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１）秋田県１例目（横手市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

秋田県横手市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約14万羽 

鶏舎 鶏舎の種類 飼養羽数 品種 

１号舎（※閉鎖） 開放 0羽   

２号舎（※閉鎖） 開放 0羽   

３号舎 開放 5,942羽  ボリスブラウン 

４号舎 開放 5,847羽  ボリスブラウン 

５号舎 開放 6,363羽  ボリスブラウン 

14号舎 ウインドレス 22,512羽  ジュリア 

15号舎 

（発生鶏舎） 

ウインドレス 22,200羽  ジュリア 

16号舎 ウインドレス 21,300羽  ジュリア 

17号舎 ウインドレス 21,290羽  ジュリア 

13号舎 ウインドレス 23,800羽  ジュリア 

19号舎 ウインドレス 0羽   

18号舎 セミウインドレス 15,285羽  ジュリア 

（令和３年11月12日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 3年11月10日 

 

（２）経緯 

令和 3年11月 9日 当該農場の管理獣医師が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年11月10日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年11月11日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の患畜と判定 

令和 3年11月20日 防疫措置を完了 

令和 3年12月 1日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 3年12月12日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎（15号舎）における１日当たりの平均死亡羽数は通常数

羽程度であったが、令和３年11月９日に89羽に増加したため、管理獣医師が来

場し状況を確認後、家畜保健衛生所に通報した。家畜保健衛生所が簡易検査を
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実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は横手盆地に位置する採卵鶏農場で、農場周囲にはため池や水田が

存在していた。 

② 当該農場は、市道を介して北側エリアと南側エリアに分かれており、北側エ

リアには開放鶏舎及び事務所、南側エリアにはウインドレス・セミウインド

レス鶏舎に加え、倉庫、堆肥舎、GP施設などがあった。 

③ 当該農場の四方は水田に囲まれており、各鶏舎の鶏舎間には水場が複数存在

していた。水田との隣接面は、市道・農道により区切られてはいるが、明確

な障壁はなかった。 

④ 水田との隣接面にある道路は、通行に制限はなく、誰でも通行できる状態で

あった。 

⑤ 衛生管理区域は開放鶏舎区画、ウインドレス・セミウインドレス鶏舎区画の

２つに分けて設定され、それぞれ出入口には、カラーコーンを設置していた。 

⑥ 隣接した水田には、調査時サギ類及びハクチョウ類等の野鳥が飛来していた。 

⑦ 農場の近隣には、ハクチョウ類が80羽以上飛来していた。 

⑧ 当該農場から約1.2kmの距離にある水田ではコハクチョウ51羽、約3.1kmの距

離にある池ではカルガモ19羽を確認した。 

⑨ 当該農場は開放式鶏舎５棟、ウインドレス鶏舎６棟、セミウインドレス鶏舎

１棟の他、GP施設や堆肥舎、倉庫等からなり、発生時は開放式鶏舎３棟、ウ

インドレス鶏舎５棟、セミウインドレス鶏舎１棟で採卵鶏が飼養されていた。

発生鶏舎はウインドレス鶏舎であった。 

⑩ 開放鶏舎のうち、１号舎と２号舎は使用しておらず、使用している３～５号

舎との間は扉で閉鎖されていた。 

⑪ ウインドレス鶏舎のうち、19号舎は採卵鶏入替えのため、一時的に飼養を行

っていなかった。 
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（イ）鶏舎の構造 

① 発生鶏舎は、両面に直立６段ケージあるケージ列を２列有するウインドレス

鶏舎で、１列あたりのケージ数は120で入り口側よりナンバリングされていた。

１ケージあたりの飼養羽数は8羽程度であった。 

② ウインドレス鶏舎は、鶏舎手前側の壁面から給気し、鶏舎奥側の壁面に設置

された換気扇から排気する構造となっていた。給気面にはクーリングパッド

が設置され、排気用の換気扇の外側には開閉可能な板が設置されていた。ま

た、換気量調整のため、天井部に天井裏につながる開閉式の通気口が設置さ

れていた。外部から天井裏への給気口には、金網が設置されていた。 

③ ウインドレス鶏舎内の温度や湿度は、自動で換気量が調整されて管理されて

いたが、天井の通気口は手動で開閉が可能な構造だった。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養衛生管理マニュアル及び外部からの農場への入退場時の衛生措置につい

て規定した入退場管理マニュアルが設置されていた。 

② 場長や従業員は車で通勤し、事務所脇に駐車していた。 

③ 当該農場には、事務所に隣接した市道沿いに車体上部の消毒設備があり、倉

庫に隣接して南側エリア入口に車体下部の消毒設備が設置されていた。衛生

管理区域内に立入る車両は、全て２つの消毒設備を用いて消毒（500倍希釈ア

ストップ）した後、入場していたが、北側エリアに入る際は、車両下部の消

毒後に市道を経由する必要があった。出場の際は、車体下部の消毒のみ行っ

ていた。 
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④ 従業員は、農場に入る際に農場専用着着替え用プレハブ小屋にて農場専用の

作業着、長靴に交換し、手指を消毒し、手袋を着用していた。また、ウイン

ドレス・セミウインドレスの各鶏舎に立入る際は、専用の長靴と作業着（タ

イベック）を持ち出して鶏舎前室で着用し、手指を消毒していた。開放鶏舎

に立入る際には、長靴の消毒は実施していたが、専用作業着等の着用や交換

はしていなかった。 

⑤ ウインドレス・セミウインドレスの各鶏舎出入口は、スノコにより区分分け

がされ、踏み込み消毒槽と手指消毒用のアルコールスプレーが設置されてい

た。 

⑥ ウインドレス・セミウインドレスの各鶏舎には、鶏舎奥側に機器整備用出入

口もあり、こちらから立入る際は靴底消毒のみ行っていた。なお、機器整備

の際は鶏に触れることはなかったとのこと。 

⑦ 管理獣医師が衛生管理区域内に立入る際は、農場が用意した専用の長靴、作

業着に更衣していた。 

⑧ ネズミ駆除会社担当者が衛生管理区域内に立入る際は、ネズミ駆除会社が用

意した専用の長靴、作業着に更衣していた。 

⑨ 飼料会社の担当者が衛生管理区域内に立入る際は、飼料運搬車内で飼料会社

が用意した専用の長靴、作業着に更衣していた。 

⑩ 電気保管協会の検査は定期的にあるが、鶏舎内に立入ることはなかった。 

⑪ その他外部の者の入場は無かった。 

⑫ 鶏卵はバーコンベアにて自動で採卵されていた。集卵用のバーコンベアに隙

間は無かった。 

⑬ 採卵した鶏卵は、敷地内のGP施設で包装し、主にスーパーへ出荷していた。 

⑭ 採卵に使用したケースは、消毒の上再利用していた。 

⑮ 鶏舎横に設置された飼料タンク上部には蓋が設置され、タンク内への野鳥等

の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状態であった。 

⑯ 飼料は全て自動給餌だった。 

⑰ 給与水は、井戸水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイ

プラインで行い、開放部は無かった。ウインドレス・セミウインドレス鶏舎

と開放鶏舎で、水源を別にしていた。 

⑱ 鶏糞は、鶏糞搬出用ベルトコンベアで鶏舎外に排出し、縦型コンポストで一

次処理をした後に、堆肥舎に輸送して堆肥化していた。 

⑲ 堆肥舎には鶏糞のみ搬入しており、鶏の死体は搬入していなかった 

⑳ 堆肥化後の鶏糞は、肥料として出荷していた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 飼養管理は、開放鶏舎担当の従業員２名、ウインドレス・セミウインドレス

鶏舎担当の従業員の６名及び場長１名の計９名が飼養管理に従事していた。 

② ウインドレス・セミウインドレス鶏舎担当の従業員の６名は、担当鶏舎等は
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固定されておらず、ローテションや状況に応じて都度業務担当を決定してい

たとのこと。 

③ 中国籍の従業員が在籍しているが、長く日本在住であり、直近に海外渡航は

しておらず、他の従業員も同様に海外渡航はしていないとのこと。また、外

国人技能実習生を雇用したことはなく、従業員のみで飼養管理を行っている

とのこと。 

④ 農場に出入りする獣医師は、管理獣医師１人のみであった。基本的にワクチ

ン接種やHACCPの指導、農場から異常の連絡があった際にのみ来場していた。

今回の発生に関連する以外での来場は、直近で９月であった。 

⑤ 管理獣医師はJASV所属の養豚を主体とした開業獣医師で、養鶏については当

該農場の他、秋田県内の２か所の養鶏場の管理獣医師となっているとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 発生鶏舎は、クーリングパッドにネズミ類に囓られたものと思われる破損が

あり、小型の野生動物が侵入可能と推測される開口が複数あった。また、鶏

糞搬出用ベルトコンベアの鶏舎内蓋側面や、鶏舎外に繋がる開口部に隙間を

確認した。 

② 開放式鶏舎は、防鳥ネットに破損があり、壁板には隙間が存在していた。 

③ 堆肥舎は、防鳥ネットに破損があり、中型の野生動物が侵入可能と推測され

る穴が存在していた。 

④ 飼養管理者によると、農場内ではタヌキ、ネズミ、カラス、スズメ、ネコを

見かけることがあるとのこと。農場の上空にカラスを複数羽確認した。また、

敷地内で中型哺乳類と鳥類の糞便を確認した。 

⑤ 飼養管理者によると、発生鶏舎内でネズミを確認することがあり、業者（月

２回程度来場。）にネズミ対策（殺鼠剤及び粘着シートの設置）を依頼して

いるとのこと。調査時にも、発生鶏舎内で、ネズミ類のものと思われる糞や

足跡、かじり痕を確認した。 

⑥ 調査時、開放鶏舎内でスズメ、堆肥舎内でカラス・ネコの侵入を確認した。 

 

（６）疫学サンプル 

採材場所 採取したサンプル 

 

集卵室 

14号鶏舎 

 

 

 

 

 

場所 

集卵ベルト 

出入口 

出入口 

ケージ枠 

吸気口 

集卵ベルト 

床 

採取箇所 

2 

1 

2 

4 

2 

2 

2 

サンプルNo 

1、2 

3 

4、18 

5～7、19 

8、15 

9、12 

10、20 
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 疫学サンプル採材場所 

 

40.床

3.出⼊⼝
出⼊⼝集卵室

1.集卵ライン

5.ケージ枠
8.吸気⼝

11.餌

 15号鶏舎
（発⽣鶏舎）

22.ケージ枠

出⼊⼝

出⼊⼝

14.壁

出⼊⼝

 14号鶏舎

4.出⼊⼝

6.ケージ枠 7.ケージ枠

出⼊⼝

10.床 9.集卵ベルト13.敷料

18.出⼊⼝

20.床

23.ケージ枠 21.ケージ枠

26.ケージ枠 25.ケージ枠 24.ケージ枠27.除糞ベルト

28.吸気⼝

15.吸気⼝

29.除糞ベルト

2.集卵ライン

31.床 30.ケージ枠
34.床

33.ケージ下部 32.ケージ上部37.床
36.ケージ下部 35.ケージ上部

16.除糞ベルト19.ケージ枠

39.ケージ枠
43.床42.ケージ下部 41.ケージ上部

47.吸気⼝破損⽳A48.吸気⼝破損⽳B
49.出⼊⼝

50.出⼊⼝前室

【採材地図】

12.集卵ベルト
17.除糞ベルト

46.床45.ケージ下部
44.ケージ上部 38.収卵ライン

51.上部通⾵⼝

陽性箇所

採材箇所

 

 

 

15号鶏舎 

 

 

 

 

 

 

 

飼料 

敷料 

壁 

除糞ベルト 

ケージ枠 

 

除糞ベルト 

吸気口 

床 

集卵ベルト 

出入口 

前室 

上部通風口 

1 

1 

1 

2 

16 

 

2 

3 

6 

1 

1 

1 

1 

11 

13 

14 

16、17 

21～26、30、32、33、35、36、39、

41、42、44、45 

27、29 

28、47、48 

31、34、37、40、43、46 

38 

49 

50 

51 
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２）鹿児島県１例目（出水市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

鹿児島県出水市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約3.8万羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

１号鶏舎 

（発生鶏舎） 

3.8万羽 

 

261,266,274日齢 

 

２号鶏舎 

（令和3年11月12日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 3年11月 13日 

 

（２）経緯 

令和 3年11月 12日 当該農場の系列農協が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年11月 13日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年11月15日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 3年11月16日 防疫措置を完了 

令和 3年12月 2日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 3年12月 8日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場における１日当たりの平均死亡羽数は通常４～７羽程度であったが、

令和３年11月11日には16羽、11月12日には22羽に増加したため、系列農協が鹿

児島県北薩家畜保健衛生所（以下「北薩家保」という。）に通報した。北薩家

保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は平野部の田畑が多い地域に位置していた。農場周囲は、植木畑な

どの畑と草地であった。また、農場から約50m離れて幅1mほどの水路、100m離

れて幅5mほどの水路があったほか、300m離れてため池があり、水田までの距

離は250mであった。また、農場周辺地域には他の養鶏農家が複数確認され
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た。 

② 当該農場は高床式の開放鶏舎 2 棟からなるが、2 棟は内部で繋がっており、鶏

舎間に扉等はないため、飼養管理は一体的に行われている。また、鶏舎 2棟は

集卵施設と扉を隔てて繋がっている。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場の鶏舎は2棟あり、高床式開放鶏舎で2階に4段ケージ4列（1列左右に

ケージあり）を有する。2棟の鶏舎は通路でつながっており、通路には扉等は

設置されていなかった。 

② 鶏舎2階部分の側面は、上半分が金網（マス目は約2cm×2cm）でその外側にロ

ールカーテンが設置されており、下半分はトタンの壁に断熱材を貼り付けた

構造をしていた。飼養管理者によると、ロールカーテンは頻繁に調節せず、

気温が高い際には巻き上げ、気温が低い際には下げていたとのこと。天井の

中央部は屋根が一段高い「モニター」となっており、その両壁にも金網とそ

の外側にロールカーテンが設置されていた。鶏舎内の気温が17℃を下回ると

ロールカーテンが閉まる設定になっていた。 

③ 鶏舎1階部分の堆肥置き場の側面は、金網の外側にロールカーテンが設置され

ており、調査時には20㎝程度上がっていた。 

④ 鶏舎には換気用のファンが設置されていたが、気温が27℃以上になるとファ

ンが回る仕組みになっていた。鶏舎南西側の短辺には窓、鶏舎北東側の短辺

にはシャッターが設置されており、冬季は両方とも閉めているとのこと。フ

ァンが稼働する際の鶏舎内気流は、鶏舎南西側の短辺から鶏舎北東側の短辺

に流れるような風向きとなっていた。 

⑤ 鶏卵については、各鶏舎から集卵施設にベルトコンベア及びバーコンベアで
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集卵していた。集卵用のコンベアは1号鶏舎と2号鶏舎のものが同時に稼働す

る構造とのこと。 

⑥ 鶏糞については、鶏舎1階に貯留させ、3か月に1度の頻度で堆肥舎に搬出して

いた。搬出の際は農場内のホイルローダを使用していたとのこと。堆肥舎は

縦長に中央部で区切られており、片方に生糞を入れて攪拌したあと、反対側

に搬入して堆肥化を完了できる仕組みになっていた。過去、鶏糞搬出時に鶏

舎1階部分へカラスが侵入し、3日間鶏舎内を飛び回っていたこともあったと

のこと。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養管理者が衛生管理区域に入る際は、農場専用の作業着や下履きへの交換

や手指消毒は実施せず、衛生管理区域に入って約20mの場所にある集卵施設兼

事務所において、長靴及び作業着への交換や手指消毒、手袋の着用を行うと

のこと。パート従業員も同様だが、自宅で作業着を着た状態で出勤するた

め、事務所での衣服の交換は行わないとのこと。なお、飼養衛生管理区域の

境界は、ドラム缶の間にロープを渡すことで設定されていた。 

② 集卵施設兼事務所の入口及び鶏舎入口には踏込消毒槽が設置されていた。踏

込消毒槽への消毒薬にはアストップを約500倍希釈して使用していたとのこ

と。 

③ 飼養管理者によると、畜舎周囲には約3回/年の頻度で消石灰を散布してお

り、前回は10月末に散布したとのこと。 

④ 3台の飼料タンクは鶏舎横に設置されていた。タンク上部には蓋が設置されて

おり、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の

可能性は低いと考えられた。 

⑤ 飼養管理者によると、飼養鶏への給与水は地下水を使用していたとのこと。

地下水は農場内の貯水タンクに貯蔵し、塩素消毒を実施していたとのこと。 

⑥ 飼養管理者によると、鶏舎の1階部分に堆積した鶏糞は3か月に1回の頻度で、

市道を挟んで反対側にある堆肥舎に搬出して堆肥化していたとのこと。 近

の鶏糞搬出は10日前であったとのこと。搬出時は農場にあるホイルローダを

使用していたとのこと。堆肥舎には防鳥ネットが設置されていた。 

⑦ 飼養管理者によると、毎日の健康観察時に回収した死亡鶏は1階部分に投下

し、鶏糞と一緒に堆肥化していたとのこと。堆肥舎横に位置する共同死鳥保

管冷蔵庫は使用していなかったとのこと。 

⑧ 飼養管理者によると、2鶏舎同時にオールイン・オールアウトを行っており、

オールアウト後は2か月間空舎とし、清掃業者が20日間かけて、清掃・水洗い

を実施した後、管理者が６回ほどアストップで消毒を実施していたとのこ

と。 

⑨ 飼養管理者によると、車両が衛生管理区域内に入場する際は、運転手が動力

噴霧器によりタイヤ回りを消毒していたとのこと。 
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⑩ 飼養管理者によると、農場内への立入記録簿を作成しており、管理者及び従

業員以外が立ち入る際には記録していたとのこと。 

⑪ 飼養管理者によると、農場内に立ち入る業者は飼料会社と集卵業者とのこ

と。飼料会社は2～3日に1度入場し、直近の入場は11月11日であり、集卵業者

は毎日入場していたとのこと。両者とも、立ち入る際には持参した長靴に履

き替えていたとのこと。ガスメーターや水道メーターは衛生管理区域外にあ

り、ガス業者や水道業者が衛生管理区域に立ち入ることはなかったとのこ

と。 

⑫ 飼養管理者によると、集卵用のトレーは系列農協が所有するものであり、他

農場とも使い回していたとのこと。トレーは集卵の度にGPセンターで洗浄・

消毒されているとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では、農場主が鶏舎の飼養管理を1人で行っていたとのこと。集卵作

業を行う当該農場専従のパート従業員を5名雇用していたが、基本的に3名体

制で実施し、パート従業員が不足した場合は農場主も集卵作業を手伝うこと

があったとのこと。 

② 飼養管理者によると、集卵ベルトが正常に運転しなくなった場合等には、パ

ート従業員が鶏舎に入って作業することがあったとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 疫学調査時、鶏舎の屋根にはハクセキレイとドバトが、周囲にはスズメ、ヒ

ヨドリ、ハシボソガラスなど少なくとも8種の野鳥が認められた。 

② 疫学調査時、農場から約300ｍ離れたため池には、コガモ約50羽のほか、ハシ

ビロガモ、ヒドリガモ、オカヨシガモのカモ類約70羽が認められた。500mか

ら800mの距離の水田にはナベヅル5羽、マナヅル3羽が認められた。 

③ 出水市の平野部は、ツル類、カモ類の大規模生息地であり、11月初旬におい

てナベヅル、マナヅルなどツル類が8000羽以上（11月6日 出水市のツル羽数

調査）、カモ類も数千羽が生息している（地元の野鳥観察者からヒアリン

グ）。 

④ 飼養管理者によると、農場内ではカラス、スズメ等の野鳥を見かけることは

多いとのこと。調査時も農場の上空を飛行する多数のスズメやカラス類を確

認した。2号鶏舎北西側に雨水を貯留している沈殿槽（約1m四方）があり、調

査時には沈殿槽内に腐敗した野鳥の死体を確認した。また、農場敷地内では

中型ほ乳類の糞便を確認した。 

⑤ 飼養管理者によると、発生鶏舎内でネズミを確認することがあり、対策とし

て自ら殺鼠剤及び粘着シートを設置しているとのこと。殺鼠剤は各支柱と壁

面の間に設置してあった。調査時にも、鶏舎でネズミ類のものと思われる糞

や足跡、かじり痕を確認した。 
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⑥ 鶏舎の側面及び天井換気部は金網とロールカーテンにより外界と隔てられて

いたが、発生鶏舎の天井換気部の金網に破損が1箇所認められた。側面のロー

ルカーテンは気温により農場主が調節していたが、天井換気部については

17℃以上になるとロールカーテンが巻き上がるように設定されていた。調査

時には、側面のロールカーテンは一部巻き上がり、天井換気部は閉じられた

状態であった。 

⑦ 鶏舎側面の金網の一部で網目が広がっており、小型の野生動物が侵入可能と

考えられた。飼養管理者によると、過去にネコが侵入したことがあったとの

こと。 

⑧ 鶏舎2棟間の集卵用バーコンベアは屋外に露出する状態で通っていたが、上部

と側面は金網で覆われていた。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に，鶏舎内外の環境サンプル，鶏スワブ等及び農場周辺

のため池の水等，計59検体を採取し，鳥取大学においてウイルス検査を実施した。 

その結果，発生鶏舎の内壁3検体，集卵ベルト1検体，ネズミの糞1検体，鶏生体

の気管スワブ1検体とクロアカスワブ1検体，鶏死体の気管スワブ2検体とクロアカ

スワブ2検体，未発生鶏舎の内壁3検体，鶏舎隙間1検体，ネズミの糞1検体，鶏死

体の気管スワブ6検体とクロアカスワブ5検体，集卵施設兼事務所のドアノブ1検体，

外用靴の靴底1検体，集卵ベルト1検体の計30検体からH5N1亜型の高病原性鳥イン

フルエンザウイルスを含む鳥インフルエンザウイルスが検出された。 

 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（1号） 

内壁⑫⑬⑭⑮⑯⑰，集卵ベルト㉞，飲水㊸，飲水樋㉟㊱㊲，ネ

ズミの糞③・，ネズミの死体・，鶏生体スワブ（気管㉚，クロ

アカ㉛），鶏死体スワブ（気管⑳㉒，クロアカ㉑㉓） 

未発生鶏舎 

内壁⑤⑥⑧⑨⑩⑪，鶏舎隙間④，飲水㊹，飼料㊺，ネズミの糞

⑦，ネズミの死体㊻・，鶏死体スワブ（気管⑱㉔㉖㉘㊼㊾，ク

ロアカ⑲㉕㉗㉙㊽㊿） 

集卵施設兼 

事務所 

床㊶㊷，ドアノブ㉝，長靴の靴底①㉜，外用靴の靴底㊴，集卵

ベルト②㊵，蛇口㊳，ネズミの死体・・ 

鶏舎周囲 ネズミの死体・，沈殿槽内の死亡野鳥・，沈殿槽の水・ 

農場周辺 ため池の水・ 
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３）鹿児島県２例目（出水市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

鹿児島県出水市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 9,155羽（627日齢（令和３年11月14日時点）） 

ウ．発生確認日 

令和 3年11月15日 

 

（２）経緯 

令和 3年11月14日 防疫指針に基づき、国内２例目発生農場の３㎞圏内の農場

において検査を実施したところ、死亡鶏を確認し、当該鶏

について簡易検査陽性 

令和 3年11月15日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年11月16日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の患畜と判定 

 防疫措置を完了 

令和 3年12月 2日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 3年12月 8日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場における１日当たりの平均死亡羽数は通常２～11羽程度であった。令

和３年11月13日の死亡羽数は７羽であったが、県内１例目の疑似患畜確認に伴い、

当該農場の移動制限の対象外協議に関するPCR検査の結果、陽性を確認された。11

月14日、改めて家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、平野部の田畑が多い地域に位置しており、林と水田に隣接する

とともに、東に約130mの距離にため池があり、疫学調査時、農場の上空には

カラスが数百羽認められ、近隣のため池にはカモ類が数十羽認められた。 

② 当該農場の北東から北西に拡がる水田地帯はツル類、カモ類の渡来地であ

り、11月初旬においてナベヅル、マナヅルなどツル類が8千羽以上、カモ類も

数千羽生息している。疫学調査時には、当該農場から北に約500mの地域にナ

ベヅル等の野鳥が少なくとも数百羽認められた。 

③ 当該農場には、金網柵を挟んで別の養鶏場が隣接し、西に約100mの位置に他
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の養鶏場が立地していた。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場は、築41年の木造低床式開放鶏舎1棟からなる採卵鶏農場で、数回

の増築を経て現在に至っている（ 終改修は20年程度前）。鶏舎の長さは縦

130m、幅10mである。農場内には、鶏舎の他、資材庫、事務室及び集卵庫か

らなる管理棟、鶏糞乾燥舎があり、全て衛生管理区域内に立地している。 

② 鶏舎内のケージは1段で、5本の通路に沿って背中合わせのケージが4列、鶏

舎両壁に沿ってそれぞれ1列のケージが設置されていた。1ケージあたり2羽

を飼養していた。 

③ 鶏舎は開放鶏舎であり、鶏舎壁にはロールカーテンが設置されている。換気

扇の設置はなく自然換気である。 

④ 集卵ベルト及び除糞ベルトの設置はなかった。 

⑤ 飼料タンクは、鶏舎入口側に4基設置されていた。タンク上部には蓋があ

り、タンク内への野鳥等の侵入、野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えら

れた。タンクの飼料搬出口は鶏舎内に直接開口しており、鶏舎外へ出ること

なく配餌車へ飼料を投入できる構造であった。 

⑥ 鶏舎の外周（防鳥ネットの内側）及び鶏舎中央部を横断する位置には、側溝

が設けられ、金属製の蓋が設置されていた。 

 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 
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① 衛生管理区域の入口は、ロープを張ることで外部との境界を設け、消石灰を

散布していた。また、当該区域の入口には、関係者以外立入禁止の旨及び入

場車両の消毒を実施する旨の看板が設置されていた。 

② 入口には動力噴霧器及び踏込消毒槽が設置され、従業員その他の来場者が当

該区域に立ち入る際には靴の消毒を行っているとのこと（消毒薬はアストッ

プ500倍を使用）。また、車両が入場する際には、入口手前で運転手によりタ

イヤ及びその周囲の消毒が行われているとのこと。ただし、農場主は車両の

消毒には立ち会ってはいないとのこと。 

③ 従業員は、衛生管理区域入口付近にある管理棟の更衣室で作業着に更衣し、

長靴に履き替え作業に従事しているとのこと。また、その際に手指の洗浄・

消毒（アルコール）を行っているとのこと。更衣室内に来場者用の長靴が保

管されていたが、農協関係者の場合は、通常、衛生管理区域用の長靴を持参

し、鶏舎に立ち入る場合はブーツカバーを装着していたとのこと。更衣室入

口には、踏込消毒槽が設置され、長靴の消毒を行っていたとのこと。 

④ 鶏舎の周囲には消石灰が散布されていた。鶏舎入口には踏込消毒槽が設置さ

れ、長靴を消毒した上で入場し、鶏舎専用の長靴に履き替えているとのこ

と。鶏舎専用の長靴は、鶏舎入口脇に設置された上下２段の棚に保管され、

上段を鶏舎専用の長靴用、下段を鶏舎以外用の長靴と置き場所を分けている

とのこと。 

⑤ 鶏舎周囲の集卵・除糞作業の動線は動力噴霧器を用いて毎日消毒を行ってい

るとのこと。 

⑥ 集卵には専用の台車3台を用い（1人1台、3人で同じ作業を行う）、手作業で

集卵する。台車等集卵に用いる資材は、鶏舎に入れる前に動力噴霧器で消毒

を行っていたとのこと。 

⑦ 除糞は、鶏糞乾燥舎に保管してある小型スキットローダーを用いて行い、鶏

舎中央部の入口から鶏舎に搬入していたスキットローダーのタイヤは、鶏舎

に入る前に動力噴霧器で消毒を行っていたとのこと。 

⑧ 飼料は1週間に１度搬入されていたとのこと。この際、車両や靴の消毒は運転

手自ら行っていると思われるが、農場主の立会いは行っていないとのこと。

飼料は、鶏舎内にある飼料搬出口から配餌車へ投入される。配餌車の飼料容

器には蓋があり鼠等の野生動物の侵入の可能性は低いと考えられた。直近の

飼料搬入は11月10日とのこと。 

⑨ 給与水は、井戸水を次亜塩素酸ナトリウムにより消毒していた。 

⑩ 当該農場は、オールイン・オールアウトを行っており、オールアウト後は40

日から2か月程度の空舎期間を設け、鶏舎内の清掃・消毒を行っていたとのこ

と。 

⑪ 鶏舎の温湿度の調整は、鶏舎壁面に設置したロールカーテンを手動で上下さ

せ、自然換気により行っていたとのこと。発生前の数日は朝方気温が低かっ

たが、ロールカーテンを下ろしていたため、鶏舎内の室温が大きく低下した
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印象はなかったとのこと。 

⑫ 毎日、主に午前中に鶏の健康観察、死鳥の確認を行うとともに、集卵を行っ

ていたとのこと。管理獣医師は3名おり、内1名により定期巡回がなされてい

たとのこと（直近の巡回は、10月21日）。農場への導入後ワクチン接種は行

っていないとのこと。家畜保健衛生所の定期巡回は、直近では11月9日に行わ

れていた。 

⑬ 農場への立入者については、立入記録により管理していた。10月27日及び11

月2日に堆肥攪拌機メーカーとの打合せのため当該業者の来場があったが、鶏

舎への立入りはなかったとのこと。なお、この際、車両は農場外に駐車した

ため、車両消毒は実施していないとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場の従業員は、農場主夫婦とその息子の3名で、他の従業員の雇用は、

臨時の雇用を含めてないとのこと。 

② 飼養管理、集卵作業等の作業分担は定めておらず、3名で手分けして行ってお

り、作業は10時頃から開始し、14時から15時頃まで行っているとのこと。 

③ 従業員3名は他の農場との行き来はなく、他の農場の従業員の来場もないとの

こと。また、直近で海外への渡航歴はなかったとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 鶏舎及び鶏糞乾燥舎の壁面には、屋根から地面にかけ防鳥ネット（網目は2cm

×2cm）及び地面から数十センチ高の金網が設置され、農場主による週1回程

度の見回り、年4回程度系列農協により確認を受け、破れ等あれば補修を行っ

ていたとのこと。調査時には破れや隙間は認められなかった。 

② 農場ではカラスやスズメを見かけることがあり、昨年は農場に隣接する水田

にナベツルが飛来したことがあったが、野鳥の飛来を確認した際は追い払い

を行っていたとのこと。調査時には、農場上空をカラス数百羽が飛んでい

た。 

③ 農場内では、過去にイタチを目撃したことがあるが、今は見ないとのこと。

鶏舎内では、ネズミを確認することがあり、対策として、鶏舎周囲にはネズ

ミ返しを設置し、外部から鶏舎内へ通じる側溝には金網を設置、鶏舎の梁に

は殺鼠剤を設置して2週に1回程度確認していたとのこと。 

④ 調査時には、鶏舎の壁に４㎝程度の隙間が確認されたほか、側溝の金網には

こぶし大の隙間が確認された。また、防疫措置に際して鶏舎内に設置された

粘着トラップには、親、子含め7匹のネズミの死骸を確認した。 

⑤ 鶏舎周辺の除草は十分に実施されていた。また、系列農協の指導により鶏舎

の水田側に生育していた樹木は全て取り除いたとのこと。 
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（６）疫学サンプル 

防疫措置の実施前に，鶏舎内外の環境サンプル，鶏スワブ等及び農場周辺のた

め池の水等，計57検体を採取し，鳥取大学においてウイルス検査を実施した。 

その結果，発生鶏舎の手袋1検体，衰弱鶏の気管スワブ1検体，鶏死体の気管ス

ワブ5検体とクロアカスワブ6検体，貯卵室の卵コンテナ1検体，更衣室のドアノブ

1検体の計15検体からH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザウイルスを含む鳥イン

フルエンザウイルスが検出された。 

※下線部はウイルスが検出された検体 

  

