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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。】

岩手県中央家畜保健衛生所　
所長　木戸口　勝　彰

　平成28年度は、本県でも死亡野鳥から高病原性
鳥インフルエンザ（ HPAI ）ウイルスが相次い
で検出され、関係者にとっては緊張の連続となっ
た。当所では、検出前から幾度となく県内養鶏関
係者への注意喚起を行い、春の渡りの時期まで感
染防止対策の強化・堅持を促した。家きんでの発
生を防ぐことができたのは、関係者のご努
力の賜物であり、心から敬意を表したい。
　半年が過ぎて、また、秋の渡りのシーズ
ンを迎える。今季のHPAI対策をより効果
あるものとするために、昨年度の発生につ
いての国の疫学調査報告から対応方針を再
確認したい。
　まず、発生状況とウイルスの侵入経路に
関してである。
　家きん発生農場は、北海道から宮崎県ま
で広く分布し、東北、北陸及び北海道では
初めて確認された。野鳥におけるHPAIウ
イルスの確認は過去最大で、その分布は家
きんの発生と同様に広範囲であった。確認
されたウイルスは、いずれもＨ５Ｎ６亜型
で、家きんの発生事例の全てがそれぞれ極
めて近縁で、野鳥の分離株に含まれた。そ
の由来は、中国で拡大していたＨ５Ｎ６亜
型ウイルスであり、昨年春から夏にかけて
ウイルスを保有した渡り鳥が北方の営巣地
や中継地に飛来し、ウイルスが維持され、
秋の渡りにより、日本へ11月初旬までに侵
入し、中旬までに広い範囲に分布した。国際的な
発生動向から今年の秋以降も日本への侵入リスク
は高く、また、中国で検出され、公衆衛生上の問
題も懸念されるＨ７Ｎ９亜型が持ち込まれる危険
性もある。
　次に、家きんでの発生と周辺環境の関係である。

　発生農場の周辺には、森林性野鳥やネズミ、イ
タチ等の小動物の生息に適した環境が存在し、ま
た、カモ類などの野鳥が飛来する可能性がある
池、沼又は川が近くにあり、ほとんどが鶏舎のす
ぐ近くに池などが存在していた。
　以上を踏まえた対策のポイントは、①「野鳥を

含む野生動物を介したウイルスの農場内及
び鶏舎内への侵入防止」。昨年のように多く
の野鳥がウイルスを保有し、農場周辺にウ
イルスが極めて多く存在する状況では、こ
れまで以上に野生動物対策を徹底する必要
がある。野鳥等の小型の野生動物の侵入を
防止する網目の細かい防鳥ネットの設置、
破れの速やかな修繕、ウインドレス鶏舎の
除糞ベルトや集卵ベルトに野生動物が侵入
可能な箇所はないか、点検が必要である。
また、②「野生動物を鶏舎に誘引しない環
境対策」。鶏舎周辺の整理・整頓、樹木の
枝の剪定、鶏舎周囲、衛生管理区域外周へ
の消石灰散布も有効である。③「農場・鶏
舎内に出入りする人や車両等のウイルス持
ち込み防止」。衛生管理区域専用の衣服及び
靴並びに鶏舎ごと専用長靴の使用を徹底
等、基本的な衛生管理の継続が重要である。
　既にお気付きと思うが、これらは飼養衛
生管理基準の遵守そのものであり、他の伝
染病対策にも通じるものである。日頃から
注意深い健康観察を徹底し、死亡羽数の増

加、産卵率の低下、元気消失といった異常の早期
発見に努め、早期の通報をお願いする。
　万一の発生に備え、岩手県ではこの９月に盛岡
広域振興局管内で初動実動訓練を実施した。全国
でも有数な養鶏産業発展のため、侵入防止の徹底
と防疫活動の準備を着実に進めている。

　　　　　「高病原性鳥インフルエンザ対策はやるべきことを着実に」
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第61回岩手県畜産共進会
　

　当協会が主催する第61回岩手県畜産共進
会の、馬の部が９月29日に馬っこパーク・い
わてで、肉牛の部が10月21日に㈱岩手畜産
流通センターで、それぞれ開催されました。
　各部門の審査の結果、名誉賞は次のとおり
です。◇馬の部

