
平成３０年３月１日岩　手　の　畜　産隔月（奇数月）１日発行 第５４７号 ⑴

一般社団法人岩手県畜産協会

印　刷 株式
会社小 松 総 合 印 刷

発 行 所

〒０２０‒０６０５ 滝　沢　市　砂　込　３８９　番　７

FAX
０１９ ６９４ １３００㈹ー ー
０１９ ６９４ １３０５ー ー

題 字 は 達 増 知 事

U　R　L：http://iwate.lin.gr.jp
E-Mail：info@iwate.lin.gr.jp

畜産春秋……………………………………………………………１
平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会……………………………２
平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会（岩手県知事賞（獣医部門））……２
平成28年度に実施した経営診断の概要（その３）《肉用牛部門》……４
ＩＣＴ活用小規模繁殖管理体系実証調査事業セミナー………７
平成29年度第２回牛飼い女子会……………………………………８

第１回いわて馬事文化シンポジウム……………………………９
畜産の研究（111）……………………………………………………９
畜産技術情報（65）……………………………………………………11
家畜の保健衛生（116）………………………………………………12
子牛市場及び家畜市場成績………………………………………12

も く じ
C O N T E N T S

平成30年３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。】

岩手県農業研究センター畜産研究所　
所長　山　舘　忠　徳

　平成28年度の岩手県農業産出額が公表され、
2,609億円、前年比104.6％へと増加しました。そ
のうち畜産分野は肉用子牛価格の高騰もあって前
年比106.4％と大幅に伸びていますが、取り巻く
生産環境・状況を考えると決して喜んでばかりは
いられません。
　先日のニュースで平成28年の日本の食肉
輸入が過去最高200万ｔ以上を記録したと
ありました。平成3年の牛肉輸入自由化以
降、米国産・豪州産牛肉が急増し、平成13
年のBSEの発生では輸入豚肉が台頭し、豚
にPEDが発生すると輸入鶏肉が増加し、
結局あらゆる食肉需要で外国産を求める姿
に変わってきています。そのような中で、
昨年TPP11や日欧EPAが大筋合意され、
さらに牛肉・豚肉の関税が引き下げられよ
うとしています。
　一方、国内の生産構造は、生産者の減
少・高齢化の進行、担い手不足に歯止めが
かからず、特に畜産分野は他の農業分野よ
り厳しい状況です。畜産経営体の法人化や
規模拡大が進み、雇用就農者も伸びてはい
ますが、減少がそれを上回ってます。
　このような状況の中で、消費者ニーズに
応えながら、グローバルな価格競争の中で
安定的に再生産できる畜産経営を確立していくこ
とは並大抵のことではありません。
　これから期待したいのは、やはり「技術革新」
ではないでしょうか。
　一つの畜産物を作るには数多くの技術が積み重

ねられていますが、これからの畜産技術には、こ
れまで以上に、高品質なものを省力的に低コストに
生産することが求められます。優秀な種苗・種畜
の確保、増殖・繁殖の高度なコントロール、良質
な自給飼料の確保、適正な衛生管理など、それぞ

れの部門に超省力化が期待できるロボット
やセンサーを活用したり、バイオテクノロ
ジー、そしてＡＩ（人工知能）などの先端
技術を応用することが必須となるでしょう。
　畜産研究所でも、近年、先端技術を活用
し、分娩前後の牛体に加速度センサーを装
着することにより周産期病の予兆や発情を捉
えて、搾乳牛や繁殖牛の損耗防止や適正な
繁殖管理を行う技術、また、DNA解析によっ
て種畜の能力評価を早期に行い、改良速度
を飛躍的に早める技術の開発に取り組んで
います。今後は、ドローンを活用した草地の
管理や、高度通信技術を活用した放牧管理
について、異業種の技術者とも連携し超省
力化を目指すとともに、従来からの種雄牛造
成手法に新たな選抜技術を取り入れて、改
良のスピードアップを図っていきます。
　技術は、生産現場で生産者に活かされな
ければなりません。「胸中成竹」の精神で設
計した試験課題を成果にとりまとめ、指導

機関、生産者の協力を得ながら、現地実証、技術
改良を加えて、使える技術に育てていただくこと
が必要です。「技術革新」に向けて、関係者の方々
とこれまで以上に情報共有や連携を大切にしたい
と考えますので、今後ともよろしくお願いします。

「技術革新」を 思 う
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平成29年度 
岩手県獣医畜産業績発表会

　平成30年１月18日と19日の２日間にわたり、盛
岡市の岩手県水産会館において、平成29年度岩手
県獣医畜産業績発表会が開催されました。
　１日目の獣医部門は、家畜保健衛生所から17
題、岩手県農業共済組合から２題の発表がありま
した。また、２日目の畜産部門には、振興局から

２題、普及センターから２題、公益社団法人岩手
県農業公社と岩手江刺農業協同組合から各１題、
岩手県立農業大学校から３題の発表がありました。
　審査の結果、各賞受賞演題は次のとおり。

