
農林水産省訓令第１３号

我が国への指定検疫物の輸入に関する要請についての検討に係る標準的手続を

次のように定める。

平成２０年３月３１日

農林水産大臣 若林 正俊

我が国への指定検疫物の輸入に関する要請についての検討に係る標準的手

続

（目的）

第１条 この訓令は、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法

」という。）第３７条に定める指定検疫物について、要請国から輸入に関する

要請を受けた場合の農林水産省における検討に係る標準的手続を定めることに

より、国際的な基準を考慮しつつ、手続の公正の確保と透明性の向上を図るこ

とを目的とする。

（定義）

第２条 この訓令における用語の定義は、法に定めるもののほか、次のとおりと

する。

（１） 「動物検疫当局」とは、農林水産省消費・安全局動物衛生課及び動物

検疫所をいう。

（２） 「家畜衛生条件」とは、指定検疫物の輸入に際し、動物検疫上の観点

から、我が国が相手国に求める条件をいう。

（３） 「要請国」とは、指定検疫物について我が国への輸入解禁又は家畜衛

生条件の設定若しくは改訂を希望する旨を要請した国をいう。

（４） 「質問票」とは、要請国からの要請を検討するために必要な情報の提

出を相手国に求めるため、当該情報の項目を列挙した文書をいう。

（５） 「リスク評価」とは、監視伝染病の病原体が我が国に侵入、定着及び

まん延することにより家畜衛生上及び経済上の影響が生じる蓋然性並び

にその予想される影響の程度についての評価をいう。

（６） 「農林水産省ホームページ」とは、農林水産省が運営するホームペー

ジをいう。

（７） 「家畜衛生管理体制」とは、要請国の政府が直接に又はその指導の下

、家畜の伝染性疾病の発生状況の監視その他の動物衛生に関する措置を

実施する体制をいう。

（要請の受付）

第３条 指定検疫物について我が国への輸入解禁又は家畜衛生条件の設定若しく
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は改訂を希望する国が、動物検疫当局に対し、その旨を要請してきた場合には

、動物検疫当局は、要請国に対し、当該要請の内容を確認するとともに、当該

要請を受けた場合の農林水産省における検討の手続を説明するものとする。ま

た、当該要請の内容に応じた質問票を作成し、要請国に送付するものとする。

２ 要請国から当該要請に係る書簡及び質問票の全ての項目に対する回答（以下

「要請文書」という。）が提出された場合において、当該要請文書に不備があ

ると認めるときは、動物検疫当局は、その補正を求めるものとする。

３ 動物検疫当局は、当該要請文書に不備がないと認めるときは、当該要請文書

を受け付け、要請国にその旨を通知するとともに、要請国、要請文書を受け付

けた日及び要請に係る指定検疫物を遅滞なく農林水産省ホームページにおいて

公表するものとする。

（家畜衛生管理体制の評価）

第４条 動物検疫当局は、必要な場合には、要請国の家畜衛生管理体制の評価を

行うものとする。

２ 動物検疫当局は、前項の評価の過程で、情報が不十分又は新たな情報が必要

と認めた場合には、要請国への資料の要求、現地調査等の方法により当該情報

の収集に努めるものとする。

３ 動物検疫当局は、第１項の評価の結果を、農林水産省における検討に活用す

るものとする。

（リスク評価）

第５条 動物検疫当局は、監視伝染病の病原体が不活化されていることが明らか

な場合その他の当該要請に係るリスク評価を行う必要がないと認めた場合を除

き、リスク評価を行うものとする。

２ 動物検疫当局は、リスク評価の過程で、情報が不十分又は新たな情報が必要

と認めた場合には、要請国への資料の要求及び現地調査等の方法により当該情

報の収集に努めるものとする。

（要請の評価の結果の通知）

第６条 動物検疫当局は、当該要請についてのリスク評価を終了したときは、そ

の結果を要請国に通知するとともに、その概要を農林水産省ホームページにお

いて公表するものとする。

（家畜衛生条件の決定）

第７条 動物検疫当局は、リスク評価を行った場合においては、その結果に基づ

き、適当と認められる場合は、法に基づく農林水産省令の改正その他の所要の

措置を行った上で、家畜衛生条件を決定し、要請国に対し通知するとともに、

家畜衛生条件を設定した旨を遅滞なく農林水産省ホームページにおいて公表す

るものとする。また、我が国への輸入解禁又は家畜衛生条件の設定若しくは改



訂を行うことが適当と認められない場合にあっては、要請国に対しその理由を

通知するものとする。

附 則

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この訓令は、施行日前に要請文書を受け付けた要請及び食品安全委員会が食

