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私 の 自 由 研 究

　雪解けが進み、春らしくなってきたこの頃です
が、畜産協会の皆様お元気でしょうか。先日は、
遠いところ、私の取材のために来校していただ
き、ありがとうございました。
　私は、小さいころから牛が大好きで、３年生の
ときから現在まで、牛のことを調べてきました。
３年生の夏休みには、父に聞いたり、ネットで調
べたりして牛についての簡単な知識を得ま
した。牛が好きなのに、その頃はこわくて
出産のときの手伝いができなかったほどで
す。
　４年生の時は、夏休みの自由研究で、牛
のえさや体調の変化について調べました。
えさやストレスの量で、牛の体重が変化す
ることについて調べました。家の手伝いで
は、市場出荷に向けた育て方を知ることが
できました。冬休みにも牛の研究を続けま
した。
　５年生の時は、夏休みに、人間と牛を比
べた研究をしました。特に、出産について
は、人間と同じことが多いと思っていまし
たが、違いが大きいことが分かりました。
冬休みには、子牛用と親牛用のおもづなを工作と
して作りました。母に教えてもらいながら、一頭
一頭の顔に合わせて作ることができました。先日
来校されたときに紹介したおもづなは、その時に
自分で作ったものです。
　そして、６年生。夏休みは、ホルスタインにつ
いて研究しました。私は、昔からホルスタインの
子牛が好きでした。保育所のころ、父と出かけた
小岩井農場でホルスタインを見たことが、今でも

記憶に残っています。夏休みの研究では、ホルス
タインのえさやさく乳・出産・成長などを知るこ
とができました。今回の研究は、小学校最後のま
とめとして、黒毛和種の出産から肉になるまでを
調べました。
　生命が誕生してから肉になるまで調べようと
思っていましたが、私は牛が肉になって死んでし

まうのを見るのはとてもつらかったので、
とても迷いました。でも、牛のことを知ら
ない人に教えたかったので、牛の誕生から
肉になるまでをまとめることにしました。
　私が特に知りたかったことは、「種」に
ついてです。個体によって性格や市場の値
段が変わるということです。
　個人的に好きな種は、「美津照重」です。
昔からある種で、性格もとてもよく、初産
の牛でも育児放棄をしないで育てるからで
す。また、体重ものるし、食い止まりもな
いです。人なつこく、市場に出荷されたと
きには落ち着いています。それに、肉質も
Ａ５ランクの牛もいて、市場の値段も高く
つきます。

　私は、３年間の研究でたくさんのことを学ぶこ
とができました。将来、私は大きい農家で働く
か、家を継ぎながら授精師になりたいと思ってい
ます。また、牛が楽に楽しく、一生暮らせるよう
な牛舎にしてあげたいです。えさづくりも工夫し
たいです。特に、ホルスタインの牛舎には、ロー
タリーパーラーやパラレルパーラーなどの、牛も
人も楽に暮らしたり、作業したりできるような環
境にしたいです。黒毛和種や短角和種では、鉄筋

（次頁へ続く）
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経 緯

平 成30年 度 岩 手 県 
獣医畜産業績発表会

　平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会（岩手県
主催）が、平成31年１月23日と24日の２日間にわ
たり、盛岡市の岩手県水産会館において開催され

ました。
　１日目の獣医部門には、家畜保健衛生所から16
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
１題、普及センターから５題、岩手県立農業大学
校から１題の発表がありました。
　審査の結果、次の演題が各賞を受賞しました。

表　彰　名 演　　　　　　　　　　　題 発　　表　　者

岩手県知事賞（獣医部門）
成牛の集団下痢から国内で初めて分離された
Salmonella  Paratyphi B var. Java 単相変異株の同定

岩手県中央家畜保健衛生所
木﨑　あゆみ

岩手県知事賞（畜産部門）
コツコツ地道に乳質改善
～体細胞数を低減させ乳価アップ実現へ～

一関農業改良普及センター
永田　早紀

岩手県獣医師会長賞 石灰資材の消毒効果持続期間の検証 岩手県南家畜保健衛生所 鈴木　勇摩

岩手県畜産協会長賞 圃場管理システムを用いたコントラクターの作業効率改善実証
宮古農業改良普及センター岩泉サブセンター

荒谷　祐介

岩手県畜産技術連盟賞 分娩監視カメラ・発情発見器・牛温恵（ＩＣＴ）導入の現状と課題
中央農業改良普及センター

平久保　友美

岩手県農業共済組合長賞 臍静脈炎と多発性関節炎を併発した子牛の二症例
NOSAI岩手 岩手県北基幹家畜診療所北部
家畜診療所 三浦　沙織

でできた牛舎がいいと思います。放牧も自由にで
きるようにもしたいです。そのような将来が実現
できるといいと思っています。
　そのためにも、中学生になっても牛のことは、
続けて勉強していきたいと思っています。

