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　年頭に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。ま
ずもって、皆様方には、つつがなく新たな年をお
迎えになられたことと思います。心からお慶びを
申し上げます。また、昨年中は、本県の畜産振興
のために、それぞれのお立場におきまして、一方
ならぬご尽力を賜わりました。この紙面をお借り
して厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、農業分野において、国際的に
も、国内的にも大きな仕組みの変更が、合意又は
決定された年となりました。国際的な通商ルール
としては、まず、米国を除く11か国によるＴＰＰ
が昨年11月に大筋で合意され、続いて、12月に
は、日欧ＥＰＡが交渉の妥結に至りました。今
後、関係国での国内承認手続きが進められること
となっています。この二つの国際協定に関して、
政府は、発効した場合の経済効果・影響試算を、
年末に公表しました。それによれば、影響が懸念
されている農業分野については、生産額の減少
が、最大で2,600億円にとどまり、現在の農家所
得は確保され、生産量は維持されるとしていま
す。ただし、これは、国内対策が功を奏した場合
という仮定での試算であり、この試算を疑問視す
る声も見受けられます。
　一方、国内の制度変更では、平成30年産米か

ら、コメの生産調整が廃止されることとなってい
ます。稲作は我が国農業の基幹となるものであ
り、本県においては和牛繁殖との複合経営も多く
存在することから、その影響が心配されるところ
です。
　畜産については、昨年６月に、「加工原料乳生
産者補給金等暫定措置法」の廃止と「畜産経営の
安定に関する法律」の一部改正が行われました。
改正内容は、加工原料乳生産者補給金交付対象者
の範囲拡大等を盛り込んだもので、平成30年４月
１日からの施行となっています。
　このように、我が国の農業、そして畜産を取り巻
く環境は大きく変わろうとしています。政府には、
生産現場での混乱や経営の不安定化を招かないよ
う、強力かつ万全の施策を講じるよう強く求めて参
りたいと思います。それと同時に、私たち畜産関
係者についても、これらの環境変化に的確に対応
していかなければならないと考えるところです。
　年末に平成28年度の農業産出額が公表されま
した。本県は前年度より4.6％アップの2,609億円
で、そのうち畜産については、前年度より6.4％
アップの1,578億円となっています。全体に占め
る畜産の割合は60.5％にもなっています。
　畜産物価格が総じて堅調に推移したことによる
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　１月５日、盛岡市内のホテル東日本において、平成30
年畜産関係機関・団体新年交賀会（主催：岩手県畜産団
体懇話会、事務局：一般社団法人岩手県畜産協会）が、
約160名の参加により、盛会裏に開催されました。冒頭
に、一般社団法人岩手県畜産協会会長理事久保憲雄様か
らのご挨拶（要旨は本誌１ページに掲載）、続いて、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
クラブ会長千葉伝様からのご祝辞を頂戴し、一般社団法
人岩手県農業会議会長佐々木和博様による乾杯のご発声
の後、和やかな歓談が行われました。締めくくりに、全
国農業協同組合連合会岩手県本部本部長畠山俊彰様によ
る手締が行われ、参加者一同、平成30年の本県畜産の発
展に向けて、決意を新たにしました。

【「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。】

ものですが、価格が高値となった一因には、国内
生産基盤の縮小があると言われています。
　県の畜産が、地域経済にとって重要な地位を占
めていることを改めて認識し、生産者の皆様をは
じめとして、関係機関・団体が一丸となって、生

産基盤強化に取り組んで参りたいと思います。
　結びに、平成30年が本県の畜産にとって実り多
い年となり、そして、畜産に関わる全ての皆様に
幸多い年となるようご祈念申し上げ、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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謹 賀 新 年

１　胆江地域の酪農
　胆江地域の酪農は、１経営体当たりの経営規模
は大きいが、１頭当たりの乳量、繁殖成績が、県
平均を下回っており、死廃頭数も多いことが課題
である。特に、繁殖成績の低下は、乳量及び個体
販売数減少の要因となることから、重要な課題と
なっている。

２　第１報と第２報の取組
　第１報では、地域の課題に対応するため、胆江
地域酪農総合支援チームを編成し、次世代経営者
など、モデル経営体（延べ10経営体）を選定し、
定期的な巡回により繁殖成績の向上、乳質改善及
び牧場衛生対策を行った。
　第２報では、第１報の取組のうち、特に重要な
課題である繁殖対策について、重点的に取り組む
こととし、飼養管理を改善する取組及び繁殖検診
経営体数を拡大する取組を行った。

