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宮崎県で発生した口蹄疫に対する隣接県鹿児島県の対応

北野良夫

1 .はじめに

宮崎県の口磁波は，平成 22年 4月 20日に確認さ

れ，突に 292事例，ワクチン接種家斎まで含め，約

29万頭が殺処分されるという未曾有の大惨事に

なった。宮崎県を中心lこ，屈をはじめ，全間各地か

らの協力を得て防疫作業が実施され，まさに，全国

を巻き込んだ防疫対応で、あった。

殺処分頭数 29万頭は，宮崎県の牛，豚の館養頭

数の約 2割程度であり，ある意味，非常に痛ましい

事件でもあった。そのような大惨事になった背景は

何なのか，院の口蹄疫対策検託委員会は，平成 22

年 11sl 24 r=Jに詳細な報告書判を公表している。

口蹄疫は伝搬カの5齢、偶蹄類動物の悪性信染病

で，最も重要なことは飼養衛生管理に細心の浅意を

払いながら発生させないことである。しかし，万が

した場合は，まん廷を防止するため，的確な

防疫措置を講じることが鉄則である。

ロ締疫清浄協では，早期発見，迅速な殺処分及び

焼埋却を基本とした防疫対誌が講じられているが，

活発な流行がみられる東アジアからのノぃ物の往来

の激化等を考えた場合，

おいて記されてし、るように，発生の予訪，早期発

見・通報，そして初動紡疫対応が重要で、あり，その

防疫体制を早急に整えておくことだと考える。

鹿児島県は全国屈指の議産県であり，一度口蹄疫

の侵入を許せば，進藤農家はもとより，

さらには高工産業，観光産業など甚大な影響を

受けることは想像に難くないところで、ある。そのた

め，今回の宮崎県での口蹄疫の発生について，本来

では侵入絶対阻11:という強い意識を持って，必至の

侵入訪止等を講じてきたc 発生県に鉾接している!尽

の対応が，今後の家畜衛生対策を担う関係者の参考

lこなれば幸いで、ある。

ネ http://www.ma汀'.go.jp/j1syouan/douei/k丘tiku_yobo/k_ 
f'md/pdf/kensyo _ hokoku _ sho.pdf 

稼鹿児品以11是政官r5Iirぷ絞CYoshioKitano) 

2 鹿児島県の対応

(1)事前対応

ア 隣国での発生情報の周知

隣国で、の発生に関する情報の周知lについては，閣

からの情報を入手し次第，緊急的に開催する妨疫対

策会議を通じ，また文書指導:をもって適宜行ってき

た。平成 21年以前も陪様に行ってきたが，平成 21

年以降の取総状況は表 1に示すとおりである。

平成 21年 2月に台湾での発生率剖については，

痕ちに県訪疫対策会議を際{援するとともに，袋入防Jl二

対策の徹底について，文書:指導を行った。さらに，

口蹄疫の写真等を掲載したリーフレッ卜を農家に

配布するとともに，ポスターも作成し，畜際関係施設

等に張り出し，注意喚起を行ってきた。その他，仁|コ毘，

韓国で、の発生についても，ほぼ|弓様に対応した。

特に韓国での豚コレラ，口蹄疫，高病原性烏イン

フルエンザなどの悪性家畜伝染病の発生は，観光客，

ゴルフ客をはじめとして，日本との行き来が多く，日

本への影響も少なからず懸念されることから，

に注視をしてきた。そのため，韓国における平ー成 22

年 1)ヲの口蹄疫の発生と河年4月の口蹄疫の発生に

関しては，主著産関係機関・生産者出体及び県庁関係

各課等を招集し，注意喚起を行うとともに，人-

の出入りの制限や消毒の徹底など侵入防比対策に万

全を期すよう指導してきた。併せて， リーフレット

等を作成し 農家への自己布を行い，長入防止対策の

徹底と早期発見・早期通報等を呼びかけてきた。

イ 訪疫資材の備蓄

平成 12年 3月，宮崎県で口蹄疫が発生した際，

消毒薬の確保が非常に密難となった。そのため，県

として訪疫資材の備蓄をする方向で直ちに境議を

始めた。しかし，使うか使わないかわからないもの

を備蓄しておくことは経資2の無駄だとの意見も

あったが，初動防疫を円滑に進めるためには不可欠

であるとして， 14年度から備蓄を開始した。

0369-524i /1l1Y500/1諭文/JCOPY
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表 l 口蹄疫発生に係る防疫対策の経過

20j白安~1l930号

「台湾における口蹄疫の発生についてj

台湾における口蹄疫の発生。台湾への渡航

自粛、飼養衛生管理の徹底の周知願い。

「鹿児島県口蹄疫防疫対策会議J開催:

中llilでの発生状況及び台湾での発生を受け保催。

(各家保ごとに地域でも開催)

