策に準じて、
初回採便から３ヶ月間経過した時点で採便した
qPCRの結果が陰性であり、ヨーネ菌分離試験に
おいて、陽性結果が得られていない個体につい
ては解放することとなりました。また当該牛群
は輸入者の希望により用途変更し、肥育用とし
て飼育することとなったため、肥育用素牛とし
て 222 頭を８月 23 日に解放しました。
　当該牛群はヨーネ病の多数摘発のため、かつ
てない３ヶ月にも及ぶ係留検査を実施すること
となり、当該事例のために豪州からの牛の家畜
衛生条件が一時停止（８月 25 日解除）するなど、
大きな影響が生じました。今回 qPCR を複数回
実施しましたが、結果は必ずしも安定せず、菌が
非常に微量に間欠的に排菌されていることが示
唆され、若齢牛のヨーネ病診断の難しさが顕示
されました。現在も豪州側とヨーネ病の検査手
法については協議中でありますが、特に若齢期
は、個体の検査では限界があり、農場の清浄性が
より重視されるべきではないかと思われます。
乳用繁殖牛の不足は構造的な問題であり、輸入
希望の増加は今後も続くと思われますので、輸
入者と十分にコミュニケーションを取り、適切
な輸出検査のもと、清浄な地域や農場から健康
な乳用繁殖牛が輸入されるよう期待したいです。
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動物検疫に関する連絡会議の開催について
� （北海道出張所、中部空港支所）

　動物検疫所で実施している輸出入検疫業務や、
国内で海外悪性伝染病が発生した際の動物検疫
所の支援体制について、都道府県の家畜衛生担
当の方々に知っていただき、理解を深めていた
だくとともに、国と都道府県との連携強化を図
ることにより、地域における家畜衛生の向上と
動物検疫業務の円滑化に資するため、各地で「平
成 28 年度動物検疫に関する連絡会議」を開催し
ました。ここでは２カ所で行われた会議の概要
を報告します。

○北海道出張所
　平成 28 年 10 月 11 日に新千歳空港にある北海
道出張所において、12 日には胆振分室において、
動物検疫に関する連絡会議（北海道・東北各県）
を開催し、北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島
から家畜衛生担当者 19 名の方にご参加いただき
ましたので、その概要を紹介します。（岩手県は
国体開催準備のため欠席。）
　第１日目は、検疫部長による挨拶の後、動物検
疫の概要、輸出促進に向けた取組み、北海道出張
所・仙台空港出張所の概要、動物検疫所業績発
表会演題の概要等の説明を行いました。また、
靴底消毒マットの設置状況、輸出検疫カウンター
などの視察を行っていただくとともに、会議室
においてターゲットを用いた検疫探知犬２頭に
よるデモンストレーションを見学していただき
ました。その後、各道県の家畜衛生概況等の情
報交換を行うとともに、動物検疫に関する意見
交換も行い、参加者による活発な意見交換、質疑
応答がなされました。
　そのような中、広報等を動物検疫所と連携し
て推進している北海道庁からは、病原体の我が
国への侵入リスクとして注意すべきは、海外か
らの留学生や技術研修生による肉製品等の持ち
込みであり、留学生等の受入団体、招聘元等と十
分な連携をとりつつ対応していくことが重要で
あり、各県においても積極的な対応が必要と考
えている旨の発言がありました。
　２日目は、胆振分室の施設や業務概要の説明

及び検査の信頼性確保のため動物検疫所の取組
みを紹介しました。その後、実際に畜舎や解剖室・
焼却炉等付属施設を視察していただきました。
また、検査室も実際に見ていただき、標準作業手
順書（SOP）に基づく機器の管理、検査手順書、
検査結果記録書等の説明を行いました。
　参加者からは、ISO/IEC17025 の取得や維持
に関する質問や、信頼性確保のための組織作り
に関する質問が多くなされ、各道県の関心が高
いことがうかがわれました。
　今回の連絡会議の場を通じて、家畜衛生対策
について相互での協力体制が向上し、もって、日
本の家畜防疫体制の向上に資する機会になった
ものと考えています。最後になりますが、業務
が多忙の中、ご出席いただいた各道県の皆様へ、
また、開催にあたりご協力いただいた関係者の
皆様へ、実り多き連絡会議が開催できましたこ
と、この場をお借りして感謝申し上げます。

○中部空港支所
　10 月 18 日、平成 28 年度動物検疫に関する連
絡会議（北陸・東海ブロック）を名古屋出張所
野跡検疫場で開催しました。北陸・東海６県の
畜産主務課及び家畜保健衛生所、北陸及び東海
農政局、また、防疫資材の見学に静岡県から計
27 名が出席しました。
　午前中は、移動式レンダリング装置及び移動
式焼却炉の紹介ＤＶＤを視聴した後、野跡検疫
場で保管している大型防疫資材等の見学を行い
ました。今回の連絡会議は、移動式レンダリン
グ装置の定期点検日に合わせたため、当該装置
の製造・点検会社の担当者からも、設置スペース、
組立所要時間、必要作業人数等の説明があり、会
議出席者からの質問に対し適切に回答すること
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ができました。
　午後からは、動物検疫所から、①動物検疫の概
要（輸出促進に向けた取組を含む）、②動物検疫
所調査研究業績集（地域の特徴を生かした魅力
ある広報、携帯品未加熱家きん肉等の鳥インフ
ルエンザウイルス汚染状況調査、靴底消毒マッ
トの効果の検証及び旅客の靴底の病原体汚染状
況調査）、③動物検疫所における緊急時支援対応、
④中部空港支所の概要について説明・情報提供
を行った後、質疑応答・意見交換を行いました。
　会議出席者からは、靴底消毒マットの効果に
関する質問、移動式レンダリング装置により生
じた生成物の最終処分に関する質問等、午前中
の見学を合わせて多くの質問が出されました。
また、意見交換においては、海外からの入国者や
外国人研修生等に対する広報・啓発の取組につ
いて、動物検疫所及び各県の取組状況を情報共
有した上で、このような取組における双方の連
携について意見交換を行いました。また、検査
の信頼性確保の取組については、これまで行っ
てきた東海３県への説明・助言等を紹介し、今
後は北陸３県についても同様の助言が可能であ
る旨を説明しました。
　今回の連絡会議は、会議出席者から熱心な質
問があり、また、各県と動物検疫所の連携を深め
るため、双方からの情報共有や意見交換をする
ことでき、大変有意義な会議となりました。

