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先日、カバの輸入検疫がありました。カバ（カバ属）の検疫は珍しく前回の輸入は10年以上
前になります。検疫を終えたカバは、大阪の天王寺動物園に展示されています。
カバといえば、職員なら誰でも知っている話ですが、昭和63年３月のこと、係留中の雄の子

カバが夜明け前に脱走し、動物検疫所の横に流れる堀割川で泳ぎ回るという事件がありました。
職員や飼育管理者総出でボートやダイバーまで出動しての大捕物劇となりました。深夜になり、遊
び疲れて岸に上がろうとしたところを何とか捕獲、無事係留期間を全うしました。現在、このカ
バは愛媛県立とべ動物園で現役バリバリのお父さんカバ（愛称ハグラー）として活躍中とのこと。
この事件を教訓に、係留動物の逃走防止に万全を期すようになったのは言うまでもありません。



─ 2 ─

◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 　動検時報　第 3 号　目次　 ◆  ◆  ◆  ◆  ◆

◎北海道・東北支所長就任の挨拶… ………………………………………………………………………… 3

◎羽田空港支所長就任の挨拶… ……………………………………………………………………………… 3

◎神戸支所長就任の挨拶… …………………………………………………………………………………… 3

◎門司支所長就任の挨拶… …………………………………………………………………………………… 3

◎沖縄支所長就任の挨拶… …………………………………………………………………………………… 4

◎　トピックス

…・平成 29 年度全国家畜衛生主任者会議の概要について（企画管理部長）… …………………………… 4

◎　動物検疫関連情報

…・指定検疫物に乳製品が追加！！（企画管理部企画調整課）……………………………………………… 5

…・中国から輸入される塩蔵天然ケーシングの検疫対応について（企画管理部企画調整課）…………… 6

…・特定家畜伝染病対策要領の制定について（企画管理部危機管理課）…………………………………… 6

…・動物検疫所の歴史⑬－昭和 30 年頃の動物検疫－（動物検疫所長）… ………………………………… 7

◎　所内情報

…・動物検疫所の組織構成（平成29年５月１日現在）……………………………………………………………… 8

…・人事異動（平成29年４月２日～平成29年６月１日）… …………………………………………………… 15

…・所内研修履歴（平成29年４月～５月）… …………………………………………………………………… 16

◎　畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成 29 年３月～４月）… ………………………………… 16

◎　調査統計事項… ………………………………………………………………………………………… 19

◎　動検通信（総務部会計課長）…………………………………………………………………………… 20

No.1 － 2



─ 3 ─

◎北海道・東北支所長就任の挨拶　
吉田　和弘

この度、４月１日付けで北海道・東北支所長
を拝命いたしました。北海道・東北支所は、北
海道と東北６県（日本全土の約４割を占める）を
管轄する、動物検疫所の８番目の支所として、平
成29年４月１日に設置されました。
北海道・東北地方には国内有数の畜産業が発
展しており、道県等関係者と連携した水際対策、
国内防疫の支援、輸出促進の取組の一層の強化
のため、小樽、千歳、胆振（厚真）、函館、仙台を
拠点とした動物検疫体制を整備し、この地域の
動物検疫のガバナンス強化を図っていくことと
なりました。
十勝の開拓者である依田勉三は、「開拓の始め
は豚と一つ鍋」と詠むほど困難な開拓生活を送
りながら、その一鍬一鍬によって今の十勝の発
展の礎を作りあげました。
新たな取組を開始する時こそ、私たち一人一
人が動物検疫の重要な責務を真摯に受け止め、
北海道と東北の地に根付いた業務を一つ一つて
いねいに積み重ねていくことが大切だと考えて
います。
北海道・東北地方での動物検疫の新たな取組
に多くの皆様から御理解と御支援を賜りますよ
うお願い申し上げて、私の就任の御挨拶とさせ
ていただきます。

◎羽田空港支所長就任の挨拶
田中　寿一

４月１日付けで羽田空港支所長を拝命いた
しました。羽田空港国際線は平成10年の新滑
走路供用開始以降、右肩上がりで到着便数や利
用客数が増加してきており、27年の到着便は約
35,000便（対25年比165％）となっています。また、
貨物の取扱量も大幅に増加し28年の取扱量は約
23万９千トン（対26年比156％）となっています。
このため、携帯品や貨物の検査数量も大幅に
増加しており、北米便やヨーロッパ便の就航に
より、検査対象物も多様化してきています。
32年には国内線第２ターミナルの一部が国際
線ターミナルとなることから、本所と連携を密
にして状況の変化に遅れることなく検査体制を
整えていきたいと考えています。

また、他所と同様に若い職員も多く、精密検査
や動物検査も経験できるよう日常の検査業務に
組み入れるとともに、明るく風通しの良い職場
環境作りにも努力していく所存ですので、ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

◎神戸支所長就任の挨拶
田中　公子

４月１日付けで神戸支所長を拝命いたしまし
た。神戸支所では次長として平成27年から２年
間支所長を補佐する立場として勤務して参りま
したが、今、自らが支所長という立場となりその
責任の重さを感じております。
神戸支所では昨年は仏国産肥育用素馬での馬
ピロプラズマ病、豪州産乳用牛でのヨーネ病と
疾病の摘発が続き他所の応援も得ながら職員一
同乗り切ってきました。今年度は家畜の輸入希
望の増加に伴い、苅藻・一突の両検疫場への継
続的な搬入が予定されており、苅藻・一突で連
携して対応していきたいと思っております。
また、４月１日付けで「関西空港支所小松島出
張所」が「神戸支所四国出張所」となりました。よ
り機動的に四国全体の検査希望に対応できるよ
う体制を整えていきたいと思います。
神戸支所は近畿・中国・四国の２府12県が守
備範囲となり、広い範囲に23の指定港（空港10、
海港13）を管轄しています。新たに始まる乳製
品の検査、地方空海港での定期便・臨時便の増
便や運行状況の変更などに対して、適切に対応
できるよう取り組んで参ります。皆様のご指導、
ご協力をお願いいたします。

◎門司支所長就任の挨拶
鎌川　浩之

この度、４月１日付けで門司支所長を拝命い
たしました。
門司支所の所在する門司港は、かつて軍事、国
際貿易都市として栄えた関門の地にあり、現在
は門司港レトロと銘打ち、市を挙げて観光の推
進を図っています。昔の栄華が随所に香るこの
地で働けることを光栄に思います。当支所は、
対馬を含む九州全県と山口県における空海港で
の検疫業務を担っています。業務内容も多岐に
わたり、今後は関西空港支所と連携して新たに
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サルの検疫も担うことになっています。御存知
のとおり、九州は畜産が基幹産業の一つとなっ
ているため、関係者の皆様方も水際検疫に対し
て大きな期待を寄せていると理解しており、職
責の重さを感じております。職員とともに想像
力を働かせ、国際基準も意識しつつ科学に基づ
く効果的な水際検疫を追求して行きたいと考
えています。あわせて、関係県による国内防疫
との連携をより緊密にして発生リスクの低減を
図って行きたいと考えています。今後も皆様か
ら門司支所に対して一層の御支援を賜りますよ
う、お願い申し上げます。

