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事業一覧

１．新規事業等

・獣医療提供体制整備推進総合対策事業（拡充） １

・感染症対策等の域内協力体制確立に向けた動物用医薬品開発・ ３

供給体制整備事業（新規）

・口蹄疫簡易診断キット実用化促進事業（新規） ５

・畜産安全対策事業のうち循環資源等利用飼料安全確保対策支援 ６

事業（新規）

・食の生産資材安全確保対策事業 ７

うち生産資材安全確保調査・試験事業委託費（拡充）

うち生産資材安全確保推進事業費（継続）

２．継続事業等

（生産資材（飼料・動物用医薬品）の安全確保）

・有害化学物質リスク管理推進事業費（継続） １０

・畜産物の安全の確保（継続） １１

・愛がん動物用飼料安全確保調査等事業委託費（継続） １２

・動物用医薬品安全等対策事業（継続） １３

・動物用医薬品等の検査の充実強化（継続） １４

・薬事監視事務委託費（継続） １５

（牛トレーサビリティ制度）

・牛肉トレーサビリティ業務事業委託費（継続） １６



獣医療提供体制整備推進総合対策事業（拡充）
【９６(５８）百万円】

対策のポイント
獣医系大学の学生に対する臨床実習の実施や修学資金の貸与、臨床獣医師

に対する卒後研修の実施等により、産業動物獣医師の育成・確保を図ります。

＜背景／課題＞

22年度に策定された「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」に基づき、

産業動物獣医師等の確保及び質の高い獣医師の育成を図り、家畜の健康の確保、安全な

畜産物の安定的供給及び口蹄疫等の家畜伝染病の大規模な発生に対する危機管理体制の

構築を図ります。

政策目標
家畜診療や防疫を担う産業動物獣医師の育成・確保による、適切な獣

医療の提供を通じた家畜の健康の確保と安全な畜産物の安定供給

＜内容＞

１．事業内容

(１)獣医学生を産業動物分野に誘引するための臨床実習等の支援
獣医学を専攻する学生を対象に、産業動物診療や家畜衛生行政について理解し、

これらの分野に誘引するための臨床実習等を実施します。

(２)産業動物獣医師を志す獣医学生を対象とした修学資金の貸与
産業動物獣医師を志す獣医系大学の学生を対象に、月額１０万円（私立大学の場

合１２万円）を限界とする修学資金を最長６年間貸与します。

(３)新規獣医師を対象とした初期臨床研修の促進
新規獣医師を対象に、実践的な診断技術や、臨床現場における基本的知識を修得

するための初期臨床研修等を実施します。

(４)診療獣医師を対象とした臨床研修の支援
診療獣医師を対象に、農家の生産生の向上に資する農場管理技術の修得や、口蹄

疫等の家畜伝染病のまん延防止等に必要な衛生管理について指導出来るようにする

ための臨床研修を実施します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２２年度～２６年度

［お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課（０３－３５０１－４０９４（直））］
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産業動物獣医師の確保対策

新規獣医師 ○初期臨床研修の実施

（実践的な診断技術等を修得）

診療獣医師 ○臨床研修等の実施

（農場管理技術、家畜伝染病のまん延防止技術を修得）

○ 臨床実習の実施

畜産地帯の獣医系大学、農業
共済診療施設等で産業動物臨
床実習等を実施

○ 修学資金の貸与

月額１０万円（私立大学の場合
１２万円）を貸与

獣医学生の就業の誘導

卒後研修による獣医師の定着化

学生の興
味・関心
を高める

経済的
支援

技術の習
得を支援
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感染症対策等の域内協力体制確立に向けた

