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【「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。】

一般社団法人岩手県畜産協会　　
会長理事　久　保　憲　雄

　一般社団法人岩手県畜産協会の第85回定時総会
において理事に選任され、その後の理事会におい
て会長理事を仰せつかった久保憲雄でございま
す。就任に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
　さて、ついこの間まで、私たち農業者が心配し
ていたところのＴＰＰ（環太平洋パート
ナーシップ協定）は、米国の離脱により、
当初参加12か国での発効がご破算となった
ところでございますが、息つく暇もなく、
米国との間では二国間協定を視野に入れた
日米経済対話が開始されました。
　さらに、今まさに切迫した状況にあるの
は、政府が、７月上旬の大枠合意を目指し
て交渉を進めている、ＥＵ（欧州連合）と
のＥＰＡ（経済連携協定）でございます。
　いずれにいたしましても、我が国の農業
者が、将来に希望を見出し、意欲をもって
農業経営に専念することのできる内容で合
意されるよう、強く望むものでございます。
　一方、私から申し上げるまでもなく、本
県の畜産は、県農業産出額（平成27年）の
６割を占めるとともに、北海道、鹿児島
県、宮崎県に次いで、全国第４位の産出額を誇る
基幹産業であり、地域経済の発展にも大きく貢献
しているところでございます。
　その「畜産岩手」でございますが、農家戸数及
び家畜飼養頭羽数ともに、残念ながら減少傾向が

続いているところでございます。しかしながら、
その一方で、意欲的な生産者による経営規模の拡
大や近代化が進められています。
　今まさに、諸外国との通商環境が変化しようと
する中で、本県畜産の将来を担う経営体を対象と

して、収益性向上や経営安定を目的とした
各種事業を実施している当協会の果たす役
割は、一層増大していると考えるところで
ございます。
　当協会といたしましては、関係機関・団
体の皆様との連携を一層強化し、効果的な
事業推進に努めて参る所存でございますの
で、特段のご理解とご支援を賜るようお願
い申し上げます。
　また、本年は、本県肉用牛にとって、勝
負の年でもございます。申し上げるまでも
なく、９月に宮城県で開催される「第11回
全国和牛能力共進会」のことでございま
す。５年に一度の「和牛オリンピック」と
称されるこの大会に向けて、前回の長崎県
大会以降、生産者、関係機関・団体が一体
となって取り組んで参りました。残すとこ

ろ２か月ほどとなりましたが、関係者の皆様に
は、栄冠を勝ち取るためのあと一踏ん張りをお願
い申し上げ、簡単ではございますが、会長就任に
当たってのご挨拶に代えさせていただきます。

会長理事就任のご挨拶
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　平成29年６月30日に一般社団法人岩手県畜産協
会の第85回定時総会が開催されました。
　冒頭、藤尾東泉会長から、「平成28年度は当初
に計画した事業に加え、北部・沿岸地域に甚大な
被害をもたらした台風10号対策事業にも取り組
み、概ね目的を達成できた。環太平洋パートナー
シップ協定は米国の離脱で、一旦、ご破算となっ
たが、日米経済対話が開始され、また、ＥＵ（欧
州連合）とのＥＰＡ（経済連携協定）は、早期の
大枠合意に向けて、政府が前のめりの姿勢を取っ
ている。交渉相手国の狙いは、我が国農畜産物市
場の開放にある。いずれにしても、そうした状況
に対して悲観的にならず、しっかりと将来を見据
えて、より足腰の強い畜産経営が確立されるよ
う、着実に各種事業を推進することが肝要と考え
る。引き続き、関係各位のご支援・ご協力をお願
いする。」と挨拶がありました。
　その後、第１号議案「平成28年度計算書類及び
財産目録について」及び第２号議案「役員の選任
について」が上程され、原案どおり可決承認され
ました。

Ⅰ　平成28年度事業報告と収支決算
　１　事業報告
　畜産経営の安定を図り、生産基盤の縮小に
歯止めをかけることを第一に掲げ、国がＴＰ
Ｐ対策として創設した畜産クラスター事業を
はじめとする各種事業に取り組んだ。
　また、８月に県の北部・沿岸地域に甚大な
被害をもたらした平成28年台風第10号被害対
策として、国が新たに創設又は拡充した事業
に取り組み、被災した畜産農家の経営継続を
支援した。
【重点実施項目】
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

