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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、新年
を迎えられたことと存じます。心からお慶びを
申し上げます。
　また、昨年10月の台風第19号により、お亡く
なりになられた方々のご冥福をお祈りするとと
もに、被災された方々に対しまして心からお見
舞いを申し上げます。
　さて、昨年度のＴＰＰ11及び日・EU経済連
携協定の発効後、牛肉ではすでに２回の関税引
き下げが行われました。両協定発効後の令和元
年度における食肉の輸入動向を見ますと、牛肉
については、ほぼ前年度並みで推移しているも
のの、豚肉については、大幅な伸びを示してい
ます。
　加えて、本年１月１日には日米貿易協定が発
効いたしました。国は、この協定によって農林
水産物生産額が最大で約1,100億円減少すると
の試算を発表しました。内訳を見ますと、その
約９割を畜産物が占めており、我が国及び本県
畜産への影響が強く懸念されるところでござい
ます。
　この対策として、国は、「総合的なＴＰＰ等関
連政策大綱」を改訂するとともに、令和元年度

補正予算に、「和牛・乳用牛の増頭・増産対策（生
産基盤強化）」を盛り込んだところでございま
す。その特徴は、中小規模農家への支援を手厚
くした点で、飼養規模50頭未満の農家に対して
は、増頭奨励金の額を24.6千円としたほか、畜産
クラスター事業における規模拡大要件が緩和さ
れました。全国と比較して飼養規模の小さい本
県としては、こうした事業を最大限に活用し、
生産基盤強化を図って参りたいと存じます。
　一方、通商分野以外の懸念材料としては、国
内における豚コレラの発生がございます。これ
まで中部地方・関東地方での発生に限られてい
た本病が、年明け早々、沖縄県で確認され、養
豚関係者を驚かせているところでございます。
本県においては、これまで以上の危機感を持
ち、絶対に侵入を許さないという覚悟を持って
対策を講じていかなければならないと思うとこ
ろでございます。
　併せて、中国を中心に発生が拡大しているア
フリカ豚コレラへの対策にも万全を期していく
必要がございます。
　改めて、本県の畜産が農業産出額の６割を占
める基幹産業であり、地域経済にとって重要な
役割を果たしていることを認識し、生産者の
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　１月８日、アートホテル盛岡において、令和２年畜
産関係機関・団体新年交賀会（岩手県畜産団体懇話会
（会長・久保憲雄一般社団法人岩手県畜産協会会長）
主催）が、180名の参加の下に開催されました。久保
会長からのご挨拶（要旨は本誌１ページに掲載）の後、
上田幹也岩手県農林水産部長及び千葉伝岩手県議会畜
産議員クラブ会長からのご祝辞を頂戴しました。鈴木
重男葛巻町長の乾杯で、互いに酌み交わしながらの歓
談に移行しました。宴たけなわの中、開会から１時間
半程して、畠山俊彰全国農業協同組合連合会岩手県本
部本部長の手締めでお開きとなりましたが、なお、語
り足りずに参加者の多くが会場に残り、歓談が続きま
した。参加者一同、本県畜産の発展に向けて決意を新
たにする機会となりました。

【「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。】

皆様をはじめとして、関係機関・団体が一丸と
なって、一層の畜産振興に取り組んで参りたい
と存じます。
　結びに、本年が、本県の畜産にとりまして、

実り多い年となりますこと、そして、畜産に関
わる全ての方々のご健勝・ご活躍をご祈念申し
上げ、年頭のご挨拶といたします。
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謹 賀 新 年

第63回岩手県畜産共進会
　当協会が主催する第63回岩手県畜産共進会肉牛
の部が、令和元年11月９日に㈱いわちくで開催さ
れました。
　例年、80頭規模の出品で行われている肉牛の部
ですが、今年は、10月下旬に開催された「東京食
肉市場まつり2019」に関係する出荷と重なったた
め、44頭の出品牛で競われました。
　審査の結果、名誉賞受賞牛等の概要は次のとお
りです。
◇肉牛の部
◦名誉賞
出品番号 名号 性別 生年月日 血統（父） 住　　所 氏　名

