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◆◆ 飼養衛生管理基準の改正について ◆◆ 
 10月1日より施行される家伝法改正に伴い下記のごとく飼養衛生管理基準等の見直しがされ、

同日付けで飼養衛生管理基準の改正が施行された。 
１．「予防」のための飼養衛生管理基準 
  ①農家の防疫意識の向上 
  ②消毒等を徹底するエリアの設定 
  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 
  ⑤大規模農場に関する追加措置 
２．特定の症状を発見した場合における 
「早期通報」 

  ◆農家は、特定の症状があれば、必ず家

畜保健衛生所に届け出る義務 

３．「的確な初動」等のための防疫指針 
 ①発生時に備えた国・都道府県の事前準備

の明確化 
 ②通報から病性判定に至るプロセスの改善 
 ③発生確認時の国からの職員派遣等、国と

都道府県との連携 
 ④殺処分等のルール化・マニュアル化 
 ⑤移動制限区域の設定、解除等のルールの

改善 

  
 以上が、改正の骨子ですが、今回の改正（見直し）について農林水産省より畜産農家の皆様に

以下のごとく広報されていますので、紹介いたします。 
１． 昨年 4 月に宮崎で発生した口蹄疫は、残念ながら、我が国の畜産にとってかってないほど

大きな被害をもたらしましたが、家畜伝染病による被害を最小限に止めるためには、「発生

の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・的確な初動」が重要です。 
２．「発生の予防」のためには、空港や開港における輸入検疫の強化と並んで、畜産農家の方々

に日頃から適切に飼養衛生管理していただくことが大切です。このため、今回、家畜伝染病

予防法に基づく「飼養衛生管理基準」を大きく見直すこととしました。 
３． 飼養衛生管理基準は、これまでは畜種別に分けることなく設定していましたが、今回は畜

種別に分け、かつ、衛生管理の基本となる事項について、より具体的にわかりやすく設定す

る方向で検討を進めました。 
   既に取組まれている方もかなりおられるかと思いますが、こうした衛生管理を徹底してい

ただくことで、悪性の家畜伝染病の発生予防のみならず、慢性疾病の予防、育成率や増体の

向上など、経営面でも大きな効果が得られるかと思います。 
４． 飼養衛生管理基準は畜産農家の皆さんに遵守していただく必要がありますが、改正された

家伝法では、都道府県による「指導・助言→勧告→命令」という手順が規定されております。 
したがって、基準違反に対して、いきなり罰則が適用されることにはなりませんが、各県

におかれましては、地域の衛生水準向上の観点からも、市町村や関係団体と連携しながら、

畜産農家のみなさんに遵守していただくよう。積極的な取組をお願いいたします。 
５． なお、改正された家伝法では殺処分に際しての手当金について、評価額の４／５から５／

５に引き上げる一方で、発生予防等に必要な措置を講じなかった場合には、手当金を交付し

ない、或いは減額することになります。 
   具体的には、発生農家における「飼養衛生管理基準」全体の遵守状況が、標準的な畜産農
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家の遵守状況に比べて、大きく劣っているかどうかなどを精査した上で判断することになり

ます。したがって、「飼養衛生管理基準」の一部項目の遵守が不充分であることのみを理由

として手当金が直ちに減額されることにはならないことを申し添えます。 
６． また、「発生の予防」は、地域ぐるみでの対応がより効果をあげることになります。是非、

家畜保健衛生所等と連絡を密にし、地域の畜産農家が連携して「飼養衛生管理基準」の遵守

に取り組んでいただきますよう、お願いいたします。 
 
以上が、その広報の全文です。そこで、改正骨子の「予防」のための飼養衛生管理基準の具体例

を農林水産省より発表された内容に従って以下にご紹介いたします。 
 
オーストリッチ（ダチョウ）飼養生産事業者の方々にとっては、今後とても重要な

事項となりますので、十分にお読みいただき、ご理解の上、実践していただきます

ようお知らせいたします。 

家畜防疫に関する最新の情報を確認しましょう 
1 自らが飼養するダチョウが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延防止に関して、家畜