３　肉用牛肥育経営安定対策の推進

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　家畜改良増殖の推進
６　地域ぐるみの家畜衛生対策の推進
７　精度の高い生乳検査の確保
８　第11回全国和牛能力共進会出品対策の
推進

２　事業費（正味財産経常費用）
⑴　実施事業
ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）　

72,324千円
イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）　

6,295,224千円
ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）　

213,226千円
　　　計� 6,580,775千円
⑵　その他事業
ア　その他１（家畜人工授精用精液流通調整）

　55,519千円
イ　その他２（家畜登録）� 40,262千円
ウ　その他３（生乳検査）� 78,382千円
エ　その他４（指導者の育成及び畜産団体の支援）

1,015千円
　　　計� 175,179千円

第 85 回 定 時 総 会
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・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）

Ⅱ　新役員体制
会 長 理 事
　久　保　憲　雄【新任】

（岩手県農業協同組合中央会�会長）
副会長理事
　佐　藤　　　彰【重任】（学識経験者）
常 務 理 事
　高　橋　喜和夫【重任】（学識経験者）
理　　　事
　佐々木　和　博【重任】

（（一社）岩手県農業会議�会長）
　畠　山　俊　彰【重任】
（全国農業協同組合連合会�岩手県本部長）
　小原　市右エ門【重任】
（全国共済農業協同組合連合会�岩手県本部長）
　工　藤　忠　義【重任】

（岩手県農業共済組合�組合長理事）
　沼　﨑　光　宏【重任】
（（公社）岩手県農業公社�常務理事兼技監）
　村　川　健　一【重任】
（㈱岩手畜産流通センター�代表取締役社長）

　本　田　敏　秋【重任】（岩手県市長会）
　伊　達　勝　身【重任】（岩手県町村会）
　佐々木　一　弥【新任】

（（一社）岩手県獣医師会�会長）
　中　村　輝　実【重任】
（岩手県中央家畜衛生協議会�代表幹事）

　鈴　木　清　浩【新任】
（岩手県南家畜衛生推進協議会�代表幹事）
　山　田　一　徳【新任】

（岩手県北家畜衛生協議会�代表幹事）
　遠　藤　啓　介【重任】

（岩手県養豚振興会�会長）
監　　　事
　菅　原　和　則【新任】
（岩手県信用農業協同組合連合会�代表理事理事長）
　佐　藤　克　則【重任】

（岩手県農業信用基金協会�専務理事）
　佐々木　　　勳【重任】
（学識経験者（岩手中央酪農業協同組合�理事））

１　一関地域の畜産の現状と公共牧場の役割
　当地域の畜産は、頭数、戸数の減少が続いて
いるものの、一方で規模拡大等に意欲的な若手
担い手が存在する。彼らの省力化や低コスト化
を支援する仕組みの充実が地域の課題であり、
公共牧場が担うべき役割は大きい。

２　一関地域の公共牧場の実態
　当地域の公共牧場は須川牧野（以下、「須

川」）、室根高原牧野（以下、「室高」）の二つ
があり、どちらも運営はＪＡいわて平泉（以
下、「農協」）で和牛繁殖と乳用育成牛が周年
預託されている。震災による放牧の一時休止
があり、利用頭数減少から労力不足、生産性
の低下という悪循環（図表１）に陥り、経営
収支は赤字で、公共牧場が担うべき役割を果
たせていない状況であった。

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）

地域畜産の核として役割を発揮する公共牧場を目指して

一関農業改良普及センター　〇小　川　音　々　
県南広域振興局農政部一関農林振興センター　　小　岩　幸　恵　

県南家畜保健衛生所　　今　野　一　之　
いわて平泉農業協同組合　　中　山　淳　史　
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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

イ　プラン策定
　関係機関の担当者で組織する「プラン検討
事務局」と、その上層組織として関係機関の
課長や生産者代表を委員とする「プラン検討
委員会」を設置した。事務局では課題の洗い
出し、解決策の検討、目標の設定等を行い、
プラン案を作成。その内容を委員会にかけ、
協議し、最終的に「一関地域公共牧場ハブ機
能強化プラン」が完成した。
ウ　プランの内容（図表２）
　目指すべき姿を明確化し、それを実現する
ための具体的な取組（以下、「取組」）を31項
目設定した。例えば、①和牛は須川、乳牛は
室高へ畜種を分離する（運営の効率化と専門
化）、②積極的に情報発信する（頭数確保）、
③牛白血病分離飼養を徹底する（陽転率10％
以下）、④インサルティンバー式の電気牧柵
を整備する（柵管理の省力化）といった内容
のほか、土作りや利用者とのコミュニケー
ション強化、スタッフの資源向上なども掲げ
た。また、関係機関の協力支援体制、役割分
担やそれぞれの取組についてのスケジュール
を明確化した。

