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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。】

一般社団法人家畜改良事業団　盛岡種雄牛センター
場長　田　中　健　一

　この４月から盛岡種雄牛センター場長として着
任したばかりでありますが、和牛について最近感
じていることを書き綴らせていただきます。
　近年、肉用牛産業の現場では枝肉重量や脂肪交
雑だけではなく、食味に関連する形質に関心が高
まっています。中でも“口溶け”の良い脂
肪質は食感や風味の改善につながることか
ら、脂肪の融点と関係が深い不飽和脂肪酸
やオレイン酸の割合に着目した取り組みが
増えています。
　それは、現場後代検定成績に不飽和脂肪
酸の育種価の表記や幾つかの地域における
オレイン酸含量を基準としたブランド化の取
り組みなどですが、2022年に鹿児島県で開
催される全国和牛能力共進会では「脂肪の
質評価群」出品区が新設されるとのことです。
　そして、今年の３月末に公表された家畜
改良増殖目標では「消費者の多様なニーズ
に対応する観点で、脂肪交雑などの従来の
形質に加えて、食味に関連する不飽和脂肪
酸組成（オレイン酸等）などの向上に向け
た種畜の選抜・利用を推進する」とされ、
その改良手法のひとつとして、「 SNP情報
を活用した遺伝的能力評価手法（ゲノミッ
ク評価）の活用の推進が明記されています。
　当団が実施しています脂肪酸組成のゲノ
ミック評価（以下Ｇ評価）につきましては、一価
不飽和脂肪酸（MUFA）割合とオレイン酸割合
の２項目で、昨年の10月からは一般の雌牛につい
ても評価受託を開始しております。
　この脂肪酸組成形質の遺伝率は比較的高い傾向
にあり、遺伝的改良が可能な形質ですので、雌牛

のＧ評価を実施して脂肪酸組成の遺伝能力の特徴
を把握し、当団が公表していますＧ評価成績の高
い種雄牛を交配することで、脂肪酸組成を改良で
きるものと考えます。不飽和肪酸の割合は雌の方
が去勢より高い傾向にありますので、Ｇ評価の高い

種雄牛を交配することで、去勢でも「雌並
みに口溶けのよい脂肪質」が期待できます。
　繁殖雌牛の育種価は、従来では自分の産
子の肥育成績が判明する５～６歳にならな
いと推定育種価が計算されませんが、ゲノ
ミック育種価は生後すぐにでもＧ評価が可
能です。Ｇ評価を有効に利用することで、
繁殖牛群の整備、優良な肥育素牛生産、脂
肪酸組成の改良などに活用できますので、
ご検討いただきたく思います。
　当地に着任後、岩手県には「いわて牛」
が、また、「前沢牛」はじめ素晴らしい地
域ブランド牛が存在していることを、そし
て「米沢牛」などとお互いに品質向上に取
り組んでいることを改めて承知しました。
　一方、現在のブランド牛の多くは、地域
範囲やＡ４以上などを認定基準にしている
だけで、中身の差が分からない金太郎飴的
との指摘もあるようです。今後のブランド
牛は他との違いの差別化をどうつけられる
か、消費者ニーズにどう対応できるかが求

められるのではないでしょうか。
　そういった視点からも、脂肪酸組成を改良した
“口溶け”の良い岩手県ブランド牛に向けて、当
団は持てる技術で岩手県に貢献してまいりたく存
じますので、今後とも大いに家畜改良事業団を利
用して頂きたく思っているところです。

    　　　　　新たなゲノミック評価…脂肪酸組成形質のゲノミック評価が実用化！
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【はじめに】
　神経症状を呈す牛の疾患は、ビタミンＢ１欠乏
による大脳皮質壊死症、創傷感染による破傷風、
寒冷感作、輸送、密飼いなどのストレスが発症に
関与する伝染性血栓栓塞性髄膜脳炎、変敗サイ
レージなどが要因となるリステリア症やボツリヌス
中毒、鉛製の飼槽や水槽、塗料による鉛中毒等が
挙げられる。その中でも大脳皮質壊死症はチアミ
ン欠乏が主因であり、消化管内におけるチアミン
生合成の不足とチアミナーゼの生
成が欠乏の原因と考えられてい
る。今回、大脳皮質壊死症と診断
された症例に遭遇したので、その
概要を報告する。
【材料及び方法】
　症例は、管内１繁殖農家で飼養
されていた８か月齢の黒毛和種去
勢牛（2019年１月30日、観血去勢
実施）で病歴なし。2019年４月14日
に今朝から起立不能、食欲不振と
のことで往診依頼があった。初診
時（４月14日10時）、体温37.9℃、
伏臥位、沈鬱状態での起立不能を
呈していた。下痢は認められな
かった。１週間前に市場前ワクチ
ンを投与したとのことで、時間は
経過していたが、ワクチンによる
影響を疑い、ステロイド、高張食
塩水、酢酸リンゲル等の輸液処置
を行った。その後、頭を上げるよ
うになるが、起立できなかったた
め同日もう一度往診することとし
た。４月14日13時、再び往診する
と横臥位にて遊泳運動、眼球陥
没、眼結膜充血、開口障害を呈し

