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51 家畜衛生等総合対策
【５，４７４（５，５９９）百万円】

対策のポイント
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の伝染性疾病等の発生予防・

まん延防止対策、それを支える産業動物獣医師の育成・確保を図ることによ
り、畜産振興及び畜産物の安定供給に寄与します。

＜背景／課題＞
・口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等については、近隣のアジア諸国では最近も継続
的に発生しており、人や物、渡り鳥等を介した我が国への侵入リスクは依然として極
めて高い状況にあることから、引き続き、家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防
止対策を徹底することが重要です。

・また、これらの対策を徹底させるためには、産業動物獣医師の育成・確保を図ること
が必要です。

政策目標
○家畜の伝染性疾病等の発生予防・まん延防止対策を徹底
○産業動物分野に就業する獣医師の確保

＜主な内容＞
１．家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止

４，９７８（５，２２０）百万円
（１）畜産物を輸出する際の相手国からの要求等に応えるため、近年発生が増加してい

る牛白血病を含めた家畜の伝染性疾病の清浄化対策を推進するとともに、野生動物
を対象とした伝染性疾病の監視を行います。

（２）口蹄疫等の発生時に防疫措置が迅速・的確に講じられるよう、家畜伝染病予防法
に基づき、防疫に要する経費の支援、手当金・特別手当金の交付等を行うとともに、
口蹄疫埋却地の原状復旧を支援します。

委託費、補助率：10／10、１／２等
委託先、事業実施主体：都道府県、民間団体等

２．家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止 ２６３（１７１）百万円
人や物を介する口蹄疫等の伝染性疾病の我が国への侵入を防止するため、家畜伝

染病予防法に基づき、入国者に対し質問を行い、必要に応じ携帯品の消毒を行うと
ともに、検疫探知犬を増頭する等、水際での防疫措置の徹底を図ります。

事業実施主体：動物検疫所

３．産業動物獣医師の育成・確保 １４８（１３３）百万円
産業動物獣医師の育成・確保のため、地域の産業動物獣医師を志す獣医学生や獣

医大学への入学者に対する修学資金及び入学金等の貸与、獣医師への職場復帰・再
就職支援等を実施します。

補助率：１／２以内等
事業実施主体：民間団体等

４．水産防疫体制の充実・強化 ８５（７５）百万円
疾病のリスクに応じた防疫対策の強化を図るため、クルマエビ・カキ等の疾病の

国内侵入リスク等を評価し、リスク管理措置を実施するための科学的データを収集
するとともに、診断・予防・まん延防止等に係る技術開発等を行います。

委託費
委託先：民間団体等

お問い合わせ先：
１、２の事業 消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４）
３、４の事業 消費・安全局畜水産安全管理課 （０３－６７４４－２１０３）

［平成27年度予算の概要］
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家畜伝染病予防費負担金（継続）
【２，３０８（２，３０８）百万円】

対策のポイント
家畜伝染病予防法に基づき、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の

伝染性疾病の発生予防及びまん延防止を図ります。

＜背景／課題＞

・家畜伝染病予防法に基づき、都道府県は、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家

畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のための措置を講ずることとされていま

す。

・平成22年に宮崎県で発生した292例の口蹄疫、同年９県24例で発生するとともに、４

年ぶりに平成26年４月、熊本県で発生した高病原性鳥インフルエンザについては、家

畜伝染病予防法に基づいて実施したまん延防止措置により、国内の清浄化を達成する

ことができました。

・しかしながら、依然として、近隣のアジア諸国を含めた世界各地で、口蹄疫、高病原

性鳥インフルエンザ、豚コレラ等の国際的に家畜の生産に大きな被害を及ぼしている

家畜の伝染性疾病が発生しており、これらの疾病の病原体が我が国に侵入することが

危惧されています。

・このため、引き続き、家畜伝染病予防法及びこれに基づく特定家畜伝染病防疫指針等

に即した防疫体制を維持する必要があります。

政策目標
安全な畜産物の安定的な供給に資する主要な家畜の伝染性疾病の発生予防及び

まん延防止

＜内容＞

１．事業内容

家畜伝染病予防法の規定により、都道府県が行う

① 検査等に必要な資材費、薬品費

② 消毒ポイントの運営など消毒に要した経費

③ 家畜の伝染性疾病のまん延防止のため行う家畜等の焼埋却に要した経費

④ 移動制限等による農場の売上げの減少額等に相当する額

等の全部又は一部について国が負担します。

また、口蹄疫埋却地の原状復旧を支援します。

２．事業実施主体 都道府県

３．負担率 10／10、１／２（法律補助）

４．事業実施期間 昭和19年度～

[お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）]

