
島根県消費・安全対策交付金実施要綱 

制  定 平成 17 年４月 15 日 農畜第５７３号

最終改正 令和 ２年５月 20 日 農畜第２５２号

第１ 趣旨

 わが県において、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくためには、

県民の健康の保護を最優先としつつ、食料供給の各段階において、科学的知見に

基づく適切なリスク管理の取組や、伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

による食料の安定供給体制の整備等を、地域の実態に応じて機動的かつ総合的に

実施していく必要がある。

 島根県消費・安全対策交付金（以下「本交付金」という。）は、このような観

点に立って、各地域が、それぞれの実態に応じた目標を明確に示した上で、その

自主性・独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援し、もって、わが県

の食品の安全と消費者の信頼の確保及び食料安全保障の確立、さらには県内農林

水産業及び食品関連産業等の健全な発展に資するものとする。

第２ 事業の内容等

１ 事業の内容

（１）第１の趣旨を踏まえ、本交付金は、

 ア 農畜水産物の安全性の向上  

イ 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止

を目的として事業実施主体が実施する取組に必要な経費に充当するものとす

る。

（２）（１）のア及びイの目的を達成するための具体的な目標、事業メニュー及

びその内容、事業実施主体並びに交付率は、別表１のとおりとする。

なお、別表１の事業メニュー及びその内容の欄の事業メニューを実施するに

当たっては、「島根県消費・安全対策交付金実施要領（平成２５年５月１６日

付け食安第１１５８号。以下「実施要領」という。）」によるものとする。

 ２ 事業実施期間

 本交付金による事業の実施期間は、原則として１年とする。

第３ 目標値及び事業実施計画書

１ 目標値の設定及び事業実施計画書の作成

 （１）目標値の設定

 事業実施主体は、取り組むべき課題に応じ、別表１の目標の欄の目標ごとに、

別表２に基づき、事業終了時に達成すべき具体的な目標値を設定する。

 （２）事業実施計画書の作成

 事業実施主体は、（１）で設定した目標値を達成するために必要となる事業



メニューを別表１の事業メニュー及びその内容の欄から選択する。また、当該

目標値の達成に必要な場合には、別表１の事業メニュー及びその内容の欄に示

された事業の内容以外に、地域として独自の取組（以下「地域提案型事業」と

いう。）も実施できるものとする。

 （３）事業実施主体は、必要に応じて、複数の目標について目標値を設定し、そ

れぞれの目標ごとに事業メニューを選択し、実施することができる。

２ 事業実施計画書の承認

（１）本交付金の交付を受けようとする市町村長は、別紙様式第１号により、目標

値、選択した事業メニュー、事業実施主体、本交付金の要望額その他必要な事

項を記載した事業実施計画書を作成した上で、知事に協議し、その承認を受け

るものとする。

（２）市町村長は、（１）の事業実施計画書の作成に当たっては、（３）に基づき

事業実施主体から提出される事業実施計画書の内容を含め作成するものとす

る。その際、目標値の設定に当たっては、市町村全体で一つの目標値を設定す

るものとする。

（３）事業実施主体（市町村が事業実施主体となる場合を除く。）は、毎年度、実

施する目標ごとに目標値を設定するとともに、その達成に必要となる事業メニ

ューの選択を行い、別紙様式第１号に準じて事業実施計画書を作成の上、当該

事業実施主体が属する市町村長に提出する。ただし、全県を管轄する団体等が

知事に直接計画書を提出する場合は、（１）の規定を準用する。

第４ 事業実施計画書の審査

１ 知事は、第３の２の（１）及び（３）ただし書きにより提出された事業実施

計画書について、次に掲げる視点に基づき審査を行う。

（１）消費・安全対策の取組状況を勘案し、目標値の設定の妥当性及びその達成 

の可能性

（２）地域提案型事業及び特認団体（別表１の事業実施主体の欄に掲げる知事が適

当と認める団体）の適切性

２ 第３の２の（３）（ただし書きによるものを除く。）により事業実施主体か

ら市町村に提出された場合は、市町村は国要領等の定めるところにより審査を

行うものとする。

３ 知事は、事業実施計画書の審査を行った上で、事業実施計画書を承認するも

