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　本年６月閣議決定された「経済財政運営と改革
の基本方針2018」（骨太の方針）のサブタイトル
は、「少子高齢化の克服による持続可能な成長経
路の実現」となっています。
　今、我が国は、あらゆる産業分野において、少
子高齢化をはじめ、グローバル化やデジタル化と
いった環境変化に対応した、長期的に持続可能な
産業構造への転換が求められています。特に商工
業等の中小企業や一次産業では、こうした環境変
化に対応した事業継承が大きな課題となっ
ており、それぞれの事業活動を支える土
地、労働、資本、技術、情報といった生産
要素を円滑に次代に継承することが重要と
なっています。
　農業分野の事業継承について考えてみる
と、他産業と同様に労働（人材、担い手）
が重要な生産要素であることはいうまでも
ありませんが、特に、土地（農地）は、製
造業等の他産業に比べ、不可欠かつ代替不
能な生産要素であり、とりわけ重要となる
ことから、この農地資源をいかに未来へ継
承するかがポイントとなっています。
　最近の農地資源を巡る状況をみると、農
地面積は、農地法が制定された昭和27年当
時は、全国で約600万ha、本県では約13万
haあり、耕作者は全国で1,400万人、本県
では約30万人もいました。
　このため、当時の農地資源を巡る課題
は、「少ない農地をいかに多くの人に公平に
使ってもらうか」ということであり、農地を
今どう使うかといった、いわば「現在の農地管理」
というべきものでした。
　これに対し、現在はどうかといいますと、農地
は、人口増加等を背景に宅地や他産業用地へ転用
が進み、全国では約450万haへと約25％減少しま
した。本県では昭和40年頃には農地開発等により
約17万haまで増加したものの、その後の農地転
用等により現在は、約15万haとなっています。
　因みに、県農業会議の資料により、農地の価格
（中田）の推移をみると、本県では米価の上昇や
宅地等への転用期待などから、昭和61年には
1,021千円/10aに達しましたが、近年の米価や地

価の下落等もあり、現在はピーク時の約６割程度
にまで下落しています。
　さらに、賃借料（田）も昭和58年には、３万円
/10aを超えましたが、現在は、ピーク時の約４分
の１の7,800円/10aまで下落しており、こうした
賃借料の下落を背景に、農地中間管理事業の進捗
とも相まって、経営耕地に占める借入地の割合は
約４割まで増加しています。
　また、耕作者はどうかといいますと、全国では昭

和27年当時の７分の１の約200万人、本県で
も約５分の１の６万人まで減少しています。
　このように農地を巡る環境が変化する中
で、本県農業は、今や、「多くの農地を、
いかに少ない人で活かし、守っていくか」
という課題に直面しています。
　これは、農地を将来どうするのかといっ
た、「農地利用の最適化」、いわば「未来の
農地管理」ともいうべき課題であります。
　特に、大家畜や耕種部門など、農地資源
が大きなウェートを占める土地利用型農業
については今、未来の農地管理に取り組ま
ないと、人口減少社会の到来とも相まっ
て、さらなる耕作放棄地の増加が危惧さ
れ、地域によっては農業のみならず、地域
の衰退さえ懸念されます。
　こうした農地、人を巡る状況は切迫して
おり、地域の貴重な農地資源を担い手へ継
承できるよう、「未来の農地管理」に早急
に取り組む必要がありますが、時あたか
も、現在、県内では、平成26年に策定され

た446の地域農業マスタープラン（人・農地プラ
ン）の見直しが進められています。
　残念ながら、現在のマスタープランは形式的な
ものが多く、実効性に乏しいと言われており、こ
のプランの見直しに際しては、より実効性のある
本格的なプランとなるよう、行政や農業委員会関
係者をはじめ、ステークホルダーも含めた地域ぐ
るみの濃密な話し合いを基本に、目指すべき地域
の農業ビジョンを明確にし、その実現に向けてこ
れまで以上に、農地はもとより、労働力、資本
（施設、機械）などを、地域で最適に活用できる
生産構造への再編を急ぐ必要があります。

　　　岩手の農業の未来を拓く農地管理
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第62回岩手県畜産共進会
　当協会主催の第62回岩手県畜産共進会が、９月
14日の馬の部を皮切りに、畜種ごとに開催されま
した。
　９月26日の黒毛和種の部の審査に先立って行わ
れた総合開会式で、久保憲雄会長が、「昨年、宮
城県で開催された第11回全国和牛能力共進会で
は、前回の長崎大会の成績を上回ることはできな
かったものの、すべての部門に出品牛を揃え健闘
していただいた。一方で、体格得点の高い娘牛の
保留や、その娘牛への計画交配の実施など、課題
が山積しており、そういった意味で今回の共進会
は次回鹿児島大会に向けた一歩となるので、生産
者をはじめ関係者の更なる尽力を願う。また、
2020年の10月には第15回全日本ホルスタイン共進
会が、九州・沖縄ブロック大会として、宮崎県で
開催される予定であり、残すところ２年となり、
出品牛造成のための交配が終盤を迎え、これから
が正念場なので、全国の舞台で好成績が得られる
よう、生産者及び関係者の一層のご尽力をご期待
申し上げる。」と挨拶しました。
　各部門の審査の結果、名誉賞は次のとおりで
す。
◇馬の部（９月14日、馬っこパーク・いわて）
◦名誉賞

