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 現在、本県を含む 24 都府県で野生イノシシでの豚熱陽性が確認されており、その隣接県

を含む 30 都府県で、飼養豚への豚熱ワクチン接種が実施されています。これまで国内では 

68 例の豚熱発生が確認されていますが、令和３年 3 月以降、ワクチン接種農場での発生が

続発しています。 

＜ワクチン接種農場での発生状況＞ 

 表に示したとおり、昨年 9 月に群馬県

の農場で確認されて以降、７県 10 例の

ワクチン接種農場での発生が確認され、

手指や車両の消毒、長靴交換など基本的

な飼養衛生管理が徹底されていなかった

ことが指摘されています。 

ワクチン接種豚であっても、抗体獲得

前に感染した可能性も指摘されており、

飼養衛生管理基準を遵守し、農場へのウ

イルス侵入防止対策を徹底することが重要です。 

 

 

 

 

今シーズン、国内では 18 県

52 事例で発生が確認され、殺処

分羽数は約 987 万羽と過去最大

となりました。密集地域での続

発、大規模農場での発生が殺処分

羽数の増加と防疫の長期化の主要

因とされています。 

豚熱と同様、農場へウイルスを

侵入させないことが重要です。 

現在、発生リスクは低い状況で

すが、次シーズンに向け、改めて

飼養衛生管理基準遵守を徹底し、

不備があれば、早急に改善するよ

うお願いします。 
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ワクチン接種農場での豚熱発生が続発しています 

ワクチン接種農場での豚熱発生概要 

R2-3 シーズン 国内の鳥インフルエンザ発生状況 

農水HPより 

飼養衛生管理基準の遵守、異常畜の早期発見・通報をお願いします 



 

 

 

○ 家畜衛生対策の徹底 

 ・発生防止対策豚熱：飼養衛生管理基準の遵守、豚熱ワクチンの円滑な接種および免疫 

付与状況等の確認、野生イノシシへの浸潤状況の的確な把握 

・まん延防止対策：関係者との連携強化、防疫計画書の整備 

・人材の確保と育成：修学資金制度を活用した産業動物獣医師の確保 

〇 生産基盤の強化 

・意欲ある畜産の担い手を支援する体制・取組への積極的な協力 

・後継者の育成、円滑な経営継承、経営改善及び衛生対策の推進等を総合的に支援 

・酪農・肉用牛経営における規模拡大や生産拡大への支援 

〇 ブランド力の強化、生産性向上及びコスト低減による所得確保 

・衛生的な飼養管理による安全・安心な畜産物の生産と畜産のイメージアップ推進 

・慢性疾病対策：乳房炎、牛伝染性リンパ腫、ＰＲＲＳ等の対策を推進 

・新技術の普及：受精卵移植技術を活用した効率的な後継牛及び子牛の生産 

 

 

 

飼養衛生管理基準の改正が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、各農場で飼養衛生管理マニュアルの作成が畜種別に

猶予期間（以下を参照）を設け、義務づけられています。 

・豚、いのしし：Ｒ３．４．１ 

・牛、水牛、鹿、めん羊、山羊：Ｒ４．２．１ 

・鶏その他家きん：Ｒ４．２．１ 

特に、今後作成が必要な牛・鶏農場については、巡回等で飼養衛生管理基準遵守状況の 

確認と併せて説明しますが、農水省 HP でマニュアル例が示されているので参考に。 

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

《４月から新体制となりました》  
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飼養衛生管理に係るマニュアルの作成を 

令和３年度の重点実施事項 
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 現在、本県を含む 24都府県で野生イノシシでの豚熱陽性が確認され、その隣接

県を含む 30都府県で、飼養豚への豚熱ワクチン接種が実施されています。これ

まで国内では 68例の発生が確認されていますが、最近ではワクチン接種農場で

の発生が確認される傾向です。 

＜ワクチン接種農場での発生状況＞ 

 昨年 9月に群馬県の農場で確認されて以

降、７県 10例のワクチン接種農場での発

生が確認され、手指や車両の消毒、長靴交

換など基本的な飼養衛生管理が徹底されて

いなかったことが指摘されています。 

ワクチン接種豚であっても、抗体獲得前

に感染した可能性も指摘されており、飼養

衛生管理基準を遵守し、農場へのウイルス

侵入防止対策を徹底することが重要です。 
 

 

 

 