平成21年2月25日高第1262号

「口蹄疫侵入防lI:.対策の徹底についてJ

早期通報、消若手の徹底、畜産物残法の加熱処濯、

自粛1-(文議)

;※リーフレット、ポスターを作成し配布

台湾における続発情報 (OIE清報台湾における2伊H~l 以降について、情報を得次第、

2例目 ~6例践についてメールによる情報提供 ;関係者へFAXによる周知及び注意喚起を随時実施。

平成21年7月22日 ;平成21年7月31日畜第445号

台湾における7例自の発生情報(OIE) ! r台湾における口蹄疫の発生iこ伴う養豚燦家への

台湾における口蹄疫の発生7郎氏 ;注意l喚起及び飼養衛生管壌の徹底についてj

それまで抗体のみの検出だったが、症状が 10IE情報を受け、農場への立ち入り制限、消毒の

21治安第11243号 げ鹿児島県口蹄疫紡疫対策会議」開催

f韓関における口蹄疫の発生について終回での発生を受け開催。

斡尽における口蹄疫の発生。台湾への渡航 j さらに然内6~支保7支所出張所ごとに地域でも開催。

自粛、飼養鰐生管理の徹底のJ高知駁い。 I平成22年1月12自 主主第1017号

ifロlfff;疫侵入紡II二対策の徽i去についてj

平一期通報、治主撃の徹底、 E5産物残j査の

1 JJO熱処壊、発生国への渡航自粛(文書)

中国における統発情報(OIE情報)J l'情報を得次第、関係者へFAXによる照矢fl及び注意

メールによる情報提供(結時 fi喚起を陀一時災施。

平成22年2月1Hl 平成22年2月22日 25第1148-7子

台湾における2月以来9例目の発生情報(OIE)0 1 f中沼，車年間及び台湾における口蹄疫の発生iこ伴う

i 農家への注怠l喚起及び室長l養衛生管理の徹底に

平成22年4月9日

韓国における発生情報(OIE)

韓国における新たなタイプ(0型)の発生。

iっし、てj

i台湾9伊tlelの発生及び中国、韓国においても牛の

同 蹄 疫(A型)が発生していることなどより文舎による

i注窓l喚起。

早期通報、消毒の徹底、畜廃物残液の加熱処理、

自粛依頼(文書)
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具体的には，本土では薩摩半島と大隅半島のそれ

ぞれ lカ所の家護保健衛生所に初動防疫に必要な

訪疫液や消毒薬等を備蓄するとともに，電殺機に

ついては，本土 6家畜保健衛生所と離島の鹿児島

中央家畜保健衛生所の3支所に計9台を備蓄している。

平成同年 3月から 9flまで，鹿屋市など、で、豚コレ

ラ疑似恵、資事例が確認されたが，その初動訪疫にこの

備蓄の効果が表れた。さらには，今回のえびの市や

都城市での発生に際し，迅速な消毒作業が実施でき，

関連資料の備蓄の有効性を痛感した。

ウ 地域ぐるみでの防疫体制

前述のとおり，平成 16年に計 5事例の践コレラ

疑似患資事例が確認され，約 3，700頭の稼が殺処分

された。しかし，この 5事例が確認された後，さら

なる続発に対する不安から，綜コレ

ラワクチンの接穣要望があった。し

かし，県としては，豚コレラ清浄化

に向けたスケジューノレに沿って，ワ

クチンに頼らず，銅養衛生管理を中

心とした訪疫を進めることとした。

その対策を効果的に進めるために

地域でのまん廷を訪比するために豚

重要疾病防疫対策協議会を発生地で

ある鹿屋市に設置し，地域ぐるみで

防疫を実施する体制を構築した。一

人でも衛生管理が不十分な農家がし、

たら，地域を守ることが非常に難し

くなることから地域を養!広場，

養豚場を一豚舎jとし、う認識のもと，

地域が一丸となった侵入防疫対策

が実施された。このような取組によ

り，その後の発生は見られなかった。

現在，各地域に家斎防疫協議会が設

立されており，今聞の口蹄疫の侵入

防止についても，陪様な取組により，

地域の危機意識の高揚が関られたも

のと考えている。

なお，消毒体制の整備と泊奇」幾器

等の設置など行い，地域ぐるみで定

期的に消毒を実施することにより，

病気の侵入防止を図ることを図的に

平成 23年度の県単独の新規事業を

創設した。

(2)県対策本部の体制

家資の重要疾病に関する県対策本部を 立ち上げ

る基本的な考え方は，家主著の潤だけ倍搬する伝染病

については本部長を農政部長，人獣共通家畜伝染病

の場合は知事としていた。つまり，前者については

口蹄疫や豚コレラ，後者については BSEや高病原

性鳥 インフルエンザで，燥では 4疾病について

本部設置ができるように体制が整備されている。

しかし，宮輯県の発生の状況を勘案し，知事自ら

が本部長となる対策本部を 4月 27日に設置した。

副本部長は聞知事，県警本部長を含む関係各部局長

を構成メンバーとした本部で，その下部組織に農政

部長をトップとした幹事会があり，事務局は資産課

に置くことにした。(罰 1)
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対策本部は，設置，えびの市での発生，防疫など

