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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。】

全国農業協同組合連合会岩手県本部　　
畜産酪農部 部長　田　野　秀　司

　　まえむきに ひたむきに 純情産地 いわて

　私的なことで恐縮ですが、私は平成3年（1991
年）に当時の岩手県経済農業協同組合連合会に入
会し、今年で勤続30年を迎えることができました。
これまで系統一筋で勤めることができたのも、職
場の先輩ならびに同僚の支えと家族の理解
に加え農協関係者のご指導、そして何より
叱咤激励いただいた生産者皆様方のおかげ
です。ありがとうございます。今後とも変
わらぬご指導のほどお願いいたします。
　岩手県経済連・JA全農いわてといえば、
生産振興・販売拡大の取組として展開して
きた「純情産地いわて」を連想されると思
いますが、この取組は平成元年から始まっ
ております。世の中「バブル景気」真っ只
中（しかしながら私的にはその恩恵をあま
り感じることなく時は去ったように記憶し
ております。）でした。この32年間の出来
事をざっと振り返ると、
平成3年：牛肉・オレンジ輸入自由化開始
平成5年：未曾有の米大凶作　晩秋まで水
田には刈り取られない稲が
平成7年：阪神淡路大地震発生
平成10年：全国和牛能力共進会が本県で開催。日
頃の成果が名誉賞の受賞という形で結実
平成13年：国内初のBSE確認→BSE検査実施
平成14年：全国農業協同組合連合会岩手県本部
（JA全農いわて）スタ－ト

平成21年：いわて牛の輸出開始といわて牛「五ツ
星」誕生
平成23年：東日本大震災の発生と原発事故による
放射線対応への対応

平成27年：改正農協法の施行
平成30年：TPP協定発効と国内で26年ぶ
りのCSF発生
令和元年：日EU・EPA発効
令和２年：日米貿易協定発効と新型コロナ
ウィルス感染拡大と経済活動の変化
令和３年：東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催
　この間、想定外といわれた幾多の自然災
害や政権交代、消費税の改正（３％から段
階的に10％）など、これ以外にも多くの出
来事がありました。10
年ひと昔と言われます
が、近年は時の移り変
わりはもっと早く、そ
の変化に対応する柔軟
性と行動力が必要と感
じております。

　JA全農いわては、今年度
から「純情産地いわて」のブ
ランドロゴをリニュ－アルし
ました。各部門の若手職員を
中心に、野菜や果実、肉牛な （次頁へ続く）
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ど生産高で全国10位以内に入る品目をモチ－フと
し、生産者と消費者を結ぶJAがどのような価値
を提供できるか言語化したものです。
　以前先輩に教わった言葉があります。「人生に
はいろんな坂があるけど、厄介な坂を知っている
か？それは、“まさか”という坂だ。」と。今日ま
でも様々な“まさか”がありましたが、関係者の
力でそれを克服し、岩手の農業・畜産・酪農事業

が脈々と続いてきたものと思います。
　新型コロナウィルス感染症拡大により、経済活
動・生活様式が大きく変わりました。今後も様々
な“まさか”に行く手を阻まれることも予測され
ますが、JA全農いわては、これからも生産者・
消費者双方にしっかりと寄り添い、「純情産地い
わて」の未来を「まえむき・ひたむき」に歩んで
参ります。今後ともよろしくお願いいたします。

　令和3年6月30日に一般社団法人岩手県畜産協
会の第89回定時総会が開催され、上程の第1号議
案「令和2年度計算書類及び財産目録について」
及び第2号議案「役員の選任について」は、それ
ぞれ原案どおり可決承認されました。
　また、総会終了後に開催された第2回理事会に
おいて、会長には、小野寺敬作岩手県農業協同組
合中央会代表理事会長、副会長には高橋喜和夫理
事、常務理事には渡辺亨理事が選定されました。
１　会長挨拶要旨

　新型コロナについては、年度をまたぐ人流の
増加、ゴールデンウィークの人流の増加、変異
株の流行等により、第4波とよばれる感染拡大
が起こった。その後、緊急事態宣言やまん延防
止等重点措置による対策が行われた。ようや
く、首都圏の一都三県を除き、新規感染者の数
が下降線をたどっているところである。
　一方、県内では、ゴールデンウイーク前後か
ら毎日のように新規感染者の確認が続いてきた
が、こちらもようやく下火になる兆しとなっている。
　東京オリンピック・パラリンピックの開催に
よる再拡大が懸念されているが、再び宣言が発
令される事態にならないことを願う。
　令和2年度を振り返ると、やはり新型コロナが、
当協会事業にも大きな影響を及ぼした。社会経済
活動の抑制・外食需要の激減により、肉用牛肥育
経営の継続が危ぶまれる事態となり、それに対して、
国・県が機動的な対策を講じた。当協会も新型コ
ロナ対策の各種事業に、総力を挙げて取り組んだ。
　その後、牛枝肉価格は徐々に回復し、昨年12