　名誉賞

類　別 出品番号 名　　　号 生年月日 住　　所 氏　　　名

第３類 30 日本輓系種　福　花 H25.4.9 軽米町小軽米 兼　田　一　洋

測尺値
体高 胸囲 管囲

優点
品位に富み、品種の特性を有する。繁殖雌馬
としての美点を多く兼ね備えている。177㎝ 220㎝ 26㎝

◇肉牛の部
　名誉賞

出品番号 名　号 性別 生年月日 血統（父） 住　　所 氏　　　名

79 若　葉 去勢 H27.6.22 花安勝 八幡平市 北　口　　　明

生後月齢 規　格 枝肉重量 胸最長筋面積 ばらの厚さ 皮下脂肪 ＢＭＳ№
27.9か月 Ａ－５ 524.0㎏ 85.0㎠ 8.8㎝ 1.8㎝ 12

全農岩手県本部（税込）
市場名 開催日 性別 売買頭数 平均価格

（円）
平均体重
（㎏）

㎏単価
（円）

前年比（％)
売買頭数 平均価格

中央 10月25日

雌 143 237,102 230 1,030 90 78
雄 2 107,460 218 493 22 44
去 208 219,209 247 889 98 67
計 353 225,824 240 942 93 72

中央 10月26日

雌 178 261,415 232 1,126 100 64
雄 1 143,640 247 582 13 39
去 161 245,804 257 958 85 56
計 340 253,676 244 1,040 91 60

平成29年度
短角牛市場成績速報

馬の部、名誉賞受賞者、兼田一洋さん 名誉賞受賞牛の見事な脂肪交雑
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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）

１　はじめに
　牛ウイルス性下痢・粘膜病（ BVD-MD ）は、
牛ウイルス性下痢ウイルス（ BVDV ）の感染が原
因となる届出伝染病であり、流死産、異常産、粘
膜病、発育不良、乳量低下といった症状を呈し、
特に妊娠初期に感染した場合、産子の多くは終生
ウイルスを排出し続ける持続感染牛（PI牛）となる。
　管内Ａ町では、平成24年に１酪農場において本
病が発生し、疫学調査結果から本病が町外にも及
んでおり、今後も被害拡大のおそれがあったこと
から、町、農協、農済、家保等で構成されるＡ町
産業振興協議会（協議会）によるBVD-MD清浄
化対策を開始した。
　清浄化対策は、平成25年度からの５か年計画と
し、表１に示す４事業を実施してきた。
表１　事業内容（〇乳牛、●肉牛）

　平成28年度には、町内の乳用育成牛大規模預託
施設（預託施設）が、スクリーニング検査の対象
となったことを契機に、更なる対策を展開するこ
とになった。

２　預託施設の対策（図１）
　預託施設は、乳用育成牛約2,000頭を飼養す
る。県内外の７県210戸から預託を受けており、
本病がまん延した場合の経済的被害は、広範囲に
甚大なものとなることから、平成28年４月に農林
水産省から発出された、牛ウイルス性下痢・粘膜
病に関する防疫対策ガイドラインに基づき、対策
を実施した。

⑴　PI牛の摘発・とう汰
　法定検査を活用したスクリーニング検査によ
り飼養牛全頭の遺伝子検査を実施し、PI牛を摘
発・とう汰した。その後は、PI牛と同居歴のあ
る妊娠牛の産子を出生の都度、検査した。

⑵　侵入防止策
　預託施設内の清浄性を確認後に、預託元の県
と連携し、事前の遺伝子検査を預託要件とし
た。さらに、預託牛は、受入時に１型２型の生
ワクチンの
接種及びそ
の後の年１
回の不活性
化ワクチン
の接種を実
施すること
により、万
が一のPI牛
の侵入に備
えた。

３　実績
⑴　スクリーニング検査（図２）

　飼養牛2,377頭から６頭のPI牛を摘発・とう
汰した。PI牛の内訳は、施設の所有牛１頭と、
県外預託農家５戸５頭。６頭のとう汰には図２
に示す３事業を活用した。①は、国の補助事
業、②は、県畜産協会の補助事業、③は、施設
の互助会制度で、Ａ町からの補助金も含まれ
る。県外の預託農家５戸５頭は、①と③の補助
を活用し、施設の所有牛１頭は、①と②の補助
事業を活用した。

⑵　産子検定

平成28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）

乳用育成牛大規模預託施設における牛ウイルス性下痢・粘膜病対策

岩手県中央家畜保健衛生所　○多　田　成　克、芋　田　淳　一　

図１　預託施設のBVD-MD対策
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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

　産子検
査の対象
期間は、
PI牛をと
う汰した
平成28年
６月から
PI牛が生
まれる可
能性のあ
る平成29
年２月ま
でとし、平成28年度は93頭を検査し、全頭陰性
を確認した。

⑶　預託前遺伝子検査
　預託する牛は、遺伝子検査を受け、検査陰性
の証明がない牛は預託出来ないという条件を追
加し、これにより導入時に施設で検査陰性証明
書を確認してから、牛を受け入れる体制を構築
した。この内容は、施設から県内預託農家へは
文章及び電話などで直接通知し、県外預託農家
へは管轄農協を介して通知した。遺伝子検査
は、預託元の県の家保が実施することとし、当
所では、平成28年度は118頭を検査し、全頭陰
性を確認した。