［平成27年度予算の概要］
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患畜処理手当等交付金（継続）
【９２３（９２３）百万円】

対策のポイント
家畜伝染病予防法に基づき、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜の

伝染性疾病のまん延防止を図ります。

＜背景／課題＞

・家畜伝染病予防法に基づき、都道府県は、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の

家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のための措置を講ずることとされてい

ます。

・平成22年に宮崎県で発生した292例の口蹄疫、同年９県24例で発生するとともに、４

年ぶりに平成26年４月、熊本県で発生した高病原性鳥インフルエンザについては、

家畜伝染病予防法に基づいて実施したまん延防止措置により、国内の清浄化を達成

することができました。

・しかしながら、依然として、近隣のアジア諸国を含めた世界各地で、口蹄疫、高病

原性鳥インフルエンザ、豚コレラ等の国際的に家畜の生産に大きな被害を及ぼして

いる家畜の伝染性疾病が発生しており、これらの疾病の病原体が我が国に侵入する

ことが危惧されています。

・このため、引き続き、家畜伝染病予防法及びこれに基づく特定家畜伝染病防疫指針

等に即した防疫体制を維持する必要があります。

政策目標
安全な畜産物の安定的な供給に資する主要な家畜の伝染性疾病のまん延防止

＜内容＞

１．事業内容

家畜伝染病予防法の規定により、と殺された家畜に対する手当金やその死体の焼却等

に要した費用の全部又は一部を家畜等の所有者に交付します。

また、口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等については、通常の手当金と併

せて特別手当金を交付し、評価額全額を交付するとともに、予防的に殺処分された家畜

に対して支払われる補償金などを交付します。

２．交付先 家畜等の所有者

３．交付率 10／10、１／２（法律補助）

４．事業実施期間 昭和１９年度～

[お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）]

［平成27年度予算の概要］
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死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費（継続）
【９４２（１，１８６）百万円】

対策のポイント

我が国のＢＳＥ対策の監視を維持し、消費者や生産者の信頼を回復するため、

死亡牛のＢＳＥ検査を円滑に進めます。

＜背景／課題＞

・死亡牛のＢＳＥ検査は、ＢＳＥの浸潤状況を把握し、飼料規制などのＢＳＥ対策が有効

に機能しているか確認するために行われるものです。

・我が国は、これまでの死亡牛のＢＳＥ検査実績の評価を踏まえ、国際獣疫事務局（ＯＩ

Ｅ）総会において、平成25年５月に「無視できるＢＳＥリスクの国」として認定された

ところです。

・平成27年度より死亡牛のＢＳＥ検査対象月齢を24か月齢以上から48か月齢以上に引き上

げる予定であり、今後も引き続きＢＳＥ検査を実施しＢＳＥ対策の有効性を確認すると

ともに、同病の有病率を把握するためにも、国内の監視を継続する必要があります。

政策目標

死亡牛ＢＳＥ検査の適切な実施によるＢＳＥ対策の有効性の確認

＜内容＞

１．事業内容

（１）死亡牛のＢＳＥ検査に対する助成

死亡牛のＢＳＥ検査を円滑かつ的確に実施するため、ＢＳＥ検査に対して助成を

行います。

（２）死亡牛の運搬、処理等に対する助成

死亡牛ＢＳＥ検査を確実に実施するため、同検査の対象となる死亡牛の運搬、処

理等に対して助成を行います。

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１７年度～２７年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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家畜生産農場清浄化支援対策事業費（継続）
【７１５（７２８）百万円】

対策のポイント
生産農場における飼養衛生管理の向上や家畜の伝染性疾病の清浄化・発生

予防に向け、農場指導、検査、ワクチン接種やとう汰等の取組を推進します。

＜背景／課題＞
・家畜の伝染性疾病の清浄化には地域一体となった取組が重要であり、地域の状況等に
応じて、生産者自らが疾病の清浄化対策を進めていくことが必要です。

・予防法や治療法がない伝染性疾病（牛のヨーネ病、豚のオーエスキー病）について、
清浄化を図るため、発生農場等における重点的な検査や感染家畜の自主とう汰等を推
進することが必要です。

