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所　長　西　村　信　介

　本年５月29日、国際獣疫事務局総会において日
本が「無視できるＢＳＥリスク」の国に認定され
たとの報道があった。
　あれから12年である。
　平成13年９月10日にＢＳＥの疑いのある牛が摘
発され、９月21日にＢＳＥと確定診断され
た日本での初発例であった。
　当時は、県庁の流通課に在籍しており、
いわて牛フェアの準備に取り組んでいた矢
先の大事件であった。
　発生からわずか半月後のイベントである
ことから開催の是非を検討したが、いわて
牛の安全性をＰＲする機会であること、中
止による生産者の生産意欲への影響等をも
考慮し、予定どおり開催することになった。
　不安の中でのフェア初日の朝、会場の
代々木公園で設営準備中に報道機関から取
材を受けたが、翌日の紙面には「ＢＳＥの
影響で来場者数が激減」の表題と、準備段
階で来場者のいない写真つきの記事となっ
て掲載された。
　その日は、朝から生憎の小雨模様で来場
者の出足が鈍かったが、来場者の方から「私
は、牛肉が好きなので食べ続けるつもり。
あなたたちも頑張って」と励まされて感激した思
い出がある。
　その後、全国一斉の全頭検査の開始、特定危険
部位の除去、牛由来原料の飼料・肥料への使用禁
止、トレーサビリティー導入などの対策が矢継ぎ

早に打ち出されていくこととなるが、本県が全国
に先駆けて実施したＢＳＥ未検査牛肉の出荷自粛
要請と市場隔離、隔離した108トンの牛肉の保管・
処分、検査済み牛肉の証である「ＢＳＥ検査済み
シール」の作成も思い出深い。

　この時の教訓は、起こってしまったリス
クとこれから起こるかもしれないリスクへ
の対応をどうするか、つまりはリスク管理
の重要性だと思っている。
　ここ数年当所においても、口蹄疫や高病
原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて関
係機関・団体との連携体制の構築など防疫
体制の堅持に努めているが、農家段階にお
ける疾病発生防止や疾病発生時のリスク管
理の重要性も増してきている。
　実際、平成22年、25年ぶりの牛アカバ
ネ病の発生前にはワクチン接種率が年々
低下していたことや３年前の宮崎での口
蹄疫発生時に経営再開農家をバックアッ
プした家畜防疫互助基金への加入率が低
下していることからも意識を高めていく
必要がある。
　このほか、家畜伝染病予防法に規定され
た家畜飼養管理基準の遵守と定期報告につ

いても疾病の侵入防止や、疾病発生時の速やかな
防疫対応に重要なリスク管理であることから、畜
産農家には意識の保持と日々の取り組みを、関係
機関・団体には地域の畜産を守るためにその取り
組みの促進と支援をお願いしたい。

　　　ＢＳＥ発生当時の思い出とリスク管理
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　本会は６月28日、岩手県産業会館で第81回定時
総会を開催しました。
　冒頭、田沼会長は「東日本大震災から２年３か
月が経過したが、復興は道半ばであり、畜産にお
いても、草地の除染、損害賠償請求等原発事故へ
の対応に追われている。当協会としても、マルキ
ン事業を始めとする経営安定・向上に係る対策、
凍結精液の流通調整等家畜改良、家畜衛生対策等
各般に亘る事業を積極的に推進し、関係機関・団
体挙げて、畜産基盤の維持・発展に取り組んでい
く」と挨拶しました。
　続いて議事に入り、平成24年度一般会計並びに
特別会計の事業報告と収支決算が原案どおり承認
されました。
　また、本年は役員の改選期に当たり理事、監事
が新たに選出されました。