今冬、国内では 18県 52事

例で発生し、殺処分羽数は過

去最多の約 987万羽となりま

した。密集地域での続発、大

規模農場での発生が殺処分羽

数の増加と防疫の長期化の主

要因とされています。 

豚熱同様に、農場へウイル

スを侵入させないことが重要

です。 

現在、発生リスクは低い状

況ですが、次シーズンに向

け、改めて飼養衛生管理基準

遵守を徹底し、不備があれば早急に改善してください。 
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ワクチン接種農場での豚熱発生が続発しています 

ワクチン接種農場での豚熱発生概要 

R2-3シーズン 国内の鳥インフルエンザ発生状況 

農水HPより 

飼養衛生管理基準の遵守、異常畜の早期発見・通報をお願いします 

ワクチン

未接種豚

ワクチン

接種豚

59 群馬県 5,887 R2.9.26 11 10

60 山形県 1,250 R2.12.25 2

61 三重県 7,026 R2.12.29 14 8

62 和歌山県 267 R3.1.26 2

63 奈良県 1,089 R3.3.31 5 3

64 群馬県 9,790 R3.4.2 10

65 三重県 10,000 R3.4.14 5 2

66 栃木県 17,000 R3.4.17

67 栃木県 22,000 R3.4.17

68 山梨県 2,523 R3.5.11

調査中

調査中

調査中

事例 発生県 飼養頭数 発生日

飼養豚の感染状況



 

 

○ 家畜衛生対策の徹底 

 ・発生防止対策豚熱：飼養衛生管理基準の遵守、豚熱ワクチンの円滑な接種 

および免疫付与状況等の確認、野生イノシシへの浸潤状況の的確な把握 

・まん延防止対策：関係者との連携強化、防疫計画書の整備 

・人材の確保と育成：修学資金制度を活用した産業動物獣医師の確保 

○ 生産基盤の強化 

・意欲ある畜産の担い手を支援する体制・取組への積極的な協力 

・後継者の育成、円滑な経営継承、経営改善及び衛生対策の推進等を総合的に 

支援 

・酪農・肉用牛経営における規模拡大や生産拡大への支援 

○ ブランド力の強化、生産性向上及びコスト低減による所得確保 

・衛生的な飼養管理による安全・安心な畜産物の生産と畜産のイメージアップ 

推進 

・慢性疾病対策：乳房炎、牛伝染性リンパ腫、ＰＲＲＳ等の対策を推進 

・新技術の普及：受精卵移植技術を活用した効率的な後継牛及び子牛の生産 

 

 

 

飼養衛生管理基準の改正が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、各農場で飼養衛生管理マニュアルの

作成が畜種別に猶予期間（以下を参照）を設け、義務づけられています。 

・豚、いのしし：令和 3年 4月 1日 

・牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、家きん：令和 4年 2月 1日 

特に、今後作成が必要な牛・鶏農場については、巡回等で飼養衛生管理基準遵

守状況の確認と併せて説明しますが、農水省 HPでも示されいます。 

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

 

《４月から新体制となりました》  
本年度も当所業務へのご理解とご協力をお願いします。     

★ 今年もお世話になります ★ 
    令和３年4月１日の人事異動により新体制となりましたので、よろしくお願いします。     ※転入者 
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令和３年度の重点実施事項 
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 現在、本県を含む 24 都府県で野生イノシシでの豚熱陽性が確認されており、その隣接県

を含む 30 都府県で、飼養豚への豚熱ワクチン接種が実施されています。これまで国内では

68 例の豚熱発生が確認されていますが、令和 2 年 9 月以降、ワクチン接種農場での発生が

続いています。 

＜ワクチン接種農場での発生状況＞ 

 表に示したとおり、昨年 9 月に群馬県

の農場で確認されて以降、７県 10 例の

ワクチン接種農場での発生が確認され、

手指や車両の消毒、長靴交換など基本的

な飼養衛生管理が徹底されていなかった

ことが指摘されています。 

ワクチン接種豚であっても、抗体獲得

前に感染した可能性も指摘されており、

飼養衛生管理基準を遵守し、農場へのウ

イルス侵入防止対策を徹底することが重要です。 

 

 

 

今シーズン、国内では 18 県 52

事例で発生が確認され、殺処分羽

数は約 987 万羽と過去最大とな

りました。密集地域での続発、大

規模農場での発生が殺処分羽数の

増加と防疫の長期化の主要因とさ

れています。 

豚熱と同様、農場へウイルスを

侵入させないことが重要です。 

現在、発生リスクは低い状況で

すが、次シーズンに向け、改めて

飼養衛生管理基準遵守を徹底し、

不備があれば、早急に改善するよ

うお願いします。 

 

