
①牛の出生や異動の届出は、速やか、かつ、正確に行いましょう。 

②耳標が脱落している牛がいる場合は、個体識別番号をよく確認し、速や

かに再発行申請をしましょう。 

 再発行された耳標を装着する際は、装着する牛の個体識別番号をしっか

りと確認し、間違いなく装着しましょう。 

 また、既に再発行耳標が装着されている牛に、正しい個体識別番号の耳

標が装着されているか、書類等を用いて再度自己点検しましょう。 

 本年2月24日、さいたま市で、誤った個体識別番号の耳標が装着された牛が出荷

され、と畜場において本来受けるべきBSE検査を受けずに流通していた事案があり

ました。これは、当該牛の両耳の耳標が脱落、再発行を申請する際に、牛の管理者

が十分確認せず誤った個体識別番号で申請したことによるものです。 
 

 耳標の装着、届出は牛トレーサビリティ法に基づき牛の

管理者に課せられている義務です。届出をせず、又は虚偽

の届出をした場合には、法に基づく罰則の対象となります。さ

らに、各種補助金の対象から除外されたり、返還を求められる

場合もあります。  

 BSEのまん延防止の的確な実施のため、以下の項目に気を付け、今後も適切な耳

標装着の実施をお願いします。 

耳標の再発行申請時は個体識別番号をよく確認しましょう 

～個体識別番号（耳標）はBSE対策の他にも、色々な場面で活用されています～ 

牛の個体登録（育種改良） 乳牛の能力検定（牛群検定） 

   各種補助事業への活用    牛の診療（農業共済） 

   牛肉の安全性確保    各種データの横断的利用 

H21年度お絵かきコンクール作品 



発行日 平成28年3月24日 

編集発行  東京都家畜保健衛生所  

 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

  携帯：090-6941-4315 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/kaho/ 

 いつも家保通信を読んでいただきありがとうございます。家保通信の宛先等に訂正

や変更がある方、、家保通信の送付停止や「家保通信が複数部欲しい」、「家保通信

にこのような記事を載せてほしい」等のご意見、ご要望がございましたら、当所まで

必ずご連絡ください。 

豚流行性下痢（PED）発生情報 

 2月末～3月にかけて、関東では千葉県、群馬県の農場でPEDが発生していま

す。引き続き車両の消毒等、家畜防疫対策の強化をよろしくお願いします。 

   

 韓国・口蹄疫発生拡大 / 台湾・高病原性鳥インフルエンザ発生継続 

 近隣国では家畜伝染病が継続して発生しています。防疫対策を今後も継続し、伝染病の

侵入を防ぎましょう。農場に関係のない人の立ち入りはさせず、人が出入りする際の手

指、靴底、車両の消毒を徹底してください。また、特に養鶏農家の方々は、野鳥の侵入防

止対策の強化をよろしくお願いします。 

＜口蹄疫＞ 

＜高病原性鳥インフルエンザ＞ 

 台湾でのH5N8亜型、H5N2亜型の発生が継続しています。春に南方から渡来してくるツバ

メ等の夏鳥により、春先以降もHPAIウイルスが国内に侵入する可能性があります。 

   

 

「定期の報告」の提出期限がせまっています 
～牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者の皆様～ 

 お忘れのないよう報告書の提出をお願いいたします。 

  報告書の様式を無くしてしまった、書き方が分からない等のお問い合わせは当所まで

ご連絡ください。また、様式や記入の手引きは東京都産業労働局HPの「定期の報告」の

ページからもダウンロードが可能です。 

家畜所有者の区分 報告期限 

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成28年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者 平成28年6月15日まで 

発生国 発生日 発生場所 発生動物 

韓国 2/24、3/7、3/10、3/11(5戸) 

3/14(2戸)、3/17、3/19、3/21(3戸) 

農場（計15戸） 豚 

中国（四川省） 3/2 と畜場 豚 
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「定期の報告」の提出をよろしくお願いします 

 各家畜所有者の定期報告書の提出期限は下表のとおり定められています。特に、まだ報

告を提出していない牛、豚等の所有者の皆様は早急に提出をよろしくお願いします。 

家畜所有者の区分 報告期限 

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成28年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者 平成28年6月15日まで 

   

 
ゴールデンウィークに備え防疫対策を強化しましょう 

 ゴールデンウィークには、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生している

近隣諸国（韓国、中国、台湾など）との、人や物の往来の増加が見込まれます。特に韓国

では口蹄疫（右下図）とHPAI、台湾ではHPAIの発生が継続しています。その他発生国など

の詳しい情報は、農林水産省HPをご覧ください。 

 発生予防のためにも、日頃から適切

な飼養衛生管理をしていただき、万が

一家畜に以下のような症状が見られた

り、普段と様子が異なっていたりした

場合は、獣医師もしくは当所へ速やか

な通報をお願いします。 
  

口蹄疫を疑う症状  

・39℃以上の発熱  

 泡沫性流涎（よだれ）、跛行、起

立不能、泌乳停止  

 口、鼻、蹄、乳頭、乳房のいずれ

かに水疱、びらん、潰瘍、はん痕  
 

 HPAIを疑う症状 

・1日の家きんの死亡率が通常の2倍

（気温の急激な変化等、他の事情が

無い場合） 

PED 近隣県で継続発生中 

 群馬県（中部地域）で約1か月ぶりにPEDが発生し、現在も継続発生中です。車両消毒、

関係者以外の農場への立入禁止等、引き続き飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。 

韓国における口蹄疫の発生状況（2016年1月以降 4月8日現在） 
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H28年度鶏サルモネラ検査及び抗菌性薬剤残留調査実施のお知らせ  

 5月下旬～7月上旬の期間で検査を実施します。 

《対象》   概ね100羽以上の家きん飼養農場 

《検査内容》サルモネラ検査  ：鶏舎通路床、ケージ、巣箱等の環境材料及び卵    

            抗菌性薬剤残留調査：卵 

《検査日程》郵送で個別にお知らせします。ご都合の悪い場合は当所までご連絡下さい。 

◎島しょ地域の検査予定につきましては、別途ご連絡致します。 

◎定期検査に併せて、牛白血病、牛ウイルス性下痢・粘膜病及び病原性大腸菌O-157の検査を

実施します（希望者のみ、無料）。牛白血病、牛ウイルス性下痢・粘膜病は気づかぬうち

に感染が拡大する恐れのある病気です。ご自身の農場の状況把握にぜひご活用ください。 

◎都内移入牛（導入・預託帰還牛）については、家畜伝染病予防法第5条に基づくヨーネ病検

査を随時実施しますので、必ず当所までご連絡ください。 

H28年度牛の定期検査実施のお知らせ 
家畜伝染病予防法第5条に基づく、牛の結核病（乳用牛のみ）及びヨーネ病の定期検査を

以下の日程で実施します。飼養者及び関係者の皆様にお手数を掛けますが、ご協力をお願い

します。 

平成28年度牛の結核病及びヨーネ病検査日程 

地区 区市町 採血日 結核病判定日 

北多摩 

清瀬市①（上清戸、中清戸） 5月16日 月 5月19日 木 

清瀬市②（下宿、中里） 5月17日 火 5月20日 金 

東久留米市 5月23日 月 5月26日 木 

武蔵村山市 5月24日 火 5月27日 金 

立川市①（西砂町3丁目） 5月30日 月 6月2日 木 

立川市②（西砂町4丁目） 5月31日 火 6月3日 金 

府中市 6月6日 月 6月9日 木 

調布市 6月7日 火 6月10日 金 

区部 練馬区 6月13日 月 6月16日 木 

西多摩 

青梅市①（今井） 6月14日 火 6月17日 金 

青梅市②（新町） 6月20日 月 6月23日 木 

あきる野市①（雨間） 10月3日 月 10月6日 木 

あきる野市②（引田、瀬戸岡） 10月4日 火 10月7日 金 

日の出町 10月11日 火 10月14日 金 
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家畜伝染病予防法に基づく家きん所有者の「定期報告書」（平成28年2月1日時