各部の取組の現状，都城市での発生及び解散のそれ

ぞれのタイミングで6聞に渡って開催された。この開，

知事からは紡疫j二の専門的なことについては全て

任せていただいた。知事に対しては，刻一刻変化する

宮崎県等の状況を分析しながら， 1 F-lになんどとなく

リアルタイムな情報を知事につなぐことに徹し，知事:

の半IJI主IT・指示を仰いだ。知事が本部長になったことで，

各部各課が共通認識のもと，防疫対応はもちろん，

消毒ポイントで、の然l隊員や警察官等の人員の確保と

配備，防疫や経営安定対策などの必要経費の予算化，

商工業や観光業に対する支援対策など，全庁的な対

応がスムーズに行えた。防疫対応と本部の事務局を

停せっかった我々のセクションについては実際大

変ではあったが，非常に取り組みやすかったとの感

があり，思い切った対応策を講じることができた。

なお)y宗本部設霞と同時に， !柏村 6家資保健衛生所

に現地口蹄疫対策本部を設設し，農家指導や消毒作業

など，地域におけるより具体的な取り組みが仔われた。

(3)具体的な防疫対策

ア 緊急紡疫対策会議の顕催

今回の宮崎県での発生に関しては， 4月初日の発生

情報を得て直ちに緊急、防疫対策会議を開催し，

の共有化と対策等について周知した。緊急、紡疫対策

会議はほぼ本部会議開催直後に開催し，関係機関，

生産者|歪体，各課等に対し，発生情報の周知及び

侵入坊止対策の徹底等について指導した。その後，

各家憲保健衛生所単位でも同様に緊急、防疫対策会議

を実施した。会議では，できるだけわかりやすく，

目に訴えるための資料を配付するとともに，スライド

を使って事の重大さを説明した。

なお，本県には 6家斎{呆鑓衛生所， 3支所， 4 

があり，その単位での地域防疫対策会議でも，同様の

スライドを主主J:sして説明を行った。

イ 緊急立入

4月 20日，宮崎県の発生情報を受けて， ej二， JI家，

14，307戸(本土 10，860戸，雛島 3，447

戸)を対象に家主芸防疫員が緊急、龍査を直ちに開始し，

4 yl 30臼までに異常がないことを確認した。調査につ

いては，原則電話により家憲の畏J指等を閉さ取ったが，

特に宮崎県からの導入L'tニ農家 78戸，及び輸入稲わら

使用農家 414戸の計 492戸については，ハイリスク

家と位壁づけて，優先的に開き取りを行い，異常がな

いことをl経認した。

ウ緊急、消毒

4 yl 28臼にえびの市における 9併図の発生を受け

て， 5月 7日には，知事命令による

し， 5月 30日までに消石灰等による消毒を完了した。

消毒薬については消石灰4，700トンと海素系の粉斉Ij

3.5トンを配布した。特に本ごとについては 5月 11日

から 25F-lまでに消石灰を，離島については 5月 13お

から 21日まで，輸送料の関係で容積の嵩まない希釈

倍率の高い粉都を配布した。配布Ii漢については，宮崎

県のえびび、の市境と都城市境に最初に集

その後，離島に向かつて段階的に配布した。

さらに，感染媒体として考えられているねずみの

知事命令駆除についても， 5月 27日に告示をして，

宮崎県境域の午， )ほ銅養農家 7，173戸(県全体の

51 %)に約 7トンの殺鼠剤を配布し， 5 yl 31日から

6月 4日までに散布が行われた。

エ 家畜せり市場の延殿

口蹄疫のまん延を妨一比するために，家斎や人が集

合する家畜市携を中止することについては，家音市場

開設者である県経淡連と協議のうえ， 4月 21日以降

の成牛市場や原種路市場， 4月 25日以降の子守二せり

市場を早急に延期することを決定した。この措置は，

12年 3月に宮崎でね騎疫が確認された擦にも

同様に行った。

特に，子牛せり市の再開には，清浄性確認などの

宮崎県の紡疫対応状況を見て決めた。一旦， 6月上旬

から中旬の発生に対する初動的疫が終了し，移動制限

が解除される 7月のはじめに JA口蹄疫対策本部会

~~催し， 7月中旬ごろの子牛せり市場の:再開を

協議することにしていたが， 7月生日，宮崎市内で

発生が姥認されたことから， 7月 5F-lに開催された

JAグループ口蹄疫対策本部会議で当面せり市の再簡

を見送ることを決めた。5月 11日から子牛せり市場

を延期していた大分県と， 5月 12日から延期していた

熊本県は 7Yl 11 F-lに子牛せり市を再開した。 JA

クツレーブ。口蹄疫対策本部は， 7月4F-lに発生があった

事例については， 7月四日に移動制限解徐される

克込みで、あったことから， 7月 12F-lに会議を顎催し，

7 yl 20日に発生池である宮崎県から一番速い与論

島を皮切りに子牛せり市を再開することにした。なお，

成牛については，子正1二せり市が概ね正常化した 10月

頃から干写閉することとなっ
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また， まん延訪止の観点 、 柏 市 安 川円八蹴ば， ，< 宮古出

