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危 機 を チ ャ ン ス に

岩手県農業農村指導士　　　
久慈市　田　村　英　寛

　３．11東日本大震災発生から１年が過ぎました。
あの日私は自宅から100km以上離れた盛岡市に
出張中でした。すぐに会社に電話しましたが、な
かなか通じません。やっとのことで会社の状況は
把握しましたが、帰宅しようにも信号は用をなさ
ず、車で道路は大渋滞。かろうじて夜中の
10時に会社に到達することができました。
　帰ってみると、電気が使えない、水が出
ない、搾乳できない、牛は「モウモウ」と
鳴き続けている。真っ暗の中で何がどう
なっているのか状況把握ができずパニック
になってしまいました。
　でも、「牛を助けなければ」の一念で動
きました。牛を助けるためには24時間以内
に搾乳すること。このためには電気を確保
しなければなりません。従業員と手分けし
て発電機を探しましたが、なかなか見つか
りません。苦労の末、養鶏を廃業した農家
で、使われていない発電機を見つけること
ができました。発電機があるとポンプを動
かし水も使えるし、ミルカーも動かすこと
ができました。あきらめずにやれることを
とことんまでやることで出口を探すことができま
した。
　どうにかこうにか搾乳できても牛乳は捨てるこ
とになりました。だが、「危機はチャンス」が私
のモットーです。これまで、オイルショック等に

よる飼料高、牛乳の生産調整、ＢＳＥそれに口蹄
疫など多くの危機に見舞われました。ところが、
このピンチのときがチャンスでもあるのです。
　飼料高、牛乳の生産調整のときは子牛価格が安
くなったので増頭のチャンスでした。また、生乳

価格が下落したときは、加工による付加価
値販売を始めました。ＢＳＥ、口蹄疫のと
きは安全・安心生産により販路拡大をはか
ることができました。
　私はこのように、ピンチのときに増頭し
たり、新規部門を導入して経営の拡大を
図ってきました。現在、私が関わっている
経営は、㈲田村牧場で乳用牛470頭、肉牛
部門では黒毛和牛330頭、日本短角牛290頭、
交雑牛50頭を飼育しています。また、平成
17年には地元の酪農家と共に「㈲おおのミ
ルク工房」を設立して代表取締役に就任し、
低温殺菌牛乳、アイスクリーム、ヨーグル
トや精肉加工販売を行っています。そして、
平成21年には㈲田村牧場の直営店としてレ
ストラン「たむら屋」を開店して短角牛な
どの焼肉を提供しています。

　今後は、自給飼料の確保を大事にした酪農の規
模拡大と短角牛肉の旨みを消費者にＰＲしながら
生産から、精肉そして焼肉レストランでの販売な
ど、６次産業化による経営の多角化を図っていき
たいと思っています。
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　本会は６月29日、岩手県産業会館で第79回通常
総会を開催しました。
　冒頭、田沼会長は「昨年度は福島第一原子力発
電所事故に起因しての放射能汚染により、本県の
畜産は甚大な被害を被った。当協会としても、肉
用牛肥育経営等での資金繰りの悪化に対応し、緊
急支援金等約27億円を交付したほか、新マルキン
補塡金交付を四半期ごとから毎月交付に改め約16
億円を交付するなど経営支援に努めた。畜産農家
は、牧草の利用や放牧ができないなど苦しい状況
が続いている。畜産農家が経営を続けられるよう
関係者挙げて取り組んでいく」と挨拶しました。
　続いて議事に入り、平成23年度一般会計事業報
告と収支決算及び特別会計事業報告と収支決算が
原案どおり承認されました。
　また、役員の補欠選任で新たに1名の理事と1名
の監事が選出されました。

平成23年度一般会計事業報告と収支決算

１　事業報告

　本県畜産の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、
当協会の総力を結集して推進し、本県の畜産振興
に寄与した。
　特にも、福島第一原子力発電所事故に起因して
の牛の出荷停止や自粛、枝肉価格の低下による肉
用牛肥育経営等での資金繰りの悪化に対応し、肉
用牛肥育経営緊急支援事業等により緊急支援金を
迅速に交付したほか、肉用牛肥育経営安定特別対
策事業による補塡金を四半期毎から月毎に改め交
付するなど経営安定への支援に努めた。
【重点的に推進した事項】

⑴　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。

⑵　家畜防疫等家畜衛生対策の推進。

⑶　東北ブロック生乳検査業務の円滑な推進。
⑷　家畜自衛防疫事業、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、生
乳検査事業、肉用牛肥育経営安定特別対策事
業、優良繁殖雌牛更新促進事業等の実施に伴
う各種情報等の効率的活用。
⑸　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。
⑹　肉用牛肥育経営緊急支援金の交付等による
経営安定支援