ワクチン接種農場での豚熱発生が続いています 

中越家畜保健衛生所 

 
No.192 2021 年 6 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 

R2-3 シーズン 国内の鳥インフルエンザ発生状況 

ワクチン接種農場での豚熱発生概要 

農水省 HPより 

飼養衛生管理基準の遵守、異常畜の早期発見・通報をお願いします 
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○ 家畜伝染病の危機管理体制の強化 

悪性海外伝染病の防疫対策強化のため、生産者に対して情報提供と注意喚起に努め、発生予防、

早期通報の徹底等の危機管理体制の強化を図ります。また、万が一の発生に備え、的確な初動対応

ができるように防疫計画書の更新を随時行い、防疫マニュアルに基づく防疫訓練を地域機関と連携

して実施します。 

家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を図るために、全ての畜種を対象に飼養衛生管理基準の遵

守状況を調査し、不備な点があれば改善がみられるまで繰り返し指導を行います。 

養豚農場に対しては飼養豚への豚熱ワクチン接種により適正な免疫付与を図ります。 

○ 安全・安心な畜産物の提供 

（公社）新潟県畜産協会と連携して、（公社）中央畜産会が行う「農場 HACCP 認証」及び県が

行う「畜産安心ブランド認定農場」の衛生レベルの維持・向上に努め、新たに取り組む農場に対し

て調査・指導を行います。 

○ 畜産農家の生産性向上対策 

牛伝染性リンパ腫、乳房炎、PRRS 等の生産性を阻害する疾病について、衛生対策に意欲的な農

場の検査・指導を継続し、生産性向上に結びつく成果が得られた技術の普及・定着を図ります。 

 

 

 

家畜伝染病は、乳用牛でヨーネ病の

発生が平成 20 年以来 12 年ぶりにあり

ました。届出伝染病は、表のとおりで

す。発症していないために届出されて

いませんが、牛ウイルス性下痢（BVD）

の持続感染牛の摘発が数件ありまし

た。家畜の導入時には、導入先の衛生状

況の確認や導入時の隔離を実施してく

ださい。  

※と畜場での発生 

 

 

伝染病 家畜 病名 発生戸数 発生頭羽群数 

家畜 牛 ヨーネ病 1 戸 1 頭 

届出 

牛 牛伝染性リンパ腫 15 戸 15 頭 

豚 

豚赤痢※ 1 戸 55 頭 

豚丹毒※ 2 戸 43 頭 

サルモネラ症 1 戸 5 頭 

鶏 
鶏伝染性気管支炎 4 戸 606 羽 

鶏白血病 1 戸 1 羽 

蜜蜂 バロア病 1 戸 1 群 

所長・次長 課 課 長 副参事 主査・主任・獣医師 

所長 
佐藤 義政※ 

 
次長 
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企画指導課 濱崎 尚樹※ 木村 仁徳※ 
渡辺 由紀子※（庶務担当）   
今井 杏子     漆原 麻純 
大川原 志織 

防 疫 課 阿部 隆司  中村 正明※ 五十嵐 紗代子 

転出者：本間裕一→中央家畜保健衛生所、平山栄一→中央家畜保健衛生所佐渡支所、丸山幹夫・渡邉大成→退職 

※転入者 新体制になりました。よろしくお願いします 

令和 3 年度の重点実施事項 

新潟県内における伝染病発生状況（令和 2 年） 
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○ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止体制の強化 
 豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病発生を防止するため、飼養衛生管理基

準遵守等指導を徹底します。また、万が一の発生時に備え、防疫計画の再点検や地域振興

局との連携・協力等を実施し、危機管理体制等を強化します。豚熱については、飼養豚へ

の豚熱ワクチン接種を円滑・確実に実施します。 

○ ブランドの強化、生産性向上及びコスト低減 
 肉用牛農家に対する肥育成績向上支援や酪農家に対する乳質改善支援等を通じて、高品

質な畜産物生産体制を強化するとともに、生産性向上やコスト低減が図れるよう支援しま

す。公共牧場での衛生対策（特に牛伝染性リンパ腫対策）を推進し、牧場利用促進を通じ

て経営のコスト低減が図れるようにします。 

○ 後継者への技術的指導による支援の強化 
 後継者への技術支援等を通じて、衛生管理の改善・高度化及び生産性の向上が図られる

よう支援します。 

 

 

