
局名 部名

保健福祉
局

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　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

544,800 127,370 130,822 144,907 131,386

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

（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/cnt/f661/

所属のホームページ

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

食肉衛生検査所

室・課（出先機関は所属）名

　　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。

項目

534,485

（前年度実績） 541,874

第１号様式
所属進行表

食肉衛生検査所長の久島昌平です。

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】

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】

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

事業者を対象とした講習会の開催などを行っています。

＜牛の解体後検査＞

と畜場に搬入された牛を

とさつ・解体した後に、

病気にかかっていないか

１頭ずつ検査していると

ころです。

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 56 58 59 58

上記以外の職員 2 3 2 1

計（人） 58 61 61 59

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 14,322 2,874 2,737 5,656 2,179 848 14,295

維持管理費 17,661 2,232 3,883 5,068 4,893 945 17,021

計 31,983 5,106 6,620 10,724 7,072 1,793 31,315

134,390 92,306 139,167 95,610 461,473

139,496 98,926 149,891 102,682 1,793 492,788

支出済額
事
業
経
費

合計

人件費　（注１）



２　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

1,337 216 498 446 177

1,337 254 510 462 111

３　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

12 3(0) 3(0) 3(0) 3(0)

12
* 3(0) 3(0) 3(0) 3(0)

４　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

　　＊豚の検体数。牛は、全戸検査対象牛が搬入された場合に実施することとしていた。

と畜場においては、職員による事前の検証を
踏まえ、センター従業員と施設内を監視し、
衛生管理手法の改善及び施設の修繕等につい
て指導した。
食鳥処理場においては、と体等の拭き取り検
査を実施し、その結果を踏まえて、と体及び
器具等の衛生的取扱いについて指導した。
（と畜場及び食鳥処理場等衛生監視指導件数
182件）

と畜場においては、職員による事前の検証を
踏まえ、センター従業員と施設内を監視し、
衛生管理手法の改善及び施設の修繕等につい
て指導した。
食鳥処理場においては、と体等の拭き取り検
査を実施し、その結果を踏まえて、と体及び
器具等の衛生的取扱いについて指導した。
（と畜場及び食鳥処理場等衛生監視指導件数
171件）

と畜場においては、職員による事前の検証を
踏まえ、センター従業員と施設内を監視し、
衛生管理手法の改善及び施設の修繕等につい
て指導した。
（と畜場及び食鳥処理場等衛生監視指導件数
144件）

項目 実績・進捗状況

　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、昨年度から導入
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。

と畜場においては、職員による事前の検証を
踏まえ、センター従業員と施設内を監視し、
衛生管理手法の改善及び施設の修繕等につい
て指導した。
（と畜場及び食鳥処理場等衛生監視指導件数
162件）

項目
年間計画
（検体数）

　　　　　　　　検査実施件数(　)内は基準値超過の件数（単位：件）

累計

12(0)

検査検体数 12(0)

（前年度実績）

累計

検査検体数

（前年度実績） 1,337

　　と畜場に搬入された牛及び豚について、２か月に各１頭モニタリング検査を行う。

1,337

　　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）　



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

６　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

項目 実績・進捗状況

　牛の月齢による分別管理、特定部位の除
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。
　さらに、検査対象牛について、確実にＢ
ＳＥスクリーニング検査を行う。

と畜場が実施する分別管理、特定部位の除去
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。
ＢＳＥスクリーニング検査数：722件

項目 実績・進捗状況

と畜検査申請者に対して次のとおり情報提供
を行った。
牛：1,081頭分の情報
豚：110,374頭分の情報

と畜検査申請者に対して次のとおり情報提供
を行った。
牛：1,231頭分の情報
豚：122,597頭分の情報

と畜検査申請者に対して次のとおり情報提供
を行った。
牛：839頭分の情報
豚：116,782頭分の情報

　健康な獣畜の生産・搬入の促進を図るた
め、豚だけでなく牛についても、と畜検査
結果をと畜検査申請者に、月１回情報提供
する。

と畜検査申請者に対して次のとおり情報提供
を行った。
牛：1,084頭分の情報
豚：108,283頭分の情報

と畜場が実施する分別管理、特定部位の除去
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。
ＢＳＥスクリーニング検査数：709件

と畜場が実施する分別管理、特定部位の除去
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。
ＢＳＥスクリーニング検査数：754件

と畜場が実施する分別管理、特定部位の除去
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。また、平成
29年４月１日以降のＢＳＥスクリーニング検
査体制変更に向けて、と畜場等関係事業者と
調整を行った。
ＢＳＥスクリーニング検査数：583件



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

総合評価

・　と畜場に搬入された牛1,126頭及び豚126,244頭について、適正に
　と畜検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質等の検査、ＢＳＥ
　対策を計画どおり進め、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より
　効果的かつ効率的に行うため、今年度から、監視体制を変更し、
　適切な衛生管理の促進を図った。
・　豚のと畜検査結果の情報提供は好評を得ながら継続しており、
　今年度は、牛のと畜検査結果についても情報提供を開始した。

所属長評価

・　豚のと畜検査頭数は、前年度比で約7,000頭の減少（-1.3％）で
　あり、また、牛のと畜頭数も、乳牛の搬入減少により、前年度比で
　約400頭の減少（-8.0％）であった。
　　これらについて、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
　を計画どおり進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく監視指導を実施し、適正な衛生管
　理の促進を図った。
・　と畜検査結果の情報提供については、牛、豚ともに適切に実施
　しており、引き続き来年度以降も情報提供を図っていく。
・　４月以降のＢＳＥ検査体制の変更について、その対応に向けた準
　備を整え、来年度以降、適切に運用していく。

・　と畜場に搬入された牛1,281頭及び豚143,626頭について、適正に
　と畜検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質等の検査、ＢＳＥ
　対策を計画どおり進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　新たな監視体制により、ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく自主的な
　衛生管理の促進を図った。
・　豚のと畜検査結果の情報提供は好評を得ながら継続しており、
　牛のと畜検査結果の情報提供についても積極的に取り組み、軌道に
　乗せている。

管理課　046-228-3516連絡先（電話番号）

・　と畜場に搬入された牛1,114頭及び豚129,708頭について、適正に
　と畜検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質等の検査、ＢＳＥ
　対策を計画どおり進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　新たな監視体制により、ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく自主的な
　衛生管理の促進を図った。
・　豚のと畜検査結果の情報提供は好評を得ながら継続しており、
　牛のと畜検査結果の情報提供についても積極的に取り組み、軌道に
　乗せている。

・　と畜場に搬入された牛1,023頭及び豚130,363頭について、適正に
　と畜検査を実施した。
・　食肉･食鳥肉中の残留抗菌性物質や放射性物質等の検査、ＢＳＥ
　対策を計画どおり進め、食肉の安全性の確保を図った。
・　新たな監視体制により、ＨＡＣＣＰ導入型基準に基づく自主的な
　衛生管理の促進を図った。
・　豚のと畜検査結果の情報提供は好評を得ながら継続しており、
　牛のと畜検査結果の情報提供についても積極的に取り組み、軌道に
　乗せている。
・　ＢＳＥ検査体制が４月から変更されることに伴い、ＢＳＥスクリ
　ーニング検査が適切かつ確実に行われるよう調整を図った。


