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宮崎県での口蹄疫について 

本年４月以後、宮崎県内において口蹄疫が発

生し、現在までに 291 戸の農場で患畜や疑似患

畜の殺処分等の防疫措置が実施されています。       

今回の発生では、国内で初めて感染拡大を阻

止する目的で限定された地域内でのワクチン

が接種されています。  

 福井県においても、偶蹄類を飼育している農

場等への侵入防止対策が取られています。牛、

豚、山羊、めん羊を飼育している方には、既に

何回も注意を呼び掛けていますが、次のような

点を防疫対策の重点事項として、侵入防止対策

の徹底をお願いします。 

○ 家畜の健康観察を毎日行い、異常等を発見

した場合は、直ちにご連絡ください。牛では

口や鼻の周囲で、豚ではひづめの周囲で病変

が見られることが多いとの情報です。 

○ 不要不急の発生地域への旅行や他農家の畜

舎や畜産関係施設等への訪問をできる限り避

けてください。 

○ 畜舎や農場に出入りする人や車輌の消毒の

徹底等、飼養衛生管理基準の遵守に努めてく

ださい。 

 また、宮崎県内での迅速な防疫措置のために、

当家畜保健衛生所からも、４月下旬以後、延７

名の獣医師職員を家畜防疫員として応援派遣し

ました。派遣された獣医師職員は、発生農場で

の殺処分、発生が疑われた農場での病性鑑定、

周辺農場の清浄性確認検査等に従事しました。 

このように、汚染区域での作業等にあたった獣

医師職員は、本県へ帰還してから、国の防疫指

針の規定以上の期間を経た後、家畜保健衛生所

での通常の業務に戻っています。このため、県

内の皆さんの農場へ伺う時には、ウイルス伝播

の心配は十分に取り除いておりますので、皆様

のご理解をお願いします。              

（保健衛生課 松井）

                       

河川敷放牧実証事業を始めます！ 

これまで獣害対策、遊休農地対策の一環と

して若狭牛の放牧を推進してきました。平成

16 年度の事業開始から放牧面積は毎年拡大

し、平成 21年度は 19.4 ヘクタールに、54頭

が放牧されました。22年度も県内各地で遊休

地を利用した若狭牛の放牧が実施されてい

ます。 

今年度より、新たに、鳥獣害のない里づく

り推進事業の一環として、「河川敷放牧実証

事業」を始めることとなりました。 

自給飼料の確保による飼料コストの低減

が重要な課題となっている中、遊休農地だけ

でなく、河川敷の畜産的利用が見直され、注

目を集めています。 

河川敷の野草は、家畜の飼料となる貴重な

草資源ですが、県内では、ほとんど畜産業へ

の利用はされていません。全国的には飼料生

産組織等による河川敷を利用した草の生産

（採草利用）が多くみられ、福島県や兵庫県

など、一部では河川敷の放牧利用も実施され
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ています。 

河川敷を利用した放牧を実施することのメリ

ットは主に、下図に挙げた 3点です。 

                       

これらの 3 点だけでなく、遊休農地・河川敷を

利用した放牧により管理にかかる労力が減るこ

とで、飼養規模拡大などの取組みにつながるこ

とも期待されます。 

 