◎沖縄支所長就任の挨拶
町田　香

４月１日付けで沖縄支所長を拝命いたしま
した。何事も手探り状態ですが、歴代の支所長
が築き上げてきた組織文化を時代の要請に、よ
り適切に対応できるよう、“The…big… impact…of…
small…changes”という言葉の解釈を深めつつ、少
しずつ変えていきたいと考えています。
就任の挨拶として私が述べたいことは以上で
すが、これでは原稿作成依頼の400字程度には
及ばないので経歴について触れたいと思います
（のでお忙しい方は次のトピックへどうぞ）。
入省は平成元年で神戸支所大阪出張所に配属
され、動物検疫所では、横浜本所（調査課、企画
調整課）、成田支所、神戸支所、門司支所（博多出
張所、鹿児島空港出張所）にて勤務したほか、農
林水産本省（動物衛生課、国際部）、科学技術庁
（現在では文部科学省に統合）に加えFAO（国連
食糧農業機関）のアジア太平洋地域事務所でも
職務経験をさせていただきました。
初めての大役ではありますが、これまで４人
の支所長の下３か所で５年間、次長としてお仕
えできたということを大きな支えに、しっかり
と組織運営してまいります。

◎トピックス
・平成 29 年度全国家畜衛生主任者会議

の概要について
（企画管理部長）

平成29年４月20日（木）～ 21日（金）、農林水
産省本省７階講堂において平成29年度全国家畜

衛生主任者会議が開催されましたので、その概
要をお知らせします。
全国家畜衛生主任者会議は、前年度の家畜衛
生に関する動向及び今後の家畜衛生の推進方向
について､毎年度の初めに農林水産省、都道府県
の家畜衛生担当者及び関係機関が集まり、家畜
衛生の基本方針を話し合い、情報共有、意見交換
を行う会議です。
20日（木）の会議では、熊谷動物衛生課長の冒
頭の挨拶の後、動物衛生課の所管事項の要旨説
明がありました。我が国の周辺のアジア諸国で
は、継続的に口蹄疫等が発生し、アフリカ豚コ
レラもモンゴルとの国境近くまで発生が確認
され、我が国への侵入リスクが高まっているこ
と、特に鳥インフルエンザについては、「早期の
発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重
点をおいた防疫対応の徹底の指示がありまし
た。また、日中韓との連携強化により、両国から
の発生情報が迅速に提供できるようになったこ
と、動物検疫所が行う水際対策の強化と都道府
県との連携による越境性感染症の対策、牛白血
病等の慢性疾病への対応、全国的な診断精度管
理体制の構築、畜産物の輸出促進のための相互
認証の協議、2020年東京オリ・パラに向けた農
場HACCP等に取り組む生産者の拡大等につい
て説明がありました。その後、動物衛生課担当
者から、平成29年度予算、国内における家畜衛
生をめぐる情勢、乳製品の検疫の開始、飼養衛
生管理基準の改正、OIEの獣医師組織能力（PVS）
の評価結果、輸出促進の取組状況について、詳細
な説明がありました。
午前中の議事の終了前には、山本農林水産大
臣から主催者として挨拶があり、その中でHPAI
の防疫については、関係機関がオールジャパン
対応したことに感謝の言葉が述べられました。
午後からは、動物検疫所、農研機構動物衛生
研究部門（坂本部門長）、畜水産安全管理課（磯貝
課長）、動物医薬品検査所（小原所長）、消費安全
技術センター（荻野部長）及び経営局保険監理官
（小林保険監理官）から、それぞれの所管事項に
ついて説明がありました。
小倉動物検疫所長からは、昨年度の動物検疫実
績とともに、国際空海港での水際対策の強化や動
物検疫所での検査技術の整備、国内防疫支援等に
ついて説明し、動物検疫所と都道府県との一層の
連携強化の重要性について強調しました。
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初日の最後には、今城消費・安全局長から、「昨
年度はHPAIの発生もあり、現場では苦労のあっ
た年であったが、日本の畜産を守る任務として、
昨年の苦労は共有し、改善できるところは改善
し、当該会議を有意義な会議にして欲しい。」と
の挨拶がありました。
21日（金）午前には農林水産省及び都道府県の
防疫対応について情報交換等が行われました。
動物衛生課から、口蹄疫、HPAIの防疫演習
の結果と検証の概要の説明の後、平成28年度に
HPAIの発生のあった熊本県、岐阜県、佐賀県
及び宮城県の担当者から防疫作業概要、発生に
伴う課題・改善点等についてのプレゼンがあり
ました。特に宮城県の資料は、個々の防疫対応
に対する課題を細かく説明しており、過去に本
病の発生がないと思われる都県関係者の多くが
スライドをスマホで撮影していたのが印象的で
した。
その他、動物衛生課から、牛のブルセラ病・結
核病の今後のサーベイランス（全国的な実施で
はなく、早期な清浄化に向けたサーベイランス
の実施）、農場HACCP（J-GAP）の認証、家畜防
疫互助基金（あひるのHPAI発生に伴い、対象鳥
種を法の対象家きん全てに拡大）等について説
明がありました。
また、動物検疫所から、動物検疫所の組織再編、
都道府県と連携強化した水際対策の推進、輸出
促進に向けた取組状況及び国内防疫支援の強化
について説明し、今年度における都道府県との
連絡会議の開催等について紹介しました。

◎動物検疫関連情報
・指定検疫物に乳製品が追加！！

（企画管理部企画調整課）

これまで、我が国では、生乳以外の乳製品を動
物検疫の対象としていませんでしたが、平成28
年10月31日付けで家畜伝染病予防法施行規則
の一部が改正され、平成29年11月１日から、生
乳に加えて、「乳、脱脂乳、クリーム、バター、チー
ズ、れん乳、粉乳、乳を主要原料とする物」の動
物検疫を開始することとなりましたので、概要
を紹介します。
【背景】 現在、我が国では政府を上げて畜産物
の輸出促進に取り組んでおり、相手国における
検疫の壁を越えるため、戦略的な検疫協議が進

められています。検疫協議においては、相手国
から、我が国の家畜防疫体制や水際での動物検
疫体制が厳しく評価されるため、国際基準や諸
外国と同等水準の検疫体制を構築しておくこと
が必要となります。国際基準（OIEコード）にお
いては、乳製品の輸入に際し、輸出国政府機関発
行の検査証明書を求めるべき旨の規定が設けら
れており、欧米をはじめとした諸外国において
は、現に乳製品を対象として動物検疫が実施さ
れているところです。
また、近年、経済連携協定に係る協議の活発
化や、アジアにおける乳業の発展が見られる中、
今後、口蹄疫非清浄地域を含む多様な国・地域
において生産された乳製品の我が国への輸出が
増加することが見込まれ、それに伴い、我が国へ
の口蹄疫等の侵入リスクが一層高まることが予
想されます。
こうした状況を踏まえ、農林水産省がリスク
評価を行った結果、乳製品を動物検疫の対象と
することとなりました。なお、携帯品として輸
出入される乳製品については、今回動物検疫の
対象となりません。

