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奥州金ヶ崎モーモーレディスの会　
菊　池　美代子

　「第６回全国モーモー母ちゃんの集いinいわて」
が平成23年３月２日から２日間にわたって開催さ
れ、「畜産の夢を語ろう！岩手で」をテーマに、
北海道から沖縄まで、全国の300名を超える牛飼
い母ちゃんが奥州市に集まりました。
　全国モーモー母ちゃんの集いは、肉牛農
家や酪農家の女性による全国的な活動で、
平成12年に兵庫県淡路島を皮切りに、これ
まで宮城県、島根県、青森県、沖縄県で隔
年開催してきました。この全国大会に参加し
ているうちに、「岩手でも是非やりたい」と
の気持ちが大きくなり、奥州市や金ヶ崎町の
モーモー母ちゃんが集まり、平成22年の第６
回開催誘致に向けて実行委員会を立ち上げ
ました。関係機関の後押しもあって、やっと
平成22年7月の開催目途が立ったところへ、
あの口蹄疫です。終息するのを待って全国
の仲間が集える日まで待つことにしました。
　その後、８月27日に終息宣言が出されま
したので、年度内の開催を目指して準備を
再開しました。何度も実行委員会を重ね、
なんとか３月開催までこぎつけました。
　３月２日、奥州金ヶ崎の実行委員会のメンバー
40名はオレンジ色のスタッフジャンパーで全国の
モーモー母ちゃんを出迎えることができました。
特にも、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳の噴

火などの危機を乗り越えて駆けつけた24名の宮崎
県からの参加には感極まりました。
　集い１日目は、基調講演と意見交換会及び分散
会を、２日目は交流会及び現地研修を実施しまし
た。参加者からは、手作り感や全体的な歓迎ムー

ドが評価され、会員からは、達成感と多く
の仲間ができたとの評価で一致しました。
　「モーモー母ちゃんの集いinいわて」を
成功させた実行委員会は、その後、東日本
大震災では、被災者への炊き出しを、牛肉
の出荷停止時期には、風評被害対策イベン
トやテレビ番組やＣＭへの出演、それにご
当地メニューの開発・販売へも取り組んで
います。そして、今後も牛を通じて何らか
のつながりを持ち続けたいとの気持ちか
ら、「奥州金ヶ崎モーモーレディスの会」
を７月12日に設立しました。これら、実行
委員会の取組みを岩手県が主催する平成23
年度岩手県獣医畜産業績発表会において発
表したところ、特別賞を受賞することが出
来ました。牛飼い女性の活動が評価された

ものと皆で喜んでおります。
　女性の団結力で地域の農業や農村を明るくし
て、夢のある畜産経営を確立していきたい。そし
て、平成25年度に開催が予定されている宮崎大会
へ向け活動を加速させていきたいと考えています。

　　　　　牛飼い女性ネットワーク「モーモーレディス」
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TEL.0195－66－0555　FAX.0195－66－0511

乳製品の自宅宅配承っております。 風車が回る高原の焼肉レストラン

TEL/FAX.0195－68－2010TEL.0195－66－0030　FAX.0195－66－0031

ご宿泊･ご宴会にご利用下さい。

社団法人 葛巻町畜産開発公社 〒028－5402　岩手県岩手郡葛巻町葛巻40－57－125
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岩手県肉用牛振興計画の概要
―――――――　岩手県農林水産部畜産課　―――――――

　岩手県が肉用牛主産地としての地位を維持し、さらに発展していくためには、中核農家を中心とした生産構
造への転換及び地域の特性を生かした低コストで高品質な牛肉生産を一層推進する必要があります。
　しかしながら、平成23年３月に発生した原子力発電所事故の影響により、本県では平成23年８月１日には原
子力災害対策本部より牛の出荷制限の指示を受け、出荷制限一部解除後も風評被害による価格の低下が続き、
畜産業界に甚大な被害が出ております。
　このような中、県は昨年５月に策定した「岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画」に掲げる肉用牛に関する目
標を達成するため「いわて肉用牛振興計画」を策定し、具体的に推進するものです。

　本県の肉用牛生産の目指す方向として、「環境に配慮した岩手らしい肉用牛経営を進め、
放射性セシウムを含まない飼料給与により、安全で高品質ないわて牛を安定供給し、県産牛
肉に対する消費者の信頼と期待に応えていくこと」への実現に向けて振興施策を推進します。

⑴　担い手の育成
①　肉用牛生産を経営の基幹に据える経営体に、各種施策を集中し、規模拡大を支援します
②　増頭意欲のある中核農家を地域ぐるみで支援し、規模拡大を支援します

⑵　地域支援体制の強化
①　公共牧野等における放牧を促進し、労力及び設備投資経費の軽減を図ります
②　肉用牛ヘルパーやコントラクタ等の外部支援組織育成・強化し、小規模経営者、高齢者、

新規就農者を支援します
⑶　女性の経営参画促進

①　女性の経営参画により生産者間の交流促進や、経営・技術に関する情報発信などを推進す
るため、女性リーダーを対象とした研修機会を提供します

②　各地域で女性の意見交換、研修を積極的に行って経営参画を推進します

⑴　改良事業の推進
①　「菊福秀」「菊安舞鶴」などの高能力県有種雄牛を活用し、繫殖基盤の拡大・強化を推進します
②　優良な県有種雄牛産子の県内保留により、特徴ある「いわて牛」の生産拡大を図ります

