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平成25年５月号

岩手県信用農業協同組合連合会　　　
代表理事理事長　法領田　周一

　県の統計資料によれば、畜産が県内産業全体に
及ぼす生産波及の大きさは、鉱業に次いで２番目
と畜産業界の動向が地域経済に対し非常に大きな
影響を持ち、かつ多大な役割を担っている。
　一方、東日本大震災や放射性物質検出の
影響により価格下落した牛枝肉価格は回復
傾向にあるものの、草地への放射性物質の
影響が未だ懸念されることや、飼料価格の
高騰、更にはＴＰＰ問題など憂慮に堪えな
いところである。
　現在、国では農林漁業が持つ潜在的な価
値を様々な分野で事業化させるべく、６次
産業化に対する取組を強力に推し進めてい
る。特にも６次産業化法に基づいて認定さ
れた農林漁業者には低利な資金や様々な補
助事業が措置されている。
　本県では34の事業者が認定され、そのう
ち畜産関連は７つとトップの北海道の27に
は及ばないものの全国トップ10に入ってい
る。但し、全国的に見れば畜産関連は約
12％と野菜33％、果樹19％、米14％に比べ
れば低い数値となっている。これは、畜産関連の
農業者は６次産業化が叫ばれる以前からソーセー
ジやチーズなどの加工・販売に取り組んでおり、
実際に６次産業に取り組んでいる畜産業者はもっ

と多いものと推察できる。
　６次産業化の事業内容は加工、直売、レストラ
ンが大部分を占め、加工場や加工施設などの設備
投資には多大な資金が必要となり、経営管理が重

要となるが、国が６次産業化に取り組んで
いる農業者へのアンケート結果によれば、
畜産関連は「毎年、事業計画を立てている」
は81％と高いが、「毎月、予算と実績の差
異を分析しているか」については42％と低
い結果となっている。
　６次産業化に取り組む農業者には様々な
施策が施されているが、資金・出資・補助
事業が入り口ではない。畜産経営では畜舎
などの多額な設備投資に加えて６次産業化
ともなれば更なる投資が必要となる。
　ＪＡグループにおいても、多種多様な６
次産業化に関する取組を促進する目的に、
「ＪＡ・６次化ファンド」を立ち上げ、６
次産業化に取り組む農林漁業者に対し支援
することとしているが、農業者の６次産業
化は言い換えれば、農業者の異業種参入で

もある。計画に対する結果分析は勿論のこと、生
産や加工、販売の部門別の管理が重要となり今ま
で以上の経営管理能力が求められるのではないか。

６次産業化と畜産経営
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　岩手県畜産協会の第80回通常総会が３月４日、
盛岡市の「産業会館」で開催されました。
　冒頭、田沼会長は「当協会は原発事故により被
害を受けた農家の経営支援として、マルキン事業
の肥育牛補塡金の毎月交付や肉用牛肥育経営等緊
急支援事業での廃用牛出荷遅延支援金の円滑な交
付等に努めてきた。ＴＰＰ交渉については、関係
機関と連携して対応していく。また、公益法人制
度改革に対応し、一般社団法人への移行認可の見
通しが立ったことから、４月１日をもっての新法
人への移行に向け、準備を進めてまいりたい」と
挨拶しました。
　続いて平成24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25年度の事業計画と実施事業会計
5,603,900千円、その他会計170,977千円、法人会
計22,766千円、合計5,797,643千円の予算および本
会会費22,929千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
が定める岩手県民計画・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。
　特にも、畜産経営は、福島第一原子力発電所事
故の影響や配合飼料価格の高騰等により厳しい経
営環境が続いていることから、経営診断や肥育牛
補塡金・廃用牛出荷遅延支援金の円滑な交付等経
営安定の支援、指導に努める。
　また、公益法人制度改革に対応し、一般社団法
人へ移行することから、移行認可に係る計画に即
し、引き続き本県の畜産振興に寄与するよう、各
般の事業の的確な実施を図る。

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）、家畜人工授精用精
液流通調整、家畜自衛防疫、生乳検査、肉用牛
肥育経営安定特別対策等の事業の実施に伴う各
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躍進
運動等生産振興に寄与。

