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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。】

小岩井農牧株式会社　　　　　　
取締役常務　武　田　久　男

　小岩井農場は、1891年（明治24年）に開設され、今
年で創業130年を迎えました。総面積は約3,000haで、
その３分の２の2,000haは山林、630haが耕地、また中
央部の40haを「まきば園」として一般のお客様に開
放しています。
　当時不毛の原野であった開拓地に、山林及
び防風帯への植林をし、耕地全てに暗渠排水
を施して、現在は緑豊かな大地に至っていま
す。一世紀以上にわたり農林畜産業の充実の
ため工夫と努力を重ねて、これをベースに
種々新たな関連分野の展開を図っています。
今回は、畜産関係の酪農事業について紹介し
ます。
　当農場の飼養管理頭数や生乳・牧草生産量
については別表のとおりです。乳肉一貫経営
で、防疫衛生徹底のため生体による外部導入
は一切せず、自家生産育成・自家粗飼料生産
を基盤として事業の充実に努めています。
　「安全・安心・素性明らかプラス質の高さ」
を会社理念に掲げ、「飼養管理・品質管理・衛
生管理」の徹底と、「環境保全・持続型・循環
型」の事業運営を推進しています。
　近年の取組の中で、一貫経営に大きな影響
を与えているものは次のとおりです。①フリーストー
ル牛舎（平成４年稼働。牛へのストレス軽減を考えた
牛舎で、これにより省力化・健康管理・風味の良い牛
乳生産を可能に）。②パーラー更新（平成25年稼働。
牛乳のイメージアップ、搾乳時間短縮による牛と人へ
のストレス軽減、環境への負荷を軽減するための膜分

離活性汚泥施設による排水処理。乳牛の情報解析シス
テム導入による生産性向上等）。③家畜排泄物処理施
設の運用（平成16年稼働。４社１町による「㈱バイオ
マスパワーしずくいし」の設立（地域社会と民間企業
が共生した事業構築）。牛や鶏の糞尿や、周辺地域か

ら集めた食品残渣によるメタンガスを利用し
た発電。液肥・堆肥の生産。液肥・堆肥の圃
場還元による良質粗飼料生産。資源を有効活
用した「循環型」生産活動）。④畜産技術の有

   小岩井農場創業130年のあゆみ

酪農部　事業内容

主な業務 乳用牛の飼養管理・肉用牛の飼養管理・
生乳生産・粗飼料生産・堆肥生産

飼養管理頭数
総数約2,350

頭

搾乳牛
850頭

上丸牛舎 180 頭
鶴ヶ台牛舎 670 頭

育成牛
785頭

搾乳向け 520 頭
肥育向け　F １ 130 頭
肥育向け　和牛 135 頭

肥育牛
620頭

F １ 350 頭
和牛 270 頭

繁殖和牛 95 頭

生乳生産生産量
搾乳牛１頭平均

　　　　　　  8,000 ｔ/年
30.3 ㎏/日

10,600 ㎏/305日検定

肥育販売 交雑種　　　 230 頭/年
和牛　　　　 130 頭/年

乾牧草生産 年間 3,400 ｔ
（自家用 2,100ｔ　販売用 1,300ｔ）

サイレージ生産 年間 10,000 ｔ
（コーン 7,500ｔ　グラス 2,500ｔ）

耕地面積 630 ha
（牧草地 430ha コーン 160ha 小麦 40ha）

（次頁へ続く）
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乳製品の自宅宅配承っております。 風車が回る高原の焼肉レストラン
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令和２年度岩手県獣医畜産業績発表会
　令和２年度岩手県獣医畜産業績発表会（岩手県主催）
が、令和３年１月28日と29日の二日間にわたり、岩手
県水産会館において開催されました。
　一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、二日目の畜産部門には、普及センターから２題、

盛岡市役所から１題､ 岩手ふるさ
と農業協同組合から１題、岩手県
立農業大学校から３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。

知事賞受賞の千葉由純氏

表 彰 名 演　　　　　　　題 発　表　者

岩手県知事賞
（獣医部門）

新たなqPCR法及びリンパ球数を指標とした
牛伝染性リンパ腫ウイルス伝播リスクを評
価する基準値の検討

岩手県中央家畜保健衛生所
千葉　由純

岩手県知事賞
（畜産部門）

ゆとりある畜産経営の確立に向けた飼料生
産組織の体制強化支援

宮古農業改良普及センター
岩泉普及サブセンター

姉帯　咲桜
岩手県

獣医師会長賞
県南地域で分離されたMycoplasma bovisの
薬剤感受性

岩手県県南家畜保健衛生所
戸塚　知恵

岩手県
畜産協会長賞

盛岡市玉山地域における酪農の家族経営モ
デル確立に向けた取組

盛岡市玉山総合事務所
藤原　拓哉

岩手県
農業共済
組合長賞

痙攣性不全麻痺を疑い部分的脛骨神経切除
術を行った黒毛和種牛の１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

尾形　　透
岩手県

畜産技術
連盟賞

黒毛和種の分娩間隔短縮に向けたPAG（妊
娠関連糖タンパク）検査活用の実証

岩手ふるさと農業協同組合
金ヶ崎地域センター

及川　倫明

効活用による乳肉一貫経営の充実（ET技術の普及に
よる産子の付加価値化。判別精液の利用による産子数
コントロール。受精卵の異血導入による牛群レベル
アップ。OPU（経膣採卵）技術導入による受精卵コス
トダウンと採卵回数増による改良のスピードアップ。
ゲノミック評価値の活用による収益性・健康性・長命
連産性の改善）。
　以上の取組を的確に行うことにより、酪農事業の充
実と安定経営・収益向上をつなげていきたいと考えて
います。
　また、繋ぎ牛舎の上丸牛舎は、大正・昭和初期の建

