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ＧＧＰ・ＧＰ農場防疫設備基準 

 
ＳＰＦ豚農場認定規則第 20 条の規定にもとづき、ＧＧＰ・ＧＰ農場防疫設備基準をつ

ぎのように定める。 
 
目的 
 ＳＰＦ豚農場へ供給する種豚の衛生基準を永続的に満たし、安定供給体制を保持、継続

させることを目的とする。 
 
ＳＰＦ豚農場の基本的な形態 

ＳＰＦ豚農場は、フェンス(外周フェンス)によって外部から隔離し、その内側にＳＰＦ

豚飼育区域を囲むフェンス(内周フェンス)を設置して、万全の防疫体制をとるのが基本で

ある。本基準では、外周フェンスの外側を場外、外周フェンスと内周フェンスに挟まれた

区域をサブエリア、内周フェンスの内側(ＳＰＦ豚飼育区域)をＳＰＦエリアとし、場外に

設置した駐車場やその他の付帯施設を含めて農場と規定する。なお、立地条件や地形など

によっては、サブエリアの設置が不要となる場合(箇所)もある。 
 
１．立地条件および周囲の状況 

1) 農場が独立した防疫体制をとることが可能であること。 

2) 原則として半径 2 ㎞以内に養豚場がないこと。 
3) 将来、近隣に養豚場ができる可能性がないこと。 
4) 農場に隣接して人家がないこと。 
5) 農場周辺の道路を他の農場の豚を積載したトラックが通行する恐れのないこと。 
6) 農場を通り抜ける公道がないこと。 

 
２．防疫設備 

1) ＳＰＦエリアはフェンスによって囲われ、部外者や野犬、野獣などの侵入を防ぐ構

造になっていること。なお、 
①フェンスは高さ 1.5ｍ以上であること。 
②ホグフェンスや有刺鉄線の使用は認めない。 

2) 農場防疫上必要な箇所には、ＳＰＦエリアの外側に外周フェンスを設置してサブエリ

アを設けること。 
3) サブエリアとＳＰＦエリアの境界線上には浴室(またはシャワー室)および更衣室を

必ず設置し、脱衣室はサブエリア側に、浴室および着衣室はＳＰＦエリア側にあるよ

うにすること。 
4) サブエリアへの人および車両等の入口は常時閉鎖し、施錠できるようにしておくこと。 
5) サブエリアへの車両等の入口には車両消毒装置を完備しておくこと。 
6) ＳＰＦエリアへの車両等の入口は常時閉鎖し、施錠できるようにしておくこと。 
7) ＳＰＦエリアへの車両等の入口には車両消毒装置を完備しておくこと。 
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8) 農場事務所は場外もしくはサブエリアに設置すること 
9) 農場管理室はＳＰＦエリアに設置すること。 

10) 物品の搬入口は、サブエリアとＳＰＦエリアの境界線上に設け、消毒装置(動力噴霧

装置、くん蒸室など)を完備しておくこと。 
11) 農場の道路は原則として舗装、またはそれに準ずる措置がとられていること。 
12) 雨水や排水が場内へ流入するのを防止する措置がとられていること。 
13) 農場で使用する衣類や履物、什器・備品などの保管場所は、ＳＰＦエリア用はＳＰＦ

エリアに、サブエリア用はサブエリアに、場外用は場外に設置すること。 
14) ＳＰＦエリア用の作業服・下着類の洗濯・乾燥室はＳＰＦエリアに設置すること。 
15) ＳＰＦエリアに持ち込む弁当や小物などの消毒を目的とした、効果的な紫外線殺菌ハ

