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家畜伝染病の発生状況

・従来、全国的に発生のあった炭疽、結核病、豚コレラなどは清浄化が進展。
・平成12年3月に92年ぶりとなる口蹄疫が発生したが、発生以降半年で清浄化を達成。
・平成13年9月に牛海綿状脳症（BSE）が確認され、牛肉消費に大きな影響。以降３３例の発生を確認。
・平成16年1月に79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが発生。4件（食鳥処理場での発生も含めれば5件）の発生で終息。
・平成17年6月に弱毒タイプの高病原性鳥インフルエンザが発生。４件の発生で終息。
・平成19年1月に高病原性鳥インフルエンザが発生。
・その他、ヨーネ病が全国に浸潤発生。

【主要な家畜伝染病の発生状況注１の推移】

年 （平成） 12 13 14 15 16 17 18
19

（１-6)

口蹄疫 3 0 0 0 0 0 0 0 (0)

炭疽 1 0 0 0 0 0 0 0 (0)

結核病 2 1 1 1 0 1 1 0 (0)

ヨーネ病 390 394 433 439 604 488 606 233 (297)

伝達性海綿状脳症 0 3 2 4 5 7 10 1 (6)

豚コレラ 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)

高病原性鳥インフルエンザ 0 0 0 0 5 10 1 4 (1)

資料：家畜衛生統計等
注１：家畜伝染病予防法第13条に基づく患畜届出件数。
注２：対象家畜は、口蹄疫、炭疽、結核病、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症は牛、豚コレラは豚、高病原性鳥インフルエンザは鶏。
注３：（ ）括弧内は前年同期累計。

（単位：戸数）



【平成１６年の発生の経緯】
・平成１６年１月から３月にかけて、我が国で
７９年ぶりとなる強毒タイプの高病原性鳥イ
ンフルエンザが発生
・発生農場においてまん延防止措置を実施し、
４月に終息

○高病原性鳥インフルエンザ対策

【平成１６年の発生を受けた対応】
・家畜伝染病予防法の改正
・「鳥インフルエンザ緊急総合対策」を取りまとめ
・特定家畜伝染病防疫指針の策定
・家畜防疫互助基金の造成、経営維持資金の融通
・緊急時に備えたワクチン備蓄

<平成17年の発生> Ｈ５Ｎ２亜型
６月～翌１月 茨城県･埼玉県

(41農場 約578万羽)

<平成16年の発生> Ｈ５Ｎ１亜型
１月 山口県(1農場 約3万羽)
２月 大分県(1農場 14羽)
２・３月 京都府(2農場 約24万羽)

【平成１７年の発生の経緯】
・平成１７年６月以降、茨城県を中心に高病
原性鳥インフルエンザ（弱毒タイプ）が発生
・弱毒タイプによる感染であることを踏まえ、
一定の条件を満たす農場に農場監視プロ
グラムを適応
・１８年４月までに殺処分を終了。

【平成１７年の発生を受けた対応】
・感染経路究明チームによる報告書を公表
（H18,9）
・防疫指針を改正し、弱毒タイプの発生時の
防疫措置を追加（H18,12）

（１）平成１７年まで発生と対応



（２）平成１９年の発生の経緯

１ 宮崎県清武町の事例（１月１１日「疑い」の報告）

１月１３日 高病原性鳥インフルエンザと確認、
周辺農場の移動制限を実施。

１６日 発生農場における殺処分等の防疫措置完了。
２月 ７日 移動制限を解除。

◎ 発生農場：肉用種鶏飼養農場（約１万２千羽飼養）
◎ 周辺農場：１６農場で約１９万４千羽を飼養

きよたけちょう

２ 宮崎県日向市の事例 （１月２３日「疑い」の報告）

１月２５日 高病原性鳥インフルエンザと確認、
周辺農場の移動制限を実施。

３０日 発生農場における殺処分等の防疫措置完了。
２月２１日 移動制限及び搬出制限を解除。

◎ 発生農場：肉用鶏飼養農場（約５万３千羽飼養）
◎ 周辺農場：２１農場で約５１万羽を飼養

ひゅ う が し

３ 岡山県高梁市の事例 （１月２７日「疑い」の報告）

１月２９日 高病原性鳥インフルエンザと確認、
周辺農場の移動制限を実施。

２月 ７日 発生農場における殺処分等の防疫措置完了。
３月 １日 移動制限及び搬出制限を解除。

◎ 当該農場：採卵鶏飼養農場（約１万２千羽飼養）
◎ 周辺農場：１８農場で約９５万羽を飼養

たか は し し

しんとみちょう

４ 宮崎県新富町の事例（１月３０日「疑い」の報告）

２月 １日 高病原性鳥インフルエンザと確認、
周辺農場の移動制限を実施。

７日 発生農場における殺処分等の防疫措置完了。
３月 １日 移動制限及び搬出制限を解除。

◎ 当該農場：採卵鶏飼養農場（約９万３千羽飼養）
◎ 周辺農場：９７農場で約２８８万羽を飼養

岡山県

高梁市
たか は し し

日向市

清武町

新富町

ひゅ う が し

しんとみちょう

きよたけちょう

宮崎県



（３）平成１９年の発生を受けた対応

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、関係府省および都道府県との連携により以下を実施

２ 農場段階での早期発見・早期通報の徹底

○ 都道府県に農家段階での異常鶏の早期発見･早期通報の徹底を図るよう重ねて通知

５ 国民への正確な情報の提供

○ 食品安全委員会委員長談話の発表
○ 正しい知識の普及等に関し流通、製造、小売団体等に通知
○ 地方農政局による表示の緊急調査（不適切な表示の是正）

６ 感染経路の早期究明のための専門家による調査・検討

○ 感染経路究明チームによる現地調査･検討
○ ｢家きん疾病小委員会｣による発生状況及び防疫対応等の検証

１ 家畜伝染病予防法や「防疫指針」に基づくまん延防止措置の迅速かつ的確な実施

○ 発生農場･周辺農場における移動制限や防疫措置の速やかな実施
○ 野鳥等の侵入対策及び衛生管理の再点検
○ 発生県に対する人的･技術的支援（本省・動物検疫所専門家、地方農政局職員、都道府県の家畜防疫員の派遣）

３ 農家への緊急立入調査等の実施
○ 都道府県による鶏飼養農場への緊急立入調査等の実施、死亡羽数に関する週毎の報告

４ 消石灰による緊急的な消毒の実施

○ 発生予防に万全を期すための緊急の措置として、西日本（近畿、中国四国、九州）を中心に、家畜伝染病予防
法に基づき、家きん飼養農場で消石灰による消毒を実施（経費については同法に基づき全額国が負担）



