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Ⅰ

家畜伝染病予防法の改正

ともに，生産段階において特に関心の高い飼養衛
生管理基準の見直しについても御説明させていた

1 ．改正の背景

だきます。

平成 22 年 4 月に宮崎県で発生が確認された口
蹄疫は，豚や牛を中心に約 30 万頭が殺処分され

2 ．改正の概要（図 1 参照）

るなど，地域経済・社会に大きな影響を与えまし

（1）国と都道府県・市町村との役割分担

た。こうした事態を今後二度と起こすことのない

昨年の口蹄疫の対応をめぐっては，口蹄疫対

よう，今回の口蹄疫対策を徹底的に検証し，新

策検証委員会の報告書において，
「国と宮崎県・

たな防疫体制を構築するべく第三者の専門家から

市町村との役割分担が明確でなく，連携が不足

成る口蹄疫対策検証委員会が農林水産省に設置さ

しており，防疫体制が十分に機能しなかった」

れ，報告書が平成 22 年 11 月に取りまとめられま

と指摘されました。このため，国と都道府県・

した。その報告書では，特に「発生の予防」
，
「早

市町村との役割分担を明確化する観点から，家

期の発見・通報」
，
「迅速な初動対応」が重要なポ

畜防疫のための方針の策定及び改定は国が責任

イントとされたことから，これらのポイントを特

を持って行い，それに基づく具体的措置は都道

に強化し，迅速・的確に対応できる防疫体制を構

府県が中心となって行うこととされました。

築可能とするよう，平成 23 年 4 月に家畜伝染病

（2）畜産農家における飼養衛生管理の強化

予防法が改正されました。これを踏まえて，家畜

家畜の伝染性疾病の発生を予防するために

伝染病予防法施行規則に定められていた飼養衛生

は，日頃からの畜産農家における家畜の伝染性

管理基準や特定家畜伝染病防疫指針といった関係

疾病の病原体の侵入防止対策の実施が最も重要

緒規定も順次見直しを行いました。

です。

平成 23 年 10 月 1 日からは新たな家畜伝染病予

このため，家畜の所有者が行うべき事項とし

防法が完全に施行され，現在，各現場において，

て以下の改正が行われました。

その対応が開始されているところです。以下で

①消毒設備の設置及び消毒設備を利用した消毒

は，その改正の概要について簡単に御紹介すると
−2−

の義務

日本SPF豚研究会
家畜伝染病予防法の改正について

図１

家伝法の改正による家畜防疫体制の強化

家畜の所有者は，畜舎等及びその敷地の出

告の義務

入口付近に消毒設備（踏込消毒槽等）を設置

畜産農家における飼養衛生管理基準の遵守

し，出入りする者は，当該消毒設備を利用し

意識を高めるとともに，都道府県知事が的確

て身体・車両・物品を消毒しなければならな

な指導・助言を行う前提として家畜の飼養衛

いこととされました。

生管理の状況を正確に把握できるようにする

②飼養衛生管理基準の強化

ため，家畜の所有者は，毎年，飼養状況・衛

口蹄疫対策検証委員会の報告書において

生管理の状況に関し，都道府県知事に報告し

「飼養衛生管理基準の内容をより具体的なも

なければならないこととされました。

のとすることが必要」との指摘されたことか

（3）家畜の伝染性疾病の発生時に備えた準備

ら，患畜・疑似患畜の埋却が必要となる場合

家畜の伝染性疾病の発生の予防を図るととも

に備えた土地の確保や家畜の飼養規模の区分

に，いつ国内で家畜の伝染性疾病が発生して

に応じた基準の策定等が規定されました。ま

も，迅速かつ的確な対応が講じられるよう，万

た，これを受け，当基準自体も改正されまし

全の備えをしておくため，

たが，具体的な内容については，別途御説明

①農林水産大臣は，海外における発生状況な

させていただきます。

ど，家畜の伝染性疾病の発生の予防・まん延

③家畜の飼養衛生管理の状況等に関する定期報
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するものとする