から農家への立入を自粛し

ていたせりm出荷予定子牛の

検査や登録検査などについ

ても，市場の再開の直前か

ら再開することとなった。

オ えびの市での発生に

対する対応

4月28日， 9部留となる発

生が本県の湧7JcIUTと隣接す

るえびの市の杷脊牛 277頭

を飼養する農家で確認され

た。然としては，盟と協議し，

半径 10km陣内を移動制限区

域に，半径 l凶Oへへ~】♂

を鞍出制限区域に設定し，

?消潟毒ボイントの設霞場所に

ついて，直ちに地元家資保健

衛生所を中心に隣係市町や

JA等と連携して協議するこ

とを指示するとともに 一

万では消毒に必要な資材を

備蓄していた鹿児島中央家

資保健衛生所から現地へ搬

送するよう指示した。王手い

ところでは 28臼の午前 10

持頃に，遅いところでも両日

午後 5時頃から消毒ポイント

における消毒を開始するこ 殴 2 鹿児島県における消毒ポイントの位置

とができた。

県では対策本部会議を直ちに招集し，半径 4例(牛 3戸，豚 i戸)が確認され， 672頭が殺処分

10km器内の移動制強区域には肉用牛 262戸(2，697

頭)，乳用牛 6戸(380頭)，豚 7戸(20，632頭)の言l'

175戸(23，709頭)が，半径 10から 20kmの搬出制限

区域には肉用牛 506戸(9，027頭)，手UfJLJ二 19戸

(1， 217議)，豚18戸(117，506頭)の計543戸(127，750

頑)が含まれるなど，各部局関での情報の共有化を

図るとともに，本県への侵入防II二に万全を期すため，

その地域内に県が管理する消毒ポイントの設置状況

などについても報告した。さらに各部に対して県境域

における消毒要員の派遣要詰も行い，諜としては本庁

と出先の消毒要員のローテーションを作成した。

なお，えびの市では， 4月 28日から 5Jl 13日まで

された。その後の治j判~t篠認検査を経て 6 月 4 お午前

O特に移動議IJ限が解除されたが，それまでの問，県が

した潟75ポイントでは，延べ 8，290名を要して

41， 413台の*1:玄関係車問をm議したほか， 5 fJ 10日

からは，全ての泊毒ポイントで一般車両も消毒を開始

した。(陪 2)

さらに，ヱド然の畜産地帯の各市町村ーが独自に消毒

ポイント 16カ所を設置し，木県への侵入紡止に万全

を期した。さらに，高速道路，公共施設及び離島に

おける空港・港などにおいても，靴底消毒や家間消

毒の実施など，まさに挙県体制で、の侵入訪II二対応で、

あった。
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力 都城市の発生への対応

さらに隣県に接している都城市に

おいて， 6月 9S， 280 例闘の発生

があったi擦に，えびの市発生に関連

して設置していた県が管理していた

消毒ポイントの8カ所にうち， 1カ所

をえびの市境に残し，残り 7カ所を

都城市と本県境に再配備した。(鴎 3)

