
令和３年度 越境性動物疾病防疫対策強化推進会議 
 

日時：令和３年９月28日(火)13:30～17:30 

場所：農林水産省本館７階講堂      

 

議事次第 
 

 

 Ⅰ部 （15:30まで公開） 

１．開会挨拶（野上農林水産大臣 13:30-13:35) 

 

２．最近の家畜衛生をめぐる情勢について 

＜総論＞ 

（１）海外における越境性動物疾病の発生状況について 

（消費・安全局動物衛生課 13:35-13:45） 

（２）家畜伝染病予防法施行規則の一部改正及び飼養衛生管理指導等指針・特定家畜伝染

病防疫指針の一部変更について 

（消費・安全局動物衛生課 13:45-14:00) 
 

＜各論＞ 

（３）高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザについて 

・国内外における発生状況について 

（農研機構動物衛生研究部門人獣共通感染症研究領域新興ウイルスグループ  

内田グループ長 14:00-14:15) 

・発生予防及びまん延防止対策について 

（消費・安全局動物衛生課 14:15-14:25) 

（４）豚熱について 

・国内における発生状況について 

（消費・安全局動物衛生課 14:25-14:35)  

・野生いのしし対策について 

（消費・安全局動物衛生課 14:35-14:50) 

（５）アフリカ豚熱について 

（農研機構動物衛生研究部門越境性家畜感染症研究領域海外グループ      

國保グループ長補佐 14:50-15:20) 
 

＜以降非公開＞ 



令和３年度 越境性動物疾病防疫対策強化推進会議 
配布資料一覧（公表資料のみ） 

 

Ⅰ部 

１．開会挨拶 

２．最近の家畜衛生をめぐる情勢について 

（１）海外における越境性動物疾病の発生状況について 

【資料1】 海外における越境性動物疾病の発生状況について 

 

（２）家畜伝染病予防法施行規則の一部改正及び飼養衛生管理指導等指針・ 

特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について 

【資料2】 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正及び飼養衛生管理指導等指針・特定家畜伝

染病防疫指針の一部変更について 

 

（３）高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザについて 

・国内外における発生状況について 

【資料3-1】 国内外における発生状況について 

・発生予防及びまん延防止対策について 

【資料3-2】 高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の徹底についての通知 

 

（４）豚熱について 

・国内における発生状況について 

【資料4-1-1】 国内における発生状況一覧 

【資料4-1-2】 拡大豚熱疫学調査チームによる発生予防対策（提言） 

【資料4-1-3】 発生事例の飼養衛生管理遵守状況（写真） 

・野生いのしし対策について 

【資料4-2】 野生いのしし対策について 

 

（５）アフリカ豚熱について 

【資料5】 アフリカ豚熱について 



海外における
越境性動物疾病の
発生状況について

令和3年9月28日

消費・安全局動物衛生課

令和3年度越境性動物疾病防疫対策強化推進会議 【資料１】

アフリカ豚熱（ASF）
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世界のASFの発生状況
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アフリカ豚熱の経緯概要
1921年：アフリカ豚熱の初報告
（1900年年代初頭からケニヤ・ウガンダで

入植者の豚で同様の症例がみられてい
た）

1957年：アンゴラ→ポルトガル
以後、欧州・中南米で発生。
欧州では、サルデェニア島を除き1995年に、
中南米では1980年代中盤には撲滅。

(2006年末？：ジョージア ポチ港に侵入)
2007年4月：ジョージア
2007年8月：アルメニア
2007年11月：ロシア
2012年7月：ウクライナ
2013年6月：ベラルーシ
2014年1月：リトアニア
2014年6月：ラドビア
2014年2月：ポーランド・・・・
（その後、2018年9月ベルギー、

2020年9月ドイツ等）

2017年3月：ロシア（イルクーツク）
2018年8月：中国
2019年5月：北朝鮮
2019年9月：韓国

2021年4月：ドミニカ共和国
2021年8月：ハイチ

→東南アジア各国で発生・・・

注：サルジニア島では、以前が定着。同島ではフリーレンジ飼育等、独特な飼養環境。2015年から新しい
ASF撲滅プログラムを開始。2019年の野生イノシシ以降発生報告なし。