　畜産協会の皆様、お体に気を付けてお仕事をが
んばってください。そして、岩手県の畜産がもっ
ともっと良くなるようにお願いします。私もがん
ばります。
　（関連記事は、芽吹きコーナーにもあります。）
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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。】

　平成30年７月、当協会に、佐藤夢菜さんからお便りをいただきました。「夏休みの
自由研究で、ホルスタインのことを調べている。参考になる資料があれば教えてほしい。」とい
う趣旨のものでしたので、資料を提供させていただきました。
　その後、同年12月に、夢菜さんから、自由研究の成果が当協会に届けられました。あまりに
立派な内容だったので、釜津田小学校（菊池正人校長、児童９人）に伺い、取材させていただ
きました。その日はちょうど校内での自由研究発表会でした。小学６年生の女の子とは思えな
い立派な発表に感動を覚えました。芽吹きコーナーで取り扱う予定でしたが、後日、「私の自由
研究」と題したお便りをいただき、３月号の掲載にいたったものです。佐藤夢菜さん、校長先
生、担任の繁田先生、ありがとうございました。
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１　背景
　サルモネラ属菌の血清型は2,500種以上あり、
病原性の強弱や宿主特異性と関連し、最も基本的
な疫学マーカーでもあることから、その型別は非
常に重要である。血清型別検査には、一般的に抗
血清による凝集反応が用いられ、菌体が持つO
抗原と鞭毛が持つH抗原を決定し、その組み合わ
せによって型別される。本菌の多くは、可逆的に
相変異する２相の鞭毛抗原を持っているが、近
年、鞭毛抗原を１相しか持たない単相変異株の報
告が増えている。家畜から分離される本菌の血清
型が多様化する中で、特に単相株において、一般
的な凝集反応のみでは同定不能となる事例があ
り、遺伝子解析の併用が進みつつある。
　2018年６月、岩手県内の一酪農場において成牛
の集団下痢が発生し、牛サルモネラ症と診断され
た。搾乳牛舎の飼養牛全37頭中33頭（成牛31頭、
子牛２頭）から同菌が分離され、11頭（成牛10頭、
子牛１頭）が発症し、発熱及び下痢を呈した。
　本症例から分離された株は、凝集反応のみでは
同定（正確な血清型別）ができなかった。ここで
は、遺伝子解析を併用した分離株の同定方法と、
同株の由来について、分子疫学的に検討した成績
を報告する。

２　材料及び方法
⑴　分離株の同定

　発症牛の糞便から分離されたサルモネラ属菌
５頭由来５株を用い、①生化学検査：同定キッ
トによる検査、試験管法（ズルシット分解、ゼ
ラチン液化、酒石酸分解）、②血清型別検査：
サルモネラ免疫血清による平板及び試験管凝集
反応、③hin 遺伝子検査：PCR、④multilocus 
sequence typing（ MLST ）を実施した。

⑵　分子疫学解析
　牛由来５株（前述）及び岩手県内の人胃腸炎
由来サルモネラ属菌のうち、抗原構造が 4;b;-
ま た は 4:b:1,2 で あ る14人 由 来14株（2009～

2018年分離）を用い、酒石酸分解試験、MLST
及びパルスフィールドゲル電気泳動（ PFGE ）
を実施した。

３　結果
⑴　分離株の同定

　生化学検査では、同定キットによりSalmonella 
spp.と判定され、マロン酸分解（－）、D-ガラク
ツロン酸分解（＋）を確認した。試験管法では、
ズルシット分解（＋）、ゼラチン液化（－）、酒
石酸分解（＋）であった（表１）。血清型別検
査では、O抗原：４群、H抗原：b（１相）、－（２
相）となった。hin 遺伝子は保有せず、MLST
によるシークエンス型（ ST ）は ST42 に分類
された（表２）。