実施事業

１　継続事業１（90,197千円）
　畜産経営者に対する生産技術及び経営改善指
導、安全良質な畜産物の生産及び家畜衛生の普
及啓発、畜産及び家畜衛生に関する調査研究、
広報並びに情報の収集提供、家畜改良促進、家
畜伝染性疾病の予防・まん延防止に関する措置
等防疫の推進を行う。
２　継続事業２（5,262,265千円）
　肉用牛肥育経営の安定を図るために、粗収益
が生産費を下回った場合に、契約肥育牛を販売
した経営者に補塡金を交付し肉用牛肥育経営の
安定に資する。
３　継続事業３（251,438千円）
　家畜生産農場における疾病の清浄化、発生予
防及び特定疾病の流行防止を図るため、発生農
場における同居牛のとう汰や組織的な予防接種
等を推進する。

本会第80回通常総会が開催されました
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その他事業

１　その他事業１（家畜人工授精用精液流通調整
　　　　　　　　　事業　50,771千円）
　県内の大家畜飼養者に対し、本会と契約するサ
ブセンターを通じて家畜人工授精用凍結精液等を安
定的に供給することにより家畜改良増殖に寄与する。
２　その他事業２（家畜登録事業　27,037千円）
　家畜改良及び登録を促進し、産肉性や産乳性
等経済能力の向上を図ることにより改良基盤の

拡充と畜産農家の所得向上に寄与する。
３　その他事業３（生乳検査事業　92,157千円）
　東北生乳販売農業協同組合連合会及び東北地
域の農業協同組合等から委託もしくは依頼され
た生乳について検査を実施する。
４　その他事業４（1,012千円）
　関係機関・団体が行う先進的な研修会等への
派遣や地方競馬の支援等を行い、指導者の育成
指導及び畜産団体の相互調整並びに畜産団体の
機能向上を図る。

名称変更のお知らせ
　当協会は、岩手県知事から一般社団法人の認可を受け、平成25年４月１日をもちまして下記
のとおり名称を変更しましたのでお知らせ申し上げます。
　今後とも、関係機関・団体との連携を密にし、畜産の振興に努めて参りますので、一層のご
支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

新名称　　　一般社団法人 岩手県畜産協会

略　称　　　（一社）岩手県畜産協会

畜産経営の６次産業化
　農業経営者が加工・販売まで手掛ける、６次産
業化へ進展する事例が増えています。畜産経営に
おいても、生産部門に自ら加工部門や販売部門（レ
ストラン含む）を取り入れた経営展開が、農業の
６次産業化の施策の推進により益々増えてくるも
のと推測されます。

１．農業分野において、経営改善の方策として次

の３つの方法があります。

　①　規模拡大
　②　生産性向上
　③　新規部門の導入
　①及び②の方策は、これまで蓄積した経営技術
のノウハウを活用することが可能で、経営改善方
策としてよく使用されています。

　③はこれまでの生産だけから、２次産業、３次
産業を加味した６次産業への転換です。加工部門
や直接販売等新規部門の導入による経営の多角化
は、経営規模の拡大や販売単価のアップによる収
益の大幅な増加が期待できます。一方で、新たな
投資や技術の習得が伴うため、実施に当たっては
十分な検討が必要になってきます。

２．加工・販売部門導入による経営の多角化

　新たな分野への進出ですので、十分な下調べや
検討が必要です。
⑴　実施目的の明確化
　どうして自ら加工・販売までやるのか。これ
を明確にしておく必要があります。目的がはっ
きりしていないと新規導入部門の規模や担当が
不明瞭になります。
①　付加価値を付けて販売金額の増加を狙いた
い
②　後継者が経営に参画するので、新規部門を
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※精肉のご用命は岩手畜流会（食肉専門店）へ中央畜産会認証第１号（南山形）

導入したい
③　自家労力に余裕があるので、新規部門を導
入したい

④　生産部門を縮小し、加工・販売部門に転嫁
し労力軽減を図りたい

⑤　地域の雇用を確保するために、加工部門を
導入したい

⑥　混住化が進行してきたので、販売部門を導
入し経営改善を図りたい

⑦　自らの生産物を直接消費者に届け、また
ニーズを把握したい
　上記に掲げたような理由を明確にした上で、
これまでの営農部門をどのようにするのか、こ
れに加工部門や販売部門の併せたトータルでの
中長期の経営ビジョンを考える必要があります。
⑵　実施に当たっての課題を整理
①　課題を明らかにするためには、目的や実施
したい内容をはっきりさせたうえで、十分な
準備が必要になります。このためには、情報
の収集です。実施したい内容について先行事
例や同業種の分析を行いながら、必要準備事
項の概要、全体手順の流れや投資規模の見積
と資金準備等の把握が必要です。また、内容
によっては知識と技術を習得する必要も出て
きます。
②　調整・合意形成が大事
　当県のみならず日本農業は家族経営がほと
んどです。このことから、現経営運営はもと
より、新たな部門の導入に際しては配偶者や
後継者など家族間の理解と協力を得ることは
必要不可欠です。最も効果的なことは「家族
経営協定」を締結し、目的、目標、手法等を
共有することです。
　また、地域との調和や合意形成も大事です。
地域内で多くの者が加工・直売に取り組むよ
うになると、当然、飽和状態になります。こ
のような場合の調整を地域ぐるみで考える必
要があります。
　６次産業への参入は様々なメリットがあり
ます。しかし、起業者のメリットだけを追求
しては継続が危ういものになります。消費者、
それに地域のメリットも考えた目的とするこ
とが必要です。