⑵　生産性の向上
①　「モットー君通信簿」等を活用した分娩間隔の短縮を支援します
②　県有種雄牛の優良産子の積極的な活用による肥育部門の拡大を図ります

⑴　飼料基盤の安全性確保
①　放射性セシウムの影響を受けている草地については、計画的な除染対策を実施し、安全な

自給飼料の生産を推進します
⑵　給与飼料の安全確保

①　利用自粛地域等であって、放射性セシウムを含まない自給飼料の確保が困難な場合は、関係団体
が連携して農家の代替飼料購入を指導し、放射性セシウムを含まない安全な飼料給与を推進します

○　地域の肉用牛振興計画
　広域振興局が管轄する県内各地域でも、それぞれの課題に応じた振興方針と具体的な計画を策定し、毎年度進
捗について確認することにしています。

○　推進期間
　本計画の推進期間は、平成24年度から26年度までの３カ年とします。
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母豚２,０００頭の一貫経営母豚２,０００頭の一貫経営
・農場HACCP認証農場　　・良質豚ぷん堆肥の供給
・徹底した衛生管理と優良系統豚による斉一性の高い高品質豚肉の生産・供給

「南山形養豚組合」
 岩手町大字川口36‒242‒3

TEL.0195‒62‒9087 FAX.0195‒62‒9373

※精肉のご用命は岩手畜流会（食肉専門店）へ中央畜産会認証第１号（南山形）

◎飼い直しは、広域振興局等によく相談しましょう
・廃用牛を出荷する場合は、まず広域振興局等に

ご連絡ください。その際は、これまで牛に給与
した飼料等のすべてをお伝え下さい。

・連絡をいただいた広域振興局等の職員が、出荷
予定の牛に給与した飼料の放射性セシウム濃度や
給与量、給与期間から牛肉中に含まれる推定濃度
と飼い直しに必要な期間を計算し、お知らせします。

・放射性セシウム濃度が基準値を上回ると算定さ
れた場合は、飼い直しが必要となり、基準値を
下回るまでの期間、出荷を自粛していただくの
で、職員の指示に従って下さい。

・なお、基準値の１／２（50ベクレル／kg）以
下の場合は出荷が可能です。

◎草地更新後でも、濃度を確認してから給与しましょう
・牧草地の放射性セシウム濃度を下げるために

は、除染が有効ですが、十分な効果が得られる
よう、除草剤による前植生の枯死化、丁寧な耕
起をする必要がありますので、具体的な方法な
どは最寄りの広域振興局等にご相談ください。

・なお、草地更新後は広域振興局等へ連絡し、牧
草中の放射性セシウム濃度を確認してください。

乳用牛及び肉用牛飼養者の皆様へ

岩手県農林水産部畜産課 　    

　平成24年10月１日から牛肉の出荷に際して
は、放射性物質に関する新たな基準値（100
ベクレル／kg）が正式に適用されています。
飼養者の皆様には、基準値を超えることがな
いよう、適切な飼養管理と出荷前の再確認を
お願いします。

◎暫定許容値以下の飼料のみを給与しましょう
・放射性物質の汚染により利用できない飼料は、

目印を付けるなど、誤って牛に給与しないよう
区分して保管しましょう。

・牛が舎外の雑草等を食べることのないよう適切
に管理しましょう。

・牛に与える牧草等の放射性セシウム濃度が不明
の場合は、広域振興局等へご相談ください。

場において、離乳豚および肥育豚の死廃率が上昇
する事例があり、対策として出生時の確実な免疫
付与を目的とした哺乳豚管理の見直しを実施した
ので、その概要を述べる。

 発生状況

　当該農場は繁殖母豚1,150頭の一貫経営農場で
あり、子豚は21日齢で離乳した後、約70日齢まで
分娩豚舎で肥育された後、肥育豚舎へと移動す

 はじめに

　子豚の病気は、21日齢から70日齢の時期に多発
すると言われている。病気の発生は、農場の衛生
費を増加させるのみでなく、その後の発育遅延や
飼料効率低下に繋がることから、子豚の疾病を抑
え、一頭でも多くの肥育素豚を育成するためには
農場内の菌量低減や哺乳時期の免疫付与、離乳時
のストレス低減等が重要となる。
　平成23年５月から９月にかけて、管内の一養豚

平成２3年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県獣医師会長賞（獣医部門）

一養豚場における哺乳豚管理の見直しによる損耗率低減事例

岩手県県北家畜保健衛生所　○吉　田　恵　美、佐々木　幸　治
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●動物用医薬品販売の全国ネットワークを駆使し、
あらゆる動物の健康維持に貢献します。

動物の健康は人の健康につながる
本社：北海道北広島市大曲工業団地6-2-13

盛岡支店：TEL 019（638）3291　一関支店：TEL0191（23）2756 

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

低値を示し（3.50±3.89mg/ml、正常値６mg/ml
≦）、また20日齢の哺乳豚12頭においても正常値
を大きく下回っていた（3.29±2.03mg/ml、正常
値10mg/ml≦）。