都道府県への防疫演習参加について
� （企画管理部危機管理課）

　これまで、国内で口蹄疫や高病原性鳥インフ
ルエンザ等が発生した際、動物検疫所は防疫作
業等を支援する職員を派遣してきました。今後
も迅速かつ的確に殺処分、埋却等の防疫措置を
支援できるよう、各地で行われる防疫作業演習
に参加しています。昨年は延べ 33 名の家畜防疫
官が、各地の演習に参加させていただきました。
都道府県の皆様におかれましては、参加要望の
受け入れや案内通知を送付いただきありがとう
ございます。
　今年も、各地で行われた演習に参加させてい

ただきましたので、本号においては、群馬県、栃
木県、大阪府及び沖縄県で開催された防疫演習
の参加について、概要を報告します。

（１）栃木県及び群馬県への演習参加
　動物検疫課より栃木県塩谷南那須地区におい
て開催された口蹄疫防疫演習および群馬県中部
地域で開催された特定家畜伝染病防疫演習に参
加したので、その概要を報告します。
　栃木県の演習では、口蹄疫が発生した場合に
備え、その際の初動防疫体制について演習を通
して検証し、各関係機関・団体の果たすべき役
割を再確認することを目的として開催されまし
た。
　群馬県の演習では、高病原性鳥インフルエン
ザ発生を経験した熊本県城北家畜保健衛生所平
野所長を講師として招き、「高病原性鳥インフル
エンザ発生時の防疫対応とその後の農場経営再
開」の演題での講演があり、熊本県の実際の防
疫作業現場での経験談について話され、講演後
も活発な質疑応答が行われました。
　海外悪性伝染病の防疫作業では、殺処分作業
はもちろん、防疫テントの設置場所、消毒ポイン
ト、集合場所のレイアウトの設定等も、防疫作業
を円滑に実施する上で重要です。また、防疫業
務経験者の講演では、課題の解決方法などを教
えて頂くよい機会となりました。今後も、防疫
演習等への積極的な参加を通じて、情報共有や
意見交換することにより都道府県との連携を深
めていきたいと思います。
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（２）大阪府への演習参加
　関西空港支所より和歌山県西牟婁（にしむろ）
振興局において行わた防疫演習に参加しました。
本演習は机上演習と実地演習から構成されてお
り、机上演習では、管内最大の種鶏場での高病原
性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生を想定し、
「家畜保健衛生所への第一報～確定診断陽性～殺
処分及びそれ以降」までの流れを県庁内の他部
局、市町村、警察関係者等の参加者で確認した後、
各部局それぞれが果たすべき役割に関して、ど
のように円滑に実践するか、議論及び問題提起
をしていました。また、実地演習では、除染シャ
ワーによる脱衣前の防護衣の消毒と車両の消毒
ポイントの運営を参加者が実際に演習していま
した。HPAI 発生という非常事態時に、他部局と
的確に連携するのは困難であると感じましたが、
参加者は平成 23 年２月の同県における HPAI 発
生事例を踏まえながら、決められた時間を超過
しても熱心に議論されていたことが印象的でし
た。

（３）沖縄県への演習参加
　今般、沖縄支所では、沖縄県の与那国島及びう
るま市で行われた防疫実働演習に参加する機会
を得たので、その概要を報告します。
　本年 10 月 19 日、与那国島において八重山家
畜保健衛生所が実施主体となり、離島地域にお
ける自衛防疫体制強化のための口蹄疫初動防疫
対応の確認を目的とした演習が行われました。
同島を含む八重山地域は、石垣牛などの肉牛生
産の大変盛んな地域です。特に同島は、台湾か
らの距離がわずか約 110km しか離れていない地
理的事情に加え、同島で発生した場合、島全体が
移動制限区域となること、1997 年の台湾での口
蹄疫発生時には、島内の豚全頭を殺処分した苦
い経験を有することから、口蹄疫に対する関係
者の警戒感は非常に強いものがあります。演習
では、臨床獣医師、家畜保健衛生所等の関係者間
での円滑な通報や情報共有体制等を含め、初動
防疫の機動性について机上演習を通じて確認し
たほか、車両消毒の実演等が行われました。
　本年 10 月 25 日、本島のうるま市において、沖
縄県農林水産部、中央家畜保健衛生所等の主催

で、高病原性鳥インフルエンザの発生により広
域的な防疫対応が必要となった場合の関係機関
の初動防疫体制の確認と強化並びに関係者の家
畜防疫に対する意識向上を目的とした演習が行
われました。演習では、模擬的に設置した防疫
ステーション等での防護服の脱着、農場を想定
した仮設テントでの作業動線の確認等を実際に
行うことで、防疫作業の全体像を把握すること
ができました。
　両演習への参加を通じて、沖縄県の家畜防疫
への高い危機意識をあらためて感じました。今
後、有事の際に当支所として対応可能な防疫支
援策について検討を行うとともに、機動的な水
際及び農場防疫の円滑な連携を通じ、発生予防
に係る取組を推進してまいります。