◇黒毛和種の部
（９月26日、ＪＡ全農いわて中央家畜市場）

◦名誉賞
　若雌の部

　群出品の部

◇ホルスタイン種の部
（９月27日、ＪＡ全農いわて中央家畜市場）

◦名誉賞
　未経産牛の部

　経産牛の部
類別 出品

番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第３類 301 日本輓系種
アアモンドサマー H26.3.22 滝沢市篠木 斉藤　喜征

類別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第２区 17 やまよ H29.7.11 宮古市長沢 前川　一繁

区　別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第４区 4

51 おりぎく H29.5.16 金ケ崎町永栄 高橋　隆子

52 あやめ H29.5.2 奥州市胆沢 岩渕　孝幸

53 まさみ H29.2.10 奥州市胆沢 菅原　富雄

部　別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第２部 204 YMB クラツシユ ガード
マージン フレンズ H29.6.29 一戸町中山 山火　裕司

部　別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第10部 1006 ピースバレー
ホルテツクス ハマー H24.11.28 葛巻町葛巻 八幡　勝幸
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◇日本短角種の部
（９月28日、ＪＡ全農いわて中央家畜市場）

◦名誉賞
　個体の部

　牧野牛群の部

◇肉牛の部（10月20日、株式会社いわちく）
◦名誉賞

平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県農業共済組合長賞受賞（獣医部門）

乳牛の周産期における肝機能の評価と疾病発生との関連
岩手県農業共済組合　岩手沿岸基幹家畜診療所　損防課　技師　渡　邉　康　平　

　乳牛における周産期は、乾乳期・泌乳初期にお
いてエネルギー状態に劇的な変化を受けます。乳
牛は分娩を契機に乳生産を開始し、それに伴い多
くのエネルギーを必要としますが、乾物摂取量が
増加していないために、「負」のエネルギー状態と
なります。「負」から「正」に牛のエネルギー状態
が転じるのは分娩後1か月半後と言われており、
乳牛はこの1か月半をどうにか乗り越えようとしま
す。この「負」のエネルギー状態はケトーシス、
産褥熱、第四胃変位などの周産期疾患や免疫力の
低下による乳房炎などの感染症との関連もあり、
乳牛の生産性を低下させる原因になっています。
　今回、代謝プロファイルテストによって得られ
た乾乳期と泌乳初期（分娩後30日以内）の肝機能
に由来する血液検査項目（アルブミン、総コレス
テロール、AST、GGT、グルコース、遊離脂肪酸

（NEFA）、βヒドロキシ酪酸（ケトン体の一部）、
アセト酢酸（ケトン体の一部）、NEFA/総ケトン
体比）を、分娩後40日以内に周産期疾患及び乳房
炎などの感染症に罹患した群（疾病群）と罹患し
なかった群（非疾病群）で比較しました。それを
もとに、群の間での傾向を探り、今後注目するべ
き項目の検討と以前から報告のある疾病予測に関
する項目に関して再検討しました。比較対象は、
乾乳前期、乾乳後期、分娩後０日から10日まで、
分娩後11日から30日まで、計４区分に分けまし
た。また、血液は見かけ上健康な牛から、給餌か
ら６～８時間経過している午後（飼料の摂取した
影響をある程度無視できる時間）に採材しました。
　調査結果と考察についてです。今回の調査で
は、アルブミン、総コレステロール、AST、グ
ルコース、ケトン体単独での傾向・有意差は得ら

部　別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第１部 7 みさき H29.3.4 岩泉町大川 石橋　儀一郎

部　別 出品
番号 名　　号 生年月日 住　　所 氏　名

第４部 3

35 こよし H26.3.21 岩泉町釜津田 三上　孝弘

36 はなこ H26.3.16 岩泉町釜津田 佐々木イサ

37 とよひめ H25.3.5 岩泉町釜津田 佐藤　文喜

出品
番号 名号 性別 BMS

№
生年月

日
血統

（父） 住　　所 氏　名

12 富桜 去勢 12 H28.1.15 美国桜 奥州市水沢 佐々木　学
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れませんでした。
　NEFAに つ い て で す。 乾 乳 後 期 にNEFAが
400µEQ/L以上を示す個体は、疾病発症リスクが
高いとの報告がありますが、今回検査した個体に
は400µEQ/L以上を示す個体はおらず【図１】、
疾病を予測する現実的な指標ではないという可能
性が示されました。

