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平成29年５月号

【「岩手の畜産」は、バックナンバーも含め協会のホームページでご覧いただけます。】

　
　岩手県農林水産部長　紺　野　由　夫

　東日本大震災津波からの復興に取り組む中、昨
年は、台風第10号により岩泉町をはじめ、県北・
沿岸地域において大きな被害が発生し、畜産分野
でも大きな被害に見舞われました。県では、畜舎
の再建や機械の導入、粗飼料確保などを支援して
きたところですが、生産者・関係各位の御尽力の
もと、粗飼料の無償提供などの支援が行わ
れ、被災した乳業工場も夏頃には稼動を再
開する見込みとなっています。
　また、この３月には、宮城県北部で高病
原性鳥インフルエンザが発生し、本県にお
いても、県内の養鶏業者に消毒等の徹底を
喚起するとともに、県南部の一部に搬出制
限区域を指定して、消毒ポイントの設置な
どの防疫対策を講じたところです。
　県では、引き続き、災害からの早期の復
旧・復興、防疫対策の徹底など畜産経営の
安定に向けた取組を進めていくこととして
いますので、皆様の御支援・御協力をお願
いします。
　今年は、「第11回全国和牛能力共進会」
が、９月に、隣宮城県で開催されます。東
北地域での開催は、平成９年に岩手県で開
催されて以来、20年ぶりとなります。
　県では、“総合優勝”を目指し、生産者・
関係各位とともに、候補牛生産のための計画交配や
育成管理の支援、飼養管理や肥育技術向上のため
の研修会の開催などに取り組んできました。
　現在、出品牛27頭に対し、農業高校が出品する復
興特別区も含め、134頭まで選抜されており、最終
的には、７月下旬の県畜産共進会で決定されます。

　４月末には、生産者の方々の出品経費等の支援
に向け、和牛能力共進会岩手県協賛会が設立さ
れ、関係機関・団体が一丸となって取り組む組織
体制が整いました。
　全国和牛能力共進会は、本県の和牛の能力を全
国にアピールする絶好の機会です。出品牛の上位

入賞等により、本県の和牛や牛肉の品質の
高さが全国から注目され、評価がさらに高ま
り、本県の肉用牛経営の「収益力アップ」
が図られていくよう取り組んでいきましょう。
　また、県では、肉用牛生産や酪農に携わ
る女性の皆さんを“牛飼い女子”として、
経営への参画や就農を促進していくため、
「いわて発元気な牛飼い女子応援事業」を
行っています。
　県内では、牛飼い女子の皆さんが牛乳や
牛肉を活用した商品開発や、飼養管理技術
の向上の取り組みなど、創意工夫を凝らし
た活動を展開しています。
　今年度は、新たな高校生グループなど、
３グループが加わり、県内各地で15の牛飼
い女子グループの皆さんが、女子力・行動
力を発揮し「収益力アップ」に向けた活動
を展開していくことを期待しています。
　標題の“モール”は、ラグビーのプレー

の一つで、密集しながらゴールを目指すもので
す。県の職員はもとより、生産者の皆さんをはじ
め、関係機関・団体、さらに牛飼い女子の皆さん
などが一丸となって取り組む“The　モール作戦”
で、本県の畜産経営の「収益力アップ」を目指し、
取り組んでいきましょう。

　　「 The モール作戦」で収益力アップ！
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平成28年度臨時総会の開催
　平成29年３月14日に一般社団法人岩手県畜産協
会の平成28年度臨時総会が開催されました。
　冒頭、藤尾東泉会長が「東日本大震災・津波の
発生から、まる６年が経過しました。昨年は、県
が本格復興完遂年と位置付けて取り組む最中、８
月30日に台風10号による豪雨が、県の北部・沿岸
地域を中心に、甚大な被害をもたらしました。改
めて、亡くなった方々のご冥福をお祈りし、被災
され、困窮を余儀なくされた方々に、心からお見
舞い申し上げます。
　当協会は、台風被害にあわれた畜産農家の経営
継続を支援するため、国の新事業、拡充事業を、
県の協力をいただき鋭意取り組んで参りました。一
方、心配された環太平洋パートナーシップ協定は米
国の離脱により、当初の枠組みでの発効が立ち消
えとなり、早くも、米国との二国間協定や米国を除
く11か国での協定、東アジア地域包括的経済協定
等、色々話題に上り、気になるところですが、今、
本県が取り組むべきは、そうしたことに惑わされる
ことなく、畜産クラスター事業等を活用した経営の
近代化と担い手の育成を着実に推進し、生産基盤
の強化を図ることと考えます。」と挨拶しました。
　総会では、第４回理事会において決定された平成29
年度事業計画書及び収支予算書等が報告されました。

平成29年度事業計画書（概要）

基本方針

　国内屈指の地位を誇る本県の畜産は、県農業産
出額の過半を占めるとともに、裾野の広い関連産業
を抱え、地域経済の活性化に大きく貢献している。
　しかしながら、家畜飼養者の高齢化等により、
全国と同様に、畜産経営戸数及び飼養頭数の減少
傾向が続いている。
　そうした中、本県においては、環太平洋パート
ナーシップ協定（ＴＰＰ）対策として国が創設し
た畜産クラスター事業等を積極的に活用して、生
産基盤の強化が進められている。
　当協会は、平成27年度から畜産クラスター事業

のうち、機械導入事業の本県における窓口団体と
して、県との緊密な連携の下に事務を推進してい
る。その結果、平成28年度については、18の畜産
クラスター協議会の補助金総額が約３億５千万円
に上り、畜産農家の負担を軽減しつつ、経営の近
代化及び収益性向上を図ることに少なからず貢献
するところとなっている。
　そのＴＰＰについては、昨年12月に国会で承認
され、関連法案も可決成立した後に、米国の離脱
により、当初の12か国の枠組みでの発効が立ち消
えとなる一方で、早くも米国との二国間協定が取
りざたされている状況にある。
　このように、国際情勢が大きく揺れ動く中におい
ても、本県畜産が引き続き国内の主産地として発
展し、地域経済を牽引する役割を果たしていくた
めには、現在取り組んでいる各種対策の一層の推
進により、経営の安定化と担い手の育成を図り、盤
石な生産構造を築いて行くことが求められている。
　このため、当協会としては、国や県の主要施策との
一層の整合を図りつつ、次に掲げる重点事項を柱と
して、関係機関・団体との緊密な連携の下に各種事
業を実施し、本県畜産の振興に寄与するものとする。

