第２回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合の結果概要
（１）日時、場所

令和元年７月３０日（火）、３１日（水）、日本（東京）

（２）参加者 アジア12カ国・地域の獣医当局、OIE、FAO、専門家等 合計 約50名
（我が国からは、𠮷川農林水産大臣、熊谷動物衛生課長らが出席）
（３）開催目的・背景
アジア地域におけるアフリカ豚コレラの拡大防止と清浄化に向けた地域の連携と
情報共有を強化するため、 OIEとFAOによる枠組みのもと、本年４月、本専門家会合を設立。
（４）概要
水際検疫やバイオセキュリティなどの技術的課題について議論を実施。

第2回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合 参加者
（写真中央：𠮷川農林水産大臣）

○ 𠮷川農林水産大臣から、① リスクのある物品を持ち出さず、持ち込まない基本的な衛生管理の徹底、② 農場にお
けるバイオセキュリティの徹底、③ 水際検疫やバイオセキュリティの意義や重要性を理解するための効果的で継続的な
教育や啓発活動、分かりやすいメッセージの発信の重要性について発言強調。
〇 水際検疫に関し、特に以下について認識を共有。
- 違法畜産物を持ち出さない及び持ち込まないよう、航空会社や大使館、SNS等の様々な媒体を用いて注意喚起を行
うこと。

- 国際郵便等を通じた拡大防止、国境地点での違法畜産物の摘発のため、関係機関が連携すること。
- 国境地点での対策を強化し、国境防疫に関する情報を各国で共有すること。
〇 バイオセキュリティに関し、特に以下について認識を共有。
- 具体的な取組について啓発や教育が行われること。
- 効果的で安全に洗浄と消毒を行うため、適切な薬剤が適切な方法で使用されること。

- 管理されていない残飯養豚（swill feeding）は飼養豚におけるアフリカ豚コレラ発生の重大なリスクとなることを生産者
等は認識し、適切な加熱処理がなされ、当局による規制がなされない限りは禁止されるべきであること。
- 野生イノシシと家畜豚の接触を防ぐ対策、例えば農場周囲への柵の設置等が講じられること。
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欧州における農場防護囲繞柵及びゴミ箱設置の実例
農場防護囲繞柵設置の実例
欧州では、どう猛な野生イノシシから養豚農場を守
るために、強固なネットフェンスを農場周囲を完全
に覆うように設置している（囲繞柵）。

ゴミ箱設置の実例
欧州では、肉製品等が野生イノシシに摂取されないよ
うに食べ残し等を捨てるための強固なゴミ箱を設置し
ている。

21

（令和元年７月２日公表）

豚コレラ対策

隣接県の対策を追加

農業者
発生県（※１）
発生農場
（１）早期出荷奨励金（補助率：1/2）

早
期
出
荷
促 １ 早期出荷促進対策
進
対
策
等

陽性野生イノシシ10km圏内農場

隣接県（※２）

※陽性野生イノシシ10km圏内農場のみ

基準額 肥育豚：39,000円/頭、繁殖豚：評価額
レンダリング処理 上限5,000円/頭（哺乳豚上限3,000円/頭）

（２）経営再開支援（補助率：定額（1/2相当額））

※陽性野生イノシシ10km圏内農場のみ

空舎期間中の固定経費相当分を支援
肥育豚：12,000円/頭、繁殖豚57,000円/頭

（３）衛生管理向上支援
①衛生管理強化に要する施設整備等を支援（補助率：1/2）
②地域で取り組む衛生管理資材の導入・備蓄を支援（補助率：定額）

（４）繁殖母豚再導入支援

※陽性野生イノシシ10km圏内農場のみ

早期出荷を行った農家による繁殖母豚の再導入を支援
（補助率：1/2（上限40,000円/頭））

（１）ワナ増設支援
野生イノシシ捕獲用ワナの購入費用を支援（補助率：定額）

２ 野生イノシシ捕獲強 （２）検査かかり増し費用支援
捕獲した野生イノシシを検査機関に提供するための輸送費等のかかり増し経費を支援（補助率：定額）
化
野
【野生イノシシ捕獲対
（３）捕獲活動衛生対策費
生 策】
野生イノシシ捕獲作業者による病原体拡散を防止するための消毒資材等の導入を支援（補助率：1/2）

イ
ノ
（４）検査委託費
野生イノシシの豚コレラ検査を民間に委託する場合の委託費を支援（補助率：1/2）
シ
シ
対
３ 豚コレラ野生イノシシ
策 経口ワクチン導入緊急 （１）経口ワクチン購入・保管支援

