
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

16

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

19



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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出典：https://www.oie.int/en/disease/classical-swine-fever/

全土がCSF清浄地域で構成されているOIE加盟国（38）

アルゼンチン デンマーク ルクセンブルク スロバキア

オーストラリア フィンランド マルタ スロベニア

オーストリア フランス メキシコ スペイン

ベルギー ドイツ ニューカレドニア スウェーデン

ブルガリア ハンガリー ニュージーランド スイス

カナダ アイルランド ノルウェー オランダ

チリ イタリア パラグアイ 英国

コスタリカ カザフスタン ポーランド 米国

クロアチア ラトビア ポルトガル ウルグアイ

チェコ共和国 リヒテンシュタイン

2021年5月時点

CSF清浄地域を含むOIE加盟国（3）

ブラジル

コロンビア

エクアドル

CSF清浄地域

ステータスを有さない地域

ステータス一時停止中の地域

ステータス一時停止中のOIE加盟国（1）

ルーマニア
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豚熱に関するOIEステータスの状況

〇 ドイツでは、1990年以降、野生イノシシ及び飼養豚でCSFが発生。

○ 豚熱の発生時には、

①感染エリアの把握（例：飼養豚及び野生イノシシのサーベイランスの強化）

②感染エリアからのウイルスの持出し防止（例：家畜等の移動制限）

③感染エリア内農場のバイオセキュリティの向上（例：飼養衛生対策の強化）

等を実施。

○ 更に、豚熱の清浄化に向け、

①野生イノシシに対する経口ワクチンの散布

②若齢の野生イノシシをターゲットに狩猟を実施

〇 EU（EC）では、2001年以降、緊急経口ワクチン接種計画を豚熱対策の一つに位置付け（EC指令2001/89/EC）

○ ドイツは、豚熱の発生から野生イノシシにおける新たな発生がみられなくなるまで約20年を要した。

・1990年～野生イノシシ及び飼養豚で豚熱が発生、流行

・1993年以降2001年まで経口ワクチンの野外試験実施

・2002年:EUがドイツにおける経口ワクチン散布計画を承認

・2006年5月飼養豚での最終発生

・2009年８月以降、野生イノシシでの新たなウイルス検出事例みられず

・2012年3月に経口ワクチン散布を全面的に中止

＜ドイツにおける豚熱の経緯＞ ＜2012年３月までのドイツにおける経口ワクチン散布イメージ＞

※ ：ワクチン散布ゾーン
：サーベイランス強化ゾーン

（参考）経口ワクチン実施国
ドイツ、ルクセンブルグ、フランス、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、日本 23

野生イノシシへの豚熱ワクチン（ドイツ・EUの事例）



⽔際対策の強化（家畜伝染病予防法改正に伴う強化）

１ 質問・検査権限︓⼊国者の携帯品中の畜産物（⾁製品等）の有無を、
家畜防疫官が質問・検査できるよう措置 【法第40条第５項】

法改正による強化 【令和２年７⽉１⽇施⾏】

○ 平成30年８⽉の中国でのアフリカ豚熱発⽣以降、アジアにおいて、15ヶ国・地域に発⽣が拡⼤。
○ 中国・ベトナム等から⽇本に持ち込まれた⾁製品96件から、アフリカ豚熱ウイルスの遺伝⼦を検出。
○ アフリカ豚熱の我が国への侵⼊リスク、さらには、⾐服や⾁類、野⽣動物を介した農場への侵⼊リスクが
⾼まっているため、⽔際対策を強化し、家畜伝染病の侵⼊防⽌を徹底する必要。

２ 廃棄権限︓携帯品及び国際郵便物検査の結果、発⾒された違反畜産物につい
て、家畜防疫官が廃棄できるよう措置。 【法第46条第４項】

３ 厳罰化︓輸⼊検査に関する罰則を強化（近隣諸国と⽐較しても最⾼⽔準）。
(輸⼊検査を受けない場合の罰⾦100万円 【法第63条及び第69条】

→ 300万円（個⼈）、5,000万円（法⼈）) 24

消毒マット

手荷物として持ち込まれる
畜産物等の検査検疫探知犬の活用

動物検疫に関する注意喚起
(税関申告書、構内アナウンス等)

入国者への口頭質問

国際空海港における携帯品に対する⽔際対策

肉などの畜産物を持っているか、海外で家畜
に触れたか、国内で畜産関連施設に立ち入
るか、口頭質問

肉類持込み禁止を広報する
注意喚起ポスター 自主廃棄用BOX

25



62,742

84,025

94,522 93,897

109,928

29,189

6,934

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

携帯品による輸入禁止品の件数（件）

（134％）

（１月～６月）

※2020年、2021年（1月～6月）は速報値

83,313

106,351

119,113

109,056

69,124

16,935
5,179 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

携帯品による輸入禁止品の数量（KG）

国名 件数（件） 重量（kg）

１ 中国 9,739 5,144

２ タイ 2,499 984

３ フィリピン 1,892 1,673

４ 韓国 1,748 1,208

５ 台湾 1,355 623

６ ベトナム 1,250 1,217

〇摘発上位国の状況

＜検疫探知犬＞
①対象物を発見すると。

座ってハンドラーに知らせる。
②ハンドラーからの知らせを受けた

家畜防疫官が手荷物検査を実施

国名 件数（件） 重量（kg）

１ 中国 50,411 28,559

２ タイ 8,749 4,336

３ 韓国 6,968 4,054

４ 台湾 5,952 2,799

５ フィリピン 5,903 8,276

６ ベトナム 3,589 5,768

＜2020年（速報値）＞＜2019年＞

（113％） （99％）

（117％）

（128％）

（112％）
（92％）

（63％）

（27％）

（24％）

※訪日旅客数：2019年 約3,200万人、 2020年 約410万人、2021年1～6月 約15万人（推計値）（日本政府観光局HPより）

（１月～６月）

携帯品で持ち込まれた輸⼊禁⽌品の摘発状況（2015年〜2021年（１⽉〜６⽉））
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違法畜産物の持込による逮捕事例（2019年4⽉〜） 逮捕事案の持込み物品の例

違反者（警告書発出対象者）の属性
(2019年４⽉から2020年５⽉末までの実績)

