㸯㸯
࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕Ⓨ⏕ࡢᑐᛂ
㸯㸯
࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕Ⓨ⏕ࡢᑐᛂ
࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ᑐᛂᣦ㔪ᇶ࡙ࡁᑐᛂࡍࡿ
࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ᑐᛂᣦ㔪ᇶ࡙ࡁᑐᛂࡍࡿ
ࡇ࡞ࡿࠋᙺศᢸཬࡧⓎ⏕ࡽ࢘ࣝࢫ᳨ᰝࡲ࡛ࡢᑐᛂࡢὶࢀࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
ࡇ࡞ࡿࠋᙺศᢸཬࡧⓎ⏕ࡽ࢘ࣝࢫ᳨ᰝࡲ࡛ࡢᑐᛂࡢὶࢀࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
ۼᆅ
ᆅ
ᇦఫẸ࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕
ۼᆅ
ᆅ
 ᇦఫẸ࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕

ᵝ≧ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ་⒪
ᵝ≧ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ་⒪
 
ᶵ㛵ཷデ
ᶵ㛵ཷデ

 

ۼබ
බ
ᅬ⟶⌮ົᡤࡢሗ࿌ࠊᆅᇦఫ
ۼබ
බᅬ⟶⌮ົᡤࡢሗ࿌ࠊᆅᇦఫ
Ẹࡽࡢ㏻ሗ
Ẹࡽࡢ㏻ሗ
㸦࢝ࣛࢫ➼Ṛஸ㫽㢮␗ᖖቑຍ㸧
㸦࢝ࣛࢫ➼Ṛஸ㫽㢮␗ᖖቑຍ㸧

⋇ۼ
⋇
་ᖌࡀ㫽㢮ࡢ࢚࢘ࢫࢺࢼ
⋇ۼ
⋇་ᖌࡀ㫽㢮ࡢ࢚࢘ࢫࢺࢼ
ࣝ⇕ࡢⓎ⏕ᒆࢆࡍࡿሙྜ
ࣝ⇕ࡢⓎ⏕ᒆࢆࡍࡿሙྜ

 
࠸ࡢ┦ㄯ
࠸ࡢ┦ㄯ
 
㸦་⒪ᶵ㛵эಖᡤэឤᰁᑐ⟇ㄢ㸧
㸦་⒪ᶵ㛵߭ಖᡤ߭ឤᰁᑐ⟇ㄢ㸧

⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ
⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ

ឤᰁⓎ⏕ᒆ㸦㫽㢮㸧
ឤᰁⓎ⏕ᒆ㸦㫽㢮㸧
㸦⋇་ᖌэಖᡤэ
㸦⋇་ᖌэಖᡤэ
ឤᰁᑐ⟇ㄢ࣭
ឤᰁᑐ⟇ㄢ࣭
⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ
⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ
ឤᰁሗࢭࣥࢱ࣮㸧
ឤᰁሗࢭࣥࢱ࣮㸧

 

⌧ۑሙㄪᰝ㸦ື≀ឡㆤ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸧
⌧ۑሙㄪᰝ㸦ື≀ឡㆤ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸧

 
 

≧ἣほᐹ
 ᳨య
≧ἣほᐹ
   ᳨య
᥇ྲྀ᥇ྲྀ

 
 

࢘ࣝࢫ᳨ᰝ㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
ۑۑ
࢘ࣝࢫ᳨ᰝ㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

 
㝧ᛶ
㝧ᛶ

ᅄ㢮ឤᰁⓎ⏕ᒆ

ᅄ㢮ឤᰁⓎ⏕ᒆ
㸦་ᖌэಖᡤэ㒔ឤᰁᑐ⟇ㄢ࣭

㸦་ᖌэಖᡤэ㒔ឤᰁᑐ⟇ㄢ࣭
 

⺅ۼ
⺅
ࡢᤕ㞟࢘ࣝࢫಖ᭷ㄪᰝ
⺅ۼ
⺅ࡢᤕ㞟࢘ࣝࢫಖ᭷ㄪᰝ
⎔ቃಖ⾨⏕ㄢࠊಖᡤ
⎔ቃಖ⾨⏕ㄢࠊಖᡤ
ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

ឤᰁሗࢭࣥࢱ࣮㸧
ឤᰁሗࢭࣥࢱ࣮㸧

 
 

࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ᑐ⟇㆟ࡢ㛤ദ
࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕ᑐ⟇㆟ࡢ㛤ദ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ۑۑ
࢝ࣛࢫ➼Ṛஸ㫽㢮
࢝ࣛࢫ➼Ṛஸ㫽㢮

ۑ
ࡢ⺅ۑᤕ㞟㸦⥭ᛴ㸧㸸ಖᡤ
⺅ࡢᤕ㞟㸦⥭ᛴ㸧
㸸ಖᡤ

࢘ࣝࢫ᳨ᰝ
࢘ࣝࢫ᳨ᰝ

㸰㹩㹫
㸰㹩㹫

㸦⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ㸧
㸦⎔ቃಖ⾨⏕ㄢ㸧
㸦ື≀ឡㆤ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸧
㸦ື≀ឡㆤ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮㸧
㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

ۑ
ྠࡢ⺅ۑᐃ
⺅ࡢྠᐃ
ۑ
ࢫࣝ࢘ۑ᳨ᰝ㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧
࢘ࣝࢫ᳨ᰝ㸦ᗣᏳ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧

㸯㸮㹩㹫
㸯㸮㹩㹫
㝧ᛶ
㝧ᛶ

㝧ᛶ㝧ᛶ

 
 
 
 
 

ۑۑ
⺅ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウ
⺅ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウ

⸆ࡼࡿ⺅࣭ᗂ㥑㝖㸦༊ᕷ⏫ᮧ㸧
ۑ ۑ
⸆ࡼࡿ⺅࣭ᗂ㥑㝖㸦༊ᕷ⏫ᮧ㸧
㸦⠊ᅖࡢ☜ᐃࠊᆅᇦఫẸࡢᗈሗ㸧
㸦⠊ᅖࡢ☜ᐃࠊᆅᇦఫẸࡢᗈሗ㸧



ϭ 㛵ಀᅋయࡢ㐃ᦠ

ண㜵ィ⏬࡛ࡣࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾ༴ᶵ⟶⌮యไࢆ☜❧ࡍࡿࡇࢆᇶᮏ᪉㔪ࡢ୍
ࡘࡋ࡚࠾ࡾࠊឤᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢᙉ➼ࠊ㎿㏿
ࡘⓗ☜࡞㜵άືࡼࡾឤᰁࡢᣑཬࡧࡲࢇᘏࢆ㜵Ṇࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㒔࡛ࡣࠊ⺅ࡀ፹ࡍࡿឤᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜഛ࠼ࠕẅࡢഛ౪⤥㛵ࡍࡿ༠
ᐃࠖࢆ᪥ᮏ㜵ẅ༠➼⥾⤖ࡋࠊ㒔᭷タ࡛⺅ࡢ㥑㝖ࢆ⾜࠺㝿ᚲせ࡞ࡿ㜵
⏝ẅࡢഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ⺅ࡢ㥑㝖ᴗົ➼㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆᮾி㒔㹎㹁㹍
༠⥾⤖ࡋࠊⓎ⏕࠾ࡅࡿ⺅ࡢ⏕ᜥㄪᰝ㥑㝖➼ࡢయไࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡞ࠊ㛵ಀᅋయ
ࡢ㐃ᦠࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡞࠾ࠊࡇࡢϭ❶࡛࠸࠺ᖹᖖࡣࠊ㒔ෆཬࡧ㤳㒔ᅪ࡛⺅ࡀ፹ࡍࡿឤᰁឤᰁࡋࡓ
ᝈ⪅ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡁ࡛ࠊࡘࠊ⺅➼ࡽឤᰁࡢཎయࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡁ
ࢆ࠸࠸ࠊⓎ⏕ࡣࠊ㒔ෆཬࡧ㤳㒔ᅪ࡛⺅ࡀ፹ࡍࡿឤᰁឤᰁࡋࡓᝈ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡁࠊཪࡣ⺅➼ࡽឤᰁࡢཎయࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࡁࢆ࠸࠺ࠋ

