
第５章 消費・安全局

第１節 食の安全の確保

１ 食品安全に係るリスク管理の推進

⑴ 食品安全に係るリスク管理体制の強化

平成15年７月、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

安全基本法が施行された。また、既存の行政機関から

独立して、科学的知見に基づき、中立的なリスク評価

を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・独立がなされた。

平成17年度は、食品安全に係るリスク管理体制を強

化するため、以下の取組を実施した。

ア リスク管理の標準手順書の作成

食品安全に係るリスク管理は、①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）、②リスク管

理措置の検討・実施（リスク評価の結果をもとに、

リスク低減のための措置について技術的な実行可能

性、費用対効果等を検討し、適切な措置を実施）、③

措置の検証・見直し（リスク管理措置の有効性の検

証・措置の再検討）からなる。

これらの各段階の透明性を確保し、一貫性を持っ

て科学に基づいたリスク管理を行うため、リスク管

理に当たって必要となる標準的な作業手順を明らか

にした「農林水産省及び厚生労働省における食品の

安全性に関するリスク管理の標準手順書」（以下、手

順書という。）を農林水産省が作成し、厚生労働省と

協議して両省で適用できるようなものとした上で、

平成17年８月25日付けで公表した。

イ サーベイランス・モニタリングに関するガイドラ

インの作成

科学に基づいたリスク管理を行うためには、初期

作業の一部として、各種農畜水産物・食品中におけ

る危害要因の含有実態について調査を行う必要があ

る。科学的な原則に従い、透明性を確保して実態調

査を実施するために、サーベイランス・モニタリン

グに関するガイドライン（評価・公表）を作成・公

表した。

ウ リスク管理検討会の設置

手順書にのっとってリスク管理を実施する上で、

消費者や事業者等関係者と適時適切に意見・情報を

交換する必要があることから、平成17年10月から消

費・安全局長の私的懇談会として「リスク管理検討

会」を３回開催し、リスク管理を行うべき危害要因

の優先度等について検討した。

エ リスク管理支援チームの設置

手順書にのっとってリスク管理を実施するため

に、消費・安全局の担当官を構成員とした「リスク

管理支援チーム」を設置し、農林水産省内の横断的

な対応を検討するための体制を整備した。

⑵ 食品中の汚染物質対策の推進

平成15年度に設置した「有害汚染物質の対策検討チ

ーム」において、カドミウム、水銀、ダイオキシン類、

かび毒、アクリルアミドについて、17年度に行う取組

に係る行動計画を作成・公表し、それに基づいて以下

の取組を実施した。

ア カドミウム

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。

国内においては、カドミウムを0.4ppm以上1.0

ppm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

国産農産物を対象に水銀濃度についての調査を実

施し、国産農産物を対象とした平成15～16年度の調

査結果を公表した。

また、CCFACにおける魚類中のメチル水銀のガ

イドライン値検討に参画した。

さらに、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
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CCFACにおける国際的な実施規範作成への対応

を行った。

国内においては、平成16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４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

リスク管理が必要なかび毒のリストアップと優先

度の見直しや国内産農産物のかび毒実態調査を行う

とともに、CCFACにおける基準値検討に資するた

め、データを提供した。

また、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、効果の高い防除技術や農産物のか

び毒汚染防止技術の開発等を行った。

さらに、厚生労働省等と連携してかび毒に関する

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。

オ アクリルアミド

食パン、ロールパン、ビスケット類、フライドポ

テト、アイスコーヒー、缶コーヒー及び乳幼児用ビ

スケット類中の含有量の傾向を把握するため、予備

的な調査を実施した。調査対象食品の測定値は、諸

外国において報告されている同様の食品と同程度で

あった。

今後、上記を含む食品中の汚染物質のリスク管理

に係る検討は、リスク管理支援チームが中心となり、

担当課と協力して行うこととなった。

⑶ リスク管理に直結する調査研究の実施

行政ニーズや社会ニーズに即した食品安全、動物衛

生及び植物防疫行政を行う過程において、リスク管理

に活用できる研究成果を得るため、公募方式により選

抜した産学官の研究チームにより研究を実施した。

２ 農畜水産物の安全確保

⑴ 産地におけるリスク管理の推進

ア 農産物の安全管理

農産物の生産段階において、農作業の各ステージ

ごとに実践すべき農作業などの手順・方法を定め実

践・記録することにより、適切な農業生産を実践す

る取り組みである GAPの取組を拡大し、安全な農

産物を消費者に安定的に供給するため、４月に策定

された食料・農業・農村基本計画に基づき食品安全

を目的とした GAPの確立・普及を推進した。

平成17年度の具体的な取組としては、

・ 都道府県における GAP推進体制を整備すると

ともに、GAPに取り組む民間団体、生産者団体等

との連携協力の下で、指導者講習会・説明会等を

開催。

・ 主な作物別の「『食品安全のための GAP』策定・

普及マニュアル（初版）」（４月）及び「入門 GAP」

（11月）を作成・公表するとともに、地域の条件

に応じた産地実証の支援等により産地・農業者の

自主的な取組を推進。

・ 消費者、農業者、食品事業者等を対象としたシ

ンポジウムの開催により GAPの重要性、産地で

の具体的な取組等、GAPに関する情報を提供（２

月）。

等を行った。

⑵ 生産資材の適切な管理・使用の推進

ア 肥 料

ア 普通肥料の公定規格等の改正等

平成17年度において、普通肥料の公定規格４種

類の一部改正を行った。

イ 肥料の登録

平成17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1610

件、有効期間更新数は2747件、平成17年末の有効

登録数は19209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17年におけ

る農林水産大臣への指定配合肥料の届出数は3376

件、平成17年末の有効届出数は49753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17年度における

国の立入検査成績は、分析検査標品1131点中、正

常でないものは57点であった。

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
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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、牛のせき柱を含

む肥料が生産されることのないよう、肥料取締法

に基づく公定規格等において、牛の部位を原料と

する場合には、せき柱等が混合しないものとして

確認を受けた工程において製造されたものである

こととされた。

キ 肥料の需給・価格等

ａ 化学肥料の需給概要

16肥料年度（平成16年７月～17年６月）の内

需は、窒素、りん酸、加里の３成分合計で134万

トンとなり、前年度を１％下回った。

表１ 化学肥料の需給量（16肥料年度)

窒素肥料 りん酸肥料 加里肥料 三成分合計

生産 410(432) 363(361) 0(0) 773(793)

輸入 250(238) 161(107) 366(369) 777(714)