動物用医薬品開発・供給体制整備事業（新規）
【３０(０）百万円】

対策のポイント
アジア地域で流行する疾病に対応した動物用医薬品の開発と供給体制の基

盤を整備します。

＜背景／課題＞

・アジアで発生した口蹄疫や鳥インフルエンザなどの悪性の家畜伝染病の侵入が、我

が国の畜産等に甚大な被害を与えています。

・我が国への侵入リスクを低下させるためには、アジア地域で流行する疾病の発生予

防・まん延防止が重要です。

・感染症対策等の域内協力体制確立に向け、我が国の技術を活用して動物用医薬品の

開発を推進するとともに、その供給体制の基盤を整備します。

政策目標

アジア地域の動物衛生の向上と我が国の動物衛生・食品安全性

の向上による、畜産物の安定供給と自給率の向上

＜内容＞

１．事業内容

（１）アジア地域の疾病、医薬品等に係る情報の収集

・家畜伝染病の発生状況、動物薬の開発・製造・使用に関する実態を把握します。

・各国の薬事規制や知的財産保護に関する情報基盤を整備し国内に提供します。

（２）動物用医薬品の開発等の推進

・アジアで流行する病原体等を収集し、アジア地域及び日本における疾病の発生

予防・まん延防止の強化に必要な製剤開発を促進します。

・アジアの疾病に対する日本の動物薬の効果を確認し、現地での普及を促進します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額、１／２以内

４．事業実施期間 平成２３年度～２７年度

［お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課（０３－３５０２－８０９７（直）］
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感染症対策等の域内協力体制確立に向けた
動物用医薬品開発・供給体制整備事業

－消費・安全局畜水産安全管理課－

○ アジア地域で流行する悪性伝染病（口蹄疫、鳥インフルエンザ）等の日
本への侵入リスクを低減するため、東アジアにおける良質の動物用医薬
品供給体制の基盤を整備する。

感
染
源

ワクチン等の供給

○畜産物の安定供給
○畜産業の経営安定
○新成長戦略へ対応

•アジア地域での疾病発生情報の収集・分析
•日本製ワクチンの効力の確認
•現地で流行する病原体の収集

現地疾病
関連情報
収集

病原体の解析
(ウイルス・細菌・原虫の分
類及び型別解析等)

病原体の解析と
ワクチン開発

ワクチン開発等

防
衛
ラ
イ
ン
構
築
／
強
化

現地の情報・病原体

国内情報・病原体

現地動物薬関連
情報の収集等

・各国の規制調査
・知的財産保護
・技術流出防止
・流通コスト調査
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口蹄疫簡易診断キット実用化促進事業（新規）
【３７(０）百万円】

対策のポイント
口蹄疫の簡易診断キットを開発し、早期の防疫体制の確立に寄与します。

＜背景／課題＞

・早期の防疫体制を確立するためには、疑わしい家畜を発見した獣医師が現場で迅速に

診断できる簡易診断キットの開発が必要です。

・海外で開発された簡易診断キットは、検出感度が低いため、感染初期等のウイルス量

が少ない時期に正確に検出することが課題となっており、より高性能な簡易診断キッ

トの開発が必要です。

政策目標

口蹄疫の侵入・まん延を防止するための危機管理体制の強化

＜内容＞

１．事業内容

簡易診断キットの実用化

口蹄疫が疑われる家畜を発見した獣医師が現場で迅速に診断できる簡易診断キッ

トを実用化し、病気を早期に発見する体制を整備します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２３年度～２５年度

[お問い合わせ先:消費･安全局 畜水産安全管理課(０３-３５０２-８７０１(直))]
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畜産安全対策事業のうち

循環資源等利用飼料安全確保対策支援事業（新規）
【６(０）百万円】

対策のポイント
循環資源等を利用した飼料の安全の確保を図るため、飼料関係事業者が連

携して行う取組を支援します。

＜背景／課題＞

・国内の生産・流通段階で発生する食品廃棄物の一部は循環資源等として再生され、飼料

として利用されていますが、循環資源等にはかび毒や重金属等の有害物質が混入したり、

濃縮したりするリスクがあります。

・循環資源等を利用した安全な飼料を供給するためには、循環資源等の発生、収集、運搬

段階など多岐に渡る関係者が連携して、統一的なリスク管理を講じる必要があります。

政策目標

循環資源等を利用した飼料の安全の確保

＜内容＞

１．事業内容

循環資源等を利用した飼料の安全の確保のため、有害物質の汚染防止対策等につい

て統一的な安全規格の設定、工程管理手順や民間認証制度の検討、事故発生時の危機

管理対応訓練などの事業者が連携した取組を支援します。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２３年度～２７年度

[お問い合わせ先:消費･安全局畜水産安全管理課(０３-３５０２-８７０２(直))]
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食の生産資材安全確保対策事業
【６３１(６７１）百万円】