 豚熱は、2018 年 9月9日の岐阜県での発生以来、愛知県等で計 13 件、68 事例発生
し、これまでに約 24 万頭が殺処分されています。2019 年 9月24日にワクチン接種が

決定され、10月15日に防疫指針が改訂され、10月25日からワクチン接種が開始された。

新潟県では 2020 年 1 月より接種を開

始。現在まで 30 都府県で接種されてい

ます。これまで、ワクチン接種農場で 10

事例の豚熱発生が確認されています。そ

の疫学調査の結果（山形県を除く）では、

農場周囲で陽性イノシシが確認されてお

り、ワクチン接種だけでは、すべての豚

が免疫獲得できるわけでないことやすべ

ての子豚に適切な時に接種することが困

難なことから、改めて、飼養衛生管理基

準の遵守等が求められています。  

令和 3 年度の重点実施事項 

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 

豚熱の発生状況と対策について 

図以外 52～58 事例目：沖縄県、60 事例目：山形県 農水 HP より 



 
 令和2年（1月～12月）、県内の家畜伝染病は、乳牛でヨーネ病の発生がありました。ま

た、届出伝染病は下記のとおりです（牛白血病は名称が変更され牛伝染性リンパ腫となりま

した）。発症していないた

め届出されていませんが、

牛ウイルス性下痢(BVD)

の持続感染牛の摘発が数件

ありました。ともに導入に

関連する病気ですので、信

頼できる導入先の確保や導

入時の隔離を実施しましょ

う。 

 

・細菌（ヨーネ菌）を原因とし、数か

月から数年間と長い潜伏期間の後に慢

性の水様性下痢、乳量減少、削痩等に

より生産性を著しく低下させる疾病。

ワクチンや治療方法がありません。 

・哺育初期に感染牛から糞便や乳汁、

飼料・水を介して経口感染することが多い。 

・定期的な検査による感染牛の早期摘発・とう汰が重要であり、ヨーネ

病対策要領に基づき、県外導入牛等の検査等を実施します。 

 

 

 

 

 笹ヶ峰放牧場では、5 月 28 日開牧に向けた準備を進めています。衛生検査については、昨

年度と同じ内容です。

引き続き牛伝染性リン

パ腫対策を実施します

ので、ご理解のほどお

願いします。 

 

 

 

   《令和３年度 業務体制》 

 ４月から新体制となりました。よろしくお願い致します。 

伝染病 家畜 病名 発生戸数 発生頭羽群数 

家畜 牛 ヨーネ病 1戸 1頭 

届出 

牛 牛伝染性リンパ腫 15戸 15頭 

豚 

豚赤痢 1戸 55頭 

豚丹毒 2戸 43頭 

サルモネラ症 1戸 5頭 

鶏 
鶏伝染性気管支炎 4戸 606羽 

鶏白血病 1戸 1羽 

蜜蜂 バロア症 1戸 1群 

検査 検査項目 対象牛 検査手数料 

上牧前 

ヨーネ病 検査未実施の牛 700 円 

牛ウイルス性下痢 検査未実施の牛 2,000 円 

牛伝染性リンパ腫 
全頭：抗体検査 

（陰性:遺伝子検査） 
無料 

放牧中 
牛伝染性リンパ腫 陰性牛群：抗体検査 無料 

ピロプラズマ症 全頭：放牧中 2 回 470 円/回 

所長 
次長 

(企画指導課長) 

企画指導課 防疫課 

技術専門員  防疫課長 主任 

仲山美樹子 内山保彦 牧井賢充 欠員 馬上 斉 八木笑子 

笹ヶ峰放牧場 ～ 本年度の衛生検査体制 ～ 

新潟県内における伝染病発生状況 

ヨーネ病とは 



 

 

 

○ 家畜伝染病の危機管理体制を強化 

  万一の発生に備えて、的確・迅速な初動対応ができるように、研修会や防疫訓練を地域機関と連携

し実施します。また、家畜伝染病の発生予防のため、生産者に対して、最新情報の提供と注意喚起を図

るとともに、飼養衛生管理基準の遵守調査・改善指導します。 
 

○ 経営改善指導等による生産基盤を強化 

 担い手の育成、島内の黒毛繁殖牛及び子牛増頭を目的に運営している大型和牛繁殖支援施設等に対

し、飼養衛生管理指導を行い、佐渡畜産の生産基盤の強化を図ります。 
 

○ 畜産経営における生産性向上及びコスト低減による所得確保 

・搾乳衛生指導を積極的に行い、生乳の品質維持・向上を行い、生産性向上を図ります。 

・公共牧場での衛生対策（特に牛伝染性リンパ腫対策）を推進し、牧場利用促進を図ります。 

・受精卵移植技術を活用した遺伝的改良、優良な和牛子牛の増頭を支援します。 

・枝肉成績向上のため、肥育牛の検査・指導を行い、高品質な「にいがた和牛」の生産拡大を支援します。 

飼養衛生管理基準の改正が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、以下の期限までに、農場ごとに飼養衛生管理マニュアルを作成する必要が