（４）海外における発生状況とそれに伴う我が国の措置

アジア地域への支援の概要
○アジアにおける食品安全・動植

物検疫関連総合支援事業のうち
動物衛生対策の概要

・平成１９年度予算額
８０百万円

・事業内容
防疫計画策定支援、
早期警告システム構築、
専門家派遣 等

○アジアにおける高病原性鳥イン
フルエンザ拡大防止緊急総合対
策の概要

・平成１７年度補正予算額
１，９７９百万円

・事業内容
地域レベルでの防疫戦略の 整
備、農家の緊急サーベイランス
の実施、殺処分に必要な機材等
の供与

等

・ 海外からの鳥インフルエンザの侵入を防止するため、発生時には家きん、家きん肉等の輸入を停止。

・ 平成１６年２月からは、ペットも含めすべての鳥類について発生国からの輸入を停止。

・ 平成１７年１１月、厚生労働省を中心に新型インフルエンザ対策行動計画を策定。

農水省も水際検疫措置の強化、サーベイランスの強化等の防疫措置を実施。

・ アジア諸国を対象に、家きんにおける本病のまん延を防ぐためＯＩＥ、ＦＡＯを通じ、アジアを中心に防疫対策
を支援。

家きんの高病原性鳥インフルエンザの発生状況
＝ 輸入停止国【49か国・地域】

西・南アジア -- -輸入停止中-----
イラク Ｈ5
感染確認日：2006.2.6
パキスタン

Ｈ７感染確認日：2004.1.27  
Ｈ5 感染確認日：2006.2.27
インド H5N1
感染確認日：2006.2.21

アフガニスタン H5Ｎ1

感染確認日：2006.3.17

イスラエル H5Ｎ1
感染確認日：2006.3.20
ヨルダン H5Ｎ1
感染確認日：2006.3.27
パレスチナ自治区 H5Ｎ1
感染確認日：2006.4.18 

2007年8月2日現在

日本
●H5N1（強毒タイプ）

感染確認日：2007.1.13

清浄性確認日：2007．5．8
●H5N2（弱毒タイプ）

感染確認日：2005.6.26
清浄性確認日：2006.7.21 

●Ｈ5Ｎ１（強毒タイプ）

感染確認日：2004.1.12
清浄性確認日：2004.4.13

--- 輸入停止中------

ロシア H5N1

感染確認日：2005.7.22

カザフスタン H5Ｎ1
感染確認日：2005.8.4

ウクライナ H5Ｎ1

感染確認日：2005.12.6

アゼルバイジャン H5

感染確認日：2006.3.1

北東アジア-- -輸入停止中-----
中国 Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.1.27
モンゴル H5N1 感染確認日：2005.9.2
北朝鮮 Ｈ７感染確認日：2005.3.15

アフリカ大陸 --輸入停止中-----

ナイジェリア H5N1 感染確認日：2006.2.9

南アフリカ H5N2 感染確認日：2004.8.9

ジンバブエ H5N2 感染確認日：2005.12.5

エジプト H5N1 感染確認日：2006.2.21
ニジェール H5N1 感染確認日：2006.3.1
カメルーン H5N1 感染確認日：2006.3.14

スーダン H5N1 感染確認日：2006.4.21
コートジボワール H5Ｎ1 感染確認日：2006.4.27
ブルキナファソ H5N1 感染確認日：2006.5.31
ジブチ H5N1 感染確認日：2006.5.31
ガーナ H5N1 感染確認日：2007.5.7
トーゴ H5N1 感染確認日：2007.6.26

東南アジア -- -輸入停止中-----
香港 Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2001.5.18
マカオ Ｈ５Ｎ1 感染確認日：2001.5.24

ベトナム Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.1.9
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.1.25
ラオス Ｈ５ 感染確認日：2004.1.27

（Ｈ5Ｎ1 感染確認日：2006年７月）

カンボジア Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.1.25
タイ Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.1.22
マレーシア Ｈ５Ｎ１ 感染確認日：2004.8.5 

ミャンマー H5N1 感染確認日：2006.3.14
バングラデシュ H5N1 感染確認日：2007.3.27

南北アメリカ

-- -輸入停止中-----ただし、弱毒タイプの発生の
ため、州単位で輸入停止中）

メキシコ

コアウイラ州他：H5N2（弱毒タイプ）

感染確認日：2005.3.31他
アメリカ

ニューヨーク州：Ｈ5Ｎ2（弱毒タイプ）

感染確認日：2006.11.16
ミネソタ州：H7N9（弱毒タイプ）

感染確認日：2007.5.10
サウスダコタ州：H5 （弱毒タイプ）

感染確認日：2007.6.26
ネブラスカ州：H7N9（弱毒タイプ）

感染確認日：2007.7.2
バージニア州：H5N1（弱毒タイプ）

感染確認日：2007.7.10

欧州
-------輸入停止中----------
イタリア

Ｈ7Ｎ3 感染確認日：2002.10.23 
ルーマニア Ｈ5Ｎ1
感染確認日：2005.10.11
トルコ Ｈ5Ｎ1
感染確認日：2005.10.11
アルバニアH5N1
感染確認日：2006.3.9
チェコ H5N1
感染確認日：2007.6.22
オランダＨ7Ｎ7
感染確認日：2006.8.1
（注）オランダについてはワクチン接種につき
2006.3.16以降輸入停止）

セルビア・モンテネグロ
感染確認日：2006.4.5
英国（弱毒タイプのため州単位で停止中）

コンウィ州 H7N2（弱毒タイプ）
感染確認日：2007.5.25
マージーサイド州 H7N2（弱毒タイプ）
感染確認日：2007.6.8
ドイツ H5N1
感染確認日：2007.7.9

クウェート H5N1                                  
感染確認日：2007.3.1

サウジアラビア H5N1                                  
感染確認日：2007.3.27



○ＢＳＥ対策

（１）我が国におけるＢＳＥの発生状況
・ １３年９月に初めてＢＳＥが確認され、その後現在までに、と畜検査で２１頭、死亡牛検査で１２頭の発生を確認。

・ ＢＳＥ感染牛を出生年別にみると、平成８年生まれが１２頭、平成１２年生まれが１１頭と多くなっている。

・ ８例目は２３か月齢、９例目は２１か月齢の若齢牛での確認。

・ １８年３月に確認された２４例目及び１９年７月に確認された３３例目の２例は、黒毛和種での確認。

・ ８例目及び２４例目は、検出された異常プリオン蛋白質の性状が定型的なものと異なるとされている。

【ＢＳＥの発生状況】 ※ １例目は、ＢＳＥ検査で陽性が確認された年月であり、２例目以降は確定診断された年月

〔確認年月 〔飼養場所 （生産元・導入元) 〔生年月(月齢 〕 （備考） 〔確認年月 〔飼養場所 （生産元・導入元) 〔生年月(月齢 〕 （備考）〕 〕 ） 〕 〕 ）

