
第５章 消費・安全局

第１節 食の安全の確保

１ 関係行政機関との密接な連携による食品

安全行政の一体的な推進

平成15年５月に、リスク分析の考え方を導入するな

ど食品の安全性の確保に関する基本理念等を定めた食

品安全基本法が制定された。また、同年７月に、既存

の行政機関から独立して、科学的知見に基づき客観的

かつ中立公正なリスク評価を専門に行う組織として食

品安全委員会が設置されたほか、農林水産省において

も、リスク管理部門の産業振興部門からの分離・独立

がなされ、食の安全確保に向けた施策を展開する体制

を整備した。

このリスク分析に基づいた食品の安全確保は、リス

ク管理の初期作業（食品安全における問題点の特定、

危害要因の優先度の分類、リスク評価の依頼等）、リス

ク評価（食品中に含まれる危害要因を摂取することに

よって、どのくらいの確率でどの程度の健康への悪影

響が起きるかを科学的に評価）、リスク管理（すべての

関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措

置について技術的な実行可能性、費用対効果などを検

討し、適切な政策・措置を決定、実施、検証、見直し

を行う）、及びリスクコミュニケーション（リスク分析

の全過程において、関係者の間で、情報及び意見を相

互に交換）からなる。

リスク管理に関する行政機関については、食品安全

基本法に基づき閣議決定した「食品安全基本法第21条

第１項に規定する基本的事項」において、相互の密接

な連携のために必要な措置等について規定している。

また、食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省及び

環境省との間で、リスク評価を行う際の連携、リスク

管理措置を講ずる際の連携、食品の安全の確保に関す

る情報の共有等、連携及び政策調整の具体的な手法に

ついて取決めを締結し、公表している。

２ 産地におけるリスク管理の推進

⑴ 農産物の安全確保

農産物の生産段階においては、病源微生物やかび毒、

重金属汚染、残留農薬、異物混入等の複数のハザード

に対する総合的な安全確保の手法である食品安全

GAP（適正農業規範）の確立・普及を推進し、安全な

農産物の供給の確保を図った。

ア 生鮮農産物安全性確保対策事業（民間団体）

我が国の生産実態、気象条件等に対応した実効性

のある食品安全 GAPを構築するための調査・検討

を行うとともに、「『食品安全のための GAP』策定・

普及マニュアル（初版）」の作成や食品安全 GAP全

国研修会の開催等に補助を行った。

全国研修会を１日の日程で２回開催し、延べ200名

が受講した。 （予算額 830万円）

イ 生鮮農産物安全性確保対策事業（地方公共団体等）

都道府県等における食品安全 GAPの普及の推進

体制等を整備しつつ、産地等における自主的な取組

を促進するため、推進協議会の設置や研修会の開催、

産地実証などについて支援した。

（予算額 3,066万円）

３ 生産資材の適切な管理・使用の推進

⑴ 肥 料

ア 普通肥料の公定規格等の改正等

平成16年度において、普通肥料の公定規格を１種

類新規設定し、１種類一部改正を行った。

イ 肥料の登録

平成16年における肥料取締法（昭和25年法律第127

号）第７条に基づく農林水産大臣登録数は1,673件、

有効期間更新数は3,325件、平成16年末の有効登録数

は18,785件であった。

ウ 指定配合肥料の届出

肥料取締法第16条の２に基づく平成16年における

農林水産大臣への指定配合肥料の届出数は3,471件、

平成16年末の有効届出数は５万2,925件であった。

エ 肥料の検査

肥料取締法第30条に基づく平成16年度における国
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の立入検査成績は、分析検査標品1,122点中、正常で

ないものは51点であった。この他、重金属に汚染さ

れた肥料による被害の蔓延を防止するため、緊急の

立入検査（分析検査標品31点）を実施した。

オ 調査試験等

独立行政法人肥飼料検査所において、公定規格の

設定等に関する調査、重金属の迅速分析法の検討等

を行った。

カ BSEの発生に伴う措置

平成13年９月、我が国において初めて牛海綿状脳

症（BSE）が発生したことに伴い、牛への誤用・流

用を防止し、BSEの発生の防止に万全を期す観点か

ら、平成13年10月以降、肉骨粉等及び肉骨粉等を含

む肥料について、輸入、製造及び工場からの出荷の

一時停止を要請した。

その後、科学的な見地から安全性が確認されたも

のについては、順次、その製造・出荷が解除され、

現在、豚、鶏等のみに由来する肉骨粉等、及び蒸製

骨粉、蒸製蹄角粉、蒸製皮革粉等が肥料原料として

利用されている。また、牛のせき柱について、特定

危険部位に相当する対応を講じることが適当である

とする食品健康影響評価の結果が食品安全委員会か

ら示されたことを受けて、肥料については、せき柱

を含む肥料が生産されることのないよう、平成16年

５月１日、肥料取締法に基づく公定規格等の変更を

行った。

キ 肥料の需給・価格等

ア 化学肥料の需給概要

15肥料年度（平成15年７月～16年６月）の内需

は、窒素、りん酸、加里の３成分合計で132万 tと

なり、前年度を３％上回った。

表１ 化学肥料の需給量（15肥料年度）

窒素肥料 りん酸肥料 加里肥料 三成分合計

生産 432(442) 360(364) 0( 0) 792( 806)

輸入 238(216) 103(122) 369(326) 710( 664)

内需 482(463) 473(482) 369(340) 1,324(1,284)

輸出 199(201) 2( 2) 2( 2) 203( 205)

（単位；成分千 t、（ ）内は14肥料年度の数字）

イ 16肥料年度価格

16肥料年度の元売り段階の価格は、国内での価

格形成に大きな影響を持つ輸入原料や原料輸送コ

ストが大幅に値上がりしたことにより、全品目で

値上がりとなった。

表２ 主要肥料の供給価格変動率の推移

(全農供給価格：高度化成肥料(15-15-15)対前年増減率)

13肥料年度 14肥料年度 15肥料年度 16肥料年度

1.63 ▲0.38 ▲1.53 3.49

（単位；％）

ク 肥料対策関連事業

機能性肥料高度活用推進事業

施肥による環境負荷等の軽減を図るため、肥効調

節型肥料等の機能性肥料と効率的施肥技術を効果的

に組合わせた肥料利用効率の大幅な向上が可能な化

学肥料施用技術の確立・普及を促進することとし、

都道府県段階における機能性肥料高度活用推進計画

の策定、モデル実証等を推進した。

（予算額 414万円）

⑵ 農 薬

ア 農薬の登録状況

16農薬年度において新たに登録された農薬は256

件で、９月末における有効登録件数は4,781件とな

り、前年同期に比較して141件の減少となった。

16農薬年度に登録された新規化合物は９種類であ

った。

イ 農薬取締り状況

16年度においては、農薬の製造業者及び農薬販売

業者等に対し80件の立入検査等を行い、無登録農薬

の販売や使用を取り締まるとともに、農薬の適切な

品質の管理や取扱いの徹底を図った。

さらに、23件の集取農薬の検査を行い、農薬の製

造、品質等に関し技術的指導を行った。

ウ 農薬の安全対策

農薬の安全性を確保するため、農薬の登録にあた

り、環境省、厚生労働省と連携を図りながら独立行

政法人農薬検査所において農薬メーカーから提出さ

れた試験成績について厳正な検査・評価を実施した。

なお、提出を求める試験成績の内容、作成指針等

については、登録農薬の少ないマイナー作物への登

録を進めるための対応として、平成16年11月にはグ

ループ登録制度の導入や必要となる試験成績の見直

しを行った他、平成17年３月には、環境省が定める

登録保留基準の変更に伴う水産動物への影響試験の

追加等更なる充実を図った。

農産物の安全性の確保や生活環境の保全のため、

農産物及び土壌における農薬残留の実態調査を実施

するとともに、これを踏まえた農薬の安全使用を推

進した。

また、農薬による危害を防止するため、農林水産

省、厚生労働省及び都道府県が共催により農薬危害
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防止運動を全国的に展開し、①農薬の安全使用や適

