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<平成15年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～３月･･･３府県４事例約27万羽（山口県、大分県、京都府）
（※我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生）

<平成18年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～２月･･･２県４事例約16万羽（宮崎県、岡山県）

<平成22年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
11～３月･･･９県24事例約183万羽（島根県、宮崎県、鹿児島県、愛知県、

大分県、三重県、奈良県、和歌山県、千葉県）
<平成26年度の発生> Ｈ５Ｎ８亜型（高病原性）
４月･･･１県１事例約10万羽（熊本県）
12～１月･･･４県５事例約35万羽（宮崎県、山口県、岡山県、佐賀県）

<平成28年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）

11～３月･･･９道県12事例約166万羽（青森県、新潟県、北海道、宮崎県、

熊本県、岐阜県、佐賀県、宮城県、千葉県）

<平成29年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性）
平成30年１月･･･１県１事例約9.1万羽(香川県)

<平成17年度の発生>Ｈ５Ｎ２亜型（低病原性）
６～12月･･･２県41事例約578万羽（茨城県、埼玉県）

<平成20年度の発生>Ｈ７Ｎ６亜型（低病原性）
２～３月･･･ １県７事例（うずら） 約160万羽（愛知県）

※野鳥における発生
・平成20年 全３県
・平成22～23年 全16県
（他3県における動物園等の
飼育鳥からウイルスを確認）

１ 国内における近年の鳥インフルエンザ発生状況

・平成26～27年全６県12例(H5N8型)
・平成28～29年全22都道府県 218例（H5N6型）
・平成29～30年 全３都県45件(H5N6型)

・令和２～３年 全18道県58件（H5N8型）

：令和２年度高病原性鳥インフルエンザ発生県
（※平成30年以前の発生県を含む）
：平成30年以前の高病原性鳥インフルエンザ発生道府県

：低病原性鳥インフルエンザ発生県

<令和２年度の発生> Ｈ５Ｎ８亜型（高病原性）

11～３月･･･18県52事例約987万羽（香川県、福岡県、兵庫県、宮崎県、

奈良県、広島県、大分県、和歌山県、岡山県、滋賀県、高知県、

徳島県、千葉県、岐阜県、鹿児島県、富山県、茨城県、栃木県）

１



２ 令和３年度における高病原性鳥インフルエンザの発生に備えた取組

（１）飼養衛生管理基準等の見直し

（２）発生に向けた注意喚起

（３）発生に備えた各県の対応

２
【千葉県】鳥インフルエンザ流行に備え訓練

感染拡大防ぐ手順を確認

【宮崎県】 鳥インフルエンザの防疫作業

自治体職員などの研修会

○各県においても、鳥インフルエンザの発生に備え、防疫演習等を実施（報道あり）。

【日本農業新聞（10/12）】

家畜伝染病対策特集記事

【青森県】 秋田県での発生を受け連絡

会議を開催。防疫体制と対応を確認。

○ 令和３年５月の農林水産省鳥インフルエンザ・豚熱・アフリカ豚熱合同防疫対策本部において、家畜伝染病対策に関する課題を
洗い出し、家畜衛生対策の強化に向けた対応方針を決定。

○ これを踏まえ、①家畜伝染病予防法施行規則の一部改正(飼養衛生管理基準を含む)、②飼養衛生管理指導等指針の一部
変更、③特定家畜伝染病防疫指針の一部変更を行い、本年10月１日から順次施行。

（大規模農場における畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置、事前の埋却地の確保、発生に備えた対応計画の事前策定等を措置）

○ 令和３年９月10日に農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部を開催し、海外での発生状況を踏まえた今シーズンの発生リスク
や今後の対策について議論。

○ 令和３年９月28日に各県担当者を対象として越境性動物疾病防疫対策強化推進会議を開催し、注意喚起を実施（野上前
農林水産大臣出席）。

○ 本省幹部職員が各県を直接訪問し、昨シーズンの発生を踏まえた対応等について、副知事等と意見交換等を実施。

（10/5 千葉県、10/13 香川県、10/29 神奈川県、11/1 兵庫県、11/11 茨城県）

○ 10月以降、全国の養鶏場に対して、飼養衛生管理基準の遵守状況の一斉点検を毎月実施。

○ 韓国における野鳥及び家きんでの発生や我が国における野鳥及び秋田県、鹿児島県の家きんでの発生を受けて、都道府県、関係
団体に通知を発出し、早期発見・早期通報、飼養衛生管理の徹底について指導。



