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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年末から国内でも高病原性鳥インフルエンザの発生が確認され、落ち着かない年明けとな
りました。動物検疫所では水際対策を強化するとともに家畜防疫官の派遣、防疫資材の送付
など防疫措置の支援を行っています。今般の流行期が養鶏産業に大きな影響を与えることなく、
過ぎ去ることを祈ってやみません。
　さて、この動検時報も今号で50 年目を迎えました。発刊は昭和 43 年1月31日で所長、
支所長等の所感、支所だより、予算、海外出張報告、人のうごきなどが掲載されていて、以降
今日まで、所内、関係者間の情報共有のみだけでなく貴重な記録になっています。
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◎　年頭の挨拶
… 動物検疫所長　小倉　弘明

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、訪日外国人の増加、個人消費用の輸出
証明のしくみ作り、輸入動物での多頭数の疾病
摘発、加熱処理肉での抜き打ち検査の導入、水産
動物の輸入許可の対象拡大、乳製品の検疫対象
への追加決定など話題の多い年になりましたが、
大過なく１年を終えることができました。職員
の取組と関係者の方々のご理解、ご協力に感謝
申し上げます。
　一方で、アジア、ヨーロッパなどで続発してい
る高病原性鳥インフルエンザが 11 月の下旬から
国内でも発生し、動物検疫所も家畜防疫官の派
遣、防疫資材の送付など支援にあたっていると
ころです。我が国周辺を概観すれば、依然とし
て口蹄疫が常在的に発生しており、韓国での豚
コレラ発生、東欧でのアフリカ豚コレラの続発
なども気になるところです。
　数年来、政府では観光立国実現と農林水産物
の輸出促進に取り組んでいます。政府の農林水
産業の輸出力強化戦略では、動物検疫関連とし
て、相手国を増やすための２国間協議や輸出手
続きの合理化などと合わせ、重要伝染病発生に
よる輸出中断を避けるための輸入検疫の強化が
掲げられています。動物検疫所としても、丁寧
な輸出相談や情報発信、円滑な検査手続きの実
施と合わせ、伝染病の侵入防止は、畜産物の輸出
促進の前提にもなるものとして、活発化、多様化
する人やモノの動きをよく見つめ、情報収集、リ
スク評価を行いながら的確な検疫対応を行って
いく必要があります。

　輸入動物の関係では、昨年、馬のピロプラズ
マ病、牛のヨーネ病と多頭数での摘発がありま
した。いずれも診断が難しい伝染病ですが、こ
れらに限らず、新たな伝染病への対応に遅れを
来さないためにも、輸入関係者の方々と生産地
の衛生状況、出国検疫の様子などを情報交換し、
必要に応じ取り決められている衛生条件を超え
た対策もとっていく必要があります。
　畜産物関係では、昨年加熱処理肉の現物検査
を抜き打ちとするなど検査業務全般の合理化を
進めています。本年 11 月から指定検疫物とさ
れる乳製品についても、関係者の方々ともよく
情報交換し、物流も踏まえた合理的な検査体制
の構築を目指しています。畜産物は物量も多く、
生産現場に持ち込まれる飼料などの資材も含
め、いかに的確に対応していくかが課題であり、
リスクを評価しつつ検疫対応の質を高めていき
たいと思います。
　訪日外国人の増加、クルーズ船の増加で業務
量が増大している旅客対応については、検疫探
知犬も全国で 26 頭となり、その探知成績も分析
し、より効果的な広報や声がけ・質問対応を行
い畜産物の持ち込み防止に努めています。加え
て指定港以外での港での入国、関連物品の持ち
込みについても関係機関への協力要請を行って
おり、郵便物なども含め幅広い視点で伝染病の
侵入防止を図っていきたいと考えています。
　検査室関係では、検査室の信頼性確保の取組
も定着、国内の支援も視野に入れた監視伝染病
全体の診断体制の整備も進展してきました。さ
らに、効果的な検疫対応のための調査、耐性菌
や監視伝染病以外の病原体保有状況の調査など
検査技術の維持、向上も兼ねた調査研究も実施
し、外部への情報発信にも努めています。
　このほかにも、狂犬病、感染症対応、オリン
ピック・パラリンピックに向けた検疫手続きの
検討など多くの課題はありますが、伝染病対策
のためには、国内防疫を担う都道府県や輸出入
の当事者である関係者の方々との連携は不可欠
です。昨年末の 29 年度予算、組織定員の概算決
定では、予算面では厳しい結果となりましたが、
組織定員では、北海道・東北支所の新設が認め
られ、乳製品対応や子育て支援を考慮した定員
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も合わせて 20 人の増員となったところです。
これも動物検疫所の責務の大きさと受け止め、
関係者の方々としっかりコミュニケーションを
とり、より質の高い検疫対応を行っていきたい
と考えています。本年も動物検疫に対する皆様
のご支援・ご協力をよろしく願いします。

◎トピックス
・平成29年度組織・定員要求について
… （企画管理部企画調整課）

　平成 29 年度組織・定員要求では、訪日外国人
旅行者の増加及び乳製品等の輸出入検疫開始に
伴う検査増加に的確に対応できる動物検疫所の
ガバナンス強化を図ることを要求し、以下のと
おり定員増等が認められましたので報告しま
す。
①新千歳空港の訪日外国人の増加と、北海道・
東北６県における機動的な動物検疫の実施体制
の構築による動物検疫のガバナンスの強化
・北海道・東北支所…設置（新千歳空港）
・函館空港分室…設置
・仙台空港出張所…管轄替え
　　　　　　………（横浜→北海道・東北支所）
・新千歳空港に北海道・東北支所
　　　　　　　　　　　　……………新規増員７人
②米子空港等における国際便の増加への対応
と、中四国一円の機動的検疫対応を実施できる
体制構築による動物検疫のガバナンスの強化
・岡山空港出張所…新規増員１人
・小松島出張所…名称変更（四国出張所）
・四国出張所…管轄替え
………………………………………（関西空港支所→神戸支所）
③平成 29 年 11 月からの乳・乳製品の輸出入検
疫の開始に伴い増加する業務量に対応できる体
制構築
・検疫部畜産物検疫課等…新規増員 10 人

　その他、動物検疫所における男女の育児休業、
育児時間等の休暇制度利用者の増加に伴う他の
職員への業務負担を解消するために羽田空港支
所検疫課等に新規増員２人が認められました。

・平成29年度予算要求について
… （総務部会計課）

　平成 29 年度歳出予算（概算要求額）の要求
状況等についてご報告いたします。
１．概要
　平成 29 年度歳出予算については、継続事業の
一部を減額し新規・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）監視伝染病等の水際侵入防止対策費
（２）検疫探知犬による検査実施体制整備費
（３）特定監視伝染病検疫強化費
（４）乳製品の検査体制整備費
（５）輸出検査の信頼性確保事業費
（６）動物検疫システム運用経費
等、全体で対前年度比 99.4％の 4,558,984 千円の
予算が認められました。
　また、施設整備費は、胆振検疫場焼却炉更新
他６件が認められ、241,298 千円（対前年度比
95.4％）となりました。
２．施設整備費の内訳（施設施工旅費及び施設
施工庁費を除く）
（１）胆振検疫場焼却炉更新
　　……143,521 千円
（２）新門司検疫場焼却炉改修工事
　　……2,776 千円
（３）関西空港支所の検疫施設受水槽更新工事
　　……4,914 千円
（４）…関西空港支所の検疫探知犬用犬房及び運