正な保管管理の徹底についての啓発活動、②農薬事

故に対する適切な処置体制を確保するための医療機

関との連携強化及び事故の発生状況の把握等を実施

した。

エ 農薬の使用基準の明確化

平成15年の農薬取締法の一部改正に伴い、「農薬を

使用する者が遵守すべき基準を定める省令」（平成15

年度農林水産省・環境省令第５号）が制定された。

同省令では、食用及び飼料の用に供される農作物等

に農薬を使用するときに、その規定する使用基準を

遵守しなければならないこと等が規定されている。

さらに、同省令及び「農薬取締法施行規則」（昭和

26年農林省令第21号）を平成16年６月21日に改正す

ることにより、①農薬を使用することができる総回

数の積算期間の明確化、②農薬の有効成分に着目し

た総使用回数の表示の明確化を図った。

また、種苗を譲り受けて農産物の生産を行う者に

あっては、種苗生産段階での農薬使用回数が明確で

なく、同省令の総使用回数の遵守が困難となること

が想定されたことから、17年５月に同省令及び「種

苗法施行規則」を改正し、指定種苗の販売に際して

の農薬の使用回数の表示の義務化等を図ることとし

た。

オ 農薬の生産出荷

16農薬年度（平成15年10月～平成16年９月）の農

薬の生産額は、3,778億円（前年比4.1％増）出荷額

は3,603億円（同1.3％増）となっており、生産額及

び出荷額ともに増加した。

カ 農薬の輸出入

16農薬年度の農薬の輸出額は前年比2.0％増の913

億円であった。全輸出額に占める仕向先別の割合に

ついては、米国が16.9％を占めて最も多く、次いで

ブラジル12.8％、フランス10.7％となった。

一方、輸入額は前年比18％の637億円となった。全

輸入額に占める輸入先別の輸入額の割合について

は、ドイツが27.2％を占めて最も多く、次いでシン

ガポール26.8％、フランス7.9％となった。

⑶ 飼料及び飼料添加物

飼料及び飼料添加物（以下「飼料等」という。）につ

いては、公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に

寄与することを目的として、「飼料の安全性の確保及び

品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号。以下

「飼料安全法」という。）に基づき、農林水産大臣は、

安全性の確保の観点から飼料等の製造等に関する基

準・規格の設定を行うとともに、品質の改善の観点か

ら飼料の公定規格の設定等を行っている。

16年度は近年の養殖技術の向上、国際的な種苗供給

体制の確立等により、養殖水産動物の種類が著しく多

様化しており、規制対象外の養殖水産動物の生産量が

増加してきていることから、平成16年10月27日付けで

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施

行令」の一部が改正され（17年２月１日施行）、食用に

供する目的で相当量養殖されている16魚種が追加され

た（なお、政令で定めるいわな属は、３魚種を告示に

より指定）。

ア 飼料等の安全性の確保

飼料安全法に基づき、農林水産大臣は有害畜産物

が生産され又は家畜等に被害が生ずることにより畜

産物の生産が阻害されることを防止するため、農業

資材審議会の意見を聴き、飼料等の基準・規格を「飼

料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」（昭和

51年農林省令第35号）（以下「成分規格等省令」とい

う。）により設定している。

16年度は、①これまで指定されていたキタサマイ

シン等４種類の抗菌性飼料添加物について、わが国

において現在使用されておらず、今後の使用も見込

まれないことから、平成16年10月12日付けで指定の

取消、②動物性油脂が牛のせき柱及びと畜検査を受

けていない牛由来の原料が混入しない工程で製造さ

れたことに係る農林水産大臣による確認制度の導入

（平成16年５月１日施行）が行われたほか、③豚肉

骨粉等が牛が混入しない工程で製造されたことに係

る農林水産大臣による確認制度の導入（平成17年４

月１日施行）、④配合飼料製造工場における反すう動

物用飼料及びそれ以外の飼料の製造工程の分離の実

施（平成17年４月１日完全施行）が行われることと

されている。また、同法に基づき特定飼料等（抗生

物質）の検定を肥飼料検査所で行った(16年度検定

628件合格)。

イ 飼料の品質の改善

飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため、

農林水産大臣は農業資材審議会の意見を聴いて飼料

の公定規格を定めることができるとされている。

公定規格の検定機関については、16年度は１法人

が新たに登録され、計７法人（13施設）となった。

また、飼料の公定規格による16年度の検定は２県

及び２登録検定機関において、配合飼料11銘柄、フ

ィッシュソリュブル吸着飼料２銘柄（うち１銘柄不

合格）及び魚粉７銘柄に関して実施された。

ウ 飼料等の立入検査

飼料安全法に基づき、安全性の確保及び品質の改
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善を図る見地から、独立行政法人肥飼料検査所及び

都道府県の飼料検査機関が飼料等の立入検査を実施

した。

16年度における立入検査の状況は、表３のとおり

である。

表３ 16年度飼料等立入検査状況

国 県 合計

立入検査回数 665 1,066 1,731

収去件数 1,274 1,410 2,684

飼 料 1,228 1,410 2,638

飼料添加物 46 0 46

収去品の試験結果

正常件数 1,258 1,394 2,652

飼 料 1,212 1,394 2,606

飼料添加物 46 0 46

違反件数 16 16 32

飼 料 16 16 32

飼料添加物 0 0 0

⑷ 動 物 薬 事

ア 動物用医薬品等製造（輸入販売）業許可及び承認

状況（平成16年１月１日から12月31日）

ア 薬事法（昭和35年法律第145号）第12条第１項の

規定に基づく製造業の許可件数は、医薬品13件、

医薬部外品０件及び医療用具15件であり、また、

同法第22条第１項の規定に基づく輸入販売業の許

可件数は、医薬品７件、医薬部外品０件及び医療

用具25件であった。

イ 同法第14条第１項の規定に基づき承認された品

目数は、製造については医薬品53品目、医薬部外

品24品目及び医療用具16品目であり、また、輸入

については医薬品40品目、医薬部外品０品目及び

医療用具15品目であった。

イ 動物用医薬品の再評価

薬事法第14条の５（同法第23条において準用する

場合を含む。）の規定に基づき、承認、許可を受け市

販されている動物用医薬品を有効性、安全性等の観

点から最新の学問水準に照らして見直す再評価制度

を実施している。

この見直し手続は、承認されている動物用医薬品

の全品目について、通常５年ごとのスクリーニング

作業を行い、問題となる情報が得られた成分を再評

価を受けるべき医薬品として指定し、再評価を行う

こととしている。平成16年度に見直しの対象となる

９成分について、平成16年11月に関係者に通知し、

スクリーニング作業を実施した。

ウ 動物用医薬品の使用の規制

動物用医薬品のうち、適正に使用されなければ畜

産物等に残留し、人の健康を損うおそれのある医薬

品については、動物用医薬品の使用の規制に関する

省令（昭和55年農林水産省令第42号）により適正な

使用を確保しているところである。

薬事法第83条の４第１項に基づき、使用規制の対

象医薬品の追加、使用対象動物の追加等を行うとと

もに、食品衛生法に基づく動物医薬品等の残留基準

の設定に対応した使用基準の改正を行ってきてい

る。

エ 国家検定等の検査

・国家検定

薬事法第43条第１項の規定に基づき、動物医薬品

検査所が実施した平成16年度の国家検定状況

生物学的製剤（受付件数809件）

合格 806件

不合格 2件

中止件数 1件

・収去検査

薬事法第69条第３項の規定に基づき、動物医薬品

検査所が実施した平成16年度の製造業者等への立入

検査による収去品の検査

収去件数 不合格件数 改善指導件数

一般薬 76件 1件 13件

抗生物質製剤 26件 0件 7件

生物学的製剤 4件 0件 0件

（体外診断薬）

・依頼検査

動物医薬品検査所依頼試験検査規定に基づき平成

16年度に動物医薬品検査所が実施した検査

動物用抗生物質製剤検査命令実施要領に基づく依

頼検査

受付件数 300件

不合格件数 0件

動物用血液型判定用抗体検査命令実施要領に基づ

く依頼検査

受付件数 14件

不合格件数 0件

中止件数 0件

オ 薬事監視事務打ち合わせ会議

薬事監視事務打ち合わせ会議は、動物用医薬品等

に関する薬事監視の円滑化を図るため都道府県の薬

事監視員を対象に実施している。平成16年度は平成

16年11月８日及び９日の両日に開催し、薬事法の改

正等の説明、薬事監視指導上の諸事項について協議

検討を行った。
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４ 食品の安全を確保するための調査・監視

の強化

汚染物質対策について

カドミウム、ダイオキシン類のような汚染物質は、

生産者が意図しないにもかかわらず多種類の食品に混

入し、それら食品を通じて、一定量以上を長期間摂取

し続けると人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある危

害要因である。したがって、これらの危害要因につい

て、各種の農畜水産物・食品中の含有量の実態調査を

行い、その結果に基づいてリスク管理を実施していく

ことが不可欠である。

このため、平成15年９月、カドミウム、水銀、ダイ

オキシン、かび毒、アクリルアミドについてそれぞれ

「有害汚染物質の対策検討チーム」を設置し、農林水

産省内の横断的な対策を検討するための体制を強化し

た。さらに、平成16年５月、有害汚染物質ごとの対策

検討チームにおいて、16年度に行うリスク管理の取組

について行動計画を作成・公表した。

ア カドミウム

平成16年度における食品のカドミウム対策行動計

画に基づき、コーデックス食品添加物・汚染物質部

会（CCFAC）における国際的な基準値検討への対応

を行ったほか、国内においては、産地段階の米のモ

ニタリング調査のほか、カドミウムを0.4ppm以上

1.0ppm未満含有する米の流通防止、農用地土壌汚

染対策、カドミウム吸収抑制技術等の確立・普及と

いったリスク管理措置を実施するとともに新たな吸

収抑制技術等の開発を行った。

イ 水銀

平成16年度における食品の水銀対策行動計画に基

づき、水銀の暫定的規制値の適用除外となっている

マグロ類等を対象に水銀濃度についての調査を実施

し、マグロ類を対象とした平成14～16年度の調査結

果を公表したほか、CCFACにおける魚類中のメチ

ル水銀のリスク管理措置に係る検討へ参画し、また、

厚生労働省等と連携して魚食に関する意見交換会を

開催するなどリスクコミュニケーションを推進し

た。

ウ ダイオキシン類

平成16年度における食品のダイオキシン類対策行

動計画に基づき、CCFACにおける国際的なリスク

管理検討への対応を行ったほか、国内においては、

平成15年度農畜水産物に係るダイオキシン類の実態

調査の結果を公表するとともに、魚介類については、

「魚介類のダイオキシン類の解説（第３版）」を公表

した。また、厚生労働省等と連携して魚食に関する

意見交換会を開催するなどリスクコミュニケーショ

ンを推進した。

エ かび毒

省内関係部局が連携を図り、かび毒全般にわたる

総合的なリスク管理を効率的に実施するため、麦類

のかび毒対策検討チームを改組して、かび毒対策検

討チームを設置し、平成16年度におけるかび毒対策

行動計画に基づき、リスク管理が必要なかび毒の優

先度別のリストの作成、国内産農産物のかび毒汚染

実態調査を行うとともに、輸入農産物のかび毒検査

の実施及び汚染農産物の輸入防止、かび毒のリスク

低減技術の開発と普及等のリスク管理措置を実施し

た。なお、基準値検討に資するためコーデックス委

員会にデータを提供した。

オ アクリルアミド

平成16年度における食品のアクリルアミド対策行

動計画に基づき、加工食品中に含まれるアクリルア

ミドの含有実態調査を行い、FAO/WHO合同食品

添加物専門家会議（JECFA）におけるアクリルアミ

ドの国際的なリスク評価に日本の実態を反映させる

ために調査結果を提出した。また、CCFACにおける

国際的なリスク管理に関する検討案の作成に際し、

調査結果とコメントを提出するなど積極的に対応す

るとともに、アクリルアミドの生成に関する基礎的

研究の推進、消費者、食品業者及び行政による意見

交換会を実施した。

５ 家畜防疫体制の強化等家畜衛生対策

⑴ BSE対策の推進

ア 我が国における BSEの発生への対応

平成13年９月に我が国で初めて BSE感染牛が確

認されて以降、16年度末までに16例の BSEの発生

が報告された。BSE対策として、と畜場での BSE全

頭検査及び特定部位（SRM）の除去に加え、24か月

齢以上の死亡牛を対象とした農場サーベイランスや

牛の肉骨粉に係る飼料規制のほか、「牛の個体識別の

ための管理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等各般

の対策が実施されている。

ア 16年度は、と畜検査において９月13日（12例目）、

９月23日（13例目）及び３月27日（16例目）、農場

サーベイランスにおいて10月14日（14例目）及び

２月26日（15例目）、計５頭の BSE感染牛が確認

された。

イ BSE対策特別措置法（平成14年法律第70号）に
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基づき、15年４月１日より、24か月齢以上の死亡