養豚防疫対策として要する経口ワクチンを購入し、保管する取組を支援（補助率：定額）
支援事業及び緊急散布
支援事業
（２）経口ワクチン散布・回収支援
【野生イノシシ経口ワク
豚コレラ対策協議会を設置して養豚防疫対策として行う経口ワクチン散布と回収等に係る取組を支援（補助率：定額）
チン投与対策】

注１：岐阜県及び愛知県
注２：富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、三重県及び滋賀県
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（令和元年７月２日公表）

豚コレラ対策

下線部の対策を追加

流通業者
発生県（※１）
１ と畜場疾病まん延防 ○ 洗浄・消毒等設備・機器整備支援
豚コレラ陽性野生イノシシが確認されている等のリスクの高い地域から豚を受入れると畜場において、家畜運搬車両の出入り、
止緊急対策事業
家畜の積み下ろし等に係る工程の衛生管理徹底に要する洗浄。消毒等の設備・機器の改修または新設を支援（補助率：1/2）
【と畜場対策】

と
畜
場
対
策
・
食
肉
流
通
対
策

県が策定する養豚業再生計画（仮称）に基づく以下の取組を支援する。
（１）地域食肉流通円滑化支援
①肉豚集荷輸送費支援
と畜場併設食肉処理施設の稼働率の確保・維持を図るため、県外からの肉豚の集荷に必要な輸送経費等を支援（補助率：1/2）

②県外肉豚出荷防疫体制強化支援
県外からの肉豚の集荷における出荷農家、輸送事業者及び家畜の受け渡しポイントにおける消毒設備等の整備を支援（補助率：1/2）

（２）食肉等流通体制維持支援
２ 地域食肉等処理・供 ①メンテナンス支援
と畜場併設食肉処理施設等が長期に渡り稼働が停止した場合に維持管理に係る経費を支援（補助率：1/2）
給体制確保緊急対策事
②食肉処理従事者体制維持支援
業
と畜場併設食肉処理施設等と契約している食肉処理従事者について、一時的に他の食肉処理施設等に派遣する際の経費を支援（補助率：1/2）
【食肉流通対策】
（３）食肉等流通事業者資金融通円滑化支援
①食肉流通経営維持資金
と畜場併設食肉処理施設等が当面の運転資金を借り入れる際の利子の一部を支援（補助率：定額）

②食肉流通資金融資円滑化支援
と畜場併設食肉処理施設等が信用補完制度を活用し、当面の運転資金を借り入れる際の保証料の一部を支援（補助率：定額）

（４）地域豚肉流通促進支援
養豚業の再生後の消費需要を喚起するための販売促進イベントの開催等を支援（補助率：1/2）
注１：岐阜県及び愛知県

23

（令和元年7月16日 公表）

アフリカ豚コレラ対策
農業者
発生県（※１）
発生農場
野
生
イ
ノ
シ
シ
対
策

陽性野生イノシシ10km圏内農場

隣接県（※２）

全国

アフリカ豚コレラ侵入防止
○ 農場防護囲繞柵設置支援
緊急支援事業
農場や農場が所在する地域における野生動物の侵入防止柵の設置を支援（補助率：1/2）
【野生イノシシ侵入防止対
策】

※１：岐阜県及び愛知県
※２：富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、三重県及び滋賀県

空海港
全国

水
際
検
疫
強
化

（１）探知犬の増頭
水際検疫体制の強化
【水際対策】

アジア周辺国で発生が拡大しているアフリカ豚コレラの国内侵入リスクを低減するために探知犬を13頭増頭

（2）国内線空港の靴底消毒
国内線空港における消毒用マットの設置等の靴底消毒に係る取組を支援
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アジアにおけるアフリカ豚コレラの発生状況
初発生：2019年1月9日
発生数：11農場
豚、いのしし飼養頭数：約3万1900頭