都城市での発生に伴い，曽於市の

一部が半後 10kmから 20kmの鞍出

制限区域に入り，その域内に牛が

38戸(300頭)，綜 l戸(1， 400頭)の

計 39戸(1，700頭)が銅養されていた。

本県では，この発生を受けて，

翌 10日に対策本部会議を開催し，

消毒ポイントや銅養戸数等の内容が

され，経済額は都城市も曽於市

も同じエリアであることから，本県

の斎産地帯への侵入リスクは高まり，

県土全体に緊張感が走った。

そのため，県では県境域の首長ら

とも蔵接連絡を取るとともに，県境

域での侵入防止に万全を期すよう，

関係家畜保健衛生所及び地域振興局

に呼びかけ，さらに関係市町と連携

し，県境域の都城市との連絡道路の

洗い出しを行い，道路封鎖について

協議した。その結果， 6本を完全封鎖，

20本を片傑封鎖し，できるだけ幹線

道路の県管理消毒ポイントへ回るよ

う指導した。

この措震は一見強権的に見え，マスコミからは何を

根拠に実施できるのかと言い寄られるところもあっ

たが侵入関11:のために県民の長年様方へお願いして

いるJとの説暁を行い，大きな問題は生じなかった。

逆に，この措置を取ったことにより，地域の農家はも

とより，全県下の県民までもが絶対侵入させてはなら

ないという，防疫意識が自然と高まるなどの好影響が

見られた。

キ 宮崎県への応援

家斎倍染病の防疫に関して，宮崎県に対しては，

平成 18年度末に岡県で高病原性鳥インフノレエンザ

が発生した際，検査用の発育鶏卵を県内のふ化場から

限 3 鹿児島県の消毒ポイントの位鐙

宮崎県へ崩けたf封撃がある。

今回の口蹄疫に関しては，離島配置分の竜殺機3台

を宮崎県に近い家主著保健衛生所へ配置し，宮崎県の

婆望に芯じて提供した。

また，本県からの家斎防疫員の派遣については，

発生県を助けたい気持ちはあるものの，実際上は県内

への侵入防止対策を最優先する観点から非常に

難しい側面がある。しかし，発生県が一刻も平く

沈静化することは，本県への侵入リスクが低下する

ことから，まず，えびの市で、発生があった際の清浄性

線認、検査に対し， 5月 24日から 25Sまで，県内の

家畜保健衛生所から 10名の家畜訪疫員を派遣し，

133農場の採血等に対応した。さらに 6月 4日から
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18日までの間，川南地誌での殺処分等の防疫作業に

5人の家畜訪疫員を派遣い 49農場， 18，517頭の殺

処分業務に対応した。

ク 予 算

必要な予算については，当初予算で措置していた

畜産特別資金利子補給事業等に加え，ロ締疫対策と

して 2回の専決を含む4回の補正で特別に予算措置

した。その総額は約 22億円となった。

(ア)防疫予算

燥が行う消毒ポイントの運営経費，清浄性確認検査

知事命令消毒経費，市町村が行う紡疫経費補助，

防疫演習・マニュアノレ作成経費など約 13億 6千円

でとなった。

(イ)経営安定対策予算

資金融通に係る上乗せ利子補給経費，聞の制度の

肉用牛繁殖経営支援事業や子牛市場出荷遅延に係る

飼料費への県上乗せ補助，子牛市場における購買者

誘致にかかる県単独補助，口蹄疫資産再生基金による

出荷遅延に係る飼料費の補助など，約 8億 4千円の

予算を計上した。

ケ 県有優良遺伝資源の保全

本県には，ブランドである鹿先島黒牛の県有種雄牛

やかごしま黒綜の系統豚が，それぞれ肉用牛改良研

究所及び道産試験場に餌養されている。

宮崎県では，今回の発生に捺して，ニ自の特例措置

により穏雄牛を移動するなどの感染回避が行われた。

宮i崎県のまん延J広大の状況がさらに進行する懸念

から，今後活寵する穏雄牛と精液及び系統造成を

実施中のかごしま黒豚など，木県の優良な遺伝資源

を失うことがないように屋久島や喜界島等に分散

管理をした。分散管理に当たっては，関係の町長等

から快い申し出に基づき実施した。

コ 国への関連対策に関する要請

口蹄疫関連対策について，県，県議会及び農業団

体等と連携し，潤に対し 6回に渡り要請をした。

5月には 2屈の要請を行っているが，まん抵抗止

などの防疫の強化や情報の迅速提供など早期終息

に向けた対~と風評被害対策について行った。ま

6 )ヲの要請では，畜産農家の影響緩和対策，高工業

に対する支援など地域再生支援対策について

行った。さらに， 7月， 8月， 11sJの要請については，

感染源、・感染経路の究明と再発防止，家畜伝染病予防

法の改正，訪疫資材の備蓄，国際的な連携強化，動物
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検疫の強化，地域再生のための地域活性化基金の設置