点）の提出期限は、6月15日です。早めの提出をお願いします。 

なお、牛、水牛、鹿、めん山羊、豚、いのしし及び馬の所有者の報告期限は過ぎ

ていますが、未提出の所有者は至急、提出願います。 

※小規模所有者以外の家畜所有者の方は、飼養衛生管理基準の遵守状況及び添付

書類についても忘れずにご記入ください。 

「定期報告書」の提出期限がせまっています    

 

PEDの発生が継続しています 
 5月上旬に、千葉県北部の農場3件でPEDが発生しました。引き続き、農場内に入

る車両の外部・内部の消毒、手指や長靴の消毒、部外者を農場の中に入れないよう

にするなど、家畜防疫対策の強化をよろしくお願いいたします。 

海外での高病原性鳥インフルエンザ発生状況 

 先月下旬にも、台湾で高病原性

鳥インフルエンザ（HPAI）の報告

が3件ありました。台湾では昨年か

ら継続して発生がつづいており

（右図）、昨年1月～2月と比較す

ると発生数は減少しているもの

の、終息の気配が見えません。 

 HPAIウイルスは、南方から渡来

している夏鳥（ツバメ等）により、国内に侵入する可能性があります。

また、空港等の検疫所で、海外から手荷物として持ち込まれた家きんの生肉から

HPAIウイルスが検出された例もありました。 

引き続き、農場へのウイルス侵入防止対策をお願いします。 

野鳥及び野生動物の侵入防止対策、農場出入りの際の車両や人の消毒、 

部外者の立ち入り禁止措置、踏込消毒槽の設置、清掃・消毒の励行 等 

参考：農林水産省HP 
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ＭＧﾜｸﾁﾝ接種 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査羽数 陽性羽数 

個体の 

陽性率 

有 20 19 95.0 200 163 81.5 

未接種・不明 16 13 81.3 160 85 56.7 

 計 36 32 88.9 360 248 82.7 

マイコプラズマ・ガリセプチカム感染症【MG】：ワクチン未接種農家では、導入からの日

数が短い鶏の陽性率は低く、導入後時間が経過した鶏は感染が進行している傾向にありま

す。ワクチン接種や導入鶏と既存鶏の隔離、アウト後の清掃及び消毒など、感染の予防を

しましょう。 

MSﾜｸﾁﾝ接種 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査羽数 陽性羽数 

個体の 

陽性率 

未接種・不明 36 30 83.3 360 271 75.3 

 計 36 30 83.3 360 271 75.3 

マイコプラズマ・シノビエ感染症【MS】：都内農場の陽性率は83.3%と高い値になってい

ます。塵埃や野生動物、昆虫等により伝播されるので、衛生対策をしっかりと実施しま

しょう。 

SEﾜｸﾁﾝ接種 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査羽数 陽性羽数 

個体の 

陽性率 

有 4 1 25.０ 40 1 2.5 

未接種・不明 32 ０ 0.0 320 0 0.0 

 計 36 1 2.8 360 1 0.3 

ひな白痢【SP】：陽性鶏はサルモネラ（SE）ワクチンを接種したために反応したもので

す。都内でひな白痢の発生は近年見られていませんが、今後も侵入防止のために、車両や

他農場から持ち込まれる物品に対する消毒を励行しましょう。 

ＮＤﾜｸﾁﾝ接種 検査戸数 陽性戸数 
農場の 

陽性率 
検査羽数 陽性羽数 

個体の 

陽性率 

有 35戸 34戸 97.1% 350羽 333羽 95.0％ 

不明 １戸 １戸 100.0% 10羽 10羽 100.0％ 

計  36戸 35戸 97.2% 360羽 343羽 95.3％ 

注）陽性：HI価8倍以上  

ニューカッスル病【ND】：都内のほぼ全ての農家でワクチン接種の効果が現れています。

種鶏場で生ワクチンを接種された鶏の導入後、農場で補強接種を実施していないことによ

り免疫力が低下しているケースが見られます。 

 昨年度秋～冬に実施した鶏病抗体調査の結果をまとめました。以下の4種の疾病の発生

は、いずれも近年都内で見られていませんが、しっかりと飼養衛生管理を行い、今後も外

部からの侵入を防止しましょう。 



   

 

夏場の暑熱対策に取り組みましょう 

東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

 今年も夏本番が近づいてきました。気象庁の予報によると、今年の関東地方の6～8月の気温

は平年並みか高いとされています。 

 人と比べて暑さに弱い家畜は、夏の暑熱ストレスにより採食量や増体量が低下し、生産性が

損なわれます。また、死亡率が上昇する恐れもあります。ちょっとしたことからでも対策を始

めて、暑い夏を乗り切りましょう。 

飼養管理面から 

○密飼いを避けて、体感温度とストレスの低減。牛の毛刈りの実施 

○飼料給与等の工夫 

・冷たい水が常に十分飲めるようにする。 

・涼しい時間帯に飼料給与するとともに、給与回数を増やす。 

・必要に応じ、ビタミンやミネラルを給与し、栄養補給を補う。 

畜舎環境面から 

○畜舎外の対策で畜舎温度を下げる 

・樹木や遮光ネット、寒冷紗等の設置 

  ネットや寒冷紗等を設置する際は、ただ単にカーテンのように垂らすと空気の流れも抑 

 え、逆効果になってしまいます。設置の際は空気の流れを考慮し、吸排気通路を塞がないよ  

  うにやや斜めに設置しましょう。 

・屋根・壁・床への断熱材の設置、塗装 

  太陽光で暖められた屋根から熱が放出されることで、畜 

 舎内の温度が上がります。太陽光から屋根を守るために、消 

 石灰を吹き付けて太陽光を反射したり、スプリンクラーで散 

 水して冷やしたりする方法があります。 

○畜舎内の対策で畜舎温度を下げる 

・換気扇や大型扇風機での送風 

・家畜への直接送風、散水、ドリップクーリング 

  凍らせたペットボトルをつるすなど、身近なもので実践できます。 
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「定期報告書」の提出をお願いします 
   

 

家畜伝染病予防法に基づく家畜所有者の「定期報告書」（平成28年2月1日時点）の提出期

限が過ぎています。未提出の方は、至急、提出願います。報告様式が入用の方や以前の報告

書の内容を知りたい方は当所までご連絡ください。報告様式や記入の手引きは、東京都のＨ

Ｐからもダウンロードできます。 

※小規模所有者以外の家畜所有者の方は、飼養衛生管理基準の遵守状況及び添付書類につ

いても忘れずに記入してください。 

   

 

近隣諸国での口蹄疫の発生状況 

 中国ではほぼ毎

月、口蹄疫の発生が

あり、5月も、中国

南部での発生があり

ました(右図赤字)。 

 この他に韓国でも

口蹄疫が継続して発

生しています。 

 引き続き、農場の

防疫対策の強化をお

願いします。 

  

「飼養衛生管理強化事業」のご案内 

◎本事業の内容（補助の対象、手続き等）に関するお問合せ：食料安全課 ℡ 03-5320-4845 

◎飼養衛生管理の遵守方法に関する相談：家畜保健衛生所 ℡ 042-524-8001  

 東京都では昨年に引き続き、飼養衛生管理基準の遵守に必要な資材等

の整備に係わる経費の一部を支援する事業を今年度も実施します。都内

に農場がある、牛、豚、鶏を飼養する畜産農家が対象です。 

 詳細は、同封の「平成28年度飼養衛生管理強化事業のご案内」をご覧

ください。本事業の主旨をご理解いただいた上で、活用を希望される方

は、別添の「平成28年度飼養衛生管理強化事業希望調査票」に記入の上、産業労働局農林水産

部食料安全課へ、平成28年7月31日までに郵送又はFAXにて提出願います。 

補助対象例：動力噴霧器 



 
 

東京都は飼養衛生管理基準を遵守し、農場における家畜伝染病防疫レベルを向上させる

取り組みを行う農家を支援します。 

 

事業年度 平成 28年度 

 