造物ですが、現役で使用していることが高く評価さ
れ、平成29年国の重要文化財の指定を受けました。こ
こでは従来どおりの個体管理の長所を活かし、血統の
維持や高能力・好体型牛の管理を中心に、小岩井農場
の基礎雌牛群として位置付けています。
　当農場は畜産以外にも種々事業を展開しています
が、新型コロナウイルスの影響により、観光・食品事
業は、厳しい状況を余儀なくされています。今の状況
においては、防疫衛生の徹底に努め、一日も早いコロ
ナ禍の終息により、農場に観光客の賑わいが戻ること
を願ってやみません。

第31回いわて牛枝肉共励会

　いわて牛普及推進協議会（会長・佐藤隆浩県農林水
産部長）主催の標記枝肉共励会が、令和３年１月26
日、東京都中央卸売市場食肉市場で開催されました。
例年であれば、共励会前日には、都内のホテルで、市
場関係者・生産者の交流といわて牛の知名度向上を目
的とした「いわて牛の集い」がセットで開催されると

ころ、新型コロナの緊急事態宣言下とあって、集いは
中止となりました。共励会の方も、セリ場で、生産
者・関係者が「わっしょい！！わっしょい！！」のか
け声で盛り上がるところ、極小数の関係者が立ち会う
のみとなりました。
　共励会には、去勢42頭、雌牛18頭の計60頭が出品さ
れ、結果は表のとおりです。上物とされる肉質等級４
以上の比率は95.0%で、「いわて牛」のレベルの高さを
示すことができました。
　これまで、共励会当日に行われてきた表彰式は、令
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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）

和３年２月３日に、岩手県産業会館で行われ
ました。
　今回は、全てが変則的な開催となりました
が、新型コロナ終息の暁には、元通りの盛大
な共励会が開催されることを祈念します。

　牛伝染性リンパ腫（旧病名：牛白血病）は、そのほと
んどが牛伝染性リンパ腫ウイルス（BLV）を原因とする
感染症で、全国において増加傾向にあります。対策とし
て、血液中にBLV遺伝子を多く含み重要な感染源となる
「高リスク牛」の分離飼育やとう汰などが実施されてい
ます。高リスク牛の評価方法として、PCR検査キット
（tax法）を用いたBLV遺伝子量並びに血液中リンパ球

（Lym）数を指標とした「EC-key」及び「JB-key 」が使
用されていましたが、前者のキットが変更になり、また
Lym数を指標とする後２者は特定の品種への活用に不
向きであるほか、偽陰性が多いなどの課題がありまし
た。
　本研究では、これらの課題を解消し、本病対策に活
用するため、新たな定量PCR法（pol法）による同ウイ
ルス遺伝子量及びLym数を指標としてBLV伝播リスク
を評価する基準値を検討しました。
１　材料及び方法

　2010年４月～2011年１月に岩手県内で飼養される
BLV感染及び非感染牛のホルスタイン種及び黒毛
和種牛698頭から血液を採取し、以下の試験に用い
ました。

　⑴　pol法の評価基準値の算出
　血液中のBLV遺伝子コピー数（BLV量）をtax法
とpol法で定量しました。両BLV量の相関を確認
後、tax法の評価区分の基準値から単回帰分析に
よってpol法のそれを算出しました。

　⑵　Lym数の評価基準値「Iw-Key 」の作成
　pol法の評価区分及び非感染の各群のLym数を
「正常」、「疑陽性」、「陽性」の３群に区分しまし
た。次に、品種及び年齢毎のLym数の比較によ
り、評価の群別条件を検討し、その条件毎に、各区
分の境界値を、Receiver Operating Characteristic

（ROC）解析によって算出することで、評価基準値
「Iw-Key」を作成しました。これと従来法（ホル
スタイン種：EC-Key、黒毛和種：JB-Key）の評
価について、pol法の評価との相同性を比較しま
した。

　⑶　検証
　BLV感染母牛及びその産子（４か月齢未満）の53ペ
アについて、母牛の検査値を上記で作成したpol法及
びLym数の評価基準値に基づき評価し、産子のBLV
感染との関係を検証しました。

■受賞者名簿
賞 受賞者 所属農協 性別 父牛名 BMS

№
枝肉重量
（㎏）

販売金額（下段
は枝肉単価･円／㎏）

最優秀賞 ㈲菊地畜産 JA江刺 去勢 百合白清２ 12 550 2,786,850
5,067

優秀賞

㈱Ｔ Farm JA江刺 去勢 勝乃幸 12 555 1,632,255
2,941

千葉　辰美 JA岩手ふるさと 去勢 勝早桜５ 12 578 1,705,678
2,951

㈱西部開発農産 JAいわて花巻 雌 来待招福 12 494 1,383,694
2,801

優良賞

㈱たかはし牧場 JA岩手ふるさと 去勢 福増 12 59 1,644,576
2,778

髙橋　正則 JA岩手ふるさと 雌 元白鵬 12 487 1,461,000
3,000

橘　　市雄 JAいわて花巻 去勢 花国安福 12 570 1,641,030
 2,879

中屋敷敏晃 JA新いわて 雌 美国桜 10 480 1,344,960
2,802

千葉　　大 JAいわて平泉 去勢 美国桜 11 590 1,685,040
2,856

令和２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）

「新たな定量PCR法による遺伝子量及びリンパ球数を指標とした
牛伝染性 リンパ腫ウイルス伝播リスクを評価する基準値の検討」

岩手県中央家畜保健衛生所　上席獣医師　千　葉　由　純　
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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

　令和元年度の分析対象は、経営診断改善指導３
例及び経営管理技術指導17例の計20例です。

　⑴　目的別の内訳

２　成績
⑴　pol法の評価基準値の算出

　両法のBLV量は高い相関性を示し（ p<0.001,R
＝0.95）、pol法の基準値は、「超高」及び「高」がそ
れぞれ11,807及び3,014コピー/105細胞以上と算出
されました（表１）。