平成24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、畜産経営や飼養管理技術向
上の指導・支援、家畜改良及び自衛防疫の推進、
安全かつ良質な畜産物の生産のための検査・指導
等を積極的に推進し、本県の畜産振興に寄与した。
　特にも、原子力発電所事故への対応では、肉用
牛肥育経営安定特別対策事業による補塡金の毎月
交付や、肉用牛肥育経営等緊急支援事業による滞
留している廃用牛に対しての出荷遅延支援金の交
付、牛生体放射線測定器の貸付などを実施し、経
営安定への支援に努めた。
【重点的に推進した事項】

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。

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	 3,005　
　　　　　　　補助事業費	 60,280　
　　　　　　　受託事業費	 10,355　
　　　　　　　負担金事業費	 20,885　
　　　　　　　計	 94,525　
⑵　管理費	 53,806　
　　　　　　　合　計	 148,331　

平成24年度特別会計収支決算（正味財産経常費用、単位：千円）

○　家畜人工授精用精液流通調整事業	 62,542　
○　肉用牛肥育経営安定特別対策事業	 2,869,074　
○　日本短角種肥育経営安定特別対策事業　43,664
○　家畜登録事業	 33,969　
○　家畜自衛防疫事業	 286,286　
○　生乳検査事業	 104,360　
　　　　合　計	 3,399,895　

選任された新役員

　総会終了後、第２回理事会を開催し、会長、副
会長、常務理事の互選を行いました。
会長理事

　田沼　征彦（再）岩手県農業協同組合中央会　会長
副会長理事

　三浦　牧夫（再）学識経験者
常務理事

　佐藤　　彰（再）学識経験者

第 81 回 定 時 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
・農場HACCP認証農場　　・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）へ中央畜産会認証第１号（南山形）

理　　事

　佐々木正勝（再）岩手県農業会議　会長
　小田島利昭（新）全国農業協同組合連合会　岩手県本部長
　小原市右エ門（再）全国共済農業協同組合連合会　岩手県本部長
　鈴木　長壽（再）岩手県農業共済組合連合会　会長理事
　佐々木雄康（再）（公社）岩手県農業公社　常務理事
　佐藤　政典（再）㈱岩手畜産流通センター　代表取締役社長
　本田　敏秋（再）岩手県市長会
　伊達　勝身（再）岩手県町村会　

　多田　洋悦（再）（一社）岩手県獣医師会　会長
　藤原　一彦（再）岩手県中央家畜衛生協議会　代表幹事
　菅原　千秋（新）岩手県南家畜衛生推進協議会　代表幹事
　村上　　章（再）岩手県北家畜衛生協議会　代表幹事
　遠藤　啓介（再）岩手県養豚振興会　会長
監　　事

　松本　主税（新）岩手県信用農業協同組合連合会　代表理事理事長
　鈴木　博文（再）岩手県農業信用基金協会　専務理事
　佐々木　勲（再）学識経験者（岩手中央酪農協同組合　代表理事組合長）

岩手県養豚振興会

　岩手県養豚振興会（会長：遠藤啓介、事務局：
本会）の第16回通常総会が５月16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名が参集し、24年度事業
実績や25年度事業計画について協議を行いました。
　遠藤会長は「昨年は豚価が低迷し、配合飼料価
格も四半期ごとに上昇するなど厳しい年であっ
た。さらに、TPPなど課題が山積しているので、
JPPAへ生産者の70％加入を目指して取り組んで
いく」と開会挨拶しました。
　また、来賓の岩手県農林水産部の渡辺総括課長
は「本県の養豚は畜産産出額の２割を占める大き
な柱だ。県は養豚経営安定対策の基金造成につい

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21日（火）、ホテ
ルメトロポリタン盛岡において「第41回通常総会」
を開催しました。

て定率補助を昨年に引き続き行っていく」と祝辞
しました。
　平成25年度は、JPPAや（一社）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、それに学
校給食に県産豚肉を提供する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。

各団体総会　盛大に開催される
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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

産及び馬事文化の維持、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25年度
計画が報告されました。また、新たに「チャグチャ
グ馬コ保存会」が団体会員に加入したことも報告
されました。