【対象となる乳製品の範囲】 具体的な品目はHS
コードにより分類され、以下のものが対象とな
ります（数字はHSコード）。
・０４０１（ミルク、クリーム等）
・０４０２（ミルク、クリーム等）
・０４０３（バターミルク等）
・０４０４（ホエイ等）
・０４０５（バター等）
・０４０６（チーズ等）
・３５０２. ２０、３５０２. ９０（ミルクアル　
ブミン、濃縮ホエイ等、乳を含むものに限る。）
・２３０９. １０、２３０９. ９０（対象の乳・　
乳製品を原料に含む飼料・ペットフード等）
なお、一部のものは対象から除外している
ため、詳細は動物検疫所ウェブサイト（http://
www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html）
を御参照ください。
【輸入検査について】 偶蹄類の動物の乳製品に
ついては、輸入に必要な要件を定めた家畜衛生
条件が設定されるため、この条件を満たした上
で、輸出国政府機関発行の検査証明書を取得し
て輸入する必要があります。
　適用される家畜衛生条件は、輸出国が「リス
ト国」か「リスト国以外の国」かにより異なりま

No.1 － 5



─ 6 ─

す。家畜衛生条件及びリスト国については、動
物検疫所ウェブサイトを御参照ください。
日本に到着した乳製品は、動物検疫所の輸入
検査を受け、合格となったもののみ輸入が認め
られます。平成29年11月１日以降に陸揚げさ
れた乳製品から輸入検査の対象となります。
【輸出検査について】 輸入のみではなく、輸出
する乳製品も動物検疫の対象となり、平成29年
11月１日以降に通関する乳製品については、動
物検疫所の輸出検査を受ける必要があります。
輸出検査が必要となる乳製品は、①相手国政
府が、輸入に当たって家畜の伝染性疾病をひろ
げるおそれのない旨の検査証明書を求めている
ものと、②日本の規定で検疫対象としているも
のの２つがあります。
必要な書類や手続は、相手国の受入条件によ
り大きく異なるため、輸出者は初めに、相手国
の家畜衛生担当部局や在日の大使館等を通じて、
受入条件を確認することが重要です。
【今後の予定】 これまで関係者の皆様と情報交
換する中で明らかとなった各種課題について早
期に対応方針を定め、各所で説明会を随時開催
していくこととしています。皆様におかれまし
ては、円滑な検査開始に向けて、引き続き御協力
をよろしくお願いいたします。

・中国から輸入される塩蔵天然ケーシン
グの検疫対応について

（企画管理部企画調整課）

日本でソーセージを加工製造する際に使われ
る、豚や羊の腸を原料とする天然ケーシングの
多くは海外からのもので、動物検疫所の輸入検
査に合格したものが輸入されています。このた
め、輸入天然ケーシングには、輸出国との間で合
意された家畜衛生条件を満たすことを証明する
検査証明書が添付されており、口蹄疫等の非清
浄国から輸入される場合は、日本到着時に次亜
塩素酸ナトリウムに浸漬する現物消毒を行って
います。
先般、輸入天然ケーシングの98%を占める輸
出国である中国との間に新たな家畜衛生条件が
締結され、本年４月１日から適用されることと
なりました。新たな条件では、中国内にある認
定施設において、OIEコードで規定される口蹄
疫や豚コレラウイルスの不活化方法である塩蔵

処理（塩又は塩飽和水にケーシングを一定期間
浸漬すること）を行うこと、塩蔵開始から日本に
到着するまでの間の二次汚染を防ぐため、ケー
シングを詰める容器を封印（シール）すること等
が条件とされ、これらの条件を満たしたものの
み輸入が認められることとなりました。

新しい家畜衛生条件の塩蔵処理条件

この新しい条件に基づき、動物検疫所では中国
から新しい家畜衛生条件を満たして輸入される
天然ケーシングについては口蹄疫等汚染リスク
が低減されていることから、日本到着時に行って
いた現物消毒を不要とすることとしました。
現在、中国の認定施設は39施設あり（５月８
日時点）、これらの施設で塩蔵処理された天然
ケーシングが輸入されています。これまで中国
からの天然ケーシングは、消毒施設が近い成田
空港や横浜港で輸入されていましたが、今後は
他の指定港*での輸入も見込まれるところです。
*指定港：家伝法第38条に基づき省令で指定される空海港

・特定家畜伝染病対策要領の制定について
（企画管理部危機管理課）

海外から家畜を輸入するに当たっては、①輸
出国における家畜伝染性疾病の発生状況や家畜
衛生管理体制を確認し、特定の家畜伝染病の清
浄区域・地域からのみ動物を輸入する、②二国
間で家畜衛生条件を事前に締結し、これに従い
輸出国と我が国の両国で二重検疫を実施する措
置を講じています。このことにより我が国に口
蹄疫などの特に重要な家畜伝染病が侵入するリ
スクは極めて低い状況にあります。一方で、輸
入検疫中に万が一、これらの家畜伝染病が確認
された場合に備え、動物検疫所では、昭和53年
に「海外悪性伝染病対策要領」を定め、途中、全面
改定も行い、万全な防疫措置を迅速かつ的確に
講じるために準備をしてきました。
今般、国内における特定家畜伝染病防疫指針
との整合性や関係都道府県との迅速な情報共有
等を図るために、現行の要領を廃止し、本年3月
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に「動物検疫所特定家畜伝染病対策要領」を新た
に定めました。
本要領では、「動物検疫所特定家畜伝染病」と
して、牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚コレラ、アフリ
カ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低
病原性鳥インフルエンザを指定し、要領全体を
シンプル化することで、弾力的に運用できるよ
うにしました。なお、細部については各所での
防疫マニュアルで定めることとしています。
主な改正点は、第１に、（空）港到着時の対応
として、特定家畜伝染病を疑う異常所見を示す
動物が認められた場合には、到着（空）港内での
待機を基本とし、検査陰性を確認してから輸入
検疫施設に送致することとします。もし、検査
が陽性であった場合は、輸出国への返送又は到
着（空）港内での殺処分を原則とします。第２に、
異常動物等を確認した場合には、関係都道府県
等に速やかに情報提供をすることとし、関係各
所と綿密に連携を図っていくことを明記してい
ます。

・動物検疫所の歴史⑬ 
ー 昭和 30 年頃の動物検疫 ー 

（動物検疫所長）

昭和 27 年に動物検疫所が分離発足します。
当時の動物、畜産物の輸入状況をみると、種畜
として牛や豚、馬が輸入され、畜産物ではまだ
皮や羊毛の輸入が中心です。
昭和 30 年頃の発行と思われる ｢動物検疫所
要覧｣ がありました。業務として、輸出入検疫、
生物学的製剤の保管、家畜防疫官の都道府県へ
の協力が紹介されていて、検疫業務では、動物
や畜産物の検査、消毒に加え、口蹄疫が流行し
たメキシコやカナダからの砂糖、飼料用小麦の
外装消毒が紹介されています。昭和 28 年の砂
糖については、全国 91 工場で缶詰製造に利用
され、地元府県の協力も得て、消毒に加え製造
監視、周辺での異常家畜の有無の確認などが行
われています。その後も香港や南アフリカから
の飼料や農産物について同様の対応が取られて
いて、当時、輸出柑橘類の梱包用わら縄の消毒
を求められていたことを考えると、その頃の常
識かという気もしますが、米国農務省の根拠が
不明で不可解といった否定的な見解も伝わって
きていて、発生の終息などを契機にそのような