⑵　Lym数の評価基準値「Iw-Key 」の作成
　pol法の評価区分毎のLym数は、「超高」、「高」、
「低＋微＋非感染」の３群間において有意差が認
められ、同３群のLym数を「陽性」、「疑陽性」、「正
常」に各々区分されました。品種間では、５～７
歳齢及び９歳齢以上において、ホルスタイン種が
黒毛和種よりも低い傾向であった以外は、有意差
は認められませんでした。年齢間では、９歳未満
において負の相関が認められました。以上から、
品種の区別のない年齢群毎のIw-Keyが作成され
ました（表２）。同基準値は、JB-Keyと概ね近似
し、EC-Keyより低い閾値を有し、５歳齢以上を
細分した特徴を有しました。
　Iw-Key「陽性＋疑陽性」がpol法評価区分「高」
以上を検出できる感度は77％で、Iw-Key「正常」
がpol法評価区分「低＋微＋非感染」と一致する特
異度は78％でした。これは、EC-Key及びJB-Key
のそれら（感度63％、特異度83％）と比較する
と、特異度が５％低いものの、14％高い感度で
高リスク牛を評価できる結果でした。
⑶　検証

　産子53頭における感染率は19％（10/53頭）で
した。そのうち、pol法評価区分「高」以上の感染
率は33％（9/27頭）であり、「低」以下の４％（1/26

頭）と比較して高い傾向でした（図１）。また、同
評価の産子感染に対する感度は90％（9/10頭）
で、同様にIw-Key及びEC-Key・JB-Keyのそれら
は80％（8/10頭）及び60％（6/10頭）でした。

３　まとめ
　今回、新たな定量PCR法（pol法）及びLym数を指
標としたBLV伝播リスクを評価する基準値を作成し
ました。これらの基準は、子牛にウイルスを伝播した
可能性があるBLV感染母牛を正確に高リスク牛と評
価できるか検証した成績から、妥当であることが示唆
されました。
　Lym数の測定によりBLV感染牛のリスクを評価でき
る「Iw-key」は、従来のEC-key及びJB-keyの課題となっ
ていた品種による使い分けを必要とせず、年齢区分の
細分により高い感度を有しました。PCRを必要としな
い「 Iw-key 」は、今後、農場等における本病対策へ
の活用が期待されます。

表1　定量PCR法による評価区分と基準値

評価区分 tax法※

（ｺﾋﾟｰ/10ngDNA）

pol法

（ｺﾋﾟｰ/10
5
細胞）

超高（垂直・水平伝播のリスク） ≧400 ≧11,807

高　（水平感染のリスク） 100-400 3,014-11,806

低 20-100 613-3,013

微　（無視できるリスク） ＜20 ＜613

※目堅らの報告に基づく基準値

表１　定量PCR法による評価区分と基準値

表2　Iw-Key及び既報の基準値

Iw-Key EC-Key（Bendixen et al.,1973） JB-Key（目堅ら,2018）

注：Lym数の単位はいずれも10
3
個/μL

正常

< 5.7

< 4.4

< 4.0

< 3.9

< 3.1

< 5.4

区分

疑陽性

5.7-6.4

4.4-5.5

4.0-5.4

3.9-4.5

3.1-3.5

5.4-5.9

陽性

> 6.4

> 5.5

> 5.4

> 4.5

> 3.5

> 5.9

年齢

0-1

3-4

4-6

6-9

>9

1-3

区分

疑陽性

7.0-8.0

5.5-6.5

4.5-6.0

4.0-5.5

陽性

>8.0

>6.5

>6.0

>5.5

年齢

0-1

1-2

2-3

3-4

>4

正常

<10.0

<9.0

<7.5

<6.5

<5.0

区分

疑陽性

10.0-12.0

9.0-11.0

7.5-9.5

6.5-8.5

5.0-7.0

陽性

>12.0

>11.0

>9.5

>8.5

>7.0

年齢

0-1

1-2

2-4

>4

正常

<7.0

<5.5

<4.5

<4.0

表２　Iw-Key及び既報の基準値

図1　母牛の評価と産子感染との関係

図１　母牛の評価と産子感染との関係

区　分 例　数

所得向上のための現状分析 18例（90.0％）

投資後の経営状況分析 2例（10.0％）

令和元年度に実施した 
経営診断の概要

《肉用牛部門》

１　分析対象の内訳
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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 ㈹　

　⑵　品種・経営区分別の内訳

　⑶　広域振興局毎の内訳

　⑷　経営者年齢毎の内訳

２　分析結果の概要
　⑴　黒毛和種繁殖経営
　　【対象概要】
　　　目的別例数

　　　飼養頭数別例数

　　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　　【損益項目（下段は標準偏差）】

・ 成雌牛１頭当たり子牛出生頭数は0.85頭（標準
偏差：±0.08頭、中央値0.85頭）で、前年より
0.04頭上回りました。

・ 平均分娩間隔は12.8か月（標準偏差：±0.7か月、
中央値12.9か月）で、前年より0.2か月延長しました。

・ 日齢体重は、雌で0.933㎏（標準偏差：±0.061
㎏、中央値0.930㎏）、去勢で1.071㎏（標準偏
差：±0.056㎏、中央値1.077㎏）となり、雌0.001
㎏、去勢0.01㎏それぞれ前年より増加しました。

・ 子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）は
729,996円（ 標 準 偏 差： ±73,738円、 中 央 値
738,000円）で、前年より7,435円下回りました。

