欧州における高病原性鳥インフルエンザの発生状況（2017年8月以降）
【オランダ】
（H5N6）

【ドイツ】
（H5N8）

12月 家きん 1件
野鳥
2件

10月 野鳥

1件

【スイス】
（H5N8）
8月 野鳥
9月 野鳥

5件
2件

【ブルガリア】
（H5N8）

【イタリア】
（H5N8）
8月 家きん
野鳥
9月 家きん
野鳥
10月 家きん
野鳥
11月 家きん

10月 家きん 2件
11月 家きん 2件

13件
2件
6件
1件
23件
4件
18件

（参考）【ロシア】
（H5N8）
11月 家きん 1件

：家きんでの発生
：野鳥からのウイルス分離
：家きんでの発生が確認された国

2017年12月17日現在
出典：OIE等
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○ 過去の発生事例
近年の高病原性鳥インフルエンザの発生とその対応
（２）近年の高病原性鳥インフルエンザの発生とその対応
<平成15年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～３月 山口県(１農場 約３万羽)
大分県(１農場
14羽)
京都府(２農場 約24万羽)
・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
・家畜伝染病予防法の改正と特定家畜伝染病防疫指針の策定
・「鳥インフルエンザ緊急総合対策」を取りまとめ
・家畜防疫互助基金の造成、経営維持資金の融通
・緊急ワクチンの備蓄
<平成18年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
１～２月 宮崎県(２農場 約７万羽)
岡山県(１農場 約１万羽)
宮崎県(１農場 約９万羽)
※平成19年３月１日までに、全ての移動制限解除
・平成20年２月防疫指針変更（食鳥処理場等の例外措置等）
・養鶏農場への立入検査、衛生管理テキストの作成・普及
・モニタリングの強化及び早期発見・早期通報の徹底の通知
<平成22年度の発生> Ｈ５Ｎ１亜型（高病原性）
11～３月 全９県(24農場 約183万羽)
※発生状況、対応の詳細については次頁参照

<平成26年度の発生> Ｈ５Ｎ８亜型（高病原性）
４月 熊本県(１農場 約５万羽） (関連１農場 約５万羽も同様の措置）
12～１月 宮崎県（２農場 約５万羽）
山口県（１農場 約３万羽）
岡山県（１農場 約20万羽）
佐賀県（１農場 約５万羽）（関連１農場 約３万羽も同様の措置）
※平成27年2月14日までに、すべての移動制限解除
・防疫指針に基づく迅速な防疫措置を実施
<平成28年度の発生> Ｈ５Ｎ６亜型（高病原性） （全9道県 12農場 約167万羽）
11～３月 青森県（２農場 約2.3万羽）
岐阜県（１農場 約8.1万羽）
新潟県（２農場 約55万羽）
佐賀県（１農場 約7.1万羽）
北海道（１農場 約28万羽）
宮城県（1農場 約22万羽）
宮崎県（２農場 約28万羽）
千葉県（1農場 約6.2万羽）
熊本県（１農場 約9.2万羽）
※平成29年４月18日までに、全ての移動制限解除

<平成17年度の発生>Ｈ５Ｎ２亜型（低病原性）
６～１月 茨城県･埼玉県(41農場 約578万羽)
・平成18年４月までに殺処分を終了
・低病原性であることを踏まえ、一定の条件を満たす農場に監視プログラムを適用
・平成18年12月、防疫指針に、低病原性の発生時の防疫措置を追加
<平成20年度の発生>Ｈ７Ｎ６亜型（低病原性）
２～３月 愛知県(７農場（うずら） 約160万羽)
※平成21年５月11日までに、全ての移動制限解除
・全国全てのうずら農場等で立入検査を行い、陰性を確認
・家畜防疫互助基金対象家畜に平成21年度からうずらを追加
※野鳥における発生
・平成20年 全３県
・平成22～23年 全16道府県
（他3県における動物園等の
飼育鳥からウイルスを確認）

・平成26～27年 全５県12例（H5N8亜型）
・平成28～29年 全22都道府県 218例（H5N6亜型）
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家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の設定
・農林水産大臣が、牛、豚、鶏などの家畜について、その飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべ
き基準(飼養衛生管理基準)を定めるとともに、家畜の所有者に当該基準の遵守を義務付け（平成23年10月～）、家畜
の伝染性疾病の発生を予防。（平成29年2月一部見直し）
・飼養衛生管理の徹底は、食品の安全性を確保するための生産段階における取組ともなる。
農場における衛生管理の徹底（家畜伝染病予防法）