３．チェックシートで起業の熟度を判定

　６次産業参入目的を明確にして、実施に当たっ
ての課題を整理したら、起業熟度が高まっている
のか確認する必要があります。次のチェックシー
トで確認してください。

　チェックリストでは、特に①の農業生産部門の
現状チェックが大事になります。１次産業の農業
生産部門の現状がしっかりしていないと、６次産
業化は困難になります。「１次×２次×３次＝６
次産業なので、１次産業が０になると答えも０に
なる」と６次産業の提唱者、今村奈良臣東京大学
名誉教授が警鐘を鳴らしています。

　チェックリストで起業が可能なことを確認でき
たなら、次に計画樹立作業に入ります。これは、
次号で紹介します。

起業熟度チェックシート
①　生産部門の現状
黒字経営で収益性に問題はない
生産技術や生産能力は安定しており、問題はない
自己資本比率が高く生産部門の負債状況、安全性に
問題はない
労働投下の現状及び今後に問題はない
複式簿記を記帳しており生産部門の経営管理は適正
に行われている

②　事例等による理解の状況
加工・販売部門の経営事例は研究して理解している
開業資金と運転資金の額は概ね把握している
収益確保、資金回収までの期間、労働条件の違いは
理解している

③　必要事項や用意事項のチェック
起業に必要な知識や技術は習得している
許認可等は大丈夫
資金調達は大丈夫
ネットワーク、人脈はある
収益を上げるまでの資金繰りは可能

④　調整・合意形成の確認
家族間の相互理解と協力はできる（家族経営協定の締結）
地域との調整はできる
融資先（ＪＡ等）との調整

⑤　最終確認
生産部門と新規部門との整合性
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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】

　本県では、平成23年の原発事故による牧草地等
の土壌汚染や粗飼料汚染により、食品の暫定規制
値（500Bq/kg）を超過する事例が相次ぎ、岩手
県産牛も県外で超過事例が確認され、平成23年８
月１日、国より出荷制限が指示されました。
　県では、「岩手県全頭全戸検査要綱」（以下「全
頭検査」）により県内で飼養する全頭の検査と計
画出荷体制を構築、制限が一部解除されたものの、
食品の暫定規制値超過事例が散発したこと、平成
24年度から暫定規制値が大幅に強化されることと
なったことなどから、平成24年10月１日より牛の
生体表面の放射線計数を測定し筋肉中の濃度を推
定する生体推定検査を導入、より安全な食肉流通
体制を構築したのでその概要を報告します。

【材料及び方法】

　平成24年７月から９月に株式会社岩手畜産流通
センター（以下「岩畜」）に搬入された廃用牛186
頭（乳用牛140、肉用牛46頭）について体表測定
を実施しました。
　体表測定は宮城県畜産試験場の報告を参考に、
ＢＮＣ社製スペクトルサーベイメータＳＡＭ９４
０−３Ｇを用いて放射線計数を測定し、筋肉中濃
度は「全頭検査」において定める簡易検査で得ら
れた放射性セシウム濃度を用いました。

【生体推定法】

１．測定条件
　体表測定に当たり、測定対象物以外からの放射
線の影響を軽減するため、既報を参考にソフト
カーム鉛シートで分析器の測定部ハンドルに固定
する遮蔽リングを作成しました。作成したリング
の遮蔽効果を確認する目的で、標準試料（天然ウ
ラン）を検出器の直径に合わせた同心円状に配置
し、角度による遮蔽効果を測定しました。
　45°〜315°の間で80％以上の遮蔽効果があるこ
とが確認できました。
　測定時間は、同様に標準試料を用いて試験を実
施し、遮蔽リングの装着の有無に関わらず、30秒
及び60秒間測定に有意差が無かったため30秒測定
としました。