２　収支決算（正味財産経常費用、単位：千円）

⑴　事業費　　独自事業費	 2,199　
　　　　　　　補助事業費	 2,746,746　
　　　　　　　受託事業費	 10,659　
　　　　　　　負担金事業費	 23,016　
　　　　　　　計	 2,782,620　
⑵　管理費	 50,023　
　　　　　　　合計	 2,832,643　

平成23年度特別会計収支決算（単位：千円）

○　家畜人工授精用精液流通調整事業	 67,043　
○　肉用牛肥育経営安定特別対策事業	 3,586,520　
○　日本短角種肥育経営安定特別対策事業	 32,877　
○　優良繁殖雌牛更新促進事業	 419,212　
○　家畜登録事業	 33,679　
○　家畜自衛防疫事業	 261,589　
○　生乳検査事業	 124,497　
　　　　合計	 4,525,417　

補欠選任された新役員

　理　事

　　佐藤　政典　㈱岩手畜産流通センター代表取締役社長
　監　事

　　鈴木　博文　岩手県農業信用基金協会専務理事

第 79 回 通 常 総 会
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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

　一戸町で酪農経営を営む中嶋さん一家の家族経
営協定の締結について紹介します。
　中嶋さんは夫婦と長女の3人で成牛70頭を飼養
する大規模な酪農専業経営を営んでいます。家族
経営協定の締結のきっかけは規模が大きく、経営
を切り盛りしていくためには家族の協力が必要で
あったからと言います。締結するに当たっては、
農業改良普及センターの指導を受け、酪農経営や
生活面の課題や希望・目標の整理を行い、協定書
を作成しました。
　協定書は、これまで家族の中でルール化されて
きたことを文書化し、家族全員が協力して、人と
牛の健康を重視した酪農安定経営を目的にしてい
ます。農業については、経営主が育成牛や子牛の
管理を、夫が成牛管理・採草作業それに堆肥の管
理を担当し、長女は繁殖と搾乳それに記帳を分担
することとしています。これらを表にまとめ整理
して、それぞれが責任を持って仕事をしながら協
力し合うことを確認しました。また、海外からの
研修生とパート雇用人の指導や雇用管理も役割分
担に明記し、効率的な
労務管理ができるよう
にしました。
　酪農経営はチーム
ワークが必要な仕事で
あるため、大きな仕事
が一段落したときに
は、皆で揃ってお疲れ
様会を行うことにして
います。
　生活については、炊

事・洗濯・掃除の家事は皆で分担して行います。
健康診断も定期的に受診するなどして健康管理に
努めることとし、お互いが健康で明るい農家生活
を築くことを目標にしました。
　また、経営主が65歳になる頃を目途に、法人化
を検討することも盛り込んでいます。
　調印式は平成23年12月に行い、併せて認定農業
者の共同申請も同時に行いました。そして、それ
ぞれが責任を持って農業経営に参画していくこと
を確認しあいました。
　調印式を終えた中嶋さん一家は、家族経営協定
を締結して家族全員が認定農業者になったこと
で、責任もあるがやりがいもあると決意を述べて
いました。
　酪農経営は原発事故からの放射性セシウム問題
やＴＰＰ、燃油等資材高騰など、取り巻く環境は
依然として厳しいものがあります。このような時
こそ、家族全員が協力して難局を乗り切っていく
ために、家族経営協定の締結が功を奏すると思わ
れます。

認定農業者の共同申請で家族全員が責任とやりがいを持って農業経営に参画

畜産経営と家族経営協定 その５
（締結事例）

　経営主以外の家族（配偶者や後継者など）が、家族経営協定の締結することにより、共同で農業経営改
善計画の認定申請をして、認定農業者になることが出来ます。
　認定農業者になると、経営主でなくとも資金の融資等の支援を受ける機会が増えます。
・家族経営協定の取り決めの中で①経営方針決定への参画、②収益の配分が明記されている必要があります。
・H20年より同一世帯に属する者に加え、かつて同一の世帯に属していた者（後継者、その配偶者含む）
が世帯を独立した場合でも、共同申請が認められるようになりました。

協定書に署名する中嶋さん一家 農業委員会長、普及センター所長、ＪＡ営
農センター長（後列）の立会のもと調印式
をおこないました
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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

【はじめに】
　平成22年度の高病原性鳥インフルエンザ（以下、
ＨＰＡＩ）の発生は、９県24農場に及び過去最多
となった。
　発生農場の疫学調査の結果、飼養管理対策の
様々な対策の不備が指摘され、発生防止には、ウ
イルスの侵入防止対策を生産現場でいかに実践さ
せるかが課題である。
　この課題を解決する一つの手法として、受講者
の利便性を最優先に考えた個別研修制度を創設
し、その成果をとりまとめたので報告する。

