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　私が岩手県に奉職したのが昭和51年４月岩泉農
業改良普及所が初任地で、忘れもしない７月１日
と３日に北上高地を中心に降霜があり、藪川では
稲の葉が黄色くなったりヤマブドウや桐など木々
の葉が茶褐色に変色し秋になったと錯覚する程
で、その後も天候に恵まれず沿岸部の稲は青立ち
のまま秋を迎えることになりました。
　さて、畜産行政に関わったのは昭和54年
４月岩泉畜産指導所勤務にはじまり、その
後久慈畜産指導所、本庁畜産課の通算10年
間でありました。当時は、北上山系開発事
業真っ只中の時期で、日本短角種の生産振
興が地域農業の主要課題であり、草地開発
事業を通して日本短角種の繁殖・肥育地域
内一貫生産や消費拡大事業の取組みなど生
産から流通・販売、食肉加工まで経験する
機会を得ました。
　殊にも、補助事業を通して営農計画の作
成、補助金適正化法等関係法令の理解、会
計検査の受検（代理や事業担当受検）、大
型負債農家のM&A、県内の公共牧場の運
営や草地開発事業の歴史など多くのことに
携わることが出来たこと、乳用牛や肉用牛
に加えて豚、ブロイラー等中小家畜につい
ても勉強させて頂きまして、誠に有難うご
ざいました。
　その後、一般農政、農業教育、担い手育成基金、
農協検査、そして再び普及事業を経験することに
なりましたが、当時学んだことが自分の財産とし
て大いに役立っております。
　この37年間を振り返ると岩手県内の状況も大き

く変化、61市町村あったものが33市町村に、107
の総合農協が９農協に統合され、農家戸数も121
千戸から57千戸に減少、日本短角種も17,000頭い
たものが現在では２割程度に激減してしまいまし
た。
　先ごろ、コープネット事業連合役員の方に「岩

手県の短角牛生産振興は残念でした。自分
たち生協は、地域の貴重な財産である日本
短角種を何とかしようと現地まで乗り込み
支援をしたのですが、県は予算が付かない
と言うことで途中で取り止めてしまった」
と言われ、当時関わりを持った一人として、
返す言葉も無く反省するのみでした。
　経済のグローバル化の進行に伴い食料生
産の適地適作の理論の基に、輸入関税の撤
廃が求められております。世界全体を見て
も、原材料供給である農業は利幅が少ない
産業で、先進農業国と言えども産業として
自立することが難しく、条件を整備し生命
維持産業としての役割を果たしているのが
現実です。
　国民そして消費者に食料の安全保障や日
本農業・農村の維持の重要性を理解いただ
く中で、農業者も商品生産や供給分野であ
る製造・加工・販売事業にリスク覚悟で参

入することが求められております。これまで農業
分野の６次産業化の推進を牽引して来た畜産業に
再踏ん張りをお願いし、若い方々のチャレンジ精
神と新たな創造力に期待するとともに、自分自身
も「地球化」の進展に対応できるよう頑張らねば
と考えております。
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第57回県畜産共進会を開催

　本会主催の第57回岩手畜産共進会種畜の部が９
月３日〜９月13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「畜産を巡る情勢は、飼料価格の高騰に加え、
放射能除染や水害等の異常気象など、依然として
厳しい状況にある。このような中にあっても本県
の畜産は、農業産出額の過半を占める基幹部門で
ある。皆様が安心して経営できるよう、引き続き
関係者挙げて取り組んでいる。昨年は長崎県で開
催された『第10回全国和牛能力共進会』において
本県牛が優秀な成績を収めた。次回の宮城大会に
おいても優秀な成果を収められることを期待す
る。また、２年後には北海道において『第14回全
日本ホルスタイン共進会』が開催される。歴史あ
る本県酪農と乳牛改良の成果を遺憾なく発揮した
い。畜産共進会は地域代表を一堂に集め、将来の
改良の方向と生産効率の向上について研鑽するこ
とを目的に開催するものであり、本県畜産振興に

果たす役割は大変
大きい」と挨拶し
ました。
　共進会は全日程
とも一時小雨模様
になりましたが、
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

　９月３日、雫石町のJA全農いわて中央家畜市
場において、６部門74頭によって競われました。
山口由紀審査員（公益社団法人 全国和牛登録協
会課長）は、「出品牛は全体的に発育が良好で、
体の幅、伸び、深みがあった。特に第３区は体積
豊かで、品位に富むものが多く出品されレベルの

高い区であった。また、第６区の高等登録群は体
積、均称よく、雌牛らしい品位のあるものが多く
出品された。一方で、過肥や発育曲線の上限を超
えるもの、前・後躯や肢の充実にばらつきが散見
されたことは惜しまれた」と審査講評しました。

