
政策分野

政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

①

貝毒安全対策事業委託費 14
貝類の食品としての安全性を確保するため、新規貝毒
の高感度分析法を開発し、東日本を中心とする二枚貝
５０７検体について毒化実態調査を実施。

有害化学物質リスク管理基礎
調査事業委託費

227

農産物中に含まれるオクラトキシンＡ（280件）、水産物
等の中に含まれる総ヒ素(270件)、無機ヒ素（170件)、ダ
イオキシン類(180件）、メチル水銀(680件)、加工食品中
に含まれるアクリルアミド（200件)、デオキシニバレノール
及びニバレノール(200件)、多環芳香族炭化水素（PAH）
(100件）、３－MCPD及び３－MCPDエステル(120件）、フ
ラン（260件）、畜産物中に含まれるダイオキシン類（190
件）、飼料用稲わら中に含まれる総ヒ素（200件）につい
ての実態調査を実施。

微生物リスク管理基礎調査事
業委託費

114

ブロイラー農場におけるカンピロバクター及びサルモネ
ラ属菌（カンピロバクター：810件、サルモネラ属菌：120
件）、肉用牛農場の腸管出血性大腸菌（945件）、菌株
の性状解析（735件）、生食用野菜の腸管出血性大腸
菌、サルモネラ属菌及び大腸菌（野菜、土壌、農業用
水：1,662件、一般環境土壌：100件）について調査を実
施。

平成20年度政策の実績評価（政策手段シート）

食の安全と消費者の信頼の確保

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

国産農産物等を汚
染するおそれのあ
る特定の危害要因
について、科学的
評価に基づき設定
された摂取許容値
を超えないレベル
に抑制する

海洋環境の変化に伴い、我が国でも発生が危惧され
ている新規貝毒について、二枚貝等の毒化の状態を
把握し、貝毒の発生監視体制の強化等リスク管理体
制の整備を図る

科学的原則に基づいたリスク管理を進めるため、科学
的・統一的な枠組みの下で食品に含まれる有害化学
物質汚染実態調査・分析を行う

科学的原則に基づいたリスク管理を進めるため、科学
的・統一的な枠組みの下で食品や生産環境の有害
微生物汚染実態調査・分析を行う
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

生産資材安全確保調査・試験
事業委託費

620
の内数

①有機リン系農薬を用いて、閉鎖系施設及び実圃場に
おいて、航空防除と地上防除を行い、大気環境中の動
態調査等を実施。
②農薬的資材について成分の分析を実施。分析結果
は無登録農薬か否かの判断根拠として活用し、必要に
応じ当該資材に対する農薬取締法上の対応の根拠とし
ても活用。
③農薬の急性参照量の評価にあたり必要となる変動係
数の妥当性を前年度と異なる農薬・作物（果樹）の組合
せにより検討。

養殖衛生対策推進事業委託
費

103
の内数

ブリ類及びマダイについて、ＧＡＰ手法の手順書及び
チェックリストを策定し、養殖現場において実証試験を
実施。

生鮮農産物安全性確保対策
事業費補助金

6
中国を中心とするアジア諸国におけるＧＡＰの調査・分
析を実施。

食の安全・安心確保交付金の
うち
農畜水産物の安全性の確保

2,345
の内数

各都道府県の事業計画に基づき事業を推進した。

問題の未然防止のため、科学的・統一的な枠組みの
下で生産資材の調査・試験等を実施

生産工程におけるリスク管理を推進するため適正養
殖規範を養殖対象種ごとに策定し、養殖水産物の安
全を確保する

生産現場でのＧＡＰの導入・普及を促進し、農産物の
摂取による国民の健康リスクの低減を図るため、中国
を中心とするアジア諸国におけるＧＡＰの実態調査を
重点的に実施する

地域が自主性・独創性を発揮しながら推進する農畜
水産物の安全性の確保を目的とした取組を支援し、
我が国の食の安全と消費者の信頼の確保
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

独立行政法人農林水産消費
安全技術センター運営費交付
金、独立行政法人農林水産消
費安全技術センター施設整備
費補助金

（化学物質関係）
農産物中に含まれるデオキシニバレノール(DON)及び
ニバレノール（220件)、3-及び15-アセチルDON（220
件）、ゼアラレノン（120件）、飼料中に含まれるダイオキ
シン類（30件）、オクラトキシンＡ（116件）について調査を
実施。