事業主体 都内に農場のある牛、豚、又は鶏を飼養する畜産農家 

     ※事業主体者は家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準を順守するために  

      指導機関である家畜保健衛生所の指導、または飼養衛生管理強化事業推進指

導班の指導を受けるものとします。 

事業内容 飼養衛生管理基準の遵守のために必要な資材等の整備に係る経費の一部を補助

します。 

対象経費 ○衛生管理区域の設定と病原体の持込防止に係る経費 

      (例) 動力噴霧器、車両消毒設備、消石灰散布機、消毒マット、手洗い設備、 

        手指消毒器、看板、柵(区画用)、長靴収納棚、衣類ロッカー、監視カメ

ラ、隔離畜舎 等 

     ○野生動物等からの病原体の侵入防止に係る経費 

      (例) 防鳥金網・ネット、電柵、畜舎壁の破損の補修、飼槽の補修 等 

     ○衛生管理区域の衛生状態の確保に係る経費 

       (例) 畜舎内破損個所の改修、高圧洗浄機 等  

                  ※対象経費は 5万円以上とします。(複数合計可) 

 

補助率  １／２以内 （上限 50万円）  

※１飼養場所において所有者、管理者が複数いる場合、その飼養場所での整備事

業は１事業として申請してください（事業申請は代表者が行ってください。）。 

※１所有者または１管理者が複数の飼養場所にて飼養をし、これらの飼養場所で

整備を行う場合には、その所有者または管理者が１事業として申請してくださ

い。 

   

     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

○申し込みは７月３１日までに別添の事業実施計画書を提出してください 

飼養衛生管理レベルの向上をはかる畜産農家(牛、豚、鶏)が参加できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談・助言 

事業推進指導班 

◆農林水産部食料安全課、家畜保健衛生所、農業振興事務所振興課、農業改良普及センターで構成 

◆事業の普及推進、農家の飼養衛生管理改善の取組への指導助言、事業の効果判定などを実施 

飼養衛生管理を強化する手段を計画 

必要な資材を決める・見積もりを取る 

補助金交付申請書提出 

資材の購入・工事等 

実績報告書提出 

補助金交付請求書提出 

補助金の受け取り 

補助金交付決定通知 

額の確定通知 

補助金の支払い 

畜産農家  

 家畜保健衛生所または 

飼養衛生管理強化事業指導推進班 

農林水産部食料安全課 

農林水産部食料安全課 

農林水産部食料安全課 

協議 

協議 

現地調査 

審査 

審査 

問合せ先 

(事業に関すること)東京都産業労働局農林水産部食料安全課 ℡０３－５３２０－４８４５ 

(飼養衛生管理基準に関すること)東京都家畜保健衛生所   ℡０４２－５２４－８００１ 

(技術、経営に関すること)東京都農業振興事務所      ℡０４２－５４８－５０５３ 

 中央農業改良普及センター ℡０４２－４６５－９８８２ 

 西多摩農業改良普及センター ℡０４２８－３１－２３７４ 

 南多摩農業改良普及センター ℡０４２－６７４－５９７１ 

申込み（事業実施計画書を提出） 

飼養衛生管理強化事業に参加したい 
 

（整備の一例） 

バッテリー動噴 

 100,000円 

消毒マット 

  20,000円 

区画用柵 

  50,000円 

防鳥カーテン 

  50,000円 

合計 220,000円 

補助金 110,000円 

柵 

消毒マット 

防鳥カーテン 

取組事例（イメージ） 

動力噴霧器 

平成 28年度飼養衛生管理強化事業のご案内 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度の本事業導入実績例 

１ 鶏舎の天井及び壁の補修 
  （野生動物等からの病原体の侵入防止対策） 

２ 飼槽の補修 
  （野生動物等からの病原体の侵入防止） 

３ 消石灰散布機の整備・踏込消毒槽設置場所の整備 
（衛生管理区域の設定と病原体の持込防止） 

実施前 

Ａ町  Ｆ養鶏場（ウインドレス鶏舎）  

実施後 

実施前 

Ｂ市  Ｇ酪農場  

実施後 

実施前 実施後 

Ｃ町  Ｈ酪農場  

破損場所より、野鳥、ネズミの侵入がみられたため、壁面補修と天井をベニヤから塩ビトタンへ

の張替をしました。 

飼槽を覆っていたゴムの劣化により、清潔に保つことができなくなったため、 

ベルトコンベア用のベルトを用いて張替を行いました。 

ｇ 

飼槽底面のタイルがはがれたため、飼槽を清潔に保つことができませんでした。

飼槽用レジンを用いて補修をしました。 

施工の様子 

Ｄ市  Ｉ養鶏場  Ｅ町 Ｊ養鶏場 

消石灰散布機 
鶏舎入口の消毒槽設置場所整備 



 6月28日、韓国済州島の養豚場で豚コレラの発生がありました（裏面地図参照）。韓国では約3年

ぶり、済州島では約18年ぶりの発生です。 

 今回の発生は島内の豚に対するモニタリング検査の過程で確認されたものであり、当該農

場の豚には臨床症状は認められませんでしたが、国際基準等に準じて発生とみなし、防疫措

置が実施されました。農場の豚は全て殺処分及び埋却処分され、当日同農場からと畜場に出

荷された豚及び他農場から出荷された豚も、と畜場で殺処分、埋却されたと報道されていま

す。 

 発生農場のある済州島は、豚コレラ清浄地域であり、島という地域的特徴があったのにも

関わらず発生しました。当該農場には中国人等海外からの労働者はおらず、飼養者に海外渡

航歴も無く、観光客が頻繁に出入りしない地域であると報道されています。都内農場も油断

することはできません。 

 これから夏季休暇の時期を迎え、人や物の往来が盛んになることに伴い、日本国内への豚

コレラウイルスの侵入リスクがより高まることが懸念されます。飼養衛生管理の遵守の再徹

底をお願いします。 

韓国で豚コレラ発生!! 

発行日 平成28年7月4日 

編集発行  東京都家畜保健衛生所  
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 豚コレラは、死亡率は高いも

のの、特徴的な症状や病変は示

しません。最初に発熱、食欲喪

失、うづくまり、嗜眠など元気

消失がみられ、ついで右図のよ

うな下痢便、起立困難、死亡等

の症状がみられます。 

出典：農研機構 動物衛生研究部門HP 

このような症状が見ら
れた際は、すぐに当所
までご連絡ください。 



平成28年6月29日現在 

 

出典：農林水産省HP 



   

 

石灰消毒を活用しましょう 

東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

①消石灰（水酸化カルシウム）…強アルカリ性（pH12）で、消毒効果を有し、

畜産分野の消毒でよく使われている石灰。水には溶けにくい。 

②生石灰（酸化カルシウム）…強アルカリ性で高い消毒効果を有する。消石灰と比較し水に溶

けやすいが、水と反応すると発熱し危険。取扱いに注意を要するが、熱を利用した消毒も可

能。 

③ドロマイト石灰（水酸化カルシウム・水酸化マグネシウム）…水に溶けやすく、水と反応し

ても発熱しない石灰。畜舎消毒用に調整された。 

④苦土石灰…植物の肥料の石灰。アルカリ性が弱く、畜産分野の消毒には向かない。 

①石灰乳の塗布…石灰を倍量の水に溶かして作った「石灰乳」を、よく清掃した畜舎の壁や床

（牛床も可）、天井、柱等に、刷毛や石灰塗布作業機を用いて塗布し、乾燥させます。強アル

カリ性の石灰乳によって隙間が封じ込められ、細菌、ウイルス等の病原体、ダニ、コクシジウ

ム、カビ等の防除に効果的です。また、畜舎の屋根に塗布すれば暑熱対策にもなります。 

 従来は生石灰で実施されていましたが、新たに開発されたドロマイト石灰の方が扱いやすく

塗布しやすい上に、生石灰と比較して、塗布した石灰乳がはく離しにくいといった長所がある

ため、ドロマイト石灰を用いる手法が主流となっています。 
 

②踏込消毒槽…消石灰と水（目安：水10リットルに紙コップ１杯

の石灰）をよく混ぜた消石灰乳剤、もしくは①で述べた石灰乳を

作り、踏込消毒槽の消毒薬にします。石灰を水に溶かさずに用い

た場合と比較し、長靴底面に石灰が付着しやすくなり、より効果

があります。乳剤は１週間程度で交換しましょう。 

◎石灰は非常にアルカリ性が強く、人体や家畜に対し被害を引き起こす恐れがあります。 

◎取扱いの際は手袋、マスク、ゴーグル等を着用し、家畜にも直接石灰が触れることの無い

ようにしましょう。 

石灰の種類 

石灰の利用方法 

牛房への石灰乳塗布（出典：農林水産省） 

参考：栃木の畜産第247号「ドロマイト系石灰乳塗布による畜舎消毒」 

   高知県中央家保「消石灰を用いた踏込み消毒の普及への取組」 
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豚流行性下痢（PED）の発生が継続しています 

