
３ 省庁の垣根を超えた政府一体となった

輸出の障害の克服等



2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

輸出環境整備推進事業 【令和３年度予算概算決定額 1,692（1,675）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 1,607百万円）

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品輸出本部の下で、輸出先国の規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化、輸出手続の円滑化、輸出に取り組む事業者の利便性の向上、

輸出先国が求める食品安全規制等に対応するための事業者の取組を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．規制の緩和・撤廃に向けた協議の加速化 451（465）百万円
政府間交渉に必要となる情報・科学的データの収集・分析、外国政府の規制担

当官の我が国への招へい、我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立・実
証を実施します。

２．輸出手続の円滑化、利便性の向上 180（290）百万円
都道府県、登録認定機関等における、研修等による実務担当者の能力向上、

人員の増強や検査機器の導入、証明書の発行場所の拡大に向けた体制整備等を
支援します。

３．生産段階での食品安全規制への対応強化 1,061（920）百万円
① 事業者による輸出環境課題の解決に向けて、

ア 輸出施設のＨＡＣＣＰ等認定
イ 畜水産物モニタリング検査
ウ インポートトレランス申請
エ 国際的認証取得・更新
等を支援します。

② 生産海域の指定等に向けた基礎データの収集等を行います。
③ 国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及を行います。
④ ＨＡＣＣＰ認定施設の認定・監視等を行います。
⑤ 既存添加物等の安全性を示すデータ収集等を行います。

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

委託、補助（定額、1/2以内）

定額、1/2以内定額

（１、３の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］食料産業局輸出先国規制対策課（03-6744-2398）

民間団体等

民間団体等

情報・科学的データの
収集・分析

証明書発行業務の
人員増強

ＨＡＣＣＰ認定施
設の認定・監視等

研修等による実務
担当者の能力向上

生産海域の指定等
に向けた基礎データ
の収集等

【１. 協議の加速化】 【２. 輸出手続の円滑化、利便性の向上】

【３. 生産段階での食品安全規制への対応強化】

国際認証の取得・更新
等の支援
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及推進事業

養殖カキ中のNoVについて実態を調査し、科学的なデータに基づいて、衛生管

理の向上を図ることにより、安全なカキ等の二枚貝を国内外に供給していきます。

（※ 欧州13ヵ国は、欧州域内で生産されたカキのNoV保有水準を調査し（上

記[Ⅰ]に同じ ）、衛生管理の向上を進めています。欧州等への輸出には同様の

管理を求められる可能性を考慮し、国内の対策を進める必要があります。）

輸出環境整備推進事業のうち

国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策の検証・普及推進事業 【令和３年度予算概算決定額 45（51）百万円】

＜対策のポイント＞
食品安全等に関する輸出先国の規制において、相手国から農畜水産物の生産段階での衛生管理が求められています。特に二枚貝の輸出に関しては、細菌

を対象にした既存のリスク管理に加え、今後ウイルスも対象にしたリスク管理が国際社会のスタンダードになる可能性を踏まえて、我が国の二枚貝の衛生状態の
調査を実施するとともに、我が国の実態に合った二枚貝の衛生管理方策（ノロウイルス（NoV）についての①養殖海域及び②加工場における衛生管理）
を検証・普及します。