内需 475(493) 511(508) 352(369) 1,338(1,370)

輸出 181(199) 3(2) 2(2) 186(203)

(単位；成分千 、( )内は15肥料年度の数字)

ｂ 17肥料年度価格

17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)

14肥料年度 15肥料年度 16肥料年度 17肥料年度

▲0.38 ▲1.53 3.49 3.56

(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 27億4200万円の内数)

イ 農 薬

ア 農薬の登録状況

17農薬年度において新たに登録された農薬は

195件で、９月末における有効登録件数は4,535件

となり、前年同期に比較して246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４種類で

あった。

イ 農薬取締り状況

17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91件の立入検査等を行い、製造・

販売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、26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

から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。

さらに、平成18年５月から農薬のポジティブリ

スト制度の施行されることから、厚生労働省、都

道府県、関係団体と連携し説明会の開催、飛散防

止マニュアルの配布を行うととともに、ホームペ

ージ上に質問コーナーを開設するなど、制度の周

知と対策の徹底を図った。

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
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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

図ってきた。

なお、本改正については、平成17年６月21日に

施行した。

オ 農薬の生産出荷

17農薬年度（平成16年10月～平成17年９月）の

農薬の生産額は、3,872億円（前年比2.5％増）出

荷額は3,553億円（同1.4％減）となっており、生

産額は増加、出荷額は減少した。

カ 農薬の輸出入

17農薬年度の農薬の輸出額は前年比0.2％減の

907億円であった。全輸出額に占める仕向先別の割

合については、米国が18.2％を占めて最も多く、

次いでフランス13.8％、大韓民国10.8％となった。

一方、輸入額は前年比4.5％増の666億円となっ

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28.5％を占めて最も多く、次

いでシンガポール22.2％、スイス8.1％となった。

ウ 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。

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。

17年度は、当該省令を改正して、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）並びに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)が行われた。

また、当該省令に成分規格等が定められている特

定飼料等（抗生物質）の検定を独立行政法人肥飼

料検査所（以下「肥飼料検査所」という。）で行っ

た（17年度検定533件合格)。

さらに、BSEの根絶を図るため、飼料安全法に

基づく飼料関係業者に関する届出制度を改正し

て、輸入業者に対する届出義務の対象に飼料の原

材料を追加するとともに、届出義務の対象となる

販売業者に小売業者を追加した（平成17年８月30

日施行）。また、飼料規制の実効性を確保するため、

飼料の輸入、販売及び使用の各段階の検査・指導

を強化した。

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、17年度は増減

はなく、７法人（13施設）が登録されている。

また、飼料の公定規格による17年度の検定は2県

及び1登録検定機関において、配合飼料８銘柄及び

魚粉10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

改善を図る見地から、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。

17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 17年度飼料等立入検査状況

国 県 合計

立入検査回数 657 1,467 2,124

収去件数 1,324 1,246 2,570

飼 料 1,275 1,246 2,521

飼料添加物 49 0 49

収去品の試験結果

正常件数 1,308 1,234 2,542

飼 料 1,259 1,234 2,493

飼料添加物 49 0 49

違反件数 16 12 28

飼 料 16 12 28
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飼料添加物 0 0 0

エ 動物薬事

ア 動物用医薬品等製造販売（製造）業許可及び承

認状況（平成17年１月１日から12月31日）

ａ 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の

一部を改正する法律（平成14年法律第96号。以

下「改正法」という。）第２条の規定による改正

前の薬事法（昭和35年法律第145号。以下「旧法」

という。）第12条第１項の規定に基づく製造業の

許可件数は211件であり、旧法第22条第１項の規

定に基づく輸入販売業の許可件数は21件であっ

た。

また、改正法第２条の規定による改正後の薬

事法（以下「新法」という。）第12条第１項の規

定に基づく製造販売業の許可件数は５件、新法

第13条第１項の規定に基づく製造業の許可件数

は23件、新法第13条の３第１項の規定に基づく

外国製造業者の認定件数は１件、新法第40条の

２第１項の規定に基づく修理業の許可件数は90

件であった。

ｂ 旧法第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121品目、医薬

部外品28品目及び医療用具16品目であり、輸入

については医薬品35品目及び医療用具15品目で

あった。

また、新法第14条第１項の規定に基づき製造

販売承認された品目数は、医薬品11品目及び医

薬部外品12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

品の全成分について、通常10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17年度に見直しの

対象となる162成分について、平成18年２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用医薬品等の

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

表４ 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17年度の国家検定状況

生物学的製剤（受付件数817件）

合格 815件

不合格 2件

中止件数 0件

・収去検査

表５ 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17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 79件 4件 13件

抗生物質製剤 12件 0件 0件

生物学的製剤 8件 1件 0件

（体外診断薬）

・依頼検査

表６ 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17年度

は平成17年12月８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。

３ 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
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認されて以降、17年度末までに24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