４　ワクチン接種
　ワクチン接種は、預託牛全頭に L-K方式で行っ
ており、預託時に１型、２型を含む生ワクチンを
接種し、さらに、半年から１年以内に１型、２型
を含む不活性かワクチンの追加接種を実施。その
後は、年１回同不活化ワクチンを接種した。施設
では、平成28年度に2,128頭の接種を実施した。
なお、預託前に農家でワクチンを打った牛は、施
設でのワクチン接種を実施していないので、この
接種頭数には含まない。

５　家畜保健衛生所の役割（図３）
　大規模施設を中心とした協議会の取組の中で、
家畜保健衛生所では、関係者への本病の理解醸成
を図りながら、対策全般の指導を行った。また、
スクリーニング検査、産子検査、預託前検査と
いった検査支援、とう汰助成に関する事務指導も

行った。今後も協議会の一員として、施設の対策
に取り組んでいく。

６　まとめ（図４）
　施設では、法廷検査等を活用したスクリーニン
グ及びPI牛と同居した妊娠牛の産子検査の取組に
よりPI牛を摘発・とう汰し、清浄性を確認後、預
託前遺伝子検査及びワクチン接種の取組により清
浄性を維持している。これらの対策により、本病
のまん延防止のみならず、清浄化による施設の信
頼性の向上が期待される。すなわち、本病による
流産、繁殖成績の低下などによる経済損失の減
少、さらには、預託牛の増加による収益性の向上
が期待される。
　Ａ町は、県下有数の酪農の町であり、今後100
年続く酪農の町という酪農構想を策定し、クラス
ター事業等を活用した生乳生産体制の整備を計画
している。当所としても、酪農構想実現に向け、
家畜衛生面の支援を今後とも行っていく。

図３　今回の対策での家畜保健衛生所の役割

図２　スクリーニング実績

図４　今回の対策のまとめ
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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 ㈹　

平成28年度に実施した 
経営診断の概要（その１）

　《酪農部門》
　平成28年度に実施した経営診断等29事例に
ついて、分析結果の概要をお知らせします。

１　目的別内訳

２　経営の概要
⑴　平均経営規模

⑵ 　経産牛頭数規模別内訳（※計算の都合上、案分
率計が100になりません）

⑶　飼養・搾乳形態

３　分析結果の概要
⑴　生産技術指標（※カッコ内は標準偏差）

　ア　平均分娩間隔

　イ　経産牛１頭当たり産乳量

　ウ　乳質
　 平 均 乳 脂 率 は3.88 ％（ 標 準 偏 差： ±
0.02％）、平均無脂乳固形分率は8.78％（標準
偏差：±0.10％）となっており、ともに指標
値を上回った。
　年間成績では指標値を上回っているが、ほ
とんどの事例で夏場の成分低下が見受けら
れ、暑熱対策の継続指導が必要と考えられる。

　エ　経産牛更新率
　経産牛更新率は平均28.2％で、前年より約
2.2ポイント上昇した。ほとんどの事例の更新
率は25％から35％であるが、40％を超える事
例もあり、一番高いもので50％を超えていた。