牛を対象に農場サーベイランスを開始した。16年

度は98,650頭（一部24か月齢未満の牛も含む。）で

あり、うち２頭が陽性（14及び15例目）であった。

また、生産者が負担する死亡牛の BSE検査費や

死亡牛の輸送及び処理費用を助成し、サーベイラ

ンスの適正を評価するとともに適正な死亡牛の処

理を推進した。

ウ BSEが発生時の対応を迅速かつ適切に実施す

るため、食料・農業・農村政策審議会消費・安全

分科会家畜衛生部会プリオン病小委員会におい

て、現行の「BSE検査対応マニュアル（平成13年

10月18日付け農林水産省生産局畜産部長通知）」を

踏まえた調査審議を行い、16年11月29日付けで「牛

海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針」を

農林水産大臣名で公表した。

エ ７例目までの感染源及び感染経路については、

15年９月、専門家からなる BSE疫学検討チーム

により、疫学的分析結果報告が取りまとめられた。

この報告書において、1980年代に英国から輸入さ

れた牛のと畜後の残さを原料とした肉骨粉及び

1990年以前に輸入されたイタリア産肉骨粉が飼料

原料としてリサイクルされて感染源となった可能

性、これらの感染源の感染経路として製造・配送

段階において牛用配合飼料に交差汚染した可能性

が考察された。

８例目以降の感染源及び感染経路に関しては、

順次給与飼料等の調査を進めており、17年度から

実施される「先端技術を活用した農林水産研究高

度化事業」のリスク管理型研究において疫学的分

析を行う。

イ 米国における BSEの発生への対応

ア ５月から７月までの間に３回のWGが開催さ

れ、日米両国における BSE措置に関する説明及

びこれら措置に関する技術的・専門的事項に関す

る意見交換を行った。

イ ９月21日、日米首脳会談において「できるだけ

早期に日米で牛肉貿易を再開することの重要性に

ついて」意見が一致した。

ウ 10月21日～23日の日米局長級会合において、今

後両国の専門家及び実務者が貿易再開に必要な条

件と枠組みの詳細を決定し、両国において必要な

国内手続を完了した段階で、牛肉貿易を再開する

との認識を共有した。

エ 12月から平成17年２月までの間に３回の「牛の

月齢判別に関する検討会」を開催。その後も日米

間の実務担当者で情報交換を継続している。

⑵ 高病原性鳥インフルエンザへの対応

16年１月、我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥イン

フルエンザが発生し、同年３月までに合計５件の発生

（うち１件は食鳥処理場での発生）が確認され、合計

約27万５千羽が死亡又は殺処分された。

ア 家畜伝染病予防法の一部改正について

我が国で発生した高病原性鳥インフルエンザに関

し、農家からの発生の届出がなされず、生きた鶏の

出荷先での感染が拡大するといった事例が生じ、ま

た、本病発生時には、移動制限の対象となった農家

の経営に大きな影響が生じた。さらに、畜産の大規

模化等に伴い、都道府県が行う防疫事務の円滑な実

施に当たっては、防護服等の衛生資材が必要となり、

また、家畜防疫員自ら患畜等の死体や汚染物品の焼

却・埋却を行う場合に多額の費用を要することとな

った。

こうした状況を踏まえ、①届出義務違反に対する

ペナルティを強化するとともに、②移動制限を受け

た農家に対する助成措置の制度化、③防疫事務の費

用に対する国の負担の拡充など、より的確にまん延

防止が図られるようにするため、16年６月、家畜伝

染病予防法の一部を改正した。

イ 高病原性鳥インフルエンザの感染経路について

我が国で発生した高病原性鳥インフルエンザの感

染経路の究明のため、専門家からなる「高病原性鳥

インフルエンザ感染経路究明チーム検討会」を設置

し、16年６月に報告書が取りまとめられ、感染源及

び感染経路として、

① 国内で分離されたウイルスは、朝鮮半島等から

カモ類等の渡り鳥によって持ち込まれた可能性が

ある

② １例目から３例目までの発生農場に侵入した経

路については、本病に感染した渡り鳥の糞等に接

触したネズミ、野鳥等の野生動物や汚染された水

あるいは人等により鶏舎に持ち込まれた可能性が

考えられる

とされた。

ウ 高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染

病防疫指針について

15年９月に高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュ

アルを作成し、発生の予防及びまん延防止に努めて

いたところであるが、より的確な防疫対応が図られ

るよう、食料・農業・農村政策審議会消費・安全分

科会家畜衛生部会家きん疾病小委員会の調査審議を

経て、16年11月18日付けで、「高病原性鳥インフルエ
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ンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」を農林水産

大臣名で公表した。発生が確認された場合には、本

病のまん延を防止するため、本指針に沿って、①発

生農場における飼養鶏の殺処分及び汚染物品の焼却

又は埋却、②発生農場の周辺地域を対象とした移動

制限等を実施することとしている。

エ 鳥インフルエンザワクチンについて

本病の防疫については、国際的な本病清浄国の防

疫原則に則り、早期発見と迅速な殺処分による防疫

を行うこととしており、ワクチンの使用は、同一の

移動制限区域内の複数の農場で本病が続発し、迅速

なとう汰が困難となる、又は困難になると判断され

る場合にのみ検討することとしている。

鳥インフルエンザワクチンについては、16年12月

13日に３種類の動物用生物学的製剤に対して輸入承

認が行われ、緊急接種用のワクチンとして、720万ド

ーズを備蓄している。

オ 家畜防疫互助基金

口蹄疫、豚コレラ等に加え、高病原性鳥インフル

エンザが万一発生した場合の畜産経営への影響を緩

和するため、16年12月、本病を家畜防疫互助事業の

対象疾病に追加した。平成16年３月現在の加入状況

は、全国羽数ベースで85.3％となっている。

⑶ 家 畜 防 疫

ア 飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指針の

策定

ア 飼養衛生管理基準

食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会

家畜衛生部会衛生管理小委員会の調査審議を経

て、家畜の所有者が遵守すべき基準として、飼養

衛生管理基準を定め、家畜の所有者に当該基準の

遵守を義務付けた（16年９月公布、12月施行）。

イ 特定家畜伝染病防疫指針

食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会

家畜衛生部会家きん疾病小委員会、プリオン病小

委員会及び牛豚等疾病小委員会の調査審議を経

て、それぞれ、高病原性鳥インフルエンザ（16年

11月18日）、BSE（16年11月29日）及び口蹄疫（16

年12月１日）について、特定家畜伝染病防疫指針

を策定し、農林水産大臣名で公表した。

イ 家畜伝染病予防事業の実施

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）の規定

に基づき、家畜の伝染性疾病の発生予防のための各

種検査、注射、消毒、薬浴及び家畜伝染病の発生時

のまん延防止措置を実施した。

ア 牛関係監視伝染病

BSEについては、13年９月に我が国初の BSE

が確認されて以来、16年度末までに合計16頭の発

生があり、うち３頭は農場サーベイランスによる

摘発であった。16年度は熊本県（16年９月）、奈良

県（16年９月）及び北海道（16年10月、17年２月

及び３月）で計５頭の発生があり、疑似患畜の特

定等の防疫措置がとられた。

ヨーネ病については、10年度以降、法に基づく

定期検査を実施し、16年は検査頭数の増加もあり、

39都道府県597戸1,118頭の発生があった。ここ数

年、北海道では発生農場の同居牛検査及びハイリ

スク牛の自主とう汰を進めてきた結果、12年以降

減少傾向にあり、一方、都府県では検査の強化に

より増加傾向にあったが、16年には北海道及び都

府県いずれににおいても増加に転じた。

ブルセラ病及び結核病については、両疾病とも、

ここ数年散発的な発生となっており、16年はブル

セラ病の発生はなく、結核病は16年２月に展示用

（動物園）の水牛において１戸１頭の発生があっ

た。

イ 豚関係監視伝染病

16年３月から９月にかけて、鹿児島県において

５件の豚コレラウイルス分離事例が確認された。

防疫対応として、発生農場における飼養豚の殺処

分、畜舎の消毒、周辺農場の清浄性確認検査等を

行った。

当該事例については、16年11月、鹿児島県にお

いて事例検証チームが立ち上げられ、①各事例で

分離されたウイルスはすべて同一であったこと、

②第１事例の調査結果から、当該農場で使用され

た内容不明の薬品に原因となる豚コレラウイルス

が混入していた可能性が高く、さらに、これが国

内承認ワクチンでない可能性が考えられたこと等

が17年３月の報告書で取りまとめられた。

その他の豚の疾病として、オーエスキー病が、

16年は４県で５戸13頭の発生があった。オーエス

キー病の発生戸数及び頭数はワクチンの利用もあ

り昭和63年をピーク（59戸9,491頭）に、大きく減

少したものの、発生県に大きな変化はなく、一部

では常在化の傾向にある。

ウ 鶏関係監視伝染病

鶏の疾病では、16年１月～３月に、高病原性鳥

インフルエンザの79年ぶりの発生が５件（うち１

件は食鳥処理場での発生）あった。いずれの発生

の際にも、発生農場の飼養鶏の全羽殺処分、移動

制限区域の設定等のまん延防止措置を講じた。
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ニューカッスル病については、２年ぶりに肉用