ていた。特異的な神経症状から破傷風を疑い、ペ
ニシリンの大量投与を行った。第２病日も遊泳運
動等神経症状は変わらなかったため、予後不良と
判断し、第３病日に病理解剖に供した。
【成績】
　病性鑑定の結果、頸部皮下に水腫が見られた。
この病変は牛舎の釘の突出部位と同側に見られた
が、頸部を含めた全身諸臓器から破傷風等の細菌
は検出されなかった。大脳の前頭葉から後頭葉に

かけて退色及び浮腫が見られ、右
側側脳室は軽度拡張していた。理
化学検査（紫外線照射）により、
ホルマリン固定後の大脳皮質で自
家蛍光がみられ、同部位の組織学
的検査により層状壊死が認められ
た。血液生化学検査により、大脳
と肝臓中チアミン濃度は正常で
あったものの、血液中チアミン濃
度は正常範囲より低値であった。
以上から、チアミン欠乏による大
脳皮質壊死症と診断された。
【考察】
　横臥位、遊泳運動、開口障害と
いった神経症状が認められた本症
例は、病性鑑定において大脳皮質
の自家蛍光、チアミン濃度の低値
がみられ、全身諸臓器から有意菌
が検出されなかったことから、チ
アミン欠乏による大脳皮質壊死症
と診断された。発症農家では離乳
のタイミングや飼料の切り替えに
問題はなく、粗飼料の先行給与も
行われていた。また、チアミン流
出の原因となる下痢の発症も少な
かった。しかし、出荷時の体重を

令和元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）

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

右脳側脳室の軽度拡張

自家蛍光（頭頂葉）

大脳皮質の層状壊死
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増やすために８か月頃から濃厚飼料の多
給を行っているとのことで、これがチア
ミン欠乏の原因となったと考えられる。
発症農家の４～９か月齢の子牛の血中チ
アミン濃度を測定したところ、正常範囲
内であるものの、月齢の増加とともに低
下する傾向がみられた。対策としては、
増飼いの見直し、チアミン製剤の投与、
濃厚飼料盗食の防止、良質な粗飼料の増
量が考えられる。
　神経症状を呈する疾患に対しては迅速
な診断と治療が必要である。特徴的な神
経症状を把握するとともに、稟告の取り
方、飼養管理、牛舎環境など、症状だけ
にとらわれずに総合的に診断していく重
要性を再確認させられた。

生化学検査結果（チアミン濃度）

大脳皮質壊死症と破傷風の比較

令和元年度に実施した 
経営診断の概要

《酪農部門》

１　令和元年度分析対象の内訳
　令和元年度の分析対象は、経営診断改善指導
４例及び経営管理技術指導18例の計22例です。

　⑴　目的別の内訳

　⑵　振興局毎の内訳

　⑶　経営の概要
　　ア　全事例平均経営規模

　　　ア　経産牛頭数規模別内訳

　　　イ　労働力
　家族労働を主体としているものの、50
頭未満の小・中規模階層では、ほとんど
が定期的にヘルパーを活用していまし
た。50頭以上の規模では、従業員を常時
雇用にすることで、飼養管理・飼料生産
等における労働力を補っています。

　　イ　飼養・搾乳形態

２　分析結果の概要
　⑴　生産技術指標
　　【生産技術項目の数値（下段は標準偏差）】

経営状況把握 18例（81.8％）

所得向上のための改善点検討 ４例（18.2％）

振興局 盛岡 県南
本局

県南
花巻

県南
一関

県南
遠野

沿岸
宮古

県北
本局

県北
二戸

例数 ７ ３ ２ ３ ２ １ ２ ２

飼養頭数 １頭当たり飼料基盤 労働力

99.3頭（うち経産牛60.0頭） 120.3a 2.77人

20頭未満 20頭以上
30当未満

30頭以上
40頭未満

40頭以上
50頭未満

50頭以上
80頭未満 80頭以上

２例
（9.1％）

３例
（13.6％）

４例
（18.2％）

３例
（13.6％）

４例
（18.2％）

６例
（27.3％）

つなぎバケット搾乳 つなぎパイプライン搾乳 フリーストールパーラー搾乳
１例 18例 ３例

項　　　目 平成30年度 令和元年度
例数 23 22

平均分娩間隔 14.6か月
（±1.13）

14.6か月
（±0.88）

経産牛１頭当たり産乳量 8,461㎏
（±1,007）

8,514㎏
（±1,091）

平均乳脂率 3.89％
（±0.18）

3.88％
（±0.21）

平均無脂固形分率 8.75％
（0.07）

8.76％
（±0.08）

経産牛更新率 30.4％
（±0.14）

25.5％
（±0.16）

平均産次数 2.4産
（±0.45）

2.5産
（±0.47）

牛群検定加入比率 95.7％ 95.5％
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　　ア　平均分娩間隔
　14.6か月（標準偏差：±0.88、中央値14.4
か月）で、前年平均と同じ数値となりました。
　事例全体の中央値は14.4か月で、半数以
上が14か月を超えていました。
　平均分娩間隔の最長は16.2か月、最短は
13.2か月でした。

