
分類 Question Answer

周知
徹底

　趣味で蜜蜂を飼い始める人
が増えているが、蜜蜂の購入
者に対し、飼育届の提出など
養蜂振興法等関係法令の遵守
について周知徹底してほし
い。

　新規参入者も含め、蜜蜂を飼育する者に対する養蜂振興法
に基づく手続きの周知については、平成29年８月24日付け29
生畜第581号による生産局畜産部畜産振興課長通知「養蜂振
興法の適切な運用について」により各都道府県に周知をお願
いしたほか、チラシを作成し、農林水産省のHPに掲載すると
ともに、（一社）日本養蜂協会等の関係団体とも連携し、手
続きの徹底を図っているところです。
　法遵守等の情報を都道府県におかれても、県民だより等の
広報誌に掲載していただいているところもありますので、御
検討下さい。

法解釈

　養蜂振興法では、ニホンミ
ツバチとセイヨウミツバチの
扱いを同等にしているのはな
ぜなのか。

　養蜂振興法は議員立法により制定され、その後、いわゆる
趣味養蜂家の増加等により飼育届の対象を趣味養蜂家にも拡
げて運用しています。蜜蜂の群の配置を適正にする等の措置
を講じて、蜂蜜等の蜜蜂による生産物の増産を図ることを目
的としており、養蜂振興法上でニホンミツバチとセイヨウミ
ツバチを区別していません。

分類 Question Answer

耕作放棄
地

の活用

　耕作放棄地に蜜源増殖はで
きないか。その場合、補助金
又は助成金は何かないのか。
　また、上記のように地域と
養蜂業が良好にタイアップし
ている事例はないか。

　耕作放棄地等の活用については、各種基盤整備事業の活用
も考えられますので、要件等が合致するか、県又は市町村の
関係部署に御相談願います。
　なお、他県では耕作放棄地にソバや菜の花を植栽している
事例もありますので、御参考にしていただければと思いま
す。
　また、国の養蜂等振興強化推進事業においては、蜜源植物
の植栽・管理に関する経費を支援しております。

＜法令の解釈とその遵守＞

＜蜜源植物＞

周知
徹底

　新たに蜜蜂を飼育する際
（特に趣味養蜂）に注意すべ
き点（配置調整だけでなく、
マナーの部分）をまとめた
リーフレット等の資料を作成
して欲しい。

　蜂群配置の適正化や飼育届等、養蜂振興法の適正な運用を
徹底するために、農林水産省のホームページにおいて、リー
フレット「蜜蜂を飼育する方へ」
（http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/p
df/H29yohosikusya_chirashi.pdf）や、「蜜蜂の飼育に当
たっての留意点について」
（http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/sonota/a
ttach/pdf/bee-9.pdf）を公開し、適切な飼養管理と法令遵
守等に努めていただくよう情報発信しております。
　またその中で、計画を超える蜂群数の増加や飼育場所の変
更は、地域の適正な蜂群配置に悪い影響を与えるため、蜜蜂
の計画的な飼育に御御力いただくよう呼びかけておりますの
で、飼育届提出等の際に養蜂家の方々へ周知する材料として
御活用ください。
　なお、他の都道府県における事例として、県民だより等の
広報誌に掲載していただいているところもありますので、御
検討ください。
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蜜源
調査

　蜜源等実態把握調査の事例
を紹介してほしい。

　蜜源等実態把握調査の事例について、愛知県（愛知県養蜂
協会）では、環境省の植生調査情報提供のページから地域ご
との植生を把握して、その後、専門家を交えて蜜源となる農
耕地及びスギやヒノキ等非蜜源の植林地帯を除く二次林地帯
の地域を中心に主な蜜源植物の状況を現地調査したものがあ
ります。

補助
事業

　養蜂等振興強化推進事業に
おける同一ほ場での連続栽培
の事業採択について、レンゲ
の開花定着まで数年かかるの
で、同一ほ場の事業実施の採
択をお願いしたい。

　同一ほ場での事業実施については、単純増加の場合であっ
ても、増加することでメリットがあり、成果目標の達成が見
込まれる場合、事業への応募は可能ですが、増加分のみ補助
対象となります。
　ただし、熊による被害等により、蜜源として定着しなかっ
た場合等においては、この限りではありません。

