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畜 産 と の か か わ り

　私は、県のＯＢであるが、現職時代、畜産関係
の業務に携わることが多かったように思う。まず
は、昭和45年度に新設された畜政課の時であった
が（本県は、平成９年度まで畜政課と畜産課の２
課制をとった。）、これまで本県肉畜流通の中心を
担っていた㈱岩手畜産公社を発展的に改組する必
要から、新会社を設立することとなり、私
もその一端を担当することになった。全体
整備構想の策定、用地の確保、会社の設立、
施設の建設、そして、これらの予算要求な
ど多忙を極め、徹夜も続いた。約３年の期
間を要したが、昭和47年10月㈱岩手畜産流
通センターとしてスタートを切ることがで
きた。昨年２月、畜産公社設立以来、50周
年を迎えられたことはご同慶の至りである。
　続いて、昭和48年のオイルショックによ
る子牛価格対策であった。特に、日本短角
種が３分の１にまで大暴落し、価格安定制
度はあったが補てん財源がどこにも足りな
かった。上司とともに上京し、財源確保に
明け暮れた。当時のことであるから、もち
ろん新幹線はなく、寝台車「北星」で上京
し、日中は要請活動、そして寝台車でもど
る。農水省はじめ、党三役までお願いに回っ
た。この繰り返しが２ヶ月続いたが、つい
に、これが実り、年内に多額の補給金を交付する
ことができた。「お蔭様で年を越すことができま
した。」と多くの方から年賀状をいただいたこと
を今でも覚えている。
　その後も、家畜市場の再編整備、生乳の過剰に
よる計画生産の実施、乳業再編など、その時々の課

題に関わらせていただいた。紙面の都合から詳細
は省略するが、最後、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）への
対応であった。平成13年９月、千葉県の乳廃牛が
同病と診断され、他でも相次いだ。と畜場は乳廃の
受入を拒否し、多くの頭数が農家で滞留する事態と
なった。岩畜に再三に亘ってお願いし、処理しても

らうことになったが、副産物である肉骨粉が
飼料としての利用を禁止されたため行き場を
失った。一時保管をしていたところに熊が出
没しているという情報もあり、一刻の猶予も
許されない状況にあった。県内のほか、北
海道から大分県にまで、焼却処理をお願い
し、ようやく在庫が解消されることになった。
　このように、前向きの仕事もあったが、
その多くは、生産物価格の低迷や貿易の自
由化、家畜疾病の発生などへの対処であり、
このことは取りも直さず、畜産農家が様々
な影響を受けてきた苦悩の歴史でもあった。
こうして過去を振り返る間もなく、昨年３
月の原発事故に端を発し、肉用牛の出荷
自粛や風評被害など、畜産も大きな影響を
被った。さらに、本年２月からは牛用飼料
の放射性物質の許容値の引下げによる利用
自粛が行われている。加えて、ＴＰＰへの
参加に向けた協議が進められており、畜産

をめぐって極めて厳しい問題を抱えている。
　しかし、これまで永い間、先人の英知と努力に
よって築かれてきた本県畜産をいやしくも後退さ
せてはならない。畜産農家をはじめ関係機関、団
体が一丸となってこの難局を乗り越えられること
を切に願うものである。
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――― 家族経営協定の再締結と認定農業者の共同申請について ―――
　前回までに、家族経営協定の効果や書式例などについて紹介しました。

　いかなる決め事も時間が経つと、不具合を生じるものです。家族経営協定も同様です。今回は見

直しと再申請をテーマに、状況に応じて家族経営協定を見直す再締結のポイントと、協定締結によ

る認定農業者の共同申請のメリットなどについて紹介します。

変 化 に 合 わ せ て 見 直 そ う

畜産経営と家族経営協定 その４

１　家族経営協定の再締結

⑴　見直しの時期
　経営環境や生活環境は必ず変化するため、作
成当初の内容で長期的に実行するのは難しいも
のです。再締結のタイミングとしては以下の３
点が考えられます。

・家族構成に変化があったとき
　（後継者の就農・結婚、経営移譲など）
・経営内容に変化があったとき
　（新規事業の導入、牛舎の拡張など）
・家族内の話し合いから協定内容の修正や新

たな項目が必要になったとき
⑵　家族構成の変化に応じた見直しのポイント

ア　後継者の就農時
　後継者にやる気、責任と自信を持たせるこ
とがポイントです。①経営部門や作業の分担、
②労働時間や余暇時間の確認、③労働報酬と
生活費の分担などの取り決めが望まれます。

イ　後継者の結婚時
　後継者夫妻が安心して農業をするため、各
自の役割と責任をはっきりさせることがポイ
ントです。①営農や家事の作業分担、②世代
毎の休みの時間など生活時間の取り決めのほ
か、経営分担による経済的な独立を促す上で
も、③各自の労働報酬支給や家計費の配分な
どの取り決めが望まれます。

