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令和３年度鹿児島県飼養衛生管理指導等計画における優先事項等

令 和 ３ 年 ４ 月

鹿 児 島 県 公 表

令和３年 1 0月改訂

第１ 家畜飼養衛生管理の状況及び家畜の伝染性疾病の発生状況等の情報収集

Ⅰ 実施方針

１ 県は，平常時から各家畜の飼養農場における家畜の飼養に係る衛生管理の状況に

関する情報収集を行うとともに，家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握す

るため必要な情報の収集として，国が示す方針等に基づき，サーベイランスを実施

する。

２ 家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向に係る情報収集については，疾病発生の

危険度が高まった場合の早期警告に不可欠であるとともにその結果に応じて的確に

発生予防及びまん延防止の措置を講ずるために重要である。

このため，国は，家畜防疫対策要綱に基づき，毎年度，全国的に浸潤状況を把握

すべき対象疾病及びその方法を示し，県は，これに沿って，法第５条第１項又は第

51条第１項に基づき，全国的サーベイランスを実施する。

また，県は，こうした全国的サーベイランスの実施に加え，各地域における地理

的状況や監視伝染病の流行状況等を踏まえ，地域的サーベイランスを実施する。

さらに，野生動物が感染源及び感染拡大の主要な要因となるアフリカ豚熱及び豚

熱については，県は，防疫指針に基づき，関係部局や猟友会等の関係団体と連携し，

平常時から死亡いのししを中心としたサーベイランスを徹底する。

３ 県は，家畜の所有者等から得た飼養衛生管理に係る情報，サーベイランス及び病

性鑑定の結果に係る情報等について，積極的に整理及び分析を行い，家畜の所有者

等に有用な情報を提供することにより，事前対応型の有効かつ的確な防疫体制の構

築を図るとともに，県の情報収集等の活動に対する家畜の所有者等の理解醸成に努

める。

４ 県は，家畜伝染病予防法並びに家畜防疫対策要綱に基づき，下記の家畜の伝染病

（伝染性疾病）について発生防止のための諸検査及び指導を実施する。
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家畜区分 対称疾病 目的 実施方法

地域 期間 検査対象 方法

牛，豚，鶏， 牛，豚，鶏， 伝染性疾病の 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 臨床検査（必

馬，羊及び山 馬，羊及び山 発生予防及び １日から令和 所長が必要と 要に応じ精密

羊 羊の伝染性疾 まん延防止 ４年３月31日 認めた家畜 検査）

病

牛，馬，鶏 輸入家畜着地 伝染病の侵入 県下全域 令和３年４月 家畜防疫対策 家畜防疫対策

検査 及びまん延防 １日から令和 要綱（平成11 要綱及び病性

止 ４年３月31日 年４月12日付 鑑定指針

け11畜Ａ第467

号農林水産省

畜産局長通知

の別記７）

牛 ブルセラ症 発生の予防 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 家畜伝染病予

１日から令和 所長が特に必 防法施行規則

４年３月31日 要と認める牛 (昭和26年５月

31日農林省令

第35号)別表第

１及び牛のブ

ルセラ症及び

結核の清浄性

維持サーベイ

ランス要領

牛 結核 発生の予防 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 家畜伝染病予

１日から令和 所長が特に必 防法施行規則

４年３月31日 要と認める牛 別表第１及び

牛のブルセラ

症及び結核の

清浄性維持サ

ーベイランス

要領

牛，羊及び山 牛伝達性海綿 発生の状況及 県下全域 令和３年４月 牛海綿状脳症 家畜伝染病予

羊 状脳症 び動向の把握 １日から令和 対策特別法（斃 防法施行規則

４年３月31日 死得14年法律 別表第１及び

第70号）第６ ＴＳＥ検査対

条第１項に基 応マニュアル

づく届出の対

象となる牛。
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ただし，同条

第２項但し書

きに該当する

場合を除く

牛 アカバネ病， 発生の状況及 県下全域 令和３年４月 県内で飼育さ 牛のアルボウ

チュウザン病 び動向の把握 １日から令和 れている越夏 イルス感染症

及びアイノウ ４年３月31日 していいない サーベイラン

イルス感染症 牛で家畜保健 ス実施要領

衛生所長が必

要と認める牛

牛 ヨーネ病 発生の状況及 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 家畜伝染病予

び動向の把握 １日から令和 所長が必要と 防法施行規別

４年３月31日 認める牛 表第１

豚 オーエスキー 発生の予防 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 病性鑑定指針

病 １日から令和 所長が必要と

４年３月31日 認める豚

豚 豚熱 発生の予防 県下全域 令和３年４月 県内豚飼養農 豚熱に関する

１日から令和 家で家畜保健 特定家畜伝染

４年３月31日 衛生所長が指 病防疫指針

定するもの

家きん（鶏， 高病原性鳥イ 発生の予防 県下全域 令和３年４月 県内で家きん 高病原性鳥イ

あひる，うず ンフルエンザ １日から令和 を100羽以上 ンフルエンザ

ら，きじ，だ 及び低病原性 ４年３月31日 （だちょうに 及び低病原性

ちょう，ほろ 鳥インフルエ ついては10羽 鳥インフルエ

ほろ鳥及び七 ンザ 以上）飼養す ンザに関する

面鳥） る農家で，家 特定家畜伝染

畜保健衛生所 病防疫指針

長が指定する

もの

馬 馬伝染性子宮 発生の予防 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 病性鑑定指針

炎 １日から令和 所長が特に必

４年３月31日 要と認める馬

馬 馬パラチフス 発生の予防 県下全域 令和３年４月 家畜保健衛生 病性鑑定指針

１日から令和 所長が特に必

４年３月31日 要と認める馬
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第２ 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項

