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令和４年１２月２９日 

青 森 県 農 林 水 産 部 

 

高病原性鳥インフルエンザに係る埋却の完了について 

 

令和４年 12 月 15 日（木）に三沢市で確認された高病原性鳥インフルエンザに

ついては、本日 17時 55分に埋却が完了しましたのでお知らせします。 

 

１ 埋却数実績 

フレコンバック 9,164袋 

※埋却フレコンバック数は、当該農場の防疫計画に基づき約 9,600 袋として

いたが、作業完了時点の実数に修正 

 

２ 作業期間 

令和４年 12月 15日（木）から令和４年 12月 29日（木）までの 15日間 

 

３ 埋却等作業従事者数（延べ人数） 

（１）処分鶏・鶏卵・飼料詰込作業 

①建設業関係団体         429人 

②シルバー人材センター      12人 

③県               42人 

計     483人 

処分鶏・鶏卵・飼料詰込作業 

処分鶏及び農場内の鶏卵、飼料をフレコンバックに詰め込む作業 

作成したフレコンバック数は、処分鶏 6,964袋、鶏卵 1,597袋、飼料 221袋 

（２）埋却作業 

①建設業関係団体         651人 

②青森県土地改良事業団体連合会   4人 

③県               110人 

計     765人 

 

４ 御協力いただいた団体等 

別紙１及び２のとおり 

 

５ 消毒作業の進捗状況 

（１）消毒作業 

鶏舎内の消毒はほぼ完了 

農場敷地内（屋外）の消毒は 12月 30日（金）昼頃までに完了見込み 

（２）防疫措置の完了見通し 

12月 30日（金）昼頃 

時間外投げ込み 
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※ 次回の情報提供は、防疫措置完了後（12月 30日昼頃の見込み）に行います。 

 

 

【報道機関へのお願い】 
現場での取材は本病のまん延を引き起こすおそれがあること、生産者のプライ

バシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いします。特に、
ヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎
むようお願いします。 

 

 

報道機関用提供資料 

担 当 課 

担 当 者 

農林水産部農村整備課 

課長代理 虻川雄介、防災・積算ＧＭ 小笠原康雄 

農林水産部畜産課 

課長代理 山田健司、衛生・安全ＧＭ 田中慎一 

農林水産部農林水産政策課 

課長代理 中村義人、企画調整ＧＭ 長内秀揮 

電話番号 

農林水産部農村整備課 

直通：017-734-9556 内線：4864（虻川課長代理） 

農林水産部畜産課 

直通：017-734-9498 内線：4809（山田課長代理） 

農林水産部農林水産政策課 

直通：017-734-9457 内線：4970（中村課長代理） 

報 道 監 

農林水産部 

次長 蛯名芳德(内線:4966) 

次長（農商工連携推進監） 成田澄人(内線:4967) 



（別紙１） 
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埋却作業等に従事した協力業者 

１ 業者 

 上北農村整備建設協会の 13社 

（株）佐藤建設工業 【幹事社】 

（株）田中組 

田中建設（株） 

南部建設（株） 

上北建設（株） 

田中建設工業（株） 

（株）工組 

（株）福萬組 

丸井重機建設（株） 

（株）中綱組 

紺野建設（株） 

（株）柏崎組 

（株）三村興業社 

 

２ 作業内容 

 農場・・・卵、飼料及び殺処分された鶏を入れたフレコンバックを 2 か所の集積場所に

フォークリフト等で運び、運搬用のトラックに積み込み、埋却場所まで運搬。 

 埋却・・・殺処分した鶏や汚染物品を詰めたフレコンバックを埋却するため、埋却溝の

掘削、フレコンバックの投入、埋却溝の埋戻し、消石灰の散布を実施した。今

回は殺処分の羽数が約 139万羽と大規模であり、およそ 9,200袋のフレコンバ

ックを埋却した。 

 