牛の肉骨粉等に係る飼料規制のほか、「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、BSE発生時の対

応を迅速かつ適切に実施するための「牛海綿状脳症

に関する特定家畜伝染病防疫指針」の策定等各般の

対策が実施されている。

ア 17年度は、農場サーベイランスにおいて４月８

日（17例目）、12月９日（21例目）及び１月23日（22

例目）、と畜検査において５月12日（18例目）、６

月２日（19例目）、６月６日（20例目）、３月15日

（23例目）及び３月17日（24例目）、計８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

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。17年

度は95,248頭（一部24か月齢未満の牛も含む。）で

あり、うち３頭が陽性（17,21及び22例目）であっ

た。また、適正なサーベイランスの実施及び死亡

牛処理を推進するため生産者が負担する死亡牛の

BSE検査費や輸送及び処理費用の助成措置を講

じた。

ウ 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

実施されている「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・評価が行われている。

イ 米国における BSEの発生への対応

ア 平成15年12月に米国で BSE感染牛が確認され

たのに伴い米国産牛肉等の輸入を停止した。

イ 平成17年５月24日、米国及びカナダ産牛肉の輸

入再開について、厚生労働省及び農林水産省から

食品安全委員会へ諮問した。（５月30日から10月31

日までの間にプリオン専門調査会を10回開催）

ウ 食品安全委員会による BSEリスク評価結果

（平成17年12月８日付け答申）を踏まえ、全月齢

からの特定危険部位の除去、20ヶ月齢以下の牛由

来の牛肉であること等の条件で、平成17年12月12

日に米国・カナダからの牛肉等の輸入を再開した。

エ 平成18年１月20日、動物検疫所成田支所及び成

田空港検疫所において、特定危険部位であるせき

柱が混入した米国産子牛肉が発見され、直ちに同

国からの牛肉等について輸入手続を停止した。

⑵ 高病原性鳥インフルエンザへの対応

ア 我が国における高病原性鳥インフルエンザの発生

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。

平成17年６月には、茨城県を中心とした弱毒タイ

プ（H5N2亜型）の高病原性鳥インフルエンザが発生

し、同年12月までの間に41農場で発生が確認され、

約578万羽の鶏が殺処分又はとう汰された。これらの

発生に対しては、家畜伝染病予防法（昭和26年法律

第166号）に基づき、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（平成16年11月18日公

表。以下「防疫指針」という。）に沿って、発生農場

の飼養鶏の殺処分、周辺農場の移動制限等を実施し

た。

また、今回の発生は弱毒タイプであったことから、

その特性を踏まえ、抗体が確認された農場であって

もウイルスが分離されない農場の一部については、

厳格な飼養衛生管理がとられることを条件に、家き

んを直ちに殺処分しない「農場監視プログラム」を

適用した。

平成18年２月、茨城県下の最後の移動制限区域が

解除され、４月21日には農場監視プログラム下の抗

体陽性鶏の自主とう汰を含めたすべての措置が終了

した。

今般の発生に関連し、全国における浸潤状況を調

査するため７月中旬から約２か月間で全国一斉サー

ベイランスを実施し、1,000羽以上の採卵鶏農場

2,409戸を検査した結果、茨城県及び茨城県由来の埼

玉県を除き他の都道府県ではすべて陰性であった。

また、「高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視

体制について」（平成17年10月14日付け消費・安全局

長通知）により、監視体制を強化（モニタリング強

化及び報告徴求の実施）することとされた。
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イ 感染経路の究明

本病の発生に係る感染源・感染経路を究明するた

めに設置された、専門家等からなる「高病原性鳥イ

ンフルエンザ感染経路究明チーム」により、平成17

年10月に、１例目から31例目までの発生についての

中間報告書がとりまとめられた。

その中で、今回の発生に関しては、特徴として、

①原因ウイルスが中米で分離された株に極めて近縁

である、②日本の近隣諸国において、今回の発生株

に近縁な株による発生がない、③発生が茨城県南部

に限局している、④分離されたウイルスは遺伝学的

性状が一致していること等が挙げられ、中米由来ウ

イルス株から作出された未承認ワクチン等が持ち込

まれて不法に使用された可能性が否定できないとさ

れた。現時点では感染経路の特定には至っておらず、

症例対照研究など疫学的調査がさらに必要であると

された。

ウ 弱毒タイプの特性を踏まえた防疫指針の改正

茨城県等での発生経験を踏まえ、平成17年11月に

開催された家きん疾病小委員会において、現行の防

疫指針を改正し、弱毒タイプの防疫措置を規定する

こととし、検討を行った。今後、さらに、一連の防

疫措置や疫学調査結果を十分検証した上で弱毒タイ

プの特性を踏まえた指針としてとりまとめることと

された。

エ 新型インフルエンザ対策

近年、東南アジアを中心に高病原性鳥インフルエ

ンザが流行しており、人から人へ感染する新型イン

フルエンザの発生の危険性が高まっていることか

ら、平成17年11月、政府一体の取組みとして新型イ

ンフルエンザ対策行動計画が策定された。

このため、農林水産省においては、本病の国内外

の発生状況に応じて、家畜伝染病予防法及び防疫指

針に基づく取組みを的確に推進することとし、以下

のような具体的な取組みの内容を行動計画の中に位

置付けている。

①家きんにおけるサーベイランスの強化

②飼養者からの異常家きんの早期発見・早期通報の

徹底

③万一の発生に備えた防疫演習を実施

④水際における侵入防止措置の強化

⑤国際的な連携を強化

また、高病原性鳥インフルエンザ防疫緊急総合対

策事業を創設し、国内におけるサーベイランス等の

検査体制の強化や、自衛防疫の強化を図るため、生

産者グループが行う消毒の徹底、野鳥の侵入防止と

いった自衛防疫活動の強化に対し支援し、さらに、

防疫資材の緊急備蓄や水際における防疫・検疫体制

の強化を図ることにより、防疫対応に万全を期すこ

ととした。

オ ワクチン備蓄

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。ワクチンの

備蓄は、平成16年１月の320万ドーズ（H5N2亜型）

の緊急輸入を皮切りに開始され、その備蓄量は平成

18年３月現在、820万ドーズとなっている。

カ 家畜防疫互助基金

茨城県及び埼玉県での高病原性鳥インフルエンザ

発生時の経済的損失を互助補償するため、生産者が

自らが行う互助基金の造成及び発生時の互助金の交

付に対し応分（１：１）の支援を行った。平成17年

度末の加入状況は、全国羽数ベースで92.8％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）、口蹄疫（16年

12月１日）及び豚コレラ（18年３月31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
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が確認されて以来、17年度末までに合計24頭の発