補助
事業

　養蜂等振興強化推進事業に
おける蜜源植物の植栽推進事
業の継続について、事業の説
明をＪＡ等に行うと、事業が
いつまで実施されるのかの問
い合わせがあったが、今後の
事業継続年数の見通しを教え
てほしい。

　養蜂振興法第６条において、国及び地方公共団体は、蜜源
植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援
その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずる
ものとするとされていますが、事業の継続については、毎年
財務省との予算の折衝があり、予断を許さない状況であるた
め、引き続き予算確保に向けて取り組んでまいります。
　また、県独自で蜜源植物の植栽支援事業を行っている事例
も聞いておりますので、都道府県とも相談のうえ御活用くだ
さい。

アルファ
ル

ファタコ
ゾウムシ

　レンゲの害虫であるアル
ファルファタコゾウムシから
の被害防止対策として、
「ヨーロッパトビチビアメバ
チ」の生物農薬があるが、こ
れ以外にどのような対策があ
るか。

　アルファルファタコゾウムシの被害が多い場合、（一社）
日本養蜂協会では、レンゲの生育が若干遅くなるが、アル
ファルファタコゾウムシの繁殖期をずらした遅まき（耕種的
防除）を推奨しています。
【HPアドレス（URL)】
http://www.beekeeping.or.jp/circumstances/steps/alfalf
aweevil

利用権
設定

　養蜂家による農地利用申請
について、農業委員会で受け
入れられづらいことから、休
耕地等の保全と蜜源確保を目
的に、蜜源花き等の栽培を行
う養蜂家に対し利用権の設定
はできないか。

　農地の利用権設定については、養蜂家であることをもって
排除されるのではなく、当該農地を耕作の用に供する点で適
切かどうか等によって判断されるものであり、養蜂家による
蜜源花きの栽培も可能であると考えられますが、県（農委）
担当と御相談の上、必要があれば当省担当へも御相談くださ
い。



分類 Question Answer

マッピン
グ

システム

　蜂群配置を調整する際の参
考に蜂群配置マップを手作業
で作成しているが、国有林や
宅地でない飼育場所の特定に
時間がかかる他、ある特定の
月日時点での配置しか作成で
きない。
　飼育届の内容を入力するだ
けで、簡単に蜂群配置マップ
が作成でき、かつランダムに
月日指定で配置が表示される
ような蜂群配置マップ作製シ
ステムを構築したい。

　沖縄県では独自の養蜂場マッピングシステムを確立してお
り、関係者がパソコンでリアルタイムに蜂場の位置を確認で
きると聞いていますので、御参考にされてください。

太陽光
発電

　蜂場の近くに太陽光発電施
設が作られる場合、何らかの
規制ができないか教えてほし
い。

　蜂場を守るために近隣への建造物等の規制を行うことにつ
いては、養蜂振興法やその他の関係法令には何ら規定されて
いませんので、個別に開発行為の規制の適用が可能か、各行
政庁に御相談いただくことが考えられます。

配置
調整

　飼育届を提出すれば、蜜蜂
を飼育することが出来るとい
う誤った認識している者がい
るため、飼育届は配置調整が
整ったものだけを受理するよ
うな取扱いになるようにして
ほしい。

　養蜂振興法では、届出によって飼育情報を得て、都道府県
が適正な蜂群の適正配置をする考え方であり、多くの都道府
県は届出による情報を基に蜂群配置しているところです。ま
た、提出された飼育届の内容について、その後の蜂群調整が
必要な場合もあることから飼育届が提出された際に蜂群調整
が行われる可能性があることや、調整結果によっては飼育届
に記載された蜂群を飼育できない可能性があることを周知し
ていただくようお願いします。なお、蜂群配置の調整につい
ては、法第８条に基づき、各県が地域の状況に応じて適切に
判断されるべきものと考えますが、話し合いで調整がつかな
かった場合には県が調整方針等を策定し、一定のルールで調
整・決着しているところもあります。

＜蜂群配置＞

配置
調整

　局長通知にある「著しく過
剰な状態」とならないよう
な、蜂群配置における具体的
な適正群数や蜂群間距離の算
出方法や蜜源調査方法等につ
いて教えてほしい。
　また、助言を得るためには
どこに相談すれば良いか教え
てほしい。

