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高病原性鳥インフルエンザ

～ 秋田県で今シーズン国内初 ～

昨シーズンは国内では 18 県 52 事例発生し、過去最多の約 987 万羽が殺処分されまし
た。密集多発的な発生と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
といわれます。
国は、海外の状況から今シーズンも国内での本病発生リスクは極めて高いと予測していた
ところ、11 月 10 日に秋田県内の 14.3 万羽を飼養する採卵養鶏場での発生が確認されまし
た。新潟県は、日本でも有数の渡り鳥の飛来地でも
昨冬の発生状況
あり、昨シーズンも野鳥から本病ウイルスが検出さ
れています。飼養衛生管理基準を遵守し、本病の発
生防止に努めてください。

再確認をお願いします！！
・鶏舎の屋根、壁面、金網等の修繕
・鶏舎周囲の整理整頓、除草
・敷地内の石灰散布
・車両や消毒の実施
・鶏舎ごとの専用靴の設置
・鶏舎を出入りする時の手指消毒等の実施
・異状の早期発見と早期通報
・飼養衛生管理マニュアルの作成、従事者等
への周知

豚熱

農水省HP

農水省HP

～ワクチン接種農場で継続的な発生の確認～

予防的ワクチンが開始されて 2 年が経過し
ましたが、令和 3 年 4 月以降 10 事例と、ワ
クチン接種農場において本病が継続的に発生し
ています。疫学調査結果では、多くの事例で、
飼養衛生管理基準の遵守が徹底されていなかっ
たことに起因すると指摘されています。
ワクチンを接種しても発生を完全に防止するこ
とはできません。
また、感染した野生いのししの確認地域も拡
大していることから、引続き発生防止に努めて
ください。

事例

発生場所

発生日

飼養頭数

64

群馬県前橋市

R3.4.2

9,790頭

65

三重県津市

R3.4.14

10,000頭

66

栃木県那須塩原市

R3.4.17

17,000頭

67

栃木県那須塩原市

R3.4.17

22,000頭

68

山梨県中央市

R3.5.11

2,523頭

69

神奈川県相模原市

R3.7.8

4,109頭

70

山梨県道志村

R3.8.6

1,718頭

71

群馬県桐生市

R3.8.7

5,020頭

72

滋賀県近江八幡市

R3.10.6

1,400頭

73

群馬県前橋市

R3.10.19

3,900頭

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

知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種が開始
新潟県では、令和 3 年 11 月 29 日から知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種を開始し
ます。これまで 9 診療所 19 名から申請があり、県ではすべての申請について認定すること
が適当と判断しています。制度開始により、これまでと対応が変更となりますので、よろし
くお願いします。

＜知事認定獣医師に依頼する農場＞
・知事認定獣医師は、毎月 20 日までに農場から翌月分の接種予定頭数を聞き取
り、必要なワクチン量とともに家保へ報告する。
・家保は、ワクチン接種頭数に合わせ、知事認定獣医師へワクチンを受渡す。
・農場は、納入通知書によりワクチン管理料を県に納入する（60 円/頭）
。
・知事認定獣医師は、ワクチン接種後、速やかにワクチン使用量及び接種頭数
を家保に報告する。
・使用済みの注射針及びワクチンの瓶は、知事認定獣医師が処分する。
＜家保に依頼する農場＞
・これまでどおり、家保に接種予定頭数を報告し、納入通知書によりワクチン
接種手数料を県に納入する（330 円/頭）
。

飼養衛生管理基準が改訂されました
昨シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大流行及び豚熱のワクチン接種農場での継続的
な発生を踏まえ、令和 3 年 10 月 1 日付けで飼養衛生管理基準が改訂されました。今回の改
訂では、大規模農場において畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置や防疫対応計画の策定が義務
づけられました。

獣医師、家畜人工授精師の皆さんへ
授精用精液等の適正な取り扱いをお願いします
家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液を入手し、当該精液を
採取した種雄牛の使用済み家畜人工授精用精液証明書を入手することにより、これらを用い
て家畜体内受精卵を生産し、不正に流通させた事案が判明しました。
家畜改良増殖法では、家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液
の譲渡及び注入の禁止、家畜体内受精卵証明書の添付されていない家畜体内受精卵の譲渡及
び移植は禁止されています。
・家畜人工授精用精液等を融解又は家畜受精卵を採取等する前に、証明書等の原本を確
認してください。
・家畜人工授精用精液証明書等を確認する際には、外観上不審な点はないか、容器と証
明書に記載された内容（種雄牛名・採取年月日等）に齟齬がないか確認してください。
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牛 ウ イル ス性 の 下痢 症 に 注 意！
晩秋から初春にかけて、寒冷や気候の変動によるストレスや、冬場は閉め切った舎飼となる
ため、ウイルスに起因する下痢症が増加します。特に「牛コロナウイルス病」は、令和 3 年 1
月以降、新潟県内で 9 件（混合感染を含む）の発生がみられました。治療法がなく、乳量の低
下や子牛や肥育牛の発育不全など生産性が大きく阻害されます。自身の農場へ原因ウイルスを
持ち込まないための対応を心掛けてください。
症状は？
●子牛：乳白色～黄色の水様性下痢、発熱、脱水、一般症状の悪化
●育成・成牛：水様性下痢、まれに血様下痢、搾乳牛では急激な乳量の低下
対策は？
●導入牛は、一定期間隔離する。
●農場へ立入る際の車両及び踏込消毒を徹底する。
●他の農場で使用した靴等は、十分に洗浄・消毒してから使用する。
●流行性の下痢が発生している農場へは立ち入らない。
●下痢を発見したら、早急に獣医師、家畜保健衛生所に相談してください。