【これまでの取組】
　養鶏農場に対する侵入防止対策の指導は、主に
リーフレットの配布や農場巡回により行ってきた
が、農場巡回では、農場側が作業で忙しい時間帯
に指導を受ける立場にあり、家畜保健衛生所（以
下、家保）側は、限られた時間で侵入防止対策の
徹底の説明や飼養管理対策の不備な点のチェック
を行わなければならない状況であった。
　また、これまでの家保主催の研修は、管理者で
ある農場長を対象に行ってきたことから作業実務
者への対策の浸透が困難であり、加えて、集合研
修は交差汚染の危険性を伴うこともあった。さら
に、日程や場所を指定することから、受講機会が
制限されること、一方的に講義することから、受
講者の理解度の把握が困難で、農場毎の課題に対
応困難であるなど、対策への十分な理解と自発的
な実践に結びつきにくい状況にあった。

【新たな取組】
　そこで当所では、これまでの指導方法の検証を
踏まえ、新たな手法として、養鶏農場飼養管理者
研修制度を創設した。実施期間は、渡り鳥が飛来
し発生リスクが高まる前に受講できるよう、平成

23年７月から12月とし、対象は管内の100羽以上を
飼養するすべての養鶏農場75戸とした。方法は、
実務者を対象とした個別研修で、研修のねらいは、
危機管理意識の浸透と侵入防止対策の実践である。

【研修制度の進め方と工夫】
　研修の特徴は、日程及び場所は受講者の希望に
沿って設定し、農場間の交差汚染を防ぐため、農
場ごとに開催した。また、研修時間は約1時間と短
時間に設定し、ＨＰＡＩについて体系的に習得でき
る内容とし、さらに、疑問や質問は随時対話形式
で受け答えできるよう努め集中的に理解を促した。
　研修効果を高める工夫として、①講義後の小テ
ストの実施、②修了証書の授与を行った。研修の
最後におさらい（小テスト）を行うことで受講者
の理解度の把握と緊張感の持続への動機付けと
し、修了証書の授与を行うことで地域社会に果た
す使命感への動機付けとした。
　また、受講を促す工夫として、企業の経営者あ
てに従業員の受講状況を通知し、未受講者の解消
に努めた。

【研修内容と実績】
　研修内容（図１）は、①死亡状況・症状で診断
は困難、②ウイルスの運び屋対策が重要、③消毒
効果を発揮させる方法、④早期発見・早期通報の
重要性、⑤人間や地域社会へ及ぼすリスクなど、
ＨＰＡＩについて体系的に習得できるようにし、
研修の最後には、研修の成果チェックを行った。
特にも、伝染病の発生には３つの要素が必要、な
どを強調し、受講者の理解を促した。
　以上のような工夫により、受講状況は、研修開
始から５か月間で開催回数は21回、受講農場は61
戸となり、管内の100羽以上を飼養する農場75戸
の81.3％が受講した。受講者数は、217名で、農

平成２3年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産協会長賞（獣医部門）

受講者に利便性の高い研修による高病原性鳥インフルエンザ発生予防対策の強化

岩手県中央家畜保健衛生所　○平　間　ち　が
奥　村　亮　子（現　環境生活部自然保護課）
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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 ㈹　

場飼養管理者の他、ＧＰセンター（鶏卵格付包装
施設）や加工場の従事者も受講した（図２）。

【研修の成果】
　研修を受講したことにより、①農場飼養管理者・
実務者の意識改善に繋がったか、②早期通報の実
践がなされたか、という２つの視点で評価した。
農場飼養管理者の意識改善がなされたかという点
では、受講農場へアンケート調査を実施し、早期
通報の実践がなされたかという点では、平成22年

度と23年度の異常鶏発見時の対応状況を比較した。
　アンケートは、受講農場61戸を対象に行い、回
収率は、88.3％（55戸）であり、①受講後に農場
において強化した侵入防止対策について、②研修
を受講してよいと感じたところについて、③これ
までより理解が深まった内容について、④今後、
また今回のような研修を受講したいか、等につい
ての項目について調査した。
　アンケート結果では、受講後、さらに強化した
対策については、41戸が消石灰の散布、37戸が鶏
舎間隙の補修、37戸がネズミ対策と回答した（図
３）。本研修のよいと感じたところは、受講農場
の８割を越える農場の46戸が都合のいい時間帯に
受講可能であることと回答した（図４）。また、
理解が深まった内容については、48戸がＨＰＡＩ
の特徴について、35戸が侵入防止対策についてと
回答した（図５）。今後、今回のような研修を受
講したいかとの設問では、すべての受講者が継続
して受講したいと好意的に回答した。受講者から
の意見では、農場で開催したおかげで全従業員が
研修に参加可能となった、全従業員の意識の向上
を図るよい機会であったと、本研修が農場側の従
業員研修の一環として活用されたことが判明し、
すべての受講者が継続して研修を受講したいと好
意的に回答した。
　受講後の農場の取組意識の変化として、異常鶏
発見時の対応状況を表に示した（表１）。通報回
数と通報平均時の平成22年４月から12月と23同期

