
                                       （別表４） 

【県外の関係機関との連携】 

会議等名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

九 州 ・ 沖

縄・山口ブ

ロック家畜

衛生主任者

会議 

農林水産省、動物衛生研究部門、山

口県畜産振興課、福岡県畜産課、佐

賀県畜産課、長崎県畜産課、熊本県

畜産課、大分県畜産振興課、宮崎県

家畜防疫対策課、鹿児島県畜産課、

沖縄県畜産課 

 

 

設置済 

（時期不

明） 

構成県（山

口県除く、

輪 番 で 開

催） 

・優良事例等の情報共有 

・防疫演習等の協働実施 

・家畜伝染病発生時の情報

共有及び人員資材の融通 

・国との意思疎通 など 

九 州 ・ 沖

縄・山口家

畜防疫連携

会議 

山口県畜産振興課、福岡県畜産課、

佐賀県畜産課、長崎県畜産課、熊本

県畜産課、大分県畜産振興課、宮崎

県家畜防疫対策課、鹿児島県畜産

課、沖縄県畜産課 

H24.2 構成県（山

口県除く、

輪 番 で 開

催） 

・平常時及び発生時等の情

報共有 

・家畜防疫員及び防疫作業

員等の協力体制 

・畜産物流通体制の整備 

・その他、防疫対策に必要

な事項 

 

佐賀・長崎

県境防疫会

議 

佐賀県畜産課、中部家畜保健衛生

所、北部家畜保健衛生所、西部家畜

保健衛生所、長崎県畜産課、中央家

畜保健衛生所、県南家畜保健衛生

所、県北家畜保健衛生所、壱岐家畜

保健衛生所 

設置済 

（時期不

明） 

両県畜産課

（交互に実

施） 

・家畜伝染病に係る対応 

・県境における消毒ポイン

トの設置等防疫措置 

・情報提供 

熊本・長崎

県境防疫会

議 

熊本県畜産課、中央家畜保健衛生

所、天草家畜保健衛生所、長崎県畜

産課、県南家畜保健衛生所 

設置済 

（時期不

明） 

両県の家畜

保健衛生所

（輪番で開

催） 

・家畜伝染病に係る対応 

・情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       （別表５） 

【県域の県防疫対策会議】 

会議名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

長崎県口蹄疫

等防疫対策会

議 

長崎県農業協同組合中央会、全国農

業協同組合連合会長崎県本部、JA 全

農ミートフーズ株式会社長崎出張所 

ジェイエイ北九州くみあい飼料株式

会社、開拓ながさき農業協同組合、

長崎県酪農業協同組合連合会、全国

酪農業協同組合連合会福岡支所長、

（一社）長崎県畜産協会、（一社）

長崎県配合飼料価格安定基金協会、

（公社）長崎県獣医師会、長崎県農

業共済組合、長崎県養豚協会、長崎

県食肉事業協同組合、日本フードパ

ッカー（株）諫早工場、日本フード

パッカー（株）川棚工場、佐世保食

肉センター（株）、島原半島地域食

肉センター事業協同組合、九州農政

局長崎県拠点、長崎県 

H23.2 長崎県農林部

畜産課 

・口蹄疫、豚熱、アフ

リカ豚熱に関する発生

ならびに対策等の情報

共有 

・防疫対策の協議 

・対策に必要な調整等 

長崎県鳥イン

フルエンザ防

疫対策会議 

長崎県農業協同組合中央会、全国農

業協同組合連合会長崎県本部、長崎

県養鶏農業協同組合、長崎県鶏卵事

業農業協同組合、長崎ブロイラー産

業（株）、長崎福鳥（株）、（株）

大光食品、鶴川畜産飼料（株）、

（株）良光食品、TORIZEN（株）、

佐世保ブロイラーセンター（株）、

（公財）長崎県食鳥肉衛生協会、

（一社）長崎県畜産協会、（一社）

長崎県配合飼料価格安定基金協会、

（公社）長崎県獣医師会、九州農政

局長崎県拠点、長崎県 

H23.2 長崎県農林部

畜産課 

・鳥インフルエンザの

発生ならびに対策等の

情報共有 

・防疫対策の協議 

・対策に必要な調整等 

 