表彰名 演　　　　　題 発　表　者

岩手県知事賞（獣医部門） Ａ町における地域ぐるみの牛ウイルス性下痢・粘膜病清浄化対策 岩手県中央家畜保健衛生所
多田　成克

岩手県知事賞（畜産部門） 久慈地域における籾米サイレージの生産・供給体制の確立
～耕畜連携による震災からの復興～

県北広域振興局本局農政部
高杉　　亘

岩手県獣医師会長賞 岩手県内で分離された Salmonclla Typhimurium 及び Salmonclla04:i:-
の分子疫学解析及び薬剤感受性

岩手県中央家畜保健衛生所
吉田　恵美

岩手県畜産協会長賞 江刺牛への飼料用トウモロコシサイレージ給与の試み 岩手江刺農業協同組合
後藤　功賢

岩手県畜産技術連盟賞 広域コントラクタによる粗飼料広域流通に向けた取組み 公益社団法人岩手県農業公社
國分　浩章

岩手県農業共済組合長賞 乳牛の周産期における肝機能評価と疾病発生との関連 岩手県農業共済組合東南部地域センター
渡邉　康平

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、下痢・呼吸器症状等
がみられるほか、妊娠牛では流産や産子の異常、
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
り、他農場への感染源となるため、問題となる。
　管内A町では、当所指導の下、平成25年度から
5年間BVD-MD清浄化対策に取り組んできた。平
成29年度にはこれまでの課題を整理し、平成30年

度からの新たな取組を計画したので、報告する。

２　町の概要および経緯
　管内A町では、乳用牛、肉用牛合わせて約１万
頭の牛が飼養されている。また、町内に約2,000
頭を飼養する乳用育成牛大規模預託施設があり、
県内では特に酪農が盛んな町という位置づけに
なっている。
　対策開始のきっかけは、平成24年にＡ町１酪農
場における本病の発生であった。疫学調査結果か
ら本病が町外にも及んでいることが判明し、Ａ町

平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（獣医部門）

Ａ町における地域ぐるみの牛ウイルス性下痢・粘膜病清浄化対策
岩手県中央家畜保健衛生所　〇多　田　成　克、芋　田　淳　一　
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が本病対策の重要性を認識し、平成25年度から
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
を開始された。対策期間は平成25年度からの５か
年計画とし、町内清浄化を推進してきた。対策５
年目となる平成29年度には、５年間の対策課題を
整理し、平成30年度からの新たな清浄性維持対策
計画を作成した。

３　これまでの取組
（１）スクリーニング検査

　町内の３か月齢以上の牛を対象に、法５条検
査の余剰血清を活用した個体ごとの遺伝子検査
を実施した。乳用牛は168戸8,669頭、肉用繁殖
牛は85戸1,163頭を検査した。乳用牛は５年間
かけて町内全戸を検査し、肉用牛は１年間で検
査した。

（２）ワクチン接種啓発
　農家説明会の開催、リーフレットの作成・配
布、協議会によるワクチン接種費用助成によ
り、接種を啓発した結果、計22戸525頭が接種
した。

（３）導入牛検査
　町内外からの導入牛を対象に、随時、検査を
実施した。検査は、町内預託施設への預託牛や
妊娠牛の場合はその産子も対象に含め、計98戸
496頭を実施した。

（４）PI牛発生農場の清浄化対策
　大規模預託施設１戸を含めた10戸の発生農場
について、対策を行い、清浄化を達成した。

４　PI牛発生状況（図１）
　Ａ町の５年間の発生状況を図１に棒グラフで示

した。５年間で
実10戸25頭をと
う汰し、町内の
清浄化を推進し
てきた。品種別
の発生状況は、
乳用牛で19頭と
発生が多く、ま
た、肉用牛６頭
のうち５頭は酪

農家由来の肉用牛だった。なお、平成28年度に発
生があった８頭のうち６頭は大規模預託施設におけ
る県外預託牛での発生だった。

５　平成30年度以降の取組（図２）
　これまで５年間の取組において、スクリーニン
グ検査にかかる作業負担、ワクチン接種率の低
値、導入牛検査の不徹底が問題となっていた。こ
れらを踏まえ、ワクチン接種の徹底と検査の効率
化が必要と考え、平成30年度以降の新たな取組を
以下のとおり計画した。

（１）スクリーニング検査
　乳用牛は個体検査からバルク乳検査に変更し
た。集乳車ごとにプール検査を行い、町内全て
の酪農家を対象に年２回実施する。この方法に
より、これまで５年かかっていた町内全戸の
BVD検査を毎年２回実施することが可能になる。
　肉用牛は従来どおり、５年に１回の法５条検
査の余剰血清を用いて、町内全ての肉用繁殖農
家を検査する。

（２）ワクチンの一斉接種（図３）
　従来の随時接種から、新たに一斉接種に変更
する。対象は生後５～11か月齢の自家保留する
育成牛とし、BVD １型、２型を含む６種ウイ
ルス混合生ワクチンを使用する。接種時期は乳
用牛は対象牛を年2回に分けて一斉接種し、肉
用繁殖牛は市場出荷牛のワクチン接種と併せて
毎月実施する。