図１：研修内容

図２：研修風景

図３：受講後強化した対策について 図４：研修でよいと感じた点について 図５：理解が深まった内容について

表１：異常鶏発見時の対応状況

平成22年４月〜12月 平成23年４月〜12月 増減

通 報 回 数 ５回 13回 ８回増加

通報平均時刻 12時37分 11時15分 １時間22分短縮
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の比較では、通報回数は５回から13回と増加し、
通報平均時刻は、12時37分と昼過ぎであったもの
が、11時15分と午前中に通報されるようになり、
時間として１時間22分短された。研修のほか、異
常鶏の発見時に活用できるラミネート加工をした
チェックシートを、事前に管内の100羽以上飼養
の全養鶏農場へ配布した。
　チェックシートには、聞き取り内容と臨床症状
の写真を掲載し、これを農場と当所の双方に備え
ることで、異常鶏発見時に農場からスムーズに聞
き取りを実施することが可能となった。

【まとめ】
　ＨＰＡＩ対策の実践を促すため、実務者を対象
とした研修制度を創設した。さまざまな実践の動

機付けを促す工夫により、管内100羽以上を飼養
する農場の81.3％の61戸が受講した。
　受講農場では、侵入防止対策への意識改善が図
られ、対策を強化するとともに、異常鶏発見時の
通報平均時間が短縮されるなど、研修効果は確実
に高まった。なお、職員の負担を軽減するため、
講師は輪番制で担うよう配慮した。
　以上のことから、本研修は、ＨＰＡＩ発生防止
へ啓発効果の高い手法として評価できた。
　今後の課題としては、遠隔地域の農場、個人経
営者の受講率向上が上げられる。出前研修や飼養
衛生管理基準の遵守指導に併せて実施するなどの
工夫をしながら、ＨＰＡＩの侵入防止対策を生産
現場に浸透させることができるよう、継続して研
修を進めたい。

家畜の保健衛生（82）

早めに暑熱対策と節電に取り組みましょう

　夏期における暑熱対策と節電に関する参考事例
を取りまとめましたので、参考にして下さい。

 夏期暑熱対策

１　共通対策

　家畜の種類や飼い方で対策の仕方も違ってきま
すが、まず、共通の対策としては、
①畜舎の温度上昇を防止：屋根に散水、遮光ネッ
ト設置、断熱材設置、石灰塗布など。

②畜舎内の蓄熱を防止：窓の開放、送風換気（除
湿効果も）、遮蔽物の除去、過密飼養の回避など。

③体熱の冷却又は放散：低温で十分な飲水の確
保、シャワー、送風換気など。

④食欲の維持（消化熱の影響低減効果も）：涼し
い時間帯に給餌など。
　特に、畜舎内の送風では、家畜の体に直接吹
き付けるだけではなく、一定方向への空気の流
れを作ってやることも大事と言われています。
　また、涼しい時間帯を選んでほしい作業は、
給餌だけではありません。家畜の出荷も暑い時
間帯を避けることで、成績が上がることが期待
できます。

２　畜種別の対策

　それぞれの畜種に特有の対策としては、
①牛：毛刈り、給与粗飼料の細切、ビタミン・ミ
ネラルの補給。

②豚：首筋ドロップクーリング、高たんぱく高エ

ネルギー飼料給与。
③鶏：飼料及び飲水への重炭酸ナトリウムの添
加。
　なお、種々の添加剤を用いる場合には、獣医師
や畜産技術者のアドバイスを受けて実施する方が
安心です。

 節電対策

１　使用していない電気機器プラグはコンセント
から抜きましょう。

２　空調機器にフィルターが設置されている場合
は２週間に１回程度清掃しましょう。

３　畜舎内の照明を消費電力の少ないＬＥＤ照明
や、高効率蛍光灯等に変更することも効果的で
す。

４　前述の夏期暑熱対策のうち、遮光ネットや断
熱材の設置、石灰の塗布等の電気を使用しない
対策を行い、空調機器等の使用電力の低減を図
りましょう。

　経営者の皆さんは、すでに様々な対策を講じて
いると思います。それでも、やり尽くしている方
はいないのではないかと思います。今年は今まで
の対策に、もう一つ加えて試して見てはどうで
しょうか。取り組んでみただけ家畜からの恩返し
があるかも知れませんよ。
　暑くなって、じわじわと家畜の体力が消耗され
てしまった後では、多くの効果は期待できません。
今が対策に手を付けるその時です。

（中央家畜保健衛生所　衛生課　斉藤清美）
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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

