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平成30年７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　上　田　幹　也

　この度の大阪府北部を震源とする地震で犠牲に
なられた方に対し、心からお悔やみ申し上げます
とともに、被害に遭われた全ての皆様にお見舞い
申し上げます。
　東日本大震災津波から７年余りが経過し、ま
た、沿岸地方を中心に大きな爪痕を残した台風第
10号から２年を迎えようとしています。県では、
被災地の早期の復旧とともに、復興の取組
と軌を一にした農業振興の取組を進めてい
くこととしていますので、引き続き、皆様
の御支援・御協力をお願いします。
　さて、本県の酪農・肉用牛生産について
は、飼養頭数や産出額は全国トップクラス
ですが、経営規模が小さく、生産コストも
高いことから、規模拡大や生産性の向上に
より、経営体質を強化する必要があります。
　また、豚、鶏については、規模拡大が進
んでおり、今後更に、防疫対策の徹底や生
産・衛生管理工程の見える化により、消費
者から信頼される畜産物を生産する必要が
あります。
　このため、県としては、平成30年度、次
の３つの柱で、本県の畜産を振興していき
たいと考えています。
　まず１つ目は、「酪農、肉用牛経営の体
質強化」です。
　飼養頭数の拡大や乳量アップ、分娩間隔
の短縮などへの取組意欲のある酪農・肉用
牛生産農家をターゲットに、畜産クラス
ター事業等による畜舎等の整備に加え、関
係機関・団体で編成しているサポートチームの濃
密技術指導など、経営体の“収益アップ”の取組
を重点的に支援していきます。
　２つ目は、「和牛改良改革元年」としての取組
です。
　昨年、宮城県で全国和牛能力共進会が開催さ
れ、岩手県は総合順位で６位入賞を逃しました。

県では、今年度から、和牛改良を推進するための
特命課長を設置することとし、ゲノム解析技術な
どを活用した種雄牛造成のための新規事業を創設
し、全国トップレベルの種雄牛を短期間で造成す
ることとしています。また、５年後の鹿児島大会
に向け、しっかりと戦略を策定し、生産者、団体
と連携し取り組んでいきます。

　３つ目は、「消費者から信頼される畜産
物の生産」です。
　県では、生産者自らが農業生産活動の点
検項目を定め、実施、記録、点検及び評価
をすることにより、経営改善を図るＧＡＰ
の取組を進めており、この取組により、畜
産物の安全や品質等が確保され、消費者か
らの信頼の獲得に繋げたいと考えています。
　このため、家保職員などをＧＡＰ指導員
として養成するとともに、ＪＧＡＰ認証の
取得等を希望する生産者へコンサルタント
派遣などを行い、認証取得農場を増加させ
ていきます。更に、家畜伝染病の監視・通
報体制の強化などを進め、家畜伝染病等の
発生を予防していきます。
　平成30年度は、“畜産”にとって、大き
な節目の年です。
　50年ぶりに、「畜産経営の安定に関する
法律」が改正され、平成30年４月１日か
ら、新たな加工原料乳生産者補給金制度が
スタートしました。
　また、我が国のＴＰＰ11の国内手続きが
完了し、各国の手続きが進めば、年内にも

発効されるような状況となっています。
　岩手の畜産は、これまでも、関係機関・団体が
一丸となって、難局を乗り越え、“収益アップ”
を前面に出しながら今日の産地を築き上げてきま
した。将来にわたり「畜産県岩手」を確固たるも
のにしていくため、今後とも御協力を賜りますよ
うよろしくお願いします。

　　“収益アップ”へ前進あるのみ！
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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

Ⅱ　本年度の業務における主要課題

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

【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

平成30年度 岩手県農林水産部畜産課業務方針 その２

　平成30年６月29日に一般社団法人岩手県畜産協
会の第86回定時総会が開催され、上程の第１号議
案「平成29年度計算書類及び財産目録について」
及び第２号議案「役員の補欠選任について」につ
いては、それぞれ原案どおり可決承認されました。
１　会長挨拶要旨

　平成29年度は、当初に計
画した事業に加え、台風18
号対策や酪農経営における
労働負担軽減対策など、国
が新たに創設した事業等に
も取り組み、概ね所期の目
的を達成できた。ご支援・
ご協力をいただいた関係機
関・団体の皆様に、厚く御

