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最近の家畜衛生をめぐる情勢について
平成29年12月22日
農林水産省
消費・安全局動物衛生課
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家畜伝染病予防法の概要
家畜伝染病予防法の目的：家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止により、畜産の振興を図る。
発生時には･･･

発生予防対策
発生国・地域

国
（農林水産省）

連携

まん延防止対策

都道府県

都道府県

国

（家畜保健衛生所）

（家畜保健衛生所）

（農林水産省）

市町村

発生時に備えた準備
・農場での飼養衛生管理が適正に行わ
れるよう指導・助言、勧告、命令
・補完的に提供する埋却地の準備
・防疫対応に必要な資材の確保、派遣人
員のリストアップ、防疫演習等を実施

国（動物検疫所）による
水際措置の徹底

患畜の早期の発見・通報

・動物、畜産物等の輸出入検疫
・入国者に対する質問、携帯品の
検査・消毒

・特定症状を呈している家畜を
発見した旨の届出
・患畜等を発見した旨の届出

都道府県が防疫指針等に
基づき行う措置に協力

防疫方針の決定・改定
（緊急防疫指針の策定）
財政支援（消毒費用等）
人的支援（専門家、緊急支
援チーム等の派遣）

まん延防止措置
・発生農場周辺の通行の制限・遮断
・家畜等の移動の制限、と畜場の事業の停止等
・消毒ポイントを通行する車両の消毒
・患畜等の所在した畜舎等の消毒、当該畜舎等に
おける消毒設備の設置、当該設備による消毒
・患畜等の速やかなと殺、殺処分
・患畜等の死体・汚染物品の焼却・埋却
・指定家畜の予防的殺処分（口蹄疫のみ）

人的支援（疫学調査チームの派遣）
財政支援

防疫指針の作成等

発 生 農 場

農場での飼養衛生管理の徹底
（飼養衛生管理基準等）
・飼養衛生管理基準の遵守
・畜舎等における消毒設備の設置、当該
設備による消毒
・患畜等の焼却・埋却が必要となる場合
に備えた土地、施設の確保等
・家畜の飼養衛生管理状況の定期報告
・患畜等の早期の発見・通報の徹底

国の財政支援
家畜の所有者

・患畜等に係る手当金及び特別手当金（口蹄疫、高病
原性鳥インフルエンザ等のみ）の交付
・必要な防疫措置を講じなかった者に対する手当金及
び特別手当金の減額
・指定家畜に係る補償金、飼料費等の費用の交付
・家畜の死体・汚染物品の焼却・埋却の費用の負担
・移動制限による出荷制限に伴う経済的損失の補塡

p.1

世界における口蹄疫の発生状況

2017年6月20日現在

＝ワクチン非接種清浄国（66か国）
＝ワクチン接種清浄国（2か国）

＝複数の清浄地域により全土が構成
されている国（5か国） （注１）
＝非清浄国（注２）
＝非清浄国のうち、2008年以降OIEに
口蹄疫の発生の通報があった国

ワクチン接種清浄国（２カ国）
ウルグアイ パラグアイ

ワクチン非接種清浄国 （66カ国 ）
～ヨーロッパ（39カ国）～
チェコ
アルバニア
デンマーク
オーストリア
エストニア
ベラルーシ
フィンランド
ベルギー
マケドニア
クロアチア
フランス
キプロス
ドイツ
英国
ギリシャ
サンマリノ共和国

ハンガリー
アイスランド
アイルランド
イタリア
ラトビア
リトアニア
ルクセンブルク
マルタ

オランダ
ノルウェー
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
スロバキア
スロベニア
スペイン

スウェーデン
セルビア
モンテネグロ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ウクライナ
ブルガリア

～アジア（5カ国）～
日本
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
フィリピン

～オセアニア（4カ国）～
オーストラリア
ニューカレドニア
ニュージーランド
バヌアツ
～アフリカ（3カ国）～
スワジランド
マダガスカル
レソト王国

～南北アメリカ（15カ国）～
カナダ
ニカラグア
チリ
パナマ
コスタリカ
米国
キューバ
ベリーズ
エルサルバドル ドミニカ共和国
グアテマラ
ハイチ
ガイアナ
メキシコ
ホンジュラス

注１ 国の全土が、ワクチン接種清浄地域及びワクチン非接種清浄地域により構成されている。①アルゼンチン：2つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。
②エクアドル： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。 ③ペルー： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。④ボリビア： 1つ
のワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。⑤カザフスタン： 1つのワクチン非接種清浄地域と1つのワクチン接種清浄地域。
注２ 非清浄国には、その一部にOIEが公式認定するワクチン非接種清浄地域／ワクチン接種清浄地域を含んでいる国を含む。
※ 出典：OIE
注３ 更新点：パラグアイ：ワクチン接種清浄国認定
（清浄国・地域はOIE公式認定）
カザフスタン：一部地域がワクチン接種清浄地域に認定
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中国、香港、台湾、韓国、北朝鮮、モンゴル、ロシアにおける口蹄疫の発生状況（2014年1月以降の発生）
モンゴル（ゴビスンベル県）
2016年7月16日（A型）牛