1 13年 9月 ： 千葉県 (北海道) 8年 3月（ 65 ） 21 17年12月 ： 北海道 12年 2月（ 69 ） 死亡牛

2 13年11月 ： 北海道 8年 4月（ 67 ） 22 18年 1月 ： 北海道 12年 9月（ 64 ） 死亡牛

3 13年12月 ： 群馬県 8年 3月（ 68 ） 23 18年 3月 ： 北海道 12年 7月（ 68 ）

4 14年 5月 ： 北海道 8年 3月（ 73 ） 24 18年 3月 ： 長崎県 4年 2月（169 ） 非定型

5 14年 8月 ： 神奈川 7年12月（ 80 ） 25 18年 4月 ： 岡山県 (北海道、北海道) 12年 4月（ 71 ）

6 15年 1月 ： 和歌山県 (北海道) 8年 2月（ 83 ） 26 18年 5月 ： 北海道 12年 8月（ 68 ） 死亡牛

7 15年 1月 ： 北海道 (北海道) 8年 3月（ 81 ） 27 18年 5月 ： 北海道 (北海道) 12年 8月（ 68 ） 死亡牛

8 15年10月 ： 福島県 (栃木県、栃木県) 13年10月（ 23 ） 非定型 28 18年 6月 ： 北海道 (北海道) 11年11月（ 80 ） 死亡牛

9 15年11月 ： 広島県 (兵庫県) 14年 1月（ 21 ） 29 18年 9月 ： 北海道 (北海道) 12年 6月（ 75 ) 死亡牛

10 16年 2月 ： 神奈川県 (神奈川県) 8年 3月（ 95 ） 30 18年11月 ： 北海道 13年 6月（ 64 ） 死亡牛

11 16年 3月 ： 北海道 8年 4月（ 94 ） 死亡牛 31 18年12月 ： 北海道 11年11月（ 84 ）

12 16年 9月 ： 熊本県 11年 7月（ 62 ） 32 19年 2月 ： 北海道 13年 8月（ 65 ）

13 16年 9月 ： 奈良県 (北海道) 8年 2月（103 ） 33 19年 7月 ： 北海道 12年 6月（ 84 ） 死亡牛

14 16年10月 ： 北海道 12年10月（ 48 ） 死亡牛

15 17年 2月 ： 北海道 8年 8月（102 ） 死亡牛

16 17年 3月 ： 北海道 8年 3月（108 ）

17 17年 4月 ： 北海道 12年 9月（ 54 ） 死亡牛

18 17年 5月 ： 北海道 11年 8月（ 68 ）

19 17年 6月 ： 北海道 8年 4月（109 ）

20 17年 6月 ： 北海道 12年 8月（ 57 ）

◎ＢＳＥ感染源・感染経路の究明について

７例目までのＢＳＥ発生事例について、１５年９月に、専門家からなるＢＳＥ疫学検
討チームによる報告書が取りまとめられた。８０年代に英国から輸入された牛や加
熱処理が不十分なイタリア産肉骨粉等が感染源となった可能性があり、配合飼料
工場における製造・配送段階等において牛用飼料に交差汚染した可能性があり得
ること等を報告。８例目以降については、平成１７・１８年度において研究者グルー
プによる調査研究（リスク管理型研究）を実施し、患畜に給与された飼料等の調査
結果を含めた疫学的な検討を実施（報告書作成中） 。



・ と畜場におけるＢＳＥ検査体制及び特定部位の除去体制の確立。

・ 肉骨粉等の飼料原料の給与規制等によるＢＳＥ感染経路の遮断。

・ ２４か月齢以上の死亡牛についての届出義務とＢＳＥ検査体制の確立。

（２）ＢＳＥ対策の実施状況

○13年10月18日
と畜されるすべての牛のＢＳＥ検査を実施

○17年 8月 1日
ＢＳＥ検査対象月齢を21か月齢以上に見直し
（自主的な対応により全県で全頭検査を継続）

（19年3月までに約675万頭実施）

と畜場
特定部位（頭部（舌及び頬肉を除く）、せき髄、
回腸遠位部）を除去（１６年２月より加工段階
でせき柱を除去、焼却）

特定部位は焼却

生産農場
肉骨粉等

13年10月4日
飼料・肥料としての肉骨粉等について、
すべての国からの輸入、国内におけ
る製造・出荷を一時全面停止。その後、
法的に規制するとともに、国内の肉骨
粉等の取扱いについては、科学的見
地に基づき随時見直しを実施。
17年4月1日
豚由来肉骨粉について、交差汚染防
止対策として、大臣確認制度を導入
の上、豚、鶏用飼料への利用を再開。
17年8月30日
輸入飼料の原材料の届出、小売業者
の届出の義務化。 家畜保健衛生所

２４か月齢以上の死亡牛の届出を義務付けるととも
に、これらのＢＳＥ検査を原則として１５年４月１日か
ら実施。１６年４月１日から、すべての都道府県で体
制が整備され完全実施。
死亡牛検査頭数：

１５年度 48,416頭 うち陽性１頭
１６年度 98,656頭 うち陽性２頭
１７年度 95,248頭 うち陽性３頭
１８年度 94,749頭 うち陽性５頭

死亡牛



（３）海外におけるＢＳＥの発生状況

ＢＳＥ発生国で、偶蹄類の動物及び肉等の輸入が認められていない国：２２カ国

輸入牛においてのみのＢＳＥ発生国で、偶蹄類の動物及び肉等の輸入が認められていない国：２カ国

ヨーロッパ

英国 1989年以前から

アイルランド 1989年
スイス 1990年
フランス 1991年
ポルトガル 199４年
ベルギー 1997年
オランダ 1997年
ルクセンブルグ 1997年
リヒテンシュタイン 1998年
スウェーデン 2006年