（３）町外導入牛検査
　検査対象は、町外から町内の農場・預託施設
に導入される牛とし、ワクチンの一斉接種後は図１　５年間のＡ町PI牛発生状況

図２　平成30年度以降の新たな取組
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動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

２　分析結果の概要
⑴　繁殖経営
　ア　黒毛和種

生産技術項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年（16例） 28年（16例）

成雌１頭当たり子牛出産数   0.88頭（±0.09）   0.85頭（±0.09）
成雌１頭当たり子牛販売数   0.71頭（±0.18）   0.69頭（±0.14）
分娩間隔 13.0か月（±1.4） 13.0か月（±0.9）
子牛事故率    4.9％（±4.9）    5.0％（±5.0）

雌
子
牛

出荷日齢   277日（±28）   285日（±18）
出荷体重   255㎏（±40）   262㎏（±18）
日齢体重  0.918㎏（±0.11）  0.919㎏（±0.06）

去
勢
牛

出荷日齢   279日（±14）   281日（±15）
出荷体重   291㎏（±27）   293㎏（±18）
日齢体重  1.043㎏（±0.07）  1.044㎏（±0.06）

損益項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年 28年

子牛販売額（雌・去勢平均） 625,935円
（±66,510）

755,090円
（±107,675）

成雌牛１頭当たり売上高 435,124円
（±132,615）

518,793円
（±135,117）

成雌牛１頭当たり年間所得 123,013円
（±85,237）

168,952円
（±146,073）

所得率 28.3％
（±14.5）

29.9％
（±22.3）

１　分析対象の内訳
　平成28年度の畜産生産基盤育成強化において、
経営診断改善指導及び経営管理技術指導を行った
25経営体を対象とした。（調査期間：平成28年１
月１日～12月31日）
⑴　目的別の内訳

⑵　品種・経営区分別の内訳

⑶　経営者の年齢毎の内訳

《肉用牛部門》

区　　分 事例数
経営改善を図るための資金借入計画 １例（ 4.0％）
所得向上のための現状分析 12例（48.0％）
投資後の経営状況分析 ８例（32.0％）
生産状況分析（地方特定品種） ４例（16.0％）

区　　分 事例数
黒毛和種 繁殖 16例（64.0％）
黒毛和種 肥育 ５例（20.0％）
日本短角種 繁殖 ２例（ 8.0％）
日本短角種 肥育 １例（ 4.0％）
褐毛和種 繁殖 １例（ 4.0％）

区分 20代 30代 40代 50代 60代 70代

事例数 １例
（4.0%）

１例
（4.0%）

９例
（36.0%）

４例
（16.0%）

８例
（32.0%）

２例
（8.0%）

【対象概要】表（目的別の内訳）
区　　分 事例数

所得向上のための現状分析 11例（68.75％）
投資後の経営状況分析 ５例（31.25％）

分析対象内訳（飼養頭数別）表

区分 15頭
未満

15～30
頭未満

30～40
頭未満

40～50
頭未満

50頭
以上

事例数 ２例
（12.5%）

５例
（31.25%）

１例
（6.25%）

５例
（31.25%）

３例
（18.75%）

これまで実施していた町内間の導入牛検査は実
施しないこととした。

（４）新たなPI牛が確認された農場の清浄化
　スクリーニング検査で陽性となった農場を対
象として、家保が従来どおり、全頭検査による
PI牛の特定と清浄化対策を実施する。

６　まとめ
　Ａ町の地域一体となった総合的なBVD-MD清浄
化対策事例は県内初である。Ａ町では平成25年度
から５か年計画で町内清浄化を推進し、節目となる
29年度に新たな事業計画を作成し、平成30年度以
降は新たな取組により清浄性を維持する。当所とし
ては家畜衛生面の指導を継続しながらBVD-MDを
含む呼吸器・下痢症予防による生産性向上対策の
モデルケースとして他地域への普及を図っていく。

図３　ワクチンの一斉接種

平成28年度に実施した 
経営診断の概要（その３）
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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 ㈹　

　成雌牛１頭当たりの子牛出産頭数は0.85頭
（標準偏差：±0.09）で、前年より0.03頭減
少した。
　平均分娩間隔は13.0か月（標準偏差：±0.9）
で、前年と変化はなかった。
　日齢体重は、雌及び去勢のいずれにおいて
も、前年より0.001㎏増加した。
　子牛１頭当たりの販売額（雌と去勢の平均）
は755,090円で、前年より129,155円上回った。
　成雌牛１頭当たりの売上高は 518,793円
（標準偏差：±135,117）で、前年より83,669
円上回った。
　成雌牛１頭当たりの年間所得は168,952円
（標準偏差：±146,073）で、前年より45,939
円上回った。
　所得率は29.9％で、前年より1.6％上回った。

　イ　日本短角種

　成雌牛１頭当たりの子牛出産頭数は0.94頭（標
準偏差：±0.14）で、前年より0.06頭減少した。
　平均分娩間隔は、12.2か月（標準偏差：±
0.3）で、前年より2.3か月短縮された。
　日齢体重は、雌で0.035㎏、去勢で0.008
㎏、それぞれ前年より増加した。
　子牛１頭当たりの販売額（雌と去勢の平均）
は367,200円で、前年より39,312円下回った。
　成雌牛１頭当たりの売上高は263,351円（標準
偏差：±67,655）で、前年より49,351円下回った。
　成雌牛１頭当たりの年間所得は206,125円
（標準偏差：±75,273）で、前年より15,114
円下回った。
　所得率は75.9％で、前年より5.1％上回った。