のとする。

第５ 事業実施計画書の変更

 １ 本交付金の交付を受けた市町村又は第３の２の（３）ただし書きにより県知

事に直接計画書を提出した事業主体（以下「市町村等」という。）は、目標値

の達成に資する場合には、交付金額の範囲内で、事業メニュー等事業実施計画

書の内容を変更することができるものとする。ただし、次に定める場合にあっ



ては、第３の２に準じて変更について知事の承認を受けるものとする。

 （１）目標を追加又は削除する場合

 （２）目標値を変更する場合

 （３）新たに特認団体が事業実施主体となる事業を実施することとした場合

   なお、新たに地域提案型事業を実施することとした場合には、変更する事業

実施計画書について事前に知事に報告するものとする。

２ 知事は、１の報告を受けた場合には、必要に応じ、市町村等に対し意見を述

べることができるものとする。

第６ 交付金の交付

 １ 交付金の交付

 （１）県は、毎年度、予算の範囲内において、（２）により算定する交付金につ

いて、別に定めるところにより、市町村長等に交付するものとする。

 （２）県は、（１）による市町村長等への交付金の交付に当たっては、第３の２

により市町村長等から提出される事業実施計画書に記載された目標値、事業

計画の内容、対象区域の状況等、市町村等ごとの要望額及び事後評価結果を

基に、各市町村等に交付する交付金の額を算定する。   

 ２ 県は、年度途中の家畜の疾病の発生等に対応するため、予算の範囲内におい

て、１の（２）に準じ算定する交付金について、市町村長等に交付するものと

する。

第７ 成果の取りまとめ及び事後評価

１ 事業実施主体による成果の取りまとめ

（１）事業実施主体は、事業を実施した年度の翌年度（別表１の２の食料安全保

障確立対策整備交付金にあっては、事業を実施した年度から起算して三カ年

経過した年度。以下同じ。）の４月末までに、目標ごとの事業の成果につい

て、別紙様式第２号に従って成果報告書として取りまとめる。

（２）市町村以外が事業実施主体となっている場合にあっては、事業実施主体は

（１）において取りまとめた成果報告書を速やかに当該事業実施主体が属す

る市町村長（計画書を直接知事に提出した場合は知事）に提出する。

２ 市町村長による成果の取りまとめ及び事後評価

（１）市町村長は、１の（２）により事業実施主体から提出された成果報告書及

び自らの成果報告書を基に、事業実施主体ごとの事後評価を実施し、必要に

応じこの事後評価を踏まえ、事業実施主体を指導するものとする。

（２）市町村長は、事業実施主体ごとの成果報告書及び（１）の事後評価の結果

を踏まえ市町村全体の事後評価を行い、別紙様式第３号に従って市町村全体

の成果及び事後評価の結果を取りまとめた上で、事業を実施した年度の翌年

度の６月１０日までに、成果報告書として知事に提出する。



 ３ 事後評価結果の反映

（１）知事は、２の（２）により提出（１の（２）により直接知事に提出された

ものを含む。）された市町村等の成果報告書に基づき事後評価を実施する。

事後評価の実施に当たり、知事は公正性確保の観点から評価内容の妥当性に

ついて学識経験者等第三者の意見を聴くものとする。

（２）知事は、（１）の事後評価の結果が低い市町村等に対し、必要な措置を講

ずるものとする。

（３）知事は、別に定めるところにより、市町村等ごとの事後評価結果を次年度

以降の当該市町村等への交付金の交付額に反映させるものとする。

（４）事後評価を行った市町村長は、その結果を公表するものとする。

（５）（２）の措置が講じられた市町村等においては、当該措置の内容を踏まえ

て次年度の事業実施計画を作成する。

第８ その他

   本交付金の実施につき必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、

知事が別に定めるところによるものとする。

附則 

   この要綱は、平成１７年４月１５日から施行する。

附則 

 １ この改正は、平成１８年４月３日から施行する。

２ この改正による改正前の島根県食の安全・安心確保交付金実施要綱（以下「旧  

要綱」という。）に基づく事業メニュー（トレーサビリティシステムの導入の  

促進及び地域における食育の推進）にあっては、旧要綱の規定は、なおその効  

力を有する。

附則

この改正は、平成１９年４月２日から施行する。

附則

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。

