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 豚熱（CSF）の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱（ASF）の感染拡大を踏まえ、農林

水産省では全畜種の飼養衛生管理基準を改正し、豚等については 7 月 1 日に、牛・鶏・馬・

その他の畜種については 10 月 1 日に施行されました。改正により強化された項目は以下の

とおりです。豚や鶏飼養者にはすでに巡回などで説明していますが、今後、牛等飼養者への

説明を実施します。全畜種で飼養者自らがチェックシート等を確認したうえで、遵守確認を

しますのでご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 11 月 5 日、香川県三豊市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザ（H5N8 亜型）の発生

が確認され、２０日までに続けて香川県内で７件発生が確認されました。また、10 月 24

日に北海道紋別市で野鳥の糞便から、11 月には鹿児島県出水市で死亡野鳥からも同様のウ

イルスが検出されています。韓国やロシア等の近隣諸外国の状況も考えると、新潟県で２件

発生のあった H28 年シーズンと同様に感染リスクが高い状況と考えられます。 

巡回等で配布した新しい飼養衛生管理基準の遵守をはじめとし、農場防疫対策を徹底して

ください。また、特定症状を示す異常鶏を発見した場合速やかに家保に連絡してください。 

 

家きんでの発生状況11.20現在 

第２８４号 
令和2 年11 月発行 

 鶏舎等の消毒の実施 

 防鳥ネットの破れ等の点検・修繕 

 鶏舎専用の衣服と長靴の着用 

 入退場時の消毒の徹底（人・車両）                   

 家きんの健康観察と早期発見・通報 

高病原性鳥インフルエンザ～香川県で発生～ 

飼養衛生管理基準が改正施行されました 

【家畜防疫に関する基本事項】 

 ・家畜所有者の責務の明確化（全畜種）  ・放牧制限の準備（牛・めん羊・山羊・豚） 

 ・農場マニュアルの策定（全畜種） 

【衛生管理区域への病原体の侵入防止】 

 ・食品循環資源における加熱、取扱い   ・野生動物等侵入防止柵の設置等 

【飼養衛生区域内における病原体による汚染拡大防止】 

 ・防鳥ネット等の設置          ・指定地域での放牧条件（豚：新潟県指定） 

【衛生管理区域外への病原体の拡散防止】 

・退出時に消毒等の対策（全畜種；手指、車両等） 



 

 

 

【国内の状況】 

9 月26 日に国内で約半年ぶりとなる豚熱の発生が群馬県で確認されました。また、9

月に福島県会津若松市で陽性イノシシが確認され、

福島県、山形県、宮城県が豚熱ワクチン接種推奨地

域に指定され、接種を開始しています。 

【県内の状況】 

 今年4 月に県内初となる野生イノシシでの豚熱

の感染が上越市で確認されて以降、10 月に五泉

市、三条市、糸魚川市で確認され、感染地域が拡大

しています。また、管内では、野生イノシシの生息

が確認されていなかった地域でも目撃情報が相次い

でいます。野生動物等の侵入防止対策の徹底をはじ

めとする飼養衛生管理基準の遵守、適正な時期での

ワクチン接種の継続が求められています。 

 

 

 

令和2 年10 月に、「家畜改良増殖法の一部を改正する法律」及び「家畜遺伝資源に係る不正競

争の防止に関する法律」が施行され、精液・受精卵の流通に関する規制等が強化されましたので、

以下の点をご確認ください。 

【概要】 

・家畜人工授精所等以外の場所での家畜人工授精用精液および受精卵の保存禁止 

（ただし、自己の飼養する雌の家畜にのみ注入する精液および受精卵を保管する場合を除く） 

・家畜人工授精所等以外から家畜人工授精用精液および受精卵の譲渡禁止 

・特定家畜人工授精用精液等（和牛精液および受精卵）は、 

①精液は封入するストローへの畜種の名称等の表示義務 

②受精卵は家畜人工授精所の管理番号等の表示義務 

③開設者は譲渡、破棄等の記録作成と保存義務（10 年間）など 

・家畜人工授精所において年1 回の稼働状況報告等の義務 

・飼養者、獣医師、家畜人工授精師等からも報告徴収できること 

・特定家畜人工授精用精液等の不正入手には差し止め請求や損害賠償請求が措置されること 

【お願い】 

精液および受精卵の採取、処理、保存を行うには家畜人工授精所の開設許可が必要です。

（自家利用の精液等の保存は除きます。）家畜人工授精所の開設なく、他人に精液や受精卵を

売ったり、譲ったりできません。不明な点がありましたら、家保に連絡してください。 

 