動物検疫所における防疫資材の備蓄等に
ついて
� （企画管理部危機管理課）

　各都道府県では、万一の家畜の伝染性疾病の
発生に備え、防疫作業に使用する資材の確保に
取り組まれていることと思います。
　動物検疫所では、国内で家畜の伝染性疾病が
発生した際、都道府県で備蓄している防疫資材
の不足が生じた場合に支援するため、防疫作業
実施時に使用する防疫服、長靴等、消毒薬、緊急
的に使用するワクチン等の物品、移動式車両消
毒機、広域防除機、殺処分した家畜の死体を円滑
に処理するための移動式焼却炉やレンダリング
装置、除染テント等の防疫用大型機器等を保管
しています。
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　これらの防疫資材は、「家畜伝染病予防法第
49 条に基づく防疫資材の貸付要領」（25 消安第
3228 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通
知）に基づき、都道府県からの申請に対応して
配布、譲与等することとしております（図１）。

図１　防疫資材の貸付

　動物検疫所では、貸付の要望に対して速やか
に全国各地へ発送できるよう、防疫服等の作業
用物品は、本所（横浜市）の他、北海道出張所、
中部空港支所名古屋出張所、神戸支所及び門司
支所の全国５カ所に配置しています（図２）。ま
た、大型機器等は本所、中部空港支所及び門司支
所に配置しています（図３）。なお、これらの大
型機器の使用に際して必要となる、輸送トラッ
クやトレーラー等、都道府県で準備する必要が
ある機材や物品については、前述の「貸付要領」
に記載されておりますので、貸与を想定し検討
される場合に参考とされて下さい。

図２　防疫資材の保管（大型資材を除く）

図３　防疫資材の保管（大型資材）

　これまで、疾病発生に伴う貸付は延べ 13 県に
行い、主に防疫服、長靴、ゴーグル、消石灰、医
療用廃棄物容器等を貸与しました。また、防疫
演習のための除染テントの貸付については、毎
年複数の県から申請があり、対応しています。
　今後も国内における家畜の伝染性疾病発生時
に備え、引き続き防疫資材の適切な管理に努め
てまいります。

空の日イベントへの出展について
� （門司支所）

　門司支所管内の空港各所において空の日の関
連イベントが開催されました。
　９月 25 日に開催された「北九州空港まつり」
では、旅客ターミナル正面入口に動検ブースを
設置しました。今年も子どもたちに大人気で、
検疫対象の水産動物を釣り上げて紹介する「魚
釣りコーナー」には常に行列ができ、魚や貝に
も検疫が必要な種類があることを説明すると、
子どもたちは一様に興味津々な表情になってい
ました。また、「顔抜きクンくんコーナー」も好
評で、写真撮影をする親子連れで大変賑わいま
した。
　10 月２日に開催された佐賀空港の ｢ 空の日
フェスタ ｣ では、今年初めて CIQ 官署が参加す
ることになりました。空港ビルが国際線出入国
の疑似体験ツアーを企画し、来場者は CIQ 各官
署の説明を受けながら体験ツアーに参加すると
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いうものです。参加者は小学生の親子連れで、
入国者が携帯品検査を受ける様子を熱心に見学
していました。
　福岡空港では、10月８日に｢飛び出せ海外へ！
福岡空港国際線フェスティバル ｣ が開催され、
今年も賑わいを見せていました。動検ブースで
は、業務紹介のパネル展示、パンフレットや手作
りの検疫探知犬関連グッズを配布しました。着
ぐるみクンくんも登場し、多くの人に、動物検疫
や検疫探知犬に関心を持っていただくきっかけ
になったと思います。
　本年４月の地震で甚大な被害を受けた熊本空
港でも ｢ がんばろう熊本 ｣ をスローガンに ｢ 空
の日フェスタ 2016� in�阿蘇くまもと空港 ｣ が 10
月 15 日に開催されました。その中で、国際線合
同庁舎において、中高生とその保護者への CIQ
業務説明会を行いました。参加者からは、CIQ
業務、職員採用に関する質問があり、より効果的
な広報活動ができたと実感しています。
　門司支所では、今後も改良を重ねて、限られた
人数でも効果的な広報が実施できるように取り
組んでいきます。

魚釣りコーナー 顔抜きクンくん

ツーリズム EXPO ジャパン2016への出
展について
� （羽田空港支所）

　羽田空港支所では、例年秋に開催されるツー
リズム EXPO ジャパン（以下「旅博」という。）
に出展し、動物検疫制度の周知に努めています。
本年も当該イベントに出展したのでその概要を
御報告します。
　旅博 2016 は、平成 28 年９月 23 日から 25 日

まで、東京ビックサイトにて開催されました。
主催者発表によると、本年は出展者が 140 カ国・
地域で、３日間で来場者が 185,844 人を数え、大
盛況のうちに閉幕しました。旅博の来場者は、
特に海外旅行への関心が深いと考えられること、
出展している旅行業者や航空会社などの関係者
も多いことから、肉製品を海外旅行の土産に買っ
てくる旅客を主な広報ターゲットとして、肉製
品の持ち込み規制や検疫探知犬の活動の紹介を
中心としたパネル展示を行いました。動物検疫
所は植物防疫所と隣接したブース配置であり、
両所で協力して効率的なパンフレットの配布を
行いました。特にお子様連れの方々にはクンく
んとの記念撮影がブースへの呼び水となったよ
うに思います。

　このような広報活動はすぐに効果を実感でき
ないものですが、畜産物の持ち込みによる疾病
の侵入リスクを下げるだけではなく、旅客との
無用のトラブルを減らし、職員が業務に専念で
きる環境を整備することに寄与するものと思わ
れます。羽田空港支所では今回御報告したイベ
ントのほかにも空港の内外で開催されるイベン
トに参加しており、引き続き積極的に制度の周
知を図って参ります。

