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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。】

一般社団法人岩手県畜産協会　　
会長理事　小野寺　敬　作

　去る６月30日に開催された一般社団法人岩手県
畜産協会第88回定時総会で理事に選任され、その
後の理事会で、会長理事に選定された小野寺敬作
でございます。会長理事就任に当たって、一言、
ご挨拶を申し上げます。
　私自身、長く、農業団体の運営に携わっ
て参りましたが、この度、県全域を所管す
る農業団体の代表に任ぜられ、その重責に
身の引き締まる思いでいるとともに、関係
の皆様からご支援・ご協力を賜りつつ、本
県農業の健全な発展に微力ながら心血を注
いで参りたいと考えています。
　さて、ここ数年の各種貿易協定の締結に
より、農業分野、とりわけ畜産が、その影
響を最も大きく受けるとされています。全
体としては、畜産経営の規模拡大が進んで
いるものの、戸数の減少が続いており、グ
ローバル化への対処と並行して、生産基盤
強化が求められています。
　国においては、日米貿易協定の発効に合
わせ、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」
の改訂により、酪農・肉用牛の生産基盤強
化対策が打ち出され、本県においても、新たに創
設された事業に積極的に取り組もうとしていた矢
先に、新型コロナウイルスのパンデミック（世界
的大流行）に見舞われました。
　第二次世界大戦後最大の危機ともいわれる新型

コロナウイルスの災禍により、世界経済・国内経
済は大きな打撃を受けています。外食や移動の自
粛、インバウンドの途絶により、畜産の中で最も
大きな影響を受けたのは、和牛肉消費で、そのあ

おりを受け、この４月には枝肉価格が約３
割下落し、肥育経営はかつてない厳しい状
況に置かれています。
　当協会の所管事業の柱でもある「肉用牛
肥育経営安定交付金制度」では、新型コロ
ナ対策として、生産者負担金の納付猶予措
置がとられたところであり、さらに、「肥
育経営等緊急支援特別対策事業」が新規事
業として創設されました。当協会として
は、これらの事業を最大限に活用しなが
ら、経営の安定に寄与したいと考えていま
す。
　また、畜産経営の安定を脅かすものとし
て、各種家畜伝染病にも注意を向けなけれ
ばなりません。特に、アジア諸国でも発生
の見られるアフリカ豚熱については、新型
コロナと同様に、予防法も治療法もなく、
かつ、伝染力も極めて強く、一度侵入を許

せば、我が国養豚業に壊滅的被害をもたらす恐れ
があります。
　グローバル化の進展により、世界各地で起きる
様々な事象が短時間で我が国に影響をもたらす状

会長理事就任のご挨拶

（次頁へ）
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　令和２年６月30日に一般社団法人岩手県畜産協
会の第88回定時総会が開催され、上程の第１号議
案「令和元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
　年度をまたいで、新型コロナウイルス感染症が
一気に大問題化した。
　緊急事態宣言下で、不要不急の外出自粛、都道
府県をまたがる移動の自粛、施設の閉鎖、イベン
トの中止など、国民生活及び経済に大きな犠牲を
払って沈静化が図られた。
　この新型コロナの影響で、我が国の農業にも大
きな影響が及んでいる。特に、インバウンドの途
絶と外食需要の激減による影響をもろに受けたの
が和牛で、枝肉価格が４月には前年同期比で約３
割下落となり、５月・６月とやや持ち直しの動き
が見られてはいるが、肥育経営はかつてない厳し
い状況となっている。
　こうした状況に対処するため、国は、当協会が
実施している肉用牛肥育経営安定交付金制度につ
いて、生産者負担金の納付を実質免除した。加え
て、新たに「肥育経営等緊急支援特別対策事業」
を創設した。この事業については、当協会が担当
することになった。
　肥育経営の安定は、繁殖経営の安定にも密接に
関係することから、関係機関・団体の皆様からの
ご協力・ご支援をいただきながら、しっかりと取
り組んで参りたい。

２　令和元年度事業実績
⑴　実施事業

　ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）
　71,319千円

　イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）
　2,699,084千円

　ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）� 229,552千円
計　　2,999,955千円

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

59,695千円
　イ　その他２　家畜登録事業� 43,079千円
　ウ　その他３　生乳検査事業� 108,741千円
　エ　その他４　研修事業ほか� 1,811千円