品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第１１条に規定する食品健康影響評

価を行う要請には、適用しない。



「我が国への指定検疫物の輸入に関する要請についての検討に係る標準的手続」（平

成２０年３月３１日付農林水産大臣訓令。以下「標準的手続」という。）に基づき、

我が国への指定検疫物の輸入に関する諸外国からの要請に関する検討を適切に実施

するため、「我が国への指定検疫物の輸入に関する要請についての検討に係る標準的

手続の運用指針」を次のとおり定める。

我が国への指定検疫物の輸入に関する要請についての検討に係る標準的手続

の運用指針

平成２２年４月１５日 農林水産省消費・安全局

（定義）

第１条 本運用指針における用語の定義は、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第

１６６号）及び標準的手続に定めるもののほか、次のとおりとする。

（１）「回答書」とは、質問票の項目に対する要請国の回答をいう。

（２）「侵入評価」とは、指定検疫物の輸入に伴い、監視伝染病の病原体が我が国

に侵入する経路を分析し、当該病原体が侵入する蓋然性を定性的又は定量的

に評価することをいう。

（３）「暴露評価」とは、我が国において感受性動物等が特定の病原体に暴露され

る経路を明らかにし、病原体の暴露が起こる蓋然性を定性的又は定量的に評

価することをいう。

（４）「影響評価」とは、評価対象の病原体について、家畜衛生上の影響等を推定

し、その影響の度合いを評価することをいう。

（リスク評価に係る事務）

第２条 リスク評価に関する事務を処理するため、農林水産省消費・安全局動物衛

生課（以下単に「動物衛生課」という。）リスク分析班にリスク評価事務局を置く。

２ リスク評価事務局は、次に掲げる業務を行う。

（１）リスク評価に関する企画及び調整

（２）標準的質問票の作成

（３）リスク評価結果の取りまとめ

（４）食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会（以下「家畜衛生部会」という。）

への諮問又は報告（リスク評価に関するものに限る。）に関する事務

（５）リスク評価に関する情報の整理及び公開に関する事務



（リスク評価の体制と必要な業務）

第３条 指定検疫物の輸入に関する諸外国からの要請に関する検討を適切に実施す

るとともに、要請を受け入れることによる家畜衛生上の影響の程度に応じた適切

なリスク評価を行うため、動物衛生課にリスク評価チームを置く。

２ リスク評価チームは、要請毎に設置する。

３ リスク評価チームのチーム長及びチーム員は、動物検疫当局の職員であって、

家畜の疾病、疫学等についての知識及び業務経験を有する者の中から農林水産省

消費・安全局動物衛生課長（以下単に「動物衛生課長」という。）が、動物検疫所

長と協議の上、選任する。なお、動物衛生課長は第４条に定める検討の手順に基

づき必要があると認めるときは、リスク評価チームに外部専門家を加えることが

できる。

４ リスク評価チームは、第４条に定める検討の手順に基づき次に掲げる業務を行

い、チーム長は、その進行管理を行う。

（１）質問票の作成

（２）要請国からの回答書の精査及び標準的手続第３条第２項に基づく補正を求

めるための追加質問票の作成

（３）現地調査の実施

（４）リスク評価報告書の作成

（５）リスク評価結果の概要の作成及び公表

（検討の手順）

第４条 標準的手続第３条に規定する検討の手順（以下、「プロトコール」という。）

は、次に掲げる家畜衛生上の影響の程度に応じて、次に定めるとおりとする。

（１）当該要請により我が国が新規の家畜衛生上の考え方の受入れを必要とする

場合その他家畜衛生上の影響が大きい場合 プロトコール１

（２）既存の制度の適用が可能な要請その他家畜衛生上の影響が中程度の場合（プ

ロトコール１又はプロトコール３に該当しない場合） プロトコール２

（３）既に締結されている家畜衛生条件に当該家畜衛生条件の対象としている疾

病について共通感受性を有する家畜を追加する場合その他家畜衛生上の影響

が軽微な場合 プロトコール３

２ プロトコール１の具体的な検討の手順は、次のとおりとする。

（１）外部専門家を含むリスク評価チームの編成

（２）質問票の送付

（３）現地調査の実施

（４）リスク評価報告書の作成

（５）家畜衛生部会への諮問