　NEFA/総ケトン体比についてです。NEFA/総
ケトン体比は、乾乳後期、分娩後０日から10日、
分娩後11日から30日において、疾病群において低
値を示す傾向が見られました【図２】。今回の結
果から、乾乳後期において、肝臓に流入した
NEFAは肝臓で処理しきれていないことが示され
ました。その結果、ケトン体の過剰な産生や肝臓
での脂肪沈着が起こり、肝機能低下を助長し、分
娩後の「負」のエネルギー状態に対応しきれず、
疾病発症へとつながると考えられます。先に示し
たように、NEFAの過剰な増加は起こっていない
と考えられるため、エネルギーや原料不足による
TCAサイクルの回転低下がこの比の低値につな
がっていると考えられます。
　また、GGTは有意差を得られませんでしたが、

今回調査した時期においてはすべての期間で疾病
群の方が高く【図３】、乾乳期においても肝機能
障害や脂肪肝の前兆がGGTからもうかがえます。

　以前から乳牛における疾病発症予測の研究・調
査は世界中で行われています。しかし、どのよう
な環境でも利用できるような血液検査の数値は見
つかっていないように感じます。もちろん、牛舎
の環境も違います。削蹄の状況も違います。飼養
管理も一律ではありません。そのような環境要因
すべてを網羅するような疾病予測に利用できる値
を見つけることは大変難しいことです。しかし、
その一助になれるように、今後も同様の調査を継
続していきたいと考えています。

平成29年度に実施した 
経営診断の概要（その２）

　《肉用牛部門》
１　分析対象の内訳
　平成29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（平成28年、平成29年１月から12月
まで）及び経営管理技術指導（平成28年、平成29年
１月から12月まで）を行った26経営体を対象とした。

⑴　目的別の内訳

⑵　品種・経営区分別の内訳

区　　分 事例数
経営改善を図るための資金借入計画 1例（ 3.8％）

所得向上のための現状分析 15例（57.7％）
投資後の経営状況分析 6例（23.1％）

生産状況分析（地方特定品種） 4例（15.4％）

区　　分 事例数
黒 毛 和 種 繁 殖 16例（61.6％）
黒 毛 和 種 肥 育 6例（23.1％）
日本短角種繁殖 2例（ 7.7％）

区　　分 事例数
日本短角種肥育 1例（ 3.8％）
褐 毛 和 種 繁 殖 1例（ 3.8％）

【図１】

【図２】

【図３】
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⑶　広域振興局毎の内訳

⑷　経営者の年齢毎の内訳

２　分析結果の概要
⑴　繁殖経営
　ア　黒毛和種
　　【対象概要】
　　　目的別例数

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　成雌牛１頭当たり子牛出産頭数は0.81頭（標
準偏差：±0.12頭）で、前年より0.04頭減少した。
　平均分娩間隔は12.6か月（標準偏差：±0.6
か月）で、前年より0.4か月短縮した。
　日齢体重は、雌及び去勢のいずれにおいて
も、前年より0.007㎏増加した。
　子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）は
753,162円で、前年より1,928円下回った。
　成雌牛１頭当たり売上高は547,915円（標準偏
差：±132,512円）で、前年より29,122円上回った。
　成雌牛１頭当たり年間所得は208,406円（標
準偏差：±137,850円）で、前年より39,454円
上回った。
　所得率は38.0％で、前年より8.1％上回った。