（１）国内１例目の概要 （H5N8亜型）
①場所・飼養規模 ： 秋田県横手市の養鶏場（採卵鶏）、約14.3万羽
②周辺農場 ： ３km圏内 ０戸・０羽 、 ３km-10km圏内 ５戸・11.7万羽 、 合計 ５戸・11.7万羽
③発生経緯 ： 11月９日（火）、簡易検査陽性と判明。10日（水）２時00分に疑似患畜と確定。

（２）国内２例目の概要 （H5N1亜型）
①場所・飼養規模 ： 鹿児島県出水市の養鶏場（採卵鶏）、約3.9万羽
②周辺農場 ： ３km圏内 23戸・91.1万羽 、 ３km-10km圏内 97戸・462万羽 、 合計 120戸・553万羽
③発生経緯 ： 11月12日（金）、簡易検査陽性と判明。 13日（土）５時00分に疑似患畜と確定。

（３）国内３例目の概要 （H5亜型）

①場所・飼養規模 ： 鹿児島県出水市の養鶏場（採卵鶏）、約1.1万羽

②周辺農場 ： ３km圏内 24戸・128万羽 、 ３km-10km圏内 92戸・418万羽 、 合計 116戸・546万羽
※ 国内２例目の農場から2.5㎞の場所に位置していることから、当該農場の周辺農場と大半が重複している。

③発生経緯 ： 11月14日（日）、国内２例目発生農場から半径３㎞以内の農場の検査により陽性と判明。
15日（月）11時30分に疑似患畜と確定。

３ 高病原性鳥インフルエンザの発生事例について
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令和３年１１月１５日 １１時３０分現在

事例数： ３事例 （防疫措置対象： ３農場 約19.3万羽)
農林水産省
対策本部

防疫対応状況（予定は最短の場合）

措置完了日（０日目） 10日目 ～ 21日目

発生場所 発生日
※１

飼養羽数
※２、３

防疫措置（殺処分、消毒等） 清浄性
確認検査

搬出制限区域
解除

移動制限区域
解除開始 完了

① 秋田
養鶏場

（秋田県横手市）
令和３年
11月10日

約14.3万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月９日
11月10日
２時00分

－ － － －

② 鹿児島 １
養鶏場

（鹿児島県出水市）
令和３年
11月13日

約3.9万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月12日
11月13日
５時00分

－ － － －

③ 鹿児島 ２
養鶏場

（鹿児島県出水市）
令和３年
11月15日

約1.1万羽
（採卵鶏・ケージ飼い）

11月15日
（持ち回り）

11月15日
11時30分

－ － － －

※１ 疑似患畜と確定した日 ※２ 殺処分時の最終羽数（殺処分未了の場合は見込みの羽数）
※３ 飼養方法は主として疫学調査結果から引用。ただし、疫学関連農場については疫学調査を実施していないため飼養方法は記載せず。

①

②、③

４ 高病原性鳥インフルエンザの防疫措置の進捗状況

４

※ 野鳥については、11月11日鹿児島県出水市で採取された環境資料（水）から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出。



○家きん １県１事例羽数の単位は万羽
(令和３年11月11日時点)

○野鳥 ２事例
※詳細は環境省https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

家きん
野鳥（検査中含む）

検体回収場所 検体回収日 種名 病原性 亜型

1 北海道旭川市 10/26 マガモ LPAI H5

２ 鹿児島県出水市 11/8 環境試料（水） HPAI H5

地域 疑似患畜判定日 用途 羽数 病原性 亜型

1 秋田県横手市 11/10 採卵鶏 約14.3 HPAI H5N8

2 鹿児島県出水市 11/13 採卵鶏 約3.8 HPAI H5N1

3 鹿児島県出水市 11/15 採卵鶏 約1.1 検査中 検査中

※ HPAI：高病原性鳥インフルエンザ

LPAI：低病原性鳥インフルエンザ ５

５ 令和３年度 国内における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生状況

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