ホルスタイン種の部

　９月４日に同前日会場で、10部74頭によって競
われました。審査を行った福屋茂生氏（一般社団
法人 家畜改良事業団十勝種雄牛センター課長代
理）は、「未経産クラスはバランスと乳用性を兼
ね備えた若牛が多く出品されていた。上位牛にお
いて接近したクラスも多く、特に第２部は未経産
のベストクラスであった。経産クラスは乳用性に
富み、乳房付着の強い牛が多く出品されていた。
名誉賞牛は体長があり、優れた後肢、乳器を持っ
ていた。特に、後乳房の高さ、幅は見事であった。
２年後に北海道で開催される全日本ホルスタイン
共進会に岩手県から素晴らしい牛が出品されると
確信した」と講評しました。

日本短角種の部

　日本短角種は４部門、36頭が出品され、９月５
日に同前日会場で審査が行われました。児玉英樹
審査員（岩手県農業研究センター畜産研究所主査
専門研究員）は審査講評で、「未経産及び初産の
部は測尺値が発育標準を上回っている個体が多
く、体積の大きい優れた牛が揃っていた。経産の
部も発育が良く体積感があった。この中で、発育
が良く、体上・体下線が平直で背腰が強く、前躯
から中躯にかけての移行も滑らかで肋張りの良い
『ひめよし』号を個体の部の名誉賞に選んだ。牧
野牛群の部では斉一性が良く、発育・体積感に優
れ、前躯の幅が十分な『釜津田牧区』の群を名誉
賞とした」と述べました。

馬の部

　９月13日、馬っこパーク・いわてを会場に3部
門13頭が出品されました。久保喜広審査員（独立
行政法人 家畜改良センター十勝牧場係長）は、「今

主
催
者
挨
拶
す
る
田
沼
会
長
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〜 制 度 資 金 〜

回の共進会では、名誉賞を
受賞した馬はもちろんのこ
と、他の出品馬について
も、非常に管理が行き届い
ており、優秀な馬が多数出
品されていた。改めて岩手
県における生産者の馬に対
する熱意を感じた。今後と
もより一層、馬産振興に尽
力いただきたい」と報告し
ました。

名誉賞受賞名簿

畜種 区　別 名　　　　号 住　所 氏　　名

黒 毛 和 種
第３区（若雌の２） ももじゅりあ 葛巻町 中　家　　　学

第６区（高等登録群）
あきな 奥州市 菊　池　見　一
はるこ 奥州市 菊　池　見　一

ホルスタイン種
第１部（未経産） グリーンリバー ミステイー アトリーズ フエアリー 葛巻町 折　元　正　人
第８部（経産） グリーンリバー パワー カウンテス 葛巻町 折　元　大　樹

日本短角種

第１部（未経産） ひめよし 岩泉町 佐々木　和時美

第４部（牧野牛群）
おおのひめ 岩泉町 佐々木　久　任
ささはる 岩泉町 佐々木　幸　広
とよはるか 岩泉町 三　上　孝　弘

馬 第３類（繁殖） 季蜃（ブルトン種） 滝沢村 藤　倉　廣　美

畜産経営の６次産業化　 　６次産業への参入には新たな投資や運転資
金の調達が伴います。計画的な資金運用のた
めに、有利な制度資金を紹介します。

１．機械・施設整備に利用できる資金  

　農畜産物の加工・販売等を行うに当たり、その資金使途に応じて次の制度資金が利用できます。

　東日本大震災により被災された方（市町村等からの罹災証明書を受けている方）は、一定期間（最長
18年間）金利相当分が利子助成（上限２％）されることにより、貸付利率が実質無利子になります。た
だし、国の補助金を財源に含む補助事業は対象となりません。
２．短期運転資金  

　６次産業化の取り組みに必要な低利の短期運転資金として、新スーパーＳ資金を利用できます。（既
往負債の借り換えは含みません）
　本資金の借入に際しては、原則無担保無保証で基金協会の債務保証を受けることが可能です。

３．問い合わせ先  

　借受要件、使途や手続きなど、詳しいことは、農協、JA県信連、日本政策金融公庫等の融資機関や
地方振興局に相談してください。

資　　　金　　　名 貸付対象者 貸付金利％ 償還期限 貸付限度額

日
本
政
策
金
融
公
庫

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 認定農業者 0.55〜1.20 25年以内
（10年以内）

