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別記団体の長 殿

農林水産省消費・安全局動物衛生課長

農林水産省食 料 産 業 局企 画 課 長
農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課長

農林水産省食 料 産 業 局食品流通課長

農林水産省食 料 産 業 局食品製造課長

農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課長

豚コレラに関する正しい知識の普及等について

豚コレラに関する正しい知識の普及等については、平成30年９月10日付けの通知でお願

いしたところですが、２月６日、愛知県ほか４府県の農家において、豚コレラの発生が新

たに確認されたところです（別添１参照）。現在、これら５府県においては、家畜伝染病

予防法、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針等に基づき、防疫措置が講じられてい

るところであり、防疫措置は、豚への本病のまん延を防ぐために行われるものです。

豚コレラは、豚、いのししの病気であり、人に感染することはなく、仮に豚コレラにか

かった豚の肉や内臓を食べても人体に影響はありません。

農林水産省といたしましても、豚コレラ関係情報を随時当省ホームページに掲載してい

くほか、豚肉の安全性に関する消費者、流通業者及び製造業者への情報提供を含め、正確

な情報の提供に努めることとしております。

貴会におかれましても、当該県産の豚肉の取扱いにつきまして、「○○県産の豚肉は扱

っていません」といった不適切な告知や、発生県産であることのみを理由とした取引拒否

等が行われることのないよう、改めて、本病に関する正確な知識の普及について、会員の

皆様への周知につき特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。

（参考）食品安全委員会 豚コレラについて（別添２参照）

消費者庁 豚コレラに関する情報について（別添３参照）
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プレスリリース

愛知県における豚コレラの患畜の確認及び「農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部」にお
ける対応⽅針の決定について

本⽇、愛知県豊⽥市の養豚農場において、豚コレラの患畜が確認されました。これを受け、農林⽔産省は、本⽇、「農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部」
を開催し、今後の対応⽅針を決定しました。

 当該農場は、豚コレラの疑いが⽣じた時点から飼養豚の移動を⾃粛しています。 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の
⽅のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協⼒をお願いいたします。

1.農場の概要

所在地︓愛知県 豊⽥市
 飼養状況︓繁殖豚 1,140頭、肥育豚 5,500頭

 

2.経緯

(1) 2⽉4⽇（⽉曜⽇）、愛知県は、愛知県豊⽥市の養豚場において、飼養豚が⾷欲不振、元気消失等の症状を呈している
との通報を受けて、⽴⼊検査を実施しました。

(2) 2⽉5⽇（⽕曜⽇）、愛知県が実施した検査において、豚コレラを疑う結果が得られたため、材料を農研機構動物衛⽣
研究部⾨（注）に送付し、精密検査を実施したところ、本⽇、豚コレラの患畜であることが判明しました。

(3) また、愛知県内の関連農場の他、発⽣農場から豚が移動していた⻑野県、岐⾩県、滋賀県及び⼤阪府の関連農場におい
ても、豚コレラの疑似患畜が確認されました。

(4) これを受けて、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、本⽇8時20分から「農林⽔産省豚コレラ防疫
対策本部」を開催し、今後の防疫措置について対応⽅針を決定いたしました。

（注）国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構動物衛⽣研究部⾨︓国内唯⼀の動物衛⽣に関する研究機関

3.今後の対応

新たに追加した項⽬

(1) 愛知県及び岐⾩県との連携の確認のため、⼩⾥農林⽔産副⼤⾂を愛知県及び岐⾩県に派遣。

(2) 感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを愛知県へ派遣。

(3) 発⽣が確認された⻑野県、岐⾩県、愛知県、滋賀県及び⼤阪府の農場の早期の殺処分等の防疫措置の徹底

(4) 愛知県及び岐⾩県下の全農場に対し、農場の消毒や野⽣動物の農場への侵⼊防⽌等の飼養衛⽣管理基準の遵守に関する
指導を、改めて徹底すること

（参考）対応⽅針（平成30年9⽉9⽇農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部決定）
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「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、以下の措置を実施する。

(1) 当該農場の飼養豚の殺処分及び焼埋却、移動制限区域（発⽣農場から半径3km以内）の設定等の必要な防疫措置を迅速
かつ的確に実施。

(2) 移動制限区域内の農場について、速やかに発⽣状況確認検査を実施。

(3) 感染拡⼤防⽌のため、発⽣農場周辺の消毒を強化し、主要道に消毒ポイントを設置。

(4) 県との連携の確認のため、野中農林⽔産⼤⾂政務官を岐⾩県に派遣。

(5) 感染状況、感染経路等を正確に把握し、的確な防疫⽅針の検討を⾏えるようにするため、農林⽔産省の専⾨家を現地に
派遣。

(6) 岐⾩県の殺処分・焼埋却等の防疫措置を⽀援するため、必要に応じ、各地の地⽅農政局、動物検疫所、家畜改良センタ
ー等から「緊急⽀援チーム」を派遣。

(7) 感染経路等の究明のため、国の疫学調査チームを派遣。

(8) 全都道府県に対し、本病の早期発⾒及び早期通報の徹底を通知。

(9) 関係府省と⼗分連携を図るとともに、⽣産者、消費者、流通業者等への正確な情報の提供に努める。

（参考）追加対応⽅針（平成30年9⽉18⽇農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部決定）

(1) 発⽣農場と関連のある13農場の監視及び野⽣動物の感染確認検査を徹底すること。

(2) 農場の消毒や野⽣動物の農場への侵⼊防⽌等の飼養衛⽣管理基準の遵守に関する指導を徹底すること。

(3) 感染経路等の究明及びまん延防⽌のため、あらゆる可能性を想定し調査すること。

（参考）追加対応⽅針（平成30年12⽉5⽇農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部決定）

(1) 共通のと畜場を利⽤する等、発⽣施設と関連のある7農場の監視及び野⽣動物の感染確認検査を徹底すること。

(2) 農場の消毒や野⽣動物の農場への侵⼊防⽌等の飼養衛⽣管理基準の遵守に関する指導を、改めて徹底すること。

(3) 県の精密検査の結果と、国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構 動物衛⽣研究部⾨の精密検査の結果が異
なったことを踏まえ、同部⾨の専⾨家を派遣して検査を⽀援すること。