　養蜂振興法の目的が、蜂蜜等の増産及び花粉受精の効率化
であることに鑑み、当該目的を達成する観点から判断される
ものであり、個別の事情に則して、措置の決定権者である都
道府県に判断いただくことになります。一方で、汎用的な方
針として、蜜蜂は集蜜する蜜源植物が十分でない場合、蜜源
植物以外から蜜を採る「盗蜂」をするので、このような状況
を未然に避ける事という観点は一つの案として考えられま
す。
　なお、蜂群間の適正な距離については、県によっては２km
と設定しているところもあると聞きますが、蜜源植物の種類
だけではなく、蜂群を配置した周囲の蜜源植物の開花状況や
天候等様々な要因によっても蜜量が異なると言われているこ
と等から、科学者においても統一的見解を示すことは困難と
されていることを御理解ください。
　都道府県は、当該都道府県の区域において、蜜蜂の飼育の
状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管
理その他の必要な措置を講ずるものとしており、その達成に
必要があると認める時は、養蜂業者や養蜂業者が組織する団
体等に協力を求めることができるとされていることから、実
際の養蜂現場をよく知る県内の養蜂業者等と御相談のうえ、
必要な措置を講じてください。



調整
事例

　蜜源をめぐるトラブルを解
決する良い事例（蜂群の配置
に関するガイドラインなど）
があれば教えてほしい。

　蜂群配置の調整の一つの事例として、「山形県蜜蜂転飼調
整方針」の中に、配置の調整にあたり蜂群間の目安の距離等
示していますので御参考になるかと思われます。
　また、県によっては、蜂群配置を徹底させるため、地元の
養蜂組合が開催する調整会議を実施した上で、飼育届けや転
飼許可申請の手続きを進めている事例もあります。

遊休農地
等

の活用

　蜂群配置が円滑に進むよう
に、遊休農地、荒廃山林など
を蜜源として活用したい。

　蜂場の確保については、民間の所有地のほか、国有地等で
ミツバチの飼育環境に適した場所もあるかと考えます。国有
林野の貸付等については、公共用等の場合のほか、国有林野
の管理経営上支障のない範囲で地域住民等への貸付け等を行
えることとなっており、要件を満たした場合には、養蜂敷と
しての貸付も可能と思料いたしますので、具体的な御要望に
ついては所轄森林管理署へ御相談下さい。
　また、他県では、県有林を養蜂協会が借受けたり、公共牧
場を利用するなどして蜂場の確保に努めていると聞いていま
す。なお、蜜源の植栽支援については、養蜂振興強化推進事
業の活用も可能です。

趣味
養蜂

　いわゆる趣味の養蜂家が蜂
場権を一方的に主張してお
り、専業の養蜂家の蜂場が狭
くなってきているため、何ら
かの対応がとれないか、教え
てほしい。

　蜂群の適正配置については、都道府県の関与の下、地域の
実情（蜜源の状況や蜂群数等）に応じて調整が図られること
が現実的と考えています。従って、地域の実情によっては、
趣味養蜂家も含め、調整が必要となることが考えられます。
　また、県における蜂群配置の適正に関する蜂群調整を拒む
養蜂家に対して、先ずは、地域の実情により蜂群の調整が必
要であることを理解・協力して頂くことが大切です。なお、
法第８条（蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置
等）についての罰則に関しては、県の条例でも設けることが
可能です。

　日本養蜂協会の会員と会員
外で飼育届の提出場所が違う
県もあり、混乱している地域
がありますが、そもそも飼育
届を提出せずに、勝手に巣箱
を置く者がいたり、届出をす
れば自由に飼育できると思っ
ている者に対して、強制移動
措置等がとれるよう罰則や指
導を強化してほしい。

　協会員であるか否かに関わらず、飼育届を受理する組織間
で連携し、プロット図などの個人を特定しない巣箱の位置情
報について共有するなど、適切な蜂群配置の調整をお願いし
ます。
　届出の周知方法として、例えば県で、ホームページ等によ
り飼育届が必要なことや飼育届を提出した後も蜂群調整が必
要となることもある旨を情報発信するとともに、他の養蜂家
から飼育届を出されていない方に対して住所地を管轄する都
道府県の養蜂担当の課を紹介するよう協力をしてもらった
り、県の広報誌等で法の遵守等について周知することなども
御検討ください。
　なお、法第８条（蜂群配置の適正等を図るための都道府県
の措置等）についての罰則に関しては、県の条例でも設ける
ことが可能です。
　また、所有者が不明な巣箱の撤去については、県での御判
断によりますが、例えば、指令書に期日を決めて撤去する旨
を記載するのも一案です。