対応が取られなくなっています。そもそもウイ
ルスに汚染される可能性は低く、時間がかかれ
ばウイルスの感染力もなくなる、ということで
すが、平成 12 年、国内では 92 年ぶりとなった
口蹄疫の発生では、原因となった可能性がある
ものとして、当時検疫の対象となっていなかっ
た中国産麦わらの飼料利用が挙げられました。
物の動きが増加、多様化する中、畜産関係資材
には絶えず注意を払っていくことが大切です。
あと大きな出来事として、輸入ジャージー牛

のブルセラ病対応があります。酪農振興策とし
て集約酪農地域を設定することになり、農林省
が米国、豪州などからジャージー牛を輸入しま
す。28 年度以降１万３千頭輸入されています
が、検疫中のブルセラ病摘発が続きます。そも
そも当時輸出国では生ワクチンが利用されてい
て、今のような輸入条件がない中、輸出国に細
密検査（ママ）を求めたり、家畜防疫官を現地
に派遣して検査をさせたりしていますが、検査
に使われた凝集反応も日本法と国際法で結果が
異なるなどして苦労しています。検疫解放後の
摘発も重なって、都道府県向けに輸入牛は定期
的に検査するよう通達が出されていて、都道府
県と一体となって対応に当たった様子が分かり
ます。今、ちょうど国内の乳牛の資源不足から
乳用繁殖用牛の輸入希望が増えてきています。
ただ、ヨーネ病の問題をクリアしていく必要が
あって、一番よいのは輸入しないこと、と言っ
ているわけにはいかないとすれば、若齢牛での
絶対的な検査法がない中、輸入者、輸出地、仕
向地の関係者とよく問題意識を共有し、ヨーネ
病を持ち込まない体制を作っていく必要があり
ます。

昭和 30年頃の横浜に係留中のジャージー牛
今とあまり変わらない？
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◎所内情報
・動物検疫所の組織構成 平成29年５月１日

所長 総務部長 庶務課長 庶務係長
（技）小倉　弘明 （事）各務　大志 （事）小野寺　守 欠

人事第１係長
課長補佐 （事）森　昌宏

（事）石井　正洋 人事第２係長
（事）栗原 順子

会計課長 経理第１係長
（事）上田　義彦 （事）西村　英介

経理第２係長
課長補佐 （事）戸田　武史

（事）堀川　豊 用度係長
（事）浦野　智弘
調達係長

（事）宮崎　光樹（庶務課併任）
国有財産係長

（事）浦沢　龍一

調整指導官
（技）阿久澤　義徳

統括検疫管理官
（技）小野寺　聖

感染症対策専門官
欠

企画管理部長 企画調整課長 （技）西本　愛
（技）大友　浩幸 （技）酒井　一彰 （技）佐治　悠自（食料産業局併任）

主任検疫官 （技）岡崎　崇
（技）椛本　綾子（兼） （技）仲村　一紀
主任検疫官 （技）平松　龍人（鹿児島空港出張所併任）

（技）池田　亜季（兼） （技）川﨑　ななみ 
主任検疫官

（技）吉田　英二

調査課長 （技）笹井　陽子
（技）和田　さち子 （技）國分　啓士郎

（技）今野　峻之
主任検疫官

（技）土屋　直樹

危機管理課長 （技）濵砂　裕子
（技）福田　史乃 （技）谷崎　さとみ（任任）

主任検疫官
（技）東　樹理
主任検疫官

（技）村方　佳代

検疫部長 管理指導課長 （技）岡田　佳代
（技）鈴木　一弘 （技）矢野　隆司 （技）新井　美里

動物検疫課長 （技）野本　英絵（動物衛生課併任）
（技）米川　和宏 （技）中原　祐輔（動物衛生課併任）

主任検疫官 （技）漆崎　祥平
（技）鈴木　秀人
主任検疫官 

（技）草刈　恵
（技）山口　由
（技）摂待　順也（動物衛生課併任）
（技）友國　祐希（動物衛生課併任）
（技）帖佐　圭介（庶務課併任）
（技）片倉　亜紀恵（臨任）

（技）宇澤　裕樹（動物衛生課併任）
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畜産物検疫課長 （技）山本　朋子
（技）浅岡　正弘 （技）永友　恵美奈

（技）伊藤　裕子
主任検疫官 （技）倉田　愛子

（技）藤澤　景子 （技）三角　さつき（兼）
主任検疫官 （技）守田　留美子（臨任）

（技）小林　里美 （技）山谷　由香（臨任）

精密検査部長 微生物検査課長 （技）田村　愛子
（技）守野　繁 （技）福原　久江 （技）日比 　浩之

（技）古野　美南子
主任検疫官 （技）石渡　祥子（任任）

（技）椛本　綾子（企画調整課併任）
主任検疫官

（技）池田　亜季（企画調整課併任）
主任検疫官

（技）久保　顕志
海外病検査課長 （技）住吉　理穂

（技）尾坂　優之

主任検疫官
（技）柴田　明弘

病理・理化学検査課長 （技）小林　芳史
（技）栁澤　成江 （技）加登　麻子

（技）中森　太一
主任検疫官

（技）立和名　剛司（危険度分析課併任）
主任検疫官

（技）仙波　裕信
主任検疫官

（技）岩田　啓

危険度分析課長 （技）稲垣　麻由子
（技）西口　明子

主任検疫官
（技）室賀　紀彦
主任検疫官

（技）立和名　剛司（兼）

川崎出張所長 （技）梅村　幸子
（技）牧田　利和子 （技）吉村　明子

（技）竹浪　亜沙子
主任検疫官 （技）森　　まどか

（技）福田　雅義 （技）大山口　彰朗
（技）日比野　恵（臨任）主任検疫官

（技）片岡　那津見

新潟空港出張所長 （技）岡本　悠介
（技）浅羽　清一

静岡出張所長 （技）若宮　香理
（技）佐藤　光晴 （技）菅原　愛

主任検疫官
（技）黒田　正爾（北海道・東北支所検疫課併任）

北海道・東北支所長 庶務課長 庶務係長
（技）吉田　和弘 （事）田川　英樹 （事）藤山　照之

会計係長
調整指導官 （事）十市　達也

（技）加藤　政治

検疫課長 （技）西岡　崇政
（技）小薬　優子欠
（技）豊嶋　理沙

主任検疫官 （技）小岩　善則
（技）百井　秀樹（兼） （技）菊池　晏那
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（技）山口　卓哉
主任検疫官 （技）小宮山　園実（函館）

