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このたび定期人事異動により、中央家畜保健衛生所長に着任しました
多嘉良功です。
日頃より、畜産農家や市町村、関係機関の皆様方には家畜保健衛生所

の業務の推進にご協力いただき感謝申し上げます。
本県の畜産は、温暖な地域の特性を生かした生産基盤のもと、農業の

基幹部門として着実な発展を遂げております。平成２８年の畜産部門の農
業産出額は440億円で本県農業産出額1,025億円の43％を占める重要
な産業に成長してまいりました。
特に肉用牛部門では好調な子牛のセリ価格を背景に221億円と200億

円を突破し、本県農業産出額の２１年ぶりの1,000億円達成に大きく貢献し
ました。
しかしながら、地理的に近隣するアジア諸国における、口蹄疫や高病原

性鳥インフルエンザの継続的な発生や、今後300万人が見込まれる外国
人観光客の増加、さらに今後増えるであろう外国人技能研修生などに
よって、越境性動物疾病の侵入リスクが高まっています。
私ども中央家畜保健衛生所は、口蹄疫や鳥インフルエンザの越境性動

物疾病の監視、各種疾病の予防と生産性の向上、畜産環境対策や畜産振
興対策を通して食の安全と安心の確保と畜産の発展に寄与していきた
いと考えておりますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。

所長挨拶 多嘉良 功

宇地原 ：4月の人事で県庁畜産課より異動してきました。中央家畜保健衛生所には10年ぶりの勤務

となりますが、衛生振興班長として頑張りますのでよろしくお願いします。

翁 長 ：農業大学校から参りました翁長です。３度目の中家保勤務、農家の皆さんが気軽に相談

できるような家保を目指して頑張ります。

泉 ：この度、再任用職員として中央家畜保健衛生所で勤務することになりました。微力ながら

心を新たに業務に努めてまいりますので、どうぞよろくお願いいたします。

北 村 ：新規採用で着任し、振興業務を担当しています。どうぞよろしくお願いいたします。

岩 垣 ：はじめまして。沖縄に来てまだ１年ですが、暑さに負けず頑張りたいと思います。

よろしくお願いします。

新所長が就任しました

転入・新採用職員紹介 （写真は最終ページに掲載してます）
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（転：転入、新：新採用、再：再任用、臨：臨任、嘱：嘱託）職員紹介と主な担当業務

防
疫
企
画
班

班長 屋冨祖 昇 防疫企画班の総括、出納員等

庶務 金城 幸代 予算経理総括、給与・旅費・文書管理等

防疫総括 翁長 友理子（転） 家畜伝染病予防事業の総括

小田 葉子 ヨーネ病、結核病、ブルセラ病検査、牛流行熱等抗体検査

鈴木 萌美 鶏に関する検査、腐蛆病検査

長濱 克徳 導入豚着地検査、牛予防注射

井村 博丸 県外導入牛検査

上江洲 裕美（嘱） 防疫衛生業務補助

衛
生
振
興
班

班長 宇地原 務（転） 衛生振興班の総括等

衛生総括 髙木 和香子 病性鑑定、衛生事業の総括、養豚衛生獣医療体制整備事業

伊佐 健次 獣医事・動物薬事、牛白血病検査

柿田 朝香 鶏卵衛生対策事業、豚に関する検査

岩垣 つぐみ（臨） 慢性疾病等低減対策事業、豚に関する検査

振興総括 比嘉 喜政 畜産環境保全に関すること

北村 恵（新） 共進会、家畜改良増殖に関すること

泉 強（再） 飼料、山羊振興に関すること

新垣 啓（嘱） BSE検査、衛生業務補助

3段目 写真左から 小田／新垣(嘱)／与那嶺(非常勤)／泉(再)／伊佐／上江洲(嘱)／鈴木
2段目 同上 比嘉／井村／金城／髙木／翁長(転)／高木／池村(非常勤)
1段目 同上 長濱／北村(新)／屋冨祖班長／多嘉良所長(転)／宇地原班長(転)／岩垣(臨)