附則

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

附則

１ この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

２ この改正による改正前の島根県食の安全・安心確保交付金実施要綱（以下「旧

要綱」という。）に基づく事業メニュー（生鮮農産物の安全性の確保及び地域

における「食事バランスガイド等の普及・活用の促進及び「教育ファーム」の

取り組みへの支援に限る。）にあっては、旧要綱の規定は、なおその効力を有

する。



附則

この改正は、平成２３年２月１日から施行する。

附則

この改正は、平成２３年３月４日から施行する。

附則

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

附則

この改正は、平成２４年４月６日から施行する。

附則

この改正は、平成２５年５月１６日から施行する。

附則

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。

附則

この改正は、平成２７年４月９日から施行する。

附則

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。

附則

この改正は、平成２９年４月１１日から施行する。

附則

この改正は、平成３０年４月２日から施行する。

附則

 １ この改正は、平成３１年４月２６日から施行する。

 ２ この通知による改正前の島根県消費・安全対策交付金実施要綱に基づき実施

した事業については、なお従前の例による。

附則

 １ この通知による改正は、令和２年５月２０日から施行する。

 ２ この通知による改正前の島根県消費・安全対策交付金実施要綱に基づく事業

メニューにあっては、同要綱の規定は、なおその効力を有する。



別表１ 

島根県消費・安全対策交付金の目的、目標、事業メニュー及びその内容、事業実施主体並びに交付率 

１ 食料安全保障確立対策推進交付金 

目的 目標 事業メニュー及びその内容 事業実施主体 交付率 

Ⅰ農畜水産
物の安全
性の向上 

１－１ 安全
性向上措置
の検証・普
及のうち農
産物・加工
食品の安全
性向上措置
の検証 

(1) 有害化学物質・有害微生物の汚染実態の
把握 
有害化学物質・有害微生物のリスク管理
を効率的・効果的に推進するため、生産・
貯蔵・加工段階の農産物等（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。（2）において同じ）及び
加工食品に含まれる有害化学物質・有害微
生物の汚染実態を把握するための調査を行
う。 

(2) 安全性向上対策の有効性・実行可能性の
検証 

 有害化学物質・有害微生物のリスク管理を
効率的・効果的に推進するため、生産・貯蔵・
加工段階の農産物等・加工食品を汚染する有
害化学物質・有害微生物に係る安全性向上対
策（汚染リスク推定技術、吸収・生成抑制技
術、貯蔵管理及び製造技術、農産物における
肥培管理及び灌水管理技術、家畜における飼
養衛生管理及び微生物排泄抑制技術等）の有
効性・実行可能性を検証する取組を行うとと
もに、そのために必要な分析体制を整備す
る。また、検証結果を取りまとめた技術検証
報告書を作成する。 

(3)協議会の開催等 
(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、①協議会の開催、②専
門家による事業者等への指導、③事業者等向
け講習会の開催又は講習会への参加支援等
を実施する。 

市町村 
農業協同組合（農業協
同組合法（昭和 22 年
法律第 132 号）の規定
に基づき設立された
組合（農事組合法人を
含む。）をいう。以下同
じ。） 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
土地改良区 
営農集団(消費・安全
局長等が別に定める
ものをいう。以下同
じ。) 
都道府県知事等が地
方農政局長等と協議
して適当と認める団
体（以下「特認団体」
という。） 
地方独立行政法人（試
験研究機関に限る。以
下同じ。） 
ただし、事業メニュー
及びその内容の欄の
(2)のうち土壌由来有
害化学物質による農
作物の汚染リスク推
定技術に係る取組に
ついては、以下のとお
りとする。 
地方独立行政法人（都
道府県が設立したも
のに限る。） 