ウ　経営の委譲時
　スムーズな経営移譲と夫婦の生活保障に配
慮するのがポイントになります。経営におけ
る役割の交代はもちろんのこと、生活におけ
る余暇時間の充実や財産管理の交代などの取
り決めが求められます。

　年に一度は協定の達成度を家族間で確認する

ことが望まれます。その際に見直しが望まれる
項目を確認しメモを残しておくと、より家族の
状況に応じた協定内容にカスタマイズ（使いや
すいように変更）して再締結ができます。

２　共同申請でご家族も認定農業者に！

⑴　認定農業者の共同申請のメリット
　家族経営協定を締結することで、経営主以外
の女性も後継者も認定農業者になることができ
ます。認定農業者になることで、自分名義で低
利の資金を利用できたり、農地の斡旋名簿に加
えて登録できたりと、共同経営者として認知さ
れ、経営に参画する自信と自覚を促す効果が得
られています。

⑵　共同申請に必要な要件
　家族経営協定が遵守されており、その中で農
業経営から生ずる収益分配と経営方針決定への
参画が明確化されていること。共同申請する方
が同一の世帯に属しているか、またはかつて同
一の世帯に属していたこと。が求められます。

⑶　共同申請する場合の手続き
　通常の認定手続きと同様、新たに連名で農業
経営改善計画を策定し市町村に申請します。家
族経営協定を締結後の再認定の際には是非、共
同申請をご検討をいただきたいものです。

３　おまけ　〜家族経営協定に関する問い合わせの回答〜

　以下、よくある問い合わせについて、Ｑ＆Ａ形
式で回答を掲載します。
Ｑ１：これまでも話し合い、意思疎通をとりなが

ら経営しているので、家族経営協定を締結
せずとも十分ではないか。

　Ａ：改めて書面にすることで、同じことを言っ
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母豚２,０００頭の一貫経営母豚２,０００頭の一貫経営
・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

「南山形養豚組合」
 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

ているにもかかわらず違う考えであること
に気付いたり、役割分担に改善の余地が見
出されることもあります。話し合いができ
ていれば書面に残すのはさほど負担ではあ
りません。話し合いとその結果をより円滑
に進めるための協定とご理解ください。

Ｑ２：我が家では給料を払えない。必要な時に必
要なだけ生活費や小遣いを渡しているから
協定しなくていいのでは？

　Ａ：必要な時必要なだけでは、互いに遠慮を伴
います。また、後継者が農業に魅力を感じ
るためには、固定給が得られる農業にしたい
ものです。受けとる給料や家族の生活費の
負担を協定に示すことで、責任や貢献を明
確にして、個々の努力目標を高め、高給を支
払える経営に変えることが期待されます。

Ｑ３：息子が後継者として農業を選んでくれまし
た。家族経営の良さを活かして息子の夢を

実現したいと思いますがどのような方法が
ありますか。

　Ａ：両親と後継者との話し合いをもとに、経営
や生活の目標を見直します。後継者の農業
にかける夢を明確にし、長期的な視点で夢
の実現の手段を考え、現在の仕組みの見直
しを行うことが肝要です。家族経営協定を
通じて、目標を家族間で共有するとともに、
後継者には自信や責任を持たせ、仕事と暮
らしにメリハリを持たせるような協定を締
結しましょう。

　家族経営協定について詳しく話しを聴きたい、
締結してみたいという方は、最寄りの農業改良普
及センター、市町村農業委員会までご相談くださ
い。

（中央農業改良普及センター）

はじめに

　牛マイコプラズマ性乳房炎の主要な原因菌種は
Mycoplasma bovis（Mb）であり、本病臨床型では、
乳房の腫脹と硬結が複数分房にみられ、乳汁中に
ブツを混じ、乳量が著減もしくは泌乳停止に陥る
が、発熱や食欲減退を伴うことは稀である。一般
の抗生物質による治療効果は低く、難治性で、廃
用率が高く、甚大な経済損失を招き易い。マイコ
プラズマは、他の乳房炎原因菌と異なり培養系に
おける増殖速度が遅く、採材から同定まで1〜4週
間を要するため、発生農場において初期対応が遅
れ、感染の拡大を助長して清浄化をより困難にす
る。
　本病発生農場では、MbやM.disper を主要な原
因菌とする子牛の肺炎、中耳炎、斜頚あるいは関

節炎をしばしば併発し、搾乳牛と哺育牛間での伝
播が示唆されている。
　北海道における本病の発生状況として、2006年
〜2009年までの４年間に39牛群1,042頭の発生が
あり、とくに300頭以上の大規模牛群での発生が
増加している。
　2010年、県内の大規模酪農経営体で、マイコプ
ラズマの関与が示唆される成牛の乳房炎ならびに
哺育子牛の肺炎、中耳炎あるいは関節炎が多発し、
清浄化対策を推進したので、その概要について報
告する。