対策のポイント
国産農畜水産物の安全を確保し、ヒトへの健康被害を未然に防止するため

の調査・試験を実施します。

＜背景／課題＞

・農薬、動物用医薬品、飼料及び肥料は、適切に使用しなければ農産物の生育、家畜や

ヒト等の健康に悪影響を及ぼすおそれもあります。

・生産資材の使用基準や残留基準値の設定・見直しを行うために、その基礎となる科学

データを収集する必要があります。

政策目標
国産農畜水産物の安全性を向上させるために、生産資材に関す

る規制の基礎となる科学データを収集

＜内容＞

１．事業内容
（１） 飼料及び動物用医薬品に関する調査・試験の実施

① 飼料及び動物用医薬品に由来するリスク要因を把握するための調査・試験

② 動物用医薬品等に起因する薬剤耐性菌のモニタリングの強化のための調査・

試験

③ 飼料中の有害化学物質の分析法の開発のための試験

④ 口蹄疫ワクチンを接種した家畜由来の肉・乳の安全性の評価に必要な科学的

知見の集積

（２） 農薬及び肥料に関する調査・試験の実施

① より安全な農薬の登録を進めるための試験項目の追加や農薬の残留実態を反

映した適用作物の分類検討に向けた調査

② 農薬の暴露状況に合わせた使用者の防護装備の見直しに向けた調査

③ し尿処理等で生じる汚泥肥料中の重金属（６種類）を適切に管理するための

調査

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成１８年度～２６年度

お問い合わせ先：

(１)の事業：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－６７４４－２１０４(直)）

動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２（直））

(２)の事業： 農産安全管理課 (０３－３５９１－６５８５(直)）
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生産資材の安全確保のための調査・試験の推進
食の生産資材安全確保対策事業のうち

生産資材安全確保調査・試験事業委託費（拡充）
【３０９(３３５）百万円】

対策のポイント
農畜水産物の安全を確保し、ヒトへの健康被害を未然に防止するための調

査・試験を実施します。

＜背景／課題＞

・農薬、動物用医薬品、飼料及び肥料は、適切に使用しなければ農産物の生育、家畜や

ヒト等の健康に悪影響を及ぼすおそれもあります。

・生産資材の使用基準や残留基準値の設定・見直しを行うために、その基礎となる科学

データを収集します。

政策目標
国産農畜水産物の安全性を向上させるために、生産資材に関す

る規制の基礎となる科学データを収集

＜内容＞

１．事業内容

生産資材の使用基準や残留基準値の設定・見直しのために必要な調査・試験
（１）飼料及び動物用医薬品に関する調査・試験の実施

① 飼料及び動物用医薬品の基準及び規格の設定等に必要な調査・試験

② 動物用医薬品等に起因する薬剤耐性菌のモニタリングの強化のための調査・

試験

③ 緊急時に大量使用される防疫資材の環境影響等の調査・試験

（２） 農薬及び肥料に関する調査・試験の実施

① 農薬的な資材に含有している可能性のある農薬成分を同定するためのスクリ

ーニング試験

② 農薬の暴露状況に合わせた使用者の防護装備の見直しや農薬の残留実態を反

映した適用作物の分類検討に向けた調査

③ し尿処理等で生じる汚泥肥料中の重金属を適切に管理するための調査

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成１８年度～２６年度

お問い合わせ先：

（１）の事業：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－６７４４－２１０４(直))

（２）の事業： 農産安全管理課 (０３－３５９１－６５８５(直))
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生産資材の安全確保のための調査・試験の推進
食の生産資材安全確保対策事業のうち
生産資材安全確保推進事業費（継続）

【３２２(３３６）百万円】

対策のポイント
農畜水産物の安全を確保し、ヒトへの健康被害を未然に防止するための分

析・試験方法の開発・調査等の実施を支援します。

＜背景／課題＞
・農薬、動物用医薬品、飼料及び肥料は、適切に使用しなければ農産物の生育、家畜や

ヒト等の健康に悪影響を及ぼすおそれもあります。
・生産資材の使用基準や残留基準値の設定・見直しを行い、安全な農畜水産物を安定的

に供給するため、その基礎となる科学データを収集します。

政策目標
国産農畜水産物の安全性を向上させるために、生産資材に関す

る規制の基礎となる科学データを収集

＜内容＞

１．事業内容
生産資材の的確なリスク管理を推進するために必要な取組の支援
（１）飼料及び動物用医薬品に関する取組の支援

① 遺伝子検出技術を活用した効率的な菌分離法及び薬剤耐性菌分析法の開発
② 飼料中の有害化学物質の分析法の開発
③ 薬剤耐性菌の発現要因を特定するための試験の実施
④ 口蹄疫ワクチンを接種した家畜由来の肉・乳の安全性の評価に必要な科学的