重点推進事項

１　将来を担う経営体を対象とした経営診断・経
営技術指導の実施
２　地域が連携した収益性の高い経営体の育成支
援の実施
３　肉用牛肥育経営安定対策の的確な運用
４　経営向上効果のある家畜人工授精用凍結精液
の安定供給・利用推進
５　登録制度を活用した家畜の遺伝的能力の向上
６　自衛防疫意識の啓発と地域ぐるみのワクチン
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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

「みなみよ～とん株式会社」
 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）

接種推進
７　高精度で安定した生乳検査体制の堅持
８　第11回全国和牛能力共進会出品対策の推進

Ⅰ 実施事業

１　継続事業１（71,204千円）
　畜産振興を目的として、経営の改善指導・生
産技術の向上指導、経営体の育成啓発、家畜改
良の推進指導、家畜衛生の向上指導及び畜産物
の安全確保指導、調査並びに情報収集及び提
供、家畜生産・家畜改良意欲の増進啓発等に係
る26事業を実施する。

２　継続事業２（3,321,079千円）
　肉用牛肥育経営の安定を図るため、四半期ご
とに、肥育牛１頭当たりの平均粗収益が平均生
産費を下回った場合、差額の８割を補塡金とし
て交付する。

３　継続事業３（216,424千円）
　家畜生産農場における家畜伝染病等の清浄化

及びまん延防止のため、同居牛のとう汰や組織
的な予防接種等を推進する。

Ⅱ その他事業

１　家畜人工授精用精液流通調整事業
（57,076千円）

　本県の肉用牛及び乳用牛の改良増殖を推進す
るため、サブセンターを通じた家畜人工授精用
凍結精液供給を円滑かつ安定的に行う。
２　家畜登録事業（32,972千円）
　本県で飼養される乳用牛及び豚の改良を促進
するため、家畜登録事業の活用を推進する。
３　生乳検査事業（109,201千円）
　東北地域の農業協同組合等からの委託又は依頼
を受けて、生乳取引等に係る生乳検査を実施する。
４　その他事業（1,494千円）
　関係機関・団体が行う研修会等への職員派遣
を通じて、最新の技術・知識の修得と業務遂行
能力の向上を図る。

項　　目
（何を）

達成レベル・目標
（いつまでに、どういう状態にするか）

達成手段・方法
（重要なプロセス・チェック方法など） 担　当

１�　畜産担い手の
確保・育成と経
営安定支援

⑴　経営安定対策

⑵�　大家畜経営へ
の支援

　①　大家畜共通
　②　肉用牛

○畜産・酪農経営安定対策への加入率
　肉用子牛　　H28：197.2％⇒ H29：100.0％
　肉用肥育牛　H28： 96.5％⇒ H29： 98.0％
　豚　　　　　H28： 56.9％⇒ H29： 60.2％
　肉用鶏　　　H28：100.0％⇒ H29：100.0％
　配合飼料　　H28： 51.6％⇒ H29： 55.0％

○肉用牛飼養頭数
　H28：89,600頭⇒ H29：89,700頭
　※酪肉近代化計画H37目標：90,800頭

□畜産・酪農経営安定対策の周知と活用促進
　広域振興局担当者会議等を通じた制度周知、及び関係団体を通じた加入者への周知・活用
誘導
□畜産関連制度資金の周知と活用促進
　畜産関連資金の要望取りまとめ、融資に係る研修会等の開催、県ＨＰによる情報提供等

□飼養管理技術向上と経営高度化のための指導支援
　①　畜産コンサルタント団等による農家個別指導と地域研修会を開催
　②　県ＨＰによる畜産関係情報の発信

□岩手県酪農・肉用牛近代化計画に基づく規模拡大・生産性向上への支援
　①�　関係機関･団体で組織する「いわて肉用牛サポートチーム」により、生産性向上に係る

繁殖巡回指導等の取組を実施
　②　規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援　牛舎や優良繁殖雌牛の導入支援

□キャトルセンターの機能強化への支援
　○�　キャトルセンターの利用促進による規模拡大や労力軽減を推進するため、「肉用牛サ

ポートチーム」による飼養管理改善の支援を実施。

□県産肉用牛の品質向上と生産拡大を支援　
　宮城全共で上位入賞が期待される県有種雄牛産子の県内保留や交雑種肥育経営における和
牛の受精卵移植技術を活用した和牛子牛の生産拡大を支援

振興担当

畜政担当

畜政担当

振興担当

振興担当

平成29年度 岩手県農林水産部畜産課業務方針

１　本年度の業務における主要課題
　１　本年度の業務における主要課題【重点推進事項】� 対策事業の凡例　：　◎県単新規　　○県単継続　　●国庫新規　　△国庫継続　　◇機構事業

畜産課キャッチフレーズ 目指せ、全共　総合優勝！！　　創意・工夫で収益力　ＵＰ！！

【目指す姿】　 生産者が、生産基盤の強化等により収益力を高め、いきいきと生産活動を行っている
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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

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

項　　目
（何を）

達成レベル・目標
（いつまでに、どういう状態にするか）

達成手段・方法
（重要なプロセス・チェック方法など） 担　当

　③　酪農

⑶�　中小家畜経営
への支援
　○　養豚・養鶏

○経産牛１頭当たりの年間生乳生産量
　H28：8,299kg（見込）⇒H29：8,350kg
　※H28数値は、H29年７月に確定

○酪農ヘルパー利用組合への加入率
　H28：68％（見込）⇒H29：69％

□岩手県酪農・肉用牛近代化計画に基づく規模拡大・生産性向上への支援
　①�　関係機関･団体で組織する「いわて酪農の郷サポートチーム」による乳質改善指導等の

生産性向上支援と、乳用牛群検定成績等を活用した検定組合巡回指導の実施（随時）
　②　規模拡大志向農家に対する牛舎整備や、優良雌牛の導入支援等による生産基盤の整備
　③　外部支援組織の育成・強化