１　発生状況

　搾乳牛370頭中約300頭は、2010年４月〜６月に
北海道より初妊牛として導入されていた。同年６

平成２3年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（獣医部門）

マイコプラズマ性乳房炎の清浄化対策推進による大規模酪農経営体の健全経営支援
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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　一関支店：TEL0191（23）2756 

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

月、初産牛（前述の導入牛）を中心に約30頭が難
治性の乳房炎に罹患した。病牛の炎症は複数の乳
分房に波及し、乳汁にブツを混じ、乳量が減少も
しくは泌乳が停止した。治療薬としてセファゾリ
ン（β-ラクタム系）が投与されたが効果はなかった。
　７月に治療頭数が約70頭になり、搾乳牛群にお
いて発咳や鼻漏等の呼吸器症状も散発性に観察さ
れた。８月から９月にかけて、１週〜１カ月齢の
哺育牛群で肺炎、中耳炎あるいは関節炎が散発し、
９月までに約40頭が治療された。
　2010年5月〜翌年12月までの乳房炎の治療率（治
療頭数/搾乳頭数）の推移を図1に示す。2010年5
月に8.3％であった治療率は、導入牛の分娩が増
加した同年6月以降次第に増加して同年10月には
約25％に及んだ。

２　病性鑑定成績

　2010年９月、乳房炎牛の乳汁および肺炎に罹患
した哺育子牛から得た鼻腔スワブを材料として細
菌検査（培養およびPCR）を実施した。
　Mbが４頭中３頭の乳汁および５頭中３頭の鼻
腔スワブからそれぞれ分離された。また、Mbが
分 離 さ れ た 鼻 腔 ス ワ ブ ３ 検 体 中 １ 検 体 か ら
M.bovirhinis およびM.disper も分離された。乳汁
および鼻汁スワブから他の有意菌は分離されな
かった。
　以上の検査成績から、乳房炎および肺炎の主要

な起因菌としてMbの関与が示唆された。

3　清浄化対策

　2010年10月より、北海道NOSAIのマイコプラ
ズマ性乳房炎対策を参考にして、感染牛の摘発、
伝播経路の遮断および感染牛対応（治療、計画的
とう汰）を基本方針とし、農場主および関係機関
（臨床獣医師、普及センター）と協議しながら、
以下５項目の具体策を進めた。
　１）搾乳牛の全頭検査と陽性牛の隔離飼養：初
期対応に資する検査成績を迅速に得るために、
PCRおよび培養を併用した全頭検査を実施した。
す な わ ち、10月13日 に 採 材 し た378頭 中82頭
（21.7％）の乳汁から PCR によりMycoplasma 
spp.遺伝子が検出され、培養後の検査により82頭
中80頭（21.2％）がMbと同定された。前述の検
査結果を受けて、10月20日よりMbが分離された
陽性牛を分離されなかった陰性牛から隔離して飼
養した。
　２）搾乳衛生の徹底：搾乳順序を陰性、陽性お
よび治療群の順に変更した。搾乳施設が回転式
パーラーであり、搾乳前後の作業分担が曖昧で
あったため、搾乳作業を搾乳前と搾乳後の作業に
分業化した。陽性および治療群には、1頭毎に前
搾り作業者の手洗い、ディッピング剤の内液廃棄
およびライナーの水洗と塩素消毒を行い、牛群間
の伝播防止に努めた。
　３）乳房炎検査：10月20日より、Mb排菌牛の
早期発見を目的に、搾乳時の乳汁の観察やPLテ
スター等の検査で乳房炎と診断あるいは乳房炎が
疑われた牛の乳汁を随時採材した後冷凍保存し、
週１回の間隔で細菌検査を継続的に行った。
　図２に示すように、Mbが新たに分離された頭
数は、隔離飼養直後の2010年11月に13頭であった
が、その後は散発的で、2011年12月までの13か月
間で12頭に留まった。このうち、2011年２月〜８
月までの同頭数は０であったが、９月〜11月まで
に計４頭から分離された。この時期は従業員が不
足して搾乳衛生が不徹底であったことが後日判明
した。
　他方、陽性群のうち、その後の検査でMbが再
び分離された頭数は、2010年11月〜翌年12月まで
の期間を通じて毎月１〜２頭の計25頭であった
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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 ㈹　