鶏で１件の発生があった。

エ 馬関係監視伝染病

馬パラチフスは、10年から11年に重種馬での集

団発生があり、その後発生は認められていなかっ

たが、16年は２戸９頭の重種馬による発生があっ

た。

その他、馬伝染性貧血は、５年に農用馬２頭が

抗体陽性で摘発されて以降発生はなく、馬伝染性

子宮炎は１戸１頭の発生があった。

オ めん山羊監視伝染病

スクレイピーは、15年９月に、約２年ぶりに発

生があったが、16年は発生していない。昭和59年

に輸入めん羊由来群で発生が確認されて以降、32

戸62頭の散発的な発生となっている。

ウ 国内防疫関連事業の実施

畜産農家による家畜疾病の発生予防等を効果的に

推進することを目的に全国家畜畜産物衛生指導協会

等を中心として、自衛防疫強化等に関する事業を行

った。

ア 家畜生産農場清浄化支援対策事業

BSE対策として、農場段階における飼養歴との

関連を調査する必要があると認められた牛につい

て検査等を実施した。

ヨーネ病及びオーエスキー病の清浄化対策とし

て、検査等の支援を行った。

また、疾病の発生と流行を防ぐため、牛流行熱、

豚伝染性下痢、ニューカッスル病等に対する組織

的なワクチン接種を推進した。

イ 馬自衛防疫体制確立推進事業及び生産育成地馬

防疫事業

馬自衛防疫体制確立推進事業では、馬の衛生水

準の向上を推進するため、抗体検査、防疫技術講

習会等を実施した。また、生産育成地馬防疫事業

では、馬の生産育成地において、破傷風、日本脳

炎等のワクチン接種を実施した。

⑷ 保 健 衛 生

16年度末における家畜保健衛生所数は全国178か所

で、職員数は獣医師職員2,183名、事務系・その他職員

314名となっている。

ア 家畜保健衛生所の施設整備

家畜の飼養形態の多頭化、集団化等の中で、家畜

伝染病に対する危機管理の観点から疾病の監視体制

を強化する事前対応型の防疫体制の構築が必要とな

っており、このために迅速かつ的確な検査・診断体

制の整備が重要となっている。このため家畜検査の

迅速化、高度な疫学診断等に対応するための施設機

器を地域の家畜衛生事情に即して家畜保健衛生所に

整備し、地域の家畜防疫体制、監視体制の強化を図

った。

ア 迅速診断対応機器

検査用の材料を迅速かつ多量に処理することを

可能とし、検査の効率化、検査時間の短縮等を図

るため、酵素抗体測定装置、豚コレラ迅速診断機

器等の設置を行った。平成16年度は、34県におい

て酵素抗体測定装置、微量成分分析機器等が設置

された。

イ 高度診断対応機器

多様化、高度化する検査・診断を迅速かつ的確

に行うとともに、疫学的な診断を可能とする遺伝

子情報解析診断機器、病理診断画像処理機器等の

設置を行った。平成16年度は、11県において遺伝

子抽出装置、PCR検査機器等が設置された。

ウ バイオセキュリティ関連機器

病原体の野外への汚染防止を図るため、安全キ

ャビネット・滅菌機器の整備を行った。平成16年

度は、20県において安全キャビネット、高圧蒸気

滅菌器、家畜焼却施設等が設置された。

エ 緊急病性鑑定対応機器

万が一、海外悪性伝染病が日本で発生した場合

において、初動防疫を迅速かつ的確に行い、病原

体の拡散を最小限に抑止するための機器の整備を

行った。平成16年度は、２県において、画像通信

機器等が整備された。

イ 家畜衛生に関する各種指導等

家畜の種類及び地域の実情に応じた総合的な家畜

衛生に関する各種指導を畜産農家等を対象として行

うことにより畜産の進展に即応した家畜衛生技術の

浸透及び定着を図るとともに、地域の実情に応じた

家畜衛生対策の実施に資するため、次の家畜衛生対

策事業を家畜保健衛生所が中心となって行ってき

た。

ア 「BSE検査・清浄化推進」

BSEの浸潤状況をより正確に把握し、BSEの

防疫対策を検証するため、家畜保健衛生所が実施

する死亡牛 BSE検査について、会議等を開催し

BSE検査の普及・定着を図るとともに、リーフレ

ットの配布等により正しい情報の提供を実施し

た。

イ 「監視・危機管理体制整備対策」

家畜衛生関連情報整備対策で家畜衛生に係る情

報の収集及び提供を効率的、円滑に推進するため
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の体制を整備するため、①地域、ブロック及び全

国におけるシステム普及検討会の開催、②病性鑑

定成績・巡回指導等による家畜衛生情報の収集・

分析等、③都道府県における防疫マップの整備を

実施した。診断予防技術向上対策で伝染性疾病の

新たな診断方法、予防技術の確立のための調査・

検討を行った。また、この他まん延防止円滑化対

策として調整会議の開催及びブロック防疫演習の

開催を実施し、地域の実情に応じた防疫体制の確

立を図るとともに、生産者が最低限遵守すべき基

準である飼養衛生管理基準の普及・定着の促進や

特定家畜伝染病防疫指針に基づく家畜伝染病の発

生予防及び防疫対策を構築するための会議を開催

した。動物用医薬品危機管理対策として医薬品の

品質確保、薬剤残留、薬剤耐性菌等に関する情報

を収集することにより、医薬品の使用に起因する

危害発生を防止するとともに、医薬品の有効性、

安全性に反映させるために医薬品の検査、使用実

態調査を実施した。

自衛防疫・自主管理強化対策として①ワクチン

を用いない防疫対応へ移行するための豚コレラ撲

滅対策、②沖縄県におけるオウシマダニの侵入防

止のために監視体制の強化を図る沖縄牧野ダニ侵

入防止対策、③家畜衛生推進協議会の開催や印刷

物等による各種家畜衛生情報の広報による自衛防

疫の推進を実施した。

ウ 「慢性疾病等低減対策」

畜産経営における生産性の向上のため慢性疾病

及び牛のほ育期における慢性疾病等を予防するた

めの生産ガイドライン（疾病防除マニュアル等）

作成のための調査及び検査を行った。

エ 「畜産物安全性確保対策」

生産現場における畜産物の安全性確保のため①

地域一体となったHACCP方式に基づく畜産物

の生産衛生管理体制の構築を図るための生産衛生

管理体制整備、②衛生的な鶏卵の生産体制を推進

するためのサルモネラ総合対策指針の策定及びサ

ルモネラの清浄化に向けた農場の調査・検査を行

う鶏卵衛生管理体制整備、③生産現場及び教育現

場において動物由来の感染症について定期的なモ

ニタリング調査を行い発生状況等を検討する動物

由来感染症監視体制整備をそれぞれ行った。

ウ 調査研究

ア 「慢性疾病等低減対策」

㈳日本獣医学会が実施する遺伝病や感染症等に

関する調査・原因究明等の推進した。

イ 「趾蹄管理啓発推進対策事業」

㈳日本装蹄師会が実施する趾皮膚炎の感染機序

の調査、削蹄器材の消毒器の開発等を推進すると

ともに趾蹄管理技術の検討会を実施した。

エ 第45回全国家畜保健衛生業績発表会

第45回全国家畜保健衛生業績発表会は、４月22日、

23日千代田区公会堂において開催され、全国各ブロ

ック代表48名により家畜保健衛生所の日常業務に関

連した業務の運営、調査、研究等が発表され、農林

水産大臣賞２題、生産局長賞22題が選出され、賞状

が授与された。

⑸ 技 術 普 及

家畜衛生講習会規程に基づく家畜衛生講習会及び研

修会は、家畜の多頭飼育の進展等に伴う家畜衛生事情

の変化に対応し、家畜衛生技術の向上を図るために実

施している。受講者は地域の家畜衛生関係技術者に対

して伝達講習を行って習得技術を速やかに普及すると

ともに、種々の事業等を通じて畜産関係技術者及び畜

産農家に対し家畜衛生に関する知識及び技術の普及浸

透を図っている。16年度は、家畜衛生講習会について

は動物衛生研究所の本・支所・七戸研究施設、千葉県

農業共済連で計11回開催され、延べ277名が受講した。

また、家畜衛生研修会については、病性鑑定研修会を

各専門分野別に実施した。各講習会及び研修会の種類、

回数及び受講人数は表４のとおりである。

表４ 16年度家畜衛生講習会及び研修会

種 類 回 数 受 講 人 員

県職員 その他 計

家畜衛生講習会 11 260 17 277

基本講習会 1 44 2 46

総合講習会 1 50 1 51

特殊講習会 9 166 14 180

鶏疾病 1 32 2 34

豚疾病 1 33 4 37

牛疾病 1 34 6 40

繁殖障害 1 9 0 9

病性鑑定 4 34 0 34

獣医疫学 1 24 2 26

家畜衛生研修会 4 175 5 180

病性鑑定 4 175 5 180

計 15 435 22 457

⑹ 獣 医 事

ア 獣医療提供体制整備の推進

獣医療需要の多様化、高度化等に対応し的確な獣

医療の確保を図るため、獣医療法（平成４年法律第

46号）に基づく獣医療計画制度により、国が定めた

基本方針に即して都道府県が獣医療を提供する体制

の整備を図るための計画を定め、国と都道府県が一
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体となって獣医療提供体制の整備を推進している。

