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株式会社湯田牛乳公社　　　　　
常務取締役　溝　渕　郁　夫

　2014年に日本創生会議が公表した2040年の市町
村別人口予測では、西和賀町は県内で最も人口減
少が早く進むとされています。地元（西和賀町）
で暮らしていて切実に感じます。西和賀町の重要
な産業の一つである酪農も、この20年間で戸数が
７分の１、生乳生産量も３分の１に減少し
ており、このままでは若い後継者・担い手
が増えることはないと思います。
　そこで湯田牛乳公社は、10年前から「まず
は生乳の出口である当社が安定黒字経営を実
現し、酪農家が再生産意欲を持てる収益を
確保できるよう支援する」という目標を掲げ、
町が招聘したアドバイザーの指導のもと、現
場主導で経営改革を推し進めてきました。
　そして、今それが大きな成果となって現
れてきています。
　では、まずは当社がどのような方法で黒字
経営を実現したのかを、簡単に説明します。
大きなポイントは、次にあげる３点です。
①�　マーケットを徹底的にセグメンテイ
ション（市場細分化）し、マーケティン
グコンセプト（誰に購買してもらうかが明
確）を基にした商品開発・営業戦略を推
し進め、適性価格（再生産可能な利益が
取れる価格）で販売できる販路を拡大してきた。
②�　当社の商品作りの強み（新鮮な生乳・低温殺
菌牛乳・商品開発力等）を存分に生かした、他
社と競合しないオンリーワン（味・機能性・ス
トーリー性）の商品（プレミアム湯田ヨーグル
ト・ギリシャヨーグルト・ガラ等）を開発して

きた。美味しさや機能性を徹底的に追求すると
ともに、消費者の皆様から共感を得られる商品
ストーリーも構築し、それを様々な方法で発信
してきた。
　③�　「生産者と消費者の懸け橋になれる企業を

目指す」という経営理念を掲げ、良い商品
の背景には頑張る酪農家と新鮮で美味しい
生乳があることを、消費者の皆様に訴え続
けてきた。
　しかし、これを更に推し進め、真の安定
黒字経営を実現するためには、安全かつ新
鮮で美味しい地元の生乳を安定的に確保し
なければなりません。
　そこで当社は、情熱と覚悟を持って西和
賀町の酪農を精一杯支援していきたいと思
います。場合によっては、支援ではなく経
営に直接参画するかもしれません。
　西和賀町には、広大な牧草地と農地が基
盤としてあります。それを最大限活用しな
がら、最新の酪農科学を駆使するために専
門家にも入っていただき、綿密な計画を立
てて牧場事業を遂行していきます。
　当社と酪農は、いわば運命共同体です。
生乳生産から牛乳・乳製品の商品開発・製

造・販売の一気通貫を実現し、若者が未来に希望
を持てる所得と雇用を確保すること、それがこれ
から達成すべき目標です。楽な道のりではないで
しょうが、西和賀町の未来を拓くためにも、必ず
目標を達成します。

　　　　　　中山間地で若者が「未来に希望を持てる」雇用（所得）を確保できる産業振興を目指して
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令和元年度岩手県獣医畜産業績発表会
　令和元年度岩手県獣医畜産業績発表会（岩手県
主催）が、令和２年１月29日と30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
２題、普及センターから２題、岩手県農業公社か

ら１題、岩手県立農業大学校から２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） 同一孵卵場を利用する複数肉用鶏農場で発生した幼雛の緑膿菌感染症 岩手県北家畜保健衛生所
城　志乃