３　飼養管理の改善
⑴　Ａ経営体の取組
　ア　課題と対策
　　ア�　分娩間隔が460日と遅延していたため、

ボディコンディションスコア（以下ＢＣＳ）
を調査したところ、泌乳初期に適正な範囲
にある個体数が少なかった（図１）。この
ことから、泌乳初期に負のエネルギーバラ
ンスが生じており、受胎に必要なエネル
ギーが不足しているため、空胎期間が延長
していると考えられた。

　　イ�　エネルギー不足について、バンクスコア
が低いことが分かり、全体的な給与量不足
とともに、特に、牛群の中で弱い牛が食い
負けていることが推察されたことから、混

合飼料（以下ＴＭＲ）の給与量を10％増給
することを提案した。

　　ウ�　さらに、乾乳期のクローズアップと分娩
直後のフレッシュ管理の実施が困難であ
り、分娩直後にいきなり搾乳牛用の栄養濃
度の濃いＴＭＲを採食するため、アシドー
シスから採食量が低下していることが推察
された。そこで、分娩直後の牛が乾草を自
由採食できるように、ＴＭＲと乾草を併給
することとした。

　イ　結果
　ＢＣＳが適正な範囲にある個体が増加し、
負のエネルギーバランスが改善された（図
１）。これにより、受胎に必要なエネルギー
が確保されたことから、今後、繁殖成績が改
善されると推察される。

⑵　Ｂ経営体の取組
　ア　課題と対策
　育成牛の初回授精月齢が16か月齢と遅延
していた。この原因として、発情観察が不
足していることが推察されるため、発情観
察の徹底を促した。また、過密飼育による
発育不良から、初回発情が遅延していると
考えられたため、パドックの増設を誘導し
た。

平成28年度岩手県獣医畜産業績発表会

畜産技術連盟会長賞（畜産部門）

酪農総合支援体制による生産性向上の取組（第２報）

奥州農業改良普及センター　○新　井　勇　児、茂　呂　勇　悦、長　澤　　亨　

図１　牛群のBCS（改善前H27、改善後H28）
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中央畜産会認証第１号（南山形）

　イ　結果
　初回授精月齢が16か月齢から14.6か月齢と
なり、1.4か月齢短縮した（図２）。

４　繁殖検診拡大の取組
⑴　課題と対策
　ア�　繁殖検診を実施するためには、繁殖台帳
の管理が不可欠であり、計算ソフトで管理
していたが、操作が複雑であり、管理に時
間を要することから、普及センターが担当
していた。しかし、繁殖検診を拡大するた
めには、普及センター以外の関係機関や経
営体自らが繁殖台帳を管理する必要があっ
た。

　イ�　繁殖管理に使用していた計算ソフトのファ
イルを、マクロによりシステム化し、シンプ
ルで操作性の高いものとなった（図３）。ま
た、自動入力機能及び検診票や成績表の自動
作成機能を追加することで、作業労力を大幅
に削減した（図４、５）。

⑵　結果
　台帳をシステム化したことにより、誰でも
容易かつ効率的に繁殖台帳の管理を行うこと
が可能となった。これにより、繁殖台帳の管
理を関係機関と分担することが可能となり、
対象農業者が４経営体から６経営体に増加し
た。

５　今後の取組
　繁殖成績が向上した飼養管理の改善手法につ
いて、検診対象経営体及び課題を抱える地域の
他の経営体に普及拡大する。
　また、繁殖検診の拡大について、現状では、
検診経営体の数は獣医師の数に依存することか
ら、一層の拡大を図るためには、検診の効率化
が必要である。そこで、乳汁中の妊娠関連糖タ
ンパク質含量を検査することで、妊否が高い精
度で分かる有償サービスを、早期妊娠鑑定の代
替に用いるなどの手法の導入を関係機関と協議
していく。

図２　初回授精月齢の推移

図３　システム化した入力方法

図４　自動作成される検診票

図５　成績表
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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