逮捕者 持込み日 空港 違反品 逮捕日

ベトナム人
1名

2019年6月13日 羽田空港
カモ目の卵（約25kg）
偶蹄類の肉（約10kg）

2019年7月21日

日本人
2名

2019年5月17日 福岡空港 ソーセージ等（91.1kg） 2019年8月6日

2019年5月31日 中部空港 豚鶏肉調製品（20.2kg） 2019年8月27日

タイ人
1名

2019年9月3日 羽田空港 ソーセージ（1.0kg） 2019年9月3日※

ベトナム人
3名

2019年6月17日 関西空港
豚肉ソーセージ・

豚肉調整品（5.25kg）

2019年10月15日2019年8月6日 関西空港 犬肉（17.6kg）

2019年8月15日 関西空港 牛肉（2.0kg）

タイ人
１名

2019年11月25日 成田空港 ソーセージ（10.45kg) 2020年1月21日

台湾
１名

2019年11月14日 中部空港
偶蹄類及びかも目の血液を含

む血餅（計50kg）
2020年3月6日

※警察への通報日

在日・在留 約３０．１％

親族・友人訪問 約２９．６％

観光 約１１．６％

仕事 約１０．５％

技能実習 約 ７．１％

留学 約 ６．６％

畜産物の違法な持込み事例

・近年の訪⽇旅⾏客の急増に伴う違反品の摘発数増加、アフリカ豚熱の侵⼊脅威拡⼤等を踏まえ、
2019年４⽉22⽇より、違法畜産物への対応を厳格化。

・これまでに、複数回の違反を繰り返した者、販売⽬的で持ち込んだ者など悪質性の⾼い者９名を逮捕

27



農林⽔産省公式SNS（Facebook、Twitter等）では動物検疫のことを取り上げておりますので、
フォロー、シェア、いいね をよろしくお願いします。

!! 中秋節に発信 !!

 中国の伝統的な三大節の一つである「中秋節」では、「月餅」を食べることが伝統的風習である。
 この月餅には肉類が含まれるものもあることから、中秋節前後に、海外から肉類を取り寄せないよう

省公式SNS（Facebook及びTwitter）で動物検疫に関する注意喚起 を実施した。

Twitter Facebook（日本語） Facebook（英語）

28



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

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２】

昨シーズンは2020年夏にシベリアで検出されているH5N8亜型ウイルスがユーラシア⼤陸の
東⻄で猛威を振るい、フランス（493件）、ドイツ（235件）や韓国（109件）を始め、各地で続発。

H5N8亜型発⽣国（欧州）
英国 2021.3.21 デンマーク 2021.7.4 フィンランド 2021.2.8
ドイツ 2021.6.25 ポーランド 2021.8.9 イタリア 2021.2.19
オランダ 2021.5.21 アイルランド 2020.12.9 エストニア 2021.3.22
フランス 2021.7.7 ハンガリー 2021.2.1 ウクライナ 2021.2.26
スウェーデン 2021.4.19 リトアニア 2021.5.28 アルバニア 2021.6.10
クロアチア 2020.11.17 チェコ 2021.5.17

欧州での発⽣状況

家きんにおける⾼病原性⿃インフルエンザ発⽣国

昨シーズンの世界的な発⽣状況

24

493
235

※数字は発⽣件数（各国政府の公表ベース）。

12
英国

フランス

ドイツ

オランダ

シベリア営巣地

アジアでの発⽣状況

109
韓国 52

⽇本

※ 韓国では、あひる農場での発⽣が多い。
あひるは発症するまでに⽐較的⻑時間を要し、
その間にウイルスが排出されることが想定されることから、
予防的殺処分を実施。

※ 中国及び台湾では、ウイルスが常在しており、
夏季を含めて年中発⽣。

※⽇付はH5N8亜型の最終発⽣⽇

最終発生日：2021.4.6

最終発生日：2021.3.13

1



昨シーズンの国内における⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況（家きん）

国内飼養⽻数に対する殺処分⽻数の割合 約3.1％
国内飼養⽻数 3.2億⽻（H31年2⽉ 畜産統計）

昨シーズンの⾼病原性⿃インフルエンザは18県52事例の発⽣
殺処分⽻数は約987万⽻
※ 殺処分⽻数は過去最⼤
※ これまでのシーズン最⼤殺処分⽻数は約183万⽻（Ｈ22-23）

⾁⽤鶏（種鶏含む。） 約 81万⽻
採卵鶏（種鶏含む。） 約904万⽻
その他（あひる） 約 ２万⽻

ケージ飼い ︓ 34事例
平飼い ︓ 18事例

52
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51

⼤規模（50万⽻以上）農場 ５事例
岡⼭ 64万⽻（関連含む。）
千葉① 116万⽻
千葉② 115万⽻
千葉⑦ 115万⽻
茨城 84万⽻

⾃衛隊の派遣 ︓
28回（30事例）

[2020.11.5–2021.3.14]

2

○ 飼養衛⽣管理基準の遵守について⽣産者によって⼤きな差がある

昨シーズンの⿃インフルエンザ対応により明確になった課題

１ 飼養衛⽣管理基準の不遵守

【⾼病原性⿃インフルエンザに関する課題】

○ 密集地域での続発、⼤規模農場での発⽣により、殺処分⽻数が増加し、防疫が⻑期化
３ 密集続発、⼤規模農場での発⽣

○ 埋却地確保等により防疫作業が⻑期化
２ 防疫作業の⻑期化・⾃衛隊への依存 [まん延防⽌]

[発⽣予防]

[まん延防⽌]

○ 令和３年５⽉の農林⽔産省⿃インフルエンザ・豚熱・アフリカ豚熱合同防疫対策本部において、家畜伝染病対策に関する
課題を洗い出し、家畜衛⽣対策の強化に向けた対応⽅針を決定。

○ これを踏まえ、①家畜伝染病予防法施⾏規則の⼀部改正(飼養衛⽣管理基準を含む)、②飼養衛⽣管理指導等指針の
⼀部変更、③特定家畜伝染病防疫指針の⼀部変更(⽜疫、⽜肺疫、⼝蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、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)について改正し、本年10⽉１⽇施⾏予定。

3



飼養衛⽣管理者

Ａ畜舎

Ｂ畜舎

Ｃ畜舎

衛⽣管理区域

⼤規模農場の畜舎ごとの飼養衛⽣管理者の配置

現⾏

改正後

・衛⽣管理区域ごとに飼養衛⽣管理者を選任

１⼈が担当する飼養
頭⽻数は個体監視が
可能な数とする

・畜舎ごとに担当の飼養衛⽣管理者を選任することを義務付け
・同⼀の者が複数の畜舎を担当する場合には、１⼈が担当する飼養頭
⽻数に上限を設定（鶏は10万⽻、豚は３千頭（ただし、肥育豚は１万頭））