（肥料関係）
肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を
確保するため、肥料取締法に基づき、肥料の公定規格
の改正等に係る調査報告2件、普通肥料の登録申請に
関する調査1,601件、立入検査677件等を実施。

（農薬関係）
農薬の品質の適正化及びその安全かつ適正な使用を
確保するため、農薬取締法に基づき、農薬の登録２８２９
件（新規登録２１６件、再登録１３１４件、申請による適用
病害虫の範囲等の変更の登録１２９９件）、立入検査８４
件等を実施。

肥料取締法 －

肥料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を
確保するため、肥料取締法に基づき、普通肥料の登録
1,601件、登録更新4507件、仮登録更新４件を実施。な
お、前年度に肥料取締法違反が確認された74業者（業
者数）のうち65業者（業者数）に対する立入検査を実施
した結果、56業者において改善が図られていた(改善率
約86％）。

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの運
営、施設整備
農産物等の農薬等の残留状況に係る調査分析を実
施

8,330
の内数

肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施
用を確保するため、規格の公定、登録、検査等を行
い、農業生産力の維持増進及び国民の健康の保護
に資する

③－3



政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

農薬取締法 －

農薬の品質の適正化及びその安全かつ適正な使用を
確保するため、農薬取締法に基づき、農薬の登録２８２９
件（新規登録２１６件、再登録１３１４件、申請による適用
病害虫の範囲等の変更の登録１２９９件）、立入検査８４
件等を実施。

食の安全及び消費者の信頼
確保対策事務経費

973
の内数

－

②

人畜共通感染症等危機管理
体制整備調査等事業委託費

60
養豚農場における事故率低下に向けた複合感染症の
実態解明、ヨーネ病の血清学的診断における非特異反
応の解析等を実施した。

家畜円滑処理体制強化整備
事業委託費

40
組立型の移動式焼却炉の開発及び国内配備等を行っ
た。

家畜伝染病早期診断体制整
備事業委託費

98

高病原性鳥インフルエンザ等、国家防疫上重要度の高
い疾病の診断に必要な診断薬の製造・備蓄及び病性鑑
定に必要な菌株のライブラリー化と配布体制の整備を
行った。

農薬登録に際して、関係府省と協力して安全性の評
価を行うとともに、農薬の使用基準を策定し、登録農
薬の適正使用の確保、無登録農薬の取締を行う

－

国内における家畜
伝染病・養殖水産
動物の特定疾病の
発生予防、海外伝
染病の侵入防止。
発生があった場合
には法令等に基づ
くまん延防止措置を
適切に実施

発生状況等を監視するためのサーベイランス計画の
策定、実施及び専門家チームによる結果の評価に加
え、新たな診断手法や病原体の不活化手法の検証・
実用化及び既存の診断手法の再評価等を実施

１８年度の実証展示により有用性が確認された移動式
焼却炉の国内導入に向けた開発を行う

民間業者による販売が困難な、国家防疫上重要度の
高い疾病の診断に必要な薬品の製造・備蓄及び家
畜保健衛生所の病性鑑定に必要な菌株ライブラリー
化と配布体制の整備による家畜伝染病の早期診断体
制の整備を行う
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

薬事監視事務委託費 6
　動物用医薬品等の安全性及び有効性等の確保のた
め、都道府県による製造所等への立入検査、検定品の
採取等を実施。

養殖衛生対策推進事業委託
費

103
の内数

魚介類の伝染病の発生予防及びまん延防止のため、養
殖衛生管理技術者を養成するとともに、ＯＩＥによって指
定された重要な伝染病について国内への侵入状況調
査を実施。

水産防疫技術対策事業委託
費

44

魚介類の伝染病の発生予防及びまん延防止のため、ワ
クチン等水産用医薬品の開発促進や新たな診断法の
開発、輸入水産食品による伝染病の侵入危険性の検討
等を実施。

②
生産資材安全確保調査・試験
事業委託費のうち

（動物用医薬品の安全性確保
関連）

動物用医薬品の薬剤耐性菌の発生要因の解明に関す
る試験等を実施し、リスク評価及びリスク管理措置を検
討する際の基礎データとするとともに、ポジティブリスト制
度における暫定基準を見直すために必要な毒性試験
及び残留試験を実施。作成した資料は、今後食品安全
委員会、厚生労働省に提出するとともに、動物用医薬品
の使用基準の設定等リスク管理の際の資料とする予定。