知見の集積

（２）農薬に関する取組の支援
① 飼料の給与を通じた畜産物中の農薬の残留量を把握するための試験方法の

開発
② 前作で使用された農薬が土壌中に残留し、次に栽培する作物中に吸収され残

留する量等を把握するための試験方法の開発
③ 加工調理による農薬の残留量の変化を把握するための試験方法の開発

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２１年度～２５年度

お問い合わせ先：
(１)の事業：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－６７４４－２１０４(直))

動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２(直))
(２)の事業： 農産安全管理課 (０３－３５９１－６５８５(直))
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有害化学物質リスク管理推進事業費（継続）
【６１(７０）百万円】

対策のポイント
食品に含まれる有害物質に起因する健康への悪影響を未然に防止し、生産

段階から消費段階にわたって食品の安全確保の取組を進めるため、ダイオキ

シン類等の有害化学物質について、食品中の含有実態を把握するための調査

の実施を支援します。

＜背景／課題＞

・食品に含まれる有害物質に起因する健康への悪影響を未然に防止するためには、生産

段階から消費段階にわたるフードチェーンの各段階において食品の安全確保の取組を

進めることが大切であり、国際的な共通認識となっています。

・このため、悪影響を未然に防止するための取組の実施やリスク管理措置の効果を把握

するために、農畜水産物中の有害物質の含有実態を調査することが必要です。

政策目標

国産農畜水産物の安全性を向上させるため特定の有害物質等の

摂取量が許容範囲を超えないよう抑制

＜内容＞

１．事業内容

ダイオキシン類等有害化学物質の調査の実施

「サーベイランス・モニタリング計画」に基づき、ダイオキシン類等の有害化学物

質のリスク管理措置の効果を把握するため、食品（農産物、畜産物、水産物）中の

含有実態を調査し、消費者及び食品事業者、自治体等の関係機関に情報を提供しま

す。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２１年度～２５年度

お問い合わせ先：消費・安全局農産安全管理課（０３-３５０１-３９６５(直））

畜水産安全管理課 (０３-６７４４-２１０４(直))
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畜産物の安全の確保（継続）
【消費・安全対策交付金 ３，０２３（２，６８６）百万円の内数】

対策のポイント
・都道府県での飼料の安全の確保及び動物用医薬品のリスク管理機能の強化

を支援します。

・家畜衛生情報等の飼養衛生管理への活用や無獣医師地域対策など地域の実

情に即した獣医療提供体制の整備を支援します。

＜背景／課題＞

・安全な畜産物を安定的に供給するためには、法令の基準や規格に適合した飼料や動物

用医薬品を適切に使用する必要があります。

・農場における飼養衛生管理の改善等を図るためには、生産段階から出荷・と畜段階で

得られる衛生情報や検査成績の有効活用が重要です。

・地域における獣医師の減少や高齢化、畜産農家の偏在化による診療効率の低下等に対

応するため、地域の産業動物獣医療提供体制の整備を支援する必要があります。

政策目標
飼料安全法令等の遵守のための対策を支援するとともに、適切

な獣医療の提供の確保を通じ、畜産物等の安全を確保

＜内容＞

１．事業内容

(１）飼料の安全確保
飼料安全法令等の指導及び監視の推進、飼料の安全の確保のための調査分析の

実施、調査を行うために必要な機器の整備に必要な支援を行います。

(２）動物用医薬品のリスク管理機能の強化
薬剤耐性菌の発現状況検査、医薬品の品質検査等を行うために必要な機器の整

備を支援します。

(３）家畜衛生情報等共有・活用体制の確立
家畜衛生情報等を飼養衛生管理に活用する体制を構築し、生産段階における食

品の安全確保のための取組を推進します。

(４）地域獣医療提供体制の整備
家畜保健衛生所、開業獣医師、生産者団体等で組織する地域獣医療推進協議会

を設置し、都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画の策

定に向けた検討、地域単位で夜間・休日診療の体制の整備、定期巡回指導及び離

職･休職獣医師の人材登録バンクの設立等を実施します。

２．事業実施主体 都道府県

３．交付率 定額（１/２以内）

４．事業実施期間 平成１７年度～２６年度

[お問い合わせ先:消費･安全局畜水産安全管理課(０３-６７４４-２１０３(直))]
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愛がん動物用飼料安全確保調査等事業委託費（継続）
【２０(２７）百万円】