月の時点では、前年
同期を上回る水準と
なった。
　また、令和2年度
は、中小家畜で家畜
伝染病が猛威を振る
った年でもあった。
一つには、高病原性

鳥インフルエンザである。本県をはじめとする
東北での発生はなかったものの、国内では、過
去最大の発生となり、1千万羽近くが殺処分さ
れる事態となった。
　もう一つは、豚熱で、30都道府県で感染拡大
防止のためのワクチン接種が行われてきたが、
去る6月11日の宮城県における野生いのししで
の感染確認を受けて、国は15日に専門家による
会議を経て、岩手・青森両県をワクチン接種推
奨地域に加えた。
　このように、中小家畜では、家畜伝染病の脅
威にさらされている。昨年度、当協会は、豚熱
対策の普及啓発を推進するため、県及び地域協
議会と連携して、飼養衛生管理基準解説書（養
豚編）を作成し、県内養豚農家及び関係機関・
団体に配布した。引き続き、経営の根本を揺る
がしかねない家畜伝染病の予防について、啓発
活動に力を注いで参りたい。
　さらに、もう一つの懸念材料としては、配合飼
料価格の動向である。とうもろこしや大豆油かす
など、配合飼料原料価格が過去5年で最高値の水
準にある。高値の要因は、中国での需要拡大とさ
れている。一時、中国では、アフリカ豚熱の流行
により豚の飼養頭数が減少したが、頭数の回復に
より、需要が増したということのようである。これ
に、海上運賃相場や為替相場が関わって、現在の

第 89 回 定 時 総 会
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水準になっている。既に、配合飼料価格安定制度
による通常補塡が令和2年度第４四半期に発動さ
れており、今後、その動向を注視する必要がある。
　そうした中、明るい材料もある。大家畜の生
産基盤強化については、昨年度、国の生産基盤
拡大加速化事業により、647頭の増頭が図られ
た。この事業については、令和３年度の継続が
決まり、需要を取りまとめているところだが、
現時点で、前年度実績の1.7倍にのぼる事業参
加希望が寄せられている。
　当協会としては、令和３年度についても、各
種事業を活用し、本県畜産の発展に寄与して参
りたい。引き続き、関係機関・団体の皆様のご
協力・ご支援をお願い申し上げる。

２　令和２年度事業実績
　⑴　概況

　令和2年度は、国内における新型コロナウ
イルスの感染が急拡大し、それに伴い、社会
経済活動が抑制（各種イベントの中止・延期、
海外からの入国禁止、緊急事態宣言、不要不
急の外出自粛等）される中で始まった。
　畜産で最も大きな影響を受けたのは、肉用
牛肥育経営で、年明け以降弱含んでいた牛枝
肉価格は、外食需要の激減により３月から急
落し、４月には前年比約３割安となり、急速
に収益性が悪化した。
　これに対して、国・県が、機動的に肉用牛
肥育経営を安定させるための対策（肉用牛肥
育経営安定交付金制度生産者負担金納付猶予
措置（国）、肉用牛肥育経営等緊急支援事業

（国）、肉用牛肥育経営安定対策緊急支援事業
（県）等）を打ち出した。
　当協会は、そうした事業の受け皿として、
年度をまたぐ慌ただしさの中で、優先的に、
新規事業等の実施体制を整備し、遅滞のない
事業推進に努めた。その結果、肉用牛肥育経
営の継続が図られながら、牛枝肉価格は、年
末までには前年同期を上回る水準に回復した。
　一方、中小家畜（豚・鶏）については、巣
ごもり需要により、豚枝肉卸売価格、鶏肉卸
売価格ともに、前年度対比で約一割高となった。
　国内の、新型コロナ感染は、その後も第二
波、第三波、第四波と押し寄せた。そうした

中、役職員が家族ぐるみの感染防止対策を徹
底しながらも、事業継続の確保に努めるとと
もに、当協会事業に関わる方々にも、様々な
ご協力をいただいた。感染防止対策のため、
一部事業については、中止（岩手県畜産共進
会）又は縮小（牛群審査）を余儀なくされた。
　日米貿易協定発効（令和2年１月１日）に合
わせて、令和元年度補正予算として創設された

「生産基盤拡大加速化事業（肉用牛）」につい
ては、年度をまたいで準備を進めたものの、新
型コロナの影響と推察される中央の事情により、
実質的な取組が大幅に遅れた。事業量の提示
は令和３年2月までずれ込み、農協等における
取りまとめ事務にご苦労をおかけしたが、最終
的に 647頭に増頭奨励金が交付され、本県肉用
牛生産基盤の強化に寄与することができた。

　⑵　事業区分ごとの事業費
ア　実施事業
　ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）

　75,525千円
　イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）

　811,447千円
　ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）

215,366千円
計　1,102,338千円

イ　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 61,339千円
　イ　その他２　家畜登録事業 38,520千円
　ウ　その他３　生乳検査事業 98,575千円
　エ　その他４　研修事業ほか 1,666千円

　　　計　200,100千円
３　新役員体制
　◯会長
　　小野寺敬作【再任】（岩手県農業協同組合中央会 代表理事会長）
　◯副会長
　　高橋喜和夫【再任】（学識経験者）
　◯常務理事
　　渡辺　　亨【再任】（学識経験者）
　◯理事
　　杉原　永康【再任】（（一社）岩手県農業会議 会長）
　　髙橋　　司【新任】（全国農業協同組合連合会岩手県本部 本部長）
　　佐々木善昭【再任】（全国共済農業協同組合連合会岩手県本部 本部長）
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あらゆる動物の健康維持に貢献します。
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動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

　Mycoplasma bovis（Mb）は、牛呼吸器病の発生及
び重症化に大きく関与、畜産経営に多大な経済的被
害を引き起こします。近年国内で流行しているMb
は、薬剤感受性低下に関与する遺伝子の変異によっ
て16員環マクロライド系及びテトラサイクリン系薬
剤に低感受性を示すことが報告されています。一方、
岩手県南地域で分離されたMbの薬剤感受性には知
見がなく、その傾向は不明です。そこで、適切な治
療薬剤の選択に資するため、県南地域由来のMbの
薬剤感受性を国内流行株の傾向と比較するとともに、
管内家畜診療所の薬剤選択実態を調査しました。
１　材料と方法