などについて行っており，状況の変化に応じて要請

も変更した。なお，紡疫対策や農家支援対策，

さらには地域再生対策に必要な経費に関しては，終始

して討政的支援を要請した。

その結果，口蹄疫対策特別措置法での対応や家畜

伝染病予訪法の改正をはじめ，ほぼ本県の主張が認め

られ，影響を受けた苦言産農家等への支援も概ねカバー

できたのではなし、かと考えている。

サ 侵入妨止関係協力者への感誠状贈塁

木県では 10月8おに対策本部を解散したが， 10月

17 S (こは，宮崎県境の市町村町や農協協詞組合長，

消若手ポイントにおける人員探遣及び土地の提供，さら

には種審分散飼育など，侵入防止対策に協力いただ

いた関係者 19名に対し，知事から感謝状が手渡さ

れた。さらには，資材提供，人員派遣など各地域で

協力していただいた方々 17名に対し，農政部長から

別途感謝状が手渡された。

なお，当日は，本県の畜産を元気づかせる意味から，

関係者をはじめ一般県民も含め約800名の参加を受け

て，鹿児島黒牛・かごしま黒!ほの焼き肉ブェスタを

開催するとともに，販売促進会を開催し，県産畜産物

の消費拡大に努めた。

シ地域活性化対策

口蹄疫発生iこより間接的lこ大きな影響を受けた

地域経済の速やかな回復を障るため，口蹄疫対策地域

活性化基金設置事業を創設した。運用益活用型の事業

は原資 100信円で手Ij怠0，4%と想定した場合に運用益

年間約 4，000万円，さらに取崩型の事業として 2億円

が充てられ，毎年8，000万円の 5年陪の事業として，

平成 23年虚から取り組むこととされた。兵体的に

は地域再生・元気づくりイベント開催の支援，鹿児島

黒牛・かごしま黒豚の販路拡大，観光客の集客対策へ

の助成などを行うこととしている。

ス実地型防疫演習

訪疫演習の実施は，市町村，農業屈体，農家が実施

する防疫対応を自の前にして共通認識を得るため

には非常に効果があり，危機意識の高揚が期待できる。

そのため， 11月 10日，県農業開発総合センター

支場敷地内において，病議の病性鑑定，舟性決定，

殺処分，理却，汚染物品の埋却，議会清掃，消毒など，

模擬牛2頭を用いて一連の防疫作業を実施した。院

敷地内に設定した埋却用地に実際のサイズで重機に
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より腕白iJするなど，臨場感諮れる形で、尖施した。約 800

名の参加者は，訪疫作業の実態を認識し，作業の大変

さを痛感した模諜であったc

3 訪疫対応の課題

(1)情報の共有化

家音伝染病の疑似、患、畜等については，農家や獣医師

が届出が都道府県に崩けた場合，異常家畜が存在する

市町村及び隣接市町判，さらには農林水産省、及び斡接

都道府県に連絡するように，法律でよ克定されている。

しかし，ネ刀発事例で通報がないのは，隣接!!?Lとして

不安が募るだけで対誌のしょうがないのが実情で

ある。|外接県伺士の情報の共有化は，広域闘の坊疫

対策を推進する上で非常に重要である。県境防疫対策

会議などでそのような場合の対応などについて明確

に取り決めておく必要がある。また，複数県に発生

した場合は改正法のとおり，屈がイニシアチブを

取って，関係黙と情報の共有化を限りながら，防疫

対策を進めるべきであると考える。

(2)埋部地の確保

発生農家において封じ込めを実施する上で，埋去IU告

が縫保されているか否かで，そのスピードは大きく

異なる。川i溺地区では7J<.1派が浅くて適当な埋却場所

の確保が困難であったと 11れ、ている。今後の紡疫対

応をスムーズに進めるためには， ~虫去:IH也を{佐保できて

いない家畜の所有者については，農場接地等の月号:

と事前に覚書を交わすなど， .埋却地の確保につい

て指導することにしているc ちなみに，平成 22年 12

月時点での牛及び)ほの錦養農家の埋部地確保ネは

約 76%であり，土地利用型の離農経営，肉用牛繁殖

経営では保有率は高い傾向を示した。家畜の所有者が

所有する埋去IJ地については，家音保健衛生所に個別

と埋去IJ場所の見取り障として提出・保管され

ており，いざと言うときに即肢に対応できるようにし

ている。また，この他に匡1.県・市III討す有の公有地に

ついても，事前に提出があった場所を確認し，使用

可能な埋却候補地として確認済みであり，本県の飼養

頭数の約1O{音量が壊去p可能である。(表 2)