 7月5日、千葉県で昨年9月以降20例目のPEDが発生しました。今後も継続して飼養

衛生管理基準を遵守し、発生防止に努めましょう。 

家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病検査について 

 東京都では、2年に1度の定期検査の他に、都外からの導入牛や預託先からの帰還

牛についても、ヨーネ病検査を随時実施しています。検査対象は「搾乳及び繁殖の

用に供する6箇月齢以上の牛」、検査手数料は1頭につき240円です。 

 牛の導入・帰還計画が決まりましたら、必ず家畜保健衛生所に連絡し、検査を受

けるようにしてください。 

 ※東京都酪農業協同組合が扱う預託事業の帰還牛に関しては、組合からご連絡を

いただくため、飼養者の皆様からの個別のご連絡は不要です。 

近隣諸国での高病原性鳥インフルエンザの発生状況 

 6月下旬に、中国及び台湾で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生報告があ

りました。中国は農場、台湾は食鳥処理場及び農場での発生です。HPAIウイルス

は、南方からの渡り鳥（ツバメ等）によって持ち込まれる可能性があり、夏場でも

発生するリスクがあります。飼養衛生管理を見直し、発生予防に努めましょう。 

   

 

外国語にも対応した立入禁止看板を作成しました 

 昨今、都内でも外国人観光客や労働者が増え、海外で発生している悪性伝染病の

病原体が持ち込まれるリスクが上昇しています。そのようなリスクに対し、日頃か

ら農家の皆様には、部外者の農場への入場制限や、立入禁止看板の設置等による衛

生管理区域の境界設定といった、飼養衛生管理基準の遵守で対応していただいてい

るところです。 

 この度当所では農場を訪れる外国の

方にもその旨を示すことができるよう

に、外国語（英語、中国語）にも対応

した立入禁止看板を作成しました。ご

希望の方はお気軽に当所までご連絡く 

ださい。 外国語対応立入禁止看板の一例 



   

 

夏休み期間も衛生対策を徹底しましょう 
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位置情報ゲーム利用者の農場への立ち入りに注意しましょう 

 今般、位置情報ゲーム「ポケモンGO」の利用者がゲームをやりながら立

入が禁止された区域に侵入するなどの事案が報道されております。 

 飼養衛生管理基準では、疾病侵入防止の対策の１つとして、衛生管理区

域には、必要のない者が立ち入らないようにすることとしております。

ついては、衛生管理区域が他者からみても明らかに分かるように表示を行っ

ていただくとともに、当該ゲームの利用者が衛生管理区域に立ち入ることがないよ

う、注意をお願いいたします。 

 衛生管理区域内に当該ゲームのアイテム入手先が設定されていた場合には、「ポ

ケモンGO」公式ホームページのヘルプセンターを通じて削除を要請することもでき

ます。 

 また、実際に被害等の事例が確認されましたら、お知らせいただきますようあわ

せてお願いします。 

 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4  

  TEL ：042-524-8001 FAX：042-523-4286 

  携帯：090-6941-4315 

 学生が夏休みに入り、農業体験などで普段よりも農場に人が立ち入る機会が増加します。衛生

対策を再度見直し、家畜への病原体の感染を防止しましょう。 

１ 最新情報の確認 

 家保通信や農林水産省HPから、伝染病の発生状況などの最新情報を入手し、把握しましょう。 

２ 病原体侵入の防止 

衛生管理区域への部外者の立ち入り禁止の徹底…看板の設置などにより、衛生管理区域を示し、農場に関

係の無い人の場内への立ち入りを制限しましょう。また、他の農場などの畜産関係施設に立ち入った人

や、過去1週間以内に海外から帰国した人は、衛生管理区域に立ち入らせないようにしましょう。 

消毒の実施…来場者専用の長靴やブーツカバーの用意や消毒

マットの設置、ふれあい体験の前後の手洗い及び手指の消毒

を徹底し、農場への病原体の侵入を防止しましょう。 
 

 当所では、小さなお子様でも理解できるよう、ひらが

なを用いた立ち入り禁止看板を作成しました（右図）。  

ご希望の方はお気軽に当所までご連絡ください。 
ひらがなを用いた立入禁止看板の一例 



東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

口蹄疫に似た新たな豚の病気が報告されました 

台湾で高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)の発生継続中 

 台湾で6月末から7月初めにかけて、HPAIが3件発生しました(右図地域)。2件

は地鶏の処理場、1件はがちょう農場です。台湾では毎月のようにHPAIが発生

しており、油断できない状況が続いています。 

 今後も衛生管理区域内に出入りする人や車の消毒の徹底、防鳥ネットの設

置・補修などを継続し、HPAIの発生を防ぎましょう。また、日頃から鶏の様子

をよく観察し、死亡鶏が増加するなどの異状を発見した際は、すぐに当所まで

ご連絡下さい。 

 7月中旬に、アメリカのアイオワ州の2か所のと畜場で、12例の豚の水疱症例が確認され

ました。全ての症例で口蹄疫陰性が確認されましたが、75％の検体から「セネカウイルス

（Seneca virus A）」が検出されました。 

 このウイルスは口蹄疫や豚水疱病などと似た症状を示します。発熱、水疱（鼻上又は口

腔粘膜など）、水疱が破れることによるびらん、蹄部の潰瘍や蹄壁の脱落などが見られま

す（下図）。 

 日本では現在のところ本症例の報告はありませんが、口蹄疫や豚水疱病に類似した疾病

として類症鑑別が重要となります。日頃から豚の様子をよく観察し、異状が見られた際

は、すぐに当所までご連絡下さい。 

セネカウイルスによる病変（出典：全米養豚獣医師会公表資料） 

破裂した鼻の水疱病変 蹄部の潰瘍病変 

台湾HPAI発生地域 
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平成28年度夏期鶏サルモネラ検査の結果について 

 標記調査結果は下表のとおりです。ご協力ありがとうございました。   

検査名 検査対象 検査戸数 
検出戸数 

（検出率） 

サルモネラ検査 
鶏舎内ホコリ等 41  2(4.9%) 

鶏卵 41 0(0%) 

H28 鶏サルモネラ検査結果 

 農林水産省が平成19年度に調査した、国内の採卵養鶏場（338農場、各農場で2か

所から環境のホコリを採材）のサルモネラ保有状況は、開放鶏舎で10％、ウインド

レス鶏舎で52％でした。都内養鶏場でのサルモネラの検出率（4.9％）は、この結

果と比較すると大変低い割合です。（参考：農林水産省「食品安全に関する有害微生物の実

態調査の結果集」） 

 今後も鶏舎内の清掃・消毒や野生動物・野鳥の防除などに取り組み、サルモネラ

を「持ち込まない」、サルモネラが侵入したときも鶏群から鶏

群に「広げない」、自分の農場から外に「持ち出さない」よ

う、衛生対策に取り組んでいきましょう。 

 農林水産省から、養鶏場で有効な衛生対策をまとめた「鶏卵

の衛生管理ハンドブック」が発行されています。ご入用の方は

当所までご連絡下さい。 

関東で豚流行性下痢(PED)の発生継続中 

 群馬県西部地域の養豚場1戸で、8月3日にPEDが発生しました。農場に病原体を入

れないよう、衛生管理区域内に出入りする人や車の消毒の徹底を継続しましょう。 

   