岩手県チキン協同組合

　岩手県チキン協同組合（理事長：阿部荘介㈱阿
部繁孝商店取締役会長）は、５月18日（金）、ホ
テルメトロポリタン盛岡ニューウイングにおいて
「第40回通常総会」を開催しました。
　開会挨拶で阿部理事長は「東日本大震災からは
懸命の対応により立ち直った。しかし、円高等の
影響による大幅な輸入増加から食鳥価格は大きく
下落している。飼養管理、衛生管理の徹底による
生産性向上と消費拡大に努めなければならない」
と挨拶しました。
　総会には組合員９社の各社長が出席し、提案さ

れた平成24年度の事業計画、①岩手県ブロイラー
価格安定対策事業の推進、②高病原性鳥インフル
エンザ防疫対策の徹底、③農場、食鳥処理場の衛
生管理対策の強化、④県産鶏肉普及宣伝の実施な
どが承認されました。

岩手県養豚振興会総会

　岩手県養豚振興会（会長：遠藤啓介、事務局本
会）の第15回通常総会が５月24日、盛岡市繋で開
催されました。
　総会には正会員の養豚経営者や特別・賛助会員
の関係機関、団体など70名が参加し、23年度事業
実績や24年度事業計画について協議を行いました。
　遠藤会長は「豚価の低迷により養豚経営安定対
策事業の補てん財源が不足して満額補てんが危ぶ
まれたが、JPPAと日本養豚振興政治連盟の働きか
けによって満額補てんがされた。皆で力を合わせ
て厳しい時代を乗り切ろう」と開会挨拶しました。

　平成24年度は、㈳岩手県畜産協会等と連携し、
会員の加入促進、後継者育成も含む養豚経営研修
会、県産豚肉消費拡大対策、それに東日本大震災
の被災地支援事業を実施する等の活動計画案が提
案され、原案通り承認されました。

岩手県馬事振興会

　岩手県馬事振興会（会長千葉伝、事務局本会）
の第40回通常総会が５月30日、盛岡市で開催され

ました。
　開会に先立ち千葉会長は「馬産農家の高齢化、
担い手不足等により、頭数も減少しているが、文
化継承のため馬事資源を確保していかなければな
らない」と挨拶しました。
　総会では、歴史と伝統ある岩手の馬産及び馬事

各団体総会　盛大に開催される
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文化の維持、発展を図るため、広大な草資源を活
用した農用馬・乗用馬の生産振興、馬産農家の確
保育成、馬産技術者の養成、県家畜改良増殖計画
の推進などについて会員および関係機関・団体の
支援協力のもとに推進する平成24年度計画が承認
されました。
　また、役員改選も行われ、会長に千葉伝氏、副
会長に渕向正四郎氏、佐々木勲氏、常務理事に本
会の佐藤彰常務、理事には沖舘鶴蔵氏、菊池栄喜

氏、岩清水忠男氏、種市幸雄氏、中村喜良氏、監
事に山下進氏、佐藤邦忠氏が選任されました。

岩手県乳用牛群検定推進協議会

　平成24年度岩手県乳用牛群検定推進協議会通常
総会が６月８日、滝沢村の畜産研究所で開催され
ました。
　開会の挨拶で福田会長は「原発事故に起因する
風評被害、除染対策など多くの課題を抱えている
が、農家のためになるよう充実した乳用牛群検定
事業活動を行っていきたい」と述べました。
　総会では、遺伝能力を十分に発揮できるよう、
個体管理の強化と飼養管理技術の向上を図る平成
24年度事業計画が原案通り承認されました。
　また、総会に先立ち検定員の実務経験が5年以

上であり、検定農家の信望が厚い検定員２名に対
し優良検定員の表彰式が行われました。表彰され
た検定員は次の方々です。
　伊　藤　京　子 氏（花平牛群検定組合）
　佐　藤　昭　一 氏（金ヶ崎牛群検定組合）

くずまき高原牧場まつり

　「くずまき高原牧場まつり」が６月９日（土）・
10日（日）の２日間、同牧場で開催されました。２
日間とも時折、小雨がぱらつくあいにくの空模様
でしたが、多くの家族連れが訪れ、くずまき高原
牛の丸焼きや焼き肉コーナー、高原チーズの石窯
ピザなど注目の畜産品を使用した屋台は大賑わい
でした。同牧場まつりは今回で16回目を重ね、岩
手県北を代表する一大イベントとして知名度が高
く県外ナンバー車も見られました。
　葛巻町は人の数より牛の頭数の方が多い町とし
て知られています。そして、今年が、葛巻町乳牛
導入120周年にあたり、今年の高原牧場まつりも

記念行事の一環としてとり行われました。なお、
９月１日には第56回岩手県畜産共進会のホルスタ
イン種の部もくずまき高原牧場で開催される予定
です。
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報情 （34）産畜 術技