　　　【分娩間隔階層別内訳】
　　　※計算の都合上、案分率計が100になりません

　　イ　経産牛１頭当たり産乳量
　8,514㎏（標準偏差：±1,091㎏、中央値
8.359㎏）で、前年より53㎏増となりました。
　事例数の多い階層は８千㎏～９千㎏未満
の12事例で、全体の54.5％を占めていました。
　９千㎏以上の階層は3事例（13.6％）で、
全て牛群検定加入農家でした。

　　　【経産牛１頭当たり生乳生産量階層別内訳】
　　　※計算の都合上、案分率計が100になりません

　　ウ　乳質
　平均乳脂率は3.88％（標準偏差：±
0.21％、中央値3.87％）、平均無脂固形分率
は8.76％（標準偏差：±0.08％、中央値
8.77％）となっており、ともに指標値を上
回っていました。
　年間平均成績では指標値を上回っていま
したが、ほとんどの事例で夏季の成分低下
が見られていました。気温が上昇する前
に、暑熱対策や飼養環境改善について継続
指導が必要と考えられます。

　　エ　平均経産牛更新率
　経産牛更新率は平均25.5％で、前年より
4.9％下回りました。（中央値21.7％）

　ほとんどの事例の更新率は15％～35％で
したが、中には廃用事故の発生や、経産牛
の外部導入により、70％を超えた事例もあ
りました。

　⑵　財務管理指標
　　【財務管理項目の数値（下段は標準偏差】

　　ア　収益性
　　　ア�　生乳１㎏当たり販売価格（補給金込み

の単価）
　令和元年度に乳価が見直しされたこと
も影響し、平均120.1円（標準偏差±4.84
円、中央値121.7円）で、約２円単価が
上昇しました。
　前年度データの調査事例も含まれてい
るため、販売単価の巾は拡がりました。

　　　イ　生乳１㎏当たり生産原価
　自家労働費を除いた約83.4円（標準偏
差：±23.6円、中央値88.2円）となり、
前年より0.3円下回りました。

　　　ウ　乳飼比
　前年より0.9％減の44.3％となりました
（標準偏差±10.9％、中央値42.9％）。

　　　エ　経産牛１頭当たり平均所得額
　143千円（標準偏差：±134千円、中央値
157千円）で、前年を26千円下回りました。

　　　オ　所得率
　13.0％（標準偏差：±12.1％、中央値
14.1％）で、前年を2.6％下回りました。

　　イ　安全性（負債比率）
　売上高に対する負債比率の平均は、60.3％
（標準偏差：±39.0％、中央値48.7％）で、

～14か月未満 ７例（31.8％）

～15か月未満 ７例（31.8％）

～16か月未満 ７例（31.8％）

16か月以上 １例（�4.5％）

～７千㎏未満 １例（�4.5％）

～８千㎏未満 ６例（27.3％）

～９千㎏未満 12例（54.5％）

～10千㎏未満 １例（�4.5％）

10千㎏以上 ２例（�9.1％）

項　　　目 平成30年度 令和元年度
例数 23 22

生乳１㎏当たり販売価格 118.0円
（±3.89）

120.1円
（±4.84）

生乳１㎏当たり生産原価
（家族労働費を除く）

83.7円
（±19.5）

83.4円
（±23.6）

乳飼比 45.2％
（±12.6）

44.3％
（±10.9）

経産牛１頭当たり平均所得額 169千円
（±149千円）

143千円
（±134千円）

所得率 15.6％
（±13.0）

13.0％
（±12.1）

負債比率（負債／自己資本） 84.3％
（±96.5）

60.3％
（±39.0）



令和２年１１月１日岩　手　の　畜　産隔月１日発行 第５６３号 ⑸

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 ㈹　

前年との比較で24％下回りました。事例の中
には、牛舎整備や機械投資への資金借入を
行う事例も含まれており、今後、負債比率
が増加する事例が増える可能性があります。
【所得額階層別内訳】

　　　【�生産原価（生乳１㎏当たり（家族労働費
除く））階層別内訳】

　　　【負債比率階層別内訳】

　⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの平均投下労働時間は
150.8時間（標準偏差：±73.81時間、中央値
143.0時間）で、200時間未満の事例は20事例
（90.9％）でした。