平成２4年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（獣医部門）

牛肉中放射性物質濃度の生体推定について

県南家畜保健衛生所　北　川　　　睦
畜産研究所　熊　谷　光　洋
畜産課　長谷川　和　弘

図
１
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蔽
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グ
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表１．遮蔽リングの遮蔽効果

遮蔽
リング

測定
回数

標準試料の位置
0° 45° 315° 90° 270° 135° 225° 180°

1 3 681. 0 122. 7 123. 7 106. 1 109. 3 107. 8 111. 5 100. 9
n. s.2 3 680. 1 121. 0 123. 0 106. 5 106. 6 109. 3 108. 4 101. 3

3 3 686. 6 122. 1 123. 3 107. 0 106. 3 108. 2 109. 4 101. 4
平均 682. 6 121. 9 123. 3 106. 5 107. 4 108. 4 109. 8 101. 2

遮蔽効果（%） 0 82　（n. s.） 84　（n. s.） 85
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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 ㈹　

２．出荷基準値の設定

　事前調査で測定した牛のデータのうち、筋肉中
濃度が10Bq/kgを超える39頭の測定値を解析デー
タとして用いました。
　得られた回帰直線に、機種の特性や宮城県の測
定データなどの情報を加味し、仮想検量線としま
した。（図２）
　この仮想検量線をもとにグラフ内に太枠で示す
ように、筋肉中の放射性セシウム濃度50Bq/kgを
超過しない値を本県の生体検査の基準値として定
めました。
　なお、検査の継続によって得られるデータを蓄
積し、検量線の検証を適宜実施し、基準値の検証
を行うこととしています。

３．検査および廃用牛の流れ

・給与飼料による算定で50Bq/kg以下の牛を岩畜
に出荷

・岩畜に出荷された廃用牛は、一旦プラット
フォーム上の所定の場所に係留係留場所、係留
方向は一定とする。
・牛の頚部に検出器を密着させ30秒測定
・基準値以下の牛は係留場所へ移動し係留、翌日
と畜処理
・基準値超過の牛は持ち帰りの上、振興局等で原
因調査を実施、一定期間の飼い直し後再出荷

４．結果

　検査を開始した平成24年10月１日から平成25年
３月末現在までで、延べ2,671頭を検査し、持ち
帰り指示は７頭でその内６頭が乳用牛でした。放
射能による土壌や粗飼料汚染で厳しい状況にあっ
た県南部の牛の持ち帰りはほとんどありませんで
した。
　なお、持ち帰り指示となった牛のうち４頭は再
出荷され、いずれも生体検査で基準値を下回り、
枝肉の検査においても食品の暫定規制値を超過す
るものはありませんでした。

５．考察およびまとめ

　牛の体表面の放射線係数と、筋肉中の放射性セ
シウム濃度は一定程度の相関が認められたもの
の、宮城県の報告に比べ低いものでした。調査対
象牛が県内の出荷基準の強化により、筋肉中の放
射性セシウム濃度が低い集団のみで解析せざるを
得なかったことが要因として考えられました。し
かし、これまでの運用実績から、と畜の可否判断
のスクリーニング検査の機能は十分に発揮されて
おり、今後も本法を活用した検査体制を継続して、
安全な食肉の流通を確保できるものと考えていま
す。今後もシステムの運用継続によってデータが
蓄積されることから、より精度の高いシステムと
して運用できるよう精査していくこととしていま
す。
　と畜不可の判断をしたもののほとんどが乳用牛
であったことは、肉用牛に比べても採食量が大き
いこと、廃用牛ということで飼料や飼養場所等で
十分な注意が払われず、屋外の牧草の採食など飼
料算定上想定されなかった汚染物質が摂取された
ものと思われます。
　未だ出荷制限指示の元での流通であり、食品の図３　廃用牛出荷からと畜まで

図２　基準値の設定
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創業109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

「いわて肉牛モーモー女性ネット」開催
〜平成24年度肉用牛に携わる女性の集い〜

　県内の肉用牛を飼養している女性が交流や研修
を通じて、肉用牛生産が元気を回復することを目
的とする集いが盛岡市繋のホテルで開催されまし
た。主催したのは、いわて肉用牛躍進運動推進協
議会及び本会です。
　平成23年度は放射性物質への対応等により開催
を断念していたため、2年ぶりの集い開催となりま
したが、モーモーレディーを中心に60名が参集しま
した。
　今年の意見交換テーマは２つ。参加者は６つの
グループに分かれ、活発な意見交換が行われまし
た。進行役は白戸綾子家畜改良センター岩手牧場
長が務めました。県内各地から参集したモーモー
レディーは初対面が多かったにも関わらず、牛の
話になると熱が入り、時間が不足だったようです。