・ 成雌牛１頭当たり売上高は509,171円（標準偏
差：±93,508円、中央値497,528円）で、前年よ
り13,446円下回りました。

・ 成雌牛１頭当たり売上原価は421,195円（標準
偏差：±82,601円、中央値444,418円）で、前年
より19,544円下回りました。

・ 成雌牛１頭当たり年間所得は183,172円（標準
偏差：±112,194円、中央値184,262円）で、前
年より20,824円上回りました。

・ 所得率は36.0％（中央値40.9％）で、前年より
4.9％上回りました。

　　○成雌牛１頭当たり
　　　子牛出生頭数　　　　　○平均分娩間隔

　　○日齢体重（雌）　　　○日齢体重（去勢）

区　分 例　数

黒毛和種繁殖 15例（75.0％）

黒毛和種肥育 5例（25.0％）

振興局
経営区分 盛岡 県南

（本局）
県南

（花巻）
県南

（一関）
県南

（遠野）
沿岸

（本局）
沿岸

（宮古）
県北

（本局）
県北

（二戸） 計

黒毛和種繁殖 9 1 1 2 1 1 15
黒毛和種肥育 3 2 5

合　計 9 4 1 4 0 0 1 0 1 20

区　分 30代 40代 50代 60代 70代

例　数 2例
（10.0％）

1例
（5.0％）

9例
（45.0％）

7例
（35.0）

1例
（5.0％）

区　　　分 例　数
所得向上のための現状分析 13例（86.7％）
投資後の経営状況分析 2例（13.3％）

区分 20頭
未満

20～30頭
未満

30～40頭
未満

40～50頭
未満

50頭
以上

例数 6例
（40.0％）

0例
（0.0％）

1例
（6.7％）

5例
（33.3％）

3例
（20.0％）

区　分 30年
（17例）

元年
（15例）

成雌１頭当たり子牛出生頭数 頭 0.81
（±0.07）

0.85
（±0.08）

成雌１頭当たり子牛販売頭数 頭 0.71
（±0.14）

0.70
（±0.11）

分娩間隔 月 12.6
（±0.6）

12.8
（±0.7）

子牛事故率 ％ 4.4
（±4.5）

3.1
（±5.8）

雌
子
牛

出荷日齢 日 281
（±31.0）

286
（±20.1）

出荷体重 ㎏ 262
（±25.4）

267
（±16.8）

日齢体重 ㎏ 0.932
（±0.070）

0.933
（±0.061）

去
勢
子
牛

出荷日齢 日 276
（±21.5）

274
（±16.5）

出荷体重 ㎏ 293
（±26.6）

294
（±19.0）

日齢体重 ㎏ 1.061
（±0.054）

1.071
（±0.056）

区　分 30年 元年

子牛販売額（雌・去勢平均） 円 737,431
（±76,711）

729,996
（±73,738）

成雌牛１頭当たり売上高 円 522,617
（±114,111）

509,171
（±93,508）

成雌牛１頭当たり売上原価 円 440,739
（±97,733）

421,195
（±82,601）

成雌牛１頭当たり年間所得 円 162,348
（±114,969）

183,172
（±112,194）

所得率 ％ 31.1
（±17.4）

36.0
（±18.0）

階　　級 頻度
～0.79 3

0.80～0.89 9
0.90～0.99 2

1.00～ 1
合　計 15

階　　級 頻度
～11.9 2

12.0～12.9 8
13.0～13.9 4

14.0～ 1
合　計 15

階　　級 頻度
～0.79 0

0.80～0.89 4
0.90～0.99 8

1.00～ 2
合計（１事例で雌出荷無し） 14

階　　級 頻度
～0.79 0

0.80～0.89 0
0.90～0.99 0
1.00～1.09 11

1.10～ 4
合　計 15
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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

　　○子牛１頭当たり販売額（雌・去勢平均）

　　○成雌牛１頭当たり売上高

　　　○成雌牛１頭当たり年間所得

　⑵　黒毛和種肥育経営
　　目的別例数

　　飼養頭数別例数

　【生産技術項目（下段は標準偏差）】

　【損益項目（下段は標準偏差）】

・ 肥育期間は、雌若齢で24日、去勢若齢で20日
前年より短縮となり、肥育終了時体重は、雌
で9㎏、去勢で15㎏前年より減少しました。

・ 一日当たりの増体量は、雌で0.663㎏（標準偏
差：±0.054㎏、中央値0.664㎏）、去勢で0.752㎏
（標準偏差：±0.052㎏、中央値0.760㎏）とな
り、 雌 で0.011 ㎏ 増 加 し ま し た が、 去 勢 で
0.020kg前年より減少しました。

・ 肥育出荷時日齢では、雌若齢で913日（月齢
30.0か月、中央値904日）、去勢若齢で924日（月
齢30.4か月、中央値924日）となりました。

・ 肥育牛出荷１頭当たり売上高は、1,403,217円
（標準偏差：±252,270円、中央値1,387,863円）
で、前年より101,860円上回りました。

・ 出荷1頭当たり売上原価は、1,488,713円（標準
偏差：±390,212円、中央値1,390,373円）で、
前年より254,674円上回りました。

・ 常時1頭当たり年間所得は、28,934円（標準偏
差：±99,883円、中央値23,276円）で、前年よ
り107,814円下回りました。

・ 所得率は、3.4％（中央値3.1％）で、前年より
15％下回りました。

３　考察
　⑴　黒毛和種繁殖経営
　　ア　生産技術

　平均分娩間隔は、12.8か月で、調査事例にお
いて11.9か月が最も短く、14.5か月が最長となり
ました。労働力員数に関わらず、牛の観察時間
を確保している事例ほど授精回数も少なく分娩
間隔の成績は良好でした。
　その他、パドック、牛舎周辺での放牧等による
運動、高齢牛及び不受胎牛の更新が計画的に行
われている事例が短縮に結びついていました。
一方、農外従事及び農繁期の観察不足、未受胎
により治療を継続する牛などについて、分娩間隔
の長期化につながっている事例もありました。