９ 春　紀 去勢 H29.4.6 幸紀雄 紫波町片寄 畠山 正宏

生後
月齢 規　格 枝肉重量 胸最長

筋面積
ばらの
厚さ 皮下脂肪 ＢＭＳ

№
31.0か月 Ａ－５ 571.0㎏ 85.0㎠ 9.8㎝ 1.8㎝ 12

１　はじめに
　岩手県における乳・肉用牛の飼養農家戸数と飼
養頭数は減少傾向で推移しているが、１戸当たり
の飼養頭数は、肉用牛繁殖経営に限らず、酪農や
肥育経営においても同様に年々増加し、今後も経
営規模の拡大が加速することも予想される。しか
しながら、規模拡大による飼養頭数の増加は、ス
ケールメリットによる単位当たりコストの低減が
期待できる一方で、労力不足により、飼養管理面
での対応が追いつかず、疾病や事故発生件数の増
加にもつながる危険性をはらんでいる。特に分娩
前後は親牛・子牛とも事故を起こしやすく、いっ
たん事故が起きてしまうと事故による経営的損失
が大きい。
　ICT（情報通信技術）は、農業分野で労力不足
を解決する手段として期待されているところであ
るが、畜産分野においては機器の精度や利用方法
など検討の余地が残されている。
　そこで、県内普及センターが普及拡大を目指し

実証を行った分娩看視カメラ、発情発見器、分
娩・発情監視通報システム（以下牛温恵）の県内
での導入事例の調査を行い、その実態と効果を把
握しようとした。

２　各ICT機器の導入効果
　岩手県内で普及しているICT機器のうち、直接
カメラで牛の行動を観察するシステム（分娩看視
カメラ）、雌牛の活動量の変化から発情を検知す
るシステム（発情発見機）、腟内に挿入した温度
センサーで測定した体温データから分娩時期を予
測するシステム（牛温恵）の３つの機種について
導入後の事例調査を聞き取りにより行なった。聞
き取りは、各機種を導入して成果をあげている農
家２戸に対して行った。
⑴　分娩看視カメラ
　システムを導入することにより分娩事故が減少
した（表１）。また、分娩看視時間も１分娩あた
りの看視時間が約３時間減少した。酪農経営経産

平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産技術連盟賞受賞（畜産部門）

「分娩看視カメラ、発情発見機、分娩・発情監視通報システム（ ICT）の導入の現状と課題」
岩手県農業普及技術課農業革新支援担当　主査農業普及員　平久保　友　美　
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謹んで新春のお祝詞を申し上げます

中央畜産会認証第１号（南山形）

牛60頭の農家におけるシステム導入による費用対
効果を表２に示した。機材の導入費と通信費など
の変動費を経費とし、分娩事故数の減少と看視削

減時間を収入とした場合、機器を導入することに
より約20万円の増収となった。
　導入農家からは、カメラ設置後分娩に立ち会え
ないことは無くなった、生まれた直後の子牛の様
子を見ることも出来るので、朝まで牛舎に居なく
てもよい、など導入に対する評価も高かった。

表１　分娩事故の頭数変化
農家規模 導入前 導入後

黒毛繁殖牛67頭 ７頭 １頭
酪農経産牛60頭 ３頭 ０頭

⑵　発情発見機（牛歩）
　本機を導入することにより、分娩間隔が短縮し
た（表３）。

　導入農家で費用対効果を算出したところ、黒毛
和種繁殖牛67頭規模の農家は、スマホやパソコン
にデータを送ることの出来るWEB対応の牛歩
WEBを導入したため経費が多くなったが、分娩間
隔が大幅に短縮されたため、約560万円の増収と
なった（表２）。一方、簡易タイプの牛歩を導入し
た黒毛和種繁殖牛20頭の農家では、機器の価格が
安価で経費が少なかったが、分娩間隔は3日程度
の短縮だったため、増収額も少なかった（表２）。
　導入農家からは、発情の見逃しが無くなった、
未発情に対して早期に治療、淘汰の判断が出来
る、分娩後の初回発情を見つけるのが楽になっ
た。との導入に対する高い評価が多かったが、期
待した効果（分娩間隔の短縮）が無い、センサー
の取り扱いが煩雑だ　との評価もあった。
　発情発見機は導入することにより発情が発見し

