
家畜伝染病の防疫対策上、「発生の予防」、「早

期発見・通報」、「的確な初動対応」は重要であり、

このうち、主に「発生の予防」を実効あるものに

するため、家畜伝染病予防法第 12条の３の規定

に基づき飼養衛生管理基準が定められており、家

畜の所有者に対しその遵守を義務付けている。ま

た、その遵守状況について防疫員による確認及び

指導を実施している。

平成 25 年２月１日時点で、東京都に 100 羽以

上の家きんを飼養する農場は 37戸あり、全農場

を立入指導した結果、遵守必須の 32項目を全て

遵守できていた農場は、37 戸中２戸のみであっ

た。都では、毎年継続して指導を実施しているが、

例年指導不要農場数は０～２戸で推移している。

そのため、以前から順守率が上昇しない原因につ

いて把握しており、改善にむけて様々な取り組み

を実施してきた。今年度は、従前からの指導方法

に加え遵守率向上に向けた新たな取組みを実施し

たので報告する。

低遵守率の要因

遵守率が低い要因を「指導側の問題点」と「飼

養者側の問題点」の２方向から分析した。

１　指導側の問題点

(1) 防疫員間で評価の判断基準に差がある

チェック表の質問項目に「定期的に」や「遅

滞なく」等の抽象的な表現があるため、聞き

取り実施者により評価に差が出る。

(2) 前回指導時から改善の有無が不明

チェック表の結果記入欄が１回分しかない

ため、毎回新たに印刷したチェック表を使用

しており、前回指導時からの改善状況が確認

しづらい。さらに、立入実施者も毎年変わる

ため、前年度の結果と大きく乖離するケース

もみられた。

(3) 未遵守項目が農家の記憶に残らない

記入したチェック表は家保に持ち帰ってし

まうため、口頭のみでしか農家指導ができず、

未遵守項目が農家に伝わらない。

２　都内養鶏場の飼養衛生管理基準遵守状況改善に向けた取組み

○竹内美穂

要　　　約

都内養鶏場の飼養衛生管理基準遵守率は、平成 25 年度の指導不要農場数が 37 戸中２戸のみと低水準

であった。低遵守率の要因を分析した結果、１．防疫員間の評価基準差が大きい、前回指導時からの改

善の有無が不明、未遵守項目が農家の記憶に残らない、など指導側の問題点と、２．鶏舎構造による物

理的問題、経費負担、衛生管理意識の低さ、高齢化による体力問題、など養鶏場側の問題点の２つに分

類された。１の改善のため、目合わせ会を開催し評価基準を統一した。また、過去の記録と評価基準を

加えたチェック表を作成し、防疫員間の評価差を平準化した。２の改善のため、普及推進資料を作成し

指導時に配布した。また、立入禁止看板や消毒薬空容器を利用した踏み込み消毒槽も併せて配布。さら

に、当所発行広報誌で飼養衛生管理基準の特集記事を掲載した。上記指導を実施した結果、指導不要農

場数は２戸から５戸に増加し、その他の農場でも遵守率が向上した。今後も、目合わせ会の継続開催や

農家への繰り返し指導を実施予定である。
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２　飼養者側の問題点

都の養鶏業は小規模経営がほとんどを占め、飼

養者の高齢化も進んでいる。また、鳥インフルエ

ンザ未発生県であるがゆえの衛生管理意識の低さ

や、改善に関わる経費負担や手間、鶏舎構造によ

る物理的な要因や住宅地内に立地する等の地理的

問題など、複合的な要素により遵守率が低くなっ

ていると考えられる（図１, ２）。

改善に向けての対策

１　目合わせ会の実施

農場への立入指導を実施する前に目合わせ会を

開催することで、職員の評価基準を統一した。平

成 26年度は年度初めの４月に実施した。過去に

は平成 24年度に実施している。

２　オリジナルチェック表の作成

チェック表を横向きの裏表一枚紙に編集し、評

価欄の右側に評価基準を記載した備考欄を設け

た。備考欄の評価基準は、農林水産省の「飼養衛

生管理基準の改正に関するＱ＆Ａ」や目合わせ会

での職員の意見を参考に設定した。

また、具体的な農家情報を把握できるよう

チェック形式の回答欄を設け、今年度の結果だけ

でなく過去の結果も記入できるように枠を拡大し

た。評価欄の増設は過去にも実施していたが、質

問事項が大幅に変更になり使用できなくなったた

め、再度作成し直した。

さらに、防疫員が目視で確認する遵守項目には

「防疫員」マークをつけた（図３－１,３－２）。

３　普及推進資料の作成

未遵守項目とその改善策を記載した普及推進資

料を作成・配布した。遵守できていなかった項目

にチェックをつけて資料を配布することで、飼養

者自身で未遵守項目の見直しができるようになっ

た。

資料には改善方法を記載し、写真を多く載せる
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図 3-2　オリジナルチェック表（図3-1の一部拡大）図 3-1　オリジナルチェック表