保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従いましょう。 

衛生管理区域を作りましょう 
2 自らの農場の敷地を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるよう

にしましょう。 
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衛生管理区域への病原体の持ち込みを防止しましょう 
3 衛生管理区域の出入口を必要最小限の数とし、必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせな

いようにしましょう。 
  外部から立ち入る者が飼養するダチョウに接触する機会を最小限とするよう、当該場所に

看板などを設置しましょう。 
4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備（消毒機器を含む）を設置し、車両の出入りの際に消

毒をしましょう。 
5 また、衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に出入りの際に

手指及び靴の消毒（手指については、洗浄又は消毒）を行わせましょう。 
6 衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置するとともに、畜舎ごとの専用の靴を設置し、出入り

する者にはこれを確実に使用させましょう。 
※専用の衣服及び靴：衛生管理区域に立ち入る際に使用している衣服の上から着用するもの

並びに衛生管理区域及び畜舎に立ち入る際に使用している靴の上から着用するブーツカバ

ーを含む。 
7 その日のうちに他の農場等の畜産関係施設に立ち入った者及び過去 1 週間以内に海外から

入国した者（帰国者を含む）は、衛生管理区域に立ち入らせないようにしましょう。 
※家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者等を除きます。 

8 他の畜産関係施設で使用した又は使用した可能性のある物品であって、飼養するダチョウ、

その死体又は当該ダチョウから生産される卵に直接接触する物品は、衛生管理区域内に持ち

込む場合に、洗浄又は消毒をしましょう。 
  なお、ダチョウの管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないようにしましょう。 
9 海外で使用した衣服及び靴（過去 2 ヶ月以内）を衛生管理区域に特に持ち込まないようにし

ましょう。やむを得ず持ち込む場合には、事前に十分に洗浄、消毒等を実施しましょう。 
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野生動物による病原体の侵入を防ぎましょう 
10 畜舎の給餌設備・給水設備及び飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が

混入しないようにしましょう。 
11 飲用に適した水を給与しましょう。 

野生動物の排せつ物が混入するおそれのある水を飲用水として用いる場合には、これを消毒

しましょう。 
12 野鳥等の野生動物の畜舎への侵入を防止することができる防鳥ネットその他の設備を設置

するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、遅滞なく破損箇所を修繕しましょう。 
※網目の大きさが 2cm 以下のもの又はそれと同等の効果を有すると認められるもの。 

13 畜舎の屋根や壁面に破損がある場合には、すぐにその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ

やはえ等の害虫を駆除しましょう。 

衛生管理区域の衛生状態を保ちましょう 
14 畜舎その他の衛生管理区域内の施設及び器具の清掃又は消毒を定期的に行いましょう。 
15 ダチョウの出荷・移動により畜舎又はパドックが空になった場合には、清掃及び消毒をし

ましょう。 
16 ダチョウの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態でダチョウを飼養しないようにしまし

ょう。 

家畜の健康観察を行いましょう 
17 ダチョウが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報し

なければなりません。 
また、農場からのダチョウ及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷・移動を行わない

こと並びに当該衛生管理区域内の物品をむやみに衛生管理区域外へ持ち出さないようにし

ましょう。 
※特定症状（次ページ参照）とは法第 13 条の２第 1 項の農林水産大臣が定める症状をいい

ます。（現在のところ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する

特定症状が定められています。） 
18 特定症状以外の異状（死亡を含む。以下同じ）でダチョウの死亡率の急激な上昇や同様の

症状を呈するダチョウが増加した場合には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保

健衛生所の指導を受け、監視伝染病でないことが確認されるまでの間、農場からのダチョ

ウの出荷・移動を行わないようにしましょう。 
監視伝染病であることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従いましょう。ま

た、特定症状以外の異状が認められた場合にも、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導

を求めましょう。 
  ※特定症状以外の異状の原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場

合を除きます。 
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19  毎日、飼養ダチョウの健康観察を行いましょう。 
20 他の農場等からダチョウを導入する場合には、導入元農場の疾病の発生状況の確認、導入

ダチョウの健康状態の確認等により健康なダチョウを導入しましょう。 
  導入ダチョウに家畜の伝染性疾病の可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他