飼養衛⽣管理者

埋却等に備えた措置

【家畜所有者】
・埋却等に備えた措置として、家畜所有者に埋却地⼜は焼却施設を確保
することを規定

・これらが困難な場合は、代替措置として埋却・焼却・化製に係る都道府県
が求める取組（※）を実施

【都道府県】
・家畜所有者による埋却地の確保が
困難な場合は、代替措置（焼却施
設との事前協定締結、移動式レンダ
リング装置の活⽤準備等）について、
家畜所有者と共同して対応（※）

⼤規模農場の事前の発⽣対応計画の策定

・家畜の頭数が多く、殺処分等に多⼤な時間を要すると都道府県知事
が認める家畜所有者は、発⽣に備えた対応計画を策定することを義務
付け

【発⽣に備えた対応計画における記載事項】
・農場概要
・農場内の動線図
・農場内で防疫作業に必要な⼈員
・農場内で使⽤する資材・機材
・防疫作業⼿順
（埋却・焼却及び消毒の具体的な⽅法等）

移動式レンダリング装置・埋却地の確保及び周辺住⺠の
理解醸成に向けた取組を指導

対応計画の策定を要する
⼤規模農場の基準

鶏･･･20万⽻以上
豚･･･１万頭以上

Ａ畜舎

Ｂ畜舎

Ｃ畜舎

衛⽣管理区域

【採卵鶏50万⽻（53⼾）、⾁⽤鶏20万⽻（27⼾）以上︓ R3.10.1〜】
【採卵鶏20万⽻以上50万⽻（194⼾）未満︓R4.10.1〜】

【豚1万頭（134⼾）以上︓R5.4.1〜】

【鶏・豚︓R3.10.1〜】
【⽜︓R4.10.1〜】

【採卵鶏50万⽻（53⼾）、⾁⽤鶏20万⽻（27⼾）以上︓ R3.10.1〜】【左記未満の鶏︓R4.10.1〜】
【豚１万頭以上（134⼾）︓R5.4.1〜】 【豚１万頭未満︓R6.4.1〜】

省令・指針改正に係る主な改正点
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’20年春～夏

日本

・野 鳥：58 件
・家きん：52 件

韓国

・野 鳥：234 件
・家きん：109 件

’20年秋

’19年秋～’21年春におけるHPAI（H5N8亜型）の発生状況

’19年秋～ ’20春
’20年秋～’21年春

？

？

・⽇本での’20年秋〜’21年春流⾏株は前年欧州で流⾏したもの
・欧州では’20秋〜’21春には別の株が⼤流⾏
・本年４⽉以降、我が国へ⾶来する渡り⿃の営巣地があるロシア、さらに中国においても発⽣

海外の状況を踏まえると’21年秋以降も国内侵⼊リスクは⾼い︖

’21年秋～’22年春において、侵入リスク大？

？

欧州での
⼤流⾏

欧州での中規模な発⽣

東アジアでの
⼤流⾏

昨シーズン欧州流⾏
関連ウイルスが営巣地に侵⼊︖

’20年秋～’21年春の欧州の発生状況

・野 鳥： 2,271 件
・家きん： 1,248 件（戸）

（疫学関連を含む）

・動物園等：65 件

’19年秋～’20年春の欧州の発生状況

・野 鳥： 3件
・家きん： 328件（戸）

（疫学関連を含む）

・動物園等：3件

次シーズンに懸念される⾼病原性⿃インフルエンザの国内侵⼊

10

※ 農研機構プレスリリース（研究成果）⼤陸を渡ったＨ５Ｎ８亜型⾼病原性⿃インフルエンザウイルス
2020/11/25 をもとに農林⽔産省において作成



令和3年度 越境性動物疾病防疫対策強化推進会議
令和3年9⽉28⽇

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 裕⼦

【資料3-1】

1

2020年9⽉-2021年9⽉
低病原性⿃インフルエンザの発⽣状況



2

令和2年度 国内における⾼病原性⿃インフルエンザ発⽣状況

野 ⿃ 家きん

2020年
11⽉5⽇

2020年
10⽉24⽇

農林⽔産省HP改変

18道県58事例 18県52事例

3

4⽉亜型年度

2004

2007

2010

10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉

H5N1

H5N1

H5N1

H5N8

H5N6

H5N8

2014

2016

2018

2020

H5N6

過去の野⿃及び家禽における⾼病原性⿃インフルエンザ発⽣時期

：家きん
：野⿃



4

東⼤⻄洋経路

⿊海-地中海
経路

東⼤⻄洋経路

中央アジア
経路

東アジア
オーストラリア

経路

東アフリカ
⻄アジア
経路

太平洋
アメリカ⼤陸

経路

⼤⻄洋
アメリカ⼤陸

経路

中央
アメリカ⼤陸

経路

ミシシッピ
アメリカ⼤陸

経路

野⿃の⾶⾏経路

欧州19-20冬グループ

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M
NS

欧州秋・冬グループ (E2)
千葉3-11例⽬（2021/1/21-2/15）
宮崎10-11例⽬（2021/1/31-2/7）
徳島2例⽬（2021/2/9）

茨城ハクチョウ（2021/02/11）
栃⽊オオハクチョウ（2021/2/14）

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M
NS

⾹川1-10例⽬（2020/11/5-12/2）
兵庫1例⽬（2020/11/25）
新潟ハクチョウ（2020/11/16）
埼⽟フクロウ（2020/12/23）

E1

E3

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M
NS

福岡1例⽬（2020/11/25）
宮崎1-9例⽬（2020/12/1-12/30）

奈良1例⽬ （2020/12/6）
広島1例⽬（2020/12/7）
⼤分1例⽬（2020/12/10）
和歌⼭1例⽬（2020/12/10）
岡⼭1例⽬（2020/12/11）
滋賀1例⽬（2020/12/13）

⾹川11-13例⽬（2020/12/14-12/23）
⾼知1例⽬（2020/12/16）
⿅児島1例⽬（2021/1/13）
富⼭1例⽬（2021/1/23）
栃⽊1例⽬（2021/3/13）
富⼭ノスリ（2021/2/24）

