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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　支出の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況
１　家畜伝染病予防法に基づく検査（数字で表せるもの） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

6,040 2,615 1,501 1,209 391 5,716

5,240 1,985 1,390 1,269 384 5,028（前年度実績）

(牛の採血) (豚の採血) (鶏の検査)

　家畜伝染病予防法に基づき、発生予防及びまん延防止のための検査を実施しています。

項目
年間目標
（計画）

　　実績検査数　　　　　　　（単位：頭・羽・群）　

家畜伝染病予防法第５条に基づ
く検査

（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）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1711/

所属のホームページ

湘南家畜保健衛生所

室・課（出先機関は所属）名

第１号様式

所属進行表

湘南家畜保健衛生所長の渋谷です。

湘南家畜保健衛生所では、主に次の業務を行っています。

・家畜の病気を防ぎ、安心・安全な畜産物を生産するため、畜産

農家に対する衛生指導や家畜の検査。

・適正な獣医療を提供、動物用医薬品の適正使用、品質確保のた

めの指導。

所属長の写

真・イラスト

など（任意）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 17 16 17 17

上記以外の職員 2 2 2 2

計（人） 19 18 19 19

配置職員数

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

項目 (再)配当額

事業費 7,436 1,359 2,138 1,566 2,166 206 7,436

維持管理費 5,921 504 1,320 866 2,950 281 5,921

計 13,357 1,863 3,458 2,432 5,116 488 13,357

47,331 30,437 48,448 32,028 158,245

49,195 33,896 50,880 37,144 488 171,602

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1711/


２　ＢＳＥ対策特別措置法に基づく検査（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

100 30 45 27 20 122

150 22 39 28 16 105

３　家畜伝染病への危機管理対策の強化（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

23 10 7 6 0 23

23 10 7 6 0 23

４　県民が求める安全・安心な畜産物の提供と出口戦略の推進（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

20 4 3 4 9 20

12 5 5 3 5 18

５　家畜の生産性向上による畜産経営の体質強化（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

24 7 13 6 3 29

16 5 7 16 12 40

生産性を阻害する疾病の対策
に取り組む農場への指導

（前年度実績）

農場ＨＡＣＣＰ導入に取り組
む農場に対する指導

（前年度実績）

　牛白血病、豚繁殖・呼吸障害症候群（ＰＲＲＳ）等生産性を阻害する疾病対策を強化し、家畜の生
産性を高めることで、畜産経営の体質強化を図っています。

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　（単位：回）　

（前年度実績：計画作成）

　農場における畜産物の安全性を確保し、ブランド力強化・向上を図るため、「農場ＨＡＣＣＰ」に
よる飼養衛生管理手法を普及・推進するとともに、「県農場ＨＡＣＣＰ計画認定制度」を通じて、安
全・安心な畜産物の生産に意欲的に取り組む農場を支援しています。

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　（単位：回）　

　農場における衛生管理を徹底して、家畜伝染病等の発生を予防するとともに、万一の発生に備え、
昨年策定した高病原性鳥インフルエンザ等及び口蹄疫初動防疫活動計画について、地域の実態にあわ
せ検証し、ブラッシュアップを行います。

項目
年間目標
（計画）

実績農場数　　　　　　　　　（単位：農場）　

初動防疫活動計画の検証

項目
年間目標
（計画）

実績検査数　　　　　　　　　　（単位：頭）　

死亡牛のＢＳＥ検査

（前年度実績）

　死亡牛（24ヶ月齢以上）の届出を受理し、ＢＳＥ検査を実施しています。

ＨＡＣＣＰ方式

原材料受入 給水開始 給餌開始 選別 出荷

安全性の確保

受入検査

ＯＫ

飲水量・水質

ＯＫ

給餌量・品質

ＯＫ

注射針・薬剤残留

ＯＫ

運搬車両

ＯＫ

１つ１つの工程や作業で、しっかりと管理する

※2010年以降は、

発生なし。



６　家畜衛生に関する情報のタイムリーな発信（数字で表せるもの）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

