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組合だより   
【 第３４０号 令和４年１０月 日本羊腸輸入組合 】 

 

 ９月の理事会等  

〇９月は、理事会等の開催はありませんでした。 

 

 ９月の事務局活動  

〇組合員関連 

 ・令和４年度第２回賦課金請求を行いました。 

 ・第５９回通常総会の決議に基づき、１３組合員を対象に剰余金の配当を行

いました。１０月には８組合員を対象に実施する予定です。 

 ・天然腸輸入報告統計協力１１社に対し、令和４年８月分の結果報告と令和

４年９月分の報告依頼を行いました。 

 

〇関係省庁・団体関連 

・経済産業省貿易管理課及び農水産室と定款改定に関連する打ち合わせを行

いました。 

  

〇その他 

 ・ＩＮＳＣＡ ＩＣＴＲに対し、日本市場レポートを提出しました。 

  

 統計  ＊統計の詳細は組合ホームページで御確認下さい。 

【財務省貿易統計】 

 令和４年８月の天然ケーシング輸入量は、次のとおりです。 

・総輸入量 296.1t(前月比 △129.5t､ 69.6％／前年同月比 △153.8t、65.8％) 

・中国原産 231.2t(  〃   △ 18.0t､ 92.8％／   〃    △ 38.4t､ 85.8％） 

・豪州原産  21.5t( 〃  △ 18.8t､ 53.3％／   〃     △  8.8t､ 70.8％） 

・ＮＺ原産  14.7t(  〃   △112.3t､ 11.6％／    〃     △122.1t､ 10.7％） 

 

【ソーセージ生産量（日本ハム・ソーセージ工業協同組合調べ）】 

令和４年８月のソーセージ生産量は、次のとおりです。 

・ソーセージ類合計生産     ：24,769.3 トン (前年同月比： 97.9％) 

・ウィンナーソーセージ     ：18,135.1 トン (  〃    ： 96.5％) 

・フランクフルトソーセージﾞ ： 3,138.3 トン (   〃     ：102.8％) 
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 ＨＰ更新内容（統計関係を除く）  

＊更新内容の詳細は組合ホームページで御確認下さい。 

 

〇ＨＡＣＣＰの導入状況等実態調査アンケートについて 

（公益社団法人日本食品衛生協会からの協力依頼） 

 

〇ＥＵ輸入規則の変更について（ＩＮＳＣＡ事務局からの情報提供） 

 

 

 参考情報・お知らせ  

〇 公益社団法人日本食品衛生協会より、HACCP の導入状況等実態調査アンケー

トへの協力依頼がありました。組合ＨＰの会員ページ「５．その他」に調査

協力依頼書及び回答方法等を掲載していますので、ご協力をお願いいたしま

す。なお、回答専用サイトのＵＲＬ、ＩＤ及びパスワードは、依頼書に記載

されています。 

回答締切日は 11 月 10日（木）です。よろしくお願いいたします。 

 

〇 ９月２２日から開催された INSCA Semi-annual meeting / ICTR の各国レ

ポートの中で、中国からのレポートでは国内のケーシング価格上昇について

報告しており、特に細いサイズの羊腸価格の上昇について触れていることが

気になります。以下、参考まで掲載します。 

Chinese Affairs Report  

Florence, September 2022   By Li Xizhong  
 

Till now, the Covid-19 epidemic has already lasted for about 3 
years. China natural casing industry has also been affected in 
different degree. The companies which have more people are 
suffering with heavier pressures, but they are still making efforts 
to carry on.  
In this year, the hog casing raw material price in China is on the 
high side, because there was a period that the pork price is very 
low in China, many butchers and families start to make more 
sausages, and the price of heparin is also maintained on a high 
level, these caused the domestic hog casing price is even higher 
than export price.  
Regarding sheep casing market, it was comparably stable in the 
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first half of this year, but the price has started to increase from 
the beginning of the second half of this year on, especially the 
narrow calibers, the prices are even higher than export prices. In 
recent years, the change period of sheep casing market is 
shorter and the range is larger, it’s not changing gently like 
before any more.  
 

 

〇 このレポートを裏付けるように中国船積み天然腸の輸入単価は、今年に入

り一気に高騰し、昨年初の４,０００円台から６,０００円台に届くような上

昇を示しており危惧しています。 

 

 

 今後の主な予定  

〇１１月 ４日 組合創立記念休業 

〇１１月 ９日 令和４年度第３回理事会 

―令和５年― 

〇 １月１８日 令和４年度第４回理事会 

 

                              以 上 


