
【第 3 回対策本部員会議 資料】 

1 

 

 

高病原性鳥インフルエンザにかかる防疫措置等について 

 
  令和２年 12 月 14 日 

農政水産部畜産課 

 
１. 本県の高病原性鳥インフルエンザ等の疑似患畜の決定に伴う対応について 

 

（１）農場の概要 

農場の所在地：東近江市 

飼養羽数： 10,338 羽 

 

（２）これまでの経緯 

12 月 12 日（土） 

9 時 30 分 死亡鶏が増加した旨の通報、家畜保健衛生所が緊急立ち入り。 

15 時 30 分 当該農場における簡易検査で、A型インフルエンザ陽性を確認。 

16 時 00 分 滋賀県特定家畜伝染病対策本部を設置。 

 

   12 月 13 日（日） 

     5 時 00 分 家畜保健衛生所での PCR 検査で H5 亜型に特異的な遺伝子を 

検出し、国が疑似患畜と判定。半径 3 ㎞の移動制限および半径 

10 ㎞の搬出制限区域を設定。 
 

   ◆周辺地域における家きん飼養農場 

 

   

 

 

 

      

 5 時 47 分 現地での殺処分開始。 

     6 時 00 分 消毒ポイント稼働開始。 

 

消毒ポイント 

 ポイント名 設置場所 

1 愛荘町役場秦荘庁舎 愛知郡愛荘町安孫子 825 

2 JA グリーン近江市辺定温倉庫駐車場 東近江市市辺町 2680－1 

3 永源寺運動公園駐車場 東近江市上二俣町 44 番地 

4 東近江市蒲生運動公園駐車場 東近江市川南町 50 番地 

5 日野カントリーエレベーター 蒲生郡日野町松尾 346－2 

（*通報農場は除く。） 
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２. 本県の防疫対応について 

（１）県対策本部の設置 

  本部員会議の開催による情報共有 

    第１回 12 月 12 日（土）20：00 

    第２回 12 月 13 日（日）13：00 

    第３回 12 月 14 日（月）16：00 

 

（２）発生農場の防疫措置 

日時 内容 

12 月 12 日 23：00 埋却溝掘削完了 

23：30 集合場所設置完了（おくのの運動公園） 

12 月 13 日 

  

2：00 防疫作業従事者集合（第１班）  

4：25 バスで農場へ到着 

5：47 殺処分開始 

7：00 1,035 羽殺処分 

9：00 1,423 羽殺処分（累計） 

10：00 3,319 羽殺処分（累計） 

10：00 防疫作業従事者集合（第２班） 

11：00 3,799 羽殺処分（累計） 

12：00 5,770 羽殺処分（累計） 

15：00 6,709 羽殺処分（累計） 

16：00 防疫作業従事者集合（第３班） 

18：00 9839 羽殺処分（累計） 

18：41 殺処分完了（10,338 羽完了） 

22：00 防疫作業従事者集合（第４班） 

12 月 14 日 1：30 農場消毒開始 

 2：50 埋却完了 

4：00 防疫作業従事者集合（第５班） 

4：25 清掃、片付け開始 

進行中 農場消毒 

進行中 防疫措置 

 

・防疫作業従事者の動員 

   第１クール 12 月 13 日（日）   5 時～    

第２クール 12 月 13 日（日） 13 時～      

第３クール 12 月 13 日（日） 19 時～         

第４クール 12 月 14 日（月）  1 時～      

第５クール 12 月 14 日（月）  7 時～ 

第６クール 12 月 14 日（月） 15 時半～      

 

殺処分 

5：47～18：41 

 

第１～５クール  

各 108名 

第６クール 

50名 

動員合計 590名 
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（３）協力市町・団体 

 

関係市町・団体名 内容 

東近江市 評価人、通行制限への協力 

（一社）滋賀県畜産振興協会 評価人 

（一社）滋賀県建設業協会 重機、運搬車両、資機材の調達、家畜の運

搬、埋却処分作業 

（一社）滋賀県トラック協会 防疫資材等の輸送 

（株）滋賀ユニック 防疫資材等の輸送 

（株）中田運送 防疫資材等の輸送 

（一社）滋賀県バス協会 防疫作業従事者の輸送 

滋賀県ペストコントロール協会 消毒ポイントにおける消毒作業 

日本液炭（株）関西支社京滋支店 サイフォン式炭酸ガスボンベの供給 

NPO 法人コメリ災害対策センター 防疫資材の供給 

コメリ  

八日市店、水口店、愛知川店、栗東店 

防疫資材の供給 

ミドリ安全（株） 防疫資材の供給、長靴の供給 

（有）アニテック 防護服、キャップ、ゴーグル、マスク、ブ

ーツカバーの供給 

（一社）滋賀県造園協会 動力噴霧器の提供 

（株）セブンイレブン・ジャパン 飲食料の供給 

（株）平和堂 飲食料の供給 

JA グリーン近江 消石灰の供給 

（株）木村商店 消石灰の供給 

（株）ファームサポーTo 消石灰の輸送 

国土交通省近畿地方整備局 消毒ポイント設置に伴う道路の占用、施設

利用、災害車両の提供 

農林水産省動物衛生課 

     近畿農政局 

全体を通した連携、協力 
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3. 今後の予定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）発生農場での防疫措置 

  ・本日中に農場消毒作業が完了し、防疫措置完了する見込み。 

・防疫措置完了後 10 日が経過した後に、搬出制限区域を解除（予定日：12 月 25 日） 

・防疫措置完了後 21 日が経過した後に、移動制限区域を解除（予定日：1 月 5 日） 

・農場消毒を実施 

 

（２）まん延防止にかかる対応 

① 消石灰の配布による県下一斉の消毒の実施（12 月 18 日～1 月 31 日） 

② 飼養衛生管理基準順守徹底を指導 

 

 

４. その他 

 啓発・情報発信 

 （１）注意喚起 

① 飼養者 

衛生情報等により、防疫対応状況を随時情報提供。 

② 県民、市町、関係団体等    

発生状況、防疫対応をホームページ当に随時掲載。 

 （２）風評被害の防止 

   ・我が国において、家きんの肉や卵を食べることにより、人が鳥インフルエン

ザウイルスに感染した事例は報告されていません。 

 

 

1月 6日 

(防疫措置完了から 21 日

12月 13日 12月 16日 

0h 72h 18:41  

12 月 14 日（予定） 

14日 

2：50 

 1 月 5 日（予定） 
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