岩手県知事賞（畜産部門） 放牧地における野イバラ除去方法の検証 沿岸広域振興局宮古農林振興センター
畠山　紀智

岩手県獣医師会長賞 ヨーネ病発生農場における遺伝子検査成績を活用した牛舎消毒 岩手県中央家畜保健衛生所
鈴木　崇文

岩手県畜産協会長賞 大規模酪農経営体におけるＩＣＴ導入による個体管理の効率化 二戸農業改良普及センター
小松　真弓

岩手県畜産技術連盟賞 飼料生産コントラクター作業における自動操舵装置の利用効果と課題 公益社団法人岩手県農業公社
新田　和

岩手県農業共済組合長賞 黒毛和種牛の大脳皮質壊死症と診断された一症例
NOSAI岩手�岩手県北基幹家畜診療所
北岩手家畜診療所

　大友　晴香

１　はじめに
　緑膿菌感染症（PA感染症）は、土壌、水中な
ど自然界に広く存在するPseudomonas�aeruginosa�
（PA）による日和見感染症として知られている。
鶏では、主に幼雛の敗血症により下痢、元気・食
欲不振を呈する死亡例のほか、関節炎、角膜炎お
よび脳病変を伴う症例が報告されている。感染源
として、種鶏場での種卵の汚染、孵卵場での孵卵
器または接種ワクチンの汚染が知られている。病
性鑑定により、PA感染症と診断後、病原体の侵

入経路を特定し、その結果に基づく再発防止対策
を講じたので、その概要を報告する。

２　発生状況
　平成30年９月、県南地域１肉用鶏農場において
幼雛の死亡羽数増加を伴うPA感染症が発生。以
後、翌年２月にかけ、複数肉用鶏農場において、
同様の症例が認められた。これら幼雛は３種鶏場
（A～C）の種卵由来であり、同一の孵卵場を経
由して導入されていた（表１）。

令和元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）

「同一孵卵場を利用する複数肉用鶏農場で発生した幼雛の緑膿菌感染症」
岩手県県北家畜保健衛生所　獣医師　城　　志　乃　
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３　材料および方法
⑴　肉用鶏農場６戸、２～５日齢の発症幼雛55羽
を剖検に供し、16羽の全身諸臓器について、病
理組織検査および細菌検査を常法に基づき実施
した。

⑵　A種鶏場の種鶏（各鶏舎５羽のクロアカスワ
ブ）、種卵（40個の卵殻および卵黄）、死篭り卵
（50個の卵黄）、各鶏舎の給水器、貯卵室壁（拭
き取り材料１検体）、初生雛（50羽の遺残卵黄
嚢）とD孵卵場の環境（拭き取り材料55検体）
およびワクチン接種器材（注射針、輸液管、ワ
クチン液等29検体）を材料にNAC寒天培地を
用い、PAの分離培養を試みた。

⑶　以上の検査で分離された PA 株について、
PCR-based�ORF�Typing（POT法）による遺伝
子型解析を実施し、その相同性を確認した。

４　成績
⑴　肉用鶏農場
　①剖検所見：共通して、卵黄嚢遺残、心膜の
混濁、肝包膜に黄色物付着および気嚢の混濁、
胆嚢肥大が認められた。②病理組織学的所見：
共通所見として、線維素化膿性心外膜炎（13
羽、図１）、卵黄嚢炎（６羽）、化膿性髄膜炎（３
羽）、気嚢炎（２羽）、肝漿膜炎および多発性巣
状壊死（１羽）が認められた。グラム染色では、
心臓、肝臓および卵黄嚢にグラム陰性桿菌が認
められた。③細菌学的検査：５大臓器、脳およ
び卵黄嚢から PAが分離された。以上の成績か
ら、全例を PA感染症と診断した。

⑵　種鶏場および孵卵場
　種卵の卵殻１検体、孵卵場の環境材料９検体
およびワクチン接種器材からPAが分離された。

⑶　遺伝子型解析
　肉用鶏農場６戸の発症幼雛由来菌14株中13株
が POT 型（ 382-0 ）であった（図２）。種卵の
卵殻由来菌株は POT 型（ 72-0 ）、孵卵場の環
境材料由来菌株は POT型（ 72-0 ）、（ 118-0 ）、
（ 830-48 ）の３種類の遺伝子型であり、発症幼
雛由来菌株のそれとは異なった。ワクチン接種
器材由来菌株は POT型（ 382-0 ）であり、発症
幼雛由来菌株の遺伝子型と一致した（表２）。