イ 獣医師法第16条の２に基づく臨床研修

獣医師法（昭和24年法律第186号）第16条の２に基

づき、診療を業務とする獣医師は、免許を受けた後

も、大学の獣医学に関する学部若しくは学科の附属

施設である飼育動物の診療施設又は農林水産大臣の

指定する診療施設において臨床研修に努めることと

されている。

ウ 第56回獣医師国家試験

第56回獣医師国家試験は、平成17年３月２日及び

３日の２日間、全国３試験地で行われ、受験者1,223

名中1,008名（82.4％）が合格し、獣医師免許申請資

格を得た。

エ 獣医事審議会

獣医師法第24条の規定により設置された獣医事審

議会について、獣医事審議会、試験部会、免許部会

及び計画部会が開催され、①第56回獣医師国家試験

の実施、②獣医師法第８条第２項第３号に該当する

獣医師の処分、③獣医師法第16条の２の規定に基づ

く診療施設の指定等について審議が行われた。

オ 小動物獣医療

ア 小動物獣医療に関する検討会の開催

近年の小動物獣医療の高度化、多様化に鑑み、

小動物獣医療に関する専門家による「小動物獣医

療に関する検討会」を開催し、①小動物診療獣医

師の卒後臨床研修、②獣医核医学、③獣医療にお

ける専門医、④獣医療における広告規制等につい

て、今後の対応策について議論している。

イ 小動物保健衛生情報作成委託事業

モニター獣医師の協力のもとに調査された小動

物疾病発生状況について、平成10年から14年度の

５年間の調査結果がとりまとめられた。

⑺ 国 際 関 係

ア 国 際 会 議

第72回国際獣疫事務局（OIE）総会が、平成16年５

月にパリの本部で開催され、衛生管理課国際衛生対

策室長、独立行政法人農業技術研究機構動物衛生研

究所研究員が出席した。

７月にスイスで開催された生物兵器禁止条約

（BWC）専門家会合、10月に台湾で開催された第３

回東アジア口蹄疫会議、11月にタイで開催された

WHO鳥インフルエンザに関する厚生大臣及び実務

担当者会合、平成17年２月にニージーランドで開催

されたコーデックス食肉衛生部会、ベトナムで開催

された第２回鳥インフルエンザに関する FAO/OIE

地域会合、フィリピンで開催されたOIE主催第11回

南東アジア口蹄疫防疫キャンペーン（SEAFMD）に

関する小委員会にそれぞれ出席した。

イ 国 際 事 務

各国の家畜衛生状況等をOIE速報及び月報、各国

からの報告書により把握し、家畜衛生週報に適宜掲

載するとともに、我が国の家畜伝染病発生月報を各

国に送付した。また、動・畜産物の輸出入に当たり、

各国と家畜衛生条件を取り決めた。

ウ 輸出入検疫

主要動物（牛、豚、めん羊、山羊、馬及び初生ひ

な、以下同じ）の輸入検疫状況については、初生ひ

なを除いて、牛の輸入頭数が最も多く21,059頭（対

前年比91％、以下（ ）内は対前年比）であった。

その内訳は、肥育用素牛20,008頭（91％）、乳用繁殖

用1,027頭（86％）、その他20頭（前年実績なし）と

前年に比較してかなり減少した。豚は、繁殖用のみ

であったが、180頭（114％）でかなり増加した。

馬は、牛に次いで輸入頭数が多く5,478頭（130％）

であった。その内訳は、繁殖用134頭（99％）、乗用

172頭（133％）、競走用302頭（112％）、肥育用4,846

頭（133％）、その他20頭（250％）と乗用及び肥育用

は大幅な増加となった。めん羊、山羊については前

年めん羊が２頭輸入されたが、それぞれ35頭、６頭

と、大幅に増加した。その他の偶蹄類では、動物園

用動物としてカワイノシシが２頭輸入された。初生

ひなは、119万3,387羽（117％）と平成14年の輸入羽

数程度に回復した。

犬は、１万4,376頭（85％）とかなり減少し、猫は

2,611頭（106％）とかなり増加した。

その他の動物において大幅に増加したのは、兎２

万9,901頭（280％）、みつばち１万5,424群（189％）、

きつね46頭（128％）及びスカンク16頭（前年実績な

し）であった。

主要動物において輸出実績があったのは、馬136頭

（83％）のみで、その内訳は繁殖用53頭（55％)、乗

用10頭（550％）、競走用73頭（114％）となり、繁殖

用が大幅に減少し、乗用及び競走用は大幅に増加し

た。犬、猫については、それぞれ4,415頭（91％）、

1,548頭（100％）が輸出された。

畜産物のうち、肉類の輸入については、牛肉、豚

肉、家きん肉が大半を占めており、豚肉が92万6,904

㌧（対前年比114％、以下（ ）内は対前年比）とか

なり大きく増加したものの、牛肉が45万6,304㌧（68

％）、家きん肉が58万2,417㌧（96％）と特に牛肉が

大幅に減少したことから、肉類全体では216万8,861

㌧（92％）とかなりの程度減少した。骨類の輸入に
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ついては、動物性加工たん白の輸入一時停止措置に

より、骨粉の輸入はなく、蹄角粉の輸入が839㌧（52

％）と減少し、全体で5万2,999㌧（88％）とかなり

大きく減少した。ミール類の輸入については、肉骨

粉及び羽毛粉は実績がなく、血粉は211㌧（114％）

とかなり大きく増加し、ミール類全体では221㌧（100

％）となった。穀物のわら、飼料用の乾草の輸入に

ついては、19万1,196㌧（123％）と大幅に増加した。

動物性加工たん白については81万1,213㌧（90％）と

かなり減少した。こうしたことから、畜産物の輸入

検疫数量全体ではやや減少した。

畜産物の輸出数量については、大半を占める皮類

が７万3,030㌧（105％）とやや増加し、骨類につい

ては436㌧（204％）と２倍強に増加したものの、卵

類は179㌧（９％）、肉類については1,723㌧（26％）、

臓器類については504㌧（79％）、ミール類について

は１㌧（11％）といずれも大幅に減少した。こうし

たことから、畜産物輸出検疫数量全体では、11万

3,682㌧（96％）とやや減少した。

表５ 平成16年の輸出入検疫数量

（単位＝動物：頭羽、畜産物：t）

輸 出 輸 入

牛 ― 21,059

豚 ― 180

その他偶蹄類 ― 43

馬 136 5,478

兎 225 29,901

鶏 ― 0

初生ひな ― 1,193,387

犬 4,415 14,376

猫 1,548 2,611

あらいぐま

きつね 46

スカンク 1 16

サル ― 6,590

指定外動物 176,028 102,150

骨類 436 52,999

肉類 1,723 2,168,861

臓器類 504 53,097

卵類 179 12,289

皮類 73,030 68,528

毛類 427 6,714

ミール類 1 221

動物性加工たん白 ― 811,213

わら等 ― 191,196

エ そ の 他

平成16年４月、ブラジルにおける日本向け食肉等

の加熱処理施設の調査のためブラジルへ、メキシコ

における家畜衛生事情調査のためメキシコへ、ベト

ナム及びインドネシアにおける霊長類の輸出検査施

設の調査のためベトナム及びインドネシアへ専門家

を派遣した。

平成16年５月、韓国家畜衛生当局との協議のため

韓国へ、中国産穀物のわら及び飼料用の乾草の消毒

処理施設等の確認検査のため中国へ、カナダにおけ

る高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に係る現地

調査のためカナダへ専門家を派遣した。

平成16年６月、中国家畜衛生当局との意見交換の

ため中国へ、講師として韓国で開催されたシンポジ

ウムへ、BSEに関する第２回日米ワーキンググルー

プ会合への出席のため米国へ専門家を派遣した。

平成16年７月、オランダにおける高病原性鳥イン

フルエンザの防疫対策に係る現地調査のためオラン

ダへ、台湾における鳥インフルエンザに関する家畜

衛生事情調査のため台湾へ専門家を派遣した。

平成16年８月から、中国産穀物のわら及び飼料用

の乾草の消毒処理施設等の確認検査のため中国へ、

平成16年９月、口蹄疫予防液の製造・検定の立会調

査のためドイツへ、日台鳥インフルエンザセミナー

のため台湾へ、米国産牛肉の輸入再開等に係る米国

政府との協議のため米国へ、中国家畜衛生当局との

意見交換のため中国へ専門家を派遣した。

平成16年10月、BSEに係る日米専門家会合のため

米国へ、中国産穀物のわら及び飼料用の乾草の消毒

処理施設等の確認検査のため中国へ専門家を派遣し

た。

平成16年11月、米国における試験研究用の犬及び

猫の生産施設の調査のため米国へ、タイにおける食

肉等の指定加熱処理施設の調査のためタイへ、口蹄

疫予防液の製造・検定の立会調査のためドイツへ、

中国家畜衛生当局との意見交換のため中国へ、OIE

及びOIEリファレンスラボとの意見交換のためフ

ランスへ、BSEに係る米国及びカナダ現地実態調査

のため米国及びカナダへ専門家を派遣した。

平成16年12月、EUにおける BSEサーベイランス

に係るワークショップへの参加のためベルギー及び

フランスへ専門家を派遣した。

平成17年１月、BSEに関するOIEコードについ

ての我が国提案に係るニュージーランド BSE専門

家等との意見交換のためニュージーランドへ、BSE

及び鳥インフルエンザに係る中国現地実態調査、中

国における穀物のわら及び飼料用の乾草の消毒処理

等の確認検査、中国における霊長類の出国検疫施設

及び実験動物の生産施設の調査のため中国へ専門家

を派遣した。

平成17年２月、フィリピンにおける霊長類の出国
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検疫施設の調査のためフィリピンへ、メキシコにお