礼を申し上げたい。
　一方、我々農業団体としても関心の高い、いわ
ゆる「TPP11」については、国会で、協定の承
認を求める議案の承認に続き、関連法案が承認さ
れた。
　また、史上初の米朝首脳会談開催を前に、急
遽、６月７日に開催された日米首脳会談では、北
朝鮮の拉致・核問題にとどまらず、日米二国間に
よる貿易協議の初会合を、７月に開催することで
一致したと伝えられている。
　今後とも、各種通商協定の行方には、目が離せ
ない状況となっているが、当協会としては、国内
外の様々な環境変化にも耐え得る畜産経営の確立
に向けて、所管する事業の効果的かつ着実な実施
に、鋭意取り組んで参りたい。関係各位の一層の
ご支援・ご協力をお願い申し上げる。

２　平成29年度事業実績
⑴　実施事業
ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）

　76,232千円
イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）

　1,723,261千円
ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）

232,778千円
計　　　　　　　　　　　2,032,271千円

⑵　その他事業
ア　その他１（家畜人工授精用精液流通調整事業）�

56,520千円
イ　その他２（家畜登録事業）� 　38,682千円
ウ　その他３（生乳検査事業）� 118,986千円
エ　その他４（研修事業ほか）� 8,179千円
　　計� 222,367千円

３　補欠選任された新役員（理事）
渡　辺　　　亨（学識経験者）
菊　地　一　男（岩手県農業共済組合　組合長理事）
小　原　俊　英（株式会社いわちく　代表取締役社長）
山　下　弘　司（岩手県中央家畜衛生協議会　代表幹事）

　なお、総会終了後に開催された平成30年度第２
回理事会において、業務執行理事の選定に係る議
案が上程され、副会長に高橋喜和夫理事が、常務
理事に渡辺亨理事が選定されました。

第 86 回 定 時 総 会
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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

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　　H29： 97.0％�⇒�H30：100.0％
　　肉用肥育牛　H29： 98.3％�⇒�H30：100.0％
　　豚　　　　　H29： 57.4％�⇒�H30： 60.0％
　　肉用鶏　　　H29：100.0％�⇒�H30：100.0％
　　配合飼料　　H29： 51.2％�⇒�H30： 55.0％

○肉用牛飼養頭数
　　H29：91,800頭�⇒�H30：91,800頭

□畜産・酪農経営安定対策の周知と活用促進
【肉用子牛生産者補給金制度（△）】

【肉用牛肥育経営安定特別対策事業（◇）】、【日本短角種肥育経営安定特別対策事業（○）】
【養豚経営安定対策事業（◇）】、【ブロイラー価格安定対策事業（○）】

【配合飼料価格安定制度（△）】
①�　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
【畜産特別資金融通事業（◇）】

①　畜産関連資金の要望の取りまとめ（５月・８月・11月・２月）
②　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
【畜産振興総合対策推進指導事業（○）】

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
【地域経営推進費（○）】

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、
分娩間隔の短縮や飼養管理指導などの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
【施設・機械等の整備支援】

【畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）】
　・牛舎２戸１組織　５棟、堆肥舎１戸、１組織　２棟

【いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（○）】
　・牛舎２組織　２棟、堆肥舎１組織　１棟
【優良繁殖雌牛の導入支援】
【東日本大震災農業生産対策交付金（△）】、【肉用牛経営安定対策補完事業（◇）】

【家畜導入事業資金供給事業（○）】
　・595頭（県：45頭、機構：550頭）導入見込み

□キャトルセンターの機能強化への支援
①�　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。
　・新規キャトルセンターの整備に向けた運営協議、事業導入支援（八幡平）
　・既存キャトルセンターの有効活用のための運営支援（遠野、二戸）
　
□県産肉用牛の生産拡大を支援

【いわてのいいべご生産強化事業（○）】
　�　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
　・和牛受精卵移植支援（30頭）、妊娠牛の掛かり増し経費支援（20頭）

