
１． はじめに

平成２２（２０１０）年４月２０日宮崎県に発症した家
畜伝染病「口蹄疫」は，同年７月２７日に，１０km
圏内の家畜の移動・搬出制限の非常事態宣言を全
面解除され，県が８月２７日終息宣言を発表したこ
とから，県内外を震撼させた１３０日の戦いが終息
した。殺処分された家畜の埋却作業に従事した宮
崎県建設業協会員にとって未曾有の経験となっ
た。
建設業協会員が口蹄疫感染で殺処分された牛

６８，０００頭，豚２２０，０００頭の合計２８８，０００頭という夥
しい数の埋却処分の作業を担った。この処分で畜
産県でもある宮崎県の牛・豚の産出額の２４％を失
うこととなった。しばらくの間牛・豚のまったく
いない寂しい市・町が出現した。

口蹄疫からの復興は，県が平成２３年度新たに畜
産・口蹄疫復興対策局を立ち上げ，懸命に取り組
んでいるが，あまりに失うものが大きかっただけ
に，いまだ復興までに至っていないのが現状であ
る。

２． 目に見えない「口蹄疫」との戦い

さて，都農町で第１例目が発症した口蹄疫は，
ゴールデンウィークを挟んで，瞬く間に感染拡大
し，川南町，えびの市，高鍋町，新富町，木城
町，西都市，都城市，日向市，宮崎市，国富町と
５市６町２９２戸の農場に跨る広がりを見せた。
県建設業協会本部は，５月７日に口蹄疫防疫対

策本部長（県知事）名による文書で支援協力要請
を受け，建設業協会として積極的に支援していく
ことを明確にし，５月１１日県協会長名で，各地区
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建設業協会会長へ文書を発出し，県との防災協定
に基づく組織体制で支援活動に従事することとな
った。
従来の災害対応と違い，かつて経験したことの

ない異分野への協力，しかも最前線であった。そ
れぞれの地区建設業協会は，会員でローテーショ
ンを編成し，殺処分の後方支援，殺処分された屍
を，建設業者のオペレーターが操作する重機で床
掘りした深さ４～５m，長さ１０mの穴に１頭ずつ
吊るして順番に並べ，その上に消毒剤を撒いて埋
却し，埋め戻し作業を行った。その穴は数百カ所
に及んだ。しかも１日平均３，０００～４，０００頭に及ぶ
家畜の運搬や埋却というハードな役目を担った。

殺処分された家畜は約２８８，０００頭に上るが，当
初は埋却場所で待機していてもいつ搬入されるか
わからず，また目の前で殺処分された家畜を猛暑
の中，防護服を身に着けて，昼夜兼行で行う作業
は重労働以外のなにものでもなかった。地域貢
献・社会貢献と呼ぶにはあまりにも壮絶な戦いで
あり，オペレーターの心的ストレスも計り知れな
かった。ただ，幸いなことに１件の労働事故も出
さず，しかも円滑な作業で感染を県内のみで食い
止められたことは，不眠不休で作業に当たった，
業界の会員仲間の頑張りの結果だと誇りに思って
いる。

３． 埋却作業に要した資材・機材と
従事した延べ人数

埋却作業には夥しい重機等が導入され，バック
ホウ延べ２，９１３台，ダンプ・キャリー延べ１，６６４
台，ユニック・アルミトラック延べ２７２台，タイ
ヤショベル延べ５１３台，フォークリフト延べ８６
台，ブルドーザ延べ１５３台，クレーン車３６台，メ
ンク５４台，発電機１，０５７台，水中ポンプ５６２台，バ
ルーンライト３７１台，鉄板（覆鋼版）２７，８５８枚，
これら重機を運ぶ運搬車がトレーラー等６０６台そ
れに従事するオペレーター延べ５，４８７人となっ
た。
一方，被害拡散防止のために消毒ポイントが県

内各地に設置され，地区建設業協会員は２４時間体
制で行き交う車両の消毒を行ったが，作業車１，９０１
台，発電機２，２５０台，動噴２８３台，バルーンライト
２，２４３台，消毒用マット１４５枚ポリタンク３，７９３
個，作業従事者延べ１１，５３８人を数えた（表―１）。

