
局名 部名

保健福祉局 生活衛生部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職
手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合がありま
す。

※収入：証紙収入については、システム上会計局会計課で計上しているためこの表への記載はありませんが、と畜検査
手数料として『第１四半期分 39,456千円』『第２四半期分38,678千円』『第３四半期分44,728千円』『第４四半期分
41,177千円（累計164,039千円）』の収入があがっています。（年間計画額 164,700千円）

業務運営進行表

　と畜検査等で疑われた細菌
　性疾病の診断のため検査し
　ているところです。

＜細菌検査＞

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f661/

所属のホームページ

食肉衛生検査所

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

食肉衛生検査所長の梶木富美恵です。                  

食肉衛生検査所では、主に次の仕事をしています。 

【安全で安心な食肉の確保を図るために】 

1 と畜場法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく 

 食肉の衛生検査を行っています。 

2 と畜場及び食鳥処理場等の衛生監視指導を行っています。 

3 食肉・食鳥肉中の残留物質の検査を行っています。 

【食肉に関する正しい知識の普及と理解の促進を目的として】 

4 ホームページ等で情報の提供を行っています。 

5 小学生(高学年)とその保護者を対象とした講習会、県民及び食肉関連関 

 連事業者を対象とした講習会の開催などを行っています。  

業務・イベン

ト・庁舎の写

真、イラスト

など 

 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

5 4 4

490 490 490

6 5 7 7 25

495 500 5 7 7 0 520

項目 (再)配当額

事業費 14,320 1,994 3,713 4,013 4,243 942 14,904

維持管理費 17,385 2,455 3,289 3,722 5,760 878 16,104

計 31,705 4,449 7,002 7,735 10,003 1,819 31,009

131,667 91,561 137,330 97,499 458,058

136,116 98,564 145,065 107,503 1,819 489,067

△ 135,616 △ 98,559 △ 145,057 △ 107,496 △ 1,819 △ 488,547

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 58 58 57 60

上記以外の職員 2 2 3 2

計（人） 60 60 60 62

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f661/


Ⅳ　業務実施状況

１　食肉衛生検査の実施 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

566,000 130,322 127,709 147,682 136,161

564,800 134,867 129,025 138,364 134,739

２　と畜場及び食鳥処理場等における衛生監視指導の実施

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

667 181 205 132 171

677 226 275 201 174

＊衛生監視指導回数は、HACCP導入型基準に係る監視指導回数を含む。

３　食肉・食鳥肉中の残留抗菌性物質等検査の実施 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1,337 254 510 462 111

1,340 292 462 417 185

４　食肉中の放射性物質検査の適切な実施の推進 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

５　ＢＳＥ対策の適切な実施の推進 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

衛生監視指導回数

（前年度実績）

項目
　　　　　　　　衛生監視指導実績回数　　　　　　　（単位：回）

項目 実績・進捗状況

　高濃度の放射性セシウムが検出された稲
わらを牛に給与した疑いのある17道県から
神奈川食肉センターに初めて搬入された牛
については、生産農家ごとに１頭検査す
る。豚については、県内産の豚を毎月１頭
モニタリング検査を行う。

牛は１頭、豚は２頭の計３頭の検査を実施
し、全て食品衛生法に定める基準以下であっ
た。

牛は検査実績なし。豚は４頭の検査を実施
し、全て食品衛生法に定める基準値以下で
あった。

牛は１頭、豚は２頭の計３頭の検査を実施
し、全て食品衛生法に定める基準以下であっ
た。

牛は検査実績なし。豚は４頭の検査を実施
し、全て食品衛生法に定める基準値以下で
あった。

項目
と畜場の年間
処理計画頭数

　　実績頭数　　　　　　　　　（単位：頭）　

累計

検査頭数 541,874

（前年度実績） 536,995

年間目標
（指導計画）

　　と畜場に搬入されたすべての獣畜(牛や豚)について、獣医師資格を有する当所職員が一頭ごとに
　食肉衛生検査を実施する。

累計

689

　　 と畜場及び食鳥処理場等に適宜立ち入り、衛生監視指導を実施する。特に、と畜場においては、
　 今年度から導入されたＨＡＣＣＰ導入型基準による衛生管理が適切に行われるよう、監視指導の
　 強化を図る。