生があり、うち６頭は農場サーベイランスによる

摘発であった。17年度は、北海道７頭、長崎県で

１頭の計８頭の発生があり、同居牛等について疑

似患畜の特定等の防疫措置を実施した。

ヨーネ病については、10年度以降、法に基づく

定期検査を実施している。ここ数年、全国的に検

査を強化してきており、17年は39都道府県488戸

796頭の発生、摘発があった。

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、ブルセラ病

は、14年に１戸１頭が摘発されて以降の発生はな

く、結核病は17年１月に乳用牛において１戸１頭

の発生があった。

イ 豚関係監視伝染病

オーエスキー病は、17年は３県で３戸５頭の発

生があった。オーエスキー病の発生戸数及び頭数

は昭和63年にピーク（59戸9,491頭）に、大きく減

少したものの、浸潤県数に大きな変化はなく、常

在化の傾向にある。

ウ 鶏関係監視伝染病

高病原性鳥インフルエンザは、17年６月以降、

茨城県を中心として弱毒タイプ（H5N2亜型）の発

生（41農場、約578万羽）が確認された。本病のま

ん延を防止するため、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（平成16年11月

18日付け農林水産大臣公表）に沿って、発生農場

の飼養鶏の殺処分、周辺農場の移動制限等を実施

するとともに、弱毒タイプの特性を踏まえ、家畜

防疫上のリスクを高めない範囲内での合理的な措

置として監視プログラムの適用を実施した。また、

「高病原性鳥インフルエンザに係る今後の監視体

制について」（平成17年10月14日付け消費・安全局

長通知）により、監視体制の強化（モニタリング

の強化等）を実施することとされた。

なお、防疫措置の結果、17年12月25日の発生以

降の新たな発生農場は確認されていない。

ニューカッスル病は、17年は肉用家きん（鶏、

あいがも）及び愛玩鶏で発生が４件あった。

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、15年は１戸１頭、16年は２戸９頭、17年は

７戸11頭の発生が確認された。

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17年には１戸１頭の発生が確認された。

オ めん山羊監視伝染病

スクレイピー（伝達性海綿状脳症）については、

平成16年には発生が認められなかったが、平成17

年には１戸１頭の発生が認められた。昭和59年に

輸入めん羊由来群で発生が確認されて以来、33戸

63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

ア 家畜生産農場清浄化支援対策事業

ヨーネ病及びオーエスキー病の清浄化のための

検査・自主とう汰、ワクチン接種の推進を行った。

オーエスキー病のワクチン接種の推進では、地

域全体でワクチン接種の取組が行われている地域

において、ワクチン接種対象飼養豚の全頭ワクチ

ン接種の取組に支援を行った。

また、疾病の発生と流行を防ぐため、牛流行熱、

豚伝染性下痢症等に対する組織的なワクチン接種

を推進した。

イ 馬飼養衛生管理特別対策事業、育成馬予防接種

推進事業及び繁殖牝馬予防接種推進事業

馬の飼養衛生管理体制の総合的な整備を図るた

め、馬感染症研究会・馬飼養衛生管理技術講習会、

馬の飼養衛生管理に関するテキストの作成配布、

地域馬獣医療の実態調査等を実施した。また、予

防接種推進事業では、馬の生産育成地において、

破傷風、日本脳炎、馬インフルエンザ及び馬鼻肺

炎のワクチン接種を実施した。

⑷ 保 健 衛 生

17年度末における家畜保健衛生所数は全国177か所

で、職員数は獣医師職員2,193名、事務系・その他職員

326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17年度は、21県におい
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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17年度は、20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17年

度は、33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17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、家畜保健衛生所

が中心となって以下の取組を行った。

ア 「BSE検査・清浄化の推進」

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・危機管理体制の整備」

「家畜衛生関連情報の整備」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

めの体制を整備するため、病性鑑定成績・巡回指

導等による家畜衛生情報の収集・分析を行った。

また、「診断予防技術の向上」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。

この他「まん延防止の円滑化」として調整会議

の開催及びブロック内の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、「家畜伝染病防疫対応強化」として生産者

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。

さらに、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

体制の整備」、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

情報の広報により自衛防疫を推進する「自衛防疫

及び自主管理の強化」を実施した。

ウ 「慢性疾病等の低減」

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

め調査及び検査を行い、生産ガイドライン（疾病

防除マニュアル等）作成した。

エ 「生産衛生の確保」

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

生管理体制の整備」、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「鶏卵衛生管理体制の整備」、③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

調査を行う「動物用医薬品の危機管理」をそれぞ

れ行った。

オ 「地域衛生管理体制の整備」

安全で安心な畜産物等の産地づくりを推進する

とともに、全国的な衛生水準の向上を図るため、

平成17年度から新たに創設したものであり、地域

における行政、生産者、獣医師等の関係者が一体

となった家畜の伝染性疾病の清浄性の確認・維持

等の取組を実施した。

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
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ともに趾蹄管理技術の検討会を実施した。

エ 第46回全国家畜保健衛生業績発表会

第46回全国家畜保健衛生業績発表会は、４月21日、

22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、消費・安全局長賞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。17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・海外病研究施設、千葉

県農業共済連で計11回開催され、延べ255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（ウイルス、病理、細菌、生化学）

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７のとおりである。

表７ 17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 11 243 12 255

基本講習会 1 45 3 48

総合講習会 1 47 1 48

特殊講習会 9 151 8 159

鶏 疾 病 1 23 2 25

豚 疾 病 1 33 3 36

牛 疾 病 1 39 3 42

繁殖障害 1 4 0 4

病性鑑定 4 30 0 30

獣医疫学 1 22 0 22

家畜衛生研修会 4 176 5 181

病性鑑定 4 176 5 181

計 15 419 17 436

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

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付属

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57回獣医師国家試験

第57回獣医師国家試験は、平成18年３月1日及び２

日の２日間、全国３試験地で行われ、受験者1,284名

中1,061名（82.6％）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57回獣医師国家試験

の実施、②獣医師法第５条第２項及び第８条第２項

第３号に該当する獣医師の獣医師免許の取扱い、③

獣医師法第16条の２の規定における臨床研修施設の

指定、④獣医療における広告制限の特例等について

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、平成17年７月にとりまとめた。

イ 獣医核医学の導入に係る体制整備

獣医療における核医学導入のため、上記アの報

告を踏まえ、獣医療法施行規則及び関連告示に係

る放射線障害の防止に関する技術的基準の改正等

について、平成17年９月に放射線審議会へ諮問し、

獣医療に関する放射線防護の技術的基準検討部会

で審議を行っている。

ウ 小動物獣医療実態調査委託事業

小動物の疾病発生状況等を把握するため、モニ

ター獣医師を設置して情報収集し、その解析結果

をとりまとめた。

⑺ 国 際 関 係

ア 国 際 会 議

平成17年５月にフランスで開催された第73回国際

獣疫事務局（OIE）総会に出席し、改正OIEコード

等の採択を行った。また、同年11月に韓国で開催さ

れた第24回OIEアジア・極東及びオセアニア地域委
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員会に出席した。さらに、高病原性鳥インフルエン

