
国内外の産業動物衛生情報   

2016年 1月～12月 

年月日 国内 海外 

  2016.12.31 

●茨城県 豚流行性下痢発生 

発生農場：1農場（結城市） 

飼養頭数：約 1853頭 

発生頭数：40頭 

症 状 ：肥育農場、肥育豚の下痢 

●韓国北部で猫２匹から鳥インフルを検出 

北部の京畿道抱川 死亡猫２匹(飼い猫と野良猫) 

鳥インフルエンザウイルス（H5N6型）検出。 

抱川は養鶏が盛んで、既に養鶏場などで感染拡大。 

飼い猫と野良猫、それぞれ 12月 25日と 26日に死

骸で発見された。現在、付近の他の野良猫を捕獲し、

感染の有無を調査中。 

   2016.12.29 

●茨城県 豚流行性下痢発生 

発生農場：1農場（結城市） 

飼養頭数：約 730頭 

発生頭数：100頭 

症 状 ：哺乳豚の下痢 

  

  2016.12.28 

青森県 オオタカ 高病原性鳥インフルエンザ

H5N6(1/11確定) 

八戸市で回収された野生のオオタカ１羽の死骸か

らＨ５Ｎ６型の高病原性鳥インフルエンザウイルス

が検出 

●兵庫県 野鳥 鳥インフル疑い 高病原性鳥インフ

ルエンザウイルス（H5N6亜型）(1/17) 

西宮市高座町の池 野鳥のキンクロハジロの死骸

から鳥インフルエンザウイルスの陽性。 

確定検査中 

●群馬県 豚流行性下痢発生 

西部 4,700頭 1繁殖豚 9頭下痢（死亡なし） 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザ H5N2亜型 雲林

県桐郷、あひる飼養農場 1戸 

  2016.12.27 

●環境省 野鳥から鳥インフル検出 過去最高 

今シーズン、死亡野鳥や野鳥のフンなどから高病

原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されたケ

ースは、27日時点で 15道県 118件に上り、過去

最高だった 2010～2011年にかけてのシーズン中

に検出された 62件の倍近くに達した。 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザ HH5N8亜型 新

北市泰山区 処理場（地鶏） 

●ロシア 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5 ロスト

フ州の農場２件（家きん） 

  2016.12.26 

●熊本県 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型検出 

・発生場所：熊本県玉名郡南関町 

・飼養状況：採卵鶏（92,000羽） 

●埼玉県 豚流行性下痢発生 

1）発生農場数：1農場（県央部地域） 

（2）飼養頭数：肥育豚約 670頭、繁殖豚約 70

頭、哺乳豚約 130頭 

（3）発症頭数：肥育豚 30頭、繁殖豚 6頭、哺乳

豚 5頭 

（4）症 状：下痢 

●ロシア 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5 クラスノ

ダール地方の農場１件（家きん） 

   2016.12.22 

 ●長崎県 ハヤブサ 鳥インフルエンザ検出 

諫早市 諫早湾干拓堤防北部排水門付近で死亡

ハヤブサから H5型鳥インフルエンザウイルス検

出。 

今後、病原性検査。 

●京都府 コブハクチョウ 7羽 高病原性鳥インフ

ルエンザウイルス（H5N6亜型検出 

京都市 京都競馬場 コブハクチョウ 7羽 

  



競馬場コース中央の池でコブハクチョウ 43羽とコ

クチョウ 3羽を飼育。 

12/20日 までにコブハクチョウ 6羽が死亡 いず

れも簡易検査陰性 

12/22日 さらに 2羽が死亡、うち 1羽から鳥インフ

ルエンザの陽性反応 

12/27日 確定検査 HPAIV 

●愛知県 東山動植物園 隔離法など明確化…鳥

インフル、対応マニュアル改定へ 

飼育鳥については、環境省の指針でも明確な基

準がなかった。今回の事例を踏まえ、同園では、

鳥の種類別の隔離場所など、マニュアルを改定

し、一定の基準を設ける考え。 

  2016.12.21 

●和牛輸出 100億円 2016.１～10月 

国産牛 2016年 1～10月の輸出額は前年同期比

18％増の 100億円に到達。2016年は 120億円

の過去最高の期待。和牛の輸出先は香港やシン

ガポール、米国など。日本の農産物輸出では、加

工食品や酒類を除くと、リンゴ（133億円）に次ぐ

品目。政府は相手国が求める衛生水準を満たす

ため、食肉処理の能力を増強している。2016年度

は全国 5カ所の関連施設で輸出条件を満たす態

勢を整える計画。 

●愛知県 東山動植物園、池の消毒・水抜き 鳥イ

ンフル拡大防止対策 

高病原性鳥インフルエンザに感染した鳥類を飼

育していた「池」について、塩素消毒剤で消毒した

うえで水抜き対策実施。渡り鳥の飛来による感染

拡大防止のため。実施期間は 21～25日に実施、

春先までは水を抜く。 

●茨城県 豚流行性下痢発生 

発生農場：1農場（結城市） 

飼養頭数：約 1,500頭 

発生頭数：370頭 

症 状 ：哺乳豚のおう吐・下痢、離乳豚・肥育豚

の下痢 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザ H5N8亜型 台北

市万華区 処理場（地鶏） 

  2016.12.20 

●宮崎県 鳥インフル 埋却完了 

ブロイラー約 12万 2000羽の殺処分、埋却完了

(19時間)。感染疑いが確認される前に日向市の

食肉加工施設に養鶏場から出荷された 1900羽も

殺処分。 

●北海道 鳥インフル 埋却完了 

殺処分した 28万 3952羽の埋却作業が完了。当

該養鶏場から約 16kmの清掃センター敷地内に

埋却。殺処分、埋却作業を徹夜で作業し、約 80

時間。多頭羽数、鶏舎内の狭い通路、高位置の

飼育ケージのため作業難航。 

●ドイツ 鳥インフルエンザ H5N8型 初発 11/7

日 OIE報告日 12/20日 4,004羽死亡、88,863羽淘

汰。 

   2016.12.19 

●鹿児島県 ナベヅル 高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型検出 

出水市 ナベヅル１羽（12/14：1羽回収）高病原

性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）検出。

県内の野鳥等における確定検査陽性の確認件数

は３０件。 

●千葉県 豚流行性下痢（PED）の発生 4例目 

発症頭数 200頭、死亡なし。 

●宮崎県 肉用鶏 高病原性鳥インフルエンザ
(H5N6) 

  



児湯郡川南町 肉用鶏飼養農場 

１ 農場概要 

  児湯郡川南町 肉用鶏飼養農場 （約 122,000

羽） 

２ 防疫対応 

（１）発生農場：飼養家きんの殺処分、汚染物品等

の埋却及び消毒 

（２）周辺農場：移動制限の実施 

（３）消毒ポイント：制限区域境界付近に消毒ポイ

ントの設置及び車両消毒の開始 

（４）発生状況調査：移動制限区域内の全ての農

場 

  2016.12.18   
●フランス 鳥インフルエンザ H5N8型 南部 初発 

11/25日 OIE報告日 12/19日 4,224羽死亡、

155,498羽淘汰。終息していない。 

  2016.12.17   

●中国 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5N6 新疆ウ

イグル自治区イリ・カザフ自治州グルジャ市農場 家

きん 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザ H5N8亜型 高雄

市鳳山区 処理場（地鶏） 

   2016.12.16 

●北海道 高病原性鳥インフルエンザ(H5N6) 

北海道上川郡清水町 飼養状況：採卵鶏（約 21

万羽） 

12月 16日，道内の養鶏場において死亡鶏が増

加したことから，家畜保健衛生所へ通報 

  

   2016.12.15 
●北海道 ハヤブサ１羽 高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）検出   

  2016.12.14 
●三重県 オオタカ１羽 高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型） 

●ロシア 口蹄疫（O型）発生 ザバイカリエ地方クラスノ

カメンスク１件（牛）  

・ロシアにおける過去の発生状況：2016年 11月 27

日（牛：1件，O型）に発生。今回，約 2週間ぶり発

生。 

   2016.12.13 

●宮崎県 豚流行性下痢（PED）発生 (今季２例目) 

日南市 養豚農場（一貫経営） 

●岩手県 コハクチョウ１羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型）検出 

  

   2016.12.12 

●茨城県 コブハクチョウ１羽 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型）検出 

●青森県 

オオタカ１羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型）検出 

オオハクチョウ２羽 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型）検出 

●岩手県 鳥インフル →高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）検出 

滝沢市 マガモ 1羽 鳥インフルエンザウイルスの

陽性反応 

巣子北部コミュニティーセンター敷地内で発見さ

れたマガモ 1羽の死骸を検査ところ、鳥インフル

エンザウイルスの陽性反応。環境省は半径 10キ

ロ圏内を野鳥監視重点区域に指定した。野鳥から

陽性反応が出たのは、県内では盛岡のオオハク

チョウに続き今季 2例目。県自然保護課や滝沢

市によると、8日にマガモの死骸が見つかり、県が

簡易検査をしたところ陰性だったが、より精度の高

いウイルスの培養による分離検査をしたところ、11

  