□畜産公共事業の推進
○　新規地区（八幡平地区）における事業計画策定
○�　H32年度以降の新規地区掘り起しに向けた現地機関等担当者研修会の
開催

振興担当

畜政担当

畜政担当

振興担当
畜政担当

振興担当

振興担当

振興担当

畜政担当

　③　酪農 ○経産牛１頭当たりの年間生乳生産量
　　H29：8,350kg（暫定値）�⇒　H30：8,410kg
　　※H29数値は、H30年７月に確定

□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
【いわて酪農の郷総合対策事業（○）】、【いわて乳用牛生産基盤強化対策事業（◎）】
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�　性判別精液とホルモン製剤を活用した生産モデル実証を通じ、効率的
な後継牛生産技術を普及
　・10地域を対象に20経営体、400頭で実証
③　規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
　【施設・機械等の整備支援】
【農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業（北三陸地区）（△）】

　・飼料基盤造成　15戸15.6ha、牛舎　６戸６棟、堆肥舎　１戸１棟※

　　　　※　平成27年度から平成31年度の実績・計画

【農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業（一戸南部地区）（△）】
　・飼料基盤造成　９戸37.7ha、牛舎　３戸３棟、堆肥舎２戸２棟、
　　ＴＭＲセンター　１組織１棟、バンカーサイロ１組織２基、※
　　　　※　平成28年度から平成31年度の実績・計画

【農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業（葛巻第二地区）（△）】
　・飼料基盤造成　11戸23.19ha、牛舎　４戸４棟、バンカーサイロ　５戸５基、
　　堆肥舎４戸４棟　※　平成29年度から平成32年度の実績・計画

振興担当

畜政担当

畜政担当
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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
　家畜のサルモネラ症は、様々な血清型のサルモ
ネラに起因するが、その中でも、近年Salmonella�
Typhimurium（ST）及びその単相変異株�（O4:i:- ）
によるものが本県を含む全国で増加しており、多
剤耐性傾向にある（図１）。家畜由来の薬剤耐性
菌は、人の健康に影響を及ぼす可能性があるた
め、現在、世界各国で薬剤耐性菌の出現を防止す
るための積極的な対策が取り組まれている。今
回、本県の動物から分離されたST及びO4:i:-の関
連性と薬剤耐性状況を調査したので紹介する。

平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県獣医師会長賞受賞（獣医部門）

岩手県内で分離されたSalmonella  Typhimurium及び
Salmonella  O4: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　獣医師　吉　田　恵　美

図１�　岩手県の病性鑑定における家畜由来サルモネラの
　　　血清型別分離状況

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 ○経産牛１頭当たりの年間生乳生産量
　　H29：8,350kg（暫定値）�⇒　H30：8,410kg
　　※H29数値は、H30年７月に確定

○酪農ヘルパー利用組合への加入率
　　H29：74.0％（見込）⇒�H30：75.0％

【農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備事業（奥州金ケ崎地区）（●）】
　・�飼料基盤造成　14戸14.9ha、牛舎３戸３棟、飼料庫・バンカーサイロ

２組織２か所、堆肥舎・尿溜４戸１組織７棟、牧場用機械　１公共牧
場１組織：５台

　　　　※　平成30年度から平成34年度の計画

【畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）】
　・牛舎　６戸７棟、堆肥舎・尿溜　３戸５棟

【いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（○）】
　・牛舎３組織　３棟
④　高能力牛・受精卵の導入支援
【酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（◇）】、【畜産・酪農生産力強化対策事業（◇）】
　・�受精卵：690個（和牛）（新岩手：410個、岩手ふるさと90個、いわて
平泉40個、岩中酪：40個、花巻農協：40個、岩手江刺：10個、岩手花
平60個）移植見込み

⑤　外部支援組織の育成・強化
【酪農経営安定対策補完事業（◇）】

【岩手県酪農ヘルパー事業円滑化事業（○）】
　・�ヘルパー要員確保に向けたインターンシップ制度の活用や、ヘルパー

組合未加入者への加入促進等の支援（14組合）

□畜産公共事業の推進及び新規整備地区の掘起し
①　新規地区（八幡平地区）における事業計画策定
②�　H32年度以降の新規地区掘り起しに向けた現地機関等担当者研修会の開催

振興担当

畜政担当

⑶�　中小家畜経営へ
の支援
　①　養豚・養鶏

○子実とうもろこし栽培面積
　　H29：7.4ha　⇒　H30：8.0ha

□水田を活用した自給飼料の増産
【国産飼料増産対策事業のうち国産濃厚飼料生産利用推進（●）】
①　飼料用米の生産・利用の拡大
　・利用を希望する実需者と耕種側のマッチング支援
②　水田を活用した子実とうもろこしの自給飼料の利用拡大
　・�花巻地域における子実とうもろこしの栽培面積拡大に向け、収穫調製