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

壁⑮，梁⑨⑩⑪⑫，出入口の網㉒㉞，集卵用の台㉝，水道管埃

①③⑦㉓㉔㉕，飲水樋②④⑧㉖㉗㉘，飲水⑬⑭，給餌器㉙，給

餌器内の飼料㉚，長靴の靴底㉛，手袋㉜，ネズミの糞㉟㊱，ネ

ズミの死体㊸・・・・，衰弱鶏のスワブ（気管⑤，クロアカ

⑥），鶏死体のスワブ（気管⑯⑱⑳㊹㊻㊽㊿，クロアカ⑰⑲㉑

㊺㊼㊾・） 

貯卵室 卵コンテナ㊲㊳，壁㊴ 

更衣室 ドアノブ㊵ 

倉庫 死亡鶏冷凍保管庫（外側㊶，庫内㊷） 

農場周辺 池の水・・ 
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４）兵庫県１例目（姫路市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

兵庫県姫路市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約155,000羽 

 

 

 

 

 

          

   （令和3年11月16日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 3年11月17日 

 

（２）経緯 

令和 3年11月16日 当該農場の管理人が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年11月17日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年11月18日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 3年11月22日 防疫措置を完了 

令和 3年12月 3日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 3年12月14日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎における１日当たりの平均死亡羽数は通常２～８羽程度で

あったが、令和３年11月16日に77羽に増加したため、飼養衛生管理者が家畜保健

衛生所に通報した。家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、陽性が確認され

た。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は山間部に位置し、幹線道路から１本の引き込み道路で通じてお

り、付近は雑木林や竹やぶに囲まれている。農場へ至る途中の道路脇には畑

鶏舎 飼養羽数 日齢 

1号 

（発生鶏舎） 

37,510羽 480日齢 

2号 38,562羽 267日齢 

3号 38,162羽 340日齢 

4号 39,073羽 186日齢 
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があり、２つの溜め池が農場に隣接する形で存在している。これらのため池

は、冬場は地元集落に水を抜いてもらうよう要請しており、調査時には半分

ほど干上がっていたが、管理責任者によると夏までは水位は高かったとのこ

と。 

② 発生農場は隣接する２つの溜め池から約50m、100mの距離に位置し、発生鶏舎

は も溜め池に近い鶏舎であった。 

③ 調査時、発生農場から0.8kmの距離にある溜め池でヒドリガモ38羽、3.5kmの

距離にある溜め池でコガモ17羽、カルガモ8羽などの水鳥類が認められたが、

隣接する２つの溜め池で水鳥類は確認できなかった。農場近くに自衛隊の射

撃訓練場があり、隣接の溜め池で野鳥を見かけることは少ないものの、飼養

管理人によるとサギ類などを目撃したことがあるとのこと。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 鶏舎は平成２７年に建て替え。 

② 当該農場はウインドレス鶏舎２棟からなり、各棟が内壁で2つの鶏舎に区分さ

れた構造をとっており、農場全体で計４つの鶏舎がある。発生時には全ての

鶏舎で採卵鶏（マリア）が飼養されていた。 

③ 各鶏舎は２階建てになっており、各階ごとに背中合わせの直立４段ケージを

３列有する配置になっていた。１，２階間の床はグレーチングタイプで、階

間で空間は連続している。 

④ 発生鶏舎は、鶏舎側面上部のインレットから給気し、鶏舎奥側の壁面に設置

された換気扇から排気するタイプの鶏舎であった。側面のインレットは野鳥

等の侵入を防ぐための金網が張られており、換気扇の外側には自動開閉可能
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な板が設置されていた。なお、夏期は鶏舎入口側及び側面に設置してあるク

ーリングパッドから給気しているとのこと。 

⑤ 鶏卵は各ケージ列の鶏舎奥側から入口側に向かってベルトコンベアで集めら

れた後、ナイアガラを通じて１，２階間にあるバーコンベアに集められ、各

鶏舎から集卵室へコンベアで運ばれていく。 

⑥ 鶏糞は鶏舎入口側から鶏舎奥側に向かって除糞ベルトで運ばれ、床下に集め

られた後、集糞ベルトコンベアで鶏舎外へ搬出される。鶏舎外では１，２号

鶏舎からの鶏糞と３，４号鶏舎からの鶏糞が合流し、鶏糞運搬用の場内専用

トラックで農場敷地内のコンポストまで運搬される。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 農場へつながる道路の途中に立入禁止の看板が２つ、農場入口に１つ設置さ

れていた。外周は雑木林や溜め池に囲まれており、外周フェンスの設置はな

かった。 

② 飼養管理者によると、従業員は出勤の際、車両消毒ゲートで車体とタイヤを

消毒したのち、農場内の駐車スペースに車を止め、農場入口付近の事務所ま

で歩き、事務所内の更衣室で農場専用の作業着、長靴、手袋に交換していた

とのこと。事務所入口には踏込消毒槽が設置されていた。 

③ 外来者で出入りのある業者は飼料業者、堆肥製品搬送業者、鶏卵搬送業者、

管理獣医師であり、従業員と同様に車両ゲートで車両消毒したのち、堆肥製

品搬送業者と鶏卵搬送業者以外は事務所において農場専用着に更衣、長靴に

交換し、手指消毒をしてもらっているとのこと。堆肥製品搬送業者は持参し

た長靴に交換しているとのこと。鶏卵搬送業者は、集卵施設の入り口に設置

してある専用上着（雨合羽）と長靴を着用し、持参した手袋を着用して卵の

搬出作業を行なっていたとのこと。 

④ 鶏舎の排水口の外部開口部には蓋がされていた。一部の蓋は備え付けの蓋が

消失したため、開口部をテープで塞いでいた。 

⑤ 各鶏舎ともに鶏舎外の収納スペースに専用の長靴、使い捨て手袋、手指消毒

用スプレーが常備されていた。発生のあった1号鶏舎においては鶏舎入口付近

の戸棚に一式設置されていた。２，３号鶏舎は入口付近に屋根とカーテンで

仕切られた共通の屋外スペースがあり、その中にある棚に一式設置されてい

た。当該スペースはオゾン発生装置を備え、オゾン殺菌できるようになって

いた。４号鶏舎は鶏舎入口付近のロッカーに一式設置されており、ロッカー

にはオゾン発生装置が取り付けられていた。 

⑥ 鶏舎毎に踏込消毒槽（パンパックス）が設置されており、鶏舎へ入る際は農

場内専用長靴で踏込消毒を行い、鶏舎用の長靴及び手袋を着用、手指消毒し

た後、再度踏込消毒を行い鶏舎内へ入るとのこと。 

⑦ 鶏舎横の飼料タンク上部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵

入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状況であった。飼
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料は配合飼料を使用しており、毎日運送会社が飼料会社からの飼料を搬入し

ていた。当該農場に餌を運搬する運送会社の車両、ドライバーは固定されて

おり、運送時は本農場以外に他農場は経由していないとのこと。 

⑧ 飼養鶏への給与水は井戸水を利用しており、引水タンクが各鶏舎に設置され

ていた。井戸水は消毒を実施しておらず、年1回程度、サルモネラ対策として

水質検査を実施していたとのこと。引水タンクは金属製の蓋でカバーされて

おり、小動物等が侵入できるような隙間はなかった。 

⑨ 健康観察は基本的に午前中に１日１回行うが、午前中に別の作業がある場合

は、集卵に合わせて昼頃に実施することもあるとのこと。健康観察は各鶏舎

２階から開始し、下２段を鶏舎入口側から奥側の列に向かって観察したの

ち、キャスター付きの足場を用いて上段２段の観察を同様のルートで行い、

終了後１階を同様の手順で観察する。健康観察時に発見された死亡鶏は、鶏

舎奥側に設置したペール缶に集められ、農場敷地内の焼却炉あるいはコンポ

ストで処理していたとのこと。 

⑩ 飼養管理者によると、ロットごとに120日～130日齢で導入後、700日齢程度で

オールアウトを行っており、オールアウト後はホルマリン燻蒸、水洗、乾

燥、消毒（パンパックス、アストップ）、再度のホルマリン燻蒸の手順で清

掃・消毒を行っていた。空舎期間は14日間程度とのこと。鶏が入っている間

は極力立ち入り機会を減らすために毎日の清掃は行なわないが、集卵ベル

ト、除糞ベルト、エレベーターを週に一度は清掃し、夏場は換気扇も清掃す

る。なお、強制換羽時には清掃を毎日行っている。また、ワクモが多く見ら

れるため、発見されるたびにワクモ対策の薬剤散布を行っているとのこと。 

⑪ 農場敷地内はシーズン中に1度石灰乳を散布するともに、消石灰を月に１度の

ペースで散布し、状況に応じ適宜追加で散布する。 近は秋田県の発生があ

ってから消石灰を撒いたとのこと。 

⑫ 鶏糞をコンポストに運搬する車両は農場敷地内でのみ使用し、敷地外では使

用しないとのこと。また、コンポストで処理した完熟堆肥については農場敷

地内の屋外堆肥置き場で保管されていたが、堆肥置き場に防鳥ネットは設置

されていなかった。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場は令和元年に経営者が代わった。管理責任者は社員であり、平時は

農場にいないが定期的に農場と連絡を取り衛生管理状況は把握していたとの

こと。 

② 従業員は正規社員が３名（鶏舎内作業担当）、パートが５名（集卵作業４名・

鶏糞作業１名担当）の計８名であり、パート職員のうち２名がインドネシア

からの農業実習生である。実習生の来日時期は2020年11月頃で現在まで帰国

はしていない。実習生の母国語版の農場作業マニュアル等は作成しておら

ず、作業時には別の従業員が付いて一緒に作業にあたっていた。実習生の担
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当は集卵作業のみであった。 

③ 鶏舎内作業を担当する３名については、担当鶏舎が決まっておらず、ローテ

ーションで担当していたとのこと。 

④ 関連事業者と農場間で重機や従業員の共有はなく、農場間の行き来もなかっ

たが、管理獣医師には関連農場共通で診てもらっているとのこと。また、大

雛の導入時には関連事業者の従業員が導入作業を行なっていたとのこと。 

⑤ 管理獣医師の来場は直近で10月23日（土）に産卵率の低下を主訴に来場して

もらったとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、農場内ではネズミ、カラス、ネコを見かけることがあ

るとのこと。調査時には農場上空でハシボソガラス，ヒヨドリ，農場内でハ

クセキレイが認められた。発生鶏舎とは異なる鶏舎内で中型哺乳類のものと

思われる糞を確認した。カラスは堆肥場の上空を飛ぶ姿が目撃されるとのこ

と。 

② 飼養管理者によると、鶏舎内でネズミを確認することがあり、ネズミ対策と

して殺鼠剤（ラニラット）及び粘着シートを鶏舎手前と奥側、天井裏及び糞

が落ちている箇所に設置しているとのこと。調査時にも、発生鶏舎内で、ネ

ズミ類のものと思われる糞や入口付近の天井内装のかじり痕，天井とケージ

の間の金属の梁やコードには，ネズミ類が通って埃が取れたと思われる痕を

確認した。 

③ 除糞ベルトの鶏舎内開口部には蓋が設置されていたが、蓋で覆いきれない隙

間が存在していたほか、鶏舎外開口部には設置された金網の側面に隙間が存

在し、野生小動物が侵入可能と思われた。 

 

（６）疫学サンプル 

環境検査材料リスト（下線部はウイルスが検出された検体） 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（１号鶏舎） 

鶏舎壁、鶏舎床、給気口、排気口、集卵コンベア、 

除糞ベルト、餌、ネズミ糞、長靴裏、除糞コンベア蓋、 

気管・クロアカスワブ（死鳥） 

未発生鶏舎 

（２号鶏舎） 
気管・クロアカスワブ（生鳥） 

未発生鶏舎 

（３号鶏舎） 
気管・クロアカスワブ（生鳥） 

未発生鶏舎 

（４号鶏舎） 
気管・クロアカスワブ（生鳥）、哺乳類糞、ねずみ糞 
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５）熊本県１例目（南関町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

熊本県南関町 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約6.7万羽 

鶏舎 羽数 日齢 

1号 6,591羽 58日齢 

2号 6,601羽 56日齢 

3号 6,401羽 56日齢 

4号（発生鶏舎） 7,655羽 57日齢 

5号 7,721羽 58日齢 

8号 3,855羽 55日齢 

9号 4,730羽 55日齢 

10号 4,976羽 52日齢 

11号 5,032羽 52日齢 

12号 5,862羽 49日齢 

13号 6,801羽 50日齢 

                              （令和３年12月２日時点） 

  

ウ．発生確認日 

令和 3年12月 3日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月 2日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月 3日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年12月 5日 防疫措置を完了 

令和 3年12月 6日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の患畜と判定 

令和 3年12月21日 搬出制限区域を解除 

令和 3年12月27日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎における１日当たりの平均死亡羽数は通常２羽程度であっ

たが、令和３年11月30日に８羽、12月１日に31羽、２日に34羽に増加したため、
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管理獣医師が簡易検査を実施したところ陽性となったため、熊本県城北家畜保健

衛生所（以下「城北家保」という。）に通報した。城北家保が簡易検査を実施し

た結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、小高い丘陵の上部に位置し、周囲は竹林とスギ・ヒノキ林に囲

まれていて、周囲の200ｍから300ｍには人家と畑、水田が存在するが、農場

に隣接する水田は、耕起され乾燥しているので、カモ類の採食には適さない

と考えられた。農場から約300ｍに位置する幅約３mの水路の周囲は幅約50ｍ

の谷戸水田となっている。水田には耕起がされていないものもあるが2番穂は

なかった。 

② 農場の鶏舎群を2分する狭小な農道が通っていた。通常は車の往来はほとんど

ないとのことだが、農作業の時期にごく限られた車両が通行することがある

とのこと。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場には開放鶏舎が11棟あり、肉用鶏が平飼いで飼養されていた。鶏舎

は農道を挟んで、５棟（１～５号）と６棟（８～13号）に分かれており、発

生鶏舎は５棟のうち農道側から２番目に位置していた。発生時には全ての鶏

舎に鶏が収容されていた。なお、８号鶏舎の手前２棟の建物は、かつては鶏

舎として使用されていたが、現在は倉庫として使用されているとのこと。 
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② 敷地内には、鶏舎の他に事務所、倉庫２棟、焼却炉があり、離れた場所に系

列の肉用鶏農場２農場と共用の堆肥舎（系列農場１戸に隣接）があった。農

場を囲むフェンス等は設置されていなかった。 

③ 当該農場は以前は種鶏場として使用されており、現在の経営形態に変更した

際（４～５年前）に、鶏舎の屋根と外壁を新しく張り替えたとのこと。鶏舎

の壁は下部がコンクリート、上部が金網（２センチ四方）で構成されてお

り、常時換気できる構造になっていた。また、壁の外側にはロールカーテン

があり、手動で上げ下げすることで、鶏舎内の温度や日照を調整していた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 聞き取りを行った担当者によると、従業員は衛生管理区域外の駐車場に車を

停めた後、事務所前で靴底消毒（アストップ）を行い、事務所にて農場専用

の作業着、長靴を着用し、手指消毒（アルコールスプレー）を行っていた。

さらに鶏舎に入る際には、各鶏舎専用の長靴に交換し、靴底消毒及び手指消

毒を行った上で、各鶏舎専用の防護服を着用していた。 

② 飼料タンクは鶏舎横に設置されており、配管を通じて飼料が供給されてい

る。飼料タンク上部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵入や

タンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えられた。 

③ 飼養鶏への給与水は、井戸水を塩素消毒したものを農場内の貯水タンクに貯

留し、パイプによって供給されている。なお、冬場は貯水タンクが凍結する

ことを防ぐため、常時水を漏出させているとのこと。 

④ 担当者によると農場ごとにオールイン・オールアウトを行っており、オール

アウトのたびに鶏舎内の清掃・消毒を行っているとのこと。 

⑤ 担当者によると、鶏舎周囲の消石灰散布による消毒は普段から行っていると

のこと。調査時も鶏舎周囲に幅約１ｍの石灰帯が確認できた。 

⑥ 衛生管理区域は、農道を挟んで２つに区分されている。普段は区域の入口に

三角ポールを立てており、立て看板もあった。事務所がある方の区域入口に

は、車両消毒用の動力噴霧器（アストップ）、訪問者用の長靴、運転席用マ

ット、来場者記録簿が備えられていた。担当者によると、飼料業者、ガス会

社等の外部訪問者が入場する場合は、当該区域入口で、ドライバー自ら動力

噴霧器で車体及びタイヤ回りを消毒し、長靴の交換、防護服の着用を行い、

手指消毒を実施し、来場者記録簿に記入した上で、作業を開始するとのこ

と。ただし、飼料業者は、自ら用意した農場専用長靴を着用しているとのこ

と。なお、反対側の区域入口には同様の消毒設備は備えられておらず、従業

員も来場者も、まずは事務所側の区域入口で消毒等を実施した後は、２区域

間は自由に往来していたとのこと。 

⑦ 週４回程度、飼料運搬会社が飼料搬入のため農場に入場していた。担当者に

よると、飼料運搬業者が鶏舎内に立ち入ることはないとのこと。 

⑧ ガス会社、資材運搬会社は通報日から過去1ヶ月以上の間、農場への出入りは
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なかった。なお、通報日である12月２日に資材運搬会社の入場があった。 

⑨ 管理獣医師は、系列農場も担当しているが、通報日を除けば、過去１か月以

上農場への出入りはない。 

⑩ 鶏舎にはローダー等の重機が出入りできる正面入口、従業員が出入りする側

面入口、現在使用していない施錠された鶏舎奥の出入口の３つがあった。担

当者によると、重機作業以外は、鶏舎側面入口から入って行い、作業中は全

ての入口を閉めていたとのこと。 

⑪ 農場はオールイン・オールアウト方式をとっており、初生雛の導入、生鶏の

出荷作業は従業員立ち会いの下、業者に委託しており、直近の入雛は約２か

月前、直近の出荷は約３か月前。オールアウト後約１か月間は空舎にする。

なお、担当者によると、どの業者も車両消毒を行っているとのこと。 

⑫ 担当者によると、毎日朝夕2回、鶏の健康観察と死鶏の回収を行っていたとの

こと。 

⑬ 担当者によると、系列農場間で作業車両を共用しているが、移動前に洗浄・

消毒を実施しているとのこと。 

⑭ 鶏糞はオールアウト後に鶏舎内で山状に堆積させ、約１か月の空舎期間中に

発酵させ、次の導入鶏の敷料として再利用するとのこと。また、余剰の鶏糞

は、第３農場に設置された堆肥舎に保管するために移送し、有料で業者に引

き取ってもらっていたとのこと。 

⑮ 発生農場の直近の鶏糞搬出は約３か月前であった。なお、堆肥舎には防鳥ネ

ットは敷設されていない。 

⑯ 従業員は鶏糞移送車両の農場退場時に車両を消毒し、外部用作業着、長靴を

着用、手指消毒後堆肥舎へ移動。堆肥舎敷地前で車両消毒し入場後、堆肥舎

入口で防護服を着用、長靴を交換、専用手袋を装着し作業を実施。作業後も

同様の手順で農場へ戻っているとのこと。 

⑰ 担当者によると、毎日２回の健康観察時に回収した死亡鶏は農場内の焼却炉

で焼却しているとのこと。死体は、焼却までは焼却炉脇に設置された蓋付き

容器で一時保管している。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場の管理は場長を含む5名の従業員（正社員４名＋パート１名）によっ

て行われ、基本的にはそれぞれの担当鶏舎が決まっており、担当者の休日の

時だけ担当外の鶏舎の飼養管理を代理で行なうとのこと。 

② 系列農場が２戸あるが、従業員は各農場に専属である。なお、発生農場の従

業員が手伝い等のため、他の農場を訪問することもあるが、その場合は、自

宅から直行直帰し、１日で複数農場を訪問することはないとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 現地調査時には、当該農場から1km以内のため池にカモ類は確認されなかっ
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た。農場より2.2kmに位置するため池にオシドリ５羽、コガモ３羽が確認さ

れ、1.8㎞の関川にコガモ６羽が確認された。カモ類以外の鳥は、ヒヨドリ、

ハシブトガラス、ドバト、セグロセキレイ、イソシギのみで、全体的に数は

少なかった。 

② 現地調査時は、農場敷地内で野鳥は見かけなかったが、担当者によると、カ

ラス、ハト、スズメ等は日常的によく見かけるとのこと。また、時々ネコを

場内で目撃することがあるとのこと。 

③ 担当者によると、鶏舎内で頻繁にネズミを見かけることはないが、ネズミ対

策として殺鼠剤を設置しているとのこと。調査時、発生鶏舎において、ネズ

ミ類のものと思われる糞や足跡を確認した。 

④ 鶏舎の壁の金網部分に破損は認められず、鶏舎内の隙間はウレタンでふさが

れていた。担当者によると、金網の破れがあった際にはすぐに同素材のワイ

ヤーで補修するとのこと。 

⑤ 鶏舎側面下部には、オールアウト時の洗浄・消毒作業で発生する汚水を舎外

に排水するための長方形の穴が複数開いていた。この穴はコンクリートブロ

ックで塞がれていたが、このうち、鶏舎入口付近の敷料がない区画にある左

右１か所ずつの穴には、小型哺乳類が侵入可能な隙間が確認された。 

⑥ 担当者によると、鶏舎周辺はオールアウト時に毎回除草作業を行っていると

のこと。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒直前の発生鶏舎及び非発生鶏舎で回収したサンプルについて、

鳥取大学においてウイルス検査を実施した。結果、ウイルスは検出されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 ドアノブ、防鳥ネット、給餌器、ドリンカー、ネズミの糞 

非発生鶏舎 ドアノブ、防鳥ネット、給餌器、ドリンカー 
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６）千葉県１例目（市川市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

千葉県市川市 

イ．飼養状況 

あひる（アイガモ含む）約340羽 

飼養場所 飼養羽数 日齢 

屋外飼養区画１ 

（アイガモ１） 

121羽 226日 

屋外飼養区画２ 

（アイガモ２） 

発生舎 

144羽 87日 

屋外飼養区画３ 

（あひる） 

73羽 226日 

（令和３年12月４日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 3年12月 5日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月 4日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月 5日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

防疫措置を完了 

令和 3年12月 7日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 3年12月16日 搬出制限区域を解除 

令和 3年12月27日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和３年12月４日、朝の健康観察の際に３羽が散在して死亡しており、複数羽

でふらつきや沈鬱等の症状を示していたため、農場から千葉県中央家畜保健衛生

所（以下「中央家保」という。）に通報した。中央家保が簡易検査を実施した結

果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 
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① 当該農場は鴨場が隣接しており、鴨場の野鳥誘引用のあひる（あおくびあひ

る）及び肉用のアイガモを飼養している。 

② 当該農場は鴨場や鳥獣保護区の池に囲まれている。農場から40mの距離にある

池には、コガモ24羽などのカモ類が合計25羽、および囲いの中で同じ水場を

共有するあひる33羽、農場から20mの距離にある池には、ホシハジロ22羽など

のカモ類が合計32羽認められた。鴨場の敷地に隣接する鳥獣保護区内では、

コガモ12羽など合計24羽のカモ類が認められた。鳥獣保護区はカワウの集団

営巣地となっており、2800羽以上のカワウが観察された。 

③ ９月下旬に当該農場の誘引用のあひるを隣接する鴨場に放鳥し、毎日餌やり

をしており、鴨場にはホシハジロが170羽程度、キンクロハジロが100羽程度、

ハシビロガモとオナガガモがそれぞれ70羽程度、合計430羽程度のカモ類が確

認された。なお、飼養管理者によると、放鳥したあひるを再び農場で飼養す

ることはないとのこと。 

 

（イ）家きん舎及び屋外飼養区画の構造 

① 当該農場には開放家きん舎２棟及び屋外の養成池が３つ所在している。発生

時はあひる及びアイガモは養成池及び柵で仕切られた屋外飼養区画で飼養さ

れており、家きん舎は使用されていなかった。 

② 家きん舎はコンクリートの床に網戸付きの窓がついており、天井に吸気口及

び排気口を設置している。入荷から１週間は窓を閉めているが、その後は網

戸を閉めた上で窓を一部開放し、徐々に外の環境への馴致訓練を行い、 終

的（40日齢程度）に家きん舎は使用せず、屋外飼養区画で飼養している。 

発生舎 
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③ 屋外飼養区画はフェンスで３つのエリアに仕切られ、発生時は全てのエリア

であひるあるいはアイガモが飼養されていた。また、３つの屋外飼養区画に

はそれぞれ養成池が設置してあった。 

④ １週間から10日に１回、床全面を水洗し、汚水や糞尿は床の排水口から直接

汚水処理施設へ搬出していた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養管理者によると、従業員は、農場に入る際、更衣室の手前にある消毒槽で

靴底消毒を行い、更衣室で農場専用の作業着と長靴に交換し、手指消毒をして

いた。また、家きん舎毎の長靴と踏み込み消毒を実施していたが、家きん舎外

で長靴を交換するため、交差汚染の可能性が考えられた。 

② 当該農場は、農場入口に立入禁止看板を設置し、必要のない者を衛生管理区域

に立ち入らせないようにする対策が講じられていた。 

③ 家きん舎横には飼料倉庫が設置されており、そこで飼料を保管していた。飼養

管理者によると、飼料はバケツに入れて、従業員が各餌場に給餌しているとの

こと。 

④ 家きんの給与水は、水道水を使用していた。屋外には水飲み場が設置してあ

り、家きん舎内では塩ビ管を半分に切りU字溝を作成し、水飲み場として使用

していた。 

⑤ 飼料タンクは設置されておらず、備品庫にて紙体からバケツに移していた。生

後１か月～１か月半は配合飼料のみ給餌し、その後稗も混ぜ、徐々に稗の割合

を増やし、 終的に稗のみ給餌していた。配合飼料も稗も業者が衛生管理区域

の境界までトラック等で運搬し、入口の車両消毒槽（石灰乳）でタイヤを消毒

した後、動力噴霧器で飼養管理者により車両消毒（クリアキル：×1000希釈）

を実施し、備品庫に車を横付けして納入していたとのこと。 

⑥ 配合飼料は複数業者から納品されており、衛生管理区域入場記録によると、直

近は９月24日に納入されていた。 

⑦ 管理獣医師が農場に入る際は、飼養管理者と同様、専用の作業着と長靴に着替

え、手指消毒をして入場しており、飼料業者と火災報知器点検業者はシューズ

カバーのみ着用し、手指消毒を実施して入場していた。 

⑧ 飼養管理者によると火災報知器点検業者は家きん舎内で作業を行うが、直近の

入場は夏ごろであったとのこと。 

⑨ 生体搬入時は、トラックを農場入口の衛生管理区域外で積荷を飼養管理者が直

接降ろして搬入していた。 

⑩ 養成池の水は１週間から10日に１回交換し、周囲も含めて水洗をしていたとの

こと。 

⑪ 当該農場は平時より衛生管理区域の外周に石灰を散布していた。 

⑫ 例年２月15日に狩猟期間が終了すると、農場飼養家きんのオールアウトを行っ

ており、オールアウトのたびに家きん舎内の清掃・消毒（中性洗剤によるブラ
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シがけ→クリアキルによる消毒）を行っているとのこと。また、オールアウト

後、次の導入まで２か月程度空けていた。 

⑬ 当該農場は、来場者記録名簿を衛生管理区域外の事務所に設置しており、入退

場記録を飼養管理者が記載していた。記入漏れもあり、一部証言と照合できて

いない。 

⑭ 飼養管理者によると、関連農場はなく、当該農場と他農場との間で、器具、機

材及び重機等を共有することはないとのこと。 

⑮ 飼養管理者によると、動物用医薬品会社をはじめ、使用物品を納入する者は、

衛生管理区域内に来場することはなく、衛生管理区域外の事務所にて受け取

り、職員が衛生管理区域内に持ち込む。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では５名が餌やり・掃除・雑務等、全ての作業を交替で行っていた。

パート及び外国人労働者は従事していない。 

② 飼養管理者によると、毎日 2 回餌やりを行うとともに、20 時以降に巡視を行

い、計 3 回健康観察を実施していたとのこと。また、24 時間監視カメラで家

きん舎内外の様子は確認できる監視体制にあった。 

③ 従業員は必ず１人当直を当番制で事務所に配置していたため、夜間に無人に

なることはなかった。 

④ 管理獣医師は、定期検診の時のみ入場。本年７月以降、入場歴はなかった。

ワクチンはニューカッスル病のみ接種していた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 当該農場は衛生管理区域との境界として側面及び上部の全体が防鳥ネットで

覆われており、農場の周囲には野生動物の侵入防止用の電気柵が設置されて

いた。 

② 飼養管理者によると、衛生管理区域内でネズミを目撃することはないが、粘

着シートによるネズミ対策は行っているとのこと。 

③ 飼養管理者によると、農場上空にはハト、スズメ、ムクドリ、タカ等、複数

種の野鳥が確認されるとのこと。野生動物を農場内で目撃することはないが、

農場周囲にはタヌキやアライグマ等の痕跡を確認することがあるとのこと。 

④ 調査時には農場周辺でカワウ、ハシブトガラス、トビなどの野鳥を確認し、

農場に隣接する鴨場であひるの死体や野生哺乳類の糞を確認した。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に発生舎及び非発生舎内の環境サンプル、あひる血清等

及び農場外の池の水とアヒル死体、計124検体を採取した。鳥取大学においてウイ

ルス検査を実施した結果、発生舎の死亡家きん、発生舎及び非発生舎の環境材料

から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

   

<農場内の疫学サンプル採取場所> 
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７）埼玉県１例目（美里町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

埼玉県児玉郡美里町 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約1.7万羽 

                      （令和３年12月６日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 3年12月 7日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月 6日 当該農場の管理人が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月 7日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年12月 9日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）の患畜と判定 

令和 3年12月11日 防疫措置を完了 

令和 3年12月27日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 3年 1月 2日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎における１日当たりの平均死亡羽数は通常２～３羽程度で

あったが、令和３年12月６日に５羽ほどまとまって死亡していたため、管理人が

埼玉県熊谷家畜保健衛生所（以下「熊谷家保」という。）に通報した。熊谷家保

が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は丘陵地が平野に移行する場所に位置し、周囲は田畑や人家に囲ま

れていた。ため池や小河川が周辺各所に存在し、農場の西側と南側も幅約10

ｍの河川となっていた。農場に隣接する河川には約20羽のコガモのほか、ダ

鶏舎 飼養羽数 日齢 備考 

1号 約2,500羽  採卵鶏舎、集卵場所 

2号 約5,000羽 90日齢 
180日齢 

育成鶏舎 

3号 約7,000羽  採卵鶏舎、自動給餌・給水・集卵可能 

4号 約2,500羽  採卵鶏舎 
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イサギ、アオサギ、セキレイ類が認められた。また、50羽以上のスズメの群

れが農場と河川を行き来していた。周囲にため池は多いが、農場から200ｍの

ため池にハシビロガモ1羽が、1.7㎞のため池にコガモ14羽を含む計18羽のカ

モ類が認められたのみで、生息が認められなった池も多かった。 

② 農場周囲には、門や立て看板、境界を仕切るものは設置されておらず、衛生

管理区域は不明瞭であった。 

③ 農場の敷地は、狭小な公道や雑木林により３区域に分かれており、公道をま

たいで各鶏舎が配置されていた。区域間を移動する際、公道を通過してい

た。農場主によると、農場前の公道の車通りは、１時間に１台通過する程度

であったとのこと。 

④ 敷地内の樹木は樹高20mほどに生長し、鶏舎の屋根には落ち葉が堆積してい

た。 

⑤ 夏場は、農場主が農場周囲の草刈りを実施しているとのこと。 

⑥ 農場敷地や周辺の土地は水はけが悪く、調査時、各所で泥だまりが確認され

た。 

⑦ 場内に貯水槽はなかった。 

 
 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場は採卵鶏をケージ飼いしており、敷地内には開放鶏舎４棟、飼料庫