日に陽性反応が出た。 

●北海道 フクロウ 高病原性鳥インフルエンザウ

イルス（H5N6亜型） 

上士幌町 野鳥のフクロウ  

フクロウは 11日昼頃、民家の庭の地面で横たわ

っているのを発見され、動物病院に運ばれ、治療

を受けたが、その後死亡した。12日、病院から北

海道に連絡。 

●栃木県 オオタカ 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型） 

真岡市道路 野鳥のオオタカ 1羽が弱った状態

で発見 

●新潟県 コハクチョウ１羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型） 

   2016.12.11 

●茨城県 コブハクチョウ１羽 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型）検出 

●青森県 

オオタカ１羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型）検出 

オオハクチョウ２羽 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型）検出 

●岩手県 鳥インフル →高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）検出 

滝沢市 マガモ 1羽 鳥インフルエンザウイルスの

陽性反応 

巣子北部コミュニティーセンター敷地内で発見さ

れたマガモ 1羽の死骸を検査ところ、鳥インフル

エンザウイルスの陽性反応。環境省は半径 10キ

ロ圏内を野鳥監視重点区域に指定した。野鳥から

陽性反応が出たのは、県内では盛岡のオオハク

チョウに続き今季 2例目。県自然保護課や滝沢

市によると、8日にマガモの死骸が見つかり、県が

簡易検査をしたところ陰性だったが、より精度の高

いウイルスの培養による分離検査をしたところ、11

日に陽性反応が出た。 

●北海道 フクロウ 高病原性鳥インフルエンザウ

イルス（H5N6亜型） 

上士幌町 野鳥のフクロウ  

フクロウは 11日昼頃、民家の庭の地面で横たわ

っているのを発見され、動物病院に運ばれ、治療

を受けたが、その後死亡した。12日、病院から北

海道に連絡。 

●栃木県 オオタカ 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型） 

真岡市道路 野鳥のオオタカ 1羽が弱った状態

で発見 

●新潟県 コハクチョウ１羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型） 

  

   2016.12.10 

●茨城県 コブハクチョウ１羽 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型）検出 

●青森県 

オオタカ１羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型）検出 

オオハクチョウ２羽 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型）検出 

●岩手県 鳥インフル →高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）検出 

滝沢市 マガモ 1羽 鳥インフルエンザウイルスの

  



陽性反応 

巣子北部コミュニティーセンター敷地内で発見さ

れたマガモ 1羽の死骸を検査ところ、鳥インフル

エンザウイルスの陽性反応。環境省は半径 10キ

ロ圏内を野鳥監視重点区域に指定した。野鳥から

陽性反応が出たのは、県内では盛岡のオオハク

チョウに続き今季 2例目。県自然保護課や滝沢

市によると、8日にマガモの死骸が見つかり、県が

簡易検査をしたところ陰性だったが、より精度の高

いウイルスの培養による分離検査をしたところ、11

日に陽性反応が出た。 

●北海道 フクロウ 高病原性鳥インフルエンザウ

イルス（H5N6亜型） 

上士幌町 野鳥のフクロウ  

フクロウは 11日昼頃、民家の庭の地面で横たわ

っているのを発見され、動物病院に運ばれ、治療

を受けたが、その後死亡した。12日、病院から北

海道に連絡。 

●栃木県 オオタカ 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型） 

真岡市道路 野鳥のオオタカ 1羽が弱った状態

で発見 

●新潟県 コハクチョウ１羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型） 

  2016.12.9 

●茨城県 コブハクチョウ１羽 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型）検出 

●青森県 

オオタカ１羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型）検出 

オオハクチョウ２羽 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型）検出 

●岩手県 鳥インフル →高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型）検出 

滝沢市 マガモ 1羽 鳥インフルエンザウイルスの

陽性反応 

巣子北部コミュニティーセンター敷地内で発見さ

れたマガモ 1羽の死骸を検査ところ、鳥インフル

エンザウイルスの陽性反応。環境省は半径 10キ

ロ圏内を野鳥監視重点区域に指定した。野鳥から

陽性反応が出たのは、県内では盛岡のオオハク

チョウに続き今季 2例目。県自然保護課や滝沢

市によると、8日にマガモの死骸が見つかり、県が

簡易検査をしたところ陰性だったが、より精度の高

いウイルスの培養による分離検査をしたところ、11

日に陽性反応が出た。 

●北海道 フクロウ 高病原性鳥インフルエンザウ

イルス（H5N6亜型） 

上士幌町 野鳥のフクロウ  

フクロウは 11日昼頃、民家の庭の地面で横たわ

っているのを発見され、動物病院に運ばれ、治療

を受けたが、その後死亡した。12日、病院から北

海道に連絡。 

●栃木県 オオタカ 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型） 

真岡市道路 野鳥のオオタカ 1羽が弱った状態

で発見 

●新潟県 コハクチョウ１羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型） 

  



  2016.12.8   
●ロシア 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5 クラスノ

ダール地方の裏庭農場 家きん 

  2016.12.7   
●中国 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5N6 四川

省徳陽市綿竹市の農場 家きん 

   2016.12.6 

●鹿児島県出水市 ナベヅル 1羽回収 高病原

性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）28件目 

●茨城県 野生ユリカモメ 鳥インフル疑い→高病

原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）検出 

水戸市千波湖 死亡野鳥ユリカモメ１羽の簡易検

査 鳥インフルエンザ陽性。 

●愛知県 コクチョウ 高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型） 

名古屋市 東山動植物園で飼育していた雄のコク

チョウ１羽 

コクチョウは 6日に元気消失、夕に鼻汁確認、午

後 6時 15分に簡易検査で陽性。午後 8時 55分

に死亡確認 

●環境省 東山動植物園周辺の監視重点区域指

定 

  

   2016.12.5 

●青森県 コブハクチョウ１羽 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型） 

●鹿児島県出水市 ナベヅル 2羽 高病原性鳥イ

ンフルエンザウイルス（H5N6亜型） 

  

   2016.12.4 

●愛知県 コクチョウ 高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型） 

名古屋市 東山動植物園で飼育 

●新潟県 鳥フル 鶏殺処分終了 55万羽を処理 

上越市養鶏場ニワトリ約 23万 6千羽の殺処分終

了。 

関川村養鶏場と合わせて約 55万羽処分。 

埋却処分については、関川村 5日、上越市 6日

までに終了予定。 

  

   2016.12.3 

●鹿児島県出水市 ナベヅル 1羽回収 高病原

性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）24件目 

●長野県 コハクチョウ Ａ型鳥インフルエンザウィ

ルスの簡易検査陽性 

安曇野市 保護されたコハクチョウ 1羽 Ａ型鳥イ

ンフルエンザウィルス簡易検査陽性。 

高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型） 

  

  2016.12.2 

●北海道 オオハクチョウ 高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型） 

北見市常呂町常呂海岸 野鳥オオハクチョウ 1羽

死亡  

●福島県 オオハクチョウ 高病原性鳥インフルエン

ザウイルス（H5N6亜型） 

福島市 野生オオハクチョウ 1羽死骸 

●茨城県水戸 オオハクチョウ 鳥インフル 

水戸市大塚町大塚池 死亡オオハクチョウ 1羽 

鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)検出 

発見場所から半径 10キロ圏内を野鳥監視重点

区域指定。 

※11/29午前 8時 55分ごろ、大塚池の中央付近

でオオハクチョウの死亡を通行人発見。 

県が死体を簡易検査 結果陰性、 

11/2 県北家畜保健衛生所 遺伝子検査、鳥インフ

ルエンザウイルス確認。 

●ロシア 高病原性鳥インフルエンザ H5 アストラハン

州の農場 家きん 



※同区域 ひたちなか市を除く 5市町の養鶏農家

38戸が採卵用と肉食用で計約 290万羽飼養。 

※国が立ち入り検査を義務付ける半径 3キロ以

内に養鶏農家はない。 

●青森県 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確

認 

【農場の概要】 

・所在地：青森市 

・飼養状況：あひる（フランス鴨）（約 4,800羽） 

（1）12/2、死亡あひるが増加、農場立入検査実

施。 

（2）当該農場は、11月 28日の発生農場と疫学的

な関連(約 300mの位置)のある農場 

（3）現在、遺伝子検査実施中。 

●動検 インドネシア向け 試験研究用 SPF鶏卵の

輸出検査再開 

青森県及び新潟県において鳥インフルエンザの

疑似患畜が確認されたことから、家きん及び家き

ん由来製品の輸出を停止しているが、インドネシ

ア向け試験研究用ＳＰＦ鶏卵については輸出検疫

証明書の交付を再開した。 

   2016.12.1 

●動検 香港向け家きん由来製品、シンガポール

向け輸出検疫証明書交付一部再開 

※青森県及び新潟県において鳥インフルエンザ

の疑似患畜が確認されたことから、家きん及び家

きん由来製品の輸出を停止しているが、香港向け

家きん由来製品、シンガポール向け食用卵及び

生きた鑑賞用鳥類の輸出検疫証明書の交付を一

部再開した。 

●新潟県 野鳥 高病原性鳥インフルエンザ患畜

（H5N6亜型） 

ハシボソガラス１件、ハヤブサ１件 

  

  2016.11.30 

●新潟県 高病原性鳥インフルエンザ患畜（H5N6

亜型） 

・所在地：新潟県上越市 

・飼養状況：採卵鶏（約 23万羽） 

●香港 高病原性鳥インフルエンザ H5N6 元朗区米

埔自然保護区 鳥類（種不明） 

  2016.11.29 

●愛知県 コクチョウ 高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型） 

名古屋市 東山動植物園で飼育 

●北海道 ハヤブサ死骸 鳥インフル陽性確認 

苫小牧市 ハヤブサ１羽死骸 遺伝子検査 鳥イ

ンフルエンザウイルス陽性。 

※道内で今年、野鳥からウイルスが検出されたの

は、根室管内中標津町に続いて２例目。 

11/24 苫小牧東部地域の事業所敷地内で従業員

がハヤブサの死骸発見、市職員回収。簡易検査

では「陰性」 

11/25 国立環境研究所（茨城県つくば市）遺伝子

検査、11/29「陽性」判明。 

11/29 現在、死骸が見つかった場所の周辺では

他に衰弱や死亡した野鳥は確認なし。道内のニワ

トリなど家禽への感染が疑われる報告はない。 

※確定検査中の対応として、回収地点から半径

10キロ圏内で衰弱や死亡している野鳥がいない

か毎日確認する方針。 

環境省北海道地方環境事務所（札幌市） ハヤブ

サの回収場所から半径 10キロ圏内に国指定のウ

  