ッチをサブエリアとＳＰＦエリアの境界線上に設置すること。 
16) ＳＰＦエリアで使用する車両の駐車場はＳＰＦエリアに、場外用車両の駐車場は場外

に設置すること。 
17) 豚舎は金網などによって、カラスなどの侵入を防ぐ構造になっていること。 

 
３．場内作業服、履物など 

作業服、帽子、タオル、履物などＳＰＦエリアで身につけるものは、すべてＳＰＦエリ

ア専用のものが常備してあること。 
 
４．飼料タンク、倉庫 

1) 荷受け用の飼料タンクは、場外もしくはサブエリアのバルク車から直接投入できる

位置に設置すること。 
2) 荷受用飼料タンクからＳＰＦエリアのタンクへの飼料搬送には、搬送ラインを設置

するか、ＳＰＦエリア専用バルク車を常備すること。 
3) 袋詰め飼料は場外もしくはサブエリアから持ち込み、ＳＰＦエリアから取り出せる

ような構造の倉庫を設置し、くん蒸、その他適切な方法による殺菌ができるようにし

ておくこと。 
4) ＳＰＦエリア用倉庫はＳＰＦエリアに、場外用倉庫は場外に設置すること。 

 
５．薬品保管・器具消毒設備、人工授精関連施設、家畜診療室、解剖室など 

1) ＳＰＦエリアに薬品類などの保管設備および注射器などの器具・器材の消毒設備を

完備すること。 
2) 人工授精関連施設(採精・処理・保管などの施設)は他の場所から隔離され、清浄が維

持できる場所に設置すること。 
3) 必要に応じて、家畜診療室、解剖室を設置すること。ただし、これらの施設が疾病

のまん延源とならないよう、設置場所と構造に注意をはらうこと。 
 
６．ＳＰＦ豚受け入れ口 
外部から種豚、育成豚、子豚を受け入れる場合に使用する、専用の荷受設備を設置する

こと。 
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７．ＳＰＦ豚出荷口 

種豚候補・育成豚・子豚の出荷口と、と畜場出荷豚の出荷口は、離れた場所にそれぞれ

独立して設置すること。 
 
８．隔離設備 
 育成豚の導入に備えて、一定期間の隔離飼育ができるような設備を有すること。 
 
９．物品受け、郵便受け、インターホンなど 

宅配便、新聞、郵便などの配達や、不意の来客などに対応するため、場外とサブエリア

の境界線上に物品受け、郵便受け、インターホンなどを設置すること。 
 

10．ガス庫、石油類、凝集剤などのタンク 

  ＳＰＦエリア用のプロパンガス庫、石油類・凝集剤などのタンクは、場外もしくはサブ

エリアに設置し、ＳＰＦエリアから取り出せるようにすること。 
 
11．メーター類(電力、ガス、水道) 

電力、ガス、水道などのメーター類は、場外もしくはサブエリアから検針できる位置に

設置すること。 
 
12．死亡豚処理設備 
  適切な死亡豚処理施設(死亡豚などの一時保管庫、焼却炉など)を完備すること。 
 

13．糞尿処理施設 

 適切な糞尿処理施設を完備すること。 
 

14．堆肥搬出口 

  堆肥などの搬出には、外部の車両がＳＰＦエリアに進入しないですむような方法を工夫

し、その目的にかなった設備とすること。 
 
15．場内常備器具、機材など 

1) 外部獣医師が使用する器具・器材および電気保安協会が使用する検査機器類は、ＳＰ

Ｆエリア内に常備しておくこと。     
2) 日常、ＳＰＦエリアで使用する修繕用器具・器材などはＳＰＦエリアに常備しておく

こと。 

 

16．附則 

1) 本基準は平成  9 年 5 月 30 日より実施する。 

2) 改正  平成 15 年 6 月 
3) 改正  平成 19 年 6 月 
4）改正  平成 22 年 6 月  



新規 継続 
            調査年月日 平成  年  月  日 

 

ＧＧＰ・ＧＰ農場防疫設備診断 

 

１．生産ピラミッド                           

 

２．認定番号 第     号   農場名                        

 

３．調査担当者 所属                   氏名             

 

評価基準 

◎＝防疫基準がよく守られている 

△＝長期間ＳＰＦ状態を維持することは困難と思われるので早急な改善を要する 

 

１．立地条件および周囲の状況（該当箇所を○で囲む） 

 1) 農場は独立した防疫体制をとることが可能である。 

(可能 不可能) 

(意見                                          ) 

2) 農場の半径２km以内に養豚場がない。   

(あり なし) 

(意見                                          ) 

3) 将来、近隣に養豚場ができる可能性がない。 

(あり なし) 

(意見                                          ) 

4) 農場に隣接する人家がない。 

(あり なし) 

(意見                                          ) 