＜政策目標＞
国産二枚貝の安全性を向上させるため、国際的な衛生管理基準に整合した衛生管理方策の検証・普及

［お問い合わせ先］消費・安全局食品安全政策課（03-3502-8731）国 民間団体等

委託＜事業の流れ＞

国際的な衛生管理に整合するNoV対策の推進
国内外の消費者の健康への悪影響を未然に防止

国内外の消費者からの信頼の向上・国産カキの輸出に貢献

調
査
委
員
会

（
関
係
者
） ・調査結果の解析

平常時の水準調査の計画を検討

・カキ採取海域の選定、採取方法・スケジュール等の検討

・関係団体、生産者等との調整

・現状の衛生管理について効果を検証
・より適切な衛生管理方策の普及

Ⅰ 計画に基づく平常時の水準調査の実施

二枚貝の科学的・客観的な衛生管理の推進

Ⅰ 国内のカキ生産地と連携し、養殖海域及び加工場における国産カキのNoV

保有状況（平常時の水準）の調査を行い、主要な生産地における実態を

把握します（R2～3年度）。

Ⅱ [Ⅰ]の調査で得られた情報をもとに、養殖海域及び加工場における現状の衛

生管理を検証し、NoVリスクの低減に効果的な衛生管理方策を普及します

（R3～4年度）。

Ⅱ
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輸出環境整備推進事業のうち

我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立・実証事業

＜対策のポイント＞
我が国の農産物の輸出に有利な殺虫処理基準が早期に国際基準として採用され、輸出解禁・条件緩和が進むことにより、輸出拡大に貢献します。

＜事業目標＞
○ 検疫協議に要する期間の約３割短縮（平均９年→６年）による輸出拡大
○ 我が国の輸出に有利な検疫処理基準の確立による輸出拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１. 我が国の輸出に有利な国際的検疫処理基準の確立、実証

輸出相手国が侵入を警戒する重要害虫の殺虫効果に関するデータを蓄積して

検疫処理技術を確立し、国際植物防疫条約事務局と連携の下、本技術の国際基

準化を推進します。

2. 輸出植物検疫協議の迅速化

輸出植物検疫協議の迅速化のため、収穫後の殺虫処理ではなく、生産から流通

の過程における、園地管理等の産地が取り組みやすい複数の措置の組合せによる

検疫措置案の調査・実証を行います。

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託

［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-5978）［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-3502-5978）

・ 我が国に有利な検疫処理技術を
確立

・ 国際基準に採用された検疫処理
技術で、世界各国の条件をクリア

消毒処理済みマーク
（イメージ）

・ 生産から流通の過程での検疫措
置を組み合わせた検疫措置案の
調査・実証により、二国間協議を
迅速化

＋
ﾌｪﾛﾓﾝ 効率的防除 選果 低温輸送

輸出植物検疫協議の迅速化
我が国に有利な

国際的検疫処理基準の策定

農産物の輸出拡大に貢献

【令和３年度予算概算決定額 104（118）百万円】
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2030年輸出５兆円目標の実現に向けた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の実施のうち

食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設の整備

＜対策のポイント＞
農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、食品製造事業者等の施設の新設及び改修、機器の整備を支援します。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設
（かかり増し経費）及び改修、機器の整備に係る経費を支援します。
① ＨＡＣＣＰ等の認定取得に必要な規格を満たすための施設・設備
② 輸出先国のバイヤー等が求めるＩＳＯ、ＦＳＳＣ、ＪＦＳーＣ等の認証取得

に必要な規格を満たすための施設・設備
③ 輸出先国のニーズに対応した製品を製造するための設備 等

２．施設整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサル費等の経費
（効果促進事業）を支援します。

［お問い合わせ先］食料産業局輸出先国規制対策課（03-6744-7184）

パッキング設備の導入

温度管理を要する装置・設備の導入

（食料産業・６次産業化交付金において実施）

空気を経由した汚染の防止設備
（パーティション）の導入

排水溝

施設の衛生管理の強化に向けた
排水溝、床、壁等の改修

＜事業の流れ＞

国 都道府県等
食品製造事業者
食品流通事業者

中間加工事業者等

交付（定額） 1/2、3/10以内

【令和３年度予算概算決定額 970（1,472）百万円】
（令和２年度第３次補正予算額 9,000百万円）
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜市場密集防止対策支援事業

家畜市場内の密集状態の防止に資する機器等（家畜の脱走防止機器、 自
動誘導レール、セリ場外からのセリ参加のための機器等）の導入を支援します。

２．食肉流通再編・輸出促進事業
① 畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者でコンソーシアムを組織し、

国産食肉の生産・流通体制を強化するための５か年計画を策定するための協議
会、調査、研修等の取組を支援します。

② ５か年計画に基づき実施する食肉処理施設の再編に必要な施設整備、機械
導入等を支援します。

３．食肉生産流通多角化支援事業
① 食肉処理施設における精肉等加工施設・設備等の整備を支援します。
② 輸出先国におけるスライス肉等の需要調査、パイロット輸出、試食会の開催
等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