モンゴル（スフバートル県）
2014年1月26日～2月20日（O型）牛 8件
2015年5月10日（O型）牛
2017年1月24日～1月29日（O型）牛・羊・山羊 2件
2017年2月2日～3月30日（O型）牛・羊・山羊 6件
2017年4月11日（Ｏ型）牛 １件
2017年8月3日～8月10日（O型）牛・羊・山羊 3件

モンゴル（ドルノド県）
2017年1月29日（O型）牛
2017年3月13日～4月3日（O型）牛 2件

ロシア（プリモルスキー地方）
2014年5月17日（O型）豚
2014年5月25日（O型）豚
2014年5月28日（O型）豚、5件

モンゴル（ドンドゴビ県）
2017年7月31日～8月10日（O型）牛・羊・山羊 3件
モンゴル（バヤン・ウルギー県）
2015年10月2日（O型）牛・羊・山羊

モンゴル（ホブド県）
2015年2月25日～3月2日(O型）
牛・羊・山羊・ラクダ 4件

モンゴル（ヘンティー県）
2014年2月7日（O型）牛・羊
2017年2月14日～3月1日（O型）牛 2件
2017年4月28日～8月31日（O型）牛・山羊 5件
江蘇省
2014年6月23日（A型）豚
2014年11月18日（O型）豚

モンゴル（ドルノゴビ県）
2014年2月7日～3月6日（O型）牛・羊 7件
2017年3月29日～4月2日（O型）牛・羊・山羊 2件
2017年4月22日（O型）牛
2017年9月6日（O型）牛・羊・山羊

新疆ウイグル自治区
2016年11月22日（O型）牛
2017年1月5日（O型）牛
2017年2月7日（O型）牛
2017年4月16日（O型）牛
2017年4月24日（A型）牛
2017年4月28日（A型）牛
2017年11月29日（O型）牛、羊
チベット自治区
2014年1月2日（A型）牛
2014年9月15日（A型）牛
2014年10月8日（A型）牛
2014年12月15日（A型）牛
2017年1月25日（O型）牛

2017年12月14日現在

ロシア（ザバイカリエ地方）
2014年1月25日（A型）牛
2014年2月7日（O型）牛
2014年2月12日（A型）牛
2014年9月11日（A型）牛

四川省
2016年3月2日（O型）豚
貴州省
2016年5月4日（O型）牛
2017年9月24日（O型）牛、山羊、豚

香港
2014年2月（O型）豚、2件
2014年3月（O型）豚
2014年5月（O型）豚
2014年11月（O型）豚
2014年12月（血清型不明）豚*
2015年4月（O型）豚、2件*
2015年9月（O型）豚*
2015年11月（O型）豚、2件*
2015年12月（O型）豚*
2016年8月（O型）豚、2件*
* OIEへの年次報告、6か月報告による

※ 出典：ＯＩＥ ほか
※ 日付は発生日（各々の事例が初めて観察された日）
※ ロシアは極東ロシア及びザバイカリエ地方に限る

安徽省
2015年1月2日（A型） 豚
台湾（金門県）
2015年4月13日(A型)牛
2015年5月14日（A型）牛
江西省
2014年4月3日（O型） 牛
2016年11月15日（O型）豚
湖北省
2015年1月8日（A型） 牛
2015年5月1日（A型） 豚
広東省
2017年3月23日（O型） 豚
2017年5月15日（O型） 牛
2017年10月26日（O型） 豚

2016年11月22日（O型）牛
2016年11月27日（O型）牛
2016年12月14日（O型）牛

北朝鮮
〔平壌市〕
2014年1月8日（O型）豚、9件
2014年1月16日（O型）豚
2014年1月19日（O型）豚
2014年1月24日（O型）豚
〔黄海北道〕
2014年2月17日（O型）豚
2014年2月20日（O型）豚、10件
〔江原道〕
2014年3月14日（O型）牛

韓国
〔慶尚北道〕
2014年7月23日（O型）豚
2014年7月27日（O型）豚
2014年12月30日～2015年3月31日（O型）豚、8件
〔慶尚南道〕
2014年8月6日（O型）豚
〔忠清北道〕
2014年12月3日～2015年3月30日（O型）豚、35件
2015年2月5日（O型）牛
2017年2月5日～2月13日（O型）牛、7件
〔忠清南道〕
2014年12月16日～2015年4月28日（O型）豚、69件
2015年4月28日（O型）牛
2016年2月17日～3月29日（O型）豚、19件
〔京畿道〕
2014年12月29日～2015年4月21日（O型）豚、53件
2015年1月5日～2月6日（O型）牛、3件
2017年2月8日（A型）牛
〔世宗特別自治市〕
2015年1月7日～2月7日（O型）豚、2件
〔江原道〕
2015年2月8日～4月14日（O型）豚、11件
〔仁川広域市〕
2015年3月23日～3月26日（O型） 豚、2件
〔全羅北道〕
2016年1月11日～1月13日（O型）豚、2件
2017年2月6日（O型）牛
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