があった。また、休憩・着替え等に使用する事務所があった。発生時、全て

の鶏舎で採卵鶏が飼養されていた。 

② 一部の鶏舎壁に関係者以外立入禁止の掲示はあったが、各鶏舎は施錠されて

おらず、門やゲートもないことから、鶏舎内部に関係者以外の立入りが可能
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な状況であった。 

③ １、２、４号鶏舎は、築40年程度で、元々ウインドレス舎であったが、成績

改善のためトタン屋根をはがすなどし、開放鶏舎に改築したとのこと。給

餌、給水、集卵は手動で行う必要があった。 

④ ３号鶏舎のみ新しく、自動給餌、給水、集卵が可能であった。当該農場に

は、過去、他に４鶏舎あったが、2016年の関東地域の豪雪の際に雪の重みで

鶏舎がつぶれてしまい、取り壊したとのこと。３号鶏舎は、その際の補助金

で2016年に新築したとのこと。 

⑤ 鶏舎壁は金網やロールカーテンで外界と隔てられていたが、鶏舎外壁及び天

井に多数の破損があった。 

⑥ ロールカーテンは手動開閉式で、鶏舎内に給気・排気設備はなく、自然換気

であった。 

⑦ 鶏舎内部も水はけが悪く、調査時、発生鶏舎の通路は、鶏糞を多量に含む水

が膝下近くの高さまである状況だった。 

⑧ １、３、４号鶏舎では採卵鶏を３段ケージで、１ケージにつき２羽飼養して

いた。 

⑨ 発生鶏舎（２号鶏舎）は、育成鶏を２段ケージで、１ケージにつき５羽飼養

していた。発生時、６列あるうちの真ん中の２列では飼養しておらず、鶏舎

側面入口から奥２列で180日齢を、手前２列で90日齢を飼養していた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養衛生管理マニュアルは作成していなかった。 

② 農場主及び農場主妻は車で、パートは自転車で出勤していた。車両の消毒は

実施していなかった。 

③ 農場主は出勤後、事務所で農場用の作業着、長靴、軍手を着用していた。農

場主妻は１号鶏舎で農場用作業着を上から羽織り、長靴を着用していた。パ

ート従業員は出勤時の衣服及び靴で作業を行っていた。 

④ 鶏舎への立入りに際して農業主妻は鶏舎ごとの長靴を着用していたが、更衣

や手指消毒は実施していなかった。一部の鶏舎入口には、靴底消毒槽を設置

していることがあるとのことだが、あまり使用していないとのこと。特に、

鶏舎１号は、近所の人等が鶏卵を購入しに訪れるため、靴底消毒槽を設置し

ていたことがあったとのこと。消毒薬はパコマを使用していた。 

⑤ 飼料庫から各鶏舎に飼料を運搬する際に使用する車両、鶏糞除去車、鶏糞を

外部へ運搬する際に使用するダンプカー、トラクター、自動給餌でない鶏舎

内での飼料給餌に用いるエンジン式三輪車、各鶏舎から１号鶏舎の集卵室へ

運搬時及び直売所所への運搬時に使用する軽自動車は、いずれも消毒せずに

使用していた。 

⑥ 農場内に出入りする業者は飼料業者、電気業者、液卵業者、動物医薬品業者

で、農場側で訪問者用消毒設備は用意しておらず、車両消毒用の動力噴霧
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器、訪問者用の長靴、運転席フロアマット、来場者記録簿等はいずれも備え

られていなかった。 

⑦ 飼料を受け取る際には、飼料業者車両が飼料庫付近の公道に駐車し、農場主

が業者車両の所まで取りに行くほか、飼料業者のバルクトラックが飼料庫の

すぐそばまで入ってくることもあった。伝票によりいつどの業者が来場した

かは分かるようになっていたが、伝票の保管方法は定めていなかった。 

⑧ 電気業者は農場主の立ち会いなく、農場奥のメーターまで立ち入っており、

来場の頻度は１か月に１度程度だと考えられるが、いつ誰が来場しているか

は不明とのこと。ガスは契約していなかった。 

⑨ 動物用医薬品業者は、１週間に１度来場し、自ら持参した動力噴霧器でタイ

ヤまわりを消毒していたとのこと。農場専用衣類への着替えは行っていなか

った。 

液卵業者も自ら持参した動力噴霧器でタイヤまわりを消毒していた。 

⑩ 公道からの入口付近に年２回ほど石灰を散布することはあったが、各鶏舎の

入口に消石灰を散布することはなかった。 

⑪ 農場主が毎日１回の給餌に合わせて、健康観察及び死亡鶏の回収を行ってい

た。 

⑫ 朝８時過ぎから給餌を開始し、２号→１号→４号または、１号→２号→４号

の順に、鶏舎を回り、昼12時頃に終了していた。 

基本的には、午後に鶏舎内へ立ち入ることはなかった。 

⑬ 飼料は配合飼料を使用しており、複数の飼料会社から仕入れたものを、農場

主が自家配合し、鶏舎横の飼料タンクに上部から入れていた。飼料タンク上

部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内の飼料へ

の野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えられた。 

飼料の直近の納入日は、12月４日であった。 

⑭ 飼養鶏への給与水は、３号鶏舎は水道水、１、２、４号鶏舎は未消毒の井戸

水を使用していたが、夏場など井戸水が不足する時期は農業用水を未消毒で

使用していた。 

⑮ 鶏糞は、毎日、鶏糞除去車で鶏舎外に掻き出し、離れた所にある自己所有の

土地までダンプで運搬し、堆肥化しない状態で撒いていた。 

⑯ 運搬は、１日に１、２回、毎日午後行っていた。３か月に１度、トラクター

で土と混ぜていた。 

⑰ 直近では12月５日に鶏糞を移動させていた。 

⑱ 自己所有の土地は、農場から車で５分、トラクターで15分程度の場所にあ

り、近隣には牛農家があるとのこと。 

⑲ 死亡鶏は１日に２～３羽程度で、鶏舎外に集めた後に、上からビニールシー

トで被覆し蔵置し、時々、鶏糞に混入させて自己所有の土地に撒いていた。 

⑳ 調査時、発生鶏舎のケージ上に死亡鶏が放置されているのを確認した。稀に

死亡鶏を回収せず、鶏舎内で放置していたこともあったとのこと。 
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イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場の従業員は農場主、農場主妻、パート従業員の３人で、各従業員の

作業内容は分かれているものの鶏舎ごとの担当割りではなかった。 

② 飼養管理は主に農場主が行っており、給餌、給水、鶏糞除去、死亡鶏除去、

健康観察、ワクチン接種、鶏舎修理、野生動物対策などを農場主が担当して

いた。農場主の妻は鶏卵のパック詰め及び出荷配達を担当していた。パート

従業員は集卵を担当しており、４号鶏舎専属であった。 

③ 外国人技能実習生を雇用したことはなかった。 

④ 系列農場はなく、単独で営農しており、従業員も専属であった。 

⑤ 管理獣医師はいなかった。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 農場主によると、農場敷地内では、スズメ、ハトが日常的に見かけられてお

り、鶏舎内でスズメを目撃することもあるとのこと。 

② １号鶏舎に隣接する河川の土手に埼玉県が掲示した「発砲注意」の看板があ

り、付近で狩猟が行われているために、周辺の水場にカモ類が少なかった可

能性がある。また、狩猟の影響で、発砲が禁止されている農場に隣接する河

川に避難してきた可能性が考えられる。農場主によると、河川でカモ、シラ

サギを見かけたことがあるとのこと。 

③ 農場内では、アライグマ、タヌキ、キツネ、アナグマなどの野生動物が目撃

されており、対策として、農場内には複数のワナが仕掛けられていた。ま

た、農場主は 近、農場前で初めてシカを３頭目撃したとのこと。 

④ アライグマが鶏舎内に入りこみ、飼養鶏や鶏卵が被害を受けることが多数あ

った。特に、２号鶏舎での被害が多く、アライグマが飼養鶏に触れることが

できないよう、２号鶏舎のケージ上に防鶏ネットをかぶせていた。調査時、

発生鶏舎のロールカーテンにアライグマがあけたと思われる穴を確認した。

その下にワナが仕掛けられていた。農場主によると、穴を修理すると今度は

別のところに穴をあけられてしまうため、敢えてそのまま補修せずにしてい

たとのこと。 

⑤ 農場敷地内では、ネコを飼育していた。飼育ネコ以外にも付近には複数の野

良ネコが住み着いており、調査時にも農場敷地内で３匹確認した。 

⑥ 鶏舎内でネズミを見かけることがあり、特に３号鶏舎では断熱材にかじり痕

が見受けられることから、自ら殺鼠剤（ラニラット）を設置していた。ネコ

がネズミを捕獲することもあったとのこと。 

⑦ 調査時、鶏舎壁や鶏舎入口の扉、天井に多数の破損が認められ、小型・中型

野生動物や野鳥が侵入可能であると考えられた。 

⑧ 調査時、４号鶏舎の天井破損部から多数のスズメが侵入しているのを確認し

た。 
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（６）疫学サンプル 

環境材料採材リスト 

※下線部はウイルスが検出された検体 

  

 環境試料の採材場所 

 

 

   ：採材場所（ ：うち、ウイルスが検出された場所） 

 

 

 

 

 

入口

２号鶏舎（発生鶏舎）

死亡鶏

１６

２０
２１１７

１８
１９

２２

２４

２３

２７
２６２５

２９２８

３７
３６３５

３４

３３ ３２
３１

３０⽔飲み

⽔飲み

⽔飲み

⽔飲み

たい肥たい肥

たい肥たい肥

⼊⼝ドア内側

エサ箱

エサ箱

エサ箱エサ箱

天上
ケージ

ケージ

ケージ

ケージ
死亡Ａ
クロアカ

死亡Ａ
気管

死亡Ｂ
クロアカ

死亡Ｂ
気管

採材場所 採取したサンプル 

３号鶏舎 
入口ドア内側①、集卵ベルト②⑦⑪、水飲み③⑧⑫、エサ箱④

⑨⑬、給餌器パイプ⑤、床のたい肥⑥⑩⑭、壁⑮ 

２号鶏舎 

（発生鶏舎） 

水飲み⑯⑳㉔㉘、エサ箱⑰㉑㉕㉙、たい肥⑱㉒㉖㉚、ケージ⑲

㉓㉗㉛、天井㉜、入口ドア内側㉝、死亡鶏A（クロアカ㉞、気

管拭い液㊱）死亡鶏B（クロアカ㉟、気管拭い液㊲） 

１号鶏舎 
壁㊳、入口ドア内側㊴、水飲み㊵㊹㊽、エサ箱㊶㊺㊾、たい肥

㊷㊻㊿、ケージ㊸㊼○51、天井○52  

４号鶏舎 

水飲み○53○57○61○65、エサ箱○54○58○62○66、たい肥○55○59○63○67、ケー

ジ○56○60○64○68 、壁○69 、集卵室入口内側○70 、集卵室卵ケース

○71、集卵室テーブル上○72、集卵室床○73  
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  発生鶏舎以外 

  

  

 

 

  

①②③④⑤⑥ ⑮ 

⑦⑧⑨⑩ 

⑪⑫⑬⑭ 

㊳ 

㊴㊵㊶ 

㊷㊸ 

㊹㊺㊻㊼ 

㊽㊾㊿ 

○51○52  

○57○58○59○60  

○65○66○67○68  

○53○54○55○56  

○70○71○72○73  ○69 

○61○62○63○64  

赤字下線はウイルスが検出された場所 
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８）広島県１例目（福山市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

広島県福山市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約３万羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

１号 30,701羽 596日齢 

             （令和3年12月6日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 3年12月 7日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月 6日 当該農場の管理人が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月 7日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年12月 9日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 3年12月12日 防疫措置を完了 

令和 3年12月23日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 1月 3日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場における１日当たりの平均死亡羽数は通常７～11羽程度であったが、

令和３年12月６日に123羽に増加したため、管理人が家畜保健衛生所に通報した。

家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、平野部につながる丘陵地の中腹に位置し、付近は杉林や雑木林、

田畑に囲まれている。 

② 発生鶏舎は、農場内鶏舎４棟のうち も農場入口から離れた鶏舎であり、他

３つの鶏舎は４～５年前から使用しておらず、内１つは倉庫として使ってい

るとのこと。 

③ 農場にはため池が隣接していたが、調査時には野鳥は確認されなかった。ま

た、農場から約 440m の距離にある鈴池ではホシハジロ 14 羽など計 22 羽の野
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鳥が確認され、農場から 2.4 ㎞の距離にある池では、ハシビロガモ 159 羽、ヨ

シガモ 33 羽など合計 228 羽のカモ類が確認された。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場で稼働している１鶏舎は２階建てのセミウインドレス鶏舎である 

② 鶏舎構造は、背中合わせの直立３段ケージが４列、1 列あたり 96 ケージ設置

されており、１ケージあたり８羽を飼養。上層階の床はグレーチングであり、

鶏舎内の階間で空間は連続している。 

③ 発生鶏舎の構造は、側面及び天井換気部は金網とロールカーテンによって外

界と隔てられており、鶏舎奥には排気用の換気扇が設置されていたが、現在

は使用しておらず、ロールカーテンを半分ほど開け、自然換気を行っていた。

鶏舎内温度が上昇した場合は各階にある送風ファンが自動で稼働する仕組み

になっている。 

④ 鶏卵は各ケージから集卵ベルトにより回収（鶏舎奥側から入口側へ）される。 

⑤ 鶏糞は除糞ベルト、スクレーパーで鶏舎奥側の床下へ落ちた後、ベルトコン

ベアで鶏舎から鶏糞置場まで直接運搬される。なお、ベルトコンベアは鶏舎

外の地面を這うように設置されており、その上部と側面は金属製の蓋で覆わ

れており、建屋を経由した後、鶏糞置場へ運ばれる構造となっていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 農場責任者によると、車両が農場敷地に入場する際は、農場入口に設置して

いる動力噴霧器（グルタプラス）で車体を洗浄後、電動噴霧器（ベストシー

ル：400 倍希釈）で車内を消毒する。 
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② 従業員は、事務所でシャワーを使用した後、農場専用作業着に更衣し、事務

所の農場側出口に設置してある農場専用長靴に履き替え、踏込消毒を実施し

ていたとのこと。また作業終了後も逆の手順でシャワーアウトを行っていた

とのこと。 

③ 集卵業者、飼料業者など鶏舎に立ち入らない者は農場入口で踏込消毒と手指

消毒を実施するとともにジェットフォグで着衣を消毒させていた。獣医師及

び工事業者など鶏舎に立ち入る者は農場立入の際、シャワーイン、シャワー

アウトを行うとともに、農場が用意した農場専用つなぎを着用させていた。 

④ 当該農場は、農場入口に立入禁止看板を設置し、必要のない者を衛生管理区

域に立ち入らせないようにする対策が講じられていた。 

⑤ 飼料タンク上部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵入やタン

ク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えられた。 

⑥ 飼養鶏への給与水は地下水を使用しており、塩素消毒（アクアクロール）し

て給水している。 

⑦ 鶏舎への立入の際は、手指消毒、専用長靴への履き替えを行い、踏込消毒を

して立ち入るとのこと。鶏舎内へ立ち入るのは正規職員の３名のみとのこと。 

⑧ 鶏舎は、１週間に 2回、コンプレッサーでケージ上部や飼料レーンの清掃及び、

ほうきで通路の清掃をしていた。また、オールアウトのたびにコンプレッサ

ーにより鶏舎内を清掃し、発泡消毒（アストップ）を行っているとのこと。

オールアウト後、次の導入まで約 14 日程度空けていた。 

⑨ 農場責任者によると、週に３～４回、飼料運搬会社が飼料搬入のため入場し、

飼料タンクへの補充を行っており、直近では 12 月４日に搬入されていた。農

場責任者によると、飼料運搬トラックは当該農場配達時に他農場へ立ち入っ

ていることはないとのこと。 

⑩ 農場責任者によると、系列農場間でワクモ駆除の動力噴霧器を共有している

が、その他の器具、機材及び重機等を共有することはないとのこと。ワクモ

駆除の動力噴霧器については、現在系列農場に設置してあり、直近 1ヵ月以上、

当該農場への持ち込みはないとのこと。また、ワクモ駆除の動力噴霧器の農

場間移動の際は、機材の消毒を実施していたとのこと。 

⑪ 当該農場に管理獣医師が巡回のための当該農場を訪問しているが、直近の獣

医師の訪問は６，７月頃であった。 

農場責任者によると、普段は鶏舎周辺に10～14日に１回程度、消石灰の散布

を行っていたとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では外国人技能実習生やパート従業員はおらず３名の正規職員が作

業をしており、１名が鶏糞搬出作業を担当している他は、鶏舎作業、集卵作

業、鶏糞作業は共通で作業に従事していた。 

② 農場責任者によると、毎日午前中に鶏の健康観察及び、集卵作業を行うとと
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もに、死亡鶏の回収を行っていたとのこと。午後は約３日に１回のペースで

鶏糞の搬出を鶏糞搬出担当者が行っていたとのこと。 

③ 従業員は、衛生管理区域外から自家用車で通勤し、農場の駐車場スペースに

車を停めていたとのこと。 

④ 農場責任者は系列会社の農場に異常があった際に立入をしているが、１日１

農場のみの立入りとしていた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 農場責任者によると、農場敷地内ではネコ、カラス、イタチ、イノシシ等が

確認されることがあるとのことであり、調査時にも、農場敷地内でイノシシ

の掘り返し跡やネコが確認された。 

② 農場責任者によると、鶏舎内及び集卵施設でネズミを見かけることがあると

のことであり、定期的にネズミ対策（殺鼠剤：７～１０日に１回設置、粘着

シート）を実施しているとのこと。 

③ 鶏舎から集卵施設までの集卵ベルトは、上部はすべてカバーがされていたが、

下部は覆われておらず鶏舎外へ繋がる開口部のところに、金属製の側面の蓋

とベルトの間で小型の野生動物が侵入可能な隙間が認められた。 

④ 鶏舎から鶏糞置場まで鶏糞を運搬するベルトコンベアの経路は、基本的には

カバーや建屋で覆われていたが、建屋の内部側面のネットがやや破れており、

小型の野生動物が侵入可能な箇所があった。 

 

（６）疫学サンプル 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

1階：出入口、排気口（埃）、壁（埃）、集卵ベルト、除糞ベルト、

ケージ、床、飼槽、扇風機、卵、飲水 

2階：集卵ベルト、壁、ケージ、飼槽、扇風機、飲水 

 

農場外 

（近隣の池） 
水、野生動物の糞 
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９）青森県１例目（三戸町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

青森県三戸町 

イ．飼養状況 

肉用種鶏 約7,800羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

１号鶏舎 

（発生鶏舎） 

（各鶏舎） 

雌2,500羽 

雄200羽強 

（各鶏舎） 

236～237日 

２号鶏舎 

３号鶏舎 

（令和３年12月12日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 3年12月11日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月11日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月12日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 3年12月14日  防疫措置を完了 

高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 3年12月29日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 1月 5日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和３年12月11日、発生鶏舎の死亡羽数が前日（10日）の64羽から177羽に増加

したため、農場から青森県八戸家畜保健衛生所（以下「八戸家保」という。）に

通報した。八戸家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は山の丘陵部に位置し、付近は森林や水田に囲まれている。 

② 当該農場の入口に繋がる道は、トラック１台分程の幅の坂道となっている。発

生鶏舎である１号鶏舎は農場の も入口側に位置していた。３号鶏舎は、１
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号、２号鶏舎より１段上部に位置して２号鶏舎と３号鶏舎の間には樹木が複数

確認された。 

③ 当該農場から 1.6km に猿辺川があり、2.2km にため池が２つある。 

④ 当該農場から、南に約 1.6km 離れた位置に系列農場がある。 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場には、平飼いの開放鶏舎が３棟、事務所、倉庫、ガス庫、貯水タンク

があった。事務所にはシャワー室、燻蒸室及び貯卵室が備えられている。 

② 農場出入り口は１カ所のみであり、衛生管理区域境界のロープ及び関係者以外

立入禁止の看板が設置されていた。農場と鶏舎の境、鶏舎や農場敷地を囲む柵

やフェンス等は設置されていなかった。 

③ 鶏舎の壁は、両側面の開口部の外側にはロールカーテン、内側には金網等が設

置されていた。発生鶏舎では、ロールカーテンの内側に半透明の発泡ボードが

設置され完全に塞がれていた。側面上部の吸気口からのみ吸気しており、鶏舎

奥側の壁に設置されている換気扇より排気していた。なお、吸気口には金網が

設置され、換気扇の外側には自動開閉式の蓋が設置されていた。 

④ 鶏舎の破損等を見つけた際は、その都度従業員にて修繕作業をしているとのこ

と。２年前、全ての鶏舎において屋根修理を実施したとのこと。 

 
 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 従業員は衛生管理区域外の駐車場に車を停めた後、事務所

にてシャワーを浴び、農場内専用の作業着及び長靴を着用

後、アルコールスプレーで手指消毒を行い、農場内へ入場
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しているとのこと。鶏舎に入る際には鶏舎前室で消石灰に

よる踏み込み消毒のあと、専用サンダルに履き替え、飼養

エリアに入る際には、専用サンダルから専用長靴へ履き替

え、手指消毒を行っていたとのこと。鶏舎毎の作業着の交

換は実施していないが、作業着は毎日洗濯を行っていたと

のこと。作業終了後は事務所のシャワーを浴びて退出して

いたとのこと。 

② 鶏舎出入り口の踏み込み消毒のための消石灰槽は、飼養管理者によると、週２

～３回の頻度で消石灰の補充を行っているとのこと。 

③ 月に１回程度、鶏舎周囲の消石灰散布による消毒を行っているとのこと。 

④ 鶏舎全体でオールイン・オールアウトを行っており、オールアウト時に鶏舎内

の清掃・消毒を行っているとのこと。オールイン・オールアウトは１～２日間

で実施していたとのこと。オールアウト後約２ヶ月間は空舎にするとのこと。 

⑤ 飼料タンクは各鶏舎横に設置されており、配管を通じて鶏舎内へ運ばれ、チェ

ーンフィーダーによって飼料が供給されている。飼料タンク上部には蓋が設置

されていた。 

⑥ 給与水は塩素消毒を実施した井戸水を農場内の貯水タンクに貯留し、パイプに

よって供給されており、給水まで外気への開放部分はなく、野鳥の糞等の混入

の可能性は低いと考えられた。 

⑦ 車両が農場に入場する際は、運転手が農場出入り口に設置された動力噴霧器で

車体及びタイヤ回りを消毒、車内のフロアマットを消毒槽へ漬け込んでいたと

のこと。（クリーンエール、濃度 1000 倍希釈を使用）運転手は事務所で立入記

録簿に記入後、農場専用の長靴へ交換し、手指消毒を実施。作業着の交換は実

施していなかったとのこと。出入りする当該農場専用車両以外の車両は、飼料

運搬業者とガス会社であり、ガス会社の直近の入場は 11 月 29 日であった。 

⑧ 飼料運搬業者は、飼料搬入のため週１回の頻度で農場に入場していた。 終の

入場は 12 月９日であった。飼料運搬業者の運転手は決まっているが、車両は

決まっておらず、飼料運搬業者が鶏舎内に立ち入ることはないとのこと。飼料

運搬業者は、バルク車で飼料を運搬し、農場が調達した抗生剤、添加剤、カル

シウム促進剤等を搬入した飼料とバルク車で混ぜた後、飼料タンクへ投入して

いるとのこと。 

⑨ 動物用医薬品は複数業者から購入しており、農場への納品は宅配業者が事務所

前で行っていたとのこと。 終は 12 月１日の納品であった。 

⑩ 管理獣医師から、年１回の頻度で健康管理についての指導を受けている。過去

３ヶ月以上の間、管理獣医師の農場への出入りはなかったとのこと。 

⑪ 種卵は、鶏舎内中央のネストからベルトを通じて鶏舎前室に運ばれるととも

に、運動場に散乱された卵は手集卵し、トレイに集められる。トレイに集めら

れた種卵は、農場内事務所の燻蒸室でホルマリン燻蒸した後、燻蒸室の隣の貯

卵室で保管され、系列農場の冷蔵庫で保管するため当該農場専用車両にて毎日
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搬出されるとのこと。 

⑫ 手集卵のため 1日に 5～6回は鶏舎内に立ち入って作業をしており、その際に

死亡鶏を確認した場合は、鶏舎ごとの前室に運んでいた。 

⑬ 系列農場間での作業車両や重機（ボブキャット、ダンプ）を共用しているが、

各農場に出入りする際は洗浄・消毒を実施しているとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では、３名の従業員（正社員１名、パート１名、アルバイト１名）が

働いており、１日に４～５回集卵作業及び健康観察を全従業員で実施してい

る。各鶏舎の飼養状況記録を１日分まとめて記録を行っている。 

② 鶏舎担当者は決まっておらず、全ての従業員が同じ日に複数鶏舎で作業するこ

とがあるとのこと。系列農場内にある冷蔵庫への種卵運搬作業のみ、正社員と

パートの２名が従事していたとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 調査時、農場から 2.2km の距離にあるため池でコガモ 10 羽が確認された。農

場内で野生動物を目撃したことはほとんどなく、卵などの食害もないとのこ

と。近隣でタヌキやシカの目撃情報はあるが、作業時には見かけないとのこ

と。 

② ネズミ対策（殺鼠剤及び粘着シートの設置）を従業員で実施しているとのこ

と。また、畜舎内へ続く排水溝など、ネズミが侵入する可能性がある箇所は

コンクリートで塞がれていた。ネズミは例年見かけるが、今冬鶏舎内でネズ

ミを目撃したことはないとのこと。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に鶏舎内外の環境サンプル53検体を採取し、鳥取大学に 

おいてウイルス検査を実施したところ、発生鶏舎の鶏舎用長靴、壁、入気孔、ス 

ラット、ネスト、ニップル、給餌器、給餌チェーン、死亡鶏の気管スワブ及びク 

ロアカスワブから高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（1号鶏舎） 

前室床・前室用スリッパ裏・鶏舎用長靴・壁（高さ30cm・高さ

1.7m）・入気孔・排気口・送風ファン・スラット・ネスト・ニ

ップル・給餌器・給餌チェーン・ホッパー内飼料・落下盲腸

便・死亡鶏の気管スワブ・クロアカスワブ 

非発生鶏舎 

（2号鶏舎） 

死亡鶏の気管スワブ・クロアカスワブ(前室) 

非発生鶏舎 

（3号鶏舎） 

脚弱生存鶏の気管スワブ・クロアカスワブ 

ため池 水 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜発生鶏舎（1号鶏舎）における疫学サンプル採取場所＞

壁 壁
給餌チェーン

送風ファン

落下便 スリッパ

壁

長靴置場 長靴置場

床

給餌チェーン

壁 壁

：採取場所
：うちウイルス遺伝子が検出された場所
：うちウイルス遺伝子検出・ウイルス分離された場所

入気孔

排
気
口

換
気
扇

スラット 　スラット
給水（ニップル） 給水（ニップル）

ネスト ネスト ネスト

入気孔 入気孔

扉

排
気
口

換
気
扇

雄用給餌器

2ｍ
取壊し可

排
気
口

換
気
扇

スラット スラット
給水（ニップル） 給水（ニップル）

スラット スラット

集卵器ネスト ネスト ネスト ネスト

入気孔 入気孔　 入気孔

2ｍ
取壊し可

扉

ホッパー

巻き上げ式カーテン（夏期排気）
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採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（1号鶏舎） 

前室床⑦・前室用スリッパ裏⑧・鶏舎用長靴⑨・壁⑩⑯㉒㉞㊳

㊴（高さ30cm・高さ1.7m）・入気孔⑪⑰㉚㉟㊲・排気口㉓㉖・

送風ファン㉙・スラット⑭⑲㉘㊱・ネスト⑮⑱㉕㉜・ニップル

⑫㉔㉛・給餌器㊵・給餌チェーン⑳㉗㉝・ホッパー内飼料⑬・

落下盲腸便㉑・死亡鶏の気管スワブ㊶㊸㊺㊼㊾・クロアカスワ

ブ㊷㊹㊻㊽㊿ 

非発生鶏舎 

（2号鶏舎） 

死亡鶏の気管スワブ③⑤・クロアカスワブ④⑥(前室) 

非発生鶏舎 

（3号鶏舎） 

脚弱生存鶏の気管スワブ①・クロアカスワブ② 

ため池 水○51～○53  

① ② 

③～⑥ 

⑦
⑧

⑩⑨

農場から2.3kmの 

ため池 ○51～○53  

⑪ 
⑰ 

⑫ ⑬ 
⑭ ⑮

⑯ 

⑱ ⑳㉑ ㉒ 
⑲ 

㉓ 
㉔ 
㉕ 

㉖ 
㉗ 

㉘ ㉙ 

㉚ 

㉛ ㉜ 
㉝ 

㉞ 
㉟ 

㊱ 

㊲

㊵ 

㊶～㊿ 

㊳㊴ 
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10）愛媛県１例目（西条市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

愛媛県西条市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約13万羽 

鶏舎 鶏舎の種類 飼養羽数 品種 

20号舎 ウインドレス 23,689羽 マリア 

10号舎 ウインドレス 23,407羽 マリア 

11号舎 ウインドレス 15,021羽 マリア 

15号舎 セミウインドレス 

（平飼い） 

3,020羽 ボリスブラウン 

21号舎 

（発生鶏舎） 

セミウインドレス 18,720羽 ボリスブラウン 

22号舎 セミウインドレス 13,738羽 ボリスブラウン 

23号舎 セミウインドレス 21,360羽 マリア 

24号舎 セミウインドレス 12,535羽 ボリスブラウン 

25号舎 セミウインドレス 9,714羽 ボリスブラウン 

             （令和３年12月30日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 3年12月31日 

 

（２）経緯 

令和 3年12月30日 当該農場の管理人が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 3年12月31日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月 5日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 1月18日 防疫措置を完了 

令和 4年 1月29日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月 9日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場の発生鶏舎における１日当たりの平均死亡羽数は通常10羽未満程度で

あったが、令和３年12月30日に30羽に増加したため、管理人が家畜保健衛生所に

通報した。家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、干拓地に作られた養鶏団地の一角に位置する。養鶏団地の北東

には幅 10ｍの水路と幅 30ｍの堤防があり、堤防の北側は瀬戸内海となってい

る。養鶏団地の南東側は使用されておらず、草丈 1.5ｍ程度の草地であった。

また、北西側には幅３ｍの水路を挟んで麦畑があり、南西側には太陽光発電

施設が設置されていた。 

② 当該農場は発生時、採卵鶏を９鶏舎で飼養していた。９鶏舎のうち３鶏舎は

ウインドレス、６鶏舎はセミウインドレスであり、平飼いの１鶏舎を除いて、

低床式のケージ飼いであった。 

③ 当該農場は、農場中心を北西から南東へ走る車道によって北東エリアと南西

エリアに分かれており、北東エリアには事務所、倉庫及び鶏糞処理施設があ

り、南西エリアには鶏舎と集卵施設があった。発生鶏舎は農場の入り口から

５番目の鶏舎であり、農場外周を流れる水路には直接面していなかった。 

④ 当該農場は他の２農場と養鶏団地を構成しており、車両消毒ゲートを３戸で

共用しているが、車両、従業員、資材等の共用はないとのこと。 

⑤ 衛生管理区域は下記の航空写真のとおり。隣接農場との境界には特段の障壁

や目印等はない。 

⑥ 調査時には、農場から約 200ｍの麦畑に接する水路内と護岸上に合計約 200 羽

のカルガモと約 10 羽のコガモが休息し、護岸上には多数の糞便が付着してい

た。また、発生鶏舎から約 90ｍの水路にはカルガモとコガモがそれぞれ９羽

認められたほか、ムクドリ約 50 羽、ハシブトガラス約 10羽、トビ３羽を確認
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した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 発生鶏舎は、両面に直立４段ケージあるケージ列を３列有するセミウインド