都道府県 食肉処理施設

定額 1/2以内

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-6744-2130）

食肉処理施設

精肉等加工施設・設備の整備

販路の多角化

・海外需要・嗜好調査
・パイロット輸出
・バイヤー試食会

民間団体等

国

家畜・食肉の流通体制の強化
【令和３年度予算概算決定額 2,500（3,000）百万円】

＜対策のポイント＞
食肉の安定供給を図るため、家畜及び食肉の流通体制の強化に向けた、家畜市場での密集状態の防止に資する機器等の導入、食肉処理施設の再編合

理化に必要な施設整備、販路の多角化に必要な精肉加工等施設整備等を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、 ５兆円［2030年まで］ ）

定額

生産者団体等

推進費：定額
施設整備：1/2以内

コンソーシアム

（３の①の事業）

（３の②の事業）

＜繋留施設＞ ＜誘導路＞ ＜セリ場＞

監視・脱走防止のための機
器・設備の導入

自動誘導レールの導入
セリ場外からセリに参加する
ための機器・設備の導入密集状態の解消

食肉処理施設

畜産農家

食肉流通事業者
・生産技術・防疫意識の向上
・生産コストの低減、品質の向上
・関税削減への不安払拭

・稼働率及び衛生水準の向上
・自動化等による労働力不足の解消
・原料調達の安定化

・消費者ニーズに即した国産食肉の調達
・生産者と連携した食肉流通・販売

食肉処理施設の再編に
必要な整備等を支援

加工度の高い製品の
製造により、スーパーへ
の販売や消費者への
直販を可能に。

和牛肉の輸出品目拡大
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安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進事業
【令和３年度予算概算決定額 615（635）百万円】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．課題解決型プロジェクト研究

シーズ研究から応用・開発まで、我が国の研究勢力を結集して総合的・体系

的に推進すべき長期的視点が求められる大規模な研究を実施します。

（研究費・研究実施期間）

○ 研究費：課題ごとに設定

○ 研究期間：原則５年

２．短期課題解決型研究

現存する技術シーズや知見を活用して、１～３年程度で成果が見込まれる

比較的規模の小さい研究課題を短期的・機動的に実施します。

（研究費・研究実施期間）

○ 研究費：3,000万円以内/年

○ 研究期間：原則３年以内

シーズ研究から
応用・開発まで実施

［お問い合わせ先］農林水産技術会議事務局研究開発官室 （03-3502-0536）
消費・安全局食品安全政策課食品安全科学室 （03-3502-5722）

国 民間団体等

委託

＜事業の流れ＞

①課題解決型プロジェクト
研究

② 短期課題解決型研究

エ 水産防疫対応プロジェクト
○ 国内主要養殖魚の重要疾病のリスク管理技術の開発

シーズ研究

応用・開発まで
実施し、科学的

知見を獲得

３年以内
で機動的
に実施

科学的
知見を獲得

（研究課題例）
○ 野菜の生産環境における微生物の消長を考慮した水や堆肥の管

理対策の確立
○ いのしし用国産CSF経口ワクチンの開発
○ Tomato brown rugose fruit virusの多検体診断技術及び

防除技術の開発

ア 食品安全対応プロジェクト
○ 省力的かつ現場で使い易いコメの無機ヒ素低減技術の開発
○ 食品中の3-MCPD脂肪酸エステル類及びグリシドール脂肪酸エステ

ル類に関する研究 等

＜対策のポイント＞
食品安全、動物衛生、植物防疫等の問題発生の未然防止や発生後の被害拡大防止のため、行政施策・措置の決定に必要な科学的知見を得るための研
究（レギュラトリーサイエンスに属する研究）を、内容に応じて柔軟に規模や期間などを選択して実施します。
＜政策目標＞
本研究で得られた科学的知見を食品安全・動物衛生・植物防疫等の行政施策・措置に反映することにより、安全な国産農畜水産物の国内外への安定供給
が可能となり、輸出促進にも貢献します。

