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飼料米を上手に使いましょう 

自民党から民主党に政権が交代して、民主党は

マニフェストに掲げた食糧自給率 50％を目指すた

め、麦・大豆の補助金単価を下げてまで飼料米や

稲発酵粗飼料などの新規需要米に力を入れてい

ます。従来の補助金は転作拡大部分に対してだけ

の助成でしたが、今後は新規需要米の作付けをす

れば助成される制度を創設しようとしています。こ

のため、今後は全国で飼料米の栽培面積が増える

ことが考えられます。県内でも飼料米の作付面積

は、平成 20 年度の 2.4ha から 21 年度 55.6ha に拡

大し、利用する畜産農家も 5 戸から 15 戸に増えて

きていますが、来年度は 100ha の栽培が計画され

ています。 

 飼料米の畜産への利用については、宮城県 JA

みやぎ登米（とめ）肉牛部会の「もっこり和牛」、山

形県平田牧場の「こめ育ち豚」、秋田県ポークラン

ドグループの「日本のこめ豚」、青森県トキワ養鶏

の「トキワの玄米玉子」等が有名です。県内でもコ

シヒカリなどの福井

県産新米を利用して、

飼料米や稲発酵粗

飼料を給与して生産

された牛乳だけを使

った「福井県産牛乳

プリン」、生協

で販売されて

いる「福井の

お 米 を 食 べ

て育ったさく

らたまご」、越

前市で小売り

販売されているこめ卵、12 月下旬に販売が予定さ

れている飼料米を食べさせたふくいポーク等の取り

組みが始まっています。 

 配合飼料を代替できる飼料米の最大の配合割合

は、国の試験研究機関や飼料会社での試験による

と、採卵鶏・ブロイラー50％(籾米)、豚 50％（粉砕

玄米）、乳牛 10％(粉砕籾米)、肉牛 3％（粉砕籾

米）との成績が出ています。実際の飼料米の利用

については、それぞれの飼料設計があると思いま

すので飼料メーカー等にご相談下さい。 

 飼料米給与による効果としては、ヒトの体に良い

脂肪酸であるオレイン酸や、卵や肉のうま味成分

であるセレン、スレオニンが増えるとの成績が出て

います。 飼料米の給与割合を増やすことにより、

卵の黄身については色が薄く、肉の脂肪について

は「明るく、色みの薄い」ものになります。また、一

般的に飼料米は、豚に対しては肥育後期から給与
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していますが、最近の研究成果では、離乳期飼料

中のトウモロコシを全量飼料米に置き換えることで

下痢が減り、増体が良くなったとの報告もあります。

このことは飼料米のデンプンの消化率がトウモロコ

シより優れているためではないかと考えられていま

す。今後の研究結果では、各家畜の全期間で飼

料米を給与できる技術が開発される可能性もありま

す。 県内の飼料米の流通価格については、今年

は 30 円/kg 前後が多いようです。 

 栽培履歴が明確な福井県産飼料米の利用拡大

は、県内畜産物の安全安心の更なる向上と穀物相

場に左右されない安定した畜産経営に不可欠だと

考えています。また、「福井のお米」で統一した福

井県産畜産物で販売展開ができないかとも考えて

います。来年度に向けて、飼料米の新規利用や利

用拡大をご検討下さい。 

（園芸畜産課 畜産振興・家畜衛生グループ       

向井）   

 

高病原性鳥インフルエンザの発生予防について   

秋も深まり、冬の足音が近づいてきました。厳し

い自然のなかで餌を得ようとする野鳥などが鶏舎

へ侵入する時期になってきましたので、高病原性

鳥インフルエンザの発生予防についてお知らせし

ます。 

１） 最近の発生状況 

2009 年の 3 月に愛知県のウズラ農場で発生が

確認されましたが、適切な防疫措置により、7 月に

は清浄化が確認されています。これ以後は高病原

性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生は現在のところ

確認されていません。 

2） 防疫対策の確認 

防疫対策の重点事項を再度確認してください。 

○ 人や車両等による侵入の防止 

・外来者の出入りの制限、他の養鶏農家への立

ち入り自粛、車両消毒の徹底 

・踏込消毒槽と手指消毒用消毒器の設置 

○ 野鳥・野生動物による侵入の防止 

・防鳥ネットの再点検（2ｃｍ角以下の網目で必要

に応じた補修） 

・隙間をふさいで衛生害虫等の侵入を防止 

○ 鶏舎内外の整理・整頓・清掃 

○ 鶏の適正な飼養管理 

★多数の鶏が死亡するなどの異常が発生した場

合は、速やかに家畜保健衛生所へ連絡してくださ

い★ 

人では H1N1 亜型の新型インフルエンザが流行

期に突入し、驚くべき感染拡大の速度で多数の感

染者を出し、学校閉鎖など社会的にも影響が出始

めています。 

HPAI は、H5 亜型・H7 亜型ですので、現在人で

流行している H1N1亜型の新型インフルエンザとは

異なります。しかし、HPAI が家畜で発生し、人への

感染が成立すると新たな人インフルエンザとなる可

能性があります。このことも踏まえて、鶏の健康管

理とともに農家の皆様もご自身の健康管理には十

分留意してください。 

             （保健衛生課 朝倉）
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家畜衛生研修会での話題から 

 