区　　分 28年
（16例）

29年
（16例）

成雌牛１頭当たり子牛出産頭数 頭 0.85
（±0.09）

0.81
（±0.12）

成雌牛１頭当たり子牛販売頭数 頭 0.69
（±0.14）

0.73
（±0.10）

分娩間隔 月 13.0
（±0.9）

12.6
（±0.6）

子牛事故率 % 5.0
（±5.0）

3.4
（±3.3）

雌
子
牛

出荷日齢 日 285
（±18）

281
（±19）

出荷体重 ㎏ 262
（±18）

261
（±18）

日齢体重 ㎏ 0.919
（±0.060）

0.926
（±0.046）

区　　分 28年
（16例）

29年
（16例）

去
勢
子
牛

出荷日齢 日 281
（±15）

276
（±23）

出荷体重 ㎏ 293
（±18）

290
（±28）

日齢体重 ㎏ 1.044
（±0.055）

1.051
（±0.043）

区　　分 28年 29年

子牛販売額（雌・去勢平均） 円 755,090
（±107,675）

753,162
（±103,315）

成雌牛１頭当たり売上高 円 518,793
（±135,117）

547,915
（±122,512）

成雌牛１頭当たり年間所得 円 168,952
（±146,073）

208,406
（±137,850）

所得率 ％ 29.9
（±22.3）

38.0
（±21.2）

○成雌牛１頭当たり子
　牛出産頭数

階　級 頻度
～0.79 6

0.80～0.89 7
0.90～0.99 1

1.00～ 2
合　計 16

○平均分娩間隔
階　級 頻度
～11.9 4

12.0～12.9 6
13.0～13.9 6

14.0～ 0
合　計 16

○日齢体重（雌）
階　級 頻度
～0.79 0

0.80～0.89 5
0.90～0.99 10

1.00～ 1
合　計 16

○日齢体重（去）
階　級 頻度
～0.79 0

0.80～0.89 0
0.90～0.99 2
1.00～1.09 13

1.10～ 1
合　計 16

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 １例
（6.25％）

６例
（37.50％）

１例
（6.25％）

５例
（31.25％）

３例
（18.75％）

振興局
経営区分 盛岡 県南

（本局）
県南

（花巻）
県南

（一関）
県南

（遠野）
沿岸

（本局）
沿岸

（宮古）
県北

（本局）
県北

（二戸） 計

黒毛和種繁殖 9 1 1 2 1 1 1 16
黒毛和種肥育 1 3 2 6
日本短角種繁殖 1 1 2
日本短角種肥育 1 1
褐毛和種繁殖 1 1

合　　計 11 4 1 4 1 0 3 1 1 26

区　分 20代 30代 40代 50代 60代 70代

事例数 １例
（3.8％）

２例
（7.7％）

２例
（7.7％）

10例
（38.5％）

10例
（38.5％）

１例
（3.8％）

区　　分 事例数
経営改善を図るための資金借入計画 1例（ 6.25％）

所得向上のための現状分析 10例（62.50％）
投資後の経営状況分析 5例（31.25％）
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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 ㈹　

イ　日本短角種
　【対象概要】
　　目的別例数

　　飼養頭数別例数

　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　【損益項目（下段は標準偏差）】

　成雌牛１頭当たり子牛出産頭数は0.87頭
（標準偏差：±0.08頭）で、前年より0.07頭
減少した。
　平均分娩間隔は12.2か月（標準偏差：±0.8
か月）で、前年と変化はなかった。
　日齢体重は、前年より雌で0.005㎏減少
し、去勢で0.049㎏増加した。
　子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）は
340,221円で、前年より26,979円下回った。
　成雌牛１頭当たり売上高は297,288円（標
準偏差：±67,550円）で、前年より33,937円
上回った。
　成雌牛１頭当たり年間所得は173,105円（標
準偏差：±69,112円）で、前年より33,020円
下回った。
　所得率は58.2％で、前年より17.7％下回っ
た。