行政施策・措置に活用

原則５年
で実施

既存のシーズ等を活用して
緊急に必要な研究を実施

行政施策・措置に活用

ウ 人獣共通感染症対応プロジェクト
○ 家畜における流行状況が不明な感染症の家畜や環境における生態

の解明
○ 薬剤耐性問題に対応した家畜疾病防除技術の開発 等

イ 動物衛生対応プロジェクト
○ 家畜の伝染病の国内侵入と野生動物由来リスクの管理技術の開発
○ 官民・国際連携によるASFワクチン開発の加速化及びCSFの新たな

総合的防除技術の開発 等
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包括的SPS関連対策事業 【令和３年度予算概算決定額 201（205）百万円】

＜対策のポイント＞
○ 我が国の農産品・食品の輸出促進、食産業の海外展開促進のため、SPS（Sanitary and Phytosanitary：食品安全、動物衛生や植物防疫）
関連の国際基準策定・普及を支援します。

○ アジア地域における植物病害虫のまん延防止、越境性動物疾病の清浄化に向けた取組を強化します。

＜政策目標＞
○ 我が国の実情に沿ったSPS関連国際基準の策定 [令和６年度まで]
○ SPS関連国際基準の策定・普及を担うアジア・太平洋地域の人材の育成 [令和６年度まで]
○ アジア地域における植物病害虫のまん延防止、越境性動物疾病の清浄化に向けた地域防疫計画の策定及び推進 [令和６年度まで]

＜事業の全体像＞

包括的SPS関連対策事業

- うち国際食品規格（Codex）事務局専門家派遣

- うちリスク評価専門家会議（JECFA・JMPR）開催支援

- うち国際植物防疫条約（IPPC）事務局専門家派遣

- うち国際獣疫事務局（OIE）専門家派遣

非ODA事業

包括的SPS関連対策事業
- うち食品安全分野

（食品安全に係る人材育成等のため、FAOアジア太平洋地域事務所(FAORAP)への専

門家配置）

- うち植物防疫分野
（アジア地域植物防疫に係る能力向上の支援のため、FAORAPへの専門家派遣）

- うち動物衛生分野（OIEアジア太平洋地域事務所への専門家派遣）

ODA事業

☆７つの事業で、国際基準策定、普及（SPS措置の制度設計・実施）の総合的な取組を実施（令和２～６年度、５ヵ年）

概要

○ 我が国の実情に沿った国際基準の策定を主導 ○ アジア・太平洋地域での国際基準の普及・実施、人材育成
○ リスク評価機関での評価作業の促進 ○ アジア地域での植物病害虫のまん延防止、越境性動物疾病の清浄化に向けた