動場設置工事
　　……11,642 千円
（５）天浪検疫場豚舎の隔離機能強化
　　……41,010 千円
（６）…成田支所第１ターミナル内出国検査室の

改修
　　……17,398 千円
（７）…太刀浦検疫場畜舎入口の改築及び車両消

毒装置の整備
　　……20,037 千円
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・�中部国際空港でのシンガポール向け�
おみやげ用鶏卵の販売について

… （中部空港支所）

　農林水産省は、シンガポール政府当局と日本
産生鮮殻付卵について輸出協議を行い、10 月 1
日に30個以内で日本産の生鮮殻付鶏卵（以下「鶏
卵」という。）をおみやげ等として輸出するた
めの様式について合意しました。（19 ページ参
照。）
　以前、動検時報 49- ４号で報告したように中
部国際空港（セントレア）では国内の農畜産物
の販売を積極的に支援しており、あらかじめ動
物検疫所で輸出検査を行い、簡易の輸出証明書
を添付した鶏卵を販売することとなりました。
　鶏卵の輸出者はこれまでもシンガポール向け
に実績のある会社で、日本産鶏卵は生で食べる
ことができる卵として、現地の在留邦人には人
気のあるブランドのひとつです。当支所でも航
空貨物として現地の日系デパート等に輸出する
ため毎週のように検査しています。
　一方おみやげ用については、衝撃に弱い鶏卵
を手荷物として客室内に持ち込むことについて
航空会社が難色を示すなど問題が多く、容器包
装の再検討を重ね販売開始が 10 月 25 日まで遅
れて販売となりました。
　販売開始当日は販売店舗が午前・午後に旅行
者向けに温泉卵の試食販売を行ったり、中部国
際空港株式会社の社員や輸出者も看板を掲げた
り、呼び込みを行うなど、一丸となって PRして
いました。
　なお、外国人は卵の生食文化がないため、試
食販売では苦労する様子も垣間見えました。現
在は週数件の販売ですが、外国人旅行者へのよ
り一層の販売促進のため、飲食メニューの充実
や商品を手にとって確認できるようにショー
ケースの改良も検討しているとのことです。
　当所としても、農林水産業の輸出力強化戦略
の取組を推進するため、これからも円滑な輸出
検査及び迅速な情報提供に努めたいと考えてい
ます。

・�平成28年度馬防疫検討会「馬感染症研
究会」について

… （北海道出張所胆振分室）

　平成 28 年 10 月 17 日から 21 日の５日間、
JRA 競走馬総合研究所において平成 28 年度馬
防疫検討会「馬感染症研究会」が開催されまし
た。本検討会には都道府県から 15 名、動物検疫
所から３名の計 18 名が参加し、各種検査技術や
馬の感染症に関する最新の知見を得ることがで
きましたので、その概要を報告します。
　最初の４日間に開催された「馬感染症研究会・
技術部会」では、馬を用いて保定や個体確認、
採血・採材方法について学ぶとともに病理解剖
を行いました。とりわけ印象深かったのが、オー
ストラリア向けの輸出検査に使用する 50cm に
も及ぶ長い綿棒を使用した鼻咽頭スワブの採材
方法でした。長い綿棒を鼻から咽頭まで押し込
む訳ですから、各自、鼻咽頭の解剖学的位置を
イメージしながら、また鼻出血させないよう確
実かつ慎重に、そして迅速に採材できるよう真
剣に実習に取り組みました。
　検査室における研修では馬伝染性貧血のゲル
内沈降反応や、今年から動物検疫所内で導入さ
れた馬パラチフスのマイクロプレート凝集反応
を行いました。いずれも検疫業務において重要
な検査であり、検査手技はもちろん結果判定能
力を養う貴重な経験となりました。
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　最終日に開催された「馬感染症研究会・研究
部会」では、日本におけるマダニの分布状況や
動物検疫所で摘発された馬ピロプラズマ症に関
する演題が注目を集めました。ダニ媒介性疾患
に対する関心の高さが伺え、改めて 2020 年の東
京オリンピックを見据えた能動的かつ効率的な
検疫業務の運営を、海外の疾病流行状況を踏ま
えながら検討していかなければならないと引き
締まる思いでした。
　５日間という限られた期間でしたが、検討会
を通して各種検査・診断方法に対する理解を深
めることができました。今後は、習得した技術
や知識を所内で共有するとともに、より効果的
な検疫業務の遂行に発揮していきたいと思いま
す。
　最後になりましたが、本検討会にて丁寧にご
指導してくださった JRA関係者の皆様、どうも
ありがとうございました。

◎動物検疫関連情報
・�平成28年度検疫課長・出張所長会議の
概要について

… （企画管理部企画調整課）

　平成 28 年 12 月 15 日、16 日の２日間、動物検
疫所本所大会議室において検疫課長・出張所長
会議を開催しました。会議では、冒頭の動物検
疫所長の挨拶に続いて、動物検疫所の懸案事項
について全国の検疫課長、出張所長による議論・

検討を行いました。
　今年の 11 月から開始される乳・乳製品の具体
的な検査対応等については、関係者とコミュニ
ケーションを取り、乳製品の輸出入の実態に合
わせた対応を検討するとともに、前広に情報提
供することで円滑な検査開始を図ることとなり
ました。
　また、畜産物検査の合理化について、スキップ
ロット検査とモニタリング検査は表裏一体であ
り、モニタリング検査を各所積極的に実施する
こととしました。
　次に、畜産物の輸出検査について議論し、動物
検疫になじみのない輸出者が多いので、幅広に
情報提供すると伴に、相談には丁寧に説明する
よう意思統一しました。また、手続の迅速化の
ため、加工工場等の現地調査に積極的に取り組
んで行くこととしました。
　空港業務に関しては、航空会社へ積極的に働
きかけ協力を得られるよう取り組むこととしま
した。
　動物の輸出入検査については、各所で情報収
集に努め、係留検査中の動物の臨床症状、諸外国
の疾病発生状況、輸入者からの情報等に機敏に
反応して適切な検査を行って行くこととしまし
た。
　上記に加え、オリンピック・パラリンピック
開催に向けた補助犬等への対応見直し、指定外
港の調査継続、広報の取組・広報資材に関する
情報の共有体制構築等について取り組むことと
しました。
　また、調査課による次期NACCS 更改等、シス
テムの運用に関する説明のほか、精密検査部か
ら、乳製品の精密検査、禁止品のウイルス汚染状
況調査及び靴底消毒汚染状況調査等の状況につ
いて報告がありました。
　会議では議題が多く時間が限られる中、全体
を通して出席者による自由闊達な意見交換、協
議が行われ、所内の懸案事項解決に向けた意識
の共有が図られました。
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・�関西国際空港での検疫探知犬の活動に
ついて