　１つ目のテーマ、いわて牛の販売戦略では、広
い県土で育った健康な牛のPRや地場消費の拡大等
の意見が出されました。また、所得アップ方策を
テーマにした部会では、種付けや種牛についての
意見が多く出され、活気に満ちた集いになりました。
　参加者からのアンケートでは、86％が有意義な
情報があったと回答し、研修内容が評価されまし
た。また、意見交換で自分の意見を十分言えたが
40％、わりと言えたが42％もあり、集いに参加し
た満足度も高く、来年も開催してほしいとの要望
も多くありました。

暫定規制値超過事例を出さないことが制限の全面
解除への重要な要件となりますので、今後も生体
推定法による出荷牛の精査を継続するとともに、
早期の出荷制限指示全面解除に取り組みを続けて
いきますので、関係機関・団体をはじめ生産者の

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

　最後に、生体推定法に関連する貴重な情報・ご
助言を頂いた宮城県畜産試験場をはじめとする関
係各位に感謝申し上げます。

検討結果をグループごとに発表しました

　本県の家畜改良増殖を促し、畜産農家の研鑽を
図ることを目的に、下記日程で県畜産共進会を開
催します。
　この共進会は、岩手県などの後援を受け、本会
が主催するもので、総合開会式は９月３日の黒毛
和種の部において開催します。
　昨年度は、長崎県で開催された「第10回全国
和牛能力共進会」において、岩手県農業研究セン
ター畜産研究所出品牛が１区の優等賞２席を受賞
し、総合成績でも全国５位を獲得しました。

　また、静岡県で開催された第８回Ｂ＆Ｗショウ
でも葛巻畜産開発公社出品牛がクラスチャンピオ
ンに選ばれるなど本県勢の活躍が目立ちました。
　家畜共進会の開催で改良増殖が促進され、畜産
主産県の確立が期待されます。

出品家畜 開催月日 会　　　　　場

黒 毛 和 種 ９月３日（火） ＪＡ全農いわて中央家畜市場

ホルスタイン種 ９月４日（水） 同　　上

日 本 短 角 種 ９月５日（木） 同　　上

馬 ９月13日（金） 馬っこパーク

肉　　　 牛 11月２日（土） 岩手畜産流通センター

第57回岩手県畜産共進会
の開催について
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一般社団法人 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/

報情 （38）産畜 術技

飼料用トウモロコシ

　単位面積あたりの栄養収量が高く、飼料代の低

減に貢献します。収穫調製時期に確実に黄熟期

に到達する品種を選定します。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。

１　品種の選定

　とても重要です。栄養収量を確実に確保する

ため、地域の収穫作業時期の範囲で黄熟期に達

する品種を選びます。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す。

２　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。

３　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、

播種日を再検討する、覆土を５㎝程度に厚くす

るなどの対策を講じます。

４　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本が目安です。

５　その他

　昨年も一部の圃場ですがタマナヤガ（ネキリム

シ）による食害が発生した事例がありました。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。

（中央農業改良普及センター）

新播草地の管理
中央農業改良普及センター監修

　原発事故による放射性物質の除染のため、多く
の牧草地が更新されました。
　牧草地は更新後の適正な管理により、高い生産
性を維持していくことが出来ます。除染後の新播
草地の生産性を維持していくための管理について
紹介します。

５・6月の管理のポイント
①　適期刈り取りで、分げつを確保する
②　雑草対策（エゾノギシギシ）

１．適期刈り取り

　牧草密度を高く保つため、丈夫な分げつを出さ

せて株数を確保することが大切です。このために
は、刈り遅れないことが重要です。刈り遅れると分
げつが確保できず、株数が減少して草地の生産性
が著しく低下し、また雑草が侵入しやすくなります。
⑴　分げつ発生のしくみ
　オ−チャ−ドグラスは長日植物なので、５月
になると出穂して開花・結実します。この時、
根元付近から新芽が出て、盛んに分げつが発生
します。この分げつが、草地の生産性を確保し
てくれます。
⑵　分げつの確保
　春までに発生した分げつは、出穂して１番草
の刈り取りで失われますが、６月には新しい分
げつが発生します。この分げつが越冬して翌年
の収量を左右しますので、強勢な分げつを多く
確保することがとても重要です。
　一番草を刈り遅れると出穂した牧草が開花・
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公益社団法人　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。