⑵　分子疫学解析
　牛由来株と同一（ 4:b:- ）または類似（ 4;b;1,2 ）

平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞受賞（獣医部門）

成牛の集団下痢から国内で初めて分離された
Salmonella Paratyphi B var. Java 単相変異株の同定と分子疫学解析

岩手県中央家畜保健衛生所　木　崎　あゆみ　

表１　抗原構造表に記載の既知血清型との比較

表２　既報との比較
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の抗原構造をもつ人由来株についてMLSTを実
施した結果、４つの ST（ 307、127、43、42 ）
に分類された。酒石酸分解試験は全株（＋）で
あった（表３）。

　牛由来５株と人由来14株の PFGE 解析の結果、
７つの型に分類された（類似度85％以上を同一株
と判断）。牛由来株と最も遺伝的に近い人由来株
の類似度は83％であった（図１）。

４　考察
　凝集反応による血清型別検査の結果、分離株の
抗原構造 は4:b:- であった。一般的に用いられる
抗原構造表では、4:b:- に該当する血清型は、亜種
salamae に属するもの及び亜種enterica に属する
S. Schleissheim の２種が存在する。分離株を含
めた三者で生化学性状を比較すると一致せず、分
離株はこれらの血清型ではないことが判明した。 
　泉谷ら（感染症誌、2016）は、抗原構造が 4:b:-と
なるサルモネラに着目し、S. Paratyphi B（4:b:1,2、
酒石酸分解－）、S. Paratyaphi B var. Java（ 4:b:1,2、
酒石酸分解+、以下S. Java ）及び遺伝的由来が不

明の4:b:-について解析している。この 4:b:- はS . Java
と同様に酒石酸分解（ + ）であり、鞭毛の相変異
に必要なhin 遺伝子を欠失し、MLST によりS. Java
の一部の株と同一 ST に分類された。このことか
ら、この 4:b:- はS . Java に由来し、hin 遺伝子を
欠失したために単相変異した株であると考察して
いる。今回の分離株は、酒石酸分解（ + ）、hin遺
伝子（－）であり、MLST により ST42 に分類され、
同報告におけるS. Java の ST と一致したことか
ら、本分離株もS. Java の単相変異株と考えられ
た。以上より、特に単相株の同定において、一般
的な凝集反応のみでは同定を誤るおそれがあり、
生化学検査やMLST 等の遺伝子解析を追試する
必要があると考えられた。
　分子疫学解析において、MLST により人由来
14株は４つの ST（ 307、127、43、42 ）に分類さ
れた。これらはいずれもS. Java の ST として報
告されており、酒石酸分解（ + ）であったことか
らも、人由来株はすべてS. Java と考えられた。
　サルモネラの短期間の分子疫学解析には、
MLST よりも PFGE が適する。今回、MLST と
PFGE の結果は概ね一致したが、PFGE の方がよ
り細かく分類された。すなわち、類似度が85％以
上のものを同一株とした場合、牛及び人由来の全
19株は７つの PFGE 型に分類され、県内で分離
されているS. Java が多様な起源に由来し、散発
的に人の胃腸炎を引き起こしていることが示唆さ
れた。
　牛由来株（図１-①）と最も遺伝的に近い人由
来株（図１-②）を比較すると、両者は MLST に
より同じ ST42 に分類されたが、PFGE による類
似度は83％にとどまり、両者の間に直接的な疫学
関連があった可能性は低いと考えられた。
　S. Java は、カメなどの爬虫類や家禽が保菌し
ているという報告がある。国内では人の胃腸炎の
散発にとどまるが、欧州では国境を越えたアウト
ブレイク事例もある。他方、牛の下痢症の原因と
しての報告は、海外では数例あるが、国内では見
当たらない。本報告は、S. Java の成牛に対する
病原性を示す国内で初めてのものである。分離株
の由来の特定には至らなかったが、牛と人との間
で感染が起こっている可能性はあり、人獣共通感
染症としても注意が必要と考えられた。

図１　牛・人由来株の分子疫学解析

表３　人由来株のMLST・酒石酸分解試験結果



平成３１年３月１日岩　手　の　畜　産隔月 １日発行 第５５３号 ⑸

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）

地域セミナー開催
　平成31年２月に、平成30年度の畜産生産基盤育
成強化事業の地域セミナーを２か所で開催しまし
た。
　同事業は、畜産経営体が自らの経営状況を分
析・把握し、経営展開方向の検討や生産・経営技
術の高度化等を図ることのできる経営能力を身に
着けていただくことを目的として、岩手県からの
委託を受けて実施しているものです。
　事業は、経営状況の分析を行う個別支援指導と
生産技術のレベルアップを図る地域支援指導の二
つに大別され、地域セミナーは後者に属するもの
です。