計　　213,326千円

３　補欠選任された新役員（理事）
　　小野寺　敬　作

（岩手県農業協同組合中央会）
　　杉　原　永　康

（一般社団法人岩手県農業会議）
　　小　岩　敬　一

（岩手県南家畜衛生推進協議会）

　なお、第88回定時総会終了をもって久保憲雄会
長理事が勇退し、総会終了後に開催された令和２
年度第２回理事会において、後任の会長理事に小
野寺敬作理事が選定されました。

第 88 回 定 時 総 会

況にあって、畜産経営の安定、家畜改良の推進、
家畜衛生の推進など、多岐にわたる事業を担当す
る当協会の役割はますます大きくなっています。
事業推進に当たって、生産者をはじめ、関係機

関・団体の皆様から、特段のご理解とご協力を賜
るようお願い申し上げ、誠に簡単ではございます
が、ご挨拶とさせていただきます。
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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）

令和２年度 農林水産部畜産課業務方針 その２

Ⅱ　令和２年度の業務における主要課題

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

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

２�　消費者に安
全・安心を提供
する産地づくり

⑸�　自給飼料の
増産

○飼料作物作付面積
　　R1：46,100ha�⇒�R2：46,100ha
　　※作物統計

○�コントラクター等による作業受託面
積（飼料収穫）

　　H30：3,735ha�⇒�R2：3,780ha

○飼料用米作付面積
　　R1：3,724ha�⇒�R2：3,724ha

○稲ＷＣＳ作付面積
　　R1：1,673ha�⇒�R2：1,673ha

○水田等における放牧面積
　　R1：474ha�⇒�R2：550ha
　　※放牧利用実態調査

【飼料基盤造成整備の推進】
①　飼料基盤整備18ha、実施設計52ha
②　新規地区の掘起し

農山漁村地域整備交付金（△）　　
農業競争力強化農地整備事業（●）

【公共牧場の機能強化】
　公共牧場の労働力の軽減等に向けたスマート技術の導入の
支援
　・モデル実証牧場：５牧場

（いわてスマート共同放牧場実践支援事業（○））
【コントラクター等外部支援組織の育成・強化】
①�　県内のコントラクターやＴＭＲセンター等で構成する「い
わてコントラクター等利用推進協議会」による活動推進
　・�コントラクター組織の人材確保・育成、自動操舵システ
ムによる省力化作業体系確立、コントラクター間におけ
る作業情報共有

　・研修会の開催（１回）、協議会会報の発行（１回/年）
②�　コントラクター等の機能強化に必要な機械・施設の整備
の支援
③�　コントラクター等の活用による飼料用とうもろこし等の生
産拡大の支援

（畜産生産力・生産体制強化対策事業（●））
【水田を活用した自給飼料の増産】
①�　飼料用稲（飼料用米、稲ＷＣＳ）の生産・利用の拡大の
支援
　・利用を希望する実需者と耕種側のマッチング支援
②　水田を活用した自給飼料の利用拡大
　・�稲ＳＧＳ調製や稲ＷＣＳの高品質化、子実とうもろこし
の作付面積拡大など、配合飼料給与量低減に向けた取組
の支援

（畜産生産力・生産体制強化対策事業（●））
【水田等を活用した放牧の拡大】
　簡易放牧技術電気柵設置手法、耐湿性の高い牧草品種導入
等の支援

畜政担当

畜政担当

畜政担当

畜政担当

畜政担当

【目指す姿】
　消費者から信頼を得ながら、国内有数の畜産主産地として本県の地位が高まっている
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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

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

⑹�　家畜伝染性
疾病の監視･危
機管理体制の
充実･強化

○飼養衛生管理基準を遵守する農場
　　牛　　　R1：�� 50％�⇒�R2：�� 75％
　　豚　　　R1：�� 92％�⇒�R2：100％
　　家きん　R1：100％�⇒�R2：100％

○特定家畜伝染病等の確定診断率
　　R1：100％�⇒�R2：100％

○�口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ
の発生

　　R1：０戸�⇒�R2：０戸

○牛ヨーネ病清浄化対策農場（対象４農場）
　　R1：100％�⇒�R2：100％

○牛白血病清浄化促進農場
　　R1：144戸�⇒�R2：175戸

○豚熱・オーエスキー病清浄度維持率
　　R1：100％�⇒�R2：100％

【事前対応型の家畜伝染病防疫体制の整備】
①�　家畜伝染病予防法に基づく、飼養衛生管理基準（侵入防
止対策）遵守の指導強化（農場の定期巡回、情報提供・研
修会等による注意喚起、野生動物の侵入防止柵の整備）
　※　農場定期巡回：牛�１回/５年、豚�１回/年、家きん�２回/年
　　　注意喚起　�家きん：各家保毎月１回以上（合計39回以