が、１度に多頭数に及んだ時期はなかった。
　延べ650頭の検査で、他の伝染性乳房炎に関与
する有意菌は分離されなかった。

　４）分娩後乳汁検査と臨床観察：新たな牛の導
入が、飼養牛からのMbの分離頭数が著しく減少
した2011年１月から再開された。これら新規導入
牛および飼養牛（陽性群）のMbの感染の有無を
より早期に確認するため、分娩後乳汁を用いた細
菌検査を実施した。
　この検査により新規導入牛135頭中１頭および
陽性群の牛70頭中３頭からMbが分離された。こ
れら分離牛の採材時に乳房炎症状は認められな
かった。
　なお、新たに牛を導入した際、導入から分娩時
までの隔離飼養と分娩後5日間の検温を行うとと
もに、この期間中の臨床観察を強化して胎盤停滞
等の産後疾患の早期発見と治療に努め、体調回復
後に搾乳群に移動させた。
　５）Mb陽性牛の治療およびとう汰：Mbが分離
された際および同牛の乾乳期に、全乳分房へのオ
キシテトラサイクリン乳房炎軟膏の注入およびエ
ンロフロキサシンの全身投与を各5日間実施した。
この治療を得た延べ144頭中117頭（81.3％）が、
その後の細菌検査でMb陰性の結果を示した。
　なお、分離されたMbの薬剤感受性試験を経時
的に実施したが、耐性菌は検出されなかった。
　陽性牛のとう汰は、治療効果、治療後の乳量の
回復状況および産次数を考慮して計画的に実施さ
れ、未治療の重症牛14頭を含む計34頭がとう汰さ
れた。

4　対策による経済効果

　図１に示すように、前述の清浄化対策により、

治療率は2010年10月の25%から翌年２月以降5%
以下に減少し、この減少による当該農場の１日あ
たりの損失削減は、出荷乳量で2,000kg（乳代で約
20万円）と試算された。
　治療により回復した陽性牛の経済効果を試算す
る目的で、2010年の導入牛を陰性牛（188頭）、治
療により回復した牛（55頭）およびとう汰牛（６頭）
に分類し、これらの平均初産次総乳量を比較した
ものを図3に示す。陰性牛と回復牛は２産目を迎
えた牛が選抜され、とう汰牛はとう汰時期により
泌乳日数（131〜526日の範囲で平均243日）が分
散した。この条件下で、各群の平均乳量は前述の
順序で8,428、7,559および2,956kgであり、回復群
の乳量は陰性群より約900kg（約9万円）低く、と
う汰群より約4,600kg（約46万円）高い値であった。

５　まとめ

　牛舎の新築後に多数の牛を導入した大規模酪農
経営体において、Mbの関与が示唆される乳房炎
の発生があり、清浄化対策を推進した。すなわち、
全頭検査によるMb分離牛の隔離と治療、継続的
なMb検査、搾乳衛生の強化などにより、対策を
開始した4カ月後以降、新たにMbが分離される
牛は著しく減少し、同14カ月後までに治療後に回
復した牛から再度のMb分離が１頭に限定される
など、ほぼ清浄化が図られた。
　有効薬剤による治療は8割以上に効果がみられ
た。この結果から、本病対策上、早期診断と適切
な治療薬の選択が重要であることが示唆された。
　陽性牛（回復牛）の平均初産次総乳量は陰性牛
と比較して900kgの低下に留まった。
　米国を中心とする諸外国では、Mb乳腺感染牛
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創業108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

の治療は推奨されていない。しかし、育成牛ある
いは初妊牛の導入コストの高いわが国では、とう
汰のみの対策は農場からの理解を得ることが困難
な場合もあり、当該農場のようにとう汰と治療を
組み合わせた対策も検討する価値があるように思

われた。
　今回の発生は、導入牛の関与が疑われたことか
ら、牛の導入を頻繁に行う農場を対象に導入牛の
乳汁検査を提案するなど、Mbの地域内侵入を防
止する指導も必要である。

　岩手県畜産協会の第78回通常総会が３月７日盛
岡市の「産業会館」で開催されました。
　田沼会長は、「東日本大震災により本県畜産は、
福島第一原発事故に起因しての牛の出荷停止や枝
肉価格の低落などにより厳しい環境下にある。当
協会としても、肉用牛肥育経営緊急支援事業等で
支援金を交付するなど経営支援に努めてきた。さ
らに、４月からは食品中の放射性セシウムの基準
値が引き下げられるなど、益々厳しさが増すこと
から、関係機関・団体挙げて対応しなければなら
ない」と挨拶しました。
　続いて平成23年度の一般会計事業および特別会
計事業の追加、廃止およびそれらに伴う補正予算
が提案され原案どおり承認されました。
　その後、平成24年度の事業計画と一般会計
300,488千円、特別会計1,872,548千円、合わせて
2,173,036千円の予算および本会会費23,139千円と
徴収方法等すべての議案が原案通り承認されまし
た。

基本方針

　本県の畜産は農業産出額構成比の過半を占める
基幹部門であり、加えて畜産加工業等関連産業も
多く地域経済の維持発展の主要な原動力となって
いる。
　このことを踏まえ、本会が引き続き畜産主産地
形成と維持発展の一翼を担っていくため、岩手県
が定めるいわて県民計画・酪農及び肉用牛生産近
代化計画・家畜及び鶏の改良増殖計画及び農協等
生産者団体が進める諸対策について、関係機関・
団体と緊密な連携のもとで、以下に掲げる事項を
重点に、当協会の総力を結集して推進し、本県の

