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　アジア周辺諸国において口蹄疫等の悪性家畜伝
染病が相変わらず多発する中、我が国においても
４月13日、熊本県の肉用鶏農場において高病原性
鳥インフルエンザが発生し、その清浄化を図るた
めに約11万羽の鳥が殺処分された。さらに注視し
なければならない事態は、平成25年10月に
沖縄県において７年ぶりに発生が確認され
て以降、終息が見えず、全国で継続して発
生し続けている届出伝染病豚流行性下痢
PEDである。
　本県においては４月14日に１例目が確認
され、平成8年に確認されて以来の発生で
ある。６月９日現在、全国的には38道県
754農場の約83万頭に発生し、県内におい
ても16農場において３万頭以上の発生及び
５千頭に及ぶ死亡例が確認されており、さ
らなる感染の拡大が危惧される。
　豚流行性下痢は、人には感染しないが養
豚農家にとってその経営に重大な経済的打
撃を与える伝染性疾病である。感染豚の糞
便が感染源となり、糞便を介した直接的あ
るいは間接的な経口感染により伝搬し、感
染豚の移動（導入）や糞便に汚染された輸
送車両・ヒトの衣服や靴などによっておこり、感
染拡大要因として、家畜集合施設や出荷場所に立
ち入った豚の運搬車両の関与が指摘され、国内発
生事例においてもと畜場等を介した感染拡大や系
列農場間での農場間伝搬が要因の一つとして懸念
されている。現在、関係者一丸となって防疫対策
に取り組んでいるところであり、獣医師は、感染
拡大阻止と早期清浄化のためにその役割を果たさ
なければならない。
　この数年間を振り返ると畜産界を揺るがす今も
記憶に生々しく残る大きな出来事が起こった。東
日本大震災が起こる前年の４月、宮崎県において

10年ぶりに口蹄疫が発生し約29万頭もの牛や豚が
蔓延防止のため命を絶たれ、我が国の畜産にとっ
てかつてない甚大な被害がもたらされた。それが
ようやく収束したその年の秋口からH5N1の高病
原性鳥インフルエンザが西日本の９県24カ所で発

生し約185万羽もの鶏が犠牲になった．発
生した悪性伝染病の清浄化を図るために多
くの家畜及び鶏を殺処分したことは、我々
畜産関係者にとって決して忘却の彼方に投
げ捨ててはならない教訓である。
　物と人のグローバルな流通が高まる中、
畜産経営の大規模化につれ、家畜が病原体
に接する危険性が高まる機会が増大し、家
畜の健康を維持するためには農場への病原
体の持ち込み及び増殖を可能な限り防がね
ばならない。家畜伝染病予防法の改正によ
り家畜の飼養者は「飼養衛生管理基準」を
守ることが義務化され、農場等家畜の飼養
環境における消毒は日常的に行われなけれ
ばならない衛生管理であり、農場HACCP
とバイオセキュリティの確立を目指すため
にも基本的対策として極めて重要な意味を
持つ。

　農場段階において、施設への関係者以外の立ち
入り禁止措置や車両消毒、踏み込み消毒槽の設置
をはじめとした基本的な飼養衛生管理を的確に行
い、病原体を寄せ付けず、食の安全安心のみなら
ず動物の生産性を高めるためにも初歩的な予防衛
生手段のさらなる徹底を図ることが必要である。
　畜産関係者は、この数年間の我が国における家
畜伝染病の発生を教訓として衛生管理の重要性を
改めて再確認するとともに徹底した農場施設消毒
体制の確立を図ることが喫緊の課題であることを
認識しなければならない。

今こそ、消毒をはじめとした農場衛生管理の徹底を！
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　 本 会 は ６ 月30
日、岩手県産業会
館で第82回定時総
会を開催しました。
　冒頭、田沼会長
は「本県の畜産を
巡る情勢は、畜産

物価格は概ね堅調に推移したものの、配合飼料等
の高騰や、少雨による牧草の減収などにより、生
産コストが上昇し収益性の低下を余儀なくされ
た。加えてＴＰＰ交渉も予断を許さない緊迫した
状況が続くなど、厳しい状況が続いている。当協
会では、マルキン事業を始めとする経営の安定・
向上に係る対策、凍結精液の流通調整等家畜改良
や家畜衛生対策等各般に亘る事業を積極的に推進
し、経営支援に努めてきた。今後とも、関係機関・
団体との緊密な連携のもと、畜産振興に取り組ん
でいく」と挨拶しました。
　続いて議事に入り、平成25年度計算書類及び財
産目録について原案どおり承認されました。
　また、役員の補欠選任で６名の理事が新たに選
出されました。

平成25年度事業報告と収支決算

１　事業報告

　本県畜産の主産地形成と維持発展の一翼を担っ
ていくため、岩手県が定めるいわて県民計画、酪
農及び肉用牛生産近代化計画、家畜及び鶏の改良
増殖計画並びに農協等生産者団体が進める諸対策
について、関係機関・団体と緊密な連携を図り、
総力を結集し、畜産経営や飼養管理技術の指導・
支援、家畜改良及び自衛防疫の推進、安全かつ良
質な畜産物の生産のための検査・指導及び肉用牛
肥育経営安定特別対策事業に係る補塡金の毎月交
付、肉用牛肥育経営体等に対しつなぎ資金として
交付した緊急支援金等の返還回収等各般にわたる
事業を積極的に推進した。