… （関西空港支所）

　関西国際空港では、平成 20 年に民間会社によ
る検疫探知犬が導入され、昨年５月に２頭増頭
が図られるなどして、これまで４頭の検疫探知
犬が活動していました。このような中、政府の
観光戦略等を背景に、口蹄疫や高病原性鳥イン
フルエンザの発生している中国、韓国、台湾等の
アジア諸国からの旅行客が急増し、これらの国
や地域から持ち込まれて任意放棄される肉製品
や農産物も急増していることから、さらなる水
際検疫強化のため、平成 28 年 10 月 19 日から民
間会社の運用による動植物検疫探知犬２頭を増
頭し、合わせて６頭による検疫探知犬の活動を
開始しました。
　新たに活動を開始したのは、モモ（♀、２歳）
とタロウ（♂、２歳）の２頭のビーグル犬で、ハ
ンドリングは民間会社の２名のハンドラーが行
います。２人のハンドラーは、これからの探知
活動について、「探知犬が能力を発揮できるよう
ハンドラーとして良きパートナーになりたい。」、
「良きパートナーとして犬の能力を発揮できるよ
う判断を素早くしたい。」と、意気込みを語って
くれています。
　関西国際空港の検疫探知犬は、これまで多く
の肉製品や果実類を探知し、水際検疫に重要な
役割を果たしてくれています。また、「農林水産
省動物検疫所」のロゴの入った制服を身にまとっ
て、旅行客に注目されながら税関入国検査場内
で活動したり、各種イベントに参加し、多くのメ
ディアにも取り上げられており、動物検疫や植
物検疫についてご存じなかった外国人旅行客な
どに知ってもらうという大切な役割も果たして
います。
　関西国際空港では今回新たにモモとタロウの
２頭が活動を開始し６頭体制となったことによ
り、平成 29 年１月から供用開始される国際線新
ターミナル（「第２ターミナルビル（国際線）」）
でも探知犬活動を行う体制が整いました。また、
早朝や夜間の時間帯などで探知犬の活動時間を
拡充することができ、これまでより多くの到着

便に対して探知活動を実施できるようになりま
した。口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の
家畜の悪性伝染病、ミバエ類などの農業被害を
もたらす病害虫が我が国に侵入するのを防止す
るため、これまでの４頭と力を合わせて、関西国
際空港における水際対策の強化と動植物検疫の
認知度向上に全力で取り組んでいきますので、
引き続きご支援・ご協力をお願いします。

・平良港における動物検疫について
… （沖縄支所）

　現在、我が国では、成長戦略の重要な柱として
観光立国の推進に全省あげて取り組んでおり、
沖縄県を国家戦略特区に指定し観光産業を積極
的に後押ししています。県でもアジア経済戦略
構想を掲げ、地理的優位性を生かした訪日外国
人獲得のため、特に最も成長性が高いアジアク
ルーズ市場におけるセールス活動や寄港地の分
散化等を推進しており、県内各港のクルーズ船
入港数は急増している状況にあります。
　一方、これらクルーズ船の出港地は主に中国
や台湾といった家畜の悪性伝染病の発生地域で
あることから、水際防疫の強化は当該施策を円
滑に推進するための喫緊の課題として位置づけ
られています。
　このような中、以前より沖縄県及び宮古島市
より指定港化の要望のあった平良港が、平成 28
年 11 月１日付けで家畜伝染病予防法に基づき指
定されました。
　同港は、台風による欠航が頻発しつつも、今年
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は昨年の７倍以上となる 86 隻のクルーズ船が入
港しています。これまでも、外国船舶が入港す
る際には、船会社等の協力の下、啓発ポスターの
設置や靴底消毒を実施するとともに、必要に応
じて当所職員も巡回指導を行ってきましたが、
今後は、当支所が主体となり旅客の携帯品検査
や畜産関連施設への立入り等に係る質問、消毒
などの衛生措置や指導を入港毎に行う等の体制
強化が図られます。ただし、平良港の旅客船埠
頭は現在整備中であることから、現在、クルーズ
船は貨物船用岸壁や検疫錨地と呼ばれる沖合に
停泊しています。錨地入港の場合、旅客はテン
ダーボート（艀船）でピストン輸送されるため、
検査対応に長時間を要するほか、靴底消毒の設
置場所や、早朝入港に対応するための前日移動
等、離島ならではの課題があります。また、同島
は、肉用牛の飼養戸数が県全体の約４割を占め、
島全体に畜産農家が点在している環境にあるた
め、国内防疫を担う家畜保健衛生所や市畜産課
も、特に口蹄疫の発生防止に強い危機感を持ち
農家への指導に一層力を入れています。このよ
うな国内防疫への真剣な姿勢は当支所にとって
も大きな刺激になっており、今後も沖縄県や他
官庁と連携しつつ、効果的な動物検疫に取り組
んでまいります。

・�第２回世界獣医師会―世界医師会 “One�
Health” 及び動物感謝デーへの出展

… （門司支所）

　平成 28年 11月 10日、11日に、北九州市のリー
ガロイヤルホテル小倉にて、第２回世界獣医師
会−世界医師会 “One…Health” に関する国際会
議が開催され、動物検疫所も展示ブースを出展
しました。出展にあたり、海外からの参加者向

けに、動物検疫の概要について日英併記のポス
ターを作成した他、ブース手前に靴底消毒用マッ
トを配置するなどして動物検疫所の業務内容が
一目で分かるよう工夫しました。この会議には、
世界 31 カ国から 639 名の来場者があり、開催期

間中、用意したパンフ
レットや広報用配布物
を多くの人に手に
とってもらうことがで
きました。国際会議の
会場で広報活動を
行ったのは初めてでし
たが、来場者が動物検
疫所の業務に対して関
心を持っていることが
分かりました。

　また、11 月 12 日土曜日にはリーガロイヤルホ
テル小倉に隣接する、西日本総合展示場新館及
びあさの汐風公園で開催された 2016 動物感謝
デーに出展しました。動物検疫所ブースでは、
来場者に動物検疫について興味を持っていただ
くため、動物検疫所の仕事紹介や検疫探知犬紹
介のパネルの展示と、マイクロチップ体験、検疫
対象となる水産動物のお魚釣りゲーム、顔抜き
くんクンと写真撮影コーナーの設置をしました。
顔抜きクンくんは、今年初めて北九州空港まつ
りで導入したものを、今回のイベントに向けて
安定性・耐久性に優れたものに改良したところ、
この顔抜きクンくんボードは期待どおり大好評
で、来場者だけでなくペットの犬たちも顔を入
れて写真撮影をしていました。
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　本イベントには約 24,000 人の獣医師や医師、
学生をはじめ、ペット連れや、子供連れの一般
市民が訪れ、私どものブースにも多くの方が立
ち寄り、動物検疫所の仕事について理解をして
もらう良い機会になりました。

