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平成２４年度事業報告 
 

 

 

自：平成２４年４月 １日 

至：平成２５年３月３１日 



   協同飼料株式会社 　　神奈川県横浜市西区高島２－５－１２　横浜DKビル

   株式会社 ザ・ヨーク
　　兵庫県神戸市中央区下山手通５－７－７
　　　　　　　サンゼン山手ハイツ１０１号

１．平成２４年度の会員の異動

 (１)  入　会　  　１社

 (２)  退　会　    ２社

 (３)  会員数　　４６社（平成２５年４月１日現在）

会　　員　　名 住　　　　　　　　　　　所

会　　員　　名 住　　　　　　　　　　　所

   Bostonトレーディング株式会社 　　東京都港区赤坂２－１０－１１　溜池山王ビル３階
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3,046 3,471 4,614

12,775 14,095 13,845

155 191 165

22 0 9

0 0 8

15,998 17,757 18,641

 (１)畜種別輸入頭数

　畜　　種　　　　　　　年    度 平成２３年度平成２４年度

豚

緬山羊・鹿

その他の動物

合　　計

牛

馬

２．平成２４年度家畜輸入状況（会員実績）

平成２２年度
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繁殖用 81 83 91

競走用 126 153 104

207 236 195

270 194 197

0 2 0

2,569 3,039 4,222

0 0 0

0 0 0

3,046 3,471 4,614

　乳用牛 0 0 165

　肉用牛 0 0 0

0 0 165

　乳用牛 686 641 681

　肉用牛 0 0 28

686 641 709

　共同輸送船 12,089 13,454 12,971

　上記以外 0 0 0

12,089 13,454 12,971

0 0 0

12,775 14,095 13,845

155 191 165

0 0 0

155 191 165

22 0 9

0 0 0

22 0 9

0 0 8

0 0 0

0 0 0

15,998 17,757 18,641

肥育用素馬

と場直行馬

牛

種類・用途

馬 重種馬

その他の牛

肥育用素牛計

その他の馬

緬
山
羊
・
鹿

繁殖用豚

その他の豚

その他の緬山羊・鹿

と場直行牛

 (２)用途別輸入頭数

　畜　種 平成２２年度平成２３年度

牛合計

豚合計

上記以外の中動物

上記以外の小動物

緬山羊・鹿合計

繁殖用

総合計

上記以外の大動物

平成２４年度

軽種馬

(注） 平成２２年度：緬山羊・鹿（9頭）は緬羊、上記以外の大動物(8頭）は水牛。
　　　平成２４年度：緬山羊・鹿(22頭）は山羊。

乗用馬

軽種馬計

血統登録牛

肥育用素牛

血統登録牛計

馬合計

その他の牛計

豚
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（３）家畜輸入検疫に係る受検計画の策定と家畜輸入をめぐる情勢 

  ①  年間収容計画の策定とその後の調整 

    協議会会員が輸入する家畜について、平成２４年度においても動物検疫所との協議を

経て、年間収容計画を策定した。年間収容計画策定に当たっては、輸入希望調査を実施

し、従前どおり会員以外の一定輸入枠数を確保し、その残枠を会員利用枠として、必要

な調整を行った。輸入希望総頭数は２１，７６７頭であったが、時期別・場所別の係留

シミュレーションを行った後、過去実績率による配分調整を経て、年度当初における計

画頭数を１９，２０８頭に設定した。計画策定に当たっては、家畜輸送の共同輸送、同

一ロット化の推進等により、動物検疫所係留施設の効率的利用並びに輸送等のコスト低

減を図った。また、日々生じる計画変更、輸入検疫の結果生じた係留延長等に即応して、

動物検疫所と緊密に連絡を取りつつ、円滑な動物検疫受検体制の構築に努めた。 

 