E7

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M
NS

徳島1例⽬（2020/12/19）
千葉1-2例⽬（2020/12/24,2021/1/11）

岐⾩1例⽬（2021/1/2）
茨城1例⽬（2021/2/2）
新潟マガモ（2021/2/8）

新潟オオハクチョウ（2021/2/13）
栃⽊ハヤブサ（2021/2/15）
栃⽊フクロウ（2021/2/16）
栃⽊ノスリ（2021/3/３）

E5

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M
NS

宮崎12例⽬（2021/2/25）
富⼭ノスリ（2021/2/10）

E4

E6

︓欧州19-20冬HPAIV

野⿃AIV由来

︓欧州秋・冬HAPIV

韓国の家禽で分離
国内の家禽で分離

８分節の遺伝⼦系統樹解析に基づく国内H5N8亜型⾼病原性⿃インフルエンザウイルスの遺伝的多様性

R2疫学調査報告書より

Y-G.Baekらによる分類、Viruses 2021, 
13, 490. 
https://doi.org/10.3390/v13030490
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2019-2020年
H5N8亜型HPAIV
（欧州19−20冬）

2020年夏 シベリア

欧州19-20冬HPAIVに由来するHAを持つウイルスの推定移動経路

11⽉5⽇家禽

10⽉24⽇野⿃

7

2020-2021年
H5亜型HPAIV
（欧州秋冬）

2020年夏 シベリア

欧州秋・冬HAPIVに由来するHAを持つウイルスの推定移動経路

2020−21年発⽣



8

2021年4⽉以降H5亜型⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況

9

2021年4⽉以降H5亜型⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況
H5N8亜型
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2021年4⽉以降H5亜型⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況
H5N1亜型

11

2021年4⽉以降H5亜型⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況

H5N4亜型
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2021年4⽉以降H5亜型⾼病原性⿃インフルエンザの発⽣状況

H5N6亜型

13

⽇本株
2021年4⽉
2021年5⽉
2021年6⽉

H5亜型HA遺伝⼦の系統樹
欧州秋・冬グループ
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東⼤⻄洋経路

⿊海-地中海
経路

東⼤⻄洋経路

中央アジア
経路

東アジア
オーストラリア

経路

東アフリカ
⻄アジア
経路

太平洋
アメリカ⼤陸

経路

⼤⻄洋
アメリカ⼤陸

経路

中央
アメリカ⼤陸

経路

ミシシッピ
アメリカ⼤陸

経路

野⿃の⾶⾏経路

15



16

ま と め

☆R2年度の発⽣も国外からの渡り⿃による
HPAIVの運搬により家禽に発⽣を引き起こし
た。10⽉下旬には⽇本国内に侵⼊していたこと
から、今年度も早めの対策が必要。

☆昨冬流⾏した遺伝⼦系統のHPAIVが4⽉
以降もヨーロッパ、アフリカを中⼼に発⽣が報告
されていることから、同系統のウイルスが野⿃を
介して国内に侵⼊する可能性がある。



写 

３消安第 3060号 

令和３年９月10日 

都道府県知事 殿 

農林水産省消費・安全局長 

令和３年度における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 

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（以下「本病」という。）

の防疫対策について、これまでも家きん飼養農場に対し発生予防対策に関する情報提

供及び指導又は助言を実施していただくようお願いしてきたところです。 

特に昨シーズンは、11月の香川県における発生以降、本年３月までに18県で52事例

の飼養家きんにおける高病原性鳥インフルエンザが確認され、計987万羽を殺処分する

過去最大の発生となりました。海外においても、韓国で108件、フランスで488件の飼

養家きんでの発生が確認されるなど、世界的に流行が見られたシーズンとなりました。 

本年４月以降も、アジアでは韓国、台湾、ベトナム等において、欧州ではフランス、

ポーランド、ドイツ等において、飼養家きんにおける発生が確認されています。また、

野鳥についても、我が国へ飛来する渡り鳥の営巣地があるロシア及び中国において、

広い範囲で発生が確認されています。これらの発生状況を考慮すれば、今シーズン、

我が国は、厳重な警戒が必要と考えられます。 

このため、農林水産省では、今後の侵入に備え、発生国の獣医当局や研究機関と、発

生対応やウイルスの病原性に関する情報を共有するためのネットワークを構築したと

ころです。また、昨シーズンの課題を踏まえ、家畜伝染病予防法施行規則の一部改正

等の家畜防疫対策の見直しを進めているところです。 

つきましては、各都道府県においても、これから渡り鳥の本格的な飛来を迎えるに

当たり、飼養衛生管理基準の遵守により本病の発生予防対策を徹底するとともに、特

に下記の事項に留意の上、万一の発生に備えたまん延防止対策に万全を期すようお願

いします。 

【資料3-2】 



記 

 

１ 発生予防対策 

（１）家きん飼養農場における飼養衛生管理基準の遵守指導の徹底 

昨年12月から本年２月まで、毎月、飼養衛生管理者による飼養衛生管理基準

の遵守状況の一斉点検を実施するとともに、都道府県にはその結果を取りまと

めて御報告いただいたところ。 

これまで、回を重ねるごとに、点検結果の改善が進んでいるが、一部の農場

では依然として飼養衛生管理基準の不遵守が認められていること、また、海外

の発生状況を踏まえれば、今シーズンも、我が国での発生リスクが高いと考え

られることから、改めて、貴職において、飼養衛生管理の改善指導を一層強力

に推進いただくとともに、今年度においても、飼養衛生管理者による飼養衛生

管理基準の遵守状況の一斉点検を実施すること。 

一斉点検については、令和３年10月以降令和４年３月までの間、飼養衛生管

理者に対し次の７項目の遵守状況を点検するよう指導し、各都道府県において

その結果を取りまとめ、別添１により毎月20日までに動物衛生課まで報告する

こと。（提出先：Email:siyoueiseikanri@maff.go.jp） 

 

① 衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等（項目13） 

② 衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用（項目14） 

③ 衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等（項目15） 

④ 家きん舎に立ち入る者の手指消毒等（項目20） 

⑤ 家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用（項目21） 

⑥ 野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕（項目24） 

⑦ ねずみ及び害虫の駆除（項目26） 

 

２ まん延防止対策 

（１）早期発見・早期通報 

家きんの所有者、飼養衛生管理者、獣医師等に対して、家畜伝染病予防法（昭和

26年法律第166号）第13条の２第１項の農林水産大臣が指定する症状の内容について

周知するとともに、当該症状を呈している家きんを発見したときは、遅滞なく、当該家

きん又はその死体の所在地を管轄する都道府県にその旨を届け出るよう、指導する

こと。 

また、本病は家きんの死亡羽数の増加が比較的緩やかな場合もあることを踏まえ、家

きんの飼養者に対し、平時から飼養する家きんの健康状態について注意深く観察するとと

もに、死亡羽数の増加はもちろんのこと、産卵率の低下、さらには元気消失といった異状



が見られた場合の早期通報を徹底するように周知すること。 

 