□水田を活用した自給飼料の増産
　①　飼料用米の生産・利用の拡大を支援
　②�　水田を活用した自給飼料の利用拡大（稲ＳＧＳ調製、子実とうもろこし）により、配合

飼料給与量を低減させる取組を支援

□規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
　国庫事業を活用した規模拡大に係る施設整備等を支援

振興担当

畜政担当

畜政担当

２�　 消費者に安
全・安心を提供
する産地づくり
⑴　大家畜共通

⑵　肉用牛

○牛飼い女子ネットワーク会員
　H28：286人⇒ H29：300人

○牛飼い女子会の開催
　H28：３回⇒H29：２回

○肉用繁殖牛農家の飼養規模
　H28：10.7頭／戸⇒H29：11.2頭／戸

○県有種雄牛の凍結精液の県内シェア
　H28：18％⇒ H29：25％
　※H28数値は、H28. ４～H28. ２

○基幹種雄牛の選抜頭数
　H28：58頭⇒ H29：59頭

○日本短角種の生産基盤の維持
　H28：3,304頭⇒ H29：3,310頭

□肉用牛生産・酪農に携わる牛飼い女子の経営参画と就農促進
【いわて発元気な牛飼い女子応援事業（○）】

　①　県全体の牛飼い女子会に加え、各地域でのミニ女子会を開催。
　②　経営力向上や高付加価値化等の取組を行うグループの活動を支援
　③�　県内外の消費者や就農希望女性に向け、情報誌・ＳＮＳ等を活用し、牛飼い女子の活

動を情報発信

□いわて肉用牛躍進運動の展開（いわて肉用牛躍進運動推進協議会）
　和牛子牛市場での生産者相談窓口の開設や、後継者の飼養管理技術向上に向けた研修会等
の開催。

□黒毛和種優良種雄牛の造成と利用促進
　①�　基幹種雄牛の選抜や、ＤＮＡマーカーアシスト選抜法による菊安舞鶴・菊福秀・来待

招福産子からの種雄牛候補の選定
　②　飛良美継・金菊徳の遺伝領域解析（ＱＴＬ解析※）
　　※　産子〔出荷牛（肉用肥育牛）の肉片〕からＤＮＡを分離し、産肉成績等との関連を調査
　③�　第11回全国和牛能力共進会（宮城県）に向けた若い担い手・女性を対象とした研修会の

開催と、出品候補牛の飼養管理の強化を支援

□日本短角種（いわて短角和牛）の生産推進
　優良繁殖雌牛の導入支援や、優良繁殖雌牛を放牧するエリート牧場の管理運営経費を支援

畜政担当

振興担当

振興担当

⑶　酪農 ○牛群検定牛加入率
　H28：67.3％⇒ H29：68.4％（見込）
○体細胞数50万／ml未満の割合
　H28：95.5％⇒ H29：現状維持
　※H28年数値は、H28. ４～H28.12

□産乳能力の向上と高品質乳生産の推進
　①�　関係機関･団体で組織する「いわて酪農の郷サポートチーム」による乳質改善指導等の

生産性向上支援と、乳用牛群検定成績等を活用した検定組合巡回指導の実施【再掲】
　②　牛群検定への加入促進に向けた乳用牛改良対策事業（お試し検定）の導入（３戸）

振興担当

⑷　自給飼料の
　増産

○コントラクター等による作業受託面積
（飼料収穫）

　H28：2,865ha ⇒ H29：3,000ha

□コントラクター等外部支援組織の育成・強化
　①�　県内のコントラクターやＴＭＲセンター等で構成する「いわてコントラクター等利用推

進協議会」による活動推進
　　ア�　コントラクター等の機能強化に係る現地実証（粗飼料広域流通、デントコーン不耕起

播種）の実施
　　イ　コントラクター間の連携強化に係る取組（研修会開催、会報の発行）の実施
　②　コントラクター等の設立及び機能強化に必要な機械・施設の整備を支援

畜政担当

⑸�　家畜伝染性疾
病の監視･危機
管理体制の充実
･強化

○飼養衛生管理基準を遵守する農場
　牛　H28：164％⇒ H29：170％
　豚　H28：198％⇒ H29：100％
　鶏　H28：100％⇒ H29：100％

□事前対応型の家畜伝染病防疫体制の整備
　①�　家畜伝染病予防法に基づく、飼養衛生管理基準（侵入防止対策）遵守の指導強化（農場

の定期巡回、講習会・研修会及び地域座談会等による意識啓発）や、家畜飼養状況の定期
的な把握（定期報告受理とデータ更新）

　②�　初動防疫体制充実のため、県民くらしの安全課と協力し、防疫作業支援班員等の動員
体制、協定及び所要マニュアル等の見直し、大規模農場での発生時の課題等を検討

　③�　各種疾病対策マニュアル〔口蹄疫、高（低）病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ〕が的
確に運用されるよう、国・県レベルでの防疫演習の実施

衛生担当

○特定家畜伝染病等の確定診断率
　H28：100％⇒ H29：100％

□家畜伝染病診断技術能力の向上
　家畜防疫員・臨床獣医師等を対象とした特定家畜伝染病※等の診断技術研修の開催や、家畜
衛生講習会・研修会への派遣によるスペシャリストの育成
　※口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ、炭疽

衛生担当

【目指す姿】　消費者から信頼を得ながら、国内有数の畜産主産地として本県の地位が高まっている
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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 ㈹　

項　　目
（何を）

達成レベル・目標
（いつまでに、どういう状態にするか）

達成手段・方法
（重要なプロセス・チェック方法など） 担　当

○口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの発生
　H28：０戸⇒H29：０戸
○牛ヨーネ病清浄化達成農場（対象５農場）
　H28：100％⇒ H29：100％

○牛白血病清浄化促進農場
　H28：101戸⇒ H29：125戸
○豚コレラ・オーエスキー病清浄度維持率
　H28：100％⇒ H29：100％

□重要家畜伝染病等の防疫対策の推進
　①　口蹄疫に類似する症状を呈する牛・豚疾病情報の迅速な把握
　②�　高病原性鳥インフルエンザ対策のための家きん飼養者への報告徴求の継続（511農場）