ウ　褐毛和種（参考）

⑵　肥育経営
　ア　黒毛和種

生産技術項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年（２例） 28年（２例）

成雌１頭当たり子牛出産数   1.00頭（±0.07）   0.94頭（±0.14）
成雌１頭当たり子牛販売数   0.77頭（±0.07）   0.71頭（±0.11）
分娩間隔 14.5か月（±2.2） 12.2か月（±0.3）
子牛事故率    0.0％（±0.0）   20.0％（±20.0）

雌
子
牛

出荷日齢   213日（±3）   213日（±8）
出荷体重   200㎏（±29）   206㎏（±9）
日齢体重  0.937㎏（±0.15）  0.972㎏（±0.08）

去
勢
牛

出荷日齢   209日（±9）   181日（±51）
出荷体重   228㎏（±18）   198㎏（±64）
日齢体重  1.089㎏（±0.04）  1.081㎏（±0.05）

損益項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年 28年

子牛販売額（雌・去勢平均） 406,512円
（±31,937）

367,200円
（±41,040）

成雌牛１頭当たり売上高 312,702円
（±49,899）

263,351円
（±67,655）

成雌牛１頭当たり年間所得 221,239円
（±61,992）

206,125円
（±75,273）

所得率 70.8％
（±8.6）

75.9％
（±9.1）

【対象概要】表（目的別例数）
区　　　　分 事例数

生産状況分析（地方特定品種） ２例（100％）

分析対象内訳（飼養頭数別）表
区分 10頭未満

事例数 １例（100％）

分析対象内訳（飼養頭数別）表
区　分 10頭未満
事例数 ２例（100％）

損益項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 28年

子牛販売額（雌・去勢平均） 479,271円
成雌牛１頭当たり売上高 731,092円
成雌牛１頭当たり年間所得 522,345円
所得率    71.4％

【対象概要】表（目的別例数）
区　　分 事例数

経営改善を図るための資金借入計画 １例（20％）
所得向上のための現状分析 ２例（40％）
投資後の経営状況分析 ２例（40％）

分析対象内訳（飼養頭数別）表
区分 50頭未満 50～100頭未満

事例数 １例（20%） ４例（80%）

生産技術項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年（４例） 28年（５例）

雌
若
齢

肥育期間   618日（±39）   652日（±23）
肥育終了時日齢   953日（±1）   885日（±30）
肥育終了時体重   644㎏（±23）   627㎏（±37）
１日当たりの増体量 0.597㎏（±0.05） 0.597㎏（±0.07）

去
勢
若
齢

肥育期間   632日（±40）   649日（±8）
肥育終了時日齢   937㎏（±19）   928㎏（±13）
肥育終了時体重   757㎏（±45）   752㎏（±47）
１日当たりの増体量 0.719日（±0.05） 0.715日（±0.05）
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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

　肥育期間は、雌若齢で34日、去勢若齢で17
日前年より延長し、肥育終了時体重は、雌で
17㎏、去勢で５㎏、それぞれ減少した。
　一日当たりの増体量は、雌若齢で変化な
く、去勢若齢で0.004㎏、前年より減少した。
　肥育終了時日齢では、雌若齢で885日（29.1
か月）、去勢若齢で928日（30.5か月）となった。
　肥育牛出荷１頭当たりの売上高は1,344,315
円（ 標 準 偏 差： ±207,214） で、 前 年 よ り
275,609円上回った。
　 年 間 所 得 は112,975円（ 標 準 偏 差： ±
67,545）で、前年より18,798円上回った。
　所得率は15.0％で、前年より0.8％下回った。

　イ　日本短角種（参考）

　肥育期間は、雌若齢では54日前年より延長
し、去勢若齢では前年より69日短縮したが、
肥育終了時体重は、雌で28㎏、去勢で19㎏、
それぞれ前年を上回った。
　一日当たりの増体量は、雌若齢で0.059㎏前年よ
り下回り、去勢若齢で0.104㎏前年より上回った。
　肥育出荷時日齢では、雌若齢で821日（27.0
か月）、去勢若齢で787日（25.9か月）となった。
　所得率は△30.2％で、前年より大きく下回った。

３　考察
⑴　繁殖経営
　ア　黒毛和種
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、牛の観察に時間を費や
している経営体ほど短く、他に、放牧の実
施、長期不受胎牛の更新が短縮に結びつい
ていると考えられた。
　一方、猛暑及び長期不受胎牛の存在が分
娩間隔の長期化につながっていると思われ
る事例もあった。

　　イ　財務管理
　子牛市場での高値取引が続いており、所
得率も前年を上回った。
　一方で、新規就農等及び規模拡大に取り
組んでいる経営体は、先行投資により所得
が低くなる傾向にあった。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、12.2か月で、前年より
2.3か月短縮した。
　これには、長期不受胎牛の廃用によると
ころが、大きく影響した。