 
モンゴルで口蹄疫が発生しました 

 モンゴルの東部の農場(右図)で、7月16日に口蹄

疫（A型）の発生がありました。モンゴルでの発生

は昨年10月から約9か月ぶりです。 

 今年に入り、韓国と中国でも口蹄疫が発生して

おり、東アジアでは依然として口蹄疫の流行が収

まる気配を見せません。日本に病原体が侵入する可能性が極めて高い状況が続いて

います。今後も衛生管理区域内に出入りする人や車の消毒の徹底や野生動物の防除

などを継続し、口蹄疫ウイルスの侵入を防ぎましょう。 

モンゴル口蹄疫発生地域 



  

 

 

9月3日、韓国京畿道漣川（ヨンチョン）郡の養豚農場で豚コレラの発生があり

ました（裏面地図参照）。 

 韓国では本年6月に済州島で豚コレラの発生が確認されたところですが、ワクチン接種を

行っている本土での発生は、約3年ぶりの発生となります。 

  

発生情報（農林水産省より） 

 9月3日 漣川郡の１養豚農場で豚5頭が豚コレラの疑い症状を示したことから、韓国農林 

    畜産検疫本部で検査した結果、陽性と判定された。 

 9月4日 当該農場で飼養されている豚のうち、症状を示し感染が疑われる217頭を埋却 

    処分し、農場に移動制限などの措置を講じた。 

 

 発生農場ではワクチン接種が行われていた。農場で飼養されている豚のうち殺処分をされ

なかった豚については追加ワクチン接種を実施した。 

 発生農場３㎞以内には９戸、３～10㎞以内には59戸の養豚農場が存在する。3㎞以内の

農場については、血液、唾液、環境から採材を予定している。 

 

◇飼養衛生管理の徹底をお願いします！ 

韓国で豚コレラ発生!! 
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 豚コレラは、死亡率は高いものの、特徴的な症状や病変は示しません。最初に発熱、食

欲減退、うずくまりなど元気消失がみられ、ついで下痢便、起立困難、死亡等の症状がみ

られます。 

このような症状が見られた際は、すぐに当所までご連絡ください。 



平成28年9月5日現在 

 

  出典：農林水産省 

  



東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

牛の呼吸器病・下痢症を予防しましょう！ 
 冬になると牛の呼吸器病や下痢症の発生が多くなります。原因は、細菌、ウイ

ルスなど様々ですが、栄養状態の悪化や寒冷ストレス、輸送ストレスなどが引き

金となり、子牛の発育不良や乳量の減少等、大きな経済的損失をひき起こしま

す。東京都でも毎年、牛ロタウイルス病や牛コロナウイルス病、牛RSウイルス病

の発生が確認されています。呼吸器病、下痢症予防のために、以下の対策に取り

組みましょう。 

１ 子牛の寒冷対策 

 コンパネやビニールシートで風よけを設置し、子牛

に冷たい風が当たらないようにしましょう（右図）。

また、湿った敷料は体温低下の原因となるため、こま

めに掃除をして清潔な状態に保ちましょう。 

２ 清浄・消毒の励行 

 飼養衛生管理基準を遵守し、病原体が侵入しないよ

う長靴や車の洗浄・消毒を実施しましょう。 

３ 導入牛・預託帰還牛の隔離 

 病原体を持ち込む可能性があるため、導入牛・預託帰還牛は牛群から隔離しましょう。

また、導入牛・預託帰還牛検査は必ず受けましょう。 

シートや段ボールを用いた風よけの例 

（出典：北海道根室振興局HP） 

豚病抗体調査実施のお知らせ 

 10月から豚病抗体調査を実施いたしますので、ご協力よろしくお願いします。 

検査材料 血液、糞便 

血清抗体検査項目 オーエスキー病、豚コレラ、 

豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS） 他 

糞便検査項目 寄生虫検査 

聞き取り調査 飼養状況、衛生管理状況（ワクチン接種状況等） 

検査日程 訪問日時や採血頭数等、個別にお知らせします。 
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鶏病抗体調査実施のお知らせ 
 10月から、概ね100羽以上1,000羽未満の家きんを飼養している養鶏農場の鶏病

抗体調査を実施します（1,000羽以上の飼養農場は平成28年1月頃の実施を予定し

ています）。実施内容は下表のとおりです。 

 また、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの防疫対策を強

化するため、巡回時に各農場の飼養衛生管理基準の遵守状況の確認をさせていた

だきます。ご協力よろしくお願いします。 

検査材料 血液（1群10羽抽出） 

検査項目 ニューカッスル病、鶏マイコプラズマ病、 

家きんサルモネラ感染症、鳥インフルエンザ等 

聞き取り調査 鶏の導入状況、ワクチン接種状況、卵の販売先等 

※ワクチンプログラム等、必要な書類をご用意ください。 

検査日程 個別に調査予定日を通知しますので、ご確認ください。 

ご都合が悪い場合は当所までご連絡ください。 

牛の評価額の最高限度額が引き上げられました。  

 家畜伝染病予防法で定める家畜伝染病の患畜又は疑似患畜となった家畜を、同法

に基づきと殺した場合又は殺処分された場合には、国から家畜の所有者に手当金が

交付されます。手当金の算定根拠となる家畜の評価額の最高限度額のうち、牛の手

当金評価額の最高限度額が、近年の牛の取引価格の上昇を踏まえ9月14日より52万

円から95万円に引き上げられました。 

 この改正にともない、都の補助事業の生産農場清浄化対策事業における自主淘汰

牛(ヨーネ病患畜同居牛、牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛(PI牛)の評価額

も、同様に引き上げられます。  

 なお、手当金は、家畜の伝染性疾病の発生予防やま

ん延防止のために必要な措置を講じなかった者に対し

ては、手当金の全額若しくは一部が交付されない場合

がありますので、今後とも早期通報及び飼養衛生管理

基準の遵守等に努めるようお願いします。 

中国・台湾で高病原性鳥インフルエンザ発生 
 8月にも中国南部および台湾北部の農場で、高病原性鳥インフルエンザ発生の報告があ

りました。近隣諸国では、高病原性鳥インフルエンザの発生が継続しています。 



   

 

ハエの防除対策を実施しましょう 

東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

 ハエ類は家畜に不快感や吸血などの直接的な被害や、伝染病の媒介などの間

接的な被害を与えます。また、周囲の人に不快感を与えることもあります。 

 ハエの発生は気候と密接な関係があり、右

図のとおり4～11月の春から秋にかけて発生

のピークが見られます。 

 一般的にハエの防除対策は春が最も重要で

すが、冬の成虫は春以降の大量発生の元にな

るため、確実に防除しましょう。 

イエバエ

ヒメ
イエバエ

オオイエバエ

多い

少ない

ハエの季節消長（模式図）

３ ５ ７ ９ 11月

ハエの防除対策 

 当所ではハエの防除に関する普及資料を配布しております。ご入用の方は 

お気軽に当所までご連絡ください。 

①環境対策  ・ハエの餌となる家畜の糞や残飼を除去する。 

       ・好んで卵を産み付ける湿った場所なくす。 

       ・飼料は蓋をして保管する。 

②発生源対策 ・たい肥や鶏ケージ下の糞に薬剤をまく。 

       ・たい肥にはシートをかぶせてハエの産卵防止、温度上昇   

       及び幼虫の窒息を図る。  

③成虫対策 ・殺虫剤の散布、毒餌法、縄のれん法や電撃器、ハエ取りリ   

      ボン等の併用で成虫数の減少を図る。  
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農場内への野鳥の侵入に気をつけましょう  

平成26年度(2014年)の冬に日本で発生した高病原性鳥インフルエンザのウイルス

（H5N8亜型）は、その年の初めに東アジアで流行したウイルスが渡り鳥の春の渡

りによりロシア北部の営巣地に持ち込まれ、そこから冬の渡りの時期に日本など

の東アジア、米国、ヨーロッパに持ち込まれたことが分かっています（下図）。 

今年の夏、ロシア北部の渡り鳥の営巣地で、

野鳥からH5N8亜型のウイルスが検出されました

ので、この冬の渡り鳥の飛来によって、日本に

ウイルスが入ってくる恐れがあります。 

また、渡りをする水鳥が直接鶏舎に入ってく

る可能性よりも、農場周辺の小鳥等がウイルス

を伝播する可能性の方が高いといわれていま

す。鶏舎内や堆肥置き場に野鳥が入らないよう

に、ネットや金網に破損はないか、もう一度確

かめましょう。 

H5N8亜型ウイルスの世界的伝搬（農水省 高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム) 