表１　６農場の発生状況

農場
入雛
羽数

日齢別死亡羽数 導入元
日齢

種鶏場
1 2 3 4 5

1 11,220 2 0 61 152 38 A
2 8,991 3 19 34 86 18 A・B
3 5,100 14 25 32 45 25 B
4 8,823 2 15 68 55 21
5 9,876 4 16 85 201 122 C
6 18,625 8 17 105 130 61

図１　心臓。線維素化膿性心外膜炎。

図２　発症幼雛由来株の遺伝子型解析

表２　発症幼雛と種鶏場・孵卵場由来株の比較

採材場所 検体 POT1 POT2

肉用鶏 発症幼雛13株 382 0

A種鶏場 卵殻 72 0

Ｄ
孵
卵
場

ハッチャー室 ハッチャー内床 830 48
バスケット拭取 118 0

ヒナ拾い出し室 ベルト 72 0
ベルト縁 118 0
ヒナ出し台 72 0

ヒナ処理室 ターンテーブル 72 0
羽毛吸引ダクト 118 0
ワクチン接種器材 382 0

エアシャワー 830 48
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５　考察
　６農場の発症幼雛とワクチン接種器材から分離
された菌株の遺伝子型が一致したことから、同器
材に原因菌である同一菌株の PAが所在し、複数
肉用鶏農場における感染源となったと推察され
た。同孵卵場では、マレック病、鶏痘ワクチンが
頚部皮下に接種されており、注射針および輸液管
は、それぞれ煮沸、流水洗浄後再利用されてい

た。これらの確実な滅菌またはワクチンボトル毎
の交換を指導したところ、注射針の雛１ロット毎
の交換、輸液管のアルコール消毒、消毒液の完全
な除去および24時間以上の乾燥による対策が実施
された。同対策後、発症は終息した。常在菌感染
症の原因特定および衛生管理改善に遺伝子型解析
の活用は有効であり、他類似事例対策への応用に
努める。

１　診断件数
⑴　件数実績　ミルキングシステム診断　322基
　　　　　　　バルククーラー点検　　　311基
　　　　　　　合　　計　　　　　　　　633基

⑵　ミルキングシステム診断の内訳
　ア　バケットミルカー　　�102基�（計画104基）
　イ　パイプラインミルカー�214基�（計画230基）
　ウ　パーラー・システム診断�� � 6基�（計画�10基）
　　　　　　　計　　　　　�322基�（計画344基）

令和元年度に実施したミルキング診断の概要

２　ミルキングシステム診断結果
⑴　ミルキングシステム診断適合基数
　診断基数322基のうち、適合は145基、適合率
45.0%（前年度54.6% ）となりました。
⑵　診断で指摘された主な内容

　ア　真空ポンプ各部の汚れ　　�214基�（67.6％）
　イ　プラント全体のエアー漏れ�151基�（47.0％）
　ウ　真空ポンプの能力不足　　�103基�（32.1％）
　エ　ミルク配管の汚れ　　　　�100基�（31.2％）
　オ　真空ポンプベルトの状態　�� 94基�（28.7％）
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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

　診断で指摘された内容の傾向は、過去のもの
とほぼ同様でした。

３　バルククーラー点検結果
⑴　バルククーラー点検の内訳
　ア　開放型　　�193基
　イ　密閉型　　�118基　　　　　　　
　　　　　計　　�311基（計画�310基）
⑵　点検での指摘事項

　ア　コックゴム・パッキンの劣化・損傷�63基（20.3％）
　イ　タンク内外の洗浄状態　　　54基（17.4％）
　ウ　コックの汚れ　　　　　　　31基（10.0％）
　エ　ピーク乳量に対する容量適正状況�25基（� 8.0％）
　指摘事項については、その場で受診者（農家）
に説明され、洗剤の選び方や洗浄方法の指導が行
われた。消耗品など交換を要する部品について
は、各メーカーが巡回する際に、速やかに対応す
るよう指導しました。