個人３億円
法人10億円

経営体育成強化資金 主業農業者 1.20 25年以内
（３年以内）

個人1.5億円
法人５億円かつ負担額の80％

農業改良資金 総合化事業計画認定者 無利子 12年以内
（５年以内）

個人５千万円
法人1.5億円

農林漁業施設資金（６次産業化） 総合化事業計画認定者 1.20 20年以内
（３年以内） 負担額の80％

農林漁業施設資金（農商工等連携） 農商工等連携事業計画認定者 1.20 20年以内
（３年以内） 負担額の80％

農
協
等

農業近代化資金
認定農業者 0.55〜0.95 15年以内

（７年以内）
個人1800万円
法人２億円

主業農業者 1.20 15年以内
（３年以内）

個人1800万円
法人２億円

資　金　名 貸 付 対 象 者 貸 付 金 利 ％ 償還期限 貸 付 限 度 額

新スーパーＳ資金 認定農業者
６次産業化法事業計画認定者

1.50
（変動金利、H25.7.19現在） １年以内

・認定農業者
　個人500万円、法人2,000万円
・６次産業化法認定者
　個人1,000万円、法人4,000万円

＊主業農業者とは、　①個人にあっては、総所得に占める農業所得が過半又は農業粗収益が200万円以上の者
　　　　　　　　　　②法人にあっては、総売上高に占める農業に係る売上高が過半又は1,000万円以上の者
＊金利は平成25年９月19日現在。最近時の金利は、念のためJA等にご確認ください
＊償還期限の（　　）内は据置期間で内数
＊農業改良資金については、国の補助金を財源に含む補助事業は対象になりません
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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）

【はじめに】

　牛ウイルス性下痢ウイルス（ BVDV）の妊娠
初期の牛への感染は、子宮内感染の結果、持続感
染（ PI）牛の分娩を引き起こす。PI牛は生涯に
わたり多量のウイルスを排出し、他の牛への主要
な感染源となり、多くは発育不良や致死的な粘膜
病（ MD）を発症し、２歳齢までに死亡又は淘汰
される。それ以降も生存し飼養され続けた場合に
は、本牛自身が発育遅延等を示すほか、急性感染
症による他牛の生産性低下に影響を与える要因と
なるため、PI牛を早期に摘発し牛群から淘汰す
ることが重要である。
　平成23〜24年度に実施した２歳齢以上の県内死
亡牛のBVDV感染状況調査から、酪農場の検出
率（1.8％）が肉用牛繁殖農場（0.6％）より有意
に高いことが判明した。また、過去６年間に県内
で摘発されたPI牛の82％が酪農場で生産されて
いたことから、酪農場のBVDV感染要因を検討
した。

【材料及び方法】

　平成24年５〜12月に1,879頭（肉用牛20戸329頭、
乳用牛31戸1,550頭）及び公共乳用育成施設５か
所（88戸利用）の833頭から得られた血清を用いて、
ウイルス分離及びウイルス抗体検査を実施した。
有効抗体価は感染の発症・防御に必要な16倍以上
とし、有効抗体保有率を調査した。51農場の抗体
保有率は品種別（黒毛和種とホルスタイン種）、
年齢別（肉用牛１歳齢〜10歳齢以上、乳用牛３か
月齢〜10歳齢以上）、移動歴別（導入牛と自家産牛）
及び放牧経験の有無に基づきχ2検定で解析した。
育成施設の抗体保有率は、BVDV含有ワクチン
の未接種（２施設）及び接種（３施設）に区分し
た。また、抗体保有率調査結果とPI牛の発生実
態を比較するため、過去６年間に摘発されたPI

牛の各母牛79頭の妊娠時における推定感染年齢及
び感染場所を調査した。なお、PI牛の母牛自身
がPI牛であったものは調査から除外した。

【成　　績】

１　ウイルス分離

　全頭からBVDVは分離されず、PI牛は検出さ
れなかった。

２　有効抗体保有率の調査

⑴　品種別の抗体保有率（図１）
　１型の抗体保有率は、品種別にホルスタイン
種（37％）が黒毛和種（65％）より有意に低かっ
た。両品種ともに２型の抗体保有率が1型より
低い傾向であった。

⑵　年齢別の抗体保有率（図２）
　１型の抗体は、肉用牛では１歳齢時の73％が
保有し、３歳齢時には低下したが加齢とともに
上昇し、以降７割程度で推移した。乳用牛では
移行抗体と思われる抗体が１歳齢までに17%か
ら11％に低下し、２歳齢から上昇、以降４割程
度で推移した。２型抗体は、肉用牛と乳用牛と

平成24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）

牛ウイルス性下痢ウイルス感染要因の検討

岩手県中央家畜保健衛生所　○福　成　和　博、八重樫　岳　司

図１　品種別の抗体保有率
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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

もに１型と同様の推移を示したが、１型より低
率であった。また、１型及び２型における１歳
齢時の抗体保有率は、乳用牛が肉用牛より有意
に低かった。

⑶　移動歴別の抗体保有率（図３）
　肉用牛の導入牛では1型及び2型の抗体保有率
ともに自家産牛より有意に高かった。乳用牛の
移動歴別に差は認められなかった。

⑷　放牧経験別の抗体保有率（図４）
　肉用牛の２型抗体保有率、乳用牛の１型及び
２型抗体保有率はともに放牧経験のある牛が有
意に高かった。同経験のある乳用牛は、牧野で

ワクチンが接種されていた。また、同経験のな
い乳用牛の95%は自家産牛であった。

⑸　育成施設別の抗体保有率（図5）
　施設での使用ワクチンは５種混合生又は不活化
ワクチンであった。ワクチン未接種の２施設の抗
体保有率は低く、ワクチン接種された３施設では
高かった。施設Ｂは１型で25％、２型で９％の抗
体保有率であったが、抗体保有牛のほとんどが施
設へ移動する前に農場でワクチンが接種されてい
た。また、５施設すべてにおいて２型の抗体保有
率が１型より低かった。