エ　普及･啓発
　プランの内容を簡単にまとめたチラシ（写
真２）を作成し、牧場がリニューアルするこ
とを畜産農家全戸に周知した。チラシには公
共牧場利用のメリットを労働時間や経費等の
数字でわかりやすく表現し（図表３）、利用
促進を図った。

図表２　ハブプランの構成

３　公共牧場ハブ機能強化等事業
　関係機関で議論をくり返したが課題解決でき
ずにいたところ、低利用率の公共牧場を活性化
させるプランを作り、そのプラン実現のために
行う設備の改修等ができる公共牧場ハブ機能強
化等事業（国庫事業）の紹介を受けた。県や市
町の強い働きかけのもと、農協が事業主体と
なって事業を実施することとなり、公共牧場の
改革に向けて一歩踏み出した。

４　ハブ事業の取組
⑴　１年目（平成27年度）：プラン作成
ア　現地調査
　浦幌町模範牧場（北海道）の三宅英彰氏を
講師に迎え、フィールドミーティング（写真
１）を実施。実体験や実績に基づいた貴重な
アドバイスを頂戴し、プラン作成の礎とした。

図表１　公共牧場が担うべき役割を果たせない状況

写真１　現地調査の様子
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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 ㈹　

⑵�　２年目以降（平成28～32年度）：プラン達成
に向けた取組の実施
　取組が平成28年度からスタート。
　平成28年度は、畜種分離、料金統一、白血病
分離飼養、土づくり、牛床マット敷設などを実施。
　平成29年度は、外柵をインサルティンバー式
の電気牧柵にするなど、放牧施設の改修等ハー
ド面でも機能強化を図る予定。
　取組の進捗や効果などは、毎月一度、関係機
関による公共牧場運営検討会で確認、情報共有
し、軌道修正しながらプラン達成に向けて取組
を進めている。

５　これまでの成果
　取組を開始して１年。以下のような成果が
徐々に表れている。
・１日平均利用頭数：110頭増加（震災以前の
レベルまでほぼ回復）　※グラフ１

・利用農家拡大：新規利用27戸（うち５戸は担い手）
・経営収支：約900万円改善し、黒字へ転換

・白血病陽転率：36％から15％へ低下
・冬季のDG：0.96㎏（牛床マット敷設による
寒冷ストレス軽減）

６　これから
　目標は、良い草と良い牛を作り、良いコミュ
ニケーションを築き、農家から信頼される牧場
になること、地域畜産の核として役割を発揮す
る牧場になることである。
　作成したプランは、そこに到達するための共
通の航海図である。繁殖成績の改善、さらなる
利用頭数の拡大、利用者満足度の向上など、残
る課題は少なくない。それらを解決するため、
今後もプランに則り、取組を実施していく。

お詫び
　平成29年５月１日号（第542号）に掲載い
たしました、「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－Ｐ
ＣＲの検討」は【獣医部門】の県知事賞受賞
演題でありました。お詫びして訂正させてい
ただきます。

事務局　

グラフ１　公共牧場利用頭数の推移図表３　公共牧場利用のメリット

一関地域の平均的な規模の経営体におけるコストの比較

公共牧場 利用あり利用なし

109時間

1,234時間

576円
※飼料費のみ

518円
※飼料費のみ

乳用育成牛にかかる
年間労働時間

35時間
（32％）

夏季 262円
冬季 420円

夏季 262円
冬季 420円

740時間
（60％）

乳用育成牛1頭1日
あたりのコスト

繁殖雌牛1頭1日
あたりのコスト

繁殖雌牛にかかる
年間労働時間

写真２　畜産農家へ配布したチラシ
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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