らず，必ず都道府県知事に通報することが義務

②都道府県知事は，必要な員数の家畜防疫員を
確保するよう努めなければならない

付けられました。（表 1 参照）
（5）国の財政支援の拡充

とされました。

患畜等の殺処分に対して交付される手当金

また，家畜伝染病の発生後早期にそのまん延

は，畜産経営の継続を支援するための支援金と

の防止を図るためには，あらかじめ，埋却地，

しての性格を有していますが，口蹄疫等の特に

焼却施設又は化製場の確保といった措置を講じ

伝播力や病原性が強い家畜伝染病については，

ておくことが極めて重要であり，このため，一

発生時の影響が大きく，結果として畜産農家の

義的な焼却・埋却義務については，引き続き家

経営の継続が困難となってしまうことが想定さ

畜の所有者にあるものとしつつ，都道府県が発

れるため，国は，口蹄疫，高病原性鳥インフル

生時に備えて補完的な土地の準備等を行うこと

エンザ等の患畜等の所有者に対し，特別手当金

とされました。

を交付することにより，通常の手当金と合わせ

（4）患畜・疑似患畜の早期の発見・通報の徹底

て当該家畜の評価額全額の交付を行うこととさ

家畜伝染病の発生をできる限り早期に発見
し，被害を最小限のものとするため，口蹄疫，

れました。
一方，発生農場における円滑な防疫措置の実

高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥イン

施を図るため，防疫措置を十分に講じなかった

フルエンザの 3 疾病については，症状等の具体

家畜の所有者に対しては，手当金・特別手当金

的な要件を法令に規定し，この要件を満たす場

の全部又は一部を交付せず，又は返還させるこ

合には，これらの疾病を疑ったかどうかに拘わ

ととされました。この減額・返還の割合は，手

表1

口蹄疫に関する特定症状

次に掲げる 1 〜 3 のいずれか一つ以上の症状を呈していることを発見した獣医師又は家畜所有者は，都道府県知事に
その旨を届け出なければならない。
牛，水牛，鹿，めん羊，山羊，豚及びいのしし
1 −①
1 −②
1 −③

症状

39.0℃以上の発熱を示した家畜が，
泡沫性流涎，跛行，起立不能，泌乳量の大幅な低下又は泌乳停止のいずれかを呈し，
かつ，その口腔内，口唇，鼻腔内，鼻部，蹄部，乳頭又は乳房（以下「口腔内等」という。）のいずれ
かに水疱，びらん，潰瘍又は瘢痕（外傷に起因するものを除く。以下「水疱等」という。）を呈している
場合。
※鹿にあっては，1 −①及び 1 −③を呈している場合。
２ 同一の畜房内（一の畜房につき一の家畜を飼養している場合あっては，同一の畜舎内）において，複数の
家畜の口腔内等に水泡等があること。
３ 同一の畜房内において，半数以上の哺乳畜（一の畜房につき一の哺乳畜を飼養している場合にあっては，
同一の畜舎内において，隣接する複数の畜房内の哺乳畜）が当日及びその前日の二日間において死亡すること。
ただし，家畜の飼養管理のための設備の故障，気温の急激な変化，火災，風水害その他の非常災害等口蹄疫以
外の事情によるものであることが明らかな場合は，この限りではない。

※「畜房」とは，畜舎内の一部を柵等で囲った収容空間をいい，「哺乳畜」とは，離乳していない家畜をいう。
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当金・特別手当金の交付対象者における①家畜