取組の強化

目的

期待される効果

○ 我が国の農産物・食品の輸出促進、食産業の海外展開に向け
た環境整備

○ 輸入農産物･食品の安全性向上・安定供給
○ 越境性動物疾病・病害虫のまん延防止
○ 我が国とアジア・太平洋地域の協力関係・プレゼンス向上

資金の流れ

国

・ 国際連合食糧農業機関
（FAO:Codex事務局、IPPC事務局)
・ 世界保健機関（WHO）
・ 国際獣疫事務局（OIE）

拠出金

100%

-27-



〈事業の全体像〉

１．有害化学物質リスク管理基礎調査事業 118（94）百万円

２．微生物リスク管理基礎調査事業 69（74）百万円

（１．２ともに以下の事業を実施）

① 食品を通じて人の健康に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質・微生物につい

て、食品等の汚染実態を調査します。

② 人の健康への悪影響が懸念される有害化学物質・微生物について、事業者等と

連携して実施可能な汚染防止・低減対策の策定･普及を行います。

③ 策定した汚染防止・低減対策の効果検証のため、食品等の汚染実態を調査し

ます。

④ 新たに対応が必要な有害化学物質・微生物について、分析機関の人材育成等

の観点も踏まえ、新たな分析法の導入や分析に必要な標準試薬の作製を行い

ます。

（※ 個別事業の詳細は次ページ以降）

（関連事業）

輸出環境整備推進事業のうち国際貿易の進展に伴う二枚貝の衛生管理方策

の検証・普及推進 1,692百万円の内数

国産二枚貝の安全性を向上させるため、国際的な衛生管理基準に整合した

方策を検証・普及します。

有害化学物質・微生物リスク管理等総合対策事業委託費 【令和３年度予算概算決定額 187（168）百万円】

国 民間団体等

委託＜事業の流れ＞

フードチェーン全体を通じた安全性の向上

国民の健康への悪影響を未然に防止

リ
ス
ク
管
理
検
討
会

（
関
係
者
）

・サーベイランス・モニタリング計画※の作成

調査・分析対象の選定スキーム

・毒性、汚染実態等についての情報収集

・優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質・微生物の決定

※5年間の中期計画と毎年の年次計画を作成

食品由来の健康リスクが低く、
安全であることを確認

策定した汚染防止・低減対策の効果検証
（必要に応じ、対策を見直し）

汚染防止・低減対策の策定・普及
・事業者等と連携した実施可能な低減技術等の効果の検討
・事業者等への汚染防止・低減対策の普及

①

②

③計画に基づく実態調査の実施

様々な属性の消費者にも対策を周知・普及

食品の安全に係るリスク管理の総合的な推進

新たな分析法の導入等④

＜対策のポイント＞
消費者の健康に悪影響が生じるのを未然に防止するため、食品等の有害化学物質・微生物の汚染実態調査、事業者等と連携した低減対策等の策定・普

及、普及した低減対策等の効果検証を推進します。
＜政策目標＞
○ 特定の有害化学物質の食品からの摂取量を科学的評価に基づき設定された耐容摂取量等を超えないように抑制
○ 特定の有害微生物による汚染防止・低減を目的とする衛生管理の実施割合を増加
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＜対策のポイント＞
都道府県等が有害化学物質・有害微生物のリスク管理措置（安全性向上のための対策等）を導入するにあたり、地域の実態把握の取組や実態に即した
有効性・実行可能性の現場での検証を推進します。

＜政策目標＞
国産農産物等・加工食品の安全性向上のための産地における有害化学物質・有害微生物を低減する取組の拡大

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農産物等※・加工食品中の有害化学物質・有害微生物のリスク管理措置の検証

※ 畜産物、林産物、水産物、飼料作物、農用地の土壌、農業用水等を含む

① 有害化学物質・有害微生物の実態把握のための調査を支援します。

（コメ中のヒ素の実態把握のための調査については、定額100万円上限（同一都

道府県内の取組は２年間限り）)

② 安全性向上対策の有効性・実行可能性の検証を支援します。

③ ①及び②の取組を実施するに当たって、必要な範囲において、協議会の開催、

専門家指導や講習会等の開催・参加を支援します。

④ 農用地土壌汚染防止法に基づく対策計画策定に当たって、必要な調査等の実

施を支援します。

【令和３年度予算概算決定額 消費・安全対策交付金 2,210（3,020）百万円の内数】

農産物・加工食品の安全性向上措置の検証

県や生産者が取り組む費用を国が支援

➢ 地域の農産物・加工食品の安全性を調査し、もっと向上させたい。

➢ 安全性向上対策について、地域で取り組めるか確かめたい。

➢ 地域全体で取り組むために、講習会に参加したい。

都道府県・市町村・農業者団体

✓ 有害化学物質（ヒ素、鉛、カドミウム、かび毒、多環芳香族炭化水素類等）
✓ 有害微生物（腸管出血性大腸菌、サルモネラ等）

食品の安全に悪影響を及ぼすものは・・・

地域の農産物・加工食品をより安全なものにしませんか？

［お問い合わせ先］消費・安全局食品安全政策課（03-3502-5722）

＜事業の流れ＞

国

都道府県等 市町村、農業者団体等

(定額（100万円上限）※1、１/２以内※2)交付

都道府県等

交付（定額（100万円上限）※1、１/２以内※2）

※1・・・①のうちコメ中のヒ素の場合 ※2・・・①（※1を除く）、②、③、④

地域における農産物・加工食品の安全性が向上し、

わが国の食品の安全性向上！

（国際的な安全基準をクリアできれば、販路拡大につながる）
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海洋生物毒の監視の推進