「いわて牛の集い」「いわて
牛枝肉共励会」盛大に開催

　１月21日、いわて牛普及推進協議会（会長・上
田幹也県農林水産部長）主催による「令和元年度
いわて牛の集い」が東京都品川区の東京マリオッ
トホテルで開催されました。
　このイベントは、毎年１月に首都圏で「いわて
牛」を応援いただく食肉流通関係者や飲食店等に
対し、感謝の意を表し、更なる利用拡大につなげ
ることを目的として開催しているもので、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140名に加え、県内から達
増知事を始め、県選出の国会議員、県議会議員、
生産者、ＪＡ関係者等約120名が出席しました。
　今年度は、同協議会の設立30周年を記念し、盛
岡市出身のＴＢＳテレビ山形純菜アナウンサーが
司会を務めたほか、これまでの「いわて牛」のブ
ランド確立に積極的に貢献した功績として、買参
人（卸業者）、いわて牛取扱推奨店及び生産者６
者に対し、上田会長から感謝状が贈呈されました。

　会場では、「いわて牛」を始めとする県産農林
水産物をふんだんに使った料理や、ミス日本酒等

の紹介により岩手の地酒が振る舞われました。
　また、「いわて牛」の低需要部位を使ったメ
ニューの調理実演が行われたほか、大船渡市出身
の紅白歌手新沼謙治さんのライブステージでは、
拍手が鳴り止まないほどの大盛況となり、五感で
味わう宴となりました。

　翌日22日に開催された「いわて牛枝肉共励会」
には、去勢牛33頭、雌牛27頭の計60頭が出品さ
れ、上物とされる肉質等級４以上の比率が100％
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 ㈱小形畜産 岩手ふるさと 去勢 茂晴花 12 579
2,955,795

5,105

㈲菊地畜産 岩手江刺 雌 茂晴花 12 465
1,403,370

3,018

橘　市雄
いわて花巻
（北上）

去勢 隆之国 12 529
1,653,125

3,125

㈱たかはし
牧場

岩手ふるさと 雌 菊福秀 11 409
1,253,994

3,066

優秀賞
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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 ㈹　

活用、講師：林田　光一般社団法人家畜改良事業
団盛岡種雄牛センター業務課長代理、④演題：全
共の取組と特色ある産地づくり、講師：高橋健一
全農岩手県本部畜産酪農部和牛登録室長
　参加者の合計は149名で、開催後のアンケート
には８割を超える方から、「参考になった」との
回答をいただきました。
　令和２年度においても、県内５か所での開催を
予定しています。開催を希望される場合には、当
協会経営支援部にご相談ください。

平成元年度畜産生産基盤育成
強化事業地域セミナー終了
　この事業は、岩手県からの委託を受けて実施し
ているもので、地域セミナーについては、大船渡
市（令和元年12月13日）、奥州市（令和元年12月
26日及び令和２年２月21日）、盛岡市（令和２年
２月６日）、葛巻町（令和２年２月７日）におい
て開催しました。
　セミナーの演題・講師は、次の４つで、それぞ
れの会場において、いずれか１題の講演が行われ
ました。
　①演題：分娩間隔の短縮、講師：大津信一全農
岩手県本部畜産酪農部次長、②演題：育種価の活
用法と高等登録・育種牛の有用性、講師：菊池和
馬全農岩手県本部畜産酪農部和牛登録室、③演
題：牛群検定データの見方とゲノミック評価の利

�����������������������

�����������������������

令和元年度農用馬生産技術者講習会
　令和元年度農用馬生産技術者講習会（一般社団
法人岩手県馬事振興会主催）が、令和２年１月23
日に岩手産業文化センター「アピオ」（滝沢市）で、
農用馬生産者等25名の参加の下に開催されました。