5) 農場周辺の道路を他の農場の豚を積載したトラックが通行する恐れはない。 

(あり なし) 

(意見                                          ) 

6) 農場を通り抜ける公道がない 

(あり なし) 

(意見                                          ) 

 

２．防疫設備 

 1) ＳＰＦエリアはフェンスによって囲われ、部外者や野犬、野獣などの侵入を防ぐ構造になっている。 

(◎  △) 
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(意見                                          ) 

2) SＰＦエリアの外側にサブエリアが設けられている。 

 (◎  △) 

 (意見                                          ) 

3) サブエリアとＳＰＦエリアの境界線上には浴室（シャワー室）および更衣室が設置され、脱衣室 

   はサブエリア側に、浴室および着衣室はＳＰＦエリア側に配置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) サブエリアへの人および車両等の入口は常時閉鎖し、施錠できるようになっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

5) サブエリアへの車両等の入口には車両消毒装置が完備されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

6) ＳＰＦエリアへの車両等の入口は常時閉鎖し、施錠できるようになっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

7) ＳＰＦエリアへの車両等の入口には車両消毒装置が完備されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

8) 農場事務所は①場外、②サブエリアに設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

9) 農場管理室はＳＰＦエリアに設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

10) 物品の搬入口は場外もしくはサブエリアとＳＰＦエリアの境界線上に設け、消毒装置（①動力噴霧

装置、②くん蒸室など）が完備されている。 

 (◎  △) 

(意見                                          ) 

11) 農場内（サブエリアを含む）道路は舗装、またはそれに準ずる措置がとられている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

12) 雨水や排水がＳＰＦエリアに流入するのを防止するための措置がとられている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

13) 農場で使用する衣類および履物を含む什器・備品などの保管場所は、ＳＰＦエリア用はＳＰＦエリ

アに、サブエリア用はサブエリアに、場外用は場外に設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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14) ＳＰＦエリア用の作業服、下着類の洗濯・乾燥室はＳＰＦエリアに設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

15) ＳＰＦエリアに持ち込む弁当や小物などの消毒を目的とした、効果的な紫外線殺菌ハッチがサブエ

リアとＳＰＦエリアの境界線上に設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

16) ＳＰＦエリアで使用する車両の駐車場はＳＰＦエリアに、場外用車両の駐車場は場外に設置されて

いる。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

17) 豚舎は金網などによって、カラスなどの侵入を防ぐ構造になっている。 

 

３．場内作業服、履物など 

  作業服、下着類、帽子、タオル、履物などＳＰＦエリアで身に着けるものは、すべてＳＰＦエリア

専用のものが常備されている 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

４．飼料タンク、倉庫 

 1) 荷受用の飼料タンクは、①場外のバルク車、②サブエリアのバルク車から直接投入できる位置に設

置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 荷受用飼料タンクからＳＰＦエリアのタンクへの飼料搬送 

  ①搬送ラインが設置されている。②場内専用バルク車が常備されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 袋詰め飼料は、①場外、②サブエリアから持ち込み、ＳＰＦエリアから取り出せるような構造の倉

庫が設置され、くん蒸、その他適切な方法による殺菌処理ができるようになっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) 場外用倉庫は場外に、ＳＰＦエリア用倉庫はＳＰＦエリアに設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

５．薬品保管、器具消毒設備、人工授精関連施設、家畜診療室、解剖室 

1) ＳＰＦエリアに薬品などの保管設備および注射器などの器具・器材の消毒設備を完備している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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2) 人工授精関連施設（採精・処理・保管などの施設）は他の場所からかくりされ、清浄が維持できる

場所に設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 家畜診療室、解剖室などは疾病のまん延源とならないよう、設置場所と構造には十分な注意が払わ

れている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

６．ＳＰＦ豚受入口 

  外部から種豚・育成豚・子豚を受け入れるための専用に受け設備が設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

７．ＳＰＦ豚出荷口 

  種豚候補豚・育成豚・子豚の出荷口とと畜出荷豚の出荷口はそれぞれ独立して設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

８．隔離設備 

  育成豚の導入に備えて、一定期間隔離飼育できる施設がある。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

９．物品受け、郵便受け、インターホンなど 

  物品受け、郵便受け、インターホンなどは①場外、②サブエリアに設置されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

