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令和4 年3 月17 日に山口県、21 日に広島県で、野生イノシシの豚熱感染を受け、農林水産

省は23 日に島根県、山口県、広島県の３県を「豚熱ワクチン接種推奨地域」として追加し、こ

れで北海道、九州を除く39 都府県で豚熱ワクチンが接種されることとなりました。 

国内で豚熱ワクチンが開始されて２年経過しましたが、令和3 年4 月以降は8 県1８事例のワ

クチン接種農場で本病が発生し、直近では4 年5 月10 日に群馬県で確認されています。疫学調

査では、多くの事例で飼養衛生管理基準が遵守されていなかったことが指摘されています。車両や

人の消毒徹底など農場内へのウイルス侵入防止に努めてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○ 家畜衛生対策の徹底 

 ・発生防止対策：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 

・畜種別生産性阻害疾病対策による経済損失の低減 

・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 
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豚熱 ～引き続き警戒してください～ 

野生イノシシの豚熱検査情報が変わりました。 
① 地図を拡大・縮小して地域の情報を確認できます。②指定した期間 

の検査情報を確認できます。③経口ワクチンの散布状況を確認できます。 

詳細は農林水産省HP をご覧ください。 

https://maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/wildboar̲map.html 

令和４年度の重点実施事項 

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 



 

 

 

 

令和3 年秋～4 年春シーズン、高病原性鳥インフルエンザは、国内で初めてダチョウ（エミュ

ー）での感染がみられるなど、家きんで12 道県25 事例の発生が確認され、約189 万羽が殺処

分されました。また野鳥や環境からも8 道府県103 事例が確認されています(5 月11 日現在)。 

ハクチョウやマガンなどの渡り鳥やワシなど猛禽類のみでなく、留鳥のハシブトガラスで多く確

認されるとともに、4 月には青森県、北海道、秋田県で、5 月に入っても岩手県のダチョウ（エ

ミュー）、北海道の採卵鶏で発生が確認されるなど、例年とは様子が異なっています。 

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。 

 

 

 

近年の猛暑により、管内でも毎年複数の暑熱被害が報告されています。暑熱対策は、複数を組

み合わせると効果的です。暑い時期を迎える前に再度点検し、できるだけ暑熱被害を少なくする

ようにしましょう。 

 □ 通風・換気の確保（換気扇、ﾀﾞｸﾄ等） □ 屋根・壁・床への断熱材の設置、塗装 

□ 送風機の設置・位置調節       □ 細霧装置の設置  

 □ 寒冷紗・樹木や遮光ネット等の設置  □ 十分な飲水の確保   など 

 

《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。        ＊：転入者 
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家きん：25 事例   

採卵鶏 12(1) 

肉用鶏（種鶏含む） 8(1) 

あひる 2(4) 

ダチョウ 3 

野鳥：１０3 事例 

環境 9 

ツル類 1 

ハクチョウ 7 

カモ類 4 

猛禽類 24 

ハシブトカラス 58 

（ ）関連農場 

高病性鳥インフルエンザ ～北海道を中心にウイルスを確認～ 

暑熱対策で暑い夏を乗り切りましょう！ 

 
農水 HP より 



 

 

 

○ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止体制の強化 

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行うととも

に、飼養衛生管理基準の遵守調査・改善指導します。また、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。 
 

○ 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。 

・担い手育成、島内の繁殖牛及び子牛増産を目的とする大型和牛繁殖支援施設で、定期的な検査、 

飼養衛生管理指導を実施し、生産基盤の強化を図ります。 

・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。 

・家畜市場の活性化のため、繁殖農場での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。また、子牛の事故防止のために衛生指導を行います。 

・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。 

 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、令和４年度最初の家畜市場が開催さ

れました。上場頭数は雌 61 頭、去勢 72 頭で合計 133 頭（前年 11 月は 136 頭）でした。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ていきましょう。                

 

 

 

 

 

 

佐渡島内の放牧場で牛の放牧が始まりました。４月 

２２日に関岬放牧場を皮切りに、２５日以降に他の５ 

か所（堂林、青木山、二ツ岩、経塚、坪山）の放牧場 

が一斉に開牧しました。吸血昆虫の媒介による牛伝染 

性リンパ腫ウイルスの感染対策として、今年度は２放 

牧場（経塚、青木山）を陰性牛のみを放牧しています。 

11 月の終牧まで、事故のないよう生産者並びに関係者 

のご協力をお願いします。 

No.211 令和４年５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 

佐渡島内で放牧が始まりました！ 

令 和 ４ 年 度 の 重 点 実 施 事 項  

春期の高千家畜市場について 

前回比較 前回比較

雌 278 264 0.94 -0.02 607,615 2,320 +176

去勢 266 287 1.08 0 815,238 2,861 +141

平均 272 277 1.02 0 720,012 2,613 +101

㎏単価

(円)
日齢 体重(㎏)