 対　　策

　病性鑑定の結果、発症豚には病理組織学的に多
様な所見が認められ、分離された大腸菌の一部は、
浮腫病に関与する病原因子を保有するなど、複数
の病原体の関与が疑われた。また、発症豚及び同
居豚に共通して低グロブリン血症が認められ、初
乳摂取不足による免疫能低下が事故率上昇の要因
として示唆された。これらを踏まえ、大腸菌対策
と、授乳期における哺乳豚への免疫付与の２点に
重点をおき、以下の対策を実施した。

１　大腸菌対策

　当該農場では、各ステージに担当従業員が配置
され、分娩豚舎は10日間の空舎期間を確保し、洗
浄、消毒、石灰塗布及び乾燥が確実に実施されて
いたが、離乳時や子豚の肥育豚舎への移動等の際
に、担当以外の従業員の分娩豚舎への出入りが認
められたことから、母豚舎および肥育豚舎から分
娩豚舎への病原体の持ち込みを防止するため、農
場内での従業員の行動範囲を明確化し、分娩豚舎
の清浄性の維持に努めた。
　また、新たに発症した豚に対しては、薬剤感受
性検査成績に基づいた有効薬剤を用いて治療する
とともに、分娩前の母豚および哺乳豚へ生菌剤を
給与し、大腸菌の増殖抑制や、排出菌量の低減を
図った。

２　哺乳豚への免疫付与対策

　すべての哺乳豚への均等な初乳給与のため、新
たに分割授乳を取り入れた。分割授乳は、娩出後
にすべての子豚に初乳を飲ませた後、大きい子豚
をコンテナにいれ、その間に小さな子豚に授乳さ
せる方法で行った（図１）。夜間に分娩した場合
は翌日の午前と午後の二回、昼間に分娩した場合
は同日午後と翌日午前の二回を、一回１時間を目
安に実施した。
　

る。平成23年５月、哺乳豚が「ふるえ」、「ふらつ
き」等の神経症状を呈して死亡する事例があり、
大腸菌症と診断された。また、翌6月には肥育豚
において、滲出性表皮炎（スス病）が発生した。
いずれの事例においても、発症豚への有効薬剤の
使用を中心とした対策により沈静化したが、その
後８月に、肥育豚舎移動前の約50日齢の離乳豚に
おいて事故率の上昇が認められた。死亡豚に前駆
症状は認められず、農場は暑熱の影響を考慮し、
飼養密度を下げ、扇風機による送風を行ったが改
善されなかったため 、当所に病性鑑定の依頼が
あった。
 

 材料および方法

　母豚の異なる離乳後の瀕死豚3頭及び死亡豚1頭
（以下発症豚）を用い、病理学的、細菌学的及び
血液生化学的に検索するとともに、子豚の免疫状
態を確認するため同時期の20日齢の哺乳豚12頭に
ついて血液生化学的検査を行った。

 成　　績

病理学的検査成績

　剖検により、著しい病変は観察されなかった。
病理組織学的検査では、脊髄や消化管漿膜、腸間
膜における小口径動脈変性や、間質性肺炎、バラ
ンチジウム症など多様な所見が認められたもの
の、すべての個体に共通する所見は認めらなかっ
た。

細菌学的検査成績

　発症豚４頭のうち３頭の空腸内容あるいは空腸
リンパ節から 、溶血性を示す大腸菌が分離され
た。分離された溶血性大腸菌について病原因子を
検索した結果、豚の浮腫病の起因菌が保有する線
毛抗原F18ab、および毒素VT2eの各遺伝子が検
出された。薬剤感受性試験により、全ての供試菌
株は同様の成績を示し、発症豚へ投与されていた
アンピシリンに耐性を示した。

血液生化学的検査成績

　発症豚の血清IgG濃度を測定した結果、全頭が
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プレミックス工場 0198－26－4726 ㈹　家畜衛生食品検査センター 0198－26－5375 ㈹　大館(営),横手(営),青森(営),古川(営),山形(営),酒田(出),福島(営),旭川(営),札幌(営),帯広(営),釧路(出)

今までもこれからも｡｢生命の未来｣のために尽くしたい。 ＜動物用医薬品･ワクチン･プレミックス･器具機材＞
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　大 船 渡(営）　0192－26－4740 ㈹　

学項目であるAlb、T-cho、BUN、TGを測定し
た結果、いずれも対策前と比較して平均濃度が上
昇し、栄養状態の改善が認められた（表１）。

表１　血液生化学検査成績

 まとめ

　管内の一養豚場において、夏季に離乳豚の事故
率上昇が認められ、病性鑑定を実施した。病性鑑
定の結果、複数の病原体の関与が疑われ、共通し
て血清IgG濃度の低下が認められたことから、初
乳摂取不足による免疫能低下が誘発因子として示
唆された。
　哺乳豚管理の改善策として、出生時に分割授乳
を実施した結果、哺乳豚の損耗率は有意に減少し、
また、20日齢における血中IgG濃度は、対策前の
3.29±2.23mg/dlから8.06±1.58mg/dlに有意な上
昇が認められた（p＜0.01）。これらの結果から、
分割授乳により、分娩後早期にすべての産子に初
乳を均等に飲ませることで、免疫が付与され、そ
の後の事故率低減につながったことが示唆された。
　子豚の免疫グロブリン吸収能力は、生後4時間
を目安に半減することから、子豚の疾病予防には、
分娩後早期の初乳給与により哺乳豚の免疫レベル
を上げ、ばらつきをなくすことが重要である。ま
た、抗生物質のみに頼る対策は、耐性菌の出現に
より発生時の治療を困難にするなどの弊害がある
ことから、まず第一に豚舎の清掃や消毒の徹底に
より衛生的な飼養環境を整え、そのうえで有効薬
剤による治療を行うことが重要である。今後は、
農場の衛生対策と適切な哺乳豚管理が、生産性向
上のために重要であるという認識を関係者全員で
共有していきたい。