　講習会では、高橋透岩手大学
農学部共同獣医学科繁殖機能制
御学研究室教授が、「こんな時
どうする？　馬の繁殖管理上の
課題とその解決事例」と題した
講演を行いました。
　まず、「年々減少の一途をた

どって来た農用馬生産が、最近では横バイとなっ

豚熱（CSF）・アフリカ豚熱
（ASF）発生時に備えた研修会
　令和２年１月17日、食の安全・安心関係危機管
理岩手県対策本部盛岡広域支部（支部長・石田知
子盛岡広域振興局長）主催の、豚熱（ＣＳＦ）・
アフリカ豚熱（ＡＳＦ）発生時に備えた研修会が
開催されました。
　中央家畜保健衛生所から、盛岡市の養豚農場を
発生農場と想定した防疫計画、①防疫措置のスケ
ジュ－ル、②発生農場の防疫措置、③周辺農場
（制限区域）の防疫措置、④消毒ポイントの設

置・運営、⑤集合施設の設置･運営、⑥作業班員
の動員計画などの具体的な説明が行われました。
また、岐阜県における発生農場での防疫措置につ
いても説明され、実際の防疫作業について、理解
を深める機会となりました。
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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

令和元年度「牛飼い女子会」

　令和元年度「牛飼い女子会」が、県内一円から
牛飼い女子15グループのほか、関係機関・団体の
職員等を合わせた35名の参加により、１月24日に
盛岡市内で開催されました。
　上田幹也岩手県農林水産部長のご挨拶の後、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・成果等の近況報告が行われました。

　続いて、農場ＨＡＣＣＰ認証
主任審査員・ＪＧＡＰ審査員の
白戸綾子（元独立行政法人家畜
改良センター岩手牧場長）氏か
ら、「女性の視点で農場はもっと
良くなるぞ！」と題した講演が行
われました。白戸氏は、全国・

各地の多様な畜産女性グループの活動内容を紹介
した上で、「グループ活動に必要なことは、盛り沢
山の話題に明るく楽しく取り組むこと。」と述べ、
また、ＧＡＰ、ＪＧＡＰ（日本版畜産ＧＡＰ）の、
意義と具体的取組内容についても説明しました。
　講演後は、肉用牛と酪農の二つのグループに分
かれ、それぞれの農場の課題や改善事例等につい
て、意見交換が行われました。

ているが、これ以上農用馬の生産が落ち込むこと
のないよう、しっかりと繁殖管理を行う必要があ
る。」と述べた後に、具体的な事例の解説に移りま
した。無発情、長期持続発情への対応、種付けの
タイミング、不受胎への対応、流産対策などにつ
いて、理論と実戦経験に裏打ちされた内容の説明
があり、受講者が真剣なまなざしで、耳を傾けて
いました。

家畜の保健衛生（128）

豚熱（CSF）侵入防止対策の徹底を！！

　「豚熱」は、これまで「豚コレラ」と呼ばれて
いましたが、令和２年２月５日に改正施行された
「家畜伝染病予防法」により名称が変更されたも
のです。国際的には、「Classical�Swine�Fever 」
（古典的な豚の熱病という意味）と呼ばれ、その
頭文字から「ＣＳＦ」と表記されます。
　わが国では、平成30年９月に26年ぶりの発生が
岐阜県で確認されて以降、令和２年２月26日現在
までに57件の発生がありました。発生の中心は中
部地方でしたが、１月に入ってから、沖縄県に飛

び火し、感染の拡大に警戒が必要となっています。
　ＣＳＦ発生農場における疫学調査報告から、感
染源として、「野生動物」、「人」、「残し飼料」の
三つが考えられています。第一の「野生動物」に
は、野生いのししやねずみ・野鳥等が該当しま
す。農場への侵入を防止するため、防護柵や傍防
鳥ネットの設置、ネズミの駆除などを行いましょ
う。第二の「人」については、豚や資材の搬入・
搬出に関わります。病原体を農場に持ち込まない
ためには、長靴や車両の洗浄消毒が不可欠です
し、万一発生があった場合、感染経路を突き止め
るためには、人の出入りを記録することが重要で
す。第三の「残し飼料」については、ＣＳＦの原
因ウイルスに汚染していた場合、加熱していな
かったり、加熱が不足していていれば感染源にな
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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/