　また、公益法人制度改革に対応し、本会は４月
１日をもって一般社団法人に移行し、新たなス
タートを切った。これに対応し、移行認可計画に
即し、諸事務を適正に処理するとともに、事業の
的確な実施を図った。
【重点的に推進した事項】

１　認定農業者等主業型経営体を対象とした経営
診断・経営技術指導及び最新技術情報の提供、
研修会の開催

２　家畜防疫等家畜衛生対策の推進
３　東北ブロック生乳検査業務の円滑な推進
４　家畜登録（乳用牛・豚）、家畜人工授精用精

液流通調整、家畜自衛防疫、生乳検査、肉用牛
肥育経営安定特別対策等の事業の実施に伴う各
種情報等の効率的活用

５　本県肉用牛の改良増殖及びいわて肉用牛躍進
運動等生産振興に寄与
２　収支決算（正味財産経常費用、単位：千円）

⑴　実施事業
　　継続事業１（畜産経営の改善指導等） 66,521

　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）4,140,173
　継続事業３（家畜自衛防疫） 234,599
　　　　計 4,441,293

⑵　その他事業
　その他事業１（家畜人工授精用精液流通調整）46,534
　その他事業２（家畜登録） 34,579
　その他事業３（生乳検査） 85,659
　その他事業４（指導者の育成及び畜産団体の支援）1,030
　　　　計 167,803

補欠選任された新役員

理事　工藤　忠義　岩手県農業共済組合連合会　会長理事
理事　沼㟢　光宏　公益社団法人岩手県農業公社　常務理事
理事　村川　健一　株式会社岩手畜産流通センター　代表取締役社長
理事　佐藤　文城　岩手県中央家畜衛生協議会　代表幹事
理事　米澤　喜三　岩手県北家畜衛生協議会　代表幹事
理事　高橋喜和夫　学識経験者

　なお、総会終了後に第２回理事会を開催し、欠
員となった副会長理事に佐藤彰氏、常務理事に高
橋喜和夫氏を選定しました。

第 82 回 定 時 総 会
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ご宿泊･ご宴会にご利用下さい。

一般社団法人 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
TEL.0195－66－0211　FAX.0195－66－0755http://www.kuzumaki.jp

組織の目的・役割
　生産者が一定の所得を確保し、いきいきとした
生活や生産活動を行うとともに、消費者に安全・
安心な畜産物を安定的に供給するため、生産者を
はじめ畜産物の生産に携わる関係者等への支援を
通じ、本県畜産業の安定的な発展を目指す。

主要な価値提供先（顧客）ごとの提供
すべき価値

【生産者及び生産者団体】
　生産者の所得向上、畜産物の安全・安心で安
定的な生産・供給体制への支援

【畜産物の生産・流通に携わる関係者】
　畜産物の安定供給、生産方法や安全性等に関
する的確な情報

【消費者】
　安全・安心で高品質な畜産物の安定供給、畜
産物や畜産業に関する的確な情報

組織や業務を取り巻く環境とその変化
1 　原発事故に伴い、牧草の利用自粛等の要請や

牛の出荷制限の指示により、牧草地の除染、代
替飼料の確保、利用できなくなった牧草等の処
理、廃用牛の適正出荷のための指導などを行
い、生産者の早期の経営正常化が急務となって
いる。

2 　また、畜産農家の生産性や生産意欲向上のた
め、生産基盤整備及び「いわて肉用牛躍進運動」
の取組を強化するとともに、規模拡大、省力管
理のための外部支援組織の育成・強化、飼料価
格の高騰対策として飼料用トウモロコシの作付
拡大や飼料用米の活用等による生産コストの低
減が必要である。

3 　口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の重要
家畜伝染病について、依然として発生している
海外の状況を踏まえ、引き続き、農場段階にお
ける飼養衛生管理基準の遵守を徹底するととも
に、県内への侵入防止並びに初動防疫体制の確
保に万全を期していく必要がある。

4 　原発事故や災害対応のため、人的資源と財源
の重点化、人的支援と復興体制の整備・構築が
急務となっている中で、コスト感覚やスピード
感を常に意識しながら、機動的・弾力的な組織
運営に努めていく必要がある。

平成26年度 農林水産部畜産課業務方針

岩手県農林水産部畜産課

復興の加速！ 畜産王国岩手の早期再生！

１　�東日本大震災、原発事故に伴い放射性物質被害を受けた生産者が早期に経営の正常化を図っ
ている。

２　�生産者が生産基盤の強化等により一定の所得を確保し、いきいきとした生活や生産活動を
行っている。

３　消費者の支持が得られる国内有数の畜産主産地としての地位が確固たるものになっている。

４　環境に配慮した岩手らしい畜産団地が形成されている。

◎ ◎

◎ ◎目指す姿
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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）

項目《達成レベル・目標》 達成手段・方法 主な対策事業
１�　東日本大震災・津波や原発事故に
伴う放射性物質の畜産被害への対応

【目指す姿】�東日本大震災、原発事故に伴い放射性物質被害を受けた生産者が早期に経営の

正常化を図っている。

⑴放射性物質の調査
　・調査・検査14,357点

○ 耕起困難箇所（地域ほ場）及び耕起不能箇所（公共
牧場）の検査を実施

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑵原乳中の放射性物質低減対策
　・放射性物質10Bq/kg未満
　・除染面積120ha