ザの東南アジアをはじめとする世界的な広がりを背

景に防疫対策を検討するための各種会議が開催さ

れ、そのうち７月にマレーシアで開催されたWHO/

OIE共催の鳥インフルエンザのリスク軽減に係る

国際会議、10月に米国で開催された鳥インフルエン

ザ国際パートナーシップ SOM 会合、11月にジュネ

ーブで開催された鳥インフルエンザに係るWHO/

OIE/FAO/WB調整会合に出席した。

イ 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）の輸入検疫状況は、初生ひなを除き、

牛が最も多く25,505頭（対前年比121.1％、以下（ ）

内は対前年比）であった。その内訳は、肥育用素牛

が23,376頭（116.8％）、乳用繁殖用が2,128頭（207.2

％）と増加した。豚は、繁殖用のみで241頭（133.9

％）、めん羊、山羊は、それぞれ59頭（168.6%）、13

頭（216.7％）といずれも増加した。馬は、牛に次い

で頭数が多く5,493頭（100.3％）であった。その内

訳は、繁殖用150頭が（111.9％）、競走用が370頭

（121.7％）とそれぞれ増加したが、乗用は153頭

（89.0％）、肥育用は4,797頭（99.0％）と減少した。

初生ひなは、1,023,039羽（85.7％）と前年を下回っ

た。

平成17年６月７日、新しい犬等の輸入検疫制度が

完全施行され、犬、猫は、それぞれ8,307頭（57.8％）、

1,636頭（62.8％）と大幅に減少した。

その他の動物では、兎が14,086羽（47.1％）、みつ

ばちが15,822群（102.6％）輸入された。

主要動物の輸出実績は、馬が203頭（149.3％）、初

生ひなが29,781羽（前年実績なし）であった。馬の

内訳は繁殖用が68頭（130.8％）、競走用が115頭

（157.5％）でいずれも増加した。

犬、猫は、それぞれ4,689頭（106.2％）、1,541頭

（99.5％）が輸出された。

畜産物全体の輸入数量は、3,682,648トン（106.1

％、以下（ ）内は対前年比）と前年より増加した。

肉類は、牛肉、豚肉、家きん肉が全体の約８割を

占めており、牛肉492,305トン（107.9％）、豚肉

947,006トン（102.1％）、家きん肉714,507トン（128.9

％）とそれぞれ増加し、肉類全体では2,428,512トン

（111.8％）となった。

骨類は、動物性加工たん白の輸入一時停止措置に

より骨粉の輸入実績が引き続きなく、全体で52,250

トン（98.5％）と前年を下回った。ミール類は、肉

骨粉及び羽毛粉の輸入実績がなく、血粉が303トン

（143.9％）、肉粉が127トン（10,957.5％）輸入され、

ミール類全体では439トン（198.3％）となった。平

成17年５月から輸入停止措置が講じられている穀物

のわら及び飼料用の乾草は95,489トン（49.9％）と

半減し、動物性加工たん白は790,150トン（97.2％）

と減少した。

畜産物全体の輸出数量は、168,265トン（148.1％）

となり、前年より大幅に増加した。輸出の大半を占

める皮類が72,999トン（100.0％）と前年並みであっ

たが、肉類が4,876トン（282.8％）、臓器類が515ト

ン（102.2％）、卵類192トン（107.8％）と増加した。

一方、骨類は10トン（2.3％）と大幅に減少した。

表８ 平成17年の輸出入検疫数量（速報値）

（単位＝動物：頭羽、畜産物： ）

輸 出 輸 入

牛 ― 25,505

豚 ― 241

その他偶蹄類 ― ―

馬 203 5,493

兎 101 14,086

鶏 ― ―

初生ひな 29,781 1,023,039

犬 4,689 16,892

猫 1,541 1,636

あらいぐま ― ―

きつね ― 2

スカンク 1 ―

サル ― 5,915

指定外動物 261,298 110,110

骨類 10 52,250

肉類 4,876 2,428,512

臓器類 515 71,887

卵類 192 36,333

皮類 72,999 59,040

毛類 439 6,159

ミール類 ― 439

動物性加工たん白 ― 79,150

わら等 ― 95,489

４ 魚類防疫対策

⑴ 水産防疫体制の整備

ア 制度改正

水産動物の輸入の許可に関し、その対象の拡充、

輸入後の一定期間の管理等の措置を講ずるととも

に、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、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ずるた

め、水産防疫の強化を目的とした「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
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案」を第162回国会へ提出し、改正法は17年10月20日

より施行された。

イ 輸入防疫

水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づき、

こい34件、きんぎょ416件及びさけ科魚類の発眼卵13

件に対し、輸入の許可を行った。

ウ 国内防疫

持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）に

基づく特定疾病について、引き続きコイヘルペスウ

イルス（KHV）病の発生が確認され、都道府県にお

いて焼却・埋却等107件、消毒106件等のまん延防止

を行った。

⑵ KHV病対策

ア 発生状況

15年10月に、我が国で初めてKHV病の発生が確

認され、17年度は１・２級河川水系の約２％と、養

殖場の約２％で発生が確認された。

イ 技術検討会

KHV病まん延防止措置等について検討するた

め、専門家による第９回コイへルペスウイルス病に

関する技術検討会を開催した。

ウ 研究・開発

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。

⑶ アユ冷水病対策

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。

５ 植物防疫対策

⑴ 病 害 虫 防 除

ア 残留農薬のポジティブリスト制度導入に係る農薬

の飛散低減対策

食品衛生法の改正による残留農薬のポジティブリ

スト制度施行（平成18年５月）により、これまで残

留基準が設定されていない農薬についても基準値が

設定されることとなった。

①既に基準が設定されている農薬は、現行基準を維

持、

②基準が設定されていない農薬のうち、国際基準等

があるものは、国際基準等を踏まえて、新たに基

準を設定、

③その他の農薬は、一律の基準（0.01ppm）を設定、

されることにより、既に基準のある対象作物につ

いては、使用方法等を守り適正に農薬を使用すれ

ば、残留基準を超えることはないが、対象作物以

外については、従前以上に農薬の飛散に対する注

意が必要となり、農林水産省では生産者等に向け

て、

①関係団体等との「農薬適正使用指導強化協議会」

等の開催、

②飛散影響低減対策についての通知の発出、手引き

の配布や研修会の開催等、

により同制度の周知、農薬の適正使用は飛散低減対

策等の徹底を図った。

イ 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17年度の水稲の病害虫発生状況についてみる

と、病害では、いもち病について６月下旬から７月

中旬にかけて北海道、東北および甲信の一部地域で

感染に好適な気象条件が出現したことから、早期防

除が呼びかけられた。８月に入り晴れの日が多く高

温になったため病勢は抑制され、その後も天候によ

る影響が少なかったことから、全国的に発生面積は

低く抑えられた。いもち病に関する注意報は２件発

表されたが、適期防除が行われたことから、大きな

問題とはならなかった。

害虫では、ウンカ類の初飛来が４月19日に九州南

部（セジロウンカ１頭）で確認され、続いて４月27

日頃に九州北部に飛来があった。６月中旬には九州

から東海までの地域と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になった６月下旬か

ら７月中旬にかけては、セジロウンカが北陸，東北

南部まで飛来した。また、７月中旬には、トビイロ

ウンカの大量飛来が九州で確認され、トビイロウン

カによる被害は、九州全域および中国地方の一部で

大きくなり、本田防除が適時・適切に行われなかっ

た地域で坪枯れが多く発生した。被害の発生要因は、

①飛来時期が育苗箱施用剤の効果がきれる時期であ

ったため、初期防除の効果が低かったこと、②近年

はトビイロウンカの被害が少なかったため、ここ数

年発生の多い斑点米カメムシ類の防除時期に同時防

除が行われ、本害虫の防除適期に本田防除が行われ

なかったこと等があげられる。

後期害虫の斑点米カメムシ類は、６月上旬頃から
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水田周辺の雑草地で発生量が多くなり、６月中旬か