11 月は「薬剤耐性（AMR）対策推進」月間です。 

獣医師、生産者一人ひとりがAMR を考え、取り組むことが大切です！ 

豚熱 ～管内の死亡野生イノシシで感染確認～ 

地理院タイルを改変 

精液・受精卵等の流通に関する規制強化！ 



新潟県(R2.10.9現在):検査数 235頭 中 陽性 12頭(上越市8頭、妙高市3頭、五泉市1頭) 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年の豚熱（CSF）の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱（ASF）の感染拡大を踏まえ

て、令和2年4月3日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が公布されました。この法改正を

踏まえて全畜種の飼養衛生管理基準の改正が行われ、令和2年6月30日に公布、豚等については

令和2年7月1日に、その他の畜種については令和2年10月1日に施行されました。 

新たな基準では意義や具体的な対策を明らかにするために、取組の目的ごとに4つの体系に整理

されています。また、それぞれの体系について、防除対象とする感染源の種類（人、物品、野生動

物、飼養環境、家畜）ごとに項目を分類しています。 

＜４つの体系＞ 
Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項    Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 

＜猶予期間のある項目＞ 

項  目 豚、いのしし 
牛、水牛、鹿、め

ん羊、山羊 
鶏その他家きん 馬 

防護柵及び防鳥ネット

の設置 
R２.１１.１ ― 

R３.１０.１ 
（防鳥ネット） 

― 

大臣指定地域における

放牧場についての取組 
R２.１１.１ ― ― ― 

食品循環資源の飼料利

用に係る加熱処理条件 
R３.４.１ ― ― ― 

放牧制限への準備措置 R３.４.１ R３.１０.１ ― ― 
飼養衛生管理に係るマ

ニュアルの作成 
R３.４.１ R４.２.１ R４.２.１ R４.２.１ 

巡回等で飼養衛生管理基準について説明させていただきます。また、その際に遵守状況についても

確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

詳細については農林水産省のホームページで確認できます。 

農水省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html 

 

 

令和2年9月に沖縄県での発生以来半年ぶりに、群馬県の1農場で豚熱

（CSF）の発生が確認されました。 

野生いのししの感染は、9月に福島県会津若松市にまで拡大し、山形県と

宮城県がワクチン接種推奨地域に指定されました。また、新潟県では4月

以降、妙高市と上越市で感染が確認されていましたが、10月に五泉市で感

染が確認されました。 

 

 

改正飼養衛生管理基準が施行されました 
～豚等:7 月 1 日、その他の畜種:10 月 1 日～ 

野生いのししに豚熱（CSF）が拡大しています 

No.206 令和 2年 10月発行 
  

〒952-1209 佐渡市千種 264番地 
Tel 0259-63-2676 Fax 0259-63-4781 

E-mail ngt066011@pref.niigata.lg.jp 

  中央家畜保健衛生所佐渡支所 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html


 

令和2年10月1日から改正家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法

律が施行され、精液等の流通に関する規制が強化されましたので、以下の点をご確認ください。 

  家畜人工授精所等以外の場所でのAI精液および受精卵の保存禁止 

（ただし、自己の飼養する雌の家畜にのみ注入する精液および受精卵を保管する場合を除く） 

  家畜人工授精所等以外からAI精液および受精卵の譲渡禁止 

  特定家畜人工授精用精液等（和牛精液および受精卵）は、 

① 封入するストローへの畜種の名称等の表示義務 

② 保存、譲渡、破棄等の記録作成と保存義務    があります。 

  年1回の稼働状況報告等の義務 

 精液および受精卵の採取、処理、保存を行うには家畜人工授精所の開設許可が必要です。（自家利

用の精液等の保存は除きます。）家畜人工授精所の開設なく、他人に精液や受精卵を売ったり、譲

ったりできません。 

  「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」により、特定家畜人工授精用精液等の不

正入手には差し止め請求や損害賠償請求が措置されますので、適正に購入してください。 

  輸出等の不審な勧誘を受けた際は、当所にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

近隣諸外国では鳥インフルエンザの発生が確認されています。お隣の韓国では8月に2件低病原

性鳥インフルエンザウイルスが野鳥から分離されています。冬鳥の渡りのシーズンになると国内への

鳥インフルエンザウイルス侵入リスクが高まりますので、飼養衛生管理の徹底をお願いします。 

 鶏舎の隙間の修繕 

 防鳥ネットの破れ等の点検・修繕 

 鶏舎専用の衣服と長靴の着用 

 入退場時の車両消毒の徹底 

 家きんの健康観察と早期発見・通報 

 