・�ドイツのOIE リファレンスラボでの鼻
疽検査技術の習得について（第1回）

… （門司支所）

　平成 32 年に開催される東京オリンピック・
パラリンピックについては、折に触れてマスメ
ディアで取り上げられているところです。大会
には、これまで輸入実績のない国からも馬術競
技用馬が輸入されることが想定され、検疫対応
の一環として、馬の伝染病の診断体制の強化は
動物検疫所の緊急の課題となっています。その
中でも鼻疽は、戦後我が国での発生はないもの
の、世界各地で散発的な発生が見られています。
また本疾病は、接触感染により伝播し、人獣共
通感染症でもあることから、水際対策の重要な
伝染病の一つとなっています。国内における検
査は、病原学的検査として細菌培養および PCR
を実施し、血清学的検査として補体結合反応試
験（CF）を実施していますが、CF は陽性群に
対する検査では非特異反応が見られることが報
告されており、代替法の導入が求められていま
す。一方、ウエスタンブロット法は、特異性の
高い検査法ですが、国内に本法を整備している
研究機関はなく、検査技術の習得には高いハー
ドルがありました。このため、動物検疫所とし
て鼻疽に対する検査体制を講じるために海外の
研究機関において検査技術を習得することと
し、ドイツにある鼻疽のOIE リファレンスラボ
ラトリーでの研修に参加したので、今号と次号
の２回にわたってその概要を報告いたします。
　１回目の報告となる今回は、研修を行ったド
イツ…フリードリッヒ・レフラー研究所（FLI）
について説明します。FLI は鼻疽菌や口蹄疫ウ
イルスの発見者であるフリードリッヒ・レフ
ラーによって、1910 年ドイツ北東部バルト海に
面するリームス島に設立されました。現在は
リームス島にメインオフィスとウイルス研究部

門を置き、ドイツ国内に合計５カ所の施設を有
し、研修はその中の一つであるドイツ中央東部
イェーナの施設で行いました。OIE レポートに
よると、同施設における 2015 年の鼻疽の検査実
績は、CF試験：1,274 件、ウエスタンブロット：
186 件、細菌分離：８件、PCR：12 件、免疫組
織化学：４件となっており、他にもOIE 加盟国
への診断薬、標準物質の提供やハンズオント
レーニングの開催を行っており、動物の鼻疽の
分野では世界で最も実績のある研究機関と言え
ます。また、平成 26 年ドイツで鼻疽が発生した
際には、当該馬の確定診断から清浄確認検査に
いたるまで非常に大きな役割を果たしました。
また、同施設は、鼻疽の他にも、ブルセラ病、ク
ラミジア症等のOIE リファレンスラボラトリー
でもあり、BSL ３検査室を備えています。
　実際の研修では、鼻疽のウエスタンブロット
法の習得のみならず、CF や細菌培養、PCR 法
検査の説明を受け、さらに、ドイツにおける鼻
疽の発生事例、ブルセラ病の検査・診断法、
BSL ３検査室等の紹介もあり、非常に多くのこ
とを学ぶことができました。次号の第２回報告
では、それらを中心とした研修内容について報
告いたします。

写真中央Dr.…Mandy…Elschner（鼻疽ユニット長・
研修責任者）

・�アフリカ豚コレラの発生増加に伴う我
が国への侵入の可能性と水際対策につ
いて

… （精密検査部危険度分析課）

　アフリカ豚コレラ（以下ASF）は、豚やいの
ししに感染する致死率が高いウイルス性の伝染
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病です。もともとアフリカに常在する疾病であ
り、アフリカで養豚産業がなかなか根付かない
要因の一つになっています。幸いこれまでに日
本国内で発生したことはありませんが、2007 年
に東欧のジョージアから本病が欧州大陸に侵入
して以降、欧州の野生いのししへ浸潤して地理
的な拡大をみせ、2014 年には複数の国で常在化
しています。さらに 2016 年初夏以降は、それま
での発生をしのぐ勢いで野生いのししや家畜の
豚に感染し、発生地域の拡大と発生頭数の増加
が目立っています。我が国は本病の発生国から
の豚生体や豚肉等の輸入を禁止していますが、
発生国から第三国へ輸出されたものが、第三国
を経由して日本に持ち込まれ発生に至れば、養
豚産業への大きな打撃となります。
　そこで、豚生体及び豚肉等を輸出している主
要な発生国として、エストニア、リトアニア、
ポーランド、ラトビア、ロシア、ウクライナおよ
び南アフリカの７カ国を選び、これらの国から
2015 年の生体豚及び豚由来畜産物（豚肉、くず
肉、塩蔵等混合肉、調整品、豚脂等、以下豚肉等）
を対象品として、公表統計をもとに輸出動向を
分析し、諸外国の検疫体制を考慮しながら、我
が国へ本病のウイルスに汚染された豚や豚肉等
が持ち込まれる可能性について検討しました。
　まず、輸出入に付随する各国のリスク低減措
置ですが、EU加盟国（エストニア、リトアニア、
ポーランド、ラトビア）では、野生いのしし、豚
での発生状況や環境要因等を踏まえたリスクに
応じて発生地とその周辺地域を４ランクのリス
ク地域に分類して、リスクに応じた移動制限を
実施しており、リスクの高いものは自国内で消
費することとしています。一方、EU 加盟国が
輸入することができるのは「第三国リスト」
（Commission…Regulation…（EU）…No…206/2010）
に掲載された国もしくは、特定の要件を満たし
た認可施設で生産されたリスクの低減されたも
のに限られています。これに対して、EU に加
盟していないロシアやウクライナにおけるリス
ク低減措置の有効な情報がないため、これらの
国から輸出される対象品が ASF ウイルスに汚
染されているリスクは前者より高いと考えられ
ます。そこで、対象国のうち、EU加盟国の４カ