○ 牧草中の放射性物質濃度50Bq/kg以下とする粗飼料
の生産・給与の指導

○50Bq/kg超過牧草地の除染

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑶牧草地の除染
　・除染面積5,394ha

○ H25年度までの除染実績、耕起不能箇所等の取扱い
を踏まえ見直した除染工程表に基づき、除染作業を
完了

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑷代替飼料確保
　・代替飼料確保量6,400ﾄﾝ/月

○国産粗飼料供給情報の的確な提供
○農業団体との情報共有の徹底

△ 原子力発電所事故被災者稲わら等緊
急供給支援対策事業

⑸廃用牛等の適正出荷
　・滞留牛の解消　H26年内

○生体推定検査導入による廃用牛出荷の補完検査
・廃用牛の集中管理施設の運営

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑹汚染牧草等の処分
　・牧草の処理必要量　11,871ﾄﾝ

○中長期保管対策としての乾燥・圧縮処理（ペレット
化）

○作業の早期完了を支援

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑺利用自粛公共牧場対策
　・牧場利用自粛影響頭数
　　H25：2,710頭→H26：1,992頭

○他地域公共牧場への利用調整の円滑化支援
○公共牧場における耕起不能箇所対策の推進

○放射性物質被害畜産総合対策事業

⑻東電への損害賠償請求
　・全額早期受領

○未請求の事業の合意に向けた協議の継続 ○合意済の事業の証憑書類の確認支援

２�　畜産担い手の確保・育成と経
営安定に向けた支援

【目指す姿】�生産者が生産基盤の強化等により一定の所得を確保し、いきいきとした生活や

生産活動を行っている

⑴経営安定対策
・ 肉用子牛生産者補給金制度の加

入率　100％
・ 肉用牛肥育経営安定特別対策事

業の加入率　85.0％
・ 養豚経営安定対策事業への加入

率　96％
・ ブロイラー価格安定制度への加

入率　100％
・ 配合飼料価格安定基金への加入

率　50％（H25：48%）

○ 制度の改正点などの情報提供と補給金制度に係る登
録事務の適正執行

○ 経営安定対策（既存）と継続事業の活用推進
地域モデル算定や新たな品種区分設定（日本短角種）
などについて関係団体と協議

△肉用子牛生産者補給金制度
◇肉用牛繁殖経営支援事業
○日本短角種肥育経営安定特別対策事
　業
◇肉用牛肥育経営安定特別対策事業

○事業の公募状況及び執行状況等の把握
○関係団体と連携した加入者へ周知

◇養豚経営安定対策事業
○ブロイラー価格安定対策事業
○ 配合飼料価格安定制度（通常補てん

異常補てん）

○畜産関連制度資金の周知と活用促進 ◇畜産特別資金融通事業

⑵大家畜経営への支援
　①大家畜共通
　

　②肉用牛
　・肉用牛頭数
　　H25：97,100頭→H26：111,400頭

○ 畜産コンサルタント団等による農家個別指導及び地
域研修会への支援

○畜産関係情報のHPによる的確な情報提供

○畜産振興総合対策推進指導事業

○岩手県肉用牛振興計画に基づく規模拡大の実践
（「いわて肉用牛躍進運動」の強化）
・施設・機械等の整備支援
・優良繁殖雌牛の導入支援
○ キャトルセンターの整備・機能強化と、これを活用

した肉用牛経営の基盤強化に向けた支援
・一貫経営モデルの育成

○ いわて地域農業マスタープラン実践
支援事業

○家畜導入事業資金供給事業
◇肉用牛経営安定対策補完事業
●東日本大震災農業生産対策交付金
△農山漁村地域整備交付金
○いわて肉用牛経営強化モデル事業

　③酪農
　・年間経産牛1頭当たりの生産
　　乳量
　　H25：7,987kg→H26：8,150kg
　　（H25数値は見込み）

　・外部支援組織の作業受託面積
　　トウモロコシ
　　H25：184ha→H26：250ha

○優良繁殖雌牛の導入支援（初妊牛等導入支援）
・性判別精液卵及び高能力受精卵の導入支援
○ 酪農の郷サポートチームによる技術指導と乳用牛群

検定成績等の活用指導の実施
○規模拡大に向けた牛舎整備等支援
○外部支援組織の育成・強化
・ヘルパー組合の活動支援
・自給飼料コントラクター活動支援
○ 第14回全日本ホルスタイン共進会に向けた取り組み強

化
○畜産公共事業に係る新規整備地区の掘り起こし

●東日本大震災農業生産対策交付金
●酪農生産基盤維持緊急支援事業
○いわて酪農の郷総合対策事業
△農山漁村地域整備交付金
○ いわて地域農業マスタープラン実践

支援事業
◇酪農経営安定対策補完事業
◎岩手県酪農ヘルパー事業円滑化事業
●東日本大震災農業生産対策交付金

⑶中小家畜経営への支援
　①中小家畜共通

○新たな農政改革に対応した飼料自給率の向上推進
・ 飼料用米の作付け状況等の情報提供（畜産経営体の

需要量10,573ﾄﾝ）

【業務における主要課題】 対策事業等：◎県単新規　○県単継続　●国庫新規　△国庫継続　◇機構事業
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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