15 6 2 7 7 22

12 3 4 4 5 16

７　業務実績（数字で表せないもの） 

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

(鶏の聴診） (牛の聴診）

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

所属長評価

・全体の業務は概ね当初の計画どおり進んでいます。
・豚流行性下痢（ＰＥＤ）が、依然として散発的に発生しているこ
と、近隣諸国での高病原性鳥インフルエンザ、口蹄疫の発生、韓国で
豚コレラの発生が確認されたことから、畜産農家へ防疫対策の再徹
底、情報発信に努めました。

家畜衛生に関する情報の発信

（前年度実績）

項目 実績・進捗状況

【神奈川の家畜衛生等に対する理解醸
成】
　地域のイベントやホームページ等で、
家畜衛生や畜産に関する正しい情報をわ
かりやすく提供し、食育を推進するとと
もに、神奈川の畜産をＰＲして、県民の
理解醸成を図ります。

地域の交流イベント実行委員会で、「獣医師
体験」の企画を提案しました。また、ホーム
ページで家畜衛生の情報を更新し、新たに、
畜産農家の身近な話題の掲載について取材を
始めました。

獣医大学学生のインターンシップ、体験研修
を受入れ、家畜衛生業務への理解醸成に努め
ました。また、ホームページで、畜産農家の
身近な話題として「湘南地域の畜産情報」の
最初の記事として、管内酪農家の飼料畑の話
題を掲載しました。

地域交流イベントにおいて「子ども獣医師体
験」を実施、各市町の畜産共進会等では、一
般の県民や子ども達に家畜や家畜衛生等の情
報を発信しました。また、ホームページで、
普段はなかなか見ることができない畜産農家
の一日として、「酪農編」を掲載しました。

畜産農家が主催する地域交流イベント（学校
出前授業）に協力し、乳牛の情報を発信しま
した。また、ホームページでは、畜産農家の
一日の第２弾として、「養豚編」を掲載しま
した。

　畜産農家や地域の関係機関等へ家畜衛生に関する情報を速やかに発信するため、必要な情報等を収
集、分析、整理し、リーフレットやメール等を活用して提供しています。

項目
年間目標
（計画）

実績回数　　　　　　　　　（単位：回）　



第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

連絡先（電話番号） 0463-58-0152

所属長評価

・安全な畜産物生産に意識の高い農場が、新たに農場ＨＡＣＣＰに取
り組み始め、支援体制の強化を行っています。
・獣医大学生のインターンシップ、体験研修の受け入れによる家畜衛
生業務への理解醸成、また、ホームページでの情報発信やリーフレッ
ト等による家畜衛生の情報提供に努めました。

・高病原性鳥インフルエンザが、青森県、新潟県、北海道、宮崎県、
熊本県、岐阜県で発生したため、畜産農家への防疫対策の再徹底、飼
養衛生管理の遵守について情報発信を行いました。
・当所のホームページの充実の一環として、「酪農編」を掲載し、県
民の本県の畜産に対する理解醸成に努めています。

・引き続き、高病原性鳥インフルエンザが佐賀県、宮城県、千葉県で
発生したため、養鶏農家に対して再度、防疫対策の徹底、飼養衛生管
理基準の遵守について情報発信を行いました。
・さらに、近隣諸国で口蹄疫等の海外悪性伝染病の発生が相次いでい
ることから、牛・豚飼養者についても飼養衛生管理基準を遵守するよ
う呼びかけました。

・家畜伝染病予防法やBSE対策特別措置法に基づく検査等について
は、概ね計画どおりに実施することができました。
・近隣諸国で口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の発生が相次いで
いることから、初動防疫活動計画の検証を行い、家畜伝染病の危機管
理対策の強化を図りました。
・また、生産性を阻害する疾病について対策を強化し、生産性を高め
ることで、畜産経営の体質強化を図りました。
・そして、県民が求める安全・安心な畜産物の提供と出口戦略の推進
を図るため、農場HACCPの取り組みを通じて、安全・安心な畜産物の
生産に意欲的に取り組む農場について支援を行いました。
・さらに、伝染病の発生状況をはじめとした家畜衛生情報について、
その都度家畜の飼養者に発信してタイムリーな情報提供に努めるとと
もに、地域のイベントや、当所のHP等で家畜衛生や畜産に関する正し
い情報をわかりやすく提供して食育を推進し、本県の畜産をPRして県
民の理解醸成を図りました。