精液 ・ 受精 卵 等 の 流通 が規 制強 化 さ れ て い ま す
～再度を確認願います～
昨年 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ています。再度確認してください。
● 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
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。
●「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。

秋 季の 高千家 畜 市 場 につ い て
11 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、今年最後の秋季の家畜市場が開催さ
れました。上場頭数は雌 49 頭、去勢 87 頭で合計 136 頭（前回 7 月は 96 頭）でした。販売価格（税
込）は前回市場と比較し低く、特に雌で 85,067 円（-14.7%）値下がりしましたが、去勢の㎏単価は
概ね良好でした。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。

日齢

体重(㎏)

雌

241

去勢
平均

日齢体重

平均価格

㎏単価

(㎏)

前回比較

(円)

(円)

前回比較

230

0.96

-0.03

494,214

2,144

-221

245

261

1.07

-0.05

701,357

2,720

54

244

250

1.03

-0.03

626,725

2,512

-22

高病原性鳥インフルエンザ ～秋田県で今シーズン初～
昨シーズンは国内では 18 県 52 事例発生し、過去最多の
約 987 万羽が殺処分されました。密集多発的な発生と大
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
主要因といわれます。
国は、海外の状況から今シーズンも国内での本病発生
リスクは極めて高いと予測していたところ、11 月 10 日に
秋田県内の 14.3 万羽を飼養する採卵養鶏場での発生が確
認されました。新潟県は、日本でも有数の渡り鳥の飛来地
でもあり、昨シーズンも野鳥から本病ウイルスが検出され
ています。飼養衛生管理基準を遵守し、本病の発生防止に
努めてください。

豚 熱

～ワクチン接種農場で継続的な発生の確認～

予防的ワクチンが開始されて 2 年が経過しましたが、
令和 3 年 4 月以降 10 事例と、ワクチン接種農場におい
て本病が継続的に発生しています。疫学調査結果では、
多くの事例で、飼養衛生管理基準の遵守が徹底されてい
なかったことに起因すると指摘されています。
ワクチンを接種しても発生を完全に防止することはで
きません。また、感染した野生いのししの確認地域も拡
大しています。佐渡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。

事例

発生場所

発生日

64

群馬県前橋市

R3.4.2

9,790頭

65

三重県津市

R3.4.14

10,000頭

66

栃木県那須塩原市

R3.4.17

17,000頭

67

栃木県那須塩原市

R3.4.17

22,000頭

68

山梨県中央市

R3.5.11

2,523頭

69

神奈川県相模原市

R3.7.8

4,109頭

70

山梨県道志村

R3.8.6

1,718頭

71

群馬県桐生市

R3.8.7

5,020頭

72

滋賀県近江八幡市

R3.10.6

1,400頭

73

群馬県前橋市

R3.10.19

3,900頭

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

飼養頭数

家畜衛生だより

新潟県下越家畜保健衛生所
〒 959-2331 新 発 田 市 下 飯 塚 1 3 9 - 3
TEL:0254-22-3067 FAX:0254-24-4022
夜間・休日:080-1134-8706
E-mail:ngt066020@pref.niigata.lg.jp
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高病原性鳥インフルエンザ

～ 秋田県で発生確認 ～

昨シーズンは国内では 18 県 52 事例発生し、過去最多の約 987 万羽が殺処分されま
した。密集多発的な発生と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
の主要因といわれます。
国は、海外の状況から今シーズンも国内での本病発生リスクは極めて高いと予測し
ていたところ、11 月 10 日に秋田県内の 14.3 万羽を飼養する採卵養鶏場での発生が確
認されました。新潟県は、日本でも有数の渡り鳥の飛来地
昨シーズンの発生状況
でもあり、昨シーズンも野鳥から本病ウイルスが検出され
ています。飼養衛生管理基準を遵守し、本病の発生防止に
努めてください。
・鶏舎の屋根、壁面、金網等の修繕
・鶏舎周囲の整理整頓、除草
・敷地内の石灰散布
・車両や消毒の実施
・鶏舎ごとの専用靴の設置
・鶏舎を出入りする時の手指消毒等の実施
・異状の早期発見と早期通報
・飼養衛生管理マニュアルの作成、従事者等への周知
農水省 HP