・さらに、牛白血病についても、予防法や治療法がなく、また、感染した家畜が顕著な
臨床症状を呈さないまま感染を拡大させることから、近年、発生頭数が増加するなど
問題となっています。このため、発生農場等における重点的な検査等を通じて感染拡
大防止及び清浄化を図ることが急務です。

・平成23年４月の家畜伝染病予防法の改正により、生産者が遵守すべき飼養衛生管理基
準が強化されたことから、同基準に基づく管理を早期に徹底するため、生産者による
飼養衛生管理の向上に対する取組を支援することが必要です。

政策目標
○家畜の伝染性疾病の感染拡大防止・清浄化の推進
○オーエスキー病を国内清浄化
○吸血昆虫が媒介する流行性疾病の発生予防
○生産者による飼養衛生管理の向上

＜内容＞
１．事業内容
（１）疾病清浄化支援対策
① ヨーネ病対策

牛のヨーネ病の清浄化を推進するため、移動予定牛や発生農場等の重点的な検
査及び検査で陽性となった牛のとう汰を支援します。

② オーエスキー病対策
豚のオーエスキー病の清浄化を推進するため、組織的なワクチン接種、感染豚

のとう汰、抗体検査等を支援します。
③ 牛白血病対策

牛白血病の感染拡大を防止するため、発生農場での重点的な検査や共同放牧場
での検査及び吸血昆虫の駆除対策等を支援します。

（２）農場飼養衛生管理強化・疾病流行防止支援対策
生産者による飼養衛生管理の向上のため、自主的に民間獣医師等による衛生指

導を受けるための取組、吸血昆虫が媒介するアカバネ病の予防のための組織的な
ワクチン接種の取組を支援します。

（３）豚コレラ防疫支援対策
国内での豚コレラの発生に備え、緊急接種用の豚コレラワクチンの備蓄等を支

援します。

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１７年度～２７年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）]

［平成27年度予算の概要］
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農場生産衛生強化推進事業費（継続）

【１１（１４）百万円】

対策のポイント

ＨＡＣＣＰの考え方を採り入れた家畜の飼養衛生管理（農場ＨＡＣＣＰ）

への取組を強化することにより、我が国の畜産物の安全性の一層の向上と消

費者の信頼を確保し、輸入品との差別化を図ります。

＜背景／課題＞

・畜産物の安全性を向上させるため、生産農場における衛生管理に、危害要因分析・必須

管理点（ＨＡＣＣＰ）の考え方を採り入れ、家畜の飼養者自らがハザードや管理点を設

定し、記録し、生産農場段階での危害要因をコントロールする飼養衛生管理（農場ＨＡ

ＣＣＰ）の取組を推進してきたところです。

・農場ＨＡＣＣＰを定着させるためには、農場ＨＡＣＣＰの導入や認証取得を促進する農

場指導員を増強することが重要です。

政策目標

平成30年度までに農場ＨＡＣＣＰに取り組む農場及び認証農場を更に拡大

（取組農場：約10,000戸、認証農場：約500戸）

＜内容＞

１．事業内容

農場指導員の養成

農場ＨＡＣＣＰの導入や認証取得を促進する農場指導員を増強するため、養成カリ

キュラムの検討・充実や養成研修を実施します。

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１９年度～３０年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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家畜疾病診断精度管理向上事業委託費（新規）