食肉・食鳥処理・加工場

と畜場・食鳥処理場

卸売・小売業者

消費者

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保
（と畜場法・食品衛生法）
○病畜の廃棄（全部又は一部）
○枝肉の微生物汚染・増殖防止

○枝肉・部分肉・加工品の微生物汚染・増殖防止

都道府県による飼養衛生管理基準の遵守状況の確認

命

罰

告

令

則

原則として
年１回以上
農場へ立入検査

勧

指導・助言

遵守状況の
定期報告

１ 家畜防疫に関する最新情報の把握
２ 衛生管理区域の設定
・徹底した衛生管理が必要な区域を他の区域と区分
３ 衛生管理区域への病原体の持込み防止
・必要のない者の立入りの制限
・消毒設備の設置と入場車両・入場者に対する消毒の実施
・（豚）生肉を含む飼料は十分に加熱
４ 野生動物等からの病原体の侵入防止
・給餌・給水設備への野生動物の排せつ物等の混入防止
・（鶏）防鳥ネット等の整備
・家畜・家きんの死体の保管場所への野生動物の侵入防止
５ 衛生管理区域の衛生状態の確保
・畜舎・器具の定期的な清掃又は消毒及び密飼いの防止
６ 家畜の健康観察と異状がある場合の対処
・毎日の健康観察と異状時の早期通報・出荷停止
・家畜・家きんの死体・排せつ物の移動時の漏出防止
７ 埋却地の確保等
・埋却地の確保又は焼却・化製のための準備
８ 感染ルート等の早期特定のための記録作成・保管
・入場者に関する記録の作成・保管
９ 大規模所有者に関する追加措置
・家畜保健衛生所と緊密に連絡を行う担当獣医師の設置
・通報ルールの作成
※下線部は平成29年２月に一部見直した項目

命令違反者に対しては…
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農場段階におけるＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理の推進
・家畜保健衛生所、生産者、畜産関係団体、獣医師等地域が一体となった生産段階へのＨＡＣＣＰ手法導入を推進。
・農場指導員（家畜保健衛生所の職員等の獣医師をはじめとした、農場ＨＡＣＣＰの導入・実施や認証取得を促す指導員）
を養成するとともに（平成20年度～）、生産から加工・流通、消費まで連携した取組への支援を実施（平成21年度～）。
・ HACCPの考え方に基づく衛生管理が行われている農場の認証基準を公表（平成21年度）するとともに、認証制度の構築
を推進。
・民間での農場ＨＡＣＣＰの認証手続きが開始（平成23年度～）。

ＨＡＣＣＰ方式取組農家

約2,400名（平成29年３月時点）

認証機関数：２
（平成29年11月時点）

取組農家戸数：5,041 （平成29年3月時点）

農場モニタリング検査・改善指導

農家毎の実施マニュアル作成
・危害因子調査
(サルモネラ菌・大腸菌O157・抗菌性物質等)
・危害分析（HA）
・重要管理点（CCP）の設定
・実施マニュアルの作成

実践

検証

ＨＡＣＣＰの考え方に基
づく衛生管理の実施

適切な衛生管理の
見直し

と畜検査情報等
のフィードバック

【衛生管理ガイドライン】
HACCPの考え方に基づき、危害を制御又は
減少させる手法について畜種ごとに設定。

【鶏卵のサルモネラ総合対策指針】
衛生管理ガイドラインのうち、鶏卵のサルモ
ネラ汚染をコントロールするための指針。

認証農家戸数 ：１34

（平成29年11月20日時点）

乳用牛 ：16農場 豚
：64農場
肉用牛 ：22農場 鶏（採卵）：32農場

畜産物に対する消費者の信頼確保

認証制度の構築

農場指導員

消費者の求める安全な畜産物の生産

・認証基準の普及：衛生管理を行う場合のチェックポイントの整理
・農場指導員の養成：実施マニュアル作成等を指導し認証取得を促進
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農場ＨＡＣＣＰ認証農場について
○ 農林水産省が公表した基準（畜産農場における飼養衛生管理取組認証基準）に基づき、民間による農場Ｈ
ＡＣＣＰ認証手続きが平成23年から始まりました。
○ 農場ＨＡＣＣＰに取り組むことで、畜産物が食卓に届くまでの一貫した衛生管理体制の構築に繋がります。
平成29年11月20日現在