と、高病原性鳥インフルエンザウイルスのモニタリング（69農場）
　③�　牛ヨーネ病防疫対策として、乳・肉用牛の法定検査の実施（５年間隔）、県外導入牛及

び県外預託牛検査の継続、発生農場における計画的自主淘汰の推進
　④�　「岩手県牛白血病防疫対策実施要領」に基づく発生農家の清浄化の推進、発生農場・公

共放牧場・集団育成施設とその利用農場におけるまん延防止対策の継続
　⑤�　「岩手県豚コレラ及びアフリカ豚コレラ防疫対策マニュアル」「岩手県豚オーエスキー病防
疫対策実施要領」に基づく防疫演習、清浄性確認検査の実施（２か年間隔で県内全戸を実施）

衛生担当

３�　放射性物質の
畜産被害への対
応

⑴�　放射性物質検
査

⑵�　牧草地の除染
と利用自粛の解
除

⑶�　汚染牧草等の
処分と適正保管

○県産畜産物の安全性の確保
　・除染後等の牧草の検査：2,184点
　・�牛肉中の放射性物質濃度の推計検査：

1,042点
　・畜産物の放射性物質検査
　　※原乳11施設／隔週　等

○再除染予定面積：７ha
　※H28年度までに315ha再除染済

○�市町村が行う利用自粛を要請していない牧
草地の放射性物質低減対策（除染）

　　H28年度までの実績とH29年度計画
（単位：ha ）

○�汚染稲わら等は、焼却等の処理完了まで適
正保管

　　牧草の処理必要（保管）量：2,989トン
　　稲わらの処理必要（保管）量：417トン
　　牛ふん堆肥の処理必要（保管）量：4,533トン

○�処理の長期化が見込まれる市町について、中長
期保管対策（一時保管施設の補修等）を実施

□放射性物質検査の計画的な実施
　①�　除染後及び耕起不能（困難）箇所等の牧草の検査については、採材から分析までの業務

を、民間検査機関へ委託して実施
　②�　原乳等畜産物の検査は、県産農林水産物の放射性物質濃度の検査計画に基づき計画的

に実施

□牧草地除染対策等の推進
　①�　除染後の放射性物質検査により、国の暫定許容値及び酪農の基準値を超過したほ場に

ついては、年度内の再除染の実施を支援
　②�　平成26年度に除染が完了した12,396haのうち、暫定許容値以下が確認されていない

114ha（１％）の利用自粛解除を実施
　③�　耕起不能箇所等の3,761haのうち、暫定許容値以下であることが確認されていない52ha

（１％）の利用自粛解除を実施
　④�　市町村が風評被害対策として独自に取り組む、国の暫定許容値以下の牧草地につい

て、放射性物質低減対策（除染）を支援（平成29年度まで継続）

□汚染牧草等の処理の促進
　①　各市町村とも、引き続き適正な管理が行われるよう、保管施設等の維持・管理を支援
　②�　関係部局と協調しながら、処理の終了していない牧草2,989トン（平成29年３月１日現

在、以下、同じ）、稲わら417トン及び牛ふん堆肥4,533トンの焼却等を推進

畜政担当

畜政担当

畜政担当

【目指す姿】
　原発事故に起因する放射性物質被害を乗り越えた生産者が、経営の正常化とともに、新たに生産基盤の強化を行っている

～H27 H28 H29 計
4,481 722 38 5,241

度感染した種鶏は抗体を獲得し、その抗体がひな
に移行するため、その後発生が継続することはな
い。一般的には、種鶏場においてワクチンによる予
防が行われるため、散発的な発生に留まっている。
　2015年10月、岩手県内の１養鶏場でＡＥが疑わ
れる事例が発生した。疫学（種鶏にワクチン接種
歴なし）、臨床症状及び病理組織検査の結果か
ら、ＡＥが強く疑われたが、ウイルス培養試験に

１　背景
　鶏脳脊髄炎（ＡＥ）は主に鶏、キジ、七面鳥及び
ウズラに発生が確認される。鶏脳脊髄炎ウイルス
（ＡＥＶ）は種鶏に感染すると介卵感染でひなにも
感染し、その感染ひなと同居したひなは、脚麻痺・
頭頸部の震えなどの神経症状を呈し、採食・飲水
不能となり死に至る。産卵鶏が感染した場合には、
一過性にＶ字型の産卵低下を示すことがある。一

平成28年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

鶏脳脊髄炎ウイルスの検出のための新たなＲＴ−ＰＣＲの検討

岩手県中央家畜保健衛生所　○五　嶋　祐　介、八重樫　岳　司　
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創業110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

より得られた分離株は、ＡＥＶを同定するための
ＲＴ−ＰＣＲ（病性鑑定マニュアル記載の方法、
以下「既報ＰＣＲ」という。）では検出されず、
ＡＥＶと同定することができなかった。同様の事
例は他県でも報告されており、ＡＥＶ遺伝子の変
異が疑われたため、今回の分離株等に対応できる
新たなＲＴ−ＰＣＲ（新たなＰＣＲ）を検討した。
２　方法
　ＤＮＡデータバンクに公開されている複数のＡ
ＥＶ遺伝子を比較・分析した結果、遺伝学的に大
きく２つのグループに分かれ、既報ＰＣＲのプラ
イマー認識領域の塩基配列は、一方のグループと
はほぼ一致したが、もう一方のグループは既報Ｐ
ＣＲでは検出できない可能性があった。本県分離
株が後者であることを考慮し両グループの相違の
少ない部位をもとにプライマーを設計し、新たな
ＰＣＲを作成した。検証として他県の３発生例に
由来するＡＥＶ分離株等を用いて、既報ＰＣＲ及
び新たなＰＣＲにより得られた遺伝子増幅産物に
ついて、塩基配列の解除を行った。
３　結果
　新たなＰＣＲにより、本県のＡＥＶ分離株から予
想される長さの遺伝子増副産物が検出された。非
特異的な遺伝子増幅産物は認められなかった。検
証のため実施した他県の３発生例に由来する材料
を用いた結果において、既報ＰＣＲにより２発生例