職員一同どうぞよろしくお願いします！！

所長 多嘉良 功（転）

非常勤 与那嶺 美幸 池村 麻美



交配奨励種雄牛

気高系：勝群星

平茂晴

田尻系：美津照重, 安福久,

華春福

平成30年度 現場後代検定牛の紹介 (種付期間 5/1～7/31)

美津照重

（82.9）

美津照 美津福

いつみ 美津福

ゆりえ

（81.3）

百合茂 平茂勝

なみこ 勝忠平

美華宗春（みかむねはる） H28.5.6生 得点：83.0 産地：多良間村 生産者：仲宗根 恵

「美津照重」x「百合茂」の資質体積
ハーフ型の種雄牛。ゲノム育種価歴代2位。

百合茂

（88.8）

平茂勝 第２０平茂

しらゆり 神高福

とよかつ

（79.7）

勝忠平 平茂勝

きたとよやす 豊安福

母「とよかつ」は現場後代検定中の
「豊忠勝」の全姉妹。枝肉重量に加えて
BMSの大きな改良が期待される。

美津照重

（82.9）

美津照 美津福

いつみ 美津福

なおこ

（81.1）

北福波 北国７の８

ふくひめ 福栄

田尻系を固めた種雄牛。ゲノム育種価の
ロース芯とBMSは高い値を示しており、
肉質の改良に特化した成績が期待される。

照百合守（てるゆりもり） H28.8.5生 得点：84.1 産地：宜野湾市 生産者：与那覇 守

豊百合勝（とよゆりかつ） H28.11.3生 得点：84.3 産地：石垣市 生産者：白玉 篤

ゲノム育種価

枝肉重量 4.58 ｋｇ C

ロース芯面積 7.23 ｃ㎡ A

バラの厚さ -0.01 ｃｍ B

皮下脂肪厚 -0.27 ｃｍ A

推定歩留 1.09％ A

脂肪交雑 1.21 H

ゲノム育種価

枝肉重量 56.24 ｋｇ A

ロース芯面積 7.13 ｃ㎡ A

バラの厚さ -0.01 ｃｍ B

皮下脂肪厚 -0.27 ｃｍ Ａ

推定歩留 1.09％ A

脂肪交雑 0.92 H

ゲノム育種価

枝肉重量 -2.51 ｋｇ C

ロース芯面積 9.03 ｃ㎡ A

バラの厚さ 0.10 ｃｍ B

皮下脂肪厚 -0.04 ｃｍ A

推定歩留 1.31％ A

脂肪交雑 0.93 H

交配奨励種雄牛

田尻系：安福久

藤良系：北福波, 美国桜,

平茂晴

交配奨励種雄牛

気高系：勝群星, 百合茂, 
勝忠平

藤良系：北福波, 美国桜

田尻系：華春福

平茂晴

気高系：勝群星, 百合茂, 
勝忠平

藤良系：北福波, 美国桜,

（３）
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ウイルスが妊娠牛に感染すると、流産や死産、子牛の奇形など大きな損
失となります。蚊などの吸血昆虫によって感染するため、蚊などの吸血
昆虫が増える前に予防注射を行いましょう！

家保では以下の予防注射を実施しています。
①種類 ： 牛異常産3種（ｱｶﾊﾞﾈ・ｱｲﾉ・ﾁｭｳｻﾞﾝ）混合不活化ﾜｸﾁﾝ
②対象 ： 育成牛（保留牛）、未経産牛

※蚊に刺されておらず抗体を持っていないため

母牛（種付1ヶ月未満、分娩1ヶ月前を除く）
③接種方法：初年度は2回、翌年からは年1回（筋肉注射）
④手数料 ：1頭1,400円です。
※接種の日程に関しては、各市町村の担当課にお問い合わせください。

ウイルス感染による異常産

畜産農家のみなさ～ん！
『定期報告書』は出しましたか？

『定期報告書』は家畜を飼って
いる人が毎年家保に提出する
書類です。

家畜の頭数や種類、埋却地の
状況や消毒の方法などを記載
して、家保に提出してください。
（FAXやメールでもOK！）

FAX：０９８－９４５－３４６７
E-mail：xx043010@pref.okinawa.lg.jp

様式は家保のＨＰに掲載しているほか
窓口やＦＡＸでも配布しています。