 11月21日（月）14時より八王子労政会館で（公社）東京都獣医師会主催の飼養

衛生管理についての講習会が開かれます。 

 ぜひ、参加して農場防疫の強化を目指しましょう。  

養鶏農家向け講習会のお知らせ   

鶏舎周辺でよく見られる小鳥 

ツグミ 

ハクセキレイ 
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 高病原性鳥インフルエンザは、死

亡率が高く、特徴的な症状や病変は

示さずに死亡することが多くありま

す。 

 時に、震え、起立不能、斜頚など

の神経症状や沈うつ、食欲消失、急

激な産卵低下（停止）がみられるこ

ともあります。 

右図：鳥インフルエンザの感染鶏例 

１：肉冠の出血・壊死 

２：顔面の浮腫性腫脹 

３：脚部皮下の出血 

４：症状が無く死亡している鶏 

鶏が大量に死んでいた場合、異状が見られた場合は、 
            すぐに当所までご連絡ください。 

出典：農研機構 動物衛生研究部門HP 

4 3 

1 2 

 11月18日、環境省から、鹿児島県出水市で11月14日に採取された野生のツルのねぐらの水

から、高病原性鳥インフルエンザウイルス（HPAI）H5N6亜型が分離されたという報告があり

ました。この事例により、日本国内では、今季初めてHPAIウイルスが確認されたこととなり

ます。 

 また、北海道の野生のハクチョウ、秋田県の動物園で飼育されていたコクチョウ、今回

HPAIウイルスが検出された鹿児島県出水市の野生のナベヅルの、各死亡個体でも簡易検査も

しくは遺伝子検査で陽性の結果が出ており、現在確定検査中です。 

農場でのHPAIウイルス侵入防止対策、 
  万が一の発生時に備えたまん延防止対策を改めてお願いします。 
 

・鶏舎の防鳥ネット点検  ・農場内の清掃、消毒 ・部外者の立入禁止 
・野生動物の侵入防止対策 ・鶏舎専用長靴の使用 ・踏込消毒槽の設置 等 

国内で高病原性鳥インフルエンザウイルス分離 



韓国における高病原性鳥インフルエンザの発生状況 

（2016年11月以降） 平成28年11月18日現在 
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 11月16日、韓国の家きん飼養農場で高病原性鳥インフルエンザ

（HPAI）H5N6亜型の発生が２件ありました。  

  
１例目 ２例目 

発生日 11月16日 11月16日 

発生場所 全羅南道 忠清北道 

家きんの種類 採卵鶏 あひる 

飼養羽数 4万羽 1万羽 

 発生の詳細は右表、場所は下図の通りです。 

 今回の発生場所は、日本と距離的に近い韓国の

南部に位置しており、渡り鳥や人・物の動きによ

り、日本国内にHPAIウイルスが更に侵入し、発生

するリスクが高まっている状況です。 

 飼養衛生管理の遵守の再徹底をお願いします。 

韓国鳥インフルエンザ発生情報詳細 

韓国で鳥インフルエンザ発生!! 



国内各地の死亡野鳥等から鳥インフルエンザウイルス検出 

東京都乳牛共進会お絵かきコンクール作品 

番号 県名 場所 種名 回収日 亜型 

1 北海道 標津郡中標津町 オオハクチョウ 11/7 H6N2亜型 

※HPAIでない 

2 秋田県 秋田市 コクチョウ（飼育下） 11/15 H5N6亜型 

3 秋田県 秋田市 コクチョウ（飼育下） 11/17 H5N6亜型 

4 鹿児島県 出水市 ツルのねぐらの水 11/14採取 H5N6亜型 

5 鹿児島県 出水市 ナベヅル 11/18 H5N6亜型 

6 鹿児島県 出水市 ナベヅル 11/19 H5N6亜型 

7 鳥取県 鳥取市 コガモ糞便 11/15採取 H5N6亜型 

8 鳥取県 鳥取市 オナガガモ糞便 11/6採取 H5N6亜型 

9 鹿児島県 出水市 ナベヅル 11/20 H5N6亜型 

10 鹿児島県 出水市 ナベヅル 11/20 H5N6亜型 

11 鹿児島県 出水市 ナベヅル 11/21 H5N6亜型 

国内各地での鳥インフルエンザウイルス検出状況（出典：環境省） 

 国内各地で、死亡していた野鳥やその糞便等から、高病原性鳥インフルエンザ

(HPAI)ウイルスが検出されています。詳細は下表の通りです。 

 台湾や中国、韓国など近隣諸国でも家きんおよび野鳥でのHPAI発生の報告が続

いており、日本での発生リスクは大変高い状況です。 

 ひき続き、飼養衛生管理基準の徹底をよろしくお願いいたします。 

家きんの死亡率が通常の２倍以上になったとき、 

  異状が見られたときは、すぐに家畜保健衛生所へ連絡を！ 
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千葉県、群馬県で今シーズン初の豚流行性下痢発生 

   

 