岩手県馬事振興会定時総会

　一般社団法人岩手県馬事振興会（会長：千葉　
伝）の第45回定時総会が、５月31日滝沢市の岩手
産業文化センターで開催されました。

　冒頭、千葉伝会長か
ら「馬産地である岩手
の馬の頭数減少は、危
機的な状況にある。今
年のチャグチャグ馬コ
行進行事に70頭集まる
かどうかの話しまで出
ている状況。馬産農家
の後継者育成が急務で
あり、振興会としても

日本馬事協会や岩手県の各種事業を実施しながら
産地維持に努めて参りたい。」と挨拶がありました。
　また、来賓の藤代克彦岩手県農林水産部畜産課
総括課長は祝辞の中で、「県単事業を活用して優
良馬の改良促進及び農用馬の繁殖促進を図ってい
ただきたい。」と述べられました。
　総会では、平成28年度事業報告及び計算書類等

が原案どおり承認されました。
　議事終了後、高橋喜和夫常務理事から、一般
社団法人岩手県畜産協会が岩手県から委託を受
けて実施することとなった、「馬事文化地域連携
体制業務」について、概要の説明がありました。
この業務の目的は、「馬事文化を観光資源として
旅行客の誘客を図るため、国内外に情報を発信
するとともに、馬事関係者の広域連携体制を構
築し旅行客の受入環境を整備する。」というもの
でした。
　岩手県馬事振興会の持つ人脈等の活用により、
誘客に加えて、馬産地の体制強化にもつながるこ
とが期待されます。

岩手県養豚振興会通常総会
及び養豚経営研修会開催

　岩手県養豚振興会（会長：遠藤啓介）第20回通常
総会及び平成29年度第１回養豚経営研修会が５月

24日に盛岡市つなぎで
開催されました。
　総会の冒頭、遠藤会
長から、「スペインで
養豚の新しい流れを見
てきた。スペインでは
豚の精液の遺伝子解析
を行うとともに生産さ
れた豚全頭をＣＴス
キャンして、マーブリ

ングが入る豚の固定化が進められている。こうし
て生産された豚が日本に輸入されるようになれ
ば、国産豚肉にとって大きな脅威になる。我々も、
もう少し勉強して輸入豚に負けないよう頑張らなく
てはならない。」と挨拶が述べられました。
　総会では、平成28年度事業報告及び収支決算、
平成29年度事業計画及び収支予算のほか、「チェッ
クオフ制度創設」に関する決議書等が原案どおり
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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

岩手県乳用牛群検定 
推進協議会通常総会

　岩手県乳用牛群検定推進協議会（会長：小野寺
敬作）の平成29年度通常総会が、6月28日に滝沢
市内で各牛群検定組合及び関係農協出席の下に開
催されました。
　冒頭、小野寺会長から、「乳用牛群検定の検定
加入農家比率は45.1％で全国平均を下回っている
が、検定加入頭数比率では64.3％と全国平均を上
回っている。今後も引き続き、牛群検定未加入の

酪農家の方々に牛群検
定を実施することで、
多くのメリットがある
ことを訴えながら加入
促進を図りたい。」と
挨拶がありました。
　総会では、調整交配
の推進、生産状況調
査、後代検定娘牛保留
強化、優先配布の取り
まとめ及び牛群検定実
施率向上事業等の継続実施など、平成29年度事業
計画が原案どおり承認されました。

承認されました。
　また、総会終了後に開催された養豚経営研修会
では、（一社）日本養豚協会筆頭副会長で㈲香川畜
産代表取締役でもある香川雅彦氏から、「チェッ
クオフの必要性について」と「口蹄疫からの復興
と地域貢献について」の二つの演題についてご講
演をいただきました。
　特に、平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫で

は、同県川南町で自らが経営する養豚場にも感
染が拡大し、飼養豚全頭を殺処分し、その後経
営を再開して現在に至るまでの経緯が話されま
した。
　家畜の防疫は地域ぐるみで、かつ、口蹄疫に関
しては牛も豚も一緒になった侵入防止対策が不可
欠であることを認識させられた講演となりまし
た。

岩手県チキン協同組合通常総会

　岩手県チキン協同組合（理事長：小山征男）の第
45回通常総会が、５月19日に盛岡市内で組合員全
員の出席の下に開催されました。

　冒頭、小山理事長か
ら「最近の鶏業界は健
康志向、安全安心の観
点から国内生産物の供
給を多く求められるよ
うになり、大きく変
わってきている。その
中でも、特に胸肉の需
要が増えつつある。
我々もそれに対応した
安定供給を行っていく