国（エストニア、リトアニア、ポーランド、ラト
ビア）を「低リスク国」、非加盟国（ロシア、ウ
クライナ）及び南アフリカの３カ国を「高リス
ク国」として、輸出状況を分析しました。
　まず、生体豚ですが、発生７カ国から輸出さ
れた 59.1 万頭のうち、99％が低リスク国からの
輸出で、EU 規則により十分リスクの低減がな
されています。残り１％は高リスク国から輸出
され、うち、ロシアとウクライナからは欧州諸
国の発生国（ウクライナ、ジョージア、モルドバ）
及びカザフスタン（わが国への豚の輸入が禁止
されている国）へ、また、南アフリカからはア
フリカ諸国内への輸出に限られていました。
　次に、豚肉等の畜産物の貿易状況ですが、発
生 7 カ国の総輸出重量 78.6 万ｔのうち、低リス
ク国からの輸出は 71.3 万 t（91％）、高リスク国
からは 7.3 万 t（９％）でした。低リスク国から
は 21％が発生国向け、79％が非発生国向けであ
り、79％の内訳は 56％が日本向けの衛生条件を
締結している国向け、23％が条件を締結してい
ない国向けでした。一方、高リスク国からの
67％は発生国へ、33％は非発生国向けであり、
33％の内訳は、１％が日本向けの条件を締結し
ている国（オランダ、英国、ドイツ、イタリア、
スペイン等）向け、32％が衛生条件を締結して
いない国（香港、ベトナム、カザフスタン、タイ、
中国等）向けでした。
　一方、我が国の検疫体制ですが、生鮮豚肉等
の輸入のための衛生条件を取り交わしている国
に対しては、輸出される豚肉等を取扱う施設は、
輸出国の家畜衛生当局が指定する施設に限って
おり、また、要件に見合わないものを施設内で
扱うことはできません。さらに、第三国から輸
入された豚肉あるいはそれらを原料とした加工
品のうち、日本へ輸出できるのは、第３清浄国、
すなわち、ASF 等豚の重要家畜伝染病が清浄で
あると我が国が認定した国に由来する豚肉等を
用いて、指定された施設において生産、保管さ
れたものに限る旨、衛生条件に課しています。
このことから、仮にASF発生国由来の豚肉等が、
我が国向けの生鮮豚肉等の衛生条件を取り交わ
している国へ輸出されたとしても、汚染国由来
の豚肉あるいはその加工品が、日本向けに輸出
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されることがない検疫体制が構築されていま
す。
　以上から、海外から輸入される豚生体や豚肉
等を介して ASF ウイルスが我が国へ持ち込ま
れる可能性は非常に低いと考えられました。し
かしながら、旅行者がお土産として持ち込む豚
肉製品については十分なリスク低減がなされて
いない場合があると考えられます。
　今回、発生国からの豚肉等を輸入していた非
発生国には、香港、ベトナム、カザフスタン、タ
イ、中国等があげられましたが、いずれも口蹄
疫／高病原性鳥インフルエンザ等の発生国とし
て、すでに動物検疫が強化されている国々であ
り、今回の分析結果により、新たに検疫対応を
検討する必要はないものと考えられました。最
後に、各国の家畜衛生政策方針の変化や国際経
済の情勢による世界の家畜や畜産物の物流ルー
ト及び貿易量の変化については今後も注視して
いく必要があると考えられました。

・�管理指導課における業務の現況につい
て

… （検疫部管理指導課）

　管理指導課は平成 15 年に検疫部に設置され、
設置されてから概ね 14 年しか経っていない、動
物検疫所の中でもまだ新しい課です。課の名前
を初めて知ったという方もいらっしゃると思い
ますので、当課が行っている業務について紹介
します。
　管理指導課は３人体制の課で、当課では、動

物検疫所における検査の信頼性確保を維持する
ため、「動物検疫所の検査室における検査業務
管理要領」に基づき検査室の品質管理を取り組
んでいます。品質管理とは標準作業書の整備、
機械器具の保守管理、教育訓練、精度管理等様々
な要素からなり、これらの実施状況を確認する
方法として、検査業務点検実施要領に基づく実
地点検、文書点検があり、この２つの点検は品
質管理を進めていく上で必要不可欠の要素で
す。
……当課としては、動物検疫所のすべての検査室に
赴いて実地点検を行いたいところですが、すべ
ての検査室に赴いて点検することは時間の制約
等の問題から、28 年度からは検査室から提出さ
れた書類を中心に審査する文書点検という手法
を新たに導入しました。
……また、検査室の精度管理に係る調査では、対象
となる検査室に検査試料などを送付して、その
検査室の検査精度の確認を行っています。当課
としては、検査室での検査の品質向上のため、
精度管理調査の結果などを検査室に送付すると
ともに、参考資料として検査試料の基本的性状
検査、ピペット操作等など業務の的確な実務の
一助となる資料も併せて送付し、検査業務の参
考としてもらっているところです。
　今後、政府の輸出戦略等を踏まえ輸出国等か
ら検査室に査察調査が入る機会や外部組織によ
る検査室視察等の増加が想定されますので、査
察官等の質疑に応えられるよう、検査の信頼性
確保を図っていくための常日頃の品質管理の維
持・向上に努めていただきたいと考えます。

・�国内疾病発生時派遣要員の技術研修等
について

… （企画管理部危機管理課）

　動物検疫所においては、口蹄疫や高病原性鳥
インフルエンザ発生の際は、これまでも消費・
安全局動物衛生課と調整し、緊急的に家畜防疫
官を派遣してきました。派遣の際は、現場のサ
ブリーダーやあるいは作業者として殺処分等の
防疫措置を担っており、このため日頃から技術
研修等による派遣者の人材育成を行っています。
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　具体的には発生現場のサブリーダーを育成す
る目的で、防疫リーダー育成検討会を開催し、
家畜保健衛生所の家畜防疫員へのアドバイス
や、家畜防疫員に代わり殺処分班等の防疫作業
を仕切ることができる職員の育成・確保に努め
ています。今年度は大分県特定家畜伝染病防疫
対策特別チーム（B-SAT）の取組等を参考に、
近隣９都県を交え意見交換を行いました。また、
派遣未経験者の実践的経験や派遣経験者の継続
的修練の必要性から、各都道府県で実施される
防疫演習へ参加しています。その他にも適宜、
豚や鶏の採血等技術研修や除染テント設置技術
習得訓練を実施しています。
　今冬、高病原性鳥インフルエンザが各地で発
生しており今も気を抜けない日々が続いていま
す。新潟県、北海道及び宮崎県の発生農場には、
それぞれ、延べで 91 名、24 名及び３名の家畜防
疫官を派遣しましたが、これまでの派遣経験が
生きたほか、技術研修等の成果もあり、現場の
サブリーダー等として、迅速な殺処分等に貢献
できました。動物検疫所は現場のサブリーダー
を担うことができますので、特に当欄をご覧に
なっている都道府県の皆様は、家畜防疫官を積
極的に活用することを視野に、万が一の派遣要
請をお考え下さい。
（参考バックナンバー）
・採血等技術研修：Vol.47-2、49-2
・除染テント設置技術習得訓練：Vol.46-2、48
　-4
・…防疫演習への参加：Vol.45-6、47-1、47-5、47-6、
48-6、49-6

・防疫リーダー育成検討会：Vol.48-6

・�動物検疫所の歴史⑪　-�動物検疫所の分
離発足

… （動物検疫所長）

　終戦後、動物検疫組織は、国内と一体なった
防疫活動をということで農林省動植物検疫所と
してスタートしましたが、この頃から、新憲法
の制定に伴う各種法規の制定、畜産事情の激変
の中、関連の法律も見直されていきます。まず
昭和 23 年に家畜伝染病予防法（旧法：大正 11