レス鶏舎で、１列あたりのケージ数は 132 あった。１ケージあたりの飼養羽数

は６羽程度であった。 

② セミウインドレス鶏舎は、鶏舎南側及び東西側面の壁面から給気し、鶏舎北

側の壁面に設置された換気扇から排気する構造となっていた。給気面にはク

ーリングパッドが設置され、排気用の換気扇の外側には開閉可能な板が設置

されていた。また、鶏舎側面のクーリングパッド以外の壁の上部は金網を挟

んだ二重のカーテンで外部と遮断されていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養衛生管理マニュアル及び外部からの農場への入退場時の衛生措置につい

て規定した入退場管理マニュアルは作成されていなかった。 

② 衛生管理区域への立入者記録簿は作成されていなかったが、特定の業者以外

の入場は断っており、保管伝票等から来場者の把握は可能とのことであった。 

③ 当該養鶏団地の隅に隣接して出入口が２ヶ所あり、１ヶ所は団地内の農場で

共用、1 ヶ所は当該農場専用であった。それぞれに消毒ゲートがあるが、現在、

集卵場 倉庫

20号

10号

11号

空き鶏舎

空き鶏舎

21号（発生鶏舎）

22号

23号

24号

25号
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事務所
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鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

事務所 倉庫

鶏糞 発酵

鶏糞 発酵・乾燥

集卵場

空き鶏舎

15号

集卵場

水路

道路

隣接

農場

鶏糞

ピッ

ト

隣接

農場

集卵

施設

共用 

故障中 
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当該農場専用の消毒ゲートが故障しており、当該農場に入場する車両は、団

地共用の消毒ゲートで消毒を実施してから 10ｍ程度バックで道を戻り、当該

農場専用出入口から入場していた。 

④ 上記の消毒ゲートに加えて、冬季は、消毒ゲート前に設置した動力噴霧器で、

タイヤ回りを消毒していた。 

⑤ 当該農場専用の消毒ゲート（故障中）の通過後に、金属製の門扉があり、農

場内外の区分と施錠が可能となっていた。 

⑥ 場長や従業員は車で通勤し、衛生管理区域内の空きスペースに駐車していた。 

⑦ 従業員は出勤後、事務所にて農場専用の長靴に交換し、手指を消毒していた。

また、各鶏舎に立入る際は、鶏舎入口で各鶏舎専用の長靴に交換し、手指消

毒を行うが、作業着への更衣は実施していなかった。 

⑧ 各鶏舎出入口は、スノコ等による区分分けはなかったが、各鶏舎専用長靴、

靴底消毒槽（アストップ、500 倍希釈）と手指消毒用のアルコールスプレーが

設置されていた。各鶏舎専用の作業着への更衣等は実施しておらず、自宅か

ら着用してきた作業服でそのまま鶏舎内の作業に従事していた。 

⑨ 各鶏舎には、鶏舎奥（南）側にも出入口があったが、こちらの出入口は通常

使用していなかった。なお、南側出入口にも靴底消毒槽は準備されていた。 

⑩ 鶏卵運送業者の担当者が衛生管理区域内に立入る際は、車両消毒後に、業者

が持参した長靴への交換を行っていた。作業着の交換及び手指消毒は実施し

ていなかった。 

⑪ 飼料運搬車両は養鶏団地入り口で車両消毒を実施した後、鶏舎南側の車道を

通り、車道からフェンス越しに飼料タンクへ直接飼料を供給しており、衛生

管理区域内には立入りしていなかった。また、長靴は業者が専用長靴を持参

していた。 

⑫ ネズミ駆除業者の担当者が衛生管理区域内に立入る際は、車両消毒後に、業

者が持参した使い捨て作業着を着用し、農場が用意した長靴への交換を行っ

ていた。 

⑬ ガス会社の担当者が毎月、衛生管理区域に立入っていた。ガス会社の担当者

は、長靴は自前のものに交換、作業着の交換はしていなかったが、鶏舎内に

立入ることはなかった。 

⑭ 平飼い鶏舎建設のため、建築会社の担当者が毎日、衛生管理区域に立入って

いた。建築業者の担当者は、作業着や長靴の交換等は実施していなかったが、

鶏舎内に立入ることはなかった。 

⑮ その他外部の者の入場は無かった。 

⑯ 各鶏舎の周囲を含む衛生管理区域には、不定期に消石灰を散布しているとの

ことであった。 

⑰ 鶏舎横に設置された飼料タンク上部には蓋が設置され、タンク内への野鳥等

の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状態であった。 

⑱ 飼料は、飼料会社２社から購入していた。搬入頻度は日曜を除く毎日であっ
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た。 

⑲ 給与水は、地下水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイ

プラインで行い、開放部は無かった。くみ上げポンプ及び消毒装置は 21 号鶏

舎横南側に設置されていた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 飼養管理は、飼養管理者及びその家族、並びにパートを含む計 15 名の従業員

がおり、鶏舎内作業を行う者はそのうち６名で、１名あたり１～２鶏舎を担

当していたとのこと。なお、すべての従業員は、当該農場に専属である。 

② 外国籍の従業員はおらず、過去 1ヶ月以内に海外渡航歴のある従業員もいない。 

③ 当該農場は成鶏のみ飼養しており、ワクチン接種は導入前にすべて済ませて

いるため、当該農場ではワクチン接種を実施していない。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、約６年前までネズミの被害が多かったことからネズミ

対策に取り組み、現在は 1ヶ月に 1回程度、専門業者に殺鼠剤及び粘着シート

の設置を依頼しており、今では鶏舎内で頻繁にネズミを見かけることはない

とのこと。調査時、発生鶏舎において、ネズミ類のものと思われる齧り跡や

少量の糞を確認したが、ネズミの死体及び生きたネズミは認められなかった。 

② 飼養管理者によれば、敷地内で時々キツネやネコを目撃することがあるとの

こと。また、農場内で齧られたような痕跡のある野鳥等を見かけることがあ

ったとのこと。 

③ 発生鶏舎側面は金網、クーリングパッド、カーテン（２重）によって外界と

隔てられていたが、側面下部には小型野生動物が侵入可能と思われる隙間が

認められた。 

④ 各鶏舎から集卵施設に通じる集卵用バーコンベヤーの鶏舎外の部分には覆い

が設置されていたが、鶏舎外への開口部には、小動物が出入り可能な隙間が

認められた。鶏糞ベルトの鶏舎外への開口部には隙間は認められなかった。 

⑤ 鶏糞処理施設（乾燥場、発酵場、サークルコンポ）には防鳥ネットが設置さ

れておらず、鶏糞処理施設内でスズメが確認された。また、農場敷地内では

多数のカラスが認められた。 

⑥ 調査時には、農場から約 200ｍの麦畑に接する水路内と護岸上に合計約 200 羽

のカルガモと約 10 羽のコガモが休息し、護岸上には多数の糞便が付着してい

た。また、発生鶏舎から約 90ｍの水路にはカルガモとコガモがそれぞれ９羽

認められたほか、ムクドリ約 50 羽、ハシブトガラス約 10羽、トビ３羽を確認

した。 

⑦ 農場の北側に広がる海岸は干潮時に干潟となり、調査時にも干潟で採食する

カモ類が多く認められた。逆に満潮時には、農場周囲の池や水路で休息する

野鳥が増える可能性があると考えられた。 
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（６）疫学サンプル 

 

  

  

採材場所 採取したサンプル 

１０号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

長靴底、入口床、ファン、壁、集卵ベルト、バーコンベア、飼

料、除糞ベルト、ほこり、気管スワブ、クロアカスワブ 

２１号鶏舎 

（発生鶏舎） 

長靴底、入口床、ファン、壁、集卵ベルト、バーコンベア、飼

料、除糞ベルト、天井、気管スワブ、クロアカスワブ 

集卵場 倉庫

20号

10号

11号

空き鶏舎

空き鶏舎

21号（発生鶏舎）

22号

23号

24号

25号

鶏糞 乾燥

倉庫

空き倉庫

空き

事務所
ｻｰｸﾙｺﾝﾎﾟＡ

鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

鶏糞 乾燥

事務所 倉庫

鶏糞 発酵

鶏糞 発酵・乾燥

集卵場

空き鶏舎

15号

集卵場

水路

道路

隣接

農場

鶏糞

ピッ

ト

隣接

農場

集卵

施設

採材場所 

（未発生鶏舎） 

採材場所 

（発生鶏舎） 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

 

 

 

 

⼊⼝

未発⽣鶏舎（10号鶏舎） ※すべて陰性

⑨

⑫⑰

⑪⑯
⑦
⑧

⑤

⑩⑮

⑬⑱

⑭
⑲
⑳

⑥

飼料タンク

バーコンベア

飼料の流れ

④③
②

①

採材場所 採取したサンプル 

１０号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

長靴底①、入口床②、ファン③、壁④、集卵ベルト⑤、バーコ

ンベア⑥、飼料⑦、除糞ベルト⑧（左列と真ん中の混合）、除

糞ベルト（右列）⑨、気管スワブ（生鶏）⑩⑪⑫⑬⑭、クロア

カスワブ（生鶏）⑮⑯⑰⑱⑲、ほこり⑳、 

２１号鶏舎 

（発生鶏舎） 

長靴底①、入口床②、ファン③、壁④、集卵ベルト⑤、除糞ベ

ルト⑥、飼料⑦、バーコンベア⑧、壁損傷（穴なし）⑨、天井

⑩、壁の穴（奥）⑪、壁の穴（手前）⑫、気管スワブ⑬⑭⑮⑯

⑰、クロアカスワブ⑱⑲⑳㉑㉒ 
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⼊⼝

発⽣鶏舎（21号鶏舎） ※⾚字下線番号は陽性

⑨

⑪ ⑦

⑩

⑰㉒

⑧

飼料タンク
バーコンベア

飼料の流れ

①

③
②

④
⑤
⑥

⑫

⑯㉑

⑮⑳

⑬⑭
⑱⑲
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11）愛媛県２例目（西条市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

愛媛県西条市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約8.3万羽 

鶏舎 鶏舎の種類 飼養羽数 品種 

31号舎 ウインドレス 16,663羽 もみじ 

32号舎 ウインドレス 15,434羽 サクラ 

33号舎 

（発生鶏舎） 

ウインドレス 23,333羽 サクラ 

61号舎 ウインドレス 13,031羽 もみじ 

62号舎 ウインドレス 13,551羽 ボリスブラウン 

（令和４年１月４日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 4年 1月 4日 

 

（２）経緯 

令和 4年 1月 4日 当該農場の管理者が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月12日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 1月18日 防疫措置を完了 

令和 4年 1月29日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月 9日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場における１日当たりの平均死亡羽数は通常16羽程度であったが、令

和４年１月４日には30羽に増加したため、管理人が家畜保健衛生所に通報した。

家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、干拓地に作られた養鶏団地の一角に位置する。養鶏団地の北東

には幅10ｍの水路と幅30ｍの堤防があり、堤防の北側は瀬戸内海となってい

る。養鶏団地の南東側は使用されておらず、草丈1.5ｍ程度の草地であった。
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また、北西側には幅３ｍの水路を挟んで麦畑があり、南西側には太陽光発電

施設が設置されていた。 

② 当該農場は発生時、採卵鶏を５鶏舎で飼養していた。５鶏舎すべてウインド

レス、低床式のケージ飼いであった。 

③ 当該農場は、農場中心を北西から南東へ走る車道によって北東エリアと南西

エリアに分かれており、北東エリアには鶏糞処理施設があり、南西エリアに

は鶏舎、集卵施設、事務所及び鶏糞処理施設があった。発生鶏舎は農場の入

り口から３番目の鶏舎であり、農場外周を流れる水路には直接面していなか

った。 

④ 当該農場は国内10例目、12例目発生農場と養鶏団地を構成しており、車両消

毒ゲートを３戸で共用しているが、車両、従業員の共用はないものの、農場

主は飼養衛生管理区域に隣接する事務所を国内12例目農場主と共同で使用し

ていた。また、資材については国内12例目農場と鶏舎設備補修のため1台機械

を共有していたが、発生前1ヶ月は使用していなかったとのこと。 

⑤ 衛生管理区域は下記の図のとおりで、隣接農場との境界には特段の障壁や目

印等はない。 

⑥ 調査時には、国内10例目の発生鶏舎から約90ｍの排水路にはカルガモとコガ

モがそれぞれ9羽認められたほか、ムクドリ約50羽、ハシブトガラス約10羽、

トビ３羽を確認した。 
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（イ）鶏舎の構造 

① 発生鶏舎は、両面に直立４段ケージあるケージ列を６列有するウインドレス

鶏舎で、１列あたりのケージ数は110あった。１ケージあたりの飼養羽数は9

羽程度であった。 

② ウインドレス鶏舎は、鶏舎南側及び東西側面の壁面から給気し、鶏舎北側の

壁面に設置された換気扇から排気する構造となっていた。給気面にはクーリ

ングパッドが設置されていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養衛生管理マニュアル及び外部からの農場への入退場時の衛生措置につい

て規定した入退場管理マニュアルは作成されていなかった。 

② 衛生管理区域への立入者記録簿は作成されていなかったが、特定の業者以外

の入場は断っており、保管伝票等から来場者の把握は可能とのことであっ

た。 

③ 当該養鶏団地の隅に隣接して出入口が1カ所あり、団地内の農場で共用であっ

た。出入口に設置した消毒ゲートで消毒を実施してから入場していた。加え

て、冬期は、消毒ゲート前に設置した動力噴霧器で、タイヤ周りを消毒して

いたとのこと。 

④ 場長や従業員は車で通勤し、衛生管理区域内の空きスペースに駐車してい

た。 

⑤ 従業員は出勤後、国内12例目の農場と共同の事務所にて農場専用の専用着及
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び長靴に交換し、集卵施設で手洗いを実施していた。また、鶏舎に立入る際

は、鶏舎専用（31～33号又は61・62号で共通）の長靴に交換していたが、作

業着への更衣は実施しておらず、手指消毒は徹底されていなかった。 

⑥ 各鶏舎出入口は、靴底消毒槽（アストップ、200倍希釈）が設置されていた。 

⑦ 農場に獣医師の出入はなかった。 

⑧ 鶏卵運送業者の担当者が衛生管理区域内に立入る際は、車両消毒後に、業者

が持参した長靴への交換を行っていた。作業着の交換及び手指消毒は実施し

ていなかった。 

⑨ 飼料運搬車両は養鶏団地入り口で車両消毒を実施した後、鶏舎南側の車道を

通り、車道からフェンス越しに飼料タンクへ直接飼料を供給しており、衛生

管理区域内には立入りしていなかった。また、長靴は業者が専用長靴を持参

していた。 

⑩ その他外部の者の入場は無かった。 

⑪ 各鶏舎の周囲を含む衛生管理区域には、不定期に消石灰を散布しているとの

ことであった。 

⑫ 鶏卵はバーコンベアにて自動で採卵されていた。集卵用バーコンベアの鶏舎

外部分には覆いが設置されていた。 

⑬ 採卵した鶏卵は、敷地内の集卵施設で運送業者のトラックに積載し、GPセン

ターへ出荷していた。 

⑭ 鶏舎横に設置された飼料タンク上部には蓋が設置され、タンク内への野鳥等

の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状態であっ

た。 

⑮ 飼料の搬入頻度は２日おきで、直近の搬入は１月３日であった。 

⑯ 給与水は、地下水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイ

プラインで行い、開放部は無かった。 

⑰ 鶏糞は、鶏糞ベルトで鶏舎外に排出し、堆肥製造建屋に運搬していた。鶏糞

を発酵・乾燥させる建屋は複数あるが、いずれも防鳥ネットは設置されてい

ない若しくは破損があった。 

⑱ 堆肥化後の鶏糞は、肥料として出荷していた。出荷は不定期で、直近では12

月初旬に自社で出荷していた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 飼養管理は、飼養管理者及びその家族、並びにパートを含む計10名の従業員

がおり、鶏舎内作業を行う者はそのうち3名で、１名あたり2～3鶏舎を担当し

ていたとのこと。なお、すべての従業員は、当該農場に専属である。 

② ベトナム国籍の従業員が3名いるが、日本国籍従業員含め、過去1ヶ月以内に

海外渡航歴のある従業員はいない。 

③ 当該農場は成鶏のみ飼養しており、ワクチン接種は導入前にすべて済ませて

いるため、当該農場ではワクチン接種を実施していない。 
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（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、鶏舎内でネズミを見かけることがあり、ネズミ対策と

して殺鼠剤を設置しているとのこと。調査時、発生鶏舎においてネズミ類の

ものと思われる糞を確認した。 

② 各鶏舎から集卵施設に通じる集卵用バーコンベヤーの鶏舎外の部分には覆い

が設置されており、隙間は認められなかった。一方で、鶏糞ベルトの鶏舎外

への開口部には小動物が侵入可能と思われる隙間が認められた。 

③ 鶏糞処理施設（乾燥場、発酵場等）には防鳥ネットが設置されていない若し

くは破損が認められた。 

 

（６）疫学サンプル 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

６２号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

入口床、ファン、壁、集糞ベルト、集卵ベルト、コンベア、吸

気フィルター、エサ入れ、ケージのほこり、気管スワブ、クロ

アカスワブ 

３３号鶏舎 

（発生鶏舎） 

入口床、ファン、壁、集糞ベルト、集卵ベルト、コンベア、吸

気フィルター、エサ入れ、気管スワブ、クロアカスワブ 

採材場所 

（発生鶏舎） 

採材場所 

（未発生鶏舎） 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

  

採材場所 採取したサンプル 

６２号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

入口床①、ファン②、壁③⑦、集糞ベルト④⑩、集卵ベルト⑤

⑫、エサ入れ裏側⑥、コンベア⑧、吸気フィルター⑨、ケージ

のほこり⑪、吸気フィルター破損部⑬⑭、エサ入れ⑮、気管ス

ワブ（死亡鶏）⑯⑱⑳㉒、クロアカスワブ（死亡鶏）⑰⑲㉑

㉓、気管スワブ（衰弱鶏）㉔、クロアカスワブ（衰弱鶏）㉕ 

３３号鶏舎 

（発生鶏舎） 

入口床①、ファン②、壁③⑥、集糞ベルト④⑩、エサ入れ⑤

⑬、エサ入れ裏側⑦⑪⑭、吸気フィルター⑧、集卵ベルト⑨

⑮、コンベア⑫、気管スワブ（死亡鶏）⑯⑱⑳㉒㉔、クロアカ

スワブ（死亡鶏）⑰⑲㉑㉓㉕ 
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12）愛媛県３例目（西条市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

愛媛県西条市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約14.2万羽 

鶏舎 鶏舎の種類 飼養羽数 品種 

50号舎 

（発生鶏舎） 

ウインドレス 16,177羽 ジュリア、ソニア、ボリス

ブラウン 

51号舎 ウインドレス 15,072羽 ジュリア、ソニア 

52号舎 ウインドレス 15,090羽 ジュリア、ソニア、ボリス

ブラウン 

53号舎 ウインドレス 13,148羽 ジュリア、ソニア、ボリス

ブラウン 

57号舎 ウインドレス 32,126羽 ジュリア、ソニア、ボリス

ブラウン 

58号舎 ウインドレス 18,526羽 ジュリア、ソニア、ボリス

ブラウン 

77号舎 ウインドレス 31,784羽 ジュリア、ソニア 

（令和4年1月4日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 4年 1月 4日 

 

（２）経緯 

令和 4年 1月 4日 当該農場の管理者が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

令和 4年 1月 5日 疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月12日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 1月18日 防疫措置を完了 

令和 4年 1月29日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月 9日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場における１日当たりの平均死亡羽数は通常42羽程度であった。令和

４年１月４日に、発生鶏舎にて同一ケージで固まって死亡が確認されたため、

管理人が家畜保健衛生所に通報した。家畜保健衛生所が簡易検査を実施した結

果、陽性が確認された。 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、干拓地に作られた養鶏団地の一角に位置する。養鶏団地の北東

には幅10ｍの水路と幅30ｍの堤防があり、堤防の北側は瀬戸内海となってい

る。養鶏団地の南東側は使用されておらず、草丈1.5ｍ程度の草地であった。

また、北西側には幅３ｍの水路を挟んで麦畑があり、南西側には太陽光発電

施設が設置されていた。 

② 当該農場は発生時、採卵鶏を７鶏舎で飼養していた。７鶏舎すべてウインド

レス、低床式のケージ飼いであった。 

③ 当該農場は、農場中心を北西から南東へ走る車道によって北東エリアと南西

エリアに分かれており、北東エリアには鶏糞処理施設があり、南西エリアに

は鶏舎、集卵施設、事務所及び鶏糞処理施設があった。発生鶏舎は農場の入

り口から3番目の鶏舎であり、農場外周を流れる水路には直接面していなかっ

た。 

④ 当該農場は国内10例目、11例目発生農場と養鶏団地を構成しており、車両消

毒ゲートを３戸で共用していた。また、車両、従業員の共用はないものの、

農場主は飼養衛生管理区域に隣接する事務所を国内11例目農場主と共同で使

用していた。また、資材については国内11例目農場と鶏舎設備補修のため1台

機械を共有していたが、発生前1ヶ月は使用していなかったとのこと。 

⑤ 衛生管理区域は下記の図のとおりで、隣接農場との境界には特段の障壁や目

印等はない。 

⑥ 調査時には、国内10例目の発生鶏舎から約90ｍの排水路にはカルガモとコガ

モがそれぞれ9羽認められたほか、ムクドリ約50羽、ハシブトガラス約10羽、

トビ３羽を確認した。 
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（イ）鶏舎の構造 

① 発生鶏舎は、両面に直立4段ケージあるケージ列を4列有するウインドレス鶏

舎で、１列あたりのケージ数は110であった。１ケージあたりの飼養羽数は8

羽程度であった。 

① ウインドレス鶏舎は、鶏舎南側及び東西側面の壁面から給気し、鶏舎北側の

壁面に設置された換気扇から排気する構造となっていた。給気面にはクーリ
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ングパッドが設置されていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

② 飼養衛生管理マニュアル及び外部からの農場への入退場時の衛生措置につい

て規定した入退場管理マニュアルは作成されていなかった。 

③ 衛生管理区域への立入者記録簿は作成されていなかったが、特定の業者以外

の入場は断っており、保管伝票等から来場者の把握は可能とのことであっ

た。 

④ 当該養鶏団地の隅に隣接して出入口が1カ所あり、団地内の農場で共用であっ

た。出入口に設置した消毒ゲートで消毒を実施してから入場していた。加え

て、冬期は、消毒ゲート前に設置した動力噴霧器で、タイヤ周りを消毒して

いたとのこと。 

⑤ 場長や従業員は車で通勤し、衛生管理区域内の空きスペースに駐車してい

た。 

⑥ 従業員は出勤後、国内11例目の農場と共同の事務所にて農場専用の専用着及

び長靴に交換していたが、手指消毒は実施していなかった。 

⑦ 従業員が各鶏舎に入る際には、各鶏舎専用の長靴に交換し、靴底消毒及び手

指消毒を実施していたとのこと。 

⑧ 農場に獣医師の出入はなかった。 

⑨ 鶏卵運送業者等の外部訪問者が入場する場合は、車両消毒後に、持参した長

靴への交換、専用作業着への更衣を行っていたとのこと。 

⑩ 飼料運搬車両は養鶏団地入り口で車両消毒を実施した後、鶏舎南側の車道を

通り、車道からフェンス越しに飼料タンクへ直接飼料を供給しており、衛生

管理区域内には立入りしていなかった。また、長靴は業者が専用長靴を持参

していた。 

⑪ 農機会社が機械設備修繕のため入場する場合は、農場専用の専用着及び長靴

に交換していた。 

⑫ その他外部の者の入場は無かった。 

⑬ 各鶏舎の周囲を含む衛生管理区域には、不定期に消石灰を散布しているとの

ことであった。 

⑭ 鶏卵はバーコンベアにて自動で採卵されていた。集卵用バーコンベアの鶏舎

外部分には覆いが設置されていた。 

⑮ 採卵した鶏卵は、敷地内の集卵施設で運送業者のトラックに積載し、GPセン

ターへ出荷していた。 

⑯ 鶏舎横に設置された飼料タンク上部には蓋が設置され、タンク内への野鳥等

の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状態であっ

た。 

⑰ 飼料の搬入頻度は2日おきで、直近の搬入は１月４日であった。 

⑱ 給与水は、地下水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイ
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プラインで行い、開放部は無かった。 

⑲ 鶏糞は、鶏糞ベルトで鶏舎外に排出し、堆肥製造建屋に運搬していた。鶏糞

を発酵・乾燥させる建屋は複数あるが、いずれも防鳥ネットは設置されてい

ない若しくは破損があった。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 飼養管理は、飼養管理者及びその家族、並びにパートを含む計12名の従業員

がおり、鶏舎内作業を行う者はそのうち2名程度で、担当鶏舎は作業の状況に

応じて流動的であったとのこと。なお、当該農場は系列の関連農場があり、

飼養管理は当該農場と共通の従業員が行っていた。 

② ベトナム国籍の従業員が3名いるが、日本国籍従業員含め、過去1ヶ月以内に

海外渡航歴のある従業員はいない。 

③ 当該農場は成鶏のみ飼養しており、ワクチン接種は導入前にすべて済ませて

いるため、当該農場ではワクチン接種を実施していない。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、鶏舎内でネズミを見かけることがあり、ネズミ対策と

して殺鼠剤を設置しているとのこと。調査時、発生鶏舎においてネズミ類の

ものと思われる糞や囓り跡を確認した。 

② 発生鶏舎側面のクーリングパッドには、小型野生動物が侵入可能と思われる

隙間が認められた。 

③ 各鶏舎から集卵施設に通じる集卵用バーコンベヤーの鶏舎外の部分には覆い

が設置されていたものの、野生動物が侵入可能と思われる隙間が認められ

た。 

④ 鶏糞処理施設（乾燥場、発酵場等）には防鳥ネットが設置されていない若し

くは破損が認められた。 
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（６）疫学サンプル 

 

 

 

 

 

  

採材場所 採取したサンプル 

５０号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

入口床、ファン、壁、集糞ベルト、集卵ベルト、エサ入れ、バ

ーコンベア、、吸気フィルター、気管スワブ、クロアカスワブ 

５１号鶏舎 

（発生鶏舎） 

入口床、ファン、壁、集糞ベルト、集卵ベルト、エサ入れ、バ

ーコンベア、、吸気フィルター、気管スワブ、クロアカスワブ 

採材場所 採取したサンプル 

５１号鶏舎 

（未発生鶏舎） 

入口床①、ファン②、壁③⑥⑭、集糞ベルト④⑪、集卵ベルト

⑤⑬、バーコンベア⑦、エサ入れ⑧、吸気フィルター⑨、壁破

損部⑩⑮、エサ入れ裏側⑫、気管スワブ（死亡鶏）⑯⑱⑳㉒

㉔、クロアカスワブ（死亡鶏）⑰⑲㉑㉓㉕ 

５０号鶏舎 

（発生鶏舎） 

入口床①、ファン②、壁③⑥、集糞ベルト④⑮、集卵ベルト

⑤、吸気フィルター破損部の穴⑦、エサ入れ裏側⑧⑬、吸気フ

ィルター⑨⑫⑭、バーコンベア⑩、エサ入れ⑪、気管スワブ

（死亡鶏）⑯⑱⑳㉒㉔、クロアカスワブ（死亡鶏）⑰⑲㉑㉓㉕ 

採材場所 

（発生鶏舎） 

採材場所 

（未発生鶏舎） 
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13）鹿児島県３例目（長島町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

鹿児島県長島町 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約54,000羽 

ウ．発生確認日 

令和 4年 1月13日 

 

（２）経緯 

令和 4年 1月12日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 4年 1月13日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月14日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

         疫学関連農場では殺処分等の防疫措置を開始 

令和 4年 1月15日  発生農場における防疫措置を完了 

令和 4年 1月16日  疫学関連農場における防疫措置を完了 

令和 4年 2月 1日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月 7日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎（９号鶏舎）において、令和４年１月９日に32羽の死亡鶏が確認され

て以降、10日に50羽、11日に45羽、12日に150羽と増加したため、系列農協（系列

獣医師）から鹿児島県北薩家畜保健衛生所（以下「北薩家保」という。）に通報

した。北薩家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、海岸沿いの斜面の多い岬に位置しており、周囲をシイ・スギ林や

畑、果樹園に囲まれていた。農場から海岸までの 短距離は約50ｍ、間にシイ

林から成る高さ15ｍの海食崖があり、崖下は入り江となっていた。 

② 現地調査時、農場直下の海岸からカモ類の群れ約50羽が飛び去ったのを確認し

た。また、岬にある他の入り江では、数十羽から百数十羽程度のカモ類が確認

された。 
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③ 海岸の崖にはシイ類の林があり、海岸沿いの入り江では、マガモやカルガモが

藻類や斜面林のシイ類の堅果（どんぐり）を採食している可能性がある。 

 

（イ）鶏舎の構造 

当該農場は、45年前に建てられた木造の平飼い開放鶏舎５棟を有する肉用鶏農

場で、当時から大規模な改修はされていないとのこと。鶏舎の壁はトタン板、ベ

ニヤ板、金網（2センチ四方）で構成されており、防鳥ネット（２センチ四方）も

利用し、小型の野生動物の侵入経路を塞いであった。壁の外側には手動式のロー

ルカーテンがあった。一日に２，３回換気をし、鶏舎に入る前に換気をすること

が多かったとのこと。１月10日以前は寒波の影響で当地にしては例年より気温が

低下したのでロールカーテンを閉めていたとのこと。軒下に野鳥が営巣した痕跡

が確認されたが、鶏舎内に通じていなかった。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 現地調査時、事務所前に踏込消毒槽が設置されていた。農場主によると、従業

員は衛生管理区域に入る際は、衛生管理区域内の事務所前まで車で入場し、事

務所前の踏込消毒槽で長靴の消毒を行い、事務所にて農場内専用の長靴に履き

替え、農場内専用作業着への更衣を行うとのこと。作業着は使い捨てのものも

併用していた。５日に１回程度洗浄または廃棄していたとのこと。その他、手

袋も使用していたとのこと。 

② 車両が衛生管理区域に入場する際は、センサー式の消毒ゲートで車体全体を消

毒していた。 
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③ 現地調査時、鶏舎出入口に踏込消毒槽が設置されていた。農場主によると、鶏

舎立入時は踏み込み消毒の上、各鶏舎内専用長靴に鶏舎内において履き替え、

手指を消毒用スプレーで消毒しているとのこと。鶏舎内に明確に区分けされた

前室等は存在せず、鶏舎ドア出入口付近に金網及び木材製のバリケードを設置

して、各鶏舎内専用長靴に履き替えているとのことであった。作業服及び手袋

の鶏舎毎の交換は実施していないとのこと。 

④ 踏込消毒槽、車両消毒、手指の消毒には逆性石けん（アストップを500倍希

釈）を使用していたのこと。踏込消毒槽の交換は３日に１回程度とのこと。飼

料タンク上部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内

の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えられた。また、飼料タンク

は畜舎内に直接開口しており、鶏舎内のパイプを通して自動で給餌出来る構造

となっていた。９号鶏舎以外は鶏舎に隣接して飼料タンクが設置してあった。

９号鶏舎の飼料タンクは10号鶏舎に隣接して設置してあり、パイプで鶏舎に連

結してあった。飼料は飼料会社がほぼ毎日、搬入していた。直近の搬入は１月

12日であった。系列指導員によると、飼料運搬に従事する運転手は３種類の履

物（農場用、運転用、飼料倉庫用）を区別しているとのこと。 

⑤ 飼養鶏への給与水は井戸水を利用しており、塩素消毒を実施（次亜塩素酸：ア

サヒラック）していた。 

⑥ 敷料は入雛前に複数業者から導入していた。 

⑦ 疫学関連農場と共用している器材は、スコップや脚立があるが、移動の前に消

毒を実施していた。 

⑧ 衛生管理区域に立ち入った者の氏名及び所属等を記録した用紙、飼料の納入伝

票を事務所に保管してあり、LPGの搬入時と検針時にそれぞれ別の業務が立ち

入っていた。 

 