⑵　財務管理指標（※カッコ内は標準偏差）

　ア　収益性
ア 　生乳１㎏当たりの販売価格（補給金込み

の単価）
　乳価引き上げの効果で、前年より3.0円
上がり117.3円となった。

イ　生乳１㎏当たり生産原価
　自家労働費を除いて約82.3円（標準偏
差：±21.6円）で、前年より4.3円下がった。

融資後の経営状況の分析 16事例（55.2％）

所得向上のための改善点検討 ８事例（27.6％）

施設整備に係る経営状況の診断 ５事例（17.2％）

飼養頭数 １頭当たり飼料基盤 労働力

83.6頭（うち経産牛51.6頭） 55.5㌃ 2.79人

つなぎバケット
搾乳

つなぎ
パイプライン搾乳

フリーストール
パーラー搾乳

１事例 24事例 ４事例

20頭未満 20頭以上
30頭未満

30頭以上
40頭未満

40頭以上
50頭未満

50頭以上
80頭未満 80頭以上

３事例
（10.3％）

５事例
（17.2％）

５事例
（17.2％）

５事例
（17.2％）

７事例
（24.1％）

４事例
（13.8％）

平成27年度 平成28年度

事例数 32 29

平均分娩間隔 15.0か月（±1.86） 14.6か月（±1.02）

経産牛１頭当たり産乳量 8,601㎏（±1,051） 8,308㎏（±1,167）

平均乳脂率 3.92％（±0.16） 3.88％（±0.20）

平均無脂乳固形分率 8.77％（±0.09） 8.78％（±0.10）

経産牛更新率 26.0％（±0.08） 28.2％（±0.09）

平均産次数 2.5産（±0.58） 2.5産（±0.42）

牛群検定加入比率 84.4％ 93.1％

平成27年度 平成28年度

事例数 32 29

生乳１㎏当たり販売価格 114.3円（±3.22） 117.3円（±3.02）

生乳１㎏当たり生産原価
（家族労働費を除く）

86.6円（±17.9） 82.3円（±21.6）

乳飼比 50.8％（±14.1） 44.8％（±14.5）

経産牛１頭当たり所得額 180千円（±135） 208千円（±133）

所得率 16.4％（±11.4） 18.6％（±11.8）

負債比率（負債/自己資本） 57.9％（±37.2） 47.6％（±38.2）

13か月未満 ～14か月未満 ～15か月未満 ～16か月未満 16か月以上

１事例
（3.4％）

７事例
（24.1％）

10事例
（34.5％）

10事例
（34.5％）

１事例
（3.4％）

６千㎏
未満

～７千㎏
未満

～８千㎏
未満

～９千㎏
未満

～10千㎏
未満

10千㎏
以上

１事例
（3.4％）

２事例
（6.9％）

９事例
（31.0％）

９事例
（31.0％）

６事例
（20.7％）

２事例
（6.9％）
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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

����������������������

����������������������

ウ　乳飼比
　前年より6.0％低下し、44.8％となった。
　乳価引き上げのほか、草地の除染が終了
し、自給粗飼料生産が再開したことによ
り、購入飼料費が減少したことが要因の一
つと考えられる。

エ　経産牛１頭当たり平均所得額
　208千円（標準偏差：±133千円）で、前
年を28千円上回った。

　　オ　所得率
　18.6％（標準偏差：±11.8％）で、前年
を2.2ポイント上回った。

　イ　安全性（負債比率）
　売上高に対する負債比率の平均は47.6％
（標準偏差：38.2％）で、前年との比較で
20％近く低下した。事例の中には、100％を
超える事例も複数見られた。

　所得階層毎の内訳

　 生乳１㎏当たり生産原価（家族労働費を除く）
階層毎の内訳

　負債比率階層毎の内訳

⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの平均投下労働時間は、
165.2時間（標準偏差：±74.94時間）で、110時
間以上150時間未満の階層が10事例と最も多
かった。

　経産牛１頭当たり労働時間階層毎の内訳

《次号に続く》

１千円
　　未満

～100千円
　未満

～150千円
未満

～200千円
未満

～250千円
未満

250千円
以上

１事例
（3.4％）

５事例
（17.2％）

１事例
（3.4％）

10事例
（34.5％）

３事例
（10.3％）

９事例
（31.0％）

60円未満 60円以上
70円未満

70円以上
80円未満

80円以上
90円未満

90円以上
100円未満 100円以上

３事例
（10.3％）

５事例
（17.2％）

８事例
（27.6％）

４事例
（13.8％）

５事例
（17.2％）

４事例
（13.8％）

20％未満 20％以上
40％未満

40％以上
60％未満

60％以上
80％未満

80％以上
100％未満 100％以上

10事例
（34.5％）

６事例
（20.7％）

２事例
（6.9％）

６事例
（20.7％）

３事例
（10.3％）

２事例
（6.9％）

110時間
未満

～150時間
未満

～200時間
未満

～250時間
未満

～300時間
未満

300時間
以上

５事例
（17.2％）

10事例
（34.5％）

８事例
（27.6％）

３事例
（10.3％）

１事例
（3.4％）

２事例
（6.9％）

2017 LIAJ 和牛講演会

　一般社団法人家畜改良事業団（理事長：伊地知
俊一）主催の、2017年度和牛講演会が９月28日に
盛岡市繋で開催されました。

　冒頭、伊地知理事長か
ら、「昭和49年に岩手県の
協力を得て広域的な精液の
供給を開始。
　当地は和牛改良業務の発
祥の地である。昭和55年か
らは全国的な平準化事業で

後代検定を実施。優良な種雄牛を選抜し、その精
液をご利用いただくことで収益性向上にお手伝い
させていただいている。今後は、ゲノミック評価
や牛肉の美味しさの研究等を充実させ、更なる収
益性向上のお役に立ちたい。」と挨拶がありました。

　その後、和牛技術コンサ
ルタントの小野健一氏（㈲
北国肉牛商事）が「第11回
全国和牛能力共進会を振り
返って（今後の全国の種雄
牛の動向について）」と題
する講演が行われました。
今回の全共で上位入賞牛を多く出した種雄牛、次
回の全共に向けて上位入賞牛を多く出すであろう
と思われる種雄牛についての話の後で、「全国的
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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

第11回全国和牛能力共進会
岩手県出品者等現地激励会

　平成29年９月８日、宮城県宮城郡松島町「ホテ
ル松島大観荘」において、達増拓也岩手県知事及
び岩手県議会畜産議員クラブ会員（25名）をはじ
めとするご来賓のご臨席の下、第11回全国和牛能
力共進会岩手県協賛会の主催による岩手県出品者
等現地激励会が、開催されました。