 

 

 

 

 



                                      （別表６） 

【地域防疫対策会議】 

会議名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

長崎・県央地

域鳥インフル

エンザ防疫対

策会議 

長崎市、諫早市、大村市、西海市、時津

町、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、自衛防疫団体、農協、食鳥関係、GP セ

ンター、飼料会社、養鶏関係獣医師、長崎

県県央振興局、長崎振興局 

H29.11.10 中央家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

県北地区鳥イ

ンフルエンザ

防疫対策会議 

有限会社九州丸ト鶏卵佐世保営業所、佐世

保ブロイラーセンター株式会社、ジェイエ

イ北九州くみあい飼料株式会社長崎工場、

ながさき西海農業協同組合、長崎県農業共

済組合佐世保支所、長崎県農業共済組合平

戸松浦支所、長崎県建設業協会佐世保支

部、長崎県建設業協会北部支部、長崎県造

園建設業協会県北支部、佐世保市、佐世保

市保健所、佐世保市食肉衛生検査所、平戸

市、松浦市、小値賀町、佐々町、長崎県肉

用牛改良センター、長崎県五島振興局上五

島支所保健部、長崎県県北振興局管理部、

長崎県県北振興局保健部、長崎県県北振興

局農林部、制限区域管轄の警察署、国土交

通省長崎河川国道事務所佐世保国道維持出

張所 

H29.2.28 県北家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

島原半島地域

鳥インフルエ

ンザ防疫対策

会議 

管内関係団体（鶏）、管内飼料会社、島原

市、雲仙市、南島原市、県関係機関22団体 

H27.11.13 県南家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

五島地区鳥イ

ンフルエンザ

防疫対策会議 

下五島地区鶏病対策協議会、ごとう農業協

同組合、長崎県農業共済組合五島支所、

（公社）長崎県獣医師会五島支部、五島

市、新上五島町、五島振興局管理部、五島

保健所、五島振興局農林水産部、五島振興

局上五島支所、上五島保健所 

 

H30.12.4 五島家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

壱岐地区鳥イ

ンフルエンザ

防疫対策会議 

壱岐市農業協同組合、獣医師会壱岐支部、

壱岐市、壱岐市家畜診療所、NOSAI壱岐支

所、建設業協会壱岐支部、壱岐振興局(管

理部、保健部、農林水産部) 

H28.11.21 壱岐家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 



会議名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

対馬地区鳥イ

ンフルエンザ

防疫対策会議 

対馬市、対馬農業協同組合、長崎県農業共

済組合対馬支所、長崎県建設業協会対馬支

部、株式会社不動商事、公益社団法人長崎

県獣医師会対馬支部、 対馬振興局（管理

部、保健部、建設部、農林水産部） 

 

H28.11.21 対馬家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

長崎・県央地

域口蹄疫防疫

対策会議 

長崎市、諫早市、大村市、西海市、時津

町、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、自衛防疫団体、農協、農業共済組合、

診療獣医師、と畜場、飼料会社、化製場、

長崎県県央振興局、長崎振興局 

 