が陽性であったが、新たなＰＣＲでは全例から同産
物が検出された。遺伝子配列の解除により、これ
らの産物はＡＥＶ遺伝子であることが確認された。
４　考察
　既報ＰＣＲにより同定することができなかった本
県のＡＥＶ分離株等は、今回設計したプライマー
を用いて新たに作成したＰＣＲによりＡＥＶと同定
された。既報ＰＣＲによりこれらのＡＥＶの遺伝子
が検出されなかった正確な理由を明らかにするこ
とはできなかったが、同遺伝子とプライマーの塩
基配列に相違が生じていたことが推察された。
　ＡＥの診断には、病鶏の臓器材料からＡＥＶが分
離されることが重要となるが、現在、分離されたウ
イルスを同定する手段は既報ＰＣＲ以外にない。他
方、近年、国内で散発するＡＥ発生例において得ら
れた分離株等が、既報ＰＣＲにより同定できなかっ
た例も幾つか報告されている。新たなＰＣＲによ
り、本県と同様にこれまで同定できなかった他県の
発生例由来のＡＥＶ分離株も、ＡＥＶであることが
確認された。新たなＰＣＲは、既報ＰＣＲと比較し
て、より多くの野外のＡＥＶに対応でき、適切な診
断のために活用できる可能性があるように思われた。
　今後は、さらに多くのＡＥＶ株について検証
し、新たなＰＣＲの有用性を確認するとともに本
法の普及に向けて検討していきたい。

第11回全国和牛能力共進会
岩手県協賛会設立総会

　平成29年４月26日に第11回全国和牛能力共進会
岩手県協賛会設立総会が開催されました。この協
賛会は、平成29年９月７日（木）から11日（月）までの

５日間、宮城県で開催される標
記共進会において、本県代表牛
が優秀な成績を収められるよ
う、バックアップ体制を確立す
るためのものです。
　冒頭、和牛能力共進会岩手

県対策協議会の藤尾東泉会長から、「共進会の本
番まで残りわずかとなった。第11回大会での本県

の成否は、今からできることをどれだけ徹底して
できるかにかかっている。出品候補者をはじめ関
係各位の一層のご奮闘を期待したい。」とご挨拶
がありました。
　総会では、協賛会規約や事業計画・収支予算、
負担金納入方法等が承認されました。また、役員
には、会長に一般社団法人岩手県畜産協会長の藤
尾東泉氏、副会長に岩手県農林水産部長の紺野由
夫氏と公益社団法人全国和牛登録協会岩手県支部
長の後藤和彦氏が選任されました。
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一般社団法人 家畜改良事業団盛岡種雄牛センター

家畜改良事業団では、牛凍結精液の他、全国的な評価が高まっている体外受精卵（ＩＶＦ卵）、発情周期の同調鈍性発情・卵巣
停止に効果を発揮するイージーブリード、凍結精液の保存容器（ＭＶＥ社製）を取扱っております。ご利用についてのお問い合
わせ・パンフレットのご請求は、盛岡種雄牛センターまでお願い致します。

〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5
TEL 019-683-2450 FAX 019-683-1334 http://liaj.or.jp/morioka/

第11回全国和牛能力共進会
出品候補者激励会及び講演会
　平成29年４月26日、岩手産業文化センターにお
いて、第11回全国和牛能力共進会出品候補者激励
会及び講演会が、出品候補者・関係者約200名に

加えて、岩手県議会議員17
名のご臨席の下に開催され
ました。冒頭、和牛能力共
進会岩手県対策協議会の藤
尾東泉会長から「本番まで
５か月を切った。出品候補

者・関係者のこれまでの取組に敬意を表したい。
孟子の一説に『天の時は地の利に如かず、地の利
は人の和に如かず』というのがある。この３つを
揃えて、自信を持って本番に臨みたい。悔いを残
さぬよう一層のご奮闘をお願いする。」とご挨拶
がありました。続いて、岩手県農林水産部の紺野
由夫部長と岩手県議会畜産議員クラブの千葉伝会
長から激励の言葉をいただきました。公益社団法
人全国和牛登録協会菅野成厚参与による「宮城全
共に向けて　いわて牛の魅力発信」と題した講演
の後、出品候補者を代表して花巻市の高橋政吉氏
が壇上に立ち、県議に囲まれた中でガンバローを
三唱すると、会場は熱気と一体感に包まれまし
た。

春の風物詩「１歳馬せり
共進会」、軽米で開催

　４月８日、軽米町の軽米家畜市場で、九戸畜産
農業協同組合主催の第66回１歳馬匹共進会が開催
されました。
　農家が手塩にかけて育てた10頭の出場馬の中か
らみごと１等賞に輝いたのは軽米町上舘の細谷地
安美さん出品の日本輓系種「花姫」でした。

　共進会終了後に開かれた「せり市場」には、県
内外から、日本輓系種などの１歳馬やポニーなど、
過去10年で最も多い計74頭が上場され、全国から
集まった25人の購買人によって落札されました。
　１歳馬匹共進会で１等賞になった「花姫」の落
札価格は最高額の123万円でした。
　この日は、久慈市天神堂から軽米市場に移され
た「馬魂碑」の移設入魂祭も行われました。
　セリ場には、生産者や購買者のほかに、毎年開催
を楽しみにしている人たちも来場し、威勢の良い馬
のいななきに春の訪れを実感しているようでした。
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価格安定事業を通して
　　　畜産経営のお手伝い。

　死亡事故の半数近くが乗用型トラクターによる
事故で、特に、65歳以上の方の事故発生割合が高
くなっていますので、ご注意ください。

　岩手県では、春の農繁期の平成29年4月15日

（土）から6月15日（木）までを「春の農作業安全月間」
に設定し、農作業事故防止運動を展開しています。
　今年度は農作業死亡事故「ゼロ」を目指し、

「いつもの慣れが落とし穴　急がずあせらず　農作業安全」

の農作業安全運動スローガンのもと、事故発生防
止に細心の注意をしながら農作業をしましょう。
　具体的には、次の取組などにより安全管理に努
めましょう。
（１）家庭・地域での安全管理