デンマーク 2000年

ドイツ 2000年

イタリア 2001年

スペイン 2000年

オーストリア 2001年

チェコ 2001年

フィンランド 2001年

ギリシャ 2001年

スロバキア 2001年

スロベニア 2001年

イスラエル 2002年

ポーランド 2002年

日本

２００1年

カナダ 1993年（輸入牛）、2003年

※偶蹄類の肉等に関する輸入停止措置は、2005
年12月12日付けで解除。

米国 2003年（輸入牛）、2005年

※偶蹄類の肉等に関する輸入停止措置は、2006
年7月27日付けで解除

フォークランド諸島

1989年（輸入牛）

オマーン 1989年（輸入牛）

ＢＳＥ発生国だが、偶蹄類の肉等の輸入が認められている国：２カ国

日本
（※記載されているのは、その国における初発年）

（1989年-2007年発生国） 2007年7月10日現在



1992 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
(※1)

全体 37,316 2,215 2,179 1,389 878 523 329 52

ＥＵ（英国除く） 36 1,010 1,032 772 529 291 199 24

英国 37,280 1,202 1,144 611 343 225 114 24

アメリカ 0 0 0 0 0 1 1 0

カナダ 0 0 0 2(※2) 1 1 5 2

日本 0 3 2 4 5 7 10 2

（４）世界のＢＳＥ発生件数の推移

資料：OIE World Health Situation

※１ 2007年8月13日現在。
※２ うち１頭はアメリカで確認されたもの。



・BSEの発生が認められた国からの牛肉、肉骨粉の輸入を停止。

・13年10月以降は、すべての国を対象に肉骨粉の輸入を停止。

日本 米国 ＥＵ

Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査

健康牛 21か月齢以上の牛

すべて

（17年８月～）

-

30か月齢超の牛

すべて

死亡牛 24か月齢以上の牛

すべて

一部

（30か月齢以上）

24か月齢超の牛

すべて

ＳＲＭ除去

全月齢の頭部、脊柱、
脊髄、回腸遠位部

全月齢の扁桃、回腸遠
位部

30か月齢以上の頭蓋、
脳、三叉神経節、脊髄、
眼、脊柱

全月齢の腸、扁桃

24か月齢超の脊柱

12か月齢超の頭部、
脊髄

反すう動物
由来肉骨粉
の取扱い

反すう動物、豚、鶏
に給与禁止

反すう動物に給与禁止 反すう動物、豚、鶏
に給与禁止

月齢の判別
方法

牛の出生情報を記
録するトレーサビリ
ティシステム

牛の出生情報の記録又
は歯列による判別

牛の出生情報を記
録するトレーサビリ
ティシステム

○海外ＢＳＥ発生に伴うこれまでの措置

１ ＢＳＥの侵入防止のため、ＢＳＥの
発生が認められた国からの牛肉・肉骨
粉等の輸入を随時停止。さらに平成１
３年１月以降は、すべてのＥＵ諸国等
からの牛肉・肉骨粉等の輸入を停止。

２ 我が国におけるＢＳＥ感染牛の確認
後の平成１３年１０月以降は、すべて
の国を対象にＢＳＥの感染源とされて
いる肉骨粉の輸入を停止。

主要国におけるＢＳＥ対策の概要

（５）海外のＢＳＥ発生に伴う措置、各国におけるＢＳＥ対策の概要



H15.12.24 米国においてＢＳＥ感染牛確認。
米国産牛肉等の輸入停止

H16.10.23 日米局長級会合（共同プレス発表）
（別添１参照）

H17.12.8 食品安全委員会の答申（別添３参照）
H17.12.12 米国産牛肉の輸入再開を決定

・日米間で米国産牛肉の輸入再開条件(対日輸出プログラム)につい
ての認識を共有
【対日輸出プログラムの主な内容】
ア）特定危険部位（ＳＲＭ）の除去
イ）２０か月齢以下の牛由来の牛肉等

・対日輸出プログラムは、2005年７月をめどに修正のための検証

・対日輸出条件が遵守されるものと仮定した上で、米国産牛肉と国
産牛肉のリスクの差は非常に小さいと結論

・結論への付帯事項として、リスク管理機関に以下の措置を要請
①米国におけるせき髄除去の監視の強化
②米国における十分なサーベイランスの強化
③米国における飼料規制の強化

H18.1.20 米国産牛肉の輸入手続の停止

H18.6.20・21 日米局長級テレビ会合（共同プレス発表）

・対日輸出条件の遵守を確保するための措置等の実施と輸入手続
の再開について、日米間で認識を共有。

【主な日本側の措置】
①対日出荷の再開前に全対日輸出施設の調査の実施
②米国農務省による抜打ち査察への同行
③輸入業者の協力による全箱確認を含む日本の水際での検査の強化

H18.7.27 全対日輸出施設の調査（6.24～7.23）後、
米国産牛肉の輸入手続再開を決定

輸入手続再開後６か月間は検証期間として新規施設認定をしない。

・成田空港でＳＲＭであるせき柱を含む米国産子牛肉を発見

H18.11. 8 米国産牛肉(胸腺)の混載事例

・対日輸出条件の遵守を確保するための措置等の実施と輸入手続
の再開について、日米間で認識を共有。

【主な日本側の措置】
①対日出荷の再開前に全対日輸出施設の調査の実施
②米国農務省による抜打ち査察への同行
③輸入業者の協力による全箱確認を含む日本の水際での検査の強化

H19.1. 27 輸入手続再開後６か月経過

H17.5.24 食品安全委員会への諮問（別添２参照）

（６）米国産牛肉輸入問題の経緯



H19.6. 27・28 日米間の技術的な会合（第１回）

H19.4. 6 米国産牛肉(タン)の混載事例

H19.6.13 米国食肉処理施設の現地査察（5.13～28）の
結果及び共同プレス公表

H19.4. 19・20 日米農相電話会談

（１）検証期間の終了に向け、全ての対日輸出施設について査察を行
うことに合意。対日輸出基準遵守に問題がない施設については
全箱確認を終了することについて日米双方で確認。