平成28年度に実施した 
経営診断の概要（その２）

《酪農部門》（前号からの続きです）
４　考察
⑴　生産技術指標
　ア　繁殖管理
　平均分娩間隔は、平成28年度調査事例で
14.6か月であり、前年より0.4か月短縮してい
るが、平成27年の牛群検定成績における県内
平均分娩間隔の14.5か月を16事例（約5.2％）
が超過しており、最長の分娩間隔は17か月で
あった。15か月を超過している事例は、飼養
頭数が40頭を超える事例で、労働力も２名の
経営体が多いことから、発情兆候の確認不足
も多いと考えられる。
　平均産次は、前年と同様の2.5産だったが、
県内の平成27年牛群検定成績の平均は2.2産
で、若齢での更新が多いことが窺われた。
　また、暑熱等の影響が受胎時期及び分娩時
期の偏りを生じさせ、夏季に分娩が集中したこ
とにより、事故が多発した事例も見受けられた。
　生産性を向上させるためには、特に、暑熱
対策と発情発見を的確に行い、事故率の低下
と分娩時期の偏り回避に努める必要がある。

　イ　生乳生産
　１頭当たり平均産乳量は8,308㎏で、平成
27年平均より293㎏低下した。
　なお、牛群検定加入農家（27戸）と非加入農
家（２戸）の平均乳量は、加入農家が382㎏、
非加入農家が7,304㎏で、その差は1,078㎏と
大きな開きがあった。

　ウ　乳質
　ほぼ全ての事例で、夏季に乳成分が低下す
る傾向が見受けられ、指標値を下回る事例も
多かった。収益性を向上させるためにも、暑
熱対策や給水面の改善など、飼養環境改善へ
の対策強化が必要と考えられた。

⑵　財務指標
　ア　収益性
　　ア　経産牛１頭当たり平均所得額

　27年度に引き続き、28年度も乳価の見直
しが行われ、平均生乳単価が３円上がっ
た。加えて、子牛や廃用牛等の販売価格が
高値で推移したことから、調査事例におけ
る１頭当たり年間所得額は208千円となり、
平成27年の平均所得額180千円と比較し、28
千円の大幅な増加となった。それに伴い、
乳飼比も乳価の引き上げの効果等により
44.8％となり、前年より約６％程度低下した。

　　イ　生乳１㎏当たり生産原価
　生乳１㎏当たりの労働費を除いた生産原
価では、80円の階層が８事例と最も多く、
次いで、70円の５事例となった。100円以
上の事例も９事例と多い。
　配合飼料や輸入粗飼料価格は安定してい
るものの、依然、高止まりとなっており、重
ねて、燃料価格の上昇や大型経営の事例数
が増えたことにより、雇用を含めた労働費
の上昇等が要因と思われる。そのため、事
例平均値は前年の86.6円より4.3円下がった。

　イ　安全性
　経営の安全性（健全性）の指標となる負債
比率は、27事例で100％未満となっている。
　100％を超える２事例は負債対策農家であ
り、２戸の平均で144.3％と数値が大きく
なっている。それ以外の事例については、健
全性が確保されているものと考えられる。

⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの投下労働時間は、110時
間に満たないものから300時間を超えるものま
で、大きな開きが見られた。110時間未満の平
均経産牛頭数は�73.4頭で、労働時間が増える
ほど平均経産牛頭数は減少傾向となり、頭数規
模の大きな経営体ほど効率的な生産体系となっ
ていることが窺われた。

５　まとめ
　平成28年の酪農経営におけるプラス要素として
は、飲用向け乳価の引き上げ（３円／㎏）や、副
産物である子牛や廃用牛の販売価格の高値が挙げ
られ、経営収支の好転に貢献した。
　また、除染がほぼ終了し、購入飼料から自給飼
料への回帰が進んだこともプラス要素となってい
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ると考えられる。
　一方、マイナス要素としては、燃料や生産資
材、特に、配合飼料や輸入粗飼料購入価格の高止
まりが挙げられ、購入飼料に依存する経営体に
あっては、費用の圧縮が課題となっている。
　生産技術指標としては、平均分娩間隔が前年よ
り0.4か月短縮したが、経産牛１頭当たり産乳量
は293㎏減少した。生乳販売収入の増加と子牛及
び廃用牛の個体販売価格の上昇により、１頭当た
り所得額は28千円、所得率は2.2％、それぞれ前
年平均より増加した。
　財務指標では、生乳１㎏当たりの販売価格が上
昇し、乳飼比が6.0％低下し、生産原価も4.3円低
下した。
　今後、経営者が取り組むべき事項として、次の３
点を理由とともに掲げ、今回の分析のまとめとする。
⑴�　夏季暑熱対策の強化による分娩間隔の短縮と
分娩事故の抑制
　理由
・夏季の乾物摂取量低下による繁殖への影響
等で、分娩時期の偏りや分娩間隔長期化の
原因となっているものと考えられる。