豚熱

～ワクチン接種農場で継続的な発生の確認～

予防的ワクチンが開始されて 2 年が経過しましたが、 事例
64
令和 3 年 4 月以降 10 事例と、ワクチン接種農場におい
65
て本病が継続的に発生しています。疫学調査結果では、 66
多くの事例で、飼養衛生管理基準の遵守が徹底されてい 67
68
なかったことに起因すると指摘されています。
69
ワクチンを接種しても発生を完全に防止することはで 70
きません。また、感染した野生いのししの確認地域も拡 7172
大していることから、引続き発生防止に努めてください。 73

発生場所

発生日

群馬県前橋市

R3.4.2

殺処分頭数
9,790頭

三重県津市

R3.4.14

10,000頭

栃木県那須塩原市

R3.4.17

17,000頭

栃木県那須塩原市

R3.4.17

22,000頭

山梨県中央市

R3.5.11

2,523頭

神奈川県相模原市

R3.7.8

4,109頭

山梨県道志村

R3.8.6

1,718頭

群馬県桐生市

R3.8.7

5,020頭

滋賀県近江八幡市

R3.10.6

1,400頭

群馬県前橋市

R3.10.19

3,900頭

飼養衛生管理基準が改訂されました
昨シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大流行及び豚熱のワクチン接種農場での
継続的な発生を踏まえ、令和 3 年 10 月 1 日付けで飼養衛生管理基準が改訂されまし
た。今回の改訂では、大規模農場において畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置や防疫対
応計画の策定が義務づけられました。
飼養衛生管理者については、別途依頼しているところですが、選任できていない農
場は、早急に対応してください。
また、防疫対応計画については、家保では大規模農場に限らず全ての農場の防疫計
画を策定しており、巡回時に示した上で検討いただいています。

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

知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種が開始
新潟県では、令和 3 年 11 月 29 日から知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種
を開始します。これまで 9 診療所 19 名から申請があり、県ではすべての申請に
ついて認定することが適当と判断しています。制度開始により、これまでと対応
が変更となりますので、よろしくお願いします。
＜知事認定獣医師に依頼する農場＞
・知事認定獣医師は、毎月 20 日までに農場から翌月分の接種予定頭数を聞き取
り、必要なワクチン量とともに家保へ報告する。
・家保は、ワクチン接種頭数に合わせ、知事認定獣医師へワクチンを受渡す。
・農場は、納入通知書によりワクチン管理料を県に納入する（60 円/頭）。
・知事認定獣医師は、ワクチン接種後、速やかにワクチン使用量及び接種頭数を
家保に報告する。
・使用済みの注射針及びワクチンの瓶は、知事認定獣医師が処分する。
＜家保に依頼する農場＞
・これまでどおり、家保に接種予定頭数を報告し、納入通知書によりワクチン接
種手数料を県に納入する（330 円/頭）。

牛の流行性下痢にご注意を！！
冬は、牛コロナウイルス病を始め、牛の流行性の下痢の好発時期となります。
主にウイルスが原因で、治療法がなく、乳量の低下や子牛や肥育牛の発育不全な
ど生産性が大きく阻害されます。以下を参考に、自身の農場へ原因ウイルスを持
ち込まないための対応を心掛けてください。
・導入牛は一定期間、隔離飼養する。
・農場へ立入る際の車両及び踏込消毒を徹底する。
・他の農場で使用した靴等は、十分に洗浄・消毒してから使用する。
・流行性の下痢が発生している農場へは立ち入らない。

《下越家畜保健衛生所の庁舎を移転しました》
施設の老朽化等に伴い、庁舎を移転し令和 3 年
10 月 4 日から、新庁舎にて業務を開始しました。
何かとご面倒をお掛けすることとは思いますが、
今後ともどうぞよろしくお願いします。
〒959-2331
新発田市下飯塚 139-3
（旧 新発田南高等学校豊浦分校）
TEL：0254-22-3067
FAX：0254-24-4022
（TEL、FAX とも変更ありません）