初発生：2019年5月23日
発生数：1村
豚、いのしし飼養頭数：約260万頭

黒龍江省

モンゴル
吉林省
遼寧省

北朝鮮

新疆ウイグル自治区
甘粛省

チベット自治区

内蒙古自治区
寧夏
回族
自治
区

青海省

ミャンマー
初発生：2019年8月1日
発生数：1農場、2村
豚、いのしし飼養頭数
：約1800万頭

ラオス
初発生：2019年6月2日
発生数：
1農場、16村、1施設（市場）
豚、いのしし飼養頭数：約387万頭

カンボジア
初発生：2019年3月22日
発生数：1農場、12村
豚、いのしし飼養頭数：約193万頭

山東省

陕西省

河南省

江蘇省

安徽省

湖北省

四川省

浙江省

重慶市

貴州省
雲南省

初発生：2018年8月3日
発生：156農場、6施設（と畜場）、
12村、6車両
最新の発生：広西チワン族自治区
豚、いのしし飼養頭数：約4億3500万頭

天津市

河北省
山西省

江西
湖南省 省
福建省

広西チワン族 広東省
自治区

香港

中国
初発生：2019年5月2日
発生数：2施設（と畜場）
※同一のと畜場における発生
豚、いのしし飼養頭数：約16万頭

香
澳港
海南省

：2018年8月以降発生があった国、地域

門

：アフリカ豚コレラ発生地点

ベトナム
初発生：2019年2月1日
発生数：2616村、1施設（と畜場）
豚、いのしし飼養頭数：約2740万頭

計 （中国）
181か所（156農場、6施設、12村、6車両）（野生いのしし1か所）（22省、5自治区、4直轄市）
（ベトナム） 2617か所（2616村、1施設）（54省、5直轄市）
（モンゴル） 11か所（11農場）（6県）
（カンボジア） 13か所（1農場、12村）（5州）
（香港）
2か所（2施設）※同一のと畜場における発生
（北朝鮮）
1か所（1村）
（ラオス）
18か所（1農場、16村、1施設）(1都、5県)
（ミャンマー） 3か所（1農場、2村）（1州）

：アフリカ豚コレラ発生後、
疫区の封鎖が解除された地点
：野生いのししにおける
アフリカ豚コレラ発生地点
※赤字は更新箇所

※ 中国当局、OIE報告等の情報を元に作成
発生日：OIE報告による発生が確認された日
飼養頭数：FAO統計(2017)による
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2019年8月20日現在

ユーラシア大陸におけるアフリカ豚コレラの発生拡大状況（2007年～）
ラトビア
（2014年6月～）

エストニア
（2014年9月～）

リトアニア
（2014年1月～）
ロシア連邦
（2007年11月~）

2009年～

ベラルーシ
（2013年6月～）

2014年～
ポーランド
（2014年2月～）
チェコ
（2017年6月～）

2017年 ７月 オムスク州
10月 チェリャビンスク州
11月 チュメニ州
ヤマロ・ネネツ自治管区

2009年～

ベルギー
（2018年9月～）

2017年 ３月 イルクーツク州
10月 クラスノヤルスク地方

2014年～

スロバキア
（2019年7月～）

2009年～

ハンガリー
（2018年4月～）

モンゴル （2019年1月~）

ルーマニア
（2017年7月～）
モルドバ
（2016年10月～）
セルビア
（2019年7月～）

北朝鮮 （2019年5月~）

2007年～
ウクライナ
（2012年7月～）

ジョージア
（2007年4月）

アゼルバイジャン
（2008年1月）
ブルガリア
（2018年8月～）

2007年
アフリカから侵入

中国 （2018年8月~）

アルメニア
（2007年8月）

香港 （2019年5月~）

2014年以後の主な発生地域

ベトナム （2019年2月~）
ミャンマー （2019年8月~）

2014年以前の主な発生地域
推定される拡大ルート

ラオス （2019年6月~）

カンボジア （2019年3月~）

2019年8月14日現在
出典：OIE情報等
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欧州・ロシア等におけるアフリカ豚コレラの発生状況（2007年以降）
2019年8月25日現在