・また、暑熱期の分娩事故発生により、平均
産次も�2.5産と低迷していることから、繁
殖改善や経産牛頭数を確保するためにも、
暑熱対策や給水施設の整備など、経産牛の
ストレス軽減を図る必要がある。
・27年と比較して、１頭当たり産乳量が大き
く低下していることから、個体能力を向上
させるべく、飼養管理を徹底すること。

⑵�　牛群検定事業への参加による飼養牛の能力把
握と牛群の整備
　理由
・牛群検定加入農家と非加入農家とでは、経
産牛１頭当たりの産乳量に大きな差が見ら
れている。
・検定の普及に向けた研修会の開催等、加入
推進の取り組みを進める。

⑶��　自給粗飼料基盤の強化による乳飼比の抑制
　理由
・除染作業の終了に伴い、代替飼料の供給が
停止されたことから、良質な自給粗飼料を
確保し、さらなる低コスト生産に努める必
要がある。

平成29年度馬飼養衛生 
管 理 技 術 地 方 講 習 会

　平成29年度馬飼養衛生管理技術地方講習会（主
催：一般社団法人岩手県畜産協会）が、平成29年11
月17日に滝沢市の岩手産業文化センターアピオで、生
産者や獣医師ほか33名の参加の下に開催されました。
　この講習会では、「馬の飼養管理」について、
独立行政法人家畜改良センター十勝牧場業務第二
課の廣岡俊行課長による講演が行われました。
　講演内容は、大きく４つに分けることができました。
　一つ目は、「一般的な管理上の注意点」で、次の
７点を誰もが心懸けるべき事項としていました。
①採食の状態をよく観察すること、②飼料の内容
や量の変更は時間をかけて、観察しながら行うこ
と、③飼料給与は時間や回数を規則正しく行うこ
と、④飼槽は清潔を保ち、飼料は良質なものを与
えること、⑤一回に給与する飼料の量を均等にす
ること、⑥糞の状態をよく観察すること、⑦運動

後は、クールダウンしてから水や餌を与えること。
　二つ目は、「馬の消化器官の特徴」で、その特
徴と疝痛との関係や飼料給与上の留意点が強調さ
れていました。
　三つ目は、「飼料給与」で、粗飼料・濃厚飼料
の種類ごとの特徴についての解説がありました。
　四つ目は、「時期に応じた飼養管理」で、雌馬
では、繁殖の様々なステージにおける飼料の給与
量や栄養価、雄馬では、一年を４期に分けての栄
養管理が説明されました。
　講演終了後、受講者と講師との間で活発な質疑
応答が行われ、アンケート結果からも有意義な内
容であったことが分かりました。
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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
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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
●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　
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●共進会用 ●牛馬手入用毛ブラシ
　・根ブラシ・金ぐし
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平成29年度いわて肉用牛 
若手・後継者技術向上研修会
　いわて肉用牛躍進運動推進協議会（会長：藤代
克彦（岩手県農林水産部畜産課総括課長））は、
平成29年11月30日に盛岡市のエスポワールいわて
で、平成29年度いわて肉用牛若手・後継者技術向
上研修会を開催しました。
　この研修会では、食肉コーディネーターの片平
絵梨さんが講師として、「素牛不足と市場の国際
化で岐路に立つ和牛マーケット」（副題：赤身vs
霜降り論争と美味しさの追求のブランディング）
と題する基調講演を行いました。
　講師は、まず、和牛子牛の生産減少による子牛
価格の高騰に触れて、その対策として、子取り用
雌牛の減少に歯止めをかける必要性を訴えまし
た。また、枝肉相場については、高値疲れから、
年明け以降は軟調となるとの見方を示しました。

　次に、昨今の牛肉消費トレンドについて、肉食
女子などの言葉を引用し、女性消費者層の台頭、
熟成肉（ドライエイジング）嗜好の高まりなどを挙
げました。消費者の和牛肉に対するイメージとして
は、食感が「やわらかいこと」、品質では「新鮮・
安心・安全・産地生産者が明らか」、価格的には
「高級品」などを挙げました。また、国際化、特に
東京オリンピックを控えた中で、我が国で遅れてい
る「ＧＡＰ」（Good�Agricultural�Practice：農業
生産管理）や「ＨＡＣＣＰ」（Hazard�Analysis�
Critical�Control�Point：危害分析重要管理点）へ
の取組を推進する必要性を訴えていました。