４． 防疫対策支援活動の問題点と対応

支援活動中の各地区から出された問題点を整理
して，県の防疫対策本部へ県協会会長が直接申し
入れを行い，即座に調整が行われ，その後の支援
活動が円滑に行われた。
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第１点は，発症する頭数が拡大するにつれ作業
が厳しさを増し，すでにボランティアの域を越え
た埋却作業となっており，有償で検討すること。
第２点は，重機や鉄板の運搬・埋却作業のタイミ
ングでの指揮命令系統の乱れを一本化すること。
第１点については，直ちに県庁内に「口蹄疫防

疫対策会計支援チーム」が結成された。その後，
確実に業務単価契約で必要な費用が支払われた。
第２点については，それぞれの指示命令が県防疫
対策本部に一本化され，現地対策本部へ適切に行
われるようになった。そのため，どこで何時に何
頭の殺処分を行うと指示が出れば，それに見合っ
た床掘りと埋却作業が円滑に処理できるようにな
った。
建設業界では，防災協定に基づく災害対応にお

いて，常に段取り行程が訓練されており，無駄の
ない効率的な作業体制が整っている。

５． 埋却作業に従事したオペレーター
の心のケア

牛・豚の家畜の叫ぶ断末魔は，飼い主たちの悲
鳴でもあり，目の前でそのまま向き合った埋却作
業は，壮絶であった。その上，埋却作業終了まで
現場と自宅往復以外の移動を禁じられた生活は，
オペレーターにとって，心に受けた傷は計り知れ
ないものとなっている。食欲減退などを来し，保
健所の協力を得て心のケアに当たってもらった。
今では漸くもとのように元気を回復している。

６． 風評被害に対する早期の払拭と
復興活動の必要性

風評被害がこれほど大きくなるとは思ってもい
なかったが，他県の人々から宮崎県ナンバーの車
を見るや白眼視され，宮崎県産の肉や野菜と聞け

表―１ 口蹄疫防疫対策作業実績（作業期間：４月２０日～最終分）
社団法人宮崎県建設業協会

埋却処分（宮崎，都城，小林，東諸，西都，高鍋，日向地区建設業協会）

重機関係

バックホウ ３７９台 延べ２，９１３台 オペレーター ６５３人 延べ３，４６２人
ダンプ・キャリー １８１台 延べ１，６６４台 オペレーター ６９人 延べ８５２人
ユニック・アルミトラック ２３３台 延べ２７２台 オペレーター ７人 延べ１１人
タイヤショベル ６２台 延べ５１３台 オペレーター ４８人 延べ４２２人
フォークリフト ４０台 延べ８６台 オペレーター ２０人 延べ２０人
ブルドーザ １４台 延べ１５３台 オペレーター ５人 延べ２８人
クレーン ４台 延べ３６台 オペレーター ４人 延べ３６人
メンク ６台 延べ５４台 オペレーター ６人 延べ５４人
発電機 ７０台 延べ１，０５７台 オペレーター 合計 延べ４，８８５人
水中ポンプ ６１台 延べ５６２台 仮設トイレ ４台 延べ４１台
バルーンライト ６５台 延べ３７１台 チェーンソー ２４台 延べ２５台
鉄板 ２，４９０枚 延べ２７，８５８枚 草刈機 ２６台 延べ２６台
作業員 ４１２人 延べ４６４名 カッター 延べ４台

重機運搬等
トレーラー １１８回 延べ１７９台
台車（１０t） ５１７回 延べ９９２台
ユニック車 ５台 延べ７３台

仮設資材等 再生クラッシャーラン ２，４０２m３

砂 ８４８m３

囲い（目隠し）ネット
都城，高鍋

バックホウ ５台 延べ７５台 オペレーター ５人 延べ７５人
単管 ６０本 延べ６０本 足場材 ６６本

丸太杭 ３０本
作業員 ３８人 延べ１３８人

消毒ポイント
宮崎，日南，串間，都
城，小 林，東 諸，西
都，日向，延岡，高千
穂地区建設業協会

作業車 １８６台 延べ１，９０１台 バックホウ ６台
発電機 １３８台 延べ２，２５０台 タイヤロープ ６台
動噴 １０台 延べ２８３台 クラッシャーラン ３m３