アフリカ豚熱の発生経緯

2021年 4月 ドミニカ共和国

2021年 8月 ハイチ

2021年9月21日現在



欧州におけるASFの発生状況
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アジアにおけるASFの発生状況
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中国

【発生状況】
 2018年8月、遼寧省の養豚場で発生を確認
 2018年11月、吉林省の野生いのししでも発生を確認
 2019年4月、中国全省へ発生が拡大
 2019年12月末でいったん発生報告がなくなったが、2020年3月に再び発生。
 中国当局の公表情報によるこれまでの発生数は、2018年99件、2019年63件、

2020年19件、2021年11件（2021年7月20日まで）。

【特徴的取組】
 発生地点を疫点、発生農場から半径３km内を疫区、疫区外周から半径10km内（野生

いのしし生息地においては50㎞内）を脅威区域に設定し、疫点の豚は全頭殺処分する。
疫区には移動制限を、脅威区域には条件付き移動制限を設ける

 初発から現在までに120万頭以上を殺処分（2021年7月20日公表）
 疫区内における消毒ポイントの設置と疫区内の車両等の消毒
 防疫措置完了から21日経過するまで新規発生がなく、と畜場や市場等疫学関連場所

のサンプリング検査が陰性の場合、移動制限を解除
 食品残渣給餌の全国的禁止
 と畜場の規制強化（違法と畜取締り強化、ASF検査の実施）
 農業農村部は各機関と連携し各地域のASF防疫を監督

出典：農業農村部公表資料
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韓国
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初発生：2019年9月17日

発生数：豚20件、野生いのしし1606件

豚、いのしし飼養頭数：約1127万9894頭

※ 韓国当局公表資料等の情報を元に作成

飼養頭数：FAO統計(2019)による 2021年9月22日時点

事例 確定日 発生地域

1 2019/9/17 京畿道坡州市

2 2019/9/18 京畿道漣川郡

3 2019/9/23 京畿道金浦市

4 2019/9/24 京畿道坡州市

5 2019/9/24 仁川広域市江華郡

6 2019/9/25 仁川広域市江華郡

7 2019/9/26 仁川広域市江華郡

8 2019/9/26 仁川広域市江華郡

9 2019/9/27 仁川広域市江華郡

10 2019/10/2 京畿道坡州市

11 2019/10/2 京畿道坡州市

12 2019/10/3 京畿道坡州市

13 2019/10/3 京畿道金浦市

14 2019/10/9 京畿道漣川郡

15 2020/10/9 江原道華川郡

16 2020/10/11 江原道華川郡

17 2021/5/5 江原道寧越郡

18 2021/8/8 江原道高城郡

19 2021/8/16 江原道麟蹄郡

20 2021/8/26 江原道洪川郡

【飼養豚での事例】

京畿道

坡州市 100

漣川郡 417

抱川市 93

加平郡 36

江原道

鉄原郡 36

華川郡 423

春川市 174

楊口郡 79

麟蹄郡 144

高城郡 10

寧越郡 14

襄陽郡 31

江陵市 6

洪川郡 22

平昌郡 20

束草市 1

合計 1606

【野生イノシシでの事例】 （単位：件）

17例目



韓国における最近の発生 出典：韓国農林畜産食品部プレスリリース
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• 2020年10月まで、家畜豚での発生は北朝鮮との国境付近のみ。

• その後約7か月、家畜豚での発生はなかったが、2021年5月に江原道南端の寧越郡で

発生（17例目）。

• 寧越郡では2020年12月から野生いのししでの発生がみられており、当該発生農場か
ら約1.2kmの地点でも発生していた。

• 寧越郡の農場での発生を受けて、防疫対策を強化・徹底。
• 江原道南端のフェンスの延長。
• 橋や交差点など野生いのしし対策が脆弱となる地点にセンサー型警告灯を設置。
• その他、既存の農場における対策（車両出入り制限、農場フェンスや防鳥ネットの設置、