平成29年度岩手県畜産 
技術連盟畜産技術研修会

岩手県養豚振興会平成29年度
第 ２ 回 養 豚 経 営 研 修 会
　岩手県養豚振興会（会長：遠藤啓介）の平成29
年度第２回養豚経営研修会が、平成29年11月15日
に盛岡市つなぎのホテル愛真館で、会員・賛助会
員ほか89名が参加して開催されました。
　この研修会で行われた２題の講演の概要は次の
とおり。
講演１�　「持続可能な畜産のためのＪＧＡＰ認証」

（日本版畜産ＧＡＰの概要と取り巻く環境）
○講師：�一般財団法人日本ＧＡＰ協会理事

澤田　一彦
○要旨：JGAPについての�国の意向は、当面は、東
京オリンピックに向けた調達基準としての位置付
け。オリンピック後は、輸出振興戦略。以上を前
置きした上で、JGAPについて解説。JGAPの効果

は、食品の安全性の向上、環境の保全、労働安
全の確保、競争力の強化、品質の向上、農業経営
の改善や効率化、消費者や実需者の信頼の確保。
講演２�　「養豚経営勝ち残り戦略」（㈲マルミ

ファームの実践から探る）
○講師：�有限会社マルミファーム会長　稲吉　弘之
○�要旨：世界と日本の養豚情勢を概観。マルミ
ファームでの生産の仕組み・成績を解説。最後
に、経営理念として、①良い豚（高能力豚の導
入）、②良い餌（経済性の高い飼料：リキッド
フィーディング）、③良い管理（人材育成・ＡＩ／
ＡＯシステムの導入）を強調。

　岩手県畜産技術連盟（代表世話人：梨木守）の
平成29年度の畜産技術研修会が、平成29年11月14
日に盛岡市のエスポワールいわてで、同連盟の会
員ほか多数の方々が参加して開催されました。
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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/
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2017東日本ディリーショー開催
　東北地区ホルスタイン改良協議会（会長：中六
角保広（岩手県ホルスタイン改良同志会会長））
の主催による「2017東日本ディリーショー」が、
平成29年11月１日にＪＡ全農いわて中央家畜市場

　この研修会で行われた講演の概要は次のとお
り。
講演１「�黒毛和種繁殖経営における多頭飼育管理

のポイント」
○講師：�盛岡農業改良普及センター農業普及員
� 大㟢　　翔
○�要旨：若手の肉用牛生産者等18名で、規模拡大
のノウハウを学ぶため、北海道の大規模黒毛和
種繁殖牧場を視察。多頭管理のポイントとして
は、①給餌・除糞・分娩監視・発情発見等の機
械化による省力化、②人工哺乳・育成牛群再編
等には力を注ぐ、③個体管理システムの導入・
専属化による事故防止、④戻し堆肥の敷料利
用・自家授精等によるコスト低減、⑤コントラ
クター・放牧地利用による粗飼料確保。
講演２「宮城全共における本県の出品対策と成果」
○講師：�岩手県農林水産部畜産課主査

佐藤　洋一
○�要旨：前回の長崎全共から今回の宮城全共まで

の本県における取組を振り返り、成果と反省点
を検証。成果としては、①種々の取組により、
出品者・関係者の一体感が醸成されたこと、②
若手生産者の意識啓発が図られたことなど。反
省点としては、結果として、出品団体表彰入賞
を逃したこと。今後取り組むべきこととして
は、「種牛の部」については、すそ野を広げ、
多くの候補牛を作ること。「肉牛の部」につい
ては、ゲノム情報・脂肪酸組成育種価など種々
の技術をフル活用して、計画的かつ効率的に候
補牛を作ること。

平成29年度馬獣医療臨床実習研修会

　平成29年度馬獣医療臨床実習研修会（主催：一
般社団法人岩手県畜産協会）が、平成29年12月１
日に滝沢市の馬っこパーク・いわてで、岩手県内
で馬の診療に携わる獣医師ほか17名の参加の下に
開催されました。
　この研修会では、平成29年９月に鹿児島県で開
催された「馬飼養衛生管理特別対策事業臨床実習