【鶏糞及び死亡鶏の取扱い】 

① 鶏糞は、オールアウト時に重機を用いて鶏舎から系列の肥料工場へと搬出して

いた。直近の搬出は令和３年 11 月中であった。 

② 死亡鶏は、健康観察時に回収し、蓋付きのポリバケツに保管した後、毎日約５

km 離れた地点にある共同死体保管庫に移動させていた。死亡・淘汰数が多

く、ポリバケツに入りきらなかった際はブルーシートで２重に包み、ゴムバン

ドで結紮して移動させていた。共同死体保管庫には動力噴霧器があり、死体運

搬後に車両の消毒を実施しているとのこと。縦横約 170 ㎝四方で高さ約 160 ㎝

の直方体状のプラスチックコンテナに投入していたとのこと。農場に戻ってか

らポリバケツの中を洗浄していたとのこと。 

③ 当該農場はオールイン・オールアウトを行っており、オールアウト後は 21 日

間程度空舎とし、鶏舎内の清掃・消毒を行っていた。 
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イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 農場主を含めた２名で飼養管理を行っていた。農場主が飼養衛生管理者を兼ね

ており、パート従業員１名を雇用しているとのこと。 

② ２名とも発生農場と疫学関連農場の両農場において飼養管理を行っていた。パ

ート従業員は午前にどちらか一方の農場で作業し、農場主が午前にもう一方の

農場で作業をしていたとのこと。農場主は午後には午前とは別の農場で作業を

行っていたとのこと。 

③ 農場主によると、鶏舎毎、農場毎、作業内容毎の分担はなかったとのこと。給

餌給水は自動で行い、死亡鶏の回収と敷料の管理（耕運機を使って敷料を撹拌

する作業）をパート従業員にも行うよう指示していたとのこと。機器材に不具

合等が生じたらパート従業員から農場主に伝達するよう指示し、機器材の補

修・整備等は農場主自身が行っていたとのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 農場内ではネコ、アナグマ等の中型哺乳動物やカラス、トビ、スズメ等の野

鳥を見かけることがあるとのこと。調査時に、農場の上空を飛行する多数の

野鳥を確認した。 

② 農場主によると、直近５年ほどは鶏舎内でネズミを確認したことはなかった

とのことで、現地調査時、鶏舎には野鳥や野生動物の侵入経路となる破損箇

所はなく、ネズミ等の侵入した形跡（糞や足跡等のいわゆるラットサイン）

も確認されなかった。また、防疫措置に際して、鶏舎の外周にネズミのトラ

ップを敷いてあったが、現地調査時点では、１匹もネズミはかかっていなか

った。野生動物対策として鶏舎の修繕やオールアウト時に予防的な殺鼠剤の

設置を行っていた。 
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（６）疫学サンプル 

 防疫措置の消毒実施前に，鶏舎内の環境サンプル，鶏スワブ等及び鶏舎周囲の死亡

野鳥等，計44検体を採取し，鳥取大学においてウイルス検査を実施した。 

 その結果，発生鶏舎の飲水容器1検体，換気扇5検体，未発生鶏舎の鶏死体の気管ス

ワブ2検体とクロアカスワブ2検体の計10検体からH5N1亜型の高病原性鳥インフルエン

ザウイルスを含む鳥インフルエンザウイルスが検出された。 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

 

  

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（9号） 

壁⑯㉜㉝，飲水容器㉔，飼料㊷，換気扇㉓㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉞㉟

㊱㊲㊳㊴㊵㊶， 

未発生鶏舎 

（7,8,10,11号） 

壁①⑦⑩⑬，給餌器②⑧⑪，飲水容器⑭，長靴の靴底⑨⑫⑮，

鶏死体スワブ（気管③⑤⑰⑲㉑，クロアカ④⑥⑱⑳㉒） 

鶏舎周囲 死亡野鳥㊸㊹ 
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14）千葉県２例目（八街市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

千葉県八街市 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約65,800羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

１号鶏舎（１階） 9,200羽 41日 

  〃 （２階） 9,200羽 41日 

２号鶏舎（１階） 9,200羽 40日 

  〃 （２階） 9,200羽 40日 

３号鶏舎（１階） 14,500羽 36日 

  〃 （２階） 

（発生鶏舎） 

14,500羽 38日 

（令和４年１月18日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 4年 1月19日 

 

（２）経緯 

令和 4年 1月18日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 4年 1月19日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月21日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 1月24日  防疫措置を完了 

令和 4年 2月 9日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月15日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎（３号鶏舎２階）における１日当たりの平均死亡羽数は通常８羽程度

であったが、令和４年１月11日以降増加し、一時減少したものの、同月18日に249

羽に増加したため、農場本社から千葉県北部家畜保健衛生所（以下「北部家保」

という。）に通報した。北部家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、下総台地上に位置し、周囲は竹林と畑に囲まれている。農場周辺

の大部分は畑であり、その中に民家や工場・事業所等が点在している。畑は落

花生（耕起後整地済み）、ニンジン、サツマイモ（収穫済み）が中心であり、

耕起後整地済みであるが、畑の中に残存した収穫後の落花生の残りがカモ類等

野鳥の餌にはなり得ると考えられた。 

② 農場内には３号鶏舎出入口部分北側を通りくの字に曲がり、２号及び１号鶏舎

の出入口部分を通り農場外に出る排水路が通っており、２号及び１号鶏舎の出

入口部分は暗渠になっているが、３号鶏舎出入口部分北側の排水路は開放され

ている。 

③ 農場周辺３km以内には肉用鶏農場３戸（62,600羽飼養）、採卵鶏農場３戸

（91,650羽飼養）がある。 

④ 農場周囲には大きな池や川などはなく、水場としてはため池や水路が点在して

いる程度であった。 

⑤ 農場周辺は千葉県の中でも内陸に位置しており、１日の寒暖差が大きい地域と

のこと。 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場には鉄筋セミウインドレスの２階建て鶏舎が３棟あり、肉用鶏が平飼

いで飼養されていた。鶏舎は北側から１号、２号、３号という配置であり、１
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号及び２号鶏舎は同一の大きさ（１つの階で9,200羽収容可能）であった。３

号鶏舎は１号及び２号よりもやや奥行きがあり１つの階で14,500羽収容可能で

ある。発生時には全ての鶏舎に鶏が収容されていた。 

② 敷地内には、鶏舎の他に飼養管理者自宅住居、事務所・休憩室兼倉庫、倉庫兼

従業員住居（２階部分が系列農場の従業員のスリランカ人２名の居住スペー

ス）、車庫、ボイラー・発電室があった。農場は竹林および塀、垣根で囲われ

ていた。 

③ 当該農場は42年前に開設したものであり、鶏舎はその際に作られたものとのこ

と。鶏舎は昨年の台風で屋根が一部破損したことから、ガルバリウム鋼板を屋

根の上に１枚載せて補強した他、昨年11月に鶏舎の吸気口側の網に一部破れが

あったため、その外側に約２cm角ほどの網を追加で張り、小動物の侵入を防ぐ

ようしたとのこと。鶏舎の壁は下部がコンクリート（床暖房もあり）、上部は

１階が鉄筋で２階はガリバリウム鋼板＋断熱材でできている。通常は入雛後35

日くらいまでは床暖房で温度を調整しつつ、ロールカーテンを下ろしほぼウイ

ンドレス状態で温度管理を行っているとのことであり、35日以降にロールカー

テンを上げ下げし換気や温度湿度の調整を行っているとのこと。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養管理者によると、農場内に入る際、１名の従業員は衛生管理区域外内の駐

車スペースに車を停めた後、駐車スペースにて農場専用の作業着を着用してい

たが、飼養管理者及びもう１名の従業員は自宅で着用した衣服や靴で農場に出

入りしていた。 

② 鶏舎に入る際には、全鶏舎で共通の専用の長靴に交換し、各鶏舎の出入口前に

ある靴底消毒槽で消毒を行った上で入場していたとのこと。なお、各鶏舎には

手指消毒用のアルコールスプレーは設置されていた。また、各鶏舎毎の専用の

靴や服は用意していなかったため、複数鶏舎をまたがって作業する場合は、鶏

舎用長靴で鶏舎外を歩き消毒した上で鶏舎内に立ち入っていた。 

③ 鶏舎入口の靴底消毒槽はアストップを使用しており、濃度は目分量で行ってい

た。消毒液は２日に１回程度の頻度で交換していた。また、入雛前にはヘルミ

ンで鶏舎内を消毒しているとのこと。 

④ 飼料タンクは各鶏舎の出入口横に設置されており、配管を通じて鶏舎内を時計

周りで回るように飼料が供給されている。飼料タンク上部には蓋が設置されて

おり、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可

能性は低いと考えられた。 

⑤ 飼養鶏への給与水は、60mほどの深さの井戸水をポンプで吸水し、各鶏舎出入

口の屋根上にある蓋付きのタンクに貯水し、特段消毒液の添加は行わず、重力

によって、各鶏舎出入口中央部から奥側に延びる形で配管しているパイプによ

り供給されている。 
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⑥ 飼養管理者によるとオールイン・オールアウトを行っており、オールアウトの

たびに鶏舎内の清掃・消毒を行っているとのこと。なお、以前は年４回転ほど

であったが、現在は年5.2回転となっており、空舎期間は15～17日とのこと。 

⑦ 飼養管理者によると、鶏舎周囲の消毒については行っておらず、各鶏舎の出入

口前に２週間に１回程度消石灰散布を行っていたとのこと。 

⑧ 農場は同一敷地内に「飼養衛生管理区域外の飼養管理者自宅住居、事務所・休

憩室兼倉庫」と「飼養衛生管理区域内の鶏舎や車庫、倉庫」が隣接しており、

明確な区分けはされていなかった。農場の出入口には立て看板があり、消石灰

帯を用いて車両消毒を行っているとのことであった。また、現在は使用してい

ないものの、車両消毒槽も設置されていた。なお、車両用の動力噴霧器は設置

されていなかった。飼養管理者によると、鶏の導入後の外部訪問者は飼料運搬

業者、重油運業者のみとのことであったが、これらの外部訪問者が入場する場

合は、当該区域入口で、消石灰帯による車両消毒と飼料運搬業者が長靴の交換

を行うのみで、その他の衛生対策（動力噴霧器での車体及びタイヤ回りの消毒

や防護服の着用、手指消毒等）は行っていないとのこと。また、来場者記録簿

については作成しておらず、飼料や重油の伝票により、来場者記録を行ってい

るとのことであった。なお、農場内の同一敷地内の飼養管理者自宅住居に居住

している飼養管理者以外の家族は飼養衛生管理区域内には立ち入らないとのこ

とであった。 

⑨ 飼料については、毎日、茨城県の鹿島港にある工場で製造されたものを飼料運

搬会社が運搬し飼料搬入のため農場に入場しているとのこと。飼料運搬車は農

場入口の消石灰帯を通過した後は長靴の交換以外は特段の追加の防疫措置は行

わず、各鶏舎出入口付近にある飼料タンクに飼料を搬入しているとのこと。ま

た、飼養管理者によると、飼料運搬業者が鶏舎内に立ち入ることはないとのこ

と。 

⑩ 重油運搬会社は入雛直後に数回の立ち入りのみであり、通報日から数週間の農

場への出入りはなかったとのこと。 

⑪ 管理獣医師は特にいなかったとのこと。 

⑫ 鶏舎には小さいローダー等の重機が出入りできる正面入口、従業員が出入りす

る側面入口、現在使用していない施錠された鶏舎奥の出入口の3つがあった。

飼養管理者によると、死亡鶏増加による重機での回収作業以外は、鶏舎側面入

口から入って行っていたとのこと。なお、この重機による死亡鶏回収作業中は

正面入口を開けっ放しにして作業を行っていたとのこと。 

⑬ 農場はオールイン・オールアウト方式をとっており、直近の入雛は12月９日、

直近の出荷は昨年11月中旬であった。 

⑭ 飼養管理者によると、毎日昼前後に、主にパート従業員が見回り（鶏の健康観

察と死鶏の回収）を行っていたとのこと。 
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⑮ 飼養管理者によると、系列農場間で重機については共用しているが、移動前に

洗浄・消毒を実施しているとのこと。それ以外の物品については共用していな

いとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場の管理は飼養管理者含む３名の従業員（正社員１名＋パート１名）に

よって行われ、特段担当鶏舎は決まっていないとのこと。なお、入雛や出荷時

は３名に加え、専門業者に作業補助を依頼しているとのこと。鶏の導入後は出

荷まで給餌給水は自動で行われるため、飼養管理の主な作業は、死亡鶏の回収

と施設管理であり、死亡鶏の回収については、12月９日の入雛後から３号２階

鶏舎の死亡数が増加する１月10日までは、主にパート従業員が鶏舎内の見回り

（健康観察）を１日１回行い、死亡鶏の回収を行っていたとのこと。 

② ３kmほど離れた千葉市内にたい肥場を有する飼養管理者保有の系列農場が１戸

あり、当該農場の導入や出荷と日程がかぶらないよう調整し、肉用鶏を飼養し

ている。 

③ 正社員従業員は②の系列農場内に居住しており、入雛や出荷、出荷後の鶏舎の

清掃・消毒時以外には立ち入りはしないとのこと。①に加え、スリランカ人２

名を雇用しており、この２名は農場内の倉庫兼住居の２階に居住している。な

お、この２名は昨年12月から雇用した者であり、現状、②の系列農場の鶏出荷

後の農場内の清掃・消毒の業務にのみ従事しており、当該農場の鶏舎には立ち

入りをしていない。 

④ ②の系列農場は１月上旬に導入鶏の出荷が終了していた（12月27日～29日、1

月4日～11日に出荷）。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 現地調査時には、当該農場より西に３km 離れている池において、カルガモ 60

羽、ヒドリガモ 15羽、マガモ、オシドリ、コガモがそれぞれ 14 羽、オカヨシ

ガモが 10 羽など、計 131 羽のカモ類が確認された。また、農場より北東に

3.3km 離れたため池においてカルガモ 16 羽など 19 羽のカモ類が、農場より南

東に３m 離れたため池においてコガモ６羽が、農場より北東に 2.8km 離れたた

め池においてハシビロガモ２羽が確認された。その他４か所のため池及び農

場ではカモ類は確認されなかった。 

② 現地調査時は、農場敷地内でキジバト、農場周辺でハシブトガラス、アオジ

が確認された。飼養管理者によると、農場内を流れる排水路を含め、日常的

によく見るハシブトカラス、ハト、スズメ等以外のカモ類を含む野鳥は農場

内や農場周辺ではあまり見かけないとのことであった。また、１日１回の鶏

舎見回り時に確認した死体を回収まで一時的に鶏舎外に置いており、ハシブ

トカラスが、その死亡鶏を狙ってよく農場内に飛来してくるとのことであっ

た。 
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③ 農場隣接の自宅において、犬及び猫を飼養しているとのことであるが、農場

及び鶏舎内には飼養している犬及び猫は立ち入らないようにしているとのこ

とであった。また、２、３年前にハクビシンと思われる中型哺乳動物を確認

したことがあるとのことであった。現地調査時には発生鶏舎周辺で、ネコ及

びアライグマと思われる足跡を確認した他、巣材の竹が古く、現在は使用さ

れていないものと推定されるが、発生鶏舎排気口の鶏舎外ダクトにアライグ

マのものと見られる巣が確認された。 

④ 飼養管理者によると、鶏舎内で頻繁にネズミを見かけることはないが、ネズ

ミ対策として被害の大きい場所に殺鼠剤を設置しているとのこと。ペストコ

ントロール業者との契約は無いとのこと。調査時、発生鶏舎において、ネズ

ミ類のものと思われる糞や足跡を確認した。特に３階２号鶏舎出入口のサー

ビスルーム内で多量の糞が確認された。また、農場敷地内の飼養衛生管理者

自宅住居でも家電のコードや配線がネズミに齧られる被害が出ているとのこ

とであった。 

⑤ 鶏舎内の吸気口面の金網部分は所々で破損が認められたが、昨年 11 月に吸気

口面の鶏舎外側に 2cm各の新しい金網を張っており、この外側部分の金網に破

損は認められなかった。一方、排気面側の排気ファンについては、カバーの

破損や停止時に閉鎖が出来なくなっているものも見られ、野生動物の侵入が

可能と考えられた。 

⑥ 発生鶏舎である３号２階鶏舎の出入口のサービスルームは床に 15cm 角程度の

穴が空いており、１階部分と繋がっていた。また、３号２階鶏舎サービスル

ームの壁にはネズミの齧り痕が見られ、壁に穴も空いていた。加えて、３号

鶏舎一番奥の扉は普段開かないようになっているが、扉の下部に中型哺乳動

物とみられる齧り痕や穴が空いているなど、野生動物の侵入した形跡が認め

られた。 

⑦ 現地調査時、鶏舎周辺は冬期ということもあり、雑草が生い茂っている状況

ではなかった。また、鶏舎間にあったと見られる木は剪定されるともに、一

部は伐採されていた。 

  



 

 

- 89 - 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に発生鶏舎・未発生鶏舎の鶏気管・クロアカスワブ、環

境サンプル及び農場外の原田池、野鳥の糞の計３５検体を採取し、鳥取大学にお

いてウイルス検査を実施した。発生鶏舎の排気口、給餌器、敷料から高病原性鳥

インフルエンザウイルスが検出され、その他のサンプルからは、検出されなかっ

た。 

 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

<発生家きん舎(３号２階)における疫学サンプル採材場所> 

 

 

 

 

  

  

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 
長靴、前室床、排気口、吸気口、給水器、給餌器、壁、天井、

敷料、ネズミの糞 

非発生鶏舎 長靴 

鶏舎外 ため池、野鳥の糞 
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15）千葉県３例目（匝瑳市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

千葉県匝瑳市 

イ．飼養状況 

あひる 約1,800羽 

家きん舎 区画 飼養羽数 外部導入日（餌付け日）

A舎 

－ １ 空舎 － 

採卵育成 ２ 126羽 （11/18） 

採卵育成 ３ 128羽 （11/18） 

採卵育成 ４ 135羽 （11/18） 

採卵育成 ５ 128羽 （11/18） 

採卵 ６ 112羽 7/13,14（4/23） 

採卵 ７ 108羽 7/13,14（4/23） 

採卵 ８ 138羽 （7/15） 

B舎 

採卵育成 １ 110羽 （12/16） 

採卵育成 ２ 107羽 （12/16） 

採卵育成 ３ 96羽 （12/16） 

採卵育成 ４ 119羽 （12/16） 

採卵 ５ 280羽 （7/15） 

C舎 採卵 － 217羽 7/13,14（4/23） 

 （令和４年１月24日時点） 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 1月25日 

 

（２）経緯 

令和 4年 1月25日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 4年 1月26日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 1月27日  防疫措置を完了 

令和 4年 1月28日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 2月12日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 2月18日 移動制限区域を解除 
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（３）発生時の状況 

令和４年１月25日、採卵用あひるの産卵数の減少、残餌、緑色便が認められた

ため、農場から千葉県東部家畜保健衛生所（以下「東部家保」という。）に通報

した。東部家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は平野部に位置し、付近は水田に囲まれている。 

② PCR 陽性が認められた家きん舎は、農場入口右側位置する家きん舎であり、農

場入口から６つ目の区画であった。 

③ 当該農場から約 200m の距離に疫学関連農場が位置していた。 

④ 発生農場の南西約 0.2km の距離には河川が位置している。 

⑤ 現地調査時には、当該農場より約 3.4km 北西に離れた湖沼群において、マガモ

447羽、オナガガモ288羽、トモエガモ247羽等、カモ類が合計1158羽確認さ

れた。なお、昨年の調査時は当該湖沼群で確認されたカモ類は合計 837 羽であ

った。 

 

（イ）農場及び家きん舎の構造 



 

 

- 92 - 

 

① 当該農場には家きん舎が３棟あった（Ａ～Ｃ舎）。家きん舎はすべて同様の構

造の平飼いの開放家きん舎であり、発生時はすべての家きん舎で、合計 1,804

羽のあひるが飼養されていた。なお、Ａ舎の１区画目は空きであり、新しい

籾殻が敷き詰められていた。 

② 当該農場の家きん舎においては、家きん舎側面に金網及び４重の防鳥ネット※

が設置されていたが、いずれも金網の外側にロールカーテンがあり、飼養衛

生管理者によると、冬期は家きん舎内作業時以外は常に閉鎖していたとのこ

と。この際、換気は、壁面上部の金網がある部分から給気し、換気扇により

空調を調整していた。疫学関連農場の育雛舎以外の家きん舎も同様の構造で

あったが、ロールカーテンは設置されていなかった。 
※ 飼養衛生管理者によると、区画ごとに家きん舎側面の防鳥ネットが設置された箇所から重

機を搬入することが可能であり、アウト時等には敷料を搬出する際に防鳥ネットをめくっ

て堆肥の搬出作業等をしていたとのこと。防鳥ネットについては、今年から４重にしたと

のこと。 

③ 当該農場の家きん舎においては、それぞれの家きん舎に出入り用の扉及び前

室は設置されていなかった。飼養衛生管理者によると、家きん舎に出入りす

る際は、家きん舎側面のロールカーテンを巻き上げ、防鳥ネットをめくり、

家きん舎内に入って飼養管理にかかる作業を行っていた。出入口には各家き

ん舎専用の長靴や手袋、踏込消毒槽を設置し、長靴、手袋の交換及び踏み込

み消毒を行ってから家きん舎内を出入りしていたとのこと。 

④ 水どいの床面は、プラスチック製の格子（２×２cm）が設置されており、直

接、家きん舎外の側溝に排水される構造だった。排水は農場内の貯留槽に貯

めたあと、スミクロール（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム）で消毒を行

った後、農場外へ放流していた。 

⑤ 農場の飼養衛生管理区域外にある埋却予定地には、野積みの上にブルーシー

トで覆った状態の堆肥置き場があり、昨年の高病原性鳥インフルエンザ発生

時に不活化した堆肥、再開後に生じた農場内の糞尿や排水の貯留槽に貯まっ

たゴミや死亡鳥が農場内のダンプで混ぜ込んで置かれていた。 

⑥ 農場入口には倉庫があり、農場専用の衣服、長靴、手袋等が収納されている

専用ロッカーが設置されていた。また、農場内で使用する敷料の稲わらや籾

殻も保管されていた。 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養衛生管理者によると、従業員は、当該農場、疫学関連農場でそれぞれ農場

専用の帽子、作業着、長靴及び手袋に交換してから、農場に入っていた。ま

た、専用の作業着については、３日に１回程度（明らかに汚れた場合はその際

に）洗濯機を用いて洗濯を行っているとのこと。 

② 家きん舎間を移動する場合は、各家きん舎出入口に設置している蓋付きの衣装

ケースに入った専用長靴に履き替え、家きん舎専用の踏込消毒槽で消毒を行っ

た上で出入りを行っていたとのこと。加えて、その際に手袋の交換、手指消毒

も行っていたとのこと。 
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③ 当該農場は、農場入口に立入禁止看板、稼働式の専用ゲート、三角コーンを設

置し、必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにする対策が講じら

れていた。 

④ 発生農場及び疫学関連農場ともに、来場する者はほとんどいないため、来場者

記録簿については作成しておらず、出荷台帳や飼料の伝票により、来場者記録

を行っているとのことであった。 

⑤ 家きん舎横には、飼料タンクが設置されているが、当該タンク上部には蓋が設

置されており、タンク内への野鳥等の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の

混入の可能性は低いと考えられた。 

⑥ 飼養家きんへの給与水は、当該農場では地下水をくみ上げ、ラインにより一時

保管せずにそのまま使用していたとのこと。また、疫学関連農場では地下水を

くみ上げ、一時保管した後、塩素消毒を行った上で使用していた（当該農場地

域の地下水はマンガンが多く含まれているとのこと。疫学関連農場には育雛舎

が位置しており、育雛舎のストレーナーがマンガンで痛むのを防ぐため、疫学

関連農場のみ給与水のマンガン除去をすると同時に塩素消毒を行っていたとの

こと）。なお、ラインを含め、開口部や雨水の混入はなかったとのこと。 

⑦ 飼養衛生管理者によると、農場で生産された種卵は、逆性石けんによる浸漬消

毒（42℃２分間）を行った後、貯卵、孵卵しているとのこと。 

⑧ 飼養衛生管理者によると、発生農場と疫学関連農場の間であひるの移動は行っ

ていないとのこと。 

⑨ 飼養衛生管理者によると、当該農場では、家きん舎単位または家きん舎内の仕

切り単位でオールアウトし、その際、家きんの糞の除去や洗浄・消毒を実施し

ていたとのこと。発生農場においては、11月初旬に出荷に伴うオールアウトを

実施し、調査時にはまだその区画（第1区画）において、あひるは導入されて

いなかった。 

⑩ 飼養衛生管理者によると、車両が農場に入場するには、消石灰帯及び動力噴霧

器による消毒を実施していたとのこと。 

⑪ 飼養衛生管理者によると、月２～３回程度、飼料運搬会社が飼料搬入のため入

場しており、直近では１月６日に搬入していた。成鳥用飼料はタンクに搬入

し、育雛用飼料は紙袋で搬入していた。成鳥用飼料は、ひなの出荷先から指定

を受けており、育雛用飼料は人工孵化場から紹介を受けた業者であったとのこ

と。 

⑫ 飼養衛生管理者によると、成鳥用飼料は飼料タンク（５t）が満杯になるまで

飼料を納品するため、飼料運搬トラックがそのまま他農場へ移動したり、他農

場から移動してきた可能性はないとのこと。飼料運搬会社の社内規定により、

飼料工場をトラックが出発する際には消毒を行っており、加えて、当該農場入

口においては消石灰帯の通過及び動力噴霧器による車両消毒（アストップ）等

を行い、農場で用意している長靴に履き替えた上で入場してもらっていたとの

こと。 
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⑬ 飼料管理者によると、敷料は近隣の農家所有の水田から収穫した米の稲わらを

及び籾殻をもらっているとのことであるが、1月中旬に入って稲わらが足りな

くなったため、埼玉県の業者から稲わらを購入したとのこと。稲わら及び籾殻

は農場内の倉庫に保管してあり、野生動物の糞等に汚染する可能性は低いと考

えられた。 

⑭ 飼養衛生管理者によると、当該農場と他農場との間では、器具、機材及び重機

等を共有することはないとのこと。 

⑮ 飼養衛生管理者によると、動物用医薬品会社が農場に来入場することはなく、

アストップ等購入品は動物用医薬品会社が自宅脇に置いていくか、宅配便等で

自宅に配送してもらっていたとのこと。 

⑯ 当該農場に管理獣医師はおらず、直近の獣医師の訪問もなかった。 

⑰ 家畜保健衛生所の職員は、１月15日の死亡家きんの増加に伴う、立ち入り検査

が 後の来場であったが、それ以前は、飼養衛生管理基準遵守状況の確認のた

めに昨年10月12日に来場していた。 

⑱ 飼養衛生管理者によると、ガス会社は発生農場へは入場していないとのこと。 

⑲ 家きんの糞は鶏舎内で１カ月程度保管した後、農場外の堆肥置き場に一時保管

し、生石灰を散布した上で、農場内のショベルカーで切り返しを行い、たい肥

化処理した後、耕種農家で使用していた。また、飼養衛生管理者所有のネギ畑

等で一部を使用していたとのこと。また、死亡家きんについては、家きん舎外

の蓋が閉まるプラスチックペールに入れ、倉庫内で一時保管した後、たい肥と

混ぜた上で野積みし、ブルーシートを掛け、数年かけてたい肥化処理してい

た。 

⑳ 死亡家きんを混ぜたたい肥については、家きんの骨が目立ち畑作農家が好まな

いため、飼養衛生管理者の畑以外には搬出していないとのこと。 

㉑ 排水の貯留槽については、スミクロール（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウ

ム））を用いて消毒を行って いるとのことであったが、貯留槽が目詰まりを

起こさないよう、貯留槽を月に１回程度掃除し、その際の汚泥等のゴミについ

ては、堆肥置き場にダンプで運んだ後すき込んでいたとのこと。 

㉒ 飼養衛生管理者によると、当該農場の屋外通路及び家きん舎周辺には定期的に  

石灰散布を行い、消毒を行っていたとのこと。 

㉓ 現地調査時、家きん舎内は天井や金網に埃がたまっている状況であったが、こ

れについては、昨年６月には綺麗に洗浄・消毒した状態であったとのこと。な

お、ハード面について４重の防鳥ネットにした以外は特段の改修は行っていな

かったとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では、飼養管理は３名の従業員（飼養衛生管理者、２名のアルバイ

ト）が行っており、うち２名（飼養衛生管理者、昨年発生時も従事していた

男性アルバイト）が当該農場と疫学関連農場で、もう１名の女性アルバイト
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（昨年発生時も従事していた者）が疫学関連農場の孵卵室の作業を担当して

いるとのこと。 

② 飼養衛生管理者によると、飼養衛生管理者と男性アルバイトの２名はそれぞ

れ、あひるの健康観察、敷料の追加（汚れていたら稲わら・籾殻を追加）及

び卵の回収等の作業を行っており、いずれもあひると接触する機会があると

のこと。 

③ 飼養衛生管理者および孵卵室担当の女性アルバイトは疫学関連農場に隣接す

る自宅から出勤していた。 

④ 男性アルバイトは衛生管理区域外の自宅から自家用車で通勤していた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 当該農場の家きん舎においては、壁面に金網及び４重の防鳥ネットが設置さ

れている上、いずれも金網の外側にロールカーテンがあり、飼養衛生管理者

によると、冬期は家きん舎内作業時以外は常に閉鎖していたとのこと。また、

出入口は各家きん舎側面の決められた場所で、ロールカーテンを巻き上げ、

防鳥ネットをめくり、家きん舎内に入って飼養衛生管理にかかる作業を行っ

ており、出入りの際以外は、出入口は閉鎖されていた。ただし、家きん舎内

の水どいからの家きん舎外の側溝への排水部分について、排水の際にゴミ等

で押し出されるため、排水部分の金網が一部めくり上がっており、野生動物

の侵入が可能であると考えられた。 

② 排水部分の金網以外の箇所については、家きん舎の側面の金網や防鳥ネット

に隙間や破損は認められなかった。 

③ 飼養衛生管理者によると、家きん舎内でネズミを目撃することはほとんどな

く、調査時にも、小動物が侵入した形跡は見られなかった。殺鼠剤によるネ

ズミ対策は行っているとのこと。 

④ 飼養衛生管理者によると、疫学関連農場周辺ではネコが見られるが、発生農

場内ではネコは見かけず、野生動物を目撃することもなかったとのこと。た

だし、自宅周辺の畑にはカラス、小鳥などの野鳥が落花生等の残りをついば

みに来ており、特に１月に多く見られ、音で威嚇していたとのこと。調査時

には、疫学関連農場内でネコ、農場周辺の農地でハシボソガラス 9羽、スズメ

140 羽等の野鳥が確認された。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒実施前に発生家きん舎及び非発生家きん舎内の環境サンプル、

あひる血清等及び農場外の沼の水と野鳥糞、計77検体を採取した。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及び鳥取大学においてウ

イルス検査を実施した結果、発生家きん舎および非発生家きん舎の生存家きん及

び環境材料から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出された。 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

 

  

＜発生農場における疫学サンプル採材場所＞ 

 

 

  

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 餌箱、給水器、壁、敷料、産卵箱、家きん 

非発生鶏舎 餌箱、給水器、壁、敷料、産卵箱、家きん 

農場外の沼 水（DNA解析実施中）、野鳥糞 

発生鶏舎（Ａ鶏舎、８区画） 

非発生鶏舎（Ｂ鶏舎、５区画） 
非発生鶏舎 

（Ｃ鶏舎、１区画） 

倉
庫 

出
入
口 

給水器 

給水器 給水器 

餌箱 
餌箱 

餌箱 

敷料 

敷料 

敷料 

壁 
壁 

壁 

産卵箱 

産卵箱 

産卵箱 

 ：採材場所 

：うちウイルスが検出された場所 
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16）岩手県１例目（久慈市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