Ⅰ 飼養衛生管理規準のうち重点的に指導等を実施すべき事項

１ 重点的に指導等を実施すべき事項及び指導等の実施方針

家畜 重点的に指導等を実施すべき事項 指導等の対象地域 実施の

区分 実施時期等 方法

牛， ・家畜の所有者の責務の徹底 全域 通年 原則巡回

水牛， ・飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底

鹿， ・衛生管理区域の適切な設定

めん羊， ・記録の作成及び保管

及び山羊 ・衛生管理区域の出入口における車両の消毒

・注射針等医療機器の衛生的使用

・ねずみ及び害虫の駆除

・特定症状が確認された場合の早期通報

・埋却等の準備

豚及び ・家畜の所有者の責務の徹底 全域 通年 原則巡回

いのしし ・飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底

・海外からの肉製品の持込みに関する注意喚起

・衛生管理区域の適切な設定

・記録の作成及び保管

・処理済みの飼料の利用

・衛生管理区域への野生動物の侵入防止

・畜舎専用靴の使用並びに手指の洗浄及び消毒

・野生動物の侵入防止用ネット等の設置，点検及び修繕

・衛生管理区域内の整理整頓及び消毒

・畜舎外での病原体による汚染防止

・ねずみ及び害虫の駆除

・特定症状が確認された場合の早期通報

・埋却等の準備

※飼養衛生管理基準遵守強化期間における強化事項 全域 令和3年10月 自己点検強化

・衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等 から 及び巡回

・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用 令和4年5月

・衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

・畜舎に立ち入る者の手指消毒等

・畜舎ごとの専用の靴の設置及び使用

・畜舎外での病原体の汚染防止

・衛生管理区域内の整理整頓及び消毒
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鶏， ・家きんの所有者の責務の徹底 全域 通年 原則巡回

あひる， ・飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底

うずら， ・衛生管理区域の適切な設定

きじ， ・記録の作成及び保管

だちょう， ・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用

ほろほろ鳥 ・野生動物の侵入防止用ネット等の設置，点検及び修繕

及び七面鳥 ・衛生管理区域内の整理整頓及び消毒

・ねずみ及び害虫の駆除

・特定症状が確認された場合の早期通報

・埋却等の準備

※飼養衛生管理基準遵守強化期間における強化事項 全域 令和3年10月 自己点検強化

・衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒等 から 及び巡回

・衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置並びに使用 令和4年5月

・衛生管理区域に立ち入る車両の消毒等

・家きん舎に立ち入る者の手指消毒等

・家きん舎ごとの専用の靴の設置及び使用

・野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点

検及び修繕

・ねずみ及び害虫の駆除

馬 ・家畜の所有者の責務の徹底 全域 通年 原則巡回

・飼養衛生管理マニュアルの作成及び従事者等への周知徹底

・衛生管理区域の適切な設定

・記録の作成及び保管

・器具の定期的な清掃又は消毒等

※ 飼養衛生管理基準遵守強化期間における強化事項については，対象となる鶏等家

きん及び豚の飼養者は，県が別途定める期日までに１回目の自己点検を実施するこ

ととし，県は，点検の結果，不備が認められた項目について継続して指導を行う。

２ 各年度の重点指導事項等

上表の重点的に指導等を実施すべき事項は，３か年共通（令和５年度まで）と

する。以降，毎年度，必要に応じて見直しを行う。
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Ⅱ Ⅰ以外で推奨すべき，飼養衛生管理上の事項

１ 家畜伝染病発生時等における対応

県は，家畜伝染病の発生等により，農場等における飼養衛生管理上，飼養衛生

管理基準に規定する内容以外の措置が必要となった場合には，家畜の所有者に対し，

その措置を講ずるよう指導を行う。

２ 埋却等に備えた対応

県は，関係市町村等と連携し，法第21条の規定に基づく家畜の死体の埋却候補

地及び焼却施設を確保するよう指導等を行う。農場ごとに確保している埋却候補地

が，湧水等で利用できない場合に備えて，以下の事項を実施する。

(1) 埋却候補地として利用可能な公有地のリストアップを行う。

(2) 県内の清掃工場（焼却施設）について，殺処分家きんの受入可否及び処理

能力を調査する。

３ 大規模所有者における監視伝染病の発生に備えた対応計画

県は，県内における家畜飼養状況を踏まえ，大規模所有者における監視伝染病

の発生に備えた対応計画（焼却または埋却の実施等を含む。）の策定，防疫措置に

ついての農場周辺住民への説明，消毒薬等の防疫資材の備蓄の取組について，指導

等を行う。

４ 飼養衛生管理者の選任

県は，飼養衛生管理者の選任について，衛生管理区域ごとに選任すること，大

規模所有者においては畜舎ごとに配置すること，また，選任の際は，対象とする衛

生管理区域または畜舎を適切に管理できる者を選任することについて指導等を行

う。