ら注意報が発表され，８月末までの間に警報が２件，

注意報が20府県から延べ23件発表された。昨年は夏

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かっ

た。

その他の作物の病害虫では、麦の赤かび病につい

て、４月下旬から６月上旬にかけて注意報が２件発

表された。その後、適期防除が行われたことから、

赤かび病の発生は平年より少なく抑えられた。

大豆では、夏期間の高温と９月の残暑が害虫の発

生に好適となったため、全国的にハスモンヨトウの

発生が多くなり、注意報が６件発表された。

果樹の病害については、かんきつかいよう病の越

冬病斑が多かったことから、３月初旬に愛媛県で注

意報が発表され、７月末までに９県から延べ10件の

注意報が発表された。その後、夏期間に晴れた日が

多かったことから、病害の進展は抑制され大きな被

害にはならなかった。また、なし黒星病の注意報が

３件、ももせん孔細菌病の注意報が２件発表された。

害虫については、果樹カメムシ類は、越冬量が少な

かったこと、カメムシ類の餌となるスギ・ヒノキの

球果の着果量が多かったことから、山林からの離脱

が遅くなり果樹園への飛来は８月下旬まで少なかっ

た。９月中旬以降から九州の一部地域で果樹園への

飛来が見られるようになり、９月下旬に長崎県と鹿

児島県で、10月に福岡県で注意報が発表された。

野菜及び花きでは、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、10月末までに注

意報が９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、注意報が３件発表され、防除

が呼びかけられた。

病害虫の発生、防除状況は表９のとおりである。

ウ 病害虫防除所の運営

都道府県における植物防疫の専門機関である病害

虫防除所は、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

の生産地の病害虫防除員の協力を得て、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。

エ 農林水産航空事業

平成17年度における農業関係の空中散布延べ面積

は、水稲防除28万７千 、果樹防除0.4千 、畑作物

防除6.5千 、畜産関係2.4千 、ミバエ類等防除247

万５千 、計277万１千 であった。

このうち、水稲防除の実面積は15万９千 で、関

係農家数は約19万３千戸であった。

林業関係では、松くい虫防除の延べ５万８千 と

野そ駆除の延べ６万５千 が主であり、計12万３千

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71万 であった。

オ 総合的病害虫・雑草管理（IPM）の普及推進

病害虫防除について、病害虫の発生予察情報等に

基づき、様々な防除技術を適切に組み合わせること

で、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・雑

草管理（Integrated Pest Management：IPM）の

普及に取り組んだ。

具体的には、推進すべき IPM の定義や目的等を

取りまとめた IPM 実践指針及び農業者が自らの

IPM の取組を確認できる IPM 実践指標の水稲モデ

ルを公表するとともに、都道府県での IPM 実践指

標の作成及び IPM 実践モデル地域の育成等を実施

した。

また、天敵やフェロモン等を利用した防除技術、

飛散しにくい農薬散布技術・方法及び基幹的マイナ

ー作物の総合的防除体系の確立等を実施した。

⑵ 植 物 検 疫

ア 輸入検疫

平成17年においては、栽植用苗・球根９億３千万

個、種子２万３千 、切り花20億本、生果実181万 、

野菜126万 、穀類・豆類3,151万 、木材1,068万㎥、

その他雑品等918万 について、輸入検疫を実施し

た。

また、平成17年度は、米国産ポテトチップ用馬鈴

しょの輸入が解禁されるとともに、米国産リンゴな

ど７品目の輸入検疫条件の変更がなされた。

イ 輸出検疫

平成17年においては、栽植用苗・球根約1,709万個、

種子約2,417 、切り花約39万本、生果実約20,085 、

野菜約9,072 、穀類・豆類約22万 、木材約63,853㎥、

その他雑品約24,400 について、輸出検疫を実施し

た。

また、平成17年度は台湾向けのリンゴ、なし、も

も及びすももの輸出検疫条件の変更がなされた。

ウ 国内検疫

平成17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９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
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表９ 病害虫発生状況及び防除状況（平成17年度実績）

病害虫名 発生面積 延べ防除面積 概 評

（千 ） （千 ）

（イネ）

葉いもち 294 1,182 東北及び甲信の一部で多、他平年並以下。

穂いもち 163 1,278 平年並以下。

紋枯病 568 704 中国の一部で多。

白葉枯病 12 35 関東及び北陸の一部で多。

もみ枯細菌病 32 94 北陸及び九州の一部で多。

ニカメイガ 98 459 平年並以下。

セジロウンカ 605 1,131 東海、中国、四国及び九州の一部で多。

トビイロウンカ 148 826 中国、四国及び九州の一部で多。

ヒメトビウンカ 521 998 東海、中国及び九州の一部で多。

ツマグロヨコバイ 538 850 北陸の一部で多。

斑点米カメムシ類 455 1,380 東北、北陸、近畿、中国及び九州南部で多。

コブノメイガ 227 381 平年並以下。

イネミズゾウムシ 540 749 平年並。

（ムギ類）

うどんこ病 59 258 平年並。

赤かび病 29 551 東北の一部でやや多。

雪腐病類 52 96 平年並。

（ダイズ）

ハスモンヨトウ 35 70 西日本を中心にやや多い～多。

吸実性カメムシ類 31 57 全国的にやや多い。

（カンキツ類）

黒点病 35 182 平年並以下。

かいよう病 21 74 近畿、中国、四国及び九州の一部で多い。

（リンゴ）

モニリア病 4 7 平年並。

斑点落葉病 9 130 東北南部で多。

（ナシ）

黒斑病 2 39 平年並。

黒星病 4 142 関東南部で多。

ナシヒメシンクイ 2 55 中国の一部で多。

（モモ）

せん孔細菌病 3 41 東海及び近畿の一部で多。

灰星病 1 40 平年並。

（ブドウ）

晩腐病 2 48 関東南部及び甲信の一部でやや多。

べと病 4 62 平年並。

（野菜共通）

疫病 1 13 トマトでやや多い。

灰色かび病 3 21 関東及び九州のトマトで多。

アブラムシ類 15 141 全国的にやや多い。

ハダニ類 7 42 全国的にやや多い。

ハスモンヨトウ 2 20 全国的にやや多い～多。
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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