トナイ湖鳥獣保護区があるため、30日から巡視活

動を強化。 

11/29 胆振家畜保健衛生所（登別市） 胆振管内

で 100羽以上のニワトリなどを飼養する農場や関

係機関など 53カ所に感染防止など対策呼掛文

書ファクスと電子メール送信。胆振管内で飼養さ

れているニワトリなど家禽類は約 542万羽（7月現

在）、全道の４割以上。 

●動検 家きん及び家きん由来製品の輸出が停止 

●新潟県 高病原性鳥インフルエンザの患畜

（H5N6亜型） 

関川村 採卵鶏（約 31万羽） 

   2016.11.28 

●宮崎県 豚流行性下痢（PED）発生 

日南市 養豚農場（一貫経営）豚流行性下痢

（PED）発生 

●青森県 高病原性鳥インフルエンザ（H5N6亜

型） 

青森市 あひる（フランス鴨）（約 16,500羽） 

  

  2016.11.27   

●ロシア 口蹄疫（O型）発生 ザバイカリエ地方プリア

ルグンスク地区１件（牛） 

ロシアにおける過去の発生状況：2016年 11月 22日

（牛：1件，O型）に発生。今回，約 1週間ぶりの発

生。 

●オランダ アヒル 高病原性鳥フル 19万羽殺処分 

中部ビッディングハウゼン 家禽飼育場 1か所 H5N8

型 

当該飼育場や周辺のアヒル計 19万羽殺処分 

   2016.11.26 
●鹿児島県出水市 ナベヅル 1羽保護（死亡） 

高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）   

  2016.11.25 

●群馬県 豚流行性下痢（PED）を疑う事例（1例

目）（平成 26年 4月以降では 109例目） 

豚流行性下痢（ＰＥＤ）を疑う事例確認 

発生の概要（１例目） 

発生農場数：１農場（中部地域） 

飼養頭数：約 5,500頭 

症状：哺乳豚 700頭嘔吐下痢、死亡なし、離乳豚

３頭死亡 

●鹿児島県出水市 ナベヅル 1羽 高病原性鳥イ

ンフルエンザウイルス（H5N6亜型） 

●香港 野鳥 高病原性鳥インフルエンザ発

生 H5N6 元朗区米埔自然保護区 :オナガガモ 

●韓国全土 48時間家禽移動禁止措置、鳥インフル

対策 

韓国農林畜産食品省 高病原性鳥インフルエンザウ

イルス H5N6の流行拡大を阻止するため、全土の家

禽飼育場と関連輸送機関に今週末の家禽の移動を

禁止する措置発表。 

同省は声明で、この措置は、現地時間 26日午前 0

時（日本時間同）から 48時間適用されると述べた。 

最初の感染は１週間前に確認され、25日時点で 6例

に増えている。25日までに、韓国の家禽 8470万羽

の 1%弱に当たる約 73万羽が、感染拡大防止のため

殺処分。 

   2016.11.24 

●鹿児島県出水市 ナベヅル(1羽回収） 高病原

性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型） 

●鳥取県 コハクチョウ 2羽 Ａ型インフルエンザウイ

ルス遺伝子検査陽性 

米子市 コハクチョウ 2羽 Ａ型インフルエンザウイ

ルスの遺伝子検査陽性。現在、高病原性鳥インフ

ルエンザの確定検査を実施中 

  

   2016.11.23 

●口蹄疫の消毒装置開発 宮崎県小林市「フォー

カム」 

車の重みで消毒液を噴射する装置 

口蹄疫など家畜伝染病に備え、車の下回りを消

毒する装置を小林市の機械機器製造・販売会社

が開発した。車の重みを利用して消毒液を噴射す

  



る仕組みで、2017年 1月の販売開始予定。 

同社は農家の要望を受け、2 年前から開発を始め

た。装置は軽トラック（約 600kg）より重い車が鉄板

の上を通ると、約 1 リットルの消毒液が噴き出し、

タイヤ周辺を消毒する。装置は仕組みが簡素で、

価格は 15～20万円。 

●鹿児島県出水市 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス（H5N6亜型） 

ナベヅル 3羽（1羽回収，1 羽保護，1羽保護（死

亡）) 

ヒドリガモ２羽（1羽保護（死亡）、1羽回収） 

●秋田県 シロフクロウ２羽（飼育下）（11/23：2羽死

亡） 

秋田市動物園 飼育下死亡鳥２羽から確高病原性

鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）検出。 

●岩手県 死亡オオハクチョウ 高病原性鳥インフル

エンザウイルス（H5N6亜型） 

盛岡市 回収された死亡野鳥（オオハクチョウ）1

羽  

  2016.11.22 

 ●鹿児島県出水市 オナガガモ１羽、マナヅル１

羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜

型） 

●千葉県 豚流行性下痢（PED）の発生 3例目 

発症頭数 169 頭、死亡なし。 

●ロシア 口蹄疫（O型）発生 ザバイカリエ地方１件

（牛・羊／山羊） 

ロシアにおける過去の発生状況：2016年 10月（牛：1

件，Asia-1型）に発生。今回，約 1カ月ぶりの発生。 

●中国 口蹄疫（O型）発生 新疆ウイグル自治区クズ

ルス・キルギス自治州の農場１件（牛） 
中国における過去の発生状況：2016年 11月（豚：1

件，O型）に発生。今回，約 1週間ぶりの発生。 

  2016.11.21 

●新潟県 豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生 

（１）発生農場：中越地域１農場 

（２）飼養頭数：822頭 

（３）発生頭数：20頭 

（４）症状：哺乳豚の下痢 

（５）その他：当該農場は平成 26年４月及び平成

27年 11月に発生した農場 

●宮城県 死亡マガン 1羽 高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N6亜型） 

登米市 回収された死亡マガン 1羽 

●鹿児島県 ナベヅル 1羽 高病原性鳥インフル

エンザ 

出水市 回収された死亡ナベヅル１羽、高病原性

鳥インフルエンザ（H5N6亜型） 

●ドイツ 高病原性鳥インフル、全土に拡大 10万羽

殺処分 

北部ニーダーザクセン州の養鶏場 鶏 高病原性鳥イ

ンフルエンザウイルス(H5N8)検出 

養鶏場の約 16,000羽殺処分。 

近くにある別の養鶏場 2カ所の計約 92,000羽処分

予定で、殺処分は計約 10万 8000羽に上る見通し。 

現場周辺では約 130の養鶏場で約 90万羽が飼わ

れており、当局は感染拡大を警戒。 

政府は感染防止のため、ドイツ全土で家禽の屋内飼

育を義務付けるかどうかの検討を始めた。欧州ではハ

ンガリーやオーストリア、デンマークなど各地で同ウイ

ルスが検出。 

●デンマーク 鳥インフル H5N8型 

コペンハーゲン シェラン島北部 個人のペットアヒ

ル 約 30羽のうち約 3分の 1 死亡 

高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8型)検出 

残りのアヒル 殺処分、半径 3キロ以内農場などに家

禽を外に移動禁止 

●韓国 鳥インフル拡大 H5N6型 韓国各地 鳥インフ

ルエンザ感染拡大 鶏やアヒルなど約 42万羽殺処分 

韓国農林畜産食品省 ウイルスは鳥に対して毒性が

強いと報告 

●11.1-11.21 韓国 あひる  高病原性鳥インフルエン

ザ（H5N6亜型）発生 忠清北道 あひる 農場 9戸  

  2016.11.20 

●鳥取県 コハクチョウ２羽（1羽回収，1羽保護） 

死亡野鳥２羽 高病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N6亜型）検出。 

●鹿児島県 出水市  高病原性鳥インフルエンザ

●韓国  鶏  高病原性鳥インフルエンザ 京畿道楊

州市 鶏飼養農場 1件（H5N6亜型）発生 



（H5N6亜型） 

 回収された死亡ナベヅル、カモ類糞便 

  2016.11.19 

●鹿児島県 ナベヅル 1羽  高病原性鳥インフル

エンザ 

出水市 回収された死亡ナベヅル１羽、高病原性

鳥インフルエンザ（H5N6亜型） 

  

   2016.11.18 
●鳥取県 ヒドリガモ／ヨシガモ糞便  高病原性鳥

インフルエンザ（H5N6亜型）   

   2016.11.17 

●千葉県 豚流行性下痢（PED）の発生 

１ 発生事例の概要（２例目） 

（１）発生農場 １農場（県北東部） 

（２）飼養頭数 801 頭 

（３）症 状 哺乳豚の 20頭の黄色水様性下痢及び

4～5頭で嘔吐確認。死亡なし。 

●秋田県 コクチョウ（飼育下）1羽死亡（殺処分）

(高病原、血清亜型: H5N6亜型) 

秋田市大森山動物園飼育コクチョウ 

この個体は、11月 15日に死亡し簡易検査陽性と

なったコクチョウと、同じ施設で飼養されていた。 

  

  2016.11.16   

●韓国 家きん 高病原性鳥インフルエンザ 

【概要１】H5N6亜型 全羅南道海南郡 採卵鶏農場１

戸 

【概要２】H5N6亜型 忠清北道陰城郡 あひる農場１

戸 

●韓国 野鳥 高病原性鳥インフル 全羅北道益山市 

捕獲野鳥（カルガモ）HPAIV（H5N6亜型）確認 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザ H5N8 台中市大

安区処理場 鶏 

  2016.11.15 

●秋田県 コクチョウの死骸から鳥インフル陽性(高

病原、血清亜型: H5N6亜型) 

秋田市大森山動物園飼育コクチョウの死骸 

園内で一緒だったほかのコクチョウ２羽とオオハク

チョウ１羽は、簡易検査の結果、陰性。 

動物園の周辺１０キロ圏内の野鳥の監視を強化。 

●鳥取県 コガモ糞便 高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型）検出 

鳥取市 コガモ糞便より高病原性鳥インフルエンザ

ウイルス（H5N6亜型）から検出。 

●BSE検査、2017年 4月廃止  

厚生労働省、生後 48カ月超の国産牛のＢＳＥ（牛

海綿状脳症）検査を 2017年 4月廃止に。 

生後 24カ月以上で運動障害や知覚障害などが

疑われる場合は引続き検査。 

国内の BSE検査では 2009年 1月を最後に、陽

性の牛は確認されていない。 

国内では 2001年 9月に BSE感染の牛が初確認

され、同 10月に全ての月齢の牛を対象に検査開

始。 

内閣府の食品安全委員会は 2016年 8月、生後

48カ月超の BSE検査を廃止しても人への健康影

響は無視できるとした評価結果を厚労相に答申し

ていた。 

●中国 豚 口蹄疫（O型）発生 江西省九江の豚飼養

農場 

  2016.11.14 
●兵庫県 水鳥 高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス確定検査陽性 