　②養豚
　・養豚経営安定対策事業加入率
　　H25：96％→H26：96％
　・飼料米　養豚分：5,640ｔ

○養豚経営安定対策事業の活用促進
○飼料用米の普及促進：給与実証の継続・マニュアル

作成

◇養豚経営安定対策事業

　③ブロイラー
　・ブロイラー価格安定制度加入率
　　H25：100％→H26：100％
　・飼料米　ブロイラー分：2,053ｔ

○ブロイラー価格安定制度の活用推進
○新たな農政改革に対応した飼料自給率の向上推進

△農山漁村地域整備交付金（畜産環境
総合整備事業）

○ブロイラー価格安定対策事業
△農山漁村地域整備交付金

　④採卵鶏
　・飼料米　採卵鶏分：830ｔ

○新たな農政改革に対応した飼料自給率の向上推進

３　消費者に安全・安心を提供す
る産地づくり

【目指す姿】�消費者の支持が得られる国内有数の畜産主産地としての地位が確固たるものに

なっている

⑴肉用牛
　・肉用繁殖牛農家の飼養規模　
　　H25：9.5頭/戸→H26：9.7頭/戸

○岩手県肉用牛振興計画に基づく規模拡大の実践
　（「いわて肉用牛躍進運動」の強化）
・県有種雄牛活用産子の生産と県内肥育の促進
・繁殖農家と肥育農家の意見交換による生産意欲の喚

起で増頭を促進

○家畜導入事業資金供給事業
◇肉用牛経営安定対策補完事業
●東日本大震災農業生産対策交付金
◎いわて生まれ・いわて育ちの牛づく

り促進事業

○いわて肉用牛躍進運動の展開
・和牛子牛市場での生産者相談窓口の開催
・肉用牛増頭・生産性向上研修会の開催
・女性リーダーネットワーク研修会の開催

◎いわて生まれ・いわて育ちの牛づく
り促進事業

　・県有種有牛の凍結精液の県内
　　シェア　H25：32％→H26：35％
　・基幹種雄牛の選抜頭数
　　　H25：51頭→H26：53頭

○黒毛和種優良種雄牛の造成と利用促進
・産肉能力検定による基幹種雄牛の選抜
・DNAマーカーアシスト選抜法による「菊安舞鶴」「菊

福秀」「来待招福」産子の種雄牛候補の選定
○第11回全国和牛能力共進会（宮城県）に向けた若い

種雄牛の交配推進、産子の購買促進

○いわて和牛改良増殖対策事業
◎いわて生まれ・いわて育ちの牛づく

り促進事業

　・日本短角種の生産基盤の維持
　　H25：4,104頭→H26：4,100頭
　・日本短角種市場での県内保留割合
　　H25：49％⇒H26：59％
　　（H24実績を目標）

○いわて短角和牛の生産推進
・子牛市場価格高騰に対応したいわて短角和牛の地域

内一貫生産の推進
・消費者ニーズに沿ったいわて短角和牛振興
　※生産者等との意見交換会の開催

○日本短角種集団育種推進事業
◇肉用牛経営安定対策補完事業

⑵酪農
　・検定牛加入率
　　H25：61%→H26：62%
　・細菌数3万/ml未満の割合
　　H25：79.1%→H26：83.8%

○産乳能力の向上と高品質乳生産の推進
・牛群検定加入促進
　乳用牛改良対策事業（お試し検定）への誘導
・岩手県乳質改善協議会活動支援（酪農の郷サポート

チームによる支援）

○いわて酪農の郷総合対策事業
乳用牛改良対策事業（家畜改良事業団）
◇酪農経営安定対策事業

⑶自給飼料の増産
　・飼料作物作付面積
　　H25：45,400ha→H26：45,400ha
　・稲ＷＣＳ作付面積
　　H25：879ha→H26：900ha
　・水田放牧H25：50ha→H26：100ha
　・飼料用米作付面積
　　H25：1,638ha→H26：2,000ha

○飼料増産運動の推進
・飼料自給率向上に向けた関係機関の取組強化
　※（コントラクター等外部支援組織を支援）
○飼料基盤造成整備、草地更新等の着実な実施
○自給飼料生産の組織化、外部化の推進
・飼料生産コントラクターの事業導入等取組支援
○新たな農政改革に対応した飼料自給率向上推進
○エコフィードの活用促進

△農山漁村地域整備交付金
△草地生産性向上対策事業
△飼料自給力強化支援事業
△東日本大震災農業生産対策交付金
△国産粗飼料増産対策事業
△飼料自給力強化支援事業

⑷家畜伝染性疾病の監視・危機管
理体制の充実・強化
・口蹄疫・高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

の発生H25：0戸→H26：0戸
　・牛ヨーネ病清浄化達成農家　
　　H25：1戸→H26：2戸
　・牛白血病清浄化促進農場数
　　H25：183戸→H26：190戸

・豚コレラ・オーエスキー病清浄度
維持率H25：100%→H26：100％

○事前対応型の家畜伝染病防疫体制の整備
　重要家畜伝染病等の防疫対策の推進
・口蹄疫対策
・高病原性鳥インフルエンザ対策
・牛ヨーネ病防疫対策
・岩手県牛白血病防疫対策
・豚コレラ及びアフリカ豚コレラ防疫対策
・豚オーエスキー病防疫

△家畜伝染病予防事業
△牛海綿状脳症防疫対策事業

４　家畜排せつ物の良質たい肥化
と流通促進

【目指す姿】環境に配慮した岩手らしい畜産団地が形成されている

家畜排せつ物法対象畜産農家の適
正な処理割合
　H25：100％→H26：100％

○家畜排せつ物の適正管理
○耕畜連携によるたい肥の利用促進
○家畜排せつ物適正処理に向けた施設整備の促進
○バイオマスエネルギーの利活用促進に向けた支援

△農山漁村地域整備交付金（畜産環境
総合整備事業）
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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＞