 対策の効果

　対策前後で、哺乳豚の損耗率は14〜19％から10
〜11％に有意に減少あるいは減少傾向を示した
（ｐ＜0.052）（図２）。また、対策後に産まれた
20日齢の哺乳豚について血清IgG濃度の測定を
行った結果、対策前の3.29±2.03mg/dlから8.06±
1.58mg/dlに有意な上昇が認められた（p＜0.01）
（図３）。また、栄養状態の指標となる血液生化

図１　分割授乳の様子

図２　対策前後の哺乳豚の損耗率

図３　血清ⅠgG濃度（20日齢）

対策前
（n=12）

対策後
（n=14）

正常値
（21日齢）

Alb（g/dl） 3.28±0.32 3.37±0.23 3.17±0.39

BUN（mg/dl） 6.96±1.74 9.16±1.98 8.63±3.27

T-Cho（mg/dl） 118.25±34.84 130.57±38.94 124.71±36.69

TG（mg/dl） 68.17±38.48 83.79±34.85 46.69±30.57
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創業108年品質第一手造りの店

岩手県指定店 塩 釜 馬具店
盛岡市大沢川原２丁目２の32　ＴＥＬ019-622-5393 (労働福祉会館隣)

｝　　　　　馬・乳牛　用頭絡手綱・馬衣・乳牛用新型牛衣・
　　　　　肉牛　　　肉牛用牛衣
●普通乗鞍・ウエスタン鞍・ポニー用鞍等乗馬具・輓馬具一式・畜犬具　
●電気工事用革ケース・カバン・ズック製袋カバン・リュックサックバンド・安全帯
●せんてい鋏ケース他造園工具ケース類　●その他特別御注文のカバン等承って居ります

●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし

養度管理においても改善されている」と審査講評
しました。

日本短角種の部

　日本短角種は４部門、35頭が出品され、８月30
日に同前日会場で審査が行われました。田中佑一
審査員（（独）家畜改良センター奥羽牧場種牛係長）
は審査講評で、「未経産の部は体積に優れ、肉牛
としての素質を十分に備えた牛が揃っていた。ま
た、初産の部は、今後、繁殖牛として本格的に供
用していくことが楽しみになる牛が多かった。一
部、乳徴に若干物足りなさのある牛もあったが、
経産の部は優れた体積と肢蹄の強さはどの牛につ
いても評価できた。一方で若干栄養度が高めの牛
が見られたことは惜しまれる」と述べました。

ホルスタイン種の部

　ホルスタイン種の部は、今回は９月１日に葛巻
町のくずまき高原牧場を会場に10部77頭によって
競われました。審査を行った荒木俊彦氏（（社）ジェ
ネティクス北海道業務部長）は、「未経産クラス
はいずれも発育に優れ、肋が良く開帳しており、
体全体の輪郭も鮮明で若牛として望ましい乳用牛
の特質を備えている。反面、過肥や前駆の強さや
後躯の充実に欠ける牛が散見された。経産牛はい
ずれの部もスケール雄大で正確な骨格構造を備
え、乳房底面の高い機能的な乳器を備えている牛
が数多く出品され、見ごたえのある共進会になっ
た。3年後、北海道で開催される全日本ホルスタ
イン共進会に岩手からも素晴らしい牛が出品され
ると確信した」と講評しました。
　また、今年は児童生徒によるリードマンコンテ
ストも行われ、岩泉町の山崎晃菜さんが1位に輝
きました。荒木審査員も「ぜひ、将来も酪農に携
わってほしい」と期待を寄せていました。

馬の部

　９月７日、馬っこパーク・いわてを会場に３部
門15頭が出品されました。山下進審査員（（社）岩
手県馬事振興会馬事振興委員）は、「今年の出品

第56回県畜産共進会を開催

　本会主催の第56回岩手県畜産共進会種畜の部が
８月29日〜９月７日にかけて、それぞれの畜種ご
とに開催されました。
　開会式では主催者を代表して本会の田沼征彦会
長が「本県畜産は、放射能汚染問題による牛の出
荷停滞や牧草の利用自粛等、経営の存亡を左右す
る課題が今なお続いているが、農業産出額の過半
を占める基幹部門である。関係者挙げて、この難
局を克服していかなければならない。県畜産共進
会は牛の種畜の部門においては口蹄疫、東日本大
震災により、２年続けて中止を余儀なくされ、久々
の開催になる。地域を勝ち抜いてきた出品畜が存
分に力を発揮することを願う。特にも、黒毛和種
の部は長崎県で開催される第10回全国和牛能力共
進会の最終予選も兼ねている。和牛主産地として
の名声を確固たるものとするとともに、今の難局
克服の弾みとなるよう、全国の場での活躍を期待
する」と挨拶しました。
　共進会は全日程とも晴天に恵まれ、厳しい残暑