岩手県久慈市 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約42,000羽 

鶏舎 処分羽数 日齢※ 

1号  
 

6,495 
（発生鶏舎） 

31日齢 

2号 6,398 31日齢 

3号 6,533 31日齢 

4号 7,490 30日齢 

5号 6,203 30日齢 

6号 8,352 30日齢 

  計 41,471 30～31日齢 

（令和4年2月12日時点）    

 

ウ．発生確認日 

令和 4年2月 12日 

 

（２）経緯 

令和 4年 2月11日 当該農場の管理獣医師が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 4年 2月12日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 2月14日  防疫措置完了 

令和 4年 2月16日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 3月 1日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 3月 8日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎である1号鶏舎における2月9日以前の過去1週間の1日あたりの死亡鶏

は、1～５羽の間で推移。発生鶏舎では2月10日に76羽、翌日には236羽と死亡が

さらに増加したことから、管理獣医師が家畜保健衛生所に通報した。家保が簡

易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 
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（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、里山の麓に位置し、付近は雑木林やアカマツ林、水田に囲ま

れ、北側を川が流れていた。発生鶏舎である1号鶏舎は川側に位置していた。

また、西側は草地となっており、スズメなどの小型鳥類やネズミ類の採食地

となっている可能性が考えられた。 

② 当該農場に隣接する水田は、耕起され落ち籾がすき込まれていた。また、乾

燥していたためカモ類の採食には適さないと考えられた。調査時、当該農場

の周辺河川では水鳥類は確認されなかったが、久慈市内では２月８日、14 日、

16日、17 日に回収されたオオハクチョウ及び２月 11、13 日に回収されたハシ

ブトガラスの遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザ陽性の結果が得られて

おり、その後もオオハクチョウ、ハシブトガラス等の野鳥で簡易検査・遺伝

子検査陽性が確認されている。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場はセミウインドレスが6棟あり、肉用鶏が平飼いで飼養されていた。

6棟中3棟（2,3,4号鶏舎）に前室が設置されていた。発生鶏舎である1号鶏舎

を含む5，6号鶏舎には設置されていなかった。 

② 当該農場には鶏舎の他、管理棟（事務所）、倉庫（消毒薬等の保管場所として

使用）、消毒棟（農場入口の消毒機材等を保管）が設置されていた。また、1

号鶏舎（発生鶏舎）の正面にブルーダー用プロパンガス置き場が設置されて

いた。 

③ 鶏舎の一方の側面の壁には通気窓があり、跳ね上げ式の板が内外に設置され
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ており、両方開けることで開放する仕組みになっていた。さらに、窓には２

㎝×２㎝の金網が設置され、ここから給気していた。もう一方の側面の壁に

は排気用の換気扇が設置されており、換気扇の外側には手動で開閉する蓋が

設置されていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 飼養管理者は、農場に入る際には、衛生管理区域外の事務所で農場専用のつ

なぎを着用し、農場入口の消毒棟で農場専用の作業着、長靴、手袋に交換

し、手指消毒を実施していた。また、各鶏舎に入る際は、専用長靴及び手袋

に交換し、踏込消毒及び手指消毒を実施していた。 

② 鶏舎横のタンクに供給された飼料は配管を通じて鶏舎内へ運ばれ、パイプラ

インによって自動給餌されていた。飼料タンク上部には蓋が設置されてお

り、タンク内への野鳥等の侵入及び糞等の混入の可能性は低いと考えられた 

③ 鶏舎の飲用水には井戸水を利用していた。ポンプで汲み上げ後、水が外気に

触れることなくパイプラインで直接鶏舎へ配水されていた。 

④ 当該農場は農場全体でオールイン・オールアウトを行っており、オールアウ

ト時は系列会社が所有する重機を持ち込んで除糞、鶏舎内の清掃・消毒を行

っていた。オールアウト後の空舎期間は14～16日。 

⑤ オールアウト後、鶏舎から搬出された鶏糞は系列会社のバイオマス発電所に

搬入されていた。 

⑥ 農場入口及び鶏舎入口には定期的に消石灰を散布していた 

⑦ 当該農場の農場敷地を囲む柵やフェンスは設置されていなかった。衛生管理

区域の公道に面した入口は使用時以外ロープで入場が制限され、関係者以外

立入禁止の標識が提示されていたが、鶏舎裏手の土手側等には遮蔽物はなか

った。農場入口の消毒棟には、車両消毒用動力噴霧器、手指消毒用アルコー

ルスプレー、農場用作業着及び長靴が設置されており、農場立入者への入退

場手順が提示されていた。飼料業者等の外部立入者が農場に入る際には、こ

の消毒棟で車両消毒を行い、更衣及び長靴の交換をし、農場訪問記録表に長

靴、手指、物品及び車両消毒の実施状況を記入した上で作業を行っていた。 

⑧ 農場内の踏込槽や車両等の消毒にはパンパックスを600倍希釈して使用してい

た。また、オールアウト後の鶏舎消毒にはパンパックスとタナベゾールを併

用していた。 

⑨ 飼料は多い時期で４日に１回の頻度で運搬していた。直近の搬入日は２月７

日であった。 

⑩ 鶏舎の敷料にはおが粉を使用しており、直近の搬入日は1月8日であった。な

お、おが粉は使用量を直接鶏舎へ搬入するため、農場内に敷料保管庫は設置

していない。 

⑪ 発生鶏舎正面には、鶏舎で使用しているブルーダー用プロパンガス置き場が

設置されていた。ガス業者の直近の入場は２月10日であった。 
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⑫ 飼養管理者は、毎日朝夕2回、鶏の健康観察と給餌及び死亡鶏の回収を行って

いた。 

⑬ 健康観察時に回収した死亡鶏は、共同死鳥置き場へ、１～３日に１回の頻度

で搬出していた。当該場所から化製場への搬出は処理業者が行っていた 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では飼養管理者１名が勤務しており、その他の従業員はいなかっ

た。 

② 飼養管理者が鶏の健康観察や給餌を行っており、導入・出荷作業や鶏舎の除

糞、共同堆肥舎への搬搬作業等は系列会社の下請け業者が行っていた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 調査時、農場の周辺河川では水鳥類は確認されなかった。農場から約2.5㎞の

距離にある久慈川―長内川には、4㎞区間内にオオハクチョウ5羽、マガモや

ホシハジロなどカモ類約70羽が、猛禽類のノスリが確認された。なお、調査

時に回収したマガンの死体から採取した気管とクロアカスワブを鳥取大学で

検査したところ、H５亜型の遺伝子が検出された。また、動物衛生研究部門で

当該マガンと発生農場の家きんから分離されたウイルスのHA分節の塩基配列

を比較したところ、100％一致していることが確認された。 

② 飼養管理者によると、農場周囲ではネコやキツネを見かけるが農場内で野生

動物を目撃することはないとのこと。 

③ ネズミ対策（殺鼠剤の設置）を実施しているが、飼養管理者によると、農場

内でネズミを目撃したことはないとのこと。 

④ 鶏舎の通気窓には網目が２㎝×２㎝の金網が設置されていたが、調査時に破

損は確認されなかった。飼養管理者によると、鶏舎の破損発見の都度、直ち

に修復しているとのこと。 

⑤ 鶏舎の排気用換気扇の外側には手動で開閉する蓋が設置されているが、飼養

管理者によると、換気扇停止時には蓋は閉めきっているとのこと。 
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（６）疫学サンプル 

 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（１号鶏舎） 

 

 

11～20死亡鶏気管(T),クロアカ(C)スワブ、 

21吸気口(左奥)、22排気口(右奥)、23敷料(奥)、 

24吸気口(左中)、25排気口(右中)、26敷料(中)、 

27吸気口(左前)、28排気口(右前)、29敷料(前)、 

30出入口床、31鶏舎内長靴底、32飼料（タンク内） 

疑似発生鶏舎 

（２号鶏舎） 

いずれも気管(T),クロアカ(C)スワブ 

1,2死亡鶏、3,4衰弱鶏、5,6衰弱鶏、7,8衰弱鶏、9,10衰弱鶏 

（３号鶏舎） 
33,34死亡鶏、35,36衰弱鶏、37,38衰弱鶏、39,40死亡鶏、

41,42死亡鶏 

（４号鶏舎） 

 

43,44死亡鶏、45,46死亡鶏、47,48死亡鶏、49,50死亡鶏、

51,52生存鶏 

（５号鶏舎） 

 

53,54脚弱鶏、55,56脚弱鶏、57,58衰弱鶏、59,60衰弱鶏、

61,62衰弱鶏 

（６号鶏舎） 

 

63,64衰弱鶏、65,66衰弱鶏、67,68衰弱鶏、69.70衰弱鶏、

71,72衰弱鶏 
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17）宮城県１例目（石巻市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

宮城県石巻市 

イ．飼養状況 

肉用鶏種 約33,000羽 

鶏舎 飼養羽数 週齢 

３号舎 

（発生鶏舎） 

7,536羽 

（雌6,827/雄709） 

46週 

４号舎 9,584羽 

（雌8,714/雄870） 

５号舎 8,508羽 

（雌7,711/雄797） 

６号舎 7,348羽 

（雌6,666/雄682） 

（令和４年３月24日時点） 

ウ．発生確認日 

令和 4年 3月25日 

 

（２）経緯 

令和 4年 3月24日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 4年 3月25日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

令和 4年 3月25日 疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 3月28日  防疫措置を完了 

令和 4年 3月30日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 4月 8日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 4月19日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎（３号舎２階）における１日当たりの平均死亡羽数は０～４羽程度で

あったが、令和４年３月21日に33羽、22日に48羽、23日に730羽と増加し、24日の

朝も250羽の死亡を認めたため、農場から宮城県大河原家畜保健衛生所（以下「大

河原家保」という。）に通報した。大河原家保が簡易検査を実施した結果、陽性

が確認された。 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は高さ20ｍの海岸海食崖に近い山の斜面に位置しており、周囲を森林

に囲まれていた。 

② 農場周辺はアカマツの混生する落葉広葉樹林とスギ植林、低木林に囲まれ、林

内では、ヤマガラ、大型ツグミ、ヒヨドリ、コゲラ、トビ、ハシブトガラスが

確認されたが、数は少なかった。 

③ 農場から１kmの距離にある鮎川漁港では、ウミネコ等のカモメ類約 150 羽、少

数のウ類及びオオバンが確認された。2.9km のため池ではアオサギ２羽が確認

された。 

④ 農場付近の海岸を含めいずれの調査地点でも、カモ類は確認されなかった。 

農場出入口は県道に面しているが交通量は少なく、漁港関係者や観光客の車が

たまに通行する程度とのこと。 

   

（イ）鶏舎の構造 

① 敷地内には独立したウインドレス鶏舎４棟（３～６号鶏舎）、種卵消毒・貯蔵

施設、飼料タンク、倉庫、焼却炉、給与水用の貯水消毒施設及び貯水施設があ

った。 

② 当該農場は、採卵養鶏場として使用していた施設を改修して使用しており、３

号鶏舎の西の海側に１号、２号鶏舎があったとのことだが、現在は更地になっ
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ていた。 

③ 農場出入口から海に向かう傾斜地に鶏舎が建っており、発生鶏舎である３号鶏

舎は敷地の も奥側で、海側の一番低い場所に位置していた。 

④ 鶏舎は４棟とも２階建てで、上下の間取りは同じであり、各鶏舎はほぼ同じよ

うな構造であった。 

⑤ 種卵消毒・貯蔵施設内には種卵の洗浄・消毒設備と貯蔵庫の他、事務所、従業

員が休憩や着替えをするエリアが併設していた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

【飼養衛生管理マニュアル】 

飼養衛生管理マニュアルは作成されていたが、人・車両の入場手順及び鶏舎周

囲の石灰散布（範囲、頻度）は、マニュアルどおりに実施されていなかった。 

 

【人及び車両の農場入場時の消毒等】 

①  農場出入口にはゲート式車両消毒装置があり、ゲート横には立ち入り禁止の標

識が設置されていた。農場出入口のゲートは夜間の従業員退場時には施錠する

が、農場周囲の林と衛生管理区域の境界に柵等の物理的な障壁や石灰帯等は設

置されていなかった。 

② 車両は入場時に感知式の消毒ゲートで車両消毒（クリアキル、500 倍希釈）を

実施していた。 

③ 従業員が衛生管理区域に入る際は、農場内の事務所更衣室で農場専用の作業

着、長靴及び手袋を着用するが、手指消毒は実施していなかった。 

④ 各鶏舎には前室があり、前室入口で踏込消毒（トライキル、1000 倍希釈）を実

施してから鶏舎用の長靴に履き替えるが、長靴履き替え場所にすのこ等はな

く、前室内のエリア分けは不明瞭であった。前室から鶏居室（飼養エリア）へ

入る際には再度踏込消毒（消石灰）を実施しているとのことであった。また、

鶏舎専用の作業着はなく、手指消毒は実施していないが、鶏舎内用の手袋に交

換するとのこと。なお、踏込消毒槽は汚れ具合に応じて交換しており、３～４

日に１回程度交換しているとのことであった。 

⑤ 飼料会社等の外来者は消毒ゲート横にある飼養衛生管理区域外のプレハブで農

場専用の作業着と長靴を着用しているが、フロアマットの交換や消毒は実施し

ていなかった。入場記録は、この倉庫内に設置してある入場記録簿に記入する

とのことであった。 

 

【飼養管理】 

① 雛は外部から導入しており、発生時に飼養中のロットは、令和３年５月８日に

孵化翌日の初生ひなを導入したもので、発生時は 46 週齢であった。 

② 全４鶏舎は同一ロットでオールイン・オールアウトを行っており、オールアウ

ト後は鶏舎内の鶏糞及び敷料を搬出、水洗洗浄、乾燥、消毒、石灰乳剤の塗布
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を実施し、３か月程度の空舎期間を設けているとのこと。 

③ 冬季は鶏舎の横方向報告の換気扇と、吸気口の開き具合で室温を調整してい

た。発生鶏舎２階では、通報の前の週から室温が上がってきたため、鶏舎の縦

方向（トンネル換気）の換気扇も５台のうち、１台稼働していた。吸気口には

金網、換気扇の外側には閉鎖可能な蓋が設置されていた。 

④ 鶏舎出入口周囲の石灰散布を本年１月に２回実施したが、 近は実施していな

いとのことであった。 

⑤ 雛の導入から産卵開始前は、跳ね上げ式のネット柵によって鶏居室舎内を５つ

の区画に分けているが、産卵開始の少し前になるとからは柵を跳ね上げて１フ

ロアとして使用していた。 

⑥ 敷料は、オガクズを業者から購入しており、雛導入直前の４月末に鶏舎内に入

れたとのこと。その後、オールアウト時まで搬出することはなく、時々小型の

畑用耕耘機を用いて撹拌し、床地面をやわらかくしているとのこと。 

⑦ 空舎期間中に堆肥の搬出のため重機等を他の関連農場と兼用で使用することも

あるが、雛の導入後鶏の飼養期間中は兼用することはなく、重機は農場出入り

の先に洗浄・消毒しているとのこと。 

⑧ 廃鶏は通常 64 週齢頃で、茨城県と鹿児島県に出荷しているとのこと。オール

アウト時の搬出開始から完了にはまで１週間程度かかるとのことであった。 

 

 【種卵】 

① 種卵はネスト内のベルトで自動回収されるが、ネスト以外に産卵したものは、

１日に計４回、鶏舎内を見回り手動で回収しているとのこと。 

② 回収した種卵は農場内の種卵消毒・貯蔵施設で洗浄・消毒した後、同施設内に

ある一時保管庫で保管するとのこと。 

③ 出荷先は系列農場で、輸送は運送会社が行っていた。 

④ ３月３日、７日、10 日、14 日、17 日、20 日に２か所の工場へそれぞれ１回あ

たり 40,000 個を出荷した。 

 

【給餌及び給与水】 

① 飼料は配合飼料を利用しており、運送会社が１週間に３～４回の頻度で搬入し

ていた。３月は２、５、７、９、11、15、17、18、24 日に搬入した。 

② 鶏舎横には飼料タンクがあり、飼料タンクの上部には蓋が設置されていた。メ

ス用の餌は飼料タンクの餌が鶏舎内のラインを通して自動給餌していた。オス

の餌（紙袋入り又はオス用飼料タンクに貯蔵）は別途用意し、作業者が餌箱に

入れて給餌していた。 

③ 飼養鶏への給与水は農場から北へ約 20m の沢から取水した沢水を使用してお

り、取水口は金網で覆われていた。取水した水は、貯水消毒施設の貯水槽で次

亜塩素酸ナトリウムにて消毒、さらにポンプアップで高い位置にある別の貯水

施設の貯水槽に貯めた上、各鶏舎へ給水していた。沢水が不足する時期には、



 

 

- 107 - 

 

水道水を利用しているとのこと。 

④ 給水ラインは閉鎖系だが、貯水槽に蓋は無く、貯水施設建屋には小型の野生動

物が侵入可能と思われる穴が認められた。 

 

【鶏糞及び死亡鶏の処理】 

① 死亡鶏は健康観察時に回収し、その日のうちに農場内の焼却炉で焼却している

とのことであった。 

② 鶏糞は、オールアウト時に重機を用いて敷料ごと鶏舎から搬出し、２軒の農家

（発生農場から 30km と 45km 程度の畑）へ配布しており、直近 1か月以内の搬

出はなかった。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場は、飼養管理者を含む11名の従業員で農場の管理を行っていた。11名

のうち、正社員４名、パート１名、外国人実習生等６名である。 

② パート及び外国人実習生に正社員１名を加えた計８名の従業員で４つの鶏舎を

分担しており、各鶏舎２名が専属で飼養管理及び集卵作業を担当しているとの

こと。飼養管理者を含む残りの３名は、各鶏舎を担当する従業員が休みの際の

補助等を行っているとのこと。140日齢程度までは作業人数が必要なため、固

定された作業者以外の複数名で鶏舎に入ることもあるとのことであった。 

③ 外国人実習生６名はベトナム人の技能実習生及び特定技能外国人であり、来日

時期はそれぞれ2018年５月と2019年５月であった。６名は全員来日以降一度も

帰国しておらず、継続して日本に滞在していた。飼養管理者によると、６名の

日本語能力は意思疎通に支障のない程度で、出入口での消毒等の衛生管理に関

して教育はされており、消毒作業も指示どおりに実施しているとのことだっ

た。 

④ 農場に出入りする獣医師は管理獣医師のみであった。指導立入り頻度は半年に

１回程度であり、直近１か月以内の訪問歴は、３月23日と24日であった。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、農場内や周辺でスズメ、ツグミ、ヒヨドリ、カラスや

トビ等の野鳥、タヌキ、ハクビシン、シカ、ネコをみかけることがあるとの

こと。 

② ネズミについては、主に鶏舎前室で時折糞や餌袋の食い破りを見かけること

があるが、発生時のロットでは過去のロットより頻度が少なく、本ロットで

は殺鼠剤の設置等は実施していなかった。 

③ 調査時に発生鶏舎の鶏舎壁面下方や 1階壁の裏側の断熱材にネズミ類に齧られ

たと思われる穴が認められた。 
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（６）疫学サンプル 

 

① 鶏 

※（ ）は検体No.、下線部はウイルスが検出された検体 

 

② 環境材料 

3号鶏舎1階 出入口：床 (23)、長靴底 (24)、 

給餌ライン：鶏舎前室：出入口 (25)、給餌ホッパーの中身 

(26)、 

手前給水器 (27)、給餌ライン手前 (28)、 

吸気口付近：入口から2つ目 (29)、 

給餌ライン：真ん中 (30)、ネスト内：真ん中 (31)、 

真ん中 (32)、吸気口：真ん中 (33)、鶏舎床：砂地 (34)、 

給餌ライン（奥)、 (35)、 

給水器（奥)、 (36)、排気口 (37)、換気扇 （奥)、 (38)、 

天井：38付近 (39)、換気扇：排気：奥から2番目 (40) 

3号鶏舎2階 

（発生鶏舎） 

給餌ライン:鶏舎前室:出入口 (41)、 

前室飲水タンク(42)、給餌ホッパー：出口(43)、 

前室床 (44)、給水器：手前 (45)、 

給餌ライン：手前(46)、吸気口：手前 (47)、 

給水器：真ん中(48)、給餌ライン：真ん中 (49)、 

ネスト内側屋根 (50)、吸気口：奥 (51)、 

排気口：鶏舎突き当たり (52)、排気口：換気扇奥 (53)、 

間仕切り (54)、排気口：換気扇真ん中 (55)、 

2階手前壁 (56)、前室給餌ラインの中身 (57) 

4号鶏舎（外部） 鶏舎外回り金網破損部 (58)、吸気口：外側 (59) 

3号鶏舎（外部） 鶏舎外回り金網破損部 (60) 

※（ ）は検体No.、下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

6号鶏舎1階 気管 (1)、クロアカ (2)、気管 (3)、クロアカ (4)、 

気管 (5)、クロアカ (6) 

5号鶏舎1階 気管 (7)、クロアカ (8) 

4号鶏舎1階 気管 (9)、クロアカ (10)、気管 (11)、クロアカ (12) 

3号鶏舎1階 気管 (13)、クロアカ (14)、気管 (15)、クロアカ (16) 

3号鶏舎2階 

（発生鶏舎） 

気管 (17)、クロアカ (18)、気管 (19)、クロアカ (20)、 

気管 (21)、クロアカ (22) 
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18）青森県２例目（横浜町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

青森県横浜町 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約16万羽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年４月７日時点） 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月 8日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月 7日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

令和 4年 4月 8日 簡易検査陽性 

 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

令和 4年 4月 9日 疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月12日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 4月15日  防疫措置を完了 

令和 4年 5月 4日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月11日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和４年４月７日、発生鶏舎の死亡羽数が前日（６日）の62羽から90羽に増加

したため、農場から青森県むつ家畜保健衛生所（以下「むつ家保」という。）に

通報した。むつ家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

 

 

鶏舎 飼養羽数 鶏舎 飼養羽数 鶏舎 飼養羽数 

１号舎 9,150羽 ８号舎 9,070羽 16号舎 8,190羽 

２号舎 9,269羽 ９号舎 9,372羽 17号舎 9,207羽 

３号舎 

（発生鶏舎） 

8,947羽 10号舎 9,271羽 18号舎 8,628羽 

11号舎 9,272羽 

４号舎 9,120羽 12号舎 9,058羽 

５号舎 9,342羽 13号舎 8,631羽 

６号舎 286羽 14号舎 8,675羽 

７号舎 9,161羽 15号舎 9,214羽 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は海岸から1.2km内陸の砂丘帯に位置しており、周囲は樹高10ｍ前後

のクロマツと落葉広葉樹の森林に囲まれ一部は平坦な草地に接していた。砂丘

上には砂丘間や砂採取後のくぼ地が池となっていた。 

② 農場から約 800ｍのところにある（隣接農場の沈殿）池にカルガモ 13羽、コガ

モ 22 羽、900m の池にカルガモ６羽、キンクロハジロ９羽ほか合計 18 羽のカモ

類を確認した。また、2.2km の池にはカルガモ約 10 羽、コガモ約 60 羽、マガ

モ約40羽、合計100羽以上のカモ類を確認した。なお、下北半島の湖沼群は、

厳冬期には氷結してカモ類の越冬はほとんど無いが、秋と春の移動の時期には

通過するカモ類が飛来する。飛来数と場所は変わるので今回の調査時点で飛来

が確認されなかった池にも飛来していた可能性は高いと考えられる。 

③ 畜舎周囲を含む農場敷地内にはヒミズ（モグラの仲間）の通路が網の目状に多

数みられた。 

④ 農場は、当該農場の他に複数の養鶏場や養豚場が所在する系列グループの養豚

場が所有する敷地内に所在しているため、農場へ到達する道は隣接する養豚場

の衛生管理区域を通っており、農場関係者以外が通行することはなかった。 

⑤ 残雪により、農場周辺及び鶏舎周囲に水溜まりがみられた。また、降雪により

衛生管理区域内のため池の柵も含め、外周に設置された柵の一部が破損してい

た。破損は都度農場責任者の指示により自分たちで修理しているとのこと。 
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（イ）鶏舎の構造 

① 飼養衛生管理区域内には独立したセミウインドレス鶏舎18棟（うち３、４、７

及び８号鶏舎は２階建て）、ボイラー室２つ、井戸、倉庫、沈殿池及び調整池

があった。 

② ２階建ての４棟は１階部分のみ使用し、２階で長年飼養しておらず、１階で鶏

を飼養中に２階に出入りすることはないとのこと。 

③ 鶏舎はセミウインドレス鶏舎で、吸気口には約 2.5cm の金網が設置され、金網

の内側に開閉可能な板が付属していた。鶏舎の壁の下部は開閉可能なパネルに

なっており、パネルの下部は固定されておらず一部浮いている箇所もみられた。

パネルの内側には約 3.5cm の金網が設置されていた。天井の排気口には金網は

設置されていなかったが、すべてに換気扇が設置されており、24 時間稼働して

いるとのこと。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

【飼養衛生管理マニュアル】 

飼養衛生管理マニュアルは作成されていた。 

 

【人及び車両の農場入場時の消毒等】 

① 飼養管理者以外が農場の鶏舎内に入る場合は、系列本社事務所で農場移動用衣

服と靴に更衣後農場移動、車両消毒ゲート（上下と横から噴霧）を通過してい

た。 

② 鶏舎内作業者は、系列本社事務所でのシャワーインの後、養鶏農場入口で再度

シャワーインの上、農場専用の長靴、衣服、手袋を着用するとのこと。 

③ 農場内に立ち入るが鶏舎内に立ち入らない餌会社等は、養豚場入口で車両消毒

後、当該農場入口に設置されている外来者用更衣室に蔵置されている作業服及

び長靴を着用し、再度動力噴霧器にて車両を消毒及びアルコールによる手指消

毒を行ってから入場し、作業を行っていた。その際、更衣室にある入退場記録

簿に記録していた。 

④ 鶏舎に入る際には、各鶏舎入口内側に置かれた消石灰入りの踏み込み消毒槽内

で長靴を脱ぎ、鶏舎内用長靴に履き替え、手指消毒及び手袋の交換を実施して

いるとのこと。 

【飼養管理】 

① 衛生管理区域内の移動には衛生管理区域内専用軽トラックを使用し、毎日午前

に見回り、午後は施設の保守点検を実施していた。 

② おが粉は業者から仕入れており、鶏舎内の敷料が減ると、系列会社で保管して

いるおが粉を系列会社社員が袋に詰め運んでいたとのこと。袋に詰めたおが粉

は鶏舎内で保管していた。 

③ 鶏舎単位で同一日齢の鶏が飼養されており、通報時点では農場内は 5 つのロッ

トに分かれ、発生鶏舎を含む2号～6号鶏舎が42日齢、 も若いロットは17・
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18 号鶏舎の 38 日齢であった。 

④ 鶏舎ごとにオールイン・オールアウト、数日の幅で農場のオールイン・オール

アウトを行っており、オールアウト後は除糞、鶏舎の洗浄消毒、入雛準備のた

め計 10 日間程度の空舎期間を設けているとのこと。 

⑤ ワクチンは、ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン、鶏伝染性

ファブリキウス嚢病生ワクチン及びニューカッスル病不活化ワクチンを接種し

ていた。 

 

【給餌及び給与水】 

① 飼料タンク上部には蓋が設置されており、鶏舎内のラインを通して自動で給餌

出来る構造となっていた。 

② 飼養鶏への給与水は井戸水を塩素消毒してから用いているとのこと。 

③ 飼料は飼料会社に依頼して、毎日搬入していたとのこと。 

 

【鶏糞及び死亡鶏の処理】 

① 飼養管理者によると、死亡鶏は毎日の健康観察時に回収し、衛生管理区域内専

用車両で、農場入り口のすぐ外側にある死鳥缶（金属製の蓋付き容器）に保管

していた。その後、自社運送車でほぼ毎日化製場へ輸送しているとのこと。 

② 鶏糞は、オールアウト時に重機を用いて鶏舎から搬出し、町内外のたい肥場で

たい肥化しており、直近１ヶ月以内の搬出はなかったとのこと。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場は、農場敷地内（衛生管理区域外）に居住している飼養管理者２名が

専属で飼養管理を行っているほか、系列会社社員２名が日常的に来場し、飼養

管理作業は行わないが鶏舎内にも立ち入り状況確認を行っているとのこと。系

列会社社員２名は日曜日以外を当番制で担当していた。パート及び外国人実習

生等はおらず、近年の海外渡航歴もなかった。 

② 農場に出入りする獣医師は系列会社所属の管理獣医師のみであった。指導立入

り頻度は必要時のみで、直近１か月以内の訪問歴は、16，18号棟の検案実施時

と４月７日の通報直前の計３回であった。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、農場内や周辺でカラス、スズメ、ネコをみかけること

があるとのこと。農場内には７m 四方と 20m 四方の沈殿池と調整池が存在する

が、調査時には水鳥類は確認されなかった。 

② ネズミ対策として、入雛から５週齢までは殺鼠剤と粘着シートを鶏舎前室に

設置していた。ネズミがかかることもあり、その場合は追加で対策をとるこ

ともあるとのこと。 

③ 養豚場の飼養衛生管理区域と隣接するため、養鶏場の周囲は２方面において
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野生動物侵入防止柵が設置されていた。柵が広範囲に及ぶため、残りの２方

面は目視できなかった。また、養豚場敷地との境界に立つ柵は、養豚場から

当該養鶏場側へ柵の下を小動物（アナグマ程度の大きさと推察）が掘って侵

入した痕跡が確認された。 

④ 農場内に沈殿池（約 7ｍ四方）及びため池（約 20m 四方）があり、雨水やオー

ルアウト後の洗浄水が貯留していた。周囲は柵で囲まれ、池の上部には鳥よ

けのテグスが張られていたが、テグス間隔が広く一部は切断していた。 

 

（６）疫学サンプル 

 防疫措置の殺処分実施直前に環境サンプルおよび死鳥サンプル等合計１５１

検体を採取し、鳥取大学においてウイルス検査を実施したところ、発生鶏舎の床

と死鶏４羽の気管およびクロアカスワブから高病原性鳥インフルエンザウイルス

が検出された（調整池は解析中）。 

※下線部はウイルスが検出された検体 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

死鶏の気管スワブ、クロアカスワブ（５羽） 

 

換気扇、敷料、入気孔、飲水、餌、ニップル、 

農場担当者長靴、床、天井の蜘蛛の巣 

非発生鶏舎 
死鶏の気管スワブ、クロアカスワブ 

（鶏舎の死亡羽数に応じて２～５羽） 

農場環境 調整池の水 
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19）青森県３例目（横浜町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

青森県横浜町 

イ．飼養状況 

肉用鶏 約11万羽 

 

（令和４年４月13日時点） 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月15日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月14日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

         簡易検査陽性 

令和 4年 4月15日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

令和 4年 4月16日 疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月19日  防疫措置を完了 

令和 4年 4月20日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 5月 4日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月11日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和４年４月14日、発生鶏舎の死亡羽数が前日（13日）の14羽から約100羽に増

加したため、農場から青森県むつ家畜保健衛生所（以下「むつ家保」という。）

に通報した。むつ家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

鶏舎 飼養羽数 鶏舎 飼養羽数 鶏舎 飼養羽数 

１号舎 空舎 ９号舎 9,001羽 16号舎 9,228羽 

２号舎 空舎 10号舎 

（発生鶏舎） 

9,094羽 17号舎 8,959羽 

３号舎 空舎 18号舎 8,725羽 

４号舎 空舎 11号舎 8,761羽 

５号舎 2,018羽 12号舎 9,038羽 

６号舎 空舎 13号舎 8,200羽 

７号舎 9,120羽 14号舎 8,748羽 

８号舎 9,044羽 15号舎 9,079羽 
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（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は４月８日に確認された 18 例目の発生農場と同一の会社の農場であ