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 ㈹　

１．はじめに

　県北地域では平成21年から和牛繁殖農家巡回プ
ロジェクトを実施している。当時、県北地域の和
牛子牛市場平均価格は当該市場平均価格を下回っ
て推移していた。これを解消するために農協が発
起人となり、県機関や市町村の協力を得て開始。
プロジェクトの目的は和牛子牛市場評価の向上と
し、全戸対象の「市場前巡回」と、対象を絞り繁
殖成績もチェックする「重点農家巡回」に取り組
んでいる。
　重点農家巡回では、繁殖成績や子牛の発育が改
善した農家を順次入れ替えているが、巡回対象と
なり数年経過後も十分な成果が見られない農家が
存在する。そこで、そのような農家を対象に「経
営検討会」を開催し、より濃密な支援を行った。

２．取り組み内容

⑴　市場前巡回
　目的は上場牛のバラつき解消と基本技術の向
上。管内全農家170戸から上場１〜３ヵ月前の
子牛を飼養している農家で市場成績や巡回履歴
を考慮して巡回対象を抽出。月平均120頭の子
牛発育確認と適期上場誘導並びに技術情報など
を記載したチラシ配布を実施した。

⑵　重点農家巡回
　目的は分娩間隔の短縮と子牛の発育向上。平
成25年度の重点対象農家は９戸。プロジェクト
の関係機関・団体で協議し選定した。牛の異動
履歴や繁殖状況、哺育牛の発育などを確認し、
飼養管理等の改善に取り組んだ。

⑶　経営検討会
　目的は経営改善とした。繁殖状況などの他、
収支や経営計画の達成度などを検討会でその都
度確認した。
　経営検討会では、現状を数値化すること、具

体的な作業内容とすること、目標値を設定する
ことなどに留意しながら、次の３項目の改善策
に取り組んだ。（図１、表１）
①出荷頭数の増加

　繁殖雌牛の更新、発情観察の徹底、毎月の
種付け目標回数の設定、牛舎消毒（死亡事故
率低下）。

②販売単価上昇（子牛の発育改善）
　牛舎消毒（下痢等による損耗防止）、飼料
給与順の改善。

③飼料代削減
　配合飼料給与量の見直し。

平成25年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産協会長賞（畜産部門）

重点巡回対象農家に対する経営検討会の開催

中央農業改良普及センター軽米普及サブセンター　佐　藤　　 真

図１　経営検討会の様子

表１　課題の抽出と取り組み項目

課　題 原因① 原因② 取り組み項目

出荷頭数が
少ない

分娩間隔が長い

長期不受胎牛 繁殖雌牛の更新

種付けしていない
発情観察の徹底

種付け回数設定

子牛死亡率高い
下痢の発生 牛舎消毒

販売単価が低い 子牛の発育不良

飼料効率が悪い
給与順の改善

飼料代が高い 給与量が多い 給与量の見直し
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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
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

３．取り組み結果

⑴　市場前巡回
　プロジェクト開始３年目から県北地域の和牛
子牛平均価格が当該市場平均価格を超えるよう
になった。（図２）

⑵　重点農家巡回
　重点農家巡回対象の分娩間隔や日齢体重（上
場日体重／日齢）が県平均や市場平均を上回る
ようになった。（表２の上方）
　一方、重点農家巡回対象４年目でも、成績が
平均に届かない農家があり、このうちの１戸に
ついて経営検討会を開催し、濃密支援を行った。
（表２の下方）

⑶　経営検討会（表３）
　①出荷頭数の増加

　分娩間隔が464日から456に短縮、妊娠牛の
予定分娩間隔は383日となった。牛舎消毒で
子牛死亡率が21.7％から12.5％に低減した。
これらにより、出荷頭数が2割増加する見込
みとなった。

　②販売単価上昇（子牛の発育向上）
　牛舎消毒で下痢等の治療期間が短縮。さら
に、配合飼料給与前に稲ワラを給与して飼料
効率を向上させたことにより、日齢体重が雌
0.87→0.93kg/日、去勢1.00→1.10kg/日となり、
子牛の発育が向上した。販売額は前年比１割
程度増となった。

　③飼料代削減
　配合飼料給与量を日量６kg→４kgに低減。
子牛の増体を確保しつつ、飼料代を１割程度
圧縮。

４．まとめ

　市場前巡回や重点農家巡回を実施し、県北地域
の和牛子牛市場評価が向上。重点対象農家の成績
が県や市場平均以上となった。成績が伸び悩んで
いた農家に経営検討会でより濃密支援を実施した
結果、出荷頭数や販売額が増加、飼料代は圧縮見
込みとなり、経営が改善に向かっている。また、
農家の取り組みに対する積極性が増したことなど
から、経営検討会の開催は有効であった。

表２　主な重点巡回農家の成績（平成24年）

表３　経営検討会における取り組み内容、結果、改善効果

図２　和牛子牛市場平均価格を100とした場合の県北地域

平均価格の推移（白抜：雌、黒：去勢）

農家
（対象年数）

分娩間隔
（日） 性別 日齢体重

（体重kg/日齢）

Ａ
（２年目） 377

去勢 1.08

雌 0.97

Ｂ
（４年目） 393

去勢 1.06

雌 0.97

県平均
市場平均 418

去勢 1.04

雌 0.93

Ｃ
（４年目） 435

去勢 0.93

雌 0.90

Ｄ
（４年目） 465

去勢 0.99

雌 0.85

取り組み項目 内　容 結　果 改善効果

繁殖雌牛の更新 ４頭廃用、
５頭導入

分娩間隔
　464 → 456日
（妊娠牛の予定分娩
　間隔383日）

子牛死亡率
　21.7% → 12.5% 出荷頭数２割増

販売額１割増
飼料代１割減

発情観察の徹底 朝作業前、夕方作
業後に徹底観察

種付け回数設定 毎月５頭種付け

牛舎消毒 ドロマイト石灰塗布

牛舎消毒 ドロマイト石灰塗布 子牛の下痢等短縮
日齢体重
　雌0.93kg/日齢
　去勢1.10kg/日齢

給与順の改善 配合飼料前に稲ワ
ラ給与

給与量の見直し 配合飼料
６kg→４kg/日 配合飼料代の削減
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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