　　イ　財務管理
　子牛販売価格が高値であったため、年間
所得率は前年より5.1％上回った。

⑵　肥育経営
　ア　黒毛和種
　　ア　生産技術

　調査事例の肥育終了時月例は30.4か月で
あり、全ての経営体が30.0か月を超える月
齢となっている。また、肥育終了時体重
は、全ての経営体で出荷体重を増やすた

【対象概要】表（目的別例数）
区　　分 事例数

生産状況分析（地方特定品種） １例（100％）

分析対象内訳（飼養頭数別）表
区分 20頭以上

事例数 １例（100％）

生産技術項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年（２例） 28年（１例）

雌
若
齢

肥育期間   525日（±16）   579日（±0）
肥育終了時日齢   823日（±67）   821日（±0）
肥育終了時体重   642㎏（±12）   670㎏（±0）
１日当たりの増体量 0.807㎏（±0.01） 0.748㎏（±0）

去
勢
若
齢

肥育期間   606日（±57）   537日（±0）
肥育終了時日齢   786㎏（±13）   787㎏（±0）
肥育終了時体重   688㎏（±11）   707㎏（±0）
１日当たりの増体量 0.769日（±0.08） 0.873日（±0）

損益項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年 28年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 1,068,706円
（±249,166）

1,344,315円
（±207,214）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 94,177円
（±49,466）

112,975円
（±67,545）

所得率 15.8％
（±7.2）

15.0％
（±8.1）

損益項目（カッコ内は標準偏差）
区　　　分 27年 28年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 599,510円
（±36,590）

838,492円
（±0）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 △60,885円
（±148,114）

△130,999円
（±0）

所得率 △15.6％
（±36）

△30.2％
（±0）
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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/

め、素牛の選定及び飼養管理の徹底に取り
組んでいる。
　素牛高が、経営に影響する中にあって、
調査経営体のうち、３戸が繁殖部門を取り
入れており、特にも、一貫経営では、素畜
費の抑制効果が大きかった。

　　イ　財務管理
　肥育素牛導入価格が高値で推移したもの
の、枝肉相場も高水準にあったことから、売
上高では、全ての経営体が前年を上回った。
　年間所得は、前年を上回ったものの、所
得率は前年をやや下回った。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　肥育終了時日齢を平均月齢にすると、
26.6か月となった。
　平成28年に出荷された肥育牛の導入時の
平均価格は、去勢で307千円、雌で301千円
だったが、調査期間の素牛価格は、去勢が
418千円、雌が440千円と上昇しており、今
後の収益性の悪化が懸念される。　

　　イ　財務管理
　１事例のみの参考値であるが、損益計算に
おいて、経常利益及び所得がマイナスとなっ
たことについては、素畜費の影響が大きい。

４　まとめ
⑴　繁殖経営

　黒毛和種及び地方特定品種で、規模拡大に向

けて取り組んでいる１経営体を除いて、他の全
ての事例において所得が確保された。近年、子
牛の生産性を高める取り組みとして、情報通信
技術（ＩＣＴ）を活用し、より早期の受胎によ
る分娩間隔の短縮等に取り組む事例が増えてき
た。分娩間隔の短縮等の繁殖技術改善に併せ
て、牛群の内容精査と計画的な更新により、収
益性を向上させることが期待できる。
　なお、繁殖経営にあっては、粗飼料及び放牧
等を有効に活用することなどにより、購入飼
料、生産原価の低減も期待できる。
　また、疾病対策・衛生対策については、予防
に重点を置くとともに、発生を早い段階で見つ
けて、速やかな獣医師による治療を心掛けたい。

⑵　肥育経営
　肉用牛肥育経営は、素牛導入費や購入飼料等
の運転費用に多くの資金を要し、更には、子牛
価格・枝肉価格の相場、配合飼料価格等、経営
内外の影響に左右されやすく、回転率も低いこ
とから、常に資金繰りを念頭におく必要があ
る。
　堅調だった枝肉価格が、やや弱含みとなる中
で、今後、高額な素牛が出荷の時期を迎える。
セーフティネットとしての肉用牛肥育経営安定
特別対策事業（牛マルキン）への加入が必須で
ある。
　また、飼養管理と衛生対策強化による事故防
止が経営継続のために、これまで以上に重要と
なる。

ＩＣＴ活用小規模繁殖管理
体系実証調査事業セミナー

　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
会の共催による標記セミナーが、平成30年２月８
日に岩手産業文化センター（アピオ）で開催され
ました。
　このICT活用小規模繁殖管理体系実証調査事業
は、平成27年度から盛岡市玉山地区の３戸の和牛
繁殖農家に、発情発見装置を導入して、繁殖成績