【１か所目（平成31年２月22日、奥州市）】

　「ワクチン接種による疾病対策について（ワク
チン接種と飼養管理）」と題して、岩手県県南家
畜保健衛生所獣医師の川畑由夏氏にご講演いただ
きました。出席者は、岩手ふるさと農協和牛改良
組合組合員など60名でした。
　子牛の死亡・廃用事故の発生状況を示すととも
に、事故による損失額がどれだけになるか、発生
を予防する方法として、消毒やワクチン接種のほ

か、ストレスの少ない飼養環境の整備など、多岐
にわたる内容についてお話しいただきました。
　セミナー終了後のアンケートでは、回答のあっ
た27名中25名が参考になったと答えていました。

【２か所目（平成31年２月27日、盛岡市玉山）】

　「牛群検定成績表の見方と活用」と題して、一
般社団法人家畜改良事業団盛岡種雄牛センター次
長の板橋完氏にご講演をいただきました。出席者
は、新岩手農協東部地域乳用牛改良検定組合組合
員など18名でした。
　牛群検定表には、たくさんの情報が含まれてい
ること、表示されている数値にはそれぞれ重要な
意味があり、牛の健康状態、飼養環境の是非、給
与資料の適否などを読み取ることができることを
お話しいただきました。
　出席者が、検定組合員でかつ少人数を相手にし
ての、丁寧でかみ砕いた説明だったことから、セ
ミナー終了後のアンケートでは、牛群検定成績表
の見方・活用の仕方に理解が深まったことを窺い
知ることができました。
　当協会では、毎年度５か所ほどで地域セミナー
を開催しています。それぞれの地域の課題などに
応じて、講師の方を選定し、お役に立ちたいと考
えています。開催を希望される場合には、経営支
援部にお気軽にご相談ください。

いわて飼料増産研修会
　いわてコントラクター等利用推進協議会（会
長・松原一彦公益社団法人岩手県農業公社基盤整
備部長）主催の「平成30年度いわて飼料増産研修
会」が、生産者や関係者など72名の出席の下、平
成31年１月25日に岩手産業文化センター（滝沢市）
で開催されました。
　冒頭、松原会長から、「本県の畜産は、平成29
年度の農業算出額の６割強を占める基幹産業であ
る。さらに発展させるためには、規模拡大や生産
性向上、他産業並みの所得確保が必要である。規
模拡大と並行して、省力化も必要であり、コント

ラクターやＴＭＲセンターなどの外部支援組織の
果たす役割が増大する。本日の研修会で、先進技
術を活用した事例等を学び、そうした支援体制の
強化を図っていただきたい。」との挨拶（要旨）
がありました。

　研修は、基調講演と
分科会の二部構成で進
められ、基調講演は、
「コントラクターによ
るＩＣＴを活用した効
率的な作業体系につい
て（ＧＰＳガイダンス
の使用実例）」（講師：
五十川利広北海道鹿追
町農業協同組合営農部
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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

幸先生（有限会社小比
類巻家畜診療サービス
代表取締役））では、
リピートブリーダーの
原因の一つと考えられ
ている子宮内膜炎につ
いて、発生の背景から
診断・治療に至るま
で、詳細で多岐にわた
る解説がありました。

また、受精卵移植に関連して、経膣採卵（ＯＰＵ）
や体外受精卵（ＩＶＦ）のメリット・デメリット
についての紹介がありました。

　二つ目の講演「授精
間隔の短縮を最優先目
標にした牛の繁殖技術
体系の構築：現状と展
望」（講師：髙橋透先
生（岩手大学農学部共
同獣医科教授））では、
年々低下している牛の
受胎率と乳量・濃厚飼
料給与量が負の相関に

あることを示唆した後で、経営の観点からは、不
受胎の牛を早く摘発し、再授精を行うことにより
分娩間隔を短縮することが重要であるとの解説が
ありました。また、早期に妊娠を診断する方法と