薬事法等に基づき動物用医薬品の製造販売業者等
に立入検査等を実施

養殖衛生管理者の養成、疾病の調査を行う

新たな疾病検査技術の開発等を行うとともに、水産物
を介して疾病が伝播する可能性を調査し検討を行う

620
の内数

①動物用医薬品の薬剤耐性菌の評価及びリスク管理
のための試験の実施及びリスク管理手法の検討
②動物用医薬品の毒性試験
③動物用医薬品の使用基準休薬期間設定のための
残留試験
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

（飼料の安全性確保関連）

飼料中に農薬等の有害物質が残留した場合を想定し
て、これらを含む飼料を調製し、実際に家畜に給与して
可食部（畜産物）への残留試験を実施するとともに飼料
中の有害物質の定量法を開発。残留試験のデータは、
有害物質のリスク管理措置の基礎データとする予定。

（水産物の安全性確保関連）
水産用医薬品の主剤以外の成分で残留基準が設定さ
れている成分を含む水産用医薬品について、魚を用い
た残留試験を実施し、当該成分の残留性を検証した。

畜産安全対策事業費補助金 144

（獣医師育成・確保等支援対
策事業費）

34

産業動物診療の現場に同行した就業体験は、４箇所に
おいて計２９名に対して実施し、
管理獣医師の指導現場に同行した臨床研修は、４箇所
において計３４名に対して実施した。

（動物用医薬品対策事業費） 60
国際基準作成のための国際会議を開催。承認申請資
料作成のためのガイドラインについて検討。

（流通飼料対策事業費） 50

平成１９年度に制定した「飼料等への有害物質混入防
止のための対応ガイドライン」の運用について検討会を
設置し、輸入業者、製造業者等の関係業者が自主的に
定める飼料等の規格、業務手順書等のひな形を作成し
た。

家畜衛生対策事業費補助金 2,910

①農薬等の飼料中の残留基準値を設定するために
必要な飼養試験等の実施
②新飼料の安全性評価に資するデータを得るための
動物試験の開発
③エンドファイトの毒性試験調査　等

水産用医薬品の主剤以外の成分で残留基準が設定
されている成分を含む水産用医薬品について残留試
験を実施

産業動物診療の現場に同行した就業体験の実施及
び管理獣医師の指導現場に同行した臨床研修の開
催等

動物用医薬品の国際的なガイドライン等の設定に必
要な調査、試験の実施、情報の収集、会議等の開催

有害物質混入防止のための対応方針に基づくマニュ
アルの作成等
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

（死亡牛緊急検査処理円滑化
推進事業費）

1,652
死亡牛のBSE検査・処理の円滑な実施のための助成を
行った。

（家畜生産農場清浄化支援対
策事業費）

1,219

ヨーネ病及びオーエスキー病の清浄化のための抗体検
査、ワクチン接種、抗体陽性家畜の計画的とう汰、定期
的モニタリング等への助成を行った。

（農場生産衛生管理技術等向
上対策事業費）

39

HACCP方式を活用した効率的な飼養衛生管理の農場
への導入に関し、全国統一な認証基準（乳用牛、肉用
牛、豚、ブロイラー、採卵鶏）を策定するとともに、農場へ
のHACCP導入・実施指導を行う農場指導員の養成研
修を実施した。

食の安全・安心確保交付金の
うち
伝染性疾病・病害虫の発生予
防・まん延防止のうち
養殖衛生管理体制の整備

2,345
の内数

各都道府県の事業計画に基づき事業を推進した。

食の安全・安心確保交付金の
うち
伝染性疾病・病害虫の発生予
防・まん延防止のうち
　家畜衛生の推進

2,345
の内数

各都道府県の事業計画に基づき事業を推進した。

死亡牛のBSE検査・処理の円滑な実施

ヨーネ病清浄化推進のため、迅速診断法を活用し、
移動予定牛等の検査を行い、検査陽性牛等をとう汰
する。
オーエスキー病の清浄化対策の一層の推進を図るた
め、清浄種豚の流通促進のための抗体検査、侵潤地
域における定期的なモニタリング、効果的なワクチン
接種、抗体陽性豚の計画的とう太を実施する

HACCP方式を活用した効率的な飼養衛生管理の農
場への導入に関し、全国統一な認証基準を策定する
とともに、農場へのHACCP導入・実施指導を行う農場
指導員を養成する.