ロシア、中国で口蹄疫発生 

 ロシアで10月中旬、中国で11月中旬に口蹄疫が発生したとの報告がOIEにありまし

た。概要は下表です。 

 年末年始にかけて、日本と海外との人や物の流れが盛んになることから、農場内

への人の立入の制限や、車両や物の消毒の徹底など、飼養衛生管理基準を順守し、

農場へのウイルス侵入を防ぎましょう。 

 11月に、千葉県および群馬県で今シーズン（今年度9月以降）初の豚流行性下痢

（PED)が千葉県3戸（北東部2戸、北部1戸）、群馬県1戸（中部）の農場で発生しま

した。概要は下表です。引き続き、PED防疫対策の徹底をよろしくお願いします。 

発生地域 千葉県北東部 2戸 千葉県北部 1戸 群馬県中部 1戸 

飼養頭数 615頭、801頭 677頭 5,500頭 

症状 2戸とも再発生、肥育豚

の黄色下痢および嘔吐 

死亡は無し 

母豚:食欲不振及び下痢、肥

育豚:黒灰色水様性下痢、哺

乳豚:黄色泥状下痢 

哺乳豚:700頭嘔吐

下痢、離乳豚:3頭

死亡。 

発生事例の概要 

〇 衛生管理区域内への立入を制限しましょう。 

  特に、畜産関連施設(と畜場、家畜市場、化製場等)に立ち入る車や人   

  の交差汚染を防止しましょう。 

〇 車両や長靴の消毒を徹底しましょう。 

  一般車両はタイヤ、タイヤハウス、運転席(マット、ペダル等)、 

  豚の運搬車両はそれに加えて荷台の洗浄消毒が重要です。 

〇 母豚への適正なワクチン接種を励行しましょう。 

〇 飼育豚に下痢や嘔吐等が見られた際には、必ず当所へご連絡ください。 

発生地域 ①ロシア  

 ウラジーミル州 

②中国 

 江西省 

飼養頭数 牛814頭、豚54頭、 

羊/山羊11頭 

豚482頭 

血清型 Asia-1型 O型 

発生事例の概要 

引用：OIE 

1 

2 



青森県・新潟県で 

 高病原性鳥インフルエンザ発生！！ 

家きんの健康状態をよく観察し、 

     ・家きんの死亡率が通常の２倍以上になったとき 

     ・家きんに異状が見られるとき 

           すぐに家畜保健衛生所へ連絡してください。 

 家保電話番号：042-524-8001   緊急時(夜間等)電話番号：090-6941-4315 

 青森県および新潟県の農場で、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。 

 １ 農場概要   

  ・青森県 (1)所在地  青森市大字四戸橋字磯部（右図） 

       (2)飼養状況 あひる（フランス鴨） 約16,500羽  

        平飼い 

  ・新潟県 (1)所在地  関川村（右下図） 

       (2)飼養状況 採卵鶏 約310,000羽 

 ２ 経緯  

  (1)通報  

  ・青森県：11月28日午前8時35分 9棟中1棟で死亡家きんが 

      増加していたことから通報。 

  ・新潟県：11月28日朝、一鶏舎内で一か所にかたまって数十羽 

      が死亡し、その周囲には沈鬱な鶏が見られた。 

            午後にも同様に数十羽が死亡していたことから通報。 

    (2)同日、青森県及び新潟県は、通報を受け、当該農場に対し 

     移動の自粛を要請するとともに農場に立ち入り検査を実施。 

   (3)当該あひる及び採卵鶏についてインフルエンザ簡易検査を 

   実施した結果、陽性。 

  (4)当該あひる及び採卵鶏について遺伝子検査を実施した結果、HPAIウイルスH5亜型で 

   あることを確認。疑似患畜確定。 

青森県青森市 

新潟県関川村 



もう一度、飼養衛生管理基準を確認してください。 

 ・防鳥ネットの破れや隙間を点検、補修し、鶏舎に野鳥が入らないようにする 

 ・衛生管理区域、鶏舎の入り口に消毒槽を設置し、消毒薬を定期的に交換する 

 ・衛生管理区域に外部からの人や車をなるべく入れないようにする 

「立入禁止」「衛生管理区域」の看板がご入用の方は、家保にお知らせください。 
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韓国で高病原性鳥インフルエンザ続発 

 韓国でも高病原性鳥インフルエンザ（H5N6型）が家きん農場及び野鳥で続発しています。 

韓国における高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜型）の状況 

                  （2016年11月以降 11月27日現在） 
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明けましておめでとうございます。 

皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じ上げます。 

日頃から当所の業務に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。 
 

今年は酉年ということで、干支にちなんだイベントが動物園等で予定されていましたが、残念ながら高病

原性鳥インフルエンザウイルスの感染拡大により、全国的に中止、変更が相次いでいます。 

昨年11月に青森県の農場で今シーズン初の高病原性鳥インフルエンザの発生があり、その後も新潟

県、北海道、宮崎県の農場でも発生が確認されています（12月20日現在）。今冬は9県24農場で発生が

あった平成22年度よりも、野鳥等への本病ウイルス感染が数多く報告されており、今後も感染拡大のおそ

れがあります。引き続き、養鶏関係者の皆様には予防対策の徹底をお願いいたします。 

近隣諸国では高病原性鳥インフルエンザ以外に口蹄疫、豚コレラ等の発生も確認されています。今年

も畜産関係者が一丸となって家畜防疫対策に取り組み、悪性伝染病の侵入を防止しましょう。 

当所では、本誌を通じて家畜衛生に関するタイムリーな情報を速やかにお届けできるよう努めております。

本誌に関する疑問点や家畜衛生に関するご相談がありましたら、遠慮なく御連絡ください。 
 

2017年の干支は丁酉（ひのととり）です。酉年は運気や客を「取り込む」といって商売繁

盛に繋がると言われています。 

皆様方が健康で実りある１年になりますことを心よりお祈り申し上げます。 

新年のご挨拶 
東京都家畜保健衛生所長 塩谷 勝 

 年末年始の死亡牛のBSE検査の受付日及び搬入日は、下表の通りです 

 

 年末年始のBSE検査受付日 

受付電話番号 090-6941-4315（9：00～17：00） 

年始は、1月4日（月）から通常通りの業務を行います。 

12月 1月 

29 30 31 1 2 3 

木 金 土 日 月 火 

搬入日 電話受付日 搬入日   電話受付日 搬入日 
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サルモネラ検査・鶏病抗体調査実施のお知らせ 

 1月に、1,000羽以上の家きんを飼養している養鶏農場のサルモネラ検査・鶏病抗体調査を実施

します。検査日程や項目は個別に郵送します。ご都合が悪い場合は当所までご連絡ください。 

   

 

年末・年始及び春節における防疫対策の強化 

 年末・年始および春節（平成29年1月28日）を迎えるに当たり、特にアジア地域

との人・物の移動が盛んになることが見込まれます。以下の項目を心がけ、国内

での発生、まん延防止に努めましょう。 

 ・飼養衛生管理基準を遵守（部外者を農場に立ち入らせない等）する。 

 ・口蹄疫、鳥インフルエンザ等が発生している地域への訪問を自粛する。    

 ・海外や伝染病発生地域に訪問する際は畜産施設に立ち入らない。 

 ・海外や伝染病発生地域で使用した衣類及び靴は飼養衛生区域に持ち込まない。 

 ・万が一動物に異状が見られた場合は家保もしくは獣医師に連絡する。 

近隣諸国での伝染病発生状況（11月中旬～12月19日現在） 

＜口蹄疫＞ ・ロシア ザバイカリエ地方：3件（O型 牛、豚、山羊） 

      ・中国 新疆ウイグル自治区：1件（O型 牛） 

＜高病原性鳥インフルエンザ＞ ・韓国：208件（H5N6亜型 採卵鶏、あひる、うずら） 

               ・香港：2件（H5N6亜型 オナガガモ等(野鳥)） 

               ・ロシア：1件（H5亜型 家きん） 

                ・台湾：1件（H5N8亜型 鶏(処理場)） 

北海道、宮崎県で高病原性鳥インフルエンザ発生！！ 

 北海道と宮崎県の養鶏場で新たに高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI）が発生しまし

た（右図）。検出されたウイルスはH5型

で、NA亜型については検査を実施中です。 

 また、新潟県2戸及び青森県2戸の農場での鶏の殺処分等の防疫措置は終了しまし

た。いずれの農場で検出されたウイルスも野鳥が保持していたものと同じH5N6亜型

でした。日本国内では、死亡野鳥からのHPAIウイルス（H5N6亜型）の検出も続いて

います。関東では、茨城県水戸市で5羽、栃木県真岡市で1羽の死亡野鳥からウイ

ルスが分離されました。野鳥がウイルスを保持している可能性が大変高い状況で

す。今後も野鳥の侵入防止に努めましょう。 

HPAI発生農場の詳細 

発生日 発生場所 規模 

12月16日 北海道清水町 採卵鶏21万羽 

12月19日 宮崎県川南町 肉用鶏12万羽 
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東京都で回収された死亡野鳥における 

   鳥インフルエンザ遺伝子検査実施状況について 

【主な経緯】 

  場所 東京都足立区 

  検体 死亡野鳥（オナガガモ）１羽 

  経緯 ２月3日 オナガガモ１羽を回収 

           2月７日 国立環境研究所が遺伝子検査を実施したところ 

A型鳥インフルエンザウイルス遺伝子陽性と判明 
     

 現時点では遺伝子検査によりA型インフルエンザウイルス陽性が確認されたも

ので、病性は未確定であり、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたわ

けではありません。今後の確定検査の結果、陰性となることもあります。 
 

鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクが高まっています！ 
 

飼養衛生管理基準を見直し、次のことを確認してください。 
 

・衛生管理区域、鶏舎の入り口で、長靴の交換または靴底の消毒をし

てください。 

・防鳥ネットの破損、すき間がないか確認し、見つけたらすぐに修理

してください。 

・野生動物を家きん舎近くに寄せ付けないよう、死亡家きんを家きん

舎内に保管 

 しないようにしましょう。 

・家きん舎付近の清掃・整理整頓、家きん舎近くまで伸びている樹木

の枝の剪定をしてください。 

・外部からの人や車をなるべく入れないようにしましょう。 

※毎日家きんを観察し、異常があったら 

             すぐに当所まで連絡してください。 
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家畜所有者の定期の報告のお願い 

 家畜の所有者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年2月1日時点の家畜の飼養頭

羽数及び飼養衛生管理状況について、家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報

告する必要があります。平成29年分の定期報告書の受付を2月1日から開始しま

す。報告期限までには余裕がありますが、忘れてしまわないよう早目の提出をお

願いします。 

 なお、昨年分の定期報告書を提出していただいている所有者の皆様には、1月 

３０日付けで当所から通知文及び報告様式等を送付しています。 
 

＜提出書類＞ 

１ 定期報告書（様式第14号） 

 １）基本情報（家畜の所有者(管理者)名・農場の所在地・飼養頭羽数等）      

２）飼養衛生管理基準の遵守状況（所有家畜毎に自己チェック、小規模所有者は提出不要） 

２ 添付書類（小規模所有者は提出不要） 

   農場の平面図、消毒設備の設置状況、家畜の飼養密度、埋却用地の確保状況など 

＜報告期限＞ 

家畜所有者の区分 報告期限 

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成29年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者 平成29年6月15日まで 