　2015から2020年度に分離された13農場27頭（黒
毛和種13頭、ホルスタイン種10頭、交雑種４頭）
由来のMb28株を用いました。分離株は、鼻腔
スワブ7株、肺10株、耳管洗浄液４株、乳汁7株
から得ました。これらについて微量液体希釈法
により薬剤感受性を検査しました。薬剤は、タ
イロシン（TS）、チルミコシン（TMS）、ガミス
ロマイシン（GAM）、オキシテトラサイクリン

（OTC）、エンロフロキサシン（ERFX）、マルボ
フロキサシン（MAR）、チアンフェニコール（TP）、
フロルフェニコール（FFC）の8薬剤を用いまし
た。薬剤選択実態は、管内４診療所に所属する
6名の獣医師からの聴き取りにより調査しました。

２　成績
　16員環マクロライド系薬剤（TS,TMS）及び
テトラサイクリン系薬剤（OTC）は、全ての

株が低感受性を示し、これに関連する遺伝子の
変異が全13農場由来株に確認されました。15員
環マクロライド系薬剤（GAM）は、概ね基準
株よりも低いMICを示しましたが、A農場由
来の１株及びB農場由来の１株が低感受性でし
た。なお、これに関連する遺伝子の変異は認め
られませんでした。フルオロキノロン系薬剤

（ERFX,MAR）は、概ね基準株よりも低い値を
示しましたが、C農場由来の４株が明らかな低
感受性を示しました。また、これに関連する遺
伝子の変異がC農場由来株に確認されました。
フェニコール系薬剤（TP,FFC）は、概ね基準
株よりも低い値を示しましたが、D農場由来の

令和２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）

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　主任獣医師　戸　塚　知　恵　

　　菊地　一男【再任】（岩手県農業共済組合 組合長理事）
　　上田　幹也【新任】（（公社）岩手県農業公社 理事長）
　　藤村　明智【新任】（株式会社いわちく 代表取締役社長）
　　主濱　　了【新任】（岩手県市長会）
　　中居　健一【再任】（岩手県町村会）
　　佐々木一弥【再任】（（一社）岩手県獣医師会 会長）
　　松浦　利明【再任】（岩手県中央家畜衛生協議会 代表幹事）

　　小岩　敬一【再任】（岩手県南家畜衛生推進協議会 代表幹事）
　　谷崎　　勉【新任】（岩手県北家畜衛生協議会 代表幹事）
　　遠藤　啓介【再任】（岩手県養豚振興会 会長）
　◯　監事
　　菅原　和則【再任】（岩手県信用農業協同組合連合会 代表理事理事長）
　　佐藤　克則【再任】（岩手県農業信用基金協会 専務理事）
　　工藤　定幸【再任】（学識経験者（岩手中央酪農業協同組合 代表理事組合長））

図： 各薬剤における最小発育阻止濃度（MIC）の分布
　　 縦軸は分離された株数、横軸はMIC（μg/ml）
　　▲はMb基準株PG45のMICを表す
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３株が低感受性を示しました。これに関連する
遺伝子の変異は認められませんでした（図、
表）。薬剤選択実態調査では、フェニコール系
及びフルオロキノロン系薬剤が多く使用され、
統一した治療指針はありませんでした。

表： 16員環マクロライド系及びテトラサイクリン系
以外の薬剤に低感受性を示すMb分離株の詳細

３　考察
　16員環マクロライド系及びテトラサイクリン
系薬剤のMICは全株高値を示し、関連する遺
伝子の変異も全農場由来株に確認され、これは
国内流行株と同様の傾向でした。呼吸器病の治
療の際に中耳炎が併発する場合、解熱したのに
肺雑音が消えない場合、過去の発生歴がある場
合等のMb感染が疑われる場合は、16員環マク
ロライド系及びテトラサイクリン系薬剤を用い
た治療は効果が期待できないと考えられるため、

第一選択としてフェニコール系、第二選択とし
てフルオロキノロン系薬剤が有効となるかもし
れません。
　一方、少数ではあるものの、分離株には16員
環マクロライド系及びテトラサイクリン系薬剤
以外の各薬剤に対する低感受性株も、農場毎に
まとまって存在しました。フルオロキノロン系
薬剤の低感受性株が分離されたC農場では、同
居牛の治療に同薬剤が使用されていたことが判
明しました。薬剤選択圧があったと推察される
ため、選択する薬剤の見直しにより、感受性の
回復を確認することが望ましいと考えられました。
　15員環マクロライド系及びフェニコール系薬
剤の低感受性株には、感受性に関連する遺伝子
の変異は認められず、遺伝子の別領域における
変異の影響又は薬剤選択圧の可能性が考えられ
ました。
　Mbの感染が疑われる際には、原因菌の特定
と薬剤感受性試験の結果に基づく適切な薬剤選
択が推奨されます。正しい薬剤選択による治療
が治癒率の向上になるほか、近年問題となって
いる薬剤耐性化を防ぐために必要であることが
改めて確認されました。

低感受性を示す薬剤 農場数・株数 遺伝子変異

15員環マクロライド系 ２（A,B）農場
それぞれ１株 なし

フルオロキノロン系 １（Ｃ）農場４株 あり

フェニコール系 １（Ｄ）農場３株 なし

岩手県チキン協同組合 
第 49 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49回通常総会が、組合員全員の出席の下、5月
18日に盛岡市内で開催されました。
　冒頭の理事長挨拶要旨は次のとおり。「5月にな
って、国内では過去最大の発生となった高病原性鳥
インフルエンザも流行シーズンから脱して、ようや
く安堵というところ。経営面では、新型コロナ禍に