カモ類糞便から確定検査により高病原性鳥インフ

●欧州 高病原性鳥インフル ポーランド、ハンガリー、

クロアチアなどで高病原性鳥インフルエンザウイルス

(H5N8型)検出。 



ルエンザウイルス（H5N6亜型）を検出。 

●鹿児島県 出水市のツルのねぐらの水から高病

原性鳥インフルエンザウイルスの検出 

出水市荒崎地区のツルのねぐらで採取された水

から鳥インフルエンザウイルス（H5N6亜型）「高病

原性」検出。 

●ドイツ 鳥フル 高病原性 H5N8型 北部シュレスウ

ィヒ・ホルシュタイン州の養鶏場の鶏から H5N8型の

高病原性鳥インフルエンザウイルス検出 約 3万羽を

殺処分。 

●イスラエル 高病原性鳥インフル 国際獣疫事務局

(OIE) 発表 イスラエル北部の農場で H5N8型の高病

原性鳥インフルエンザウイルス検出。 1,500/34,500羽

死亡。 

  2016.11.7 

●北海道 死亡野鳥から A型インフルエンザ遺伝

子確認 

北海道標津郡中標津町 

死亡野鳥(オオハクチョウ)1羽から A型インフル

エンザ遺伝子確認 

血清亜型: H6N2亜型 

病原性: 高病原性否定 

●千葉県 豚流行性下痢（PED）の発生 

１ 発生事例の概要（１例目） 

（１）発生農場 １農場（県北東部） 

（２）飼養頭数 615 頭 

（３）症 状 肥育豚(5～6 ヶ月齢)の 60頭の黄色水

様性下痢及び数頭で嘔吐を確認。死亡なし。 

●ロシア 高病原性鳥インフルエンザ発生 カルムイク

共和国ヤシャルチンスキー 家きん飼養農場 2件（H5

亜型） 

   2016.11.6 

鳥取県 水鳥糞便（2例目）高病原性鳥インフル

エンザ陽性 

鳥取市 オナガガモ糞便 1 検体から高病原性鳥

インフルエンザウイルス（H5N6亜型）検出 

  

  2016.11.5   

●ハンガリーの七面鳥農場で高病原性鳥インフルエン

ザ発生確認 

ハンガリーからの 2015年の家禽肉の輸入量は 1,393

トン。全体の約 0.15%。 

   2016.11.2 
●青森県 豚流行性下痢（PED）の発生 1農場、

発症頭数 9頭、死亡なし   

  2016.10.31 

●市町村別飼養頭数(2016.9 家畜改良センター牛

個体識別情報) 

黒毛和種 上位５市町村 

①宮崎県都城市（51,563頭） 

②鹿児島県鹿屋市（32,831頭） 

③宮崎県小林市（31,931頭） 

④鹿児島県曽於市（24,787頭） 

⑤沖縄県石垣市（23,215頭） 

交雑種 上位５市町村 

①北海道士幌町（20,367頭） 

②北海道佐呂間町（11,424頭） 

③熊本県菊池市（10,549頭） 

④北海道清水町（9,973頭） 

⑤群馬県前橋市（9,758頭） 

  

   2016.10.30 

●鹿児島県 豚流行性下痢（PED）の発生 

【H28年９月以降の発生状況】 

・鹿屋市吾平町  １農場、発症頭数 301頭、死亡

頭数 10頭 

※H27年 10月から H28年８月の期間で発生が

確認されていた 17農場のうち 15農場は，非発生

農場扱い 

  

  2016.10.28   
●韓国 野鳥糞便から高病原性鳥インフルエンザウイ

ルス検出 H5N6亜型 忠清南道の天安市鳳岡川 



   2016.10.19 

●関西国際空港 動植物検疫探知犬増頭 ６頭に 

動物検疫所及び植物防疫所は、関西国際空港に

おいて、平成 28年 10月 19日（水曜日）から、民

間委託会社による 2頭の動植物検疫探知犬を増

頭し、6頭による探知活動を開始。 

・検疫探知犬を活用した水際対策の強化につい

て 

検疫探知犬は、旅客の手荷物の中から動物検疫

や植物防疫の対象となるものの「におい」を探知

するよう訓練された犬で、米国、豪州等では多くの

検疫探知犬が活躍している。 

日本では新千歳空港、成田国際空港、東京国際

空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、

那覇空港及び川崎東郵便局に検疫探知犬を導

入し、水際対策を強化している。 

・（参考）動植物検疫探知犬の導入状況 

新千歳空港  2頭 

成田国際空港 4頭 

東京国際空港 4頭 

中部国際空港 2頭 

関西国際空港 4頭→今回 2頭追加導入 

福岡空港   2頭 

那覇空港   2頭 

川崎東郵便局 2頭 

計 22頭→24頭 

  

  2016.10.16   
●ロシア 口蹄疫 発生 ウラジミール州の農場 1件

（牛）Asia-1型 

  2016.10.2   
●中国 高病原性鳥インフルエンザの発生 （H5N6亜

型）甘粛省家きん農場 1件 湖北省家きん農場 1件 

  2016.9.7 

●鹿児島県 志布志市旧有明町地域の PED「特

別防疫対策地域」の指定 9月 7日付け解除 

2015年 10月以降、PED発生 17農場の 15農場

は非発生農場扱い。 

【H27年 10月以降の発生状況】 

※（）内は、非発生農場扱いとなった農場数 

・南九州市（旧頴娃町） １(１)農場 

・伊佐市（旧大口市） １農場 

・湧水町（旧栗野町） １(１)農場 

・曽於市（旧財部町） １農場 

・曽於市（旧大隅町） ４(４)農場 

・志布志市（旧松山町） １(１)農場 

・志布志市（旧有明町） ４(４)農場 

・志布志市（旧志布志町） １農場(１) 

・錦江町（旧大根占町） ３(３)農場 

計 17(15)農場 

  

  2016.9.4   

●韓国 豚コレラ発生 京畿道漣川（ヨンチョン）郡（韓

国北部） 

・動物種：豚（養豚場）１件 ワクチン接種農場 

・感染動物：222頭（飼養数 2,100頭、死亡数：5頭、

淘汰数：217頭） 

・診断： RT-PCR：陽性 

【疫学情報】 

・感染源：不明又は調査中、野生宿主との接触 

・遺伝子解析：以前に韓国で野生いのししから分離さ

れたウイルスと高い相同性 
【防疫措置】 

・国内の移動制限 



・施設等の消毒実施 

・発生に応じたワクチン接種、部分淘汰 

・封じ込め及び/または保護区域の内/外側におけるサ

ーベイランス等 

  2016.8.28   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 彰化県 地

鶏農場  1件（H5N2亜型） 

  2016.8.17   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N2亜

型 新竹県 尖石郷の裏庭飼育農場 1戸（鳥） 

  2016.7.19   

●モンゴル 口蹄疫（Ａ型）発生 1件確認 ゴビスンベ

ル県の農場 1件（牛） 

（参考）モンゴルにおける過去の発生状況：2014年 1

月以降の発生は 21件（本件含めず）（牛・羊・山羊・ラ

クダ）。血清型は A又は O型。 

   2016.7.15 

●第 11回全国和牛能力共進会(2017年宮城県)

で“和牛甲子園”高校生出品区新設 

全国和牛登録協会、2017年に宮城県で開く第

11回全国和牛能力共進会（宮城全共）で、高校

生が生産・飼育した若い雌牛を審査する「復興特

別出品区」を新設。 

  

   2016.7.12 

●BSE検査、来年廃止＝「健康影響なし」－食品

安全委 

内閣府食品安全委員会 BSE（牛海綿状脳症）対

策として国内の食肉処理場で生後 48カ月超の国

産牛に義務付けている BSE検査について、廃止

しても「人への健康影響は無視できる」とのプリオ

ン専門調査会の報告を受。同委は 8月をめどに

厚生労働省に答申。同省は省令改正などを行

い、来年には検査廃止の方針。一斉検査の廃止

後も、足がふらつくなど運動障害がある生後 24カ

月以上の牛に対する BSE検査は続ける。 

国内では 2001年 9月に BSE感染牛が初めて確

認された。政府は同年 10月、感染防止のため牛

の肉骨粉の飼料利用を禁止し、食肉処理場で全

ての月齢の国産牛を対象とする BSE検査の実施

を義務付けた。 

●BSE検査、来年廃止＝「健康影響なし」－食品

安全委 

内閣府食品安全委員会 BSE（牛海綿状脳症）対

策として国内の食肉処理場で生後 48カ月超の国

産牛に義務付けている BSE検査について、廃止

しても「人への健康影響は無視できる」とのプリオ

ン専門調査会の報告を受。同委は 8月をめどに

厚生労働省に答申。同省は省令改正などを行

い、来年には検査廃止の方針。一斉検査の廃止

後も、足がふらつくなど運動障害がある生後 24カ

月以上の牛に対する BSE検査は続ける。 

国内では 2001年 9月に BSE感染牛が初めて確

認された。政府は同年 10月、感染防止のため牛

の肉骨粉の飼料利用を禁止し、食肉処理場で全

ての月齢の国産牛を対象とする BSE検査の実施

を義務付けた。 

  

  2016.7.9   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 高雄市の処理場 1箇所（地鶏）で発生 

   2016.7.5 
●採卵鶏の飼養頭数―2016年畜産統計 

農水省大臣官房統計部(2016年２月１日現在) 

採卵鶏（種鶏のみを除く、1000羽以上のひな・成
  



鶏飼養） 

 飼養戸数 2440戸(2014年比、4.7％減) 

飼養羽数 1億 7334万 9000羽(0.6％増) 

成鶏めす 

 飼養戸数 2210戸(4.7％減) 

 飼養羽数 1億 3451万 9000羽(0.8％増) 