10．ガス庫、石油類、凝集剤などのタンク 

  ＳＰＦエリア用のプロパンガス庫、石油類、凝集剤などのタンクは①場外、②サブエリアに設置さ

れ、ＳＰＦエリアから取り出せるようになっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

11．メーター類（電力、ガス、水道など） 

  電力、ガス、水道などのメーター類は、①場外、②サブエリアから検針できる位置に設置されてい

る。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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12．死亡豚処理施設 

  適切な死亡豚処理施設（死亡豚の一時保管庫、焼却炉など）が完備している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

13．糞尿処理施設 

  適切な糞尿処理施設が完備している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

14．堆肥搬出口 

  堆肥などの搬出口は、外部の車両がＳＰＦエリアに進入しないですむような構造になっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

15．ＳＰＦエリア常備器具、機材など 

1) 1外部獣医師が使用する器具・器材および電気保安協会が使用する検査機器類はＳＰＦエリアに常

備されている。 

◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 修繕器具・機材はＳＰＦエリアに常備されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

総評                           
                              
                              
                            
                            
                           
                           
                           



 

ＧＧＰ・ＧＰ農場防疫管理基準 
 
ＳＰＦ豚農場認定規則第 21 条の規定にもとづき、ＧＧＰ・ＧＰ農場管理基準をつぎの

ように定める。 
 
目的 
 わが国のＳＰＦ養豚におけるＧＧＰ・ＧＰ農場の防疫管理基準を統一することによって、

ＳＰＦ種豚の能力(品質)向上と安定供給をはかることを目的とする。 
 
１．入場規定 

1) ＳＰＦエリアへの入場 
ＳＰＦエリアに入る者は、そのつど入浴、シャワー等を利用して体表を清潔にし、着

用する衣類はすべてＳＰＦエリア専用のものでなければならない。入浴手順の一例を

示す。 
① 脱衣場にて、着衣をすべて脱ぐ。 
② 浴槽で充分に体を温める。 
③ 頭髪を含め全身を石鹸を用いてよく洗う。 
④ 最後にシャワーでよく洗い流す。 
⑤ シャワーで流した後は浴槽に入らない。 
⑥ 着衣室にてＳＰＦエリア専用の下着、作業衣、帽子、長靴などを着用する。 
⑦ 一旦、サブエリアもしくは場外へ出た場合は、再度入浴してからＳＰＦエリアに入

る。 
 2) サブエリアへの出入規制 
  サブエリアは農場の防疫をより強固にすることを目的に設置されるものであるから、

ここへの立入ることができる人や車両は、あらかじめ農場が承認したものに限定され

なければならない。サブエリアへの出入規定は農場ごとに策定する。 

 

２．農場従業員(経営者、事務職員を含む)の行動 

1) 農場従業員は、防疫上問題となる場所(他の農場、と畜場、食肉処理・加工場および

農場汚染にかかわる可能性のある場所)に立ち入ってはならない。 
2) やむを得ず、農場従業員が防疫上問題となる場所に立ち入った場合に備えて、一定

期間の待機もしくは場外勤務を義務付けるなどの適切な基準を設けなければならな

い。 
3) 場外で豚の出荷作業、死亡豚処理などを行なった農場従業員は、当日はＳＰＦエリ

アに立ち入ってはならない。 
 

３．外来者 
1) 外来者のＳＰＦエリアへの立ち入りを禁止し、農場事務所への立ち入りも制限する。 
2) やむを得ず外来者を立ち入らせる場合は、直前の一定期間内に、防疫上問題となる
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場所に立ち入っていないことを確認し、さらに農場責任者の許可を得なければなら