E-mail:mail@komatsu-gp.com　URL:http://www.komatsu-gp.com各種印刷・ドキュメント処理・アンケート調査支援

報情 （44）産畜 術技

１　暑熱の影響の緩和（乳用牛）

　体感温度の低下、嗜好性と消化性の高い粗飼料の給与、水の給与、泌乳牛でのル−メンアシド−シスの

予防とエネルギ−・ミネラルの充足に留意します。また、泌乳牛だけではなく乾乳牛に対しても暑熱対策

を講じましょう。暑熱ストレスをうけた乾乳牛は次泌乳期の乳生産が低下するという報告があります。

⑴　体感温度を低下させる対策

ア　畜舎外から畜舎内に伝わる熱さを緩和します。屋根裏への断熱材取り付け、屋根表面の石灰塗布や

セラミック塗装、遮光ネットの設置による日光の遮断などを行います。

イ　牛体へ十分に確実に送風します。換気扇やダクトの設置位置を工夫してみます。また、必要に応じ

て、換気扇台数の増加や能力の高いものへの変更も検討します。

　「風速１ｍ／分で６℃、２ｍ／分で８℃体感温度が低下します！！」

　なお、換気扇の掃除は、風量の増加と消費電力の節約に有効です。

ウ　牛体の毛刈りにより体熱放散を促します。特に分娩直前から泌乳最盛期の牛を優先します。

⑵　飼料給与の対策

ア　新鮮な水を十分に飲水できるようにします。

　水槽の掃除はこまめに行います。

　また、給水配管を太くすることで一度に

　十分な給水量を確保することができます。

イ　適期収穫で、調製品質の良好な粗飼料の給与に努めます。外気温が低下する夜間から早朝にかけて

も採食できるよう、給与量の増加と就寝前のエサ押しを検討下さい。

ウ　粗飼料の摂取量が減ると反芻回数とだ液分泌量も減少するため、配合飼料の給与量の多い搾乳牛で

は、ル−メンpＨ低下によるアシド−シスが懸念されます。配合飼料の給与回数を増やす、重曹（100

〜200g／日・頭）の給与などを行います。

エ　発汗の増加により、特にカリウムとナトリウム、またマグネシウム、カルシウム、リンなどのミネ

ラル要求量が通常の10−20%増加します。乾乳後期牛を除き、鉱塩を切らさないようにするとともに、

重曹を補給し、リン酸カルシウムを増給します。

（中央農業改良普及センター）

牛舎屋根への断熱材打ちつけ 牛舎屋根への石灰塗布

給水配管径を太く変更

フリーストール・フリーバーンではルーメン
ｐＨ低下を緩和させるため、飼槽スペース等
で重曹を自由採食させる方法もあります。
注：乾乳牛には決して重曹を与えないこと！
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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

岩手県チキン協同組合
総会が開催されました

　岩手県チキン協同組合（理事長：小山征男㈱オ
ヤマ代表取締役社長）は、５月21日（水）、ホテ
ルメトロポリタン盛岡において「第42回通常総会」
を開催しました。
　開会に当たって、小山理事長が「円安
により飼料、電気及び石油製品などの値
上がりが続いている。さらに雇用人件費
も上がり厳しい状況になっているので、
業界・団体が一致団結して対応していか
なければならない」と挨拶を行いました。
　総会には組合員全員が出席し、提案さ
れた平成26年度の事業計画に盛り込まれ
ている、①岩手県ブロイラー価格安定対
策事業の推進、②高病原性及び低病原性

鳥インフルエンザ防疫対策の徹底、③農場、食鳥
処理場の衛生管理対策の強化、④県産鶏肉普及宣
伝の実施などが承認されました。
　また、理事、監事の欠員補充が行われ、理事に
鎌田輝彦氏（プライフーズ㈱人事総務部長）、監
事に穴吹仁士氏（㈱フレッシュチキン軽米）が新
たに選出されました。

岩手県B＆Wショウが
開催されました

　岩手県ホルスタイン改良同志会（会長；堤内武
人）主催の「2014岩手県ブラックアンドホワイト
ショウ」が５月１日、全農岩手中央家畜市場を会
場に開催されました。
　このショウは、乳牛改良に取り組む会員相互の
研賛と親睦を図ることにより、飼養管理技
術の向上を図ることが目的です。
　開会に当たって堤内会長が、「酪農情勢
は厳しいものがあるが、大好きな牛と一緒
に来年の北海道全共に向けて頑張っていこ
う」と挨拶を行いました。当日は後半から
雨天の中での審査となりましたが、県下一
円から集まった92頭の出品牛が、生後６ヶ
月〜５歳以上までの12区分で改良の進度を
競いました。
　審査には、㈱野沢組の岸上裕司北海道営
業本部長があたられました。審査の結果、
未経産の部では陸中地区の外谷辰也さん