の中、大勢
の参観者が
訪れ盛大に
行われまし
た。畜種毎
の審査概要
は以下の通
り。

黒毛和種の部

　８月29日、JA全農いわて中央家畜市場におい
て、7部門49頭によって競われました。穴田勝人
審査員（公益社団法人全国和牛登録協会事務局長）
は、「全体的に発育や体積・均称において良好な
ものが揃えられており、特に系統雌牛群の部は肩
付良く、品位に優れた種牛性に富んだものが多く
見受けられ、全体レベルの高い出品であった。成
牛で一部過肥のものがみられたが、若雌牛ではほ
とんどの出品牛が適正な範囲の栄養度であり、栄

主
催
者
挨
拶
す
る
田
沼
会
長
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小ロットのオンデマンド印刷から
大量商業印刷まで 岩手県盛岡市鉈屋町15ｰ4　TEL(019)624ｰ1374 FAX(019)623ｰ6719
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馬は発育性、体型、肢蹄
の形状及び削蹄等飼養管
理の改善が認められた。
一方で、出品者の課題と
して、正姿勢での起立及
び直線の歩行運動時の手
綱さばきの点で馴致の未
熟さが見られたので、改
善が求められる。今や北
海道と遜色のない優良馬
が生産されるようになっ
てきたので、今後は純粋
種の生産確保にも努めな
ければならない」と講評
しました。

名誉賞受賞名簿

畜　　種 区　分 名　　　　号 住　　所 氏　　名

黒 毛 和 種 第３区 くみみつぐ 奥 州 市 及　川　憲　吉

第４区 くもゆり 久 慈 市 落　合　徳　雄

はるまつ 花 巻 市 瀬　川　君　雄

しげみ 八幡平市 高　橋　正　吉

かつこ 北 上 市 高　橋　　　勇

日本短角種 第２区 かねゆき 岩 泉 町 佐々木　和時美

第４区 うるとらの３ 岩 泉 町 三　上　　　武

ひかり 岩 泉 町 佐　藤　冨　勝

かねさち 岩 泉 町 佐々木　和時美

ホルスタイン種 第２区 ブツクブロンズ　アトリー　カレン 岩 泉 町 上　舘　勝　国

第８区 リバテイーフアーム　ステフエン　バツクアイ 葛 巻 町 中六角　保　広

馬 第３区 笛鐘（ブルトン種） 滝 沢 村 藤　倉　喜久治

豚と鶏における冬期の畜舎
内での環境管理について

　家畜における寒冷環境下での適応力は、畜種や
年齢により異なります。飼養する家畜に適した環
境を整え、家畜の生産性を維持しましょう。
　ここでは、豚と鶏における冬期の畜舎内での環
境管理のポイントについて記載します。

１　豚における冬期の畜舎内での環境管理のポイント

⑴　冬期は、舎内の温度を維持するために換気不良
となり、アンモニア濃度を上げてしまうことがありま
す。アンモニアは気道の粘膜に刺激を与え、肺炎
を誘発するため、換気量の調節には注意が必要です。

　　また、すきま風やカーテン管理の失宜は、低
温感作等のストレスを与えます。そのため、開
放豚舎では、すきま風が豚に直接当たらないよ
うに注意しましょう。

⑵　繁殖豚舎における母豚の快適温度は16〜18℃

「いわて牛」がアメリカに向けて出発

　９月24日、「アメリカ向けいわて牛の出荷式」
が岩手畜産流通センターにおいて行われました。
同社の田沼征彦会長は「風評被害や飼料価格高騰
などで畜産農家は苦しい経営を強いられている。
米国への販路拡大は農家の経営支援になる」と大
きな期待を寄せていました。
　岩手畜産流通センターは平成23年５月に牛肉の
対米輸出が可能な施設として認定されていました
が、国内における口蹄疫発生のため輸出が停止さ
れていました。

　この間、輸出再開
に向けた情報収集を
行ってきましたが、
今年８月に米国より
口蹄疫の清浄国と認
められ、また放射性
物質に係る確認作業も終了したことから輸出再開
に至り、今回の出発式を行うことが出来ました。
　米国への輸出は高級部位を中心に、年間300頭
を計画しています。いわて牛は既に香港やシンガ
ポールへは輸出されており、対米輸出を契機にさ
らに販路の拡大が期待されます。なお、米国輸出
認定施設は、全国で７施設、東北・北海道では初
の牛肉輸出認定施設となります。
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畜 産 の 研 究（84）

期待の新規基幹種雄牛
「 花 安 勝 」、「 平 花 丸 」

　本県の黒毛和種の改良・増殖を担うべく、県有
種雄牛の「花安勝」と「平花丸」が新たに県の基
幹種雄牛として選抜されました。
　「花安勝」は、父が「平茂勝」、母の父が「第１
花国」、母方祖母の父が「安福１６５の９」と名
だたる名牛たちの血を受け継いでいます。特筆す
べきはその脂肪交雑能力の高さです。今年８月の
育種価評価では、脂肪交雑の育種価が県内で利用