◦　万が一のため、作業者以外でも農業機械の

春の農作業安全月間

エンジンを停止できるようにしましょう。
◦　農業機械操作中は、作業者以外、農業機械
に近づかないようにしましょう。

（２）作業環境・農業機械の点検整備

◦　ほ場、道路等の危険場所の改善を図り、転
落・転倒事故を防止しましょう。

（３）安全作業のための基本動作の励行

◦　安全フレームの装着、シートベルトの着
用、ヘルメットの装着を行って、万が一に備
え、けがの防止対策を講じましょう。

（４）夜光反射材等の活用の促進

◦　道路上での接触・追突等の事故防止のた
め、反射シール、反射材、低速車マーク等を
装着しましょう。

2017岩手県ブラックアンド

ホワイトショウ開催

　平成29年４月29日、ＪＡ全農いわて中央家畜市
場で、時折小雨が降る中、岩手県ホルスタイン改
良同志会主催の2017岩手県ブラックアンドホワイ
トショウが開催されました。
　開会式において中六角保広会長から、「全日本
ブラックアンドホワイトショウは例年秋（11月）
に開催されていたが、今年度は諸事情により延期
され、来年４月に開催されることになった。残念
だが来春に向けて精進して欲しい。本日は、85頭
の出品となった。ショウを通じて若手の成長が図
られるよう審査員の先生にはアドバイスをお願い
したい。」とご挨拶がありました。
　審査員には、宮城県ホルスタイン改良同志会会
長の半澤善幸氏があたり、１部から１2部までの
延べ109頭の審査を行われました。

　なお、
審査の合
間に同志
会初代会
長、川又
紀元氏の
功績を称
え、感謝
状の贈呈
式が行わ
れ ま し
た。受賞
後、川又
紀元氏から、会長時代の苦労話を交えた謝辞が述
べられました。
　ショウの最後に、審査員から、「未経産のチャ
ンピオンになった６部１席の牛は、肋ができてい
て素晴らしい。リザーブとなった牛も同じく素晴
らしい。私の目で品位の差としてこの序列とさせ
ていただいた。また、経産牛のチャンピオンに

なった牛は、これ以上求める
ものは無い程素晴らしい。フ
レームがしっかりして、特
に、乳房が素晴らしかった。」
と講評がありました。

【2017岩手県ブラックアンドホワイトショウ受賞牛】
区　　　　分 名　　　　　　　　　号 地　区 出品者

グ ラ ン ド�
チャンピオン

経　産 ピースバレー�ゴールドサンダー�アーミー 葛　巻 八幡�勝幸
未経産 グリーンリバー�インプレッション�モデル 葛　巻 折元�大樹

リ ザ ー ブ
チャンピオン

経　産 ストレートファーム�ラッキースパーク�モンチー�ＥＴ 葛　巻 今待�秀幸
未経産 クイーンビュー�89�マッカチェン 玉　山 中山�真人
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豊かな大地を育む B.B. 肥料

〒025-0312 花巻市二枚橋第５地割146番地　TEL0198‒26‒3313 FAX0198‒26‒3316

○カリ過剰対策に

草地NP260号
草地NP420号

12－６－０－５

14－12－０－６

ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

○草地造成地用に

草地484号 14 ‒ 28 ‒ 14
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ

○苦土の補給に

草地211号 20 ‒ 10 ‒ 10 ‒ ５
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

お知らせ

第61回岩手県畜産共進会の
開催について

　この共進会は、本県における家畜の改良増殖
促進と畜産農家相互の研鑽を図ることを目的と
して開催するもので、今年度の開催日程は表の
とおりです。
　最初の黒毛和種の部は、７月26日（水）９時か
らの総合会開始式に引き続き開催されます。
　なお、今年度の黒毛和種の部については、宮

城県で９月に開催される「第11回全国和牛能力
共進会」岩手県出品牛の最終選抜会を兼ねてい
ます。

出品家畜 開催月日 会　　　　　場

黒 毛 和 種 ７月26日（水） ＪＡ全農いわて中央家畜市場

ホルスタイン種 ７月27日（木） 同　　上

日 本 短 角 種 ７月28日（金） 同　　上

馬 ９月29日（金） 馬っこパーク・いわて

肉 牛 10月21日（土） 岩手畜産流通センター

主催：（一社）岩手県畜産協会
後援：岩手県、ＪＡ全農岩手県本部ほか

畜 産 の 研 究（107）

土壌中交換性カリが改良目標値

以下の除染草地における施肥管理

　除染後採草地において土壌中交換性カリ含量が
低下した場合、再び牧草中放射性セシウム
（RCs）濃度の上昇することが懸念されていま
す。県内除染後草地モニタリング調査（Ｈ26）
では、除染後草地の38％が改良目標値以下（20
㎎/100g ）となっており、その後カリの施用不
足による牧草中RCs濃度上昇の危険性が高いと
想定されます。
　そこで、土壌中交換性カリ含量が改良目標値以
下の除染草地におけるカリ施肥が牧草生産に及ぼ
す影響について検討しました。
１　試験の概要

　試験区は、カリの施肥料を調節し、カリ無施肥
区、カリ半量区、岩手県の標準施肥区の３区を設
けました（表１）。

２　成果の内容

（１）…　RCsの汚染後３年目以降の土壌中RCs濃度
は、半減期が２年と短いRCs134による非常に
緩やかな減少傾向にありましたが、６年目の平
成28年でも100Bq/㎏程度ありました。牧草
（標準施肥区）RCs濃度は、土壌の推移に比較
し減少幅が大きい傾向にありました。RCsの土
壌吸着固定化が要因と推察されます（図１）。

（２）…　土壌中交換性カリ含量が改良目標値以下の
除染採草地では、カリ無施肥区やカリ半量区
において２番草以降で牧草中RCs濃度が上
昇しました。標準施肥を行うことで上昇は抑
制されました（図２）。

表１ 試験区及び施肥処理（kg/10a）

※施肥量は窒素：りん酸：カリであり、全て表面散布した

試験区名
春施肥量
(H28.4.15)