　開会挨拶で阿部理事長は「昨年度は輸入鶏肉の
大幅増加で、大量の在庫を抱えることになり食鳥
相場が長期にわたり低迷し、たいへん苦しい年に
なった。皆で協力して難局を乗り越えて行きたい」
と挨拶しました。
　総会には組合員全員が出席し、提案された平成
25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。
　また、役員改選も行われ、新理事長に小山征男
（㈱オヤマ代表取締社長）が選出されました。

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41回通常総会が５月29日、盛岡市で開催
されました。
　冒頭、千葉会長は「岩手は古くからの馬産地で
あるが、馬飼養農家の高齢化等により、頭数は減
少している。チャグチャグ馬コや流鏑馬などの伝
統文化の継承も危ぶまれるので、これ以上の頭数
減少は防がなければならない」と挨拶しました。
　また、工藤昌男岩手県農林水産部農政担当技監
は「ゆとりある生活や憩いの場づくりに馬事振興
会の果たす役割は大きいものがある。歴史ある本
県の馬産振興を期待する」と祝辞しました。
　総会では、平成24年度事業報告等が承認された
後、理事会で決定した、歴史と伝統ある岩手の馬

１．はじめに

　㈲TMRうべつ（一戸町奥中山）は、飼料用と
うもろこしの共同生産とTMR調製・供給による
構成員の経営安定を図るため、平成18年２月に設

立された。飼料用とうもろこし生産において、限
られた飼料基盤を最大限に活用しながら低コスト
安定生産を推進するため、設立当初より生産コス
トの把握や圃場情報の蓄積等、支援活動を関係機

平成24年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

㈲TMRうべつの運営支援について（その１）
中央農業改良普及センター軽米普及サブセンター　○米澤 智恵美、田野島 義人１）、佐藤　 真

（1）現 農林水産部畜産課）

県北広域振興局農政部　二戸農林振興センター　木村 和博、阿部　 耕、阿部 裕美
全国酪農業協同組合連合会　田中 眞二郎、山中　 新
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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 ㈹　

関と協調して実施してきた。
　しかし、平成22年は雑草防除の不徹底や排水不
良に加えて、集中豪雨（７月）や台風の影響もあり、
単収が激減し、TMR単価が上昇する原因となった。
そのため、これまでの取り組みを見直し、確実に
収量を確保するため支援を強化することとなった。

２．取り組み内容

　構成員に対する安定的なTMR供給に資するた
め、飼料用とうもろこしの単収向上並びに飼料用
とうもろこし栽培に係る作業時間の低減を目標と
して、以下の項目について支援した。
⑴　正確な記録・集計・解析によるデータ蓄積と
作業の精密化
①圃場図作成支援
　面積及び位置を把握するため、45グループ
（106圃場）、170haをGPSで測量し、圃場図
の作成支援を行った。

②作業等記帳の徹底・解析
　圃場ごとの収量、作業並びに機械稼働時間
を把握するため、構成員による収穫用伝票や
作業日報の記帳支援と集計を行った（図１）。

③圃場管理の徹底
　圃場ごとの雑草の種類別状況を把握するた
め雑草調査や圃場ごとの堆肥投入量を把握す
るため構成員による運搬伝票の記帳支援と集
計を行った（図１）。

⑵　飼料用とうもろこし品種比較試験による導入
すべき品種の再編成
　大規模栽培における収穫作業性を考慮した品
種配置を計画的に進めるためには、幅広い品種
の作付けが必要であり、そのためには現地に適
する品種の特定が必要となる。

　よって、品種特定の一助とするため、H24年
は相対熟度（RM）90〜118の26品種（極早生
４品種、早生11品種、中生11品種）について品
種比較試験を行った（図２）。