　ウ　褐毛和種（参考）
　　　飼養頭数別例数

　　【損益項目】

⑵　肥育経営
　ア　黒毛和種
　　　目的別例数

区　　分 28年 29年

子牛販売額（雌・去勢平均） 円 367,200
（±41,040）

340,221
（±81,021）

成雌牛１頭当たり売上高 円 263,351
（±67,655）

297,288
（±67,550）

成雌牛１頭当たり年間所得 円 206,125
（±75,273）

173,105
（±69,112）

所得率 ％ 75.9
（±9.1）

58.2
（±9.7）

区　　分 28年
（２例）

29年
（２例）

成雌牛１頭当たり子牛出産頭数 頭 0.94
（±0.14）

0.87
（±0.08）

成雌牛１頭当たり子牛販売頭数 頭 0.71
（±0.11）

0.75
（±0.02）

分娩間隔 月 12.2
（±0.3）

12.2
（±0.8）

子牛事故率 % 20.0
（±20.0）

0.0
（±0.0）

雌
子
牛

出荷日齢 日 213
（±8）

229
（±0）

出荷体重 ㎏ 206
（±9）

222
（±5）

日齢体重 ㎏ 0.972
（±0.077）

0.967
（±0.02）

去
勢
子
牛

出荷日齢 日 181
（±51）

219
（±6）

出荷体重 ㎏ 198
（±64）

248
（±17）

日齢体重 ㎏ 1.081
（±0.050）

1.130
（±0.044）

区　　分 10頭未満
事例数 １例（100％）

区　　分 29年
子牛販売額（雌・去勢平均） 円 676,800

成雌牛１頭当たり売上高 円 327,484
成雌牛１頭当たり年間所得 円 82,211

所得率 ％ 25.1

区　　分 事例数
所得向上のための現状分析 ５例（83.3％）

投資後の経営状況分析 １例（16.7％）

区　　分 事例数
生産状況分析（地方特定品種） ２例（100％）

区　　分 10頭未満
事例数 ２例（100％）

○子牛１頭当たり販売
　額（雌・去勢平均）

階　級 頻度
～499,999 0

500,000～599,999 2
600,000～699,999 1
700,000～799,999 13

合　計 16

○成雌牛１頭当たり売
　上高

階　級 頻度
～199,999 0

200,000～299,999 0
300,000～399,999 2
400,000～499,999 2
500,000～599,999 6

600,000～ 6
合　計 16

○成雌牛１頭当たり年
　間所得

階　級 頻度
～49,999 1

50,000～99,999 3
100,000～149,999 1
150,000～199,999 3
200,000～249,999 2
250,000～299,999 4

300,000～ 2
合　計 16
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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

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　肥育期間は、雌若齢で11日、去勢若齢で18
日前年より延長し、肥育終了時体重は、雌で
40㎏、去勢で36㎏それぞれ増加した。
　一日当たりの増体量は、前年度より雌で
0.04kg、去勢で0.05kg増加した。
　肥育出荷時日齢では、雌若齢で903日（29.7
か月）、去勢若齢で932日（30.6か月）となった。
　肥育牛出荷１頭当たり売上高は、1,291,120
円（標準偏差：±180,945円）で、前年より
53,195円下回った。
　 年 間 所 得 は、151,206円（ 標 準 偏 差： ±
13,437円）で、前年より38,231円上回った。
　所得率は、20.3％で、前年より5.3％上回った。

　イ　日本短角種（参考）
　　目的別例数

　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

　肥育期間は、前年より雌若齢では63日、去
勢若齢では19日延長したが、肥育終了時体重
は、雌で96㎏上回り、去勢で15㎏下回った。
　一日当たりの増体量は、前年より雌で
0.059㎏上回り、去勢で0.079㎏下回った。
　肥育終了時日齢では、雌若齢で838日（27.6
か月）、去勢若齢で857日（28.1か月）となっ
た。
　 所得率は、20.8％で、前年を大きく上回っ
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、12.6か月で前年より0.4
か月短縮された。牛の観察に時間をとって
いる経営体ほど短く、他に、パドック、水

区　　分 事例数
生産状況分析 １例（100％）

区　　分 20頭以上
事例数 １例（100％）

区　　分 28年（１例） 29年（※２例）

雌
　
若
　
齢

肥育期間 日 579
（±0）

642
（±29）

肥育終了時日齢 日 821
（±0）

838
（±0）

肥育終了時体重 ㎏ 670
（±0）

766
（±0）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.748
（±0）

0.807
（±0.034）

去
　
勢
　
若
　
齢

肥育期間 日 537
（±0）

556
（±14）

肥育終了時日齢 日 787
（±0）

857
（±56）

肥育終了時体重 ㎏ 707
（±0）

692
（±13）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.873
（±0）

0.794
（±0.028）

区　　分 28年 29年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 円 838,492
（±0）

839,670
（±38,914）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 円 △130,999
（±0）

292,021
（±277,439）

所得率 ％ △30.2
（±0）

20.8
（±18.2）

※ 生産技術項目及び損益項目は、繁殖主体経営体の肥育部門
データ含む

区　　分 50頭未満 50～100頭未満
事例数 １例（16.7％） ５例（83.3% ）

区　　分 28年（５例） 29年（６例）

雌
　
若
　
齢

肥育期間 日 652
（±23）

663
（±59）

肥育終了時日齢 日 885
（±30）

903
（±8）

肥育終了時体重 ㎏ 627
（±37）

667
（±16）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.597
（±0.070）

0.637
（±0.065）

去
　
勢
　
若
　
齢

肥育期間 日 649
（±8）

667
（±18）

肥育終了時日齢 日 928
（±13）

932
（±23）

肥育終了時体重 ㎏ 752
（±47）

788
（±42）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.715
（±0.051）

0.765
（±0.06）

区　　分 28年 29年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 円 1,344,315
（±207,214）

1,291,120
（±180,945）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 円 112,975
（±67,545）

151,206
（±13,437）

所得率 ％ 15.0
（±8.1）

20.3
（±3.8）
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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

田放牧等での運動、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、近年の高温もある中、観察不足が
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
　子牛市場では、高値取引が続いたこと及
び調査事例にあっては生産技術が安定して
いる経営体が多かったことから、所得率も
前年を上回った。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、12.2か月で、前年と変
化はなかった。
　これには、放牧地利用による効果及び不
受胎牛を廃用したことも影響した。