㸯 ẅࡢഛ౪⤥㛵ࡍࡿ༠ᐃ
Ⓨ⏕⺅ࡢ㥑㝖➼ࡢᑐ㇟ᆅᇦ㸦༙ᚄ 㹩㹫ᅪෆ㸧࠶ࡿᗇ⯋ࠊᏛᰯࠊබᅬ➼ࡢ㒔
᭷タ࡛ᚲせ࡞ࡿẅࢆ▷ᮇ㛫☜ಖࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶
༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ༠ᐃྡ⛠ ⺅ࡀ፹ࡍࡿឤᰁࡢⓎ⏕ഛ࠼ࡓẅࡢഛ౪⤥㛵ࡍࡿ༠ᐃ 
 ༠ᐃඛ  ᪥ᮏ㜵ẅ༠ཬࡧ༠ຍ┕  ♫
 ༠ᐃࡢᴫせ
ഛẅࡣὶ㏻ᅾᗜࢆά⏝ࡍࡿࣛࣥࢽࣥࢢࢫࢺࢵࢡ᪉ᘧࡋࠊ༠ᐃᇶ࡙ࡁ᪥
ᮏ㜵ẅ༠ຍ┕  ♫ዎ⣙ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ϭ㸧
ࠋࡲࡓ༠ᐃࡣࠊഛ㔞ࢆ㉸
࠼ࡿẅཪࡣࡑࢀ௨እࡢẅࡀᚲせ࡛࠶ࡿุ᩿ࡋࡓࡁࡢ౪⤥ࡢ༠ຊࡘ
࠸࡚ࡶつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ



⾲ϭ ഛẅᩘ㔞
ഛẅ
ࡢ✀㢮

㹇㹅㹐

ᆺ

ᩘ㔞

㹥ⓎἻ㘄

 㘄

㹥ⓎἻ㘄

 㘄

⢏

㹩㹥








┿ϭ ഛẅಖ⟶≧ἣ





㸰 ⺅ࡢ㥑㝖ᴗົ➼㛵ࡍࡿ༠ᐃ
   Ⓨ⏕⺅ࡢ㥑㝖ᴗົ➼ࢆ⾜࠺సᴗ⪅ࡸᚲせ࡞ᩓᕸᶵᮦࠊ㌴୧➼ࢆ☜ಖࡍࡿࡇࢆ
┠ⓗࡋ࡚ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ༠ᐃྡ⛠ ⺅ࡀ፹ࡍࡿឤᰁࡢⓎ⏕ഛ࠼ࡓ⺅ࡢ㥑㝖ᴗົ➼㛵ࡍࡿ༠ᐃ
 ༠ᐃඛ  බ┈♫ᅋἲேᮾி㒔࣌ࢫࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༠
 ༠ᐃࡢᴫせ
Ⓨ⏕ᚲせ࡞ࡿ⺅ࡢ⏕ᜥㄪᰝ㥑㝖➼ࡢᴗົᚲせ࡞ࡿேဨ➼ࡢ☜ಖ
ࡘ࠸࡚ࠊᛂ༠ຊయไࢆᩚഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮾி㒔㹎㹁㹍༠ࡢࡳ࡛⺅ࡢ㥑㝖ᴗ
ົ➼ࢆ⾜࠺ࡇࡀᅔ㞴࡞つᶍ࡛ឤᰁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊᅜ⤌⧊࡛࠶ࡿබ┈♫ᅋ
ἲே᪥ᮏ࣌ࢫࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༠➼ࢆ㏻ࡌ࡚㞄┴ࡢ࣌ࢫࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༠ᛂ
༠ຊࢆồࡵࡿࡇࡋ࡚࠸ࡿࠋ



Ϯ ཧ⪃㈨ᩱ
 㸯 ᬑཬၨⓎ㈨ᩱ࣭ᵝᘧ
   ⏕ᜥㄪᰝཬࡧ㥑㝖ࡢጤクዎ⣙᭩ᵝ᭩㸦㸧
  ࡇࡇ♧ࡍࡿ  ✀㢮ࡢᵝ᭩ࡣࠊ⮬యࡀ࢚࢘ࢫࢺࢼࣝ⇕➼፹⺅ᑐ⟇ࡢࡓ
ࡵࡢᴗົጤクࢆ⾜࠺㝿ࡢࠊᶆ‽ⓗ࡞ᵝ᭩ࡋ࡚ࠕ㹎㹁㹍ࡢࡓࡵࡢ࢚࢘ࢫࢺࢼ
ࣝ⇕፹⺅ᑐ⟇࣐ࢽࣗࣝࠖ㸦බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏ࣌ࢫࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ༠Ⓨ⾜㸧ࢆ
ཧ⪃సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⺅ཬࡧ㫽㢮㛵ࡍࡿࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫࡢᶆ‽
ᵝ᭩࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࢹࣥࢢ⇕ࠊࢳࢡࣥࢢࢽ⇕ཪࡣࢪ࢝࢘ࣝࢫឤᰁ≉
ࡋࡓࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫࢆᐇࡍࡿሙྜࡣࠊࢺࣛࢵࣉࡢタ⨨㛫ࢆ  㛫ࡍࡿ
➼ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㒔ࡀᐇࡋ࡚࠸ࡿࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫࡘ࠸࡚ࡣࠊ ࣮࣌ࢪࡢ
㸰࡛⤂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸯 ⺅ཬࡧ㫽㢮ࡢࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫᶆ‽ᵝ᭩
㸯 ⺅ࡢࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫ㸦ᡂᤕ⋓ㄪᰝ㸧
   ᮇ㛫
  