【２０（－）百万円】

対策のポイント

各都道府県が家畜保健衛生所の精度管理体制を構築するため、内部精度管

理のガイドライン等を作成するとともに、外部精度管理の手法を確立します。

＜背景／課題＞

・高病原性鳥インフルエンザ等の重要な疾病を早期に摘発するため、各都道府県の家畜

保健衛生所において精度の高い検査を行うことは、我が国における家畜の伝染性疾病

の清浄性維持の観点のみならず、我が国の家畜疾病の診断体制に対する輸出先国の信

頼を確保する観点からも必要です。

・各家畜保健衛生所において迅速かつ正確な検査を行うためには、組織的に系統だった

精度管理の実施により検査技術や検査結果への信頼性の向上を図ることが重要です。

政策目標

平成29年度までに、病性鑑定機能を有する家畜保健衛生所等（全国50か所）

に精度管理体制のモデルを構築

＜内容＞

１．事業内容

（１）内部精度管理に関するガイドライン等の作成

家畜保健衛生所等が実施する家畜疾病検査の内部精度管理に関するガイドライ

ンや、家畜保健衛生所等が活用する標準手順書の雛形を作成します。

（２）外部精度管理の手法確立

家畜保健衛生所等が受検する外部精度管理に係る調査実施方法、評価方法等を

確立し、調査実施要領を策定します。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成２７年度～２９年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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戦略的監視・診断体制整備推進事業委託費（拡充）
【５９（６０）百万円】

対策のポイント
国家防疫上重要な家畜の伝染性疾病の監視・早期診断体制を整備します。

＜背景／課題＞

・家畜の伝染性疾病の発生・まん延を防止するためには、家畜群への伝染性疾病の侵入

を監視するとともに、家畜群に伝染性疾病が侵入した場合に早期に摘発できる検査体

制を整備することが重要です。

・また、国家防疫上重要である疾病の診断に用いる試薬等であって、製造業者により製

造・販売が十分に行われないものについて、国が製造・配布を行って検査体制を整備

することが不可欠です。

・家畜群への伝染性疾病の侵入の監視においては、家畜のみならず、野生動物での伝染

性疾病の発生状況を日常的に監視することが必要です。

政策目標
○家畜保健衛生所に高病原性鳥インフルエンザ検出用のリアルタイムＰＣＲ

用試薬並びにゲル内沈降反応用抗原及び指示血清を配布（52ヶ所）
○診断薬が製造・販売されていない疾病の検査に必要となる、診断用免疫血

清の製造・微生物株の収集の実施

○野生動物を対象とした家畜の伝染性疾病の監視体制を整備

＜内容＞

１．事業内容

（１）家畜伝染病早期診断体制整備事業（拡充）
① 鳥インフルエンザ診断用試薬の製造・配布

高病原性鳥インフルエンザの迅速な診断をするために必要なリアルタイムＰＣ

Ｒ検査用試薬を製造・配布します。また、早期発見のためのモニタリング検査に

不可欠な診断薬（ゲル内沈降反応用抗原及び指示血清）を製造・配布します。

② 診断用免疫血清の製造・微生物株の収集

牛伝染性鼻気管炎等の診断に当たり、検査手法である蛍光抗体法等に必要な診

断用免疫血清を製造します。ＰＥＤ（豚流行性下痢）ウイルス等、近年、国内で

新たに分離された病原体等を収集し、将来の診断に備えて性状解析を行うととも

に、保管します。

（２）野生動物監視体制整備事業
有害鳥獣として捕獲された野生動物等から検査材料を採取し、家畜の伝染性疾

病の感染状況を検査するとともに、得られた結果から、野生動物での疾病の発生

状況を評価します。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成２６年度～２９年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］