    ②  家畜輸入の状況 

        当協議会会員の家畜輸入頭数は、平成１５年度以降２７，０００頭を超える状況が続

き、平成１７年度及び１８年度には３２，０００頭に迫る実績を示した。その後、平成

２０年度に２５，０００頭を下回ったのを皮切りに漸次減少し、平成２４年度は１５，

９９８頭（対前年比９０．１％。以下、括弧内％は対前年比）に留まった。これは当初

計画を約３，２００頭下回るもので、消費の冷え込み、畜産物相場の低迷、配合飼料価

格の高騰等の影響を受けたものと考えられる。 
      畜種別に見ると、馬では乗用馬が２７０頭（１３９．２％）と増加したものの、軽種

馬（繁殖用馬及び競走用馬）が２０７頭（８７．７％）と減少したのに加え、肥育用素

馬が２，５６９頭（８４．５％）に減少した。このため、馬全体で３，０４６頭（８７．

８％）とかなり大きく減少した。牛では、繁殖用乳用牛（血統登録牛以外の牛）が６８

６頭（１０７．０％）と増加したが、肥育用素牛（すべて豪州産で共同輸送により輸入）

については１２，０８９頭（８９．９％）に留まった。このため、牛全体で１２，７７

５頭（９０．６％）とかなりの程度減少した。また、豚では繁殖用豚が１５５頭（８１．

２％）と大幅に減少した。このほか、繁殖用の山羊が２２頭輸入された。 

 

    ③  監視伝染病の診断状況と水際検疫の強化  

     平成２４年度中に動物検疫所における輸入検疫期間中に、監視伝染病に感染もしくは

その疑いがあるとして診断された疾病は、家畜伝染病として、ヨーネ病（疑似患畜／牛）

及びピロプラズマ病（疑似患畜／馬）、届出伝染病として、牛ウイルス性下痢・粘膜病

（牛）、馬インフルエンザ（馬）、馬鼻肺炎（馬）、馬伝染性子宮炎（馬）、馬パラチ

フス（馬）であった。 

     家畜輸出入に係る措置として、引き続きＢＳＥ発生国からの牛、緬羊・山羊等の生体

の輸入停止措置が続けられ、生体牛の実質的な輸出国は豪州、ニュージーランドに限定

されている。 

    平成２２年の我が国における口蹄疫の発生状況や同年の高病原性鳥インフルエンザ

の発生を踏まえて、平成２３年４月に家畜伝染病予防法が改正された。これを受けて、

動物検疫所では、入国者の靴底消毒・車両消毒、検疫探知犬による手荷物検査に加えて、

平成２３年１０月から新たな規定（畜産施設へ立ち寄ったかなどを質問し、必要に応じ

て衣服や靴等を消毒できる規定）に基づく対応が図られ、家畜伝染病の侵入防止の強化

が継続されている。また、家畜の輸入検疫においては、馬インフルエンザ、馬伝染性子

宮炎等の検査にＰＣＲ法が追加されるなど、検査が強化されている。なお、平成２５年

度からは、ヨーネ病の検査にも従来のエライザ法を中心とした検査法に代えて、リアル

タイムＰＣＲ法による検査法が導入されることになっている。 
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３．会議等の開催状況 
 
 
（１） 総会 

次のとおり総会を開催し、原案について審議、承認、議決した。 
 

開 催 場 所 議 決 事 項 

第２２回定時総会 
平成２４年５月２５日 

森永プラザビル 

23 階 Ａ・Ｂ会議室 
（東京都港区芝５－３３－１） 

 

  
 
 
 
第１号議案 平成２３年度事業報告及び決算の承認に関する

件 
 

 
第２号議案 平成２４年度事業計画書及び収支予算書の承認

に関する件 
 
 
第３号議案 任期満了に伴う役員（理事）の改選に関する件 
 
 
 
第４号議案 その他 
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（２）理事会 
次のとおり理事会を開催し、協議会の業務運営に関する議案について審議、議決した。 
 

開催月日及び場所 審 議 ・ 議 決 事 項 

第１回理事会 
平成２４年４月２４日 

協議会 会議室 

議 案  

第１号議案 第２２回定時総会の開催について 

第２号議案 平成２３年度事業報告、収支決算報告及び監査報告 

第３号議案 任期満了に伴う役員(理事)の改選について 

第４号議案 協議会運営事項 

臨時理事会 
平成２４年５月２５日 

森永プラザビル 

議 案  

第１号議案 代表理事及び専務理事の選定に関する件 

第２回理事会 
平成２４年９月１４日 

協議会 会議室 

議 案  

第１号議案 平成２５年度輸入家畜収容計画策定基本方針（案）について 

第２号議案 諸規定の見直しについて 

第３号議案 報告事項 

第３回理事会 
平成２４年１１月６日 

協議会 会議室 

議 案  

第１号議案 平成２４年度上半期報告について 

第２号議案 平成２５年度輸入家畜収容計画（案）について 

第３号議案 連絡・報告事項 

第４回理事会 
平成２５年３月２７日 

協議会 会議室 

議 案  

第１号議案 平成２４年度家畜輸入状況報告 

第２号議案 平成２４年度収支決算見通し報告 

第３号議案 平成２５年度輸入家畜収容計画報告 

第４号議案 平成２５年度事業計画及び収支予算書の承認 

第５号議案 協議会運営事項 
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(３) 畜種別部会 

  次のとおり、協議会部会組織運営規程に基づく畜種別部会を開催し、家畜輸入に関する共同輸

送計画、輸入希望頭数の調整を含む家畜輸入年度計画を策定し、会員の家畜輸出入業務の円滑な

実施を図るとともに、動物検疫所の係留施設の効率的運用に協力した。 

 