やすくなったなど、農家の評価も高かったが、導
入による成果を出すには、飼養管理改善など総合
的に取組んでいく必要があると考えられた。また、
取り扱いに関しても、機器の取り外しが煩雑で簡
略化が必要であることなど、課題も認められた。
⑶　分娩・発情監視通報システム（牛温恵）
　本システムを導入することにより、分娩事故の
減少がみられた（表４）。また、分娩看視時間は
１分娩あたり1.5時間減少した。

　酪農経営経産牛60頭の農家での導入による費用
対効果を算出したところ、機材の導入費と通信費
などの変動費を経費とし、分娩事故の減少数、看
視時間の減少を収入とした場合、所得が約11万円
増収となった（表２）。
　導入農家の評価は、分娩予定の牛がいても外出
することが可能になった、お知らせが来るので分

表２　各機種を導入することによる費用とその効果

表３　分娩間隔の変化
農家規模 導入前 導入後

黒毛和種繁殖牛67頭 分娩間隔　449日 分娩間隔　386日
黒毛和種繁殖牛20頭 分娩間隔　416日 分娩間隔　413日

表４　新生児子牛の分娩事故数
農家規模 導入前 導入後

黒毛和種繁
殖牛35頭 １頭 ０頭

酪農経産牛
60頭

２年前 ２頭 １年後 ０頭

２年後 ０頭
導入年 ３頭 ３年後 ０頭



令和２年１月１日岩　手　の　畜　産隔月 １日発行 第５５８号 ⑸

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

MPアグロ株式会社
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

謹んで新春のご祝詞を申し上げます

●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

娩予定の夜でも熟睡できるようになった、など高
かった。
　一方、センサーの消毒、挿入など機材独特の取
り扱い操作が求められるため、機器を導入しても有
効に活用しきれない例があり、導入に際しては、セ
ンサーの挿入方法の簡易マニュアル作成など、農
家自身が管理できるような支援が必要と思われた。

３　今後の取り組み方向
　ICT機器の導入に関しては、導入を希望する農
家に対してコストを提示した上で、分娩間隔短縮
などの成果が見込まれるかを事前に十分検討し、
また、ICT機器の取り扱いに関して煩雑な作業を
生じる場合があることを示し、導入を決定してい
く必要があると考えられた。

第12回全国和牛能力共進会決起大会
　公益社団法人全国和牛登録協会岩手県支部（支
部長・林伸彦ＪＡ全農いわて畜産酪農部長）主催
の第12回全国和牛能力共進会決起大会が、令和元
年11月28日に盛岡市玉山の渋民文化会館「姫神
ホール」で、出品者・関係者約360名の出席の下
に開催されました。
　冒頭、林支部長から、「２年前の宮城全共では、
納得できる成果には至らなかったが、技術の底上
げと人材の育成が図られた。次回の鹿児島全共の
開催テーマである“和牛新時代　地域かがやく和
牛力”に向けて、地域の特色ある牛づくりに取り
組んでいきたい。また、年末から出品牛生産のた
めの交配が始まる。生産者の皆様には、引き続き
ご協力をお願いする。」
とご挨拶がありまし
た。
　続いて、２題の講演
が行われました。まず
最初の、「鹿児島県の
和牛の現状と全共への
取組」と題した、坂本

信一公益社団法人全国和牛登録協会鹿児島県支部
副支部長の講演では、「第10回の長崎大会の結果
を検証し、対策を実施した結果、第11回の宮城大
会では日本一を獲得できたこと、次回の第12回地
元大会では、全区での首位、種牛と肉牛の両部門
での内閣総理大臣賞獲得が目標。」という主旨の
お話しがありました。
　２題目は、「全共が和牛の改良に果たす役割に
ついて」と題して、向井文雄公益社団法人全国和
牛登録協会会長理事から、全共の開催と和牛改良
の変遷や、これからの育種改良の方向性と第12回
全共での対応方針等についてのお話しがありまし
た。
　決起大会の締めくくりに、小野寺敬作いわて和
牛中央育種組合長（ＪＡ新いわて代表理事組合長）
の発声で、参加者全員が「ガンバロー」を三唱し、
第12回大会での好成績獲得を誓い合いました。