動物検疫所の歴史⑩　- 農林省動植物検疫
所の頃
� （動物検疫所長）

　前回紹介したとおり、昭和 22 年４月、国内と
一体なった防疫活動を促進するということで農
林省所管の動植物検疫所が横浜、神戸、門司に設
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置されて動物検疫課がおかれ、小樽、函館、敦賀、
大阪、長崎の出張所にも動物（家畜）検疫係が
おかれます。動植物検疫所官制（22 年勅令）に
よれば、動物検疫部分について、輸入家畜・貨物
の検疫・検査、輸出家畜・畜産物の衛生検査、国
内産獣毛の消毒、病的材料の検査、血清類（おそ
らく免疫血清）の保管となっていて、現在の設
置法に書かれている動物検疫所の事務にそのま
ま通じています。
　書庫にあった 24 年１月発行の検疫時報第１号
（今の時報の動植物検疫所版）に当時の検疫の概
況が紹介されていました。動物検疫関係をみる
と、なぜだか門司の紹介はありませんが、横浜で
は、22 年からララ物資（宗教団体の寄贈）であ
る牛や山羊の輸入がはじまり、23 年には豚や鶏
が輸出されているものの、畜産物の輸入はまだ
少ないとあり、神戸では、名古屋、四日市での羊
毛輸入や骨、皮類輸入、郵便物での見本品輸入が
増え、要消毒物件として豚毛の輸入も増えて全
体で戦前の水準に近づいたこと、和歌山、高松な
どで輸出蜜柑包装用の藁縄の消毒を行ったこと
などが紹介されています。
　23 年、24 年には、畜産局長、衛生課長（いず
れも当時）から、検疫に万全を期すことや、国内
防疫への協力、人材の育成・交流について通知
が出されていて、衛生課長通知では、具体的に①
海外の信用を得るため輸出検査は慎重にやるよ
うに、②輸入検疫では、牛疫、牛肺疫、口蹄疫（３
番目です）、鼻疽、羊痘等に重点をおいて関係行
政機関とも連絡を密にして対応するように、③
病的材料の鑑定依頼には正確迅速を旨としその
要望に応えるように、④国内防疫に対しても家
畜防疫委員（今でいう県の家畜防疫員）の委嘱
を受けるなどして積極的に協力するように（現
在では、緊急時、知事の指示の下で同じ仕事がで
きるようになっています。）、⑤新知識の吸収に
努め研究会を開催するなどして相互に切磋琢磨
するように、と書かれています。70 年たった今
でもなんだか言っていることは同じです。
　そんな動植物検疫所時代ですが、24 年の終わ
りの検疫時報には早くも行政制度審議会での税
関への移管の議論が紹介されていて、翌 25 年に
は、植物防疫法の改正を契機に業務量の増加も

うけて動物検疫、植物検疫の分離の議論が本格
化してきます。

　昭和22年12月米軍撮影の現在の横浜本所（中
央）周辺－国土地理院地図・空中写真閲覧サービス
から　右が米軍接収中の根岸飛行場、左がボイラー
製造の東洋バブコック社（後の日立バブコック社）

◎所内情報
入省半年を過ぎて

○兼宗　真美（成田支所旅具検疫第１課）
　４月からの半年間、成田支所旅具検疫第１課で犬
猫の輸出入検疫対応や輸入される肉製品の検査を
行っています。また、研修で成田支所内の天浪検疫
場、貨物合庁のほか羽田空港支所東京出張所に行
かせていただき、船舶貨物の検査や生体動物の検査
等様々なことを学ばせていただきました。研修を通
して、業務が多岐にわたっていることに驚きました。
　そのため、法律だけでなく、監視伝染病の特徴的
な症状や検査技術、畜産物の家畜衛生条件につい
て幅広い知識が必要だと感じました。また、海外で
お土産として購入した肉製品が輸入できないことを
説明する際に、わかりやすく伝えることの難しさを感
じました。これは法律や制度をきちんと理解できて
いないため、輸入者が納得できるように説明できて
いないと感じています。相手が納得できるように説
明をするため、法律を読み、理解することが重要だ
と実感しました。今後は研修で学んだことを活かし、
信頼される家畜防疫官になれるよう取り組んでいこ
うと思います。
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○長瀬　紘介（成田支所旅具検疫第１課）
　研修を通して、配属された場所ではあまり触
れない業務に触れることで一連の流れを理解す
ることができました。
　数多くの研修へ行き、同期と共に業務を経験
することもありました。同期は各支所に配属さ
れており、あまり話をする機会がありません
が、研修中に話をすることで、同じ空港業務で
も支所によって特色があること、海港での業
務、そして、普段どのような業務をしているか
などを聞くことができ、良い刺激になりまし
た。
　普段からお問い合わせはとても多く、一般の
方にきちんと制度に則って手続してもらえるよ
うに、専門的な言葉を使わず説明するために
は、自分がまずはしっかりと理解しないといけ
ないと感じました。そのため、制度をただ覚え
るだけではなく、なぜそのような制度になって
いるかという背景や科学的根拠などを理解する
ことの大切さを学び、業務に活かしたいと感じ
ました。

○田代　渚（成田支所貨物検査課）
　私はこの半年間の研修で、一般の方への対応
と本意を見失わずに業務をおこなっていくこと
の難しさを痛感しました。業務の根拠は意識し
ているつもりであっても、一般の方からの問い
合わせを受け、知らなかったということに気づ
き、そのたびに法律や要領などを読み返す日々
です。家畜防疫官になるまでに、まずは、自分
が何気なく行っていることに疑問を持ち、しっ
かり根拠を考えるなど、家畜防疫官を続けてい
く上で今のうちに付けておいた方が良い癖を
しっかり付けていこうと思います。また、一般
の方への説明の際には、相手と齟齬が生じない
よう、相手にとって分かりやすい説明を行える
ようにより一層精進していきます。そして、１
つ１つの案件に確実に対応し、私の目指す “臨
機応変に対応することが出来る家畜防疫官” に
なります。