①総合推進対策（養殖衛生対策体制の推進）
②養殖衛生管理指導（医薬品適正指導、養殖衛生管
理技術普及・啓発
③養殖場の調査監視（医薬品残留検査等）
④養殖衛生管理機器整備（魚病診断機器等）
⑤疾病対策（監視・発生対策、特定疾病まん延防止
措置）

地域が自主性・独創性を発揮しながら推進する伝染
性疾病の発生予防・まん延防止等を目的とした取り組
みを支援し、我が国の食の安全と消費者の信頼の確
保を図る
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

家畜伝染病予防費 3,590

家畜伝染病予防法に基づく検査や患畜の殺処分等に
必要な費用（負担金）を都道府県に交付した。
また、家畜伝染病の患畜、疑似患畜の殺処分、汚染物
品の焼却等を実施した当該患畜等の所有者に手当金
を交付した。

独立行政法人農林水産消費
安全技術センター運営費交付
金、独立行政法人農林水産消
費安全技術センター施設整備
費補助金

8,330
の内数

（飼料関係）
飼料製造業者等に対する立入検査及び収去した飼料
の成分検査を実施し、基準・規格等遵守状況を確認す
るとともに、違反飼料が認められた場合には、原因の究
明及び改善指導を行なった。

動物検疫所 1,047
輸入される動物・畜産物（平成20年：約45万件）に対し、
検疫検査を実施。家畜の伝染性疾病等の摘発等をし
た。

動物医薬品検査所 293
薬事法に基づき、検査・検定、製造販売承認審査等を
実施。

家畜伝染病予防法 －
家畜伝染病予防法に基づき、国内防疫及び動物検疫
に関する政策を実施した。

家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性疾病の発
生予防及びまん延防止措置の実施

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの運
営、施設整備
飼料の基準・規格等遵守状況に係る分析等を実施

・輸出入動物及び畜産物の検疫業務の実施
・輸出入検疫業務の実施の円滑化（技術改善・平準
化、家畜防疫官研修等）
・悪性伝染病の危機管理体制整備（犬等の検疫の充
実強化等）
・動物検疫犬による検査体制整備
・動物由来感染症検疫体制整備
・動物検疫検査手続電算処理システム（ＡＮＩＰＡＳ）の
高度利用・最適化

①改正薬事法による承認申請に係るＧＭＰ調査の実
施
②改正薬事法による原薬等登録原簿への登録の実
施
③海外悪性伝染病ワクチンの検査の実施
④動物用医薬品等の製造販売承認審査の実施

国内防疫及び動物検疫を実施することにより、家畜伝
染病の発生予防及びまん延防止を図る
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

家畜保健衛生所法 －
全国で１７３カ所に設置されている家畜保健衛生所の業
務を推進した。

飼料の安全性の確保及び品
質の改善に関する法律

－

飼料安全法に基づき定められている各種の安全基準
（飼料中の残留農薬、重金属、遺伝子組換え体等に関
する基準）の周知に努めるとともに、リスクの程度に応じ
て、必要なリスク管理措置を講じた。

食の安全及び消費者の信頼
確保対策事務経費

973
の内数

－

③ 我が国未発生又は
一部に存在する病
害虫の侵入防止。
発生があった場合
には法令等に基づ
くまん延防止措置を
適切に実施

IPM技術評価基準策定・情報
提供事業委託費

107

ＩＰＭ要素技術を実践するための基準等の策定のため、
試験等を実施。
・土壌病害虫防除技術開発試験数：27件
・農薬が在来天敵に与える影響調査剤数：11剤
ＩＰＭ要素技術に関する情報提供のため、8作物の技術
情報を収集。
・8作物のＩＰＭ要素技術情報を収集
・これまでの成果による技術情報の電子化：8コンテンツ