⑶　除草剤効果確認試験による雑草防除の高度化
　効率的な雑草防除の構築を行うため、新しい
除草剤（２剤）を加え、強害雑草がない圃場と
強害雑草のある圃場の２ヵ所において、雑草の発
生状況や飼料用とうもろこしの収量から効果実証
する試験を行った。試験区は、土壌処理のみの
６区、土壌処理（６剤）と生育期処理（１パター
ン）の両方を行う６区として効果実証を行った。
⑷　土壌診断結果等に基づく施肥設計と雑草調査
に基づく防除計画
①施肥設計
　肥料費低減のため、全106圃場の土壌診断
を行い、圃場ごとに堆肥投入量を設定し、不
足分を化成肥料等で補う施肥設計を検討会で
提示・説明した。
②防除計画
　除草剤コスト低減のため、全106圃場の雑
草調査を行い、圃場ごとの雑草の種類と発生
状況（６段階）により、効果的な除草体系の
提案・説明を検討会で行った（図３）。

図１　収穫用及び運搬用伝票

図２　播種の様子

図３　検討会の様子
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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

����������������������

����������������������

３．取り組みの結果

⑴　正確な記録・集計・解析によるデータ蓄積と
作業の精密化
①圃場図作成
　全106圃場の面積及び
位置を把握し、番号管
理したことにより、迅
速な情報共有が可能
となった。また、圃
場図は、播種や除草
剤散布、収穫作業の
指示（毎日）、作業
記録や検討会の際に
利用された（図４）。

②記帳の徹底・解析
　収穫用伝票や作業日報への記帳により、圃
場ごとの収量、作業時間や機械稼働時間の把
握が可能となり、H24年の収量はワゴン1,829
台分で約6,700トンであった。また、作業時
間は約5,000時間、機械稼働時間は約4,400時
間であった（播種〜収穫）。

③圃場管理の徹底
　雑草調査により、圃場ごとの雑草の種類別
状況が把握できた他、運搬伝票により圃場ご
との堆肥投入量を把握でき、堆肥散布作業料
金の確定にも反映できた。

⑵　飼料用とうもろこし品種比較試験による導入
すべき品種の再編成
　収量調査の結果より、極早生はP社・RM95（乾
物収量1,859kg/10a）、早生はP社・RM106（同
2,246kg/10a）、中生はK社・RM114（同2,497kg/10a）
を有望品種として選定し、結果は次年度の採用
品種を検討する際に活用された（図５）。

（次号へ）

図４　Ｈ24年圃場図
図
５
　
収
量
調
査
の
様
子

畜産経営の６次産業化　

　新規部門を導入するための意思決定の手順につ
いては前号で記載したので、今号では起業する前
に知っておきたいことについて紹介します。

計画樹立

　加工・販売に取り組むためには、一定の品質の
加工品を製造するための技術、生産計画に応じた
労働力と継続的に調達できる原材料、それに安定
した流通・販売経路、事業継続のための資金調達
など様々な面から考える必要があります。
　これらの要素は、バランスが大事です。「技術
はあるのだが、原料が安定的に確保できない」、「生
産能力は十分だが、販売先を確保できない」など
のミスマッチは許されません。

　不調和を生じないためには、計画は具体的に立
てなければなりません。よく使われている手法と
して「５Ｗ１Ｈ」があります。更に、加工・販売
起業ではもう一つＨ（How　much）を加えて、「５
Ｗ２Ｈ」で考える必要があります。

例）若い女性をターゲットに、ダイエット中でも
食べられるように、甘さを控えたアイスク
リームを交通量の多い国道路沿いの自己所有
地に販売施設を建設して、夏場の土日に販売
する。価格は小振りにして１個150円で販売
し、販売数を多くし収入を確保したい。