ዎ⣙⥾⤖᪥ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛

 ᤕ⋓ㄪᰝ⏝ࢺࣛࢵࣉ
 

ࢻࣛࢫࢆే⏝ࡋࡓࣛࢺࢺࣛࢵࣉ㸦&'& ᪉ᘧ㸧

  ࢺࣛࢵࣉタ⨨⟠ᡤ
 


ᣦᐃࡋࡓۑۑᕷෆ  ⟠ᡤ  ⟠ᡤᙜࡓࡾ  ྎタ⨨
 ࢺࣛࢵࣉタ⨨ᅇᩘ

 


㸯⟠ᡤࡘ࠸࡚ᖺ㛫  ᅇࠊྜィ  ᅇ
 సᴗෆᐜ

 

ձタ⨨㸦ཎ๎ࡋ࡚ẖ㐌ᮌ᭙᪥ࡢ  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ㛫㸧

 

ղᅇ㸦タ⨨ࡋࡓ⩣ᮅࡢ  ࡽ  ࡲ࡛ࡢ㛫㸧

 

ճ㐠ᦙ㸦᳨యࢆᐜࡋࡓᅇᐜჾ෭፹ࢆධࢀࠊ᳨ᰝᶵ㛵ࡲ࡛㐠ᦙ㸧

㸯 㫽㢮ࡢࢧ࣮࣋ࣛࣥࢫ
  ᮇ㛫
ዎ⣙⥾⤖᪥ࡽ  ᭶ᮎ᪥ࡲ࡛
  ᑐ㇟ᆅᇦ
 

ۑۑᕷෆᇦ



  ᅇᇶ‽
  ձṚᚋ  㛫௨ෆ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ࢝ࣛࢫ࡞ࢆᅇࡍࡿࠋ
  ղྠ୍⟠ᡤࠊྠ୍ᮇ」ᩘ⩚ࡢ࢝ࣛࢫࡢṚయࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ୰ẘࡢ࠸ࡶ࠶
ࡿࡓࡵᅇࡢᑐ㇟ࡋ࡞࠸ࠋ
  ᅇᡭ㡰
  ձබᅬ➼タ⟶⌮⪅ࡸᢸᙜಀࡣࠊ  ࡢᅇᇶ‽ྜ⮴ࡍࡿ࢝ࣛࢫࡢⓎぢࡸ㏻ሗࢆ
ཷࡅࡓሙྜࠊጤクᴗ⪅ᅇࢆ౫㢗ࡍࡿࠋ
  ղጤクᴗ⪅ࡣࠊ࢝ࣛࢫࢆ㏿ࡸࣅࢽ࣮ࣝ⿄➼ධࢀ࡚ᐦᑒࡋࠊࡑࢀࢆ෭፹ࡢධࡗ
ࡓᐜჾධࢀࠊ᳨ᰝᶵ㛵༶᪥ᦙධࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ᳨యࡢ㆑ูࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࣅࢽ
࣮ࣝ⿄࡞ࡣࠊ᳨య᥇㞟᪥ࠊሙᡤࠊ㆑ู␒ྕࢆグ㍕ࡋࡓ౫㢗᭩ྠ୍␒ྕࢆグ
㍕ࡍࡿࠋ
  ճጤクᴗ⪅ࡣࠊ࢝ࣛࢫࢆᦙධࡍࡿࡇࡀ☜ᐇ࡞ࡗࡓሙྜࠊලయⓗ࡞ᦙධ㛫ࢆ
๓ᢸᙜಀ㐃⤡ࡍࡿࠋ
  մᅵ᪥ࢆྵࡴ⚃⚍᪥➼࡛㐃ఇ࡞ࡿ๓᪥ࡢ᳨యᅇࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᙜ᪥ᦙධࡀྍ
⬟࠺᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ᳨యᅇࢆ⾜࠺๓᳨ᰝᶵ㛵㐃⤡ࡋࠊ᳨యᅇࡢᚲ
せᛶࡀ࠶ࡿ┦ㄯࡍࡿࠋ