いわての酪肉繁殖性 
向上研修会

　いわて肉用牛躍進運動推進協議会（会長・菊池
伸也岩手県農林水産部畜産課総括課長）主催の平
成30年度いわての酪肉繁殖性向上研修会が、生産
者や関係者ほか91名の参加の下、平成31年１月11
日に岩手産業文化センター（滝沢市）で開催され
ました。
　冒頭、菊池会長から「昨年の12月30日にTPP11
が発効し、２月１日には、日ＥＵのＥＰＡが発効
見込みとなっており、畜産業界は、新たな国際環
境の下で、競争力の強化を求められる。一方、12
月に公表された、平成29年度の農業算出額では、
岩手県は2,693億円で84億円の増となっている。
中でも畜産は、算出額の６割強を占める1,670億
円で、本県農業の基幹となっている。県として
は、産地の競争力強化に向けて、畜産クラスター
等の事業を活用しながら、規模拡大を目指す生産
者の施設整備を支援するほか、ＩＣＴの活用やコ
ントラクターの育成などに取り組みたい。」と挨
拶（要旨）がありました。
　続いて、二題の講演が行われました。
　最初の講演「繁殖成績の改善を目指す（リピー
トブリーダーと子宮内膜炎）」（講師：小比類巻正

コントラ課課長）と「公
共牧場の有効活用に向
けて（公共牧場は地域
の畜産資源）」（講師：
梨木守一般社団法人日
本草地畜産種子協会放
牧アドバイザー）の二
題で、コントラクター
活動の事例紹介や外部
支援組織としての公共

牧場のあり方等の提示が行われました。
　なお、「公共牧場の活用に向けて」については、
当初予定されていた講師が都合により欠席となっ
たため、代わりに、村上勝郎岩手県農林水産部畜

産課畜政担当課長が説明しました。
　基調講演後、コントラクター・ＴＭＲセンター
分科会と公共牧場分科会に分かれて、講師を交え
た活発な意見交換が行われました。
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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 ㈹　

家畜の保健衛生（122）

国内での豚コレラ発生及び中国
でのアフリカ豚コレラ感染拡大
への対策（飼養衛生管理基準の
再徹底）について

　平成30年９月９日、平成４年以来26年ぶりに、
岐阜県の養豚農場において豚コレラの発生が確認
されました。その後、２月19日までに１府４県に
発生が拡大しました。岐阜県及び愛知県の野生い
のししからも豚コレラの陽性事例が確認されてい
ます。農林水産省の現地調査の結果、発生農場で
は、飼養衛生管理基準が一部遵守されていなかっ
たことが判明しています。
　一方、平成30年８月に、中国での発生が確認さ
れたアフリカ豚コレラは、その後、中国全土に感
染が拡大し、本年１月には隣国のモンゴルの農場
でも発生が確認されました。人や物の交流によ
り、日本への侵入の危険性が高まっている状況に
あります。
　農場におかれましては、豚コレラやアフリカ豚
コレラ等の侵入を防止するため、飼養衛生管理基
準の遵守の再徹底をお願いします。

１　適切な衛生管理区域の設定

　病原体の侵入を防止するため、畜舎及び関連
する農場内敷地全てを衛生管理区域とするこ
と。

２　衛生管理区域専用の衣服及び長靴の使用

　衛生管理区域専用の衣服及び靴を設置し、伝
播・交差汚染防止するよう徹底し、靴底等は糞
等の汚れを十分に洗浄した後、消毒を実施する
こと。

３　畜舎や器具などの定期的な清掃又は消毒等

　衛生管理区域以外で使用していた器具や重機
等を持込む場合は洗浄・消毒を行い、また、畜
舎等衛生管理区域内についても清掃や消毒を定
期的に行うこと。

４�　他の畜産関係施設に立ち入った者に対する対応

　他の畜産関係施設等に立ち入った者及び過去
１週間以内に海外から入国または帰国した者
は、必要な場合を除き衛生管理区域に立ち入ら
ないようにすること。

５　野生動物等からの病原体の侵入防止

　衛生管理区域への野生動物の侵入を防止する
ため、農場周辺への電柵等の設置、畜舎の壁や
窓等の破損か所の修繕等を行うこと。また、野
生動物を引き寄せないよう、飼料や家畜の死体
を適切に管理し、犬・猫等の愛がん動物は衛生
管理区域内で飼養をしないこと。 

６�　食品廃棄物等を原材料とする飼料の加熱処理
の徹底

　飼料に肉を含み、又は含む可能性があるとき
は、あらかじめ摂氏70度・30分間以上又は80
度・３分間以上の加熱処理を行うこと。

７　毎日の健康観察、早期発見・早期通報の徹底

　飼養する家畜の健康観察を入念に行い、異常
を発見した場合は、速やかに家畜保健衛生所に
届け出ること。

８　飼養管理の記録の保管

　普段から、飼養する家畜の飼料給与、分娩、
出荷、死亡等について記録するとともに、元気
消失、食欲減退等の症状を示す個体が認められ
た場合は、具体的な症状、体温等を記録するこ
と。