気温の低下する冬季に発生が増加する傾向がある疾病で、昨シーズン（R1.9~R2.8）は4県70

農場で発生が確認されています。これから好発時期を迎えますので、飼養衛生管理を徹底し、発生防

止に努めてください。 

 農場や畜舎出入口での消毒の徹底 

 豚舎専用の衣服と長靴の着用 

 関係者以外の立入制限 

 導入豚の隔離・観察 

 野生鳥獣の侵入防止対策の徹底 

 異常畜の早期発見・通報 

 PEDワクチン接種 

精液等の流通に関する規制が強化されました 
～牛飼養者及び関係者の皆様へ～ 

お願い 

鳥インフルエンザ 

もうすぐ冬がやってきます 

鳥インフルエンザ、豚流行性下痢（PED）対策を万全に！！ 

豚流行性下痢（PED） 



新潟県(R2.10.13 現在):検査数 249 頭 中 陽性 14 頭(上越市8 頭、妙高市3 頭、五泉市1 頭、三条市1 頭、糸魚川市1 頭) 

№２６７ 令和２年１０月発行 
 
 
 
 

平成30 年の豚熱（CSF）の発生及びアジア地域でのアフリカ豚熱（ASF）の感染拡大を踏まえ

て、令和2 年4 月3 日に家畜伝染病予防法の一部を改正する法律が公布されました。この法改正を

踏まえて全畜種の飼養衛生管理基準の改正が行われ、令和2 年6 月30 日に公布、豚等については

令和2 年7 月1 日に、その他の畜種については令和2 年10 月1 日に施行されました。 

新たな基準では意義や具体的な対策を明らかにするために、取組の目的ごとに4 つの体系に整理

されています。また、それぞれの体系について、防除対象とする感染源の種類（人、物品、野生動

物、飼養環境、家畜）ごとに項目を分類しています。 

＜４つの体系＞ 
Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項    Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 

＜猶予期間のある項目＞ 

項  目 豚、いのしし 
牛、水牛、鹿、め

ん羊、山羊 
鶏その他家きん 馬 

防護柵及び防鳥ネット

の設置 
R２.１１.１ ― 

R３.１０.１ 
（防鳥ネット） 

― 

大臣指定地域における

放牧場についての取組 
R２.１１.１ ― ― ― 

食品循環資源の飼料利

用に係る加熱処理条件 
R３.４.１ ― ― ― 

放牧制限への準備措置 R３.４.１ R３.１０.１ ― ― 
飼養衛生管理に係るマ

ニュアルの作成 
R３.４.１ R４.２.１ R４.２.１ R４.２.１ 

巡回等で飼養衛生管理基準について説明させていただきます。また、その際に遵守状況についても

確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

詳細については農林水産省のホームページで確認できます。 

農水省HP:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku̲yobo/k̲shiyou/index.html 

 

 

令和2 年9 月、沖縄県での発生以来半年ぶりに、群馬県の1 農場で豚熱

（CSF）の発生が確認されました。 

野生いのししの感染は、9 月に福島県会津若松市にまで拡大し、山形県と

宮城県がワクチン接種推奨地域に指定されました。また、新潟県では4 月以

降、妙高市と上越市で感染が確認されていましたが、10 月に五泉市、三条市

及び糸魚川市で感染が確認されました。 

 

家畜衛生だより 
新 潟 県 下 越 家 畜 保 健 衛 生 所 
〒957-0015 新発田市東新町 1丁目 7-6 
TEL:0254-22-3067 FAX:0254-24-4022 
夜間・休日:080-1134-8706 
E-mail:ngt066020@pref.niigata.lg.jp  

改正飼養衛生管理基準が施行されました 
～豚等:7 月 1 日、その他の畜種:10 月 1 日～ 

野生いのししに豚熱（CSF）が拡大しています 



 

 

 