岩 手・青 森 両 県 が 豚 熱 岩 手・青 森 両 県 が 豚 熱 
ワクチン接種推奨地域にワクチン接種推奨地域に

　令和３年6月15日、岩手・青森両県が、豚熱に関
する特定家畜伝染病防疫指針（第３－2の2）に基
づくワクチン接種推奨地域に設定されました。これ
は、令和３年6月11日に、宮城県で野生いのししで
の豚熱感染が確認されたことに伴うものです。感染
した野生いのししが確認されたところは、福島県境
に近い山間部で岩手県境までは100㎞以上離れてい
ましたが、宮城県と本県の山続きの地形的状況等を

踏まえて接種推奨地域に組み込まれました。これを
受けて、岩手県はワクチン接種プログラムを策定し、
農林水産省の確認を受けた上で、7月中旬から県内
養豚場でのワクチン接種を進めることにしています。
　本県では、これまで飼養衛生管理基準の徹底な
どによる豚熱の発生予防を行ってきました。また、
野生いのしし等の侵入を防ぐため、全戸で防護柵
の設置を終えています。今後は、ワクチンを併用
しながらの防疫体制に移行することとなりました
が、ワクチン接種で安心することなく、侵入防止
の基本となる飼養衛生管理基準の遵守を一層強化
して、本県の養豚業を守ってほしいところです。
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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
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万一に備えて、岩手県においてもワクチン接種体
制の整備を進めていただいている。様々な課題も
あるが、振興会会員が一体となって乗り越え、国
内有数の産地となるよう目指していきたい。」
　総会では、令和2年度事業報告及び収支計算書、
令和３年度事業計画及び収支予算書等が原案どお
り承認されました。また、任期満了に伴う役員改
選では、数人の理事が新たに選任されましたが、
会長は再選となりました。

　研修会では、「豚熱の国内発
生状況及び本県の対応について」
と題して、県農林水産部畜産課
主査の佐藤裕夫氏が講演を行い
ました。国内におけるワクチン
接種農場での発生については、

「接種したからと言って、必ず全
部の豚に免疫ができるわけではないので、ワクチ
ンと飼養衛生管理基準遵守をセットで対策するこ
とが重要」と強調していました。
　研修会は、新型コロナの影響で会場での聴講が
できない会員に対して、同時ウェブ配信が行われ
ました。

岩手県養豚振興会第24回通常
総会及び養豚経営研修会開催

　岩手県養豚振興会（遠藤啓介会長）の第24回通
常総会及び令和３年度第１回養豚経営研修会が5
月27日に盛岡市内で開催されました。

　冒頭の会長挨拶要旨は次のと
おり。「新型コロナの影響で、世
界の経済は大打撃を受け、国際
的物流にも大きな影響が出てい
る。日本国内は、度重なる緊急
事態宣言等で、経済活動回復の
行方は不透明である。中国には、

世界で飼われている豚の約半数がいるとされてい
るが、アフリカ豚熱の発生でその半分ほどが失わ
れたといわれている。その中国では、大規模養豚
場の立ち上げにより、米国から大量の穀物を輸入
している。これが現在の飼料価格高騰の要因とな
っている。総会後の研修会のテーマである豚熱に
ついては、山形県でも発生があり心配している。

岩手県馬事振興会第49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49回定時総会が、５月31日に岩手県公会堂で
開催されました。
　冒頭の会長挨拶要旨は次のとおり。「今年のチャ
グチャグ馬コは、新型コロナウイルスの感染拡大防
止の観点から、滝沢市、盛岡市、矢巾町での分散開

催となった。滝沢市は、鬼越蒼
前神社から滝沢市役所までのミ
ニパレード、盛岡市は盛岡城跡
公園での記念撮影、矢巾町は町
内３か所での記念撮影が予定さ
れている。こうした伝統行事も馬
あってのこと。
　新型コロナ禍の中にあって

も、引き続き、会員各位のご協力の下に、馬事・
馬産の振興に取り組んで参りたい。」

挨拶する千葉会長

よる巣ごもり需要等で価格が安
定し、育種改良により生産性向
上もあり、業界としては順調。
主要な事業として長く取り組ん
できたブロイラー価格安定対策
事業や学校給食事業については、
今後の方向性について議論をし
ていきたい。当組合のメンバー

は日本食鳥協会東北支部の会員とも重なり、双方の

事業展開・あり方等についても意見交換したい。」
　総会では、令和2年度事業報告・決算、令和３
年度事業計画・予算等の議案が原案どおり承認決
定されました。令和３年度事業計画の柱は、次の
４点。①岩手県ブロイラー価格安定対策事業、②
高病原性鳥インフルエンザ防疫対策、③農場・食
鳥処理工場衛生管理対策、④県産鶏肉普及宣伝活
動。また、役員の改選期に当たって、選挙が行わ
れ、全役員が再任となりました。

十文字保雄理事長
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牛マルキン生産者負担金 
の納付再開について