防除の規定に基づく防除等の措置は、有害動植物の

新たな国内・未発生地域への侵入が確認されなかっ

たことから実施していない。

オ 植物防疫所の運営

病害虫の国内への侵入・まん延を防止するため植

物防疫所を全国に73ヶ所設置しており、輸出入時の

検査、国内検疫等を実施している。なお、近年の輸

入農産物の相手国・品目数の増加に伴い病害虫の侵

入リスクが増加している。そのため植物検疫体制の

強化をする必要があることから、平成17年度におい

ては、今後需要の高まる分野の業務体制を強化する

ために、「動植物検疫業務システムの最適化計画」を

策定した。また、病害虫侵入リスクの高い種苗等へ

の検疫体制を強化するため、隔離検疫実施施設の充

実を図った。

⑶ 国 際 関 係

ア 国際会議

平成17年４月にローマで開催された、第７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、「病害虫低密度発生地域の

確立のための必要条件」及び「検査の指針」等が採

択され、国際基準として成立した。９月にバンコク

で開催された国際基準案に係る地域作業部会、ジュ

ネーブにて開催された第33回（６月）、34回（平成18

年１月）、35回（平成18年３月）WHO╱ SPS委員会

にそれぞれ出席した。

イ 専門家会合

平成17年４月にローマで開催された第６回及び11

月に開催された第７回基準委員会、５月にクアラル

ンプールにて開催されたアジア地域における国際植

物検疫ポータル（IPP）トレーニングワークショッ

プ、７月にオタワで開催された国際基準案「荷口の

サンプリングに関する指針」検討の専門家ワーキン

グ・グループ、８月にクアラルンプールにて開催さ

れたAPEC╱ATCWG（バイオセキュリティプラ

ンニング及びサーベイランスキャパシティ）ワーク

ショップ、10月にローマで開催された、国際基準案

「病害虫無発生地域（PFA）及び病害虫低発生地域

（ALPP）の認定のためのガイドライン」に係る専門

家作業部会、平成18年１月にオランダ・ワーゲニン

ゲンで開催された IPPCの「電子証明」に係る専門家

作業部会にそれぞれ専門家を派遣した。

ウ りんご火傷病パネル対応

火傷病の発生国である米国からりんご生果実を輸

入する際に我が国が要求している植物検疫措置につ

いては、米国側がWTO協定（衛生植物検疫措置の

適用に関する協定（SPS協定）等）に整合的でない

と訴え、WTO紛争解決手続に基づくパネル、上級委

員会並びに再パネルでの審議が行われてきたところ

である。

我が国は、再パネルの審議において米国産りんご

火傷病に係る植物検疫措置について、果実の内部又

は表面に火傷病菌が存在し、それらが火傷病を伝搬

させうる可能性があることを示す科学的証拠がある

と主張してきたが、日本の主張は認められず、平成

17年７月にWTO紛争解決機関から当該植物検疫

措置を SPS協定に整合させるよう勧告を受けた。

我が国としては、WTO勧告を実施するため、従前

の①10ⅿの境界帯に囲まれた輸出園地の指定、②年

１回（幼果期）の園地検査及び③果実の表面殺菌を

主とする措置を改正することとし、日米間で技術協

議を行った。また、７月には措置改正案について広

く国民等から意見・情報を募集すべくパブリック・

コメント手続の結果を実施し、手続きの踏まえて、

平成17年８月25日付けで上記①～③の措置を廃止し

て、りんご生果実の成熟検査を主とする措置に改正

し、施行した。

６ 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 意見交換会等の開催

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

換等を行うリスクコミュニケーションに取り組ん

だ。

表10 開催実績（13テーマ65回）

・牛海綿状脳症（BSE）関連 28回

・ポジティブリスト制度 10回
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・農薬 5回

・水銀 5回

・魚食 3回

・食品安全 2回

・輸入食品 2回

・HACCP 2回

・大豆イソフラボン 2回

・かび毒 2回

・植物防疫 2回

・薬剤耐性菌 1回

・遺伝子組換え農産物 1回

イ 消費者など関係者との懇談会・意見交換会

「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実施した。

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 1180回

イ パネラーや講師の派遣

全国計 4561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

「消費・安全」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「食品安

全エクスプレス」の配信（月曜から金曜まで毎日配

信）を行った。

オ 食の安全の理解に関する調査

食の安全に関して消費者等がどのように理解して

いるか把握するため、アンケート調査を実施した。

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28,879件）を行った。

また、全国の「消費者の部屋」等の相談を月別に

とりまとめた「消費者の部屋通信」の発行を行った。

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（566件）を行うとともに、小・中・高校生の「消

費者の部屋」への訪問（61校、644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。

７ 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年度に制定された「農林水産省食品安全緊急

時対応基本指針」に基づき、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平成16年度に引き続き行った。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る

ものである。

⑵ 緊急時対応訓練の実施

食品安全等に係る緊急事態の発生を想定した訓練を

実施し、農林水産省の職員が緊急時対応マニュアルに

沿って適切に事態に対処できるか検証を行った。平成

17年度は、農薬及び火傷病をテーマとした２回の訓練

を実施した。

また、緊急時対応マニュアルをさらに実効性のある

ものとするため、訓練の評価結果をマニュアルに反映

させて改訂することとしている。

⑶ 食品安全関係府省食中毒緊急時対応実施要綱

食品安全に係る危害要因別の緊急時対応マニュアル

として、「食品安全関係府省緊急時対応基本要綱」（平

成16年４月15日関係府省申合わせ）に即して、食中毒

による緊急事態等が発生した場合における国の対処の

在り方等について定めた「食品安全関係府省食中毒緊

急時対応実施要綱」の作成に参画し、平成17年４月に

公表した。
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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年の品質表示基準制度の創設以降、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。