 1戸当たりの成鶏めす飼養羽数 5万 5200羽

(5.7％増) 

採卵鶏 1000羽以上を飼養する戸数 2440戸

(4.7％減) 

飼養羽数 1億 7334万 9000羽(0.6％増) 

 ひな（6か月齢未満）の飼養羽数 3878万羽

(0.2％減) 

 成鶏めす（6か月齢以上）飼養羽数 1億 3456

万 9000羽(0.8％増) 

 成鶏めす 

 飼養戸数 2210戸(4.7％減) 

 飼養羽数 1億 3451万 9000羽(0.8％増) 

都道府県別 

 飼養戸数  6県で増 

 飼養羽数 21県で増 

 規模別 戸数、飼養羽数とも 10万羽以上層が

増加 

 10万羽以上層  

 戸数 347戸(15.7％) 

 飼養羽数 9939万 5000羽(73.9％) 

●ブロイラーの飼養頭数―2016年畜産統計 

農水省大臣官房統計部(2016年２月１日現在) 

ブロイラー飼養戸数 2,360戸(14年比 0.8％減) 

飼養羽数 １億 3,440万羽(は 1.0％減の) 

出荷羽数 ６億 6,744万羽(2.3％増) 

１戸当たりの飼養羽数 5.7万羽 

地域別 

戸数増加 関東・東山の 1.2％増 

     四国の 4.8％増 

飼養羽数 東北 1.0％増 

     北陸 25.5％増 

     中国 8.5％増 

     沖縄 9.4％増 

九州 

 飼養戸数 0.9％減 

 飼養羽数 1.0％減 

 出荷羽数 2.6％増 

東北 

 飼養戸数 2.9％減 

 飼養羽数 1.0％増 

 出荷羽数 2.5％増 

●豚の飼養頭数―2016年畜産統計 

農水省大臣官房統計部(2016年２月１日現在) 

豚飼養戸数 4,830戸(2014年比 8.3％(440戸)減) 

飼養頭数 931万 3,000頭(2.3％減) 

 うち子取り用めす豚 84万 4,700頭(4.6％（４万

600頭）減) 

肥育豚 774万 3,000頭(3.5％(27万 7,000頭)減) 

１戸当たり飼養頭数 1,928.2頭(118.5頭増加) 

●乳用牛の飼養頭数―2016年畜産統計 

農水省大臣官房統計部(2016年２月１日現在) 

乳用牛の 



飼養戸数 17,000戸(前年比 4.0％減) 

飼養頭数 134万 5,000頭(1.9％減) 

１戸当たり 79.1.8頭(1.6頭増) 

●肉用牛の飼養頭数―2016年畜産統計 

農水省大臣官房統計部(2016年２月１日現在) 

肉用牛の 

飼養戸数 51,900戸(前年比 4.0％減) 

飼養頭数 247万 9,000頭(0.4％減) 

１戸当たり 47.8頭(2.0頭増) 

肉用牛の種別飼養頭数 

肉用種 164万 2,000頭(1.1％減の) 

ホルス 33万 1,800頭(3.9％減) 

交雑種 50万 5,300頭(4.7％増) 

   2016.7.4 

●鹿児島県 PEDの特別防疫対策地域の指定解

除 

曽於市の「特別防疫対策地域」の指定について

は、地域内の発生農場が非発生農場扱い（下痢

等の症状消失確認から８週間が経過）となったこと

から解除された。 

2015年 10月以降、PEDの発生が確認された 17

農場のうち 11農場は、非発生農場扱い。 

  

  2016.7.1   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 台南市のがちょう農場で発生 

  2016.6.28   

●韓国 豚コレラ発生 済州市翰林邑（済州島） 豚（繁

殖農場）豚農場の豚コレラモニタリング検査で確認。 

・臨床症状はなし。済州島では約 18年ぶり、韓国で

は約 3年ぶりの発生。 

・韓国では、済州島を除き、全国的にワクチン接種を
実施中。 

・現在、ワクチン接種等の防疫措置の検討や緊急疫

学調査について実施中。 

   2016.6.27 

●輸出検疫カウンター設置 新千歳空港 

農水省 農畜産物の諸外国に手荷物として持ち

出すあるいは手土産として持ち帰る際の利便性を

図るため輸出検疫カウンターを設置した。 

平成 27年までに、同カウンターは、成田空港、羽

田空港、関西空港、福岡空港に設置済み。 

  

    2016.6.24 
●養豚法人の生産費調査開始 

農水省 養豚組織経営体（法人や企業）の生産費

調査を開始する。 
  

  2016.6.23   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 台中市の処理場で発生 

   2016.6.16 

●国産牛の BSE検査廃止へ 内閣府食品安全委

員会のプリオン専門調査会 

生後 48 ヶ月超の国産牛の BSEを検査廃止して

も「人への健康影響は無視できる」とする評価書

案。今後、同委員会が厚生労働省に答申し、同省

は食肉処理場での BSE検査を原則、廃止する方

針。 

国内では、2002年 1月生まれの 1頭を最後に、

その後の 14年間生まれた牛では BSEが確認さ

れていない。BSE感染牛は満 11歳になるまでに

ほとんど検出されると確定されることから、飼料規

制などの対策が続けられる限り、「（肉骨粉が原因

とされる従来型の）BSEが発生する可能性は極め

て低いと考えられる」としている。ただし、脚がふら

  



つく運動障害などがある生後 24 ヶ月以上の牛を

対象とする検査は引き続き必要と指摘。 

●牛呼吸器 9種類同時迅速検査 

JA全農 牛呼吸器病症候群（BRDC)の病原体(9

種類)の迅速検査(電流検出型ＤＮＡチップ法、85

分)開発・実用化。また、農林中央金庫は平成 30

年度までの 3年間、検査料金の一部を助成予

定。 

●北海道 PED発生(今シーズン 2例目、3例

目)(通算 30例目・31例目) 

＜2例目：仁木町＞ 

・飼養頭数：6,150頭 

・発症頭数：哺乳豚 88頭（下痢）繁殖母豚 3頭

（下痢） 

・死亡頭数：哺乳豚 70頭 

＜3例目：旭川市＞ 

・飼養頭数：3,925頭 

・発症頭数：哺乳豚 15頭（軟便） 

・死亡頭数：哺乳豚 10頭 

    2016.6.15 

●子牛 ５月家畜市場肉用子牛の取引価格(農畜

産業振興機構)  

黒毛和種 78.7万円(取引頭数 5.3％減の 2.7万

頭) 

褐毛和種 27％高の 66.8万円 

交雑種 6％高の 39.7万円 

ホルス 15％高の 21.8万円 

  

   2016.6.8 

●栃木県 PED発生シーズン 3例目(通算 26例

目) 

塩谷地域 一貫経営 

症  状：母豚の下痢、子豚の下痢（死亡事例な

し） 

発生頭数：母豚 1頭、哺乳豚 29頭：合計 30頭 

●牛乳房炎ワクチン 国内初 

共立製薬は、乳用牛の乳房炎ワクチンを発売。乳

房炎は年間 800億円の経済的な損益をもたら

す、酪農業界最大の疾病。ワクチンは、事前に接

種すれば乳房炎の発生率を減らし、発症した場合

でも症状を緩和する。乳房炎用のワクチンを販売

するのは、国内では初めて。ワクチンは、スペイン

の動物用医薬品会社のヒプラ社が開発。これまで

に欧州を中心に 43カ国で使われ、実績がある。

国内で発生する外観症状がある乳房炎のうち、原

因菌の４割で効果が期待できるという。本ワクチン

を接種するには、獣医師の処方箋が必要。妊娠

牛に分娩前 2回と分娩後 1回の計 3回を、獣医

師の指示の下、決められた時期に牛の頸部筋肉

に注射する。同社の試験では、ワクチンを接種し

た乳牛は、接種しなかった牛と比べ、乳房ごとの

乳房炎の発症率が 24%下がった。治癒率も向上

し、重症化による廃用率も下がった。 

  

  2016.6.7 

●沖縄県 豚 58頭 流行性下痢疑い 

沖縄県農林水産部、本島南部の養豚農場で「豚

流行性下痢(PED)」の疑いがある豚 58頭が見つ

かったと発表。 

農場 492頭飼養 

発症 母豚 8頭、子豚 50頭 食欲不振や下痢、死

亡なし。 

●中国 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N6亜

型 湖南省の農場 1戸（家きん） 



   2016.6.6 

●千葉県で PED（シーズン 19例目）：再発事例 

（１）発生農場   １農場（県北東部） 

（２）飼養頭数   ３，８０９頭 

（３）症 状   哺乳豚の水様下痢、嘔吐。死亡豚

はなし。 

（４）発生頭数 母豚 30頭の哺乳豚 300頭に水様

性下痢、母豚 2頭の哺乳豚 20頭に嘔吐の症状。 

●農研機構 動物衛生研究部門が「牛疫」の国際

管理機関およびレファレンスラボラトリーに認定 

2016年 5月にパリで開催された国際獣疫事務局

(OIE)総会で農研機構の動物衛生研究部門が牛

疫のレファレンスラボラトリーとして認定された。

OIEのレファレンスラボラトリーは、動物疾病の診

断と診断方法に関する加盟国への助言や、診断

に利用する標準株・診断試薬の保管等を行う。牛

疫はウイルスによる伝染病で、激しい下痢の後、

起立不能となるなど、致死率、感染力とも高く世界

中でもっとも恐れられた家畜の伝染病だった。こ

れに対して国際連合食糧農業機関(FAO)と OIE

による撲滅キャンペーンが進められた結果、2011

年に世界的な撲滅が宣言された。現在、各国の

検査室が保持する牛疫ウイルスは廃棄するか

FAO と OIEが安全性を確認した認定施設で隔離

管理することになっており、2015年、同研究部門

がアジア太平洋地域で唯一の牛疫ウイルス所持

施設として認定された。 

 さらに今回 5月の OIE総会でアジア太平洋地

域で初めてのレファレンスラボラトリーとして認定さ

れた。同研究部門の診断技術やワクチン開発等

の研究成果が高く評価された結果で、今後は OIE

や加盟国に対して科学的・技術的助言を行うな

ど、牛疫の清浄性維持のため国際的に主導的な

役割を果たしていくことなる。OIEは 1924年に発

足した世界の動物衛生の向上を目的とする国際

機関。28年 5月現在 180か国・地域が加盟して

いる。 

●牛乳の賞味期限長く、急速冷凍で鮮度数ヶ月間

延長 輸出へ 

農林水産省 2017年度牛乳輸出計画。冷凍技術

の実証実験開始、賞味期限を現状の 2週間程度

から数ヶ月に。世界初となり、国内市場に依存す

る酪農産業の活性化につながる可 

能性。農水省の補助事業として乳業メ－カ－の業

界団体である日本乳業協会が実証実験開始。 

  