上、研修会等参加者�90名以上）
　※　�養豚場における野生動物の侵入防止柵の整備

（R1:57/95戸�⇒�R2：38/95戸）
②　家畜飼養状況の定期的な把握（定期報告受理とデータ更新）
③�　初動防疫体制充実のため、県民くらしの安全課と協力
し、防疫作業支援班員等の動員体制、協定及び所要マニュ
アル等の見直し、大規模農場での発生時の課題等を検討
④�　各種疾病対策マニュアル〔口蹄疫、高（低）病原性鳥イ
ンフルエンザ、豚熱〕が的確に運用されるよう、国・県レ
ベルでの防疫演習の実施

（家畜伝染病予防事業（△））
【家畜伝染病診断技術能力の向上】
①�　家畜防疫員・臨床獣医師等を対象とした特定家畜伝染病※

等の診断技術研修の開催
　※�口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、炭疽
②�　家畜衛生講習会・研修会への派遣によるスペシャリスト
の育成（ウイルス１名、総合１名、基本１名、牛疾病１
名、豚疾病１名、鶏疾病１名、獣医疫学１名、海外悪性伝
染病１名、病性鑑定研修４名）

家畜伝染病予防事業（△）　　　
牛海綿状脳症防疫対策事業（△）

【重要家畜伝染病等の防疫対策の推進】
①　口蹄疫に類似する症状を呈する牛・豚疾病情報の迅速な把握
②�　豚熱対策のためのサーベイランス（２年間で全戸）及び
異常発見時の速やかな病性鑑定の実施
③�　高病原性鳥インフルエンザ対策のための家きん飼養者へ
の報告徴求の継続（520農場）と、高病原性鳥インフルエ
ンザウイルスのモニタリング（69農場）
④�　牛ヨーネ病防疫対策として、乳・肉用牛の法定検査の実
施（５年間隔）、県外導入牛及び県外預託牛検査の継続、
発生農場における計画的自主淘汰の推進
⑤�　「岩手県牛白血病防疫対策実施要領」に基づく発生農家
の清浄化の推進、発生農場・公共放牧場・集団育成施設と
その利用農場におけるまん延防止対策の継続
⑥�　「岩手県豚コレラ及びアフリカ豚コレラ防疫対策マニュ
アル」「岩手県豚オーエスキー病防疫対策実施要領」に基
づく防疫演習、清浄性確認検査の実施（２か年間隔で県内
全戸を実施）

家畜伝染病予防事業（△）　　　
牛海綿状脳症防疫対策事業（△）

衛生担当

衛生担当

衛生担当

○改善（目標達成）農場
　　R1：83％�⇒�R2：95％
　　（慢性疾病対策23農場）

【生産性向上対策の推進】
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、繁殖巡回指導等の生産性向
上の支援（随時）

衛生担当
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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 ㈹　

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

○違反事例
　　H30：０件�⇒�H31：０件
　　（�動物用医薬品適正使用指導32農

場、飼料適正使用指導29件）

○�産業動物獣医師及び公務員獣医師数
の維持

　　産業動物獣医師　R1：174名�⇒�R2:191名
　　公務員獣医師　　R1：122名�⇒�R2:132名

②�　農業共済組合及び開業獣医師との連携による対象農場の
抽出、生産性の阻害要因の特定（病性鑑定）及び対策の実
施（随時）

（家畜衛生技術指導事業（△））
【畜産物安全性確保対策の推進】
①�　畜産物中の薬剤の残留防止を図るため、ポジティブリス
ト制度に基づいた動物用医薬品販売業者に対する適正流
通、農場に対する適正使用の指導（通年）
②�　飼料安全法に基づく飼料収去・立入検査による適正な飼
料の流通の監視（４～12月）
③�　鶏卵のサルモネラ汚染防止を図るための検査、ネズミ等
有害獣駆除等の衛生管理指導（通年）

家畜衛生技術指導事業（△）
飼料安全対策事業（△）　　

【獣医師の確保対策の推進】
①�　獣医系大学等に対する就職説明会の開催
　　（４～５月：１大学、11月：９大学）
②　県機関における獣医学生の職場体験研修の受入
　　（延べ５大学50名程度）
③　修学資金貸付事業
　　（大学生11名：継続９・新規２、高校生１名：新規１）