年）、畜牛結核予防法（明治 34 年）、馬の伝染性
貧血に懸りたる馬の殺処分に関する法律（昭和
４年）が旧法に一本化され、さらに昭和 25 年に
は狂犬病予防法が制定されて、昭和初期から国
内対策部分が内務省の所管となっていた犬の狂
犬病が旧法の対象外となります（この時、犬の
輸出入検疫規則が制定されます。）。26 年には、
この旧法も廃止され、現在の家畜伝染病予防法
が制定されて、輸出入検疫も章を設けて規定さ
れ、家畜防疫官の名称もこのとき定められてい
ます。
　同様に植物防疫関係でも、25 年には輸出入植
物検疫法が全面改正されて植物防疫法となり国
内での防疫も国が担う方向となって、これも契
機として、植物検疫と動物検疫を分離する検討
が具体的なものになります。基礎となる技術体
系も異なり、対象となる物件も異なる、施設、人
事、予算とも実質別々に運営されている、国内
防疫と一元的に実施できる体制を作る必要があ
るなどの議論があり、27 年に農林水産省設置法
の一部が改正されて、動植物検疫所は、植物防
疫所と動物検疫所に分かれます。ちなみに、こ
のとき、植物の方は国内の防疫にも携わるので
病気を防ぐという広い意味で防疫所という名称
になっています。
　分離発足時、動物検疫所は、横浜に本所をお
き、名古屋、神戸、門司に支所が、函館、羽田、
大阪、敦賀に出張所が設けられます。
　定員は事務官 36名、家畜防疫官 23名でスター
トです。所掌事務は水際防疫と防疫資材の備蓄
や病性鑑定など国内防疫支援が今と同じように
規定されています。昭和 57 年に作られた「動
物検疫 30 年の歩み」に当時この発足に携われ
た大先輩たちの話が載っています。指揮命令系
統を単純化し、能率よく、迅速、正確、公正に検
疫対応がとれるよう１本所制にしたこと、動物
検疫制度は国際防疫の顔であり制度的にも施設
の面でも最先端をゆくものとし最新の科学技術
を備えるべきものであると考えたこと、とはい
え、老朽、荒廃した施設の整備、物資の不足に苦
労したことなどが語られています。昭和 20 年
代後半には家畜、畜産物とも輸出入本格化。国
内では、平成 23 年度から都道府県の家畜保健衛
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生所の整備が５か年計画で進められ、今に通じ
る家畜防疫の様々なしくみが構築されてきま
す。

昭和 27 年１月広川農林大臣横浜動植物検疫所
動物検疫課（当時）視察−もうすぐ動物検疫所
横浜本所になります。

◎所内情報
・�平成28年度家畜防疫官（行政１）研修
の概要について

… （企画管理部調査課）

　平成28年 11月 14日から11月 18日の５日間、
入省５～ 10 年程度の経験を有する 15 名の家畜
防疫官を対象に、動物検疫を取り巻く諸情勢の
変化に的確に対応するために必要な最新の知見
を得させるとともに、指導能力、対外説明能力
などの中堅職員として必要な能力の向上を目的
として、家畜防疫官（行政１）研修を開催しま
した。
　本研修では、動物検疫を取り巻く関係諸機関
より講師をお招きし、農林水産省からは、消費・
安全局動物衛生課の「家畜衛生をめぐる情勢（国
内防疫及び国際衛生）」、消費・安全局畜水産安
全管理課の「飼料安全の取組」、大臣官房広報評
価課の「情報セキュリティの脅威と農林水産省
における対応」、食料産業局輸出促進課の「輸出
促進対策の概要」、厚生労働省からは、健康局結
核感染症課の「狂犬病及び感染症法の国内対
策」、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監
視安全課の「最近の食肉衛生行政の動向」、内閣
府食品安全委員会から「食品安全委員会の役割
と食品健康影響評価」、神奈川県からは「生産現

場における家畜衛生の取組」に関する講義があ
り、研修生は各機関による最新の動向について
知識を深めました。その他、株式会社二葉本社
及び平和島物流センターの見学により、海外か
ら日本に到着した輸入食品が消費者の方の手に
届くまでの一連の流れを再確認し、畜産物検査
を効率的に行う必要性を改めて確認しました。
また、外部講師による「説明力の強化」では動
物検疫業務において欠かすことのできない輸入
者との対話業務に関して、相手が納得して理解
できる説明を行うためのスキルを上達させる講
義・実習を行いました。
　本研修では、例年、課題研修として与えられ
たテーマに基づいて検討し、最終日に発表形式
による意見交換会を行っています。本年度は「社
会における動物検疫所の役割について」という
テーマで横浜本所の職員を交えた意見交換会を
行いました。研修生からは、今後、動物検疫所
が社会に対し、どのような役割を行っていける
かを研修生各々の意見を交えて再検討できる良
い機会となり、非常に有意義であったという感
想がありました。
　本研修で得た知識を各現場で共有し、業務に
反映させるとともに社会における動物検疫所の
役割を認識しながら、中堅職員として現場をけ
ん引していただくことを期待します。

・新規採用者より

（中部空港支所　古沢　亨）
　中部空港支所に配属となり空港業務と名古屋
出張所で２ヶ月間港業務を学ばせていただきま
した。空港では犬猫の輸出入検疫や口頭質問等
を行い、港では肉類や羽毛類等幅広い畜産物の
検査を経験させていただきました。空港でも海
港でも、国内に監視伝染病を侵入させないよう
に水際で検疫を行っていることに責任とやりが
いを感じています。
　業務の中で最も苦労したことは一般の方への
対応です。携帯品検査で関係法令等を背景に分
かりやすく伝え、理解していただくことは容易
ではないと日々試行錯誤しています。
　今後は動物や様々な畜産物について深い知識
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を持ち、正しい判断ができる防疫官になれるよ
う業務に励んでいきたいと思います。

（中部空港支所　新里　恵）
　４月より様々な研修や経験をさせていただく
ことで学ぶことの多い反面、戸惑いや不安を多
く感じた半年間でした。高尾・筑波研修では社
会人として、また農林水産省職員として働く心
構えを学ぶと共に他部局の同期と交流を深めま
した。６～７月は名古屋出張所で畜産物の輸出
入検疫業務の研修を行いました。８月より空港
業務に戻り、皆さんに助けてもらいつつ再度業
務を覚えることに奮闘する日々でした。
　これらの研修を通し、動物検疫所の業務は多
岐に渡っていること、また私達の業務は全て法
令に基づいていることを実感しました。
　今後も初期の目標に掲げた「多方面で活躍で
きる防疫官」を目指し、日々精進していきたい
と思います。最後になりましたが、各研修先で
ご指導してくださった多くの方々にこの場を借
りて感謝申し上げます。

（関西空港支所　大久保　周祐）
　４月から、関西空港支所にて主に旅客の携帯
品検査業務や犬猫等の輸出入検査業務を行って
います。このような業務を行う中で、一般の方
へ動物検疫制度の説明を行うことの難しさを実
感しました。例えば携帯品検査業務の場合、輸
入禁止品を所持している旅客に納得して放棄し
ていただくにはどうすればいいか考えることに
苦慮しました。
　また、犬猫等の輸出入業務についても、お客
様一人一人の状況に合わせた丁寧な説明が必要
であると感じました。しかし、時には動物検疫
所の対応にお客様から感謝の言葉をいただくこ
ともあり、単に検査業務を行うだけではないこ
の仕事にやりがいを感じています。
　２年目からは家畜防疫官となるため、技術と
知識を習得するべくさらに努力をしていきたい
と思います。

（関西空港支所　島扇　笙子）
　４月より関西空港支所検疫１課に配属され、

関西空港の空港業務では、カウンター業務や検
疫探知犬の補助業務等を学びました。また半年
間の研修期間中には、門司支所新門司検疫場に
おける動物検査業務、大阪出張所における港湾
業務などその他の業務内容も学ばせていただき
ました。
　この間、家畜防疫官の業務は幅広く、求めら
れる知識は多岐に渡るため常にアンテナを張っ
ていなければならないと強く感じました。なぜ
なら、誤った回答やあいまいな答えは後のミス
や取り返しのつかない事態となってしまうこと
を身をもって感じたためです。対応時に根拠を
もった回答を行うために、関連法規の読み解き
や日々の勉強が大切であると痛感しています。
「努力し、常に向上心のある」防疫官になるため
にも、今後はさらに経験と知識を増やし、身に
つけていきたいと思います。
　最後に、研修でご指導いただきました方々に
この場をお借りし御礼申し上げます。