追肥量
(H28.7.7、
8.26)

備考

Ⅰカリ無施肥区 10：5：0 5：2.5：0 草地 420使用

Ⅱカリ半量区 10：5：5 5：2.5：2.5 草地 211使用
Ⅲ 標準施肥区 10：5：10 5：2.5：5 草地 212使用

図１ 土壌及び牧草中 RCs濃度推移

※H25･26:NaI ｼﾝｼﾁﾚｰｼｮﾝ、H27･28:Ge半導体検出器で測定
※土壌：乾土換算値 (標準施肥区 1-3番草収穫後土壌平均)
※牧草：水分80%換算値（標準施肥区 1-3番草平均）
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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。

（３）…　土壌中交換性カリ含量が改良目標値以下の
圃場では、カリ施肥を減らした場合、乾物収
量が低下しました。標準施肥を行った場合で
も、持出量と施肥量がほぼ同等であり、施肥
量が少ない場合に土壌中の交換性カリ含量が
さらに低下するので、必ず標準施肥を行うこ
とが必要です（表２）。

３　留意事項

（１）…　土壌中交換性カリは、降雨等による作土中か
らの流亡が起きやすく、牧草の収量によって土
壌からの持出量が変化するので、定期的な土壌
診断による土壌中のカリ含量の把握が必要です。

（２）…　土壌中の交換性カリ含量を上昇させるため
に、カリ肥料を大量に表面施用することは、
牧草のテタニー比を上昇させ低マグネシウム
血症等のリスクを高くするので避ける必要が
あります。

　除染のための草地更新から６年が経過しまし
た。標準施肥を行っても収量の低下や牧草中
RCs濃度が上昇する危険性が高いので、土壌中
の交換性カリ濃度が低下してきた場合は、草地更
新の必要があります。

表２ 試験区別カリ収支（試算）

※ カリ持出量：各番草の乾物収量×各番草の乾物中カリ含量で算出

試験区
乾物収量 カリ持出量(kg/10a) A カリ施肥量

B
(㎏/10a)

カリ収支
B-A

(kg/10a) (kg/10a) 1番草 2番草 3番草 計

Ⅰ 524 3.5 3.4 2.4 9.3 0 -9.3 
Ⅱ 584 6.7 5.4 4.3 16.3 10 -6.3 
Ⅲ 636 6.9 7.5 6.6 21.0 20 -1.0 

家畜の保健衛生（111）

成牛の集団下痢にみられる最
近の変化「牛ロタウイルス病」

　牛の下痢には様々な病原体や要因が関係しま
す。その中で“牛ロタウイルス病”といえば、多
くの農場に常在し、哺乳牛の白痢として代表的な
疾病です。近年、この牛ロタウイルス病が成牛に
集団で発生するという変化がみられています。
　牛ロタウイルスは抗原性の違いから３つのグ
ループに分けられます。前述した幼若牛の白痢の
原因となるウイルス（グループＡ）は、岩手県内
の農場に常在しています。ここ数年、岩手県内へ
のグループＢやグループＣのウイルスの侵入や拡
がりがみられるようになりました。これが本病の
様相が変わってきた理由です。
　短時間に成牛に下痢がまん延する病気として

は、牛コロナウイルス病があります。冬季に多く
発生し、ときには血便を示し冬季赤痢と呼ばれる
ことのある病気です。搾乳牛では乳量が減少する
ことがあり、経済的にも大きなダメージを受けま
す。この病気が数年前まで、成牛に集団下痢を引
き起こす代表的な病気でした。
　前述したグループＢやグループＣのウイルス
は、本県に侵入して間もないため、県内で飼われ
ている牛の多くが、まだ免疫のない状態にありま
す。このような状態の農場にそれらのウイルスが
侵入すると、牛コロナウイルス病とそっくりな症
状を引き起こし、幼若牛のみならず、成牛がいっ
せいに下痢を発症し、乳量の減少も伴います。
　現時点ではグループＢやグループＣの牛ロタウ
イルス病に効果的なワクチンはありません。これ
らのウイルスの農場への侵入は、感染牛の導入、
ウイルスが付着したヒト、車両等が主体と考えら
れます。いま一度、飼養衛生管理基準を点検し侵
入防止策を徹底してください。
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報情 （60）産畜 術技

飼料用トウモロコシの除草剤散布について
１　土壌処理剤の上手な使い方
　土壌処理剤は、土壌表面に除草剤の皮膜（処理層）をつくり、これが雑草の防除に効果を発揮し
ます。この皮膜が均一であるほど、土壌処理剤の効果が高くなります。
　皮膜を均一に作るには、
播種前のロータリー耕など
による播種床の砕土が重要
です。細かく砕土すること
で土壌処理の効果も向上し
ます。また、播種後に鎮圧
ローラーで土壌表面を均一
にならすことも有効です。

　基本的に土壌処理は播種直後に行います。あまり
遅れると土中に発芽しはじめた芽がトラクターに踏
まれることで出芽や生育に問題がでる可能性があり
ます。
　最終的に土壌処理がうまくいくと、雑草に奪われ
る光や肥料分が少なくなるので飼料用トウモロコシ
の生育が順調にいきやすくなります。

２　生育期の１発処理に頼るのはリスク有り
　除草剤散布を生育期処理だけにするのは、他の作業と競合してどうしても播種直後に散布できな
い場合か、生育期処理でしか枯れない雑草の繁茂が考えられる場合です。
　天候などにより所定の時期に散布できなかったり、散布後の降雨などで薬剤の効果が十分に得ら
れなかったりすると雑草の繁茂が止められない状況に陥るので注意してください。
　また、複数年、同じ除草剤を使い続けると、その除草剤に耐性のある雑草が増えてきます。多く
発生する雑草にあわせて、除草剤を変更していくことも必要です。