〜起業する前に知っておきたいこと（事前準備）〜

2

5W2H 意味 意識すべき事項
Who 誰に 客層；高齢者、若者、女性、リッチ層
What 何を 商品；甘口、辛口、硬さ、量、名称
Why どうして 購入動機；味覚、安全・安心、本物志向
When いつ 時期、時間；季節、イベント、休日
Where どこで 売り場；産直、スーパー、ネット
How どのように 販売方法；対面、店頭、通販、販売車
How	much いくらで 価格設定
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小ロットのオンデマンド印刷から
大量商業印刷まで 岩手県盛岡市鉈屋町15ｰ4　TEL(019)624ｰ1374 FAX(019)623ｰ6719

E-mail:mail@komatsu-gp.com　URL:http://www.komatsu-gp.com各種印刷・ドキュメント処理・アンケート調査支援

商品コンセプトの構築

　この商品はどのようなものか、他のものと比べ
てどこが優れているのかなどを示すものです。
　畜産加工品には大手の安定した市場とそれと競
合する商品は数多く存在しており、味覚と目に肥
えた顧客が望む「満足」を他社より効果的に供給
できるかが成功の鍵となります。製品開発、価格
設定、営業、広告宣伝等は顧客の立場に立って考
えてみることが大事です。このため、自社商品の
コンセプトの構築が大事となります。
　商品コンセプト構築の要素は、前述の「５Ｗ２
Ｈ」が基本となります。顧客と魅力ある商品開発
や価格設定が成否を左右してきます。

生産計画はしっかり

　まず、商品の単価を設定し、立地条件や客数な
どから販売数を予測して月毎の売上高を出します。

　次に、原料仕入れ高や包装資材、労務費、水光
熱費など製造に必要な経費（生産原価）と事務費
や通信費などの運営費、広告費、運搬費などを積
み上げて、商品の原価を予想します。
　そして、予想した売上高と減価から利益を求め
ますが、経営が成り立たない場合は、「売り上げ
の増加」、「製造原価の低減」、「費用の削減」につ
いて再検討しなければなりません。

資金計画

　加工・販売を行うための施設資金と材料の仕入
れや賃金、販売経費といった当面の運転資金が必
要です。生産計画から必要な資金を詳細にリスト
アップします。
　次に、その資金をどこから調達するのかについ
て計画を立てます。
　ここで、リストから漏れたものや過少に見積
もったものがあると、稼働した後にあわてて調達
しなければならない事態となります。想定外の支
出によって経営が悪化する恐れがありますので、
念入りに計画を立ててください。

資金計画（例）　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

項　目 金額 備　　　考
売上高 ① 客数×客単価
売上原価 ②
材料費 仕入代。自家産物も計上
人件費 製造に係る労賃。自家労働費も計上
減価償却費 製造に係る機械等

売上総利益 ③ ①−②
販売費及び一般管理費 ④ 販売・管理に係る費用
人件費
地代・家賃
広告宣伝費
減価償却費

利　益 ⑤ ③−④

必要な資金 金　額 調達の方法 金　額

設
備
資
金

・加工場 1,000 自己資金 2,600

・機械 500 出資者からの出資 150

・店舗 2,500

・冷蔵庫 500

運
転
資
金

・仕入れ資金 150 金融機関からの借入 1,700

・販売経費 100 補助金 500

・賃金 200

合計 4,950 合計 4,950

収支計画表（例）

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８日・９日
の両日、緑豊かな同牧場で開催されました。牧場
まつりは、くずまき高原牧場と乳製品や特産品を
ＰＲして消費拡大につなげるためのまつりで、今
回が17回目です。
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お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

JA全農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

　会場では、牛の乳搾りやウサギの抱っこ、羊の
毛刈り体験に大勢の園児や小学生たちが集まり動
物との触れ合いを楽しんでいました。
　また、毎年人気を博している、くずまき高原牛
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には行列が途切

れることがなく続いていました。
　２日間とも晴天に恵まれ、大勢の来場者は高原
の涼風を胸いっぱいに、美味しい食をお腹一杯に、
多彩なイベントで楽しさいっぱいを詰め込んで、
くずまき高原を満喫していました。