交付金の交付
率は事業費の
定額（1 / 2 以
内）とする。た
だし、事業メ
ニュー及びそ
の内容の欄の
(1)のうちコ
メ（農用地の
土壌を含む。）
に含まれるヒ
素の汚染実態
を把握するた
めの調査に要
する経費につ
い て は 定 額
（上限は１都
道府県当たり
100万円、同一
都道府県内の
取組は２年限
り）とし、あわ
せて、協議会
を開催する場
合は、その経
費も含めるこ
とができるも
のとする。 
なお、地域提
案型事業の交
付率は類似の
事業メニュー
の交付率を準
用するものと
する。 

 １－２ 安全
性向上措置
の検証・普
及のうち農
業生産にお
けるリスク
管理措置の
導入・普及
推進 

(1) カドミウム低吸収性イネを用いたカド
ミウム及びヒ素濃度の同時低減技術の実証・
普及 
カドミウム低吸収性イネを用いたカドミ
ウム及びヒ素濃度の同時低減技術の実用化
に向け、次の取組を行う。 
①カドミウム及びヒ素濃度の同時低減技
術の実証試験、実証効果の把握・評価
等。 
②①の取組と併せて行う協議会の開催、
分析調査、技術利用マニュアル（原案を
含む。以下同じ。）の作成等。 
③(3)①の取組と併せて行う協議会の開
催、分析調査等。 

(2) 水稲におけるヒ素濃度低減技術の実証・
普及 
水稲におけるヒ素濃度低減技術の実用化
に向け次の取組を行う。 
①水稲におけるヒ素濃度低減技術の実証
試験、実証効果の把握・評価等。 
②①の取組と併せて行う協議会の開催、
分析調査、技術利用マニュアルの作成

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(1)及び
(2)については、以下
のとおりとする。 
市町村 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
都道府県協議会（消
費・安全局長等が別に
定めるものをいう。以
下同じ。） 
地方独立行政法人（試
験研究機関に限る。） 

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(3)につ
いては、以下のとおり
とする。 
市町村 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
農業協同組合 
営農集団 

交付金の交付
率は事業費の
定額（1 / 2 以
内）とする。た
だし、事業メ
ニュー及びそ
の内容の欄の
(1)及び(2)に
要する経費に
ついては定額
（10/10）とす
る。 
なお、地域提
案型事業の交
付率は類似の
事業メニュー
の交付率を準
用するものと
する。 



等。 
③(3)③の取組と併せて行う協議会の開
催、分析調査等。 

＜地区推進事業＞  
(3) カドミウム及びヒ素濃度低減技術の技
術導入促進活動 
実証技術の効果的な普及に向け、次の①又
は②の技術に係る農業者等に対する展示ほ
の設置、現地講習会及び検討会の開催等によ
る技術導入推進活動の取組を行う。 
①カドミウム及びヒ素濃度の同時低減技
術 
②水稲におけるヒ素濃度低減技術 

都道府県協議会 
産地協議会（消費・安
全局長等が別に定め
るものをいう。） 
地方独立行政法人 

 ２農薬の適正
使用等の総
合的な推進 

(1) 農薬の安全使用の推進 
農薬の安全使用の推進及び農薬の飛散防
止対策を図るため、農薬使用者を対象とした
講習会の開催や啓発活動の実施、農薬使用状
況の調査及び記帳指導、適正かつ安全な農薬
の使用の指導及び普及を行う指導者（農薬適
正使用アドバイザー等）の育成や地域ごとの
農薬の使用に係る基準の策定等を行う。 

(2) 農薬の適切な管理及び販売の推進 
農薬の適切な管理及び販売の推進並びに
農薬の飛散防止対策の推進を図るため、農薬
販売者の研修・指導の実施、農薬管理指導士
の育成研修等を行う。 

(3) 農薬残留確認調査等の実施 
登録基準への適合状況、農薬使用時の飛散
の状況、周辺農作物への農薬の残留状況及び
農薬の飛散防止技術の効果を確認するため、
農薬の農作物、土壌等への残留量について調
査を行う。 
また、生産現場で使用可能な農薬の確保に
向けて、作物群での農薬登録推進のための試
験を実施する。 