（神戸支所　上田　靖大）
　４月から配属された神戸支所では、主に畜産
物の輸出入検疫業務を経験してきました。日々
の業務においては、関係法令を正しく理解する
ことの重要性や畜産物に対しての幅広い知識の
必要性を感じています。
　５月には新門司検疫場において動物の輸入検
疫業務を、７月には関西空港支所において犬猫
の輸出入の手続きや旅具検査業務等の研修を行
いました。研修では様々な業務に携わることで、
海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を阻止する
ために、動物検疫所がどのようなことをしてい
るのか、より具体的に知ることができました。
また、研修中には諸先輩と話す機会があり、今
後の業務における厳しさとやりがいを再認識し
ました。
　来年４月からは家畜防疫官として的確な判断
ができるよう、検疫業務に必要な知識、技術の
習得に励みます。

（門司支所　神谷　豪）
　私は、平成 28 年４月に門司支所検疫第１課に
配属になりました。１課での主な業務は海港船
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舶貨物の輸出入検査、国際フェリーターミナル
及び地方空港での旅客の携帯品検査です。４月
以降、受講した実務研修により、１課の業務に
関しては一通り把握できたと思います。11 月下
旬からはいよいよ単独で現場業務を経験するこ
とになるので、慢心することなく気を引き締め
て業務に励みたいと思っています。
　今後は、業務の幅が広がっていきます。上司
や先輩方の業務の姿勢から学び、疑問点や不明
な点を一つ一つ解消しながら業務を進めていき
たいです。また、新しい知識や検査技術を吸収
していくことで、来年度には一人前の家畜防疫
官として業務を任せられるようになりたいと
思っています。

・�人事異動
（平成 28 年 12 月２日～平成 29 年１月１日まで）

（平成 28 年 12 月３日付け）
山田　悠子　任期満了（総務部庶務課（臨時的

任用））

（平成 28 年 12 月４日付け）
伊藤ゆり子　育児休業（総務部庶務課）
山田　悠子　総務部庶務課（臨時的任用）

（平成 28 年 12 月５日付け）
田中眞理子　門司支所博多出張所兼門司支所検

疫第１課（門司支所博多出張所）

（平成 28 年 12 月 16 日付け）
八王子元美　退職（羽田空港支所東京出張所（臨

時的任用））

（平成 28 年 12 月 17 日付け）
大泉　　史　育児休業（羽田空港支所東京出張

所）
八王子元美　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）

（平成 29 年１月１日付け）
村方　佳代　企画管理部危機管理課主任検疫官

（羽田空港支所東京出張所主任検
疫官）

池田　亜季　精密検査部微生物検査課主任検疫
官兼企画管理部企画調整課（企画
管理部危機管理課主任検疫官）

森岡　洋子　仙台空港出張所主任検疫官（関西
空港支所検疫第１課主任検疫官）

大川　裕人　羽田空港支所東京出張所主任検疫
官（精密検査部微生物検査課主任
検疫官兼企画管理部企画調整課）

榊原　路子　関西空港支所検疫第１課主任検疫
官（仙台空港出張所主任検疫官）

小原　昭子　検疫部畜産物検疫課（消費・安全
局動物衛生課査察調整班海外査察
企画係長）

高柳　　亮　北海道出張所（北海道出張所（小
樽分室））

木原　博文　成田支所貨物検査課（成田支所動
物検疫第１課）

篠田　博子　羽田空港支所庶務課庶務係長（生
産局畜産部競馬監督課総務班庶務
係長）

河村　哲伸　関西空港支所検疫第１課（北海道
出張所（胆振分室））

早坂　　泉　中部空港支所検疫課（新規採用）
山谷　由香　検疫部畜産物検疫課（臨時的任用）
内田　　央　羽田空港支所東京出張所（臨時的

任用）
渡邊　香織　消費・安全局動物衛生課（関西空

港支所検疫第１課）
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平成29年１月１日現在組織図 （平成29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)754-3910
会 計 課 (045)751-5922 (045)754-6123

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 (0569)38-8515 (0569)38-8517

中部検査・診断センター内
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

北海道出張所 〒 066-0012 千歳市美々 新千歳空港国際線ターミナルビル (0123)24-6080 (0123)24-6091
小樽分室 〒 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

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
川崎出張所 〒 210-0869 川崎市川崎区東扇島 6-10 (044)287-7412 (044)287-7413

かわさきファズ物流センター内
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 (0548)29-2440 (0548)29-2449

富士山静岡空港旅客ターミナルビル内

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)32-6664 (0476)30-3011
旅具検疫第２課 〒 282-0006 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 〒 282-0004 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 〒 282-0011 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

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 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

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

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
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

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
検疫第２課 〒 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
(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
(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

小松島出張所 〒 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
高松空港分室 〒 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

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

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

門 司 支 所 庶 務 課
検疫第１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２課
(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

（新門司検疫場） 〒 800-0113 北九州市門司区新門司北 3-1-2 (093)481-7335 (093)481-7348
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

空港事務所 〒 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓白木十目 1355-4 (0995)58-2314
鹿児島空港ビル

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
(古波蔵検疫場) 〒 900-0024 那覇市古波蔵 4-10-12 (098)832-1514 (098)834-5644

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

平成29年1月1日現在組織図
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◎畜産物・動物の輸出入検疫数量実績（平成28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 124％と増加しました。肉類と臓器類、皮類の増加が顕著でした。
●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 100.7％とほぼ同じでした。臓器類が大幅に減少しましたが、卵類と毛類が大幅に増加しました。
… （単位：KG）

品目名
輸入 輸出
11月 11月

骨類

骨 2,561,857… 76…
砕骨 573,989… −
蹄角 128,337… −
骨腱 89,881… −
蹄角粉 − −
その他の骨 − −

計 3,354,063… 76…

肉類

牛肉

冷蔵 28,315,189… 81,151…
冷凍 25,479,739… 123,537…
その他 31,121… −
加熱処理 336,367… −

豚肉

冷蔵 34,986,954… 2,259…
冷凍 66,166,171… 376,162…
その他 − 12…
加熱処理 1,217,048… −

めん羊肉 1,423,389… −
山羊肉 20,266… −
鹿肉 1,345… −
その他の偶蹄類肉 1,011… −
加熱処理その他の偶蹄類肉 − −
ハム 475,466… 507…
加熱処理ハム 95,801… −
ソーセージ 1,409,698… 5,476…
加熱処理ソーセージ 1,574,204… −
ベーコン 212,475… 967…
加熱処理ベーコン 3,040… −
馬肉 544,527… −
うさぎ肉 3,900… −
犬肉 − −
家きん肉 55,499,274… 794,781…
家きん加熱処理肉 39,199,827… −