河川敷放牧に利用する牛は「カウバンク」に登

録している雌牛を派遣するという形をとります。

これまで実施してきた遊休農地の放牧利用によ

り、放牧を希望する繁殖和牛農家は増加してお

り、また、遊休農地等を放牧に利用したいと考

えている方の情報も寄せられています。そこで、

「カウバンク」を設立し、繁殖雌牛の放牧を希

望する農家の雌牛の健康状態や妊娠の有無と、

土地を提供したいと考えている側の情報を管理

し、放牧がスムーズに行われるような体制を作

りました。カウバンクの運営と河川敷放牧する

牛の飼養管理は、和牛生産振興会に委託し事業

を進めることとなります。今年度の河川敷放牧

は坂井地区で 4 箇所を予定していますが、来年

度以降は 8 箇所を目指して準備を進めておりま

す。 

繁殖雌牛の放牧を考えておられる方、遊休農

地等を有効活用したいと考えておられる方、河

川敷放牧にご興味のある方は、県庁 園芸畜産

課 畜産振興・家畜衛生グループまでご相談を

お願いします。 

          （園芸畜産課  小池）

ハエの防除について 

 気温の上昇とともに、ハエの発生が多くなる

季節となりましたので、定期的にハエの防除対

策をする必要があります。また、防除を効果的

に行うには、ハエの種類、季節、気象条件、ハ

エの殺虫剤に対する薬剤抵抗性など、いろいろ

な条件が考えられます。 
1 ハエの種類 
 日本で衛生的に有害なものは約 200種類生息

していると言われています。そのうち畜舎で最

も普通に見られるものは 10 種類程度です。主

なものは「イエバエ」、「ヒメイエバエ」、「オオ

イエバエ」、「クロバエ」、「サシバエ」などです。 
2 ハエの生態 
 ハエの幼虫は 1~2 日でふ化し、1~2 週間で成 

虫になります。雌の成虫の寿命は約 1 ヶ月です

が、その間に 3~4 回産卵します。１回の産卵個 

数は 50～150 個です。産卵されたものは再び

1~2 週間で成虫となり産卵を繰り返すため、繁

殖に好条件な環境では爆発的に増殖して、畜産

公害の原因となります。また、ハエの行動半径

は半径 400m 程度と言われています。 
3 ハエ防除の３対策 

1) 発生源対策 
  ハエの成虫は新鮮な糞に産卵するのを好み

ます。このため発生源を絶つためには除糞を

まめに行い、併せて畜舎清掃するのが防除の

基本です。畜舎周辺の排水溝なども時々点検

してください。 
2) 幼虫対策 

殺虫剤などの薬剤を用いた防除はウジの段

階が最も効果的です。成虫のハエが少ない季

節からウジの成虫化を阻害する「脱皮阻害剤」
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昨年 度
実 頭数 延 頭数 延頭 数

福 井地 区 145 167 244
坂 井地 区 379 394 488
奥 越地 区 357 402 532
丹 南地 区 144 161 282
二 州地 区 173 215 335
若 狭地 区 75 83 131