されている種雄牛の中で３番目と抜群の成績でし
た。「菊福秀」の娘牛などへの交配にご利用下さい。
なお、近親交配を避けるため、気高系の繁殖雌牛
との交配には留意が必要です。
　「平花丸」は質量兼備の県有種雄牛「平福国１」
後継で、母の父は「第１花国」、母方祖母の父は「丸
優」です。特に発育能力に優れ、現在繋養中の県
有種雄牛の中では枝肉重量の育種価が最も高く
なっています。枝肉重量以外に、ロース芯面積、
バラの厚さ、脂肪交雑の育種価も高く、まさに質
量兼備と呼ぶにふさわしいトータルバランスに優
れた高い産肉能力を有しています。兵庫系の種雄
牛を父に持つ繁殖雌牛への交配がおすすめです。

ですが、生後間もない哺乳豚は寒さに弱いので、
保温箱を30℃以上に保つことが大切です。母豚
周囲と保温箱の温度差を大きくすることで圧死
も防止でき、一石二鳥となります。

⑶　離乳後の子豚は皮下脂肪が薄く、体温調節機
能が不十分なため、換気よりも温湿度を重視し
た管理が必要です。特に、離乳直後の高ストレ
ス状態のときは、若干高めの温度設定にし、温
度×湿度＝2000を目安に管理します。

　　子豚が重なり合って寝ているようであれば、
温度が不足している可能性があります。

⑷　保温のためにブルーダー等を使用すること
で、豚舎は著しく乾燥します。豚舎内での湿度
の適正範囲は一般的に50〜80％と言われていま
すので、適正な湿度管理が重要です。加湿に細
霧装置を使用する場合は、頻回に作動しましょう。

⑸　体感温度は、同じ温度と湿度でも、畜舎構造や
床の素材により異なり、濡れているコンクリート床で
は実際の温度より約10℃低く感じると言われています。

　　体感温度が下がると、体を維持しようとする
ため、エネルギーを消費することとなり、肥育
効率が大幅に低下しますので、体感温度を考慮

に入れた温度管理が必要です。

２　鶏における冬期の畜舎内での環境管理のポイント

⑴　鶏の快適温度域は12〜25℃とされておりま
す。この温度域を越えて、環境温度が低下する
と、体温維持にエネルギーが使われ、生産性が
低下します。そのため、鶏舎の隙間を埋めるな
ど、すきま風が入らない工夫が必要です。特に、
鶏舎下部の隙間は大敵です。

⑵　夜間の寒さ対策のためのビニールカーテンの
張付も効果的です。これは、空気層を密閉する
ことで断熱され、保温効果を高めます。初秋の
入雛前に行えばより安心です。　

　　なお、密閉することで換気不良となり、アンモ
ニア濃度が上昇するので、昼間に換気を行い、ア
ンモニア濃度が10ppmを超えないようにしましょう。

⑶　平飼いでは、冬期は結露等により床面が湿り
やすいので、敷料が薄いと鶏が腹冷えし、病気
にかかり易くなるため、敷料を厚く敷きましょ
う（目安15㎝以上）。また、敷料が湿ったら早
めに敷料を反転、追加等の対策をとりましょう。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

写真１　脂肪交雑能力に優れた「花安勝」 写真２　まさに質量兼備の「平花丸」
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盛岡市月が丘三丁目４０－２８
TEL 019(641)4545　FAX 019(641)3037

東北オリオン株式会社　岩手営業所畜舎施設及び内部設備は当社にご用命を！
畜舎設計から畜舎換気、給水設備、ストール各種設計施工。
搾乳、糞尿、給飼設備のトータルプランナー。

育成中期までの育成牛に
搾乳用ＴＭＲを併給する技術

　当研究所では、搾乳用のＴＭＲを育成牛に併給
させることで、給与飼料成分の安定化および養分
要求量の充足をはかり、増体を伸ばすことで育成
期間の短縮と飼料費の低減を図る技術を研究して
います。
　育成前期（体重80㎏〜160㎏）から育成中期（体
重160㎏〜270㎏）まで、表1に示した破砕トウモ

家 畜 の 保 健 衛 生（84）

牛コロナウイルスワクチンの
接種を忘れていませんか！

　牛コロナウイルス感染症は、子牛や成牛に発
熱・水様性下痢等を集団で引き起こす伝染病で、
日中と夜間の温度差の大きい秋口から寒冷期・冬
期にかけて多く発生します。短期間に多数の牛が
症状を示し、搾乳牛においては重度の泌乳量低下
や泌乳停止により大きな経済的損失を与えます。
治癒した牛の中にはウイルスを排泄し続ける例も
あり、本病が繰り返し発生する農場もあります。

ロコシサイレージを主体とした搾乳用ＴＭＲを、
表２に示した量で牧草ロールサイレージ、配合飼
料と併給した場合、体重270㎏に到達する日数は
260日齢前後であり、日本ホルスタイン登録協会
の標準発育値（約290日齢）よりも約１ヶ月短縮
されながら、体高も120㎝以上と十分に確保され
ています（図１）。
　今後は、育成後期（体重270㎏〜350㎏）の発育、
受胎状況、育成費用、初産分娩以後の産乳成績な
どを調査し、搾乳用のＴＭＲを併給して育成され
た乳牛の生産性を明らかにしていく予定です。