等の実演会の開催や専用機械の導入を支援

□規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
【畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）】

【養豚】
　・豚舎　３戸11棟、堆肥舎・浄化槽　２戸４棟、飼料調製施設　１戸１棟

畜政担当

畜政担当
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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

２　材料と方法
　2009年～2017年に本
県の動物（牛、豚、野
鳥）から分離された
ST13 株 と O4:i:-17 株
の計30株について、分
子疫学解析と11種類の
薬剤（表１）を用いた
薬剤感受性試験を実施
した。

　薬剤感受性試験の結果、ST及びO4:i:- は、とも
にABPC、SM及びTCに高い耐性率を示し、乳牛
由来のST1株が第３世代セファロスポリン系抗生物
質CTXに耐性を示した。ニューキノロン系抗生物
質CPFXへの耐性は確認されなかった。耐性薬剤
別にみると、乳牛由来のST1株（８%）が11薬剤中
７薬剤に耐性を示し、全体として、ST の54％、
O4:i:- の53％が３薬剤以上に耐性を示した（図４）。
分離年度別にみると、O4:i:- は2013年を境に多剤耐
性傾向にあり、全株がTCに耐性を示した（図３）。

表１　薬剤感受性試験の使用薬剤

図３　O4:i:- の系統樹解析及び薬剤感受性試験結果

図４　耐性薬剤数と分離株の割合

図２　分子疫学解析結果（左：ST、右：O4:i:-）
①～⑥は株間で100%の相同性を示した株

３　結果
　分子疫学解析の結果、乳牛及び豚由来のST3株
（①）、同時期に同一地域の複数酪農場由来の
ST2株（②）及びO4:i:-3 株（③）、乳牛、肉牛、豚
及びカラス由来のO4:i:-5 株（④）、乳牛及び豚由
来のO4:i:-2 株（⑤）並びに同一酪農場の異なる時
期と肉牛に由来するO4:i:-3 株（⑥）がそれぞれ
100%の相同性を示した（図２）。さらに、2009年
以前の本県分離株と比較すると、O4:i:- は2013年を
境に、異なる遺伝子集団を形成していた（図３）。
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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 ㈹　

岩手県養豚振興会第21回通常
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）の第21回
通常総会及び平成30年度第１回養豚経営研修会が
５月22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、「日本養豚協会（JPPA）
は、豚マルキンの法制化に
続き、チェックオフの実現
に向けて取り組んでいる。
国とJPPAは豚肉の国内消費
量の70%を国産でまかなおう

と努力してきたが、昨年度は、48%に留まった。
JPPAの役員会では、ここ４年間、豚価が高い水
準にあったにもかかわらず追加投資がおろそか
になっていたとの反省から、生産量を増やすた
めの方策について勉強会を始めることになっ
た。本県も、JPPAと足並みを揃えて取り組んで
いきたい。」という趣旨の挨拶が述べられました。
　総会では、平成29年度事業報告及び収支決算、
平成30年度事業計画及び収支予算等が原案どおり

承認されました。
　総会終了後に開催された
養豚経営研修会では、㈲細
川農興の常務取締役細川拓
也氏から、「弊社農場生産管
理と今後の展望」についてと
題し、成績改善のための取
組事例等のご講演をいただきました。
　また、岩手県中央家畜保
健衛生所中小家畜課豚・めん
山羊・安全管理担当獣医師
木村裕子氏から、「豚の伝染
性疾病対策としての洗浄・
消毒について」と題し、豚の
法定伝染病、届出伝染病
の、〈病原体を持ち込まない、持ち込ませない、
持ち帰らない〉という侵入防止対策の徹底等のご
講演をいただきました。