エストニア

ノルウェー

（EU加盟国）

ロシア

2014年9月初発以降

ラトビア

（EU加盟国）

2014年6月初発以降

豚、野生いのしし 3609件発生

ロシア
2007年初発以降

豚、野生いのしし 1164件発生

エストニア

（直近の発生：2019年8月20日、豚）

※OIEへの年次報告、6か月報告（2018年下半期まで）による

豚、野生いのしし 3496件発生
リトアニア

（EU加盟国）

ベラルーシ

※OIEへの年次報告、6か月報告（2018年下半期まで）による

ラトビア

2014年1月24日初発以降

豚、野生いのしし 3286件発生
※OIEへの年次報告、6か月報告（2018年下半期まで）による

ポーランド

2013年6月19日初発以降

豚 2件発生

スウェーデン

リトアニア
ロシア

デンマーク

（EU加盟国）

（直近の発生：2013年7月1日、豚）

ウクライナ

2014年2月13日初発以降

豚 242件、野生いのしし 4201件発生

ベラルーシ

（直近の発生：2019年8月5日、豚）
※ポーランドにおいて発生が確認された旨の連絡を受けて、我が国
は2014年2月18日付けでポーランド産豚肉の輸入を停止

ベルギー

2012年7月30日初発以降

豚 379件、野生いのしし 100件発生
（直近の発生：2019年8月18日、豚）

ドイツ

モルドバ

ポーランド

（EU加盟国）

2016年9月17日初発以降

2018年9月9日初発以降

野生いのしし 595件発生
（直近の発生：2019年8月11日、

豚 51件、野生いのしし 20件発生
（直近の発生：2019年8月19日、豚、野

ベルギー

チェコ

ウクライナ

チェコ

野生いのしし）

スロバキア

モルドバ

（EU加盟国）

2017年6月27日初発以降

野生いのしし 220件発生

スロバキア

（直近の発生：2018年4月19日、野生いのしし）

2019年7月23日初発以降

ハンガリー

（EU加盟国）

（EU加盟国）

ハンガリー

生いのしし）

ブルガリア（EU加盟国）
2018年8月31日初発

豚36件、野生いのしし55件発生
（直近の発生：2019年8月23日、野生い

ルーマニア

のしし）

豚 11件、野生いのしし 2件発生

ルーマニア

（直近の発生：2019年8月16日、豚）

2017年7月27日初発以降

2018年4月20日初発以降

野生いのしし 974件発生
（直近の発生：2019年8月6日、野生いのしし）
※ハンガリーにおいて発生が確認された旨の連絡を受けて、我が国は
2018年4月24日付けでハンガリー産豚肉の輸入を停止

セルビア

セルビア

2019年7月30日初発以降

豚 16件発生
（直近の発生：2019年8月7日、豚）

モンテネグロ

出典：ＯＩＥ

（EU加盟国）

豚 1909件、
野生いのしし 550件発生

ブルガリア

（直近の発生：2019年8月17日、野生
いのしし）

※日付は発生日又は検体回収日に基づく ※赤字は更新箇所
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アフリカ豚コレラ対策の強化

１

相手国から持ってこさせない
 中国国内SNS（Weibo等）ベトナム国内SNSなどに情報配信
 多言語動画の配信
・動物検疫に関する動画をYouTubeで配信
（日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語）

 航空会社等への情報提供、ポスター掲示・機内アナウンスの依頼
・日本向けの直行便で機内アナウンスを実施（中国便は全便数のうち約９割）
・一部の航空会社においては、現地の空港カウンターでポスターを掲示

広報ポスター

 広報ポスターの掲示
・全国の空港や港に他言語ポスター約900枚掲示

 広報キャンペーン、報道機関を通じた注意喚起
・日本養豚協会（JPPA）と連携したキャンペーンを実施

 関係機関を通じて、外国人技能実習生に動物検疫制度を周知

中国の空港カウンター
（ポスターによる案内）
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２

日本に入れさせない
 検疫探知犬の臨時的増頭
・追加措置し53頭体制に強化（導入手続中）

 畜産物の違法な持込みに対する対応の厳格化（4月22日～）
・個人消費用やお土産用であっても、警察への通報又は告発の対象として警告書を交付
（4月22日～8月20日の間に513枚を交付）
・違反者情報をデータベース化し、関係省庁と共有して対応

 高リスク便に対する携帯品検査の重点実施
・検疫探知犬による探知や家畜防疫官による口頭質問を重点的に実施
・税関と連携した検査を実施

 アフリカ豚コレラ発生国からの豚由来畜産物の検査強化

検疫探知犬による探知活動

・携帯品畜産物（生に近くリスクの高い物）421件をPCR検査、
63件からASFウイルス遺伝子を検出（うち2件からASFウイルスを分離）（8月2日現在）

 国際郵便物の検査を強化
・検疫探知犬の活用を拡大（川崎東郵便局、中部国際郵便局、大阪国際郵便局、新福岡郵便局、那覇中央郵便局）

 各空海港における靴底消毒及び車両消毒の実施状況の点検を徹底
 船舶・航空機の食品残渣の適切な処理を指導（全167処理業者）

３

農場に入れさせない
 野生イノシシ対策を見据えたごみ対策の協力依頼
・環境省及び国交省を通じて、野生動物がいるような公園でのごみ対策の協力依頼を自治体、
関係部局等に通知
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