図１　育成牛の発育状況
（岩手県農業研究センター　畜産研究所）

　昨年は県内６町村６戸（肉用牛２戸、乳用牛４
戸）で発生が確認されました。搾乳牛約30頭を
飼育する１酪農場では、昨年11月下旬に発生があ
り、５〜６頭の牛に泥状下痢便が認められ、１頭
（２歳）は急性の水様性血便を呈して死亡しまし
た。当農場では、牛コロナウイルスのワクチンは
接種されていませんでした。
　本病の予防のためには、導入牛の隔離や運搬車
両の消毒、牛舎へ出入りする際の履き物の踏込消
毒など、ウイルス侵入防止対策を励行するととも
に、秋期にワクチンを接種することが大切です。
　ワクチン接種を忘れている方は、すぐに接種し
ましょう。　　　　（岩手県中央家畜保健衛生所）
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お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

北日本くみあい飼料(株) 北東北支店
《牛の飼料は､すべて専用工場
・専用工程で製造し､専用車で
　生産者の皆様にお届けいたします｡》

〒020-0891
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目５番２号
TEL 019-638-7910 FAX019-638-7920

報情 （36）産畜 術技

子牛の飼養管理

　子牛は、被毛や皮下脂肪が少ないために、寒

さの影響を強く受けます。子牛の最適気温は

13〜25℃、生産環境限界温度は５℃となって

います。寒い季節、子牛は体温を維持するのに

多くのエネルギ−を消費するため、発育や免疫

力が低下しやすく、また下痢や肺炎がまん延し

やすいので、防寒対策を行います。

１　体熱の確保

　体が濡れた状態で風に当たると、気化熱で体

熱が著しく奪われます。休息場所で、すき間風

が子牛に当たらないようにすき間を板やシ−ト

で塞ぎます。また、休息場所の敷料をこまめに

交換する、カ−フハッチ位置の調整（風がハッ

チ後ろから当たるように向きを変える、地面よ

り高く設置する）により雨水の吹き込みと流れ

込みを防ぐなど、床が乾燥した状態を保ちます。

また、コンクリ−トなど冷たい床では、休息場

所に敷料を厚めに敷き、断熱により体熱の損失

を緩和します。

　カ−フジャケットの着用やカ−ボンヒ−タな

ど加温器の活用も効果的です。

２　換気

　牛舎の中で子牛を飼養する場合、換気も大切

です。保温のため牛舎を密閉するとアンモニア

がこもり、また湿度が高くなります。このよう

な環境では、病原体が増殖しやすく、肺炎や下

痢が多発します。牛舎に入った時、目がチカチ

カするような場合は、危険信号です。日中に、

子牛の体に風が直接当たらないように、入り口

や窓を開放したり、換気扇などで換気を行います。

３　エネルギ−の補給

　寒冷時は子牛のエネルギ−要求量が増加しま

す。特に出生から３週齢までの子牛で増加しま

す。代用乳は、脂肪含量の高いものを用いる、

濃度を可能な範囲で濃くする、給与回数を増や

し給与量を増加するなどでエネルギ−を確保で

きます。なお、外気が寒いので、給与時の温度

が39〜40℃となるように、お湯の温度をやや

高めにする、ほ乳ロボットではミキサの保温温

度を少し上げたり飲み残し排出時間を短めに設

定します。

　スタ−タ摂取のためには、飲水量の確保も必

要です。水飲みバケツの場合、ほ乳後20〜30分

位したら、ぬるま湯を与えます。ほ乳ロボットな

どの集団飼育では、水槽の凍結防止を行います。

　　　

（中央農業改良普及センター）

（カ−フジャケットの着用） （カ−ボンヒ−タの設置）
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　畜産経営の近代化や規模拡大を計画する場合、リース事業を活用すると初動投資額が少なくて済
み、スムーズな資金運営が可能になります。

１．リースの仕組み
①　㈶畜産近代化リース協会が、希望する機械・施設を一定の貸付期間で借受者に貸付けします。畜
産経営者は、農協等（借受団体）からの再リースの形となります。

②　リース料総額は、リース物件の取得価額（取得に要した価額から消費税に相当する額を控除して
得た額とする。以下同じ）に消費税相当額、附加貸付料（畜産機械施設のみ）、動産総合保険料及
び信用保険料（畜産機械施設のみ。加入は任意）を加えたものとなります。

③　リース物件は、リース期間終了後、取得価格の100分の10に相当する額に消費税相当額を加えた
額で借受者に譲渡します。

④　リース物件の維持管理は、借受者の責任となり、これに要する費用は借受者の負担になります。
⑤　リース物件に対する固定資産税その他租税公課は、借受者の負担となります。

２．リース事業の特徴
①　一定のリース料を負担することで必要とする機械施設を利用できるので、導入時に多額の購入資
金を準備する必要がなく、資金を有効に活用できます。

②　リース物件は、借受者の経営規模や使用方法、施設場所等を考慮し、借受者が自由に選択できま
す。購入価額も販売業者との交渉で決めることができます。

③　草地造成用機械施設や自給飼料生産利用機械施設で一定の基準を満たすものは、中古機械施設も
リースの対象となります。

④　畜産機械施設のリース物件については、信用保険（上限500万円）に任意で加入できます。

３．主なリース物件と期間

４．リース料の支払い
　リース機械の取得価額から取得価額の100分の10に相当する額を差し引いた額をリース契約期間の年
数で割った額を年額として、毎年支払います。
・　リース料は毎年、３月末と９月末の２回に分けて支払います。
・　上記費用のほか、「動産総合保険料」が必要です。（機械の種類によって若干異る）支払時期は、
第１回目のリース料の支払いと同時です。