必要がある。厳しい環境下にあっても産業を安定
化させていく努力が必要であり、それが使命であ
ると思っている。」と挨拶がありました。
�総会では、ブロイラー価格安定対策事業の推進
のほか、鳥インフルエンザ防疫対策の徹底、農
場・食鳥処理場の衛生管理対策の強化、10月29日
の「岩手とり肉の日」の学校給食事業の実施、食
育交流事業の継続実施など、平成29年度事業計画
が原案どおり承認されました。
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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

平庭闘牛大会 わかば場所

　平成29年平庭闘牛大会「わかば場所」が５月14
日に久慈市山形町の平庭闘牛場で開催されました。
　この大会は、本場所（６月11日「つつじ場所」、
８月20日「しらかば場所」、10月15日「もみじ場所」）
出場を目指す若牛（２歳から３歳）の腕試しと闘
牛独特の環境や雰囲気に馴らすといった位置付け
のものだそうで、この日は平成27年１月～平成28
年４月生まれの若牛９頭がデビュー戦に臨み、先
輩牛５頭を交えた９番の取組が行われました。
　ここ山形町の闘牛は、長く活躍できる牛に育っ
てほしいという配慮から、負け癖がつけないよ
う、また、怪我をさせないように、闘いの途中

で、牛を引き離すとのことでした。こうしたこと
から、岩手は育成の産地として注目を浴びてお
り、ここで育った牛が新潟、隠岐の島、宇和島、
徳之島、沖縄という闘牛の本場で「南部牛」とし
て活躍しているそうです。

家畜の保健衛生（112）

ワクチン接種で牛を守ろう！

　牛の呼吸器病や下痢症の多くは、ウイルスに
よって引き起こされます。それらのウイルスが
農場に侵入して集団発生となる場合がありま
す。また、免疫力が十分についていない子牛や
種々のストレスで免疫力が低下した成牛では、
細菌感染により、しばしば重症となることがあ
ります。時には短期間に複数が死亡することも
あります。
　平成28年度に呼吸器病又は下痢症が流行した
農場を対象として検査したところ、下表のとお
りウイルス感染によるものと診断されました。

　これらの発生農場では、治療頭数の増加、発
育不良、死亡、乳量の減少等による損失が発生
しました。その他、治療等に要する時間や労力
の増加、さらには農家自身の精神的負担も見ら
れました。これらの疾病は、いずれもワクチン
により予防できます。
　定期的な接種による一定の負担はあります
が、それを上回る被害額を考えれば、ワクチン
接種が有利なことは一目瞭然です。
　なお、ワクチン接種のほかに、良好な飼養環
境や適切な初乳給与等による個体の健康管理、
外来者の衣服・長靴の交換、畜舎消毒等による
各種病原体の侵入防止などを併せて行うことが
大切です。

表：県内の主なウイルス病の発生状況（平成28年度）

疾　　病　　名 戸数 主 な 症 状 ワクチン（例） 接種料金＊

牛ＲＳウイルス病 21 呼吸器症状 ①牛呼吸器６種混合 ①2,320円

牛ウイルス性下痢・粘膜病（ＢＶＤ・ＭＤ） ６ 下痢・呼吸器症状発育不良 ②牛呼吸器５種混合 ②2,080円

牛コロナウイルス病 ６ 下痢・呼吸器症状 ①牛コロナウイルス ①1,200円

牛ロタウイルス病 ３ 下痢 ②牛下痢５種混合

＊　…岩手県中央家畜衛生推進協議会事業での１頭１回当たりの金額。他のワクチン料金については、最寄りの獣医師にご相談く
ださい。
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畜 産 の 研 究（108）

大規模酪農経営における生体センサーを活用した省力牛群管理技術

　県内の酪農家では、繋ぎ飼いからフリーストール等への移行により規模拡大する農場が増えてきてお
り、作業効率向上のために発情発見のための「万歩計・加速度センサー」の活用、分娩事故防止のため
に「分娩監視カメラ」の導入等が増えています。
　一方、近年、平均産次が短くなっている傾向にあり、この原因として、乳牛の高泌乳化に対応した飼
養管理技術となっていないために、分娩前後の不適切な飼養管理からの周産期疾病の発生等の問題が指
摘されています。
　そこで、分娩前後の飼養管理強化のため、反芻時間を自動計測する生体センサー（Ｓ社製：ＳＣＲ
ヒータイムＨＲ）を分娩前後の乳牛に装着し、周産期疾病の発生予測が早期に可能か検討してみまし
た。システムの概要は、図１のとおり。