日本の“農”講演会2019in岩手
　公益社団法人全国開拓振興協会（西谷悟郎会長）
主催の「日本の“農”講演会2019in岩手」が、11
月12日に盛岡市繋で開催されました。
　冒頭、西谷会長から、「食糧は、生命の維持に
欠かせない。その食糧を生産する農業は、国の基

本である。本日の講演会は、食糧・農業の重要性
を再認識する機会としたい。」という趣旨のご挨

拶がありました。
　最初の講演は、鈴木宣弘東京
大学大学院教授による「みんな
で守る食・農・暮らしの未来」
で、日米貿易協定の問題点等に
ついて、協定の発効により痛み
を伴うことが予測される我が国
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の農業者サイドに立った持論が展開されました。
熱弁の合間の、風刺の効いた軽妙な語り口が、出
席者の笑いを誘っていました。
　二つ目の講演は、山下欽也岩泉ホールディング
ス株式会社代表取締役社長による「価格や量とは
別次元で未来を創る（度重なる苦境を乗り越えて）」
で、自身が入社して以来の出来事、岩泉ヨーグル
トなどの商品開発・販売促進、平成28年台風第10
号で工場が壊滅的被害を受けた後の業務再開まで

の対応、同社の経営コンセプト等が語られました。

岩手県養豚振興会令和元年度
第２回養豚経営研修会

　岩手県養豚振興会（会長：遠藤啓介）主催の令
和元年度第２回養豚経営研修会が、令和元年11月
21日に盛岡市つなぎのホテル愛真館で、会員・賛
助会員など約100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「日本の豚コレラの現状と対策」

○講師： 有限会社サミットベテ
リナリーサービス

　代表取締役　石川 弘道 氏
○要旨：平成31年２月、農林
水産省からの要請を受けて、
日本養豚開業獣医師協会の会
員12名が、岐阜県の33農場を

対象に飼養衛生管理の点検を実施。点検結果
に基づく防疫対策を助言。防疫対策の基本
は、飼養衛生管理基準の遵守。ただし、個々
の農場だけでは不十分なこと（飼料運搬、イ
ノシシ対策）については、地域ぐるみでの役
割分担・協力が必要。

講演２「�豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する
特定家畜伝染病防疫指針の変更について」

○講師：岩手県農林水産部 畜産課
主査　熊谷 芳浩 氏

○要旨：国内での豚コレラ（Ｃ
ＳＦ）発生拡大と、アジア諸国
からのアフリカ豚コレラ（ＡＳＦ）
侵入リスクの高まりを受けて、
国は令和元年10月に、両伝染病

の防疫指針を改正（ＡＳＦについては、制定）。
　ＣＳＦでは、野生イノシシ対策の強化、予防
的ワクチン接種を実施する場合等を規定。
　ＡＳＦでは、国が、水際での侵入防止対策を
徹底。豚の所有者における飼養衛生管理基準の
遵守確保、野生イノシシ対策など。
　その他、野生イノシシが農場へ侵入するのを
防ぐ防護柵設置に係る国の補助事業と県の支援
事業を説明。

令和元年度いわて肉用牛 
生産性向上研修会

　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、

令和元年度いわて肉用牛生産性向上研修会が、12
月17日に滝沢市の岩手産業文化センターで開催さ
れました。
　冒頭、菊池会長から、「既に発効済みのTPP11
や日欧EPAに加えて、日米貿易協定が年明けの
１月１日に発効。牛肉等の輸入量増加による本県
畜産への影響を懸念。本県肉用牛は、繁殖雌牛の
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第31回南部かしわ研究会

　第31回南部かしわ研究会（会長・小野正隆岩手
県農業研究センター畜産研究所長）が令和元年11
月25日に、畜産研究所で開催されました。
　本県の在来鶏である「岩手地鶏」（天然記念物）
の血を引く現在の「南部かしわ」は、平成15年に
畜産研究所で作出されたもので、日本農林規格
（ＪＡＳ）の「地鶏肉」認証要件の一つ「在来種
由来血液百分率50％以上」を満たすものです。
　畜産研究所では、「岩手地鶏」を維持するとと
もに、生産者の方々に「南部かしわ」の雛供給を
行っています。
　研究会では、令和元年度の「南部かしわ」供給
実績が報告され、令和２年度の雛供給についての
協議が行われました。