ける BSE事情調査のためメキシコへ専門家を派遣

した。

平成17年３月、中国における食肉等の指定加熱処

理施設の調査（１回目、２回目）のため中国へ、EU

代表部 BSE担当官及びデンマーク獣医官とのOIE

コード改正に関する意見交換のためデンマークへ、

韓国における動物検疫犬の導入実態調査のため韓国

へ、インドネシアにおける霊長類の出国検疫施設の

調査のためインドネシアへ、口蹄疫不活化濃縮抗原

の製造・検定の立会調査のため英国へ、ポーランド

及びスイス（含むリヒテンシュタイン）における口

蹄疫等に係る現地調査のためポーランド及びスイス

へ、中国における穀物のわら及び飼料用の乾草の消

毒処理等の確認検査のため中国へ、タイにおける食

肉等の指定加熱処理施設の調査のためタイへ、米国

における加熱液卵製品及び加熱家きん肉等の加熱処

理施設に関する事前調査のため米国へ専門家を派遣

した。

６ 水産防疫対策

ア 15年10月に、我が国で初めて持続的養殖生産確保

法に定める特定疾病であるコイヘルペスウイルス

（KHV）病の発生が確認され、16年度末現在で全国

の１・２級河川水系の約2.6％と、養殖場の約6.4％

で発生が確認された。

イ 今後のKHV病まん延防止措置等について検討す

るため、専門家によるコイへルペスウイルス病に関

する技術検討会を、16年度は第５回から第８回まで

開催した。各都道府県においては、検討会の助言を

踏まえ、可能な限り綿密な監視を行い、感染コイの

早期発見とまん延防止措置の確実な実施に努めると

ともに、KHV病に関するリーフレットの作成・配布

を通じて、消費者・生産者等へ本病の正しい情報の

提供に努めた。

ウ さらに、KHV病の発生を受けて、水産防疫制度の

再検討を行うため、16年１月に総務課内水産防疫体

制検討室を設置し、輸入防疫を所掌する水産資源保

護法（昭和26年法律第313号）及び国内防疫を所掌す

る持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）改

正の検討を行った結果を踏まえ、輸入防疫に関し、

輸入の許可を要する水産動物の拡充及び輸入後の一

定期間の管理等の措置を講じ、国内防疫に関し、養

殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のため、

疾病発生時の届出及び疾病にかかるおそれのある養

殖水産動植物の移動制限等の措置を講じ、水産防疫

の強化を図ることを目的とした「水産資源保護法及

び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案」

を第162回国会へ提出した。

エ また、(独)水産総合研究センターを中心として、

産・学・官の協力を図りつつ、ワクチン開発を含め、

同病の診断、防疫技術等の研究・開発を推進した。

オ アユ冷水病に関する対策協議会を開催するととも

に、都道府県の養殖業者への衛生対策指導等の支援

や、社団法人日本水産資源保護協会への委託による

養殖衛生対策センター事業の運営等により、関係者

への普及・啓発、技術者の育成等を行った。

７ 植物防疫対策

⑴ 病 害 虫 防 除

ア 発生予察事業

稲、麦、いも類、果樹、茶、野菜等の病害虫を対

象として全都道府県において発生予察事業が実施さ

れた。また、農林水産省でも全国の主要な病害虫の

発生動向を取りまとめた病害虫発生予報を計９回発

表した。

平成16年度の水稲の病害虫発生状況についてみる

と、病害では、苗いもちが、早い時期から補植用取

置き苗及び本田内で平年より多く発生したため、６

月中旬には３県から注意報が発表された。梅雨入り

により、各地域でいもち病の感染に好適な気象条件

となり、７月上中旬には東北及び中国の一部地域で

葉いもちの発生程度及び発生面積が平年を超える状

況となった。その後も病徴が進んだ地域では、上位

葉での葉いもち病斑の発生が多くなり、７月下旬か

ら８月上旬にかけて、東北及び中国地方を中心に警

報、注意報が発表され、穂いもち防除が呼びかけら

れた。いもち病に関する警報は１件、注意報は延べ

24件発表され、適期防除が実施された。加えて、病

徴が進展すると警戒された７月下旬から８月上旬の

期間が、全国的に高温少雨の天候となり葉いもちの

病勢が抑えられたことから、全国的には大発生とは

ならなかったものの、東北、中国地方の一部で発生

が多かった圃場が見られた。

害虫では、ウンカ類の初飛来が４月19日九州南部

（セジロウンカ１頭）で確認され、続いて、５月８

日頃に九州地方に飛来があり、３、４日後には中国

地方に飛来があった。６月上旬には、九州から東海

までの地域及び南関東で飛来が確認された。その後、

梅雨前線の活動が活発化した７月中下旬頃から８月

にかけて、北陸、東北南部までの飛来が確認された。

一方、後期害虫である斑点米カメムシ類については、
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６月中旬頃から水田周辺の雑草地で発生量が多くな

り始めたことから、７月上旬から注意報が発表され

始め、８月末までの間に警報３件、25件の注意報が

発表された。本年は、夏期間に高温となったことか

ら、カメムシ類の発生動向は活発となり、水田内へ

の侵入は平年より多くなった。

その他の作物の病害虫では、麦類の赤かび病が、

防除適期に降雨が続いた東北、関東及び北陸地方で

発生が見られ、本病による被害が平年より多く発生

した。大豆においては、夏期間の高温及び９月の残

暑がハスモンヨトウ発生に好適な気象条件となった

ため、９月下旬までに全国的に発生が多くなり、注

意報が21件発表された。

果樹の病害については、ぶどうのべと病が、５月

に曇りや雨の日が続いたことから、関東及び北陸の

一部地域では発生が多くなり、注意報が１件発表さ

れた。また、りんご腐らん病が、東北南部の一部地

域で発生が多くなり、注意報が１件発表された。害

虫については、果樹カメムシ類の発生が全国的に多

く、６月末までに注意報が20件発表された。その後、

スギやヒノキの球果の着果量が少なかったことか

ら、森林部からの個体の離脱が早く、当年世代成虫

を対象として８月上旬までに、警報２件、注意報11

件が発表された。

野菜及び花きでは、大豆同様、夏季の高温により

ハスモンヨトウの発生が、８月以降、ほぼ全国的に

多く見られ、警報が１件、注意報が24件発表された。

また、オオタバコガの発生が７月から多くなり、10

月上旬までに注意報が５件発表された。

病害虫の発生、防除状況は表６のとおりである。

イ 植物防疫組織

都道府県における植物防疫の専門機関である病害

虫防除所については、植物防疫事業の多様化、その

技術の高度化に対応するため、昭和60年度以降、１

県１所を目途とした統合整備を推進し、組織体制の

強化を図るとともに、発生予察、防除指導、侵入警

戒調査、農薬の安全使用等の指導を行った。また、

都道府県の生産地では病害虫防除員を設置し、病害

虫の発生状況調査等を行った。

国の発生予察事業に協力するのに要する経費及び

病害虫防除所の運営に要する経費について、都道府

県に植物防疫事業交付金を交付した。

ウ 農林水産航空事業

平成16年度における農業関係の空中散布延べ面積

は、水稲防除34万６千 、果樹防除0.4千 、畑作物

防除8.5千 、畜産関係5.3千 、ミバエ類等防除249

万５千 、計285万６千 であった。

このうち、水稲防除の実面積は19万１千 で、関

係農家数は約23万４千戸であった。

林業関係では、松くい虫防除の延べ６万５千 と

野そ駆除の延べ７万８千 が主であり、計14万４千

であった。

無人ヘリコプターの防除面積は、水稲防除を中心

として延べ66万３千 であった。

エ 総合的病害虫管理（IPM）の普及推進

病害虫防除における環境負荷を低減し、安心・安

全な農作物の供給体制を確立するため、病害虫リス

ク管理体制の整備、天敵やフェロモン等を利用した

防除技術の確立、飛散しにくい農薬散布技術・方法

の確立等を実施した。

また、各種の防除方法を組み合わせて、環境負荷

を低減しつつ病害虫の発生を経済的被害が生じるレ

ベル以下に抑制する総合的病害虫管理（IPM）を推

進するため、総合的病害虫管理（IPM）検討会を開

催した。

⑵ 植 物 検 疫

ア 輸入検疫

平成16年においては、栽植用苗・球根９億７千万

個、種子２万６千 t、切り花19億本、生果実186万 t、

野菜117万 t、穀類・豆類3,105万 t、木材1,277万㎥、

その他雑品等880万 tについて、輸入検疫を実施し

た。

イ 輸出検疫

平成16年においては、栽植用苗・球根約1,820万個、

種子約2,410t、切り花約22万本、生果実１万2,200t、

野菜約5,040t、穀類・豆類約２億6,800万 t、木材約

48万3,000㎥、その他雑品約３万7,500tについて、輸

出検疫を実施した。

ウ 国内検疫

平成16年度においては、種馬鈴しょの春作、秋作

用春作及び秋作について、北海道ほか８県において

原種ほ及び採種ほを対象に種馬鈴しょ検疫を実施し

た。

また、果樹苗木の移動に伴う病害虫のまん延防止

及び健全果樹苗木の確保のため、植物防疫所におい

て、かんきつ類、りんご等の母樹について、果樹母

樹のウイルス病等検査を実施した。

このほか、奄美、沖縄、小笠原からのアリモドキ

ゾウムシ等の寄主植物の移動取締を実施した。

エ 緊急防除

植物防疫法（昭和25年法律第151号）における緊急

防除の規定に基づき、鹿児島県熊毛郡屋久町（屋久
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表６ 病害虫発生状況及び防除状況（平成16年度実績）

病害虫名 発生面積 延防除面積 概 評

（千 ） （千 ）

（イネ）

葉いもち 551 1,544 平年並以下。東北及び中国の一部で多。

穂いもち 366 1,701 平年並以下。東北及び中国の一部で多。

紋枯病 628 880 平年並。九州の一部でやや多。

白葉枯病 31 66 北陸、近畿、四国及び九州の一部で多。

もみ枯細菌病 29 45 北陸及び九州の一部で多。

ニカメイガ 118 580 平年並以下。

セジロウンカ 616 1,234 平年並以下。

トビイロウンカ 47 873 平年並以下。

ヒメトビウンカ 696 1,161 東海で多。関東、四国及び九州の一部でやや多。

ツマグロヨコバイ 706 1,360 南東北及び関東の一部で多。中国、四国及び九州

の一部でやや多。

斑点米カメムシ類 523 1,737 東北北部、甲信、北陸及び九州南部で多。

コブノメイガ 233 410 平年並以下。

イネミズゾウムシ 687 850 平年並。

（ムギ類）

うどんこ病 60 259 北陸及び中国の一部で多。

赤かび病 70 542 東北の一部で多。関東及び北陸の一部でやや多。

雪腐病類 51 96 平年並。

（ダイズ）

吸実性カメムシ類 27 75 関東、中国及び九州でやや多。

ハスモンヨトウ 49 88 西日本を中心にやや多～多。

（カンキツ類）

黒点病 53 254 平年並以下。

かいよう病 22 81 関東、近畿、四国及び九州の一部で多。

（リンゴ）

モニリア病 1 8 平年並。

斑点落葉病 9 130 東北南部で多。

腐らん病 4 32 発生少。

（ナシ）

黒斑病 2 40 平年並。

黒星病 4 131 平年並。

（モモ）

せん孔細菌病 3 41 平年並。

灰星病 1 43 平年並。

（ブドウ）

べと病 7 68 甲信及び九州の一部で多。

（果樹共通）

カメムシ類 29 130 東海以西でやや多～多。

（野菜共通）

疫病 1 33 トマトでやや多。

灰色かび病 4 51 関東及び北陸のトマトで多。

アブラムシ類 26 177 平年並以下。

ハダニ類 12 59 平年並。

ハスモンヨトウ 7 31 西日本を中心にやや多～多。
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島）において発生したイモゾウムシを対象に防除区