（２）的確な初動対応の徹底及び連携体制、埋却地等の確認 

万が一、本病が発生した場合に備え、速やかに防疫措置が講じられるように、防疫指針に

基づき以下の取組を行うこと。なお、防疫指針については、「農林水産省鳥インフルエ

ンザ・豚熱・アフリカ豚熱合同防疫対策本部を踏まえた今後の対応について（第

２報）」（令和３年９月２日付け３消安第3079号）で示した一部変更予定案を参照す

ること。 

① 都道府県は、家きんの飼養者、獣医師等から上記（１）の届出を受けた場合には、速

やかに、防疫指針第４に基づく対応を的確に実施できるよう、体制を改めて確認す

るとこと。 

② 防疫指針第２－２の２の（１）に基づき、必要な人員、防疫資材、検査試薬、特殊

自動車等の確保、又はそれらの緊急時における円滑な入手について、調達先の確認、

調整（緊急時の連絡体制の確認を含む。）等を行うこと。 

③ 本病発生時の防疫措置に伴い必要となる埋却地及び焼却施設等の確保状況ついて

確認を行い、事前確保が十分でない場合は、防疫指針第２－２の２の（３）に基づ

く調整を行うこと。 

④ 防疫指針第２－２の２の（５）に基づき、県内関係部局、近隣の都道府県、市

町村、関係機関及び関係団体との連携体制の確認をすること。 

 

（３）防疫演習（机上演習を踏まえた防疫計画の検証・改善） 

（２）の取組を徹底し、迅速な防疫措置を講じる体制を確立するためには、

初動対応を含めた防疫対応に係る各種計画を作成する必要があるが、こうした

各種防疫計画に実行性が伴わなければ、万全の体制を構築したことにはならな

い。 

そこで、防疫計画の実行性を確認するため、（２）の取組と並行して、各都

道府県における既存の防疫計画等を踏まえ、本年10月15日までに発生時の具体

的な防疫対応について机上演習を実施すること。実施に当たっては、別添２

「令和３年度全国高病原性鳥インフルエンザ防疫演習実施マニュアル」（以下

「演習マニュアル」という。）を参考にすること。 

また、机上演習の結果を踏まえ、各種防疫計画を検証するとともに改善点を

速やかに見直すこと。見直した後の各種防疫計画の内容を演習マニュアルに記

載した様式（①発生想定農場の概要、②動員計画、③必要となる資材の調達計

画、④患畜等の死体の処理計画（焼却又は埋却）及び⑤作業計画（全体スケジ

ュール表））にまとめ、10月15日（金）までに動物衛生課まで必ず提出するこ

と。 



３ その他（野鳥のサーベイランス） 

別添３のとおり環境省から野鳥のサーベイランスの協力依頼があったこと

を踏まえ、引き続き、防疫指針第４の７に基づき、自然環境部局と相互に連絡、適切に

分担して野鳥のサーベイランス検査を実施する体制を構築するとともに、野鳥等にお

いて本病ウイルスが確認された場合には、必要に応じて、周辺農場に立入検査を実施

するほか、注意喚起及び家きんの健康観察の徹底を指導すること。 

 

以上 



写 

 

３消安第 3060号 

令和３年９月10日 

 

各地方農政局長 

北海道農政事務所長 

内閣府沖縄総合事務局長 

動物検疫所長 

動物医薬品検査所長 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長 

独立行政法人農畜産業振興機構理事長 

独立行政法人家畜改良センター理事長 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局長 

 

令和３年度における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 

 

このことについて、別添のとおり都道府県知事宛て通知しましたので、御了知の上、

円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。 
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３消安第 3060号 

令和３年９月10日 

 

 

別記 各関係団体長 殿 
 

 

農林水産省消費・安全局長 

 

 

令和３年度における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 

 
このことについて、別添のとおり都道府県知事宛て通知しましたので、御了知

の上、円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。 

また、貴職におかれましては、家畜防疫の重要性を十分に御理解の上、傘下会員各位

等に対し周知いただくとともに、都道府県の家畜防疫員による定点モニタリング及び

強化モニタリングの検査対象農場の選定等に協力いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 



写 

一般社団法人 日本養鶏協会会長 

一般社団法人 日本食鳥協会会長 

一般社団法人 全国鶏卵養鶏団体連合会会長 

一般社団法人 日本種鶏孵卵協会代表理事会長 

国産鶏普及協議会会長 

日本養鶏農業協同組合連合会会長 

全国養鶏経営者会議会長 

日本成鶏処理流通協議会会長 

一般社団法人 日本卵業協会会長 

全国たまご商業協同組合理事長 

全国鶏卵加工協議会会長 

一般社団法人 日本伝書鳩協会会長 

一般社団法人 日本鳩レース協会会長 

日本オーストリッチ協議会会長 

日本オーストリッチ事業協同組合長 

豊橋養鶉農業協同組合長 

公益社団法人中央畜産会会長 

全国農業協同組合中央会会長 

全国農業協同組合連合会代表理事 

一般社団法人 全国動物薬品器材協会理事長 

一般社団法人 日本家畜輸出入協議会理事長 

公益社団法人 日本獣医師会会長 

公益社団法人 日本動物用医薬品協会理事長 

一般財団法人 畜産環境整備機構理事長 

協同組合日本飼料工業会会長 

公益社団法人 畜産技術協会会長 

一般社団法人 全国畜産経営安定基金協会会長 

全国精麦工業協同組合連合会会長 

全国飼料卸協同組合長 

全国飼料輸入協議会会長 

飼料輸出入協議会会長 
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３消安第 3060号 

令和３年９月10日 

 

 

厚生労働省健康局長 

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全審議官 

環境省自然環境局長     殿 

 

 

 

農林水産省消費・安全局長 

 

 

令和３年度における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 

 

このことについて、別添のとおり都道府県知事宛て通知しましたので、御了

知の上、円滑な防疫対策の実施につき御協力方お願いいたします。 
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豚熱ワクチン接種農場における豚熱の患畜確認に伴う今後の発生予防対策（提言） 

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日 

拡大豚熱疫学調査チーム 

昨年末、豚熱ワクチン接種推奨地域において本病の発生が確認されたことから、令和３

年１月 15 日に開催された家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会・拡大豚熱疫学調査チーム検討