　また、いわてにしわが南部かしわプロジェクト
株式会社の髙鷹政明代表取締から、「西和賀町に
おける地鶏を活用した取組について」と題した講
演があり、「南部かしわ」による地域おこしの取
組状況のほか、今後の展開についての夢が語られ
ました。
　講演の後には、畜産研究所で飼養された「南部
かしわ」肉が、雌と雄とでどちらが美味しいの
か、参加者16名による食味試験が行われました。
結果は、雄が６人、雌が10人で、やや雌の方が好
まれる傾向にありました。

令和元年度 いわて農林漁業
に携わる女性の交流会

　令和元年度いわて農林漁業に携わる女性の交流
会（岩手県主催、岩手県農山漁村女性組織連携協
議会共催）が、令和元年10月31日に盛岡市内で開
催されました。
　この会は、農林水産業の経営に主体的に携わる

女性の育成や女性の力を生かした魅力ある地域づ
くりを進めることを目的としています。今年度
は、若い世代が取り組むグループ活動の発表のほ
か、「農林水産業の円滑な事業承継に向けて」を
テーマに掲げた基調講演と、グループディスカッ
ションが行われました。当日は、県下一円から農
業高校の生徒、漁協女性部、農林漁業者の女性グ
ループ、関係機関・団体の職員等を合わせて247
名という多数の参加となりました。
　保和衛岩手県副知事と菊池明美岩手県生活研究

減少に歯止めが掛かり、子牛市場の上場頭数が増
加傾向。主産地として確固たるものとするために
は、生産基盤の一層の強化が必要。」という主旨
のご挨拶がありました。

　その後、２題の講演が行わ
れました。まず、最初に、牛
の小児科クリニックさの・かー
ふさぽーとの佐野公洋氏が「黒
毛和種子牛の飼養管理」と題
して講演。その中で、「子牛が
健康に育つためには、また、

繁殖経営の安定のためには、分娩前後の母牛の
管理（ストレスの少ない環境、良質で必要な養

分量の飼料、新鮮で清潔な飲水等）が最も重要
で、その前提の下での子牛の適切な管理（哺乳
量の確保、清潔の確保、密飼い防止）だ。」と話
していました。

　二つ目は、「モットー君通信
簿を活用した繁殖成績向上につ
いて」と題して、大友利幸公益
社団法人岩手県農畜産物価格安
定基金協会参与が講演。モッ
トー君通信簿（Ａ表、Ｂ表）の
内容と見方を説明し、この通信

簿の活用により、分娩間隔短縮が期待できると話
していました。
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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
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高病原性鳥インフルエンザ
発生に備えた防疫演習

　高病原性鳥インフルエンザ発生リスクが高まる
時期を迎え、県南地域及び県北地域のそれぞれで
防疫演習が行われました。

１　県南地域における実施状況
　11月20日午後、約100万羽を飼養する農場の埋
却候補地（金ケ崎町）において、一般社団法人岩
手県建設業協会奥州支部（及川晃一支部長）が中
心となって、県南広域振興局土木部、県南家畜保
健衛生所等の職員の参加
の下に、殺処分鶏等の埋
却地訓練等が実施されま
した。
　当日は、積雪に見舞わ
れ、寒風が吹く中、建設
業協会奥州支部会員の重
機による埋却穴の掘削、

ブルーシートの敷設作業が行われました。風にあ
おられてブルーシートの敷設が困難を極めるな
ど、悪天候下での作業を迅速に進める難しさを体
験することができ、意義ある訓練となりました。

２　県北地域における実施状況
　11月21日、食の安全安心関係危機管理県対策本
部二戸地方支部（支部長・松本淳県北広域振興局
副局長）主催の訓練が実施されました。
　異常鶏に係る農場からの通報に始まる全体の作
業の流れを確認するとともに、現地防疫対策拠点
の設置訓練、消毒ポイント等の設置訓練が行われ
ました。時折強風が吹く中での屋外作業の難しさ
を体験する貴重な訓練となりました。