○稲益　恵利加（羽田空港支所検疫課）
　半年間の研修を経て、知識面はもちろんのこ

とですがそれに加えて社会人としての心構え
や、マナー・接遇のことについても多く学ぶこ
とができました。一番印象に残ったことは、動
物検疫所初任者合同研修の小倉動物検疫所長の
講話の中で、｢ 正しいだけで納得が無ければ前
に進まない ｣ と教わったことです。半年経った
今も、この言葉をよく思い出しながら日々の業
務を行っています。多くの研修で家畜伝染病予
防法・狂犬病予防法などの法令を深く学び、現
在はその法令に基づいて業務を行っています
が、なぜそのように判断するのかを自分で理解
していなければ、旅客に説明するのはとても難
しいものだと感じています。
　まだ知識が足りない部分も多々ありますが、
これから学ぶ際も自分の疑問と向き合いながら
前に進んでいきたいと思います。多くの研修を
受講する機会を与えてくださったこと、関わっ
てくださった皆様に深く感謝致します。本当に
ありがとうございました。

○大久保　結加（羽田空港支所検疫課）
　私は、この半年間で多くの研修に参加させて
いただきました。高尾及びつくばにおける集合
研修では、国家公務員としての心構えや農林水
産省職員として国内の農畜産業の現状について
関心を持つことができました。また、他機関の
同期と交流することで、さまざまな考え方に触
れることができ、良い刺激を受けました。東京
出張所における船舶貨物研修では、倉庫やヤー
ドにおける畜産物の輸出入検査や外国郵便物の
検査を経験しました。倉庫での輸入検査では、
同じ動物由来でも多種多様な食肉部位が輸入さ
れていることを知り、学生時代とは異なる視点
から専門知識を深めることができました。空港
業務では、外国の方々へ正確に動物検疫制度を
案内することが求められることから、語学力の
向上も必要であると感じました。
　半年間の研修を通して得たことを忘れず、法
律等の根拠を意識しながら日々の業務に取り組
み、家畜防疫官に必要な専門知識を身につける
努力を続けていきたいです。
　お忙しい中、多くの知識や経験を得ることが
できるようにと、ご指導してくださった方々
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に、この場を借りてお礼申し上げます。ありが
とうございました。

平成 28 年度家畜防疫官（技術１）研修
の概要について
� （企画管理部調査課）

　動物検疫所では、若手職員を対象に、検査室業
務に必要な基礎的知識及び技能を習得させるこ
とを目的として、毎年度、家畜防疫官（技術１）
研修を実施しています。
　本年度は９月 13 日から 16 日までの４日間の
日程で、検査室業務を担当する全国各所から５
名の職員が参加しました。
　研修項目は、病理・理化学検査課によるサル
モネラ検査及びＡ型インフルエンザＬＡＭＰ法
の検査手技の実習のほか、管理指導課による検
査の信頼性確保の取り組みに関する講義及び実
習が行われました。
　また、本年７月に水産資源保護法施行規則の
一部が改正され、新たに貝類が検査の対象に追
加されました。貝類の精密検査については、輸
入された空港・海港で適切に検査材料を採取す
ることが必要となります。このため、専門機関
から技術供与を受けた海外病検査課の職員を講
師として、かき、ほたて、あわびの解剖自習を行
いました。貝の解剖は初めての職員ばかりであ
り、貝の保定、貝殻の開放に手間取る場面もあり
ましたが、各器官や採取する試料の確認を行う
ことができました。

　受講した職員からは、「検査業務の作業イメー
ジが湧いた」、「検査手技の確認ができた」、「検

査機器の日常点検の意義を確認した」といった
声が聞かれ手応えのある内容となりました。
　本研修は技能を習得させる目的から参加でき
る職員数が限定されますが、本研修を受講した
職員が、それぞれの現場において研修の成果を
実践・伝達することによって、職員全体の知識・
技術の向上につながるものと期待しています。

所内研修履歴（10月～11月）
【平成 28 年度家畜防疫官（行政１）研修】
期間：平成 28 年５月 14 日～ 18 日
場所：横浜本所
人数：15 名
内容：�動物検疫所をめぐる情勢と役割、家畜衛

生をめぐる情勢（国内防疫・国際衛生）、
生産現場における家畜衛生の取組、狂犬
病及び感染症法の国内対策、最近の食肉
衛生行政の動向、輸出促進対策の概要、説
明力の強化、情報セキュリティの脅威と
農林水産省における対応、飼料安全の取
組、食品安全委員会の役割と食品健康影
響評価、課題研修・発表及び意見交換等

・ 人事異動
（平成28年 10月２日～平成28年 12月１日まで）

（平成 28 年 10 月７日付け）
相川　雅彦　休職（成田支所旅具検疫第１課主

任検疫官）
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（平成 28 年 10 月 24 日付け）
鎌川　明美　調整指導官兼消費 ･ 安全局動物衛

生課付（調整指導官）

（平成 28 年 10 月 26 日付け）
長倉　基裕　退職（成田支所旅具検疫第１課（臨

時的任用））

（平成 28 年 10 月 27 日付け）
長倉　基裕　成田支所旅具検疫第１課（臨時的

任用）
若生　伶奈　育児休業（成田支所旅具検疫第１

課）

（平成 28 年 10 月 31 日付け）
船越沙緒里　退職（門司支所博多出張所）
倉田　愛子　任期満了（成田支所貨物検査課（臨

時的任用））
八王子元美　任期満了（羽田空港支所東京出張

所（臨時的任用））

（平成 28 年 11 月１日付け）
石井　正洋　総務部庶務課課長補佐兼羽田空港

支所庶務課（総務部庶務課課長補
佐）

高橋　延之　成田支所旅具検疫第１課（消費・
安全局動物衛生課防疫企画班防疫
企画係長）

平松　龍人　企画管理部企画調整課（門司支所
鹿児島空港出張所）

倉田　愛子　成田支所貨物検査課（任期付任用）
八王子元美　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
松尾　　茜　門司支所博多出張所（臨時的任用）
岩永　達也　育児休業（成田支所旅具検疫第２