　分娩前３週間からの一日合計反芻時間の推移
を、分娩後の周産期疾病※の発生有無別にまとめ
たものが図２になります。
　周産期疾病を発症する牛は、分娩前３週間以降
全ての期間において、未発症牛よりも反芻時間が
少なく推移することが分かりました。（図２）
※ケトーシス、第４胃変位、低カルシウム血症、後産停滞

　分娩前３週間から週ごとに反芻時間をまとめた
ものが表になります。
　周産期疾病発症の有無にかかわらず、反芻時間
は分娩１週間前になると、３週間前よりも少なく
なりますが、疾病発症牛のほうが大きく減少する
ことが分かりました。
　これにより周産期疾病が重症化する前に対応で
きる可能性が示されました。
　飼養管理の効率化・省力化のために、生体セン
サーは有効なものですが、これまで目視等で行っ
てきた牛の日常観察も継続して実施し、併せて、
センサーを活用することにより、体調不良牛の早
期発見、早期対策が可能となります。そうした

表　センサー反芻時間の推移（分/日）

分娩前日数 疾病発症牛
対象牛：14頭

未発症牛
対象牛：28頭

３週前
−20～−14日

442bc±76 476a±66

２週前
−13～−8日

408cd±92 462ab±67

１週前
−７～−１日

376d±107 448b±89

・…供試牛42頭（14+28）の分娩前20～１日の各日の合計反芻時間（分/日）を
１データとして処理
・疾病発生区分と分娩前時期区分からなる一元配置の分散分析（ n=794）
・異符号間に有意差有り（ p<0.01）

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

疾病発症牛

未発症牛

図２　センサー反芻時間（分/日）の推移

図１　システム概要

敷地内に取り付けられたアンテナ※より電波で首輪に取り付けたセンサーとデータ通信を行う。

加速度計・反芻計
一体型センサー

３軸（xyz軸）加速度計（活動量）と反芻時の音を感知

する生体センサー（反芻時間）。

首
輪
に
取
り
付
け
ら
れ
た
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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。

ツールとして位置付けて利用することで、事故率の低減が期待できます。
　現在は、分娩前の反芻の状況について、より早期（60日前）からの観察や、反芻が少ない個体に対
しての早期対策（グリセリン給与）が周産期病の疾病低減に及ぼす効果について明らかにする研究に取
り組んでいます。

１�　飼養密度の緩和、換気扇や扇風機による畜体等への送風や散水・散霧を行い、家畜の体感温度
の低下に努めること。

２�　寒冷紗やよしずによる日除け、屋根裏・壁・床への断熱
材の設置及び屋根への消石灰の塗布等により、畜舎環境の
改善に努めること。

３�　良質で消化率の高い飼料の給与、ビタミンやミネラルを
追給し、栄養不足を補うこと及び清浄で冷たい水が十分に
飲めるように努めること。

４�　観察の頻度を増加させることにより、健康悪化の兆候が
ないか等、家畜の健康状態をよく把握し快適性に配慮した
飼養管理に努めること。

噴霧ノズル

クーリングパッド

換気扇

畜舎内 畜舎外

霧

換気扇による送風（福井県） 牛舎壁面の換気扇

石灰の吹きつけ（宮崎県）

クーリング・パッド

牛舎屋根に設置したスプリンクラー

対策を組み合わせると効果的。早めの措置で、暑い夏を乗り切りましょう

暑熱対策 に取り組み、家畜の生産性低下を防ぎましょう！
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3-A-day 検索

報情 （61）産畜 術技

１　チモシー一番草刈り取り後の施肥の重要性
（１）施肥が重要な理由
　チモシーは一番草刈り取り後のみ新分げつが発生し、それが二番草、そして越冬し翌年の一番
草を構成します。（※注　オーチャードグラスは主に秋の最終刈り取り後に新分げつが発生し、
それが越冬して翌年の一番草を構成します。）
　よって、一番草刈り取り後の施肥を省略してしまうと、新しい分げつ発生数が減少し、年を重
ねるごとに密度が低下していきます。
　チモシー一番草刈り取り後のチッソ施肥は、収量を維持していく上で最重要となります。例え
ば、「チモシーは一番草しか穫らないから、
一番草刈り取り後は施肥しない。」というの
は収量低下の大きな原因になります。
　一方、二番草刈り取り後の施肥は、チモ
シーの場合、新分げつ発生にあまり意味があ
りません。