草地管理と乳用牛の飼料給与

１　草地管理

⑴　２番草の刈り取りは、１番草収穫後から40

〜55日が目安です。土壌及び牧草の水分が高

く、気温の高いこの時期は、牧草が蒸れ上が

り易いので、刈り遅れないようにします。

　また、日射量も多いこの時期の極端な低刈り

は、地温が上がりすぎ、根が高温障害を受け

る恐れがあるので、刈り取り高さは10〜

15cmとします。

⑵　収穫後はできるだけ早く施肥し、３番草の

生育を促します。施肥量の目安は、10aあた

り窒素成分で５kg、リン酸2.5kg、加里５kg

です。尿散布を行う場合は、肥料焼けを防ぐ

ため、曇天や降雨前後に散布します。

⑶　エゾノギシギシは、根茎と長期間発芽能力

を有する種子で繁殖するため、完全な防除の

難しい雑草の一つです。除草には、選択性除

草剤であるチフェンスルフロンメチル剤の茎

葉散布が有効です。ギシギシの葉が展葉して

から散布します。散布後21日間は採草及び放

牧ができないこと、クロ−バ−に薬害が出や

すいなどに留意下さい。

⑷　裸地や雑草が多い圃場では、草地更新の準

備を行い、８月下旬〜９月中旬を目安に永年

性牧草の種子を播種します。なお、シバムギ

など難防除雑草の占有が多い圃場では、播種

の30日前位に播種床を形成、雑草をある程度

生育させ、播種日に非選択性除草剤を散布す

る「除草剤の播種日同日処理」が効果的です。

⑸　平成22年の２番草刈取後、スジキリヨトウ

による食害が滝沢村周辺と県南部で多発しま

した。スジキリヨトウは老齢幼虫で越冬し、

夏期高温年に大発生する場合があります。

　食害を受けると草地が枯れたようになりま

す。虫が大きくなると薬剤が効かないので、

早期発見と適切な薬剤防除が大切です。

２　乳用牛の飼料給与

　暑熱の影響を緩和するため、次ぎの項目に留

意して下さい。

⑴　新鮮な水を十分に飲水できるようにしま

す。水槽の掃除はこまめに行います。

⑵　適期収穫で、調製品質の良好な粗飼料の給

与に努めます。外気温が低下する夜間から早

朝にかけても採食できるよう給与量を増やし

たり就寝前のエサ押しを検討下さい。

⑶　粗飼料の摂取量や乳量・乳成分が低下し始

めたら、次ぎの対応を検討下さい。

ア　粗飼料の摂取量、反芻回数とだ液分泌量

が減少するため、配合飼料の給与量の多い

搾乳牛では、ル−メンpH低下によるアシ

ド−シスが懸念されます。配合飼料の給与

回数を増やす、重曹（100〜200g/日・頭）

の給与などを行います。

イ　エネルギ−補給のため、綿実の給与も有

効です。ル−メン微生物の活性と乳脂肪分

率の維持を考慮し、給与量は１頭あたり１日

２kg程度が上限です。大豆油やパ−ム油を

原料とするバイパス油脂の給与も有効です

が、リノ−ル酸含量が多いものは、繁殖に有

益であっても乳脂肪合成を阻害する場合が

あるので、給与量は推奨量を参考とします。

ウ　発汗の増加により、カリウム、ナトリウ

ム、マグネシウム、カルシウム、リンなど

のミネラル要求量も通常の10から20%増加

します。乾乳後期牛を除き、鉱塩を切らさ

ないようにするとともに、重曹を補給し、

リン酸カルシウムを増給します。

（中央農業改良普及センター）

スジキリヨトウの幼虫 食害を受けたオ−チャ−ドグラスの草地
主にイネ科植物が食害を受け、マメ科植
物やギシギシなどが残る
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お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

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

畜 産 の 研 究（82）

トラクタ搭載型ＧＰＳを活用した
大規模草地・飼料畑の精密管理技術

　公共牧場等大規模かつ見通しの利かない草地や
飼料用トウモロコシ圃場における土壌処理等の除
草剤散布作業では、作業員の目測や経験を頼りに
作業が行われることが多く、散布漏れ等の散布ム
ラが生じるなど必ずしも適切に作業が行われてい
ません。
　岩手県農業研究センター畜産研究所では、これ
ら課題の解決のため、現在「トラクタ搭載型ＧＰ
Ｓ」（写真）活用による大規模草地・飼料畑の精
密管理技術に関する研究に取り組んでいます。ト
ラクタ搭載型ＧＰＳは、全地球測位システム
（Global…Positioning…System）によるトラク
タ位置情報の取得により、モニタ画面で作業幅の