令和元年度馬臨床実習講習会

　令和元年度馬臨床実習講習会（一般社団法人岩
手県畜産協会主催）が、令和元年11月29日に馬っ
こパーク･いわて（滝沢市）で馬診療獣医師16名

の参加の下に開催されました。
　講演は、２部で構成され、第１部では、「馬の
一次診療で遭遇しやすい疾病とその対処法」につ
いて、岩手県農業共済組合岩手沿岸基幹家畜診療
所の佐藤健太郎技術主査による講演と、令和元年
９月19～20日に鹿児島大学動物病院で開催された
馬臨床実習（主催：公益社団法人中央畜産会）で

グループ連絡協議会会長のご挨拶の後、農業高校
生のグループ活動、漁協女性部の活動、幸せ創る
女性農林漁業者育成事業に取り組む19グループか
らの活動発表が行われました。畜産分野からは、
いわてまち紅娘会、奥中山楽農女子会、プエラリ

エワンズ（葛巻町）の３グルー
プが発表しました。
　「みんなで世代交代の話をし
よう～今こそ事業承継を～」と
題した基調講演では、水稲種子
農家兼事業継承士伊東悠太郞
（富山県）氏から、事業承継が

必要とされる背景や事業承継を支援する際のポイ
ント等が解説されました。講演後はグループ毎に
世代交代についての検討と発表が行われ、参加者
一人一人が将来を考える機会にもなりました。
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の研修内容についての説明がありました。
　第２部では、実際に馬を用いて診断時の脚の固
定方法、エコーで屈腱炎の観察、馬を歩かせての
跛行診断等についての実習が行われました。
　講義及び実習中には、講師と受講者の間で活発
な質疑応答が行われました。
　受講者を対象としたアンケートでは、「抗菌剤
をどう選択したらいいのか参考になった。」「疾病
の説明が具体的で分かりやすかった。」等の回答
があり、今後、現場での診療に活かされることが
期待されます。

令和元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
の令和元年度食肉惣菜創作発表会が、令和元年11
月15日、盛岡市上田公民館で
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14日開催）への出場者を
決めるものです。
　当日は、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の条
件の中で、書類審査で選抜された９名が自慢の腕
を振るいました。審査の結果、紫波町の佐藤颯雅

君の創作した「れんこんつく
ねの甘辛ダレ」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。

畜 産 の 研 究（123）

飼料用米を活用したバークシャー種
肥育後期用配合飼料における収益性

【背景と目的】

　近年の輸入穀類の高騰を受け、養豚経営でも価
格が安定している自給飼料の利用が進められてい
ます。本研究では、実証農家において、飼料用米
（籾米・玄米）を活用した飼料をバークシャー種
肥育豚に給与することによる発育・肉質への影響
や収益性について調査したので紹介します。
【方法】

　バークシャー種肥育後期（概ね体重75～

115kg ）に配合飼料中の穀類およびそうこう類
の一部を籾米・玄米（77％）に代替し、市販配
合飼料と栄養価（TDNおよびCP）を同等にし
た飼料（表１）を給与した場合の、発育、枝肉形
質、皮下脂肪の脂肪酸組成および収益性について
比較しました。

【結果】

　発育は、試験区で対照区に比べ、一日平均増体
重が高くなり、枝肉重量が大きくなりましたが、

表１　飼料成分

表２　発育成績および枝肉形質
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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

家 畜 の 保 健 衛 生（127）

県外導入牛はヨーネ病の検査を 
受けましょう！

　平成30年度、当管内の一酪農場で、県外の預託
育成施設から戻ってきた牛について、ヨーネ病検
査を実施したところ、１頭が患畜として摘発され
ました。幸いにも、同農場に戻ってから隔離用の
牛舎で飼われていたため、農場で飼養されている
牛への感染防止が図られました。
　ヨーネ病は、ヨーネ菌に汚染された飼料を食べ
ることなどにより感染する法定伝染病です。主な
症状は、慢性の下痢と重度の削痩で、治療法はあ
りません。特に６か月齢以下の子牛は感受性が高
く、長い潜伏期を経て発症します。本県では、家
畜伝染病予防法に基づいて牛のヨーネ病検査を行
い、本病の清浄化に取り組んでいます。新たな農
場での発生を防ぐためには、県外から導入される
牛が農場に着いた際の検査を徹底することが重要
となります。