(4) 実態把握を通じた原因究明及びリスク
管理措置の評価・検証 
食の安全及び消費者の信頼確保並びに食
料の安定的な供給を図る観点で対策を策定
するため、土壌調査や農作物のモニタリング
による実態把握及び原因究明、残留防止対策
等の評価・検証を行う。 

(5) 農薬による蜜蜂の被害を軽減するため
の対策の確立 
農薬による蜜蜂被害の軽減に向けて、地域
の実情に応じた蜜蜂被害軽減対策を確立す
る。 

(6) 埋設農薬処理の進行管理の実施 
埋設農薬を計画的かつ着実に処理するた
め、処理計画を策定するとともに、その進行
管理を行う。 
また、埋設農薬が適切に処理されたことを
確認するため、掘削・回収の事前、事後に環
境調査を行う。 

(7) 埋設農薬の漏えい等による周辺環境へ
の悪影響の防止措置の実施 
埋設農薬の漏えい等による周辺環境への

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(1)、
(3)、(4) 及び(5)につ
いては、以下のとおり
とする。 
市町村 
農業協同組合 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
営農集団 
特認団体 

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(2)、(6)
及び(7)については、
以下のとおりとする。 
市町村 
農業協同組合 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
特認団体 

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(8)につ
いては、以下のとおり
とする。 
市町村 
農業協同組合 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
一般社団法人又は一
般財団法人 
公益社団法人又は公
益財団法人 
特認団体 
独立行政法人 
民間事業者 

交付金の交付
率は事業費の
定額（1 / 2 以
内）とする。な
お、地域提案
型事業の交付
率は類似の事
業メニューの
交付率を準用
するものとす
る。 



悪影響が懸念される場合、緊急的に必要な悪
影響防止措置等を行う。 

(8) 農薬登録に必要な試験の信頼性確保に
係る適正実施に向けた試験従事者等へ
の研修 
農薬登録に必要な試験の信頼性確保に
係る適正実施に向けた試験従事者等へ
の「農薬取締法に規定する特定試験成
績の信頼性確保のための基準」（以下
「農薬ＧＬＰ」という）に係る研修を行
う。 

Ⅱ伝染性疾
病・病害
虫の発生
予防・ま
ん延防止 

１家畜衛生の
推進 

＜地区推進事業＞ 
(1) 家畜の伝染性疾病の発生予防 
家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、
飼養衛生管理基準の遵守、地域における発生
予防の体制整備及び野生動物や環境からの
感染予防の取組を推進する 

(2) 家畜の伝染性疾病のまん延防止 
家畜の伝染性疾病のまん延を防止するた
め、まん延防止の円滑化の取組、疾病発生時
の体制整備、家畜の生産性を低下させる疾病
の低減対策を推進する。 

(3) 畜産物の安全性向上 
畜産物の安全性向上を図るため、生産衛生
管理体制の整備及び動物用医薬品の適正使
用と危機管理を推進する。 

(4) 野生動物の対策強化 
野生動物による家畜の伝染性疾病の発生
予防及びまん延防止のため、リスクが高い地
域における野生動物対策及び野生動物への
感染防止対策を推進する。 

市町村 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
農業協同組合 
自衛防疫の推進等家
畜衛生の向上を目的
とする団体 
生産者の組織する団
体 
特認団体 

交付金の交付
率は事業費の
定額（1 / 2 以
内）とする。た
だし、地域提
案型事業の交
付率は類似の
事業メニュー
の交付率を準
用するものと
する。 

 ２病害虫の防
除の推進 

＜地区推進事業＞  
(1) 農薬に頼ることができない病害虫・雑草
の発生状況に応じた管理手法の確立 
総合的病害虫・雑草管理による防除体系を
確立する。 

農業協同組合 
特認団体 

交付金の交付
率は事業費の
定額（1 / 2 以
内）とする。な
お、地域提案
型事業の交付
率は類似の事
業メニューの
交付率を準用
するものとす
る。 



 ３重要病害虫
の特別防除
等 

(1) 重要病害虫の防除 
 ①我が国で発生が限定されている重要病
害虫に対し、被害の軽減及び未発生地域への
まん延を防止するため、発生地域等における
徹底した防除等を行う。 
②越境性病害虫（ツマジロクサヨトウに限
る。）に対し、被害の軽減及び未発生地域へ
のまん延を防止するため、発生地域等におけ
る徹底した防除等を行う。 