日齢体重

(㎏)

平均価格

(円)



令和 3 年秋～4 年春シーズン、高病原性鳥インフルエンザ

は、国内で初めてダチョウ（エミュー）での感染がみられるなど、家きんで 12 県 23 事例の発生が確

認され、約 189 万羽が殺処分されました。また、野鳥や環境からも７道府県 88 事例が確認されまし

た（4 月 26 日現在）。ハクチョウやマガンなどの渡り鳥やワシなど猛禽類のみでなく、留鳥のハシブ

トガラスで多く確認されるなど例年とは様子が異なっています。4 月に入り青森県、北海道や秋田県で

高病原性鳥インフルエンザが発生しており、また北海道を中心に野鳥からもウイルスが確認されてい

ます。引き続き警戒し、飼養衛生管理基準の徹底と早期通報をお願いします。 

令和 4 年 3 月 17 日に山口県、21 日に広島県で、野生イノシシの豚熱感染を受け、農林水産省は

23 日に島根県、山口県、広島県の３県を「豚熱ワクチン接種推奨地域」として追加し、これで北海

道、九州を除く 39 都府県で豚熱ワクチンが接種されることとなりました。 

国内で豚熱ワクチンが開始されて２年経過しましたが、令和 3 年 4 月以降は 8 県 16 事例のワクチ

ン接種農場で本病が発生しています。疫学調査では、多くの事例で飼養衛生管理基準が遵守されてい

なかったことが指摘されています。佐渡島内には野生イノシシは生息していませんが、車両の消毒徹

底など農場内へのウイルス侵入防止に努めてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
＝＝＝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・福留信司（農業大学校へ）、原 大和（佐渡農林水産振興部漁政課へ） 

家きん：22 事例   

採卵鶏 11(1) 

肉用鶏（種鶏含む） 8(1) 
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（ ）関連農場 

支所長 主任 主任 主査（庶務） 

平山 栄一 田中 健介 羽入 さち子* 武井 珠美* 

野生イノシシの豚熱検査情報が変わりました。 
① 地図を拡大・縮小して地域の情報を確認できます。②指定した期間 

の検査情報を確認できます。③経口ワクチンの散布状況を確認できます。 

詳細は農林水産省 HP をご覧ください。 

https://maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/wildboar_map.html 

高病性鳥インフルエンザ ～北海道を中心にウイルスを確認～ 

豚熱 ～引き続き警戒してください～ 

農水 HP より 
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令和3年度シーズンの高病原性鳥インフルエンザは、国内で初めてダチョウ（エミュー）

での感染がみられるなど、家きんで12道県23事例の発生が確認され、29農場で約189万

羽が殺処分されました。また、野鳥や環境からも7道府県98事例で本病ウイルスが確認さ

れました（5月2日現在）。ハクチョウやマガンなどの渡り鳥やワシなど猛禽類のみでな

く、留鳥のハシブトガラスで多く確認されるなど例年とは様子が異なっています。4月に入

ってもなお、東北及び北海道での高病原性鳥インフルエンザの発生並びに野鳥からの本病ウ

イルスの検出も継続して確認されています。引き続き、飼養衛生管理基準の徹底とともに飼

養家きんに異常等が確認された場合の早期通報をお願いします。 

 

 

 
令和4年3月17日に山口県、21日に広島県で、野生イノシシの豚熱感染を受け、農林水

産省は23日に島根県、山口県、広島県の3県を「豚熱ワクチン接種推奨地域」として追加

し、これで北海道、九州を除く39都府県で豚熱ワクチンが接種されることとなりました。 

国内で豚熱ワクチンが開始されて2年経過しましたが、令和3年4月以降は8県18事例

のワクチン接種農場で本病が発生しています。疫学調査では、多くの事例で飼養衛生管理基

準が遵守されていなかったことが指摘されています。農場に出入り時の人及び車両等の消毒

や防護柵等による野生動物対策など、農場内へのウイルスの侵入防止に努めてください。 
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家畜衛生だより 
新 潟 県 下 越 家 畜 保 健 衛 生 所 
〒 9 5 9 - 2 3 3 1 新発田市下飯塚１３９－３ 
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野生イノシシの豚熱検査情報が変わりました。 
① 地図を拡大・縮小して地域の情報を確認できます。②指定した期間 
の検査情報を確認できます。③経口ワクチンの散布状況を確認できます。 
詳細は農林水産省HPをご覧ください。 
https://maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/wildboar_map.html 

農水HPより 

豚熱 ～引き続き警戒してください～ 

高病性鳥インフルエンザ ～北海道を中心にウイルスを確認～ 



 

 