平成14年には、食品の不正表示が多発したことを踏

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。

また、平成17年には、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法の改正を行った。（17年６

月22日公布、18年３月１日施行）

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が巡回して

点検を行うことにより、平成17年度は３万８千店の小

売店舗と５千の卸売業者等の事業者に対し、日常的な

監視･指導を実施した。特に、牛肉やアサリをはじめと

した消費者の関心の高い品目については、仕入伝票な

どにより表示の根拠を確認し、また、必要に応じ納入

業者へ遡及して調査を行うなど、徹底した監視･指導を

行った。また、消費者ニーズを踏まえて選定した品目

（マグロ、根菜類等４品目）について特別調査を実施

し、表示の根拠の確認について DNA分析等科学的手

法を活用した表示の真正性の確認を行った。さらに、

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した。

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

て以下のような調査審議を行った。

ア わかりやすい表示方法について

平成16年12月にまとめられた「わかりやすい表示

方法について報告書」に基づき、加工食品品質表示

基準の改正に向けて、具体的な表示方法の検討（特

色ある原材料の表示方法等）及びパブリックコメン

ト等を行った。

イ 加工食品の原料原産地表示のさらなる推進につい

て平成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を20食品群へ拡大したところ

であるが、義務表示対象品目の見直しや事業者自ら

が任意で行う情報提供等について検討を行った。

ウ 遺伝子組換えの表示について

平成17年10月に遺伝子組換え食品の表示に関する

基準を改正し、アルファルファを表示義務対象品目

に追加した。

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 有機畜産物等の JAS規格の制定

有機食品に関する国際的な基準であるコーデック

スガイドラインに準拠しつつ、消費者の有機食品に

対する信頼の確保、我が国の畜産業への円滑な導入

等に配慮した有機畜産物の JAS規格及び有機飼料

の生産及び加工の基準等を規定した有機飼料の

JAS規格を制定し、平成17年11月から施行した。

イ 有機 JAS制度及び特別栽培農産物に係る表示ガ

イドラインの普及の促進

有機食品の検査・認証制度及び特別栽培農産物に

係る表示ガイドラインの普及･定着を図るため、小冊

子の作成･配布を行うとともに、有機畜産物の生産･

管理に必要なマニュアルの作成や検査員の育成のた

めの研修会を実施した。

ウ 生産情報公表 JAS規格の制定

消費者の「食」に対する関心が高まっている中で、

食品の生産履歴情報を消費者に提供する仕組みとし

て、食品の生産履歴に関する情報を、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
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認証する 生産情報公表 JAS規格」を、牛肉(平成15

年12月施行)、豚肉（平成16年７月施行）に引き続き

農産物についても制定し、平成17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

報を活用して食品の追跡と遡及を可能とする仕組みで

あり、食品安全に関する問題が生じた際に迅速な原因

究明や回収等が可能となるものである。

トレーサビリティ・システムの導入・普及に関する

以下の取組を行った。

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。

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、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）により、管理者等から報告され

た出生や異動等の届出データを取得し、立入検査等に

よる監視・指導を実施した。さらに、全国11万戸の管

理者から報告される１日３万件超の届出のうち約１割

に発生するエラーについて、正しい届出の指導の一環

として、解消対応を実施した。

このような中、制度の仕組みを認識した上での意図

的な違反事例（耳標の付け替え及び虚偽の移動の届出）

が確認されたため、法に基づく措置（告発）を行い、

有罪判決が確定した。

また、平成16年12月１日に施行された流通段階の措

置については、食肉販売業者及び特定料理提供業者に

対して監視・指導を行うとともに、個体識別番号の不

適正な表示が判明した食肉販売業者（６件）に対して、

法第18条に基づき農林水産大臣名による勧告及び公表

を行った。

なお、牛肉の流通段階においては、個体識別番号が

適正に伝達されているか確認するため、原則として、

すべてのと畜場から照合用サンプルを採取・保管し、

食肉販売業者等から採取した調査用サンプルとの間で

DNA鑑定による牛肉の同一性鑑定の実施を行った。

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、ユビキタス・コンピューティング

技術を活用した先進的なシステムの開発・導入、各食

品の特性や流通の実態に応じたシステムを導入するた

めの情報関連機器等の整備、養殖魚及び海苔について

それぞれ品目別ガイドラインの作成（ともに平成18年

３月）等に対する支援を行った。

また、トレーサビリティ・システムに対する消費者

や生産者等の理解を深めるために、パンフレットの作

成やセミナーの開催等を行った。

第３節 食 育 の 推 進

食 育 の 推 進

近年の国民の食生活をめぐっては、栄養の偏り、不

規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、食の海外への

依存等様々な問題が生じている。

こうした食生活をめぐる環境の変化や食の重要性等

を踏まえて、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、

豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが

喫緊の課題となっている。このため、平成17年６月に

は、健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会

の実現に寄与することを目的に、食育に関する施策を

統合的、かつ計画的に推進するため、食育基本法が成

立した。また、平成18年３月には、食育推進会議にお

いて、食育推進基本計画（以下「基本計画」と言う。）

が作成され、食育の推進に関する施策についての基本

的な方針や目標が示された。基本計画において、今後

は、国及び地方公共団体をはじめ、関係者が創意と工

夫を凝らしつつ、食育を国民運動として強力に展開す

ることとされた。

農林水産省では、食料の生産から製造･加工、流通、

消費といった食の一連の流れを担当している立場か

ら、農林漁業者や食品関連事業者などの関係者と連携、

協力して、それぞれの現場における食育の取組を推進

した。

⑴ にっぽん食育推進事業

主食、副菜、主菜を基本にバランスのとれた食生活

（ごはん等の穀類を中心に野菜、果物、牛乳･乳製品な

どが組み合わされた日本型食生活）を実現するため、

「食事バランスガイド」（平成17年６月に厚生労働省と

ともに作成）の普及･活用、全国的なマスメディアを通

じた情報発信、「食を考える月間」（１月）を中心にし

たイベントの開催等を行った。

⑵ 地域における食育の推進（食の安全･安心確保交付
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金）

食育推進ボランティアの活動を中心に食に関する

様々な体験や学校給食において地元産を主体とした

米、野菜、果物、牛乳･乳製品等の利用等地産地消の促

進など、地域の特性を活かした食育活動を支援した。

第４節 生物多様性を確保するた
めの遺伝子組換え農作物
等の使用等の規制

遺伝子組換え農作物等の適切な管理

カルタヘナ法による遺伝子組換え生物等の使用等の

規制について

「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。

⑴ 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17年度においては、遺伝子組換え農作物29件に

ついて承認を行った。

⑵ 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17年度においては、遺伝子組換え動物15件、遺

伝子組換え微生物10件について確認を行った。

第５章 消費・安全局 ― 153―