(2) 特殊病害虫緊急防除 
重要病害虫のうち植物防疫法に基づく防
除等の国内植物検疫の対象となり得るもの
について、発生範囲を特定するための調査及
び初動防除を行う。 
また、重要病害虫が侵入・まん延し、農作
物に甚大な被害を与える恐れがある場合、こ
れらの撲滅あるいはまん延防止を図るため
に緊急に防除を行う。 

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(1)の①
及び(2)については、
以下のとおりとする。 
市町村 

事業メニュー及びそ
の内容の欄の(1)の②
については、以下のと
おりとする。 
市町村 
農業協同組合中央会 
農業協同組合連合会 
農業協同組合 
中小企業等協同組合
法（昭和 24 年法律第
181 号）に基づく事業
協同組合 
一般社団法人又は一
般財団法人 
公益社団法人又は公
益財団法人 
生産者の組織する団
体  

交付金の交付
率は事業費の
定額（1/2 以
内）とする。 
ただし、事業
メニュー及び
その内容の欄
の(1)の②の
うち侵入警戒
等調査並びに
飼料作物の分
析並びに飼料
作物及びマイ
ナー作物の撤
去並びに(2)
に要する経費
は定額
（10/10）と
する。 
なお、（2）のう
ち、対象とな
る病害虫が発
生しているお
それがある場
合 に あ っ て
は、事業周知
に要する経費
は定額（1/2 以
内）とする。ま
た、地域提案
型事業の交付
率は類似の事
業メニューの
交付率を準用
するものとす
る。 

２ 食料安全保障確立対策整備交付金 

目的 目標 事業メニュー及びその内容 事業実施主体 交付率 

Ⅱ伝染性疾
病・病害
虫の発生
予防・ま
ん延の防
止 

１家畜衛生の
推進 

(1) 地域における車両消毒施設整備 
交差汚染による疾病のまん延を防止する
ため、多数の畜産関係車両が集合する施設の
出入口に車両消毒施設を整備する。 

(2) 野生動物侵入防止柵の整備 
 イノシシからのアフリカ豚熱の感染を防
止するため、養豚農場における野生動物侵入
防止柵を整備する。 

事業メニュー及びそ

の内容の欄の（1）に

ついては、以下のと

おりとする。 

市町村 

農業協同組合連合会 

農業協同組合 

自衛防疫の推進等家

畜衛生の向上を目的

とする団体 

生産者の組織する団

体 

特認団体 

事業メニュー及びそ

の内容の欄の（2）に

ついては、以下のと

おりとする。 

ただし、市町村を除

き、整備しようとす

交付金の交付
率は事業費の
定額（1/2 以
内）とする。な
お、地域提案
型事業の交付
率は類似の事
業メニューの
交付率を準用
するものとす
る。 



る養豚経営体が直接

所属するものとす

る。 

市町村 

農業協同組合 

自衛防疫の推進等家

畜衛生の向上を目的

とする団体 

生産者の組織する団

体 

特認団体 



別表２ 

１ 食料安全保障確立対策推進交付金 
目的及び目標 目標値 左の考え方 

Ⅰ農畜水産物の安全性の向上 
１－１安全性向上措置の検証・普及
のうち農産物・加工食品の安全性
向上措置の検証 

１－２安全性向上措置の検証・普及
のうち農業生産におけるリスク
管理措置の導入・普及推進 

２農薬の適正使用等の総合的な推進 

Ⅱ伝染性疾病・病害虫の発生予防・ま
ん延防止 
１家畜衛生の推進 

２病害虫の防除の推進 

・別表１の１のⅠの１－１の(1)の事
業メニューについては調査地区数
（調査点数も含む。） 

・別表１の１のⅠの１－１の(2)の事
業メニューについては安全性向上
対策の有効性・実行可能性の検証対
象とする類型数 

カドミウム及びヒ素濃度の同時低
減技術及び水稲におけるヒ素濃度低
減技術の各技術別の 
①実証試験及び展示ほの総実施箇所
数（本事業により実証し、又は展示
したものの数に限る。） 
②技術利用マニュアルの作成等のリ
スク管理措置の導入・普及推進の取
組数 