３　過去６年間に摘発されたPI牛の母牛の調査

（図6）

　母牛の妊娠時における推定感染年齢は、１歳齢
時（24頭）で最も多く、その内ホルスタイン種20
頭中10頭が育成施設で感染していた。それ以外の

図３　移動歴別の抗体保有率

図４　放牧経験別の抗体保有率

図５　育成施設別の抗体保有率

図２　年齢別の抗体保有率
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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＞

本　社　〒025-0311花巻市卸町66番地　TEL 0198-26-4151㈹
　花　　巻(営）　0198－26－4700 ㈹　八　戸(営）　0178－34－2284 ㈹
　大 船 渡(営）　0192－26－4740 ㈹　

55頭は農場で感染していた。

【考　　察】

　本県飼養牛におけるBVDVの有効抗体保有率
は、初妊娠時を含む１歳齢時の乳用牛で低いこと
及び自家産に比べて導入された肉用牛で有意に高
いことが判明した。これらは、ともにワクチン接
種の有無に起因することが示唆された。すなわち、
乳用牛の牧野利用時又は黒毛和種の子牛市場出荷
時にそれぞれの条件としてワクチンが接種される
背景が反映されていた。しかし、乳用牛では約４
割程度の抗体保有に留まり、特に初妊娠時までは
BVDVに対して感受性を有する個体が多いこと
が確認された。また、過去６年間に摘発された

PI牛の乳用母牛の３割が１歳齢時に感染してい
た実態は、妊娠時にPI牛と接触する可能性があ
る乳用育成牧場及び施設へ移動する機会が多いこ
とに起因することが示唆された。
　近年、BVDV２型のPI牛が全国的に増加傾向
にある。本県においても2004年までの２型分離株
の割合は12％であったが、昨年度から実施してい
る死亡牛のBVDV検査では23％と増加傾向であっ
た。本調査でも２型の抗体保有率は低く、今後の
２型の流行による被害が懸念された。本県におい
ても、２型を含むワクチン接種を推進していく必
要がある。
　以上から、酪農場の高いBVDV感染率は、ワ
クチン接種される個体が少なく、育成時及び初妊
娠時に免疫の低い個体の移動機会が多いためと推
察された。
　今後の対策として、乳用育成牛へのワクチン接
種及び導入時検査（本牛及びその産子）の推進が
本病の防遏を図るうえで急務と考えられた。ワク
チン接種は、繁殖用に供する前に実施することで、
育成施設及び市場を介したPI牛の拡大が軽減で
きると考えられる。導入時検査でPI牛を摘発す
ることが本病対策の要となるが、併せて検査方法
及び体制の整備が必要である。

図６　PI牛母牛の推定感染年齢

酪 農 部 門

１．平成24年度の畜産経営技術高度化促進事業に

よる診断事例は、経営診断改善指導において集

計した平成23年の経営データと経営管理指導で

集計したH24年経営データの、延べ36事例である。

２．診断結果の概要

⑴　経営規模
　36事例の平均経営規模は、労働力2.7人、常
時飼養頭数76.2頭（経産牛49.6頭）。自給飼料生
産基盤は、借地・共同利用地を含めて、経産牛

平成24年度診断事例分析結果の概要
表−１　調査結果の推移

項　　目 単位 指標値 H24年 H23年 H22年
事 例 数 件 36 42 34
家 族 労 働 力 人 2 2.7 2.6 2.7
飼養頭数（経産） 頭 40 49.6 46.1 35.9
飼養頭数（育成） 頭 16 26.6 26.0 21.9
乳 量 ／ 経 産 牛 kg 9,000 8,018 7,977 7,851
乳 脂 率 ％ 3.8 3.95 4.00 3.99
無 脂 固 形 分 率 ％ 8.7 8.73 8.70 8.65
平 均 分 娩 間 隔 月 13 15.0 15.0 14.4
飼料基盤／経産牛 a 40 37.6 43.7 49.8
乳 飼 率 ％ 35 51.7 43.9 42.0
牛 群 検 定 加 入 率 ％ 100 77.8 78.6 79.4
所 得 額 ／ 経 産 牛 千円 200 82.2 97.5 105
所得額／家族労力 千円 4,140 1,568 1,607 1,453
生 乳 価 格 円/kg 107.1 106.6 104.9
生 乳 生 産 原 価 円/kg 84.4 90.23 91.08

＊　指標値は、生産、経営技術の当面の努力目標として本会が独自
に設定した数値
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創業109年品質第一手造りの店

岩手県指定店 塩 釜 馬具店
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｝　　　　　馬・乳牛　用頭絡手綱・馬衣・乳牛用新型牛衣・
　　　　　肉牛　　　肉牛用牛衣
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●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし

１頭あたり37.6aであった。
　経産牛飼養頭数階層別では、20頭未満規模階
層３事例（8％）、20〜30未満規模階層11事例
（31％）、30〜40頭未満階層９事例（25％）、40
〜50頭未満階層３事例（８％）、50〜80頭未満
階層６事例（17％）、80頭以上階層４事例（11％）
で、前年より多頭飼育階層が多くなった。
　労働力の確保においては家族労働が主体であ
り、経営主と妻に後継者を加えた３名となって
いる事例が多かった。
　また、50頭未満の小・中規模階層のほとんど
が定期的にヘルパーを活用しており、50頭以上
の経営では、家族労働力に加え雇用により労働
力を確保していた。
　バケット搾乳は20頭以下の階層のみであり、
20〜80頭未満ではパイプライン搾乳、80頭以上
ではパイプラインとパーラーのいずれかの搾乳
方法となっていた。
　なお、牛群検定加入農家は36事例のうち28事
例（78％）であった。

⑵　生乳生産
　調査経営体の経産牛１頭あたりの平均乳量は
8,018㎏で、昨年より約41㎏増加している。
　８千㎏を越える農家は18戸（50％）であった。
これを飼養頭数規模で見ると、経産牛20〜30頭
未満は３事例（27％）、30〜50頭未満は９事例
（75％）、50〜80頭未満が３事例（50％）、80頭
以上では３事例（75％）で、30〜50頭及び80頭
以上の階層で高かった。
　また、牛群検定加入農家の57％が平均個体乳
量８千㎏を越えているのに対し、未加入農家は
25％に止まっている。牛群検定が生乳生産に寄
与する効果が高いことが実証された。
　乳成分を見ると、全事例の平均乳脂率は
3.95％、そのうち平均で４％を超える事例は15
事例（42％）であった。
　無脂固形分率の平均は8.73％で、乳脂肪分と
無脂固形分率の平均を乳量階層毎に見ると、
平均の脂肪率・無脂固形分率が一番高い階層
は、乳量的に低い６千㎏未満の階層となって
いた。

⑶　繁殖
　調査データ全戸の平均分娩間隔は15.0か月
で、平成23年度の数値と同じであった。事例の
中で平均分娩間隔が最長の経営体は20.7か月、
最短の経営体は12.5か月と、その差は8.2か月と
なっている。
　平成23年の牛群検定成績では、県内平均分娩
間隔が14.5か月であったが、これを上回った事
例が20事例（約56％）であり、経営者の多くが
繁殖面での課題を抱えている。
　この要因としては、近年続いている夏場の猛
暑による暑熱ストレスの影響に、福島第１原発
事故に起因する廃用牛の滞留により長期未受胎
牛の発生も加わっているものと考えられる。
　また、牛群検定加入と分娩間隔の関連を見る
と、14か月未満の農家８戸は全て牛群検定に加
入している。そして14〜15か月未満は84％
（11/13事例）、15〜16か月未満は78％（7/9事
例）、16か月以上は33％（2/6事例）と加入率が
下がるに連れ、分娩間隔が長くなっている。

⑷　自給飼料関係
　飼料生産基盤については、80頭未満の階層で
は指標値の30〜40aを確保しているが、80頭以
上の階層では約12aと不足気味であり、購入粗
飼料へ依存する事例が多い。
　昨年と同様に、小規模の階層は１頭当たり面積
は、ある程度確保しているものの、労働力や、所
有する農機等、処理能力等の限界から適期に収穫
する目的で作業を外部委託する事例も有り、委託
料等のコスト増から所得率の低下に繋がっている。
　また飼料作面積は確保されているにも関わら
ず、労働力不足等の関係から自給飼料生産を行
わず、購入に依存している事例もあり結果的に
乳飼比が高くなる傾向となっていた。
　事例の中には除染作業が終了していない等で、
牧草からとうもろこしへの品目転換も検討してい
る事例もあった。しかし施設・機械の確保や獣
害課題も多く、とうもろこし・牧草の両面におい
て、良質自給飼料の確保について課題が見られる。

⑸　生産費・収益性
　経産牛１頭当たり売上高は平均888千円であ
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り、頭数規模階層別では40〜50頭未満が1,012
千円で最も高く、次いで80頭以上の階層が981
千円となった。最も低い階層は10〜20頭未満の
772千円であり、経産牛頭数が多くなるにつれ
て売り上げが増えていく傾向となっている。
　生乳１㎏当たりの生産原価では家族労働費込
みで87円から上は112円まで幅があり、平成23
年との比較では5.8円減となったにもかかわら
ず、所得率が1.6％落ちていることから、収支
状況は悪化していることが察せられる。
　売上高対負債比率は、指標値で100以下とし
ているが10〜20頭未満の階層で、約175％と指
標値を大きく越えている結果となった。なお、
最も数値の低い階層は、40〜50頭未満の40.6％
であった。
　全体平均の経産牛１頭あたり所得額は82千
円、所得率は8.1％であり、所得額は昨年より15
千円の減となり、所得率も1.6％のマイナスと
なった。
　乳価の平均値は107.1円/㎏で前年より0.5円の
増になっているものの、飼料価格の依然とした
高止まりや東日本大震災後の自給飼料の利用自
粛、廃用牛の出荷停止等の要因による分娩間隔
の長期化などが、経営に大きな影響を及ぼして