結実することになります。こうなると、分げつ
へ回るはずの養分が開花・結実に奪われてしま
い、分げつが少なくなります。この結果次年度
の収量が減少します。特に、結実まで進んでし
まうと株自体の再生養分も奪われるので、大き
な減収につながります。
⑶　刈り取り適期（出穂はじめ〜出穂期）
　出穂を刈り取ることによって、分げつの発生
が促されます。新播草地での１番草は早めに刈
り取り、分げつを確保することにより裸地の発
生を防ぐことが大切です。

２．雑草対策（ギシギシ）

　草地更新では、前植生に非選択性除草剤の処理
を行った後に耕起・整地しています。また、耕起・
整地後１か月程度放置して雑草を十分発芽させ、
非選択性の除草剤を散布し播種する「除草剤の播
種日同日処理」で更新が行われた圃場も多いです。
このため、雑草の発生はかなり抑えられてはいま
すが、圃場によっては、除草剤散布後に発生した
雑草対策が必要です。
　ハコベ、ナズナ、ヒメオドリコ草などの一年生、
越年生雑草は、雑草草丈20〜30㎝程度、牧草草丈

10㎝以上のタイミングを見計らって掃除刈するこ
とにより対応が可能です。
　しかしながら、強害雑草であるギシギシは、掃
除刈りでも抑えるのが難しく、はびこると草地の
生産性が著しく低下するので、一番草収穫後から
二番草収穫前では、次ぎの対応を検討します。
⑴　除草剤の利用
　ギシギシの発生密度が高い場合は、選択性の
除草剤（ハ−モニ−75DF水和剤）による駆除
を検討します。除草剤散布は薬剤が充分付着す
るよう、葉が開いている時期に行います。
　ギシギシは、開花後およそ２週間程度で結実
して種子が発芽能力を有します。このため、１
番草収穫後３週間から１か月後にギシギシが展
葉したあたりが散布時期の目安になります。
　なお、ハ−モニ−75DF水和剤は、マメ科牧
草に薬害が生じる恐れがあるので留意下さい。
⑵　抜き取り
　転作田など圃場面積が小さく、スポット的に
ギシギシが発生している場合は、抜き取りを考
えてみます。既存株から発生したギシギシは個
体数が少ないので抜き取りにより省力的かつ低
コストに除草できます。

一番草収穫後から二番草収穫前に使用できる選択性除草剤

除草剤名 使用時期
10a当たり散布量 主な対象雑草 使用

回数 使用方法及び使用上の注意事項

ハーモニー
75DF水和剤

雑草生育期（但し、
採草21日前まで）

薬剤：３〜５g
希釈水量：100㍑

ギシギシ類及び
一年生広葉雑草

１回 １　クロ−バ−に薬害が生じる恐れがある
２　ギシギシが展葉してから散布する
３　調製した薬剤は速やかに散布すること
４　散布に用いた器具類は、使用後に500倍の消石灰液で確実に洗
浄し、他の用途の薬害にならないようにする
５　散布後21日間は採草及び放牧を行わない

＊１　本表は平成25年５月１日現在の農薬登録内容に基づいて作成しています。
＊２　農薬は、使用者の責任で使用してください。
＊３　農薬を使用する前には必ずラベルを確認し、使用基準等を遵守して適正かつ安全に使用してください。

春の農作業安全月間
　岩手県では、「慣れと油断が事故のもと　いつもの
作業も　まず確認」をスローガンに、４月15日から６
月15日までを春の農作業安全月間に設定し、重点的な
取り組みを展開しています。
　特に、春は昼の時間が長くなり、遅くまで働きがち
になります。長時間の農作業と疲れから農作業事故の
危険性が高くなることが心配されます。

農作業事故を防ぐため、次のことを心がけましょう。

１　作業前には、周りを確認

・特に子供、作業補助者に気を付けましょう
２　いつもの道でも油断は禁物

・家の近くが盲点です。最後まで気を緩めずに
３　相手からの見える化

・牧草を満載したトレーラは夜道では見えづ
らくなります。反射板を付けましょう

４　疲れたら潔く休息を

・小休止すると仕事の能率も上がります

����������������������

����������������������
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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

家畜の保健衛生（87）

動物用医薬品の使用基準を守り、正しく使いましょう

１　適正な抗菌剤・駆虫薬の使用について

　抗菌剤、駆虫薬などは、使い方、使用量、使用禁止期間（休薬期間）などの使用基準を守って使用し
なければいけません。
　万一、使用基準が守られずに出荷された乳・肉・卵・蜂蜜に、医薬品が残留基準値を超えて残留した
場合、回収や廃棄の対象となります。
　使用基準を守れば、食べても問題のない畜産物として出荷できます（図１参照）。