畜産振興に寄与する。
　また、畜産経営は、福島第一原子力発電所事故
に起因し、枝肉価格の低下が続くなど厳しい経営
環境にあることから、経営安定の支援、指導に努
めるとともに、第10回全国和牛能力共進会が長崎
県で開催されることから、本県代表牛が優秀な成
績を収められるよう、支援に万全を期する。

重点推進事項

１　認定農業者等主業型経営体を対象とした経営
診断・経営技術指導及び最新技術情報の提供、
研修会の開催。

２　家畜防疫等家畜衛生対策の推進。
３　東北ブロック生乳検査業務の円滑な推進。
４　家畜登録（乳用牛・豚）事業、家畜人工授精

用精液流通調整事業、家畜自衛防疫事業、生乳
検査事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事業等
の実施に伴う各種情報等の効率的活用。

５　本県肉用牛の改良増殖及びいわて肉用牛増頭
運動等生産振興に寄与。

一般会計事業種目と予算額

１　独自事業費（2,949千円）

第 78 回 通 常 総 会
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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 岩手県盛岡市玉山区大字下田字柴沢301-5
TEL 019-683-2450 FAX 019-683-1334 http://liaj.or.jp/morioka/

「岩手の畜産」発行、職員技術研修、畜産技
術指導促進、北海道・東北畜産協会職員研修、
岩手競馬支援特別対策事業

２　補助事業費（192,477千円）
農林水産省・岩手県・地方競馬全国協会・農
畜産業振興機構・中央畜産会・全国肉用牛振
興基金協会・畜産経営支援協議会補助事業

３　受託事業費（9,459千円）
岩手県・中央畜産会・畜産近代化リース協
会・日本政策金融公庫受託事業

４　負担金事業費（24,686）
５　管理費（70,917千円）

　合計　300,488千円

特別会計事業種目と予算額

１　家畜人工授精用精液流通調整事業

（75,645千円）
２　肉用牛肥育経営安定特別対策事業

（1,390,873千円）
３　日本短角種肥育経営安定特別対策事業

（30,122千円）
４　家畜登録事業（30,060千円）
５　家畜自衛防疫事業（259,201千円）
６　生乳検査事業（86,647千円）

　　合計　1,872,548千円

いわて短角和牛サミットが開催されました

　いわて牛普及推進協議会主催の「いわて短角和
牛サミット」が平成24年２月９日に開催されました。
　会場となった盛岡グランドホテルには、県内の
短角牛肥育経営者や流通、レストラン関係者それ
に行政・団体等100名が参集しました。
　主催者の東大野協議会長（岩手県農林水産部長）
は、短角牛肉はヘルシーな赤身肉で県内での６次
産業化の事例も出ており、本日のサミットで生
産・流通・販売業者の結びつきを図りたいと挨拶
しました。
　サミットでは、短角和牛の産地である盛岡市、
久慈市、二戸市、岩泉町の生産者と流通・販売業
者から産地の取組み報告がありました。産地では
とうもろこしサイレージや飼料米、雑穀等の国産
飼料を用いた安全・安心な短角牛肉を地元の流
通・販売業者と提携して生産していることが報告
されました。意見交換では、短角和牛の全国サミッ
トを開催してほしいとの要望も出されました。
　そして、短角和牛産地の市町長による「サミッ
ト宣言」がなされ閉会しました。

【いわて短角和牛サミット宣言】

一、「いわて短角和牛」には４つの地域ブラン
ドがあり、それぞれに特徴と販路があるこ
とを踏まえ、県ブランドとして新たな情報
発信を行うとともに、県内各地域ブランド
の販売促進と産地間の連携強化を図ります。
二、消費者に対して、短角牛の魅力をわかり
やすく伝え、県内で味わってもらう機会を
作っていきます。
三、短角牛肉の特徴を活かした商品づくり
と、販路拡大を図るために、いわて短角和
牛の生産者と流通事業者間の情報交換がで
きる機会を作ります。

以上、宣言します。

農作業　笑顔の豊作　無事故から

春の農作業安全月間実施中！（4月15日〜6月15日）
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社団法人　岩手県農畜産物価格安定基金協会
〒020‒0024　岩手県盛岡市菜園一丁目４番10号　第二産業会館２階
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価格安定事業を通して
　　　畜産経営のお手伝い。