  2016.6.4 

●抗生物質残留 鶏肉 回収命令 岩手県 

鶏肉から食品衛生法の基準を超える抗生物質を

検出し、約 3100羽分の回収命令。 

5/30、定期の立入検査の結果、テトラサイクリン類

を国の基準（0.2ppm）の約 2倍の 0.41ppm検出。 

  

   2016.6.3 

●センサー、制御装置活用「スマート牛舎」 

パナソニック、2018年度にも畜産関連事業の売上

高を 40億円と 15年度比で倍増させる方針提

示。「スマート牛舎」は、センサーで牛舎の温度や

湿度を計測し、壁に設置した換気扇で吸排気を

制御して快適な環境に整える。 

夏の暑い時期にも牛舎内を快適な状態に保つこ

とでウシのストレスを減らし、搾乳量は向上する。

宇都宮大学などとの実証実験では、2015年７～

  



10月の搾乳量が従来型の畜舎にいるウシに比べ

10％程度多かった。同様のシステムを鶏舎や豚舎

にも展開するほか、堆肥や排水処理装置などの

拡充を目指す。 

   2016.6.1 

●「野鳥の高病原性鳥インフルエンザ保有状況調

査」の結果 陰性 

環境省 2015年 110月～2016年 4月、ガンカモ

類の糞から高病原性鳥インフルエンザウイルスは

確認されなかった。糞の採取地は、北海道・青森・

秋田・栃木・新潟・静岡・和歌山・鳥取・広島・徳

島・愛媛・長崎の 12道県の 16市町で、942個体

を採種して、ウイルスの保有状況を検査確認し

た。 

  

  2016.5.30   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N2亜

型 雲林県の農場 1戸（地鶏） 

   2016.5.28 

●アライグマ 近畿で急増 10年で捕獲 10倍 

農作物を荒らす特定外来生物のアライグマの捕

獲数が、近畿２府４県で急増している。2004年度

は約 1100頭だったが、2014年度には約 1万

1700頭と 10倍を超え、農業被害は約 1億 4200

万円に上った。 

  

  2016.5.27   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N2亜

型 台中市の処理場 1戸（地鶏） 

   2016.5.25 

●動植物検疫探知犬が増頭され、合計 22頭に。 

検疫探知犬は、手荷物の中から動物検疫の検査

を必要とする肉製品、果物等を嗅ぎ分けて発見す

る訓練を受けている。日本では平成 17年 12月

に成田国際空港に 2頭の検疫探知犬が導入さ

れ、その後、関西国際空港、東京国際空港（羽田

空港）、福岡空港、中部国際空港、新千歳空港、

那覇空港、川崎東郵便局に導入され、活動してい

る。「動植物検疫探知犬」の数は、合計 22頭にな

りました。 

  

    2016.5.14 

●熊本地震 廃棄分の乳代補填(全国の酪農家原

資)  

中央酪農会議は、熊本地震で生乳廃棄に追い込

まれた酪農家の乳代を一定額補填する「とも補

償」事業に乗り出す。全国の酪農家が原資を出し

合い、指定生乳生産者団体（指定団体）を経由し

て補償が農家へ行き渡るようにする。東日本大震

災時にも産地を救った「助け合い」制度であり、生

乳生産量全国 3位を誇る酪農県・熊本の復興へ

再び支援を結集させる。「とも補償」は 2011年の

東日本大震災で被災地の生乳廃棄が起きた際に

も実施。全国から約 2億 4000円が集まり、酪農

家の助けを助けた。 

  

    2016.5.13 

●2015年度 和牛枝肉 2割高 豚枝肉 9%安  

農畜産業振興機構のまとめ 2015年度の和牛枝

肉の卸売価格（税込み）和牛 A4等級の価格は、

平成に入り最高だった 1990年を約 1割上回っ

た。 

豚枝肉価格は 2014年度を 9%下回った。 

  

    2016.5.9 

●千葉県で PED：再発事例 

○17例目 

飼養頭数 1,110頭 

哺乳豚約 50頭 黄色水様性下痢、嘔吐 

  



母豚 7頭 食欲不振 死亡なし 

○18例目 

飼養頭数 4,665頭 

哺乳豚 180頭が嘔吐、黄色水様性下痢 

母豚 1頭の下痢、子豚 49頭死亡 

   2016.5.6 

●千葉県で PED（シーズン 16例目）：再発事例 

北部 

飼養頭数 1,360頭。 

発症 哺乳豚約 80頭、黄色の水様性下痢・嘔吐、

12頭死亡 

  

  2016.5.4   ●中国 口蹄疫（O型）発生 貴州省 農場 1件（牛) 

   2016.5.2 

●鹿児島県 PEDの特別防疫対策地域の指定解

除  

錦江町旧大根占町地域の「特別防疫対策地域」

の指定については、地域内の発生農場が非発生

農場扱い（下痢等の症状消失確認から８週間が経

過）となったことから、本日付けで解除 

【H27年 10月以降の発生状況】 

※（）内は、非発生農場扱いとなった農場数 

・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町） １(１)農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）４農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）４農場 

・志布志市（旧志布志町）１農場 

・錦江町（旧大根占町） ３(３)農場 

計 17(４)農場 

  

  2016.4.29   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N2亜

型 1件 台南市 鶏飼養農場 

  2016.4.28   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N2亜

型 台中市の処理場 1戸（地鶏） 

  2016.4.20   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 1件 高雄市 食鳥処理場 

  2016.4.19   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 1件 台南市 がちょう飼育農場 

  2016.4.9   
●4.6-4.9 台湾 高病原性鳥インフルエンザの発

生 H5N2亜型 2件 嘉義県 家きん農場 2戸 

  2016.4.6   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 1件 高雄市 地鶏飼養農場 1戸 

   2016.4.5 

●鹿児島県 PED発生    

曽於市の旧大隅町の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】計 17農場 

・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）４農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）４農場 

・志布志市（旧志布志町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

●群馬県 PED発生   事例（シーズン 10例目：

通算 107例目）確認 

  



中部地域の１養豚場で PED発生 

飼養頭数約 800頭 

哺乳豚 40頭が嘔吐下痢、10頭が下痢、15頭が

死亡 

繁殖豚 20頭 嘔吐下痢、8頭が下痢、12頭が食

欲不振等 

  2016.4.3   
●4.3-4.6台湾 高病原性鳥インフルエンザの発

生 H5N2亜型 3件 

  2016.3.31 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 9例目) 

発生場所：行方市 

飼養頭数：約 250頭 

症状：母豚及び哺乳豚の食欲不振，おう吐，下痢 

  

   2016.3.29 

鹿児島県 PED発生    

曽於市の旧大隅町の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】計 16農場 

・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）３農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）４農場 

・志布志市（旧志布志町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

  

  2016.3.28   

●WHO、エボラ熱「緊急事態」解除 

西アフリカで多数の死者を出したエボラ出血熱につ

いて、「国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態」を

解除すると発表。感染は完全に途絶えていないが、

広範囲に拡大する懸念は後退したと判断した。緊急

事態の宣言から約 1年 8 ヶ月。 

  2016.3.24   
●韓国 口蹄疫（O型）発生 1件 忠清南道の論山市

の豚飼育農場 2016年 1月以降、20件の発生 

  2016.3.23   
●韓国 高病原性鳥インフルエンザ発生 1 件 H5N8

亜型 京畿道利川市のアヒル飼養農場 

   2016.3.22 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 15例目） 

北東部 (新規発生） 

発症 母豚、雄豚 計 18頭 灰白色、黄色性の

水様性、泥状下痢、嘔吐。死亡なし。 

  

  2016.3.21   

●3.17-3.21 韓国 口蹄疫（O型）発生 5件 忠清南道

洪城郡の養豚場（1件）忠清南道論山市の養豚場（4

件） 

・2016年 1月以降，19件の発生 

  2016.3.17 

●鹿児島県 PED発生    

志布志市の旧有明町及び旧志布志町の各１養豚

場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】計 15農場 

・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）２農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）４農場 

・志布志市（旧志布志町）１農場 

●ギニア エボラ熱 ギニア保健当局 ２人がエボラ出

血熱陽性公表。ギニアは 2015年 12月に流行終息を

宣言。 

●ＷＨＯ エボラ出血熱 再び終息宣言 シエラレオネ 

西アフリカ・シエラレオネでエボラ出血熱の感染が再

び終息したと宣言。 

WHOは 1月中旬に西アフリカの感染終息を宣言、し

かし、直後にシエラレオネで新たな感染者 2人が確

認された。その後、2人目の感染者が回復して退院し

てからウイルスの最長潜伏期間の 2倍の期間が経過

したため、WHOは感染が終息したと判断。WHOは

生存者の体内に、ウイルスが長期間残る可能性があ



・錦江町（旧大根占町）３農場 

●ニホンジカ 約 305万頭 1989年の 10倍に 

環境省 ニホンジカの 2013年度の推定生息数は

約 305万頭と、1989年の 10倍。政府は 10年後

の 23年度までに鹿やイノシシの生息数を半減さ

せる目標だが、半減どころか大幅に増える恐れも

ある。 

るため、再発する恐れはある。2014年 3月以降、患

者数 28,639例、死亡者数 11,316例 

   2016.3.16 

●千葉県 香取市一部地域が特別防疫対策地域

に指定 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 14例目） 

北部(再発) 