（技）長田　幸恵（兼） （技）髙柳　亮（函館）
（技）白藤　香菜子（胆振）

主任検疫官（函館） （技）渡邉　美和（胆振）
（技）森　一郎 （技）柴田　和男（胆振）

（技）月館　彰人（臨任）
主任検疫官（胆振）

（技）黒田　正爾（兼）

仙台空港出張所長 （技）吉田　啓記
（技）鈴木　章則 （技）尾形　欣典

（技）白井　千亜希
主任検疫官

（技）森岡　洋子

成田支所長 庶務課長 庶務係長
（技）向井　清孝 （事）櫻田　眞一 （事）横田　光浩

会計係長
課長補佐 （事）佐藤　美彩子

次長 （事）瀧川　佳則
（技）大石　紀夫

調整指導官
（技）葛西　桃子

統括検疫管理官
（技）青野　幹広

旅具検疫第１課長 （技）堀口　英司
（技）小林　朋存 （技）大木　伸也

（技）渡辺　有美
主任検疫官 （技）野﨑　陽介

（技）川西　伸一 （技）佐々木　文
主任検疫官 （技）髙橋　延之

（技）鈴木　章 （技）加藤　友啓
主任検疫官 （技）安藤　雄介
 （動物検疫第２課併任）（技）長田　幸恵

（北海道・東北支所検疫課併任） （技）山﨑　裕子
主任検疫官 （技）中田　加七絵

（技）矢野　貴則 （技）行田　彩生
主任検疫官 （技）加藤　彰朗

（技）長江　和紀欠
（技）金田　まゆみ
（技）長瀬　紘介
（技）兼宗　真美
（技）土中　慧明
（技）長倉　基裕（臨任）
（技）正路　優（臨任）

旅具検疫第２課長 （技）川邉　俊生
（技）新堀　均 （技）髙安　珠路

（技）中村　恵一
主任検疫官 （技）田中　咲子

（技）谷津　昌彦 （技）飛田　龍士
主任検疫官 （技）橋本　真梨子

（技）牧田　昇 （技）山本　和弘
主任検疫官 （技）河本　由江

（技）大坪　千尋 （技）矢島　彩子
主任検疫官 （技）村藤　義訓（兼）

（技）新居　朋昭 （技）工藤　美雪
主任検疫官 （技）金子　拓矢

（技）細野　靖人 （技）横澤　輝美
（技）鵜飼　沙織
（技）中谷　大地
（技）岩永　真希
（技）郡山　実優
（技）吉田　佳奈子
（技）及川　千子
（技）尾ノ上　千夏
（技）武渕　紀里（任任）
（技）平山　千砂（臨任）
（技）増岡　絢（臨任）

旅具検疫第３課長
（技）澤田　奈津子
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主任検疫官
（技）小林　理絵子
主任検疫官

（技）白石　美穂
主任検疫官

（技）百瀬　智子
主任検疫官

（技）丸川　義文
主任検疫官

（技）屋仲　正則

動物検疫第１課長 （技）上野山　慧
（技）遠藤　明仁 （技）鈴木　祐子

（技）勝俣　亙
主任検疫官

（技）鵜飼　寿
主任検疫官

（技）水城　恵美

動物検疫第２課長 （技）安藤　雄介（兼）
（技）石塚　久義 （技）松野　望美

（技）石橋　恵
主任検疫官

（技）岡村　直美

貨物検査課長 （技）木原　博文
（技）浅井　雅俊 （技）村田　健

（技）村藤　義訓
（成田支所旅具検疫第２課併任）主任検疫官

（技）梶原　篤 （技）龍　可奈子
主任検疫官 （技）坂田　結実

（技）久保　祐里 （技）佐藤　華
（技）田甫　菜千香
（技）大久保　結加
（技）田代　渚

羽田空港支所長 庶務課長 庶務係長
（技）田中　寿一 （事）渡邉　康之 （事）篠田　博子

会計係長
（事）太田　勇次長

（技）角田　隆則 調整指導官
（技）林　　仁子
統括検疫管理官

（技）根城　博一
検疫課長 （技）木下　貴司

（技）瀬戸　秀佳 （技）梅村　諭志
（技）長谷川　未央
（技）福士　智子

主任検疫官 （技）尾藤　麻希子
（技）相田　美穂 （技）渡邉　正人
主任検疫官 （技）本田　省吾

（技）國分　英行 （技）西内　愛
主任検疫官 （技）金山　俊作（動物衛生課併任）

（技）永友　孝昌 （技）齋藤　陽香
主任検疫官 （技）上原　知江 

（技）上地　幸子 （技）福原　麻衣
主任検疫官 （技）茨木　美和

（技）岩松　泰司 （技）中川　千恵
主任検疫官 （技）林　　紗希

（技）福田　雅史 （技）遠山　錬
（技）武仲　萌子
（技）吉野　好太郎（任任）
（技）小島　菜 （々臨任）

東京出張所長 （技）山口　渚子
（技）河本　俊博 （技）小財　恵

（技）南　　久美子
主任検疫官 （技）冨山　千恵

（技）貞末　竜伺 （技）吉田　きり佳
主任検疫官 （技）岩永　綾香（動物衛生課併任）

（技）珠玖　典子 （技）本田　恵美（千葉）
主任検疫官 （技）舘衣　稚子（千葉）

（技）屋仲　弥生 
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主任検疫官 （技）小川　富生（再任）
（技）大川　裕人 （技）八王子　元美（臨任）
主任検疫官 （技）多田　茜（臨任）

（技）間　夏彦

中部空港支所長 庶務課長 庶務係長
（技）大塚　誠也 （事）我妻　良則 （事）鈴木　貞彦

会計係長
（事）野地　宏昌次長

（技）藤澤　眞一 調整指導官
（技）千葉　昌彦

統括検疫管理官
（技）田澤　瑞帆

検疫課長 （技）佐藤　芳
（技）平賀　英子 （技）藤岡　友人

（技）野地　沙也加
主任検疫官 （技）野中　潤

（技）河田　誠 （技）原田　理恵子
主任検疫官 （技）宮地　祐香子

（技）小川　成美 （技）辛嶋　純
主任検疫官 （技）島本　真理

（技）森田　悦至 （技）古沢　亨
主任検疫官 （技）岡本　幸久

（技）原田　善夫 （技）早坂　泉
（技）吉田　竜太

小松出張所長 （技）原田　喜和子
（技）佐藤　一之 （技）荒井　陽子

（技）新里　恵

名古屋出張所長 （技）山口　香子
（技）鳥山　眞由美 （技）後藤　沙紀

（技）野中　詩歩
主任検疫官 （技）岡本　美華

（技）前田　雅史
主任検疫官
欠

関西空港支所長 庶務課長 庶務係長
（技）杉崎　知己 （事）宿里　正明 （事）関根　リエ子

会計係長
（事）福光　正和次長

（技）立﨑　昌子 調整指導官
（技）坂井　理一
統括検疫管理官

（技）小林　恵子
検疫第１課長 （技）福島　亜紀子

（技）中原　一馬 （技）橋本　脩
（技）三宅　雅子

主任検疫官 （技）副島　光高
（技）福冨　武 （技）岡﨑　まどか
主任検疫官 （技）福田　麻衣

（技）水出　元 （技）濱名　史絵
主任検疫官 （技）遠藤　まり絵

（技）榊原　路子 （技）豊饒　はるか
主任検疫官 （技）小谷　啓

（技）米内　浩晶 （技）河村　哲伸
（技）浪川　彩花
（技）栗山　温子
（技）加藤　央
（技）大久保　周祐
（技）日沖　俊介
（技）島扇　笙子
（技）笹澤　将史
（技）尾前　優樹
（技）根地戸　朗覧
（技）滿尾　彩可