４　考察
　分子疫学解析の結果、野鳥を含む異なる動物種
由来株や、同時期に同一地域の複数酪農場、また
は異なる畜種由来株が同一由来と考えられた。
ST及びO4:i:- はともに宿主域が広く、家畜や家
きんの他、農場に出入りする野生動物も保菌する
ことがある。今回、野生動物や人（車）の出入り
等により、菌が農場をまたいで伝播されたことが
示唆されたため、日頃の飼養衛生管理基準の遵守
に加え、本症の発生時には畜産関係者へ早急に注
意喚起を促し、農場間の持込み防止対策を講じる
ことが重要と考えられた。
　ST及びO4:i:- は食中毒起因菌としての分離頻度
が高い血清型でもあるが、本県で分離された人由来
サルモネラの血清型は、2012年以前はSTが主体で
あったのに対し、それ以降はO4:i:- に移行してい
る。同様に2012年以降は全国的にO4:i:- による家畜
の本症発生が増加している。本調査により、O4:i:-

の遺伝子型はSTと比較してより近似しており、2013
年を境に異なる遺伝子集団を形成していることが分
かった。この結果は、近年の全国的な家畜由来また
は本県の人由来O4:i:- の流行に関連していると推察
されるが、現時点では詳細な関連性は不明である。
今後、他県分離株や人由来株と併せて分子疫学解
析を進め、O4:i:- の動向調査を継続する必要がある。
　薬剤感受性試験では、ST1株が第３世代セファロ
スポリン系抗生物質に耐性を示し、2013年以降に分
離されたO4:i:- が多剤耐性傾向にあることが判明し
た。第３世代セファロスポリン系やニューキノロン系
抗生物質は、人の医療上も重要な抗生物質であり、
第二次選択薬として他の抗菌性物質製剤が無効とな
る場合にのみ使用（いわゆる「慎重使用」）するよう、
畜産関係者へ注意喚起がされている。今後、人と
家畜の健康を守るため、第一選択薬の適切な選択
と慎重使用の徹底を促すとともに、薬剤耐性遺伝子
の調査を進め、薬剤耐性菌の出現防止に努めたい。
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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

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、「乳用牛群検定加入率
を高めるためには、検定実施農家にフィードバッ
クされている資料を参考にしながら、未加入農家
に対して、牛群検定実施による経営改善効果を理

岩手県馬事振興会第46回定時総会

　一般社団法人岩手県馬事振興会（会長：千葉　
伝）の第46回定時総会が、５月29日盛岡市の岩手
教育会館で開催されました。

　冒頭、千葉伝会長から「馬
産地として全国屈指の頭数が
確保されていた岩手の馬は、
現在、農用馬・乗用馬あわせ
ても250頭弱まで激減してい
る。そのような中にあって
も、平泉の東下り、チャグ

チャグ馬コ、流鏑馬等々、岩手の馬事文化は継続
されてきている。昨年、岩手県は、岩手の馬事文
化をPRして観光客の増加と地域の活性化を図る
ため、馬事文化プロモーション推進事業を創設し
た。事業の一部を一般社団法人岩手県畜産協会が
受託して実施している。当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。
　総会では、平成29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、岩手県畜産協会から、岩手の馬事
文化情報発信のために開設されたホームページ
（HORSE�LAND�IWATE又は岩手県馬事文化
地域連携連絡協議会で検索）の紹介がありました。
　なお、総会終了後に理事会が開催され、千葉伝
氏が会長（再任）に、副会長には佐々木勲氏（再任）
と安田出氏（新任）、常務理事に渡辺亨氏（新任）が
選定されました。

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30年度通常総会が、６月25日に滝沢

岩手県チキン協同組合の通常総会

　岩手県チキン協同組合（理事長：小山征男）の
第46回通常総会が、５月18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「本
県は全国３位の生産県であ
り、本県農業産出額ではチキ
ン産業がトップの座を保って
いる。しかし、消費地として
の本県は最下位であり、一生
懸命に生産している我々に

とってはとても残念なことなので、消費拡大にも

力を入れていかなければならない。」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30年度事業計画
が原案どおり承認されました。
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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

中六角保広さんが黄綬褒章を受章

　平成30年春の褒章で、中六角保広さん（葛巻
町、酪農、50歳）が黄綬褒章を受章され、５月31
日に、当協会においてご報告をいただきました。
黄綬褒章は、農業、商業、工業等の業務に精励
し、他の模範となるような技術や事績を有する方
に贈られるものです。
　中六角さんは、高校卒業後、国内外で先進的な
酪農を実習し、家業を継いでからは、乳牛の改良

に熱意を持って取
り組み、共進会で
数々の優秀な成績
を収めています。
酪農家仲間からの
人望も厚く、平成
27年から、岩手県
ホルスタイン改良
同志会（会員数
130名）の会長の
職にあるほか、同
じく同年から、東