　　【経産牛１頭当たり労働時間階層別内訳】

３　考察
　⑴　生産技術指標
　　ア　繁殖管理

　平均分娩間隔は、令和元年度調査事例で
14.6か月で、令和元年度の牛群検定成績に

おける県内平均分娩間隔14.7か月とほぼ同
じでした。（乳用牛群検定全国協議会「令
和元年度乳用牛群能力検定成績速報」（令
和２年６月発行）の数値を参考）
　14.0か 月 を 超 え た の は15事 例（ 約
68.2％）で、最も長い事例は16.2か月でし
た。
　15か月を超過していた事例では、経産牛
頭数が24頭の比較的小規模のものから100
頭を超えるものも含まれており、飼養頭数
規模による偏りは見られませんでした。
　暑熱ストレスによる不受胎や、農繁期等
における観察不足が要因として考えられま
した。
　平均産次数は前年とほぼ同様の2.5産
と、前年より0.1産伸びているものの、若
齢での廃用も多い傾向にありました。
　夏季の分娩事故による廃用も発生してお
り、これを減らすためにも、特に暑熱対策
と発情観察を的確に行う必要があります。
　飼養頭数の多い経営体では、発情発見器
等ＩＣＴ機器の活用も有効と考えられま
す。

　　イ　生乳生産
　経産牛１頭当たり平均産乳量は8,514㎏
で、平成30年度平均より53㎏の増となりま
した。
　なお、牛群検定加入農家（21戸平均）と
非加入農家（１戸）を比較すると、加入農
家が8,520㎏、非加入農家が8,385㎏で、そ
の差は135㎏でした。

　　ウ　乳質
　前年と同様にほぼ全ての事例で、夏季に
乳成分が低下する傾向が見られました。
　繁殖成績や収益性を向上させるために
も、暑熱対策、飼料給与、給水面の改善が
必要と思われました。

　⑵　財務管理
　　ア　収益性
　　　ア　経産牛１頭当たり平均所得額

・生乳販売平均単価は120.1円、中央値
は121.7円となりました。
・個体販売を含めた１頭当たりの平均年

１千円未満 ２（�9.1％）
１千円以上100千円未満 ６（27.3％）
100千円以上150千円未満 ２（�9.1％）
150千円以上200千円未満 ６（27.3％）
200千円以上250千円未満 １（�4.5％）

250千円以上 ５（22.7％）

60円未満 １（�4.5％）
60円以上70円未満 １（�4.5％）
70円以上80円未満 ５（22.7％）
80円以上90円未満 ６（27.3％）
90円以上100円未満 ６（27.3％）

100円以上 ３（13.6％）

20％未満 ７（31.8％）
20％以上40％未満 ３（13.6％）
40％以上60％未満 ７（31.8％）
60％以上80%未満 １（�4.5％）
80％以上 ４（18.2％）

110時間未満 ６（27.3％）
110時間以上150時間未満 ７（31.8％）
150時間以上200時間未満 ７（31.8％）
200時間以上250時間未満 ０（ 0％）
250時間以上300時間未満 １（�4.5％）

300時間以上 １（�4.5％）
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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

間所得額は143千円で、平成30年度平
均との比較では26千円低下しました。
　乳飼比は平均で44.3％と、平成30年
度より0.9％低下しました。

　　　イ　生乳１㎏当たり生産原価
　生乳１㎏当たりの労働費を除いた生産
原価では、80円以上～90円未満と、90円
以上～100円未満の階層が共に６事例と
一番多く、次いで70円以上～80円未満の
５事例となりました。
　配合飼料や輸入粗飼料価格は、依然高
止まり傾向にあり、加えて、燃料価格、
雇用を含めた労働費の上昇頭もその要因
と思われます。

　　イ　安全性
　経営の安全性（健全性）の指標となる負
債比率は、19事例（86.4％）で100％未満
となっていました。
　100％を越える３事例（13.6％）のうち、
２事例については施設整備に係る借入金と
負債整理資金によるものでした。

　⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの投下労働時間は、110
時間に満たないものから300時間を越えるも
のまで大きな開きが見られました。
　経産牛頭数が少ないほど、労働時間が増え
る傾向にありました。

４　まとめ
　令和元年度の調査では、生乳取引単価の上昇
と個体乳量の増による生乳販売収入が上向いた
こと、初生牛や廃用牛販売価格が高めに推移し
たことにより、収益性が向上しました。
　一方で、増頭による飼料費の増大や、新たな
施設、機械導入により、償却費が増加し、収益
性は平成30年度成績より低下しました。
　また、規模拡大による労働力不足も課題とな
り、雇用賃金の上昇など、生産原価の引き上げ
に影響を与えている事例も見られました。
　大規模経営体では、外国人研修正の受け入れ
等の対応を行っている事例も一部には見られま
すが、限定的でした。
　雇用賃金の上昇は、生産コスト増に直結する