　県外から牛を導入する際は、次のことに留意
し、必ず検査を受けてください。もし、県外から
導入した牛で、まだ検査を行っていない場合は、
最寄りの家畜保健衛生所にご相談ください。
＜牛を導入する際の留意点＞
①導入元が本病の発生の無いことを確認する。②
県外農場から導入する場合は、導入後速やかに検
査を受ける。③検査結果が判明するまで、導入牛
を他の牛と隔離して飼養する。
＜導入牛検査＞
①検査対象：搾乳又は繁殖の用に供する目的で飼
養するために県外から導入した牛（県外農場に一
時的に預託し帰場した自家産牛も含む）。②申込
み：導入計画判明後（最低１週間前までに）、次
の事項を家保まで連絡願います。ア導入予定日、
イ導入頭数、ウ採材予定日、エ検査材料の搬入予
定日。③検査材料：糞便を使用します。採材は獣
医師又は農協等に依頼し、当所まで送付又は持参
してください。④検査料金：無料です。ただし、
獣医師等による採材に係る経費は自己負担となり
ます。

背脂肪厚に差はありませんでした。（表２）。

また、皮下脂肪の脂肪酸組成では、試験区におい
て、オレイン酸割合が高く、リノール酸割合が低
くなりましたが、融点に差はありませんでした
（表３）。
　また、肥育後期における収益性を試算すると、
試験区は対照区に比べ、枝肉単価がやや安くな

るものの、肥育後期の飼料費が節減でき、収益
差額では概ね4,000円収益増が期待できました
（表４）。

表４　肥育後期における収益性の試算

表２　発育成績および枝肉形質
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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

子牛の飼養管理
　子牛は、被毛や皮下脂肪が少ないため、寒さの影響を強く受けます。子牛の最適気温は13～
25℃、生産環境限界温度は５℃となっています。晩秋期から冬季にかけて、子牛は体温維持に多
くのエネルギ－を消費するため、発育や免疫力の低下、下痢や肺炎のまん延が懸念されます。防寒
対策、換気、エネルギ－の補給を徹底します。

１　寒さを防ぐ環境をつくり、体熱を確保しましょう。

　出生直後は特に注意が必要です。体が濡れた状態で風に当たると、気化熱で体熱が著しく奪われ
ます。最近では、子牛用の保育器が販売されていますので、導入を検討してはいかがでしょうか。
　子牛の哺育休息場所では、すき間風が子牛に当たらないようにすき間を板やシ－トで塞ぎます。ま
た、休息場所の敷料をこまめに交換する、カ－フハッチ位置の調整（風がハッチ後ろから当たるよう
に向きを変える、地面より高く設置する）により雨水の吹き込みと流れ込みを防ぐなど、床が乾燥し
た状態を保ちます。また、コンクリ－トなど冷たい床では、休息場所に敷
料を厚めに敷き、断熱により体熱の損失を緩和します。カ－フジャケット
やネックウオ－マの着用、カ－ボンヒ－タなど加温器の活用も効果的です。

２　寒さを防ぎながらも、換気には気を付けましょう

　牛舎の中で子牛を飼養する場合、換気も大切です。保温のため牛舎を密閉するとアンモニアがこ
もり、また湿度が高くなります。このような環境では、病原体が増殖しやすく、肺炎や下痢が多発
します。牛舎に入った時、目がチカチカするような場合は、危険信号です。日中に、子牛の体に風
が直接当たらないように、入り口や窓を開放したり、換気扇で換気を行います。