　牛マルキン（正式には、肉用牛肥育経営安定交
付金制度）は、肉用牛肥育経営において、標準的
販売価格（粗収益）が標準的生産費（生産コスト）
を下回った（赤字になった）場合に、その差額の
９割を交付金として交付する事業です。これによ
って、粗収益や生産コストの変動による経営への
影響を緩和するのが目的です。前述の標準的販売
価格及び標準的生産費は月ごとに算出されること
になっています。この交付金は、その１／４に相
当する額を生産者が負担し、残りの３／４は国が
負担する仕組みになっています。
　新型コロナウイルスのパンデミックにより、国
内における牛肉消費が激減し、国産牛肉の枝肉価
格が急落したのを受け、国は、肥育経営における

資金繰りを支援するため、緊急的な措置として生
産者負担金の納付を猶予（実質免除。令和2年４
月から適用）することしました。
　猶予措置の期間、生産者は負担金を支払わずに
済みましたが、交付金については、国負担分のみ
とされ、補塡率は９割から6.75割に下がった状況
が続いていました。
　その後、各種支援策等により、徐々に枝肉価格
は回復し、令和３年３月に、国が定めた生産者負
担金納付再開の基準（肉専用種については、令和
３年１月以降、月平均枝肉卸売価格が３か月連続
して2,300円（税込み）／㎏を超えること）に達した
ことから、生産者への周知等の準備期間を2か月
とり、令和３年6月からの納付再開となりました。
　なお、令和３年度の１頭当たり負担金単価は次
のとおりです。
　・　黒毛和種及び日本短角種　 5,000円
　・　交雑種　　　　　　　　　13,000円
　・　乳用種　　　　　　　　　11,000円

肥育牛経営等緊急支援 
特別対策事業（肥育生産
支援）について

　新型コロナの影響で、肉用牛肥育経営の収益性
が急激に悪化したため、国は、牛マルキン（正式
には、肉用牛肥育経営安定交付金制度）の生産者
負担金について、納付猶予（実質免除）に踏み切
りました。これにより肥育経営には、負担金相当
が手元に残ることになり、これをもと牛導入等に
当てることができるようになりました。しかしな
がら、牛マルキンの補塡率が９割から6.75割に減
ったため、経営の厳しさは残ることになりました。
そこで、その厳しさを少しでも緩和するために、

国が新たに創設したのがこの事業です。
　この事業は、令和2年度（厳密には、令和2年
４月7日から令和３年３月31日までの間）に販売さ
れ、令和３年４月30日までにと畜された肥育牛一
頭当たり2万円が交付されるものです。この事業
に参加するには、経営体質の強化につながる取組

（①飼料分析、②血液分析、③肉質分析、④畜舎
の環境改善、⑤経営分析のうち二つ以上の項目）
を行うことを条件としています。ただ単に、肥育
経営にお金をつぎ込むのではなく、取組によって、
生産性の向上、収益性の向上につなげ、経営体質
の強化を誘導しようとするものです。
　事業は単年度で終了しましたが、合計で309戸
が事業に参加し、15,596頭の肥育牛に対して３億
１千万円余の奨励金が交付されました。
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　総会は、県内における新型コロナウイルスの新
規感染者が後を断たない状況での開催でしたが、
ほぼ例年どおりの本人出席があり、会場では、入
場時の検温、間隔をあけた着席、換気などの対策
が徹底されていました。
　本来であれば、久々の再会とあって、総会の前
後に、にこやかに歓談する姿が見受けられるとこ

ろですが、今回については、そういう姿も少なく、
粛々とした総会となりました。
　上程された議案は全て満場一致により、原案ど
おり承認されました。
　［追記］
　総会時点では、分散開催となっていた「チャグチャ
グ馬コ」は、その後６月９日に、中止が発表されました。
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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
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平庭闘牛大会 わかば場所

　令和３年平庭闘牛大会「わかば場所」が、５月
16日に久慈市山形町の平庭闘牛場で開催されました。

　当日は、神事に続き、主催者
であるいわて平庭高原闘牛会の
八重桜友夫会長が、「昨年は新型
コロナの影響で、３場所の中止を
余儀なくされた。今年は、全場
所無事に開催できることを願って
いる。ご来場の皆様にも、感染
防止対策へのご協力をお願いす

る。平庭闘牛は、東北唯一の大会というだけでなく、
闘牛の本場である新潟・鹿児島・沖縄に、もと牛を
供給する役割も担っている。歴史ある闘牛大会を関

係者と共に盛り上げていきたい。」と、挨拶しました。
　この大会は、本場所（６月20日「つつじ場所」、
８月22日「しらかば場所」、10月17日「もみじ場所」）
の開催を前にして、初めての出場を目指す若牛を
闘牛に慣らす、言わば練習の場所に位置付けられ
ています。また、この場所での牛の状態を参考に
して本場所での番付表が作成されます。この日は
２歳の11頭と昨年デビューした３歳の３頭（番付は
前頭）により角を合わせる取組が行われました。
　練習の場
所というこ
ともあって、
本格的な闘
いになる前
に牛同士を
引き離しま
す。これは、

八重桜友夫会長

２
歳
闘
牛
デ
ビ
ュ
ー
戦

令和２年度生産基盤拡大令和２年度生産基盤拡大
加速化事業（肉用牛）実績加速化事業（肉用牛）実績

　この事業は、国が令和元年度補正予算において
創設したもので、令和２年１月１日発効の日米貿
易協定の影響等を踏まえて、肉用牛繁殖経営の生
産基盤強化を図ることが目的です。
　繁殖雌牛を増頭することが基本的な要件です
が、経営規模によって交付される奨励金の額に差
があることが特徴です。