非加熱
その他の肉

牛 698,341… 4,417…
豚 169,765… 13,351…
家きん 123,065… 25,153…
その他 93,983… 40,684…

加熱処理
その他の肉

牛 248,355… −
豚 4,207,366… −
家きん 2,964,432… −
その他 602,502… −
計 266,104,620… 1,468,459…

臓器類

牛臓器 92,590… 10…
豚臓器 78,669… 120…
その他の偶蹄類臓器 5,611… −
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 135,164… 102…
消化管等 2,982,552… 47,723…
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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 330,454… −
脂肪 3,383,977… −
非加熱その他の臓器 47… 0…
加熱処理その他の臓器 − −
加熱処理家きん臓器 215,079… −
加熱処理その他の家きん臓器 163… −

計 7,224,306… 47,955…

卵類

殻付卵 152,741… 305,340…
液卵 684,255… 12,806…
その他の卵 − 10,364…

計 836,997… 328,510…

皮類

牛皮 3,229,648… 725,442…
豚皮 197,442… 5,010,637…
めん羊皮 217,142… −
山羊皮 − −
鹿皮 25,195… −
その他の偶蹄類の皮 − −
馬皮 167,826… −
うさぎ皮 66,150… −
犬皮 − −
その他の皮 − −

計 3,903,403… 5,736,079…

毛類

牛毛 − −
豚毛 6,855… −
羊毛 − −
山羊毛 39,775… −
鹿毛 − −
その他の偶蹄類の毛 2,246… −
馬毛 3,402… −
うさぎ毛 6,490… −
羽毛 383,136… 162,306…
犬毛 − −
その他の毛 − −

計 441,904… 162,306…

ミール類

血粉 237,606… −
肉粉 1,871… 2,543…
肉骨粉 − −
皮粉・羽毛粉 − −

計 239,477… 2,543…

その他

精液（アンプル） 89,461… −
受精卵（個） 261… −
ふん・尿 − −

計 − −

わら類

穀物のわら 15,180,910… −
飼料用の乾草 − −
その他 137,450… −

計 15,318,360… 0…
総計 297,423,129… 7,745,928…

※　解放重量ベースの速報値
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・�シンガポール向けおみやげ用牛肉、豚肉、
鶏卵について

… （企画管理部調査課）

　牛肉、豚肉、鶏卵等の畜産物を海外に持ち出す
際には、家畜伝染病予防法に基づく輸出検査を受
け、家畜の伝染性疾病をひろげるおそれがないこ
とを記載した証明書を添付する必要があります。
　輸出検査は、旅客等が動物検疫所に届け出て
検査を受ける必要があるため、おみやげ用として
輸出される畜産物はごく僅かに実績がある程度
でした。
　昨年、シンガポール向けにおみやげ用として輸
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ました。
　主要空港では、畜産物の販売業者と連携して、
空港内の販売店で旅行者向けに輸出検査を終了
し簡易証明書を添付した畜産物を販売するなど、
旅行客がおみやげとして日本産の牛肉等を気軽
に購入して海外に持ち出せる体制が整備されて
います。
　次号では、シンガポール向けに輸出されている
おみやげ用畜産物の動向についてご紹介します。

●輸入動物（前年同月比）
　11 月分の輸入頭数は豚が 495.5％、初生ひな（鶏）が 1182.6％、猫が 121.3％と大幅に増加しましたが、サルが 23.5％と大幅に減少し
ています。

●輸出動物（前年同月比）
　11 月分の輸出頭数は犬が 108.3％とかなり増加しましたが、馬が 50％、うさぎが 44.4％と大幅に減少しました。
… （単位：頭、羽、群）

動物名
輸入 輸出
9月 9月

　牛 955… −
　豚 109 −
　めん羊 − −
　その他の偶蹄類 1 −
　馬 628 16…
　うさぎ 1,036 4…
　初生ひな（鶏） 66,817 −
　初生ひな（その他） 2,386 −
　種卵（個） − 32,660…
　蜜蜂（群） 902 −
　指定検疫物以外の動物 11,896…
　犬 514 433…
　猫 165 102…
　きつね − −
　サル 80 
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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

　昨年もご愛読いただきありがとうございました。さて、
本年は 11 月からこれまで動物検疫の対象とされていな
かった乳及び乳製品の検疫を開始します。現在、検査体
制の整備を急ピッチで行っているところです。
　本年も動物検疫に対する皆様のより一層のご理解とご
協力をお願いいたします。

◎動検通信（精密検査部病理・理化学検査課長）
新年明けましておめでとうございます。
2017 年は酉年ということで、この原稿を書いている師走の今は、年賀状の被写体として展示施設の鶏が人

気者になる時期。しかし、今年は鳥インフルエンザの発生で展示が中止になっている施設が多いようです。ウ
イルスに感染するかどうかは、接触機会の頻度、接触したウイルスの量、そのウイルスの感染能力、宿主の免
疫力などで決まります。ウイルスと宿主の戦いの結果、宿主の防衛網が突破されると体内にウイルスが侵入し、
増殖して排泄され、新たな感染源になります。ヒトのインフルエンザ予防でよく言われることですが、ウイル
スの密度を下げる（換気）、接触する機会を減らす（人混みを避ける）、接触するウイルス量を減らす（手洗い、
マスク、うがい）、免疫力を高める（保温、休養）で感染を防ぐことができます。
当課では昨年度に調査研究として靴底消毒マットの効果の検証を実施したのですが、この実験でも、靴底

が「濡れる」（ウイルスを物理的に取り除く）ことが重要だということがわかりました。充分に濡れた場合、
消毒薬では99％、水道水でも96％のウイルス遺伝子が除去されました。洗い流すことが、病原体除去に最も
効果的だということです。
話は戻りますが、鳥インフルエンザウイルスは秋に南下して来る渡り鳥が運んで来ます。病原性の感受性

が高い鳥種は渡る前後に死んでしまいますが、多くのカモ類は無症状でウイルスを運びます。家きんのインフ
ルエンザが発生しているアジア地域から春にウイルスを持ち帰り、夏にモンゴルやシベリアの繁殖地で拡がり
ます。そして秋に、日本や韓国や欧州などにウイルスを含んだ糞を空から持ち込むのです。「感染元を絶つ」
というのが最善の方法なのでしょうが、野鳥のことなのでそれもできません。夏のうちにモンゴルやロシアの
湖沼で「今年の流行」を調べておき、秋冬の流行に備えるということもしていますが、わかっていても渡り鳥
の飛来は防げません。鶏舎内へ持ち込まれるウイルス数を最大限減らす、鶏を健全に飼うくらいしか方法がな
いようです。
元々は野鳥には病原性がなく、自然界で循環していたインフルエンザウイルスが、野鳥にこんなに病原性を

持つように進化したのも予想外でした。出水のツルや、動物園の飼育鳥など、絶滅危惧種への感染も心配です。
熊の被害の話でもよく聞きますが、野生動物が人間界に近づき過ぎたのか、人間の生活圏が野生動物に近づき
過ぎたのか。
2017 年は少しでも平穏な年になりますように。本年もよろしくお願いいたします。
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