向上に係る効果を検証しようとするものです。
　セミナーでは、まず初めに、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邉貴之氏
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」と題した基調講演が行われまし
た。渡邉先生が同センターの鳥取牧場に勤務して
いた時に、胚移植の成績が非常に悪い状況に直面
し、その改善のために、代謝プロファイルテスト
（ＭＰＴ）に取り組んだという経緯や、ＭＰＴの
結果を基に飼養管理の改善を行った結果、受胎率
が飛躍的に向上したこと、代謝プロファイルテス
トの理論についてのお話をお聞きすることができ
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
〒020‒0024　岩手県盛岡市菜園一丁目４番10号　第二産業会館２階
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ホームページ：http : / / www. is op . n e . j p / iwn k ik in /

価格安定事業を通して
　　　畜産経営のお手伝い。

　次に、現地指導とデータ収集に当たった高橋政
義氏（元農研機構畜産草地研究所）から、前述の
実証調査事業参加農家３戸すべてで、分娩間隔の
短縮が図られたことが報告されました。
　その後、渡邉先生、高橋先生と３戸の農家を交
えた総合討論が行われました。３戸の農家から
は、発情発見装置が有用であること、繁殖に対す
る意識が高まり、発情監視に費やした時間は装置
の導入前より増えたなどの発言がありました。ま

た、１戸の農家では、この事業期間の途中で、繁
殖成績が悪くなり、ＭＰＴを行ったことが報告さ
れました。ＭＰＴの結果、給与していた自給飼料
（乾草）に含まれるたんぱく質の量が問題だった
ことがわかり、飼料給与を変更したところ、繁殖
成績が回復したとのことでした。
　発情発見装置及び代謝プロファイルテストの有
用性を強く認識するセミナーとなりました。

平成29年度　　　　 

第２回牛飼い女子会

　平成29年度「第２回牛飼い女子会」が、２月９
日に盛岡市内で開催されました。
　この会は、肉用牛生産や酪農に携わる牛飼い女子
の相互の交流や、経営技術の向上を図ることを目的
として、平成27年に設立され、牛飼い女子グループ
の活動計画等の紹介や、牛の飼養管理に関する研修
会を実施してきました。初年度の参加は８グループ
でしたが、年を追うごとに拡大し、３年目の現在、15
グループ330名が活動しています。当日は、県内一円
から牛飼い女子100名のほか、関係機関・団体の職
員等を合わせて総勢160名の参加となりました。
　岩手県副知事の千葉茂樹氏のご挨拶の後、フ
リーアナウンサー・農業ジャーナリストの小谷あ
ゆみ氏から、「地域の課題を恵みに変える仕事～
全国の畜産現場から～」と題した講演が行われま
した。その中で、小谷氏は、「農業の価値と消費
者の価値観が変遷してきて、食糧確保→安全・安
心→健康・美容→そして今は、道徳・倫理・社会
貢献と健康で持続可能な生活様式に変わりつつあ
り、物質販売・消費より感動販売、物語消費の時
代になってきている。」と話されました。

　続いて、牛飼い女子15グループが各グループご
とに、代表者から活動内容、活動成果の報告が行
われました。
　小谷氏からは、「何を伝えるか、伝えたいか、
が大事です。原稿なしで自分の言葉で話される
と、聞いている人にスーッと入ってくるし、自分
が面白いと思ったことを伝えることも必要です。」
との講評がありました。
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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。

第１回いわて馬事文化 
シンポジウム

　平成30年２月７日、あえりあ遠野において、第
１回いわて馬事文化シンポジウム（主催：一般社
団法人岩手県畜産協会、共催：遠野市・一般社団
法人岩手県馬事振興会・一般社団法人遠野市畜産
振興公社）が、約130名の参加により開催されま
した。
　このシンポジウムは、岩手県から委託を受けた
馬事文化地域連携体制構築事業の一環として開催
されたもので、同事業は、岩手県に古くから伝わ
る「馬事文化」を「岩手オリジナルの観光資源」
と位置付け、国内外に情報を発信し、県内におけ
るインバウンドの拡大に活用するとともに、馬事
関係者と観光を含む多様な業界の方々との連携体
制を構築することにより、馬事文化の継承及び馬
資源の確保に役立てようとするものです。
　岩手県立大学総合政策学部教授倉原宗孝氏によ
る「岩手の馬事文化を耕す：旅するきっかけづく
り」と題した基調講演では、「馬事文化の活用・
継承には、馬を飼う人の経済的な基盤が確立され
ることが重要である。」などが語られました。
　パネルディスカッションでは、花巻温泉株式会社
総合予約部副理の陳美慧さん、株式会社長栄館経

営企画部のエチエバン・セバスチャンさん、岩手
県立大学名誉教授のリヒタ・ウヴェさん、遠野馬の
里場長代理の千葉祥一さん、ジオファーム・八幡
平代表理事の船橋慶延さんの５名のパネリストに、
基調講演の倉原教授が加わって、①インバウンド
から見た岩手の魅力、②海外からの旅行者を受け
入れる際の留意点、③馬事文化の観光資源として
の活用法、④馬事文化の担い手である「馬」や「馬
を飼う人達」、この資源をどう継承するか、などに
ついて、活発な意見交換や提案が行われました。