1 ,273 1 ,4 22 2 ,012

本年 度

を散布するのが効果的です。ウジがいる湿っ

た所や側溝などに散布します。堆積してある

糞に石灰を散布すると更に効果が上がります。

７～10 日間隔で繰り返し散布してください。 
3) 成ハエ対策 
  成ハエに効果のある殺虫剤としては、  

① 有機リン系、② カーバメイト系、③ ピ

レスロイド系、④ 混合剤などがあり、それ

ぞれ殺虫効果に特徴があります。どの殺虫剤

を使用するかの決定にあたっては、その地域

や畜舎のハエの殺虫剤に対する抵抗性や過去

の殺虫剤使用歴を考慮して、最適なものを選

択してください。 
４ 防除時の注意事項 
  防除時は、① できるだけ細かい粒子にし

て噴霧し、殺虫効果を最大にする。② 定期

的間隔で繰り返して実施します。また、散布

する際には、マスクや目の防御用ゴーグルな

どを着用して、殺虫剤が直接皮膚にかからな

いよう注意してください。 
（生産指導課 山口）

アカバネ病の予防対策について 
平成 20 年の秋に、本県にて牛のアカバネ病

が 10 年ぶりに発生したことを受けて、昨年度

から、畜産協会は自衛防疫事業の一環として予

防接種を強化しています。本年度も、吸血昆虫

が発生する前の 6 月を目途に、ほぼ全ての対象

牛への接種が終了しました。対象農家の皆さま、

関係機関の皆さま、ご協力ありがとうございま

した。 
 牛異常産三種混合不活化ワクチンは、初年度

は２回接種、２年目以後は１回接種となること

から、昨年度よりは接種延頭数が減少していま

すが、実頭数はほぼ横ばいと考えられます。県

内へのウイルス侵入防止のためにも、来年度か

らも接種にご理解ください。 
           （保健衛生課 吉田） 
 

豚サーコウイルス２型（ＰＣＶ２）ワクチンの効果を

確かめてみませんか？ 
国内で初めてＰＣＶ２のワクチンが発売され、

約２年が経ちます。発売当初は入手困難だった

ワクチンも、現在は３社（母豚用１社、子豚用

２社）から発売されており、県内のほとんどの

農場でも使用されています。「ワクチンの効果

は？」というと全国的によく効くという評判で

すが、ワクチンを接種していてもなかなか事故

率が下がらない農場もあるようです。 
ワクチン効果が思うようにみられない背景に

は、飼養環境等の要因が最も大きく影響してい

ますが、ワクチンの接種時期や接種しているワ

クチンの種類により適正に使用しているかどう

かも問題になります。ワクチン効果を調べる場

合、肥育豚（時には母豚）の抗体検査や血液中

のＰＣＶ２を検出する遺伝子検査をすることが

有効です。これらの抗体検査や遺伝子検査を組

み合わせることによって、農場内でＰＣＶ２の

動態やワクチン抗体の推移を見ることができ、

ワクチン使用方法改善の一助となります。 
もし、ＰＣＶ２のワクチンを接種していても

あまり効果を感じられない方、または、一度ワ

クチン効果を確かめてみられたい方は、家畜保

健衛生所までご相談ください。 
            （病性鑑定課 三竹） 
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     全国家畜保健衛生業績発表会から 
平成 22 年 4 月 22、23 日に東京の日比谷公会

堂で開催されました「第 51 回全国家畜保健衛生

業績発表会」に出席しました。全国から 48 演題

の発表があり、その中から岡山家畜保健衛生所

の「ワクチン接種鶏から分離された鶏痘ウイル

ス」についてご紹介させていただきます。 
岡山県内で、鶏痘ウイルス（FPV）ワクチン

接種済みの採卵鶏で、2004 年 6 月に 382 日齢の

鶏群で粘膜・皮膚型の混合型鶏痘が、2008 年 12
月には 490 日齢の鶏群で皮膚型鶏痘が発生しま

した。病性鑑定を実施したところ、病理組織検

査では発痘部に好酸性細胞質内封入体を認め、

ウイルス検査では FPV が分離されました。近年、

野外の FPV 株で遺伝子上に細網内皮症ウイルス

（REV）遺伝子の挿入が認められています。REV

は FPVと一緒になることで病原性を示すという

報告もあり、この事例も 2004 年には既に岡山県

に REV 遺伝子挿入 FPV が侵入していたことが

示されました。 
このようにワクチンを接種しても発症する事

例もありますので、日ごろから鶏等に感染しな

い管理が重要になります。蚊はもちろんダニや

ハジラミなどによる刺傷で皮膚や粘膜の傷にウ

イルスが付着すれば感染が成り立ち、ウイルス

は、蚊やヌカカによって伝播されます。従って、

鶏痘の発生予防対策としてワクチン接種に加え、

吸血昆虫 の駆除、ほこりや糞の飛散防止、消

毒の励行などの一般的な衛生管理に十分努めて

ください。 
           （病性鑑定課 笠原）

＜お知らせ＞ 受精卵移植の受胎牛 二千頭達成される 
家畜保健衛生所では、牛受精卵移植事業を昭

和 63 年に始め、現在まで 22 年間実施してきま

した。受精卵移植を実施した母牛には、その後

受胎の確認を行っており、このたび、通算の受

胎頭数が二千頭に達しました。 

 坂井市の瓦 惣一さんが飼養されている黒毛

和種「つるみ号」が、めでたく節目の二千頭目

となりました。4 月に行われた福井県和牛生産

振興会総会の席上で、家畜保健衛生所長から同

会の会長でもある瓦さんへ、これを記念して表

彰状が贈られました。 

 

これからも、牛受精卵移植（ET）を利用して

いただきたいので、ET ご希望の際には下記の電

話番号へ連絡をお願いします。ET の担当者が直

接お答えします。      

ＥＴ専用ダイヤル： 

０９０－８７０２－２９７４  
＜受付時間 平日の 8：30-17：15＞ 

  
    

            

        

―編集後記― 

 今年も、蒸し暑い時期を迎えました。これに加

えてワールドカップ南アフリカ大会もあって、寝

不足の日がありました。皆様はお元気でしょうか。

私には、日が長くて、朝夕気軽に運動しやすい、

好きな季節です。また、樹木や昆虫の元気な成長

に、日本にいても熱帯地方のような熱気やエネル

ギーを実感できます。 

 野菜や果樹の出来が、5 月に日照時間が少なか

っただけ、現在は良くないようですが、真夏には

真夏らしく活気を取り戻してほしいところです。 
アフリカ諸国の一体となった応援に良い刺激を

受け、貴重な今の時間をより大切に、日々できる

ことをやります。皆様も暑さが続く時期をお元気

にお過ごしください。 （生産指導課 山口）  