開催年月日 会 議 内 容 

 

素牛部会 

 平成２４年 ４月１０日 

 

 

 

 

素牛部会 

 平成２４年 ５月３０日 

 

 

 

 

素牛部会 

 平成２４年 ７月１１日 

 

 

 

 

素牛部会 

 平成２４年 ８月 １日 

 

 

 

 

素牛部会 

 平成２４年１２月１７日 

 

 

 

 

 

 

素馬正副部会長会議 

 平成２４年１２月１６日 

 

 

 

 

素馬部会 

 平成２５年 １月１１日 

 

 

議 題 

 １．「輸出業者サプライチェーン保証システム」の対応について 

 ２．その他  

 

 

 

議 題 

 １．「輸出業者サプライチェーン保証システム」の対応について 

 ２．その他  

 

 

 

議 題 

１．「輸出業者サプライチェーン保証システム」の対応について 

 ２．その他  

 

 

 

議 題 

１．「輸出業者サプライチェーン保証システム」の対応について 

 ２．その他  

 

 

 

議 題 

１．「輸出業者サプライチェーン保証システム」の対応について 

 ２．平成２５年度家畜収容計画について 

 ３．平成２５年度素牛輸入計画について  

 ４．その他 

 

 

 

議 題 

１．平成２５年度素馬輸入計画（案）について 

２．その他 

 

 

 

議 題 

１．動物検疫状況について 

 ２．平成２５年度素馬輸入計画について 

 ３．その他 
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開催年月日 会 議 内 容 

 

牛正副部会長会議 

 平成２５年 １月１８日 

 

 

 

 

牛部会 

 平成２５年 １月１８日 

 

 

 

 

 

豚部会 

 平成２５年 １月２４日 

 

 

 

 

 

馬部会 

 平成２５年 １月３１日 

 

議 題 

１．平成２５年度牛輸入計画（案）について 

２．その他 

 

 

 

議 題 

１．動物検疫状況について 

 ２．平成２５年度牛輸入計画について 

 ３．その他 

 

 

 

議 題 

１．動物検疫状況について 

 ２．平成２５年度豚輸入計画について 

 ３．その他 

 

 

  

議 題 

１．動物検疫状況について 

 ２．平成２５年度馬輸入計画について 

 ３．その他 
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（４）家畜輸出入に関するセミナー 

 次のとおり、セミナーを開催し、会員の畜産及び家畜衛生・公衆衛生に対する知識の向上

と家畜輸出入の円滑化を図るとともに、会員以外に対するこれらの普及啓発に努めた。講演

内容（抄録）はセミナー資料として印刷配布するとともに、協議会ウェブサイトで公開して

いる。 

 

開催年月日 演    題 

 
 
 
 

家畜輸出入に関するセミナー 
 

平成２５年３月８日 

森永プラザビル 

２３階 Ａ・Ｂ会議室 

 

 

１．動物検疫をめぐる最近の情勢 

   講師：農林水産省動物検疫所企画管理部 

     調査課長 酒井 一彰 氏 

 

 

２. オーストラリア産牛肉概況と供給体制について 
（１）豪州牛の生産と輸出 

講師：ＭＬＡ豪州食肉家畜生産者事業団  

     ﾄﾚｰﾄﾞ･ﾘﾃｰﾙ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 北野 秀一  氏 

 

（２）牛肉のマーチャンダイジングの提案 

講師：月刊食品商業  

編集長 三浦 美浩  氏 
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４．その他の主な事業と輸出入検疫関連事項 
 
（１）家畜輸出入に関する情報の収集と周知等 
    平成２４年度中に農林水産省関係部局、動物検疫所等から発出された家畜の輸出入に関

連する通知・事務連絡のほかに、協議会として必要なその他の畜産関連情報を積極的に収

集し、会員へ周知するとともに必要な調整を行った。また、関係機関と輸出入検疫に係る

意見交換・具申、要望を行った。 

 