課）
加藤　直子　消費・安全局畜水産安全管理課獣

医事班国家試験係長（羽田空港支
所庶務課庶務係長）

田村　彩加　消費・安全局動物衛生課防疫企画
班防疫企画係長（成田支所旅具検
疫第１課）

岩永　綾香　職務復帰（羽田空港支所東京出張
所兼消費・安全局動物衛生課（羽
田空港支所東京出張所））

（平成 28 年 11 月５日付け）
仲田有希美　退職（門司支所博多空港出張所（臨

時的任用））

（平成 28 年 11 月６日付け）
主藤　友香　育児休業（門司支所福岡空港出張

所）
仲田有希美　門司支所博多空港出張所（臨時的

任用）
大内眞保子　任期満了（羽田空港支所検疫課（臨

時的任用））

（平成 28 年 11 月７日付け）
大内眞保子　羽田空港支所検疫課（臨時的任用）
齊藤　　綾　育児休業（羽田空港支所検疫課付）

（平成 28 年 11 月 11 日付け）
兒嶋　瑠美　育児休業（羽田空港支所検疫課）

（平成 28 年 11 月 30 日付け）
杉田　龍之　任期満了（成田支所貨物検査課（臨

時的任用））
木賀ゆりえ　任期満了（中部空港支所名古屋出

張所（臨時的任用））

（平成 28 年 12 月１日付け）
鎌川　明美　調整指導官（調整指導官兼消費・

安全局動物衛生課付）
正路　　優　成田支所旅具検疫第１課（臨時的

任用）
杉田　龍之　成田支所貨物検査課（任期付任用）
木賀ゆりえ　中部空港支所名古屋出張所（任期

付任用）�
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◎動物・畜産物の輸出入検疫数量実績（平成28年9月10月）

●輸入畜産物（前年同月比）
　9月分の全体の輸入量は前年同月比 104.7％と増加しました。皮類が減少しましたが、骨類と卵類、毛類の増加が顕著でした。
　10 月分の全体の輸入量は前年同月比 93.3％と減少しました。皮類とミール類、稲わら類が大幅に減少しました。
●輸出畜産物（前年同月比）
　9月分の全体の輸出量は前年同月比112.2％と増加しました。骨類が大幅に減少しましたが、臓器類と卵類、毛類が大幅に増加しました。
　10 月分の全体の輸出量は前年同月比 97.1％と減少しました。骨類、卵類、毛類が増加しましたが、臓器類が大幅に減少しています。
� （単位：KG）

品目名
輸入 輸出

9月 10月 9月 10月

骨類

骨 2,400,624� 2,256,969� 32� 80�
砕骨 1,617,306� 1,475,132� − −
蹄角 92,984� 17,347� − −
骨腱 37,767� 67,780� − −
蹄角粉 − 63,065� − −
その他の骨 − − − −

計 4,148,681� 3,880,293� 32� 80�

肉類

牛肉

冷蔵 21,853,925� 19,518,796� 86,509� 109,833�
冷凍 26,396,184� 22,529,558� 100,499� 102,555�
その他 30,122� 38,294� − 12�
加熱処理 304,469� 311,437� − −

豚肉

冷蔵 31,446,680� 28,442,223� 3,619� 1,864�
冷凍 53,007,569� 53,641,075� 321,365� 225,792�
その他 7,415� 2,970� 4� 4�
加熱処理 966,741� 1,084,602� − −

めん羊肉 1,076,485� 1,214,805� − −
山羊肉 51,623� 8,281� − −
鹿肉 421� 10,191� − −
その他の偶蹄類肉 − − − 2�
加熱処理その他の偶蹄類肉 − − − −
ハム 324,652� 238,833� 290� 441�
加熱処理ハム 83,452� 37,742� − −
ソーセージ 1,180,508� 1,080,649� 2,683� 3,257�
加熱処理ソーセージ 1,657,956� 1,696,948� − −
ベーコン 188,338� 144,985� 1,030� 1,130�
加熱処理ベーコン 3,580� 6,980� − −
馬肉 368,160� 454,995� − 3�
うさぎ肉 4,152� 2,653� − −
犬肉 − − − −
家きん肉 64,109,587� 71,589,597� 762,871� 908,578�
家きん加熱処理肉 12,712,467� 12,237,002� − −

非加熱
その他の肉

牛 483,649� 504,079� 2,672� 2,381�
豚 119,903� 69,663� 7,239� 5,555�
家きん 737,104� 621,093� 6,449� 8,790�
その他 60,875� 46,749� 27,489� 36,902�

加熱処理
その他の肉

牛 161,289� 98,435� − −
豚 2,914,420� 3,469,431� − −
家きん 2,190,618� 1,807,356� − −
その他 478,895� 372,689� − −

計 222,921,237� 221,282,112� 1,322,719� 1,407,098�

臓器類

牛臓器 74,075� 139,528� 40� −
豚臓器 74,320� 5,097� 1,925� 100�
その他の偶蹄類臓器 1,536� 5,718� − −
加熱処理牛の臓器 − − − −

臓器類
加熱処理豚の臓器 − − − −
加熱処理その他の偶蹄類臓器 − − − −
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品目名
輸入 輸出