軌跡を表示するとともに、次の走行予定位置･方
向が指示される作業支援機です。この活用により
作業進捗状況を確認しながら除草剤散布を行うこ
とで散布ムラが減少し、更には計画どおりの薬液
量の散布が可能になる等合理的に作業を行うこと
ができます（図１、２および３）。今後は除草剤散
布と同様に作業進捗の把握が難しい牧草反転
（テッダ）作業等について検証を行う予定です。

写真　トラクタ搭載型ＧＰＳ

（岩手県農業研究センター畜産研究所　外山畜産研究室　主査専門研究員　増田　隆晴）
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家畜防疫互助事業への参加を
　家畜防疫互助事業は口蹄疫、豚コレラ等の伝搬
力がきわめて強い伝染病が万一発生した場合に備
え、生産者自ら積立を行い、発生時の損害を互助
補償する仕組みに国（（独）農畜産業振興機構）が
支援し、発生農場や周辺農場の損失を最小限にと
どめ、安心して経営を維持、継続することができ
ることを目的とした事業です。
　前回の事業は平成23年度で終了しましたが、内
容を一部変更し、新たに平成24年度より始まりま
すので、その概要を紹介します。
　なお、参加とりまとめについては、前回同様農
業協同組合等を窓口にして行う予定です。

  事業のポイント
• 牛又は豚を飼養する生産者の方はどなたでも
事業に参加することができます。ただし、契約
締結時点で「家畜伝染病予防法」（以下「法」
とします。）に基づき移動制限等が実施されて
いる区域の生産者は、加入できません。
• 加入者は飼養衛生管理基準の遵守が必要とな
ります。
• 事業の対象となる牛及び豚の家畜伝染病は「口
蹄疫」、「牛疫」、「牛肺疫」、「アフリカ豚コレラ」
及び「豚コレラ」の５疾病です。
• 事業実施期間は平成24〜26年度の３年間です。
• 生産者積立金は、牛、豚に分けて基金として
管理され、牛に対する互助金は牛の生産者積立
金から、豚に対する互助金は豚の生産者積立金
からそれぞれ交付されます。
• 事業実施期間中は生産者積立金の返還はあり
ませんが、期間終了後に基金残額の２分の１相
当額が返戻されます。

  生産者積立金の納付金額
• 加入時に納付する生産者積立金の単価は表-１
のとおりで、契約頭数に生産者積立金の単価を
掛けて納付額を求めます。（対象疾病の発生が
無かった場合には、積立金は翌年度に持ち越さ
れ、新たに納付する必要はありません。）
• 対象疾病が発生し、基金を使用した場合は、追
加負担割合（（独）農畜産物振興機構理事長が別
に定めます。）に基づく追加納付が必要となる
場合があります。

  互助金の種類
　「法」の改正に伴い、①淘汰互助金が廃止され、
②予防的殺処分の対象家畜を事業対象に追加され
ました。
• 経営支援互助金
　「法」に基づき殺処分された家畜等を飼養し
ていた農場に新たに家畜を導入したとき又は互
助金交付認定委員会で経営再開計画が認められ
たときに交付されます。
• 焼却・埋却等互助金
　殺処分した家畜を生産者自らの負担で焼却・
埋却した時に交付されます。

その他詳細につきましては、㈳岩手県畜産協会　
家畜衛生部までお問い合わせください。

表−1　積立金単価

家畜の種類 生産者積立金の単価
（1頭当り）

乳
用
牛

乳用牛（24カ月齢以上） 260円
乳用牛（24カ月齢未満） 130円

肉
用
牛

肉専用種繁殖雌牛（24カ月齢以上） 260円
肉専用種繁殖雌牛（24カ月齢未満、子牛を含む） 195円
肉専用種肥育牛（子牛を含む） 195円
肉専用種と乳用種の交雑種肥育牛（子牛を含む） 130円
乳用種肥育牛（子牛を含む） 130円

豚

家族
型

繁殖用種豚（雌） 120円
繁殖用種豚（雄） 240円
肥育豚 40円

企業
型

繁殖用種豚（雌） 135円
繁殖用種豚（雄） 270円
肥育豚 55円

表−２　互助金の種類とその単価

家畜の種類
互助金の上限単価（１頭当り）
経営支援互助金 焼却・埋却等互助金

乳用牛
乳用牛（24カ月齢以上） 190,000円

74,000円
（37,000円）

乳用牛（12か月齢以上24カ月齢未満の雌） 31,000円
子牛（12か月齢未満の雌） 27,000円

肉
　
用
　
牛

肉専用種

繁殖雌牛（24カ月齢以上） 175,000円
繁殖雌牛（12か月齢以上24カ月齢未満）

59,000円
肥育牛（雌、12か月齢以上）
肥育牛（雄、12か月齢以上）
子牛（12か月齢未満）

交雑種
肥育牛（12か月齢以上） 38,000円
子牛（12か月齢未満） 32,000円

乳用種
肥育牛（12か月齢以上） 31,000円
子牛（12か月齢未満） 27,000円

豚

家族型
繁殖用種豚（雌） 50,000円

4,000円
（2,000円）

繁殖用種豚（雄） 50,000円
肥育豚（21日齢以上のもの） 11,000円

企業型
繁殖用種豚（雌） 57,000円
繁殖用種豚（雄） 57,000円
肥育豚（21日齢以上のもの） 12,000円

※「法」の規定により、焼埋却費用の1/2の交付を受けた場合
の　単価は（　）の額となります。
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東 邦 岩 手 株式
会社