　　イ　財務管理
　子牛市場では、高値取引が続いたことに
より調査事例である一貫経営において、子
牛販売に切り替えたことが影響し、年間所
得率が58.2％となった。

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齢は、去勢で
30.6か月、雌で29.7か月となり、一貫経営
の１事例を除き、去勢は30か月を超える月
齢で、雌は29か月齢となった。本調査で
は、去勢及び雌肥育においても、肥育終了
時体重は前年を上回る結果となり、全ての
経営体で出荷体重を増やすため、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、素畜費の抑制効果が大きかった。

　　イ　財務管理
　これまで肥育素牛価格が高値で推移し、
枝肉相場も高水準が続いてきたが、出荷１
頭当たり売上高では前年を下回る結果と
なったものの、年間所得、所得率は前年を
上回った。

　イ　日本短角種
　　ア　生産技術

　肥育終了時日齢を月齢にすると雌で27.6
か月、去勢で28.1か月となった。
　平成29年に出荷された肥育牛の導入時の
価格（平均）が去勢で247千円、雌で250千
円となった。
　調査期間の素牛導入経営体は１事例で雌
348千円、去勢362千円となっており、引き
続き収益性の悪化が懸念される。

　　イ　財務管理
　肥育牛出荷１頭当たり売上高では前年と
ほぼ同様となり、常時１頭当たりの年間所
得では前年を上回る結果となった。これ
は、繁殖主体経営に切り替えた事例におい
て、肥育素牛の導入が少なかったことも大
きく影響した。

４　まとめ
⑴　繁殖経営

　調査した事例において、新規就農により取り
組んでいる１経営体を除く全ての事例で所得が
確保された。しかし、配合飼料や輸入粗飼料価
格の高止まりに加え、燃料費の高騰など、生産
費への影響が大きく、引き続き生産費の圧縮が
課題となることから、繁殖経営については、自給
粗飼料及び放牧等を有効活用することなどによ
り、購入飼料費・生産原価の低減も期待できる。
　また、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
例が増えてきたことは、繁殖技術改善に併せ
て、牛群の内容の精査と計画的な更新による収
益性の向上が期待できることから、様々な情報
収集に努めることが重要となる。
　なお、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、素牛導入や飼料等運転費
用に多くの資金を要し、さらに、子牛・枝肉の
相場、配合飼料価格等の経営内外の影響を受け
易く、常に資金繰りを念頭におく必要がある。
　そのような中にあって、素牛確保及び生産コ
スト低減を図るため、繁殖部門を取り入れた肥
育経営体にあっては、コスト低減に一定の効果
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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。

家畜の保健衛生（120）

26年ぶりの豚コレラの国内発生について
　平成30年９月９日、岐阜県の養豚農場におい
て、平成４年以来26年ぶりとなる豚コレラの発生
が確認されました。また、９月13日以降に発生農
場及び共同堆肥場周辺10㎞圏内で発見された死亡
した野生いのししを検査した結果、豚コレラの陽
性事例が確認されています。
　本病は、豚コレラウイルスの感染により起こる
豚、いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と高い
致死率が特徴です。感染豚は唾液、涙、糞尿中に
ウイルスを排泄し、感染豚や汚染物品等との接触
等により感染が拡大します。治療法はなく、発生
した場合の畜産業界への影響が甚大であることか
ら、家畜伝染病予防法で家畜伝染病に指定されて
います。
　豚コレラにみられる病変は、ウイルスの病原
性、病期、二次感染の程度により異なり様々で

す。はじめに発熱（41～42℃）、食欲不振、うず
くまり、豚房の片隅に体を寄せる、元気消失がみ
られます。発熱期に一致してウイルス血症及び白
血球減少が起こります。ついで結膜炎による目や
にやリンパ節の腫脹、呼吸障害、便秘に次ぐ下痢
がみられ、後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙
縮などの神経症状もみられるようになり、死亡す
る個体がでてきます。それを過ぎ生きながらえた
個体では、皮下出血による紫斑が皮膚の薄い耳
翼、尾、腹部、内股部に目立つようになります。
一般的に発症から死亡するまでの期間が10～20日
以内のものを急性型豚コレラといい、発症回復を
繰り返した後に削痩して30日程度で死亡するもの
を慢性型豚コレラといいます。
　本病の診断の遅れは、防疫措置の遅延により被
害を増加させるため、迅速かつ的確な検査を行う
ことが大切です。日頃から飼養衛生管理基準の遵
守の徹底による侵入防止対策の継続に加え、異常
を発見した場合は、かかりつけ獣医師又は家畜保
健衛生所へ早期に通報をお願いします。

平成30年９月８日･第61回洋野・新岩手ホルスタインショウ

芽 き ー ー吹 コ ナ

が伺える結果となっている。
　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
中、セーフティネット（牛マルキン）への加入