不耕起播種作業実演会

　飼料用とうもろこしは栄養価が高く、最近の配
合飼料価格の高騰に対処するためにも増産が期待
されています。
　飼料用とうもろこしの低コスト生産のために
は、生産費の多くを占める労働費の節減が大きな
ポイントになっていました。省力栽培技術として、
不耕起播種技術が有望視されていましたが、播種
機が外国製で大型、高価のため普及されていませ
んでした。
　この度、岩手県農業研究センター畜産研究所が
国産機を使用した不耕起播種作業実演会を葛巻町
で開催しました。実演機は農研機構と国内メー
カーの共同開発機で、30ps程度のトラクタでも

　岩手県ホルスタイン改良同志会が主催する
「2013岩手県ブラックアンドホワイトショウ」が
全農岩手中央家畜市場を会場に５月２日に催され
ました。
　このショウは、乳牛改良について会員相互の研
賛と親睦を図りながら飼養管理技術向上を目的と
している共進会です。
　当日は、時折小雨交じりの冷たい風が吹き抜け
るあいにくの天候でしたが、県下一円から95頭の
出品参加があり、生後６ヶ月〜５歳以上までの乳
牛を12の区分に分け改良技術を競いました。
　審査は、熊本県の酪農家で前全国ホルスタイン

岩手県Ｂ＆Ｗショウ

装着できる２条仕様です。外国製に比べ軽量・小
型化され幅広い圃場条件に対応でき、播種精度も
向上しています。販売予定価格も120万円程度と
のことです。
　春先の繁忙期に不耕起播種機を活用すること
で、栄養価の高いとうもろこし作付面積の拡大や
冬作に麦類を導入して農地の利用率を高めること
により、飼料自給率の向上が期待されます。

改良協議会長の松島喜一氏が務めました。審査の
結果、未経産の部では葛巻地区の八幡勝幸さん、
経産の部では葛巻地区の中村優さんの所有牛がグ
ランドチャンピオン牛に選ばれました。
　また、ショウの合間を利用し高校生や農業大学
校の学生、若い同志会員を対象に審査員から牛の
見方の講習もしていただきました。

葛
巻
町
で
行
わ
れ
た
国
産
不
耕
起

播
種
機
実
演
会
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報情 （39）産畜 術技

草地管理と暑熱の影響の緩和

１　草地管理

⑴　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。選択性除草剤による

除草は、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。

⑵　裸地や雑草が多い圃場では、草地更新の準

備を行い、標高の高い所では８月上旬〜中旬、

平場では８月中旬〜９月中旬を目安に永年性

牧草の種子を播種します。

　シバムギなど難防除雑草の占有が多い圃場で

は、播種の１ヶ月位前に播種床を形成、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。除草剤散布、播種から鎮圧まで

を一気に行わなければならないので、更新面

積が大きい場合は、機械や労力を考慮し、数

haずつ除草剤散布から鎮圧まで仕上げるよう

にします。

　除草剤の播種同日処理の概要

⑶　昨年度もスジキリヨトウによる食害が一部

地域で観察されています。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。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　暑熱の影響の緩和（乳用牛）

　体感温度の低下、嗜好性と消化性の高い粗飼

料の給与、水の給与、泌乳牛でのル−メンアシ

ド−シスの予防とエネルギ−・ミネラルの充足

に留意します。

⑴　体感温度を低下させる対策

ア　畜舎外から畜舎内に伝わる熱さを緩和し

ます。屋根裏への断熱材取り付け、屋根表

面の石灰塗布やセラミック塗装、遮光ネッ

トの設置による日光の遮断などを行います。

イ　牛体へ十分に確実に送風します。換気扇

やダクトの設置位置を工夫してみます。ま

た、必要に応じて、換気扇台数の増加や能

力の高いものへの変更も検討します。なお、

換気扇の掃除は、風量の増加と消費電力の

節約に有効です。

ウ　牛体の毛刈りにより体熱放散を促しま

す。特に分娩直前から泌乳最盛期の牛を優

先します。

⑵　飼料給与の対策

ア　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。

イ　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

の増加と就寝前のエサ押しを検討下さい。

ウ　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。

エ　発汗の増加により、特にカリウムとナト

リウム、またマグネシウム、カルシウム、

リンなどのミネラル要求量が通常の10−

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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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
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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。