報情 （33）産畜 術技

飼料用トウモロコシ・牧草

１　飼料用トウモロコシ

　単位面積あたりの収量と栄養価が高い飼料作

物です。その地域で確実に黄熟期に到達する品

種の中から、早晩性品種を選定、作付し収穫調

製作業に無理がないようにします。また、下記

の栽培基本技術に基づき単位収量の向上に努め

ましょう。

⑴　品種の選定

　品種の選定が最も重要です。栄養収量と発

酵品質の面から「黄熟期」に収穫するためには、

収穫時に黄熟期に達する、地域の気象条件と

作業スケジュールに合致する品種を選びま

しょう。特に、面積が大きい場合は、早晩性

の異なる品種を組み合わせ、収穫期間の延長

を図り、作業に無理がないようにしましょう。

⑵　適正な堆肥の施用

　堆肥の多量投入はトウモロコシの硝酸態窒

素含量を高めるほか、ミネラルバランスも崩

れ、家畜の栄養上問題となります。10ａ当

たり３〜４ｔの施用としましょう。多量施用

する場合は、堆肥の肥効を考慮し、化学肥料

の施用量を減らします。

⑶　霜害に注意

　トウモロコシの発芽は、播種後約１週間です

ので、予想される晩霜の１週間前が播種の早限

です。これまで度々霜害を被っている圃場では、

播種日を検討するとともに、覆土を５cm程度

に厚くするなどの対策を講じましょう。

⑷　栽植本数

　密植すると雌穂が小さくなりTDN含量が低

下するだけでなく、倒伏にも弱くなります。

10ａ当たりの適正栽植本数は、極早生品種

で8,000本、早生品種で7,000本、中生品種で

6,500本、晩生品種で6,000本程度です。

⑸　その他

　昨年は、一部の地域でタマナヤガ（ネキリ

ムシ）による食害が6月下旬に発生しました。

アカザ・タデ類などの幼雑草が産卵の誘因と

なりやすいので、雑草防除を徹底します。ま

た、発生状況に注意しつつ必要に応じて薬剤

を散布します。

２　牧草（完全更新による放射性物質の除染対策）

　プラウ耕とロ−タリ−耕を確実に行います。

牧草の播種適期は、８月中旬から９月中旬です。

一年生飼料作物を栽培後、秋に播種するか、除

草剤の播種日同日処理の準備を進め秋に播種し

ますが、４月中に播種を実施した圃場では、雑

草との競争になります。

○４月中に牧草を播種した圃場管理の留意点

　播種後40日位経過（５月末〜６月上旬）し、

一年生雑草が繁茂する場合は、掃除刈りまた

は選択性除草剤の散布を行います。

ア　掃除刈りは、地上部からの刈取高10〜

15cmで行います。牧草の根を傷めないよ

うに作業は低速で行います。モア等は十分

研磨し、牧草株の引き抜きを防止します。

刈り取り量が多い場合は、圃場外に持ち出

し、日陰を作らないようにします。

イ　除草は、次ぎの選択性除草剤により行い

ます。
草地の選択性除草剤

主な雑草 除草剤
10aあたり散布量

使用回数 使用上の注意事項
薬液量 希釈水量

ギシギシ類
キク科雑草

ア−ジラン
液剤

400〜
600ml

80〜
100ml

１回
・６月〜８月は使用できない
・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ新播草地では薬液量200〜300ml/10aとする
・散布後７−10日は牧草を利用しない

ギシギシ類
ハ−モニ−
75DF水和剤

３〜５g 100l 1回

・クロ−バ−に薬害がでやすい
・薬剤溶解後速やかに使用する
・散布に用いた器具は、消石灰500倍溶液で洗浄し、他用途の薬害を防止する
・散布後21日間は牧草を利用しない

（中央農業改良普及センター）
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畜 産 の 研 究 （81）

飼料用トウモロコシとライ麦の二毛作における
最大収量を得るためのライ麦刈取り適期

　畜産研究所では、農地の効率利用による飼料自
給率の向上を図るため、飼料用トウモロコシの不
耕起栽培を応用した冬作ライ麦との二毛作体系の
確立に取り組んできたところです。
　二毛作における不耕起栽培は、トウモロコシ栽
培の省力化に加え、ライ麦の収穫からトウモロコ
シの播種までの期間を短縮できることにより、両
作物に十分な生育期間が確保できる技術です。
　今回ご紹介するのは、この二毛作体系で、ライ

麦とトウモロコシを合わせた栄養総収量を最も多
くするためのライ麦の刈取り時期についてです。
　結論からいいますと、ライ麦の出穂期（出穂割
合50％）に刈り取った場合、出穂始期（出穂割
合10％）で刈り取るより、トウモロコシ乾物量、
トウモロコシＴＤＮ収量及びライ麦ＴＤＮ収量の
いずれでも約３割高いという結果が得られました
（図、表）。
　なお、この成績は、標高250ｍの畜産研究所圃場、
ライ麦品種「春一番」、トウモロコシ品種「ニュー
デント100日（LG3457）」を使ってのものです。
関心をお持ちの方はお問い合わせください。