畜 産 の 研 究（111）

日本短角種肥育牛における良好な歩留を確保
するための適正な発育指標と飼料給与方法

【要約】

　日本短角種肥育牛において、一般出荷と同等の
枝肉重量を確保しつつ、良好な歩留基準値の枝肉
生産を行うための発育指標、飼料給与方法を検討
しました。
【背景と目的】

　日本短角種肥育牛においては、年々枝肉重量が
増加し、かつ、皮下脂肪が厚くなる傾向にあり
（図）、歩留基準値の低下が課題となっておりま
す。この要因の一つとして、肥育農家が、子牛価
格の高騰や飼料価格の高止まり等の経費の増大に

対応するため、枝肉重量を大きくして、収入を確
保しようとする飼養管理が考えられます。
　そこで、一般出荷牛と同等の枝肉重量である
450㎏を確保しつつ、良好な歩留等級を得るため、
適切な発育指標及び飼料給与方法を検討しました。
【技術の内容】

　岩手県農業研究センター畜産研究所で飼養した
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岩手県産チキン！！

岩手県チキン協同組合
岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-47

TEL 019-624-2870　FAX 019-625-0486

日本短角種去勢肥育牛のうち、単飼
により個体の飼料摂取量が把握で
き、かつ枝肉重量450㎏以上の個体
39頭を対象に、歩留等級Ａ（以下Ａ
区）、Ｂ（以下Ｂ区）のグループに分
類し、両区で、増体量、飼料摂取
量、枝肉成績等を比較しました。
　肥育前期（導入から17か月齢）では、
両区で平均日増体量（ＤＧ）（表１）
や飼料（ＴＤＮ）摂取量（表２）は同
等であり、ＤＧは1.2～1.3㎏/日、
前期終了時の生体重は600㎏程度
でした。このことから、枝肉重量
450㎏を確保するためには、増体
を促進させ、17か月齢時点で生体
重600㎏を確保することが必要と
なります（表１）。
　肥育前期における飼料摂取量の
ＣＰ水準で有意差がありました
（表２）。このことによる生産性
への効果は判然としませんが、肥育前期
の栄養水準の違いが、ロース芯面積に影
響する知見もあり、今後、より詳細な研
究が必要となります。
　一方、肥育後期（17か月齢から出荷ま
で）では、Ａ区でＤＧが0.83㎏/日と有意
に小さく（表１）、飼料（ＴＤＮ、ＣＰ）
摂取量（表２）が有意に少ないことがわか
りました。このことから、歩留を改善させ
るためには、肥育後期における飼料給与量
を制限し、ＤＧを0.8㎏/日程度に抑制する
ことが重要であるとわかりました。なお、
このような発育に制御することで、枝肉重
量に差はないものの、皮下脂肪厚が有意に
薄くなり（表３）、歩留等級が向上するこ
とがわかりました。
　以上の発育を確保するための飼料給与方
法を表４に示します。本体系は、配合飼料
を通年給与し、肥育前期は乾草、肥育後期
は稲わらを給与するものであり、トウモロ
コシサイレージ等を活用する場合の適正な
ＴＤＮレベルについては、今後検討してい
きます。
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１　牧草地の管理
（１）早春施肥
　牧草は、平均気温が５度以上になってから生
育を開始します。牧草地がある程度乾燥して圃
場にトラクタが入れるようになったら、早目に
施肥を実施し、一番草の収量を十分確保しま
す。維持草地の施肥目安は、表１のとおりです。

２　圃場の土壌改良
（１）石灰の施用と塩基バランス
　経年草地やトウモロコシ畑には、pH6.0を下
回らないように石灰の施用が必要です。石灰の
施用効果としては、土壌の酸性矯正の他、微生
物の増殖、有機物の分解促進があります。ま
た、石灰に含まれるカルシウムには、植物が生
長するに従って倒れないように細胞を強くして
いく役割があります。
　石灰の施用により、牧草・飼料用トウモロコ
シの収量が上がった、嗜好性がよくなったなど
の声が聞かれます。石灰の種類は表２を参考に
してください。
　石灰は、春又は秋に散布します。春に散布する場合には、石灰と
化成肥料の窒素が結びつき、アンモニアガスとなって空中に消失し
てしまうので、飼料用トウモロコシ畑の場合は、石灰散布後土壌と
充分混和し、数日空けて化成肥料を散布します。また、牧草地の場
合は、７－10日程度空けて化成肥料を散布します。
　石灰施用量は、土壌診断を実施して決定するのがベストですが、
散布圃場をいくつか決めて、そこに100〜200kg/10aを、毎年順繰
りに散布するといった方法でも良いです。土壌pHの変化はゆるやか
で、いっぺんに改良することが難しいことから、日ごろの管理の積み
重ねが重要となります。
　また、マメ科牧草は好カルシウム作物なので、イネ科とマメ科の混
播草地でマメ科牧草を維持するためにも石灰は有効です。
　牧草地は、年を経るにつれて土壌ｐHが低下し、ミネラル
バランスが崩れていく傾向があります。
　牧草地のカリウム過剰がよく話題になりますが、カルシウ
ム、マグネシウムの欠乏についてはあまり気にされていない
ようです。実はカルシウム、マグネシウムのバランスをとる
ことで、牧草のカリウム過剰についても改善されます。
　なお、石灰資材は人体に対して刺激性がありますので、長
袖･長ズボン、保護手袋、保護
めがね等を着用して取り扱う
ようにします。