　冒頭、協賛会会長の久保
憲雄から、「５日に宮城県
入りしてから本日で４日
目。いつもとは違う環境で
の牛の管理に
加え、多少な
りとも県代表

というプレッシャーを感じながら、
心身ともに疲れが出始めていること
と推察する。本日からは、正規の審
査が始まり、既に４つの出品区で第
一段階の審査が行われ、明日・明後

日と続いていくが、決して臆することなく、岩手
代表として胸を張り、自信を持って、審査に臨ん
でほしい。」との挨拶がありました。
　続けて、達増知事と畜産
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。これに対して、出品
者代表の岩渕孝幸団長か
ら、「チーム岩手として、
日本一を目指し、一段と気
を引き締めて頑張ろう。」と決意が述べられました。
　締めくくりに、いわて和牛中央育種組合の小野
寺敬作組合長（ＪＡ新いわて代表理事組合長）岩
渕団長のかけ声で、参加者全員が「ガンバロー」
を三唱し、決意を新たにしました。

第11回全国和牛能力共進会報告会

　平成29年10月30日、盛岡市内のホテルで、第11
回全国和牛能力共進会報告会が、開催されまし
た。この報告会には、本県代表牛出品者及び審査
競技会出場者をはじめ、県議会畜産議員クラブ会
員、関係機関・団体合わせて101名が出席しまし
た。冒頭、同共進会岩手県協賛会会長の久保憲雄
様から、「全共出品者のほか、ご支援いただいた
各位の労をねぎらうとともに、ご努力に敬意を表

したい。第10回大会
の成績を超えられな
かったことは残念だ
が、結果を検証し、
次の鹿児島大会に向
けた計画を立て、着
実に実行し、リベン
ジを果たしたい。関
係各位の更なるご協力をお願いする。」とご挨拶
をいただきました。
　協賛会事務局からの成績報告と感謝状授与に続
き、団長の岩渕孝幸様から、全共に至るまでにい

に人気種雄牛の精液及びその種雄牛の息牛・娘牛
に需要が集中する中で、種雄牛によっては、その
娘牛の繁殖性が劣るものがある。繁殖牛の価値は

子牛を産むことにある。種雄牛の選択に当たって
は、繁殖性を第一に考慮すべきである。」と力説
していました。
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滝沢市穴口203－13
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。

ただいた支援に対しての感謝の言葉が述べられま
した。その
後、岩手県
農林水産部
長の紺野由
夫様及び岩
手県議会畜
産議員クラ
ブ会長の千

葉伝様のお二人からご祝辞をいただき、乾杯で
は、矢巾町長の高橋昌造様から、「鹿児島大会に
向けて、一丸となって頑張ろう。」と声高らかに
力強いご発声をいただきました。歓談が進むにつ
れて、出席された方々がそれぞれの席を離れて、
テーブルを回り、和やかに談笑する姿が見られま
した。締めくくりは、岩手県農林水産部畜産課総
括課長が登壇し、次回大会での飛躍を誓う三本締
めで閉会となりました。

第11回全国和牛能力共進会岩手県出品牛成績一覧
出　品　区　分 名　号 市町村 出品者名 受　　賞 総合順位

種
牛
の
部

第１区（若雄） 暁雲 住田町 種山畜産研究室 優等賞３席 ３位
第２区（若雌の１） さつき 八幡平市 高　橋　勇　一 優等賞８席 ５位
第３区（若雌の２） みずき 奥州市 安　倍　　　諒 １等賞６席 22位