の、経産の部では葛巻地区の八幡勝幸さんの所有
牛がそれぞれグランドチャンピオンに選ばれまし
た。
　岸上審査員からは、「各クラスとも出品牛のレ
ベルは高かった。若い人の参加が多く、改良への
熱意が強く感じられた」と講評をいただきました。
雨の中にも関わらず、盛岡農業高校や県立農業大
学校の生徒・学生も観覧に訪れ、改良の成果や調
教を学んでいました。次代を担う若者達の熱心な
姿からいわて酪農の発展が期待されます。
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東 邦 岩 手 株式
会社

本 社
盛岡営業所
ホームガスセンター
宮古営業所
釜石営業所
水沢営業所

紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割136番地
盛 岡 市 み た け 二 丁 目１番 4 5 号
盛 岡 市 み た け 二 丁 目１番 4 5 号
宮古市大字赤前第４地割108番地３
釜 石 市 新 浜 町 一 丁 目２番 1 1 号
水 沢 市 字 八 反 町 8 2 番 １ 号

TEL（019）697－4151㈹
TEL（019）641－1195㈹
TEL（019）641－3143㈹
TEL（0193）67－2445㈹
TEL（0193）22－0540　
TEL（0197）25－8033㈹

液体窒素、凍結精液保管容器を通じて
畜産界にお手伝いをしています。

くずまき高原牧場まつり

　「くずまき高原牧場まつり」が６月14日・15日
の両日、緑豊かな同牧場で開催されました。こ
の牧場まつりは、くずまき高原牧場とそ
こで生産された乳製品や特産品をＰＲし
て、誘客や消費拡大につなげるためのイ
ベントで、今回が18回目です。
　今年は、沿岸地域からの出店も多く、
海の幸、高原の幸など多彩な屋台が並び
ました。このなかで、特にも人気の高い
「くずまき高原牛丸焼き」や「高原チー
ズの石窯ピザ」など、注目の畜産品を使
用した屋台には途切れることがなく行列
が続いていました。
　また、子供たちに人気なのが、動物と
のふれあいコーナーです。牛の乳搾りや
ウサギの抱っこ、羊の毛刈り体験に大勢
の園児や小学生たちが集まり、動物との

家畜の保健衛生（94）

豚流行性下痢（PED）とワクチンについて

　豚流行性下痢（PED）はウイルスの感染によっ
て起こる豚の急性伝染病で、水様性の下痢及び
嘔吐が特徴です。特に子豚で被害が大きく、死
亡率は哺乳豚で50％以上、時に100％に達します。
　平成25年10月に沖縄県でPEDが発生して以
来、発生件数は2014年６月22日現在で1道37県
789農場となり、これまでに全国で約104万頭が
発症し、哺乳子豚を中心に30万頭以上が死亡し
ました。岩手県内でも今年４月16日に発生が確
認されて以降、これまでに17農場で３万頭以上
が感染し、約６千頭が死亡しています。
　PEDの発生予防及びまん延防止のためには、
飼養衛生管理の徹底等が基本であります。PED
ワクチンの使用にあたっては、用法、用量を守
るとともに、その性質（子豚への乳汁を介した

触れ合いを楽しんでいました。このうち、羊の
毛刈りコーナーでは、羊の毛や体に直接触れ、
大きなハサミで毛刈り体験をする姿が見られま
した。両親と一緒に盛岡市から来た小学生の女
の子は、「羊の体はプヨプヨしてきもちが良かっ
た」と大喜びでした。

免疫付与を目的とした母豚用ワクチン）を十分
理解し、ワクチンを接種した母豚が十分量の乳
を分泌しているか、また、子豚が乳を十分に飲
んでいるかを確認し、適切な免疫付与を行うこ
とが重要です。
　ワクチン接種済みの母豚の乳汁にはPEDウイ
ルスの抗体が含まれます。子豚が母乳を飲み続
けることで腸管粘膜面を抗体で覆い、腸管に侵
入したウイルスの感染を予防しようというのが
ワクチンのねらいです。産子数が多い場合には、
大きめの子豚（産子の半数）を箱などに入れて
隔離し、その間に小さな子豚にも均等に初乳を
飲ませる「分割授乳」を行うと効果的です。し
かし、農場内の排泄物の処理がうまくいかずウ
イルスで高度に汚染されているような場合、十
分な効果が得られません。このため日頃から農
場の飼養衛生管理と侵入防止策を徹底すること
が不可欠です。

（岩手県中央家畜保健衛生所）
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暑熱対策のポイント

◦畜舎外から畜舎温度を下げる

スプリンクラー等による屋根への散水、屋根へ
の石灰塗布、グリーンカーテン・寒冷紗の設置

◦畜舎内設備で畜舎温度を下げる

換気扇・扇風機による送風、細霧装置・クーリ
ングパッドによる冷房

◦体感温度を下げる

毛刈り、飼養密度の低減、家畜への直接散水、
ペットボトルクーリング

◦飼料給与法を工夫する

冷水の充分な給与、涼しい時間帯の給餌、給餌
回数の増加（一回あたりの給与量減少）、ビタ
ミン・ミネラルの添加

低コストでエコな暑熱対策事例

◦畜舎屋根への石灰塗布

　石灰を水に溶かして石灰乳を作り、屋根へ塗
布します。牛舎では、屋根裏温度：約15℃低下、
畜舎内温度：約５℃低下といった効果が認めら
れています。長持ちさせるために、ムラなく塗
るのがポイントです。