対策のポイント
・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく愛がん動物用飼料

の基準・規格の設定に必要なデータを整備します。

・同法に基づく検査・監視体制を確立し、同法の円滑な運用を行います。

＜背景／課題＞

・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律では、愛がん動物の健康被害を防止す

る観点から、製造の方法等に関する基準又は成分に関する規格を定めることとしてい

ます。

・愛がん動物用飼料の基準・規格が遵守されていることを確認するための検査方法の開

発等、効果的・効率的な検査体制の確立を図っていく必要があります。

政策目標

愛がん動物用飼料について必要な基準・規格を設定するための

各種データを収集し、愛がん動物用飼料の安全を確保

＜内容＞

１．事業内容

愛がん動物用飼料に関する適正な基準・規格の設定に必要な調査、試験、検査方法

の開発及び安全に関する情報の収集を行います。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成２１年度～２３年度

［お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－６７４４－１７０８(直))］
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動物用医薬品安全等対策事業（継続）
【４０(４１）百万円】

対策のポイント
動物用医薬品の有効性、安全を確保するため、①承認申請資料の国際的調

和、②試験方法のガイドラインの作成、③ワクチンに関する基準の国際化、
④医薬部外品の審査簡略化を推進します。

＜背景／課題＞
・動物用医薬品の承認申請には、品質、有効性、安全性、残留性等についての試験資料

が必要となっています。その試験方法について具体的に示したガイドラインを作成す
ることで承認申請資料の適正化を図ります。

・畜産農家の負担を軽減するために要望の多い混合ワクチンや後発品等の開発を促進す
るため、審査の迅速化や合理化が求められています。

政策目標
動物用医薬品の試験方法のガイドラインの作成、ワクチンに関

する基準整備等により、動物用医薬品の安全性、有効性等を確保
しつつ、国際的に調和された迅速な承認審査を推進

＜内容＞

１．事業内容
(１）動物用医薬品の承認審査資料に関する国際基準作成の推進

動物用医薬品の承認審査資料に関する日、米、欧の３極による国際基準作成のた
めの情報収集・分析、調査・試験の実施と国際会議の開催を行い、適正な承認申請
資料の作成及び迅速な承認審査を促進します。

(２）動物用医薬品の承認申請資料作成のためのガイドライン作成の推進
動物用医薬品の承認申請資料作成に関するガイドライン作成委員会を設置し、試

験方法の設定に必要な調査・試験の結果に基づきガイドラインを作成することによ
り、適正な審査資料の作成及び迅速な承認審査を促進します。

(３）動物用ワクチンに関する基準の国際化の推進
新たな混合ワクチンの開発促進及び審査期間の短縮化を図るため、海外の先行事

例を踏まえながら、柔軟な運用が可能な成分毎の基準作成に向けてワクチンの規格
様式を見直します。

(４）動物用医薬品等の規制緩和の推進
医薬品の製造販売制度の見直しを踏まえ、動物用医薬品等のうち安全上特に問題

がないものについて、医薬部外品への移行や承認審査等の簡略化の検討を行います。

２．事業実施主体 民間団体等

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成１２年度～２５年度

[お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－６７４４－２１０４（直））]
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動物用医薬品等の検査の充実強化（継続）
【３０２（３１６）百万円】