いるものと推定される。

３．考察

　酪農経営を取り巻く情勢は、配合飼料のみなら
ず粗飼料購入価格も高騰しており、除染地域外に
おいても仕入コストが急激に上昇している。また廃
用牛の出荷停止等は、前年に引き続いて大きな影
響を受けている経営体が多かった。特に老廃牛処
理が滞ることでの生産コスト上昇や、初妊牛への入
れ替えが出来ない等、先行きに対する不安は、平
成23年の震災直後より増幅している印象が大きい。
　平成24年度診断事例36件を各項目に分類して傾
向を見ると、個体乳量については、9,000〜10,000
㎏の階層が乳飼比も一番低く、生産効率性の高い
階層であった。また、分娩間隔は13〜14か月未満
の事例において経産牛１頭当たりの経常利益が高
く、短縮によって生産効率も向上する結果となった。
　分娩間隔は、平成23年に15か月に伸び、平成24
年調査でも改善になっていない。繁殖管理は経営
向上のために必要な、経産牛1頭当たり乳量や所
得に大きな影響を及ぼす。このため、本協会内部
で連携を取りながら、関係機関・団体と連携して
牛群検定を活用した飼養管理や分娩状況の把握等
について引き続き支援して参りたい。

冬期における飼養管理の
ポイント

　家畜は冬の寒さには比較的耐えられるといわれ

ていますが、畜種や年齢によって差があり、その

対策が不十分だと病気の発生や生産性の低下につ

ながることがあります。今年の冬は例年より寒く

なることが予想されていますので、以下の点に気

を付けて寒い冬を乗り切りましょう。

１　牛の冬期管理のポイント

⑴　子牛は寒さに弱く、体感温度を下げるすきま
風への対策が重要です（風速１m/秒で４℃低
下）。体感温度が低いと呼吸器病や下痢の発生

要因となります。体に風が直接当たらないよう
にしましょう。
　一方で、保温のために畜舎内を閉めきってし
まうと、アンモニアやほこり、牛の呼気から出
る二酸化炭素等で畜舎環境が悪くなります。暖
かい日中に窓やカーテンを開ける等、十分な換
気に努めてください。
⑵　肥育牛では、寒さのため飲水量が減って尿が
濃くなり尿石症になりやすい時期なので注意が
必要です。また、寒い時期は体温を作るためエ
ネルギーが余分に必要になります。他の時期と
同様の栄養管理では不足分を考慮しないとカロ
リーが不足し、身になるべきタンパク質成分が
アンモニアとして尿に排泄されるため尿pHが
上昇して尿石を形成しやすくなります。冬場は
トウモロコシ圧片500g〜１㎏の増量が推奨さ
れ、固形のミネラル製剤の設置は必須です。
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２　豚の冬期管理のポイント

⑴　温度管理は豚舎内の気温だけでなく、豚が実
際に感じる体感温度が重要です。床材、断熱、
すきま風によって体感温度は大きく左右されま
す。低温ストレスは肺炎の発生要因になります
ので、戸の内側にカーテンを張る、スノコ下の
吹き込み口など風が入るところに麻袋を垂らす
などの対策が必要です。

⑵　適正な温度管理だけでなく、湿度管理も重要
です。一般的には50〜70％、離乳直後３週間
の子豚では60〜80％が目標です。同じ気温で
も湿度が10％下がると体感温度は５℃下がる
と言われていますので、適正な湿度を保ちま
しょう。

⑶　離乳後の子豚はいろいろなストレスを受け、
低温に対して非常に敏感です。離乳直後１週間
は28〜30℃に保ち、その後１週間に２℃ずつ
下げて最終的に20〜22℃になるようにコント
ロールしましょう。温度×湿度＝2,000が目安
のひとつです。

３　鶏の冬期管理のポイント

⑴　肉用鶏では、代謝が最も盛んになるといわれ
ている18℃前後に鶏舎内の温度を保ちましょ
う。鶏舎温度が下がると飼料をたくさん食べる
ことで熱産生を行い、対応しようとしますが、
それ（18℃）以上に温度が低下すると熱産生
が追い付かず体温も低下し、凍死につながって
しまいます。
⑵　採卵鶏では、温度の急変が産卵率の低下を起
こします。日中温められた鶏舎内の熱は夜間に
流出し、空気を冷やします。カーテンは日中の
太陽熱を逃がさず保持するのに役立つだけでな
く、冷たい風が鶏舎内に吹き込むのを防いでく
れます。鶏の体感温度を下げないように注意し
ましょう。
⑶　換気が悪いとアンモニアガスの発生により産
卵低下を起こすだけでなく、呼吸器病の発生を
増加させます。暖かい日中に換気を行いましょう。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