H31.1.9 中央家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

県北地区口蹄

疫、豚熱及び

アフリカ豚熱

防疫対策会議 

長崎県農業共済組合佐世保支所、長崎県農

業共済組合平戸松浦支所、ながさき西海農

業協同組合、ながさき県酪農業協同組合佐

世保支所、ジェイエイ北九州くみあい飼料

（株）長崎工場、佐世保食肉センター

（株）、長崎県建設業協会佐世保支部、長

崎県建設業協会北部支部、佐世保市、佐世

保市保健所、佐世保市食肉衛生検査所、佐

世保市地方卸売市場食肉市場、平戸市、松

浦市、小値賀町、佐々町、長崎県肉用牛改

良センター、長崎県五島振興局上五島支所

保健部、長崎県県北振興局管理部、長崎県

県北振興局保健部、長崎県県北振興局農林

部、制限区域管轄の警察署、国土交通省長

崎河川国道事務所佐世保国道維持出張所 

H30.12.20 県北家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

島原半島地域

口蹄疫等防疫

対策会議 

管内関係団体（肉用牛、乳用牛、豚）、管

内飼料会社、島原市、雲仙市、南島原市、

県関係機関39団体 

R1.9.20 県南家保 

 

・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

五島地域口蹄

疫防疫対策会

議開催要領 

ごとう農業協同組合、田尾畜産農業協同組

合、下五島地区牛疾病対策協議会、下五島

地区豚疾病対策協議会、上五島地区家畜疾

病対策協議会、長崎県農業共済組合五島支

所、（公社）長崎県獣医師会五島支部、

（株）JA ごとう食肉センター、五島市、新

上五島町、五島振興局農林水産部 

H31.2.26 五島家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 



会議名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

壱岐地区口蹄

疫防疫対策会

議 

壱岐市農業協同組合、畜産協会壱岐支部、

獣医師会壱岐支部、壱岐市、壱岐市家畜診

療所、長崎県農業共済組合壱岐支所、建設

業協会壱岐支部、壱岐振興局(管理部、保

健部、農林水産部) 

H30.2.8 壱岐家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

長崎・県央地

域豚熱（アフ

リカ豚熱）防

疫対策会議 

長崎市、諫早市、大村市、西海市、時津

町、長与町、東彼杵町、川棚町、波佐見

町、自衛防疫団体、農協、農協共済組合、

飼料会社、獣医師、と畜場、化成場、長崎

県県央振興局、長崎振興局 

H31.1.10 中央家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

五島地域ＣＳ

Ｆ(ＡＳＦ)防

疫対策会議 

ごとう農業協同組合、田尾畜産農業協同組

合、下五島地区豚疾病対策協議会、上五島

地区家畜疾病対策協議会、長崎県農業共済

組合五島支所、（公社）長崎県獣医師会五

島支部、（株）JA ごとう食肉センター、五

島市、新上五島町、五島振興局農林水産部 

H31.2.26 五島家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

壱岐地区豚熱

等防疫対策会

議 

壱岐市農業協同組合、畜産協会壱岐支部、

獣医師会壱岐支部、壱岐市、壱岐市家畜診

療所、長崎県農業共済組合壱岐支所、建設

業協会壱岐支部、壱岐振興局(管理部、保

健部、農林水産部) 

H30.9.10 壱岐家保 ・発生ならびに対策等

の情報共有 

・防疫対策の協議協議 

・対策に必要な調整等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       （別表７） 

【自衛防疫団体】 

団体名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

長崎市家畜疾病対

策協議会 

牛・豚・鶏飼養者、長崎市 S53.4.1 長崎市農林振興課 自衛防疫に関する

こと 

諫早地区牛疾病対

策協議会 

牛飼養者、長崎県央農協 H30.4.27 

 

長崎県央農協（南部

営農センター） 

自衛防疫に関する

こと 

大村地区牛疾病対

策協議会 

牛飼養者、長崎県央農協 S55.9.12 長崎県央農協（中部

営農センター） 

自衛防疫に関する

こと 

北高地区牛疾病対

策協議会 

牛飼養者、長崎県央農協 H30.4.27 

 

長崎県央農協（南部

営農センター） 

自衛防疫に関する

こと 

東彼地区家畜疾病

対策協議会 

牛飼養者、長崎県央農協 

 

H30.4.27 

 

