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新所長挨拶
平成２８年４月より八重山家畜保健衛生所所長を拝命いたしました貝賀眞俊です。
どうぞよろしくお願いいたします。関係者の皆様におかれましては、平素より当所諸
業務の推進にご協力賜り心より感謝申し上げます。
八重山地域は国土の最南西端に位置し、国境を接する地域として家畜防疫上、きわ
めて重要な地理的条件を有しています。アジア近隣諸国においては、口蹄疫や鳥イン
フルエンザ等の特定家畜伝染病の発生が継続し、依然として厳しい状況にあります。
グローバル経済の進展やアジア諸国の経済成長を背景とする近隣諸国からの観光客
の増加や物流の活発化は、本県経済の発展に大いに寄与するものでありますが、一方
で、病原体が人や物を介して本地域へ侵入するリスクを増大させる要因となることが
危惧され、リスク低減のための対応について継続的に検討を行い、具体策を迅速、確
実に実践することが求められます。また、特定家畜伝染病のみならず、急性感染症発
生に伴う急激な衛生状態の悪化、慢性消耗性疾病による持続的な生産性低迷等々、対
応すべき課題は多岐にわたります。肉用牛子牛価格は以前高値を維持していますが、
飼料価格の高騰や TPP 問題等、畜産経営を取り巻く情勢は厳しいものがあります。八
重山及び黒島家畜市場の年間総売上金額は 4,258,000 千円（H25）から 4,966,000 千
円（H27）と約 17%増なっていますが、総取引頭数は 9,962 頭（H25）から 8,877 頭
（H27）と約 11%減となっています。肉用牛経営につきましては、優良繁殖雌牛の確
保、子牛事故率の低減、肥育経営の伸展・拡充に向けた取り組みが不可欠であると考
えられます。
多くの課題を直ちに解決するのは困難ですが、関係機関が連携し、種々課題に対す
る緻密で効率的な対策を根気強く継続することが重要であると思われます。今後とも
地域の畜産振興に向け全力で努力して参る所存ですので、関係者の皆様の益々のご支
援ご協力をお願い申し上げます。
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照屋 国明（転入）

庶務

嘉手苅 知史（転入）

非常勤

酒田 千佳子

新体制

畜産振興事業
主任技師

俵山 絵美

担い手、草地、ミツバチ、山羊、種畜検査

主 任

後藤 紀子

改良、共進会

技 師

庄野 雪菜

経営、環境、セリ、公社事業、馬、牧野ダニ
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圃場補助

家畜防疫衛生事業
主任技師
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病鑑、乳牛、環境、経営、ワクチン

主 任

桃原 紀子

豚、ミツバチ、山羊、予算、BSE、草地

技 師

末澤 遼平

牛、ワクチン、アルボ、飼養衛生管理基準

技 師

角田 雄飛（新採用）

鶏、種畜検査、牧野ダニ、家保便り

嘱託員

高桑 悠子（新採用）

BSE、病鑑補助

３月 韓国で口蹄疫が発生しました！
韓国では口蹄疫が継続的に発生しており、さらに他の東南アジア諸国でも発生が続いていること
から、日本への口蹄疫侵入リスクは極めて高い状況が続いています。
このような状況の中、クルーズ船寄港により、台湾・中国・韓国などから八重山へ多くの観光客
が訪れることから、口蹄疫対策には特に注意が必要です。
☆農場内への関係者以外の立り入り制限をしましょう。
☆農場に持ち込む物品や車両の消毒を徹底しましょう。
☆踏込消毒槽等を設置し、靴底消毒を徹底しましょう。
☆口蹄疫発生国への渡航は可能な限り控えるとともに、これらの国からの郵便等は衛生管理区域
に持ち込まないようにしましょう。
☆発熱・流涎、跛行、口腔内にびらん・水疱が見られた場合は、速やかに連絡してください。
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沖縄県種雄牛凍結精液の価格改定について
各種雄牛の級が見直され、平成 28 年 7 月 1 日から価格が改定されま
す。
勝群星
球美乃花
勝美福

1,620 円（A 級） → 3,240 円（特 A 級）
540 円（B 級） → 1,620 円（A 級）
540 円（B 級） → 1,620 円（A 級）

（税込み価格）
※ 「球美乃花」、「勝美福」は新規造成牛のため在庫には限りがあります。売り切れなどに
ついてはご了承ください。購買・お問い合わせについては、家畜保健衛生所まで

平成 28 年 選抜種雄牛が決定！

球美乃花

（くみのはな）

生産地：久米島町（安村 清）

北福波
(８３．１)

北国７の８

第７糸桜

(８６．７)

はくあり

安福１６５の９

(８０．５)

はなき
(８０．２)

第１花国

北国７の８

(８２．８)

しげふじ２

第２波茂

(８３．０)

平成 22 年 7 月 10 日産まれ

遺伝病８種は全て正常

青森の名牛「第１花国」を父に持つ母牛に「北福波」を掛け合わせて誕生
した種雄牛。「北福波」らしい肉質改良に加えて、「第１花国」が有する高い
枝肉重量育種価の実現が期待されている。
現検調査牛全 21 頭中５頭において、枝重 4 ５ 0kg 以上、バラ厚８ｃｍ以
上なおかつＢＭＳ 10 以上の迫力ある枝肉結果が得られた。
抜群の成績を受け、検定中でありながら沖縄県畜産共進会枝肉部門に
３頭が出品され、全てＡ－５に格付けされた。「球美乃花」の安定した枝肉
重量は県内肥育農家にも強く支持されている。
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第２３回ＪＡ石垣牛肥育部会枝肉共励会が開催

最優秀賞

４月２２日（金）にＪＡ石垣牛枝肉
共励会が開催され、比嘉豊さんの出
品枝肉が最優秀賞に選ばれました！
出品枝肉のセリも行われ、最高価格は
２２０万６８０７円（枝重５４２キロ）で
した。また、平均価格は１６７万５９４５
円（税込）、平均キロ単価３４４１円（税
込）と高値の取り引きとなり大いに盛り上
がりました。
平 均 枝 重 量 485.6 キ ロ、ロ ー ス 芯 面 積
59.9 ｃｍ 2、４等級以上の上物率は73％でし
た。
優秀賞：サンニ産業（北福波-美津福-平茂勝）
優良賞：新里朋矢（北福波-百合茂-安平）

去勢、２８ヶ月、ＢＭＳＮｏ．９、ロース面積 71
ｃｍ 2、枝重 542 キロ（安福久-平茂勝-紋次郎）

48ヶ月齢以上の死亡牛BSE検査
平成28年度は以下のとおり、検査を受け付けます。
1．搬入場所
2．搬入時間

石垣市宮良1-2 八重山家畜保健衛生所（解剖室）

平日（月曜日～金曜日） 9 ： 30 ～ 16 ： 30
土日、祝祭日
搬入受入れなし
祝祭日を含む 3 連休
3 連休最終日の一日
9 ： 00 ～ 12 ： 00
3．検査時に必要なもの
①死亡した牛の登録証（写し可）、個体識別番号（10 桁の耳標）
② 20,000 円分の沖縄県収入証紙
③印鑑（認印で結構です）
④助成金返金のための金融機関口座番号
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