報情 （65）産畜 術技

表１　牧草地の施肥基準（維持草地）
区分 草地種類 施肥時期 10aあたり施肥量（kg）

窒素 リン酸 カリウム

採草地

オ－チャ－ド
グラス主体

早春 10 5 10
刈取後
（最終刈後除く） 5 2.5 5

チモシ－主体
早春 10（*5） 5 10
刈取後
（最終刈後除く） 5 2.5 5

放牧地

早春
（牧草ほう芽期） 6 3 3
夏期（7月） 6 3 3

スプリング
フラッシュ抑制

初夏（6月中旬） 6 3 3
夏期（8月上旬） 6 3 3

「岩手県牧草・飼料作物生産利用指針」より
＊�チモシー主体草地の窒素の施肥量について、利用初年度は倒伏防止の
観点から、5kg/10a程度に抑える

表２　石灰資材の種類
種　類 アルカリ分* 特　徴

苦土炭カル ５３％ 粒状あり。単体では補給しづらい
苦土も一緒に施用できる。

炭カル ５３％ 最もおなじみの資材。

粗砕炭カル －
効き目がゆっくり。1t/10a程度を
散布する。効果は２〜３年かけて
現れます。

てんろ石灰 ５０％ 粒状あり。微量要素を多く含む
が、pH矯正能力は低い。

消石灰 ６０％ 速効性あり。
*アルカリ分は製品によって異なります。

石灰散布で収量、嗜好性向上

塩基類の作物の根からの取り込まれ易さはカリウム（K）>マグネシウム（Mg）>カ
ルシウム（Ca）の順です。このようにカリウムは吸われる力が強いため、マグネシ
ウムやカルシウムが少なくなると、カリウムばかりが吸収されることになります。

採草地へ炭カルの散布

バランス良 バランス悪

根 根



平成３０年３月１日 岩　手　の　畜　産 隔月 １日発行 第５４７号⑿

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

４０

４５

５０

５５

６０
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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

30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
2/7
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 123 1,306,800 468,720 713,801 285 2,508

♂♂

♂- 177 1,333,800 279,720 785,184 319 2,463

計 300 1,333,800 279,720 755,917 305 2,480

県南
2/8
㈭

磐　 井

♀ 123 1,514,160 427,680 732,881 283 2,589

♂♂

♂- 171 1,253,880 556,200 817,402 315 2,597

計 294 1,514,160 427,680 782,041 302 2,594

中央
2/14

㈬

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 137 1,078,920 20,520 619,888 283 2,187

♂♂

♂- 194 1,193,400 344,520 767,156 308 2,488

計 331 1,193,400 20,520 706,203 298 2,370

中央
2/15 

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 178 1,113,480 151,200 623,002 272 2,292

♂♂

♂- 255 1,139,400 117,720 736,734 301 2,448

計 433 1,139,400 117,720 689,980 289 2,388

中央
2/16

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 130 930,960 270,000 585,684 288 2,036

♂♂

♂- 220 1,247,400 272,160 687,474 320 2,150

計 350 1,247,400 270,000 649,666 308 2,110

合　　計

♀ 691 1,514,160 20,520 651,085 281 2,314

♂♂

♂- 1,017 1,333,800 117,720 753,877 312 2,417

計 1,708 1,514,160 20,520 712,291 300 2,378

平成30年２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30年２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
1,120

円
778,804,200

円
695,361

褐 毛 和 種

日 本 短 角 種

交 雑 種・ 乳 10 3,090,960 309,096

（注）：金額、平均価格は消費税込み

家畜の保健衛生（116）

平成30年7月1日から飼料添加物
「硫酸コリスチン」の使用は禁止

　飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令
の一部改正（平成29年12月28日付29消安第
4994号）により、平成30年７月１日から、硫酸
コリスチンを飼料添加物として使用することがで
きなくなりましたので、ご注意ください。
　硫酸コリスチンは、国内の牛、豚、鶏の家畜に
対して、1950年代から飼料添加物及び動物用医
薬品として使用されてきましたが、平成29年１月
に食品安全委員会から「硫酸コリスチンは人の健
康に悪影響を及ぼす恐れがある」と評価されたこ

とを踏まえて、前述の省令改正となったものです。
　背景には、薬剤耐性菌の問題があります。
　薬剤耐性菌とは、治療に用いられる抗生物質等
の薬剤が効かない細菌を意味し、抗生物質等の乱
用によって出現するといわれています。
　一方、コリスチンは、多くの薬剤が効かなく
なった耐性菌（多剤耐性菌）に効く抗生物質とし
て近年、その重要性が増しています。
　しかしながら、まだ少数ではありますが、この
コリスチンに対しても耐性を持つ菌が出始めてい
るとの報告があります。
　そのため、飼料添加物としての使用を禁止する
ことになったものです。
　国民の健康に関わることですので、畜産現場で
の遵守をお願いします。
（岩手県中央家畜保健衛生所　中小家畜課）