るおそれがあります。沖縄県での最初の発生例で
は、非加熱の「残し飼料」が感染源に疑われてい
ます。
　家畜保健衛生所では、家畜伝染病予防法で定め
られた「飼養衛生管理基準」に適合しているか、
家畜飼養農場の調査と改善指導を行い、ＣＳＦ等
の発生予防を図ることとしています。

　飼養者の皆様においては、「飼養衛生管理基準」
の遵守が、ＣＳＦをはじめとする各種伝染病の予
防に重要であることをご理解の上、ご協力くださ
るようお願いします。
　最後に、養豚農場の巡回調査の結果、特に注意
が必要と認められた点を以下に示しますので、再
点検をお願いします。

畜 産 の 研 究（124）

BLE通信技術を用いた放牧牛群
の簡易な個体確認手法の確立

１　背景とねらい

　放牧看視員は、放牧期間中に毎日個体確認等の
管理作業を行うが、看視員の高齢化に対応するた
め業務の負担軽減が課題となっています。
　そこで本研究では、携帯端末に標準で搭載され
ているBluetooth通信機能と市販のBLEタグを用
い、個体確認作業の負担を軽減するシステムを確

立しました。
※…BLE（Bluetooth…Low…Energy）とは近距離無
線通信技術Bluetoothの拡張仕様の一つで、極
低電力で通信が可能な仕様です。

２　システムの概要と負担軽減効果

⑴　本システムは携帯端末とBLEタグから構成
され、携帯端末を用いて、放牧牛に装着した
BLEタグから送信される情報を受信すること
により個体確認を行います。この技術を利用す
ることで、看視員が耳標等を目視することなく
個体を確認できるので、作業の負担を大幅に軽
減できます（図１）。

長靴の履き替え時や更衣室での着

替え時にその前後での動線交差が

ありました。長靴の置き場の区別

や履き替え場所の設置、更衣室の

入口と出口の区別、着替え前後で

別のロッカーを設置するなど、着

替え前後の動線が交わらないよう

にしてください。

衛生管理区域や豚舎に出入りする

際は、市販のアルコールスプレー

や消毒用ジェル等を用いて手指を

消毒するようにしてください。使

い捨てのゴム手袋の使用も推奨さ

れます。

衛生管理区域へのイノシシの侵入

を防ぐことができても、ネズミや

野鳥はわずかな隙間からも侵入し

ます。大型の野生動物は衛生管理

区域境界で、小型の野生動物は豚

舎壁で防ぐという意識のもと、日

頃から、細やかな修繕を心掛けて

ください。



令和２年３月１日岩　手　の　畜　産隔月１日発行 第５５９号 ⑼

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

⑵　このシステムには、NOK株式会社と共同開
発した「牛群管理アプリ」が必要です。NOK
株式会社からBLEタグを購入すれば、購入者
は「牛群管理アプリ」を無料で利用できます
（図２）。

⑶　このシステムを用いて、外山畜産研究室の牧
区（面積1.2から4.4ha ）で日本短角種親子放
牧群49頭（親牛29頭子牛20頭）の個体確認を
行ったところ、目視による場合に比べて、確認
に要する時間は80％（図３）、看視員の移動距
離は60％減少しました（図４）。

３　システム導入に当たっての留意事項

⑴　BLEタグの単価
は3,000円（税抜）
で、サイズは6.5cm
×4cm×1cm、重量
は20gです。別途、
装着用の首輪が必要
（3,000円程度）で
す（図５）。