恐れがあることから、機械化により、労働負担
軽減を図る必要があると思われました。
　今後、牛舎整備等による規模拡大を計画する
事例については、生産性の向上による償還金確
保の方策と併せて労働力確保や、作業効率化に
向けた機器の導入などについても検討する必要
があると考えられました。
　生産技術指標のうち、平均分娩間隔について
は、14.6か月と前年と横ばいの数値となってお
り、引き続き短縮に向けた取組が必要と考えら
れました。
　経産牛１頭当たりの産乳量は53㎏の増となっ
ており、生乳販売での収入確保に繋がっている
と思われました。乳飼比は平均で44.3％と、平
成30年度より0.9％下回りましたが、経産牛１
頭当たり所得額は26千円低下しました。
　今後、経営者が継続して取り組むべき事例と
して、次の３点を理由とともに掲げ、今回の分
析のまとめとします。
⑴　夏季暑熱対策の強化による分娩間隔の短縮
と分娩事故の抑制
・近年夏季の気温上昇が大きく、猛暑とな
る日が増える傾向もあり、ほとんどの調
査事例において夏季の乳成分低下が顕著
に見られており、長期不受胎等による分
娩時期の偏りや、分娩間隔長期化の原因
となっているものと考えられます。
　暑熱期における良質粗飼料や清潔な水
の給与により、乾物摂取量の確保やエネ
ルギー要求量を充足させるための飼養管
理は、引き続き取り組む必要があります。

・また、平均産次も2.5産と低迷してること
から、換気扇の設置や遮光幕等を利用し
た西日対策等、暑熱対策の徹底や給水施
設の整備など、経産牛のストレス軽減を
図る必要があります。
・育成牛を十分に確保していない経営体
は、乳量確保のために高額な経産牛導入
費用を負担することになります。
　後継牛確保のため、ＩＣＴの活用等に
よる繁殖成績の向上や、性選別精液の利
用等を図るなど、対策が必要です。
　なお、労働力面等で自家育成が難しい
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場合、外部委託施設や育成農家への預託
等、経営状況に応じて取り組んでいく必
要があります。

⑵　牛群検定事業への参加による飼養牛の能力
把握と牛群の整備
・経営向上のためには、牛群検定データを
活用し、牛群能力を把握したうえで、問
題牛の淘汰や個体管理の徹底による能力
向上等を図る必要があります。
　引き続き、検定推進協議会等の関係機
関と連携し、生産者及び現地指導担当者
向けのデータ活用研修会開催のほか、検

定データの見方及び検定データを活用し
た個体管理技術等、情報資料の提供につ
いても、取組が必要です。

　⑶　多頭化に向けた、労働力確保の早期検討
・規模拡大を進めている経営体において、
飼養管理や粗飼料収穫作業時の労働力確
保が難しい状況であることから、施設整
備寺の計画段階から、外部雇用や粗飼料
調整作業、育成牛管理の外部委託等、労
働力の確保策について検討しておく必要
があります。

日本短角種振興協議会 
第35回通常総会

　北東北三県と北海道の生産者団体等で構成する
日本短角種振興協議会（会長・遠藤譲一久慈市長）
の第35回通常総会は、新型コロナウイルス感染症
の発生リスクを考慮して、書面開催（令和２年９
月15日）となりました。
　上程された４議案のうち、第１号議案の令和元
年度事業報告では、令和２年１月９日に農林水産
省に対して「日本短角種の振興に係る施策要望」
を行ったことが報告されました。
　要望内容は次の３項目です。

ア　日本短角種の生産体系に配慮した肉用子

牛生産者補給金制度の運用について
イ　肉用牛経営安定対策補完事業の支援拡充
について
ウ　産地間連携による日本短角種の振興に係
る支援について

　第２号議案の令和２年度事業計画では、新型コ
ロナの状況下で、一堂に会した研修会等の開催が
困難ではあるものの、工夫を凝らしながら協議会
の目的の一つである情報収集・情報提供に重点を
置いた事業推進を図ることとなりました。
　第４号議案では、任期満了に伴う役員の選定が
上程され、会長に遠藤譲一久慈市長、副会長に山
内正孝青森県畜産農業協同組合連合会長と加藤義
康秋田県畜産農業協同組合長が、それぞれ再任さ
れました。

令和２年度公共牧場研修会

　令和２年度公共牧場研修会（岩手県畜産課主
催・盛岡地方農業農村振興協議会共催）が、９月

25日に滝沢市のビッグルーフ滝
沢で開催されました。
　冒頭、村上和史盛岡農業改良
普及センター経営指導課長（盛
岡地方農業農村振興協議会事務
局）から、「本県で稼働してい
る公共牧場は102か所。この公

共牧場の利活用と機能強化には、県、市町村、畜
産関係団体等がタッグを組み、生産者からの要望
に応じたレベルの高い飼養管理の定着や自立した
運営管理に取り組むことが重要。本日はリモート
での基調講演となる。公共牧場に関する管理指導