（岩手県農業研究センター　畜産研究所）

写真　不耕起播種作業の様子

　昨年の県共進会は、東日本大震災の発生により肉牛の部のみの開催となりましたが、今年は種
畜部門も含め、下記日程で開催します。
　この共進会で優秀な成績を収めた家畜は、農林水産祭参加出品財として推薦するとともに、黒
毛和種については10月に長崎県で開催される「第10回全国和牛能力共進会」の岩手県出品牛の最
終選抜を兼ねて実施いたします。

出品家畜 黒毛和種 日本短角種 ホルスタイン種 馬 肉　　　　牛

日　　程 ８月２９日（水） ８月３０日（木） ９月１日（土） ９月７日（金） １１月３日（土）

会　　場 ＪＡ全農いわて
中央家畜市場 同　　　左 くずまき高原牧場

体験交流センター 馬っこパーク・いわて 岩手畜産流通センター

第56回岩手県畜産共進会の開催について
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豊かな大地を育む B.B. 肥料

〒025-0312花巻市二枚橋第５地割146番地　TEL0198‒26‒3313 FAX0198‒26‒3316

○海藻粉末配合で草質と収量の向上に

乳質向上１番草用
乳質向上２番草用
乳質向上３番草用
乳質向上礼肥用

20－８－５－３
８－14－０－４
20－８－０－３
10－５－５－０

ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

○草地造成地用に

草地484号 14 ‒ 28 ‒ 14
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ

○苦土の補給に

草地211号 20 ‒ 10 ‒ 10 ‒ ５
ﾁｯｿ ﾘﾝｻﾝ ｶﾘ ｸﾄﾞ

ティータイム

黄花の群落

　春は黄色い花が多く咲
くが、夏以降は赤や紫な
ど色が多彩になる。でも、
この頃、岩手でもあの黄
色い花の群落が目につく
ようになってきた。「オ

オハンゴンソウ」と「セイタカアワダチソウ」
です。
　どちらも北米原産の帰化植物で、明治のころ
に観賞用として導入されたようだ。背丈は１m
〜２m程度、中には３mを超すものもあり、種
子でも地下茎でも増殖し、群落を作るので遠く
からでも大変目立つ。河原や休耕田などの荒れ
地が黄色い花に変わり、景観もよくなったと喜
んでいる方も多いようだ。

　でも、この植物の増殖にはご注意を。オオハ
ンゴンソウは「特定外来生物」に指定されてお
り、公共の場に植えた場合は3年以下の懲役も
しくは300万円以下の罰金が科せられる。セイ
タカアワダチソウは「要注意外来生物」に指定
されており、生態系に悪影響を及ぼす可能性が
あることから適正な扱いが必要とされている。
　この要注意の黄花の群落、オオハンゴンソウ
は北海道から南に侵攻してきたので県北地域で
多くみられるのに対し、セイタカアワダチソウ
は沖縄から北に向かって増殖し、気仙地方に多
く繁殖しているようだ。
　日本の植物は隣近所と協調性があり、徒党を
組んで前植生を押しのけ、群落を形成すること
がないようだ。自己主張をあまりしないで、周
りを気にする日本人も植物に似たのかもしれな
い。でも近年、国際化が進行して現代人は帰化
植物に似てきたかも。　　　　　　　　　　（小）

南部かしわ研究会が開催されました

　南部かしわ研究会が２月23日に岩手県農業研究
センター畜産研究所で開催されました。
　24回目となる今回の研究会には生産農家や
流通、料理関係者をはじめ家畜保健衛生所や行
政機関等が参集し、南部かしわの生産や商品開
発、販売等について意見交換を行いました。こ
のなかで、事例発表を行った西和賀町湯川温泉
の山人− yamado −の鈴木智之料理長は、南部
かしわ肉の違いがしっかり分かるように料理し
ている。また、半丸の燻製を加工してネットで
も販売を始めたと報告しました。
　南部かしわは、天然記念物「岩手地鶏」の血統
が入った岩手独自の地鶏で、畜産研究所で開発さ
れました。
　南部かしわは、昔懐かしい、かしわの肉の味
を持ち、「美味しくてコク」があり、大型で発
育が良く早熟で地鶏としての生産性・経済性に
優れているのが特徴です。また、特定ＪＡＳ規

格「地鶏肉」の認証の１つの条件である、在来
鶏血液百分率50％以上の条件も満たしていま
す。
　南部かしわ雛は畜産研究所で育雛して販売譲
渡しています。平成24年は、およそ6,000羽が
県内各地へ供給される予定で、岩手県オリジナ
ル地鶏を使った地域活性化が期待されていま
す。

南部かしわ燻製を試食しながら意見交換する参加者
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盛岡市月が丘三丁目４０－２８
TEL 019(641)4545　FAX 019(641)3037