あります。 

・豚、いのしし ：Ｒ３．４．１   ・牛、水牛、鹿、めん羊、山羊：Ｒ４．２．１ 

・鶏その他家きん：Ｒ４．２．１ 

特に、今後作成が必要な牛・鶏農場については、巡回調査等で飼養衛生管理基準遵守状況の確認と

併せて説明しますが、農水省 HP でマニュアル例が示されているので参考に。 

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

令 和 ３ 年 度 の 重 点 実 施 事 項  

飼養衛生管理に係るマニュアル作成を！ 

（１）従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項 

（２）海外渡航時及び帰国後の注意事項 

（３）海外からの肉製品の持込み（郵便物による持込みを含む）に関する事項 

（４）農場内への不適切な物品の持込みの禁止 

（５）可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組 

（６）持ち込む工具、機材、食品等の取扱い 

（７）猫等の愛玩動物の衛生管理区域内への侵入防止 

（８）野生動物の衛生管理区域内への侵入防止 

（９）農場における防疫のための更衣 

(10) 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法等 

マニュアルに記載必要な項目 



 4 月 2 日、高千家畜市場で県内外から多くの購買者が参集し、春期の家畜市場が開催されました。

上場頭数は雌 60 頭、去勢 65 頭で合計 125 頭（前回 11 月は 133 頭）でした。日齢体重及び kg 単価

は前回 11 月より増加しました。今後も優良和牛子牛生産地域として、繁殖成績、子牛の発育などに留

意し、子牛の安定供給に努めましょう。                ※前回 R2.11.2 

 

 

 

 

 

佐渡島内の放牧場で牛の放牧が始まりました。４月 

１９日に堂林放牧場を皮切りに、６か所（堂林、青木 

山、関岬、二ツ岩、経塚、坪山）の放牧場が開牧しま  

した。吸血昆虫の媒介による牛伝染性リンパ腫（旧称 

：牛白血病）感染対策として、昨年まで１放牧場に陰 

性牛のみを放牧する取組を行いましたが、今年度は 

２放牧場（経塚、二ツ岩）で対策を行っています。 

生産者並びに関係機関のご協力をお願いします。 

昨年の夏は、梅雨明けが遅れましたが、8 月は一気に真夏となり猛暑となりました。気象庁の３か月

予報では、今年の夏は、梅雨期間の 6 月は平年より気温は高めで、蒸し暑い日が多くなり、7 月～8 月

は平年並または高くなる見込みです。本格的な夏が到来する前に早めの対策を行ってください。 

☆送風ファンや換気ファンの清掃 

 ホコリの付着は、空気流量の減少や電力消費量の増加につながります。また、火災の原因となった

事例もありました。本体のみならず配線設備等も清掃してください。 

☆畜舎内の湿気の排気 

畜舎内の空気を外に出し、新鮮な空気を畜舎内に取り込む換気が重要です。 

☆不要な荷物の排除 

 不要な荷物を片付け、空気の流れを作りましょう。 

☆風を妨げない寒冷紗の設置角度 

 直射日光を塞ぎつつも、風の流れを妨げないように設置してください。 

☆給水設備の確認 

 清潔な水を十分飲めるように設備の点検・清掃を行ってください。 
      
＝＝＝新たな組織体制となりました。よろしくお願いします！＝＝＝ 

＊転入者 

 
 
 

お世話になりました・小林淳壱、佐藤香代子 →下越家畜保健衛生所へ 

支所長 主査 主任 主任（庶務） 

平山 栄一* 福留 信司 田中 健介* 原 大和 

暑熱対策 ～早めの対策が必要です～ 

佐渡島内で放牧が始まりました！ 

春期の高千家畜市場について 

前回比較 前回比較

雌 288 275 0.96 +0.02 667,663 2,457 +431

去勢 267 285 1.08 +0.03 827,527 2,916 +315

平均 277 280 1.02 +0.01 750,844 2,696 +328

㎏単価

（円）
日齢 体重(㎏)

日齢体重

(㎏)

平均価格

（円）