4.その他

(1) 豚コレラは、豚、いのししの病気であり、⼈に感染することはありません。また、感染豚の⾁が市場に出回ることはあ
りません。

(2) 当該農場は、豚コレラの疑いが⽣じた時点から飼養豚の移動を⾃粛しています。

(3) 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあることなどから厳に慎むよう御協⼒をお願いいたします。特
に、ヘリコプターを使⽤しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願いいたします。

(4) 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、⽣産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱すること
がないよう、御協⼒をお願いいたします。

お問合せ先

消費・安全局動物衛⽣課
担当者︓⻄尾、要⽥

 代表︓03-3502-8111（内線4581）
 ダイヤルイン︓03-3502-5994

 FAX番号︓03-3502-3385

公式SNS   イベント情報 関連リンク集 農林⽔産省
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豚コレラについて

豚コレラについて

平成３０年９⽉９⽇      
 （平成３１年２⽉６⽇更新）

国内の豚コレラの発⽣に関する情報

平成３０年９⽉９⽇、岐⾩県岐⾩市の養豚農場において、家畜伝染病である豚コレラの患畜が確認されたとの発表が、農林⽔産省から⾏われまし
た。

また、平成３１年２⽉６⽇、愛知県豊⽥市の養豚農場においても、豚コレラの患畜が確認されたとの発表が、農林⽔産省から⾏われました。

豚コレラは、豚、いのししの病気であり、⼈に感染することはなく、仮に豚コレラにかかった豚の⾁や内臓を⾷べても⼈体に影響はありません。

（※）ウイルスにはそれぞれ感染しやすい動物があり、豚コレラウイルスは、豚やいのししなどのイノシシ科動物に感染するウイルスです。インフ
ルエンザウイルスのように、もともと幅広い動物種に感染しやすい性質を持っているウイルスもありますが、豚コレラウイルスは、⼈には感
染しないウイルスです。

参考情報

農林⽔産省
愛知県における豚コレラの患畜の確認及び「農林⽔産省豚コレラ防疫対策本部」における対応⽅針の決定について
豚コレラについて

岐⾩県
豚コレラの発⽣について

愛知県
愛知県における豚コレラの患畜の確認（1例⽬）について

国⽴研究開発法⼈ 農業・⾷品産業技術総合研究機構（農研機構）
豚コレラ
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平成30年9⽉9⽇ 
(平成31年2⽉6⽇更新）

平成30年9⽉9⽇、岐⾩県の養豚農場で、豚コレラに感染した豚が確認されたとの発表が、農林⽔産省からあり
ました。その後、岐⾩県外でも、養豚農場の豚や野⽣いのししを検査した結果、豚コレラの陽性事例が幾つか確
認されています。

豚コレラは、豚、いのししの病気であり、⼈に感染することはありません。このため、仮に感染豚の⾁を⾷べて
も⼈に影響はないと考えられます。

根拠のない噂などにより混乱することなく、以下のリンク先の正確な情報に基づいて冷静に対応して頂きますよ
うお願いします。

（※） 豚コレラはウイルスを原因とする病気で、コレラ菌を原因とする⼈のコレラとは、関係ありません。ま
た、中国で続発しているアフリカ豚コレラとは異なる家畜の病気です。

関係機関リンク

農林⽔産省

⾷品安全委員会

国⺠⽣活センター

岐⾩県

豚コレラに関する情報について

ホーム

本⽂へ 採⽤情報 申出・問合せ窓⼝ English

新着情報⼀覧 報道資料⼀覧 会議資料⼀覧

テーマ別メニュー 消費者庁について お知らせ 政策 法令 刊⾏物

豚コレラについて

豚コレラの詳細

豚コレラについて

豚コレラに関する情報

豚コレラ(豚・いのしし)について

消費者安全

⼦どもを事故から守る︕事
故防⽌ポータル

消費者への注意喚起

公表資料

事故情報の⼀元化

⾷品安全に関する取組

その他

https://www.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/policies/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/2018/
https://www.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/about_us/recruitment/
https://www.caa.go.jp/policies/application/inquiry/
https://www.caa.go.jp/en/
https://www.caa.go.jp/notice/archive/
https://www.caa.go.jp/notice/release/
https://www.caa.go.jp/notice/conference/
https://www.caa.go.jp/about_us/
https://www.caa.go.jp/notice/
https://www.caa.go.jp/policies/
https://www.caa.go.jp/law/
https://www.caa.go.jp/publication/
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/
https://www.naro.affrc.go.jp/niah/swine_fever/index.html
http://www.fsc.go.jp/sonota/csf/
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/url_hpai.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kinkyu-juyo-joho/tonkorera-h30.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/centralization_of_accident_information/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/
takuto_kano760
テキストボックス
別添３



2019/2/7 豚コレラに関する情報について ｜消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_017/ 2/2

愛知県

担当︓消費者安全課

〒100-8958 東京都千代⽥区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館（ 地図） 
電話番号︓03-3507-8800（代表） 法⼈番号︓5000012010024

Copyright © Consumer Affairs Agency, Government of Japan. All Rights Reserved.

豚コレラについて
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