（獣医師確保対策事業（○））

衛生担当

衛生担当

３�　放射性物質
の畜産被害へ
の対応

⑴�　放射性物質
検査

○県産畜産物の安全性の確保
　　牛肉中の放射性物質濃度の推計検査：1,096点
　　原乳の放射性物質検査：６施設／月

【放射性物質検査の計画的な実施】
①�　除染後及び耕起不能（困難）箇所等の牧草検査の実施（採
材から分析までの業務を民間検査機関へ委託）
②�　県産農林水産物の放射性物質濃度の検査計画に基づく、
原乳検査の実施

（放射性物質被害畜産総合対策事業（○））

畜政担当

⑵�　汚染牧草等
の処分と適正
保管

○�汚染稲わら等は、焼却等の処理完了
まで適正保管

　　牧草の処理必要（保管）量：1,464トン
　　稲わらの処理必要（保管）量：383トン
　　牛ふん堆肥の処理必要（保管）量：4,533トン

○�処理の長期化が見込まれる市町につい
て、中長期保管対策（一時保管施設
の補修等）を実施

【汚染牧草等の処理の促進】
①�　各市町村とも、引き続き適正な管理が行われるよう、保
管施設等の維持・管理を支援
②�　関係部局と協調しながら、処理の終了していない牧草
1,464トン（平成31年３月１日現在、以下、同じ）、稲わら
383トン及び牛ふん堆肥4,533トンの焼却等を推進

（放射性物質被害畜産総合対策事業（○））

畜政担当

⑶�　東電への損
害賠償請求

○�放射性物質被害畜産総合対策事業費
全額の早期受領

　　賠償請求額：9,503,962千円（第１～10次）
　　合意済額　：9,495,822千円（見込含）
　　未払額　　： 8,140千円

○R2年度中に12次請求を予定（年１回）

【東京電力との損害賠償請求に係る協議の継続】
　未合意となっている経費に係る東京電力との協議の継続

畜政担当

【目指す姿】
　原発事故に起因する放射性物質被害を乗り越えた生産者が、経営の正常化とともに、新たに生産基盤の強化を行っている
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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

１　はじめに
　平成30年10月、黒毛和種14頭を飼養する繁殖農
家で、水様性下痢と削痩を呈した繁殖雌牛１頭を
ヨーネ病と診断した。定期的な同居牛検査で全頭
からヨーネ菌遺伝子（以下遺伝子）が検出され、令
和元年５月までに全頭を淘汰した。その後、経営再
開に向け牛舎消毒を実施。牛舎内20か所から採取
した拭き取り検体の遺伝子検査により、消毒効果を
検証した。結果、３回の消毒後に遺伝子が未検出
となった。その後、牛舎内に石灰乳を塗布し、令和
元年７月、繁殖雌牛を導入した。空舎期間を設けた
ことで、徹底した有機物の除去と複数回の消毒、
乾燥が可能となった。環境の遺伝子検査により消
毒効果を確認することで、農場の経営再開の後押
しができたので、これらの取り組みを報告する。

２　農場及び発生状況の概要
　農場は自家産の黒毛和種14頭（繁殖雌牛８頭）
を飼養する繁殖農家でした。牛舎は成牛房、分娩

房及び育成牛房に分かれており、成牛房と育成牛
房には、それぞれパドックが併設されていた。
⑴　発症牛
　平成30年９月18日、繁殖雌牛１頭に下痢が見ら
れた。治療を施すも改善されず、削痩が顕著とな
り、同年10月１日、当所へ検査の依頼があった。
検査の結果、ヨーネ病と診断され、10月５日に法
令殺された。
⑵　同居牛検査結果
　平成31年４月までに繁殖雌牛全頭から遺伝子が

令和元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）

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　獣医師　鈴　木　崇　文　

図１　同居牛検査の結果と対応

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

４�　家畜排せつ物
の良質たい肥化
と流通促進

○家畜排せつ物法に基づく適正処理割合
　　R1：100％�⇒�R2：100％

【家畜排せつ物の適正管理とたい肥の利用促進】
　�地域協議会による巡回指導等（通年）、県内法施行状況調査（12月）の実施
【家畜排せつ物の適正処理に向けた施設整備の促進】
　老朽化施設の機能保全と長寿命化（久慈市堆肥センター）
　・�実施設計、機械設備更新・補修、鉄骨補修・交換、屋根膜張替