8



動物検疫所の検疫事業費（拡充）
【８９４（８２２）百万円】

対策のポイント
海外からの家畜の伝染性疾病及び人畜共通感染症の侵入を防止するととも

に、農畜産物の輸出促進に貢献すべく、動物検疫体制の充実強化を図ります。

＜背景／課題＞

・近隣アジア諸国をはじめ、海外では口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染

病の発生が相次いでいるほか、狂犬病等の人獣共通感染症が流行しています。

・一方、国際物流の進展、訪日旅行者の拡大等により、国内各地における海外との人や

物の動きが一層活発化しており、家畜伝染病の我が国への侵入が危惧されているとと

もに、観光立国の推進及び農畜産物の輸出促進の観点から、人と物の流れを阻害しな

い効率的かつ効果的な検疫対応が従来以上に求められています。

・このため、動物検疫所においては、新たな検疫探知犬の導入、靴底消毒の徹底等によ

り、水際対策の充実強化を図りつつ、動物及び畜産物の輸出入手続の円滑化に努める

こととしています。

政策目標
○家畜等の伝染性疾病の侵入防止の徹底

○増加する輸出畜産物に対応した検疫体制の構築

＜主な内容＞

１．家畜等の伝染性疾病の検疫体制の強化

輸出入検疫の体制整備の基盤として、検査機材の導入及び試薬の配備等により引

き続き家畜の伝染性疾病及び水産動物疾病の検疫体制を強化します。

２．検疫探知犬を活用した旅客の携帯品等の検査強化

観光立国の実現に向けた訪日旅行者の増加に対応するため、検疫探知犬を羽田空

港及び関西空港に２頭ずつ増頭・更新するとともに、家畜防疫官を検疫探知犬のハ

ンドラーとして育成し、検疫探知犬を活用した旅客の携帯品等の検査体制を強化

します。

３．効率的かつ的確な輸出検査体制の構築

輸出入・港湾関連情報処理システム(ＮＡＣＣＳ)を改変し、我が国からの輸出検

査証明書を電子的に発行するシステムを構築することで、輸出時の利便性を向上さ

せます。また、輸出畜産物の検査対応を円滑かつ的確に行うため、畜産物及びその

加工品の生産施設の現地調査等を行い、効率的かつ的確な輸出検査体制を構築しま

す。

＜事業実施主体＞ 動物検疫所

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９５）］

［平成27年度予算の概要］
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52 食の安全に係るリスク管理等の総合的な推進
【８７５（９４８）百万円】

（平成26年度補正予算 １８５百万円）

対策のポイント
食の安全に係るリスク管理等を総合的に推進するため、①有害化学物質・

微生物の汚染実態調査、②生産資材の調査・試験や分析・試験方法の開発等
を実施します。

＜背景／課題＞
・食品の安全性を向上させるためには、生産から消費にわたって、科学的根拠に基づき

リスク管理を行っていくことが重要です。
・このため、有害化学物質・微生物による汚染実態を基に安全性向上対策を策定するこ
とや、生産資材（農薬や肥料、飼料・飼料添加物、動物用医薬品）の調査や試験等を
基に使用基準や残留基準値等の設定・見直し等を行っていくことが必要です。

政策目標
国産農畜水産物の安全性を向上させるため、①特定の有害化学物質・有害

微生物の摂取量が許容範囲を超えないように抑制、②生産資材の使用基準や
残留基準値等の設定・見直し等を実施

＜主な内容＞

１．有害化学物質・微生物リスク管理基礎調査事業 ２４４（２７４）百万円
食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある有害化学物質・有害微生物

について汚染実態を調査し、必要に応じて、安全性向上対策を検討します。
委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

２．食の生産資材安全確保総合対策事業 ６３１（６７４）百万円
（平成26年度補正予算 １８５百万円）

生産資材の使用基準や残留基準値等の設定・見直し等を行うための調査・試験や
分析・試験方法の開発等を実施します。
また、遺伝子組換え等の新技術を応用したワクチンの実用化に必要な安全性、有

効性を確認する試験等を行います。
さらに、ＰＥＤ（豚流行性下痢）のワクチン等必要な製剤を選定し、需要量急増

に備えた保管を支援します。
委託費、補助率：定額

委託先、事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 消費・安全局消費・安全政策課 （０３－３５０２－８７３１）
２の事業のうち
農薬・肥料 消費・安全局農産安全管理課 （０３－３５９１－６５８５）
飼料・動物用医薬品 消費･安全局畜水産安全管理課 （０３－６７４４－２１０３）
ワクチン選定・保管等 消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－５９９４）

［平成27年度予算の概要］
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動物用ワクチン等保管事業（新規）

【３２（－）百万円】

対策のポイント

豚流行性下痢のワクチン等について、需要急増時に備えた保管を支援します。

＜背景／課題＞

・家畜の伝染性疾病が流行し、ワクチン等の需要が急増した場合に、ワクチン等製造メ

ーカーによるワクチン等の供給が円滑に行われなければ、当該疾病が急速にまん延し、

畜産物の安定供給に支障を生じる懸念があります。

・このような事態を未然に回避するため、製造メーカーが平常時に販売が見込まれる数

量以上の一定量のワクチン等を保管し、緊急時に必要なワクチン等を安定的に供給す

る体制が必要です。

政策目標

国が選定する動物用ワクチン等の保管支援及び緊急時における安定供給の

推進

＜内容＞

１．事業内容

（１）ワクチン等の保管に際して生じる金利、保管経費等を支援します。

（２）ワクチン等の保管に必要な冷蔵装置の整備費用を支援します。

２．事業実施主体 民間団体

３．補助率 定額

４．事業実施期間 平成２７年度～３１年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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緊急時ワクチン等流通体制構築委託事業（新規）