(3)必要人員の確保

発生農場で防疫作業を円滑に実施するためには，

資材， .媛去p地及び人員が事前に縫保されていれば，

当面の対応は可能である。そのため，万が一に備える

ために後述のマニュアルにおいては， 1尽l隊員以外の

表 2 口約疫対応域苅l候補地

i段場{来手n也 H22.12.1現在

:十1!tH'f
;戸数!うち候補111!l1I i吉IJ合、

!保有戸数i

内 相 二 川2，516i 9，5591 76% 

間や:叫 286! 96% 

Iほ 1，029! 7391 72% 

佐川3，叫』直也監
※j:!Jl去nt践のよ液保の難しい農場については，

各市町村を通じて隣接農地所有者等と事前

契約及び公街地での対応針}I:進

2公有地 日22.12.1現在

総認済み

試算では牛車:':)370ヌゴ頭，隊約1，570万磁の
坊!却が可能

獣医師 185名と獣医師以外のノ、員 2，509名を事前に

リストアップしている。

(4)妨疫と補欝

今回の口蹄疫発生においては，ワクチン接種群の殺

処分に関して，十分な補{設を地元から要求されている

ことに対する評価の体系付けにかなりの時間を要し

た。その問にもウイルスは動いている。このような対

応が防疫の手を緩めたことは確かであり，補{長の問

題はまずは封じ込めを優先し，完了後にとっくりと

議論すれば良いと考えるc

補償として，家音伝染病予紡法に基づく手当金も

i高額と忠、われる評価額に基づき 5分の 4が支払われ，

残り 5分の lについても県から補{賞された。加えて

農業共済組合からも加入者に対しては同じ評価額の

5分の lが見舞金として支払われた。また，家音防疫

互劫金も本来払われるべきでない米加入農家に

対しも，全補償額の 2分のl(閣の積立金相当額)が

交付されると開いでし、る。結果として，多額の補償

そのことが来たして食糧供給

したかである。手当金・若者信金

ものであると思う。現在，発

し
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していないと開く。また，頭数約にも 3割程度

しか復帰ーしていない。 jE12家の中には再発を懸念、してい

るi却さもあるが，多額の補{賞金を受け取った農家は

¥畜産業から離れて行くことも倍、像

できる。何のための農家補鎮で、あったのか疑問が残る C

法律・制度lこ基づいて遥正に補償することが求められ

るが，今回の補慢の在り方が今後どのよう

るのか懸念される。

伝染病の侵入を許し あり，

そのため， 2000年 5月の北海道の口蹄疫の事例に

関する判例にもあるように当然，改正前の家畜伝染

予妨法では5分の 11ま支払われていない。行政や団体

は，危機管理意識の高揚や事前対応型の危機体制の

常々の衛生指導に加え，県誌の財政を守り，

最悪で、も補償額が最小限度となるよう，発生時には

瞬時に対応するような体制を作っておく必要がある。

今回の改正法では，手当金の交付については，評価

額の 5分の 4に加え， 5分の lについても特別手当金

として交付されるようになり，評価額の全額が支払い

されることとなったO ただし，適切な飼養衛生管理が

行われていない農家の場合は，手当金の減額や返還が

求められるなど，ベナノレティーが課されることと

なったが，その基準をどうするかが課題である。さら

に，毎年，農家は飼養衛生管理状況を都道府県に報告

することも含め，少なくとも農家の管理責任は事前

よりも地すものと思われる。

(5)妨疫と穣雄牛

;与~有種企f~牛の保全のために， 2 [e]の特例措授が

行われたO 法律に明文化されていない対応である。

防疫に県有も民有もない。この対応で当は殺処分された

農家や民間種雄牛管理者には説明はできない。絶滅

寸前の希少動物ならまだ、しも，稜ま[牛再生には保有:

精液・受精glJをj高知することで可能である。

L5L有種資は，本来であれば，バイオセキュリ

ティーレベルの高い公的施設で管埋されていると

思われるが，そこに侵入を許した資任が関われる。

本県は，鹿児島黒牛やかごしま黒豚の優良造転資源を，

されている斎産試験場や肉用牛改良研究所で

しっかりと守ることが本来の姿であると考えている。

そのため，これまで以上のバイオセキュリティー

レベルのアップを図るため，平成 23q三茂新規予算

において必要なハード整備をすることにしている。

4 寵 児 島 県 妨 疫 マ ニ ュ ア lレの

作 成

本県では平成 22年 12fjに口跡疫防疫対応マニュ

アノレを作成した。このマニュアルでは，国， 1宗"市

町中L匝{本，獣医師，農家のそれぞれの役割分担を

明確にするとともに，現場における病性鑑定対応や

規模に応じた一連の防疫作業の涜れを明記した。

また，鹿部地や出毒ポイントの候補地，防疫要員，

・資材の求め先等をリストアップつするなど，

有事の|際にFlP座に対応できるよう，より具体的なもの

とした。

さらに，発生と同時に有識殺による独自の疫学調査

チームの設置や本県特有の離島における防疫対応

についても盛り込んだ。

5 まとめ

宮摘県の防疫対応で¥全般的な指揮・命令はだれが

執っているのか全く不明確で、あった。現場は混乱して

いたのではなし、かと考える。国は防疫指針に基づいた

防疫方針を明確にし，都道府県知事に指示し，都道府

県知事は地域の実情において具体的な訪疫について，

市町判‘や団体等の協力を得て，実施することであり，

実質の現場の指揮者は知事が取るべきである。その

ため，担当課は，知事の判断と指示を仰ぐために，

を王手急、{こ知事に報告することに徹する

ことである。また，専門的かっ具体的な15)5疫手法的

なことは，より専門性の高いI~の専門家と都道府県

が連携して対応することが必要である。

宮崎県において口蹄疫が大発生する中，本県への

侵入を阻止できた大きな姿悶は，本県のi訪疫対応、の

体制と県民の危機意識の高さにあったものと考え

られる。

木県においては，知事:を本部長とする本部体制iと

各部各課の業務区分の明確化を行うとともに防疫

資材の篠保など事前対応型の危機管理体制を取って

いた。このような県の危機管理体制が県誌の皆さん方

の危機意識の高揚につながったものと考える。

侵入紡Hニ及びまん延訪止対策については，まずは，

病気の特性，近隣諸冨等での発生概況や侵入防止対策

の具体的な手法等を，ことある毎に斎産農家へ繋ぎ¥

斎藤農家事態の危機意識を上げておくことが重姿

である。
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万が一発生があった場合は，まずは封じ込めること