⑵　携帯端末のOSは
Android…7.0… 以 上
が必要です。端末に

不具合が生じた場合、端末は株式会社マーベ
リックスが修理及び動作確認を行います。端末
の修理には時間を要することから、対応策とし
て代替端末を用意し、アプリをインストールし
ておくことをお勧めします。
⑶　使用する前に、放牧牛に関する情報をエクセ
ル（PC又は携帯端末）で作成し、携帯端末に
入力します。親子で管理する場合は、親子の情
報を組にして入力して下さい（表１）。

⑷　BLEの通信範囲（１から50ｍ）は最大の50
ｍに設定します。
⑸　牛体がBELタグの電波を遮蔽するので、牛
が密集した状態では群れを散らしたり携帯端末
を高く掲げる等の工夫が必要です。

図１　BLE通信技術を用いた個体確認システム

表１　放牧牛群の一覧表の作成（エクセルで作成）

図５　BLEタグの牛への装着

図２　牛群管理アプリの起動画面

図３　個体確認に要する時間

図４　個体確認に要する移動距離
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東 邦 岩 手 株式
会社

本 社
ホームガスセンター
（直売部門）
宮古営業所
県南営業所

岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割136番地
盛 岡 市 みたけ２丁目１番 4 5 号
盛 岡 市 みたけ２丁目１番 4 5 号
宮 古 市 松 山 第６地 割 3 0 番 地１
北上市下鬼柳町１４地割５番２号

TEL 019（697）4151
TEL 019（641）1195
TEL 019（641）3143
TEL 0193（63）4251
TEL 0197（67）0551

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。

１　牧草地の管理
（１）　早春の施肥
　イネ科牧草は、生育期間中で１番草の時期に最も旺
盛に成長し（スプリングフラッシュ）、生産量が最も
多い時期です。年間収量でみると１番草は年間収量の
４～５割を占めます（図１）。スプリングフラッシュ
は、牧草の出穂という生殖成長によるもので、越冬し
たイネ科牧草の茎は出穂のための条件が整っていて、
栄養分が十分にある場合は、この現象を起こします。
出穂するかどうかは、肥料成分、特に窒素で決まりま
す。春早くから窒素を十分に吸収していれば、順調に出穂すると考えられます。出穂茎は、穂を
支えるために茎が丈夫に育つので、穂のない茎よりも重さが６～７倍になると言われています。
　以上のことにより、１番草の収量を確保するためには、出穂茎の確保が重要となってきます。

（２）　施肥時期、施肥量
　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
ようになり、牧草の葉色
が回復したら、早目に施
肥を実施します。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
が生長するにしたがって倒れ
ないように細胞を強くする役
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
下さい。

報情 （77）産畜 術技

図１　年間収量に各番草が占める割合
各普及センターの生育診断圃の平均値より算出した

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 ５３％ 効き目がゆっくり。1t/10a程度を散布する。
効果は２～３年かけて現れる。

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。
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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

になりました。牛に触れたことがなかったので少
し不安でしたが、実習するうちに牛が可愛いと思
うようになりました。それで、２年目からは、自
分の意思で大動物を選択しました。搾乳作業が楽
しいし、共進会も楽しい。今は、牛を引くのがと
ても楽しいです。来年は、専攻科に進んで、酪農
家で実習しながら家畜人工授精師や受精卵移植師
の免許を取りたいと思っています。
【先生からの一言】牛が好きなようで、毎日、牛
舎に通ってきます。寮生ではないのに、休みの日
にも牛舎に顔を出します。女子生徒の中では、と
ても気が利くリーダー的な存在ですし、技術もあ
ります。