階　　級 頻度

～599,999 0

600,000～699,999 4

700,000～799,999 9

階　　級 頻度

800,000～899,999 1

900,000～ 1

合　計 15

階　　級 頻度
～199,999 0

200,000～299,999 0
300,000～399,999 1

階　　級 頻度
400,000～499,999 7
500,000～599,999 5

600,000～ 2
合　計 15

階　級 頻度
～49,999 2

50,000～99,999 2
100,000～149,999 2
150,000～199,999 2

階　級 頻度
200,000～249,999 1
250,000～299,999 3

300,000～ 3
合　計 15

区　　分 例　数

所得向上のための現状分析 4例（80.0％）

投資後の経営状況分析 1例（20.0％）

区　分 50頭未満 50～100頭未満

例　数 1例
（20.0％）

4例
（80.0％）

区　分 30年
（6例）

元年
（5例）

雌
若
齢

肥育期間 日 646
（±29）

622
（±24）

肥育終了時日齢 日 917
（±2）

913
（±30）

肥育終了時体重 ㎏ 684
（±40）

675
（±9）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.652
（±0.033）

0.663
（±0.054）

去
勢
若
齢

肥育期間 日 645
（±19）

625
（±18）

肥育終了時日齢 日 920
（±17）

924
（±13）

肥育終了時体重 ㎏ 794
（±42）

779
（±38）

一日当たりの増体量 ㎏ 0.772
（±0.064）

0.752
（±0.052）

区　　分 30年 元年

肥育牛出荷１頭当たり売上高 円 1,301,357
（±199,989）

1,403,217
（±252,270）

肥育牛出荷１頭当たり売上原価 円 1,234,039
（±230,391）

1,488,713
（±390,212）

肥育牛常時１頭当たり年間所得 円 136,748
（±63,194）

28,934
（±99,883）

所得率 ％ 18.4
（±8.3）

3.4
（±12.2）



令和３年３月１日岩　手　の　畜　産隔月 １日発行 第５６５号 ⑺

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/

なっています。同年12月28日に、国の諮問会議（食
料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会）が開かれ、
「岩手県では飼養衛生管理の徹底とワクチン接種体制
の構築を事前に進めるべき（要約）」とされました。
　説明会では、まず、山形県での発生を踏まえて、ワ
クチン接種推奨地域に隣接の秋田県が繰り入れられた
こと、どういう状況になった場合、岩手県が当該地域
に指定されるのかが説明されました。
　次いで、当該地域への指定からワクチン接種開始ま
での流れ、ワクチン接種の根拠・対象、接種体制、ワ

豚熱ワクチン接種に係る関係者説明会
　岩手県は、令和３年１月、県内三箇所の家畜保健衛
生所ごとに、対象者を三つ（①市町村等関係機関・団
体、②ワクチン接種に従事する家畜防疫員及び③養豚
経営者等）に分けて、標記説明会を開催しました。
　昨年12月25日に、東北では初めて、山形県の養豚場
で豚熱が発生したことが、この説明会のきっかけと

　雌子牛では、出荷平均日齢286日、出荷体重
267㎏、日齢体重0.933㎏でした。去勢子牛で
は、出荷日齢274日、出荷体重294㎏、日齢体重
1.071㎏でした。出荷日齢が短縮傾向にある中
で、日齢体重はそれぞれ増加しました。種付け
の段階から後継牛確保又は市場での取引を考
え、全ての事例で種雄牛選定を経営者が行って
いました。また、市場出荷日齢短縮への取組を
進める事例もありました。

　　イ　財務管理
　子牛販売額、成雌牛１頭当たり売上高、売上
原価において前年を下回りました。全体として
は年間所得、所得率は上回りましたが、中に
は、子牛出荷頭数が少なかったため、所得及び
所得率がマイナスとなった事例がありました。
　水稲との複合経営では、飼養頭数の増加に平
行して水稲作業委託を増やすことにより、繁殖
経営の従事時間を確保する傾向にありました。
全ての事例で繁殖成績及び財務に関する整理、
保管をしていました。

　⑵　黒毛和種肥育経営
　　ア　生産技術

　調査事例の肥育終了時月齢は、去勢若齢で
30.4か月、雌若齢で30.0か月となり、ほぼ全ての
事例で、30か月を上回る出荷月齢となりました。
　本調査では、肥育終了時体重は、去勢若齢で
前年を上回り、雌若齢では前年を下回る結果と
なりました。
　なお、全ての事例で出荷体重を増やすため、
飼養管理の徹底に取り組んでいました。また、
調査事例のうち２事例で繁殖部門を取り入れ、
肥育もと牛の確保に努めていました。

　イ　財務管理
　分析した事例ついては、去勢肥育から雌肥育
に移行途中の１事例を含めた２事例において所

得がマイナスとなりました。肥育もと牛価格の
高値推移により、出荷１頭当たり年間所得、所
得率について前年を下回りました。繁殖・肥育
一貫経営では、肥育専門経営に比べ、売上原価
が下回りました。

４　まとめ
　⑴　繁殖経営

　収益性向上のためには、成雌牛１頭当たりの、
子牛生産率を高め、生産費の圧縮を図る必要があ
ります。自給粗飼料及び周辺での水田放牧等を有
効活用することなどにより、購入飼料費・売上原
価の低減が期待できます。
　増頭する中で、分娩間隔を良好に保ち、子牛等
の事故を防ぐためには、ＩＣＴ化等の技術の導入
による労働負担の軽減が重要であり、こうした取
組事例が増えています。
　また、繁殖管理データのデジタル化により、必
要なデータを直ぐに確認できるほか、経営全体の
把握に活かされています。