【６（－）百万円】

対策のポイント

「動物用ワクチン等保管事業」の保管対象ワクチン等の選定及び保管量を算定す

るとともに、緊急時における当該ワクチン等の流通体制を構築します。

＜背景／課題＞

・「動物用ワクチン等保管事業」を実施するためには、ワクチン等の流通在庫の調査、

緊急時におけるワクチン等の需要量予測等に基づき、保管対象ワクチン等の選定及び

適切な保管量の算定が必要です。

・また、緊急時における保管対象ワクチン等の効率的な利用のため、保管対象ワクチン

等の流通体制の構築が必要です。

政策目標

○「動物用ワクチン等保管事業」の保管対象ワクチン等の選定及び適切な保

管量の算定

○需要急増時に備えた動物用ワクチン等の流通体制の構築

＜内容＞

１．事業内容

（１）国内のワクチン等の流通調査・分析及び保管対象ワクチン等の選定・保管量の算

定をします。

（２）ワクチン等の緊急時流通データベースの構築及びワクチン等の緊急時流通調整マ

ニュアルの整備をします。

２．委託先 民間団体

３．事業実施期間 平成２７年度～３１年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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国（農林水産省） 

・ワクチン等の選定・保管量の算定 
・緊急時の対応準備（マニュアルの整備） 
・情報収集 等 

連携・情報共有 

緊急時に 

備えた 
保管等 
の指示 

疾病流行時      

需要急増時のワクチン等 
の円滑な流通 

家畜診療所等      

需要量の 
報告等 

通常の流通・
消費 

緊急時における 

ワクチン等の増産
量算定の指示 

 報告 
・保管ワクチン等の選定結果 
・緊急時の流通量予測  
・緊急時における増産量 等 

畜産農家      

動物用ワクチン等の安定供給の仕組み 

都道府県の協力 

緊急時における 

ワクチン等 

の増産の指示 

緊急時に備えた

保管ワクチン等

の選定等の指示 

平時の流れ 

緊急時の流れ 

○緊急時ワクチン等流通体制構築事業 

動物用ワクチン製造業者 

２ 動物用ワクチン等保管事業 

動物用ワクチン等の安定供給協議会（仮） 
（関係団体、動物用医薬品製造販売業者等） 

増産分 

 
 

疾病流行 

1月 2月 5月 3月 4月 6月 

需要量 平時の 
需要量 

流動保管のイメージ 

平時の 
販売用 

 

7月 9月 8月 

流動 
保管用 
在庫 

流動 
保管用 
在庫 

流動 
保管用 
在庫 

 
 

流動 
保管用 
在庫 流動 

保管用 
在庫 

緊急時の 
需要量 

増産分 

増産 

流動保管：製造毎に保管在庫を 
       新規製造と入替え、 
       古いものから出荷する。 

保管事業対象 

・緊急時のワクチン等の保管 

１ 動物用ワクチン緊急時増産体制整備事業 
・緊急時におけるワクチンの増産に必要な機器（真空凍結乾燥
機）の整備 
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消費・安全対策交付金（ソフト）における
家畜衛生の推進（拡充）

【消費・安全対策交付金２，０６２（２，０４８）百万円の内数】

対策のポイント
地域の自主性を活かし、家畜衛生に関する監視・危機管理体制の整備や生
産性を阻害する慢性疾病等の被害低減対策等の取組を進めます。

＜背景／課題＞
・畜産物の安全性向上のみならず、畜産農家の所得増加・経営安定を達成するためには、
家畜の伝染性疾病による損失の防止が不可欠であり、地域において積極的に事前対応
型の防疫体制を構築することが重要です。

・特に、喫緊の課題として、家畜保健衛生所が行う家畜の伝染性疾病の検査技術や検査
結果への信頼性の向上を図るための精度管理への取組、平成26年に全国的に流行した
ＰＥＤ（豚流行性下痢）の発生・拡大防止のための消毒の徹底、都道府県のみならず、
自衛防疫団体や農協等地域の団体自らが行う農場HACCPに係る取組を推進する必要が
あります。