に最大のカを注ぐべきである。その具体的な対誌には，

f備えあれば憂いなしjという諺どおり，防疫要員，

資材や思却地等の事前確保等が必婆であり，また前疫

手法は予め関係者が共通認識を持っておくべきで

ある。そのようなことから，海外からの侵入リスクが

高まってきている現状では，各都道府県においては，

県民の財産を守るため，迅速・的確な初動防疫に必要

な事前対応型の捻置が求められている。

また，都道府県が万全な対応策を示すことにより，

口蹄疫の侵入組11::やHPAIの封じ込めに調する

意識の高さは，自然と県民に俄わってきて，挙県体制

による防疫体制が構築され，良好な結果を生む。

口蹄疫などの悪性伝染病の侵入を許してしまうと，

今回の宮崎県の事例でも明らかなように，発生の影響

は畜産農家のみならず，幅広い分野に懇影響が見られ，

地域経済を大きく揺るがす事態となる。そのため，

農家の財産を守り，県民の経済活動を守るために，

危機管理として， 日頃{可をしておくべきかである。

明白は我が身であると考えて，家畜行政を預かる部署

は，近隣諸国の状況を良く見極めて，万全な対策を

講じておくべきである。

{お知らせi

f第 74由日本家畜衛生学会J関鑑のご案内

下記により第 74間研究発表会 (8淡題)，特別シンポジ

ウム (2010年・口蹄疫が残した課題)を関{践しますので，

万際お繰り合わせて，奮って参加されるように，ご案内

申し上げます。

日時.平成 23年 7月 213 (土)

総会 13:OO~ 大会 13:30~ 特別シンポジウム 15:40~ 

会 場:麻布大学!'iKs史学部機 7F火会議委主

(JR綴浜線・矢部駅徒歩 3分)

参加費:1，000円(学生無料)

学会終了後(17:30ごろ)，ビアパーティー(参加資:1，000 

円程度)を行いますので，併せてご参加l下さい!! 

長汚イからのりンのぬl収試整会

一 鉄 シリカ合総押jお上び

1'-存登校分子持料による['">11以
認め向上…

妥関窓生総換えブタワゾチーム

天野f邸主主ら Jな式附 補市

2 をIf[し、た:K寒気動物でのrAi1i活f号機fll9i佼ら 践に大 山本学史

実験

食肉撃さz日2の123':伐を求めて
年Jl息処訟によるソーセ シの 反応ーら f句fl1宇治

向上一

牛乳必炎汁中i主主[llft;Q数iUiI定
6 におけるデラパルセノレカウン 千ま詰1正行ら 日III犬

ターのイイ用性飼

!司 長室f郊玄IB京大月号密jの多滋
i宝矢翠ら 東京還さ大 協2記長長IU3

性について

TI1C Lat国 tloformation田 Md.Latiful University of 

Anth悶X~ and Nipah~Outbreaks Bari ef al. Dhaka !~]j下

in sangladesh 

<特別シンポジウム> 15: 40~17 : 20 

r2010年・口蹄疫が残した議題j

2010年王手に宮崎県で、発生した口蹄疫は，数多くのさ事い

家蕊の命を犠牲にし，多くの人々の尽力で終息すること

が出来た。甚大なる経淡的損失に加え，多くの課題が

111務された。これらの経験を今後の紡疫活動に生かし，

日も卒い復興を願う意味から，さらに家送衛生の立

場から， 2010年のp締疫の発生を検証し，今後の教訪I1

lこ繋げるために特別シンポジウムを企!隠しました。

座 長:白井淳資(東京農工大学)

演者および演題(100分)

rD蹄疫発生概況についてJ(20分)

夜村史朗 (農水省動物衛然記長)

「県外家畜防疫員からみた宮崎県の口蹄疫発生J(25分)

野呂明弘 (群馬県東部家蕊保健衛生所)

「口蹄疫防疫の課題J(25分)

池子立康雄 (池f色欲夜科病j涜:営I[符)

f口締疫発生銭湯のふん尿の処理j (15分)

羽賀消典 (斎産潔境整俄機構)

<総合討議> (15分)

<遼絡先>日本家斎衛生学会事務局

〒252-5201相筏原市中央E訂版野辺 1…17-71

麻布大学獣医学部衛生学第一研究室室内

Tel 042 (769)1641 Fax 042 (768) 2612 

ゃmailoshida@azabuべ1.ac.jp

または k-eisei信号zabu-tは c.jp
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