令和2 年10 月1 日から改正家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法

律が施行され、精液等の流通に関する規制が強化されましたので、以下の点をご確認ください。 

  家畜人工授精所等以外の場所でのAI 精液および受精卵の保管禁止 

（ただし、自己の飼養する雌の家畜にのみ注入する精液および受精卵を保管する場合を除く） 

  家畜人工授精所等以外からAI 精液および受精卵の譲渡禁止 

  特定家畜人工授精用精液等（和牛精液および受精卵）は、 

① 封入するストローへの畜種の名称等の表示義務 

② 保管、譲渡、破棄等の記録作成と保存義務    があります。 

  年1 回の稼働状況報告等の義務 

 精液および受精卵の採取、処理、保管を行うには家畜人工授精所の開設許可が必要です。（自家利

用の精液等の保管は除きます。）家畜人工授精所の開設なく、他人に精液や受精卵を売ったり、譲

ったりできません。 

  「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」により、特定家畜人工授精用精液等の不

正入手には差し止め請求や損害賠償請求が措置されますので、適正に購入してください。 

  輸出等の不審な勧誘を受けた際は、当所にご連絡ください。 

 

 

 

 

近隣諸外国では鳥インフルエンザの発生が確認されています。お隣の韓国では8 月に2 件低病原

性鳥インフルエンザウイルスが野鳥から分離されています。冬鳥の渡りのシーズンになると国内への

鳥インフルエンザウイルス侵入リスクが高まりますので、飼養衛生管理の徹底をお願いします。 

 鶏舎の隙間の修繕 

 防鳥ネットの破れ等の点検・修繕 

 鶏舎専用の衣服と長靴の着用 

 入退場時の車両消毒の徹底 

 家きんの健康観察と早期発見・通報 

 

気温の低下する冬季に発生が増加する傾向がある疾病で、昨シーズン（R1.9∼R2.8）は4 県70

農場で発生が確認されています。これから好発時期を迎えますので、飼養衛生管理を徹底し、発生防

止に努めてください。 

 農場や畜舎出入口での消毒の徹底 

 豚舎専用の衣服と長靴の着用 

 関係者以外の立入制限 

 導入豚の隔離・観察 

 野生鳥獣の侵入防止対策の徹底 

 異常畜の早期発見・通報 

 PED ワクチン接種 

精液等の流通に関する規制が強化されました 
～牛飼養者及び関係者の皆様へ～ 

お願い

鳥インフルエンザ

もうすぐ冬がやってきます 

鳥インフルエンザ、豚流行性下痢（PED）対策を万全に！！ 

豚流行性下痢（PED） 



家畜衛生だより No.190 中越家畜保健衛生所 

 
 
 
 
 
                           
                       
 
 

  11 月 5 日、香川県三豊市の養鶏場（採卵鶏：約 33 万羽）で高病原性鳥インフルエンザ（H5N8

亜型）の発生が確認され、更に 11 月 8 日に約 40 ㎞離れた東かがわ市の養鶏場（採卵鶏：約 4.8

万羽）でも発生が確認されました。10 月 24 日に北海道紋別市で採取した野鳥糞便から高病原性鳥

インフルエンザウイルス（H5N8 亜型）が今シーズン初めて検出され、防疫強化に向け気を引き締

めた直後でした。近隣諸外国では、家きんでの発生が台湾やベトナムで年間を通して発生、ロシア

では 10 月 10 日に H5N8 亜型を確認。韓国でも 10 月 21 日、24 日、11 月 2 日に野鳥糞便から

高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。これから渡り鳥の飛来は本格化し、発生リ

スクは高まります。気を抜かずに飼養衛生管理基準の遵守・徹底をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 
＜国内の状況＞ 

9 月 26 日に国内で約半年ぶりとなる豚熱（CSF）の発生が、群馬県のワクチン接種農場で確認さ 

れました。また、9 月に福島県会津若松市で野生イノシシの感染が確認されました。これにより福

島県、山形県、宮城県がワクチン接種推

奨地域に指定され、体制の整った県から

順次、接種を開始しています。 

＜県内の状況＞ 
今年 4 月に県内初となる野生イノシ

シでの豚熱の感染が確認されて以降、8

月までに確定した10頭は上越地域の一

定の範囲内に限られていました。しか

し、9 月下旬以降、その範囲外にも感染

した野生イノシシが確認され、10 月に

五泉市、三条市及び糸魚川市と県内での

感染確認地域が拡大している状況です。 

 