　50頭未満の経営体では１頭当たり24.6千円、50
頭以上では17.5千円で、中小規模に手厚い助成と
なっており、小規模経営体の多い本県にとっては、
とても魅力的な事業です。
　令和２年度の実績は次のとおりです。

（単位：戸、頭、千円）
区　分 実施戸数 頭数 交付金額

50頭未満 233 544 133,824
50頭以上 11 103 18,025

計 244 647 151,849

肉用牛肥育経営安定対策
緊急支援事業の概要と 
令和２年度の実績について

　牛マルキン（正式には、肉用牛肥育経営安定交
付金制度）において、本来、標準的販売価格（粗
収益）が標準的生産費（生産コスト）を下回った
場合に、その差額の９割が交付金として補填され
るべきところ、新型コロナ対策として、国が生産
者負担金の納付猶予（実質免除）措置を適用した
ことに伴い、交付金が国負担分のみとなり、補塡
率は差額の6.75割になりました（「牛マルキン生

産者負担金の納付再開について」を参照）。
　こうした状況に陥った県内の肥育経営を支援す
るため、岩手県は肉用牛肥育経営安定対策緊急支
援事業を創設しました。仕組みは、交付金の目減り
分の3/8を県が補助金として交付するものです。対
象は、肉専用種（日本短角種を除く。）肥育経営（牛
マルキン参加者）で、対象となる牛は、令和2年４
月から令和2年10月までに販売された肥育牛です。

（10月販売の牛→１月（概算）、３月（精算）交付）
　期間内に、延べ708戸5,743頭を対象に、総額
84,460千円の補助金が交付されました。この事業
を含む各種支援により、県内の肥育経営の継続が
図られました。
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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。

畜 産 の 研 究（132）

県有種雄牛「山根雲」、「菊福秀」の
後継牛として「百合雲」、「暁雲」、

「結乃宝」が新たにデビュー
　いわて和牛改良増殖対策事業推進協議会（県、
農業団体等で構成。会長・米谷仁岩手県農林水産
部畜産課総括課長）では、産肉性に優れ、血統的
にも魅力的な新規種雄牛「百合雲」、「暁雲」、「結
乃宝」の３頭を本県の基幹種雄牛として新たに選
抜しました。
　このうち、「暁雲」及び「結乃宝」は、令和４
年に開催される第12回全国和牛能力共進会（鹿
児島県大会）の総合評価群（種牛性、産肉性の総
合評価）の対象種雄牛となっております。
　また、県では本年度、種山畜産研究室内に「た
ねやま営業部」を設置し、専任職員等が家畜人工
授精師や生産者の皆様に対し県有種雄牛のPR活
動を行うなど、取組を強化しています。引き続き、
最新情報をいち早く皆様にお伝えするなどによ
り、県有種雄牛の利用を促進させていきます。

【百合雲（ゆりぐも）】
　現場後代検定
の成績では、去
勢、雌ともに枝
肉 重 量500kg
を超え、さらに
上物率95％、A
５率63％と、肉

質・肉量ともに備えた能力を存分に発揮しました。
　また、父牛は希少系統「寿高系」の代表牛で
ある「山根雲」であり、種牛性の改良について
も十分期待できます。

【暁雲（あきぐも）】
　本牛は、第11回全国和牛能力共進会（宮城

県大会）第１区優
等賞３席（トップ
３）に入賞してい
ます。
　現場後代検定の
成績では、期待ど
おりの枝肉重量

と、期待以上の上物率（95％）であり、種牛性
の高さのみならず、産肉性の高さを示しました。

【結乃宝（ゆいのたから）】
　純粋兵庫系統の
母牛に、本県の兵
庫系種雄牛である
「菊福秀」を交配
した本牛は、現場
後代検定では、肉
質のみならず、枝

肉重量でも県平均以上の成績を示しており、重量
が重視されている子牛市場においても、十分な評
価を得られるものと期待されます。

血統：山根雲 × 百合茂 × 福栄

血統：山根雲 × 北仁 ×平茂勝

血統：菊福秀 × 福芳土井 × 菊俊土井

性別 検定
頭数

検　　定　　成　　績
CW
（kg）

REA
（cm2）

RT
（cm）

SFT
（cm）

YE
（％）

BMS
（No.）

上物率
A5率

百合雲
去勢 14 509.7

（14位）
64.8

（９位）
8.1

（36位）
2.8

（76位）
74.4

（27位）
8.6

（２位）
94.7

（６位）

雌 5 537.6
（１位）

61.8
（17位）

8.1
（21位）

4.2
（93位）

72.4
（93位）

8.0
（６位）

63.2
（３位）

暁　雲
去勢 7 540.7

（１位）
64.7

（10位）
8.4

（15位）
2.5

（59位）
74.4

（25位）
8.3

（４位）
95.0

（５位）

雌 13 480.4
（９位）

61.4
（20位）

7.9
（30位）

3.2
（77位）

73.8
（54位）

6.6
（27位）

45.0
（10位）

結乃宝
去勢 8 514.5

（10位）
70.0

（１位）
8.3

（19位）
2.3

（35位）
75.6

（２位）
8.6

（１位）
88.9

（14位）

雌 10 461.0
（20位）

64.1
（７位）

7.6
（57位）

3.1
（69位）

74.3
（36位）

7.1
（19位）

61.1
（５位）

岩手県
関連牛
H27.4
〜R2.3

去勢 37,688 507.2 62.0 8.1 2.5 74.3 7.2 83.1

雌 25,201 428.5 59.7 7.7 2.7 74.5 7.1 39.4

※…　CW：枝肉重量、REA：ロース芯面積、RT：バラの厚さ、SFT：皮下
脂肪の厚さ、YE：推定歩留、BMS：脂肪交雑
※（○位）は、平成12年度開始分からの計95頭中の順位