（農山漁村地域整備交付金（△））
【バイオマスエネルギーの利活用促進に向けた支援】
　家畜排せつ物由来のバイオマス施設の運営等の情報収集
　［主なバイオマスエネルギー発電稼働施設］
　・葛巻畜産開発公社メタン発電施設
　・㈱バイオガスパワーしずくいし
　・十文字チキンカンパニーバイオマス発電所

畜政担当

畜政担当

畜政担当

【目指す姿】
　家畜排せつ物の適正管理等により環境に配慮した畜産経営が行われている
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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

検出され、そのうち３頭が患畜と診断された。患
畜の法令殺及び遺伝子が検出された牛の自主淘汰
により、５月13日、農場の牛がオールアウトと
なった。（図１）

３　オールアウト後の経営再開への取組み
⑴　再開までの問題点と対応
　飼養者は経営再開に向け、牛舎内にヨーネ菌
が残存することに不安があった。そこで、当所
では２～３週間間隔で牛舎消毒を行うと共に、
遺伝子検査により消毒効果を確認した（図２）。

３回目の牛舎消毒では前回遺伝子が検出された
場所の有機物の除去を特に徹底した（写真１）。
その後、石灰乳の塗布（写真２）及び消石灰粉
末の吹き付けによる消毒を実施した。

⑵　牛舎内環境検査の結果
　消毒前は20か所中14か所の環境材料から遺伝
子が検出された。最初の患畜がいた場所の
ウォーターカップや飼槽、扉付近が特に高値で
あった。１回目の消毒後は５か所（図３:�②,③,
⑥,⑬,⑮）に減少した。しかし、２回目の消毒
後でも、ウォーターカップ、通路、牛床や扉付
近等４か所（図３：②,⑤,⑦,⑧）から検出され

たため、３回目の消毒では更に有機物の除去を
徹底した。その後、全20か所の環境材料で遺伝
子が未検出となった。
⑶　繁殖雌牛の導入とその検査
　消石灰粉末の吹き付けから２週間後、繁殖雌
牛を導入、その後も約１か月ごとに計９頭を導
入した。導入牛はその都度遺伝子検査を実施
し、陰性を確認した。本病発生から約１年、
オールアウトから約５か月後、以前の繁殖雌牛
飼養頭数に達した。

４　まとめ
　本事例では、３か月間隔で行った同居牛検査で
全頭から遺伝子が検出され、患畜の安楽殺及び遺
伝子が検出された牛の速やかな自主淘汰により
オールアウトが実現した。このことで、徹底した
有機物の除去、牛舎内全体の消毒・乾燥の反復が
可能となった。また、環境の遺伝子検査を行うこ
とで、消毒効果を確認した。遺伝子がウォーター
カップから検出されたこと及び高濃度の消毒液を
浸漬した牛床等からも検出されたことから、徹底

した有機物の除去と複数回の消
毒、乾燥が重要であることを確認
でき、消毒効果の向上に繋げるこ
とができた。さらに、環境検査の
結果を経営再開の指標として示せ
たことで、農家の不安を払拭し経
営再開の後押しができた。

図２　環境検査と消毒の実施

図３　牛舎見取り図

写真１
徹底した有機物の除去

写真２　石灰乳塗抹後の牛房
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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

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・小野寺敬作新岩
手農業協同組合代表理事組合
長）の令和２年度通常総会が、
６月17日に牛群検定組合等関
係者の出席の下に開催されま
した。

　冒頭、小野寺会長から、「新型コロナウイルス
の感染拡大により、畜産・農業関係に計り知れな

岩手県チキン協同組合第48回通常総会

　岩手県チキン協同組合（十文
字保雄理事長）の第48回通常総
会が、５月19日に盛岡市内で開
催されました。
　今次総会は、新型コロナウイ
ルス感染症予防の観点から、出
席者を限定した上で、議案への

書面表決を併用する形での開催となりました。

岩手県馬事振興会第48回定時総会

　一般社団法人岩手県馬事振興
会（千葉伝会長）の第48回定時
総会が、５月28日に岩手県民会
館で開催されました。
　冒頭、会長から「岩手県の
馬産振興や馬事文化の継承を
応援しようと、５人の県議会

議員が本会に加入しており、本日、私を含めて
２名が出席している。新型コロナウイルス感染
症で、牛肉価格の低迷、子牛市場価格の下落な
ど、本県畜産にもかなりの影響が出てきてい