り、18 例目農場からおよそ 400m 離れた地点に位置していた。また、両農場は

系列グループが運営する養豚場の敷地内に所在しており、農場周辺は森林に囲

まれていた。 

② 当該農場の衛生管理区域内には沈殿池が存在していたが、ほとんど水はない状

態だった。 

③ 当該農場はセミウインドレス鶏舎 18 棟からなり、発生時はそのうち 13 棟で肉

用鶏が飼養されていた。 

④ 当該農場周囲との隣接面にある道路は、全て衛生管理区域内であることから、

農場関係者以外は通行しない状態だった。 

⑤ 衛生管理区域は、当該農場や養豚場等を含めてまとめて設定されているため、

農場に隣接する道路や養豚場との境界にフェンス等は設置されていなかった。 

⑥ １～４号舎と６号舎は、出荷後のため発生時は飼養を行っていなかった。 

⑦ ５号舎は、１～４号舎と６号舎と共に一部出荷を行ったが、出荷途中に 18 例

目の発生による移動制限がかかったため、発生時は一部の肉用鶏を飼養してい

た。 

⑧ 発生鶏舎は 10 号舎で、農場のほぼ中央に位置していた。 

 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 鶏舎は、壁面上部と下部に吸気口があり、上部には開閉用の蓋と網目が約

2.5cm の金網が設置されていた。開閉用の蓋は、コンピュータ制御により自動
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で開閉するとのこと。また、壁面下部にも吸気用の開口部があり、人力で開閉

可能なパネルと、網目が約 3.5cm の金網が設置されていた。パネルの下部は固

定や施錠はされておらず、閉鎖時にも下部が数cm開いた状態であった。なお、

発生鶏舎では、４月７日から発生日（14 日）まで、下部の開口部を開放してい

たとのこと。 

② 鶏舎出入口には、通常の金属製の扉の内側に、跳ね上げ式の木枠と網目が約

3.5cm の金網で構成された扉が設置されていた。換気を多くしたい場合は、跳

ね上げ式の木枠の扉を下ろした上で、金属製の扉を開放していた。木枠を下ろ

した際に、木枠とその外枠の間には、約２～３cm 程度の隙間があった。発生鶏

舎は、直近では４月 11 日と 12 日の日中に金属製の扉を開放していた。 

③ 鶏舎天井には排気ファンが設置されていたが、ファンのダクト内や排気口には

防鳥ネット等は設置されていなかった。通常はファンが常時稼働しているため、

野鳥等の侵入の恐れはないと考えられたが、通気を多くしたい場合は、天井の

排気ファンを停止し、壁面の吸気用蓋・パネルと出入口の金属製の扉を開放し

た上で、鶏舎内でスタンド式のファンを複数作動させていた。なお、発生鶏舎

では、４月 11 日と 12 日の日中に、天井の排気ファンを停止して通気を行って

いた。天井のファンを停止する理由は、スタンドファンと両方を稼働させるに

は供給電力が足りていないためとのこと。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

【飼養衛生管理マニュアル】 

① 飼養衛生管理マニュアル及び外部からの農場への入退場時の衛生措置について

規定した入退場管理マニュアルが設置されていた。 

② 18例目と同様、農場内の各鶏舎や施設にはその名称が掲示されるとともに、入

場時の更衣や消毒の手順などが各所に分かりやすく掲示されていた。 

 

【人、車両、機具の農場入場時の消毒等】 

① 当該農場の入口までは、18例目と同様に、系列会社の養豚場の衛生管理区域を

通る必要があるため、農場関係者以外が通行することはなかった。 

② 飼養管理者が農場に入る際は、養豚場の入口で自家用車から農場内専用車両に

乗り換え、車両消毒装置・車両消毒槽を通過後、当該農場入口で動力噴霧器を

用いて車両消毒（アストップ 1,000 倍希釈）を実施していた。 

③ 飼養管理者、担当社員及び鶏舎に立入る外来者は、農場に入る際、シャワーを

浴びたうえで農場専用の作業着、長靴に交換し、手袋を着用していた。 

④ 鶏舎に立入らない外来者は、農場に入る際、シャワーを浴びずに農場専用の作

業着、長靴に交換し、手指消毒を実施していた。 

⑤ 各鶏舎出入口には、鶏舎専用長靴が入った消石灰入り消毒槽が設置され、長靴

の交換と各自が携帯しているアルコールスプレーで手指の消毒を行って入舎し

ていた。 
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⑥ スタンド式のファンや重機等を系列農場間で共用しているが、農場に持ち込む

際や持ち出す際には洗浄・消毒を実施しているとのこと。なお、発生鶏舎では、

発生時に飼養していた鶏群の導入後に別の農場からファン等を持ち込むことは

なかった。 

 

【肉用鶏の導入・出荷】 

① 肉用鶏は、ほとんどが自社関連農場より導入していた。一部他社農場から導入

することが稀にあったが、発生時に飼養していた鶏群は他社農場からは導入し

ていなかった。 

② 導入作業は、農場担当社員６名ほどで行っていた。 

③ 肉用鶏が 45～47 日齢に達する頃に出荷を行っていた。直近の出荷は、４月７

日に行っていた。 

④ 捕鳥作業は、自社の物流担当部門社員 20 名程度で行っていた。捕鳥作業者が

農場に立入る際は、鶏舎前までバスで移動していたが、車内はアストップ

（1,000 倍希釈）で消毒していた。 

⑤ 捕鳥作業者は、各作業者が捕鳥作業専用の長靴を持参し、捕鳥作業時に長靴の

交換、手指・靴底の消毒を行い、手袋を装着した上で作業を行っていた。捕鳥

作業時の長靴や手袋は、鶏舎毎に交換はしていなかった。 

⑥ 出荷作業は、食鳥処理場の受入時間の間に合わない場合は、数日かけて作業を

行うことがあった。 

⑦ 数日かけて、農場ごとオールイン・オールアウトを行っており、オールアウト

後は鶏舎内の除糞と清掃・消毒を行い、空舎期間を 10 日程度設けていたとの

こと。 

 

【給餌及び給与水】 

① 鶏舎横の飼料タンク上部には蓋が設置されており、全ての鶏舎で鶏舎内のライ

ンを通じて自動給餌を行っていた。 

② 飼料は、４社の飼料会社から購入していた。搬入は運送会社が行っていた。 

③ 給与水は、井戸水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイプ

ラインで行い、給水経路に開放部は無かった。 

 

【鶏糞処理】 

① 鶏糞は、オールアウト後に町内又は隣町のたい肥場で堆肥化していた。なお、

４月７日の出荷後は、移動制限がかかったため除糞をしていない。 

 

【死亡鶏の取扱い】 

② 死亡鶏は毎日の健康観察時に管理人が回収し、農場内専用車両で農場入口のす

ぐ外側にある金属製の蓋付きの容器に保管していた。 

③ 容器内の死体は、自社運送車で輸送しており、車両は 18 例目の農場と共通し
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ていた。なお、 後の回収は４月７日であった。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 農場専属の飼養管理者２名が飼養管理等を行う他、系列会社の飼養管理部門の

担当社員１名が日常的に来場し、鶏舎内の状況を確認していた。 

② 担当社員は１名で複数の系列農場を担当することがあったが、18 例目の発生後

は１日に１農場のみ立ち入ることとしていた。 

③ 発生以前においても、担当社員は 18 例目と 19 例目で異なっていた。担当社員

の休日取得等の事情により、担当社員以外の社員が農場を訪問することはあっ

たが、４月中は同じ日に同じ社員が両農場を訪問することはなかった。 

④ 捕鳥作業は、系列会社の物流部門（飼養管理部門とは別の部署）の社員 20 名

程度で行っていた。また、物流部門は、堆肥の搬出・輸送や死鳥の輸送も担当

していた。物流部門は系列のすべての農場を担当しており、同じ日に複数の農

場で作業することもあったが、少なくとも発生前 1 ヶ月においては、同じ日に

18 例目の農場と 19 例目の農場で作業することはなかった。 

⑤ 管理獣医師は、18 例目の養鶏場の管理獣医師にもなっていた。同じ日に複数の

農場に立ち入ることもあったが、少なくとも発生前 1ヶ月においては、同じ日

に 18 例目の農場と 19 例目の農場に立ち入ることはなかった。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 農場内ではネコやドブネズミ、鶏舎内ではハツカネズミを見かけるとのこと。

調査時には、発生鶏舎内でもラットサインと推測されるものを確認した。 

② 入雛から５週齢までは殺鼠剤と粘着シートを鶏舎前室に設置していた。 

③ 調査時、農場の上空にタカ科と推測される鳥類やカラスを複数羽確認した。 

④ 発生の２～３週間前に、隣接養豚場の衛生管理区域でカラスの死亡が２回

（各１羽）確認されていたとのこと。 

 

（６）疫学サンプル 

 防疫措置の殺処分実施直前に鶏舎内サンプルおよび死鳥サンプル等合計１１

６検体を採取し、鳥取大学においてウイルス検査を実施したところ、発生鶏舎の

死鶏５羽と非発生鶏舎の死鶏の気管およびクロアカスワブから高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスが検出された。 
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※下線部はウイルスが検出された検体 

   

  

採材場所 採取したサンプル 

発生鶏舎 

（１０号） 

死鶏の気管スワブ、クロアカスワブ（５羽） 

入り口木枠、換気扇、餌、入気孔、飲水、餌入れ、敷料、 

天井の蜘蛛の巣、 

出荷口付近のホコリ、鶏舎中央壁 

 

 

非発生鶏舎 

（１～９、 

１１～１８号） 

 

死鶏の気管スワブ、クロアカスワブ（鶏舎の死亡羽数に応じ

て１～５羽、０羽の鶏舎は衰弱鶏１羽から採取） 
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20）北海道１例目（白老町）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

北海道白老町 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約522,432羽 

（品種：ジュリア、ジュリアライト、ボリスブラウン、ソニア） 

（令和4年4月16日時点）    

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月16日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月15日 当該農場の飼養管理者が家畜保健衛生所に通報 

簡易検査陽性 

令和 5年 4月16日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月20日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 4月27日 防疫措置を完了 

令和 4年 5月14日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月19日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎である15号鶏舎における４月15日以前の過去１週間の１日あたりの

死亡鶏は10羽程度で推移していたが、15日に鶏舎入口側１～２列目のケージの

主に 下段で22羽が死亡、また１ケージ内で複数羽（３羽程度）まとまって死

鶏舎  羽数※ 日齢※ 品種 

10号 71,462 42週齢 ジュリア 

11号 68,705 75週齢 ジュリアライト 

12号 72,373 17週齢 ジュリア 

13号 70,443 26週齢 ジュリア 

14号 66,118 94週齢 ジュリアライト 

15号 
（発生鶏舎） 

71,026 57週齢 ジュリア 

17A号 9,805 25週齢 ボリスブラウン、ソニア 

17C号 12,271 48週齢 ボリスブラウン、ソニア 

17D号 12,267 48週齢 ボリスブラウン、ソニア 

18A号 37,427 107週齢 ジュリア 

18B号 30,535 54週齢 ジュリアライト 

計 522,432 17～107週齢  
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亡していたため、家畜保健衛生所に通報した。家保が簡易検査を実施した結果、

陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は河岸段丘に位置し、周囲は東と南側に牧場、北側は裸地、西側は

河畔林に囲まれていた。農場に接して北側に 25ｍ×120ｍの池が存在した。 

② 当該農場は発生時、採卵鶏を 11 鶏舎で飼養していた。 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場は全てウインドレス鶏舎で、低床式のケージ飼いであった（10～15

号鶏舎：直立５段、17～18号鶏舎：直立４段）。 

② ウインドレス鶏舎は、鶏舎北側の壁面から給気し、鶏舎南側の壁面に設置さ

れた換気扇から排気する構造となっていた。東西の壁面には手動で開閉可能

な入気口が設置されていた。いずれの入気口には金網が取り付けられてお

り、小動物が侵入可能と思われる隙間は認められなかった。 

③ 当該農場には鶏舎の他、管理棟（事務所）、堆肥場が設置されていた。 
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（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 車両が農場に入る際は、農場入口に設置されたゲート式の車両消毒装置で車

両消毒を実施していた。 

② 従業員は、出勤時、衛生管理区域外に駐車してから、事務所で農場内専用作

業着、靴を着用し手指消毒するとのこと。従業員以外は、事務所で入退場記

録を記入後、全身の噴霧消毒、踏み込み消毒、手指消毒を実施しているとの

こと。 

③ 鶏舎には前室を備えた出入口、隣接鶏舎へ続く内部廊下への出入口、裏側に

通じる出入口があり、飼養管理者は前室付き出入口から入退場しており、前

室に設置されているすのこの上で鶏舎内専用の長靴に履き替えた後、踏み込

み消毒、手指消毒を実施しているとのこと。また、裏側に通じる出入口は鶏

舎内作業者があらかじめ出入口内側に集積した死鶏を、鶏舎外の作業者が手

指消毒した上で鶏舎内に入らずに死鶏を搬出するために使用しており、鶏舎

内外の作業者が交差することはなかったとのこと。 

④ 鶏糞の運搬車両は農場南側の出入口から出入りしているとのこと。出入り時

の車両消毒は石灰帯で実施し、運転者は専用の長靴を使用しこれを定期的に

消毒していた。 

⑤ 鶏舎横に設置された飼料タンク上部には蓋が設置され、タンク内への野鳥等

の侵入やタンク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低い状態であっ

た。 

⑥ 飼料は日曜を除く毎日搬入されていた。 

⑦ 給与水は、地下水に塩素を添加して消毒後に使用していた。給水は全てパイ

プラインで行い、開放部は無かった。 
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イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場ではパート雇用の飼養管理者が４名勤務しており、鶏舎内における

飼養管理作業に従事している。その他正規社員１２名が勤務しており、上記

作業に加えて飼養管理作業以外（堆肥運搬等）を実施しているとのこと。 

② 飼養管理者は鶏舎ごとでの担当分けはしていないとのことだが、飼養鶏10万

羽ごとに飼養衛生管理者が設定されていた。 

③ 管理獣医師が１名おり、HACCP会議等の対応のため定期的（月１回程度）に農

場とウェブ会議を実施している。衛生管理に係る指導は専ら画像・動画等を

元に行い、鶏舎内に入るのは年に１、２回程度とのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、農場内においてキツネ、イタチ、タヌキ、シカ等の野

生動物を目撃することがあるとのこと。 

② 飼養管理者によると、月に１回専門業者に依頼し、ネズミ対策（殺鼠剤、粘

着シートの設置）を実施しているとのこと。調査時、鶏舎内においてラット

サインは確認されなかったが、飼養管理者によると鶏舎内でネズミを目撃す

ることはあるとのこと。 

③ 鶏糞を搬出するベルトコンベアの鶏舎外への開口部には野生動物侵入防止用

の金属製の網が設置されていたが、10cm程度の隙間が確認された。各鶏舎横

（17号及び18号鶏舎は鶏舎中央）の集積場には防鳥ネット等は設置されてお

らず、スズメ、カラス等が飛来していた。集積された鶏糞は近隣の共同堆肥

場に毎日運搬し、堆肥化しているとのこと。一部の鶏糞については場内の堆

肥場でも堆肥化しているとのこと。 

④ 場内の堆肥場はコンポストと開放式発酵施設と処理後の堆肥置場が設置され

ており、鶏糞に加え農場内の死亡鶏やGPセンターの廃棄卵も堆肥場に搬入し

ているとのことであった。死亡鶏及び廃棄卵はコンポストにより発酵処理し

ていた。なお、廃棄卵は蓋つき容器でGPセンターから運搬しているとのこ

と。 

⑤ 堆肥置場に防鳥ネット等は設置されておらず、多数のカラスが飛来し、処理

後のコンポスト産物中に含まれた骨などを農場内に散乱させているとのこ

と。調査時も場内に鶏の骨と思われるものが多数確認された。 
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（６）疫学サンプル 
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21）北海道２例目（網走市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

北海道網走市 

イ．飼養状況 

エミュー：486羽 

採卵鶏：115羽 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月16日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月15日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

令和 4年 4月16日 簡易検査陽性 

PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

令和 4年 4月17日 疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月20日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

防疫措置完了 

令和 4年 5月 9日 清浄性確認検査で陰性を確認し、搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月12日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

当該農場では平時死亡個体が認められることはほとんどなく、年に数羽、主

につつきによる怪我で死亡する程度であったが、令和４年４月14日にふらつき

等の神経症状を呈する個体が約20羽見られ、翌15日には発生鳥舎で11羽の死亡

が確認されたことから家畜保健衛生所に通報した。家保が簡易検査を実施した

結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は緩やかな丘陵地の川沿い斜面に位置し、周囲は麦やトウモロコシ

の畑、人家、防風林に囲まれていた。発生鳥舎、パドック、トウモロコシ畑

の順で斜面の高所から低所に配置されていた。 

② 当該農場は丘陵地の上下部にそれぞれ育成農場と観光農場を保有するエミュ

ー及び採卵鶏飼養農場であり、このうち発生鳥舎は上部に位置する育成農場

敷地内に位置していた。衛生管理区域は設定されていたが、柵等の明確な区
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画分けはなされていなかった。 

  

（イ）鳥舎の構造 

① 観光農場は、開放鳥舎を7棟、孵卵場1棟を有する農場、育成農場は開放鳥舎

（元来肥育牛舎を改装したもの）3棟、平飼い開放鶏舎1棟を有する農場であ
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った。平飼い開放鶏舎1棟では、採卵鶏115羽（36週齢41羽、21週齢74羽） が

飼養されており、その他すべての鳥舎でエミューが飼養されていた。 

② 育成農場の各鳥舎は肥育牛舎を再利用した畜舎で、鳥舎内は金属の移動式の

柵によりいくつかの区画に仕切られていた。側面部の窓および換気扇の外側

に防鳥ネット等は設置されていなかったが、冬季は窓を常時閉めていたとの

こと。また、屋根上部の吸気口には防鳥ネットが設置されていたが、冬季の

降雪により一部が破損しており、飼養管理者によるとそこから鳥舎内にスズ

メが侵入していたとのこと。 

③ 育成農場の第１、第３鳥舎には、野外のパドックが設置されていた。発生鳥

舎のパドックは未舗装の土壌であり、第３鳥舎のパドックはコンクリートで

舗装されていた。各パドックに屋根や防鳥ネット等は設置されていなかっ

た。 

④ 育成農場の鶏舎には、窓と金網（窓の外側）が設置されていた。夏場は窓を

開放することがあり、直近でも開放した日があったとのこと。 

⑤ 育成農場の出入口には関係者以外立入禁止の看板が設置されており、石灰帯

で区分けされていたものの、ゲート等の設置は無く、施錠はされていなかっ

た。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 従業員は、観光農場にある職員専用の出入口の外側に車を駐車し、農場内の

石灰帯を通過後、更衣室にて農場専用の作業着・靴に更衣し、手指消毒を実

施後、飼養衛生管理区域内に入場していた。 

② 従業員が育成農場に向かう際は、観光農場に職員専用出入口から入場した

後、農場内の車にて観光農場の出入口ゲートを通過し育成農場に移動してい

た。育成農場に入場する際は動力噴霧器等による車両消毒、専用作業衣への

更衣、長靴の交換、手指消毒等は実施しておらず、農場入口の石灰帯を通過

後、各鳥舎近くに車を止めていた。 

③ 各鳥舎入口には踏み込み石灰槽が設置されており、鳥舎ごとに鳥舎専用の長

靴への交換をしていた。 

④ 排せつ物の搬出等に使用する重機は、観光農場と育成農場で共有しており、

入退場時に車両消毒等は実施していなかった 

⑤ 当該農場のエミューは全て農場内で生産～育成をしており、エミュー幼鳥及

び卵の導入は無かった。自家消費用のための採卵鶏は、初生ひなで導入して

おり、導入前も導入後も、ワクチン接種はしていなかった。 

⑥ 当該農場では、毎日朝・夕に健康観察をしており、夕方の健康観察時にエミ

ューの卵の集卵を実施していた。 

⑦ 観光牧場のエミューは採卵用として飼養しており、卵は食用及び孵化用とし

て用いられていた。孵化させた幼鳥は１年齢になるまで観光農場で飼養さ

れ、１年齢となった時点で、一部を育成農場に移動させていた。育成農場の
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エミューはオイル採取用及び食肉用として飼養しており、概ね３年齢で出荷

しているとのことだった。 

⑧ 鳥舎ごとにオールイン・オールアウトは行っておらず、１～３年齢のエミュ

ーが混在していた。なお、直近1か月以内のエミューの移動は行われていない

とのこと。 

⑨ 採卵鶏は定期的にオールイン・オールアウトを実施しているとのこと。オー

ルアウト後、鶏舎は逆性せっけんによる消毒を実施していたが、空舎期間は

設けていなかった。なお、冬季は鶏糞の搬出はしていなかった。 

⑩ 観光牧場でのエミューの卵は、食用及び孵化用として利用していた。直近で

は4月11日に食用卵を出荷（ネット販売）していた。 

⑪ 各農場のエミューの卵は、夕方の健康観察時に手で集卵されていた。育成農

場で集卵したものは、袋に入れ観光牧場の孵卵場に運ばれていた。 

⑫ 育成農場で生産される鶏卵は、従業員の自家消費用として用いていた。 

⑬ 直近１ヶ月以内の食用鳥の搬出は無かった。 

⑭ 飼料として、エミューにはせんべい及び配合飼料を給餌していた。せんべい

は製造工場の廃棄品を譲り受けているとのこと。配合飼料は、毎月1回の頻度

で搬入していた。直近では、4月8日に搬入していた。 

⑮ 飼料タンク上部には蓋が設置されており、タンク内への野鳥等の侵入やタン

ク内の飼料への野鳥の糞等の混入の可能性は低いと考えられた。 

⑯ 飼養家きんへの給与水として井戸水を用いており、地中の排水管を通して各

鶏舎へ供給されていた。なお、井戸水への消毒薬の添加は無かったが、構造

上、外界に晒されることはなかった。 

⑰ 鳥舎の敷料として、育成農場の発生鳥舎はもみ殻を、その他の鳥舎は飼養管

理者自身が搬入した乾草（周辺農家からロール乾草を入手しているとのこ

と）を用いていた。 

⑱ 使用済みの敷料は、重機を用いて鳥舎から搬出し、3号舎裏側に約1ヶ月貯留

させ堆肥化した後に自家農地に散布していた。使用済みの敷料置き場に屋根

や防鳥ネットの設置はなく、野鳥及び野生動物対策はなされていなかった。 

⑲ 育成農場における直近の排せつ物の搬出は、発生鳥舎からは2週間前に、鶏舎

からは1週間前にしていた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では、観光牧場と育成農場について2名の従業員で飼養管理を行って

いた。 

② 2名で農場ごとおよび鳥舎ごとの飼養管理の担当分けはしておらず、それぞれ

の農場を一日で往来することがあった。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 調査時には発生鳥舎近くでハシブトガラス14羽、ハシボソガラス2羽、スズメ
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30羽、ハクセキレイを確認した。また、発生鳥舎のパドックに隣接するトウ

モロコシ畑では、ハクチョウ類の足跡と糞を確認した。 

② 当該農場のある地域では、4月上旬より気温が上がり、雪解け水による水溜ま

り等が散見されたとのこと。 

③ 農場周辺の調査では、当該農場から約9kmの地点の湖にキンクロハジロ約500

羽、ヒシクイ約120羽、オオハクチョウ約30羽、オジロワシ幼鳥等を含む約

1000羽が確認された。また、当該農場から約9kmの地点の別の湖は、渡り移動

期（3月・4月）の中継地となっており当該農場10㎞圏内では、数千単位の水

鳥が生息していると思われた。 

④ 飼養管理者によると、農場内の鳥舎周辺でカラス、スズメ、ネコを見かける

ことがあった。ネズミ対策として、殺鼠剤を定期的に鳥舎内に設置していた

とのこと。 

⑤ 発生鳥舎のパドックに生じた雪解け水による水溜まりでも、カラス、スズ

メ、ネコの動物を見かけることがあったとのこと。また、飼養管理者は、農

場内のトウモロコシ畑に4月上旬にハクチョウおよびタンチョウが飛来したこ

とを確認していた。また、パドックではカラスも目撃するとのこと。 

⑥ 飼養管理者によると、4月6～7日にかけエミューをパドックに放牧した。しか

し、発生鳥舎のパドックに隣接するトウモロコシ畑で20羽程の白鳥を目撃し

たため、１週間後に鳥舎にエミューを戻し、鳥舎のドアを閉鎖したとのこ

と。 

 

（６）疫学サンプル 

防疫措置の消毒前に発生鳥舎の環境材料等を採材し、ウイルス検査を実施した。

採取したサンプルは下表のとおり。 

観光牧場パドックで死亡していたエミューの気管・クロアカスワブから高病原

性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が検出された。 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

発生鳥舎 

（１号舎） 

出入口、長靴の裏、飼料、水槽、敷料、パドック出入口、パ

ドックの溜まり水 

トウモロコシ畑 ハクチョウ糞 

観光牧場パドック エミュー死体（気管・クロアカ）、カラス死体（気管） 
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飼槽 飼槽 飼槽 飼槽 飼槽 飼槽 飼槽 水槽

シャッター

出⼊⼝

窓

窓

柵

長靴

敷料

飼料

野鳥の糞

発生鳥舎における採材場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生農場における採材場所 
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観光牧場における採材場所 
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22）秋田県２例目（大仙市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

秋田県大仙市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 約400羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

第１号 

（発生鶏舎） 

239羽 349、480日 

第２号 54羽 280日 

第３号 86羽 307日 

第４号 空舎 － 

※令和４年４月18日時点 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月19日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月18日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

         簡易検査陽性 

令和 4年 4月19日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月20日  防疫措置を完了 

令和 4年 4月21日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 5月 1日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月12日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎における死亡羽数は、通常０～数羽程度だったが、４月16日に３羽、

17日に数羽、18日に３羽、16日と同じケージ付近で死亡鶏が認められたことから、

農場から秋田県南部家畜保健衛生所（以下「南部家保」という。）に通報した。

南部家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア）発生農場の周辺環境及び施設配置 
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① 当該農場は、平野部に位置し、周囲は水田と雑木林に囲まれている。約 100m

の距離に池があり、約 700m の距離に沼がある。 

② 農場と隣接する道路は一般車両が一日 10 台程度往来。 

 

（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場には開放鶏舎が４棟あり、ケージ飼い２棟（第１、第４号鶏舎）と平

飼い２棟（第２、第３号鶏舎）で採卵鶏が飼養されていた。ケージ飼いの第４

号鶏舎はオールアウト済みで空舎であった。 

② 発生鶏舎のケージは２段３列であり、各ケージ１羽ずつ収容されていた。 

③ 当該農場では鶏舎の他に兎舎が２棟あった。 

④ 鶏舎は金属製のフレームにビニールがかけられたビニールハウスであり、開口

部には金網または防鳥ネットが張られていた。床はコンクリート等を打ってい

ない。 

⑤ 平飼いの２鶏舎では、入り口部分に金網で区切った前室があり、鶏の飼養区画

と分かれていた。ケージ飼い鶏舎には前室はなかった。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

① 農場の出入り口には消毒ゲート及び立ち入り禁止の標識はなく、農場周囲の

林や隣接する道路と衛生管理区域の境界に柵等の物理的な障壁は設置されて

いなかった。 

② 農場主によると、農場入り口と鶏舎入り口は石灰散布による消毒を数ヶ月に 1
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回の頻度で行っているとのこと。 

③ 農場主によると、当該農場に出入りする車両は農場入り口に散布された石灰

帯を通過するのみでその他の消毒は実施していないとのこと。 

④ 農場主によると、従業員は農場専用の作業着、長靴、手袋を使用していたが、

更衣室は農場になく、自宅で着替えて出勤していたとのこと。 

⑤ 鶏舎に入る際には、石灰を入れた消毒槽に保管した鶏舎内専用の長靴に交換

していたが、鶏舎ごとの更衣、手指消毒は行っていなかったとのこと。 

⑥ 発生鶏舎を含めた２棟には飼料タンクが備え付けられており、鶏舎内に直接

開口した吐出口から手押し車に飼料を積んで、手動で給餌していた。餌はタ

ンク内の飼料に加えて、系列農場から運んだ飼料用の大豆かす、豆腐かす、

飼料米及び米ぬか等を混ぜて給餌していた。飼料タンクのない１鶏舎には飼

料タンクから手押し車で飼料を運んでいたが、その際、手押し車の洗浄・消

毒は行っていなかった。 

⑦ 飼養鶏への給与水は、井戸水をくみ上げ、パイプによって各鶏舎に供給され

ていた。 

⑧ 鶏舎側面は鶏舎内側から金網（マス目は約 2×2cm）、ビニール、防鳥ネット、

ロールカーテンが設置されていた。農場主によると、冬の間はロールカーテ

ンを下ろしていて４月に入ってあげたとのこと。 

⑨ 農場主によると、４月に入ってからは鶏舎のビニールカーテンを開放し作業

することがあったとのこと。開放時に防鳥ネットは張っていなかったとのこ

と。 

⑩ 農場主によると、１ヶ月に１回くらいの頻度で飼料運搬会社が飼料の搬入の

ため農場に入場し、餌タンクに餌を補充していたが、その際、運転手は更衣

や消毒等は行っていなかったとのこと。 

⑪ 農場主によると鶏舎内の消毒はオールアウト時に、ヨード、次亜塩素酸ナト

リウム、グルタルアルデヒド、パコマ、トライキルを使って行っているとの

こと。 

⑫ 農場主によると、かかりつけ獣医師はおらず、ここ数年、民間獣医師の立ち

入りはないとのこと。 

 

【鶏糞及び死亡鶏の取扱い】 

① 農場主によると発生鶏舎で飼養している鶏を徐々に廃鶏として出荷していて、

いずれは 2 号、3 号鶏舎の鶏を発生鶏舎に移し、出し終わったら養鶏を廃業す

るつもりであったとのこと。 

② 農場主によると 2 号、3 号鶏舎はオールアウト時にローダーで鶏糞除去を行っ

ているが、鶏舎の床と地面に境がないので表面の鶏糞と敷料を除去していると

のこと。 

③ 鶏糞は農場内にある露店の堆肥場に堆積させ、近隣の農家に配布していたが、

堆肥化の処理は行っていない。また、堆肥場に防鳥ネットは設置されていなか
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った。 

④ 農場主によると、死亡鶏は回収し袋に入れ、当日中に系列農場敷地内にあらか

じめ掘ってある溝にいれ、石灰及び土をかけて埋却しているとのこと。 

 
イ．飼養者、従業員等に関する情報 

当該農場の飼養管理及び集卵作業は専属の従業員 1 名で行われていた。従業員が

休みの時は週に２日程度農場主が代わりに管理していた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 現地調査時には、当該農場から 100m の池では水鳥は確認されなかったが、約

700m 地点の沼で水鳥 1 羽が確認され、農場内、農場付近においてカラスが散

見された。また、農場から 1.5km 地点で４月 19 日に回収された死亡カラスは

鳥インフルエンザの簡易検査で陽性が確認されている。 

② 農場主によると、鶏舎内においてカラス、スズメ等の野鳥を見かける他、ネ

コ、アライグマ、キツネ、イタチによる獣害があったとのこと。また、3 月に

は発生鶏舎にてアライグマによる食害が発生したとのこと。 

③ 農場主によると、ネズミは鶏舎内で頻繁に見かけたとのこと。調査時にも、

ネズミの死骸と多数の巣穴、かじり跡、糞を確認した。特に、床面が土壌で

あるため、巣穴が多く開口しており、一部は舎外まで貫通していた。 

④ 農場主によると殺鼠剤をおいているとのことだが、ネズミの数が多すぎて効

果は薄いとのこと。 

⑤ 防鳥ネットは設置されていたが、多数の破損や隙間が確認された。 

⑥ 鶏舎のビニール部分には多数穴や隙間が確認され、金網とビニールの境にも

隙間が認められた。 
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（６）疫学サンプル 

 