（２）施肥のタイミング
　一番草刈り取り後のチッソ施肥は、刈り取り後直ちにではなく、新しい分げつ発生直前期であ
る一番草刈り取り後10日ごろを目安に実施します。新分げつ発生促進と二番草多収に効果的です。

２　暑熱対策
（１）バルクタンクのコンデンサーフィンの清掃
　梅雨が明けると本格的な夏の到来です。その前にバルクタンク
の冷却機能向上を図りましょう。
　具体的にはコンデンサーフィンの清掃です。毎年、ミルキング
システム診断を受診されている方も多いと思いますが、本格的に
暑くなる前にコンデンサーフィンの清掃を実施し、バルク内の生
乳を速やかに冷却できるように心がけましょう。（なお、清掃は
フィンを曲げないよう注意して実施してください。）

（２）パドック、放牧地等の日陰物、給水設備の設置
　パドックや放牧地での放し飼いでは、日中の日差しの強い時間に直射日光を避けることができ
るよう日陰物（日除け）を設置して暑熱ストレスを軽減しましょう。特に、ホルスタイン種は暑
さに弱いので注意が必要です。単管と寒冷紗を使って簡単
に設置したものでも充分効果が期待できます。（写真２）
　また、充分に飲水できるよう
トロフ等の給水設備を整備しま
しょう。（写真３）

図１　チモシーの新分げつ発生と追肥のタイミング

写真１　ホコリのたまった
　　　　　コンデンサーフィン

写真２　日陰で休息する放牧牛写真３　放牧地に設置したトロフ
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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
6/7
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 133 1,405,080 491,400 728,480 293 2,482

♂- 197 1,215,000 150,120 822,724 326 2,525

計 330 1,405,080 150,120 784,741 313 2,509

県南
6/8
㈭

磐　 井

♀ 121 881,280 498,960 691,959 291 2,379

♂- 168 1,240,920 125,280 786,684 320 2,455

計 289 1,240,920 125,280 747,024 308 2,425

中央
6/14
㈬

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 138 1,379,160 336,960 703,174 291 2,417

♂- 190 1,312,200 464,400 797,756 317 2,518

計 328 1,379,160 336,960 757,962 306 2,478

中央
6/15
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 170 936,360 443,880 686,855 282 2,437

♂- 265 1,104,840 475,200 799,885 312 2,564

計 435 1,104,840 443,880 755,712 300 2,517

中央
6/16
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 143 976,320 328,320 659,283 290 2,276

♂- 235 1,172,880 594,000 799,701 325 2,458

計 378 1,172,880 328,320 746,580 312 2,394

合　　計

♀ 705 1,405,080 328,320 693,185 289 2,399

♂♂

♂- 1,055 1,312,200 125,280 801,623 320 2,507

計 1,760 1,405,080 125,280 758,186 307 2,466

平成29年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

※１　平成29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

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
1,081

円
780,964,200

円
722,446

交雑種・乳 10 3,289,680 328,968

（注）：金額、平均価格は消費税込み

くずまき高原牧場まつり

　第21回くずまき高原牧場まつりが６月10日・11
日の両日、葛巻町葛巻の同牧場で開催され、多く
の来場者で賑わいました。

　開会セレモニーでは、一
般社団法人葛巻町畜産開発
公社の理事長（鈴木重男葛
巻町長）から、「緑豊かな
草原を作り、牛を育ませる
牧場から、北緯40度のミル
クとワインとクリーンエネ
ルギーの町、そして更には
風力・太陽光・畜産バイオ

マス・木質バイオマス等の発電事業も動き始めた
葛巻町を代表する一大イベント『くずまき高原牧
場まつり』を大いに楽しんでいってください。」

と挨拶がありました。
　会場内には、葛巻町と姉妹町村となっている沖
縄県北中城村の出店、岩手三陸復興支援、地元産
直品・特産品の屋台販売などの各コーナーが設け
られたほか、大道芸や多彩なステージショーも繰
り広げられ、家族連れが芝生やベンチなどで、く
ずまき高原チーズピザ、ソフトクリーム、海産物
等を堪能していました。