　総会では、令和元年度事業報告・計算書類、令
和２年度事業計画・収支予算等が原案どおり承認
されました。
　特に、令和２年度事業計画では、新型コロナ
ウイルス感染症予防対策を講じた上で、次の４
項目を重点事業として取り組むこととなりまし
た。
　①岩手県ブロイラー価格安定対策事業の推進、
②高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対
策の徹底、③農場・食鳥処理工場の衛生管理対策
の強化、④県産鶏肉普及宣伝活動の実施

る。馬に関しては、岩手競馬が無観客となり、
売上の低下が心配されている。さらに、チャグ
チャグ馬コや流鏑馬大会、馬力大会等も中止に
なり、岩手の馬事文化に影響が波及している。
そういう中ではあるが、会員各位のご尽力の下
に、馬産・馬事の振興に努めて参りたい。」と挨
拶がありました。
　総会では、令和元年度の事業報告及び計算書類
等が原案どおり承認され、また、任期満了に伴う
役員の改選が行われました。
　総会終了後の理事会において、会長に千葉伝
氏、副会長に佐々木勲氏と安田出氏、常務理事
に渡辺亨氏が、それぞれ選定（再任）されまし
た。

いほどの影響が出ている。特に、花卉への影響は
甚大で、今後の消費の回復に期待している。
　本県の牛群検定は、戸数が若干減少する中で、
検定頭数は増加し、東北六県の中では最も高い実
施率を維持している。当協議会としては、加入を
推進し、収益向上につなげて参りたい。」と挨拶
がありました。
　総会では、令和元年度決算を承認するととも
に、乳用種雄牛後代検定事業による調整交配の推
進、生産状況調査、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、令和２年度の事業計画を原案どおり決定
しました。
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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。

お│知│ら│せ

岩手県養豚振興会第23回通常総会

　岩手県養豚振興会（遠藤啓介会長）は、本年６
月15日に予定されていた第23回通常総会と例年総
会後に実施している研修会について、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止の観点から中止し、総
会議案の審議及び採決を書面により実施しまし
た。その結果、全ての議案が５月29日付けで原案
どおり承認されました。
　令和２年度の事業計画には、県内関係機関・団
体との連携による組織強化と経営向上対策及び消
費拡大対策が盛り込まれました。

家畜の保健衛生（130）

飼養衛生管理基準（豚・いの
しし）が改正されました！

　家畜を飼養するうえで最低限守らなければなら
ないルールである「飼養衛生管理基準」のうち、
豚・いのししの同基準が改正され、一部を除き令
和２年７月１日から施行されました。平成30年９
月の岐阜県での発生以降、合計８県で発生が確認
されている豚熱や、令和２年５月時点で、世界64
か国で発生が確認されているアフリカ豚熱の侵入
を防ぐため、昨今の養豚界には、これまで以上に
高い防疫レベルが求められます。今般改正された
同基準では、防疫レベル向上のために必要なこと
が具体的に記載されていますので、伝染病から大
切な飼養豚を守るため、同基準を遵守するようお
願いします。

●主な改正のポイント（新設、追加項目）

１．家畜の所有者の責務
　関係する法令を守り、高いレベルで農場の防
疫体制を整備しましょう。周辺の関係者とも協
力しながら地域一体となって衛生管理を行いま
しょう。また、所有者以外に管理者がいる場合
は、常時連絡がとれる体制を確保しましょう。
２�．飼養衛生管理マニュアル作成及び従業員等へ
の周知徹底
　農場毎の実情にあったマニュアルを作成し、
農場関係者全員で遵守しましょう。また、得ら
れた防疫情報については、速やかに共有しま
しょう。
３�．衛生管理区域や畜舎等への野生動物の侵入防
止措置
　豚熱の感染源の１つである野生いのししや、
各種病原体を媒介するネズミや野鳥等の侵入を
防止しましょう。対策は、基本的に農場内の全

第64回岩手県畜産共進会の開催中止について
　新型コロナウイルス感染症に係る治療法及び予防法が確立されていない状況で、感染リスクとさ
れる３密（密集・密閉・密接）の増大を完全に回避した上での開催は困難であり、県共に関わる畜
産関係者の安全確保を第一と考え、令和２年度の開催は中止することといたしました。
　関係各位におかれましては、県共の開催に向けて、ご準備を進めていただいてきたところではご
ざいますが、事情をご賢察の上、ご理解を賜るようお願い申し上げます。

第15回全日本ホルスタイン共進会の開催中止について
　令和２年10月31日から11月２日までの３日間の日程で、宮崎県都城家畜市場を主会場として開催
が予定されていた「第15回全日本ホルスタイン共進会」は、新型コロナウイルス感染症の発生が続
く中、開催中止となりました。
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畜 産 の 研 究（126）