モーモー女性ネットが開催されました

　
　平成25年度肉用牛に携わる女性の集い（モー
モー女性ネット）が９月24日、盛岡市繋のホテ
ルで開催されました。この集いは、県内の肉用
牛を飼養している女性が交流や研修を通じて、
肉用牛生産が元気を回復することを目的とし、
いわて肉用牛躍進運動推進協議会及び本会が主
催しました。
　稲刈りなど農繁期の開催でしたが、集いには
モーモーレディーを中心に40名が参集しました。
全員の自己紹介、今年の７月に開催された「全
国モーモー母ちゃんの集いinみやざき」の参加
報告の後、「元気に牛飼いを続けるために」をテー
マに研究集会を実施。研究会は4グループに分か
れ、白戸綾子家畜改良センター岩手牧場長が参
加者の交流を促す世話人を務めました。「牛肉の

売り方に工夫が必要で生産者も販売努力しなけ
ればならない」、「家族が連携しないと経営向上
はできない」など活発な意見交換が行われました。
　県内各地から参加したモーモーレディーは初
対面が多かったにも関わらず、牛の話になると
熱が入り、時間が不足だったようです。

熱の入った意見交換会
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お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

JA全農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 （41）産畜 術技

寒冷時の子牛の飼養管理

　子牛は、被毛や皮下脂肪が少ないため、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。晩秋期から冬季にかけて、子牛は体温維

持に多くのエネルギーを消費するため、発育や

免疫力の低下、下痢や肺炎のまん延が懸念され

ます。防寒対策、換気、エネルギーの補給を徹

底します。

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ート

で塞ぎます。また、休息場所の敷料のこまめな

交換、カー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、断熱による体熱の損失を

緩和します。

　カーフジャケットやネックウオーマの着用、

カーボンヒー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、換気扇で換気を行います。

３　エネルギーの補給

　寒冷時は子牛のエネルギー要求量が増加しま

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、

濃度を指標の範囲で高くする、給与回数を増や

すなどでエネルギーを確保できます。なお、外

気が寒いので、代用乳給与時の温度が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

る、飲み残し排出時間を短めに設定するなどし

ます。

　スタータ摂取のためには、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。集団飼育では、

水槽に熱帯魚用のヒーターを浸せきするなど水

温を上げる工夫をします。

（中央農業改良普及センター）

（カーフジャケットとネックウオーマの着用） （カーボンヒータの設置）
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家畜の保健衛生（90）

牛の呼吸器病で困る前にするべきこと

　牛の呼吸器病、いわゆる“かぜ”には、様々な
原因が関係していることをご存知ですか。今年７
月に発行した「岩手の畜産」ではマイコプラズマ（ボ
ビス）についてご紹介しましたが、今回はウイル
スが関係する牛の呼吸器病への対応のお話です。
　牛のかぜの症状は、発熱、元気・食欲がなくな
り、咳をしたり、鼻水を出したり様々ですが、そ
の間は、泌乳量や増体量の低下も招きます。早期
に症状を改善するためには、原因となる病原体の
種類（ウイルス、細菌、マイコプラズマなど）に
対応する適切な治療が必要となります。通常、最
初にウイルスが感染し、弱ったところに細菌など
が悪さをするケースが多いことも知られています

畜 産 の 研 究（90）

作溝式播種機を用いた初冬期の
傾斜放牧草地の更新

　放牧地の更新方法として、作溝式播種機を用い
て追播を行う簡易更新法（以下「作溝法」）があ
ります。寒冷地では草地更新に不適とされている
初冬期（11月中旬）に、標高約800m・傾斜12度
の放牧草地で作溝法と完全更新を行い、いくつか
の項目でその優劣を比較検討しました。
　その結果、作溝法は完全更新と比較して、①融
雪水や降雨による土壌流亡割合が1/10以下（図
１）、②発芽後１か月での新播牧草定着率が約３
割で同水準（表１）、③発芽２か月後の新播牧草
草丈が約３倍（図２）、④発
芽後草高30㎝到達日数が約
40日少ない（表２）という成
績が得られ、初冬期の傾斜
地においても作溝法が十分
有用であることが判りました。
　作溝法は、施工に要する
時間が短くかつ低コストな
技術ですが、県内で作溝式
播種機を保有しているのは、
草地更新の受託作業を実施
している公益社団法人岩手
県農業公社を始め、公共牧
場設置主体などに限られて

が、ウイルスに対する治療法はありません。どう
したら良いでしょうか。
　今年初めに隣県で、全飼養頭数の３割の成牛が
ウイルス性の呼吸器病で死亡する事例がありまし
た。ワクチンを接種していれば、過大な損害を被
ることにならなかったと考えられ、その後に地域
一体となったワクチン接種対策が講じられまし
た。一般的なウイルスには対処法があります。事
前に免疫を高めておくためのワクチンを接種し、
ウイルスの流行に備えておくことです。呼吸器病
が発生する前に、ワクチン代の出費への理解はな
かなか容易ではありませんが、治療費のみならず
生産性の低下を防ぐためと考えて、獣医師に相談
しましょう。ワクチン代の出費を惜しんだ結果、
治療費や生産性低下によって倍返し、いや“10
倍返し”されることのないように。
（岩手県中央家畜保健衛生所　病性鑑定課）