問・検査を行うとともに，検査の結果，消毒

の飼養衛生管理の状況，②早期通報の実施状

が必要な物品が含まれていたときは，これを

況，③まん延防止措置への協力状況等を総合的

消毒することができることとし，航空会社・

に勘案して，有識者の意見を聴いた上で，農林

空港等に対し，必要な協力を求めることがで

水産大臣が決定することとされています。

きることとするとともに，航空会社・空港等

さらに，周辺農場等における防疫措置の円滑

は，その求めに応ずるよう努めなければなら

な実施を図る観点から，家畜伝染病の発生に伴

ない

う移動制限等に起因する売上げの減少や飼料費

等の措置を講ずることとされました。

の増加分等の経済的損失に対する支援を拡充す
るため，その対象となる家畜を従来の鶏のみか

Ⅱ

飼養衛生管理基準の改正の概要

ら，豚や牛も含めた家畜全般とされました。
（6）口蹄疫のまん延時における患畜・疑似患畜

1 ．改正の考え方
従来の飼養衛生管理基準は，畜種別に分けるこ

以外の家畜の殺処分（予防的殺処分）
伝播力が極めて強い口蹄疫に限り，急速かつ

となく設定していましたが，今回は牛等（牛，水

広範囲なまん延を防止するためやむを得ないと

牛，鹿，めん羊，山羊），豚等（豚，いのしし），

きに予防的殺処分を行うことができることとす

鶏その他家きん，馬の 4 つの畜種に分け，かつ，

るとともに，国は，予防的殺処分により損失を

（1）農家の防疫意識の向上

受けた者に対し，対象家畜の評価額全額を補償

（2）消毒等を徹底するエリアの設定

しなければならないこととされました。

（3）毎日の健康観察と早期通報・出荷停止
（4）埋却地の確保等

（7）その他

（5）大規模農場に関する追加措置

これまで御紹介してきたこと以外として，
①野生のいのしし等の家畜以外の動物が口蹄疫

といった骨子に基づいて，衛生管理の基本となる

等の疾病にかかっていることが発見され，家

事項について，より具体的にわかりやすく設定し

畜に伝染するおそれが高いときは，都道府県

ました。

知事は，消毒や通行の制限・遮断を行うこと
2 ．飼養衛生管理基準の概要

ができる
②都道府県知事は，家畜伝染病の急速かつ広範

（1）農家の防疫意識の向上

囲なまん延を防止するため，消毒ポイントを

畜産農家は，自らが飼養する家畜が感染する

設置することができ，その場所を通行するす

伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関

べての車両等は消毒を受けなければならない

する家畜保健衛生所から提供される情報を確認

③海外から我が国への家畜の伝染性疾病の病

し，家畜保健衛生所の指導に従うことや，家畜

原体の侵入防止を徹底するため，海外からの

防疫に関する情報を積極的に把握していただく

入国者に対し，その携帯品につき，必要な質

ことなどを規定しました。
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これは，

ただきますようお願いします。

①家畜に最も触れる機会の多い家畜の所有者が

（2）消毒等を徹底するエリア（以下「衛生管理

伝染性疾病の症状等に関する知識を持つこと
により，その発生を早期に捕捉できるように
すること

区域」という。）の設定
①衛生管理区域の設定（図 2 参照）
今回の基準では，農場敷地を区切り，重点

②的確な防疫対応のためには，正しい情報が適
時に伝達されること

的な衛生管理を行う衛生管理区域を設置する
こととしています。この衛生管理区域とは，

が重要であるとの認識から定めた基準です。当

畜舎やその周辺の飼料タンク，飼料倉庫及び

該事項については，基本的には講習会で一度聞

農機具庫等を含む，より衛生的な管理を必要

いたからそれで終わりというものではありませ

とする区域です。

ん。農林水産省のホームページには，海外にお
ける発生状況など，家畜の伝染性疾病の発生の

②衛生管理区域への病原体の持ち込み防止
衛生管理区域設定の次のステップとして，

予防・まん延の防止のために必要な情報等を公

衛生管理区域内への家畜の伝染性疾病の病原

表していますので，積極的に情報を把握してい

体の持ち込みを防止することが重要です。

図2

衛生管理区域設定のイメージ
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このため，衛生管理区域に立ち入る車両，

常に重要な「毎日の健康観察と早期の発見・通

人，持ち込む物品等に対して，洗浄や消毒を

報」については，異状が確認された場合の対処

行うとともに，衛生管理区域では，専用の衣

も含めて以下のように規定しています。

服及び靴を使用し，病原体の持ち込みや持ち

①飼養する豚が特定症状（口蹄疫（表 1 参照）

出しを防止することとしています。

について，別途規定されます。）を呈してい

③野生動物からの病原体の感染防止

ることを発見したときは，直ちに家畜保健衛

野生動物からの伝染病の感染を防止するた

生所に通報すること。また，その際には，農

め，ここでは，給餌設備や給水設備にねずみ

場からの家畜及びその死体，畜産物並びに排

などの野生動物の排せつ物等が混入しないよ

せつ物の出荷及び移動を行わないこと。

うに給餌や給水のラインを閉鎖化するととも

②特定症状以外の異状が確認された場合には，

に，野生動物の排せつ物等が給餌器や給水器

直ちに獣医師の診療を受けるとともに，当該

に確認された際にこれらを清掃することや，

家畜が監視伝染病にかかっていないことが確

飲用に適した水を給与することなどを規定し

認されるまで，農場からの家畜の出荷及び移

ています。

動を行わないことや，監視伝染病であった場

④衛生管理区域の衛生状態の確保

合に他の畜舎から出荷が可能かどうかについ

衛生管理区域を設定し，衛生管理区域への

ては，病性に応じた家畜保健衛生所の判断に

病原体の持ち込み防止のための措置を行った

従うこと。

後には，衛生管理区域を清浄な状態に保つこ

③飼養家畜について，毎日健康観察を行うこ

とが重要となります。そのために，以下の措

と。

置を行うことを規定しています。

④家畜を導入する際には健康状態を確認すると

・衛生管理区域内にある畜舎等の施設や器具

ともに，導入後は家畜の伝染性疾病にかかっ

の清掃又は消毒を定期的に行い，注射針や

ている可能性のある異状がないことが確認さ

人工授精用器具など家畜の体液が付着する

れるまで他の家畜との接触を避けて飼養する

物品は基本的に 1 頭ごとに交換又は消毒を

こと。

行うこと。

⑤家畜を出荷する際には，当該家畜の健康状態

・出荷や移動により，畜房やハッチが空に
なった場合には，清掃及び消毒を行うこ

を確認すること。
（4）埋却地の確保等

と。

口蹄疫等の伝染性疾病が発生した場合には，

・家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な

殺処分を含む迅速な防疫措置を行うことがまん

状態で家畜を飼養しないこと。

延防止のために重要となります。したがって，

（3）毎日の健康観察と早期通報・出荷停止

このような伝染性疾病の発生時に備えて，予め

今までは，
「発生の予防」に関する基準につ

2
埋却用の土地（肥育豚 1 頭当たり 0.9m を目安

いて記載してきましたが，発生予防と並んで非

として提示。）の確保又は焼却若しくは化製処
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理のための準備を行うことを規定しています。
（5）大規模農場に関する追加措置