が必須である。
　また、経営安定のためには事故防止が一層重
要であり、飼養管理の徹底と衛生対策強化によ
る早期発見、早期治療に努める必要がある。

鈴木梨
り お

央さん（８歳）

・…洋野町加藤牧場加藤一夫さんの
お孫さん
・梨央ちゃんは、第61回洋野･新岩手

ホルスタインショウで「ベストショウマン賞」を受賞
【梨央ちゃんからの一言】牛が大好きです。
【加藤一夫さんからの一言】家に来るとすぐ牛舎
に行き、一日中牛を見ています。哺乳の手伝いも
してくれます。

天満栄
ひではる

晴くん（５歳）…

天満咲
さや

花
か

さん（９歳）

・洋野町天満達也さんのお子さん
・…栄晴君は、前回（第60回）の
洋野･新岩手ホルスタインショ
ウで「ベストショウマン賞」を
受賞

【栄晴君からの一言】牛が好きな
ので、大きくなったら、お父さんみたいになりた
いです。

【お父さんからの一言】トラクターに乗りたがる
ので、後を継いでくれると思います。
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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（116）

除染草地におけるカリ施肥による 
放射性セシウム低減対策技術の開発

　東京電力福島第一原子力発電事故から７年、草地
の除染作業開始から５年以上が経過し、土壌中及び
牧草中の放射性セシウム（RCs）は減衰等により
減少傾向にある一方で、除染後採草地において土壌
中交換性カリ含量が改良目標値（20㎎/100g）以
下に低下した圃場が見られます。そのような牧草地
では、再び牧草中RCs濃度が上昇することが明らか
になっています。また、牧草へのRCsの移行抑制を
目的とした多量のカリ施肥をすると、牧草のカリウ
ム含量が増加しグラステタニーや乳熱を起こすとさ
れる基準値を超過することが問題となっています。
　そこで、土壌中交換性カリ含量が改良目標値（20
㎎/100g）以下の除染草地における適正なカリ施
肥量を明らかにするために、試験を行いました。
１　試験の概要

　試験は、岩手県の施肥基準を標準量として、カ
リ無施肥区、カリ半量区、標準施肥区、カリ２倍
区の４区を設け、１～３番草の乾物収量、RCs濃
度及びミネラルバランスを調査しました（表１）。

２　成果の内容

⑴　 牧 草 中 の
RCs（137Cs）
濃度は、各番草
ともカリ施肥量
が標準量より少
ないとRCs濃度
が上昇し、多い
と低下する
結果となり

ました（図１）。
⑵　カリ施肥量が標準量より少ないと牧草の収量
は低下すると言われていますが、年間乾物収量
は標準施肥区に比べてカリ無施肥区で少なかっ
たものの、カリ半量区及びカリ２倍区では同等
でした。しかし、カリ半量区では、カリ施肥量
よりも持出量が多いことから、土壌中の交換性
カリ含量がさらに低下するので、標準施肥を行
うことが必要です（表２）。

⑶　牧草のミネラルバランスを表すテタニー比
は、2.2以下が望ましいと言われています。テ
タニー比は、カリ無施肥区及びカリ半量区で低
く、カリ２倍区では高く推移しました。また、
いずれの区でも１番草から２、３番草にかけて
低下しまし
たが、カリ
２倍区では
３番草でも
基 準 値 の
2.2よりも
高い値を示
し ま し た
（図２）。

３　まとめ

　今回の試験では、土壌中交換性カリ含量が改良
目標値（20mg/100g）を下回る除染後草地にお
いて、県の施肥基準量以下のカリ施肥では牧草中
のRCs濃度が上昇する一方、基準量のカリを施肥
することにより、収量を確保しながら牧草中RCs
濃度の上昇を抑えられることが確認されました。
　カリは土壌から流亡しやすく、必要量を施肥し
ないと土壌中交換性カリ含量が低下してしまいま
す。定期的に土壌分析をして、交換性カリ含量が
足りなくなっていないかを確認し、改良目標値を
維持することが大切です。

表１　各試験区における施肥処理（ kg/10a ）

試験区名 早春
カリ施肥量

追肥カリ
施肥量 使用した肥料

標準施肥区 10 5 草地212

カリ無施肥区 0 0 草地211

カリ半量区 5 2.5 草地212

カリ２倍区 20 10 草地212＋塩化カリ
※試験圃場の土壌中交換性カリ含量　8.5㎎/100g乾土、RCs濃度　75.5Bq/kg
※…窒素は早春10kg/10a、追肥5kg/10a、りん酸は早春5kg/10a、追肥2.5kg/10aを施用した