第４区（系統雌牛群）
いわて和牛中央育種組合

やまね 雫石町 村　田　春　雄

優等賞６席 ６位
５７ひろくに 花巻市 吉　田　正　志
やまねみつぐ 矢巾町 立　花　惣　八
てるまれ 北上市 高　橋　登久雄

第５区（繁殖雌牛群）
岩手ふるさと和牛改良組合

きよひで 奥州市 岩　渕　孝　幸

優等賞９席 ９位
きくひら 奥州市 阿　部　正　己
ひでひでふく 奥州市 千　葉　久　輔
きくひで 奥州市 鈴　木　勝　明

第６区（高等登録群）
宮古下閉伊和牛改良組合

はらしげひで
岩泉町 工　藤　ミ　ヱ 優等賞10席 10位ますやまね

ますさわふじ

第７区（総合評価群・種牛群）
県南和牛育種組合

かつひめ 奥州市 鈴　木　　　勉

１等賞２席
（12位）

13位
ゆうな 奥州市 岩　渕　孝　幸
ひさき 金ケ崎町 髙　橋　長　栄
みのり 奥州市 千　葉　翔太郎

肉
牛
の
部

第７区（総合評価群・肉牛群）
県南和牛育種組合

花万福 奥州市 高　橋　清　文
９位花久茂 奥州市 高　橋　久　典

栄久鶴 奥州市 熊　谷　　　翼

第８区（若雄後代検定牛群）
いわて和牛中央育種組合

宮勝成 北上市 西 部 開 発 農 産
１等賞（８県） 12位（８県）照宮勝 北上市 西 部 開 発 農 産

舞太郎 紫波町 畠　山　満　正

第９区（去勢肥育牛）
勝山根 盛岡市 中　村　鉄　男

１等賞（31頭） 32位（31頭）
萌花 奥州市 高　橋　清　文

高校 復興特別出品区「高校の部」 岩手県立盛岡農業高等学校 優良賞（９校） ６位（９校）

馬事文化地域連携体制構築事業がスタート

　一般社団法人岩手県畜産協会では、今年度、岩
手県からの委託を受けて、「馬事文化地域連携体
制構築事業」を実施しています。

　この事業は、本県の馬事文化を観光資源として位
置づけ、馬事文化に係る情報発信や馬の参加する
イベントの開催により、年々増え続けるインバウン
ド（海外からの旅行客）の本県への誘致につなげよ
うというものです。その実施状況をお知らせします。
＜第１弾：騎馬と馬車が秋の全国交通安全運動に参加＞
　９月16日に開催された「秋の全国交通安全運動
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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

家畜の保健衛生（114）

銅中毒にご注意を

　今年度、県内で子牛の銅中毒が発生しました。
食欲不振や血色素尿がみられ、調べたところ、血
中肝酵素の上昇、肝臓への銅の沈着、肝臓・腎臓
及び血清中銅濃度の上昇が認められました。原因
は、飼槽の近くに置かれていた電気コードをか
じったことによるものと考えられました。
　また、昨年、隣県でも肥育用めん羊の銅中毒が
発生しています。この事例では、めん羊の要求量
以上の銅を含むほ乳期子牛用スターターを給与し
ていたこと、それにより肝臓に蓄積された銅が暑
熱ストレスで血中に放出されたことが原因と考え
られました。
　銅は家畜に必要不可欠な微量金属で、飼料にも
含まれていますが、過剰摂取により中毒を引き起
こすことがあります。牛では、子牛と成牛で中毒
を起こす量が異なり、子牛で20～100㎎/㎏、成
牛で80～300㎎/㎏とされています。
　また、めん羊では、銅の必要量が７～11㎎/㎏、
中毒量が25㎎/㎏以上とされ、必要量と中毒量が

非常に近いため、飼料給与の際には注意が必要で
す。銅中毒は、銅を多く含む成牛用の濃厚飼料を
子牛やめん羊に給与した場合に多く見られます。
　急性中毒と慢性中毒の２種類があり、急性銅中
毒は、銅の過剰摂取で発症し、胃腸炎、下痢等の
消化器症状を起こします。慢性銅中毒は、少量の
銅を長期間摂取することにより肝臓に蓄積された
銅が何らかの刺激により血中に放出されることで
発症します。症状は、黄疸（白目や皮膚が黄色く
なる）、血色尿素（尿が血の色になる）などです。
銅が血中に放出される原因としては、給与飼料の
変更、ストレス、感染症等があります。
　銅中毒の予防には、銅を過剰に摂取させないこ
とが重要です。防カビ剤で処理された穀物飼料、
殺菌剤が散布された牧草、殺虫剤が含まれた水
は、銅の含有量が高くなっていることがあります
ので、給与を避けましょう。植物中に含まれる銅
の量は、土壌中における銅の含有量だけでなく、
モリブデンや硫酸塩の量にも左右されます。過リ
ン酸モリブデンの牧草地への散布は、牧草中の銅
の含有量を少なくし、予防につながります。
　また、成牛用濃厚飼料を子牛やめん羊に給与す
ることは避け、子牛用・めん羊等の専用飼料を給
与するようにしましょう。

『仙北地区パレード』」（盛岡交通安全協会仙北分
会主催）において、仙北小学校マーチングバンド
の皆さんとともに、騎馬と馬車の行進を行い、イ
ベントを盛り上げました。
＜第２弾：香港からのお客様をポニー２頭がお出迎え＞
　10月19日、震災後初となる香港・花巻チャーター
便が花巻空港に到着。入国手続を終えて、空港の
建物からバスに向かう香港からの旅行客に対し
て、ポニー２頭が出迎えて歓迎の意を表しました。
旅行客はサプライズの出迎えに顔をほころばせて
ポニーに近寄り、一緒に写真に納まっていました。
　この二つのイベントを
通じて、馬の持つ不思議
な力を再発見したように
思います。馬を見た人た
ちの眼が生き生きとし
て、自然に笑みがこぼ