（２）ジョハンズ長官からはＯＩＥ総会における米国のＢＳＥステータス
の正式決定を受けて、国際基準に則した貿易条件に早急に移行
するよう改めて要請。

（３）松岡大臣からは、日本としては、最新の科学的知見に基づいて、
国内の手続に則り必要なレビューを行う旨を説明。

（４）今後も引き続き、日米間で対話を行っていくことについて確認。

H19.2. 16 米国産牛肉(ばら肉)の混載事例

・米国の食肉処理施設２８か所について査察を実施。
・米国の対日輸出プログラム遵守に関して、システムとして問題は
ないことが確認されたため、検証期間を終了。

・検証期間が終了したことに伴い、
①全箱確認を行わないこととし、米国側の新たな施設の認定が可能
②輸入手続を保留していた３施設の保留措置を解除すること

となった。

H19.5. 18 米国産牛肉(センマイ(第三胃）)の混載事例

H19.5. 20~25 ＯＩＥ総会（米国のＢＳＥステータス決定）

２２日の全体会議において、米国のＢＳＥステータスについて、科学委
員会から示された評価案のとおり「管理されたリスクの国」と決定。

（１）米国側から、ＢＳＥステータス認定の際の資料等に基づき、米国
内のリスク管理措置に関する説明があり、緊密かつ十分な意見
交換が行われた。

（２）日本側から、若齢ＢＳＥ牛のマウスでの伝達性試験の結果やリス
ク管理措置について説明を行い、それに関する意見交換が行わ
れた。米国側から、２１、２３か月齢のＢＳＥ感染牛の評価につい
ての質問等があった。

H19.8. 2・3 日米間の技術的な会合（第２回）



従来より行っている定期検査
の実施

発生農場の検査強化による
患畜の摘発

【従来】 【今後】

［課題］
ヨーネ病の発生戸数・頭数
が増加傾向

家畜生産農場清浄化支
援対策事業により迅速診
断法による自主とう汰等
を支援

防疫対応を全国
的に統一し､一定
水準以上の防疫
体制を確保

迅速・高感度診断
法（遺伝子検出検
査等）の導入

従来の検査法
に比べて、
リスク牛を迅
速に特定可能
検査時間：
５～８時間

家畜伝染病予防事業によ
り経費負担

リスクの高い牛を迅速に特定
し、自主とう汰を強力に推進

ヨーネ病のおそれのある牛の
他農場への移動を抑制（陰性
証明書の確認）

ヨーネ病の清浄化のため、

を実施

定期検査による患畜の早期摘
発・とう汰

導入時の陰性証明確認の指導

リスク牛の自主とう汰

ヨーネ病防疫対策要領

②牛の移動の際の清浄性
確認 のルール化

①発生農場における防疫
措置 の強化

● 発生農場検査のルール化
６か月以上の全飼養牛に
ついて検査を実施

●発生農場における迅速診
断法の実施

ヨーネ病の清浄化を図るため、法に
基づく定期検査に加え、以下の取組
を推進

○ヨーネ病対策

年 H元 H１０ H１８

戸数 ６９ ３３４ ６０７

頭数 １３４ ７８５ １１８５

・牛に慢性の下痢を起こさせる細菌(ヨーネ菌)による伝染病。

・従来から定期検査による摘発とう汰、導入時の陰性証明確認の指導を実施。

・発生増加を受け、防疫対策要領を策定し、全国的に対策を強化。



・ウイルスにより起こる豚の伝染性疾病で、高い発病率と致死率が特徴。
・明治２１年（1888年）に北海道において、初めて発生して以降、大きな被害をもたらしてきたが、昭和４４年に

弱毒生ワクチンが開発され、組織的なワクチン接種が行われるようになり、発生は激減。
・平成５年以降発生がないことから、養豚先進国と同様にワクチンを用いない防疫体制の確立による清浄化を目指

し、対策を開始。
・平成１９年４月１日、ワクチン全面中止後１年経過したことから、清浄国となった。

○豚コレラの清浄化

９５％の農家が接種を中止し、５年以上が経過
我が国に野外ウイルスは存在しないと考えられる段階

ここまでで、７０万頭の抗体調
査、１４千頭の病性鑑定、未接
種農家８千戸の検査等を実施。

・抗体保有状況調査
・病性鑑定
・立入調査の徹底

【豚コレラ撲滅対策】

第１段階 （Ｈ８年度～）
○ワクチン接種の徹底（接種率は概ね８０％）

第２段階（Ｈ１０年度～）
○都道府県ごとに接種中止

（１２年４月までに３２県中止）

第３段階（Ｈ１２年度～)
○全国的ワクチン接種中止

（輸入検疫強化）

平成１８年３月、防疫指針を公表し、同年４月以降、
予防的なワクチン接種の全面中止

【関連対策】

・家畜防疫互助事業の創設・見直
し （豚コレラ互助事業を創設）

・緊急接種用のワクチン備蓄
（１００万頭分の緊急ワクチン、
注射器等の資材備蓄）

・家畜疾病経営維持資金の対象
疾病への追加

平成19年４月、ワクチン全面中止後１年経過し、清浄国へ



＜オーエスキー病の抗体陽性率（戸数）の推移 （％）＞

○オーエスキー病の防疫対策の現状

・ 平成３年から防疫対策要領に基づき定期的な抗体検査の実施、野外ウイルス抗体陰性豚の出荷、導入の
推進により発生予防と清浄性維持を図るとともに、臨床症状を呈している豚及び野外ウイルス抗体陽性豚が
確認された場合は、早期とう汰の実施により清浄化を推進。また、本病の浸潤状況は地域により差があること
から、地域別にこれらの対策を推進。

ワクチン接種補助

H18年度実績
3,237,255頭

清浄種豚の流通促進
（抗体検査、抗体陰性証明
書の交付）

種豚抗体検査
H18年度実績

48,133頭

清浄化推進地域（過去１年以上、発生、
抗体陽性豚摘発）：Ｈ１８年 ３１３市町村 清浄種豚の流通、ワクチン全頭接種、陽性

豚の摘発とう汰準清浄地域（過去１年以内、発生、抗体
陽性豚摘発）：Ｈ１８年 ８０市町村

清浄地域（過去１年以内、発生抗体陽性
豚なし）：Ｈ１８年 ２，８３９市町村

清浄種豚の流通

【防疫対策】

家畜生産農場清浄化支援
対策事業による支援

生
産
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
づ
く
り

・本病の拡大は阻
止
・清浄化の推進に
は効果的なワクチ
ン接種の徹底等
が必要

１７年度から地域
内全頭接種を助
成条件とした。

※平成１１年３月以前の合併前市町村数を基準に算出

平成９年 平成１６年 平成１７年 平成１８年

全国 ５．１ ５．５ ６．５ ６．２

東北 ３．５ １．３ １．７ １．３

関東 １９．１ ２０．９ ２２．３ ２２．２

九州 ３．４ ４．９ ６．８ ４．０

浸潤地域に大きな変動なし

抗体陽性農家数はほぼ横這い （平成１８年：速報値）



○オーエスキー病対策の今後の取組

対策を講じ始めてから１５年経過し、本病の支援措置（ワクチン接種補助等）等を含め、今後の
本病の対応方針について検討する必要

現状 本病の拡大阻止の取組は機能しているものの清浄化は進展していない状況

○清浄化推進上の問題点

集
中
的
支
援

・定期的なモニタリングの実施
・導入豚のルール遵守
・効果的なワクチン接種の徹底
・抗体陽性豚の計画的とう汰
・飼養衛生管理基準等の遵守
・移動豚の清浄性確認・要領に基づく清浄化確認