 平成２１年度家畜衛生研修会（病性鑑定：生化学

部門）に参加しました。研修内容から重要と思われ   

る話題をご紹介します。                                           

「聴性脳幹誘発電位（ＢＡＥＰ）」による牛海綿

状脳症（BSE）の生前診断検査法   

現在、我が国でのBSEの確定検査は、死後の脳

材料による異常プリオンタンパク質の検出により行

われており、生きた牛からの脳の採取や臨床症状

のみでの診断は極めて困難で、生前診断技術は

確立されていない。今回、動物衛生研究所は、北

海道立畜産試験場の協力を得て、「聴性脳幹誘発

電位（BAEP）」を解析することによるBSE診断技術を

開発した。 

BAEPとは牛に与えた音刺激の脳内で非常に短

時間に起こる電気的波形変化を解析する技術で、

BSEの症状の進行に伴い脳幹の特定の部位にお

けるBAEPに特徴的な変化が起こることが明らかと

なった。具体的には、牛に軽度の鎮静処置を行い、

牛専用イヤホンで2,000回の音刺激を与え、頭部4

か所に挿入した電極から得られた波形を加算処理

し分析を行う。BAEPは脳幹聴覚路由来で発生源

が限局性でかつ個体差が非常に少ない。また、脳

幹機能の障害の程度は、BAEP各波の潜時と振幅

の数値として計量化できる。 

BSE 罹患牛では脳幹において左右対称性の空

胞変性や PrPSc の蓄積が見られるなど特徴的な病

変を形成することが知られている。BSE 罹患牛は、

正常牛に比べ、BAEP のⅢ波（オリーブ核）とⅤ波

（中脳下丘）潜時の左右両側性の延長や波形の電

位の低下といった脳幹機能障害の特徴が認められ

る（下図）。BSE 罹患牛では BAEP の潜時の延長が

認められる脳幹部位（オリーブ核と中脳下丘）に強

い空胞変性が認められており、BAEP 波形の異常

は BSE 罹患牛の脳幹病変の特徴を反映しているも

のと考えられる。今後は、診断手法の開発や実用

化、また、現場への普及やその他の牛の脳機能検

査につながることが期待される。 

（動物衛生研究所ＨＰより引用）              

 

 

                （病性鑑定課 二本木） 
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牛のヨーネ病検査について 

牛のヨーネ病は、家畜伝染病予防法第５条の規

定に基づき、福井県知事が検査を義務付ける法定

伝染病です。実施する検査は次のとおりです。 

１） 検査の区分 

ア） 定期検査 

市町ごとに年度を指定して、計画的に５年に１回

の検査を実施しています。この定期検査について

は、年度当初に対象となる市町ごとにあらかじめ検

査日程をお知らせしています。 

イ） 導入牛検査 

県外から導入された牛について、導入直後の着

地検査を実施しています。県外から牛を導入する

場合、できれば事前に家保へご連絡ください。 

２） 検査の対象 

ア） 乳用牛 

ａ．搾乳するために飼育している乳用牛 

ｂ．搾乳するために育成している乳用牛 

イ）肉用牛 

ａ．繁殖するために飼育している肉用雌牛 

ｂ．繁殖するために育成している肉用雌牛 

 県外から導入する牛であっても、導入後の飼育

期間が比較的短い肥育牛は検査の対象ではあり

ません。 

 なお、乳用牛の定期検査を実施する場合には、

同時に牛結核病と牛ブルセラ病の検査も併せて実

施しています。 

 また、牛白血病については、県内の清浄性を保

つために、定期検査および導入牛検査のために

採取した血液を利用して検査をしています。 

 特に導入牛検査については、皆さんへの周知徹

底が不足しているせいか、事前のご連絡がないケ

ースもありますので、事前連絡についてのご協力を

お願いします。         （保健衛生課 松井） 

 

 