れ、近づきたくなるようなのです。
　今でこそ、馬の数が少なくなった岩手県です
が、明治30年（120年前）には約11万頭（全国第２位）
も飼われており、古くから馬が身近にいて、家族同
様に大事にされていました。そうした長い歴史が
あって、「チャグチャグ馬コ」や「流鏑馬」などの
馬事文化が、今も各地で脈々と継承されています。
　この事業では、今後も各種イベントに馬が参加
する機会を作り、「馬のいるＩＷＡＴＥ」をアピー
ルすることとしています。
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畜 産 の 研 究（110）

転作田におけるフェストロリウムの適応性確認と採草・放牧利用技術の実証

【要約】

　軽米町、宮古市、奥州市においてフェストロリウム実証圃を設置しました。フェストロリウムは、過
湿になりやすい圃場において、オーチャードグラスよりも定着及び初期生育が良いことが確認され、転
作田で牧草生産する際に有望な草種であることが明らかになりました。
【背景と目的】

　牧草の作付けは、全転作面積の約27％を占めており、転作田を活用して粗飼料増産を図ることが期
待されています。しかしながら、転作田は土壌水分が高く、牧草生育にとって不良な環境条件にある場
合が多いため、耐湿性と栄養価に優れる草種が求められています。
　そこで、畜産研究所では、「革新的技術開発・緊急展開事業（地域戦略プロジェクト）」の中で、耐湿
性、栄養価とも優れる草種・フェストロリウムの岩手県における適応性を明らかにすることを目的と
し、県北、県南、沿岸地域の転作田で実証試験を行っています。
【播種当年の初期生育結果】

１　採草利用（表１）

　供試品種はフェストロリウムの「東北１号」で、オーチャードグラスの「アキミドリⅡ」と比較しま
した。試験項目の植被率は、１平方メートルの正方形枠の中で全ての植物が覆っている割合を示した数
値です。被度は、植被率のうち供試品種や雑草が覆っている割合を示しています。
　宮古の実証圃では、供試品種の被度は東北１号区がアキミドリⅡ区を上回り、雑草が少なく定着が良い
結果となりました。草丈は、アキミドリⅡよりも東北１号が高く、初期生育が良いことが分かりました。
　これらの調査結果から、
フェストロリウムは定着及
び初期生育がアキミドリⅡ
よりも良好であることが、
明らかになりました。
　排水不良な転作田での実
証圃においては、土壌条件
や栽培管理によって定着や
初期生育にばらつきが見られたことから、これらのことを考慮して、次年度以降はフェストロリウムを
より有効活用するための栽培技術を検討していきます。
２　放牧利用草地（表２）

　「東北１号」の既存放牧地への追播利用について検討しました。
　東北１号及を追播した区では、植被率が高くなり、雑草被度は対象区を下回り、雑草の抑制効果も確
認出来ました。
　このことから、東北１号の追播により、転作田放牧草地の草勢改善が期待できることが分かりました。

　今後は、フェストロリウムの放牧利用２年目における永続性を明らかにし、フェストロリウムの利用
技術を確立していきます。

表１　採草利用草地における東北１号の植被率、被度、草丈

　　　（播種日：平成28年9月22日、調査日：平成28年11月28日）

地域 区
植被率（％）

被度（％）
草丈（㎝）

供試品種 雑草

平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ

宮古 東北１号 96.7 2.9 75.7 22.3 21.0 25.2 32.0 1.5

アキミドリⅡ 90.0 13.2 37.7 27.3 51.7 40.7 16.9 2.8

表２　放牧利用草地における東北１号追播の植被率、被度、草丈
　　　（播種日：平成28年9月20日、調査日：平成28年11月15日）

地域 区
植被率（％）

被度（％）
草丈（㎝）

供試品種 雑草 イネ科牧草

平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ 平均値 ＳＤ

奥州
（放牧地）

対照（追播なし） 43.3 5.8 － － 38.3 5.8 3.3 2.9 － －

東北１号 98.3 2.9 15.0 5.0 13.7 14.8 63.0 19.7 33.8 4.5
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４�　分娩看視カメラの設置方法は、大き
く分けると３つあります。

　①有線型、②無線型、③ＷＥＢ型、です。
　導入事例の多い、②と③の設置費用は次表の
とおりです。

　費用は、設置するカメラの性能や数によっ
て大きく異なります。設置を検討しようとす
る方は、まずは、最寄りの普及センターにご
相談ください。

５　導入事例�
　　�《分娩事故ゼロを目標に、WEBカメラとス
マホ方式を導入! 》

　Ｍ市内の酪農･繁殖複合経営農家は、自宅
から約10㎞離れた牛舎まで通勤しています。
　このため、ＷＥＢカメラ＋スマホ方式の導
入により、分娩時の看視を徹底し、離れた牛
舎と自宅の往復を最小限にしています。
【農家の感想】

　「家族と外出しやすくなり、導入前より
も分娩看視の目が行き届くようになった。」
「いつでも分娩予定牛の様子を見ることが
できるので、牧草収穫作業を中断したりせ
ずに行うことができるようになった。」