飼料用米ソフトグレインサイレージ
多給による南部かしわの発育と 

産肉性への影響

　南部かしわの飼料自給率向上と差別化を図るた
め、地域で生産された国産穀類（飼料用米ソフト
グレインサイレージ（以下「SGS」）及びくず
大豆）を給与した場合の発育成績、産肉性、経済
性を比較しましたので紹介します。
【方法】

　南部かしわの雌36羽を用い、４週齢から配合飼
料の代替としてSGSを30%～50%及び加熱くず大

豆を混合した飼料（表１）を飽食給与し、体重が概
ね2.8kgに到達した時点で、と畜解体調査しました。
【結果】

　全ての区において、概ね16週齢で出荷目標体
重（2.8㎏）へ到達し、配合飼料のみを給与した
対照区とほぼ同等の日増体量を確保でき、正肉量
も差はみられませんでした。SGS混合割合が増
えるほど飼料摂取量は増加しますが、飼料単価は
安くなるため、正肉１㎏当たりに要する飼料費
は、SGS50%区で約４割の削減が見込まれます
（表２）。また、地域で生産された飼料由来の代
謝エネルギー自給率は、SGS50%区で62％とな
る（図１）ことに加え、SGS給与が筋胃の発達
をもたらし、特産肉用鶏販売時の差別化を図る特
徴のひとつとなります。

表２　発育成績、産肉性及び経済性　（ｇ/羽、ｇ、円、% ）

区分
羽
数

発育成績 産肉性 経済性

４週齢 16週齢 日増体量 正肉量 筋胃 飼料
総摂取量

飼料※１

単価　
正肉１㎏当たり
必要飼料費※1

対照区 9 573±27 2,886±236 27.5 1,061±101 34±8a 7,800 87 628 （100）※2

SGS30％区 7 593±28 2,823±134 26.6 1,059±80 47±8b 7,803 64 463 （… 74）※2

SGS40％区 10 586±25 2,876±223 27.3 1,079±87 55±9bc 8,738 55 438 （… 70）※2

SGS50％区 10 585±28 2,847±176 26.9 1,076±74 57±4c 9,127 47 396 （… 63）※2

※　平均値±標準偏差　　※　異符号間に５％水準で有意差あり
※１　１㎏当たり、配合飼料87円、飼料用米SGS25円、くず大豆41円とし算出
※２　対照区を100%とした時の割合平均値±標準偏差

飼料由来の代謝エネルギー自給率

表１　供試飼料の配合割合と成分

区分
供試原料（%）（原物）

粗蛋白
CP（%）

代謝エネルギー
ME（ cal/kg ）配合※1

飼料
飼料用米※2

SGS
くず※3

大豆

対照区 100 − − 18.5 3,200

SGS30％区 60 30 10 16.0 2,799

SGS40％区 44 40 16 16.2 2,676

SGS50％区 30 50 20 15.9 2,545

※１　ブロイラー後期飼料
※２　飼料用米SGSは水分含量34.3％
※３　150℃で10分間加熱後、破砕したもの

ての施設が対象で、堆肥舎や資材保管庫等も該
当します。適切に防除柵や防鳥ネット等の設
置・修繕を行いましょう。
４．衛生管理区域内での交差汚染の防止措置
　同区域内専用の衣類及び靴を準備し、交換前
後の交差汚染を防止できる場所で保管、交換し
ましょう。また、交換前後に利用する経路は一

方通行で交差させないこととし、各施設入口等
での洗浄及び消毒を徹底しましょう。車両の消
毒は、ドライバー等により同区域入口の消毒設
備を利用させることとし、車内における交差汚
染の防止措置（農場専用フロアマットの利用等）
を講じましょう。
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暑熱の影響緩和対策（乳用牛）

　今年の夏も暑い夏がやってきます。乳牛は人よりも低い温度から暑さを感じます。体感温度が
19℃以上になると呼吸数が上昇し、体温は21℃から上昇、乳量は22℃から減少します。