が困難（人員不足）

・一部に接種中止による再発
不安

・ワクチンの全頭接種、モニ
タリング検査の実施が困
難（人員不足）

・接種中止による再発不安

情報

・生産者のコンセンサスづくり
－ 地域区分の細分化 －

・被害防止のためのワクチン接種
・一定レベルのモニタリング
・移動豚の清浄性確認

〈ほぼ清浄・清浄化目前の地域〉

・
・

（基本認識） ・海外の事例からも清浄化は技術的に可能

・清浄化のメリットは、ワクチン接種経費の低減のみではなく、清浄化の取組を通じて衛生管理の
徹底によりＰＲＲＳ等の疾病予防対策にも効果的

〈早期の清浄化困難な地域〉

○検討事項

・清浄化のメ
リットの検証

・民間獣医師
の活用等によ
る人員不足解
消

・モニタリング、
清浄性確認の
方法

・ワクチン接種
徹底以外の方
法による清浄
化の可能性

〈全体〉

・清浄化によるメリットが理解さ
れていない

〈コンセンサスが得られた地域〉
清浄化に向けた取組

生
産
者
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
づ
く
り
（
中
央
・
地
方
）

〈コンセンサスが得られない地域〉

コンセンサスが得られた
場合、移行

早

期

の

清

浄

化

達

成

（準清浄地域・清浄化推進地域での取組） 《 地 域 区 分 の 細 分 化 》



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

○養豚農場における衛生対策の推進

農場によっては、ＰＲＲＳ（豚繁殖呼吸障害症候群）、ＰＭＷＳ（離乳後多臓器性発育不良症候群、ｻｰｺｳｲﾙｽ等
の混合感染）をはじめとする混合感染症により事故率が上昇しており、疾病コントロール事例等を参考に飼養
方式改善も含めた基本的な飼養衛生対策の徹底が重要

・事故率の著明な減少（７．５％→１．５％）
・出荷日齢の短縮（２３８日→２２２日）
・治療費の軽減(79%の減)

管理獣医師の定期的な巡回
必要な病性鑑定

関係者以外の立入制限

オールインオールアウトの徹
底

徹底的な消毒

【農林水産省の取組】

○調査研究の推進（ＰＲＲＳの飼養衛生管理技術の高度化の研究(H18～20)）

○地域一体となった清浄化、HACCPを活用した飼養衛生管理等を支援（食の安全・安心確保交付金）

○養豚集団が取り組む衛生対策に必要な器具、資材の導入等に対する支援（地域養豚振興特別対策事業）

・ＰＲＲＳ（Ｈ６調査）：
調査５５農場中４８農場陽性

・サーコウイルス（H１２調査）：
調査１４９農場中１４４農場陽性

【実態】

【対策】

生産者団体も参加
県経由、１／２助成

＜鹿児島県の事例（飼養規模：肥育豚2,400頭）＞

さらに、地域の生産者、獣医師、家畜保健衛生所などの関係者が一体となった面的な取組が有効

PRRS発生状況（家伝法に基づく届出）
　　単位：戸

H14 H15 H16 H17 H18
15 10 12 7 20

常在化の傾向にあり、新
たな届出は少ない

＜参考：動物衛生研究所の調査事例＞

％

事故の主な要因
（農家から聞き取り）
・呼吸器疾患 約８割
・その他 約２割

事故率２０％以上の農家割合％

中国
四国

九州
沖縄

近畿東海北陸関東北海道
東北

全国

地域的にばらつき

九州地域では事故率が高い農
家が多い傾向

資料：Ｈ１８養豚基礎調査（日本養豚協会）

畜産業振興事業１
／２助成

○繁殖対策
・ＢＣＳの点検・飼料給与量の改善
・繁殖候補豚の馴致
・分娩舎での管理強化

・繁殖成績の向上（１腹産仔数：９．９７頭→１０．７６頭）
・肉豚のＰＲＲＳ等感染の減少（離乳期の感染なし）
・１母豚当たりの出荷頭数の増加（１６．１頭→２１．１頭）

○肉豚対策
・離乳舎を用いたピッグフローに変更
・肥育舎の消毒強化
・定期的なモニタリング

＜北海道の事例（飼養規模：母豚５０頭一貫生産）＞

関係者でのＰＲＲＳ等の対策の協議（農家、農協、獣医師、家保）豚コレラの発生を契機として農場での衛生対策を実施

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄

7.5 6.0 7.7 6.5 7.2 6.5 5.8 8.9

養豚農場における事故率（離乳後～出荷）



農場段階におけるＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理の推進

・平成１４年９月に農家段階におけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた「衛生管理ガイドライン」を畜種ごとに策定。

・家保、生産者、畜産関係団体、地元獣医師等地域一体の取組により生産段階へのＨＡＣＣＰ手法の普及・定着を図っている。

・さらに、衛生管理ガイドラインを具体化するため、平成１７年１月に「鶏卵のサルモネラ総合対策指針」を策定。

・平成１９年度は、HACCP方式を活用した衛生管理が行われている農場について認証基準を策定・普及。

農家毎の実施マニュアルの作成

・危害因子調査
（サルモネラ菌・大腸菌O157・抗菌性物質等）

・危害分析（HA）

・重要管理点（CCP）の設定

・実施マニュアルの作成

農家におけるＨＡ
ＣＣＰの考え方に
基づく衛生管理の
実施

実践

農場ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査・改善指導

消
費
者
の
求
め
る
安
全
な
畜
産
物
の
生
産

モデル地域数：252
対象農家戸数：1,321

（平成18年度実績）
畜
産
物
に
対
す
る
消
費
者
の
信
頼
確
保

と畜場等の衛生情報の
フィードバック

【衛生管理ガイドライン】
HACCPシステムの考え方に基づき、危害を制御ま

たは減少させる手法について畜種ごとに設定。

【鶏卵のサルモネラ総合対策指針】
衛生管理ガイドラインのうち、鶏卵のサルモネラ汚

染をコントロールするための指針。

適切な衛生管
理の見直し

検証

ＨＡＣＣＰ方式取組農家

・認証基準の策定：衛生管理を行う場合のチェックポイントの整理

・認証基準の普及：認証の取組みを生産、流通、消費者へ普及

農場生産衛生管理技術等向上対策事業
認証

認証機関

http://www.gov-online.go.jp/publicity/newspaper/images02/pdf/ph151b.pdf�


消費者に安全な食料を供給するためには、生産段階から消費段階にわたって安全
を確保することが必要。

消費者生産者 食品農畜水産物

厚生労働省
（食品衛生規制等）

農林水産省
(生産行程における規制等)