を講じなかった場合には，手当金を交付しない，
あるいは減額することとなりました。具体的に

豚では 3,000 頭以上の大規模所有者に対して

は，発生農家における「飼養衛生管理基準」全体

は，予め担当の獣医師若しくは診療施設を定め

の遵守状況が，標準的な畜産農家の遵守状況と比

ておいていただくことや従業員が特定症状を確

べて，大きく劣っているかどうかなどを精査した

認した際には，直ちに家畜保健衛生所に通報す

上で判断することになります。したがって，「飼

ることを規定したルールを作成しておき，これ

養衛生管理基準」の一部項目の遵守が不十分であ

を全従業員に周知することを規定しています。

ることのみを理由として，手当金が直ちに減額さ
れるわけではありません。

3 ．今後の対応
家畜の所有者は，年 1 回都道府県に家畜の頭羽

4 ．おわりに

数や飼養衛生管理基準の遵守状況などを都道府県

今回改正された家畜伝染病予防法に基づき，動

に報告することとされ，平成 23 年に 10 月 1 日時

物検疫所が強化された水際措置を実施しています

点の農場の所在地や飼養頭数といった基本的な事

が，国際化が進み，人，物の流通が多くなってい

項を 12 月 15 日までに報告していただいたところ

る状況を考えれば，口蹄疫ウイルスなどの病原体

です。平成 24 年は，それ以外の家畜の飼養に係

が我が国に侵入するリスクをゼロにすることは極

る衛生管理の状況の項目を報告していただく最初

めて困難と言えます。

の年になります。年 1 回の報告を行わなかった場

しかし，我が国に病原体が侵入しても，家畜が

合には，過料（10 万円）が科せられることにな

病原体に接しないようにすれば，家畜は発症する

りますので，御理解と御協力をお願いします。

ことなく，病原体もやがて不活化していきます。

各都道府県では，今後，これらの報告に基づい

病原体を農場に入れないため，新たな飼養衛生管

て，原則として年 1 回，各畜産農家における飼養

理基準に基づき農場における衛生管理を徹底して

衛生管理基準の遵守状況を調査することになりま

いただくようお願いします。

すが，その結果，基準の遵守が不十分である場合

今回改正された飼養衛生管理基準の各項目につ

には，農家に対して指導，助言を行うことになり

いては，そのほとんどが特別なものではなく，こ

ます。その後，改善がみられない場合については

れまでも取り組まれてきた事項であると思いま

勧告，命令を行うことになりますが，この命令に

す。この基準が真に実効性を持つため，これらの

従わない場合には，罰金（30 万円）が科せられ

項目をすべての畜産農家の方々に日々取り組んで

ます。したがって，基準違反が即罰金につながる

いただくことが重要です。農林水産省で作成した

というわけではありません。

飼養衛生管理基準のパンフレットが都道府県を通

また前述のとおり，家畜伝染病予防法の改正に

じ畜産農家の方々のお手元に届くかと思いますの

より，口蹄疫等の発生時の殺処分に対する手当金

で，御活用ください。また，このパンフレットは

を引き上げる一方で，発生の予防等に必要な措置

農林水産省ホームページにも掲載されています。
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日本SPF豚研究会
家畜伝染病予防法の改正について

（http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/eisei/

遵守にむけた取組みを進めていただきますようお

e_koutei/kaisei_kadenhou/index.html）

願いします。（図 3 参照）

この基準は，畜産農家の方々が遵守すべきもの

家畜防疫に関し，畜産農家の方々と関係者，行

ですが，農場に設置されている消毒設備を用い

政が同じ意識を持ち，一体となって取り組んでい

た適切な消毒の実施，家畜に直接触れる器具・機

くことが重要であり，仮に口蹄疫が発生した場合

材の適切な消毒又は洗浄，入場記録の記入など，

でも，早期に発見・通報していただき，迅速に防

日々複数の畜産農家に出入りする獣医師，人工授

疫作業を進めることで，極めて強い感染力を誇る

精師，飼料運搬業者などの畜産関係者の方々の御

口蹄疫ウイルスであっても早い段階で封じこめ，

協力も不可欠です。

被害を最小限に止めることができれば，宮崎で失

家畜保健衛生所や家畜共済診療所等とも連携し
つつ，飼養衛生管理基準をはじめとした各規定の

図3

われた動物たちの尊い命に報いることができるの
かもしれません。

農場へ入られる畜産関係者の皆様へ
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