（２）動物検疫所検査手続電算処理システムの利用推進 

     当協議会では、動物検疫所検査手続電算処理システム（第３期ＡＮＩＰＡＳ／平成２０

年１０月運用開始）を利用し、規定期間内での事前届出に努めている。また、システムへ

の入力操作等利用に関する質問にも対応している。平成２４年度における会員のシステム

利用率は１００％となっている。また、動物検疫所からの依頼により現行システムに対す

る利用者アンケートを実施した。なお、ＡＮＩＰＡＳについては、本年１０月を目途にＮ

ＡＣＣＳ（税関のシステム）へ統合することとされており、現在、システムの統合に向け

て検討が進められている。 

 

（３）ＷＥＢサイトの充実強化 

   協議会ではＷＥＢサイト「ＪＬＴＡ Ｏｎ－ｌｉｎｅ」上で、家畜の輸出入に係る家畜

衛生条件の公開、輸出入検疫手続きに必要な各種様式のダウンロードサービスのほか、会

員専用ページを設けて輸入頭数速報等の情報提供を行ってきているが、平成２４年度にお

いては、家畜輸出入に関するセミナーへの一般公募及び講演内容の公開、改正された家畜

衛生条件の改正部分の明示化、動物検疫所検査手続電算処理システムに関するＱ＆Ａの更

新、関連情報のリンク拡充など、ＷＥＢサイトの一層の充実強化を図った。 

        
（４）動物検疫所の畜霊祭行事への参加 

   輸入検疫の結果、家畜の伝染性疾病に罹患もしくは罹患のおそれがあるものとして淘汰

された家畜並びに輸送中や係留中の事故等により死亡した動物の霊を慰めるために、動物

検疫所各係留施設では畜霊祭が挙行されているが、平成２４年度は、このうち、主要な係

留施設５カ所で挙行された本行事に参列した。 

 

（５）係留施設の防暑対策 

   アニマルウェルフェアの観点から、主要係留施設の防暑対策の現状を再点検し、動物検

疫所と協議の上、新門司検疫場に遮光ネットの附設と工業用扇風機の追加配備を行った。

その結果、一定の効果が見られている。 

 

（６）新しい法人格への移行 

   公益法人制度改革に伴い、当協議会は第２１回定時総会決議に基づき、平成２３年７月

２２日、一般社団法人への認可申請を行い、同年９月２９日、内閣府公益認定等委員会の

答申を経て、平成２４年４月１日付けで一般社団法人日本家畜輸出入協議会に移行した。

これに伴い、主務官庁は内閣府となった。 

 

（７）動物検疫所関係（参考） 

  ① 平成２４年４月、動物検疫所門司支所検疫課が２課体制に分課された。これに伴い、

新門司検疫場及び太刀浦検疫場における家畜の輸出入検疫は検疫第２課が担当するこ

ととなった。 
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  ② 検査の信頼性確保として、動物検疫所精密検査部微生物検査課が家畜衛生分野では国

内初となる試験所認定制度の国際規格 ISO/IEC17025 の認定を取得した（平成２４年２

月）のに続き、平成２５年３月、「農林水産省動物検疫所」として新しい認定を取得し

た。 

 

  ③ 動物検疫所の係留施設（全国１０カ所に設置）は老朽化に伴う大規模な修繕が必要と

なっている。このため、平成２５年５月、小規模係留施設の統廃合、臨床検査室検査機

能の集約等を基本的な考え方とする「動物検疫所係留施設の再編・整備に関する基本計

画」が制定された。 

  

   ④ 平成２４年度に実施された動物検疫所係留施設の主要な施設整備は次のとおり。 
横浜本所：畜糞乾燥処理装置設置（平成２４年１２月完成） 

成田支所：天浪検疫場検査棟及び焼却施設更新（平成２４年６月供用開始）、馬専用畜

舎（１，３，５号）にパドック新設（平成２４年１１月） 
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５．平成２４年度に発出された家畜の輸出入関連通知  
（平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日接受分） 

 

（１）平成２４年 ４月 ６日 －２３動検第１３０１号          農林水産省動物検疫所長 

   件名 「米国から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の改正及び検査証明書様式について」 

 

（２）平成２４年 ４月１３日 －２３動検第１３２５号         農林水産省動物検疫所長 

   件名 「家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令について」 

 