876

　　牛、豚等の食肉中の抗菌性物質、動物用医薬品等の検査を実施する。

項目
年間計画
（検体数）

　　　　　　　　　　検査実施件数　　　　　　　　　（単位：件）　

累計

検査検体数 1,337

（前年度実績） 1,356

項目 実績・進捗状況

と畜場が実施する分別管理、特定部位等の除
去等について、と畜検査員がと畜解体・保管
の各工程で確認及び検証を行った。

と畜場が実施する分別管理、特定部位等の除
去等について、と畜検査員がと畜解体・保管
の各工程で確認及び検証を行った。

と畜場が実施する分別管理、特定部位等の除
去等について、と畜検査員がと畜解体・保管
の各工程で確認及び検証を行った。

　牛の月齢による分別管理、特定部位等の
除去等、と畜場におけるＢＳＥ対策が適切
に実施されるよう監視指導を行う。

と畜場が実施する分別管理、特定部位等の除
去等について、と畜検査員がと畜解体・保管
の各工程で確認及び検証を行った。



６　豚のと畜検査結果の情報提供 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

所属長評価

・　今年度から新たに導入されたＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく
　衛生管理が適切に実施されるよう監視指導を強化した。
・　と畜処理頭数の減により、と畜検査頭数は前年同期に比べ減
　となったが、適正な検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質などの検査、
　牛の月齢による分別管理や特定部位等の除去などのＢＳＥ対策
　も計画通り進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　今年度からと畜検査申請者に対して検査結果の情報提供を開
　始し、健康な獣畜の生産･搬入の促進を図った。

・　昨年度からの豚流行性下痢(ＰＥＤ)の沈静化により、第３四
  半期から、豚のと畜処理頭数が増加することとなったが、引き
　続き、適正な検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質などの検査や、
  ＢＳＥ対策を計画通り進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく衛生管理に対する監視指導を
  引き続き実施し、適正な衛生管理を推進した。
・　と畜検査結果の情報提供も好評を得ており、情報提供したと
　畜検査申請者数・生産者数・頭数とも増加した。

・　豚流行性下痢(ＰＥＤ)の沈静化により、第４四半期は、豚の
　と畜処理頭数が増加し、引き続き、適正な検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質などの検査や、
  ＢＳＥ対策を計画通り進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく衛生管理に対する監視指導を
  引き続き実施し、適正な衛生管理を推進した。
・　と畜検査結果の情報提供も軌道に乗り、アンケート結果も好
　評を得ている。

・　と畜処理頭数の減により、と畜検査頭数は前年同期に比べ減
　となったが、適正な検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質などの検査、
　牛の月齢による分別管理や特定部位等の除去などのＢＳＥ対策
　を計画通り進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　第２四半期になり、今年度から開始したＨＡＣＣＰ導入型基
　準に基づく衛生管理に対する監視指導を引き続き実施し、適正
　な衛生管理を推進した。
・　今年度から開始したと畜検査結果の情報提供も軌道に乗りは
　じめ、情報提供したと畜検査申請者数・生産者数・頭数とも大
　幅に増加した。

項目 実績・進捗状況

　健康な獣畜の生産・搬入の促進を図るた
め、豚のと畜検査結果をと畜検査申請者
に、月１回情報提供する。

と畜検査申請者３者に対して、生産者86者、
26,435頭分の情報提供を行った。

と畜検査申請者14者に対して、生産者延べ308
者、82,351頭分の情報提供を行った。

と畜検査申請者15者に対して、生産者延べ388
者、121,482頭分の情報提供を行った。

と畜検査申請者14者に対して、生産者延べ404
者、116,695頭分の情報提供を行った。



総合評価

管理課　046-228-3516連絡先（電話番号）

所属長評価

・　豚のと畜検査頭数は、上半期は豚流行性下痢(ＰＥＤ)の影響が
　残り検査頭数は減少したが、下半期は検査頭数も大きく増加し、
　年間総数でも前年度比約6,400頭の増加となった。
　　適正なと畜検査の実施を図るとともに、食肉･食鳥肉中の残留
　抗菌性物質や放射性物質などの検査や、ＢＳＥ対策を計画通り進
　め、食肉の安全性の確保を図った。
・　今年度からＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく適正な監視指導を実
　施し、適正な衛生管理を推進した。
・　また、今年度からと畜検査結果の情報提供を開始した結果、申
　請者等から好評を得ており、引き続き来年度以降も情報提供を図
　っていく。