ない。 
3) 他の養豚場に出入りする機会の多い業者(薬品業者、飼料業者など)の来場は禁止し、

外部で接見しなければならない。 
4) 種畜検査を受けるときは、そのスケジュールについて検査機関と十分な事前協議を

行ない、疾病汚染の危険を回避できる措置をとらなければならない。 
5) 工事関係者 

①工事のために関係者を来場もしくは入場させる場合には、直前の一定期間内に防

疫上問題となる場所へ立ち入っていないことを確認しなければならない。 
②工事関係者が工事現場以外の場所に立ち入らないよう、指導、監督しなければな

らない。 
6) 電気保安協会の定期検査には、疾病汚染の危険のない巡回スケジュールを設定しな

ければならない。 
7) 外来者の来場および入場記録簿を作成し、保管しなければならない。 
 

４．導入豚の隔離・観察 

育成豚を導入したときは 3 週間以上の隔離と臨床観察を行ない、異常のないことを確

認しなければならない。 

 
５．飼料 

  飼料は、飼料安全法などの規定にもとづいて製造されたものを使用しなければならな

い。 

 

６．水 

  水は家畜の飲用水として適切なものを使用しなければならない。 

 

７．車両 
1) 場外およびサブエリアとＳＰＦエリアで使用する車両は明確に区別し、それぞれの

境界を越えて往来することを禁止する。 
2) ＳＰＦエリア内専用車を購入、または修理後場内に入れる場合は、運転席を含め、

十分に消毒を行なわなければならない。特に足廻り、車体下面の消毒を徹底する。 
3) 飼料運搬車および肉豚出荷車は当該農場専用車としなければならない。 
4) 豚の搬入・搬出にかかわる車両は、使用のつど徹底した洗浄・消毒を行なわなけれ

ばならない。 
5) ＧＧＰ農場からＧＰ農場への豚の輸送には、ＳＰＦ豚輸送専用車を使用しなければ

ならない。 
6) ＳＰＦ豚輸送専用車の荷台はＳＰＦエリアと同様とみなし、場内職員が作業を行な

わなければならない。 
7) 工事関係車両のＳＰＦエリアへの乗入れは原則として禁止する。やむを得ない場合

はつぎの基準に従わなければならない。 
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① 当該車両が一定期間内に、防疫上問題となる場所に乗り入れていないことを確認

する。 
② 車体(運転席を含む)と積み荷を十分に消毒する。特に足廻りと車体の下面は消毒

を徹底する。 
③ 当該車両は、工事箇所への移動以外に使用させない。 

 
８．豚の搬入・搬出 

1) 搬入・搬出にかかわる作業は、接触による汚染防止に配慮した方法で行なわなけれ

ばならない。 
2) 搬入・搬出にかかわる施設は、使用のつど徹底した洗浄・消毒を行なわなければな

らない。 
3) 種豚候補・育成豚、子豚の出荷と、と畜場出荷豚の出荷は、それぞれ独立して設け

られた出荷口から行なわなければならない。 
 
９．飼料の搬入 

1) 飼料の搬入は、防疫に配慮した適切な方法で行なわなければならない。 
2) 飼料の輸送は原則としてバラ積みとし、使い捨て以外のトランスバッグは使用して

はならない。 
3) 袋詰め飼料は適切な殺菌処理を行なった後、ＳＰＦエリアに搬入しなければならな

い。 

 

10．薬品などの入手方法 

薬品などの入手は、防疫に配慮した適切な方法で行なわなければならない。 

 

11．物品の持ち込み 
1) ＳＰＦエリアへの物品の持ち込みは、必要最低限のものに限らなければならない。 
2) ＳＰＦエリアへ物品を持ち込む前には、適切な方法で消毒を行なわなければならな

い。 
3) ＳＰＦエリアで使用する消耗品などの補充は計画的に行なわなければならない。 
4) 弁当などをＳＰＦエリアへ持ち込む際はつぎの点に留意しなければならない。 
① 紫外線殺菌ハッチで消毒(30 分以上)してから持ち込む。 
② 加熱していない畜産加工品・魚介類などは持ち込まない。 

5) ＦＡＸなどの活用によって配達書類を減少させるよう努めなければならない。 
 
12．堆肥の搬出 
  堆肥の搬出は、防疫に配慮した適切な方法で行なわなければならない。 
 
13．死亡豚処理 
   死亡豚処理を行なう場合には、汚染防止に特に注意し、使用した施設や車両はそのつ

ど、消毒を徹底しなければならない。 
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14. サブエリア、もしくはＳＰＦエリアで行なう工事等 