　⑵　肥育経営
　もと牛導入や購入飼料費等運転費用に多くの資
金を要し、さらに、子牛・枝肉の相場、配合飼料
価格等の経営内外の影響を受け易く、回転率も低
いため、常に資金繰りを念頭に置くことが必要と
なります。
　もと牛確保及び生産コスト低減を図るため、繁
殖部門を取り入れた肥育経営体にあっては、売上
原価低減に一定の効果がみられます。
　また、経営安定のためには事故防止が一層重要
であり、飼養管理の徹底と衛生対策強化による早
期発見、早期治療に努める必要があります。

　⑶　外部支援組織等の活用
　飼養規模拡大と生産性向上を両立させる方策と
しては、キャトルセンター、コントラクター、Ｔ
ＭＲセンター等の活用が有効と考えられます。
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牧草サイレージ
公益社団法人　岩手県農業公社　基盤整備部花巻事務所
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令和２年度いわて飼料増産研修会
　令和２年度いわて飼料増産研修会（岩手県及び公益
社団法人岩手県農業公社主催）が、令和３年１月22日
に、岩手県農業研究センター畜産研究所（滝沢市）を
メイン会場として、また、岩手県農業研究センター
（北上市）及び岩手県農業研究センター県北農業研究
所（軽米町）をウェブでつなぐサテライト会場として
開催されました。
　冒頭、公益社団法人岩手県農業公社常務理事の山舘
忠徳氏が、「昨年３月に発表された酪農及び肉用牛生
産の近代化を図るための基本方針では、生産基盤強化
の方策の一つに、外部支援組織の育成活用があげられ
ている。県内でも、自給飼料の積極的利用と外部支援
組織の活用が畜産振興上重要である。また、万一、畜
産農家で新型コロナの感染者が出た場合も、外部支援
組織の果たす役割が重要である。今日の研修会では、
気候変動による飼料作物への被害やその対策につい
て、知識を深めて、今後の事業展開に活かしてほし

い。」（要旨）と挨拶しました。
　最初に、雪印種苗株式会社営業本部トータルサポー

ト室担当部長の佐藤尚親氏が、
「気候変動に対応した飼料作物
栽培管理について～牧草、トウ
モロコシ、土壌～」と題して、
基調講演を行いました。その要
点は、次の六項目となっていま
した。①暑い日の日数、大雨・
長雨が増える一方、干ばつも発
生する。②土壌流亡や帯水が起

こりやすくなる。③トウモロコシの湿害・病害・倒伏
が発生しやすくなる。④土壌ＰＨが下がり、肥料が流
れやすくなる。⑤強害雑草の侵入繁茂、虫害が増加す
る。⑥牧草収穫時期・播種時期の分散が必要となる。
　基調講演に続いて、「外部支援組織での草地管理に
ついて」をテーマとしたパネルディスカッションが行
われました。その後の情報提供では、岩手県農業公社
での自動操舵システムを用いた省力化作業体系確立の
取組や滝沢市相の沢牧野でのスマート技術導入の取組
などが紹介されました。

基調講演の佐藤氏

家畜人工授精技術向上研修会
　岩手県家畜人工授精師協会（後藤太一会長）主催の
標記研修会が、令和３年１月15日に、岩手県農業研究
センター畜産研究所（滝沢市砂込）を会場として開催
されました。
　研修会のテーマは、「家畜人工授精師による超音波
検査の利用について」で、全農岩手県本部畜産酪農部
次長の大津信一氏が講師として、講義と実技演習を行
いました。
　午前に行われた講義では、最初に、「家畜人工授精
師の超音波検査装置の利用のガイドライン」が説明さ
れ、人工授精領域と獣医療領域での利用目的の違い等
について理解を深めました。次いで、超音波検査の仕
組みや装置の取扱い、性周期ごとの卵巣や子宮の画像
についての解説がありました。

　午後の実技演習では、最初に、牛の生殖器（子宮・
卵巣）実物標本を用いて、超音波検査用プローブ（探
触子）の当て方などを学びました。次いで、畜産研究
所で飼養されている牛を用いて、実技演習が行われま
した。講師による実演に続いて、研修会参加者も代わ
るがわる実演を行いました。
　今回の研修を通じて、適期授精による受胎率向上が
期待されるほ
か、農家に画
像を見せなが
ら授精業務を
行うことで、
農家と授精師
との信頼関係
が強化される
ことも期待さ
れます。

での感染確認は23都府県に拡大しています。ワクチン
接種の事前準備を着実に進める一方で、農場への侵入
を防止するため、農場における飼養衛生管理基準の一
層の徹底が強く求められています。

クチン接種により生じる制約、接種後の対応等が説明
されました。
　平成30年９月に我が国で26年ぶりの発生を見た豚熱
は、その後、令和３年２月末までに、11県にまで拡大
しました。また、感染源と見られている野生いのしし
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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。

家 畜 の 保 健 衛 生（134）

豚抗酸菌症とその対策

　豚の抗酸菌症は、大部分がミコバクテリウム・アビ
ウム（ＭＡ）の感染によるもので、慢性増殖性のリン
パ節炎を起こす病気です。通常、農家で飼われている
時に気付くことは少なく、食肉処理場の内臓検査で発

見されることが一般的です。本症による廃棄率は、出
荷頭数の約２％ですが、農場内の汚染が進んだ場合に
は、数十％に達することもあります。
　ＭＡは森林、土壌、湖沼など自然環境に常在しま
す。日本における豚抗酸菌症は、オガクズ敷料の大量
使用に伴って増加してきたこと、同敷料から病豚由来
株と同じ血清型が分離されていることから、オガクズ
が本症の重要な発生源と考えられています。オガクズ
を使わない豚舎であっても、野生動物や導入豚により

農用馬生産技術に係る講習会
　令和２年度農用馬生産技術指導事業における講習会
が、令和３年２月２日及び５日に、それぞれ滝沢市
（岩手産業文化センター）及び軽米町（農村環境改善
センター）で開催され、農用馬の生産者等34名（主催