長崎県央農協（北部

営農センター） 

自衛防疫に関する

こと 

西海市牛疾病対策

協議会 

牛飼養者、長崎西彼農協 

 

H18.5.30 長崎西彼農協（北部

営農センター） 

自衛防疫に関する

こと 

開拓ながさき農業

協同組合 

牛飼養者、開拓ながさき農協 H21.9.17 開拓ながさき農協 自衛防疫に関する

こと 

県北家畜疾病対策

協議会 

佐世保市（宇久を除く）、平戸

市、松浦市、佐々町、佐世保

地区家畜診療所、松浦地区家

畜診療所、平戸地区家畜診療

所、指定獣医師、長崎県農業

共済組合佐世保支所、長崎県

農業共済組合平戸松浦支所、

ながさき西海農業協同組合、

させぼ地区和牛繁殖部会代表

部会長、北松地区和牛繁殖部

会代表部会長、松浦和牛繁殖

部会代表部会長、平戸和牛繁

殖部会代表部会長 

H26.4.8 JA ながさき西海畜

産部内 

自衛防疫に関する

こと 

小値賀町牛疾病対

策協議会 

生産者代表、小値賀町役場、

ながさき西海農業協同組合小

値賀支店、指定獣医師 

S51.4.1 JA ながさき西海小

値賀支店内 

自衛防疫に関する

こと 

宇久町家畜疾病予

防対策協議会 

佐世保市宇久家畜診療所、佐

世保市宇久行政センター、な

がさき西海農業協同組合宇久

支店、宇久地区和牛部会 

S51.4.1 JA ながさき西海宇

久支店内 

自衛防疫に関する

こと 



団体名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

北部地域牛疾病防

疫対策協議会 

島原雲仙農協北部基幹営農セ

ンター管内において牛を飼養

している者 

S51.6.1 島原雲仙農協北部基

幹営農センター 

自衛防疫に関する

こと 

西部地域牛疾病防

疫対策協議会 

島原雲仙農協西部基幹営農セ

ンター管内において牛を飼養

している者 

S51.4.1 島原雲仙農協西部基

幹営農センター 

自衛防疫に関する

こと 

南高南部地域牛疾

病防疫対策協議会 

島原雲仙農協東部・南部基幹

営農センター管内において牛

を飼養している者 

H27.12.4 島原雲仙農協東部基

幹営農センター 

自衛防疫に関する

こと 

下五島地区牛疾病

対策協議会 

五島市内肉用牛飼養農家、五

島市、ごとう農業協同組合、

長崎県農業共済組合、五島家

畜保健衛生所 

H7.4.1 JA ごとう畜産事業

所 

自衛防疫に関する

こと 

上五島地区家畜疾

病対策協議会 

新上五島町内畜産農家、新上

五島町、ごとう農業協同組合 

H15.7.23 JA ごとう（上五島

支店） 

自衛防疫に関する

こと 

壱岐市肉用牛自衛

防疫協議会 

壱岐市内で肉用牛を飼養して

いる者及び壱岐市、壱岐市農

業協同組合、壱岐市家畜診療

所、長崎県農業共済組合壱岐

支所 

S49.4.4 壱岐市農業協同組合

畜産部 

 

自衛防疫に関する

こと 

対馬地区家畜疾病

対策協議会 

対馬地区で畜産を営む者及び

対馬市、対馬農業協同組合、

長崎県農業共済組合対馬支

所、対馬振興局農林水産部家

畜衛生課（対馬家畜保健衛生

所） 

S56.4.1 対馬家保内 自衛防疫に関する

こと 

諫早市豚疾病対策

協議会 

豚飼養者、諫早市 H17.10.2 諌早市農業振興課 自衛防疫に関する

こと 

大村市養豚振興協

議会 

豚飼養者、大村市 H15.7.4 大村市農林水産振興

課 

自衛防疫に関する

こと 

西彼地区豚疾病対

策協議会 

 