○ 牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）が抗体陰性牛に感染すると 
・垂直感染を起こし、死流産や奇形などの先天性異常を起こします。 
・胎齢100日以下で胎子感染した場合、産子は正常に生まれたように見えたとして
も、ウイルスを生涯排出し続ける持続感染牛「PI牛」となることがあります。 

○ 対策 
 ・ワクチン接種（ただし、妊娠牛への生ワクチン接種により、産子がPI牛となるこ 

とがあります。詳しくは、獣医師にご相談ください。） 
・早期発見：導入時の確認、バルク乳のスクリーニング検査、異常等の確認と検査 

○ 家保での検査体制 
・PCR検査（2,000円/1検体） 
PI牛かどうか個体ごとに確認します。また、預託や販売時にPCR検査での陰性を求
められることもあります（相手先に確認してください）。 

・バルク乳のスクリーニング検査（無償） 
 バルク乳を検査することで、牛群内にPI牛がいるかどうかを確認します。陽性と
なった場合は全頭検査を行い、陽性牛を特定します。 

 ・陽性となった牛の対応 
3週間後に再検査を実施します。再検査でも陽性の場合はPI牛と診断され、とう汰
をお願いすることとなります。 

 

 

 

○ 家畜伝染病の発生予防とまん延防止体制の強化 
・家畜伝染病の発生等の情報提供、飼養衛生管理基準の遵守指導 
・豚熱ワクチンの円滑な接種並びに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 
・関係者との連携強化並びに防疫訓練の実施、防疫計画書の整備 

○ 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 
・乳房炎、牛伝染性リンパ腫、牛ウイルス性下痢、PRRS等の疾病対策を支援 
・枝肉成績向上のための肥育牛の検査による、高品質なブランド和牛の生産を支援 

 

《４月から新体制となりました》  
○令和4年4月１日の人事異動により新体制となりました。今後ともよろしくお願いします。 
                                              ※転入者 

所長・次長 課 課 長 副参事 主任・主査 臨時職員  
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次長 
 後藤靖行 

企画指導課 
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 後藤靖行 

権田寛子 
伊花奈々子※ 山家菜摘美※  

野崎朋子 
本間加奈子※ 

防 疫 課  里麻 啓  和食雄一 佐藤香代子 市川雄紀 
町田栄里子 森山友恵 

 

 転出者：堀江香会（中央家保へ）、篠川有理（県畜産課へ）、村山和範（中央家保へ） 

令和４年度の重点実施事項 

牛ウイルス性下痢にご注意を 
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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 
・ 家畜伝染病の発生予防のため、飼養衛生管理基準の遵守調査および改善指導を実施します。

特に、衛生管理区域内への病原体持込み防止対策を中心に実施します。 

・ 万一の発生に備えて、地域振興局と協力して的確・迅速な初動対応ができるよう研修会や防

疫訓練を実施し、防疫計画の再点検を行います。 

・ 豚熱ワクチンの接種および免疫付与状況の確認を円滑に実施します。 

○ ブランド力の強化と生産性向上・コスト低減による所得確保 
・ 肥育牛の検査により、ビタミンA コントロールなどの飼養管理指導を行い、肉質向上を支援

します。 

・ 畜種別生産性阻害疾病対策による損耗低減を図ります。 

・ （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支援を行います。 

 

 

 

令和4 年3 月17 日に山口県、21 日に広島県で、野生イノシシの豚熱感染を受け、農林水産省

は23 日に島根県、山口県、広島県の３県を「豚熱ワクチン接種推奨地域」として追加し、これで

北海道、九州を除く39 都府県で豚熱ワクチンが接種されることとなりました。 

国内で豚熱ワクチンが開始されて２年経過しましたが、令和3 年4 月以降令和4 年5 月10 日

時点で8 県18 事例のワクチン接種農場で本病が発生しています。疫学調査では、多くの事例で飼

養衛生管理基準が遵守されていなかったことが指摘されています。車両の消毒徹底など農場内への

ウイルス侵入防止に努めてください。 
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〒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 
中越家畜保健衛生所 

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 

豚熱 –引き続き警戒してください- 

令和４年度の重点実施事項 

野生イノシシの豚熱検査情報が変わりました。 
① 地図を拡大・縮小して地域の情報を確認できます。②指定した期間 

の検査情報を確認できます。③経口ワクチンの散布状況を確認できます。 

詳細は農林水産省HP をご覧ください。 

https://maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/wildboar̲map.html 
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令和3 年秋～4 年春シーズン、高病原性鳥インフルエンザは、国内で初めてダチョウ（エミュ

ー）での感染がみられるなど、家きんで12 道県25 事例の発生が確認され、約189 万羽が殺処分

されました。また、野鳥や環境からも8 道府県106 事例が確認されました（令和4 年5 月17 日現

在）。ハクチョウやマガンなどの渡り鳥やワシなど猛禽類のみでなく、留鳥のハシブトガラスで多

く確認され、4 月以降もなお、東北地方と北海道で高病原性鳥インフルエンザが発生し、野鳥から

鳥インフルエンザウイルスの検出が継続しており、例年とは様子が異なっています。 
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。 