１　分娩看視カメラの設置による省力化
　分娩は昼夜関係なく始まるため、分娩の介
助や分娩直後の子牛の処置等に備えて分娩を
看視することは、飼養者にとって体力的にも
精神的にも大きな負担となります。
　それを、比較的安価で設置の容易な防犯カ
メラを活用して解消することができます。
　これまで、県内畜産農家での分娩看視カメ
ラの設置は 170台以上（１戸で複数設置する
場合もあり）と見込まれ、今後も導入拡大し
ていくものと思われます。

２　分娩看視カメラの設置イメージ

３　ＷＥＢカメラとスマートフォン�
　　（スマホ）を使えば、外出先でも看視できます。

報情 （63）産畜 術技

※ インターネット環境の整備が必要になる場合があります。

スマホを飼養管理の補助手段として活用し、時間
的な余裕をつくることができます。

設置方法 設置費用の事例

②無線型 ６～８万円

③WEB型 16～22万円

カメラ設置でラクラク分娩看視

※赤外線カメラであれば夜間も白黒で牛の様子が確認可能です。
※ 無線の到達距離は見通しで200ｍ程度ということですが、建物

や林等の遮蔽物等があれば大きく低下することもあります。
※カメラの機種を選べば、音声も聞くことができます。

自宅でゆっくり看視ができます。
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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
10/4

㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 101 983,880 260,280 715,922 281 2,548
♂♂
♂- 140 1,089,720 554,040 794,008 313 2,533
計 241 1,089,720 260,280 761,283 300 2,539

県南
10/5

㈭
磐　 井

♀ 118 982,800 430,920 700,462 284 2,469
♂♂
♂- 150 1,194,480 465,480 790,358 311 2,539
計 268 1,194,480 430,920 750,777 299 2,510

中央
10/11

㈬

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 102 1,034,640 433,080 696,716 279 2,499
♂♂
♂- 194 1,180,440 574,560 792,820 310 2,558
計 296 1,180,440 433,080 759,703 299 2,539

中央
10/12 

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 140 972,000 491,400 662,379 266 2,487
♂♂ 1 500,040 500,040 500,040 265 1,887
♂- 226 1,088,640 218,160 776,831 300 2,592
計 367 1,088,640 218,160 732,417 287 2,553

中央
10/13

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 101 982,800 409,320 646,428 276 2,339
♂♂
♂- 180 1,138,320 270,000 780,612 315 2,481
計 281 1,138,320 270,000 732,382 301 2,434

合　　計

♀ 562 1,034,640 260,280 683,363 277 2,470
♂♂ 1 500,040 500,040 265 1,887
♂- 890 1,191,480 218,160 786,063 309 2,543
計 1,453 1,194,480 218,160 746,143 297 2,516

平成29年10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

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
1,016

円
732,750,840

円
721,211

褐 毛 和 種 8 3,378,240 422,280
日 本 短 角 種 512 121,887,720 238,062
交 雑 種・ 乳 5 1,503,360 300,672

（注）：金額、平均価格は消費税込み

　秋の農繁期は、農業機械による作業が増えると
ともに、日没が早まることで農作業事故の危険性
が高くなります。
　岩手県では、秋の農繁期の平成29年９月15日㈮

から11月15日㈬までを「秋の農作業安全月間」に
設定し、農作業事故防止運動を展開しています。
　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」を
スローガンに掲げ、注意を呼びかけています。
　取組の具体例として、次の10項目が示されて
います。実りの秋を無事故で乗り切りましょう。

⑴　ゆとりのある計画的な作業を心掛けま

しょう。

⑵　夕暮れ時に、道路を歩行又は農業機械で

走行する際は、身につけるものや、農業機

械に夜光反射材を付けましょう。

⑶　コンバインにワラがつまったときは、必ず

エンジンを停止してから取り除きましょう。

⑷　家族の誰でもエンジンを停止できるよ

う、日頃から機械のスイッチの位置を家族

で共有しましょう。

⑸　一人での作業は避け、家族には作業場所

と帰宅時間を知らせましょう。

⑹　農業機械の横転・転落事故から体を守るた

め、トラクターには必ず安全フレームを装着

し、運転者は、シートベルトを締めましょう。

⑺　ほ場や路肩は事前に点検し、路肩が分か

るよう草刈をしたり、ポールを立てて路肩を

明確にするなど、危険個所の「見える化」

を進めましょう。

⑻　トラクターで道路走行する時、ほ場へ出

入りする時は、左右ブレーキを連結し、片

ブレーキの誤操作による転落事故を防止し

ましょう。

⑼　脚立など、高所での作業をする時は、転

落しないよう注意しましょう。

⑽　農作業に出かけるときは、携帯電話を持

ち歩きましょう。

秋の農作業安全月間