１　牛舎内の温室度指数（ THI ）で暑熱ストレスを「見える化」しましょう。

　暑熱ストレスは気温と湿度に深く関係しています。
　THIは乳牛における乾物摂取量や乳量に影響を与える指標として利用されています。THI＝0.8×
気温＋0.01×相対湿度×（気温－14.4）＋46.4で算出されます。そして暑熱ストレスは強さのみな
らず長さの影響もうけることが知られています。
　令和元年の盛岡市でのＴＨＩを計算したところ、軽度のストレスがかかるとされるＴＨＩ65以
上は５月中旬から、強いストレスとされるＴＨＩ72以上は７月中旬から、非常に強いストレスと
されるＴＨＩ82以上は８月の上旬に観測されました。
　このことにより、暑熱対策は準備を含めて、春先から取り組む必要があります。まだ暑熱対策を
行っていない方は、早急に取り組みましょう。有効対策は下記のとおりです。

２　暑熱対策を行い、牛を観察して暑熱ストレスのサインを見逃さないようにしましょう。

（１）輻射熱の遮断や遮光
　屋根に当たった日光による輻射熱で牛舎内の温度が上昇します。遮熱塗料やドロマイト石灰
などを屋根に塗布す
ることで、輻射熱を
低減させられます。
また、寒冷紗等で西
日を遮ることも有効
です。（１時間の西
日は体温を10℃上
昇するだけのエネル
ギーがあります）

（２）換気
　牛舎内に気流を作ることで、牛の体感温度を下げることが出来ま
す（風速１ｍ/秒で６℃体感温度が低下します）。換気扇を設置して
いない場合や台数が不足している場合は、新たな設置も検討しま
しょう。
　換気扇の設置間隔は換気扇直径の約10倍が目安です。吊り下げ
タイプでは、換気扇の角度を床面に対して45～60度で設置しま
す。牛体に風を当てる場合は角度を小さくし、牛舎内に空気の流れ
を作りたい場合は角度を大きくします。換気扇の角度が大きすぎる
と牛の上の空気だけが動いて、牛体付近の空気は動かず、換気扇の
効果が十分に発揮されません。

（３）こんな牛には注意が必要
　高泌乳牛、分娩前後、肥満、基礎疾患（乳房炎、肺炎、腸炎等）があると重篤な熱射病を起こ

窓から直射日光が入るのを防止牛舎屋根への石灰塗布　　　　　
白いペンキでも効果があります。

換気扇は角度に注意
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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
6／10
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 124 972,400 321,200 605,319 291 2,083

♂♂

♂- 156 981,200 236,500 596,271 328 1,820

計 280 981,200 236,500 600,278 311 1,928

県南
6／11
㈭

磐　 井

♀ 127 963,600 270,600 565,088 290 1,950

♂♂

♂- 159 962,500 286,000 560,204 325 1,724

計 286 963,600 270,600 562,373 309 1,818

中央
6／17
㈬

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 136 821,700 188,100 555,201 285 1,948

♂♂

♂- 194 833,800 420,200 591,800 316 1,874

計 330 833,800 188,100 576,717 303 1,903

中央
6／18
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 190 822,800 331,100 526,564 271 1,942

♂♂

♂- 290 880,000 218,900 566,454 303 1,868

計 480 880,000 218,900 550,665 291 1,895

中央
6／19
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 139 935,000 343,200 552,390 292 1,894

♂♂ 1 367,400 367,400 367,400 329 1,117

♂- 182 832,700 386,100 570,991 320 1,782

計 322 935,000 343,200 562,329 308 1,825

合　　計

♀ 716 972,400 188,100 557,490 284 1,960

♂♂ 1 367,400 367,400 329

♂- 981 981,200 218,900 576,037 316 1,821

計 1,698 981,200 188,100 568,093 303 1,876

令和２年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和２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 1,026頭 570,781,200円 556,317円

褐� 毛� 和� 種

日本短角種

ホルスタイン種（雌を除く） 1頭 157,300円 157,300円

交雑種・乳 6頭 1,773,200円 295,533円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

しやすくなります。これらのハイリスクの牛は、特に涼しい場所へ移動しましょう。
　また、暑熱ストレスをうけた乾乳牛は次泌乳期の乳生産が低下するという報告がありますので、
乾乳牛への暑熱対策も必要です。

（４）初期症状は朝に確認
　牛の暑熱ストレスのサインを早く見つけることが重要です。
　・通常より残飼が多い。
　・よだれを流している牛が多い。
　・荒い呼吸や反芻回数・反芻割合が低下している。
　・通路でぼーっと立っている牛がいる。
　・両趾の蹄～飛節が同時に腫れている。
　・いつもより、他の牛より、黄色い糞をしている　
　これらの牛を見つけたら、診察を受ける、冷水を飲ませる、四肢から胸へ徐々に水をかけてや
る、送風して冷やすなどの対策をします。