発症 約 100頭、死亡なし。 

  

  2016.3.15   
●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 1件 

  2016.3.14 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 13例目） 

北東部  

発症 111頭、死亡 8頭。 

●四国 ナベヅル大量飛来 

渡り鳥のナベヅル(絶滅危惧種に指定)が、今冬、

四国に飛来。 

2015年 10月 28日に高知県四万十市で目撃 

以降、愛媛県西条市、西予市、徳島県海陽町に

飛来し、計約 300羽確認。 

約 70羽が飛来した西条市では約 40羽が越冬。

西予市では 27年前に出水平野で足輪をつけら

れたナベヅル確認された。 

●韓国 口蹄疫（O型）発生 2件 忠清南道論山（ノン

サン）市 豚農場 2016年 1月以降，14件目の発生。 

   2016.3.12 

●広島県 鵜飼用の鵜大量死 

三次市の鵜 14羽が 1月半ばから死亡し、25羽

から 11羽に減少。内臓に尿酸結晶。鳥インフル

エンザ検査陰性。 

  

  2016.3.11   
●韓国 口蹄疫（O型）発生 5件 忠清南道論山（ノン

サン）市 豚農場 2016年 1月以降，12件目の発生。 

  2016.3.10 

●愛知県 豚流行性下痢疑い（シーズン 18例目：

通算 105例目、昨シーズン 95例目の再発農場） 

田原市 肥育経営（飼養頭数約 1,400頭） 

発症 肥育豚約 20頭下痢等、死亡なし。 

●群馬県 豚流行性下痢疑い（シーズン 8例目：

通算 105例目） 

中部地域 飼養頭数約 2,300頭 

発症 繁殖豚 6頭下痢・嘔吐(2頭嘔吐、3頭下

痢、1頭嘔吐・下痢)。 

●鹿児島県 PED発生    

曽於市（旧大隅町）及び志布志市（旧有明町）の

各１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）２農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）３農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 計 13農場 

●韓国 口蹄疫（O型）発生 忠清南道論山（ノンサン）

市 豚農場（一貫経営，312頭）2016年 1月以降，7

例目 

  2016.3.7 
●鹿児島県 PED発生    

南九州市（旧頴娃町）の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

●韓国 口蹄疫（O型）発生 忠清南道論山(ノンサン)

市 豚農場(一貫経営，3,000頭)2016年 1月以降，6

例目 



・南九州市（旧頴娃町）１農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）１農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）２農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 計 11農場 

●千葉県 豚流行性下痢の発症事例（シーズン 12

例目、再発） 

北東部 飼養頭数約 10,700頭 

発症 離乳豚など約 1500頭が下痢、嘔吐等、死

亡なし。 

  2016.3.6   
●中国 高病原性鳥インフルエンザ発生 H5N6亜型 

江西省 鷹潭市の農場（家きん 34,233羽飼養，発症

15,217羽，死亡 14,705羽，とう汰 19,528羽） 

  2016.3.3 

●鹿児島県 PED発生   志布志市の旧有明町地

域を「特別防疫対策地域」に指定 

志布志市（旧有明町）の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）１農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）２農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

●メキシコ 豚インフル大流行 945人感染、68人死

亡 豚インフルエンザ「H1N1」型流行で、2015年 10

月から 2016年 3月までの 945人感染、うち 68人死

亡。 

  2016.3.2    

●中国 口蹄疫（O型）発生 四川省徳陽市広漢市 と

畜場 豚飼養農場 1件 豚 91頭中８頭が発症 

●3.1-3.2 中国 鳥インフルエンザ H7N9型 ヒト 患者

29人、11人死亡確認(WHO)。 

発生地域 浙江省(7人)、湖南省(7人)、江蘇省(6

人) 8割以上の患者 家禽との接触歴あり 

   2016.3.21 

●愛知県 豚流行性下痢（シーズン 17例目：通算

104例目：再発事例） 

田原市 繁殖経営（飼養頭数約 2,500頭） 

発症 繁殖豚 1頭、哺乳豚約 70頭が下痢等、死

亡なし。 

●宮崎県 PED発生 

小林市野尻町 肥育農場 

県内で沈静化が確認されていない農場は 7農場

（都城市 2、串間市 1、日南市 3、小林市 1） 

  

  2016.2.26 

●愛知県 豚流行性下痢疑い（シーズン 16例目：

通算 103例目） 

田原市 繁殖経営（飼養頭数約 700頭） 

発症 肥育豚約 60頭下痢等、死亡約 170頭。 

●千葉県 豚流行性下痢 （シーズン 11例目）確認 

北東部 飼養頭数 約 2,214頭、哺乳豚 50頭下

痢、嘔吐等の症状、うち 2頭死亡 

再発事例 

  

   2016.2.25 

●千葉県 豚流行性下痢 （シーズン 11例目）確認 

北東部 飼養頭数 約 2,214頭、哺乳豚 50頭下

痢、嘔吐等の症状、うち 2頭死亡 

再発事例 

●鹿児島県 PED発生 

志布志市（旧有明町）の１養豚場で PED発生 

  



【H27年 10月以降の発生状況】 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）１農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・志布志市（旧有明町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

  2016.2.24   

●韓国 口蹄疫（O型）発生 

・忠清南道公州（コンジュ）市の豚飼育農場。今期 5

例目。 

(H28.2.17に公州市で発生した事例の移動制限区域

において，サーベイランスを実施したところ，新たに 1

件の発生を確認。) 

  2016.2.23 

●群馬県 豚流行性下痢の発症疑い（シーズン 7

例目：通算 104例目）確認 

中部地域 飼養頭数約 500頭繁殖経営  

繁殖豚 8頭、哺乳豚約 40頭 下痢等症状を示

し、哺乳豚約 30頭が死亡 

●台湾 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N8亜

型 1件 

  2016.2.20   

●中国 高病原性鳥インフルエンザ H5N6亜型 貴州

省 黔南（けんなん）布依族苗族自治州都（といん）市

の家きん飼養農場（飼養羽数 20,121羽,症例数

3,258羽,死亡数 3,120羽,とう汰数 17,001羽） 

   2016.2.19 

●千葉県 豚流行性下痢の発症事例（シーズン１０

例目）確認 

北東部 飼養頭数は約 1,300頭、哺乳豚 60頭が

下痢、嘔吐等の症状を示し、うち 20頭死亡 

  

   2016.2.18 

●鹿児島県 PED発生 曽於市の旧大隅町地域を

「特別防疫対策地域」に指定 

曽於市（旧大隅町）の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・曽於市（旧大隅町）１農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

  

  2016.2.17   
●韓国 口蹄疫（O型）発生 忠清南道天安市の豚農

場（一貫経営，2,140頭）。今期 4例目。 

   2016.2.16 

●愛知県 豚流行性下痢疑い（シーズン 14例目：

通算 101例目、昨シーズン 80例目の再発農場） 

田原市 肥育経営（飼養頭数約 1,600頭） 

発症 哺乳豚約 60頭下痢等、約 180頭死亡。 

●鹿児島県 PED発生 

志布志市（旧松山町の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

・志布志市（旧松山町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

  

  2016.2.14   

●1.29-2.14 台湾 高病原性鳥インフルエンザ発生 

・血清型：H5N2亜型（高病原性）5件，H5N8亜型

（高病原性）1件 

・発生状況：新たに 6件の発生。2015年 10月以降 

合計 35件（農場，と畜場，係留所での確認） 



●香港 高病原性鳥インフルエンザ（H5N6）発生 香

港屯門区 鶏の死体 1羽 

   2016.2.12 

●埼玉県 豚流行性下痢 確認 

南西部 肥育豚約 240頭、繁殖豚約 70頭、哺乳

豚約 190頭を飼養する養豚場 

肥育豚 30頭 発症 

症状 : 肥育豚の嘔吐、下痢 

  

   2016.2.9 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 9例目：再発

事例）確認 

北部地域 飼養頭数約 1,717頭 

母豚 6頭、哺乳豚 65頭が下痢、嘔吐等の症状、

哺乳豚 9頭死亡 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 8例目：再発事

例）確認 

中部地域 飼養頭数約 2,900頭 

哺乳豚 100頭が下痢、嘔吐、うち 50頭死亡 

  

   2016.2.8 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン 7例目：再発事

例）確認 

中部地域 飼飼養頭数 約 6,450頭 

哺乳豚 150頭が下痢、嘔吐等を示し、うち 75頭

死亡 

●埼玉県 豚流行性下痢 確認 8例目(H26以

降) 

南西部 肥育豚約 150頭、繁殖豚約 30頭、哺乳

豚約 40頭を飼養養豚場  

肥育豚 20頭、繁殖豚 4頭発症確認 

症状 : 肥育豚の下痢、繁殖豚の嘔吐確認 

  

   2016.2.3 

●群馬県 豚流行性下痢の疑い（シーズン 6例

目：通算 103例目）確認 

中部地域 飼養頭数：約 1,600頭 

症状：繁殖豚約 5頭の下痢、嘔吐 

本事例は平成 26年 9月に沈静化が確認された

農場の再発事例 

  

   2016.2.2 

●栃木県 豚流行性下痢疑い（シーズン２例目：通

算 25例目）確認 

那須地域 一貫経営 

発症状況：肥育豚 35頭の軟便、下痢 

本事例は平成 26年 4月 14日初発、5月 30日

沈静化した再発事例 

  

   2016.2.1 

●千葉県 豚流行性下痢（シーズン６例目：再発事

例）確認 

中部地域 

飼養頭数約 3,000頭 

哺乳豚 378頭が下痢等の症状を示し、うち 24頭

死亡 

  

  2016.1.29 

●鹿児島県 PED発生 

曽於市（旧財部町）の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

・曽於市（旧財部町）１農場 

●宮崎県 PED発生 

日南市板敷 肥育農場 

都城市高崎町 一貫農場 

  



   2016.1.27 

●青森県 PED発生 

通報日 1/26 

繁殖肥育一貫経営（シーズン 1例目：通算 26例

目） 

症状 約 320頭 下痢、嘔吐等、死亡 30頭 

  