会合同会議において、ワクチン接種推奨地域における発生予防対策を取りまとめた。しか

しながら、その後も接種推奨地域である和歌山、奈良、群馬、三重、栃木、山梨で続発が

見られ、疫学調査の結果によれば、前回提言した「作業着、手袋及び長靴の交換並びに交

差汚染防止」、「免疫を獲得していない豚群への対応」が不十分であった事例が確認され

た。 

豚熱のワクチンは適切に使用しても必ずしも十分に免疫を獲得できない豚が一定数存在

することは避けられず、豚が豚熱ウイルスに感染することを完全に防ぐことはできないこ

とを改めて認識し、ウイルスの農場への侵入防止措置に加え、特にワクチン接種前の感受

性豚が多く存在する離乳豚舎等における措置を一層徹底する必要がある。 

また、発生農場の殺処分前検査においてワクチン接種群で ELISA 陽性率が低い事例が確

認された。ワクチンを有効に機能させるためには、適切な温度で保管されたワクチンを、

用法及び用量を守って適期に、知識と技量を有した者が接種することが必要となる。今

後、家畜防疫員以外の知事認定獣医師によるワクチン接種が開始されることから、ワクチ

ンが適切に接種されるよう接種者の知識・技量の確認を含めた接種体制を都道府県が改め

て構築する必要がある。 

○ 提言

１．衛生管理区域への野生動物の侵入防止対策及び人や車両の進入時の衛生対策 

衛生管理区域への野生いのしし等の侵入を防ぐための適切な網目や適切な高さの防護

柵等を隙間がないように設置する必要がある。また、衛生管理区域に車両が進入する際

には、タイヤの溝等にウイルスに汚染した土壌等が残存していた場合十分な消毒効果が

得られないことから、消毒ゲートや消石灰帯による消毒だけでなく、十分な圧力のある

動力噴霧機等により予め残存物を除去したうえで、適切に洗浄と消毒を行う必要があ

る。 

２．作業着、手袋及び長靴の交換並びに交差汚染防止 

今回の発生農場においては、前回の提言に盛り込んだ、 

・豚舎ごとの手指の洗浄・消毒や手袋の交換

（飼養衛生管理基準（豚、いのしし）項目 25） 

・豚舎ごとの靴や衣服の交換（項目 26）

等の取組が不十分であったこと等、豚舎への機械的なウイルスの持ち込みによる要因と

【資料4-1-2】



 

なり得る項目が確認された。衛生管理区域内への持ち込みに加え、豚舎への持ち込みを

防止するため、豚舎毎の長靴、衣服、手袋（または手指消毒）を用意するとともに交換

前後の動線が交差しないよう、作業マニュアル等による注意喚起だけでなく、腰掛程度

の高さのある台等を越えて履き替えを行うなどの物理的な措置を講ずる必要がある。 

 なお、豚舎内で使用する敷料をシート等で覆わずに屋外で保管している事例があった

ことから、ワクチン接種推奨地域内の農場では、敷料を保管する際、ブルーシートや建

屋で覆うことにより、野生動物や野鳥の接触がないように徹底する必要がある。 

 

３．ワクチン接種農場における免疫を獲得していない豚群への対応 

ワクチン接種前の離乳豚群では母豚からの移行抗体が低下し、感染のリスクが極めて

高い個体が一定数存在すると考えられる。このため、これらの豚を飼養する豚舎等につ

いては、特に感染が起こりやすいことを念頭に置いて、病原体侵入を防ぐため飼養衛生

管理をより一層徹底する必要がある。具体的には、 

・豚舎に出入りする際の、靴や衣服（大臣指定地域に限る。）の交換及び手指や一輪車の

消毒（項目 25、26、28） 

・豚舎開口部への防鳥ネット等の設置（項目 29） 

・健康観察と異状が認められた際の早期通報（項目 39） 

等を特に徹底する必要がある。 

 なお、肥育豚においても感染が確認されていることから、離乳豚舎のみならず、肥育

豚舎においても綿密な臨床観察を行い、早期通報に努めることが必要である。 

 

４．消毒液の選択及び交換頻度 

農場内で使用する消毒薬の選択と使用濃度に対する配慮が不十分、あるいは消毒薬の

交換タイミングが不定期であった事例が確認された。消毒薬は土壌や糞便等の有機物の

混入により消毒効果が減弱することを改めて認識するとともに、汚れがなくとも定期的

に交換する必要がある。また、従業員一人一人が消毒薬の効果を認識し、能動的に衛生

管理に取り組むよう各農場において知識の普及・啓発に努めるべきである。 

 

５．農場内作業動線及び作業手順 

豚が豚舎間を移動する際に屋外の通路や敷地内を未消毒で歩かせたり、屋外で保管し

た未消毒ケージを使用している事例が確認された。一般に、屋外の通路の清掃、消毒を

徹底することは難しいため、豚舎間の豚の移動の際には、可能な限り消毒済みのケージ

等を利用することが適当である。 

 

６．教育訓練等 

飼養管理の際の衛生対策は、作業に携わる全ての者が漏れなく毎日欠かさずに統一し

たやり方で実施することが重要である。このため、飼養管理を行う者を明確にし、消毒

や作業手順についてわかりやすい図や従業員に応じた多言語を盛り込んだマニュアルを



 

作成し、定期的な教育や訓練を実施するとともに、衛生対策の実施状況を把握するた

め、消毒薬の交換記録簿を作成するなど、確認手段を設けることが重要である。 

 

７．適切な豚熱ワクチン接種について 

ワクチンを有効に機能させるためには、適切な温度での保管及び溶解用液での溶解、

接種前の臨床観察のための豚熱症状等の知識、母豚からの移行抗体の消失時期を踏まえ

た適切な時期に、適切な手法（皮下・筋肉内注射等）による接種が必要となる。そのた

め、新たに認められた知事認定獣医師制度においては、都道府県は認定に際して、講習

会等を通じて接種者の知識、技量について確認すべきである。また、ワクチンが有効に

機能しなかった場合、接種時の状況を確認することが原因究明に必要となることから、

農場は接種日・接種者等を記録することが重要である。 

接種適期は家畜保健衛生所の実施する免疫付与状況確認検査の結果だけでなく、離乳

期から肥育期に係る豚舎移動の時期とそれぞれの豚舎での暴露リスク等を踏まえて検討

する必要がある。このため、ワクチン接種適期や適切な接種手法等を検討する際には、

農場は家畜保健衛生所による立ち入り検査など必要な指導を確実に受けることが重要で

ある。 

 