No.193 2021 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

中越家畜保健衛生所
高病原性鳥インフルエンザ

-秋田県で今シーズン国内初-

昨シーズンは国内では 18 県 52 事例発生し、過去最多の約 987 万羽が殺処分されまし
た。密集多発的な発生と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
といわれています。
今シーズンも 10 月下旬から野鳥や環境試料から H5 亜型の鳥インフルエンザウイルスが
検出（北海道：低病原性、鹿児島県・宮崎県：高病原性）され、11 月 10 日に秋田県内の採
卵鶏（14.3 万羽）、13 日及び 15 日に鹿児島県内の採卵鶏（3.8 万羽及び 1.1 万羽）、17
日に兵庫県内の採卵鶏（15.5 万羽）で発生が確認されました。新潟県は、国内でも有数の渡
り鳥飛来地であり、昨シーズンも飛来地の環境や野鳥から本病ウイルスが検出されていま
す。飼養衛生管理基準を遵守し、本病の発生防止に努めてください。
＜2021 年発生状況＞
再確認をお願いします!!
鶏舎の屋根、壁面、金網等の修繕
鶏舎周囲の整理整頓、除草
敷地内の石灰散布
車両消毒の実施
鶏舎ごとの専用靴の設置
鶏舎を出入りする時の手指消毒等の実施
異状の早期発見と通報
飼養衛生管理マニュアルの作成・関係者への周知

令和 3 年 11 月 17 日現在

豚熱 –ワクチン接種農場で継続的な発生予防的ワクチン接種が開始されて 2 年が経過
しましたが、令和 3 年 4 月以降 10 事例と、ワ
クチン接種農場において豚熱が継続的に発生し
ています。疫学調査結果では、多くの事例で飼
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。
ワクチン接種しても発生を完全に防止するこ
とはできません。また、感染野生いのししの確
認地域も拡大していることから、引き続き発生
防止に努めてください。

事例

発生場所

発生日

飼養頭数

64

群馬県前橋市

R3.4.2

9,790頭

65

三重県津市

R3.4.14

10,000頭

66

栃木県那須塩原市

R3.4.17

17,000頭

67

栃木県那須塩原市

R3.4.17

22,000頭

68

山梨県中央市

R3.5.11

2,523頭

69

神奈川県相模原市

R3.7.8

4,109頭

70

山梨県道志村

R3.8.6

1,718頭

71

群馬県桐生市

R3.8.7

5,020頭

72

滋賀県近江八幡市

R3.10.6

1,400頭

73

群馬県前橋市

R3.10.19

3,900頭

令和 3 年 11 月 17 日現在

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
家畜衛生だより No.193 中越家畜保健衛生所

知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種が開始されます
新潟県では、令和 3 年 11 月 29 日から知事認定獣医師による豚熱ワクチン接種を開始しま
す。これまで 9 診療所 19 名から申請があり、県ではすべての申請について認定することが
適当と判断しています。制度開始により、これまでと対応が変更となりますので、よろしく
お願いします。
＜知事認定獣医師に依頼する農場＞
知事認定獣医師は、毎月 20 日までに農場から翌月分の接種予定頭数を聞き取り、必要
なワクチン量とともに家保へ報告する。
家保は、ワクチン接種頭数に合わせ、知事認定獣医師へワクチンを受け渡す。
農場は、納入通知書によりワクチン管理料を県に納入する（60 円/頭）
知事認定獣医師は、ワクチン接種後、速やかにワクチン使用量及び接種頭数を家保に報
告する。
使用済みの注射針及びワクチンの瓶は、認定獣医師が処分する。
＜家保に依頼する農場＞
これまでどおり、家保に接種予定頭数を報告し、納入通知書によりワクチン接種手数料を
県に納入する（330 円/頭）

飼養衛生管理基準が改訂されました
昨シーズンの高病原性鳥インフルエンザの大流行及び豚熱のワクチン接種農場での継続的
な発生を踏まえ、令和 3 年 10 月 1 日付けで飼養衛生管理基準が改訂されました。今回の改
訂では、大規模農場（牛：成牛 200 頭以上、豚：3,000 頭以上、鶏 10 万羽以上 飼養）におい
て畜舎ごとの飼養衛生管理者の配置や防疫計画の策定が義務づけられました。

飼養衛生管理基準の遵守状況の一斉点検
＜家きん飼養農場＞
飼養衛生管理者による飼養衛生管理基準の遵守状況の一斉点検を今年もお願いします。
○実施期間：令和 3 年 10 月～令和 4 年 3 月
○報告方法：毎月 10 日までに FAX またはメールで報告をお願いします。
○点検項目：7 項目（様式は令和 3 年 9 月 24 日付けでお知らせしています。）
＜豚飼養農場＞
豚熱やアフリカ豚熱の発生リスクを踏まえ、豚飼養農場における飼養衛生管理の遵守徹底を図る
ために 7 項目について遵守状況の点検をお願いします。
○実施期間：令和 3 年 11 月～（3 か月ごとに点検）
○報告方法：四半期毎に点検月の 15 日までに FAX またはメールで報告をお願いします。
○点検項目：7 項目（様式は巡回時または 11 月 5 日にお知らせしています。）
家畜衛生だより No.193 中越家畜保健衛生所