域を指定し、徹底した防除を実施した結果、根絶を

確認した。

⑶ 国 際 関 係

ア 国際会議

平成16年４月にローマで開催された、第６回

ICPM（植物検疫措置に関する暫定委員会）に出席し

た。この暫定委員会では、「植物検疫輸入規制制度の

ためのガイドライン」及び「規制非検疫有害動植物

のための危険度解析」等が採択され、国際基準とし

て成立した。８月クアラルンプールにて開催された

国際植物防疫条約（IPPC）に基づく国際基準案に係

るアジア太平洋地域作業部会、９月にバンコクにて

開催されたミバエ類に関する病害虫無発生地域及び

システムズアプローチのテクニカルパネル、11月に

ローマにて開催された基準委員会、平成17年２月ビ

クトリアにて開催された第３回国際森林検疫研究グ

ループ会合、３月ビクトリアにて開催された森林梱

包材に係る国際基準のテクニカルパネル、３月ロー

マにて開催された ICPM 第３回紛争解決に関する

補助機関会合、ジュネーブにて開催された第30回（平

成16年６月）、31回（10月）、32回（平成17年３月）

WHO/SPS委員会にそれぞれ出席した。

イ りんご火傷病パネル対応

平成14年６月にWTOパネルが設置されてから、

紛争解決の手続に関する了解（DSU）に従い審議が

進められていたが、平成15年７月15日に米国産りん

ごの火傷病に係る植物検疫措置は、衛生植物検疫措

置の適用に関する協定（SPS協定）に整合していな

いとのパネル報告が公表された。我が国はこの報告

を不服とし上級委員会に申立てを行ったが、平成15

年12月10日にWTO紛争解決機関から、米国産りん

ごの火傷病に係る植物検疫措置を SPS協定に整合

させるよう勧告を受けた。平成16年１月30日には、

我が国は米国との協議でWTO勧告実施の「妥当な

期間」を６月30日までとすることで合意した。これ

を受けて、新たな措置について協議すべく、３月４

日～５日に第１回、５月12日に第２回及び６月15日

に第３回日米技術協議を行ったが、措置について合

意が得られず、６月30日に我が国独自に、10ⅿの境

界帯に囲まれた輸出園地の指定、年１回の園地検査

及び果実の表面殺菌を主とする措置に改正した。こ

れに対し、７月30日に米国は改正措置を不服として

再パネルの設置を要請し、即日設置されるとともに、

155億円相当の対抗措置を申請した。その後、10月28

日に第１回再パネル会合、平成17年１月12日～13日

に再パネル専門家との協議を含む第２回再パネル会

合が、ジュネーブのWTO本部で開催された。

８ リスクコミュニケーションの推進

⑴ リスクコミュニケーション

食品の安全性の確保に関する施策に国民の意見を反

映し、その決定までの過程の公平性および透明性を確

保するため、以下のような取組を行った。

ア 意見交換会の開催

食品安全委員会、厚生労働省と協力しながら、消

費者、生産者、食品事業者等の関係者に正確でわか

りやすい情報を積極的に提供し、関係者間で意見交

換を行うリスクコミュニケーションに取り組んだ。

開催実績（14テーマ98回）

・牛海綿状脳症（BSE）関連 68回

・リスク分析 11回

・農薬 3回

・食品安全 3回

・化学物質 2回

・魚食と健康 2回

・ポジティブリスト制 2回

・薬剤耐性菌

・カドミウム

・水銀

・輸入監視計画

・アクリルアミド

・鳥インフルエンザ

・植物防疫

イ 消費者など関係者との懇談会・意見交換会

ア 「消費者等との定例懇談会」

消費者の視点に立った農林水産行政の展開のた

め、消費者団体との懇談会を２回実施した。

イ 「消費・安全局と消費者団体との懇談会」

消費・安全局設置から１年間の取り組みについ

て、消費者団体との懇談会を開催した。

ウ 地方農政局・農政事務所・沖縄総合事務局におけ

る取り組み

シンポジウムや意見交換会などを主催するととも

に、パネラーや講師の派遣を行った。

ア シンポジウムや意見交換会などの主催

全国計 1,002回

イ パネラーや講師の派遣

全国計 6,245回

エ 日頃からの情報提供

日頃から食の安全と消費者の信頼の確保に関する

情報を提供するため、農林水産省ホームページ上の
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「食の安全と消費者の信頼の確保のための取組」を

通じて、消費・安全局の取組に関する情報を随時掲

載した。

また、農林水産省をはじめ食品安全委員会、厚生

労働省の食の安全と消費者の信頼の確保に関するプ

レスリリースを一覧にしたメールマガジン「食の安

全・安心トピックス」の配信（月曜から金曜まで毎

日配信）を行った。

⑵ 消費者相談等の対応体制の整備等

ア 消費者相談処理体制の整備

消費者相談の窓口として、本省、地方農政局、地

方農政事務所、沖縄総合事務局及び(独)農林水産消

費技術センター等の「消費者の部屋」等の充実を図

るとともに、本省の「消費者の部屋」と地方農政局

の「消費者の部屋」を結ぶ農林水産省相談受付情報

ネットワークシステムの活用により効率的な相談対

応（全国で２万4,273件）を行った。

イ 子ども相談電話における対応等

子どもたちが食や農林水産業等について疑問に思

うことを気軽に相談できるよう、本省の「消費者の

部屋」に設置されている子ども相談電話における対

応（787件）を行うとともに、子どもたちの「消費者

の部屋」への訪問（79校、802名）を積極的に受け入

れた。

ウ 「消費者の部屋」特別展示

本省、地方農政局、地方農政事務所、沖縄総合事

務局及び(独)農林水産消費技術センター等の「消費

者の部屋」等において、各種資料の展示等やテーマ

を定めた「特別展示」により、食料消費、食生活等

についての情報提供、消費者啓発を行った。

９ 危機管理体制の整備

⑴ 食品安全緊急時対応マニュアルの整備

平成15年度に食品安全に係る緊急事態等に対する農

林水産省の対応に共通する事項を定めるものとして、

農林水産省食品安全緊急時対応基本指針を作成・公表

したところであるが、これを受けて、農林水産省の職

員が緊急事態等に迅速かつ適切に対応できるよう、危

害要因ごとに具体的な対応策や連絡体制等を定めた緊

急時対応マニュアルの作成を順次行った。これらの緊

急時対応マニュアルは、主に消費・安全局の職員が活

用する内部マニュアルとして位置付けられ、必要に応

じ随時改訂して、さらに実効性のあるものとすること

としている。

⑵ 食品安全関係府省緊急時対応基本要綱について

食品安全に係る緊急事態等への対応に当たり、国と

して関係府省（内閣府食品安全委員会、厚生労働省、

農林水産省及び環境省）が相互に十分な連絡及び連携

を図りつつ、国民の健康への悪影響の未然防止や抑制

を目的とする、食品安全関係府省緊急時対応基本要綱

の作成に参画し、平成16年４月に公表した。本基本要

綱では、緊急事態等として想定される事案として、

① 被害が大規模又は広域であり、かつ、関係府省

の相互間において対応の調整を要すると考えられ

る事案

② 科学的知見が十分ではない原因により被害が生

じ、又は生じるおそれがある事案

③ ①、②に該当しないが、社会的反響等を勘案し、

緊急の対応が必要と考えられる事案

を挙げるとともに、

緊急事態等への対応の基本的考え方として、

ア 緊急事態等が発生した場合に、政府一体となった

初動体制がとれるよう、平時から相互に緊密な情報

の交換及び連絡を行うための体制を整備しておくこ

と、

イ 緊急事態等を認知した場合には、相互に第一報の

通報を行うとともに、関係府省がそれぞれ個々に定

める緊急時対応に関するマニュアルに基づく体制の

確立、対策の決定等を迅速かつ適切に行なうこと、

ウ 緊急事態等が発生した場合には、関連する情報を

迅速かつ適切に国民に提供することとし、その際、

その内容、時期及び方法等について関係府省相互間

で十分に調整を図ること

等を示した。

第２節 消費者の信頼の確保

１ 食品等の表示・規格

⑴ 食品表示の重要性

食品表示は、生産者と消費者を結ぶ接点であり、昭

和45年の品質表示制度の創設以降、消費者が日々安心

して食品を選択するための情報提供として、重要な役

割を果たしてきた。

平成11年には、急速に商品の多様化が進んでいる状

況を踏まえ、消費者への情報提供を強化する観点から、

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

（昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。）を

改正し、それまで個別の食品毎に品質表示基準の対象

としていたものを、全ての飲食料品を品質表示基準の

対象として、原産地表示などを義務付けた。

また、平成14年には、食品の不正表示が多発したこ
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とを踏まえ、消費者への情報提供及び実効性確保の観