３ 体制（埋却終了時点） 

 （１）作業員 ２交代制 延べ１，０８０人 

うち農場：延べ４２９人 

 内訳 積込み          延べ３６４人 

    飼料フレコンバック詰め  延べ ５３人 

    鶏卵フレコンバック詰め  延べ １２人 

うち埋却場：延べ６５１人 

（２）使用機械（業者手配） 

   農 場：フォークリフト（クローラ、タイヤ）    延べ ５８台 

       バックホウ（0.25ｍ3、0.4ｍ3、0.2ｍ3）   延べ ４６台 

ホイールローダ（0.5ｍ3）         延べ  ３台 

４ｔユニック     延べ ９８台 

埋却場：バックホウ（0.7ｍ3、0.4ｍ3、0.4ｍ3ロング）延べ１４０台 

    キャリアダンプ（１０ｔ）         延べ ２８台 

    ブルドーザ（６ｔ）            延べ  ６台 

    タイヤショベル（０．４ｔ）        延べ  ８台 
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４ 貢献度の高い建設業者 

 土日、昼夜を問わず、風雪厳しい環境の中で、安全を確保しながら着実に作業を実施し

た。多忙な年末にもかかわらず、要請の翌日には重機を手配し、迅速に掘削、防疫措置を

行い、これまで経験したことのない国内最大級の飼養羽数及び卵の処分作業もあったが、

フレコンバック数約９，２００の埋却作業を短期間で終了することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間吹雪の中の埋却 夜間の石灰散布 

飼料フレコンバック作成 
覆土・消毒完了 
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（別紙２） 

防疫作業に御協力いただいた市町村及び団体等 

１ 殺処分作業 

（団体） （市町村） 

青森県農業協同組合中央会 青森市 

農林中央金庫青森支店 弘前市 

全国農業協同組合連合会青森県本部 八戸市 

全国共済農業協同組合連合会青森県本部 黒石市 

株式会社青森県農協電算センター 五所川原市 

十和田おいらせ農業協同組合 十和田市 

ゆうき青森農業協同組合 むつ市 

おいらせ農業協同組合 つがる市 

八戸農業協同組合 平川市 

一般社団法人青森県畜産協会 平内町 

三本木畜産農業協同組合 今別町 

五戸畜産農業協同組合 蓬田村 

公益社団法人あおもり農業支援センター 外ヶ浜町 

一般社団法人青森県農業会議 鰺ヶ沢町 

青森県森林組合連合会 深浦町 

青森県土地改良事業団体連合会 西目屋村 

青森県土地改良事業団体連合会上十三支部 藤崎町 

三戸農村整備建設協会 大鰐町 

一般社団法人青森県建設業協会三八支部 田舎館村 

十和田市建設業協会 板柳町 

協同組合三沢建設業協会 鶴田町 

七戸町建設業協同組合 中泊町 

おいらせ・六戸町建設業協会 野辺地町 

東北町建設業協会 七戸町 

六ヶ所村建設業協会 六戸町 

計 25団体 横浜町 

 東北町 

 六ヶ所村 

（国・地方独立行政法人） おいらせ町 

東北農政局 大間町 

地方独立行政法人青森県産業技術センター 東通村 

計 ２機関 風間浦村 

 佐井村 

 三戸町 

 五戸町 

 田子町 

 南部町 

 階上町 

 新郷村 

 計 39市町村 
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２ 資材供給、運搬 

青森県高圧ガス協会  

一般社団法人日本建設機械レンタル協会青森支部  

公益社団法人青森県トラック協会  

計 ３団体     

 

３ 鶏卵・飼料詰込作業、埋却作業 

青森県農村整備建設協会  

上北農村整備建設協会  

青森県土地改良事業団体連合会  

十和田市シルバー人材センター  

三沢市シルバー人材センター  

計 ５団体     

 

４ 集合施設運営 

三沢市  

東北町  

計 ２市町     

 

５ 消毒ポイント運営 

青森県ペストコントロール協会  

一般社団法人青森県警備業協会  

協同組合三沢建設業協会  

六ヶ所村建設業協会  

三沢市  

六ヶ所村  

計 ４団体、２市村     
 