（主催：公益社団法人中央畜産会）」に本県から
参加した細田千尋獣医師（松園動物病院）が講師
として、前述の実習で学ばれた内容について、講
義と実習が行われました。
　最初に行われた講義は、実際の症例写真を見な
がら、診断名を考えていくという手法で進められ
ました。
　続く実習では、実際に馬を使っての超音波診断
が行われました。プローブの当て方や画像の見方
についての説明の後で、屈腱炎発症馬と非発症馬
の両方を観察し、違いを確認していました。
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公益社団法人　岩手県農畜産物価格安定基金協会
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価格安定事業を通して
　　　畜産経営のお手伝い。
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で開催されました。
　午前８時から審査が始まり、審査の合間に、中
六角会長から、「本日の、2017東日本ディリー
ショーには、北は北海道から南は群馬県、栃木
県、神奈川県まで、まさに東日本全域からご出品
をいただき、その名にふさわしい大会となったこ
とに感謝する。」とご挨拶がありました。
　ホルスタイン種13部門、ジャージー種４部門の
計17部門に出品された193頭について、ストレー
トマンキャトルケアサービス（静岡県）の高橋直
人代表による審査で、次のとおり上位入賞牛が決

定しました。

【2017東日本デイリーショー上位入賞牛】

◆グランド＆シニアチャンピオン
　「ラブリーフアーム�クインジス�ゴールドウイン」

群馬県：㈱長坂牧場
◆�リザーブ・グランド＆インターミディエイト
チャンピオン・乳器最高位賞
　「ＫＣＦ�アツトウツド�インスタマテイツク」

群馬県・㈲ＫＣ牧場
◆ジュニアチャンピオン
　「ＴＭＦ�ナダル�マツカ�チエスター�アンナ�エコー」

北海道・佐藤　孝一
◆リザーブ・ジュニアチャンピオン
　「ＴＭＦ�リラ�スパーク�ダスト�インクスー」　

北海道・㈲田中牧場
◆ジャージー種の部・経産最高位
　「ブライアー�フアラー�バービン�Ｄ」

岩手県・松川　　穣
◆ジャージー種の部・未経産最高位
　「アサナベ�ＶＢ�ルイス�パシフイツク」

北海道・佐藤　孝一

　研究会には、生産農家や流通、料理関係者や行
政機関等が出席し、西和賀町の独自ブランド「銀
雪」についての紹介や、南部かしわの生産、流
通、販売等について意見交換が行われました。
　締めくくりに、「ちゃ
んこ大五郎」（店主：
菅原晴広）による「南
部かしわのつみれ鍋」
の試食会が行われ、参
加者が舌鼓を打ってい
ました。

第29回南部かしわ研究会

　第29回南部かしわ研究会（会長：山舘忠徳（岩
手県農業研究センター畜産研究所所長））が、平
成29年11月10日に岩手県農業研究センター畜産研
究所で開催されました。
　冒頭、山舘会長から、「初代の「南部かしわ」は、
ロードアイランドレッドの雌にホワイトロックの
雄を交配して産まれた雌にシャモを交配して作出
したものであったが、より岩手の独自性を出すた
め、天然記念物の「岩手地鶏」の血統を導入して、
現在の「南部かしわ（２代目）」となっている。
特産肉用鶏の課題は、品質と味の良い鶏肉を安定
生産することと、再生産可能な販売価格が確保さ
れること。皆様から色々なヒントをいただき生産
振興にはずみをつけたい。」と、ご挨拶がありま
した。
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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

謹 ん で 新 春 の ご 祝 詞 を 申 し 上 げ ま す

※�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。

家 畜 の 保 健 衛 生（115）

飼養衛生管理基準の遵守と定期
報告書の提出について

　平成28年度、高病原性鳥インフルエンザは、
隣県の青森県と宮城県を含む北海道・東北から九
州にかけて全国９道県12農場で発生し、感染拡
大を防止する目的で約166万羽の殺処分が行われ
ました。なお、北海道や東北での発生は、初めて
の事例となりました。野鳥についても、全国各地
で感染が確認され、過去最大となる…218例に上
りました。国の疫学調査によると、今回の家きん
における発生に関しては、ウイルスに感染した野
鳥が農場付近に飛来し、周辺環境を汚染したこと
で、家きん舎へのウイルス侵入の機会が増えたた
めと考えられています。
　本県においては、家きんでの発生はありません
でしたが、野鳥において、昨年11月に初めてウ
イルスが検出され、その後３月までに20事例確
認されました。また、３月に宮城県栗原市の養鶏
場で本病が発生した際には、まん延を防止するた
め、県境付近に消毒ポイントを設置し車両消毒を
実施しました。
　今年度も、11月に島根県で野鳥からウイルス
が検出された事例が９例ほど報告され、本県でも
12月14日に一関市でオオハクチョウ１羽の死亡
個体から簡易検査で陽性反応が出て、確定検査で
ウイルスが検出されなかった事例が発生しており
ます。したがって、家きんでの発生リスクは極め
て高い状況にあります。
　一方、牛では韓国、中国をはじめとした東アジ
ア地域において、現在も口蹄疫の発生が続いてお
り、本病の国内への侵入リスクは依然高い状況で
す。
　このような中で、農場への家畜伝染病の侵入防
止対策で重要なのは、「飼養衛生管理基準」の遵
守であり、そのポイントは以下のとおりです。ま
た、万が一、県内で家畜伝染病が発生した場合に
は、迅速に防疫措置が行われなければいけませ
ん。そのために必要なのは、詳細な家畜飼養状況
が記載された定期報告となります。