して、末梢白血球の遺伝子発現解析、膣組織の生
検材料を用いた遺伝子発現解析、超音波ドプラ法
による黄体血流評価など、最新の研究データの紹

介がありました。
　二つの講演とともに、繁殖性向上に関する高レ
ベルな知見に接する貴重な機会となりました。
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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
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

畜 産 の 研 究（118）

電気牧柵を用いた蹄耕法に
よる草地更新技術

１　放牧地の更新に用いる蹄耕法

　岩手県では、頭数の減少や原発事故に伴う草
地の利用自粛等によって植生の悪化した放牧地
が多く存在します。今回は、急傾斜地など農業
機械の入れない牧区内の植生を改善するため、
蹄耕法を用いて草地更新する技術の研究に取り
組み、県営小石川牧野で実証試験を行いました。

２　実証試験の概要

　実証試験では、大牧区（12ha）の一部（33a）
で蹄耕法を行いました。未利用の放牧地（草丈
50㎝から100㎝程度）の更新を行う前提で、必
要な放牧圧を得るために表１の目安に合わせて
面積を設定しました。この時、子付きの繁殖雌
牛と種雄牛をそれぞれ1.4頭と1.5頭に換算しまし
た。更新対象地（以下施工区）は電気牧柵によ
り施工区に牛を集めやすいように区画しました。

３　蹄耕法の手順

　施工工程は、前植生処理・施肥及び播種・鎮
圧の３つです。また図１に示すように施工区内
に一定時間、放牧牛を留めておく必要がありま
す。このため施工区内への集畜、ゲート閉鎖、

翌日のゲート開放を繰り返し行います。
⑴　事前作業　蹄耕法を行う施工区の面積測
定、電気牧柵の設置、苦土炭カルの施用を行
います。
ア　面積測定：GPS等を用いて施工区の面
積を測定します。
イ　苦土炭カルの施用：低Mg血症予防のた
め、施工約1ヵ月前に苦土炭カルを100㎏
/10a施用します。
ウ　電気牧柵の設置：繁殖雌牛のみの放牧の
場合、電気牧柵の高さは概ね80㎝に張り
ます。一方親子放牧群の場合は、高さ40
㎝及び80㎝の２段張りにします。

⑵　前植生処理
　前植生処理には４日間必要です。前植生処
理は施工区内の草丈が概ね10㎝以下になっ
たら終了です（図２）。

⑶　施肥及び播種
　前植生処理が終了したら、施肥及び播種を
します。施肥は、牧草・飼料作生産利用指針
（H30岩手県）に従います。また、蹄耕法
は完全更新に比べて牧草の定着が劣るため、
播種量は完全更新の1.3倍量に増やす必要が

図１　実証実験における施工工程
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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/

あります。
⑷　鎮圧
　施肥及び播種後には、３日間の鎮圧期間を
設けます。鎮圧は、施工区内の表土露出率が
概ね30％以上となったら終了です（図３）。

⑸　集畜方法
　前植生処理及び鎮圧では牛群を毎日施工区
内に集める必要があります。そこで既存のバ
ラ線に沿って牛群を追っていけば施工区内に
誘導できるように施工区を設置したことで集
畜を楽に行うことができました（図４）。

⑹　繁殖雌牛や子牛への影響
　蹄耕法期間中は牛の採食量や飲水量の減少
が懸念されましたが、供試した繁殖雌牛等は
エネルギー不足に陥ることなく（表２）、子
牛の増体は影響を受けませんでした（図５）。

４　牧草の成育

　今回紹介した手順で播種適期（岩手県の場合
8月下旬から9月上旬）までに蹄耕法を実施す
ると、晩秋までに牧草は越冬可能な成育（草丈
20㎝以上）を示し、翌年の牧草収量は生草換
算で3t/10a以上を確保できました（図６）。

５�　蹄耕法を実施するうえで守っていただきたい

こと

　蹄耕法は、放射性物質による汚染のない草
地、または原発事故により利用自粛を要請され
た草地のうち牧草中の放射性セシウムの低下に
より利用再開が認められた草地で行って下さい。