罰則



調整
会議

　年１回の県内転飼調整会議
に併せて翌年の県外からの転
飼を調整しているが、調整会
議後に転飼希望があった場
合、次回まで待ってもらって
いる。他県ではどのように調
整しているか教えてほしい。

　多くの都道府県では転飼調整会議を年１回の開催となって
いますが、４県では追加申請等に対応するための調整を行っ
ています。

趣味
養蜂

　いわゆる趣味養蜂家と生業
養蜂家との間でトラブルが絶
えないため、明確な線引きを
示してほしい。

　法令上は「生業養蜂家」「趣味養蜂家」という区別はな
く、法の対象となる養蜂家については、「養蜂振興法の施行
について」（平成24年11月１日付け24生畜第1518号生産局長
通知）には、法第３条第１項の「業として蜜蜂の飼育を行う
者」とは、蜂蜜等を利益を得て譲渡する事を目的として蜜蜂
を飼育する者を言い、趣味として蜜蜂を飼う等小規模に飼育
し、かつ、蜜蜂又は蜂蜜等を自家用に供する者は含まないと
しています。他方、金銭収入以外の利益を得ている者、自家
消費出来ず余った蜂蜜を売っている者も含むものと解されま
す。
　この解釈に当てはまる養蜂家全てをいずれも等しく当事者
として行政庁の関与・措置の対象と認識し、当事者間の話し
合いで解決できない場合は決定も含めた調整について御対応
をお願いします。
　なお、都道府県において、地域の実情を踏まえ、利害の調
整のために便宜的にいわゆる「生業養蜂家」「趣味養蜂家」
のように区分を設けることは可能と考えます。



分類 Question Answer

適正
指導

　県外からの不法な転飼をし
ようとする養蜂業者について
は、法に基づく手続き等の徹
底をお願いしたい。

　許可を受けずに転飼を行う場合には、法第12条の罰則の適
用も視野に入れ、県において厳重な指導を行う必要があると
考えます。

転飼の
解釈

　購入により蜜蜂を県外から
導入する場合は、転飼扱いに
はならないという解釈でよい
か教えてほしい。

　このような場合、厳密には転飼には当たらないと解釈され
ますが、県外からの導入により群数が変わるのであれば、飼
育届けの変更が必要となります。

転飼の
解釈

　県外から蜜蜂を購入し、県
内で新規に蜜蜂を飼育する場
合、転飼許可が必要となるか
教えてほしい（新規で養蜂を
開始する業者）。
　この場合、①インターネッ
ト等で郵送により導入する場
合、②県外に養蜂業者が買い
付けに行き、本人が持ち帰る
場合、それぞれで法解釈がど
のようになるか教えてほし
い。

　購入により蜜蜂を県外から導入する場合は、厳密には転飼
に当たらないと解釈されますが、県外からの導入により群数
が変わるのであれば、飼育届の変更が必要となります。
　また、御提示いただいている２つの場合においては、いず
れの場合でも上記法的解釈に違いはありません。
　なお、居住地以外の都道府県を飼育場所とするものがある
ときは、養蜂振興法第３条第４項が適用されます。

分類 Question Answer

駆除
方法

　駆除方法の周知を徹底して
ほしい。

　特定外来生物であるツマアカスズメバチについては、長崎
県対馬市で定着しており、九州本土でも27年９月に福岡県北
九州市で、28年５月に宮崎県日南市で、30年10月に大分県大
分市で確認されています。
　養蜂や生態系への影響のほか、人への刺傷被害も懸念され
ることから、環境省において駆除や防除を行うため、ツマア
カスズメバチが疑われる巣や個体を発見した場合には、速や
かに農林水産省畜産振興課及びお近くの環境事務所に連絡を
お願いします。