図１　牧草中RCs濃度（137Cs，水分80%換算値）
※各番草内で異文字間に有意差あり（Tukey、p＜0.05）

表２　試験区別カリ収支

試験区 年間乾物収量
（kg/10a ）

カリ持出量（kg/10a）A カリ施肥量B
（㎏/10a）

カリ収支
B-A

（kg/10a）１番草 ２番草 ３番草 計

標準施肥 651 7.1 6.5 2.3 15.9 20 4.1

カリ無施肥 475 2.3 2.3 1.3 6.0 0 -6.0

カリ半量 639 4.9 5.5 2.3 12.7 10 -2.7

カリ２倍 655 8.3 9.0 4.3 21.6 40 18.4

※カリ持出量：各番草の乾物収量×各番草中の乾物中カリ含量で算出

図２　テタニー比
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１　スマート農業とは？
　先端技術を活用し、省力化や大規模生産、品質の向上などを目指す新たな農業のことです。ICT
（Information and Communication Technology、情報伝達技術）、ロボットやＡＩ、装置をインター
ネットで結ぶＩｏＴ（ Internet of Things ）などの技術を、農作業や出荷の管理などに活用します。
草刈りを自動でするロボットや、積み込み作業を補助するアシストスーツなどで、高齢化や労働力
不足に対応する技術もあります。

２　畜産で利用されている分娩や発情に関するICT、IoT技術は大きくは３つあります。
（１）分娩監視カメラ

　ウェブカメラと電話回線等による牛監視システムのこと。遠いところからでも視覚的に母牛を
観察することが可能となります。この監視システムを導入することで、随時、母牛の観察や分娩
発来を把握することが可能となり、労力軽減、事故防止の効果があります。

　★分娩看視カメラ設置例（無線型）

　★分娩監視カメラ設置例（WEB型）
　　WEBカメラとスマートフォン（スマホ）をつかえば、外出先でも看視できます。

（２）発情発見機
　牛に歩数計を装着して、行動量（歩数）で発情等を発見します。
自動的に発情兆候を監視するため、夜間や農繁期の発情発見の見逃
しを減らす事ができるようになります。

（３）分娩通報システム
　体温のデータ収集のために温度センサーを親牛に挿入し、温度
データより「分娩の約24時間前」「１次破水時」等を検知しメール
で知らせるシステムです。分娩や発情発見を省力的に正確に把握す
ることが可能です。

３�　牛群管理システムなど、多くの ICT、IoT が開発されていますので、省力化などのために導入
をご検討されてはいかがでしょうか？

自宅でゆっくり看視ができます。

牛歩計を装着している繁殖牛
（足首装着タイプ）

※ 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。

※�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。
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畜産現場の“今”を映像でお届けします

各種研修会やセミナーにも！

農場HACCP/JGAP/天皇杯受賞事例　など お問合せ：（公社）中央畜産会　TEL：03-6206-0846

がんばる 畜産！ ！
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23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年

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
10/10

㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 115 952,560 252,720 691,285 285 2,423

♂♂

♂- 149 1,036,800 174,960 744,932 322 2,315

計 264 1,036,800 174,960 721,563 306 2,359

県南
10/11

㈭
磐　 井

♀ 120 1,081,080 163,080 670,257 283 2,372

♂♂

♂- 160 1,205,280 224,640 759,321 313 2,422

計 280 1,205,280 163,080 721,151 300 2,402

中央
10/17

㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 131 974,160 478,440 668,454 289 2,311

♂♂

♂- 183 1,085,400 335,880 757,729 319 2,377

計 314 1,085,400 335,880 720,484 306 2,351

中央
10/18

㈭

宮 古

北 部

奥 中 山

久 慈

♀ 138 1,042,200 474,120 667,573 284 2,352

♂♂

♂- 174 1,217,160 369,360 787,239 314 2,504

計 312 1,217,160 369,360 734,310 301 2,440

中央
10/19

㈮

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 168 875,880 437,400 656,544 273 2,409

♂♂

♂- 232 1,043,280 324,000 773,373 305 2,537

計 400 1,043,280 324,000 724,305 291 2,486

合　　計

♀ 672 1,081,080 163,080 669,524 282 2,373

♂♂

♂- 898 1,217,160 174,960 765,649 314 2,439

計 1,570 1,217,160 163,080 724,505 300 2,413

平成30年10月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成30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
1,007

円
705,368,520

円
700,465

褐 毛 和 種 5 2,606,040 521,208

日本短角種 504 170,670,240 338,631

交 雑 種・ 乳 8 2,798,280 349,785

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移

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24日

雌 145 340,081 228 1,494 82 130
雄 2 214,380 265 811 200 149
去 185 314,099 250 1,255 115 128
計 332 324,846 241 1,351 98 128

中央 10月25日

雌 160 359,856 225 1,599 112 152
雄 2 228,420 225 1,015 100 213
去 184 339,161 243 1,395 89 155
計 346 348,091 235 1,484 98 154

平成30年度短角牛市場成績速報
全農岩手県本部（税込）