２　使用基準の確認方法と使用記録について

　使用基準は、動物用医薬品の囲み枠（図２参照）に記載されていますので、医薬品を使用したら、使
用記録を付けて保管しましょう（裏面に記載されている場合もあります）。
　記録する項目は、①使用年月日、②使用場所、③対象動物、④薬品名、⑤用法・用量、⑥出荷可能日です。
　記録は、医薬品の使用に問題がないことの証拠になります。また、獣医師の発行した動物用医薬品指
示書や出荷制限期間指示書がある場合は、医薬品の使用記録と一緒に保管しましょう。
　最後に、未承認動物用医薬品（個人製造や輸入）の使用は、薬事法で禁止されています。
　畜産物に残留した場合、回収・廃棄の対象となり、人で健康被害が発生した場合は、使用者の責任と
なりますので、注意して下さい。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

＜表示例＞

用法・用量

豚 ：食用に供するためにと殺する前◯日間

　飼料1t当たり◯gを均一に混合し、◯日
間経口投与する

動物用医薬品 ◯◯◯◯◯（商品名）
効能・効果　　 豚：豚回虫の駆除

注意−使用基準の定めるところにより使用すること

注意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定め
られた医薬品ですので、使用対象動物（豚）について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を順守してく
ださい。

図１　動物体内の医薬品残留量の変化

図２　使用基準の確認方法
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畜 産 の 研 究（87）

ライ麦と飼料用トウモロコシ二毛作における
トウモロコシ播種適期および適正窒素施肥量

　寒冷地に位置付けられる本県で、ライ麦と飼料
用トウモロコシの二毛作を普及するためには、５
月上・中旬にライ麦を収穫した後、トウモロコシ
を播種するまでの期間をどう短縮するかが課題と
なっていました。当所では、これを解決する手段
として、トウモロコシの不耕起栽培を導入するこ
とにより、期間短縮と良好な収量が確保できるこ
とを実証し、本誌第512号（平成24年５月１日）
でご紹介しました。
　今回は、①ライ麦収穫後トウモロコシ播種まで
の期間を５日と10日にした場合にトウモロコシ
の収量がどう変わるのか、②トウモロコシを不耕
起播種する際の窒素施肥量を増やした場合に収量
がどう変わるのか、この二点について新たに知見
が得られたので、ご紹介します。
　まず一点目です。表１を見ると、間隔が５日よ
り10日の方が少し収量が多いように見えますが、
統計的には差がないという結果になりました。ラ
イ麦刈取り後、10日以内にトウモロコシを播種
すれば良好な収量が確保できるということが分か
りました。

　次に二点目です。図１を見ると、標準施肥量
（12.0㎏／10a）より３割以上増やした場合、
TDN収量が約２割増えるという結果が得られま
した。つまり、ライ麦収穫後のトウモロコシ栽培
においては、標準より３割程度多い窒素を必要と
するということです。これは、収穫後のライ麦の
分解のため、微生物等が窒素を利用するためと考
えられます。

　表２で示していますが、３割増肥で10a当たり
標準施肥量の場合より840円コストが増えます。
しかしここで考えてほしいのは、窒素肥料代のト
ウモロコシ生産費に占める割合は１割にも満たな
いということです。生産費の９割以上を占める各
種資材費、労賃などは変わらないため、収量2割
増によって、840円どころでないコストダウンが
図られることになります。また、二毛作により栽
培面積を拡大しなくても年間収穫量で約30%の
自給飼料増産が図られるので、試してみてはいか
がでしょうか。

　なお、本結果は標高250mの畜産研究所圃場で
試験したものであり、ライ麦の品種は「春一番」、
飼料用トウモロコシの品種は「ニューデント100
日（ LG3457）」を用いたものです。各地域の気
候によって、適品種は変わりますので、ご留意願
います。

（岩手県農業研究センター畜産研究所）

表１　トウモロコシの播種時期別の収量性

表2　10a当たり窒素肥料代とTDN収量

（参考）飼料用トウモロコシ不耕起栽培・ライ麦二毛作体系図

図１　施肥量別のトウモロコシTDN収量

窒素施肥
区分

窒素肥料代 ＴＤＮ収量

施肥量（kg） 金額（円） 標準差（円） 収量（㎏） 準標準対比（%）

標準 12.0 2,800 0 1,138.4 100

130% 15.6 3,640 840 1,404.6 123

160% 19.2 4,480 1,680 1,399.0 123

190% 22.8 5,320 2,520 1,345.7 118

220% 26.4 6,160 3,360 1,453.4 128

※　トウモロコシ生産費は35,237円/10a（H23成果より）

ライ麦播種
（前年9月下旬
～10月上旬）

ライ麦収穫
（出穂期）
（5月上～中旬）

トウモロコシ不耕起播種
（ライ麦収穫後10日以内）
（5月中旬）

土壌処理（ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄ ・゙ﾘﾆｮﾛﾝ乳剤）
（播種直後）
（5月中旬）