＜転飼許可＞

＜ツマアカスズメバチ＞

転飼の
解釈

　Ａ県に住所地を置く飼育者
がＢ県に対し4/1～6/30までの
転飼許可を取り、Ａ県からＢ
県へ転飼した後、その転飼期
間の途中でＢ県内での飼育期
間の延長を希望した場合、転
飼許可申請には変更の概念が
ないが、新たに延長する期間
についてＢ県へ追加の転飼許
可申請を行うことになるの
か。それとも最初の許可で既
にＢ県に転飼済みで、新たに
Ｂ県へ転飼する巣箱がないこ
とから、転飼許可は不要で、
Ｂ県内における飼育期間の変
更をＡ県へ届出するだけで法
律上の手続きはよいと解釈さ
れるか教えてほしい。

　あらかじめ飼育期間についての条件が付されＢ県に転飼し
た蜂群について、当該期間後にも継続してＢ県で育成する行
為そのものは転飼には当たらず、まず、当該蜂群の飼育がＢ
県において蜂群配置の観点で適切かどうかを判断し、その判
断に基づいて
・適切である場合はＡ県に対する飼育届出の変更を求める
・不適切である場合は、期間後の飼育について、許可時の条
件の違反をもって許可を取り消し
のいずれかの対応をとるべきものと考えます。



分類 Question Answer

経営
指標

　新規で養蜂業に就農する方
向けに、経営指標の例を示し
てほしい。

　養蜂には定飼、転飼、ポリネーション兼務、他業種と兼務
している者もあり、多様な飼養形態が存在するため、経営指
標はありませんが、（一社）日本養蜂協会が取りまとめた
「ポリネーター利用実態等調査事業報告書」の中で。蜂蜜１
kg当たりの生産費を照会していますので、御参考にされてく
ださい。

分類 Question Answer

盗蜜

　飼養管理により、セイヨウ
ミツバチ（又はニホンミツバ
チ）の「盗蜂」が生じないよ
うにすることは可能か。可能
な場合、具体的な飼養管理方
法を教えてほしい。

　「盗蜂」を予防するための飼養管理方法については、内検
をできるだけ短時間で行うこと、巣門を極力小さくするこ
と、日中の給餌は避けて夕方行うこと、１回の給餌の量を多
くしない（蜂群に見合った量にする）こと、状態の悪い蜂群
は早めに処分するか合同して弱群のまま維持しないことな
ど、強群管理と合わせて考えるようにしてください。
　なお、盗蜂が起きている場合、加害群が１群とは限られな
いため注意は必要ですが、盗蜂と思われる蜜蜂に小麦粉等を
振りかけて巣箱を突き止め、夜間に互いの巣箱を遠ざけて巣
箱同士を近づけない飼養管理方法が確実かと考えますが、ま
ずは地域全体でどの対策がとれるのかを県内の養蜂家ともよ
く御相談のうえ、対応方針を検討願います。

分類 Question Answer

届出
場所

　Ａ県が本社である会社がＢ
県に支社を持ち、その場所で
蜜蜂を飼育することになった
場合、届出する場所はどちら
になるか教えてほしい。

　養蜂振興法上は法人の場合を明記していませんが、会社法
４条に照らせば会社の住所とは本社の所在地であり、本社の
所在する区域を管轄する都道府県に届出をすることが原則で
あると考えられます。一方で、その飼養実態や法人の組織形
態から、支社（支所）の所在地の区域を管轄する都道府県に
届出をすることが必ずしも否定されないと考えられます。い
ずれの場合にあっても、関係する都道府県間で情報の共有に
遺漏なく御対応ください。

＜新規飼養者＞

＜飼養管理＞

＜飼育届＞



届出
内容

　特にニホンミツバチの場
合、１月１日時点で飼育して
いない時は「０群」で飼育届
を出すことになるが、巣箱だ
けを持っていて飼養する可能
性がある人はすべて報告しな
ければならないのか教えてほ
しい。

　蜂群の適正配置に向けた調整を行うためにも報告が望まし
いと考えます。なお、蜜蜂の飼育状況に関しては、１月１日
に現に飼育している蜂群数と年間の飼育計画を書いてくださ
い。１月１日現在で蜜蜂を飼育していない場合、飼育蜂群数
は０、蜜蜂の飼育計画に関しては、当該年の飼育を予定して
いる最大蜂群数を書いてください。

届出の
変更

　飼育届の変更はどのような
場合に実施すればよいか、教
えてほしい。

　飼育届の変更に関しては、蜂群配置の適正の確保や防疫の
迅速かつ的確な実施を図るために必要であり、飼育届の蜂群
数等が変更があった場合には、届け出ることとしています。