次の項目のうち一以上の項目につ
き目標値を設定する。 
・農薬の不適切な販売及び使用の発生
割合 
・埋設農薬の処理進捗率 

家畜衛生に係る取組の充実度 

次の項目のうち一以上の項目につ
き目標値を設定する。 
・薬剤抵抗性を始めとする難防除病害
虫・雑草の防除体系等における作業
の現状からの向上率 

・実態調査の実施対象とする危害要
因、品目、生産条件等を踏まえつつ、
調査地区数（調査点数も含む。）を定
め、着実にその実施を図る。 
・産地において検証の実施対象とする
危害要因、品目、対策、生産条件、地
域等を踏まえた類型数を定め、検証に
必要なデータを整備することにより、
その有効性・実行可能性の着実な検証
の推進を図る。 

水稲におけるカドミウム及びヒ素
濃度を低減するため、カドミウム低吸
収性イネを用いたカドミウム及びヒ
素濃度の同時低減技術及び水稲にお
けるヒ素濃度低減技術の各技術別に、 
・その導入・普及に向けて現地適応性
の高い技術とするための当該技術の
実証に必要な各技術手法別の実証試
験及び展示ほの総実施箇所数の具体
的な目標値 
・リスク管理措置の導入・普及推進に
向けて実施する技術利用マニュアル
の作成や検討会・講習会の開催等の取
組数の具体的な目標値 
を定め、着実にその実施を図る。 

適正な農薬の販売・使用を推進し、
農薬のより一層の安全性を確保する
ため、農薬取締法により把握される農
薬の不適切な販売及び使用の発生割
合について目標値を定め、埋設農薬の
処理が必要な場合は、その計画的かつ
着実な処理を実施するため、埋設農薬
の処理進捗率を目標値として定め、そ
の着実な実現を図る。 

家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生
管理基準の遵守やＨＡＣＣＰ（危害要
因分析重要管理点）に基づく衛生管理
手法の生産段階への導入、動物用医薬
品の適正利用の取組、行政・生産者・
関係団体等が一体となった家畜の伝
染性疾病の発生予防及びまん延防止、
野生動物対策等により地域における
家畜衛生水準の向上を図るため、家畜
衛生に係る取組の充実度について具
体的な目標値を定め、確実にその達成
を図る。 

有効性、作業性及び経済性に優れた
薬剤感受性検定手法や防除技術等を
有機的に組み合わせること等により、
現場の実情に合った発生状況調査や
防除技術体系等を確立するため、発生



３重要病害虫の特別防除等 

・農薬に頼ることができない病害虫・
雑草の発生状況に応じた管理手法
等の普及取組数 

対象病害虫の調査の総回数 

状況調査や防除技術体系等における
作業の現状からの向上率について、具
体的な目標値を定め、着実にその向上
を図る。 
また、農薬に頼ることができない病
害虫・雑草の発生状況に応じた管理手
法等の普及・取組数について、具体的
な目標を定め、着実にその増加を図
る。 

我が国が侵入を警戒する病害虫を
早期に発見するため、これらの病害虫
の調査・防除等の総回数について具体
的な目標値を定め、着実にその実施を
図る。 

２ 食料安全保障確立対策整備交付金 

目的及び目標 目標値 左の考え方 

Ⅱ伝染性疾病・病害虫の発生予防・ま
ん延の防止 
１家畜衛生の推進 施設の活用によるバイオセキュリ

ティの向上率 
多数の畜産関係車両が集合する施
設における確実な車両消毒の実施、養
豚農場における野生動物進入防止体
制の整備により家畜の伝染性疾病の
発生予防及びまん延防止を図るため、
これらの施設ごとに、その活用による
バイオセキュリティの向上率につい
て具体的な目標値を定め、確実にその
達成を図る。 