堤内 陽
は る か

日さん（４歳、保育園の年少組）

・堤内武人（洋野町大野、酪農）
さんのお孫さん
【陽日さんからの一言】牛は好き
だけど、今日は負けて悔しいで

す。大きくなったら妖怪人間 ｢椿姫｣ のようにな
りたいです。
【堤内裕

ひ ろ

子
こ

（武人さんの長女）さんからの一言】

将来のことは、まだ分からないけど、自分の好き
なことをやって欲しい。一人娘なので、近くにい
て欲しい。

田中 寧
な

々
な

さん（18歳、盛岡農高３年）

・田中春美（雫石町西根、会社員）
さんのご長女
【寧々さんからの一言】小さい頃
から、将来の夢は「好きな動物と

一緒にいたい」と書いてきた。動物科学科に入学
し、班編制のローテーションで、牛の世話をする
ようになったら、可愛いと思うようになり好きに
なりました。来年は、北海道の動物自然専門学校
への進学を希望しています。
【先生からの一言】我慢強くて、責任感も強い子
です。黙々と、淡々と自分に任された牛を調教し
ているし、とにかく時間があれば牛に接していま
す。生き物が好きな子なんだなぁと思っていま
す。

本舘 由
ゆ

唯
い

さん（18歳・盛岡農高３年）

・本舘健一（盛岡市黒石野、建設
業）さんの娘さん
【由唯さんからの一言】１年の時
のローテーション実習で牛の当番

芽 き ー ー吹 コ ナ

令和元年９月５日･第63回岩手県畜産共進会・ホルスタイン種の部

令和元年９月14日･第62回洋野･新岩手ホルスタインショー

　石灰は春または秋に散布します。春に散布する場合には、
石灰と化成肥料を混ぜると石灰に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決定するのがベストです
が、毎年散布圃場をいくつか決めて、そこに100～200㎏
/10aを散布し、残りの圃場は翌年以降に順繰りに散布すると
いった方法もあります。
　土壌pHの変化はゆるやかで、一気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。

採草地へ炭カルの散布
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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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令和２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 1,062頭 706,047,100円 664,828円

褐� 毛� 和� 種

日本短角種

ホルスタイン種（雌を除く）

交雑種・乳 5頭 1,978,900円 395,780円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移

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

⑿

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
2/5
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 111 1,021,900 288,200 688,214 282 2,444

♂♂

♂- 162 1,104,400 69,300 709,018 317 2,238

計 273 1,104,400 69,300 700,559 302 2,316

県南
2/6
㈭

磐　 井

♀ 113 980,100 334,400 694,869 284 2,443

♂♂

♂- 127 1,119,800 113,300 728,546 313 2,327

計 240 1,119,800 113,300 712,690 300 2,379

中央
2/12
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 186 894,300 352,000 613,025 262 2,338

♂♂

♂- 241 1,074,700 385,000 700,960 294 2,387

計 427 1,074,700 352,000 662,656 280 2,367

中央
2/13
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 148 924,000 265,100 613,361 280 2,190

♂♂

♂- 182 1,042,800 371,800 683,336 308 2,220

計 330 1,042,800 265,100 651,953 295 2,207

中央
2/14
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 137 1,024,100 323,400 617,951 280 2,204

♂♂

♂- 186 1,047,200 418,000 695,987 303 2,296

計 323 1,047,200 323,400 662,888 294 2,258

合　　計

♀ 695 1,024,100 265,100 639,383 276 2,314

♂♂

♂- 898 1,119,800 69,300 701,713 305 2,298

計 1,593 1,119,800 69,300 674,520 293 2,304

令和２年２月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

太田 麻
ま ゆ

結さん（７歳・姥屋敷小１年）

・太田哲（滝沢市鵜飼安達）さん
の三女
【麻結さんからの一言】牛を引く
のはこわいときもあるし、こわく

ないときもある。将来は、保育園の先生になりた
いです。
【お母さんからの一言】上に中学２年の姉がいる
三姉妹ですが、みんなそれぞれ自由に好きなこと

をのびのびとやって生きていってほしいと思いま
す。三女は、考え方がしっかりしていてハッキリ
しているので、酪農ではなくても、太田家を継い
でくれたらと思います。

太田 美
み ゆ き

結希さん（９歳、姥屋敷小４年）

・太田哲（滝沢市鵜飼安達）さん
の次女
【美結希さんからの一言】牛を引
くのが少しこわかったです。将来

は、アナウンサーになりたいと思っています。

令和元年11月２日・2019花平ブラック＆ホワイトショウ