図６　播種翌年の生草収量
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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

T E L  0 1 9 ‒ 6 5 1 ‒ 9 6 3 4  F A X  0 1 9 ‒ 6 2 4 ‒ 5 7 2 7
ホームページ：http : / / www. is op . n e . j p / iwn k ik in /

を通して
経営のお手伝い。

肉用子牛生産者補給金制度

ブロイラー価格安定対策事業

肉豚経営安定交付金制度

報情 （71）産畜 術技

１　牧草地の管理
⑴　早春施肥
　牧草は平均気温５度（℃）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。

⑵　チモシーの管理
　１番草刈り取り後の窒素施肥が重要です（２-５㎏/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。

⑶　新播種草地の雑草対策
　掃除刈り
　ハコベ、ナズナ、ヒメオドリコソウ等の一年生、越
年生雑草が多い場合は、掃除刈りを行います。牧草草
丈10㎝以上、雑草草丈20～30㎝になったころを目安
として、刈高15㎝程度の高刈りで行います。作業機
の刈刃をよく研磨し、新播牧草の引き抜きを防ぎま
す。

　除草剤
　牧草生育と雑草発生のタイミングが合いそうもない場合、掃除刈り草量が多く集草と圃場外持
ち出しが困難と考えられる場合、実生ギシギシが多い場合などは、選択制除草剤のうちア－ジラ
ン液剤もしくはハ－モニ－75DF水和剤を用いた除草を行います。維持草地に使用する場合と薬
液量が異なりますので、注意してください。

図１　雑草と牧草の関係

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（㎏）

窒素 リン酸 カリウム

採草地

オーチャード
グラス主体

早春 10 5 10

刈取後（最終刈後除く） 5 2.5 5

チモシー主体
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
＊収穫初年度については、倒伏防止の観点から、5kg/10a程度に抑える
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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。

宮林晃
てる

之
ゆき

くん（４歳）…

宮林桜
さ

季
き

さん（６歳・小学１年生）
・滝沢市宮林泰之さんの長男、長女
・晃之くんは、2018花平Ｂ＆Ｗ
ショウで、「ベストリードマン賞」
を受賞
【晃之くんからの一言】将来は焼
き肉屋さんになりたいです。
【お父さんからの一言】できれば

後を継いでもらいたいけど、本人が好きな道に進
めば良いと思ってます。

太田美
み

結
ゆ

希
き

さん（８歳・小学３年生）

・滝沢市太田哲さんの次女
【美結希さんからの一言】初めて
牛を引いて、怖かった。将来は、

アナウンサーになりたいです。
【お父さんからの一言】三姉妹の中では、一番牛
舎に来て手伝ってくれる三女が、後を継いでくれ
るのではと、勝手に思ってます。

鈴木楓
ふう

芽
が

くん（10歳・小学４年生）

・滝沢市鈴木稔さんの甥（雫石町）
【楓芽くんからの一言】今は、大
工か酪農家のどっちかになりたい

と思っています。スポーツ選手もいいかな。
【稔さん(伯父)からの一言】牛舎に来た時は、搾
乳作業を手伝ってくれるので、将来、牛の仕事を
してくれると期待してます。

石川友
ゆう

翔
と

くん（12歳・小学６年生）

・滝沢市石川昌之さんの長男
【お父さんからの一言】私自身が
婿養子です。後継ぎについて

は、本人次第です。

※…　友翔くんが、審査終了後、空手の練習に向かったので、
本人からは話しを聞くことができませんでした。

山崎晃
あき

菜
な

さん（15歳・中学3年生）

・岩泉町山崎敏さんの長女
【晃菜さんからの一言】将来は、
獣医になりたいです。そのため、

宮古高校に入って勉強しなければならないと思っ
ています。家の仕事は、妹（三女）に継いでもら
いたいと思っています。
【お父さんからの一言】晃菜は、小学校３年生の
時、葛巻で行われた共進会のリードマンコンテス
トで優勝し、その時からずーっと共進会で牛を引
いてます。今日は、３部の牛を引きました。将来、
酪農を継いでくれるかどうかは分かりませんが、
今は娘三人とも家の手伝いをしてくれるので、誰
かが残ってくれたら嬉しいです。この一番上と三
番目が、特に牛舎に来て手伝ってくれています。