 

 

 

新潟地方気象台の3か月予報によると、6月および7月の気温は平年並みか高いと見込まれていま

す。近年の猛暑により、管内でも毎年複数の暑熱被害が報告されています。暑熱対策は、複数を組

み合わせると効果的です。暑い時期を迎える前に再度点検し、できるだけ暑熱被害を少なくするよ

うにしましょう。 

□ 通風・換気の確保（換気扇、ﾀﾞｸﾄ等）   □ 屋根・壁・床への断熱材の設置、塗装 

□ 送風機の設置・位置調節         □ 細霧装置の設置 

□ 寒冷紗・樹木や遮光ネット等の設置    □ 十分な飲水の確保  など 

 

家きん：25 事例   
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あひる 2(4) 

ダチョウ 3 

野鳥：106 事例 

環境 9 

ツル類 1 

ハクチョウ ８ 
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猛禽類 26 

ハシブトカラス 58 

（ ）関連農場 

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 

濱崎 尚樹 

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 

防 疫 課 阿部 隆司  
中村 正明 五十嵐 紗代子 
櫻井 裕子（臨時） 

高病原性鳥インフルエンザ –北海道を中心にウイルスを確認- 

転出者：大川原志織 → 中央家畜保健衛生所 

新体制になりました。よろしくお願いします 

暑熱対策は準備できていますか 
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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知事認定獣医師と連携し円滑・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。また、農場 HACCP 認証取得の取組をサポ

ートする等、安全・安心な畜産物生産体制の一層の充実を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。 

 

  

 

令和 3 年秋～4 年春シーズンの高病原性鳥インフルエンザは、国内で初めてダチョウ（エミュー）

での感染がみられるなど、家きんで 12 道県 25 事例の発生が確認され、31 農場で約 189 万羽が殺

処分されました。また、野鳥や環境からも 8 道府県 105 事例が確認されました（5 月 14 日現在）。

ハクチョウやマガンなどの渡り鳥やワシなど猛禽類のみでなく、留鳥のハシブトガラスで多く確認さ

れるなど例年とは様子が異なっています。4 月以降もなお、東北地方と北海道での高病原性鳥インフ

ルエンザの発生、野鳥からの鳥インフルエンザウイルスの検出が継続し確認されています。引き続き

警戒し、飼養衛生管理の徹底と異状が確認された場合の早期通報をお願いします。 

家きん：25 事例 （ ）関連農場  

採卵鶏 12(1) 

肉用鶏（種鶏含む） 8(1) 

あひる 2(4) 

ダチョウ ３ 

野鳥：105 事例 

環境 9 

ツル類 1 

ハクチョウ ８ 

カモ類 4 

猛禽類 25 

ハシブトカラス 58 

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 

高病原性鳥インフルエンザ ～北海道を中心にウイルスを確認～

令和４年度の重点実施事項 

農林水産省HP 



 

 

 

 笹ヶ峰放牧場では、６月３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。なお、ピロプラズマ症の検査料金については、利用組合より徴収されます。

また、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。馴

致やワクチン接種な

ど、上牧に向けた準備

を早めに進めてくださ

い。 

 

 

 

 

令和 4 年 3 月 17 日に山口県、21 日に広島県で、野生イノシシの豚熱感染を受け、農林

水産省は 23 日に島根県、山口県、広島県の 3 県を「豚熱ワクチン接種推奨地域」として追

加し、これで北海道、九州を除く 39 都府県で豚熱ワクチンが接種されることとなりまし

た。 

国内で豚熱ワクチンが開始されて 2 年経過しましたが、令和 3 年 4 月以降は 8 県 18 事

例のワクチン接種農場で本病が発生しています。疫学調査では、多くの事例で飼養衛生管理

基準が遵守されていなかったことが指摘されています。農場に入出時の人及び車両等の消毒

や防護柵等による野生動物対策など、農場内へのウイルスの侵入防止に努め

てください。 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
《令和４年度 業務体制》 

 ４月からの体制です。本年度もどうぞよろしくお願い致します。 

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 臨時職員 防疫課長 主任 

仲山美樹子 内山保彦 牧井賢充 前田紀貢子 馬上 斉 八木笑子 

野生イノシシの豚熱検査情報が変わりました。 
①地図を拡大・縮小して地域の情報を確認できます。②指定した期間 

の検査情報を確認できます。③経口ワクチンの散布状況を確認できます。 

詳細は農林水産省 HP をご覧ください。 

https://maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/wildboar̲map.html 

豚熱 ～引き続き警戒してください～ 

笹ヶ峰放牧場 ～ 本年度の衛生検査体制 ～ 
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