㸰 ⾨⏕ᐖ➼㥑㝖సᴗᶆ‽ᵝ᭩
  ࡇࡢᵝ᭩ࡣࠊ⾨⏕ᐖ➼㥑㝖ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊᢸᙜಀࡀᣦ♧ࡋࡓሙྜࠊ
ࡇࢀࢆᒚ⾜ࡍࡿࠋ
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施設管理者向け
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蚊の発生防止対策
〜蚊媒介感染症防止のために〜
〜蚊媒介感染症防止のために〜
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蚊をなくして快適な夏を！
―感染症を媒介する蚊の発生防止対策―
平成 26 年、我が国では約 70 年ぶりとなるデング熱の国内発生が確認されました。この病気は、デング
ウイルスを保有する蚊に刺されることで発症する感染症です。このため、デング熱のまん延を防ぐには、都
民一人ひとりが、日頃から蚊の発生防止に努めることが重要です。
このパンフレットを活用し、蚊をなくして安全・快適に過ごしましょう。

デング熱について
デング熱は、デングウイルスに感染することにより起こる感染症で、主な媒介蚊はヒトスジシマカやネッ
タイシマカです。人と蚊の間で感染を繰り返し、人から人へは直接感染しません。
典型的な症状として、蚊に刺されてから２日〜１５日（多くは３〜７日）の潜伏期間の後、高熱（３８〜
４０℃）・頭痛・関節痛・筋肉痛・発しんなどの症状が現れます。特別な治療法はなく、症状に応じた対症療
法が行われます。多くの人は、１週間ほどで症状が回復します。

デングウイルスの感染経路
デングウイルスを保有
する蚊に刺されること

ウイルス

デングウイルス保有蚊
吸血

デングウイルス感染者

により、デングウイル
スに感染します。

デングウイルス感染者

※ 詳細は、以下のホームページに掲載されています。
デング熱について（東京都福祉保健局）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/dengue.html

デング熱の予防
デング熱に有効な予防接種はありません。予防は蚊に刺されないように
することが重要です。
そのため、ヒトスジシマカ等を減らすよう対策を行い、蚊に刺されない

こんなところが潜み場所

ようにしましょう。
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デング熱を媒介する蚊
ネッタイシマカもデング熱を媒介します。これまで東

ヒトスジシマカ
（ヤブカ類）

京都の調査では捕獲されたことはありませんが、国内で
は過去に国際空港の周辺で捕獲されたことがあります。


この他にも、感染症を媒介する主な蚊として、アカ



イエカ（ウエストナイル熱）
、チカイエカ（ウエスト





ナイル熱）、コガタアカイエカ（ウエストナイル熱、
日本脳炎）
、ハマダラカ（マラリア）などがあります。

デング熱の他、チクングニア熱、ウエスト
ナイル熱を媒介します。

写真提供：田中誠氏




ヒトスジシマカの一生




雌は吸血と産卵を３〜４回繰り返します。







６〜７日

２〜３日

３０〜４０日

草むら・やぶ



２〜７日

水中︵水たまり︶



さなぎ

卵

幼虫 ( ボ
ボウフラ )

蛹（オニボウフラ）
（オ ボウ ラ

成虫（蚊）

〜夏場は条件が良ければ、卵から１２日位で成虫になります〜















関連情報（東京都ホームページ）
●デング熱（東京都感染症情報センター）
東京都 デング熱
症状、予防のポイントの他、都内の流行状況について
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/dengue/
●蚊媒介感染症（東京都感染症情報センター）
蚊が媒介する感染症の種類、症状などについて
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/mosquito/
●感染症媒介蚊対策について（東京都福祉保健局）
東京都における感染症媒介蚊対策について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/eisei/baikaikataisaku/index.html

相談窓口
蚊についての相談・お問合わせは、お住まいの特別区（区役所・保健所）及び市町村（市役所・町村役場）の
ねずみ昆虫等の防除事務を所管する部署までご連絡ください。なお、市町村（八王子市及び町田市を除く。）
にお住まいの方は、管轄する各保健所生活環境安全課環境衛生係でも受け付けています。
編集･発行

東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課指導係

03-5320-4391
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