バルーンライト １４８台 延べ２，２４３台 AS合材 ４t
マット ８９枚 延べ１４５枚 看板 ６枚
ポリタンク ２１０個 延べ３，７９３個 テント ２張
作業員 １，７９０人 延べ１１，５３８人 敷鉄板 １０枚
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ば敬遠され，関係のない宮崎県民まで深い悲しみ
を味わった期間であった。さらに，宮崎への修学
旅行や観光旅行までキャンセルが相次ぎ，商工会
議所への相談が増え，予定していた各種イベント
の自粛や中止が続いた。畜産・農業者はもとより
観光業も商工業も建設業も，軒並みに沈み疲弊し
きった状態となり，早期の払拭が必要であり，ま
た早急な復興が急務となっている。

７． 勇気づけられた一通の手紙

本県で発症した口蹄疫の感染拡大・蔓延防止の
ため消毒ポイントで２４時間体制で従事している建
設業者の作業状況を見て，宮崎市内の小学生から
県建設業協会へ心温まる一通の手紙が届いた。紹
介しよう。
―― こんにちは。私は，倉岡小の６年生です。
口てい疫まん延防止のしごとおつかれさまでし
た。私は，有田橋の近くに住んでいるので，出か
ける時や，かいものの帰り道に消毒プールを利用
していました。私は，みなさんのことを見て，
「かいものなどが出来るのもみなさんのおかげだ
な」と思いました。消毒プールに並んでる時にふ
とお母さんが手を上下に動作しているみなさんを
みて，「こんなに暑い日も，全身にかぶりものも
して，おじぎをしながら大変だね」といいつつ
も，お母さんも頭を下げながら，消毒プールを過
ぎていきました。私は，本当に「そうだな」と実
感しました。一番思ったことは，休みの日とかあ
るのかなと思いました。なぜなら，みなさんが２４
時間交代でしていると聞いてびっくりしました。
私は，宮崎県以外の都道府県に，広がらなくて

良かったのもみなさんのおかげだと思います。最
近では，毎月２０日は，県内一斉消毒の日に決まっ
たそうです。この日を境に，口てい疫のことを思
い出したいと思いました。
これからも，がんばってください。応援してま

す。 倉岡小 ６年 永岡 紗英――
「がんばろう！ 宮崎＠倉岡小メッセージ」

８． 建設業界の果たす社会貢献活動

平成２２年７月２７日，家畜の移動・搬出制限の非
常時事態宣言全面解除の日，東京では全国建設業
協会主催による社会貢献活動推進月間中に活躍し
た団体を顕彰する表彰式が開催された。「防疫活
動に貢献した」と，全国建設業協会長から宮崎県
内の各地区会長が表彰を受けた。その後，宮崎県
知事からも感謝状を受けた。
行政機関の若い職員も積極的に防疫活動に参加

し農場の消毒作業をしながらも，建設企業のオペ
レーターが行う，床掘作業や一頭ずつ機械で吊っ
て順序良く並べ，消毒剤を撒いて埋却していく無
駄のない見事な出来映えに，作業の正確性を改め
て認識していただき，近い将来土木建設に従事す
る時，建設業に対する正しい認識が培われ受・発
注者対等の関係が醸成されてくるのではないか。
営々と地域経済と雇用を守ってきた建設業協会

員が，今回の口蹄疫という見えないウィルスとの
戦いで，取りも直さず県外に飛び火することなく，
一致協力して従事できたことは，台風災害や地震
災害時以上の危機意識があったと認識し，これぞ
社会貢献活動ではなかったかと自負している。
ただ，残念に思うことは，報道規制があったと

はいえ，マスメディアによる報道では自衛隊の支
援ばかりが強調され，建設業協会員が危険を賭し
て埋却作業等に従事したことに関する記事が事実
として報道されることがなかった点である。
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