点から、JAS法を改正して公表の迅速化と罰則の大幅

な強化の措置を講じたところである。

⑵ 監視体制の強化

消費者が食品を的確に選択するための十分な情報を

得るためには、食品表示が適正に行われる必要がある。

このため、不正表示を行った事業者に対しては、JAS

法に基づき、立入検査、指示･公表を行うなど厳正な措

置を講じるとともに、地方農政局及び地方農政事務所

等に約2,000名の食品表示の監視を担当する職員を配

置しているところである。

具体的には、これら地方農政局等の職員により、①

日常的な小売店舗の巡回や、②社会的ニーズを踏まえ

て選定した特定の品目（養殖、無農薬等）を対象にし

た調査の中で、表示の根拠の確認を含む徹底的な監

視・指導を行っている。また、食品表示110番や食品表

示ウォッチャー等の消費者等の協力を得た恒常的・日

常的な監視を実施するとともに、DNA分析による品

種判別技術など科学的な検証技術を活用した、食品表

示の真正性の確認を行った。

さらに、アサリの産地偽装の報道等を踏まえ、業者

の仕入れ伝票等の確認や仕入先業者に対する遡及調査

を実施し、表示根拠の確認を徹底して行った。

⑶ わかりやすい食品表示を実現するための取組

消費者の立場に立ったわかりやすい食品表示を実現

する観点から、農林水産省と厚生労働省が連携し、JAS

法に関する調査会と食品衛生法（昭和22年法律第233

号）に関する審議会の共同開催である「食品の表示に

関する共同会議」において食品の表示基準全般につい

ての調査審議を行い、以下のような成果を得た。

ア 畜産物の原産地表示の見直し

平成16年９月に生鮮食品品質表示基準を改正し、

外国から生体で輸入し、国内で３ヵ月以上飼養した

後に、と畜して生産した畜産物が国産となる特例（い

わゆる３ヵ月ルール）の廃止など畜産物の原産地表

示の見直しを行った。

イ 加工食品の原料原産地表示の対象品目の拡大

平成16年９月に加工食品品質表示基準を改正し、

原料原産地表示の対象品目を従来の８品目から、生

鮮食品に近い20食品群へ大幅に拡大した。

⑷ 新しい JAS制度の構築

消費者の食に対する信頼性の更なる確保と社会の変

化に対応した JAS制度の構築と、登録認定機関等のい

わゆる検査・検定機関に対する行政の関与のあり方を

見直した新しい JAS認証制度を検討するため、JAS

制度のあり方検討会を平成15年10月以降９回開催し、

平成16年10月に最終報告を受けた。

この最終報告に基づき、①流通の方法についての基

準を内容とする JAS規格の制定を可能とすること、②

行政の裁量の余地がない形で国により登録された民間

の第三者機関が認証を行う登録認定機関制度へ移行す

ること等を内容とする JAS法改正法案を、平成17年２

月25日に第162回国会に上程したところである。

⑸ その他の取組

このほか、以下のとおり食品の表示・規格制度の充

実・強化を図った。

ア 有機 JAS制度の普及の促進

有機 JAS制度の普及・定着を図るとともに、制度

の信頼性を確保するため、生産者を対象とした講習

会、検査員を対象とした研修会及び消費者を対象と

したシンポジウムを開催した。また、パンフレット

の作成・配布等を行った。

イ 特別栽培農産物新表示ガイドラインの普及の促進

大幅に改正された特別栽培農産物に係る表示ガイ

ドラインが平成16年４月に施行されたことから、新

ガイドラインに基づく生産の方法や表示の方法につ

いて、消費者、流通業者等関係者に普及・定着を図

るため、これら関係者を対象としたシンポジウムの

開催、パンフレットの作成・配布を行った。

ウ 生産情報公表 JAS規格の制定

消費者の食に対する信頼回復を図るため、食品の

生産情報を記録・保管し、消費者に正確に伝えてい

ることを第三者機関（登録認定機関）が認定する「生

産情報公表 JAS規格」を、牛肉（平成15年12月施行）

に引き続き豚肉についても制定し、平成16年７月か

ら施行した。

２ トレーサビリティ･システムの導入･普及

トレーサビリティ・システムは、食品の流通経路情

報を活用して食品を追跡・遡及できる仕組みであり、

食品事故の原因究明や、消費者が求める情報の伝達等

に資する重要な取組である。

このため、以下のとおりトレーサビリティ・システ

ムの導入を推進した。

⑴ 牛 肉

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ことを目的として、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、「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」（平成15年法律第72号）（以

下「法」という。）が平成15年６月に公布された。
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平成15年12月１日に施行された生産・と畜段階の措

置を円滑かつ適切に実施するため、管理者から届け出

られた法の施行の際に現に存する牛（既存牛）につい

て、引き続き、データの確認をするとともに、届出の

不備について管理者への確認を行った。

また、独立行政法人家畜改良センターと地方農政事

務所を結ぶネットワークシステム（ROシステム）を構

築し、管理者等から届け出られた出生や異動等の届出

内容の確認や管理者等に対する指導等を実施するため

に必要なデータの取得を可能とする仕組みを整備し

た。

さらに、制度発足当初であり、全国13万戸の管理者

から３万件超/１日の届出のうち約１割がエラーとな

っている中で、正しい届出の指導の一環として、エラ

ーを解消する対応を行った。

このような中、一部の管理者による耳標の付け替え、

虚偽の異動の届出が確認されたため、法に基づく措置

（告発）を行った。

平成16年12月１日の流通段階の措置の施行に向けて

は、食肉販売業者及び特定料理提供業者の対応をまと

めた冊子及びパンフレットを作成・配付、説明会の開

催（各段階で計500回以上）、電話及び個別訪問により

周知徹底を図るとともに、消費者向けにポスター、パ

ンフレットを作成・配付し周知を図った。

また、牛肉の流通段階において、個体識別番号が適

正に伝達されているか確認するため、DNA鑑定技術

による牛肉の同一性の鑑定を実施することとしている

ことから、すべてのと畜場から照合用サンプルが採取

できるようにするための取り組みを行うとともに、食

肉販売業者等から鑑定用サンプル採取を行い、法施行

後、DNA鑑定を円滑に実施できるよう試験を行った。

さらに、流通段階の措置の施行後については、対応

が不十分な食肉販売業者等への指導を一層強化すると

ともに、DNA鑑定結果を活用した適正な表示等の監

視・指導を行った。

⑵ 牛肉以外の食品全般

牛肉以外の食品全般のトレーサビリティ・システム

については、生産者、食品事業者の自主的な導入の取

組を基本としつつ、食品の種類ごとにその特性や流通

の実態に合ったシステムの開発やシステムを導入する

ための情報関連機器等の整備などに対する支援を行っ

た。また、鶏卵トレーサビリティ導入ガイドライン（平

成16年11月）、貝類（カキとホタテ）のトレーサビリテ

ィシステムガイドライン（平成17年３月）、トレーサビ

リティシステム導入事例集（平成17年３月）及びパン

フレットの作成やセミナーの開催など、消費者・生産

者・食品事業者などの関係者の理解を深めるための取

組を行った。

第３節 食育の推進

食 育 の 推 進

現在の我が国の食生活は、海外からの食料輸入の増

大に加え、食の外部化や生活様式の多様化が進展し、

飽食とも言われるほど豊かなものになっている中で、

脂質の摂り過ぎ等の栄養バランスの偏りや、食料資源

の浪費等の諸問題が顕在化している。

このため、農林水産省においては、健康・栄養面で

は厚生省（当時）、また、子どもたちへの食に関する指

導の面では文部省（当時）と共同して、栄養バランス

の改善や食生活面での無駄・廃棄の減少を含めた10項

目からなる食生活指針を平成12年３月に策定した。さ

らに、この指針の推進につき閣議決定がなされ、関係

府省一体となって取り組むこととされた。

また、平成13年の BSE問題及びその後相次いで生

じた食品の偽装表示問題等を契機に、国民の食に対す

る不信感が生じた。このような背景を受け、国民一人

一人が食について自ら考え、判断する能力を養うため

の「食育」の推進が重要となっている。

このような背景を踏まえ、平成15年度から、これま

で取り組んできた様々な事業を整理・統合し、食育の

推進に向けた一体的な取組を推進している。

更に、農林水産省では、平成15年１月から毎年１月

を「食を考える月間」とし、消費者をはじめ食品産業

関係者、生産者など様々な国民の参加の下に、「食」の

安全・安心や望ましい食生活のあり方などについて改

めて考えるため、「ニッポン食育フェア」、「食を考える

国民フォーラム」等全国的な催しの開催や、地域単位

で「食」を考えるためのイベント等の開催、各種広報

活動など広範な取組を集中的に実施した。

⑴ 食育促進全国活動推進事業

「食を考える国民会議」及び「食と農の応援団」を

中心とした食育推進母体の整備、一般消費者、子ども、

高齢者・障害者など対象特性に応じた普及啓発資材等

の作成・配布、食育の推進に関するシンポジウム（「食

を考える国民フォーラム」）や食育に関する総合展示会

（「ニッポン食育フェア」）の開催、食育の推進にかか

るコンクール等に対する支援を行った。また、多様な

食育の推進方法を開発するため、大学等の研究者を中

心としたプロジェクトチームによる食育の推進方策に

関する実証的な研究活動に対する支援、民間団体が独
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自に行う食育活動に対する支援等を行った。

⑵ 食育実践地域活動支援事業

地域における食育推進ボランティアを育成し、ボラ

ンティアが行う食育推進活動に対する支援や地域の特

性を活かした食育の実践に対する支援を行った。また、

消費者と生産者との地産地消交流会を開催するととも

に、学校給食等において地域産物を活用した食育を促

進するための取組等を行った。

⑶ 「フードガイド（仮称）検討会」の開催

食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとし

て、「何を」「どれだけ」食べたらよいかをわかりやす

くイラストで示した「フードガイド（仮称）」を策定す

ることとし、平成16年12月に、栄養学の専門家、マス

コミ関係者、消費者、食品事業者などから構成される

「フードガイド（仮称）検討会」を設置、平成16年度

に３回開催し、検討を進めた。

第４節 生物多様性を確保する

ための遺伝子組換農作

物等の使用等の規制

「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（略称「カルタヘナ法」）」

が平成15年６月に公布され、平成16年２月19日に施行

されたことに伴い、同法に基づく遺伝子組換え農作物

等の規制措置を講じた。

ア 第一種使用等

遺伝子組換え農作物のほ場での栽培等、「環境中へ

の拡散を防止しないで行う使用等（第一種使用等）」

をしようとする者は、事前に使用規程を定め、かつ、

その使用等による生物多様性影響（野生動植物の種

又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響

等）を評価した生物多様性影響評価書等を添付して

主務大臣（農林水産分野は農林水産大臣及び環境大

臣）に提出し、承認を受けることが義務付けられて

いる。

平成16年度においては、遺伝子組換え農作物28件

について承認を行った。

イ 第二種使用等

施設内における遺伝子組換え実験小動物の繁殖

等、「遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止し

つつ行う使用等（第二種使用等）」をする者は、その

拡散防止措置（設備の要件等、環境中に遺伝子組換

え生物等が拡散することを防止するための措置）に

ついて、「主務省令で定められている場合は当該措置

をとること」及び「主務省令で定められていない場

合は事前に主務大臣（農林水産分野は農林水産大臣）

の確認を受けること」が義務付けられている。

平成16年度においては、遺伝子組換え動物８件、

遺伝子組換え微生物18件について確認を行った。

第５章 消費・安全局 ― 159―