アカバネ病の検査結果について 
アカバネ病は、ヌカカという吸血昆虫によって媒

介され、妊娠した牛に感染すると異常産を起こすウ

イルス病です。現在、全国の家畜保健衛生所では、

６～１１月の間にウイルスの流行状況を把握するた

め抗体検査を実施しています。去年、県内におい

てもアカバネウイルスが１０年ぶりに侵入し、アカバ

ネ病が発生すると予測できたのもこの検査からで

す。他にも吸血昆虫が媒介する病気として、アカバ

ネ病と同様に異常産をおこすチュウザン病やアイノ

ウイルス感染症、嚥下障害を特徴とするイバラキ病、

突発的な発熱を示す牛流行熱の４疾病についても

検査しています。 まだ１１月の検査結果は出ていま

せんが、６～９月末まで県内の約３０頭の牛を検査し

た結果からは、どの病気とも流行していないようです。

また、今年は全国的にみてもこれらの５疾病の流行

は確認されていないようです。しかし、これらの節足

動物が媒介する病気は周期的に発生することが知ら

れており、いつ県内に侵入するかは予断を許さない

状況です。現在のところ、これらの疾病はワクチン接

種による予防以外有効な手段はないので、今後も継

続的にワクチン接種をしていきましょう！ 

最後に、今年もこの抗体検査の検体を提供してい

ただいた農家の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。                                

（病性鑑定課  三竹）                
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各共進会が開催されました 

１）「第 25 回福井県ホルスタイン共進会」 ：10 月 28 日（水） 奥越高原牧場（勝山市）にて

 県内の各農場から 17 頭が出品され、未経産の 

部で奥越高原牧場が、経産の部ではあわら市の赤

丸牧場の牛がそれぞれグランドチャンピオンに選

ばれ、赤丸牧場の同牛がベストアダー賞に輝きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

未経産の部 グランドチャンピオン      経産の部 グランドチャンピオン                        

出品者 勝山市 奥越高原牧場        出品者 あわら市 赤丸紅一さん 

 

２）「第 49 回農林水産祭参加 第 56 回近畿東海北陸連合肉牛共進会」 

   11 月 19 日（木）～22 日（日） 京都市中央卸売市場第二市場（京都市）にて 

兵庫・京都・滋賀・福井・三重・静

岡の 1 府 5 県から、100 頭(雌 43 頭、

去勢 57 頭)の出品がありました。福井

県からは 8 頭の肉牛の出品があり、

そのうち丸岡町の前田真一さん出品

の去勢牛（格付Ａ－５、ＢＭＳ№11）

が、優秀賞 1 席に輝きました。 

 

 

 

３）「第 28 回福井県若狭子牛共進会」 ：11 月 20 日（金） 北陸三県家畜市場（金沢市）にて 

北陸３県より 164頭（雌 68頭、去勢 96 頭）が集ま

り、福井県からは 50 頭（雌牛 18 頭、去勢牛 32 頭）

が出品されました。審査の結果、第 1 部（雌牛の

部）、第 2 部（去勢牛）の優等賞 1 席にはどちらも坂

井市の瓦惣一さん出品の牛が選ばれました。共進

会後に開催されたセリ市場の価格は前回（9 月）低

調であった平均274千円を大きく上回る357千円と

なり、生産者の皆さんにも笑みが見られました。 

                 （保健衛生課 吉田） 
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牛受精卵移植は専用電話でお願いします！！ 

 

昨年の春から、牛受精卵移植(ＥＴ)を希望する

農家の皆様から連絡を受けるため、専用の携帯電

話(ＥＴ－ダイレクトライン)を設置しています。しかし、

まだ、ＥＴ－ダイレクトラインの設置をご存じない農

家の方がおられるようですので、再度お知らせいた

します。 

ＥＴの担当者が常に携帯していますので、ＥＴに

関する連絡が直接担当者に伝わります。正確な情

報交換のためにも是非ご利用ください。 

ＥＴ―ダイレクトライン ： ０９０－８７０２－２９７４ 

携帯のアドレス帳に登録しておいてください。 

＜お願い＞ 

ＥＴに関係するご用件については、担当職員の

私的な携帯電話への連絡は極力控えて頂きます

よう、お願いします。 

                                                  

（保健衛生課 小林） 

 

お知らせ 

 平成 2１年度福井県畜産技術業績発表会が、

下記のように行われます。 

１)  発表の内容  

 畜産試験場、家畜保健衛生所、農林総合事務所

等の畜産関係職員および産業動物獣医師が、そ

の業務に関した事業、調査、研究 の成果につい

て、発表討議を行います。 
2)  開催日時 

平成 22 年 1 月 22 日（金） 9：00～17：30 

３） 開催場所 
  福井県職員会館 （福井市 松本 3－16－10） 

 

―編集後記― 
 このところ、冬らしい天気が続いています。 
私は、朝に外へ出にくくなったので、昼休みの

時間に、手軽にできる運動をいくつかやってい

ます。最初は少し不自由に感じていたところ、

限られたスペースの方が、かえって集中できて  

向いている種類の運動もありました。         

冬の初めは、体が寒さに慣れていなくて、気

分も体調も優れない時があります。また、さま

ざまな行事もある時期ですので、皆様ともに、

お体に気をつけてください。              

（生産指導課 山口）

 

          