本 社
盛岡営業所
ホームガスセンター
宮古営業所
釜石営業所
水沢営業所

紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割136番地
盛 岡 市 み た け 二 丁 目１番 4 5 号
盛 岡 市 み た け 二 丁 目１番 4 5 号
宮古市大字赤前第４地割108番地３
釜 石 市 新 浜 町 一 丁 目２番 1 1 号
水 沢 市 字 八 反 町 8 2 番 １ 号

TEL（019）697－4151㈹
TEL（019）641－1195㈹
TEL（019）641－3143㈹
TEL（0193）67－2445㈹
TEL（0193）22－0540　
TEL（0197）25－8033㈹

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。

ティータイム

※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）

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
6/6
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 184 652,050 208,950 351,191 271 1,296
♂- 202 571,200 144,900 423,831 312 1,360
計 386 652,050 144,900 389,205 292 1,332

県南
6/7
㈭

磐　 井
♀ 158 565,950 201,600 348,414 272 1,282
♂- 232 607,950 243,600 403,766 308 1,311
計 390 607,950 201,600 381,341 293 1,300

中央
6/13
㈬

盛　 岡
紫　 波
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 205 598,500 150,150 321,863 278 1,158
♂- 262 573,300 169,050 425,422 309 1,379
計 467 598,500 150,150 379,963 295 1,287

中央
6/14
㈭

宮 古
北 部
奥中山
久 慈
＊葛巻

♀ 211 612,150 132,300 330,785 277 1,196
♂- 254 638,400 115,500 436,345 303 1,439
計 465 638,400 115,500 388,446 291 1,334

中央
6/15
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手

♀ 169 539,700 200,550 335,776 276 1,216
♂ 2 500,850 463,050 481,950 344 1,401
♂- 253 599,550 136,500 442,756 304 1,454
計 424 599,500 136,500 400,300 293 1,365

合　　計

♀ 927 652,050 132,050 336,777 275 1,225
♂ 2 500,850 481,950 344 1,401
♂- 1,203 638,400 115,500 426,930 307 1,391
計 2,132 652,050 115,500 387,783 293 1,323

平成24年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成24年６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

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平 均 価 格

黒 毛 和 種 頭
1，388

円
510，554，100

円
367，834

交雑種・乳 3 538，650 179，550

（注）：金額、価格は消費税込み

イ　チ　ビ

　先日、テレビで上杉鷹
山物語を見ていたら、食
べられる野草等とその利
用法をまとめた「かても
の」を発行し、飢饉に備
えたと報じていた。この
「かてもの」のなかにイ

チビの字があった。調べると、「実をいちびまんで
うと云う　実をとり生にて食らう　干してひき粉
にし餅、団子にしても食う」と書いてあった。お蔭
で天保の飢饉でも上杉藩からは餓死者が出なかっ
たという。
　「かてもの」のイチビは栽培種で、皮から繊維を
取り出して利用し、桐麻とも呼ばれていた。植物性
繊維で編んだ衣服は通気性が良く、ジメジメした日
本の気候では快適で、有益な栽培作物だったろう。
　しかし、戦後、女性と共に強くなった化学繊維に
押され、姿を消してしまった。そして、現在、デント
コーン畑に蔓延っているイチビは「かてもの」とは
異なる系統のイチビだ。どちらも原産地はインドの
ようだが、栽培種は中国を経由して右回りに、厄介
者は左回りで北米から飼料に紛れ込んで入ってきた。
　イチビはアオイ科の植物で、オクラの仲間であ
る。オクラは南国の野菜で岩手ではあまり栽培を見
かけない野菜であったが、近年、岩泉地方で栽培が
盛んになっている。岩泉のオクラは柔らかで筋っぽ
さが無いと好評で、新たな特産品として期待されて
いる。　
　オクラは大きなクリーム色の花を咲かせ、「美し
すぎる野菜」とも呼ばれており、ネバネバが特徴の
野菜です。栄養価の高いオクラを食べて夏を乗り切
りましょう。　　　　　　　　　　　　　　　（小）

おまけ；オクラ入りネバネバそば

　そばにトロロイモ、納豆（ひきわりが良い）、
刻んだオクラをトッピングするだけ。
　温でも冷でも良し。手軽、安価、ヘルシー、
しかも美味。
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