母豚の衛生管理など）や野生いのしし対策（フェンス点検、分布状況の調査、捕獲など）を強化。

• これ以降も、国境から離れた地域での発生が続いている。

ヨンウォルカンウォン

台湾（ASF非発生）でのASF関連事案①
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2021年4月4日 新北市萬里區龜吼漁港の海岸から15m離れた地点（海上）で豚の死骸を発見

2021年4月5日 発見された豚の死骸からASFウイルス遺伝子を検出

2021年4月6日 漂流した豚の発見地点から半径10㎞圏内11戸の養豚農場のASF陰性を確認

台湾北部海岸に漂着した豚の死骸からのASFウイルス遺伝子の検出事例

台湾では、投棄された・漂着した・漁船から押収
した豚肉や豚の死骸204件のうち、15件がASF陽
性となっている。

出典：Google Maps出典：Google Maps

漂着した豚からサンプリングする様子
写真出典：台湾行政院農業委員会

2021年4月6日付プレスリリース添付資料

台湾本島におけるASFウイルス遺伝子の検出は初
15件のうち14件は中国から近い金門県及び連江県での事例



台湾（ASF非発生）でのASF関連事案②
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2021年８月22日 台湾当局（農業委員会動植物防疫検疫局）プレスリリース

ベトナムからアフリカ豚熱入りの密輸肉を押収
8月19日豚肉製品等の押収を報告

・豚肉製品：60.275 kg
・鶏肉製品：5.81 kg
・牛肉製品：7.701 kg

これらについて、検査をした結果、豚肉製品からアフリカ豚熱の遺伝子を検出

報道によると、すでに一部製品が市場に流通している。 現在捜査中・・・・

ベトナムからの密輸品と思われる肉製品

口蹄疫（FMD）
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2021年9月10日現在

※ 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）
※ ロシアは東アジアの近接地域に限る

ロシア（ザバイカリエ地方）
2019年3月8日（O型）牛・羊・山羊
2020年1月27日（O型）牛・豚

韓国
2019年1月26日（O型）牛
2019年1月29日（O型）牛
2019年1月31日（O型）牛

広東省
2021年3月16日（O型）豚

モンゴル（スフバートル県）
2021年5月13日（O型）牛
2021年6月8日（O型）羊

モンゴル（ヘンティー県）
2021年5月31日（O型）羊
2021年6月18日（O型）牛

モンゴル（ドルノゴビ県）
2021年6月17日（O型）羊・山羊

新疆ウイグル自治区
2019年3月17日（O）牛
2019年3月26日（O）牛
2019年5月19日（O）牛
2019年7月13日（O）牛
2019年12月30日（O）牛

：A型口蹄疫
：O型口蹄疫

【内蒙古自治区】
2019年2月13日（O）牛

ロシア（沿海地方）
2019年1月1日（Ｏ型）豚
2019年1月16日（O型）豚
2019年1月22日（O型）豚
2019年1月24日（O型）牛、豚
2019年1月26日、27日（O型）豚
2019年1月28日（O型）豚
2019年1月30日～2月1日（O型）豚・3件
2019年2月1日（O型）豚
2019年2月6日（O型）豚、山羊・羊
2019年2月12日（O型）豚

ロシア（ハバロフスク地方）
2019年1月26日（Ｏ型）豚

ミャンマー
2019年10月6～30日（O型）牛13件
2019年11月15日、16日（A型）牛3件
2019年11月11日～26日（O型）牛3件
2019年12月2日（A型）牛2件

重慶市
2020年5月21日（O型）牛

モンゴル（ボルガン県）
2021年6月30日（O型）

モンゴル（トゥブ県）
2021年6月28日（O型）羊・山羊

モンゴル（ドンドゴビ県）
2021年8月6日（O型）羊・山羊

モンゴル（ウブルハンガイ県）
2021年8月7日（O型）羊・山羊

アジアにおける口蹄疫の発生状況（2019年1月以降の発生）
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ワクチン非接種FMD清浄地域