図 2　未遵守農家戸数の多い項目図 1　都内農場の遵守率が低い原因



ことで農家への理解を促した。また、本資料では

できる限り飼養者に経費負担をかけない方法を提

案している（図４）。

４　その他の改善指導

その他の改善指導として、当所発行の広報誌「家

保通信」で飼養衛生管理基準の特集を組み、遵守

率向上にむけ農家へ普及啓発を促した。

また、平成 22年度から実施している立入禁止

看板の配布を継続して実施し、平成 26年度は 15

戸に配布した。

さらに看板の他、消毒薬空容器を活用した踏み

込み消毒槽の配布も実施した（図５）。

改善指導の結果

平成 26 年２月１日時点で、東京都に 100 羽以

上の家きんを飼養する農場は 37戸あり、全農場

を立入指導した結果、指導不要農場数は平成 25

年度の２戸から５戸に増加した。

改善がみられたＡ、Ｂの２農場について紹介す

る。この２農場には普及推進資料や踏み込み消毒

槽を配付し、指導を実施した。指導実施前は、農

場Ａ、Ｂともに衛生管理区域に出入りする車のタ

イヤ消毒を実施していなかったが、手間やお金が

かからず実施できるということで消石灰帯を設置

して実施するようになった。また、農場Ａでは交

換頻度が少なくて済む消石灰を用いた踏み込み消

毒槽の設置や来客者名簿の作成、農場Ｂでは鶏舎

内の掃除と消石灰の散布による疾病予防対策を実

施するようになった。指導の結果、Ａ農場では未

遵守項目数が９から４つに、Ｂ農場では１から０

になった（図６）。

図７のグラフでは、遵守できていなかった項目

の数別に農家を並べている。平成 25年度と平成

26 年度の結果を比較したところ、指導不要農場

数は増加したが、都内の農場全体においては顕著
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図６ 改善事例
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図６　改善事例

図５　広報誌等による改善指導及び資料の配布

図７　未遵守項目数別農家戸数

図４　普及推進資料



な改善は認められなかった（図７）。

考　　察

今年度、指導不要農場数が例年より増加したが、

これは評価の付け方が変わったことによる増加

と、実際に飼養衛生管理が改善されたことによる

増加の２つの要因によるものであった。一方、評

価の付け方が緩くなることもなくなったため、都

内の農場全体では顕著な改善が認められなかった

と思われる。

また、家保の訪問頻度が高く、繰り返し指導を

実施できた農場では、指導不要農場までには至ら

なかったが、飼養衛生管理状況に改善がみられた。

さらに、普及推進資料で未遵守項目の振り返りが

できたことなども、衛生状況改善の一助になった

と感じた。資料配布後に再度訪問できた農場は３

戸で、そのうちすべて改善された農場は１戸、一

部改善されていた農場は２戸で、３戸全てで改善

が見られた。このことから、資料に一定の効果が

あることが推察された。また、看板や踏み込み消

毒槽を配布することによって、お金をかけずにあ

る程度飼養衛生管理状況を改善できることも示唆

された。

立入指導時の問題点である「防疫員間で評価の

判断基準に差がある」、「前回指導時から改善の有

無が不明」という課題は、目合わせ会の開催や評

価基準を明確にしたチェック表で、ある程度改善

可能と思われた。今後も担当者の異動を考慮して

毎年開催し、継続していきたい。

さらに、養鶏農家側の問題点については、普及

推進資料や看板、踏み込み消毒槽の配布や繰り返

し指導など、様々な方法を組み合わせることで改

善可能ということがわかった。

比較的遵守率の高い農場は、普及推進資料を活

用して自身の農場の未遵守項目を理解してもらう

ことで改善していき、未遵守項目数が多い農場は、

都全体の遵守率との比較を提示して危機感をもっ

てもらい、衛生意識の向上を目指していきたい。
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