
 

家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が 

指定する施設の指定要領 

 

令和３年７月 12 日付け３動検第 396 号 

 

 家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35号。以下｢施行規則｣という。）第

46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施設の指定手続については、「家畜伝染病予

防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施設について」（３消安第

1941 号消費・安全局長通知。以下｢局長通知｣という。）に基づき、以下のとおりとする。 

 

１ 定義 

（１）試験研究用指定検疫物：試験研究の用のうち薬物検査、化学分析又は精度管理のた

めに用いられる施行規則第 45 条第１項第２号から第７号までの物 

（２）指定施設：施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施設 

（３）管理区域：試験研究用指定検疫物を取り扱う区域（検査室等を含む。） 

（４）検査室等：試験研究用指定検疫物を取り扱う検査室、分析室、保管庫を有する室 

（５）申請者：施設を管理する者であって指定を受けようとする者（例：法人の場合にあ

っては代表取締役社長或いは業務部門長。大学等教育機関にあっては学長、学部長或

いは大学院長。研究所にあっては所長。） 

（６）取扱責任者：指定施設において試験研究用指定検疫物を用いた試験研究の責任者 

（７）輸入者：試験研究用指定検疫物を輸入しようとする者 

 

２ 指定の手続 

（１）申請書の提出 

申請者は、法令、局長通知及び本要領の内容を十分に把握した上で、原則として輸 

 入予定のおおむね２か月前までに申請手続を開始する。 

申請者は、「家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定

する施設の指定申請書」（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に必要事項を記

載の上、次のアからキまでの関係書類を添えて動物検疫所（神奈川県横浜市磯子区原

町 11－１）に提出する。また、家畜防疫官は指定に際し、必要と判断するその他の資

料の提出を申請者に求めることができる。 

なお、イからキまでの関係書類は、施設及び管理区域が、家畜伝染病病原体の所持

の許可又は届出伝染病等病原体の所持の届出を行っており、かつ、これらの病原体を

取り扱う施設（管理区域、検査室等）である場合、これらの所持に係る許可書の写し

又は所持の届出書の写しに代えることができる。また、施設及び管理区域が、「家畜

伝染病予防法第 36 条第１項ただし書きに基づく病原体等の輸入許可手続き実施要領」

（平成 21 年２月 23 日付け 20 動検第 1067 号。以下「病原体等の輸入許可実施要領」

という。）に基づく現地調査が行われた管理場所で、かつ、２（１）の申請書時に農



林水産大臣の許可を得て輸入された病原体を継続的に所持している場合、これらの輸

入許可証明書の写しに代えることができる。 

ア 試験研究の概要 

（ア） 試験研究の目的 

（イ） 試験研究用指定検疫物の使用方法、試験研究の具体的計画 

イ 管理区域の図面及び周辺地図 

ウ 検査室等の設備の配置（安全キャビネット、滅菌器及び保管庫を含む。） 

エ 試験研究用指定検疫物の保管、管理、使用、滅菌等に係る手順 

オ 試験研究用指定検疫物の受入れに係る以下を記載する帳簿（１年ごとに閉鎖し、

閉鎖後１年間保管する。） 

（ア）種類、数量、受入年月日及び受入れした者の氏名 

（イ）保管の方法及び場所 

（ウ）使用年月日及び使用した者の氏名 

（エ）滅菌等の方法、処理年月日及び滅菌した者の氏名 

（オ）施設の点検方法、実施年月日及び点検をした者の氏名  

カ 災害時（試験研究用指定検疫物の盗取、所在不明等の事故、火災等の災害、電気、

水道、ガスの停止、施設内における暴露等）の対応体制及び手順 

キ その他参考となる資料 

（２）書類審査 

   動物検疫所長は、申請書を受理したときは、家畜防疫官に対し局長通知に定められ

た要件の具備状況について提出書類により確認させる。 

（３）現地調査 

動物検疫所長は、指定に先立ち、家畜防疫官に指定施設の現地調査を行わせる。 

なお、以下に該当する施設であって設備等に変更がないことが書面により確認でき

る場合、現地調査を省略することができる。 

ア 過去３年以内に本要領に基づく現地調査が行われた施設 

イ ２（１）に基づき家畜伝染病病原体所持許可書の写し又は届出伝染病等病原体の

所持の届出書の写しを提出した施設 

ウ 施設及び管理区域が、病原体等の輸入許可実施要領に基づく現地調査が行われた

管理場所で、かつ、２（１）の申請日に、農林水産大臣の許可を得て輸入された病

原体を継続的に所持している施設 

 