豚飼養者、西海市 S48.4.1 西海市農林課 自衛防疫に関する

こと 

県北地区豚疾病対

策協議会 

佐世保市、平戸市及び松浦市

において養豚を営む者 

R1.9.13 県北家保内 自衛防疫に関する

こと 



団体名 構成 設置時期 事務局 協議内容 

島原市養豚協議会 島原市に住所を持ち、島原半

島内で養豚業を営む者 

R1.10.17 島原市農林水産課内 自衛防疫に関する

こと 

有明豚自衛防疫協

議会 

島原市内の養豚農家 S49.8.22 農家 自衛防疫に関する

こと 

雲仙市豚自衛防疫

協議会 

雲仙市管内において養豚を営

む者 

H26.8.8 会長宅 自衛防疫に関する

こと 

南島原市養豚協議

会 

南島原市管内において養豚業

を営む者及び法人にあって

は、本社所在地を持って構成

する 

R1.9.25 会長宅 自衛防疫に関する

こと 

下五島地区豚疾病

対策協議会 

下五島地区養豚生産者、五島

市、ごとう農業協同組合、長

崎県農業共済組合五島支所、

五島家畜保健衛生所 

H7.4.1 五島家保内 自衛防疫に関する

こと 

壱岐市家畜自衛防

疫協議会 

壱岐市内で豚・鶏を飼育して

いる者 

S48.4.1 壱岐家保内 自衛防疫に関する

こと 

諫早市鶏病対策協

議会 

鶏飼養者、諫早市 H17.3.1 諌早市農業振興課 自衛防疫に関する

こと 

大村市鶏病対策協

議会 

鶏飼養者、大村市 S42.9.29 大村市農林水産振興

課 

自衛防疫に関する

こと 

西彼南部地域鶏病

対策協議会 

鶏飼養者、長与町 S42.2.25 長与町産業振興課 自衛防疫に関する

こと 

西彼北部地域鶏病

対策連絡協議会 

鶏飼養者、西海市 H17.4.1 西海市農林課 自衛防疫に関する

こと 

県北地区鶏病対策

協議会 

佐世保市、松浦市、平戸市、

北松浦郡、東彼杵郡において

養鶏業を営む者及び関係団体 

S49.4.1 長崎県畜産協会県北

支部内 

自衛防疫に関する

こと 

島原市養鶏協会 島原市管内で養鶏業を営む者 H19.7.18 島原市 自衛防疫に関する

こと 

雲仙市鶏自衛防疫

協議会 

雲仙市管内で養鶏業を営む者 H3.4.1 県南家保内 自衛防疫に関する

こと 

南島原市養鶏協議

会 

南島原市管内で養鶏業を営む

者 

H20.4.1 会長宅 自衛防疫に関する

こと 

下五島地区鶏病対

策協議会 

五島市内養鶏農家 S48.1.16 五島家保 自衛防疫に関する

こと 



（別表８） 

【飼養衛生管理指導強化推進協議会】 

 

  