中越家畜保健衛生所 

 
No.190 2020 年 11 月発行 

  
〒949-7413 魚沼市堀之内 2914-2 

Tel 025-794-2121 Fax 025-794-5400 

E-mail ngt066040@pref.niigata.lg.jp 

豚 熱  ～群馬県の養豚場で発生、県内は野生イノシシで地域拡大～ 

鳥インフルエンザ ～香川県の２養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生～ 

農場防疫対策の６つの確認！ 

□ 出入時の消毒確認：人、車両を例外なく消毒 

□ 部外者の立入制限：立入禁止看板の設置 

□ 長靴交換 ：鶏舎ごとに専用長靴を着用       

□ 消毒の徹底：定期的な消石灰散布、消毒槽交換 

□ 防鳥ネット等の確認：ネット破損、隙間修繕 

□ 整理・整頓：畜舎周囲の片付け、除草 

万一、特定症状を示す家きんを発見した場合は速

やかに家保まで通報してください！ 

＜特定症状＞同一の家きん舎内において、一日の

家きんの死亡率が過去３週間における平均の家き

んの死亡率の２倍以上となること。 

（設備の故障、急激な気温の変化、火災等その他の非常災

害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであ

ることが明らかな場合は、この限りではありません） 

地理院タイルを改変 

1～10 例目 

13 例目 

12 例目 

14 例目 

11 例目 

16 例目 

15 例目 
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豚熱の国内発生や海外での悪性家畜伝染病の発生状況を踏まえ、令和 2 年 4 月 3 日に家畜伝染

病予防法の一部を改正する法律が公布されました。この法改正を踏まえて全畜種の飼養衛生管理基

準の改正が行われ、令和 2 年 6 月 30 日に公布、豚等については 7 月 1 日に、その他の畜種につい

ては 10 月 1 日に施行されました。今回の改正により強化された項目は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の取組には猶予期間がありますので、研修会や巡回時に説明させていただきます。その際に

遵守状況も確認させていただきますので御協力お願いします。 

 

 

 

 

令和２年 10 月 1 日より家畜改良増殖法の一部改正及び家畜遺伝資源に係る不正

競争の防止に関する法律が施行されました。精液等の流通により規制が強化されま

したので、以下の点を確認してください。 

【改正の概要】 

・「家畜人工授精所」以外の場所での家畜人工授精用精液・受精卵の保存禁止 

  （ただし、自己の飼養する雌の家畜にのみ注入する精液・受精卵を保管する場合は除く） 

・「家畜人工授精所」以外から家畜人工授精用精液・受精卵の譲渡禁止 

・ 特定家畜人工授精用精液等（和牛精液・受精卵）は、封入するストローへの畜種の名称等の表示

義務、保存、譲渡、破棄等の記録作成と保存義務  

・年 1 回の稼働状況報告等の義務 

【お願い】 

・精液および受精卵の採取、処理、保管を行うには家畜人工授精所の開設許可が必要です（自家利

用の精液等の保管は除く）。家畜人工授精所の許可なく、他人に精液や受精卵を売ること、譲渡は

できません。 

・「家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」による、特定家畜人工授精用精液等の不正

入手には差し止め請求や損害賠償請求が措置されますので、適正に購入してください。 

精液等の流通に関する規制が強化されました 
～牛飼養者および関係者の皆様へ～ 

飼養衛生管理基準が改正 ～豚は7月1日に、他畜種は10月1日に施行されました～ 

＜家畜防疫に関する基本事項＞ 

・家畜所有者の責務の明確化（全畜種）・農場マニュアルの策定（豚等：R3.4、他：R4.2 から） 

・放牧制限の準備（豚：R3.4 から、牛、めん羊、山羊：R3.10 から） 

＜衛生管理区域への病原体の侵入防止＞ 

・食品循環資源に係る加熱条件（豚：R3.4 から）・防護柵等の設置（豚：R2.11 から） 

＜衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止＞ 

・畜舎等への防鳥ネットの設置（豚：R2.11 から、家きん：R3.10 から）、 

大臣指定地域での放牧条件（豚：R3.4 から） 

＜衛生管理区域外への病原体の拡散防止＞ 

・退出時の対策（全畜種）：手指消毒、車両消毒、搬出物品の消毒 など 
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豚熱（CSF）の国内発生や海外での悪性家畜伝染病の発生状況等を踏まえ、農林水産省