・　信用保険に加入する場合は、別途信用保険料が付加されます。

　詳しいことをお知りになりたい方は、㈶畜産近代化リース協会（℡03−3584−0899）又は、岩手県畜産
協会（℡019−694−1300）、最寄りの農業協同組合までお問い合わせください。

貸付機械施設名 主 要 な リ ー ス 機 械 名 リース期間

自給飼料生産利用機械施設 トラクタ、ロータリ等管理機、ＦＲＰサイロ、自動給餌機等 ６年
ダンプカー ５年

搾乳施設 パイプラインミルカー、ミキシングパーラー、搾乳ロボット ６年
生乳冷却貯蔵施設 バルククーラ、プレートクーラ ６年
精液保管等施設 凍結精液保管器 ６年
畜舎環境改善機械施設 消毒機、消毒用自動車（特殊自動車は５年）、発電機、保育機 ６年
中小家畜管理機械施設 自動給餌機、分娩豚ゲージ、鶏舎用カーテン巻上げ機 ６年
特認機械施設 アイスクリーム・チーズ製造用機械等 ６年
※　この表にない機械でリース希望のものは相談下さい。
※　リース期間は、通常のリース期間６年を４年から９年の範囲で変更することができます。
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※１　平成24年度の中央市場上場順は、次のとおりです。
　　　（前年　３日目→１日目、１日目→２日目、２日目→３日目）
※２　上場地域に一部変更があります。（葛巻地域宮古・県北部地域と同一上場と致します）

市場
（月日）

上　場
地　域

性
別 頭数 最　高

（円）
最　低
（円）

平　均
（円）

平均
体重

㎏当
単価

県南
10／10

㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 126 528，150 112，350 395，000 278 1，421

♂- 148 708，750 261，450 477，636 309 1，546
計 274 708，750 112，350 439，636 295 1，492

県南
10／11

㈭
磐　 井

♀ 144 602，700 238，350 391，468 276 1，420

♂- 165 651，000 126，000 485，781 303 1，605
計 309 651，000 126，000 441，829 290 1，523

中央
10／17

㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 158 480，900 96，600 363，626 281 1，294

♂- 178 585，900 199，500 469，427 313 1，498
計 336 585，900 96，600 419，675 298 1，408

中央
10／18

㈭

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈
＊ 葛 巻

♀ 147 598，500 197，400 376，700 276 1，365

♂- 230 632，100 88，200 471，523 303 1，557
計 377 632，100 88，200 434，550 292 1，487

中央
10／19

㈮

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手

♀ 143 645，750 243，600 385，313 280 1，374

♂ 1 453，600 453，600 453，600 298 1，522

♂- 212 681，450 257，250 467，730 304 1，541
計 356 681，450 243，600 434，585 294 1，477

合　　計

♀ 718 645，750 96，600 381，712 278 1，372

♂ 1 453，600 453，600 298 1，522

♂- 933 708，750 88，200 473，753 306 1，548
計 1，652 708，750 88，200 433，737 294 1，476

平成24年10月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成24年10月岩手県内指定家畜市場取引成績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

子 牛 価 格 の 推 移

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平 均 価 格

黒 毛 和 種 頭
1,084

円
453,２93,400

円
418,167

日 本 短 角 種 1 105,000 105,000

ホルスタイン種（雌を除く） 1 6,300 6,300

交 雑 種・ 乳 4 513,450 1２8,363

（注）：金額、価格は消費税込み

スベリヒユ

　通常年であれば、
お盆が終わると涼し
くなってすごしやす
くなるのだが、今年
は違った。地獄の釜
の蓋が閉じた途端、
連日の真夏日が１か

月以上も続いた。しかも、この間、灌水
らしき雨は２回しか降っていない。まさ
に釜に蓋をされて乾煎りされているよう
だった。
　このため、畑の雑草もげんなりしてい
ると思いきや、スベリヒユだけはますま
す元気で、わが世の夏（春）とばかり蔓
延っていた。競争を勝ち抜くには、皆が
参っているときに侵略するにかぎる。ス
ベリヒユは他の植物が夏バテしている間
に領土を広げたのだろう。それにしても、
侵略速度が異常に早い。
　スベリヒユが暑さに強いのは、Ｃ４植物
に属するからと聞く。一般の植物（Ｃ３植
物）は気温が高くなると自身の呼吸によ
る二酸化炭素放出量が光合成による二酸
化炭素吸収量を上回り、成長できなくな
る。一方、Ｃ４植物は大気中の二酸化炭
素濃度を高めてから光合成を行うことが
できるので、高温・強光下で成長が促進
される。逆に低温下では、二酸化炭素の
濃縮にエネルギーを費やすため、生育が
遅れる。このようなＣ４植物は、とうも
ろこしやソルガムがある。どちらも暑い
夏に豊作となる作物だ。
　農作物や隣近所の雑草をも我が物顔で
制圧して領土を広げるスベリヒユ、煮て
も焼いても食えぬ奴と思っていたら、茹
でて食べると意外に美味い。山形県では
「ヒョウ」と呼んで、古くからおひたし
などで食べられてきた。また、野菜とし
て栽培し、直売所の目玉商品となってい
るとか。そういえば、山形県は最近まで
日本最高気温を観測している地だった。
まさに、スベリヒユは「適地適作」なの
だろう。　　　　　　　　　　　　（小）
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