分類 Question Answer

ダニ
対策

　届出伝染病に指定されてい
る「アカリンダニ症」の予防
方法や予防薬について、教え
てほしい。

アカリンダニはミツバチ同士の接触で伝播することから、
感染群の転飼や譲渡等に伴う分布拡大を防止することが重要
です。このため、地域における発生状況を的確に把握できる
よう関係者への指導をお願いします。
　また、「アカリンダニ症」の予防薬について、現在、薬機
法に基づき承認されているものはありません。

　飼育届は、蜜蜂の飼育の状況等を把握するための蜜蜂飼育
者からの情報提供という位置づけです。提出された飼育届の
内容について、蜂群調整が必要な場合もあることから、飼育
届が提出された際に、蜂群調整が行われる可能性があること
や、調整結果によっては、飼育届に記載された蜂群を飼育で
きない可能性がある事も周知して頂く等の対応をお願いしま
す。
　蜂群配置の調整については、法第８条に基づき、各県が地
域の状況に応じて適切に判断されるべきものと考えます。例
えば、話し合いで調整がつかなかった場合には、県が調整方
針等を策定し、一定のルールで調整・決着しているところも
あると聞いております。
　また、巣箱の設置場所については、農水省でも養蜂等振興
強化推進事業を措置しており、一部の県においても県単事業
における蜜源植物の植栽支援を行っていると聞いております
ので、円滑な蜂群調整のためには、養蜂家と連携して蜜源の
確保に取り組んでいただければと思います。

予防薬

タイラン水溶散の全国的な
使用調査結果と適切な使用方
法について示してほしい。
　基準値を超える残留が生じ
た場合、薬剤の使用状況につ
いては養蜂家自身の作業記録
を基に判断することになり、
内容によっては適切に使用さ
れていたか判断に苦慮するこ
とがある。そのため、統一し
た作業記録用紙を作成してほ
しい。

タイラン水溶散の全国的な使用調査結果の概要は、農林水
産省のHP等でお示ししたとおりですが、休薬期間終了後に十
分な捨て蜜がなされていなかったこと等が残留に影響してい
る可能性が示唆されています。
　現在、調査研究事業で我が国のみつばちの飼養実態に即し
たタイラン水溶散の使用方法の策定やはちみつ中の残留基準
を見直す上で必要となる科学的な知見を収集しているところ
であり、平成30年12月には、調査研究事業の成果を活用し、
タイラン水溶散の使用に当たっての留意事項をお知らせし、
使用自粛を解除しました。
　引き続き、調査研究事業を活用して科学的知見を収集し、
我が国の養蜂の実態に即した使用方法の策定やはちみつ中の
残留基準値の見直しに向けた働きかけ等を行うこととしてい
ます。

＜衛生対応＞

届出の
解釈

　新規に届出を出す場合、提
出側は、飼育届を出せば記載
した場所に蜂群を配置しても
よいという認識になっている
ため、もめることが多いが、
そういう場合の対処法を教え
てほしい。
　巣箱が予定場所に設置でき
ず、新しい場所も見つからな
いとなった場合の対処法を教
えてほしい。



分類 Question Answer

適正
群数

　「養蜂振興法の施行につい
て」の２の（１）において、
花粉受精用に飼育する場合
は、「農作物の作付面積に対
して妥当な数」とされてい
る。
　日本養蜂協会では「ハウス
での花粉交配用蜜蜂管理マ
ニュアル」にイチゴの場合10a
あたり１群と記載されてい
る。これ以外に資料がないた
め、ハウスのイチゴの以外の
作物について、適正な飼育群
数を教えてほしい。

　ハウスでの花粉交配用の蜜蜂の利用については、（一社）
日本養蜂協会のホームページにイチゴの他、ナスで５～10ａ
に１群、メロン・スイカで10ａに１群を目安として設置する
ことが書かれています。適正な飼育群数は作物の種類や作付
時期、個々のハウス内環境条件等によって異なると考えられ
るため、園芸農家等関係者と調整してください。

飼育場所
の

把握

　腐蛆病の関係から花粉交配
用の蜜蜂についても、県外か
ら購入される蜜蜂について飼
育場所など一定程度の情報の
把握が必要と考えられるが、
対応について教えてほしい。