● (有) 森吉牧場
● ファームランド
● 十和田湖高原ファーム
● ポークランド
● バイオランド
●(株)シムコ大館ＧＧＰセンター

○乳 用 牛 ： 16農場
●肉 用 牛 ： 22農場
●養
豚 ： 64農場
●養鶏（採卵）： 32農場
計

● (株)三沢農場 三沢肥育農場
● (株)やまはた 柏木農場
● (株)木村牧場

●(有) スカイファームおざき 芦沢農場
○めおとファーム
○ (有) 井上牧場
● (株) 大平牧場
● (株) フリーデン 梨木農場
● (株) フリーデン タカナラ農場

：134農場

● (株) ホクリョウ 早来農場第2農場
● (株) ホクリョウ 早来農場第4農場
● (株) ホクリョウ 早来農場第5農場
● (株) ホクリョウ 早来農場
札幌育成農場
● (株) ホクリョウ 千歳育成農場
● (有) 北海道種鶏農場 白老農場
● (有) 北海道種鶏農場 社台農場
● (有) 北海道種鶏農場 グランファーム
● (有) ノースチック 白老育成場
● (有) スターチック 白老農場

● 牧舎みねむら
● (有) 中村ファーム
● (株) あずみ野エコファーム
● 農事組合法人会田共同養鶏組合 本場

農場ＨＡＣＣＰ認証マーク

● (有)シムコ八尾ＧＧＰセンター
● (株) ダイシンエッグ 中津川農場
○ (有) 岸田農場
●おぐら畜産農場

● (有) 澤井牧場 第2牧場

○ (公財) 中国四国酪農大学校
付属農場（第2牧場）

● (有) 福岡ファーム

● (株) サイボク 東北牧場
● イセファーム東北(株)
色麻農場

● (有) 高尾牧場

● (株) イソシンファーム
● 石崎畜産

● (有) よしわエッグファーム

● (有) 永渕ファームリンク 黒金農場
● (有) 永渕ファームリンク 風配農場

● (有) 社久慈ピッグファーム
本社農場
● (有) つくばファーム
● (有) ナリタファーム

● (株) ゆふいん牧場 久住高原都野牧場
● (有) 大分ファーム 鹿鳴越高原農場
● (有) 七城SPFファーム
● (有) 高森農場
● (株) 佐々牧場第1農場
● (株) 佐々牧場第2農場

● (有) 福田農園

○ (独) 家畜改良センター岩手牧場
● みなみよーとん株式会社
● (株) フリーデン 大東農場
● (株) アーク 花泉農場
● (株) アーク 藤沢農場
● (株) 三沢農場 久慈繁殖農場
● (株) アーク 牧場事業部 養鶏部

○ (株) i‐Milk Factory
● (有) 丸一養鶏場 本社農場

● (有) 野村畜産 木串農場
● 農業生産法人みらいファーム(株)志布志直営農場
● 南日本畜産(株) 繁殖センター
● 南日本畜産(株) 肥育センター
● (有) 環境ファーム
● 農事組合法人 南州農場佐多本場
● 農事組合法人 霧島高原純粋黒豚牧場
● (株) 南州農場 根占農場
● (有) 松原養鶏場 仁田尾成鶏農場

●松坂牛の里オーシャンファーム
●(株) 堀坂 堀坂牧場
●(有) 中林牧場第1牧場
●(有) 中林牧場第2牧場

○ (株) 雪印こどもの国牧場
○ (有) 石田牧場
● 江戸屋養豚場
● 農事組合法人 打戻種豚組合
● 石井牧場

○佐野牧場
○柴田牧場

● JAえひめフレッシュフーズ(株) 菅沢育成場
● (有) 中林牧場 児湯支場
● 安楽畜産株式会社鷹取牧場

● (株) 春野コーポレーション 育種改良事業部
● 冨田養鶏場 七根農場
● 有限会社知多エッグ

○ (有) 藤井牧場
○ 及川牧場
○ (株) ノベルズデーリィーファーム
○ (株) Kalm 角山
○ ひらかわ牧場
● (有) サロマ牛肥育センター
● (株) 向陽畜産
● (有) コスモス
● (株) トップファーム
● (株) パシフィックファーム
● (株) 大野ファームグループ
● (株) ホクチクファーム 標茶分場
● (有) ビィクトリーポーク 長沢農場
● (有) ビィクトリーポーク 樽前農場
● (有) 西原ファーム
● (有) 道南アグロ 森農場
● (有) 富樫オークファーム
● (株) ドリームポーク
● (有) 辻野ポーク
● (株) ほべつすわいん
● トンタス浜中株式会社
● (株) ホクリョウ 札幌農場
● (株) ホクリョウ 北見農場
● (株) ホクリョウ 十勝農場
● (株) ホクリョウ 登別農場
● (株) ホクリョウ 千歳農場
● (株) ホクリョウ 早来農場第1農場