（６）リスク評価結果概要の作成及び公表

３ プロトコール２の具体的な検討の手順は、次のとおりとする。

（１）リスク評価チームの編成

（２）質問票の作成

（３）現地調査の実施（リスク評価チームのチーム長が必要と認める場合に限る。）

（４）リスク評価報告書の作成

（５）家畜衛生部会への報告

（６）リスク評価結果概要の作成及び公表

４ プロトコール３の具体的な検討の手順は、次のとおりとする。

（１）リスク評価チームの編成

（２）質問票の作成

（３）リスク評価結果概要の作成及び公表

（検討の開始手続等）

第５条 動物衛生課は、当該要請に係るプロトコールを決定するため、速やかに当

該要請に係る指定検疫物の種類、輸送・保管形態その他必要な情報を書面で確認

する。

（検討の延期）

第６条 動物検疫当局は、次のいずれかに該当する場合は、適当な期間、その検討

の開始を延期することができる。

（１）要請の内容が、国内の規制措置と整合しておらず、検討の開始に当たり予

備的な情報収集等が必要な場合

（２）要請国が複数の要請を行っている場合において、それらの要請間で優先順

位を付与されている場合

（３）複数の要請国から要請を受けている場合において、当該時点で受けている

要請の件数、新たな要請についての検討に要する人的資源その他の事情を考

慮し、新たな要請の検討を開始することが困難であると認められる場合

２ 動物検疫当局は、前項の規定により検討の開始を延期する場合には、要請国に

その旨及びその理由を通知する。

（質問票）

第７条 リスク評価事務局は、次に掲げる項目を含む標準的質問票を作成し、農林

水産省ホームページにおいて公表する。

（１）要請国の家畜衛生管理体制に関する項目

（２）疾病、品目別の項目



ア 一般状況（要請国における対象家畜の飼養状況、畜産物の生産・流通状

況等）

イ 要請国における主要疾病の発生状況

ウ 要請国における評価対象疾病毎の詳細情報（関係法令、診断方法等）

（３）地域主義の適用等要請の特性に応じた項目

２ リスク評価チームは、前項の質問票を基に当該要請に係る指定検疫物の種類、

対象疾病等に応じて、必要な加除訂正を行い、標準的手続第３条第１項に規定

する質問票を作成する。

（リスク評価の実施）

第８条 リスク評価チームは、リスク評価の実施に当たり、侵入評価を行い、必要

に応じ暴露評価、影響評価を行う。

２ 動物衛生課は、リスク評価チームが現地調査を実施する場合において、調査計

画について要請国の家畜衛生当局との間で調整するとともに、原則として調査時

の質問事項をあらかじめ要請国に通知する。

（リスク評価報告書の作成）

第９条 リスク評価チームは、前条のリスク評価の結果等を踏まえ、リスク評価報

告書原案を作成する。

２ 動物検疫当局は、原則としてリスク評価報告書原案を要請国へ送付し、意見を

求める。

３ リスク評価チームは、要請国からの意見を勘案し、リスク評価報告書を作成す

る。ただし、プロトコール１に該当する要請に係るリスク評価報告書の作成は、

家畜衛生部会の意見を踏まえて行うものとする。

（リスク評価の対象外）

第10条 動物検疫当局は、次のいずれかに該当する場合には、標準的手続第５条に

定めるリスク評価を行う必要がないと認めるものとする。

ア 監視伝染病の病原体が不活化されていることが明らかな場合

イ 要請国の家畜衛生管理体制の評価が行われており、かつ、次のいずれかに

該当する場合

（ア）動物性加工たん白その他我が国においてリスク評価が行われている品目

であって、当該リスク評価に基づき一般的に適用可能なリスク管理措置が

存在する場合

（イ）要請国の家畜衛生状況を踏まえ、検査項目又は証明項目の追加、削除等

の軽微な変更を行うものである場合



（見直し）

第11条 本運用指針は、我が国の家畜衛生事情の変化、国際基準の改正、運用状況

等を踏まえて、適宜見直しを行う。

＜第４条関係参考＞

リスク評価チームに
専門家を委嘱

質問票の送付 現地調査
リスク評価報告書

の作成
家畜衛生部会への
諮問又は報告

リスク評価結果の
概要の作成と公表

プロトコール１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プロトコール２ △ ○ △ ○ ◇ ○

プロトコール３ △ ○ × × × ○

○必ず実施する △必要に応じて実施する ×実施しない ◇家畜衛生部会に対し報告を行う