では飼養衛生管理基準を改正し、豚等では7月1日、その他の畜種では10月1日に施行

されました。今回の改正により特に強化された項目は、以下のとおりです。今後、農場

訪問時に内容を説明の上、遵守状況を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
＜国内の状況＞ 

9 月 26 日に国内では約半年ぶりの豚熱の発生が、群馬県内のワクチン接種継続農場で

確認されました。また、福島県では、9 月に野生イノシシの感染が確認されました。これ

により、福島県、山形県、宮城県がワクチ

ン接種推奨地域に指定され、体制が整った

県から順次、接種を開始しています。 

＜新潟県の状況＞ 

4 月に県内初となる野生イノシシでの豚

熱の感染が確認されて以降、8 月までに確

認された 10 頭は上越地域の概ね一定の範

囲内に限定されていました。 

ところが、9月下旬以降、この範囲以外で

も感染した野生イノシシが確認されるよ

うになりました。県内での感染確認地域が

拡大している状況です。  

豚熱 ～ 群馬の養豚場で発生、県内は野生イノシシで地域拡大 ～ 

上越家畜保健衛生所 
〒943-8551 

TEL:025-526-9441 FAX:522-1724 

E-mail:ngt066060@pref.niigata.lg.jp 

上越市本城町5-6 

飼養衛生管理基準の遵守徹底、異常畜の早期発見・通報をお願いします 

飼養衛生管理基準が改正されました 

＜家畜防疫に関する基本的事項＞ 

・家畜所有者の責務の明確化（全畜種） ・農場マニュアルの策定（全畜種） 

・放牧制限の準備（牛・めん羊・山羊、豚） 

＜衛生管理区域への病原体の侵入防止＞ 

 ・食品循環資源に係る加熱条件（豚） ・防護柵等の設置（豚） 

＜衛生管理区域内における病原体による汚染拡大防止＞ 

 ・畜舎等への防鳥ネットの設置（豚、家きん）、大臣指定地域での放牧条件（豚） 

＜衛生管理区域外への病原体の拡散防止＞ 

・退出時の対策（全畜種）：手指消毒、車両消毒、搬出物品の消毒 など 

地理院タイルを改変 



 

 

10 月 23 日に今年の笹ヶ峰放牧場での放牧が終了しまし

た。農家及び関係機関の皆様には、当所で行う衛生検査へ

のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

牛伝染性リンパ腫（旧称：牛白血病）対策として行って

いる分離放牧も、今年で4年目となりました。例年同様に、

上牧前検査で陰性牛群と陽性牛群に群分けし、放牧期間中

は陰性牛群のみ牛伝染性リンパ腫の抗体検査を月1回行い

ました。その結果、陰性牛群での陽転はありませんでした。

分離放牧を始めて以降、放牧場での新たな感染は確認され

ず、この取組みが効果を示しているものと考察されました。 

一方で、今年は種雄牛を始め脚部のケガが多かったよう

に思われました。今後、放牧場利用組合の会議等で、対策

の検討が必要と考えられます。 

 

 

 

 今夏は、長梅雨の影響により冷夏も心配されましたが、8月に入り梅雨明けと同時に気

温が急激に上昇しました。併せて、度重なる台風の接近に伴いフェーン現象が発生し、特

に 9 月上旬には観測史上初となる 9 月での気温 40℃超えが県内で確認されるなど、厳し

い暑さとなりました。この影響により 8～9 月にかけ、特に乳用牛と採卵鶏で暑熱による

家畜の被害が多発しました。 

＜今夏の暑熱被害状況（新潟県）＞  
乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 肉用鶏 

頭数 被害額 頭数 被害額 頭数 被害額 羽数 被害額 羽数 被害額 

７月 0 0 0 0 4 162 0 0 1,215 547 

８月 28 8,927 4 1,609 3 36 10,240 8,177 2,775 1,249 

９月 11 4,056 2 297 3 123 25,614 18,869 4,619 2,036 

合計 39 12,983 6 1,906 10 321 35,854 27,046 8,609 3,832 

 
 
 
 

令和 2 年 10 月 1 日から「家畜改良増殖法」の改正及び「家畜遺伝資源に係る不正競争

の防止に関する法律」が施行され、精液・受精卵等の流通に関する規制が強化されました。 

 

暑熱被害 ～ ８～9 月にかけ、乳用牛・採卵鶏に多発 ～ 

笹ヶ峰放牧場での今年の放牧が終了 

家畜人工授精所の開設許可について 

（単位：頭羽、千円） 

・精液・受精卵の採取、処理、保存をするには家畜人工授精所の開設許可が必要です 

（自家利用のための精液・受精卵の保存については必要ありません。） 

・家畜人工授精所の開設なく、他人に精液・受精卵を売ったり譲ったりはできません。 

・開設許可が必要か否か、申請に関することなど、ご不明な点は当所に問合せください。 