＜対策のポイント＞
二枚貝等の安全性を向上させ、円滑に国内流通や輸出を行うため、都道府県における海洋生物毒（毒素を有するプランクトンを摂食した二枚貝等に蓄積
された毒性物質）のリスク管理体制の整備を推進します。

＜政策目標＞
海洋生物毒の監視の推進

［お問い合わせ先］消費・安全局畜水産安全管理課（03-6744-2105）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．海洋生物毒のモニタリングのための調査分析・分析機器の整備

二枚貝等の海洋生物毒による健康被害を未然に防止し、円滑な国内流通や輸出

が行われるよう、都道府県におけるリスク管理体制の整備を支援します。

２．リスク管理体制の整備

国内リスク管理措置の策定・普及や輸出に向けた海域指定を目的とした都道府県

協議会の開催を支援します。

国 都道府県

交付（1/2以内）

＜事業の流れ＞

・海域における安全な生産方法の検討や普及の実施
・輸出先国の求める海洋生物毒の基準に応じた
二枚貝等生産海域の設定

安全な二枚貝等の
国内流通及び輸出を推進

１．調査分析及び分析機器の整備 ２．リスク管理体制の整備

海洋生物毒の
多様化への対応

【令和３年度予算概算決定額 消費・安全対策交付金 2,210（3,020）百万円の内数】
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１.  水産防疫対策委託事業

新たな伝染性疾病の国内への侵入を防止するとともに、養殖業等における

既存の伝染性疾病発生による被害を防ぐため、以下の取組みを実施。

①疾病のリスク評価

②疾病の診断・予防・まん延防止等に係る技術開発や魚病診断機関

の検査精度管理体制の確立

③魚病の診療体制強化のための獣医師等を対象とした研修の充実

④国際基準・情勢に対応したアクティブサーベイランスの実施、錦鯉の

輸出に資する検査法の開発

⑤ブリ類、サケ・マス類等の戦略的養殖品目の疾病に対応するため、

養殖魚のDNAワクチン等新たなワクチン開発等を支援

２.  水産動物防疫体制整備モデル事業

水産防疫体制整備プログラムの作成や技術指導、種苗検査、

組織的なワクチン接種の推進の取組を支援。

・伝染性疾病の侵入防止とまん延防止 …１①②

・迅速且つ精度の高い診断とそれに基づく効果的な魚病対策 … １③

・疾病予防に重点を置いた対策、抗菌剤の使用抑制 … １⑤

・輸出前検査等の負担の軽減、輸出手続きの円滑化 … １④、２

水産防疫対策事業

＜対策のポイント＞
養殖水産動物疾病のリスク管理のための科学的データの収集や、疾病の診断・予防・まん延防止等に係る技術開発を行い、疾病のリスクに応じた水産防疫
対策の強化を図ります。また、ブリ類、サケ・マス類等の戦略的養殖品目の疾病に対応するため、新たなワクチン開発等を支援し、魚病の診療体制強化
のため研修の充実を図るとともに、地域が一体となって行う防疫体制整備を支援します。

＜政策目標＞
〇持続的養殖生産確保法に基づく特定疾病について、国内への新たな侵入を防止
〇錦鯉等の輸出の促進（農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）)
〇関係者が一体となった水産防疫体制整備プログラムの作成・実施を行い、モデル地域における疾病発生件数の半減（５年間）

【令和３年度予算概算決定額 76（75）百万円】

委託

民間団体等

国
民間団体等 （1の事業）

＜事業の流れ＞

（2の事業）
定額、1/2 ［お問い合わせ先］消費･安全局畜水産安全管理課（03-6744-2105）

③魚病の
診療体制強化

①疾病の
リスク評価

②疾病のまん延
防止等の技術開
発と精度管理

④国際基準に
対応したアクティブ
サーベイランス 養殖業者

・地域全体での防疫強化、疾病の清浄化 … 2

関係者が一体となった水産防疫
体制整備プログラムの作成

1. 水産防疫対策事業 2. 水産動物防疫体制整備モデル事業

⑤養殖魚の
新たなワクチン
の開発促進

漁協

種苗の検査

都道府県

組織的なワクチン
接種の推進

水産物の
安定供給

・
輸出促進
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