３　寒さに耐える十分なエネルギ－を与えましょう

　寒冷時は子牛のエネルギ－要求量が増加します。特に出生から3週齢までの子牛で増加します。
代用乳は、脂肪含量の高いものを用いる、濃度を指標の範囲で濃くする、給与回数を増やすなどで
エネルギ－を確保できます。なお、外気が冷たいので、代用乳給与時の温度が39～40℃となるよ
うに、お湯の温度をやや高めにする、ほ乳ロボットではミキサーの保温温度を少し上げる、飲み残
し排出時間を短めに設定するなどします。
　スタ－タ摂取のためには、飲水量の確保も必要です。水飲みバケツの場合、ほ乳後20～30分位
したら、ぬるま湯を与えます。集団飼育では、水槽に熱帯魚用のヒ－タ－を浸せきするなど水槽の
凍結防止を工夫します。また、水槽の水は１日１回以上交換します。

報情 （76）産畜 術技

カーボンヒータの設置 カーフウォーマー（全酪連写真提供）カーフジャケット・ネックウォーマー着用ふかふかで厚く乾いた敷料で底冷えもなし。

シートやコンパネで冷たい外気（す
きま風）をできるだけブロック！
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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！ ！
謹んで新年のご挨拶を申し上げます

た。今回の県共には、上位入賞を目指して、調教
に一生懸命取り組んで臨みました。

屋敷 南
な

奈
な

さん（21歳・JAの授精師）

・端坂秋雄（葛巻町田部、黒毛和
種繁殖）さんのお孫さん
【南奈さんからの一言】祖父の影

響で、畜産に興味を持ちました。小学４年の頃か
ら、夏休みや冬休みには東京から一人で遊びに来
ました。農業大学校で家畜人工授精師の資格を取
り、今は、祖父のいる葛巻でＪＡ職員として授精
業務を行っています。
【端坂秋雄さんからの一言】葛巻に住むように
なったので、時々、手伝いに来てくれます。授精
師として一生懸命やっているようです。このまま
地元に残ってくれると嬉しいです。
※…南奈さんのお母さんは、秋雄さんの長女で東京在住

竹森 海
かい

斗
と

さん（18歳、盛岡農高３年）

・竹森寿幸（盛岡市玉山日戸、
会社員）さんのご長男
【海斗さんからの一言】動物と

関わりたくて動物科学科に入学しました。牛の世
話をするようになってから、牛が好きになりまし
た。来年は、進学（仙台市）を考えているので、
動物との関わりは無くなります。
【右京先生からの一言】非常に真面目な生徒で
す。ハンドラーとして地区共進会に出場しました
が、その時は満足のいく成績が残せませんでし
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令和元年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 1,162頭 853,376,700円 734,403円
褐 毛 和 種
日 本 短 角 種
交 雑 種・ 乳 3頭 1,082,400円 360,800円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

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
12/11

㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 122 911,900 300,300 718,030 290 2,473
♂♂
♂- 148 1,214,400 553,300 800,882 326 2,459
計 270 1,214,400 300,300 763,445 310 2,465

県南
12/12

㈭
磐　 井

♀ 124 1,133,000 372,900 697,852 284 2,456
♂♂
♂- 144 1,128,600 344,300 779,243 315 2,472
計 268 1,133,000 344,300 741,585 301 2,465

中央
12/18

㈬

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 175 1,157,200 264,000 696,759 267 2,606
♂♂
♂- 258 1,019,700 528,000 776,225 294 2,640
計 433 1,157,200 264,000 744,108 283 2,627

中央
12/19

㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 153 891,000 346,500 699,499 285 2,455
♂♂
♂- 194 1,271,600 507,100 799,830 310 2,582
計 347 1,271,600 346,500 755,592 299 2,529

中央
12/20

㈮

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 139 1,054,900 441,100 707,996 284 2,494
♂♂
♂- 213 1,159,400 447,700 779,208 307 2,539
計 352 1,159,400 441,100 751,088 298 2,522

合　　計

♀ 713 1,157,200 264,000 703,367 281 2,502
♂♂
♂- 957 1,271,600 344,300 785,941 308 2,550
計 1,670 1,271,600 264,000 750,687 297 2,531

令和元年12月和牛子牛市場成績〈税込〉

（全農岩手県本部）

芽 き ー ー吹 コ ナ

令和元年９月４日･第63回岩手県畜産共進会・黒毛和種の部