政策目標
家畜伝染病が発生した場合において、まん延防止措置を適切にできていな

いためまん延させてしまった事例の件数を０件とすること

＜内容＞
１．事業内容
（１）監視体制の整備

家畜の伝染性疾病の発生状況等家畜衛生関連情報の収集、動物由来感染症等の
モニタリングの実施・検査体制の整備、飼養衛生管理基準の農家への普及や特定
家畜伝染病防疫指針に基づく農家に対する指導等を実施するとともに、検査機器
の点検等、疾病検査の精度管理の実施に当たり必要となる取組を推進します。

（２）危機管理体制の整備
防疫演習の実施、レンダリング等の活用のためのと殺家畜の輸送体制の構築、

都道府県や大学等の広域的な連携の推進等による病性鑑定ネットワーク体制の構
築等、家畜の伝染性疾病の発生時に損失を低減するための取組を推進します。

（３）家畜衛生対策による生産性向上の推進
地域で問題となっている生産性を阻害する慢性疾病について、発生状況の調査、

検査体制の整備、農家に対する管理指導研修、経済的損失の試算による分析、そ
の他行政、生産者、獣医師等の関係者が一体となった衛生対策の仕組みづくり等
疾病による損失防止の取組を推進します。

（４）畜産物の安全性向上
畜産物の安全性向上を図るため、都道府県や地域の関係団体が実施する、生産

段階におけるＨＡＣＣＰの考え方を採り入れた飼養衛生管理の普及・定着等によ
る畜産物の高付加価値化の取組を推進します。

（５）農場バイオセキュリティの向上
地域一体となった、ねずみ等の野生動物の侵入防止・駆除や防鳥ネット、消毒

用機器等の資材の整備等、農場のバイオセキュリティを向上させ、疾病の侵入防
止強化による経営安定の取組を推進します。
また、ＰＥＤの発生状況等を踏まえて都道府県が指定するＰＥＤ特別防疫対策

地域において、ＰＥＤの発生・拡大防止のために実施される地域の緊急消毒の取
組を推進します。

２．事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

３．交付率 ９／10以内､１／２以内､１／３以内

４．事業実施期間 平成１７年度～３１年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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消費・安全対策交付金（ハード）における

家畜衛生の推進（拡充）
【消費・安全対策交付金２，０６２（２，０４８）百万円の内数】

対策のポイント
地域の自主性を活かし、家畜保健衛生所が適切な病性鑑定を実施するため

に必要な施設整備や、地域における疾病のまん延を防止するために必要な施

設整備の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・畜産物の安全性向上のみならず、畜産農家の所得増加・経営安定を達成するためには、

家畜の伝染性疾病による損失・損耗の防止が不可欠であり、地域において積極的に事

前対応型の防疫体制を構築することが重要です。

・このため、病原体の管理・処理を適切に行うために必要な高度なバイオセキュリティ

を完備した迅速・的確な病性鑑定を実施するための施設を整備することにより、都道

府県における家畜防疫の実施機関である家畜保健衛生所の機能を向上させることが必

要です。

・また、地域における疾病のまん延を防止するため、多数の畜産関係車両が出入りする

と畜場・食鳥処理場、家畜市場等の出入口における徹底した消毒が必要です。

政策目標
家畜伝染病が発生した場合において、まん延防止措置を適切にできていな

いためまん延させてしまった事例の件数を０件とすること

＜内容＞

１．事業内容

（１）高度バイオセキュリティ対応施設の整備

家畜の伝染性疾病の発生時に迅速かつ安全に病性鑑定を実施するため、高度な

バイオセキュリティを完備した、採材、検査、病性鑑定畜の保管、感染性廃棄物

処理等のための関連施設を整備します。

（２）地域における車両消毒施設の整備

地域における疾病のまん延を防止するため、多数の畜産関係車両が出入りする

と畜場・食鳥処理場、家畜市場等の出入口において、車両消毒施設を整備します。

２．事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

３．交付率 １／２以内

４．事業実施期間 平成１７年度～３１年度

［お問い合わせ先：消費・安全局動物衛生課 （０３－３５０２－８２９２）］

［平成27年度予算の概要］
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