等のスキルアップを図っていただくとともに、地
元に戻ったら、地域における公共牧場の機能強化
について、積極的に関わって欲しい。」という主
旨のご挨拶がありました。
　基調講演では、株式会社希興の代表取締役で、
浦幌町模範牧場指定管理者の三宅英彰氏が「公共
牧場のやりかた」と題して、草地管理・家畜管
理・労務管理・経営管理等についての説明があり
ました。そのうち、「堆肥の作り方」に関しては、
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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

の彼女」を活用した「大野地区共同利用模範牧場
の取組事例」の報告や、各メーカーから最新の情
報通信技術（ＩＣＴ）の紹介がありました。

盛岡畜協「農用１才馬共進
会・南部駒せり市場」開催

　10月１日、岩手県家畜商業協
同組合花巻家畜市場で、盛岡畜
産農業協同組合（佐々木勲組合
長）主催の第79回農用１才馬共
進会が開催されました。
　冒頭、佐々木組合長から「歴
史ある岩手の馬産は、無くして
はならないものと承知している
が、後継者不足で苦労してい

る。関係者の方々から支援をいただき、岩手の馬
産振興を盛り上げていきたい。」という主旨の挨
拶がありました。
　共進会では、出場した４頭の中から、滝沢市の
大坪昇さん出品の日本輓系種「昇馬姫146」（雌馬）
が名誉賞に輝きました。

　共進会終了後に開かれた「岩手南部駒１才馬せ
り市場」では、共進会出品馬４頭を含めて、県内
外から、日本輓系種などの０才馬や２才馬、ポ
ニーなど計41頭が上場され、同じく県内外から集
まった８人の購買人によるせりが行われました。
　最高価格は1,369千円（滝沢市、日本輓系種、
６歳）、最低価格は21千円（福島県、ポニー、７
歳）、平均価格は485千円でした。

挨拶する
佐々木組合長

盛岡競馬場開門前 引換券との物品交換

名
誉
賞
受
賞
馬
「
昇
馬
姫
１
４
６
」

県内各地から出席した公共牧場の管理者等の関心
が高く、質疑応答が行われました。
　基調講演に続いて、牛群管理システム「まきば

畜産フェア開催
　10月４日（日）、盛岡競馬場において、当協会を
はじめとする４県畜産５団体合同（※）による畜産
フェアが開催されました。この畜産フェアは、地
方競馬の活性化を支援するとともに、各県の畜産
への理解促進を兼ねて行われたものです。
　盛岡競馬場は、新型コロナウイルスの国内での
感染拡大を受けて、
本年２月下旬以降長
く無観客競馬が続け
られてきましたが、
８月22日に入場が再
開されました。
　当日の入場者数は
2,185人で、午前11
時の開場前から、畜
産フェアの同時開催

も手伝って、門前に人だかりができるほどの盛況
ぶりでした。開門と同時にフェア参加各県の特産
畜産物加工品の引換券が約1,300枚配布されまし
た。観客は、競馬を楽しんだ後、畜産物加工品と
引き換えて、笑顔で帰途に着いていました。
※�　４県畜産５団体：一般社団法人岩手県畜産協会、�
一般社団法人青森県畜産協会、公益社団法人秋田県農
業公社、秋田県馬事畜産振興協議会、福島県馬事畜産
振興協議会
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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。

報情 （81）産畜 術技

　スマート農業・スマート技術という言葉は近年よく耳にすると思いますが、畜産で利用できるス
マート技術はどのようなものがあるのでしょうか。今回は畜産で利用できるスマート技術を紹介し
ます。

１　畜産における主なスマート農業技術

２　県内で実証試験を行っているシステム

　各技術は県内で実証試験が行われています。今回は令和元年に行われた自動操舵システム実証試
験についてご紹介します。
⑴　取組の背景
　コントラクターでは、繁忙期は一部の熟練オペレーターに作業負担が集中する問題もあり、熟
練者の運転操作技術を易化して誰でも出来るようにする技術が望まれています。
　そこで、県内のコントラクターでは導入事例がない、自動操舵技術に着目して、これらの課題
解決に向けた知見を得るために実証調査を行いました。

区分 技術名 技術の内容

省
力
・
飼
料
作
物

自動操舵システム 圃場情報を基に走行ルートを設定し、ＧＰＳ衛生等の信号を受信すること
により、ルートに沿ってハンドル操作を自動化する技術。後付けが可能
で、所有する既存農業機械への設置と使用が可能

自動制御対応散布機
（農薬散布・肥料
散布）

位置情報により、ブームの伸縮や散布ノズルを自動制御することで、未散
布や重複散布の区域が生じないようにする技術。
ドローン等の撮影画像やセンシング情報による施肥マップに基づき、作業機
の散布口の開閉を調整することで、必要量の肥料を必要箇所に散布する技術