３　生育状況によっては追肥が必要
　播種してから可能な限りこまめに生育を確認します。葉が黄
化している場合は窒素成分が欠乏しているので追肥を行いま
す。追肥は４～５葉期に行い、穂の元になる細胞が形成される
７～８葉期に間に合うようにする必要があります。追肥量は
チッソ成分で５㎏／10ａを目安にトウモロコシの葉色や生育具
合を確認しながら量を増減させます。
　栽培初期の細やかな生育観察と４～５葉期までの追肥がポイ
ントです。

写真１　播種後ローラーによる入念な鎮圧 図　土壌処理剤散布時の土壌表面図

写真２　土壌処理の効果が高かった圃場

写真３　N欠乏の飼料用トウモロコシ

※点線内で葉が黄化し生育不良

土壌処理剤の皮膜

土壌

1　土壌を砕土し、細かく均一にすると、土壌処理剤の皮膜は均一になります

２　�土壌が不均一だと土壌処理剤の皮膜が不均一となり、雑草が出芽しや
すくなります



平成２９年５月１日 岩　手　の　畜　産 隔月１日発行 第５４２号⑿

�������������������������������������������������

４０

４５

５０

５５

６０

６５

３５
１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円

７０

７５

８０

８５

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

子 牛 価 格 の 推 移

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
4／5
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 129 997,920 493,560 783,452 286 2,737

♂- 133 1,240,920 711,720 906,023 321 2,822

計 262 1,240,920 493,560 845,673 304 2,782

県南
4／6
㈭

磐　 井

♀ 131 1,220,400 29,160 765,539 283 2,702

♂- 159 1,263,600 543,240 927,170 315 2,945

計 290 1,263,600 29,160 854,157 301 2,842

中央
4／12
㈬

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 156 981,720 471,960 733,479 281 2,611

♂- 198 1,398,600 434,160 866,738 311 2,783

計 354 1,398,600 434,160 808,014 298 2,712

中央
4／13
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 188 1,034,640 272,160 693,900 273 2,542

♂- 264 1,330,560 460,080 883,980 305 2,902

計 452 1,330,560 272,160 804,920 291 2,762

中央
4／14
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 158 928,800 393,120 676,743 285 2,378

♂- 245 1,095,120 496,800 836,207 319 2,625

計 403 1,095,120 393,120 773,687 305 2,535

合　　計

♀ 762 1,220,400 29,160 725,922 281 2,583

♂♂

♂- 999 1,398,600 434,160 878,655 313 2,805

計 1,761 1,398,600 29,160 812,566 299 2,715

平成29年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

※１　平成28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。

平成29年４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

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平均価格（１頭当り）

黒 毛 和 種 頭
1,188

円
938,049,120

円
789,604

褐 毛 和 種 2 984,960 492,480

日本短角種 10 3,743,280 374,328

交雑種・乳 9 3,348,000 372,000

（注）：金額、平均価格は消費税込み

統計データ
■農業（畜産部門）産出額の推移■� （単位：億円、％）

年次 H23 H24 H25 H26 H27 H27/H21 上段（全体）シェア
下段（畜産）シェア

乳用牛 214 234 233 246 258 110.3％ 10.3％
（93.8）（109.3）（99.6）（105.6）（104.9） 17.4％

肉用牛 194 209 200 218 242 126.0％ 9.7％
（93.2）（107.7）（95.5）（109.0）（111.0） 16.3％

豚 261 268 274 270 281 139.1％ 11.3％
（109.7）（102.7）（102.1）（98.5）（104.1） 18.9％

鶏 616 616 639 668 695 109.8％ 27.9％
（96.1）（100.0）（103.5）（104.5）（104.0） 46.9％

合計 1,293 1,334 1,352 1,410 1,483 116.7％（97.6）（103.2）（101.3）（104.3）（105.2）
農業産出額 2,387 2,476 2,433 2,352 2,494
※農林水産省「平成27年農業総産出額」　注１：内数値は前年比率　注２：各年次の合計値は端数も含む

■飼養戸数及び飼養頭数の推移� （各年2月1日時点のデータ）
（１）乳用牛

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28/H23
飼養戸数（戸） 1,130 1,240 1,180 1,140 1,050 1,000 76.3（対前年比％） （95.6） （94.7） （95.2） （96.6） （92.1） （95.2）
飼養頭数（頭） 46,900 45,800 45,500 44,600 44,300 43,600 93.0（対前年比％） （98.5） （97.7） （99.3） （98.0） （99.3） （98.4）

（２）肉用牛
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28/H23

飼養戸数（戸） 6,860 6,470 6,050 5,660 5,250 4,860 70.8（対前年比％） （90.6） （94.3） （93.5） （93.6） （92.8） （92.6）
飼養頭数（頭） 109,000 106,000 97,100 91,600 88,500 89,600 82.2（対前年比％） （96.5） （97.2） （91.6） （94.3） （96.6） （101.2）
（３）養豚

H23 H24 H25 H26 H28 H28/H23
飼養戸数（戸） 146 142 137 123 116 79.5（対前年比％） （94.8） （97.3） （96.5） （89.8） （94.3）
飼養頭数（頭） 486,100 484,000 471,700 450,200 432,100 88.9（対前年比％）（111.1） （99.6） （97.5） （95.4） （96.0）
※H27（未公表）は、農林業センサス統計年であることから比較対照できないため計上せず
（４）採卵鶏（成鶏めす、6カ月齢以上）

H23 H24 H25 H26 H28 H28/H23
飼養戸数（戸） 30 28 27 27 26 86.7（対前年比％）（136.4） （93.3） （96.4） （100.0） （96.3）
飼養羽数（千羽） 3,490 3,697 3,649 3,765 3,951 113.2（対前年比％） （93.8） （105.9） （98.7） （103.2） （104.9）
※H27（未公表）は、農林業センサス統計年であることから比較対照できないため計上せず
（５）ブロイラー

H23 H24 H25 H26 H28 H28/H23
飼養戸数（戸） 254 247 338 333 328 129.1（対前年比％） （91.4） （97.2） （136.8） （98.5） （98.5）
飼養羽数（千羽） 15,795 15,409 21,443 21,794 21,792 138.0（対前年比％）（106.6） （97.6） （139.2） （101.6） （100.0）
※H20,21：食鳥流通統計、H25,26,28：畜産統計、H27：農林業センサス統計年　　　