佐藤夢
ゆめ

菜
な

さん（12歳・小学６年生）

・岩泉町佐藤文喜さんの長女
【夢菜さんからの一言】将来、私は、大きい農家
で働くか、家を継ぎながら人工授精師になりたい
と思っています。
【担任の繁田賢治先生からの一言】４年生の時と、今
の６年生の時と、二回受け持っていますが、彼女の畜
産に対する熱意が冷めることはないと確信していま
す。すでに、「牛飼い女子」そのものです。今後、ど
のような形で自分の夢を実現していくのか、楽しみ
です。今後も、彼女の成長を見守りたいと思います。

平成30年10月13日、2018花平Ｂ＆Ｗショウ

芽 き ー ー吹 コ ナ
平成30年10月27日、2018東日本ディリーショー

平成31年2月19日、釜津田小学校



平成３１年３月１日 岩　手　の　畜　産 隔月 １日発行 第５５３号⑿

新鮮 安心 ヘルシー
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

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
30年31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
2/6
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 120 1,003,320 470,880 744,111 285 2,615
♂♂
♂- 155 1,256,040 120,960 832,910 321 2,596
計 275 1,256,040 120,960 794,161 305 2,603

県南
2/7
㈭

磐　 井

♀ 102 954,720 494,640 712,578 286 2,493
♂♂
♂- 129 1,272,240 513,000 845,205 322 2,623
計 231 1,272,240 494,640 786,642 306 2,569

中央
2/13

㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 146 1,001,160 305,640 653,947 285 2,297
♂♂ 1 432,000 432,000 432,000 290 1,490
♂- 200 1,197,720 363,960 808,677 313 2,581
計 347 1,197,720 305,640 742,489 301 2,465

中央
2/14

㈭

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 125 1,077,840 341,280 690,621 282 2,449
♂♂
♂- 176 1,273,320 446,040 816,517 309 2,640
計 301 1,273,320 341,280 764,235 298 2,565

中央
2/15

㈮

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 147 973,080 453,600 686,689 274 2,507
♂♂
♂- 272 1,193,400 410,400 809,254 304 2,666
計 419 1,193,400 410,400 766,254 293 2,614

合　　計

♀ 640 1,077,840 305,640 694,880 282 2,465
♂♂ 1 432,000 432,000 290 1,490
♂- 932 1,273,320 120,960 819,412 312 2,625
計 1,573 1,273,320 120,960 768,498 300 2,563

平成31年２月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成31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
1,038

円
776,835,360

円
748,396

褐 毛 和 種 － － －

日本短角種 － － －

交 雑 種・ 乳 5 2,108,160 421,632

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移

「いわて牛の集い」「いわて
牛枝肉共励会」盛大に開催

　いわて牛普及推進協議会（会長・上田幹也岩手
県農林水産部長）主催の「平成30年度いわて牛の
集い」と「第29回いわて牛枝肉共励会」が、１月
21日に、東京都港区高輪のグランドプリンスホテ
ル高輪で開催されました。
　このイベントは、毎年１月に、首都圏
の食肉流通関係者や飲食店等に対して、
「いわて牛」をＰＲすることを目的とし
て開催されているものです。当日は、東
京食肉市場の関係者や買参人、いわて牛
取扱推奨店などの招待客約150名の出席
と、地元から千葉副知事をはじめ、県選
出の国会議員、県議会議員、生産者、Ｊ
Ａ等関係者約110名が参加しました。

　会場では、「いわて牛」のオリジナルメニュー
調理実演・提供やいわての地酒紹介が行われまし
た。また、アトラクションとして、二刀流「酪農
歌手」橘和徳氏のライブステージがあり、会場を
盛り上げました。
　翌日に開催された「いわて牛枝肉共励会」には、
去勢牛37頭、雌牛22頭の計59頭が出品され、上物
とされる肉質等級４以上の比率が94.9％となり、
「いわて牛」のレベルの高さをアピールする結果
となりました。

【受賞者名簿】

受賞者 所属農協 性別 父牛名 BMS
№

枝肉
重量

（㎏）

販売金額（円）
（下段は枝肉
単価・円/㎏）

最優秀賞 佐藤　孝一 岩手ふるさと 去勢 美津照茂 12 557 2,787,785
5,005

優秀賞

㈱小形畜産 岩手ふるさと 去勢 勝早桜５ 12 604 1,879,648
3,112

小山　平治 いわて平泉 去勢 聖香藤 12 594 1,783,782
3,003

千葉　　大 いわて平泉 去勢 幸紀雄 12 592 1,818,624
3,072