者及び講師を除く。）が受講し
ました。
　両日とも、「データで見る馬
の繁殖・生産地で注意する馬の
感染症」と題して、岩手県農業
共済組合沿岸基幹診療所技術主
査の庄野春日氏が講演を行いま
した。
　「データで見る馬の繁殖」（第

１部）では、遠野市で調査した乗用馬49頭の排卵周期
が平均21.5日だったこと、ホルモン剤投与から排卵ま
での時間など、具体的なデータが示し、こうしたデー
タを基に、①適期交配、②ホルモン剤活用等が繁殖成
績向上に重要であることが、まとめとして述べられま
した。
　「生産地で注意する馬の感染症」（第２部）では、感
染症の成因を①病原体、②馬の免疫低下、③感染経路
の三つに整理し、「感染症に罹らせないためには、三つ
のうちどれか一つをなくすことが重要」と述べ、流産
の原因となる「馬パラチフス病」、「馬鼻肺炎」などに
ついて、予防法を中心に詳しい解説が行われました。
　農林水産省の資料によれば、農用馬（重種馬）の繁
殖成績（平成30年）は、受胎率が７割を切り、生産率
は６割を切っています。いかに生産率を上げるかが、
生産者の最大の関心事とあって、真剣なまなざしで受
講する姿が印象的でした。講師の庄野春日氏

令和２年度畜産生産基盤育成
強化事業地域セミナー開催

　令和３年１月25日、ＪＡおおふなと世田米支店会議
室において、標記セミナーが開催されました。このセ
ミナーは、当協会が岩手県からの委託を受けて実施し
ている標記事業の一環として開催されたものです。
　セミナーでは、「PAG検査の概要及び活用の留意点」
と題して、全国農業協同組合連合会岩手県本部畜産酪
農部生産指導課の池田知生氏が講演を行いました。
　PAGとは「 Pregnancy Associated Glycoproteins 」
の頭文字を取った略称で、日本語では「妊娠関連糖タ
ンパク」と訳されます。このPAGは、妊娠時にのみ
胎盤から分泌される物質で、妊娠牛の血液や乳汁にも
含まれ、人工授精後28日以降に、乳汁中のPAGの量
をみることで、妊娠の有無を調べることができます。

　通常、牛の妊娠鑑定は、獣医師が直腸検査で行って
いますが、経験と熟練を必要とする他、多少なりとも
牛へのストレスを伴います。このPAG検査は、そう
したデメリットなく、妊娠の有無を知ることができる
というメリット等があります。
　講演では、PAG検査の原理・精度・利用方法等に
ついて、詳しい説明がなされました。また、県内で
は、今年度から、全農いわてが検査料への助成（400
円/件）を行い、徐々に普及が進んでいるとのことで
した。
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畜 産 の 研 究 （130）

乳牛用TMRを活用した黒毛和種 
育成牛への飼料給与技術

　黒毛和種育成牛の飼料は乾草と配合飼料が一般的で
すが、これらの自給率は極めて低いことから、酪農経
営で取り入れられている自給飼料主体のTMR給与を
黒毛和種育成牛に導入した場合の発育成績、経済性を
調査しましたので紹介します。
【方法】
　TMR区は乳牛用TMRを基本に育成用配合飼料、大
豆粕、稲わらを、慣行区は乾草と育成用配合飼料を用
いて乾物（以下「DM」という。）、粗蛋白質（以下「CP」
という。）、可消化養分総量（以下「TDN」という。）
の充足率が概ね110%以上となるよう調製し給与しま

した（表１）。TMR区、慣行区とも去勢牛４頭を単飼
し、90日齢から240日齢まで給与試験を行いました。
【結果】
　DM、CP、TDNの飼料摂取量はTMR区が慣行区を
上回る傾向にありました（表２）。試験期間DGも慣
行区1.03㎏/日に対してTMR区1.16㎏/日と良好であ
り、給与試験終了時の胸囲も151.0㎝と慣行区の
144.8㎝より有意(P＜0.05)に大きくなりました（図
表省略）。経済性では飼料費は約２割、１㎏増体に要
する金額は約３割の削減となりました（表４）。また
飼料自給率（TDNベース）は29％となりました（表２）。
【留意事項】
　今回の試験では、TMR以外の飼料はトップドレス
で給与しました。また、TMRは1日で使い切ることを
基本とします。

表１　飼料給与メニュー� （kg,CPのみg,%）

表２　飼料摂取量と自給率� （kg,%）

※±は標準偏差、n.s.は有意差がないことを示す。

※±は標準偏差、n.s.は有意差がないことを示す。

表３　平均日齢、体重および期間DG� （日,kg）

表４　１頭当たり飼料給与量、飼料費合計金額および1kg増体に要する金額
（kg,円）

※１　養分要求量及び充足率算定DG：0.95kg
※２　乳牛用TMRの養分量：DM47.3%、CP14.8%、TDN73.5%,
　　　育成用配合飼料の養分量：DM88.5%、CP16.0%、TDN73.0%

持ち込まれ、感染豚の糞便が農場内の汚染源となりま
す。子豚は、母豚の糞便を介して感染し、病変は感染
10週目以降に明瞭となり、出荷される６か月齢前後に
顕著となります。豚体内のＭＡの主要増殖部位は、リ
ンパ節に限局するため、多くの感染豚には臨床症状が
認められません。稀に、全身性に感染した場合に発育
不全を示すことがあります。
　ＭＡは、近年増加している人の肺非結核性抗酸菌症
（結核菌以外の抗酸菌が肺に感染して起こる病気）の
原因菌としても知られ、特に、免疫力が低下した人に
かかり易いと言われています。豚から人に、又は、人
から豚にＭＡが感染したという報告はないようです
が、公衆衛生上の観点からも重要視されています。
　通常、細菌による感染症の対策には抗生物質が用い