ワクチン接種FMD清浄地域

ステータスを有さない地域

出典：https://www.oie.int/en/disease/foot-and-mouth-disease/

2021年5月時点

全土がワクチン非接種FMD清浄地域で構成されているOIE加盟国（68）

アルバニア クロアチア ドイツ ラトビア 北マケドニア スロベニア

オーストラリア キューバ ギリシャ レソト ノルウェー スペイン

オーストリア キプロス グアテマラ リトアニア パナマ スリナム

ベラルーシ チェコ共和国 ガイアナ ルクセンブルク ペルー スウェーデン

ベルギー デンマーク ハイチ マダガスカル フィリピン スイス

ベリーズ ドミニカ共和国 ホンジュラス マルタ ポーランド オランダ

ボスニア・ヘル
ツェゴビナ

エルサルバドル ハンガリー メキシコ ポルトガル ウクライナ

ブルネイ エストニア アイスランド モンテネグロ ルーマニア 英国

ブルガリア エスワティニ インドネシア ニューカレドニア サンマリノ 米国

カナダ フィンランド アイルランド ニュージーランド セルビア バヌアツ

チリ フランス イタリア ニカラグア シンガポール

コスタリカ 日本 スロバキア

全土がワクチン接種FMD清浄地域で構成されているOIE加盟国（2）

パラグアイ ウルグアイ

ワクチン非接種FMD清浄地域を含むOIE加盟国（12）

アルゼンチン ブラジル エクアドル モルドバ

ボリビア 台湾 カザフスタン ナミビア

ボツワナ コロンビア マレーシア ロシア

ワクチン接種FMD清浄地域を含むOIE加盟国（9）

アルゼンチン 台湾 カザフスタン

ボリビア コロンビア ロシア

ブラジル エクアドル トルコ
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口蹄疫のOIEステータス認定状況



鳥インフルエンザ
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高病原性発生地域＝

低病原性発生地域＝

※ 高病原性・低病原性併発地域は高病原性に色分け
※ 本図は発生の有無を示したもので、その後の清浄性確認については記載していない 出典:OIE等

2021年9月21日現在

高病原性・低病原性鳥インフルエンザの発生状況（2020年以降）
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2020秋～2021春の韓国でのHPAIの発生状況
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韓国での新たなHPAI対策
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「採卵鶏農場疾病管理等級制度」（試行中）

・農場を、施設・設備、防疫管理、
過去のHPAI発生歴に沿って、
3つの型（衛生レベルの高い順からイ・ロ・ハ）
に分類。

・「イ」「ロ」型農場は農家自らが
予防的殺処分から逃れられる範囲を選択できる。
（500m以内は従前どおり殺処分対象）

・仮に自分の農場で発生すると、
その自分で設定した範囲に応じ補償金が変動。
（従前の補償額は一律80%だったが、減少する。）

・農場自らの防疫管理水準を向上させる目的。

・試行結果を分析し、採卵鶏以外への対象の拡大も
検討する予定。



欧州での’20～’21発生の特徴（’16～’17との発生状況の違い）
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2020秋～2021春のHPAIの概況
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豚熱（CSF）
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最終確認日：2021年5月24日

出典
ＯＩＥ Disease control measures
ＯＩＥ Control measures maps

＝CSF発生国（2007年1月から現在までにOIEへCSFの発生を報告した国）

ワクチン接種国

アゼルバイジャン
アルメニア
インド
ウクライナ
エクアドル

韓国
北朝鮮
キューバ
コロンビア
セルビア

台湾
中国
ネパール
ハイチ
ミャンマー

マダガスカル
モンテネグロ
ロシア
ドミニカ共和国
ペルー

＝ワクチン接種国（公的ワクチン接種（※）を実施した実績のある国）

※公的ワクチン接種：発生に伴う緊急ワクチン接種を除く、獣医当局により決定・管理されたワクチンプログラム

フィリピン
インドネシア

ボスニア・ヘルツェゴビナ
香港
マケドニア

ベラルーシ
ブルガリア
日本

赤字：2019年以降はOIEへの接種報告なし 青字：野生動物のみ接種

豚熱の発生状況・ワクチン使用状況（※ワクチン使用状況は参考）
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