2018岩手県ブラックアンド
ホワイトショウ開催

　平成30年５月１日、ＪＡ全農いわて中央家畜市場
で、岩手県ホルスタイン改良同志会主催の2018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。
　開会式では、中六角保広会長から、「先月、静
岡県で開催された全日本ブラックアンドホワイト
ショウに出品された本県出場牛は、まずまずの成
績であった。若い人たちが力をつけてきてくれて
いると、確信を持った。」とご挨拶がありました。
　審査員には、置賜ホルスタイン改良同志会長
で、山形県ホルスタイン・ブリーダーズ改良協議会
長の深瀬幸二氏が当たり、１部から11部までの延べ
117頭の中から、次の牛が上位入賞となりました。
【２０１８岩手県ブラックアンドホワイトショウ受賞牛】
◇グランドチャンピオン（４歳以上経産牛）
　ピースバレー�ホルテツクス�ハマー

葛巻地区・八　幡　勝　幸

◇�リザーブチャンピオン
（国内種雄牛雌牛２歳以上３歳未満経産牛）

　クレーバーフイールド�テンプター�コムスター
　いわい地区・遠　藤　正　憲

○�ジュニアチャンピオン
（20か月以上24か月未満未経産牛）

　レツツラゴー�ゴールドブローム�アイオーン
岩手ふるさと地区・矢　作　雅　之

○ジュニアリザーブチャンピオン
（生後９か月以上12か月未満未経産牛）

　ＹＢＭ�クラツシユ�ガード�マージン�フレンズ
　　奥中山地区・山　火　裕　司

解してもらうよう、地道に取り組んでいく必要が
ある。」と挨拶がありました。
　総会では、後代検定事業による調整交配の推
進、生産状況調査、検定材料牛の保留強化、優先
配布の取りまとめ及び牛群検定実施率向上に向け
たお試し事業等の継続実施など、平成30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

畜 産 の 研 究（114）

SNP情報を利用した黒毛和種の
牛ゲノム育種価計算とその精度

１　背景とねらい

　近年、乳用牛において、ウシ個体の遺伝子
（SNP）情報からその個体の能力を予測するゲ
ノム育種価研究が実用化しています。黒毛和種に
おいても、SNP情報から育種価を予測する研究
が始まったことを受け、本県黒毛和種の改良促進
に資するため、県内の黒毛和種集団を対象にゲノ
ム育種価を計算し、その精度を確認しました。
２　ゲノム育種価の利点

　従来利用している推定育種価は、実際に産子を
肥育し、その枝肉成績から計算して得られる数値
です。精度は高いのですが、肥育成績が得られる
まで早くても３年以上かかってしまうという欠点
がありました。ゲノム育種価は、産まれてすぐに
血液や毛根から調べることができるため、改良ス

ピードの向上が期待できます。
３　研究概要

　本県で肥育された黒毛和種604頭を含めた、共
同研究関係にある20道県の肥育牛サンプル計
17,125頭を利用して、SNP情報と枝肉成績の関
連を解析し、ゲノム育種価の予測式を作成しまし
た。続いて、県有種雄牛のSNPを判定し、ゲノ
ム育種価予測式を用いてゲノム育種価を算出しま
した。その後、全国和牛登録協会が算出した平成
29年度10月期の推定育種価とゲノム育種価を比
較し、その相関を確認しました。
４　結果

　県有種雄牛20頭を用いて、枝肉６形質におけ
るゲノム育種価と推定育種価の相関を調べたとこ
ろ、0.833～0.961と高い正の相関が得られまし
た（表１）。この結果から、SNP情報から計算し
たゲノム育種価は、実際に産子を肥育した結果か
ら計算する推定育種価とほぼ同等の精度で産肉能
力の推定が可能であると推察されました。
　一方で、岩手県特有の一部血統においては、近

平庭闘牛大会 わかば場所

　平成30年平庭闘牛大会「わかば場所」が５月26
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10日「つつじ場所」、
８月19日「しらかば場所、10月28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
牛場の雰囲気に慣らすことが主眼であるとのこと
です。この日は２歳闘牛がデビュー戦として角を
合わせる取組等が行われました。
　当日は、修学旅行で山形町を訪れていた神奈川県
横須賀市久里浜中学校の生徒240名も観戦していま
した。新緑に囲まれて、澄み渡った青空の下で、異
文化を体験する良い機会となったものと思います。