省
力
・
家
畜
飼
養

哺乳ロボット プログラムに基づいて個体別に自動哺乳を行う技術

搾乳ロボット 搾乳作業の自動化により、労働負担の軽減、搾乳以外の作業充実を実現す
る技術

自動給餌機 プログラムに基づいて自動で他回数給餌を行うロボット技術。飼養管理シ
ステムとの連動によるデータの一元管理や個体別の自動給餌などの機能も
向上している。

接触センシング 歩数計による発情発見技術
加速度センサーに気圧センサーなどを組み合わせた牛の発情や分娩監視、
健康管理、起立不能肥育牛の発見を行う技術

精
密
化
技
術

センシング 可視光・近赤外線光カメラにより生育のばらつきを診断し、施肥の必要な
部分やタイミングを把握する技術
AI（人工知能）によりほ場の可視光カメラ画像から農作物と雑草を識別する
技術　等

生産管理システム 作業内容や生育状況などの生産データや経営データを記録・管理し、圃場や
作物ごとに年間作付け計画の作成やコスト・収益などの分析を行うシステム
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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

示しました（表１）。

２…　ホルスタイン種の泌乳後期牛（乳量22㎏程度）
及び泌乳中期牛（乳量28㎏程度）…において、そ
れぞれ給与乾物中19%及び22%含まれる圧ぺん
とうもろこしの全量をとうもろこし子実サイ
レージで代替したところ、乾物摂取量、産乳
性、血液性状及び消化率には影響なく利用する
ことができ、飼料自給率が50％程度から75％程

畜 産 の 研 究（128）

とうもろこし子実サイレージの 
乳牛への給与技術

　近年、自給濃厚飼料として子実とうもろこしが
注目され、低コストで安価なサイレージ調製技術
が開発されました。そこで、飼料自給率の高い給
与技術を確立するため、とうもろこし子実サイ
レージを利用した乳牛の産乳性について検討した
ので紹介します。

【成果の内容】

１…　とうもろこし子実サイレージの乾物（DM）
中における栄養成分含量（TDN）は、圧ぺん
とうもろこしと同等ですが、粗蛋白質分画にお
ける可溶性蛋白質（SIP ）の割合が高い値を

⑵　実証内容及び結果
　飼料生産作業において比較的難度が高い、飼料用とうもろこし播種、収穫、牧草施肥作業の３
作業について、オペレーターは熟練者と非熟練者、自動操舵運転は有・無で利用効果を比較しま
した。
　作業後のオペレーターへの聞き取り調査では、とうもろこし播種作業、牧草施肥作業におい
て、作業精度が高く、軽労化に繋がると高評価でした。とうもろこし収穫作業では、大きく圃場
を外側から周回して作業する特性から、圃場の対岸部でガイダンスの指示ルートと実際の条との
間に誤差が大きくなりやすいこと、また傾斜面での機体
の横すべりによる条ズレも出やすいこと等により、手動
でガイダンスを補正する手間が散発したことなどから、
評価が低いものとなりました（表）。条のズレが生じな
いための対策については、今後も検討すべき課題として
残りました。
　作業能率は、今回の実証調査では自動操舵の有無は大
きな違いはみられませんでしたが、作業精度は、いずれ
の作業でも非熟練オペレーターであっても熟練並みの作
業精度を十分確保できました（図表省略）。 写真　自動操舵システムの設定
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度まで向上しました（表２：泌乳後期試験及び
泌乳中期試験）。

【成果活用上の留意事項】

１…　とうもろこし子実サイレージ（写真1）は、「フ
レコンラップ法活用マニュアル」※に基づき、
飼料用米粉砕機「ミリングマシーン（㈱タカキ
タ）」でメッシュサイズ1.5㎝程度に破砕したも
の、もしくは無破砕のままフレコンラップ法で
調製した
ものを用
い、発酵
TMR と
して給与
しました
（表２）。

　なお、無破砕のものはTMR調製時に飼料用
米粉砕機「DHC-4000M（㈱デリカ社製）」を
使用し、ローラ間隔２㎜で破砕しました。

２…　泌乳前期牛（乳量40㎏程度）において、飼

料乾物中に34%含まれる圧ぺんとうもろこし
をとうもろこし子実サイレージで全量代替する
と、乳量及び乳成分には影響はありませんが、
乾物摂取量が低下し、乳中尿素窒素が上昇する
とともに、NDF…消化率が低下する傾向があるこ
とから…DM…中…30％程度が給与の上限と考えら
れます（表２：泌乳前期試験及び表３）。した
がって、とうもろこし子実サイレージの給与に
おいては採食量や乳量の変化、反芻時間及び糞
尿の状態など、牛の健康状態に注意が必要です。

　※農研機構東北農業研究センター
　：…http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/
publication/pamphlet/tech-pamph/130163.html

【本試験は、農林水産省委託プロジェクト研究「収益
力向上のための研究開発（栄養収量の高い国産飼料の
低コスト生産・利用技術の開発）」により実施しました。】

写真１　破砕トウモロコシ子実サイレージ

家 畜 の 保 健 衛 生（132）

飼養衛生管理基準（牛） 
が改正されました!