食品安全委員会
(人の健康に与える影響の科学的評価)

連携

農林水産省
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保）

生産段階 加工･流通段階

畜産物の安全性確保のための取組み



参 考 資 料



我が国における家畜防疫体制
（１）国は、都道府県、動物衛生研究所等と連携し、国内の家畜防疫に関する企画、調整、指導等

を実施するとともに、動物検疫所を設置し、国際機関とも連携して輸出入検疫を実施。
（２）都道府県は、家畜防疫の第一線の基幹として家畜保健衛生所を設置し、防疫対策を実施。国

は家畜保健衛生所の整備支援、職員の講習等を実施。
（３）また、全国、地方段階で家畜畜産物衛生指導協会等の自衛防疫団体が組織され、予防接種

等生産者の自主的な取り組みを推進。

都道府県
家畜保健衛生所

176ヶ所(獣医師2,200名)

(厚) 保健所
536ヶ所

農林水産省
消費・安全局

生産者

動物医薬品検査所
動物衛生研究所

ＯＩＥ等の
国際機関

自衛防疫団体

肉用牛:8万6千戸 276万頭
乳用牛:2万7千戸 164万頭
養豚:  8千戸 960万頭
採卵鶏: 4千戸 1億8千万羽
ﾌﾞﾛｲﾗｰ: 3千戸 1億羽

動物検疫所

本所
６支所、１７出張所

＝

(平成18年2月1日現在)



（１）目的

家畜の伝染性疾病の発生の予防、ま
ん延の防止により畜産の振興を図る。

（２）内容
・家畜伝染病の発生を予防するため届出、
検査等。

・家畜伝染病のまん延を防止するため発
生時の届出、殺処分、移動制限等。

・家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を
防止するための輸出入検疫。

・国、都道府県の連携、費用負担等。

・生産者の自主的措置。

家畜伝染病予防法の概要

○監視伝染病

○家畜伝染病

○届出伝染病

（発生状況把握、予防措置指導）

アカバネ病、牛伝染性鼻気管炎、
オーエスキー病、豚繁殖・呼吸障害症候群、
伝染性気管支炎
など７１疾病

（発生時法に基づく強制的措置）

口蹄疫、ヨーネ病、伝達性海綿状脳症、
豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ
など２６疾病

○家畜伝染病予防法の対象疾病

○新疾病

監視伝染病以外で、家畜の生産や健康に重
大な影響をおよぼす恐れのある疾病



（１）国は、家畜伝染病の発生予防やま

ん延防止の推進のため、飼養衛生管

理基準と、重要な伝染病が見つかっ

た場合の対応に関する特定家畜伝

染病防疫指針を策定、公表。

（２）発生予防として衛生管理の徹底や届

出、検査による発生状況の把握、ワ

クチン接種指導等を実施。

（３）まん延防止として定期的な検査や発

生があった場合の感染家畜の処分

や移動制限などを実施。

（４）また、安全な畜産物の生産や家畜の

生産性維持の視点からも、衛生管理

のための様々な対策を実施。

国内防疫の取組み

国内での具体的な取り組み

・衛生管理の徹底
・発生状況の把握(届出、検査)
・(予防的ワクチン)

・定期的な検査
・早期発見・早期届出

・感染家畜のとう汰
・移動の制限
・(緊急ワクチン)

飼養衛生
管理基準

特定家畜
伝染病
防疫指針
他

発生予防

まん延防止



○ 家畜伝染病予防法に基づく特定家畜伝染病防疫指針の作成

・ 従来から、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止については、国がその対応方針を都道府県に通知。
・ 特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病に関して、国、地

方公共団体、関係機関等が連携して取り組む家畜伝染病の発生及びまん延防止等の措置を講ずるための
指針（特定家畜伝染病防疫指針）を作成。

発 生

Ａ町

農林水産省

Ｂ県

試験研究機関

関係省庁

専門家の派遣

家畜防疫員派遣
防疫措置協力

防疫活動協力

疫学調査

特定家畜伝染病防疫指針

口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラの４疾病について作成
（Ｈ１６．１２） （Ｈ１６．１１） （Ｈ１６．１１） （Ｈ１８．３）

相互連携



○ 家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の設定

・農林水産大臣が、特定の家畜についてその飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべ
き基準(飼養衛生管理基準)を定めるとともに、家畜の所有者に当該基準の遵守を義務付け。