サブエリア、もしくはＳＰＦエリアで大規模な工事を行なう場合は、それぞれの境界

線を一時的に変更し、工事区域を場外扱いとして対応しなければならない。 
1) 臨時の境界線を明確にして、防疫上問題となるような行動(人、車等)がおきないよ

う規制しなければならない。 
2) 工事終了後は、工事区域内の地面と施設を十分に消毒した後に境界の復元を行なわ

なければならない。 
 

15. 場内管理 
1) サブエリアおよびＳＰＦエリアの入口は、使用時以外は閉鎖・施錠しておかなけれ

ばならない。 

2) 門扉やフェンスの保守・管理を徹底しなければならない。 

3) カラス、ネズミ等の有害鳥獣の侵入防止と駆除、および衛生害虫の発生防止に努め

なければならない。 

4) 農場内の整理・整頓、草刈りなどを徹底し、衛生環境の整備に努めなければならな

い。 

5) 防疫にかかわる規則や設備などは日常的に点検を行ない、バリアーシステムの維

持・向上に努めなければならない。 

6）防疫管理基準を遵守し、常にＳＰＦ状態の維持・向上に努めなければならない。 

7) 農場従業員の防疫意識の高揚をはからなければならない。 

 

16．農場内での動物飼育 

  農場内で猫を飼ってはならない。 
 
17．農場従業員の動物飼育 

  農場従業員は自宅で豚を飼ってはならない。 

 

18．附則 

1) 本基準は平成  9 年 5 月 30 日より実施する。 
2) 改正   平成 15 年 6 月 
3) 改正  平成 19 年 6 月 
4）改正  平成 22 年 6 月 



新規 継続 
            調査年月日 平成  年  月  日 

 

ＧＧＰ・ＧＰ農場防疫管理診断 

 

１．生産ピラミッド                           

 

２．認定番号 第     号   農場名                        

 

３．調査担当者 所属                   氏名             

 

評価基準 

◎＝防疫基準がよく守られている 

△＝長期間ＳＰＦ状態を維持することは困難と思われるので早急な改善を要する        

 

１．農場への出入り 

 1) 入浴」・シャワー 

   ＳＰＦエリア出入りの際の入浴、もしくはサワーの利用はＧＧＰ・ＧＰ農場防疫管理基準にもとづ

いて、厳密に実施されている   

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) サブエリアへの立入り制限の規定は整備されており、よく守られている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 
２．農場従業員の行動 

 1) 農場従業員は、防疫上問題となる場所（他の農場、と畜場、食肉処理・加工場および農場汚染にか

かわる可能性のある場所）には立ち入らない 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) やむを得ず、農場従業員が防疫上問題となる場所に立入った場合にそなえて、一定期間の待機もし

くは場外勤務を義務付けるなど適切な基準を設けている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 場外での出荷作業、死亡豚処理などを行なった従業員は、当日はＳＰＦエリアに｣立入らない。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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３．外来者 

 1) 外来者のＳＰＦエリアへの立ち入りを禁止し、農場事務所への立ち入りも制限している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) やむを得ず外来者を入場させる場合は、直前の一定期間内に、防疫上問題となる場所へ立入ってい

ないことを確認したうえ、農場責任者の許可を得ることを条件としている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 他の農場に出入する機会の多い業者（薬品業者、飼料業者など）の来場は禁止し、外部で接見して

いる。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) 種畜検査を受けるときは、そのスケジュールについて検査機関と十分な事前協議を行ない、疾病汚

染の危険を回避する措置をとっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

5) 工事関係者 

  ①工事のために関係者を来場、もしくは入場させる場合には、直前の一定期間内に防疫上問題とな

る場所へ立入っていないことを確認している。  

(◎  △) 

(意見                                          ) 

   ②工事関係者が工事現場以外の場所に立入らないよう、監督・指導している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

6) 電気保安協会の定期検査には、疾病汚染の危険のない巡回スケジュールを設定している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

7)外来者の来場および入場記録を作成し、保管している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

４．導入豚の隔離・観察 

  育成豚を導入したときは３週間以上の隔離飼育と臨床観察を行なって、異常のないことを確認して

いる。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

５．飼料 

  飼料は、飼料安全法などの規定にもとづいて製造されたものを使用している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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６．水 