　国内外での家畜伝染病の流行を背景に飼養衛生
管理基準が改正され、衛生管理の強化のため、次
のとおり新たな項目が追加されました。

　【一部項目を除き令和２年10月１日施行】

１　家畜の所有者（飼養衛生管理者）の責務
・家畜の所有者は、家畜の伝染性疾病の発生予
防及びまん延防止に対する責任があること。
・関係法令を遵守するとともに、農場の防疫体
制を構築し、衛生管理を行うこと。
・家畜の所有者以外に飼養衛生管理者がいる場
合には、確実に実施させること。

２�　飼養衛生管理のマニュアル作成及び従事者等
への周知徹底【令和４年２月施行】
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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
10／7
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 100 854,700 334,400 628,969 291 2,165
♂♂
♂- 132 1,094,500 82,500 686,683 320 2,145
計 232 1,094,500 82,500 661,806 307 2,153

県南
10／8
㈭

磐　 井

♀ 123 932,800 266,200 596,746 282 2,119
♂♂
♂- 151 1,090,100 477,400 691,856 315 2,195
計 274 1,090,100 266,200 649,161 300 2,163

中央
10／14
㈬

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 125 1,521,300 308,000 591,281 274 2,159
♂♂
♂- 175 961,400 110,000 689,260 308 2,235
計 300 1,521,300 110,000 648,435 294 2,205

中央
10／15
㈭

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 150 1,520,200 391,600 595,936 265 2,248
♂♂
♂- 209 1,002,100 104,500 693,205 297 2,334
計 359 1,520,200 104,500 652,564 284 2,301

中央
10／16
㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 125 943,800 353,100 572,766 280 2,044
♂♂
♂- 164 977,900 409,200 694,992 313 2,223
計 289 977,900 353,100 642,126 299 2,150

合　　計

♀ 623 1,521,300 266,200 595,815 277 2,149
♂♂
♂- 831 1,094,500 82,500 691,446 309 2,234
計 1,454 1,521,300 82,500 650,471 296 2,200

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・元年

令和2年

子 牛 価 格 の 推 移

⑿

令和２年10月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和２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 974頭 619,795,000円 636,340円

褐� 毛� 和� 種 4頭 1,885,400円 471,350円

日本短角種 447頭 133,290,300円 298,189円

ホルスタイン種（雌を除く）

交雑種・乳 5頭 1,430,000円 286,000円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

■仕　様
高級発泡シート（ポケット付き）、日記等
２色刷、住所録・各種畜産関係統計資料等
付録
丈夫さUP！
■サイズ　　145㎜×85ｍ
■価　格　　920円（消費税込・送料別）
■主な掲載内容
○日記欄
○住所録（…中央官庁・地方庁・畜産関係団

体・会社・道府県畜産協会等）
○各種畜産関係統計資料等
・飼養戸数・頭羽数　・生産・需給関
係データ

・主要国の畜産生産状況
・家畜繁殖関係　・飼養管理関係
・家畜改良増殖目標
・飼料関係（地区種別養分要求量、主要
試料養分早見表、種類別容積重量等）

・営農関係（生産費、労働時間、固定資
産評価基準、家畜ふん尿関係データ、
施用基準等）

・畜産物の価格（安定価格・販売価格の
推移、取引規格等、家系消費統計も
充実）

・衛生関係データ
・畜産関係融資制度　など

　いつも畜産手帳をご愛用いただきありがとうござ
います。
　今年も注文をお受けいたしますので、ぜひよろし
くお願いいたします

2021年用　畜　産　手　帳
CHIKUSAN…DIARY…2021

※…数に限りがございま
すので、ご注文はお
早めににどうぞ！

お問合せ・申し込み先

（表紙は2020年のものです）

（一社）岩手県畜産協会
　　　　総務部

　農場への物品の持込など衛生管理に関するマ
ニュアルを作成し、農場従事者及び外部事業者
がマニュアルを遵守するよう周知すること。
３　放牧制限の準備【令和３年10月施行】
　家畜伝染病予防法の規定に基づく放牧の停止
又は制限があった場合に備え、家畜を収容でき
る避難用設備の確保又は出荷若しくは移動のた
めの準備措置を講ずること。
４　愛玩動物の飼育禁止
　猫等の愛玩動物は、衛生管理区域内で飼育し
ないこと。
５　ねずみ及び害虫の駆除
　ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために
殺そ剤及び殺虫剤の散布、粘着シートの設置等
を行うこと。
６　衛生管理区域内の整理整頓及び消毒
　衛生管理区域内は、ねずみ等の野生動物の隠
れられる場所をなくすとともに、病原体が侵入
した場合に当該病原体が残存しないよう、不要
な資材等の処分、除草及び資材、機材等の整理
整頓等を行って、敷地を定期的に消毒すること。