＜報告書の提出（郵送）先＞ 

 東京都家畜保健衛生所 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-19-4 

＜その他＞ 

・報告事項(飼養頭羽数等)は、平成29年2月1日時点の状況を記入して下さい。 

・報告様式、手引き等は都庁ホームページからも入手できます。 

  http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/shoku/animal/houkoku/ 

・定期の報告に関するお問い合わせは当所までご連絡下さい。 
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関東圏の豚流行性下痢発生状況 

 関東圏での豚流行性下痢（PED）の発生は

継続しています（右図）。 

 関東では再発事例が多い傾向にあります

が、農林水産省によると、全国的には初発事

例が多い傾向にあるとのことです。以下の事

項を遵守し、PEDの発生予防、万が一発生し

た際の拡大防止対策に努めましょう。 

熊本、岐阜、宮崎で高病原性鳥インフルエンザ発生！！ 

 今シーズン7～9例目となる高病

原性鳥インフルエンザ（HPAI）が

熊本県、岐阜県及び宮崎県で発生

しました。 

 今回の熊本県と岐阜県の発生事

例及び先月号で掲載した北海道と

宮崎県での事例は全てHPAIウイルスのH5N6亜型で、いずれの農場も川やため池

が近い立地でした。 

 野鳥の陽性事例も全国で多発しています。茨城県の水戸市やひたちなか市で

はコクチョウやユリカモメからHPAIウイルス（H5N6亜型）が検出されました。 

 今後も防鳥ネット等を用いた野鳥、野生動物の侵入対策や、部外者の立ち入

り防止に努め、鳥インフルエンザの発生を防ぎましょう。 

訂正：1月号家保通信のHPAIの記事で、宮崎県での発生が「採卵鶏」になっていました。正しくは「肉用

鶏」です。お詫びして訂正します。 

HPAI発生農場の詳細 

発生日 発生場所 規模 

12月27日 熊本県南関町 採卵鶏約9.2万羽 

1月14日 岐阜県山県市 採卵鶏約7.8万羽 

1月24日 宮崎県木城町 肉用鶏約16.8万羽 

関東圏のPED発生状況（12月以降） 

発生場所  県内事例 発生日 

北部 4例目 12月19日 千葉県   

北東部 5例目 1月8日 

東部 6例目 1月15日 

北東部 7例目 1月29日 

茨城県  西部 1例目 12月21日 

 西部 2例目 12月29日 

 西部 3例目 12月31日 

 西部 4例目 1月7日 

 西部 5例目 1月10日 

 西部 6例目 1月10日 

 西部 7例目 1月11日 

 南部 8例目 1月17日 

群馬県 西部 2例目 12月28日 

埼玉県 県央部 1例目 12月26日 

〇 衛生管理区域内への立入の制限 

〇 車両や長靴の消毒を徹底 

〇 母豚への適正なワクチン接種の励行 

〇 飼育豚に下痢や嘔吐等が見られた際の

家保への通報 
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韓国で口蹄疫が急速に広がっています 

V o l . 3 0  N o . 1 2  3月号 

東 京 都 家 畜 保 健 衛 生 所 平 成 2 9 年 2 月 2 7 日 

 韓国では2月5日から2月13日にかけて、計7件の口蹄疫の発生がありました（2

月14日現在）。うち6件は血清型O型（2000年、2010年の日本での発生はO型）で

すが、1件はそれとは異なるA型のウイルスによるものです。A型の口蹄疫は、現

在、韓国、中国及び東南アジア等で発生しており、国内への侵入リスクが高まっ

ています。 

＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験での病態について＞  

 農研機構動

物衛生研究部

門で、A型口蹄

疫ウイルスの

感 染 実 験 を

行 っ た と こ

ろ、右図のよ

うな病態が見

られました。 

 牛では水疱

が趾間に見ら

れ、確認が難

しく注意が必

要です。牛では 

１頭のみに着目すると見落とす恐れがあるため、流涎する個体が多い、症状が

急速に拡がるなど、群としての異状の有無を確認することが重要です。 

A型口蹄疫ウイルス感染実験の病態（引用：農林水産省HP） 

疑わしい症状をを発見した場合は、直ちに当所までご連絡ください！ 
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鳥インフルエンザの発生が続いています 

関東圏での豚流行性下痢の発生が続いています 

   

 

飼養衛生管理基準が改正されました 

 先月2月4日、佐賀県杵島郡江北町の肉用種鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ

（HPAI）が発生しました。 

 また、2月3日に足立区で回収されたオナガガモのHPAIウイルス（H5N6亜型）陽性

事例も含め、野鳥等からのウイルス陽性事例が、21都道府県で212件確認されてい

ます（2月15日現在）。 

 都内での鳥インフルエンザの発生リスクは大変高い状況です。日々の衛生管理を

見直し、鶏に異常があった際は、直ちに当所までご連絡ください。 

   

 「定期の報告」の提出をお願いします 

 １月下旬、家畜所有者の皆様に送付しました「定期報告書」の提出期限は下記の

とおりです。お忘れなく早目の提出をよろしくお願いします。 

家畜所有者の区分 報告期限 

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者 平成29年4月15日まで 

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者 平成29年6月15日まで 

 茨城県（県南、県西地域）、埼玉県（県北地域）において、豚流行性下痢

（PED）の発生がありました。PEDの発生が近隣県で続いており、都内での発生リス

クは依然として高い状況です。今後も飼養衛生管理基準を守り、長靴や車両の消毒

等、特に予防に重要な事項について再確認しましょう。 

 2月1日に家畜伝染病予防法施行規則の一部改正により、飼養衛生管理基準が見直

され、以下の項目が追加されました。今後も伝染病の発生及び発生時のまん延を防

止するため、基準の遵守の徹底をよろしくお願いします。 

① 家畜の排せつ物による病原体伝播の可能性が確認されたため、家畜の死体の保管

並びに家畜の死体及び排せつ物を農場外に移動させる際の適切な措置を追加規定。 

② 豚及びいのししにおいては、食品循環資源を原材料とする飼料の利用に当たり、

原材料の詳細及び処理方法を把握していない事例が確認されたため、生肉が含まれ

る可能性がある飼料の加熱処理を追加規定 
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 千葉県、宮城県の養鶏場で 

          高病原性鳥インフルエンザ発生 

 3月23日、宮城県栗原市及び千葉県旭市の養鶏場で、高病原性鳥インフ

ルエンザ（HPAI）が発生しました。現在、当該農場の飼養家きんの殺処分

及び埋却や制限区域の設定等の措置が実施されています。 

鳥インフルエンザウイルスの侵入リスクが非常に高い状況です！ 

 家きんの健康状態をよく観察し、 

     ・家きんの死亡率が通常の２倍以上になったとき 

     ・家きんに異状が見られるとき 

 すぐに家畜保健衛生所へ連絡してください。 

 家保電話番号：042-524-8001 緊急時(夜間等)電話番号：090-6941-4315 

【今回の発生事例の概要】 

１、宮城県栗原市   採卵鶏 約22万羽 

 経緯（１）８棟ある中の特定の鶏舎で、21日に17羽、22日に34羽 

      23日に45羽の計96羽の鶏が死亡 

   （２）23日：家保へ通報。HPAI簡易検査の結果、7羽中6羽陽性 

   （３）24日：遺伝子検査の結果、H5亜型であることを確認。疑似患畜確定 
 

2、千葉県旭市   採卵鶏 約6万8千羽 

 経緯（１）21～23日に計118羽の鶏が死亡 

   （２）23日：家保へ通報。HPAI簡易検査の結果、10羽中10羽陽性 

   （３）24日：遺伝子検査の結果、H5亜型であることを確認。疑似患畜確定 