対策のポイント
動物用医薬品の品質、有効性及び安全の確保を通じて、動物の生命を守り、

食の安全を確保することによって人の生命を守ります。

＜背景／課題＞

・動物医薬品検査所は、動物用医薬品等の品質、有効性及び安全を確保するため、薬事法

に基づく各種規格基準の作成、技術的な承認審査、検査用標準品の配布及びそれらに

基づく検定・検査を実施しています。

・また、動物用医薬品、家畜、畜水産物等のグローバルな移動がかつてないほど盛んにな

っている現在においては、国際的な対応の必要性が高まっています。

政策目標
○食の安全確保と安定的な畜水産物の供給に必要な動物用医薬品等
の市場への迅速な供給と品質確保

○動物用医薬品の円滑な海外への輸出及び我が国への導入への貢献
○食の安全確保のための動物用抗菌性物質製剤の適正使用の推進

＜内容＞
１．事業内容
（１）動物用医薬品等の承認審査・再評価事務のスピードアップ

薬事法に基づく動物用医薬品等の承認審査及び再評価を的確・迅速に行うために必

要な情報解析・検索システムを導入することにより、現場で望まれる有用な動物用医

薬品等を早く供給し、かつ使用現場における動物用医薬品等の品質確保への対応を迅

速に行います。

（２）動物用医薬品に関する国際化対応の強化
動物用医薬品開発試験施設のGLP(Good Laboratry Practice)適合性調査に関する国

際的な調和を推進することで、国内外において信頼される動物用医薬品を、円滑に海

外へ輸出できるようにするとともに、我が国への導入も促します。

（３）薬剤耐性菌の実態調査の強化
動物に使われる抗菌性物質製剤による家畜及び人の健康影響にかかるリスク管理の

ため、薬剤耐性菌モニタリング体制を充実し、耐性の獲得状況について、継続的に調

査・監視します。

２．事業実施主体 動物医薬品検査所

[お問い合わせ先:消費･安全局畜水産安全管理課(０３-６７４４-２１０３(直))]
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薬事監視事務委託費（継続）
【５(５）百万円】

対策のポイント
動物用医薬品の品質、安全及び有効性の確保を目的として都道府県の薬事

監視員により検定品の採取、製造所への立入検査等を行わせます。

＜背景／課題＞

薬事監視事務は、薬事法及び薬事法施行令により地方自治法に定める法定受託事務と

され、地方財政法により地方公共団体が負担する義務を負わない経費として規定されて

いることから、当該委託費により適正かつ効率的な薬事監視事務の実施体制を確保し、

品質、有効性及び安全性の担保された動物用医薬品の供給を図ります。

政策目標

動物用医薬品等の製造販売（製造）業の許可、検定等を薬事法

に基づいて厳正に行い、その品質、安全及び有効性を確保

＜内容＞

１．事業内容

（１）医薬品の検定申請書の送付

薬事法施行令第５８条に基づき、医薬品の検定を受けようとする者からの申請を

都道府県が受け付け、検定機関である動物医薬品検査所に送付します。

（２）検定品の採取及び封印並びに検定機関への送付

薬事法施行令第５９条に基づき、都道府県の薬事監視員が検定品の採取及び封印

を行い、検定機関である動物医薬品検査所に送付します。

（３）検定通知及び検定合格証紙による封

薬事法施行令第６１条に基づき、都道府県の薬事監視員が検定に合格した医薬品

に検定合格証紙による封を施させます。

（４）許可の基準への適合状況審査等

薬事法第６９条第１項及び第３項に基づき、都道府県の薬事監視員が医薬品の製

造業者等の許可の基準への適合状況の審査等のための立入検査を行います。

２．委託先 都道府県

３．事業実施期間 昭和３８年度～

［お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－３５０２－８７０１(直))］
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牛肉トレーサビリティ業務事業委託費（継続）
【３９０(４４６）百万円】

対策のポイント
と畜された牛の個体識別番号と販売されている牛肉の表示が同一であるこ

とを調査するため、牛肉のＤＮＡ鑑定を実施しています。

＜背景／課題＞

牛肉小売業者や流通業者による個体識別番号の表示が適正に行われているかを科学的

に確認し、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に基づく牛ト

レーサビリティ制度の適正な運用を図ります。

政策目標

牛肉の個体識別番号表示の信頼性を確保

＜内容＞

１．事業内容

（１）ＤＮＡ鑑定照合用サンプル採取

国内でと畜される年間約１２０万頭のすべての牛枝肉から、照合用サンプルを

採取します。

（２）ＤＮＡ鑑定及び照合用サンプル保管

（１）により採取された照合用サンプルを保管し、地方農政事務所が小売店等

から購入した牛肉と、同一性分析を行います。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成１５年度～２４年度

［お問い合わせ先：消費・安全局畜水産安全管理課(０３－３５０２－８７０１(直))］
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