北地区ホルスタイン改良同志会の会長及び一般社
団法人日本ホルスタイン登録協会の社員も務めて
います。
　ご報告に当たって、「若輩にもかかわらず、こ
のような栄誉ある章をいただき、恐縮していま

す。一層励めという趣旨と受け止めて、本県酪農
の発展に貢献できるよう、頑張っていきたいと思
います。引き続き、ご指導ご鞭撻をお願いしま
す。」と述べられていました。中六角さんの益々
のご活躍をお祈りいたします。
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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。

家畜の保健衛生（118）

地方病性牛白血病の発生状況と 
対策について

　牛白血病ウイルス（以下、BLVという）によ
る地方病性牛白血病の発生は、全国的に増加の一
途をたどっており、本県においてもその傾向は変
わらず、平成29年度の発生頭数は、162戸188頭
（乳用牛54頭、肉用牛134頭）で、前年度（134
頭）から54頭増加しました。本病はBLV感染牛
の数％が発症するもので、治療法がなく、発症し
た牛は廃用（食肉にできない）となるほか、と畜
場で摘発されると全部廃棄処分となるため、経済
的損失は少なくありません。
　本病の発生があった農場では、同居牛もBLVに感
染している可能性が高く、再度発生することもある
ため、農場内での感染率を低くする対策が重要です。
　実際、昨年度の発生の56％（105頭）が、過去に
発生歴のある農場での発生であり、このことから
も、発生農場における対策の重要性が示唆されます。
　当所では今年度、発生農場９市町45戸におい
て、本病対策指導に取り組んでいます。対策の基
本は、血液の抗体検査によりBLV感染牛と非感
染牛を把握し、分離飼育を行うことであり、夏期
におけるアブの吸血による感染拡大を防ぐほか、
出血を伴う作業（除角、注射、直腸検査など）に
よる人為的感染や、乳汁を介した母子感染を防ぐ
対策等について指導しています。

　また、公共牧野８市町村10牧野においても対
策を実施しており、感染牛と非感染牛を分離放牧
することで、農場間での感染拡大の機会を減らす
よう取り組んでいます。さらに、対策牧野の利用
農場12戸（対策を希望する未発生農場）におい
ても、発生農場と同様の対策を実施しています。
　本病の清浄化には、より多くの農場が対策に取
り組むことが必要ですが、牛舎の大きさに余裕が
ないなど、対策が困難な場合も多く、発生農場に
おいても、まだ一部の農場でしか実施できていな
いのが現状です。公共牧野においても、放牧頭数
が少ないことや、まき牛を供用している等の事情
により、多くの牧野で対策が実施できていませ
ん。とはいえ、できる対策を地道に継続していく
ことで感染拡大を防ぎ、発生を１頭でも減らすこと
が重要です。また、遺伝子検査の導入など、新し
い検査技術を用いた、より効果的な対策にも取り
組み始めるところです。今後も、本病対策の推進
に、関係の皆様の御理解と御協力をお願いします。

牛白血病発生頭数の推移（岩手県内）

縁の肥育牛サンプルが著しく少ないため、ゲノム
育種価と推定育種価が大きく異なる結果となりま
した（図１）。今後、積極的にサンプルを収集す
ることで、精度の改善が期待できます。

５　今後の活用について

　いわて和牛改良増殖対策委員会において、今後
の種雄牛選抜にゲノム育種価を利用していくこと
が決定しました。今後はゲノム育種価の技術を活
用した高能力種雄牛の作出を積極的に実施してい
きます。

表１　ゲノム育種価と推定育種価の相関係数

枝肉重量 ロース芯 バラ厚 皮下脂肪厚 推定歩留 脂肪交雑

0.961 0.927 0.833 0.864 0.903 0.863

※推定育種価正確度0.95以上の県有種雄牛20頭を用いて比較した。
※ゲノム育種価は17,125頭の肥育牛サンプルで計算した。
※推定育種価は平成29年10月期のものを利用した。図
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3-A-day 検索