・飼養衛生管理の徹底は、食品の安全性を確保するための生産段階における取り組みともなる。

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定
衛生管理を徹底することで疾病を予防

卸売・小売業者 消費者食肉・食鳥処理・加工場と畜場・食鳥処理場

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保
（と畜場法・食品衛生法）

○枝肉・部分肉・加工品の
微生物汚染・増殖防止

○病畜の廃棄（全部又は一部）
○枝肉の微生物汚染・増殖防止

○枝肉・部分肉・加工品の
微生物汚染・増殖防止

生産農場

勧

告

指
導
・助
言

命

令

罰

則

家畜の飼養者が家畜の衛生管理の方法に関し遵守すべき最低限の基準

衛
生
管
理
の
向
上

（家畜伝染病予防法）

１ 畜舎や器具の清掃、消毒

２ 畜舎に出入りする際の手指、作業衣等の消毒

３ 飼料や水への排せつ物等の混入防止

４ 導入家畜の隔離

５ 人や車両の出入り制限・消毒

６ 野生動物や害虫の侵入防止

７ 出荷の際の家畜の健康確認

８ 異常家畜の早期発見・早期受診

９ 過密な状態での家畜の飼養回避

１０ 伝染病に関する知識の習得



動物検疫の取組み

（平成１９年４月現在）

年度（平成）

家畜防疫官数（人）

機関数（か所）

１３年

２７１

２３

１４年

２８３

２４

１５年

２９９

２４

１６年

３１２

２４

１７年

３１９

２４

１８年

３２６

２４

１９年

３３７

２４

【家畜防疫官数、機関数の推移】

（１）目的

① 家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性

疾病の侵入防止。

② 狂犬病予防法や感染症法に基づく狂犬病

等の人獣共通感染症の侵入防止。

（２）体制

① 家畜防疫関係については、動物衛生課に

おいて海外情報を収集し、輸入禁止措置、

輸入時の衛生条件等の設定、対日輸出施

設の査察や現地調査を企画、実施。

② 動物検疫所（横浜に本所、全国に６支所、

１７出張所を設置し、３３７人の家畜防疫

官を配置)において、「家畜伝染病予防

法」等に基づき指定された港及び飛行場

において輸出入動物及び畜産物等の検

査及び検査に基づく措置を実施。

注：定員は年度末定員。

東京出張所

【動物検疫所の配置と指定港】

係留施設を有する動物検疫所

動物の係留施設のない動物

検疫所

動物の係留施設のない動物

検疫所

動物検疫所を配置している場所 （30箇所）

動物検疫所を設置していない指定港 （63箇所）

動物検疫所を配置している場所 （30箇所）

動物検疫所を設置していない指定港 （63箇所）
北海道出張所

小樽分室

関西空港支所

小松島出張所

［指定港：90箇所（海港:52 空港:38）］

四日市分室

仙台空港出張所

小松出張所

中部空港支所

胆振分室

名古屋出張所

門司支所

那覇空港出張所

沖縄支所

清水出張所

新潟空港出張所

博多出張所

千葉分室

羽田空港出張所

岡山空港出張所

神戸支所

大阪出張所

高松空港分室

成田支所

動物検疫所（本所）

広島空港出張所

鹿児島空港出張所

福岡空港出張所
長崎空港出張所

川崎分室



(1) 卵
(2) 骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、臓器

(3) 骨粉、肉粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉、臓器粉

(4) 生乳、精液、受精卵、未受精卵、糞、尿

(5) ハム、ソーセージ、ベーコン

(6) 穀物のわら及び飼料用の乾草

清浄地域

輸 入 検 査 申 請

書類審査 現物検査または

精密検査

合

格
通関

不
合
格

返送

焼却

指定施設

合意

輸入条件

農林水産省 消
費・安全局 動

物衛生課

動物検疫所

輸入禁止

輸入検査の流れ

臨床検査

悪性伝染病
発生地域

輸入検査

動物検疫のしくみ

輸入 輸出

牛・豚などの偶蹄類の動物 15日 ７日

馬 10日 ５日

鶏、うずら、だちょう、

七面鳥及びかも類
10日 ２日

初生ひな 14日 ２日

犬等
12時間以内
～180日 12時間以内

猿 30日 ＊

兎など上記以外の動物 １日 １日

○検疫の対象となる動物のけい留期間

○検疫の対象となる畜産物（上記動物由来)等
＊法的規制なし



動物衛生課

法律名 概要

家畜伝染病予防法 家畜の伝染性疾病の発生予防、
家畜伝染病のまん延防止、輸出
入検疫等により、畜産の振興を
図る。

狂犬病予防法 狂犬病の発生の予防、撲滅等に
より、公衆衛生の向上及び公共
の福祉の増進を図る。

感染症の予防及び感
染症の患者に対する
医療に関する法律
（感染症法）

感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関し必要な措
置を定めることにより、感染症の
発生予防、まん延防止を図り、公
衆衛生の向上及び増進を図る。

家畜保健衛生所法 家畜保健衛生所は、家畜の伝染
病の予防、家畜の保健衛生上必
要な試験及び検査に関する事務
等を行うことにより、地方におけ
る家畜衛生の向上を図り畜産の
振興に資する。

牛海綿状脳症対策特
別措置法

ＢＳＥの発生予防、まん延防止の
ための特別措置を定めること等
により、安全な牛肉の安定的な
供給体制を確立し、もって国民の
健康保護及び生産者、関連事業
者等の健全な発展を図る。

・総括・総務班

(国内関係)
・保健衛生班

・防疫企画班

・防疫業務班

国際衛生対策室

・検疫企画班

・検疫業務班

・国際衛生企画班

・国際獣疫班

（平成１９年４月現在）

動物衛生課の組織 動物衛生課関係法令

消 費 ・ 安 全 局

動 物 衛 生 課



＜事務費＞
◎日本向け動畜産物輸出施設
の監視体制費（拡充）

22,419(3,001)千円

○その他事務費（継続）

108,859(120,744)千円

＜委託費＞
○人畜共通感染症等危機管理

体制整備調査等委託費

（継続）
63,198(68,694)千円

○家畜円滑処理体制強化対策
調査等委託費（前年度限り）

0(21,318)千円

Ⅰ 国における危機管理体制の
整備・充実

194,476(213,757)千円

区 分 １８年度予算額 １９年度概算決定

委 託 費 90,012 63,198

補助金等 7,068,369 6,537,416

事 務 費 123,745 131,278

計 7,282,126 6,731,892

動物衛生課関係概算決定の概要（平成１９年度）

（単位：千円）

＜民間団体向け補助金＞
○死亡牛緊急検査処理円滑化

推進事業費（継続）
1,704,927(1,989,970)千円

○家畜生産農場清浄化支援対策
事業費（継続）

1,219,383(1,325,416)千円

◎農場生産衛生管理技術等向上
対策事業費（新規）

23,105(0)千円

○慢性疾病等低減対策事業費
（前年度限り）

0(9,000)千円

○監視・危機管理体制整備対策
事業費（前年度限り）

0(30,376)千円

Ⅱ 全国統一的な生産段階における
疾病の清浄化・衛生管理水準の
向上

2,947,415(3,354,762)千円

＜交付金＞
消費・安全対策整備交付金

○家畜衛生の推進（継続）

消費・安全対策推進交付金
○家畜衛生の推進（継続）

Ⅲ 地域における家畜衛生対策の
推進
2,512,683(2,701,715)千円
の内数

＜家畜伝染病予防費＞
○家畜伝染病予防費負担金（継続）

2,525,883(2,693,342)千円

◎患畜処理手当等交付金（拡充）
1,064,118(1,020,265)千円

Ⅳ 法に基づく家畜防疫の着実な
実施

3,590,001(3,713,607)千円

家畜防疫体制の強化 － 食の安全及び消費者の信頼確保

動 物 衛 生 課

交付先：民間団体
補助率：定額・２／３・１／２

交付先：都道府県
交付率：定額

交付先：都道府県
補助率：１０／１０・１／２

交付先：個人
補助率：１０／１０・１／２

交付先：都道府県
交付率：定額

：新規・拡充分

※補助金等には消費・安全対策整備交付金、消費・安全対策推進交付金の額を含まない
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