８．野生いのししの陽性確認を踏まえた農場侵入リスクの認識について 

 ワクチン接種推奨地域は、野生いのししの豚熱感染状況等を考慮し、飼養豚への感染

リスクが高い地域を設定している。発生農場の疫学調査では、農場の数キロ圏内で陽性

いのししが確認されているものの、農場主が直接いのししを視認していない・近傍で陽

性いのししが確認されていないことから農場側の防疫意識が必ずしも十分ではない事例

が確認された。 

飼養豚での発生においては、陽性いのししそのものではなく野生動物等を介してウイ

ルスが侵入した可能性が指摘されていることから、接種推奨地域においては陽性いのし

し発見地点の遠近にかかわらず、周辺環境中に存在するウイルスの侵入リスクが高いこ

とを認識し、衛生管理区域・各豚舎における衛生管理を徹底することが重要である。 

 

 

 

（以上） 









野生イノシシにおける豚熱対策について

令和３年９⽉
農林⽔産省 消費・安全局

【資料4-2】

（１）サーベイランスの強化
○ 平成30年９⽉から、全都道府県における野⽣イノシシのサーベイランスを開始。
○ 令和元年9⽉には、飼養豚での豚熱感染が関東まで拡⼤したことを受け、
豚熱陽性が確認されている県に隣接する13都府県において、サーベイランス強化区域の設定、
抗原検査及び⾎清抗体検査の実施等を通知し､サーベイランス体制を更に強化。

○ 令和２年8⽉31⽇に全都道府県に向けて豚熱・アフリカ豚熱のサーベイランスの強化通知を発出。

（２）捕獲の強化
○ ⾃治体、農林⽔産省及び環境省が連携し、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等36都府県
に「捕獲重点エリア」の設定を依頼。岩⼿県及び四国4県については各県において調整中。

○ 猟銃の効果的な活⽤、わな設置数の増加を⾏うことで、野⽣イノシシの捕獲を強化。

（３）経⼝ワクチン散布
○ 平成31年３⽉、岐⾩県及び愛知県において、経⼝ワクチン散布を開始。
その後、野⽣イノシシにおける感染確認状況を踏まえ、東⽇本・⻄⽇本に、
重点的にワクチンを散布する防疫帯を構築。
防疫帯内でも、ウイルス濃度低減のための散布を継続。

○ 現在、豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県等36都府県のうち、
沖縄県、福島県、⼭形県、宮城県、秋⽥県、岡⼭県、⿃取県、⻘森県、
岩⼿県、徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県を除く23都府県で
経⼝ワクチンを散布 。

○ ⾃衛隊ヘリコプターを活⽤した空中散布実証実験を経て、
空中散布マニュアルを作成し、⺠間企業説明会を開催。令和３年３⽉
に静岡県及び栃⽊県で⺠間ヘリコプターによる空中散布を実施。

（４）法改正等の対応
○ サーベイランス、経⼝ワクチン散布等を家伝法に位置付け（令和３年４⽉施⾏）。

野⽣イノシシ対策
豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 アフリカ豚熱

豚熱 25都府県で
豚熱陽性野⽣イノシシを確認。

豚熱感染野⽣イノシシ発⾒地点
（令和３年9⽉15⽇時点）

PCR陽性
陽性（更新）
発⽣農場
農場
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全国のサーベイランス状況
平成30年9⽉13⽇以降の累積遺伝⼦検査結果（令和3年9⽉15⽇時点）直近6ヵ⽉の陽性イノシシ確認地点（令和3年9⽉8⽇時点）

2

※ 捕獲重点エリア設定都府県（31都府県）
⻘森県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県、
茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、富⼭県、
⽯川県、福井県、⼭梨県、⻑野県、岐⾩県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、
⼤阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、
⿃取県、岡⼭県、沖縄県

（岩⼿県、徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県で
はエリア設定に向けて調整中）

捕獲重点エリア

野生イノシシ陽性地点
（一部略）

〇 豚熱陽性の野生イノシシが確認されている県及びその隣接県等の３１都府県において、
養豚場の周辺や、イノシシの移動制限に重要な地域を捕獲重点エリアに設定。

現在の豚熱に係る捕獲重点エリアの設定概要
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H27 H28 H29 H30 R1

北海道 0 0 0 1 0
⻘森県 0 0 0 0 3
岩⼿県 40 94 80 243 346
宮城県 4,922 8,330 7,165 10,000 10,791
秋⽥県 0 3 7 28 5
⼭形県 230 770 888 1,574 2,002
福島県 15,467 26,130 20,603 29,727 30,738
茨城県 6,069 8,118 7,606 9,579 11,387
栃⽊県 7,654 13,442 8,692 9,334 12,084
群⾺県 5,635 8,707 6,721 7,796 8,848
埼⽟県 990 1,913 1,520 1,907 2,343
千葉県 22,574 28,599 19,593 26,867 22,243
東京都 609 1,027 375 645 927
神奈川県 1,506 2,603 2,196 2,469 3,883
新潟県 1,303 2,067 2,689 2,657 2,953
富⼭県 2,591 4,360 5,267 5,959 8,172
⽯川県 4,952 7,704 9,174 15,501 13,446
福井県 9,837 9,545 7,890 6,766 8,952
⼭梨県 1,845 2,764 2,480 3,098 4,330
⻑野県 5,477 6,689 6,508 6,948 7,078
岐⾩県 9,986 10,416 12,174 8,746 5,875
静岡県 10,628 15,097 14,410 15,204 16,055
愛知県 7,052 7,988 8,151 9,131 6,650
三重県 13,623 13,862 14,657 15,162 16,526
滋賀県 3,759 6,005 4,785 5,639 5,361
京都府 13,508 12,719 9,782 11,264 11,792
⼤阪 2,431 4,226 3,915 4,129 3,084
兵庫県 19,062 19,648 16,429 20,006 22,941
奈良県 6,613 7,607 9,325 8,838 7,239
和歌⼭県 14,531 18,633 19,860 15,186 19,820
⿃取県 8,371 11,970 5,583 11,027 12,991
島根県 14,901 20,269 12,229 18,501 15,757
岡⼭県 20,226 24,211 23,010 26,042 31,943
広島県 26,546 27,538 25,671 27,067 29,531
⼭⼝県 20,023 19,199 15,131 22,857 16,813
徳島県 8,793 6,377 7,538 7,449 8,157
⾹川県 10,463 12,101 11,578 11,709 14,649
愛媛県 22,363 24,868 22,980 22,979 24,075
⾼知県 18,736 17,505 20,766 17,845 22,534
福岡県 28,717 30,479 24,719 23,805 23,961
佐賀県 25,357 28,284 22,200 22,441 22,140
⻑崎県 38,404 43,455 36,952 35,086 36,728
熊本県 35,139 31,068 32,127 30,737 35,242
⼤分県 33,619 31,309 28,354 31,799 30,716
宮崎県 24,264 19,644 22,023 20,059 21,444
⿅児島県 23,373 20,982 19,013 19,437 24,656
沖縄県 1,365 2,129 1,502 1,590 2,919
合計 553,554 620,454 554,318 604,834 640,130