東北オリオン株式会社　岩手営業所畜舎施設及び内部設備は当社にご用命を！
畜舎設計から畜舎換気、給水設備、ストール各種設計施工。
搾乳、糞尿、給飼設備のトータルプランナー。
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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
4/11

㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 188 735,000 231,000 382,161 274 1,394

♂- 213 684,600 336,000 465,707 312 1,492

計 401 735,000 231,000 426,538 294 1,449

県南
4/12

㈭
磐　 井

♀ 344 735,000 227,850 375,912 271 1,388

♂- 420 684,600 226,800 466,833 308 1,515

計 764 735,000 226,800 425,895 291 1,461

中央
4/18

㈬

盛　 岡
紫　 波
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 217 487,200 189,000 347,594 279 1,245

♂- 277 609,000 46,200 454,225 312 1,454

計 494 609,000 46,200 407,385 298 1,368

中央
4/19

㈭

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈
＊ 葛 巻

♀ 207 738,150 210,000 367,231 277 1,328

♂- 248 654,150 195,300 451,119 307 1,468

計 455 738,150 195,300 412,955 293 1,408

中央
4/20

㈮

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手

♀ 190 619,500 195,300 347,716 279 1,247

♂- 260 599,550 233,100 446,622 308 1,451

計 450 619,500 195,300 404,861 296 1,370

合　　計

♀ 958 738,150 189,000 362,030 276 1,314

♂- 1,205 684,600 46,200 456,340 309 1,478

計 2,163 738,150 46,200 414,569 294 1,409

平成24年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成24年４月岩手県内指定家畜市場取引成績
㈳岩手県農畜産物価格安定基金協会

子 牛 価 格 の 推 移

家 畜 の 保 健 衛 生 （81）

野鳥から分離された
低病原性鳥インフルエンザ（H7N1）

　平成24年２月、県内で発見された死亡野鳥（カル

ガモ）から低病原性鳥インフルエンザ（H7N1）が分

離されましたので、その検査成績を紹介します。

（１）発見時の状況

　滝沢村の住宅地を流れる小川で死亡している２羽
のカルガモ（雄、成熟前）が発見されました。外貌
上、創傷等の所見は認められませんでした。
（２）検査成績

　最初、市販の簡易キットを用い、剖検の際に採取
した気管及び総排泄口（別名クロアカ、哺乳類でい
えば肛門に相当）の拭い材料を検査しましたが陰性
でした。また、同じ材料で、鳥インフルエンザウイ
ルス（AIV）の遺伝子検出を試みましたが不検出で
した。次に、確認のため、発育鶏卵を用いたウイル
スを増殖させる検査を行ったところ、死亡したカル
ガモ2羽のうち、1羽のクロアカ材料からＨ７の
AIV遺伝子が検出され、その後の北海道大学での検
査でH7N1亜型の低病原性鳥インフルエンザと診断
されました。病理検査では、死亡した2羽に共通し
て、真菌による重度の肺炎が観察されました。しか
し、免疫組織学的検査では、肝臓、腎臓、肺及び消
化管にAIV抗原は観察されませんでした。
①　今回の事例はAIVがクロアカ材料から少量分離
されましたが、検査成績から、AIVの全身感染に
よるものではなく、真菌による肺炎で死亡した
可能性が考えられました。真菌の感染は免疫状
態の低下を裏付けています。

②　カルガモは渡り行動をしないので、他の水きん
類を介してAIVに感染したと推測されます。

③　野鳥はAIVを常に伝播する可能性があることか
ら、野鳥から鶏にAIVが伝搬しない対策の徹底
が重要です。

（３）家畜保健衛生所の対応

　①2007年２月以降に宮崎県と岡山県で高病原性
鳥インフルエンザ（HPAI）の発生がありましたが、
同年1月に熊本県で本病によるクマタカの死亡が後
になってから確認されたこと、②過去のメキシコ
（1994年）やイタリア（1999年）の事例のように、
低病原性鳥インフルエンザは感染鶏に異常が観察さ
れず、関係者に気づかれることなく多数の農場に伝
搬を繰り返し、やがて高病原性へ変異することがあ
ります。このようなことを踏まえ、家畜保健衛生所
では養鶏場の家きんや死亡野鳥を対象に年間2,000
羽のHPAIのモニタリング検査を実施し、監視して
います。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

※１　平成24年度の中央市場上場順は、次のとおりです。
　　　（前年　３日目→１日目、１日目→２日目、２日目→３日目）
※２　上場地域に一部変更があります。（葛巻地域宮古・県北部地域と同一上場と致

します）

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平 均 価 格

黒 毛 和 種 頭
1，375

円
537，14２，２00

円
390，649

日本 短 角 種 13 ２，301，600 177，046

交 雑 種・ 乳 1 181，650 181，650

（注）：金額、価格は消費税込み
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