　花粉交配用蜜蜂を飼育する際に飼育届を不要とする場合に
ついては、①作付規模に対して妥当な数の蜜蜂を花粉交配に
必要な期間のみ飼育すること、②使用後の焼却や養蜂業者へ
の返却等を行うことで防疫上の問題が発生しないよう適切な
措置をとられていることを前提としており、花粉交配用蜜蜂
を通年飼育して増殖させる等の場合には届出が必要となりま
す。
　また、花粉交配用蜜蜂からの腐蛆病等の伝染性疾病の発
生、まん延を防ぐため、昨年、花粉交配用蜜蜂の飼養管理に
ついて（平成29年８月24日付け園芸作物課、畜産振興課長通
知）を発出し、適切な飼養管理について、都道府県から園芸
農家への周知徹底をお願いしたところであり、引き続き御協
力をお願いします。

＜花粉交配＞



講習等

　貸出した耕種農家の使用管
理が未熟なために貸出群の多
くが消滅して返還されるケー
スが多く、経営的ロスが多い
ため、群育成にかかる費用の
一部負担してほしい。
　ポリネーション群の上手な
管理方法等について、わかり
やすい講習や資料を作成でき
ないか。

　花粉交配用蜜蜂に関して、平成30年度から、養蜂等振興強
化推進事業において、養蜂家と園芸農家の協力プランの作
成、蜜蜂の安定確保のための技術実証、講習会の開催やマ
ニュアル作成に必要な経費への支援（補助）を行っていま
す。都道府県（普及センターや試験場も可）と園芸農家、養
蜂家を必須構成員とした協議会が事業実施主体となり得るの
で、御活用ください。

分類 Question Answer

熊被害

　養蜂家で狩猟免許を取得し
ている人は殆どいないので、
養蜂家が蜂場に檻の設置をす
ることを許可してほしい。

　檻等のわなを設置する場合には、鳥獣保護管理法を所管す
る環境省にお問い合わせください。

クマも含め鳥獣被害対策については、まとまって実施して
いただくことが重要であるため、農林水産省では市町村を中
心にした活動（有害個体の捕獲、侵入防止柵の設置、藪の刈
払い等の環境整備）を推進しているところですので、まずは
市町村に御相談いただくのが良いと考えます。その際、蜂場
に自動撮影カメラ等を設置してクマが出没する様子を撮影し
て相談されると理解してもらいやすくなると思います。
　また、蜂場をクマから守る対策としては電気柵が一つの有
効な手段ですので、手引書やマニュアルに記載されている注
意事項に留意しながら御活用ください。

熊被害

　熊被害への具体的な支援策
(熊の捕獲許可・電気牧柵等へ
の助成等）があれば教えてほ
しい。

　養蜂等振興強化推進事業において、植栽した蜜源の場所へ
の電気牧柵等の保護柵設置を支援があるほか、鳥獣被害防止
総合対策交付金で野生鳥獣による養蜂業を含む農林漁業被害
を防ぐための柵の設置を支援しておりますので、活用につい
て御検討願います。

苦情
対応

　糞害のクレームが県民より
あがっており、対応に苦慮し
ているため、解決方法につい
て教えてほしい。

　蜜蜂の糞による被害を抑えるため、先ずは、蜜蜂飼育者に
対して注意喚起することが重要です。例えば、「東京都蜜蜂
飼育の手引き」では、蜜蜂を飼育する者に対して、蜜蜂を適
切に管理し、飼育場所周辺住民に十分配慮するよう促してい
る事例もあります。
　一般的な糞害対策としては、巣箱の移動以外では巣箱の向
きを変えたり、塀を設けて飛行経路を変えることで一定の軽
減効果が得られることがあると聞いています。また、蜜蜂は
白いものに糞をすると言われているので、巣箱の近くに白い
布を垂らしておくと、他の場所での糞害を減らすこともでき
るとの事例もあります。
　糞の被害に限らず住民からの苦情対応に関して、先ずは苦
情を寄せた住民の方から事情を聞いてください。苦情の原因
が蜜蜂の飼育に起因する場合、該当する養蜂家に対して、対
応策などについて十分話合いをして下さい。そして、その対
応策について、飼育者（場合によっては住民）とも理解を得
たうえ、関係者で協力して実施ください。

＜その他＞