飼養衛生管理基準のポイント

１　衛生管理区域の設定と消毒の徹底

　衛生管理区域とは、畜舎や飼料タンク、飼料
倉庫及び生乳処理室などを含む区域です。衛生
管理区域は、柵、白線、プランターなどを利用
して区分し、立て看板などで不要な立入を制限
しましょう。
　衛生管理区域や畜舎の出入り口に踏込消毒槽
を設置し、出入りする人の靴底を消毒しましょ
う。また、消石灰帯や消毒薬噴霧器などの消毒
設備を設置し、車両を消毒しましょう。

２　立入記録の保存

　農場へ立ち入った人や車両、導入した家畜に
関する情報を台帳などに記録し、少なくとも１
年間は保管しましょう。

３　家畜の健康観察と早期通報

　毎日健康観察を行い、異常が確認されたら直
ちに家畜保健衛生所に通報しましょう。

定期報告書の提出

　家畜の飼養者は２月１日時点の飼養状況を毎
年、定期報告書により提出することが義務付けら
れています。

１　家畜の種類と提出期限

　⑴　…牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、
　　いのしし⇒４月15日締切
　⑵　…鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほ

ろほろ鳥、七面鳥⇒６月15日締切

２　提出窓口

　⑴　…最寄りの家畜保健衛生所へ郵送、持参また
はＦＡＸ

　⑵　市町村、農協の畜産担当窓口に提出

３　その他

　添付書類の農場の図面等は前年と変更が無け
れば省略可能です。
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謹んで新春のご祝詞を申し上げます

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

　後継牛の確保のために、また、ＥＴ和牛・Ｆ１・乳雄子牛の個体販売収入向上のために、冬場の子牛の
飼養管理についておさらいします。哺育牛の管理は手間がかかりますが、非常に農場の利益につながる大
切な部分です。

１　生まれたての子牛のケア
⑴　体温の低下を防ぐ
　冬の寒い時期、羊水で全身が濡れたままでは、あっという間に子牛の体温が低下してしまいます。子
牛のカラダをきれいに拭いて、マッサージを行います（体表の乾燥と血液循環の促進）。低体温症は胎
児死の主要な原因の一つであり、カーフウォーマーの使用や子供用プールを使った沐浴で体温を改善し
てやることも有効な手段です。
⑵　初乳を飲ませる
　母牛から子牛へ免疫の移行は初乳を介してのみ行われます。子牛を清潔な場所に移動し、確実な免疫
獲得のために初乳は３リットル以上を飲ませます。
　生後、哺乳意欲が出たらできるだけ早く（遅くとも６時間以内に）給与し、そして12時間以内にも
う１回給与します。
　初乳は分娩後、できるだけ早く、免疫濃度が低下する前に搾乳します。
　ただし、血乳、乳房炎乳の場合、給与は避けます。凍結初乳、初乳製剤を常備しておくと良いです。
　初乳給与量が十分だった個体は、少なかった個体と比較して、その後の増体や乳量が多くなったとい
う報告もあります。生後、数時間の管理が、その後長く影響を及ぼすことになりますので、しっかり初
乳を給与しましょう。

２　子牛の飼養環境
　子牛は、15℃以下になると体温を維持するためにエネルギーを消費しなければなりません。０℃で
は20℃時に比べて約1.5倍のエネルギーが必要になり
ます。
　「清潔」で「乾燥」した「快適」な飼養環境を、子
牛のために用意してください。
　ワラは乾燥していれば優れた敷料ですが、水はけが
悪いのが欠点です。こまめに交換しましょう。子牛の
前膝が汚れていたりすると交換が必要です。