都道府県が家畜衛生対策を講じる実施機関として、
家畜保健衛生所を設置する根拠及びその業務等を
規定

飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料
の公定規格の設定等により飼料の安全性の確保及び
品質の改善を図る

－

ＩＰＭの普及・定着を図るため、実践に必要なＩＰＭ要
素技術を評価するための手法及び基準、ＩＰＭ要素技
術を効率的かつ安全に実践するための基準等を策
定するとともに、ＩＰＭ要素技術に関する情報提供を
行う
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

植物検疫処理技術の世界標
準化への戦略的対応推進事
業委託費

7

ワークショップと同時開催することとしていた植物検疫処
理に関する技術パネル（TPPT）に日本のメンバーの参
加が認められたことを受け、事業の必要性等を検討した
結果、本事業を実施する必要性が低下したため、開催
を取りやめた。

特殊病害虫特別防除費補助
金
　（内閣府沖縄振興局計上）

1,065

アリモドキゾウムシ等の根絶防除及びウリミバエ等の再
侵入防止のため、不妊虫放飼を実施。
・侵入警戒調査により捕捉された病害虫の周辺における
定着数：０件

植物防疫事業交付金 325

発生予察事業により、適時適切な病害虫防除が行われ
た。
・予察情報の発出件数：695 件
※数値は20年（暦年１～12月）の間に、都道府県から発
表された予報、注意報、警報、特殊報の総計

食の安全・安心確保交付金の
うち
伝染性疾病・病害虫の発生予
防・まん延防止のうち
　　病害虫の防除の推進及び
　　重要病害虫の特別防除等

2,345
の内数

・ＩＰＭ実施モデル地区数：16地区
・侵入警戒地点数：6,699地点（21年3月末現在）
・引き続き喜界島でカンキツグリーニング病の緊急防除
を行うとともに、鹿児島県指宿市に発生したイモゾウムシ
の根絶防除を行った。

各国との連携を強化しつつ、IPPC総会等での議論を
より戦略的に展開していくため、各国の植物検疫処理
動向の調査及び植物検疫処理に関するワークショッ
プを開催する

沖縄県が行う
・アリモドキゾウムシ・イモゾウムシの根絶防除
・ウリミバエ・ミカンコミバエの再侵入防止
について補助金を交付

都道府県が行う
・発生予察事業
について交付金を交付

都道府県が行う
・環境に調和した防除体系の確立
・IPM実践指標の策定
・IPM実践地域の育成
・重要病害虫の侵入警戒調査
・重要病害虫の防除
について交付金を交付
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

植物防疫所 1,662

植物防疫所において植物検疫を行った。
・輸入植物検査件数：1,013千件（速報値）
・輸出植物検査実績：53千件（速報値）
・侵入警戒地点数：1,787地点（21年3月末現在）
・移動取締り検査件数：163件(取締り隻(機)数:56千隻
（機）)(平成20年速報値)

植物防疫法 －

植物防疫法に基づき、輸出入検疫、国内検疫、病害虫
の防除を実施した。
・カンキツグリーニング病について、鹿児島県大島郡喜
界町における緊急防除を引き続き実施

食の安全及び消費者の信頼
確保対策事務経費

973
の内数

－

④ 遺伝子組換え農作
物等の使用によっ
て生物多様性に影
響が生じるおそれ
があると認められる
場合に、カルタヘナ
法に基づく緊急措
置を発動しない状
態を維持

遺伝子組換え生物等の使用
等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律

－ カルタヘナ法に基づく緊急措置の発動件数：０件

・全国の空海港における検疫の実施
・輸出検疫の実施
・侵入警戒調査の実施
・移動規制の実施

植物に有害な動植物による農作物の被害を防止する
ための規制

－

遺伝子組換え農作物等による生物多様性影響を防
止するための規制
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

食の安全及び消費者の信頼
確保対策事務経費

973
の内数

－

⑤ 10年後に適正表示
率を85%にするため
に5年間（Ｈ20年
度）で不適正表示
率を２割削減

食品表示適正化対策事業委
託費

108

・一般消費者から食品表示ウォッチャーに1,0１６名委嘱
（平成20年9月末現在）し、消費者の協力を得た食品の
表示状況の点検を行った。
・業者間取引を行う事業者を含めた事業者（製造業者、
流通業者）向けの食品表示セミナーを開催するととも
に、消費者向けの食品表示フォーラムの開催やパンフ
レットの作成を行い、食品表示に対する更なる周知を
図った。