のダチョウと直接接触させないようにしましょう。 
21 ダチョウを出荷・移動する場合には、出荷・指導の直前に当該ダチョウの健康状態を確認し

ましょう。 
 
 

■高病原性及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定症状 
 次に揚げる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（所轄行

政当局≒地元家畜保健衛生所）にその旨を届け出なければならない。 
 
高病原性鳥インフルエンザ】 
 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 

１ 同一の畜舎内における 1日死亡率が過去 3週間の平均値の 2倍以上になった場合 
※原因が、不適切な飼養管理、急激な気温の変化又は火災、風水害その他の非常災

害等明らかな場合を除く。 
症状 

2 薬事法第 14 条第 1 項又は第 19 条の 2 第 1 項の承認を受けている生物学的製剤を

用いてインフルエンザ A 型ウィルスの抗原が確認された場合又は同ウィルスに対す

る抗体が確認された場合 
 
【低病原性鳥インフルエンザ】 
 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥 

症状 
薬事法第 14 条第 1 項又は第 19 条の 2 第 1 項の承認を受けている生物学的製剤を

用いてインフルエンザ A 型ウィルスの抗原が確認された場合又は同ウィルスに対す

る抗体が確認された場合 

 
 

埋却等の準備をしておきましょう 
22 埋却の用に供する土地の確保（標準的には成鶏 100 羽当たりおおむね 0.7 ㎡）又は焼却若

しくは化製のための準備措置を講じておきましょう。 
 

※ 当面は、平成 23 年 10 月 1 日以降に新しく農場を開設する場合、又は既存の農場に

おいて畜舎を増設し飼養頭数を拡大する場合のみが、本事項に係る家畜伝染病予防

法第 12 条の 6 に規定する勧告又は命令の適用対象となります。 
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感染ルート等の早期特定のための記録を作成し 

保存しておきましょう 
 

23 次に揚げる事項に関する記録を作成し、1 年間以上保存しましょう。 
① 衛生管理区域に立ち入った者（所有者及び従業員を除く）の氏名及び住所又は所属並びに

当該立入日及び目的（所属等から明らかな場合は不要。） 
 ※過去 1 週間以内に海外から入国した者（帰国者を含む）にあっては、1 週間以内に滞在した

全ての国又は地域及び当該地での畜産関係施設への立入りの有無の追記。 
② 家きんの所有者等が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国名 
③ 導入した家きんの種類、導入元、頭数、健康状況及び導入日 
④ 出荷・移動した家きんの種類、出荷、移動先、頭数、健康状況及び出荷・移動日 
⑤ 飼養家きんの異状の有無。異状があった場合には、症状、羽数、日齢及び農場内の場所 

 
 
■農場出入りチェック表（例） 

日  時 平成  年  月  日 午前・午後  時   分 
所  属 家保 飼料 JA・会社 獣医師 行政（県・市・町） 業者 その他（    ） 

石灰消毒 実施 未実施  
車両消毒 実施 未実施  

１ 

踏込消毒槽 実施 未実施  
 
 
■家きんの導入及び出荷、健康観察チェック表（例） 

日  時 平成  年  月  日 午前・午後  時   分 
海外渡航歴 渡航者（     ） 渡航先（     ） 渡航期間（     ） 
導  入 種類（  ）頭数（  ）健康状態（  ）導入元（  ）導入日（  ） 
出  荷 種類（  ）頭数（  ）健康状態（  ）出荷先（  ）出荷日（  ） 

１ 

異状の有無  症状等  死亡場所  
 
 
 

大規模農場（ダチョウ 1 万羽以上の所有者）における追加措置 
 
24 農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行っている担当の獣医師又は診療施設を定め、

定期的に当該獣医師等から当該農場の家きんの健康管理について指導を受けましょう。 
25 大規模所有者は、従業員が特定症状を確認した場合に家畜保健衛生所へ、直ちに（所有者

及び管理者の許可を要することなく）通報することを規定したルールを作成し、全従業員

に周知徹底しておきましょう。 
  家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に対し、周知徹

底しておきましょう。 
 