３ 施設の指定 

（１）指令書の交付 

動物検疫所長は、２（２）及び（３）の結果、指定施設として指定して差し支えな

いと認めたときは、申請者に指令書を交付する。 

（２）指定期間 

   指定期間は、１年以内とする。また、３（４）により継続指定する場合は、その指



定を７月１日付けで行う。 

（３）変更手続 

   申請者は、指定に係る申請内容に変更が生じるときは、あらかじめ「家畜伝染病予

防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施設の指定に係る変更

届出書」（別記様式第２号）に変更内容を記載し、変更に係る関係書類を添えて動物

検疫所に提出する。 

動物検疫所長は、変更届出書を受理したときは、必要に応じて家畜防疫官に現地調

査を行わせる。また、変更内容の承認に際して、指令書の内容を変更する必要がある

場合は、先に交付した指令書を返納させ、新たに指令書を交付する。 

（４）指定施設の継続指定 

指定終了後、同一種類の試験研究用指定検疫物を継続して受け入れる場合の指定

継続手続は、２に準ずる。ただし、継続指定の申請に当たっては、申請者は指定期間

終了の 40 日前までに「家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産

大臣が指定する施設の指定申請書〈継続〉」（別記様式第３号）により申請する。この

際、申請事項に変更がない場合には、関係書類の添付を省略することができる。なお、

継続指定を行わない場合には、申請者は指定期間が終了するまでに、所持する試験研

究用指定検疫物を全て滅菌する等の必要な防疫措置を講じ、速やかに動物検疫所長に

報告する。 

 

４ 試験研究用指定検疫物の管理と管理状況の報告 

（１）申請者は、指定に係る申請内容、局長通知及び本要領を遵守して試験研究用指定検

疫物を管理すること。 

（２）申請者は、試験研究用指定検疫物を分与してはならない。 

（３）試験研究用指定検疫物を指定施設で使用する者は、管理区域内においてのみ使用

し、試験研究用指定検疫物により汚染し、又は汚染した疑いのある物及び不要となっ

た試験研究用指定検疫物に、滅菌等の必要な防疫措置を講じること。 

（４）申請者は、毎年６月末日までに試験研究用指定検疫物の管理状況について、「家畜

伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施設で取り扱

う試験研究用指定検疫物の管理状況について（報告）」（別記様式第４号）の提出に

より動物検疫所長に報告すること。 

 

５ 立入調査 

  指定期間中、家畜防疫官は必要に応じて抜き打ちで指定施設に立ち入り、試験研究用

指定検疫物の保管状況等について確認を行うことができるものとし、申請者はこれに

協力すること。 

 

６ 指定取消し等 

動物検疫所長は、指定施設が次の各項のいずれかに該当し、指定施設として不適当で



あると認めた場合には、改善指導、改善完了までの間の試験研究用指定検疫物の受入

れ停止の指示及び指定取消しの措置を講じることができる。なお、指定を取り消す場

合は、先に交付した指令書を返納させる。 

（１）災害、事故等により指定施設が施設の基準を満たさなくなった場合 

（２）指定施設の管理者及び取扱責任者並びにその関係者が、指示事項の遵守を怠り、指

定を続けることが難しくなった場合 

（３）その他の事由により、試験研究用指定検疫物の受入れに支障があると認められる場 

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第１号） 

 年  月  日   

 

 農林水産大臣 殿 

 

 申請者                

住所               

                       氏名 

                       連絡先 

 

家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施 

設の指定申請書 

 

 家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35号）第 46 条第１項第３号の規定

による農林水産大臣の指定を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 施設 

（１）名称 

（２）住所 

（３）取扱責任者 

ア 所属 

イ 氏名 

ウ 連絡先 

 

２ 試験研究用指定検疫物 

（１）種類 

（２）仕出国 

（３）用途     □ 薬物検査  □ 化学分析  □ 精度管理 

（４）輸入予定時期及び輸送形態 

（５）予定数量 

 

３ 添付資料 

 



（別記様式第２号） 

 年  月  日    

 

 農林水産大臣 殿 

 

   申請者                

住所               

                       氏名 

                       連絡先 

 

家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施 

設の指定に係る変更届出書 

 

下記１のとおり指定を受けた施設について、申請内容に変更が生じたので、関係書類を

添えて届け出ます。 

 

記 

 

１ 指令番号 

 

２ 変更事項 

 （指定施設申請書のうち該当する項目を記載する） 

変更前 ： 

変更後 ： 

 

３ 変更事由 

（変更となった理由を具体的に記載する） 

 

４ 変更開始時期 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第３号） 

 年  月  日    

 

 農林水産大臣 殿 

 

                      申請者                

住所               

                       氏名 

                       連絡先 

 

家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施 

設の指定申請書〈継続〉 

 

家畜伝染病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35 号）第 46 条第１項第３号の規定

による農林水産大臣の指定を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 施設 

（１）名称 

（２）住所 

（３）取扱責任者 

ア 所属 

イ 氏名 

ウ 連絡先 

 

２ 試験研究用指定検疫物 

（１）種類 

（２）仕出国 

（３）用途     □ 薬物検査  □ 化学分析  □ 精度管理  

（４）輸入予定時期及び輸入予定空海港 

（５）予定数量 

（６）現在の指令番号及び指定期間 

 

３ 添付資料 



（別記様式第４号） 

 年  月  日    

 

 動物検疫所長 殿 

 

                     申請者                

住所               

                       氏名 

                       連絡先 

 

家畜伝染病予防法施行規則第 46 条第１項第３号の農林水産大臣が指定する施 

設で取り扱う試験研究用指定検疫物の管理状況について（報告） 

 

試験研究用指定検疫物の管理状況について、以下のとおり報告します。 

 

指令番号： 

指定施設名称： 

 

受入年月日 種類 受入数量 管理状況 その他 

   

 

□ 所持 

□ 全量廃棄 

（いずれかにチェック） 

（残量を記載すること） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（注意）当該施設の指定期間中、毎年６月末日までに当様式により報告すること。 