各県のイノシシの狩猟・捕獲頭数
※

※ H30の北海道の1頭は⼗勝の養豚農家より逃亡した豚が野⽣化したもの

東北地⽅

関東地⽅

中部地⽅

近畿地⽅

中国地⽅

四国地⽅

九州・
沖縄地⽅

4

○ 野⽣イノシシへの経⼝ワクチン散布は、飼養豚への予防的ワクチン接種の対象地域と連動して設定（沖縄県を除く）
〇 経⼝ワクチン散布地域は以下の観点に基づいて設定。
① 野⽣イノシシを介した養豚場への豚熱感染
② 野⽣イノシシにおける豚熱感染状況
③ 野⽣イノシシの⽣息状況、⼭、河川の有無等の地理的状況

経⼝ワクチン散布実施県︓橙⾊
【23都府県】 ※千葉県のみ協議会⽴ち上げ済、散布未実施 緑⾊

野⽣イノシシ豚熱陽性発⽣県 ︓橙⾊ ⾚⾊
【25都府県】

野⽣イノシシへの経⼝ワクチン散布推奨地域︓橙⾊ ⾚⾊ ⻩⾊ 緑⾊
【35都府県】

宮城
⼭形

福島

茨城

栃⽊群⾺

埼⽟

千葉

東京

神奈川

新潟

富⼭⽯川

福井

⼭梨

⻑野
岐⾩

静岡
愛知

滋賀京都

⼤阪

兵庫

奈良

和歌⼭
沖縄

三重

秋⽥

岡⼭

⿃取

岩⼿

⻘森

経⼝ワクチンの散布状況
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令和3年度の全国経⼝ワクチン散布地図(9⽉時点) ※⼀部県のデータ未収集
以下の観点から経⼝ワクチンを散布（⾚い点が散布地点）
・野⽣イノシシを介した養豚場への豚熱感染リスク低減
・感染拡⼤の防⽌

6

野⽣イノシシのサーベイランス検査状況及び経⼝ワクチン効果について
〇 経⼝ワクチンを初期から散布している岐⾩県、愛知県では野⽣イノシシにおける豚熱陽性率が低下。
〇 最近のサーベイランス検査状況をみると初期の発⽣地域（岐⾩県、愛知県）では野⽣イノシシの豚熱陽性がなく、陽性は周辺県に集中。
〇 経⼝ワクチンはドイツから輸⼊しているところであるが、⻑期的な対策を考慮し、国内で経⼝ワクチンを開発し安定的な供給体制構築が必要。
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＜岐⾩県のイノシシ豚熱陽性率＞＜直近1ヵ⽉のサーベイランス検査状況︓9⽉時点＞

＜愛知県のイノシシ豚熱陽性率＞
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これまでの成果と今後の計画
これまでの成果 令和３年度の計画

○ 平成31年３⽉から岐⾩県、愛知
県の２県で散布を開始し、野⽣イノ
シシの陽性個体確認を踏まえ、散布
対象県を拡⼤（計23都府県）し、
令和３年３⽉までに約100万個を
散布

○ 散布時期の早い岐⾩県や愛知県
においては他の散布地点と⽐較して
豚熱感染野⽣イノシシが減少してい
る傾向

○抗体付与には⼀定の時間を要する
ことを踏まえ、専⾨家による効果検
証を経つつ、散布計画を改善しなが
ら、散布を実施

○ 防衛省・⾃衛隊の協⼒を得て実
証を⾏い、経⼝ワクチンの空中散布
マニュアルを作成し、本年３⽉に栃
⽊ 県と静岡県で空中散布を実施

○ サーベイランス体制強化（外部委
託・新検査法の導⼊）

○ 豚熱陽性確認区域からのジビエ
出荷時の豚熱確認検査等の再検
討

○ 経⼝ワクチン散布は予防的ワクチ
ン接種と連動し、陽性イノシシ発⽣
都府県及びその隣接県等を対象
に実施

○ 経⼝ワクチンはドイツからの輸⼊に
より約86万個を確保する計画

○ 散布時期の変更、過去の実績
等により効果の知⾒を収集・分析

○ 専⾨家による効果検証を経つつ、
散布⽅法を改善

○ 必要に応じ、豚熱経⼝ワクチンの
野外散布実施に係る指針を改訂

○ 豚熱陽性確認区域でのジビエ利⽤の開
始（出荷時の豚熱検査の導⼊）

〇豚熱サーベイランスの強化（各県最低
299頭で実施）

○経⼝ワクチンについて、専⾨家の意⾒を
伺いつつ、以下を⾒直し。

・ 我が国の気候条件等から散布時期
３期から２期に変更

令和２年度からの主な改善・変更点

＜参考＞空中散布の作業⾵景（機内）
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〇 ドイツでは、1990年以降、野生イノシシ及び飼養豚でCSFが発生。

○ 豚熱の発生時には、

①感染エリアの把握（例：飼養豚及び野生イノシシのサーベイランスの強化）

②感染エリアからのウイルスの持出し防止（例：家畜等の移動制限）

③感染エリア内農場のバイオセキュリティの向上（例：飼養衛生対策の強化）

等を実施。

○ 更に、豚熱の清浄化に向け、

①野生イノシシに対する経口ワクチンの散布

②若齢の野生イノシシをターゲットに狩猟を実施

〇 EU（EC）では、2001年以降、緊急経口ワクチン接種計画を豚熱対策の一つに位置付け（EC指令2001/89/EC）

○ ドイツは、豚熱の発生から野生イノシシにおける最終発生まで約20年を要した。

・1990年～野生イノシシ及び飼養豚で豚熱が発生、流行

・1993年以降2001年まで経口ワクチンの野外試験実施

・2002年:EUがドイツにおける経口ワクチン散布計画を承認

・2006年5月飼養豚での最終発生

・2009年８月以降、野生イノシシでのウイルス検出事例なし

・2012年3月に経口ワクチン散布を全面的に中止

＜ドイツにおける豚熱の経緯＞ ＜2012年３月までのドイツにおける経口ワクチン散布イメージ＞

※ ：ワクチン散布ゾーン
：サーベイランス強化ゾーン

海外の野⽣イノシシにおける豚熱対策（EU・ドイツの事例）
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