怪我をしたり、負け癖が付いたりしないようにす
るためです。
　会場には、約300人の来場者があり、自然豊か

な屋外ということもあって、若牛の闘いぶりに、
時折大きな声援がわいていました。
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3-A-day 検索

報情 （85）産畜 術技

暑熱の影響の緩和対策（乳用牛）
　間もなく、日中だけではなく夜も暑い時期に入ります。まずは、飼養環境面から暑熱の影響を緩和する
対策を行い、次に飼料給与面からの対策も併せて行うことで、乳量、乳成分と種止まりを維持し、乳房炎
と蹄の故障を予防しましょう。

１　牛舎内環境の対策
　周辺から牛体に伝わる熱を減らし、牛体から出て行く熱を増やすことが大切です。
　⑴�　周辺から牛体に伝わる熱を

減らす（輻射熱の遮断や遮光）
　　�　屋根の断熱が不十分な場合

は、牛舎の屋根に当たった日
光からの輻射熱で牛舎内温度
と牛の体温が上昇します。ド
ロマイト石灰の吹き付け、遮
熱塗料の塗布、寒冷紗をかけ 牛舎の屋根への石灰塗布

家畜の保健衛生（136）

鶏の暑熱対策について
～観察を強化し、的確に対策を実施して 

暑熱被害を防ぎましょう～

　鶏には汗腺がなく、汗をかけないので体温調節
が苦手です。そのため、暑熱時（初生のヒナでは
舎内温度が38℃、採卵用成鶏では30℃前後）には、
開翼姿勢や嘴を大きく開けて息をするパンティン
グとよばれる速く浅い呼吸により放熱して体温を
下げようとします。この状態が長く続けば、増体
や産卵率が低下するだけでなく、放熱が間に合わ
ず死亡することもあります。これらの行動が少し
でも認められたら、また、舎内温度が目安に近づ
いたら、鶏舎内温湿度や体感温度を下げる、ビタ
ミンの飼料添加を行うなどの対策が必要となります。
　今年の夏の気温は、平年並又は高目と予想され
ています。降水量も平年並又は多めと予想されて
います。昨年までの報告を見ると、鶏の熱死が多
かったのは７月下旬から９月上旬でした。
　鶏の状態をよく観察しながら、以下の対策によ
り暑熱被害を防止しましょう。

【対策】
⑴�　入気側に寒冷紗による日陰をつくり、屋根裏
や壁に断熱加工を施すなどして舎内温度を下げ
ましょう。スプリンクラーで屋根に散水し、気
化熱により鶏舎内の室温を下げる方法も効果が
あります。
⑵�　舎内の換気や扇風機による送風、散水・散霧
等を行い、体感温度の低下を図りましょう。
⑶�　夏場はブロイラーの飼料摂取量が減ります。
粒が粗く良質で消化率の高い飼料を給与しまし
ょう。ナイトフィーディングも飼料摂取量を増
やすには効果的です。また、ビタミンA/C/E
の飼料添加はヒートストレスに有効と言われて
いますし、パンティング時は鶏の血液がアルカ
リ性に傾いていることが多いことから、0.5％
の重曹と１％の塩化アンモニウムを飼料に添加
し、血液のイオンバランスを改善しましょう。
⑷�　清浄で冷たい水を給与しましょう。猛暑時で
も冷たい水が給与できる冷水供給装置もあります。
⑸�　天候の急変もありますので、天気予報を毎日
確認するほか、鶏の観察頻度を増やして状態を
把握し、できるだけ快適な飼養環境づくりを心
がけましょう。
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る、屋根へスプリンクラ－で散水するなどが有効です。また、牛舎
に直接射し込む日光も大きな輻射熱となります。窓から射し込む日
光は、寒冷紗やすだれを設置して遮光します。

　⑵　牛体から出て行く熱を増やす（送風と換気）
　�　�　換気扇を用いて牛舎内に風の流れを作ります。牛体周辺、特に発

熱量の多い頸から肩にかけて風を流し、体感温度を下げることがと
ても大切です。真夏は、体感温度を8～10℃以上下げる必要があ
り、体感温度を下げるために求められる風速は2ｍ/秒以上です。また、
体感温度は湿度の影響を強く受けるので、舎内の湿気を含んだ空気が舎
外の新鮮な空気と入れ替わる必要があります。

　　�　吊り下げタイプの換気扇の場合、換気扇の床面に対する角度は45か
ら60度の範囲で調整します。牛体への送風を重視する場合は45度近く
に、換気を中心に考える場合は60度近くに調整します。

　　�　距離の長い牛舎でトンネル換気の場合、排気側に向かうにつれて牛床
の空気がよどむことがあります。まずは、牛舎長辺の排気側付近の窓の
少しの開閉で空気のよどみが解消できないか試してみます。解消できな
ければ、牛舎妻面の換気扇台数を増やす、または、空気がよどむエリア
の天井近くに（設置角度はかなり低くなりましたが）換気扇を設置する
などを検討します。

２　飼料給与の対策
　栄養の充足、ルーメンアシド－シスの予防・緩和のため、以下に留意しま
しょう。
　⑴　水
　　�　泌乳牛では、１日１頭あたり100ℓ以上の新鮮な水をいつも飲める環境が重要になります。水槽