イネ科牧草の密度維持と多収のための肥培管理

　イネ科牧草の多収を維持するためには、牧草の株密度を高く維持することが重要です。株密度の
維持は、枯死した分げつに変わって、新しい分げつを同数発生させるような肥培管理を行うことが
必要となります。
　イネ科牧草では、新分げつの発生は年に１回です。各草種の新分げつ発生のタイミングに合わせ
施肥を行ってください。

１　新分げつの発生はオーチャードグラスとチモシーで異なる
　オーチャードグラスは秋の最終刈り取り後に新分げつが発生し、それが越冬し翌年の１番草以降
を構成します。最終番草刈り取り後の秋に施肥を行うにより、新分げつの発生を促進させ、翌年の
1番草収量確保しましょう。
　チモシーは１番草刈り取り後に新分げつが発生し、それが２番草、そして越冬し翌年の１番草を
構成します。よって、チモシーの１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。例えば、「チモシーは一番草しかとらない
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。

２　新分げつ発生に合わせた施肥のタイミング
（１）オーチャードグラス
　最終番草刈り取り後の秋に
窒素施肥が重要です（２- ４
kg/10a程度）。初霜の１ヶ月
前の刈り取り危険帯の時期の
窒素施肥は牧草が越冬用の
栄養を蓄えることを妨げるた
め、避けてください。

（２）チモシー
　１番草刈り取り後の窒素施肥が
重要です（２-４kg/10a程度）。
　１番草刈り取り後の窒素施肥
は、刈取り後直ちにではなく、新
しい分げつ発生直前期である１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２
番草多収に効果的です。

報情 （67）産畜 術技

図１　オーチャードグラスの新分げつ発生と追肥のタイミング

最終刈り取り後の秋に新分げつ発生

追肥 危険帯の前に施肥を行う

1番草刈り取り後の秋に新分げつ発生

追肥

図２　チモシーの新分げつ発生と追肥のタイミング
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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
6/6
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 163 1,450,440 22,680 657,693 287 2,292

♂♂

♂- 180 1,135,080 184,680 746,562 321 2,325

計 343 1,450,440 22,680 704,330 305 2,311

県南
6/7
㈭

磐　 井

♀ 138 1,315,440 220,320 656,374 290 2,266

♂♂

♂- 177 1,204,200 346,680 725,595 319 2,271

計 315 1,315,440 220,320 695,270 306 2,269

中央
6/13
㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 132 1,305,720 169,560 620,305 289 2,146

♂♂

♂- 229 1,059,480 205,200 732,481 321 2,281

計 361 1,305,720 169,560 691,463 309 2,235

中央
6/14
㈭

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 135 1,198,800 436,320 645,664 287 2,253

♂♂

♂- 214 1,189,080 286,200 734,587 315 2,335

計 349 1,198,800 286,200 700,190 304 2,305

中央
6/15
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 175 903,960 402,840 633,127 275 2,298

♂♂

♂- 242 1,151,280 295,920 743,875 304 2,448

計 417 1,151,280 295,920 697,398 292 2,389

合　　計

♀ 743 1,450,440 22,680 642,834 285 2,255

♂♂

♂- 1,042 1,204,200 184,680 736,822 315 2,335

計 1,785 1,450,440 22,680 697,700 303 2,304

平成30年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成30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
1,155

円
778,219,920

円
673,783

褐 毛 和 種 − − −

日本短角種 − − −

交雑種・乳 6 2,097,360 349,560

（注）：金額、平均価格は消費税込み

新人紹介コーナー

　今年度採用となった職員を紹介します。
　どうぞよろしくお願いします。

　　　　　北川　貴幸（盛岡市出身）

　　　　　◦所属：家畜改良部
　　　　　◦担当：…家畜人工授精用精液流通に関する業…………………

　務など
　　　　　◦趣味：ドライブ
　　　　　【ひとこと】一生懸命頑張ります。

くずまき高原牧場まつり

　第22回くずまき高原牧場まつりが６月９日・10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、主
催者である一般社団法人葛
巻町畜産開発公社理事長の
鈴木重男（葛巻町長）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
町葛巻を掲げて町づくりを
推進している。このクリー
ンエネルギーは風力・太陽

光・木質・メタンで、いずれの発電施設も葛巻に
あり、町全体の電力自給率は166％に達する。食

料を生産し、環境を保全し、そしてエネルギーを
作る。こうした取組を次の時代に繋いで参りた
い。」と挨拶がありました。
　会場内には、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でくつろぎなが
ら、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。