検疫第２課長 （技）鈴木　瞳
（技）岩中　麻里
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主任検疫官
（技）坂本　有希

検疫第３課長 （技）東　俊英
（技）佐藤　隆一

主任検疫官
（技）百井　秀樹（北海道・東北支所検疫課併任）
主任検疫官

（技）鈴木　剛史
主任検疫官

（技）横山　一星
主任検疫官

（技）青島　圭介
主任検疫官
欠

神戸支所長 庶務課長 庶務係長
（技）田中　公子 （事）松尾　知己 （事）前田　紅

会計係長
（事）平田　昌宏次長

（技）増田　真人 調整指導官
（技）古田　敦久
統括検疫管理官

（技）中尾　哲也
検疫課長 （技）大月　寿栄

（技）田中　耕司 （技）川井　航太郎
（技）池本　香織

主任検疫官 （技）青木　瑛梨
（技）中西　久美 （技）矢野川　祥子
主任検疫官 （技）谷川　光

（技）松尾　真理子 （技）斎藤　一美
主任検疫官 （技）佐藤　貴之

（技）住川　栄太 （技）吉岡　隆（臨任）

大阪出張所長 （技）石塚　敏子
（技）勢古　貴九秀 （技）廣澤　千恵

（技）立野　三穂
主任検疫官 （技）上村　香苗

（技）福冨　麗子 （技）藤原　茉依
主任検疫官 （技）小倉　紀子

（技）江﨑　由妃子 （技）萩原　文乃
主任検疫官 （技）中野　英治（再任）

（技）濱名　仁
岡山空港出張所長 （技）来住　哲也

（技）夏目　和良 （技）阿部　麻美
主任検疫官

（技）畑野　成幸

広島空港出張所長 （技）小野　萌
（技）若菜　俊敦 （技）吉田　艶枝（臨任）

主任検疫官
（技）古川　雅之

四国出張所長 （技）木村　奈津子
（技）籠島　恵介

主任検疫官
（技）岩﨑　邦洋

門司支所 長庶務課長 庶務係長
（技）鎌川　浩之 （事）小川　誠 欠

会計係長
（事）池田　翼次長

（技）小岩井　正博 調整指導官
（技）山田　淳志 　　 会計係主任

（事）宮﨑　理香
統括検疫管理官
欠
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検疫第１課長 （技）桐原　志保
（技）堤　啓介 （技）渡邉　望

（技）井上　明日香
主任検疫官 （技）神谷　豪

（技）杉浦　千尋 （技）今野　由梨
主任検疫官
欠

検疫第２課長 （技）田中　信行
（技）田上　勝則 （技）原﨑　多代

（技）藤澤　希
主任検疫官 （技）河紗　矢香

（技）横尾　昭恵 （技）髙山　耕
主任検疫官 （技）大島　芙美

（技）粕谷　和史 （技）前原　靖浩
主任検疫官 （技）鮫島　毅行

（技）富安　明子
博多出張所長 （技）堀江　文乃

（技）成ヶ澤　敬 （技）林　史明
（技）大泉　弘（福岡空港出張所併任）

主任検疫官 （技）松並　大祐
（技）吉岡　成美 （技）一山　昌子
主任検疫官 （技）田中　眞理子

（技）酒井　輝明 （技）鶴田　有紀
（技）佐々木　涼
（技）稲益　恵利加
（技）松尾　茜（臨任）

福岡空港出張所長 （技）玉野　麻紀子
（技）三上　稚夫 （技）大泉　弘（兼）

（技）松並　香
主任検疫官 （技）桑原　麻衣

（技）金田　直子 （技）若尾　英之
主任検疫官 （技）園田　早紀

（技）中島　一雄 （技）伊藤　亜希
（技）小川　美緒（任任）
（技）内田　あずさ（臨任）

長崎空港出張所長 （技）眞鍋　大実
（技）黒木　昭二
鹿児島空港出張所長 （技）西村　拓真

（技）渡邊　富義 （技）丹羽　彩乃
（技）浅野　将人

主任検疫官 （技）平松　龍人（兼）
（技）富田　桂 （技）松永　繭子
主任検疫官 （技）鎌田　柚

（技）齋藤　恵 （技）古郡　なつ美
（技）泥谷　義和
（技）出来　総一郎（臨任）

沖縄支所長 庶務課長 庶務係長
（技）町田　香 （事）渡嘉敷　保 （事）今安　豊

会計係長
（事）宮本　英昭

調整指導官
（技）髙橋　雅志
検疫課長 （技）太郎良　陽子

（技）小平　明宏 （技）松田　莉朋
（技）安川　裕也

主任検疫官
（技）金子　詠美

那覇空港出張所長 （技）栗栖　亜紀
（技）山口　賢郎 （技）村山　孝治

（技）佐瀨　智香子
主任検疫官 （技）加藤　あかね

（技）金田　幸樹 （技）北島　裕也
（技）野島　日依
（技）上田　靖大
（技）照屋　夏月（臨任）
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人事異動
（平成29年４月７日付け）
山本　智士　育児休業（門司支所検疫第１課）

（平成29年４月10日付け）
池本　香織　職務復帰（神戸支所検疫課）

（平成29年４月12日付け）
濱名　史絵　職務復帰（関西空港支所検疫第１

課）

（平成29年４月13日付け）
内田あずさ　任期満了（門司支所福岡空港出張

所（臨時的任用））

（平成29年４月14日付け）
福島亜紀子　職務復帰（関西空港支所検疫第１

課）
田嶋　慈恵　育児休業（門司支所福岡空港出張

所）
内田あずさ　門司支所福岡空港出張所（臨時的

任用）

（平成29年４月17日付け）
冨山　千恵　職務復帰（羽田空港支所東京出張

所）
三宅　雅子　職務復帰（関西空港支所検疫第１

課）

（平成29年４月21日付け）
増岡　　絢　任期満了（成田支所旅具検疫第２

課（臨時的任用））

（平成29年４月22日付け）
黒田　　唯　育児休業（成田支所旅具検疫第２

課）
増岡　　絢　成田支所旅具検疫第２課（臨時的

任用）

（平成29年４月24日付け）
月館　彰人　任期満了（北海道・東北支所検疫

課（臨時的任用））

（平成29年４月25日付け）
西岡　真未　育児休業（北海道・東北支所検疫

課）

月館　彰人　北海道・東北支所検疫課（臨時的
任用）

（平成29年４月30日付け）
中山　　航　任期満了（北海道・東北支所検疫

課（任期付任用））
大内眞保子　任期満了（羽田空港支所検疫課（任

期付任用））
内田　　央　任期満了（羽田空港支所東京出張

所（臨時的任用））
辻野　祐介　任期満了（神戸支所大阪出張所（任

期付任用））

（平成29年５月１日付け）
小財　　恵　職務復帰（羽田空港支所東京出張

所）
舘　衣稚子　職務復帰（羽田空港支所東京出張

所千葉分室（北海道・東北支所検
疫課））

鵜飼　沙織　職務復帰（成田支所旅具検疫第２
課（成田支所貨物検査課））

龍　可奈子　職務復帰（成田支所貨物検査課）
廣澤　千恵　職務復帰（神戸支所大阪出張所）　

（平成29年５月２日付け）
山本　智士　職務復帰（門司支所検疫第１課）
豊嶋　理沙　休職（北海道・東北支所検疫課）
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））