３　子牛のエサ
⑴　乳（生乳、代用乳）
　１日６リットル飲ませますが、冬は子牛の口に入るところで39～40℃になるよう加温調整を行います。
⑵　スターター
　３週齢までは１日�300ｇ程度に制限します。スターターは洗面器のような底の浅い容器に入れて給与
すると子牛が食べやすくなります。
⑶　乾草
　離乳までの採食量は、現物で１日50ｇ程度を給与します。乾草は、栄養源というよりも、正常な第
一胃発達のために必要です。
⑷　水
　固形飼料の採食量を確保するために必要です。（代用乳からの水分だ
けでは不足）。冬は温水の給与が望ましいです。また、代用乳と水の給
与間隔は30分以上空けます。

報情 （64）産畜 術技

経営の足下を見直す「子牛の飼養管理」

清潔・乾燥・十分な敷料

固形飼料と水は同時に給与します

ネックウォーマーとカー
フジャケットで追加対策



平成３０年１月１日 岩　手　の　畜　産 隔月 １日発行　第５４６号⑿⑿

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

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
12／6
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 120 1,290,600 471,960 741,411 292 2,540
♂♂
♂- 163 1,252,800 541,080 882,612 319 2,767
計 283 1,290,600 471,960 822,739 307 2,676

県南
12／7
㈭

磐　 井

♀ 119 975,240 52,920 732,893 281 2,606
♂♂
♂- 174 1,284,120 424,440 862,560 316 2,727
計 293 1,284,120 52,920 809,897 302 2,681

中央
12／13
㈬

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 154 1,194,480 224,640 681,003 280 2,431
♂♂
♂- 191 1,192,320 560,520 843,814 313 2,697
計 345 1,194,480 224,640 771,139 298 2,586

中央
12／14
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 162 1,121,040 332,640 703,847 269 2,614
♂♂
♂- 231 1,277,640 548,640 839,702 297 2,826
計 393 1,277,640 332,640 783,701 286 2,743

中央
12／15
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 143 889,920 456,840 674,834 284 2,376
♂♂
♂- 188 1,126,440 369,360 841,619 315 2,673
計 331 1,126,440 369,360 769,564 302 2,552

合　　計

♀ 698 1,290,600 52,920 704,273 281 2,510
♂♂
♂- 947 1,284,120 369,360 852,497 311 2,740
計 1,645 1,290,600 52,920 789,603 298 2,648

平成29年12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12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
1,073

円
826,971,120

円
770,709

日本短角種 5 1,114,560 222,912
交雑種・乳 12 3,611,520 300,960
（注）：金額、平均価格は消費税込み

平成29年度食肉惣菜創作発表会

　全国食肉事業協同組合連合会・岩手県食肉事業
協同組合連合会・岩手県食肉消費対策協議会主催
の平成29年度食肉惣菜創作発表会が、平成29年11
月９日、盛岡市都南公民館で開催されました。
　この発表会は、食肉小売店での食肉惣菜の開発
に役立てるため、一般消費者の方から国産食肉を
使用した惣菜のレシピを募集し、書類審査で選ば
れた方に実際に調理していただき、全国大会（12
月９日開催）への出場者を決めるものでした。
　ルールは、①国産食肉を使用すること、②材料費

（税抜き）は、完成品４パックで２千円以内とする
こと、③調理時間は１時間以内とすることでした。
　当日は、書類審査で選抜された５名が自慢の腕
を振るいました。審査の結果、紫波町の高橋ノリ
子さんの創作した「じゃじゃみそ煎餅の肉巻き」
が最優秀賞を獲得し
ました。
　全国大会では、惜
しくも入賞を逃しま
したが、岩手代表と
して堂々と調理する
とともに、県産食肉
のＰＲにもご貢献い
ただきました。

　公益社団法人畜産技術協会、独立行政法人家畜改良センター及びいわて肉用牛躍進運動推進協議
会の主催で、平成30年２月８日（木）午後１時半から、岩手産業文化センター（アピオ）で開催。
基調講演は、独立行政法人家畜改良センター改良部種畜課課長補佐の渡邊貴之氏による「代謝プロ
ファイルテストで読み解く繁殖雌牛の栄養管理」。黒毛和種繁殖経営での生産性向上に役立つ内
容。参加申込は関係機関・団体を通じて取りまとめ中。

平成29年度ICT活用小規模繁殖管理体系実証調査事業セミナー（開催予告）