◦グリーンカーテン

　ゴーヤやアサガオ等のつる性植物をネットに
這わせ、畜舎の南側等日当たりの良い場所に設
置します。カーテンの内側の温度が、外側より
約５℃低下したという報告もあります。

◦寒冷紗の設置

　グリーンカーテンよりも手間がかからないの
が寒冷紗です。代わりに「よしず」等を使用す
る場合は、自然の風を遮らないよう、設置角度
の工夫や送風装置の併用が必要です。

◦ペットボトルクーリング

　ペットボトルにて製氷し、融け出した冷水を
牛や豚の頚部に滴下することにより、全身の血
流を冷やして熱性ストレスを緩和する方法で
す。低コストで取り入れやすいことから、近年、
利用する農場が増えているようです。
　この手法により、豚で①受胎率の向上、②発
情回帰日数の短縮、③周産期疾病の重篤化防止
といった効果が認められている他、牛では体表
温度が２℃低下し、「牛が立つようになった」
との声も聞かれたようです。

　家畜の種類、畜舎構造、例年の被害状況等によ
り、農場に合った対策は異なります。上に挙げた
手法をいくつか組み合わせて、今年の夏を乗り切
りましょう！

（岩手県中央家畜保健衛生所）

　家畜にかかる暑熱ストレスは、乳量及び日増体重の減少や繁殖成績の低下等、家畜の生産性
に大きな影響を及ぼすばかりでなく、様々な疾病の引き金にもなります。長期予報では、今夏
の東北地方は低めの気温で推移すると言われていますが、油断は禁物です。ここでは、様々な
暑熱対策方法の中から、お財布にも環境にもやさしい事例をご紹介します。

ペットボトルクーリング

特　集

低コストでエコな暑熱対策に取り組みましょう！
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21年

19年

４０

４５

５０

５５

６０

３５

１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円

17年←

23年

24年

25年
26年

※１　平成26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　中央市場の売買対比及び増減については、上記※１に準じて算出いたします。
注）　平成26年３月以前開催分については消費税５％で算出いたしております。
　　　※売買対比および増減については消費税率に違いがございます。

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
6／11

㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 129 868,320 378,000 514,566 287 1,791

♂- 190 828,360 365,040 581,768 323 1,799

計 319 868,320 365,040 554,592 309 1,796

県南
6／12

㈭
磐　 井

♀ 165 872,640 344,520 480,980 281 1,709

♂- 199 799,200 179,200 558,121 316 1,766

計 364 872,640 179,280 523,153 300 1,742

中央
6／18

㈬

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 139 704,160 370,440 504,041 274 1,837

♂- 224 747,360 108,000 579,960 306 1,896

計 363 747,360 108,000 550,889 294 1,875

中央
6／19

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 214 867,240 271,080 505,102 281 1,799

♂ 3 609,120 559,440 586,080 311 1,885

♂- 275 737,640 64,800 595,697 310 1,924

計 492 867,240 64,800 556,233 297 1,872

中央
6／20

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 168 694,440 162,000 472,185 284 1,662

♂- 219 734,400 366,120 599,681 322 1,860

計 387 734,400 162,000 544,334 306 1,780

合　　計

♀ 815 872,640 162,000 494,750 281 1,758

♂ 3 609,120 586,080 311

♂- 1,107 828,360 64,800 584,155 315 1,855

計 1,925 872,640 64,800 546,306 301 1,817

平成26年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成26年６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

ホテイアオイ

　金魚鉢に浮かんで
青紫色の花を咲かせ
ているごくありふれ
た水草だ。１株100
円位でペット屋さん
でも販売している。
　水田雑草のミズア

オイの洋物と言ったところか。類にもれ
ず、あちら原産のホテイアオイは柄が大
きい。食欲も旺盛で富栄養化した水域で
は大型になり、ものすごいスピードで増
殖する。この吸肥力を利用して、水質浄
化のエースとしてもてはやされた時期も
あった。確かに水質汚染の源である窒素
やリン酸分を見事に平らげて、水質は良
くなった。しかも、夏には涼しげな青紫
色の花を沼一面に咲かせて、客寄せ資源
としても大活躍した。
　しかし、その後が大変だ。霜が降りる
と枯れて、夏に吸った栄養分が腐って水
に溶けだし、元の水質に逆戻りする。引
き上げて取り除かないことには、逆に水
質汚染源になってしまう。ところが、ホ
テイアオイは水に浮かぶフロートを備え
ているのでとてもかさばる。発泡スチロー
ルを掬っているような感じである。反対
に根は根毛が発達しており、スポンジに
水をいっぱい含ませたような感じだ。と
ても扱いにくい。
　岩手では冬越しできないが、本州中部
以南では野生化して水面を覆い尽くし、
在来の水草を排除したり、水上交通や漁
業へ悪影響を及ぼしている。このため、
「青い悪魔」とも呼ばれたりもしている。
　最初は水質浄化の目的で導入したのが
増えすぎてしまった事例だが、このよう
なことは多々ある。ネズミ退治のための
猫の導入、ハブ退治にマングースを放し
た例。最初は良かったかもしれないが、
先のことを考えないと取り返しのつかな
いことになる。しおらしく可愛いと、連
れてきた嫁に家を占領されたようなもの
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
1,137

円
701,228,880

円
532,444

ホルスタイン種（雌を除く） 1 68,040 68,040

交 雑 種・ 乳 3 820,800 273,600

（注）：金額、価格は消費税込み