いるため、その利用には制約がありました。今回
の試験結果は、作溝法の施工期間が拡大でき、作
溝式播種機の台数を増やさずに年間施工面積や利
用農家数が拡大できることを示しています。

（岩手県農業研究センター畜産研究所　外山畜産研究室　専門研究員　佐々木　正俊）

図２　発芽約２か月後の新播牧草の草丈
＊＊：P<0.01

図１　土壌流亡割合
＊＊：P<0.01

表１　発芽より１か月後の新播牧草定着率

株数（本）
定着率(%)

5/22 6/21

完全更新区 128.3 59.3 46.2

簡易更新区 106.7 33.3 31.2

※…30㎝×30㎝の方形枠中で新播牧草の出現個数から算出。

表２　草高約30㎝時到達日数および乾物収量

到達日数
乾物収量
（DMg/㎡）

完全更新区 86 151.6

簡易更新区 45 129.0

※…1m×1mの方形枠での収量。
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※１　平成25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。（葛巻地域が１日目に上場と致します。）
※３　売買対比及び増減については、上記※１に準じての対比とさせていただきます。

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
10／9

㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 99 760,200 378,000 468,724 278 1,688

♂- 153 712,950 330,750 554,853 313 1,773
計 252 760,200 330,750 521,017 299 1,742

県南
10／10

㈭
磐　 井

♀ 123 724,500 323,400 485,424 273 1,776

♂- 180 887,250 278,250 541,660 309 1,753
計 303 887,250 278,250 518,832 294 1,762

中央
10／16

㈬

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
＊ 葛 巻

♀ 158 663,600 210,000 462,937 276 1,680

♂♂ 2 525,000 404,250 464,625 337 1,381

♂- 251 844,200 252,000 543,419 302 1,798
計 411 844,200 210,000 512,096 292 1,753

中央
10／17

㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 131 592,200 219,450 455,508 281 1,620

♂- 171 730,800 340,200 561,953 315 1,781
計 302 730,800 219,450 515,779 301 1,716

中央
10／18

㈮

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 140 779,100 218,400 469,800 278 1,690

♂- 184 705,600 352,800 550,132 301 1,830
計 324 779,100 281,400 515,420 291 1,772

合　　計

♀ 651 779,100 210,000 468,047 277 1,689

♂ 2 525,000 464,625 337

♂- 939 887,250 252,000 549,635 307 1,788
計 1,592 887,250 210,000 516,165 295 1,750

平成25年10月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成25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

ワルナスビ

　この雑草に侵入さ
れると大変だ。地下
茎が土中深く伸び、
ロータリ耕などで切
断されるとそこから
新たに芽生えるし、
種子からも増殖する。

茎や葉に鋭いとげがあり、ミニトマトに似
た果実はアルカロイドの一種、ソラニンを
含んでいる。家畜が食すると中毒を起こす
恐れもある。
　名付け親は、あの牧野富太郎博士だ。博
士が下総の牧場から採取して自分の畑に植
えたところ、強力な地下茎がはびこり、隣
の畑にも侵入した。「鋭いとげがあり、花
も実も何ら観るに足らない害草なので『悪』
を付けた」と言っている。
　ワルナスビの仲間（ナス科）は、ジャガ
イモ、トマト、ピーマン、ナスなど台所に
は無くてはならない野菜だ。「結婚とジャ
ガイモは冗談で言うな」、「トマトが赤くな
ると医者が青くなる」、「一富士二鷹三茄子」
などの諺もあるくらい大切にされてきた野
菜だ。
　しかし、我々の命を支えてくれているナ
ス科野菜も、扱い方次第では手痛いしっぺ
返しを食らうことになる。ナスのヘタには
鋭いトゲがあり、気を付けないと手が血だ
らけになる。また、芽が出たり緑化したジャ
ガイモにはソラニン含量が多くなり、食す
ると危険だ。これらは、植物がネズミや病
害虫などから身を守るために備えた防御策
だ。
　ワルナスビはトゲとアルカロイドの両方
を備えている強者。外敵から身を守ること
を第1に進化した植物と言える。どんな悪
い奴でも何か１つくらいは取り柄があるも
のだが、ワルナスビにはそれが見当たらな
い。「ワル」と付く名前の植物は「牧野植
物図鑑」には１つしかない。よほど嫌われ
たようだ。

　（小）

ティータイム

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平 均 価 格

黒 毛 和 種 頭
1,130

円
575,467,200

円
509,263

褐 色 和 種 4 1,754,550 438,638

日 本 短 角 種 649 212,751,000 327,814

交 雑 種・ 乳 5 1,186,500 237,300

（注）：金額、価格は消費税込み