9月 10月 9月 10月

臓器類

偶蹄類以外の臓器 116,041� 91,180� 128� 193�
消化管等 2,819,770� 2,874,734� 43,191� 20,405�
加熱処理消化管等 − − − −
ケーシング 309,154� 302,249� − −
脂肪 2,935,885� 2,997,585� 43� −
非加熱その他の臓器 24� 318� − −
加熱処理その他の臓器 − − − −
加熱処理家きん臓器 182,066� 193,100� − −
加熱処理その他の家きん臓器 − − − −

計 6,512,871� 6,609,508� 45,326� 20,698�

卵類

殻付卵 88,128� 66,556� 337,534� 281,960�
液卵 508,327� 567,359� 1,168� 3,260�
その他の卵 − 8,094� 15,390� 11,509�

計 596,455� 642,008� 354,092� 296,729�

皮類

牛皮 2,615,797� 2,472,223� 432,475� 685,622�
豚皮 150,083� 228,612� 5,799,283� 5,525,708�
めん羊皮 34,288� 32,340� − −
山羊皮 2,709� − − −
鹿皮 41,905� 24� − −
その他の偶蹄類の皮 − − − −
馬皮 88,808� 132,749� − −
うさぎ皮 44,100� 37,818� − −
犬皮 − − − −
その他の皮 − 863� − −

計 2,977,690� 2,904,629� 6,231,758� 6,211,330�

毛類

牛毛 − − − −
豚毛 1,350� 5,200� − −
羊毛 3,213� 2,073� − −
山羊毛 9,702� 16,230� − 20�
鹿毛 − − − −
その他の偶蹄類の毛 2,506� 975� − −
馬毛 4,242� 11,610� 45� −
うさぎ毛 3,050� 1,346� − −
羽毛 463,811� 398,695� 19,108� 160,547�
犬毛 30� − − −
その他の毛 − − − −

計 487,904� 436,128� 19,153� 160,567�

ミール類

血粉 194,672� 25,550� − −
肉粉 6� 11� − −
肉骨粉 − 1� − −
皮粉・羽毛粉 − 3� − −

計 194,678� 25,565� 0� 0�

その他

精液（アンプル） 92,331� 57,980� 4,200� −
受精卵（個） 513� 228� − −
ふん・尿 − − − −

計 − − − −

わら類

穀物のわら 13,061,110� 11,943,300� − −
飼料用の乾草 − − − −
その他 138,300� 120,380� − −

計 13,199,410� 12,063,680� 0� 0�
総計 251,038,926� 247,843,924� 7,973,080� 8,096,501�

※　解放重量ベースの速報値
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◎調査統計事項
統計情報から見る犬猫の手続に関する問
い合わせ動向について
� （企画管理部調査課）

１．はじめに
　前号（49-5 号）では統計情報から見る犬猫の
輸出入動向についてご案内しました。今回は、
動物検疫所に寄せられる問い合わせへの対応に
焦点を当てたいと思います。
　動物検疫所では、輸出入検疫の手続について
の質問を電話、FAX 及びインターネットメー
ルで受け付けています。これら問い合わせメー
ルは動物検疫手続をお知らせする重要なツール
としており、飼い主に検疫の手続きに関して心
配いただくことがないよう分かりやすく、ス
ピーディに回答することを心がけています。

２．�主要空港の航空機発着状況から見るメール
問い合わせ件数

　主要空港（成田・関西・羽田）の問い合わせメー
ルは図１のとおりで、年間約 10万件（平成 27年）
にのぼります。問い合わせ内容で多いものは、
「日本へ犬猫を輸入するための処置や提出書類

の確認」、「犬猫を海外へ輸出にするための条件
等の確認」となっています。その中でも特に最
近は、犬猫を一緒に海外旅行に連れて行くため
の手続に関する問い合わせが増えています。
　成田空港を管轄する成田支所には、輸出入を
検討している方や、利用する空港が決まってい
ない方が、輸出入検疫の手続の確認や相談のた
めの問い合わせが多くなっています。これは、
成田空港を離発着する便数や就航地が他の空港
に比べて多く、開港以来、多くの方が成田空港
を利用しているためと考えられます。
　関西空港は、空港運営の民営化により、平成
27 年には国際線の航空機発着回数が前年より
120% 増加しています（関西エアポート株式会
社資料より）。また、最近の海外での日本犬ブー
ムも加わり、関西空港支所には輸出手続に関す
る問い合わせが多く寄せられるようになってい
ます。
　羽田空港では、2020 年の東京オリンピック・
パラリンピックを見据え、首都圏空港の容量拡
大を踏まえたオープンスカイによる海外需要の
取り込み等により、平成 26 年３月より昼間の国
際線発着枠が３万回から６万回に倍増していま
す（国土交通省資料より）。犬猫の問い合わせ

●輸入動物（前年同月比）
　9月分の輸入頭数は馬が 126.1％、うさぎが 837％、初生ひな（鶏）が 390.4％、猫が 130.3％と大幅に増加しています。
　10 月分の輸入頭数は牛が 225.5％、豚が 239.6％、サルが 322.7％と大幅に増加しています。
●輸出動物（前年同月比）
　9月分の輸出頭数は馬が 300.0％と大幅に増加しましたが、うさぎが 50％と大幅に減少しました。
　10 月分の輸出頭数は馬が 56.5％、うさぎが 63.6％、犬が 78.5％、猫が 68.4％と大幅に減少しています。
� （単位：頭、羽、群）