（３）平成２４年 ５月１１日 －２４動検第８６号           農林水産省動物検疫所長 

   件名 「カナダから日本向けに輸出される馬の家畜衛生条件及びリスト国から日本向けに輸出さ

れる国際交流競走馬の家畜衛生条件（カナダ）の改正並びにそれぞれの馬に添付される検

査証明書様式について」 

 

（４）平成２４年 ５月３０日 －２４動検第９９号            農林水産省動物検疫所長 

   件名 「家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令について」 

 

（５）平成２４年 ５月３０日 －２４動検第１６１号           農林水産省動物検疫所長 

   件名 「着地検査に係る個体確認の徹底について」 

 

（６）平成２４年 ６月 ５日 －２４動検第１７２号             農林水産省動物検疫所長 

   件名 「英国から日本向けに輸出される馬に添付される衛生証明書様式について」 

 

（７）平成２４年 ７月 ６日 －２４動検第１９８号           農林水産省動物検疫所長 

件名 「フランスから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件及び証明書様式の改正について」 

 

（８）平成２４年 ７月２３日 －２４動検第３８２号         農林水産省動物検疫所長 

   件名 「家畜伝染病予防法施行規則第４３条の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件の一

部を改正する件の公布等について」 

 

（９）平成２４年 ８月１３日 －２４消安第２４０２号         農林水産省消費･安全局 

                                        動物衛生課長 

   件名 「口蹄疫ウイルスに汚染された家畜排せつ物等の処理に関する防疫作業マニュアルの制定

について」 

 

（10）平成２４年 ８月１５日 －２４動検第４４３号         農林水産省動物検疫所長 

   件名 「ドイツ、オランダ及びイタリアから日本向けに輸出される牛精液並びにオランダから日

本向けに輸出される牛受精卵の家畜衛生条件の改正について」 

 

（11）平成２４年１１月３０日 －２４消安第４２２６号           農林水産省消費・安全局 

                                        動物衛生課長 

   件名 「中国における口蹄疫の発生に伴う畜産関係者等への指導の徹底について」 
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(12) 平成２４年１２月１２日 －２４消安第３５４４号            農林水産省消費・安全局長 

   件名 「口蹄疫に関する防疫対策の強化について」 

 

(13) 平成２４年１２月１２日 －２４動検第８３３号            農林水産省動物検疫所長 

   件名 「オランダから日本向けに輸出されるラクダ科動物の家畜衛生条件及び検査証明書様式に

ついて」 

 

(14) 平成２４年１２月１２日 －２４動検第８８６号            農林水産省動物検疫所長 

   件名 「ブラジルにおける牛海綿状脳症（ＢＳＥ）発生に伴う検疫対応について」 

 

(15) 平成２５年 １月 ７日 －２４動検第９０１号             農林水産省動物検疫所長 

   件名 「豪州及びニュージーランドから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について」 

 

(16) 平成２５年 １月１１日 －２４動検第９３９号             農林水産省動物検疫所長 

   件名 「ニュージーランドから日本向けに輸出される馬に添付される衛生証明書様式について」 

 

(17) 平成２５年 １月１１日 －２４消安第４８３０号         農林水産省消費･安全局 

                                        動物衛生課長 

   件名 「中国における口蹄疫の発生に伴う畜産関係者等への指導の徹底について」 

 

(18) 平成２５年 １月２１日 －２４動検第９３２号            農林水産省動物検疫所長 

   件名 「家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件の

一部を改正する件の公布等について」 

 
(19) 平成２５年 ２月 ６日 －２４生畜第２１９５号             農林水産省生産局長 

   件名 「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに関する通知について」 

 

(20) 平成２５年 ２月 ７日 －２４動検第１０１１号              農林水産省動物検疫所長 

   件名 「ニュージーランドから日本向けに輸出される馬に添付される衛生証明書様式について」 

 

(21） 平成２５年 ２月 ７日 －２４動検第１０１３号              農林水産省動物検疫所長 

   件名 「ブラジルにおける牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の発生に伴う家畜衛生条件等の変更について」 

 

(22) 平成２５年 ３月１１日 －２４動検第１１３８号          農林水産省動物検疫所長 

   件名 「家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令について」 

 

(23) 平成２５年 ３月１９日 －２４動検第１２０４号         農林水産省動物検疫所長 

   件名 「シンガポール共和国から日本向けに輸出される馬の家畜衛生条件及び検疫証明書様式に

ついて」 
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