られますが、本症では、農場で抗生物質が用いられる
ことはありません。対策の基本としては、感染母豚の
摘発淘汰と豚舎衛生管理の徹底となります。感染母豚
の摘発にはツベルクリン検査が活用できます。オガク
ズ利用豚舎の場合は、未使用のオガクズが本菌に汚染
されていないか検査し、結果によってはオガクズ導入
元の変更を検討しましょう。本菌は環境中で長期間生
存することができるため、湿潤な飼育環境を避け、糞
便の除去に努めることが重要です。本菌は界面活性剤
系の消毒剤薬には抵抗性を示します。そのため、消毒
薬としては、塩素、フェノール、ヨード系石灰などを
選択することになります。コンクリート床では火炎消
毒も効果的です。
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報情 （83）産畜 術技

訂正
　岩手の畜産第５６４号（令和３年１月１日発行）８ページ掲載、「令和２年度いわて肉用牛指導者養成研修会」の、［令和７年

10月・鹿児島県］については、［令和４年10月・鹿児島県］の誤りでした。お詫びして訂正させていただきます。

１　春先の草地管理
⑴　作業機、ほ場の事前点検確認 

　草地に入れるようになったらスムーズに作業を進められるように今
からトラクタ、作業機の点検整備を実施しましょう！収穫用作業機に
ついても、確認しておくと１番草の収穫作業がスムーズに進みます。
　また雪解け後にほ場のゴミ等が草地に落ちている場合があります。ト
ラクタや作業機を壊してしまう原因にもなりかねません。春一番に草地
の見回りを行い、異常がないか確認しましょう。

⑵　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、表のと
おりです。

⑶　牧草サイレージへの影響を考慮したスラリー散布
　スラリー散布の場合、量や時期によって、スラ
リーが牧草に付着しサイレージへ混入しやすくな
るため、注意が必要です。スラリーの散布量が多く、さらに散布時期が遅くなるほど、サイレージへ
の混入量が増え、サイレージ品質を低下させます。
　サイレージを収穫する50日以上前（遅くても４月中旬）までに行います。これらを考慮して、計画
的に作業を行いましょう。

２　圃場の土壌改良
　石灰資材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資材の施用が必要です。石灰資材の施
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、石灰資材に含まれ
るカルシウムには、植物の生長に伴って、細胞を強くし、倒伏し難くする役割があります。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。石
灰資材の種類は表を参考にしてください。
　石灰は春又は秋に散布します。石灰と化成肥料を同時に施用すると、化成肥料の窒素分がアンモニアガ
スとなって空気中に出てしまいます。それを避けるため、飼料用トウモロコシ畑の場合は、石灰散布後に
土壌と充分混和し、数日空けてから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
てから化成肥料を散布します。

ブロードキャスターの設定を確認！

採草地へ炭カルの散布

表　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
＊ 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、
　5㎏/10a程度に抑える

表　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。

*アルカリ分は商品によって異なる場合があります。
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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
2／9
㈫

胆　 江

気　 仙

♀ 107 1,062,600 460,900 726,339 292 2,489

♂♂
♂- 155 1,258,400 255,200 725,539 319 2,273
計 262 1,258,400 255,200 725,866 308 2,356

県南
2／10

㈬
磐　 井

♀ 91 1,073,600 446,600 748,520 289 2,588

♂♂
♂- 160 1,169,300 429,000 783,406 324 2,421
計 251 1,169,300 429,000 770,758 311 2,477

中央
2／17

㈬

宮 古

北 部

奥 中 山

久 慈

♀ 144 843,700 341,000 683,917 282 2,428

♂♂
♂- 173 1,057,100 421,300 752,565 308 2,446
計 317 1,057,100 341,000 721,381 296 2,439

中央
2／18

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 153 892,100 388,300 696,724 274 2,539

♂♂
♂- 264 1,327,700 427,900 762,838 299 2,548
計 417 1,327,700 388,300 738,580 290 2,545

中央
2／19

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 140 951,500 387,200 620,801 283 2,190

♂♂
♂- 201 1,008,700 331,100 760,330 317 2,402
計 341 1,008,700 331,100 703,045 303 2,321

合　　計

♀ 635 1,073,600 341,000 689,494 283 2,436

♂♂
♂- 953 1,327,700 255,200 757,831 312 2,431
計 1,588 1,327,700 255,200 730,505 300 2,432

令和３年２月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和３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 1,040頭 741,903,800円 713,369円
褐 毛 和 種 2頭 935,000円 467,500円
日 本 短 角 種 5頭 1,258,400円 251,680円
ホルスタイン種（雌を除く）
交 雑 種・ 乳 3頭 977,900円 325,967円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

参考図書のご案内

わが国の畜産物は、畜産経営における生産性の向上、省力化、低コスト化の実現により安定供給を
図ってきました。それを可能にしたのは、生産者とともに発展し技術革新してきた畜産施設・機械
です。本書は中央畜産会の賛助会員である施設・機械部会の会員並びに畜産施設・機械メーカーか
らの協力を得て畜産経営を支える81社の施設・機械・器具・資材等を収録し、用途別に収録した
ものです。経営形態、目的、地域環境を踏まえた畜産施設・機械の導入を行う上で、大いに参考と
なる一冊です。

【主な内容】
第１章　飼料用施設・機械
第２章　牛用施設・機械・器具
第３章　豚用施設・機械・器具
第４章　家きん用施設・機械・器具
第５章　畜産環境・衛生対策用施設・機械・器具
第６章　畜舎・資材・ICT関連・その他

中央畜産会施設・機械部会 企画・監修

2021畜産施設機械ガイドブック

お問い合わせ・お申し込みは畜産協会へ◎�畜産 ICT 事業対象機械には★（オ
レンジ色）のマークを付けています。

価　格
3,800円
（税・送料別）