協議会名 構成 設置時期 事務局 取組内容 

長崎・県央

地域飼養衛

生管理指導

強化推進協

議会 

NOSAI 長崎大村東彼地区家畜診療

所、産業動物開業獣医師、長崎西

彼農業協同組合、長崎県央農業協

同組合、ながさき県酪農業協同組

合、開拓ながさき農業協同組合、

長崎県養鶏農業協同組合、長崎県

農業共済組合西彼杵支所、長崎県

農業共済組合諫早支所、長崎県農

業共済組合大村東彼支所、（一

社）長崎県畜産協会、鶴川畜産飼

料（株）、ジェイエイ北九州くみ

あい飼料（株）長崎県域営業部、

鈴木糧穀（株）、（有）林田飼

料、ヤマエ久野（株）長崎支店、

長崎市、諫早市、大村市、西海

市、長与町、東彼杵町、川棚町、

波佐見町、県機関 

R3.6.30 中央家畜保

健衛生所防

疫課 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 

島原半島地

域飼養衛生

管理指導強

化推進協議

会 

NOSAI 長崎県南地区家畜診療所、

NOSAI長崎県南地区家畜診療所南島

原出張所、産業動物開業獣医師、

島原雲仙農業協同組合、長崎県農

業共済組合島原北支所、長崎県農

場共済組合島原南支所、開拓なが

さき農業協同組合。ながさき県酪

農業協同組合本所、南高地方酪農

業協同組合、南高南部地方酪農業

協同組合、島原地方酪農業協同組

合、大光食品、長崎県養鶏農業協

同組合、長崎福鳥（株）諫早営業

所、日和産業（株）、鶴川畜産飼

料（株）、ジェイエイ北九州くみ

あい飼料（株）長崎県域営業部、

（一社）長崎県畜産協会、島原

市、雲仙市、南島原市、県機関 

R3.6.30 県南家畜保

健衛生所衛

生課 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 

 



 

  

協議会名 構成 設置時期 事務局 取組内容 

県北地域飼

養衛生管理

指導強化推

進協議会 

NOSAI長崎佐世保地区家畜診療所、

NOSAI長崎平戸地区家畜診療所、佐

世保市宇久家畜診療所、（一社）

松浦地区畜産振興会松浦地区家畜

診療所、小値賀町立家畜診療所、

産業動物開業獣医師、ながさき西

海農業協同組合、ながさき県酪農

業協同組合、長崎県農業共済組合

佐世保支所、長崎県農業共済組合

平戸松浦支所、（一社）長崎県畜

産協会、ジェイエイ北九州くみあ

い飼料（株）長崎県域営業部、有

限会社九州丸ト鶏卵佐世保営業

所、長崎福鳥（株）諫早営業所、

ヤマエ久野（株）長崎支店、佐世

保市、平戸市、松浦市、佐々町、

小値賀町、県機関 

R3.7.6 県北家畜保

健衛生所 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 

五島地域飼

養衛生管理

指導強化推

進協議会 

NOSAI長崎五島地区家畜診療所、新

上五島町家畜診療所、産業動物開

業獣医師、ごとう農業協同組合、

長崎県農業共済組合五島支所、田

尾畜産協同組合、ジェイエイ北九

州くみあい飼料（株）長崎県域営

業部、（一社）長崎県畜産協会、

五島市、新上五島町 

R3.6.29 五島家畜保

健衛生所 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 



 

 

 

 

 

 

協議会名 構成 設置時期 事務局 取組内容 

壱岐地域飼

養衛生管理

指導強化推

進協議会 

壱岐市家畜診療所、壱岐市農業協

同組合、長崎県農業共済組合壱岐

支所、（一社）長崎県畜産協会、

ジェイエイ北九州くみあい飼料

（株）長崎県域営業部、壱岐市、

県機関 

R3.6.25 壱岐家畜保

健衛生所 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 

対馬地域飼

養衛生管理

指導強化推

進協議会 

NOSAI長崎対馬地区家畜診療所、対

馬農業協同組合、長崎県農業共済

組合対馬支所、（一社）長崎県畜

産協会、ジェイエイ北九州くみあ

い飼料（株）長崎県域営業部、対

馬市、県機関 

R3.7.6 対馬家畜保

健衛生所 

・農場立入りの際に構成員自

らが取組む飼養衛生管理基準

遵守に関すること 

・飼養衛生管理基準の遵守指

導体制及び指導方針に関する

こと 

・遵守状況に関する情報共有

と不遵守事項についての要因

分析に関すること 

・農場現場における飼養衛生

管理基準の遵守状況確認なら

びに改善指導に関すること 

・飼養衛生管理基準の内容に

ついて理解を深めるための研

修会等の開催に関すること 

・その他飼養衛生管理基準の

遵守を図るために必要な事項

に関すること 