食への信頼向上活動促進事
業委託費

151

　意欲的な取組を行っている事業者やその食品を適正
に評価する仕組みとして、「協働の着眼点第１版」を策
定した。（平成２１年３月）
　この策定過程においては、事業に賛同する事業者に
自主的に参画いただくとともに、情報共有のためのネット
ワークに218の企業や団体に参加いただいている。（平
成２１年３月）

特定JAS規格検討・普及推進
事業委託費

44

　新たなＪＡＳ規格制定のための調査・検討、消費者と事
業者の交流会や事業者セミナーの開催等によるＪＡＳ規
格の総合的な普及・啓発を実施した。

－

・食品表示ウォッチャーによる監視
・業者間取引を行う事業者を含めた事業者（製造業
者、流通業者）向け普及・啓発
・消費者や事業者向けのパンフレット等の配布や
フォーラム等の開催

食品事業者による消費者の信頼確保に向けた積極
的な取組を促すため、意欲的な取組を行っている事
業者やその食品を、民間の多様な主体が適正に評価
する仕組みを構築する

特色ある生産方法及び流通方法についての基準を
内容とするＪＡＳ規格に関し、消費者ニーズ等に対応
した規格制定のための調査検討、規格の普及啓発の
ための消費者、事業者に対する交流会の開催及び規
格の信頼性向上のための検査員に対する研修会等
の開催を行う
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

JAS規格等検査・分析手法妥
当性確認事業委託費

17

・しょうゆ、食用植物油脂、トマト加工品等のJAS規格の
品質項目の測定方法について、妥当性確認試験を実
施した。
・しょうゆ、食用植物油脂、トマト加工品等のJAS格付に
おける検査資料の抜取方法について、現行のサンプリ
ングの頻度、判定の手法等について、妥当性の検討を
行った。

独立行政法人農林水産消費
安全技術センター運営費交付
金、独立行政法人農林水産消
費安全技術センター施設整備
費補助金

8,330
の内数

JAS製品について、792件検査した。

農林物資の規格化及び品質
表示の適正化に関する法律

－

・「食品の表示に関する共同会議」（ＪＡＳ法に関する調
査会と食品衛生法に関する審議会の共同開催）におい
て、加工食品の原料原産地の表示方法のあり方につい
て議論を行った。
・食品の不正表示に対し、ＪＡＳ法に基づき厳正な対応
（立入検査及び指示等）を実施した。

食の安全及び消費者の信頼
確保対策事務経費

973
の内数

－

・ＪＡＳ規格に規定されている分析手法の科学的検証
・ＪＡＳ格付におけるサンプリング頻度及び判定手法に
ついての科学的な調査・検討

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの運
営、施設整備
ＪＡＳ規格の遵守状況等の適切な確認を実施

日本農林規格（ＪＡＳ規格）の制定、普及により、農林
物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正
化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林
物資の品質に関する適正な表示を行わせることに
よって一般消費者の選択に資する

－
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政策手段 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （百万円）

分野の目標等
政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

牛肉トレーサビリティ業務事業
委託費

490
全国のと畜場から照合用サンプルを採取するとともに、
小売店等からのサンプル採取とDNA鑑定を実施。

食品トレーサビリティ向上対策
委託費

18
食品事業者（８５事業者）に対して、入出荷の記録の取
組状況の聞き取り調査をおこなった。

牛の個体識別のための情報の
管理及び伝達に関する特別措
置法

－
制度の円滑かつ適切な実施を図るため、監視・指導等
を実施。

その
他

トレーサビリティの
導入・普及

牛と牛肉の同一性を確認するためのDNA鑑定の実施

食品事故発生時に的確な対応が可能となるトレーサ
ビリティの普及に当たり、食品事業者が容易に取り組
める具体的手法の検討・普及に活用するための事業
者の取組状況調査を実施

ＢＳＥのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全
性に対する信頼確保を図るため、牛を個体識別番号
により一元管理するとともに、生産から流通・消費の各
段階において当該個体識別番号を正確に伝達する
ための制度を構築する

③－14