● (有) 藤﨑農場 ● (有) 伊藤養豚 肥育農場
● 奈良養鶏園
● (有) ATSUTA野手農場
● 農事組合法人千葉アグリ

○ 皆川牧場
● (有) 下山農場
● (有) ブライトピック 千葉・黒潮農場
● (有) ブライトピック 千葉飯岡農場
● (有) ブライトピック 第一農場
● (有) ブライトピック 第二農場
● (有) 小堀屋畜産 本農場
● (有) 東海ファーム第1・2肥育農場
● 豊橋飼料株式会社種豚センター
● (有) 小堀屋畜産第二農場
● (有) 小堀屋畜産銚子農場
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● (有) 比留川畜産
● (株) パートナーズ木更津農場

ＧＡＰ取得チャレンジシステム、ＪＧＡＰ家畜・畜産物の認証、農場ＨＡＣＣＰ認証の関係
概 要
ＧＡＰ取得チャレンジシステム：GAP認証取得の準備段階として、GAP認証取得につながる取組・項目について、生産者が自己点
検を行い、その内容を第三者が確認する仕組み。

ＪＧＡＰ家畜・畜産物 ：

日本GAP協会により開発されたGAPのスキームの一つで、農場運営、食品安全、家畜衛生、環境
保全、労働安全、人権の尊重及びアニマルウェルフェアの視点から適切な生産工程管理のあり方についてまと
められたもの。

農場ＨＡＣＣＰ ： 畜産物の安全性向上のため、生産農場にＨＡＣＣＰの考え方を取り入れ、家畜の所有者自らがハザードや管理点を設
定し、記録し、生産農場段階の危害要因をコントロールする飼養衛生管理の方法。

農場ＨＡＣＣＰの認証内容
以下の点を農場が設定し、運用、検証及び改善が出
来ていることを認証

GAP取得チャレンジシステム
GAP認証取得の準備段階として、GAP認証取得につながる項目について自己点検を実施

アニマル
ウェルフェア

人権の尊重

労働安全

環境保全

食品安全、家畜衛生
（家畜伝染病予防法（飼養衛生管理基
準）、食品衛生法等）

農場運営

法令・規則等

危害要因分析（ＨＡ）の実施
一般的衛生管理プログラム

農場ＨＡＣＣＰ認証農場は以下の点に関する審査（差分
審査）の受審によりＪＧＡＰ認証を取得

ＪＧＡＰの認証内容
農場が左記の点につい
て基準を満たしている
ことを認証

必須管理点（ＣＣＰ）の設定
ＨＡＣＣＰ計画の策定

p.59

【参考】 ＜畜産物＞ 持続可能性に配慮した畜産物の調達基準（概要）

p.60

2020東京オリンピックパラリンピック競技大会参加馬の検疫
東京大会参加馬の輸出入検疫は、Bubble

to Bubble Concept を採用

○ オリンピック競技に参加する馬は、衛生レベルの高い施設で飼養管理された、衛生レベルの高い馬であることから、
疾病に罹患しているリスクは限りなく低いことが想定される。
○ 近年のアジア大会（中国（2010）、韓国（2014））及びリオ五輪（2016）でも、開催国に特定の疾病がないことが証明
されているEquine Diseases Free Zone （EDFZ）を設定し、輸出国の疾病清浄エリアからEDFZへ移送する Bubble to
Bubble Concept で行われた。

家畜衛生条件で衛生レベルを担保

輸出国の検疫施設（Bubble）
B国
A国

C国

※リオ五輪では、45か国から226頭の馬が輸入。
東京大会でも同程度の馬が参加する見込み。

海の森公園
（EDFZ ＝ Bubble）
・出場馬はEDFZ内のみに滞在
・厳格な衛生管理を実施

開催国（日本）

馬事公苑
（EDFZ ＝ Bubble）
p.61