動物名
輸入 輸出

9月 10月 9月 10月

　牛 2,158� − −

　豚 − 115� − −
　めん羊 19� − − −
　馬 386� 537� 12 26 
　うさぎ 996� 1,163� 6 21 
　初生ひな（鶏） 65,806� 60,339� − −
　初生ひな（その他） − 2,303� − −
　種卵（個） − − 32,580 33,560 
　蜜蜂（群） − − − −
　指定検疫物以外の動物 10,723 14,895 
　犬 561� 519� 496 459 
　猫 228� 146� 156 108 
　きつね 2� 3� − −
　サル 100� 868�
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メール件数は、平成 25 年の約 12,500 件から平
成 27 年には約 25,000 件となったのは、この発
着枠が倍増したことが影響していると考えられ
ます（図１）。

図１　主要空港の問い合わせメール件数

３．羽田空港における犬猫の輸出入動向について
　羽田空港は平成 26 年に欧州路線枠が増加さ
れました。これに合わせるように、羽田空港支
所における輸出入検査頭数はヨーロッパ方面が
増加しています（図２、３）。また、アジアでは、
最近の日本犬ブームも加わり、輸出検査頭数が
増加しています（図３）。
　輸出入頭数の増加に伴い、輸出時には「EU 規
定の証明書様式の記入方法」「台湾に入国する
ための許可証取得方法」に関する問い合わせ、
また、日本輸入時に必要となる「輸出国政府機
関の証明書の発行場所の確認」といった発着路
線特有の問い合わせも増えています。

　羽田空港を発着する米国線は、平成 28 年２月
の日米航空交渉で、原則として午前６時～午後
11 時の昼間時間帯の発着枠が１日 10 往復、日
米の航空会社に新たに割り当てられることが決
まり、今後は北米州の犬猫の輸出入検査頭数が
増えることが見込まれます。北米州ではハワイ
以外が狂犬病発生地域として指定されているた
め、「日本へ犬猫を輸入するための処置」や「米
国に犬猫と一緒に旅行するための手続」に関す
る問い合わせが増えることが想定されます。

４．まとめ
　2020 年の東京オリンピック・パラリンピック
開催に向けて日本に発着する航空機が増加し、
それに伴って犬猫の輸出入頭数が増加すること
が見込まれます。飼い主への正確な情報提供は、
狂犬病等の侵入を未然に防ぐための処置が適切
に行われることにつながります。
　動物検疫所では、ホームページに犬猫の輸出
入手続の詳細なマニュアルを掲載するととも
に、FAQ を整備することにより確実な対応に
努めています。また、海外の方からの外国語に
よる問い合わせ対応や過去に実績の少ない国へ
の輸出に対する質問に対しても丁寧かつスピー
ディに対応しています。
　これからも飼い主が心配いただくことがない
よう犬猫の輸出入検査を実施することにより、
狂犬病等の侵入防止に向けて取り組んでいきた
いと考えています。図２　羽田空港支所における犬猫の輸入頭数�

図３　羽田空港支所における犬猫の輸出頭数
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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

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

先日、危険度分析課長の西口さんがアイアンマンレース
（台湾）に参加されました。トライアスロンのロングディ
スタンスレースで、スイム、バイク、ラン計 226km。5歳
刻みのエイジクラスで優勝し、世界選手権へ 3回目の出
場が決まりました。近年競技人口が増えている耐久ス
ポーツですが、計画的な準備と日々の積み重ね、自然環
境を含めた情勢分析、不測の事態への危機管理と冷静か
つ柔軟な判断、そして体力と忍耐が求められ、日々の業
務にも十分応用可能な奥の深さがあります。

◎動検通信（企画管理部調査課長）
11月 11日、12日の２日間、池袋サンシャインシティにおいて、第 55回農林水産祭「実りのフェスティバル」

が開催されました。実りのフェスティバルは、農林水産業と食に対する理解の増進と農林水産物の消費拡大
等に資することを目的として、北は北海道から南は鹿児島までの地域色豊かな農産品が展示され、実りの秋に
ふさわしいものとなりました。

この催しに動物検疫所も参加し、動物検疫制度の紹介、来場者からの輸出入検疫に関する質問に対応しま
した。近年は輸入検査のほか、輸出検査に関する質問も多くなっています。国内の農林水産業は、近年の少子
高齢化等の影響により、国内の食市場の先細りが見込まれる中、世界人口の増加により拡大が見込まれる海外
の食市場を獲得するため、官民一体となった日本産農林水産物・食品の輸出促進の取り組みが行われています。
畜産の分野では、牛肉、豚肉等の食肉やその加工品が輸出の主力品目に挙げられますが、多くの国において規
制対象とされていることから、動物検疫所では、規制の内容を確認しながら輸出検査を行っています。

本年５月に首相官邸でとりまとめられた農林水産業の輸出力強化戦略においては、国際的にネットワーク化
の動きがある証明書について電子化を推進することとされています。この電子化は、書面で交付されている証
明書を、輸出国と輸入国が電子情報で証明情報の送受信を行うものです。これにより、検査手続の迅速化と証
明書の輸送コスト等の軽減が期待されるほか、２国間で直接情報のやりとりを行うため、証明書の不正利用が
防止されるといったメリットもあります。動物検疫所では、本年３月にNACCSの機能に輸出証明書を電子的
に交付する仕組みを構築し、現在、その有効活用について検討を進めているところです。

畜産の分野においては、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの悪性伝染病が発生に侵入した場合、国内畜産業に
大きな被害を与えるのは言うまでもありませんが、相手国において日本産畜産物の輸入が禁止され輸出が止
まってしまいます。このような事態にならないよう、動物検疫所では、日々、動物・畜産物等の輸入検査、海外
からの入国者に対する水際対策を実施しています。

実りのフェスティバルでは、畜産部門等の天皇杯受賞者の取り組みの紹介、食肉や乳製品など地域で特色
のある農畜産物が多数出展されました。生産者をはじめ関係者の皆様の努力により生産された畜産物が今後
も実りのフェスティバルに出展され、より一層盛大に開催されるよう、日々の業務に取り組んでいきたいと考
えています。
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