（平成29年５月３日付け）
丹羽　彩乃　育児休業（門司支所鹿児島空港出

張所）
出来総一郎　門司支所鹿児島空港出張所（臨時

的任用）

（平成29年５月10日付け）
豊嶋　理沙　復職（北海道・東北支所検疫課）

（平成29年５月15日付け）
太田　晶子　職務復帰（羽田空港支所検疫課）

（平成29年５月22日付け）
細野　靖人　育児休業（成田支所旅具検疫第２

課主任検疫官）
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（平成29年５月26日付け）
照屋　夏月　任期満了（沖縄支所那覇空港出張

所（臨時的任用））

（平成29年５月27日付け）
栗栖　亜紀　育児休業（沖縄支所那覇空港出張

所（臨時的任用））
照屋　夏月　沖縄支所那覇空港出張所（臨時的

任用）

（平成29年６月１日付け）
辻野　祐介　検疫部畜産物検疫課（臨時的任用）
山田　優希　川崎出張所（臨時的任用）

所内研修履歴（４～５月）
【平成29年度初任者合同研修】
期間：平成29年５月15日～ 19日
場所：横浜本所
人数：26名
内容：動物検疫の役割及び業務に関する知識
の付与、CIQ他官署の業務に関する知識の付与、
食肉加工会社業務説明、接遇研修等

◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成 29 年３月～ 4 月）
●輸入畜産物（前年同月比）
３月分の全体の輸入量は前年同月比116.8％と増加しました。臓器類とミール類で増加が顕著でした。
また、４月分の全体の輸入量は前年同月比106.2％と増加しました。ミール類の増加が顕著でした。
●輸出畜産物（前年同月比）
３月分の全体の輸出量は前年同月比99.7％と前年とほぼ同じでした。また、４月分の全体の輸出量は前
年同月比100.5％と前年とほぼ同じでした。

品目名
輸入 輸出

3月 4月 4月 1月

骨類

骨 2,245,745… 2,093,362… 128… 387…
砕骨 1,487,370… 921,748… - -
蹄角 77,527… 41,185… - 1,600…
骨腱 63,666… 25,229… - -
蹄角粉 - 63,072… - -
その他の骨 - - - -

計 3,874,308… 3,144,597… 128… 1,987…

肉類

牛肉

冷蔵 26,182,012… 25,547,375… 101,860… 100,183…
冷凍 34,848,779… 30,538,684… 126,681… 99,528…
その他 30,955… 22,206… - -
加熱処理 142,293… 209,522… - -

豚肉

冷蔵 36,400,658… 31,893,748… 1,730… 2,087…
冷凍 64,446,275… 58,197,203… 381,598… 535,491…
その他 7,417… 0… 12… 53…
加熱処理 1,021,384… 881,944… - -

めん羊肉 1,984,368… 2,154,466… - -
山羊肉 45,021… 47,291… - -
鹿肉 - 5,799… - -
その他の偶蹄類肉 20… - - -
加熱処理その他の偶蹄類肉 - - - -

（単位：KG）
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品目名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月

肉類

ハム 350,311… 229,413… 622… 647…
加熱処理ハム 22,142… 16,783… - -
ソーセージ 982,763… 843,439… 2,535… 2,827…
加熱処理ソーセージ 1,937,465… 1,405,984… - -
ベーコン 228,549… 204,897… 1,138… 1,619…
加熱処理ベーコン 3,230… 7,006… - -
馬肉 401,350… 600,425… - -
うさぎ肉 6,797… 6,312… - -
犬肉 - - - -
家きん肉 47,043,933… 43,616,939… 919,657… 627,308…
家きん加熱処理肉 36,824,194… 32,634,379… - -

非加熱
その他の肉

牛 588,507… 501,110… 3,460… 4,802…
豚 72,883… 83,516… 5,557… 2,600…
家きん 82,297… 40,140… 6,064… 26,235…
その他 62,378… 60,008… 34,165… 29,924…

加熱処理
その他の肉

牛 293,531… 265,112… - -
豚 3,328,535… 3,742,340… - -
家きん 2,709,859… 2,387,317… - -
その他 415,319… 450,609… - -
計 260,463,226… 236,593,969… 1,585,080… 1,433,304…

臓器類

牛臓器 68,584… 71,976… - 72…
豚臓器 43,869… 49,999… 1,536… 174…
その他の偶蹄類臓器 2,483… 762… - -
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 48,081… 44,071… 320… 302…
消化管等 3,177,935… 2,450,930… 61,322… 27,005…
加熱処理消化管等 - - - -
ケーシング 386,980… 247,901… - -
脂肪 4,543,484… 2,391,007… 12… 195…
非加熱その他の臓器 39… 1,427… - -
加熱処理その他の臓器 - - - -
加熱処理家きん臓器 272,981… 171,518… - -
加熱処理その他の家きん臓器 - - - -

計 8,544,436… 5,429,590… 63,190… 27,748…

卵類

殻付卵 132,111… 90,823… 326,512… 255,243…
液卵 477,361… 481,616… 3,344… 480…
その他の卵 - - 16,816… 4,459…

計 609,472… 572,439… 346,672… 260,181…

皮類

牛皮 2,777,495… 1,970,645… 1,030,661… 826,779…
豚皮 299,997… 178,528… 5,776,249… 5,100,707…
めん羊皮 477… 18,763… - -
山羊皮 - - - -
鹿皮 6,752… 52,379… - -
その他の偶蹄類の皮 - - - -
馬皮 90,814… 117,342… - -
うさぎ皮 50,925… 29,400… - -
犬皮 - - - -
その他の皮 - - - -

計 3,226,460… 2,367,057… 6,806,910… 5,927,486…
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品目名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月

毛類

牛毛 - - - -
豚毛 655… 1,700… - -
羊毛 102… - - -
山羊毛 15,404… 5,680… - -
鹿毛 - - - -
その他の偶蹄類の毛 1,395… 16,465… - -
馬毛 13,243… 3,598… 88… -
うさぎ毛 600… 2,660… - -
羽毛 120,736… 168,836… 18,606… 24,489…
犬毛 - - - -
その他の毛 - - - -