前植生処理（ｸﾞﾘﾎｻｰﾄｶﾘｳﾑ塩液剤）
（播種当日～5日後）
（5月中旬）

トウモロコシ収穫
（9月中旬）
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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。

４０

４５

５０

５５

６０

３５

１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円

21年

17年

19年

←

←

←

←

←

23年

24年
25年

←
※１　平成25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。（葛巻地域が１日目に上場と致します。）
※３　売買対比及び増減については、上記※１に準じての対比とさせていただきます。

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
4/10
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 159 638,400 290,850 424,517 280 1,516
♂- 221 658,350 311,850 489,428 313 1,566
計 380 658,350 290,850 462,268 299 1,547

県南
4/11
㈭

磐　 井

♀ 129 624,750 340,200 425,038 284 1,499
♂♂ 1 306,600 306,600 306,600 319 961
♂- 207 621,600 328,650 502,549 311 1,615
計 337 624,750 306,600 472,297 301 1,571

中央
4/17
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
＊葛巻

♀ 194 687,750 325,500 414,793 275 1,509
♂- 282 700,350 308,700 514,366 307 1,676
計 476 700,350 308,700 473,784 294 1,612

中央
4/18
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 168 526,050 216,300 406,250 282 1,441
♂- 254 684,600 31,500 518,721 321 1,615
計 422 684,600 31,500 473,946 306 1,551

中央
4/19
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 157 640,500 115,500 414,777 278 1,490
♂- 211 756,000 337,050 503,726 307 1,640
計 368 756,000 115,500 465,778 295 1,580

合　　計

♀ 807 687,750 115,500 416,565 279 1,491
♂ 1 306,600 306,600 319
♂- 1,175 756,000 31,500 506,625 312 1,625
計 1,983 756,300 31,500 469,873 299 1,573

平成25年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成25年４月岩手県内指定家畜市場取引成績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

子 牛 価 格 の 推 移

ヨウシュヤマゴボウ

　根を味噌漬けにし
て食べたら大変なこ
とになります。この
植物、葉のてっぺん
から根の先まで全草、
毒まみれです。帰化
植物でごぼう根のた

めヨウシュヤマゴボウと名付けられたよう
だが、まぎらわしい。
　ごぼうに似ているのは普段目につかない
根だけで、上部はいかにも西洋から来たよ
うなド派手ないでたちだ。太い茎に大柄な
葉っぱ、そして紫色の果実の房は遠くから
でも良く目立つ。この実をブルーベリーと
間違えて食べてしまう事故が後を絶たない
とか。
　ヤマゴボウの漬物として出まわっている
のは、じつはアザミの根と聞く。アザミは
キク科の植物で、春先は山菜としてお浸し
や味噌汁の具にも利用している。赤紫の花
は山野草の中でもひときわ美しく、遠くか
らでも目を引く。昭和20年、復員してき
た18歳の横井弘青年が、野に咲くアザミ
の花に理想の女性像を映して綴ったのが
「あざみの歌」だ。倍賞千恵子の清楚さと
相まって、「あざみの歌」は日本を代表す
る叙情歌になっている。「いとしき花よ　
汝はあざみ・・・かおれよせめて　わが胸
に」と不用意に手を出すと、少々痛い目に
合う。可憐な乙女はトゲで身を守っている。
　小さなトゲで貞操を守ろうとするアザミ
に対し、ヨウシュヤマゴボウはケバケバシ
イ化粧とたわわな果実で誘惑するグラマー
娼婦にも見える。誘惑に負けて手を出す
と、毒にあたり身を亡ぼすことになりかね
ない。同じような根から生えても、目に触
れる上部は全く異なる姿を呈する。和洋の
違いか。　　　　　　　　　　　　　（小）

ティータイム

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平 均 価 格

黒 毛 和 種 頭
1,374

円
6２5,758,000

円
455,4２8

褐 毛 和 種 ２ 6２4,750 31２,375

日本短角種 16 3,901,800 ２43,863

交雑種・乳 1 9２,400 9２,400

（注）：金額、価格は消費税込み