やウオータカップの掃除をいつもよりこまめに行いましょう。
　⑵　粗飼料
　　�　食いつきの良い牧草（例えば適期に刈取り、発酵品質抜群の一番草）やトウモロコシサイレージの

在庫量のやり繰りが可能であれば、これらをやや多く給餌することを検討します。センイと粗飼料か
らのエネルギ－摂取を確保するとともに、泌乳前期牛で起こりやすいルーメンアシド－シスを予防・
緩和します。

　⑶　重曹、ミネラル、ビタミン等
　　�　乳量の多い泌乳牛では、粗飼料摂取量、反芻回数、唾液分泌量が減少し、ルーメン内pHの低い時

間が長く続くので、重曹を給与（100～200g/日・頭）します。放し飼いであれば自由採食も有効
です。また、発汗等によりカルシウム、リン、マグネシウムの要求量も増加するので乾乳後期牛を除
き、通常の１から２割増で与えます。さらに、暑熱時の体温上昇で酸化ストレスが増加すると言われ
ており、ビタミンEやセレンなどの抗酸化添加剤の補強も検討します。

　⑷　給餌方法
　　ア�　分離給与では、粗飼料を食い切ったのを確認してから配合飼料を給与します。給餌回数を増やし、

１回の配合飼料の給餌量を減らします。牧草の摂取量を増やすため、牧草を細断し、給与できれば
理想です。

　　イ�　ＴＭＲ給与では、選び食い防止のため、粒度が粗くないこと、水分を含んでいること（50%前後）
を確認します。必要に応じて二次発酵を緩和する添加剤を使用します。また、エサ押し回数を増や
すことで、採食量を維持するとともに固め食いを緩和します。

寒冷紗の設置事例（トンネル換気）

トンネル換気で天井付近に
も換気扇を設置した事例
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子 牛 価 格 の 推 移県内黒毛和種子牛市場成績
（全農岩手県本部）

県内家畜市場における指定肉用子牛取引実績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

区　　　分
令和３年５月 令和３年６月
頭 数 平均価格 頭 数 平均価格

黒毛和種 969頭 698,996円 962頭 673,107円
褐毛和種 － － － －
日本短角種 － － － －
ホルスタイン種 － － － －
交雑種

（母がホルスタイン種） 8頭 301,538円 11頭 313,000円

※�　指定肉用子牛とは、肉用子牛生産者補給金制度における、平均売買価格
算定の対象となる牛（区分ごとに体重の範囲が定められている。）
※　平均価格は消費税込み

市場
区分

性別 令和３年５月 令和３年６月

頭数 平均
価格

平均
体重 頭数 平均

価格
平均
体重

県南初日
胆江・気仙

雌 127 704,303 303 109 682,606 300
雄

去勢 161 788,188 335 162 722,123 332
計 288 751,197 321 271 706,228 319

県南２日目
磐井

雌 116 641,490 288 107 664,801 289
雄

去勢 173 729,027 328 165 733,980 328
計 289 693,891 312 272 706,766 313

中央初日
紫波・盛岡
花巻・北上

遠野

雌 148 665,076 292 125 624,184 286
雄

去勢 219 730,531 322 184 727,393 323
計 367 704,135 310 309 685,642 308

中央２日目
宮古・北部

奥中山・久慈

雌 142 688,701 286 140 666,294 285
雄

去勢 179 773,503 312 198 737,917 313
計 321 735,989 300 338 708,250 302

中央３日目
滝沢・雫石

八幡平・玉山
岩手・葛巻

雌 135 672,385 278 155 653,734 277
雄

去勢 249 765,216 306 247 723,301 310
計 384 732,580 296 402 696,478 297

合　計

雌 668 674,937 290 636 657,501 287
雄

去勢 981 756,373 319 956 728,759 320
計 1,649 723,384 307 1,592 700,292 307

※　価格は円（税込み）、体重は㎏

第65回岩手県畜産共進会 
種畜の部開催中止について

　第65回岩手県畜産共進会（県共）については、当協
会の令和３年度事業計画（令和３年３月12日開催理事
会で議決）に含まれていたもので、本誌5月号におい
ても、「感染防止対策を徹底した上で開催」としてい
たところです。
　令和３年３月中旬までは、県内における新型コロナ
ウイルスの新規感染者数が散発的確認にとどまってい
たことから、感染防止対策を講じることで、開催可能
と判断していたものです。
　しかしながら、その後、年度をまたぐ人流の増加や、
ゴールデンウィーク前後の人流増加に起因すると思わ
れる新規感染者数の増加が続き、当初の想定を超える
事態となったところです。
　そうした中、何とか2年連続の中止を回避したいとの

考えから、主催者として、開催方法の細部にわたる見直
しと可能な限りの感染防止対策を検討し、また、関係機
関・団体の皆様からもご意見等をうかがって参りました。
　県共の開催は、９月以降であり、その時点で新型コ
ロナ感染症がどういう状況になっているか不明ではあ
りますが、県内各地域における出品牛選抜にも関わる
ことから、これ以上開催可否の判断に時間を費やすべ
きではないこと、感染リスクを完全に取り除いた上で
の開催は困難であること等を総合的に判断し、開催を
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、県共開催に向けて、ご
準備等を進めていただいていたものと存じます。開催
中止決定がこの時期にずれ込んだことをお詫び申し上
げるとともに、事情ご賢察の上、ご理解を賜るようお
願い申し上げます。
　なお、肉牛の部につきましては、現時点において、
計画（令和３年11月20日・株式会社いわちく）どおり
実施する予定であることを申し添えます。

お知らせ