  水は家畜の飲料水として適切なものを使用している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

７．車両 

 1) 場外およびサブエリアとＳＰＦエリアで使用する車両は明確に区別し、それぞれが境界を越えて往

来することを禁止している。   

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) ＳＰＦエリア専用車を購入、または修理完了などによって場内に入れる場合は、運転席を含め消毒

を徹底している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 飼料運搬車および肉豚出荷車は当農場専用のものを使用している 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) 豚の搬入・搬出にかかわる車両は、使用のつど徹底した洗浄。消毒を行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

5) 工事関係車両のＳＰＦエリア乗り入れは禁止している。やむを得ない場合はつぎの基準にもとづい

て入場させている。 

  ①当該車両が一定期間内に防疫上問題となる箇所へ乗り入れていないことを確認する。 

  ②車体(運転席を含む)と積荷を十分に消毒する。特に足回りと車体下面は消毒を徹底する。 

  ③当該車両は工事箇所への移動以外には使用させない。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

８．豚の搬入・搬出 

 1) 豚の搬入・搬出にかかわる作業は、接触による汚染防止に配慮した方法で行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 豚の搬入・搬出にかかわる施設は、使用のつど徹底した洗浄・消毒を行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 種豚候補豚、育成豚・および子豚の出荷と、と畜場への肉豚・廃養豚出荷はそれぞれ独立した出荷

口から行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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９．飼料の搬入 

 1) 飼料の搬入は、防疫に配慮した適切な方法で行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 飼料は①バルク車、②使い捨てトランスバッグによって工場から直送されている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 袋詰め飼料をＳＰＦエリアにもと込む場合は、                による殺菌処理

を行なっている。       

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

10．薬品などの入手方法 

  薬品などの入手は防疫に配慮し、             などの方法で行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

11．物品の持込み 

 1) ＳＰＦエリアへの物品持ち込みは必要最小限のものに制限している。  

(◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 物品（薬品類を含む）の持ち込み前消毒は、             によって行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) ＳＰＦエリアで使用する消耗品などの補充は計画的に行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) 弁当などをＳＰＦエリアに持ち込む際はつぎの点に留意している。 

  ①紫外線殺菌ハッチで消毒（30分以上）してから持ち込んでいる。 

  ②加熱しない畜産加工品、魚介類などは持ち込んでいない。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

5) ＦＡＸなどの活用によって配達書類を減少させるよう努めている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

12．堆肥の搬出 

  堆肥の搬出作業は、防疫に配慮して適切に行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 
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13．死亡豚処理 

  死亡豚処理を行なう場合には、汚染防止に特に注意し、使用した施設や車両はそのつど消毒を徹底

している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

14．サブエリアもしくはＳＰＦエリアで行なう工事 

   サブエリアもしくはＳＰＦエリアで大規模な工事を行なう場合は、それぞれの境界線を一時的に変

更して、工事区域を場外扱いとし、以下の基準に従って対応している。①臨時の境界線を明確にし

たうえで、防疫上問題となるような行動（人、車等）を厳重に規制している。②工事終了後は、工

事区域内の施設や周辺の地面を十分に消毒したのち、境界線の復元を行なっている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

  

15．場内管理 

  1) サブエリアおよびＳＰＦエリアへの入口は、使用時以外は閉鎖・施錠している。 

 (◎  △) 

(意見                                          ) 

2) 門扉やフェンスの保守・管理を徹底している。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

3) 農場内へのカラス、ネズミなどの有害鳥獣の侵入防止、駆除および衛生害虫の発生防止に努めてい

る。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

4) 農場内の整理・整頓、草刈などを徹底し、衛生環境の整備に努めている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

5) 防疫にかかわる規則や設備等は日常的に点検を行ない、バリアーシステムの維持・改善に努めてい

る。 

(  △) 

(意見                                          ) 

6) 防疫管理基準を遵守し、常にＳＰＦ状態の維持向上に努めている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

7) 常に農場従業員の防疫意識の高揚を心がけている。 

(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

16．農場内の動物飼育 

  農場内では猫を飼っていない。 
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(◎  △) 

(意見                                          ) 

 

17．農場従業員の動物飼育 

  農場従業員に自宅で猫を飼っている者はいない。 
(◎  △) 

(意見                                          ) 

 
 

総評                          
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