計 152,135… 198,939… 18,694… 24,489…

ミール類

血粉 183,105… 204,014… - 0…
肉粉 3,881… 80… - -
肉骨粉 - - - -
皮粉・羽毛粉 - - - -

計 186,986… 204,094… - 0…

その他

精液（アンプル） 90,883… 68,759… - -
受精卵（個） 400… 95… - -
ふん・尿 - 0… - -

計 - 0… - -

わら類

穀物のわら 16,946,210… 13,197,250… - -
飼料用の乾草 - - - -
その他 167,830… 120,150… - -

計 17,114,040… 13,317,400… - -
総計 294,171,062… 261,828,085… 8,820,674… 7,675,194…

※　解放重量ベースの速報値

動物名
輸入 輸出

3月 4月 3月 4月

牛

乳用繁殖用 340… 338… - -
肉用繁殖用 - - - -
肥育用 - 1,071… - -
と畜場直行用 - - - -
その他 - - - -

豚
繁殖用 43… 131… - -
その他 - - - -

めん羊 41… 23… - -
山羊 - - - -

その他の偶蹄類 - 6… - -

馬

繁殖用 8… - - -
乗用 17… 11… - -
競走用 2… 31… 9… 1…
肥育用 196… 222… - -
と畜場直行用 - - - -
…その他 - - 12… -

その他の馬科 - - - -
うさぎ 1,171… 1,557… 9… 1…
初生ひな（鶏） 57,968… 65,905… - -
初生ひな（その他） - - - -
種卵（個） - - - -
蜜蜂（群） 1,253… 228… - -
指定検疫物以外の動物 13,844… 13,309…
犬 619… 652… 561… 576…
猫 246… 202… 182… 154…
きつね - - - -
スカンク - 27… - -
サル 806… 324…
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◎調査統計事項
１．はじめに
過去２号にわたってシンガポール向けにお土
産用として輸出される畜産物を対象としたシー
ルタイプの簡易な証明書様式が取り決められた
こと、及び同国の牛肉の輸出動向をお知らせし
たところです。今号では簡易な証明書様式のメ
リット、及び交付実績についてお知らせします。

２．簡易な証明書様式のメリット
畜産物を海外へ輸出する場合には輸出ごと
に検査を実施し証明書を交付する必要がありま
すが、シールタイプの簡易な証明書様式が取り
決められたことで、お土産用の牛肉等を販売す
る業者が一括して輸出検査を受けることにより、
空港内等の販売店でシンガポール向け牛肉等を
販売できるようになりました。
今回の取決めにより誰もがシンガポールへの
お土産として日本の畜産物を気軽に購入するこ
とが可能となったことから、シンガポールから
来日する観光客への需要も見込めるものと思わ
れます。

３．簡易証明書の交付実績
（１）交付枚数（図１）
簡易証明書様式が取り決められた当初の発行
枚数は一時的に高い伸びをみせ、その後急速に
減少しましたが、６月以降は増加傾向で推移し
ています。2016年１月～12月までにシンガポー
ル向けのお土産品に交付した簡易証明書の枚数
は約5,600枚です。そのほとんどがお土産品を
販売している業者へ一括して交付されたもので
平均月に約400枚、一方で個人向けに交付され
たものが平均月に約30枚になります。

（２）品目別の交付枚数（図２）
簡易証明書の交付枚数を品目別に確認すると
そのほとんどが牛肉です。中部地方においては
銘柄牛、関東地方においては伝統的な牛肉加工品
の輸出にそれぞれ販売業者等の関係者が積極的…
に取り組んでいる結果です。生鮮殻付卵につい

ては、９月より簡易証明書の対象品目に追加さ
れています。

（３）所別の交付枚数（図３）
検査を実施した所別の交付枚数を見ると、羽
田空港支所、中部空港支所が突出して多くなっ
ています。これは、簡易証明書取得済みの牛肉
等を販売している店舗の数が関東地方で15店、
中部地方で10店（2016年８月現在）と多く、中
でも羽田空港及び中部空港においては空港内に
販売店があるため、他の場所に比べて簡易証明
書を交付する機会が多いためと考えられます。

４．最後に（図４）
全国５空港には輸出動植物検疫カウンターが
設置されています。輸出動植物検疫カウンター
では、個人が購入した牛肉等に対しシンガポー
ル向け輸出検査が可能となっています。簡易証
明書により、全国の銘柄牛やその加工品等のシ
ンガポールへの輸出が更に拡大していくことを
期待します。
動物検疫所は、海外からの家畜の伝染性疾病
の侵入を防ぐことにより安定的な輸出を可能と
する一方、簡易な証明書様式の導入等による検
疫手続の簡素化に取り組むなど、これからも、国
産畜産物の輸出促進に寄与していきたいと考え
ています。
輸出動植物検疫カウンターが設置されている空港
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、福岡空港
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◎動検通信（総務部会計課長）
堀割川の満開の桜もあっという間に散り、初夏を思わせる陽気となりました。
今回は発注者綱紀保持対策についてお話ししたいと思います。
馴染みのない言葉と思いますが、発注者綱紀保持対策とは－…平成 19 年３月に地方農政局が発
注する工事、同年５月に緑資源機構の発注する地質調査業務等の官製談合事件が発覚し、国民の
信頼を確保することが課題となり、農林水産省発注者綱紀保持規程が制定され、発注事務の適正
性及び透明性の向上を図るために定められた取組のことです。
発注担当職員及び管理監督者が自覚すべきこと及び実行すべきことを規定しています。発注事
務に関する職務上の秘密や予定価格など厳重な秘密保持が必要であることはもちろんのこと、事
業者との応接方法についても規定されております。受付カウンター等のオープンな場所で複数の
職員により対応し、第三者から不当な働きかけを受けた時はこれを拒否し、当該第三者に対して
働きかけの内容を記録し、公表する旨を伝えなければならないこととなっております。
職員の皆さんにも注意していただきたいことがあります。発注の仕事は会計課の仕事だから
我々は関係ない、と軽く考えないでください。発注担当職員とは、発注に関する秘密を知ること
ができる職員・公表を制限された情報を知ることができる職員・…直接発注事務を担当しない職
員でも、上記の秘密を知りうる職員・予定価格等の秘密事項を含む決裁文書を処理している職員
等かなり広範に指定され、業者さんと業務的に交流のある職員は対象になる可能性があります。
ちょっとした予定価格等を類推出来るような情報を提供するだけでも、状況によっては禁止行為
に該当してしまいます。
入札談合に関与した職員の処分については、懲戒処分のほか、官製談合防止法や刑法等の罪に
問われて刑事罰が課されます。また、損害賠償請求が求められる場合もあります。
耳の痛い話になりました。もちろん会計課職員が一番法令遵守を肝に銘じなければならないこ
とは言うまでもありませんが、取り返しがつかなくならないよう、「本心・良心に照らし、恥じ
ない行動をとること」を念頭において、常に第三者から疑念を招かないよう心がけていただきた
いと思います。

	 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

最新のトピックスは
こちらへ

３月末の堀割川の日は雨のため中止となりましたが、本所では今
年も見事に桜が咲き誇りました。写真は川崎で郵便物を探知するハー
パー・ビーンと本所の桜です。例年より長く咲いた桜も散り、今で
は新緑に包まれ初夏を迎えています。この新緑の下、新規採用者の
歓迎会があり、初々しい決意表明を聞くことができました。