疫学サンプル採材場所 

【採材地図】

１号舎
（発⽣鶏舎）
ケージ飼い

出⼊⼝出⼊⼝

1.床

２号舎
平飼い

３号舎
平飼い

出⼊⼝ 出⼊⼝

出⼊⼝出⼊⼝ 兎（空舎）

2.床3.床4.床

5.床
6.床

7.壁

8.壁9.壁

10.壁 11.壁
12.壁

13.ケージ枠14.ケージ枠

15.ケージ枠
16.ケージ枠

17.ケージ枠
18.ケージ枠

19.飼料
20.飼料

21.飼料 22.飼料

23.飼料24.飼料

25.給⽔ライン
26.給⽔ライン

27.給⽔ライン
28.給⽔ライン

29.給⽔ライン
30.給⽔ライン

31.糞

32.糞

33.糞

34.床

前室

前室

35.床36.床

37.壁38.壁

39.壁
40.壁

41.給⽔

42.飼料

43.飼料

44.床45.床46.床

47.壁48.壁

49.壁

50.壁

51.給⽔

52.飼料

53.飼料

54,55.気管・クロアカスワブ

56,57.気管・クロアカスワブ

58,59.気管・クロアカスワブ

60,61.気管・クロアカスワブ

陽性箇所

採材箇所

 

採材場所 採取したサンプル 

 

1号鶏舎 
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23）北海道３例目（釧路市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

北海道釧路市 

イ．飼養状況 

エミュー 約100羽 

鳥舎 飼養羽数 年齢 

成鳥舎×３
（発生鳥舎） 

約100羽 ２～11歳 

育雛舎 
（未使用） 

－ － 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 4月26日 

 

（２）経緯 

令和 4年 4月25日 当該農場が家畜保健衛生所に通報 

         簡易検査陽性 

令和 4年 4月26日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 4月27日  防疫措置完了 

令和 4年 4月28日 高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 5月 8日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 5月19日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和４年４月25日、エミューの死亡や残餌を確認したため、農場から北海道釧

路家畜保健衛生所（以下「釧路家保」という。）に通報した。釧路家保が簡易検

査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は、海岸に近い湿地帯に位置し周囲を低木林に囲まれ、北西側には

小さな水路が流れていた。 

② 海から約 500m に位置し、農場の北東から南東方向に川、南西方向には小さな

沼があった。 

③ 農場前の道は車の通行はほとんどなかった。 
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④ 調査時には、近くの沼地で水鳥１羽、鹿が１頭確認された。水鳥は川および

太平洋では確認されなかった。 

 

  

（イ）施設及び鳥舎の構造 

① 当該農場は、育雛舎と成鳥舎に分かれており、それぞれに屋外運動場（パド

ック）があった。 

② 防疫措置開始時点で計99羽を飼養していた。 

③ 飼料箱と水入れはパドックに設置されていた。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成鳥舎 

成鳥舎 

パドック出入口 

パドック出入口 

育雛舎 

（未使用） 

成
鳥

舎
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（ウ）飼養衛生管理の状況 

【飼養衛生管理マニュアル】 

① 飼養衛生管理マニュアルは作成されていた。 

 

【人及び車両の農場入場時の消毒等】 

① 農場の入り口には衛生管理区域の境界とエミューの脱走防止を兼ねて約2mの

高さのネットが設置されていた。 

② 従業員は出勤の際に車で農場入り口の石灰帯を通過後、事務所前の駐車スペ

ースに車を止めていた。入り口の石灰帯は週１回、消石灰を散布していた。 

③ 農場への入退場時に、農場内専用作業着への更衣、専用長靴及び手袋を着用

していた。作業の際には、エタノールスプレーを携帯し、各鳥舎入り口で靴

底と手指の消毒を実施していた。 

 

【飼養管理】 

① 日常の管理は、朝に給餌、夕方に農場の見回りを行っていた。産卵期である

12月末から３月末は夕方の見回り時に卵の回収もしていた。産卵期以外の夕

方は、車で農場内に入場し車内から目視で場内の様子を確認することもあっ

た。 

② 各鳥舎には野外のパドックが設置されていた。鳥舎の入り口は開放されてお

り、鳥舎とパドック間は自由に行き来できるようになっていた。パドックの

周囲には、育雛舎で５㎝角、成鳥舎で15㎝角のフェンスが設置されていた

が、屋根や防鳥ネットは設置されていなかった。 

③ 農場周囲には、脱走防止用のネットが設置されていたが、下側には15～20cm

程度の隙間が認められた。 

④ 鳥舎内およびパドック内の地面には、土の上に近隣農家から入手した麦桿５

ロールを年に１回敷料として入れていた。前回入れたのは去年の12月であっ

た。 

⑤ 外部からの見学者はほとんどなく、去年の9～10月頃に農業高校の生徒数人が

来場したのが 後であった。日頃観光客が近くに立ち寄ることもなかった。 

⑥ 異常時に治療や相談ができる開業獣医はおらず、稀に風邪のような症状を示

すことはあったが、自然治癒していた。必要に応じて家保の獣医に相談して

いた。 

⑦ 飼養管理者によると、エミューはオイルの採取のために飼養していたが、生

産量の調整のためこの２年間は油脂の出荷及び孵卵はせず、飼養しているの

みだった。なお、生鳥の出荷は元々実施していなかった。 

 

【導入及び更新】 

① 農場開設時の2011年7月に３か月齢の雛を100羽（オス50羽、メス50羽）導入

した。 
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② 2012年に卵20個を導入し当該牧場内で孵化させた。その後は年20羽を出荷す

るとともに、自家孵卵で年20羽ずつ更新していった。 

③ 鳥の個体識別はしていなかった。成鳥舎に入れると、個体ごとの年齢が分か

らなくなるため、出荷する鳥は人慣れして捕まえやすい鳥を出荷していた。 

④ 鳥舎ごとのオールイン・オールアウトは行っておらず、育雛舎には２年齢、

成鳥舎には３～11年齢のエミューが混在していた。 

⑤ コロナ禍以降エミューオイルの販売が落ち込んでおり、羽数を減らす予定で

孵卵はこの２年間実施していなかった。 

 

【給餌及び給与水】 

① 飼料タンクは育雛、成鳥それぞれのパドック内に設置されており、飼料タン

クの吐出口から、各パドック内の飼槽に手押し車で飼料を運んでいた。 

② 餌の内容は育雛、成鳥とも同一。 

③ 飼料業者は月１～２回来場しており、育雛舎のタンクへ補充する際には、パ

ドック内に入る必要があった。飼料業者には、入場時に靴底を消毒するよう

飼養管理者から指導していた。直近の餌の搬入は４月19日であった。 

④ 飼料タンク上部には蓋が設置されていた。 

⑤ 給与水は水道水を用いており、１日１回交換していた。交換の際、給水槽に

残った水はそのままパドック内に流していた。 

 

【鳥糞及び死亡鳥の処理】 

① 糞や使用済みの敷料は、３年に１回の頻度で鳥舎及びパドックから搬出して

いた。搬出後は農場南東側の衛生管理区域内の空き地に野積みしていた。 

② 死亡鳥は農場内で解体、小分けにしてビニール袋に入れ産業廃棄物として回

収・廃棄していた。 

③ ４月に死亡した３羽についても同様に廃棄した。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場では、飼養管理者である従業員１名及びパート職員１名で飼養管理

を行っていた。 

② 飼養管理者が月曜日から土曜日まで勤務、パート職員が日曜日のみ勤務して

いた。日曜日は給餌を行うのみで、卵の回収は実施していなかった。 

③ 飼養管理者は、農場内での飼養管理とともに、油脂および卵の販売にかかる

業務全般を担当していた。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 飼養管理者によると、農場内の鳥舎周辺でカラス、ツル、ハト、スズメ、キ

ツネ、タヌキをみかけることがあり、パドック内でキツネによると思われる

卵の食害も確認されていた。網等の補修は都度実施していたが、特別な侵入
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防止の対策はしていなかった。 

② 鳥舎内でネズミをみかけることはなかったが、ネズミの糞が確認され、ネズ

ミ捕りを設置していた。 

 

（６）疫学サンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下線部はウイルス遺伝子が検出された検体 

 

 〈疫学サンプル採取場所〉 

 

  

⿃舎１

孵
卵

舎

⿃舎
未使⽤

育雛舎
未使⽤

⿃舎
２

着
替

え
⼩

屋

飼槽3

飼槽3

⽔槽3

⼟

飼料
タンク1

飼料
タンク2

飼槽2

飼槽1

⽔
槽
2

飼槽

屋根付き
飼槽

⽔
槽
2

⽔
槽
2

⽔
槽
1

⼟

②

①

④

⑤

⑥

⽔
槽
1

⽔
槽
1

⑦

⑧

⑩⑪

③

成⻑パドック
育雛パドック

飼
槽

（ ：うちウイルス遺伝⼦が検出された場所）

：採取場所

採材場所 採取したサンプル 

育雛パドック 飼槽３ 

育雛パドック 水槽３ 

鳥舎２ 土 

成鳥パドック 飼槽１ 

成鳥パドック 飼槽２ 

成鳥パドック 水槽１ 

成鳥パドック 水槽２ 

鳥舎１ 土 

着替え小屋 長靴の裏 

育雛パドック タンク１ 飼料 

成鳥パドック タンク２ 飼料 
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24）岩手県２例目（一関市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

岩手県一関市 

イ．飼養状況 

だちょう８羽、エミュー５羽 

鳥舎 飼養羽数 

だちょう 
飼養パドック 

７羽 

エミュー 
飼養パドック 

４羽 

展示舎 
だちょう・エミュー
各１羽 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 5月12日 

 

（２）経緯 

令和 4年 5月10日 当該施設の管理獣医師が家畜保健衛生所に通報 

令和 4年 5月11日 簡易検査陽性 

令和 4年 5月12日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 5月13日  防疫措置完了 

高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 5月28日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 6月 4日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

令和４年５月10日、エミューの死亡やふらつきを確認したため、施設から岩手

県県南家畜保健衛生所（以下「県南家保」という。）に通報した。翌11日、県南

家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認された。 

 

（４）発生施設に関する疫学情報 

ア．発生施設の概要 

（ア） 発生施設の周辺環境及び施設配置 

① 当該施設は、多様な動物種を展示用として飼養する施設で、利用者は施設内

専用バスまたは自家用車を利用して、施設内を移動して動物を観察できるよ

うになっていた。施設は約８ha の広さであり、施設内を車両から観察できる
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コースは約２km であった。 

② 施設の周囲は森及び草地等に囲まれており、約 600m 西側に北上川が流れてい

る。 

③ 施設近隣には、施設から 2.5km の距離にあるため池では、カルガモが３羽確認

された。 

  

 

（イ）施設及び鳥舎の構造 

① 施設には屋根付き出入口が１カ所あり、消石灰が散布されていた。 

② 施設内には飼養エリア毎に施錠つき門扉が設置されており、開閉は職員がそ

の都度行っていた。 

③ エミューとだちょうはそれぞれ２カ所で飼養されており、いずれも１カ所は

他の動物との集団飼育（パドック）、もう１カ所は各１個体のみの単独飼育

（展示舎）であった。いずれも屋根付きの小屋が設置されているが、小屋の

入り口は常に開放されており、基本的にフェンスで囲まれた野外で飼養され

ていた。だちょうパドックに衛生管理区域が設定されていたが、エミューパ

ドックには衛生管理区域は設定されていなかった。 

④ パドックのエミュー４羽は約５cm角のフェンスで囲まれた草地で、カンガル

ー（約10頭）と飼養されていた。パドック内には開放された小屋が設置さ

れ、中に水飲み場と餌場がある。死亡確認以降は、小屋の入口を閉め隔離舎

として使用していた。 

⑤ エミューのいるパドックとだちょうがいるパドックはフェンスで区切られて

おり、行き来ができないようになっていた。 
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⑥ だちょうのパドックには、だちょう７羽のほか、シマウマ、ラマなどが飼養

されていた。なお、つがいのだちょう２羽は、他のだちょう５羽とは別にし

て飼育していた。 

⑦ 展示舎のエミューは約10cm角のフェンスに囲まれ、小屋が設置されていた。

エミューの展示舎に隣接するだちょうの展示舎は、約５cm角のフェンスに囲

まれていた。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

【人及び車両の施設入場時の消毒等】 

① 施設内に入場する車両は、施設出入口、動物飼養エリアの出入口、家きん飼

養エリアの出入口で消石灰帯による消毒を実施していた。施設出入口は、屋

根と壁で囲まれトンネル状になっていた。消石灰の散布は飼育員が定期的に

行っていた。 

② 施設内には専用バスのみ入場していたが、コロナ禍になってからは一般車両

も入場できるようにした。専用バスに乗車する一般客は、駐車場横の乗り場

から乗車し、施設内では降りることはできないが、窓から給餌ができるよう

になっていた。 

③ 従業員は施設外の事務所に隣接する寮に住んでおり、施設内まで徒歩で移動

し、駐車場に停めている施設内専用車で、パドック及び展示舎へ移動してい

た。 

④ 従業員は事務所もしくは寮で施設内専用作業着に更衣し、事務所で専用長靴

を着用していた。作業時には専用手袋を着用していた。 

⑤ 従業員は、エミューの死亡が認められる前は、パドック及び展示舎入口で消

石灰帯を用いて靴底を消毒していたが、専用長靴への履き替えや手指消毒は

実施していなかった。 

⑥ 業務終了後は、長靴を水道水で洗った後、踏込消毒槽（パコマ）で消毒を実

施していた。踏込消毒槽は毎朝交換をしていた。作業着は施設内専用車内も

しくは社員寮で着替え、各自で洗濯していた。 

 

【飼養管理】 

① 飼育員は、朝（９時）夕方（16時）の給餌と給水、健康チェック、必要に応

じて清掃を行い、毎日飼育日誌に、日々の作業内容と飼養衛生管理区域内へ

の入場者等の記録を取っていた。 

② 展示舎で飼養するエミューとだちょうは、治療中や、群れと馴染めない等、

放牧できない個体を飼育していた。なお、パドックのエミューとだちょうの

各飼育担当者が展示舎の同種個体も飼養管理していた。 

③ エミューはNDワクチンの接種歴はなく、本社の獣医師による治療は滅多にな

かった。産卵率の低下も見られていなかった。 

④ 簡易検査キットなどは、診療室の薬品庫で保管をしていた。 
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⑤ 常勤の管理獣医師はいないが、福島の本社から獣医師が月１回以上訪問し、

飼育担当者から話を聞きながら、施設内全ての動物の健康チェックをしてい

た。 後の訪問は４月13日。普段は飼育員で対応できるもの（軽い怪我な

ど）は獣医師の指示の下、対応していた。緊急の場合は３時間以内に獣医師

が駆けつける体制をとっていた。 

⑥ 緊急対策マニュアルを独自に作成し、緊急時の連絡体制を整えていた。ま

た、家保からも鳥インフルエンザ発生の度にFAXで国内の感染状況などについ

て通知がされていた。 

⑦ 通常、当該施設に県南家保が立ち入ることはなく、施設の増改築の際や、飼

養動物の飼養状況の確認には保健所が立入を行っていた。 

 

【導入及び更新】 

① 2008年に開業し、エミューは同年導入した。 

② 施設内には孵卵器がないため、生まれた卵は施設内の冷蔵庫で一旦保管し、

獣医師が往来時に孵卵器のある本社へ持ち帰っていた。直近（過去21日間）

での搬出はなかった。 

 

【給餌及び給与水】 

① 飼料タンクは施設外にあり、飼育員は毎朝それぞれの飼育担当分の配合され

た飼料を紙袋に詰め、施設内専用車に積んでから入場していた。 

② 餌は業者から購入した家きん用飼料と近隣ホームセンターから購入したドッ

グフードを基本的に与えていた。 

③ 飼料業者は飼養衛生管理区域内に入場しないが、施設出入口及び飼料保管庫

付近で消石灰帯による車両消毒を実施後、搬入していた。直近の餌の搬入は

４月22日であった。 

④ 飼養動物への給与水は水道水を用いていた。 

 

【糞及び死亡動物の処理】 

① 小屋の中の除糞は２日に１回以上実施し、搬出される糞及び敷料は、施設内

専用車で敷地内の屋根付きのたい肥舎に運搬・集積し、一次たい肥化させた

後、市内のたい肥センターで二次たい肥化して販売されていた。二次たい肥

化のための 終出荷日は４月27日。運搬は運搬車で出荷されていた。入退場

記録簿は作成していなかったが、出荷時の伝票を入場の記録としていた。 

② 死亡した際、多くの場合、敷地内に埋却し石灰を散布していた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 従業員は43名、うち飼育員として10名が従事していた。飼育員以外は、事務

作業等を行う従業員であった。 

② 本社の獣医師への連絡は副支配人が行い、各動物の詳細については各飼育担
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当者から獣医師に伝えていた。 

③ エミューの飼養管理は２名で対応していた。エミューとだちょうの飼育担当

者は区別されており、同日に同じ者が飼育管理することはなかった。 

④ 道路を挟んで隣接するフラミンゴ・ペンギン・さるなどを飼養する区画の飼

育員は別であり、行き来することもなかった 

 

（５）施設及び施設周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

① 従業員によると、施設周囲では、カラス、スズメ、キジなどの鳥類と、シ

カ、タヌキ、ネコ、ネズミが確認されるとのこと。調査時には、施設の周囲

でハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ、キジなどの鳥類とネコを確認

した。 

② エミューのパドックでは、４月上旬及び５月上旬に各１羽の死亡カラスが確

認されていたが、例年と変わらないとのこと。施設によると、エミューのパ

ドックの北側の林には、カラスのねぐらがあるとのこと。調査時には、エミ

ューのパドック上空でハシブトガラス、パドック内でスズメを確認した。 

③ 施設によると、施設に隣接する草地にハクチョウ類が多数飛来していたとの

こと。 

④ 飼料保管庫にはネズミ対策として粘着シートが設置されていた。 

⑤ 敷料は開口部を閉鎖できる倉庫内に保管されていた。 

 

（６）疫学サンプル 

 

※下線部はウイルスが検出された検体 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

エミュー舎 

壁、給餌箱、壁と天井の隙間、野鳥糞、飲水、ネズミ糞、 

出入扉壁、小物入れ箱、ネズミ穴、給餌容器 

死亡エミュー１羽の気管スワブ、クロアカスワブ 

だちょうエリア だちょう６羽の気管スワブ、３羽のクロアカスワブ 

展示舎 
だちょう１羽の気管スワブ、クロアカスワブ 

エミュー１羽の気管スワブ、クロアカスワブ 
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＜エミュー舎における疫学サンプル採取場所＞ 
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25）北海道４例目（網走市）の事例 

（１）概要 

ア．所在地 

北海道網走市 

イ．飼養状況 

採卵鶏 759羽 

鶏舎 飼養羽数 日齢 

鶏舎 空舎 － 

鶏舎 

759羽 68～786日 

Ａ舎 

Ｋ舎 

（発生鶏舎） 

Ｓ舎 

Ｚ舎 

※令和４年５月14日時点 

 

ウ．発生確認日 

令和 4年 5月14日 

 

（２）経緯 

令和 4年 5月13日 当該農場から家畜保健衛生所に通報 

         簡易検査陽性 

令和 4年 5月14日 PCR検査によりH5亜型鳥インフルエンザウイルスを検出 

（疑似患畜と判定） 

殺処分等の防疫措置を開始 

疫学調査チームによる現地調査 

令和 4年 5月15日  防疫措置を完了 

令和 4年 5月18日  高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）の患畜と判定 

令和 4年 5月30日 搬出制限区域を解除 

令和 4年 6月 6日 移動制限区域を解除 

 

（３）発生時の状況 

発生鶏舎の死亡羽数が令和４年５月11日に２羽、12日に１羽、13日に２羽と続

いたことから、感染症を疑い、農場から北海道網走家畜保健衛生所（以下「網走

家保」という。）に通報した。網走家保が簡易検査を実施した結果、陽性が確認

された。 
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（４）発生農場に関する疫学情報 

ア．発生農場の概要 

（ア） 発生農場の周辺環境及び施設配置 

① 当該農場は面積約 59 ㎢の広い海水の出入りがある塩水湖の湖岸に位置し周囲

を雑木林に囲まれていた。道路を挟んで幅約 200ｍの湿地林と湿性草地があり、

さらに幅約 300ｍの干潟の先が湖面となっている。農場の背後は緩やかな丘陵

地で牧場の放牧地や牧草地となっている。 

② 当該地域は、春・秋の野鳥の渡り時期にはガンカモ類の主要な中継地となって

いるが、調査時には農場から約２㎞離れた塩水湖の湖岸でオナガガモとヒドリ

ガモが合計約 60 羽観察されたほか、湖面にカモ類が散見されたのみだった。

また、7.5 ㎞離れた湖岸で、キンクロハジロの約 400 羽の群れが観察された。 

③ カラス類は、農場内でハシボソガラスが２羽観察されたが、周辺の牧場には観

察されなかった。なお、農場が位置する網走市では 4 月 15 日に回収された死

亡オジロワシから遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザが検出されており、

4月 16 日には同市のだちょう（エミュー）農場において高病原性鳥インフルエ

ンザの発生が確認された。 

④ 農場出入口は一般道に面していた。農場主が経営する直売店舗が衛生管理区域

の入り口の外側に隣接しており、農場主によると、来店する一般客が、この一

般道を利用して来店していたとのこと。 
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（イ）鶏舎の構造 

① 当該農場の飼養衛生管理区域内には、独立した開放平飼い鶏舎５棟、飼料コン

テナ３つ、卵保管施設、飼料配合舎及び資材倉庫があり、飼養衛生管理区域に

隣接する農場内には、自宅及び直売店舗があった。 

② 農場周囲の雑木林や隣接する道路と飼養衛生管理区域の境界に、柵等の物理的

な障壁は設置されていなかった。農場内の飼養衛生管理区域の入り口境界にの

み、ロープと立入禁止の標識が設置されていた。 

③ 当該農場は、雑木林で囲まれた平野部に位置していた。 

④ 各鶏舎はドアのある金網でできた仕切りにより 2～3 区画に区分され、各区画

には週齢の異なる鶏群が飼養されていた。鶏舎側面は、防鳥ネット、ベニヤ板、

トタン板、ビニールロールカーテンで覆われており、各鶏舎の金網の編み目は

２cm 程度だったが、発生鶏舎のみ一部５cm 以上であった。 

⑤ 鶏舎の床はすべて土壌で、発生鶏舎の外壁下部の一部には、小動物が通過でき

る隙間があった。 

 

（ウ）飼養衛生管理の状況 

【飼養衛生管理マニュアル】 

 飼養衛生管理マニュアルは作成されていなかった。 

 

【入場者記録簿】 

農場への入場者記録簿は作成されていた（なお、飼養衛生管理区域に入るのは農

場主のみ。）。 

 

【人及び車両の農場入場時の消毒等】 

① 農場出入口に月１回程度、石灰散布を行っていたが、車両が農場に入る際は、

石灰帯の通過以外に消毒は実施していなかった。なお、当該農場に入場する車

両は自家用車のみであった。 

② 農場入口にゲート等の物理的障壁は設置されていなかった。 

③ 飼養衛生管理区域への入口にのみロープ及び立入禁止の標識が設置されていた

が、飼養衛生管理区域と農場周囲の雑木林を区分する物理的障壁は設置されて

いなかった。 

④ 農場主が飼養衛生管理区域に立ち入る際は、農場内の飼養衛生管理区域外に位

置する自宅にて、作業用の長靴及び服を着用し、手指洗浄及び消毒を実施して

いたが、手袋は着用していなかった。また、作業着は基本的に洗浄していなか

った。 

⑤ 農場主が自身の車で仕入れた飼料を農場に搬入する際は、飼養衛生管理区域入

口に設置されているロープ付近に車両後部を近づけ、飼養衛生管理区域内に置

いた農場内専用のソリに袋ごと取りおろしていた。この際、自身の靴の交換は

実施していなかった。 
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⑥ 各鶏舎前には、雨水を貯めた洗浄用踏込槽と、水道水で消毒薬を希釈した消毒

用踏込槽が設置されていた。なお、消毒用踏込槽は汚れが気になり始めた際、

不定期（平均１週間程度）に交換していた。 

⑦ 農場主が各鶏舎に立ち入る際は、長靴の大まかな汚れを洗浄用踏込槽で洗浄

後、踏込消毒槽で消毒していたが、鶏舎毎の作業着、長靴の交換及び手指消毒

は実施していなかった。 

⑧ 家きん舎及びその周辺の消毒等は実施していなかった。 

 

【飼養管理】 

① 当該農場は、ワクチン接種済みの初生ひなを岐阜県及び北海道の孵卵農場から

仕入れており、５つの開放型平飼い鶏舎において各鶏舎 100 羽ほどの鶏が飼養

されていた。直近のひなの導入は、令和４年３月７日であった。 

② 各鶏舎は２つあるいは３つの部屋に分けられており、各部屋には同一ロットの

鶏群が飼養されていた。なお、鶏舎内、鶏舎間で鶏群の移動が行われていた。 

③ 鶏舎間で鶏群を移動させる際は、約 10 羽ずつ移動用のプラスチックケースを

用いて運んでいた。この際、ケースの消毒は実施していなかった。 

④ 当該農場では、育雛箱内で初生ひなを飼養しており、育雛箱 1つあたり約 30

羽となるよう飼養していた。５月 13 日に初生ひなの導入予定があったため、

５月 11 日に、K舎に設置していた育雛箱４つのうち３つを導入予定の Z舎に

移動した。この際、育雛箱の消毒等は実施していなかった。 

⑤ 各鶏舎はオールイン・オールアウトが実施されておらず、鶏舎内及び鶏舎間で

の鶏群の移動の際も、各部屋の消毒は実施されていなかった。 

⑥ 鶏舎の室温調整は、冬季は鶏舎の横方向のロールカーテンの開き具合により実

施していた。発生鶏舎では、４月に入ってから室温が上がってきたため、日中

は鶏舎のロールカーテンを上げていた。なお、季節によらず、夜間は必ずロー

ルカーテンを閉めていた。 

⑦ 当該農場では、通常 120 週齢頃で廃鶏としていた。直近の廃鶏の搬出は、A及

び K舎からの４月４日であった。 

 

 【卵】 

① 集卵は、各鶏舎に設置されている産卵箱から、素手で専用のバケツに入れてい

た 

② 集卵後は、卵保管施設で卵の処理をしていたが、部屋に入る際の消毒等は実施

していなかった。 

③ 基本的には、卵はスチールウールで清拭するのみで、消毒等は実施していなか

った。卵に糞便等が付着し汚れが落ちにくい場合は、卵を40度ほどのお湯（消

毒液の添加無し）につけ乾燥させた後、スチールウールで清拭していた。 

④ 産卵箱の敷料（そば殻・籾殻）は汚れが気になった際に交換する程度で、定期

的な清掃は実施していなかった。 



 

 

- 157 - 

 

⑤ 出荷先としては、地元スーパーの直売所、一般家庭及び直売店舗の 3種類 70か

所程度であった。直売所及び一般家庭への配達（輸送）は全て農場主が行って

いた。卵の配達は、２週間で５コースを１サイクルとしており、直近の卵の搬

出は５月 10 日であった。 

⑥ 破卵及び軟卵は、鶏のエサとして利用（破卵の一部は自家消費）していた。 

 

【給餌及び給与水】 

① 飼料として、主に小麦、大豆、魚粉、米ぬかや地元の商店の廃用野菜等を配合

したものを給餌していた。その他、米、ソバ、大麦、牡蠣殻配合していた。 

② 例年は、畜舎周辺の青草を洗浄・消毒せずに給与していたが、今冬は道内で鳥

インフルエンザの発生の報道があったため、使用していなかったとのこと。 

③ 飼料のうち小麦や大豆は飼養衛生管理区域内のコンテナに貯蔵しており、その

他の飼料については、農場主が農家等から直接購入して紙袋などで搬入・貯蔵

していた。 

④ 全て手給餌であり、毎日飼料を配合し、各鶏舎に運んでいた。大豆は毎朝、ゆ

でた後で使用していた。鶏舎に飼料を運ぶ際は、鶏舎ごとの分量をバケツに分

け、バケツを農場内専用のソリに乗せて鶏舎入り口までに運んだ後、バケツの

み鶏舎に持ち込んでいた。バケツやソリの消毒は実施していなかった。 

⑤ 飼養鶏への給与水には、亜硝酸塩対策として濾過フィルターを通した井戸水を

使用しており、消毒薬の添加はしていなかった。なお、給与されるまでの間、

井戸水は一度も外界に暴露されないように設計されていた。 

 

【鶏糞及び死亡鶏の処理】 

① 家きん舎の鶏糞の清掃は普段は実施せず、地元農家や一般家庭から購入の要望

があった場合のみ、必要量を堆肥用として搬出（約 500kg/年）していた。直近

では、４月 25 日に A舎から一般家庭（家庭菜園用）に搬出していた。 

② 死亡鶏の有無は、毎日の給餌・集卵の際に確認していた。死亡鶏は、鶏舎内の

敷料に埋め、コンテナで覆い、自然に腐敗、乾燥させていた。 

 

イ．飼養者、従業員等に関する情報 

① 当該農場は、農場主のみで飼養管理を行っていた。給餌及び卵の回収は毎日実

施していた。給餌は１日２回、卵の回収は１日少なくとも４回実施していた。 

② いわゆる養鶏用の配合飼料は使用しておらず、農場で使用する飼料の搬入は、

大豆と小麦を搬入する業者が年に一度、鳥インフルエンザが流行する前に農場

に搬入をしていたのみで、その他配合される飼料は農場主自身が仕入れ及び搬

入作業を行っていた。 

③ 農場に出入りする管理獣医師はおらず、ワクチン接種済みの初生ひなを岐阜県

及び北海道の孵卵農場から仕入れており、農場内でワクチンを接種することは

なかった。 
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④ 北海道の孵卵場からは、農場主自身による運搬で、年４回程度、約 100 羽ずつ

初生ひなを導入していた。岐阜県の孵卵場からは、新千歳空港まで空輸された

後、業者が農場近隣の施設に車両で運搬し、施設において農場主が農場車両に

積み替えて農場内に導入していた。直近の導入は令和３年 11 月とのこと。 

 

（５）農場及び農場周辺における野鳥等の野生動物の生息状況と侵入防止対策 

⑥ 農場主によると、農場内でスズメ、カラス等の野鳥を見かけるほか、キツネ

による獣害が以前一度あった。また、農場内でイタチ科動物や猫も見かける

ことがあった。４月中～下旬には、農場前の湖面でハクチョウ類の群れも確

認されていた。 

⑦ 当該農場は、粘着シートやバネ装置によるネズミ獲りの設置により、ネズミ

対策が実施されていた。農場主によると、３～４年ほど前は鶏舎内でドブネ

ズミを見かけることがあったが、 近は見かけなくなったとのこと。直近で

は、冬季に一度、S 舎でネズミ獲りにかかっているハツカネズミを確認したと

のこと。調査時、鶏舎内でははっきりとしたネズミの痕跡は確認されなかっ

た。一方、飼料配合舎では頻繁にハツカネズミが確認されるようで、調査時

にも、飼料配合舎の粘着シートに多数のハツカネズミの死骸及び糞を確認し

た。 

⑧ 調査時、鶏舎から 30m程離れた農場入り口の木でカラスの巣を確認し、農場内

でもハシボソガラス２羽を確認した。 

⑨ 各鶏舎の壁面及び壁面の金網に目立った破損は認められなかったが、発生鶏

舎の一部の金網の編み目は５cm 以上で、雀等の小型鳥類の侵入が可能な大き

さであった。なお、農場主は鶏舎内への雀の侵入は目撃していないとのこと。 

 

（６）疫学サンプル 

下表のとおり環境材料を採取し、ウイルス検査を実施した。 

発生鶏舎の鶏糞から、高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1亜型）が分離

された。なお、全てのサンプルでPCR陽性であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採材場所 採取したサンプル 

 

発生鶏舎 

（Ｋ舎） 

 

 

出入口、壁、鶏糞 

 

 

未発生鶏舎 各鶏舎の鶏糞 

農場向かいの湿地帯 小川の水 
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出入口

扉

扉

壁

鶏糞

：採材場所

：ウイルスが検出された場所

 

発生鶏舎における採材場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非発生鶏舎における採材場所 

○：採材場所、サンプルは全て鶏糞 

 