   2016.1.26 

●愛知県 PED発生 

田原市 

発症確認 1月 25日 

繁殖経営（飼養頭数約 2,900頭）事例（シーズン

13例目：通算 100例目） 

症状 繁殖豚約 20頭、哺乳豚約 20頭が下痢等 

死亡 なし 

  

   2016.1.25 

●農林水産省 乳・乳製品を動物検疫の対象とす

ることについて 

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bukai

_25/pdf/data2.pdf 

  

  2016.1.22 

●鹿児島県 PED発生 

錦江町（旧大根占町）の１養豚場で PED発生 

【H27年 10月以降の発生状況】 

・錦江町（旧大根占町）３農場 

・伊佐市（旧大口市）１農場 

・湧水町（旧栗野町）１農場 

●宮崎県 PED発生 

日南市大字萩之嶺の一貫養豚場で PED発生 

現在宮崎県内で沈静化が確認されていない農場

は 4農場（都城市 1、串間市 1、日南市 2) 

●1.1-1.22 台湾 高病原性鳥インフルエンザ発生 

・血清型：H5N2亜型（高病原性）4件，H5N8亜型

（高病原性）1件 

・発生状況：新たに 5件の発生。2015年 10月以降 

合計 29件（農場，と畜場，係留所での確認） 

   2016.1.21 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 8例目) 

発生場所：鉾田市 

飼養頭数：約 1,000頭 

症状：ほ乳豚の一部に下痢 

  

   2016.1.19 

●群馬県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生シーズン 5例

目：通算 102例目） 

飼養頭数：約 1,000頭 

発症の状況：約 10頭の繁殖豚の食欲不振、下

痢、嘔吐 

家保への報告日：1月 18日 

ウイルス確認日：1月 19日 

●茨城県 坂東市を PED特別防疫対策地域に指

定 

  

  2016.1.18 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 7例目) 

発生場所：坂東市 

飼養頭数：約 3,940頭 

症状：ほ乳豚のおう吐，下痢 

●埼玉県 流行性下痢（ＰＥＤ）疑い事例発生（シー

ズン 2例目：通算 6例目） 

一貫経営（飼養頭数：繁殖豚 1,100頭・哺乳豚

3,000頭・肥育豚 5,000頭） 

症状 哺乳豚 700頭、繁殖豚 260頭が下痢、嘔

吐等 

死亡 哺乳豚 50頭 

●米国 高病原性鳥インフルエンザ H7N8亜型 2015

年 6月以来の発生を確認（米国） インディアナ州 七

面鳥農家（6万 2000羽を飼養） 

   2016.1.16 
●埼玉県 流行性下痢（ＰＥＤ）疑い事例発生（シー

ズン 1例目：通算 5例目） 

一貫経営（飼養頭数：繁殖豚約 40頭・哺乳豚約
  

http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bukai_25/pdf/data2.pdf
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bukai_25/pdf/data2.pdf


70頭・肥育豚約 100頭） 

症状 肥育豚 7頭が下痢等 

   2016.1.15 

●シンガポール向け牛肉、豚肉等の携帯品(おみ

やげ等)輸出の簡易証明書様式化 

5kg以内かつ個人消費用であって、あらかじめ簡

易証明書が添付されている牛肉、豚肉等につい

ては、空港売店等で購入後、日本の空港等の動

物検疫所における検疫手続きなく、そのままシン

ガポールに持込み可能 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 6例目) 

発生場所：坂東市 

飼養頭数：約 9,100頭 

症状：ほ乳豚の下痢，おう吐 

  

  2016.1.14 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 5例目) 

発生場所：坂東市 

飼養頭数：約 2,200頭 

症状：ほ乳豚のおう吐，下痢 

●ＷＨＯ 西アフリカのリベリアにおけるエボラ出血熱

流行の終息宣言公表。西アフリカの流行における患

者間の感染の連鎖は終息。 

  2016.1.13 

●厚労省  食の安全に「国際標準」導入を義務

化へ 

厚生労働省 食品衛生管理の国際標準である

HACCPの導入を、食品関連の企業に対し 

て段階的に義務化する方針。2月にも有識者によ

る検討会で対象品目や時期の計画づくりに着手

し、早ければ来年から食品衛生法改正などを行

う。 

●宮崎県 豚流行性下痢（PED）確認 2 ヶ月ぶり 

日南市南郷町 一貫農場 豚流行性下痢（PED）

確認。 

現在宮崎県内の沈静化していない農場は、3農

場（都城市 1、串間市 1、日南市 1）となった。 

●英国 低病原性鳥インフルエンザ発生(H5N1亜

型) ファイフ州 家きん農場 

●韓国 豚 口蹄疫 2例目確認 全羅北道高敞郡の

養豚場 

  2016.1.12 

●一般財団法人食品安全マネジメント協会発足 

～食品安全、品質管理及び信頼確保を高度化す

る取組を推進～ 

日本発の食品安全マネジメントに関する規格・認

証スキーム等の運営主体 「一般財団法人食品安

全マネジメント協会」発足した。
http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/021

569.html 

●韓国 豚 口蹄疫 8 ヶ月ぶりの感染確認 

韓国農林畜産食品省 養豚場で口蹄疫の感染確

認。韓国で口蹄疫が発生するのは、2015年 4月以

来 8 ヶ月ぶり。養豚場はソウルから約 200km南西に

位置する金堤市。飼育 670頭すべて殺処分される。

韓国では 2014年 7月に口蹄疫が発生。封じ込めは

難航。 

・発生日：2016年 1月 11日 

・診断日：2016年 1月 12日 

・発生概要：全羅北道金堤市の豚農場（肥育経営，

670頭飼養）うち 30頭が発症。 

・血清型：O型 

  2016.1.11   

●中国 高病原性鳥インフルエンザ H5N1亜型 

貴州省六盤水市 六枝特区 農場(家きん 35,397

羽)，うち 5,869羽発症，5,617羽死亡，29,528羽とう

汰。 

●EU主要生産国の豚生産費・繁殖成績公表(2014

年) 

EU平均の肥育豚生産費は、前年比 13.0％減の生体

100kg当たり 2万 2512円。 

(豊作により穀物価格が下落し、飼料費が同 17.0％減

となった。飼料費の減少幅最大はスウェーデンの

21.3％減で、最小はイタリアの 8.5％減) 

EU各国の肥育豚生産費で、最高値はイタリアの 2万

6376円で、最低はスペインの 1万 9992円。しかし、

http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/021569.html
http://www.mri.co.jp/news/press/public_office/021569.html


いずれもブラジル、カナダ、米国の同生産費を大幅に

上回る。 

繁殖成績 デンマークが 2年連続で 1腹当たりの年

間産子頭数が 30頭超え、オランダとともに、その他の

国を引き離す。なお、EU諸国は、繁殖成績ではブラ

ジル、カナダ、米国よりも比較的優位。 

  2016.1.10   

●英国 鳥インフルエンザ（H5N1）発生 スコットランド 

東部ファイフカウンシル、ダンファームリンのクレイギ

ーズ養鶏場。 養鶏場から半径 1km 以内が臨時統制

区域に設定され、鳥や卵の移動禁止。同養鶏場で飼

育されていた鶏約 4 万羽は、全て殺処分。 

  2016.1.8 

●平成 28年産飼料用米の需要量 約 145万 t 

農林水産省 米マンスリーレポート、 

平成 28年産の飼料用米の需要量は、 

全農グループ飼料会社が年間 81万 7000t（ＭＡ

米・備蓄米を含む） 

（協）日本飼料工業会組合員工場が年間 60万

8000t（ＭＡ米・備蓄米を含まず） 

畜産農家の新規需要量が 103件、2万 6000tの

計 145万 1000t。 

平成 27年産の飼料用米の作付面積は前年比

2.35倍の 7万 9766ヘクタール、生産量は 2.36

倍の 42万 1077tで、過去最高。需要量は、全農

グループ飼料会社が年間 60 万 t、日本飼料工業

会の組合員工場が輸入トウモロコシ価格以下であ

ることを前提に同 63万 4000t、畜産農家の需要

量が約 5万 tの計 128万 t。 

●中国 高病原性鳥インフルエンザの発生 H5N6亜

型 湖南省 常徳市 武陵区の農場（クジャクとコクチ

ョウ 1,297羽飼養），うち 165発症，91羽死亡，1,132

羽とう汰。 

●中国 鳥インフルエンザ A(H5N6) 感染者 2人確認 

症例の詳細情報 

1. 25歳 男性、広東省深圳市、2016.1.1発症。1.4入

院、現在重篤。生きた家禽をさばく市場訪問 

2. 42歳 男性、広東省掲陽市、2015.12.12発症。

12.19入院、12.21死亡。生きた家禽をさばく市場訪

問 

  2016.1.7 

●愛知県 PED発生（シーズン 12例目：通算 99例

目、昨シーズン 14例目の再発農場） 

田原市 飼養頭数約 2900頭 

症状 哺乳豚 6頭が下痢等、死亡 約 80頭 

●茨城県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生(昨年 9月以

降，県内 4例目) 

発生場所：鉾田市 

飼養頭数：約 950頭 

症状：ほ乳豚のおう吐，下痢 

●12.15-1.7 台湾 高病原性鳥インフルエンザ発

生 H5N2亜型 

・発生状況：7件の発生。2015年 10月以降 合計 24

件（農場，と畜場，係留所での確認） 

   2016.1.6 
●群馬県 流行性下痢（ＰＥＤ）発生 

2015.12.28 PED疑い事例→豚確定検査で 陽性   

   2016.1.5 

●群馬県 豚流行性下痢（ＰＥＤ）発生 

（１）発生農場：１農場（中部地域） 

（２）飼養頭数：約 1,600頭 

（３）症 状：約 60頭の哺乳豚の下痢、4頭死亡 

●山口県 低病原性鳥インフルエンザウイルス検出 

山口市において 2015.12.16に採取された野鳥糞

便検体から、低病原性鳥インフルエンザウイルス

（H5N3亜型）検出。 

  

 