家畜の保健衛生（88）

マイコプラズマ・ボビスの侵入に
注意しましょう！

　マイコプラズマ・ボビスの牛への感染は、難治
性の乳房炎、呼吸器症状、子牛の中耳炎等を引き

今年の夏も早めの暑熱
対策で乗り切りましょう

　家畜にかかる暑熱ストレスは、乳量の減少や
繁殖成績の低下等、家畜の生産性に大きな影響
を及ぼすばかりでなく、様々な疾病の引き金に
もなります。油断せずに、早めの暑熱対策で家
畜の生産能力を最大限に引き出しましょう。
　ここでは、暑熱対策のポイントについて紹介
します。

１　共通対策

（１）畜舎管理
①畜舎内への熱の侵入防止対策
　畜舎屋根への散水・石灰塗布、屋根・壁への断
熱材設置、遮光ネット等の設置。
②畜舎内の蓄熱防止対策
　換気扇や扇風機での送風換気（除湿効果も期待
できる）、遮蔽物の除去、過密飼養の回避など。
（２）家畜管理
①体熱の冷却又は放散
　新鮮・低温で十分な飲水の確保、細霧装置、送
風換気など。
②食欲の維持（消化熱の影響低減効果も）
　朝夕の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
付けるのではなく、一定方向への空気の流れを
作ってやることが大事と言われています。
　また、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。

起こす原因となり、農場に大きな経済的損失を与
えます。近年、全国的に発生が増加していますが、
本県でも同様の傾向がみられます。本病の対策は、
マイコプラズマ・ボビスの農場への侵入を防止す
ることが重要なポイントです。その対策内容を明
確にするため、平成21年〜24年にかけて県内13
農場で臨床症状を呈した牛から分離されたマイコ

２　畜種別の対策

①牛
　採食量を減らさない工夫として、飼料給与回数
の増加、給与粗飼料の細切、ミネラル補給・重曹
添加（乳牛）、ビタミンＡ添加（肥育牛）などが
上げられます。
　なお、暑熱ストレスによる食欲不振・乳量低下
などの異常は早く見つけて、獣医師に相談しま
しょう。
②豚
　母豚では採食量低下に伴う栄養低下を改善させ
るため、高栄養価飼料の給与や添加剤でのカロ
リー補給が効果的です。
　また、母豚の暑熱ストレス軽減に冷凍ペットボ
トルを用いた氷水滴下首筋ドロップクーリングも
効果的です。方法は、２Lペットボトルの半量水
を凍らせ、母豚の首筋から肩に自然解凍した氷水
が当たるように吊るします。
　肉豚では飼育密度を普段の８割程度に低下さ
せ、飼料は朝一番（５時頃から10時頃）と14時
から19時頃までの時間に集中的に食べさせるよ
うにします。
③鶏
　鶏は呼気で喉から水分を蒸発させて体温を下
げ、蒸発した水分を補給するため飲水量が増えま
す。暑い時は飲水量が３〜４倍に増えるので十分
な給水量を確保しましょう。また、鶏が好む水温
（10〜13℃）を保つため、日中熱くなった給水
ラインの水抜きを定期的に行いましょう。
　機械類も暑さによりオーバーヒートして故障す
ることがあります。日頃から機械の動作状況に注
意し、定期的なメンテナンスを行いましょう。

（岩手県中央家畜保健衛生所）
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プラズマ・ボビスをもとに、遺伝子解析と薬剤感
受性試験を行いました。これら農場間には、相互
に牛の移動は確認されませんが、解析した77分
離株には、酪農場、肉用牛農場のそれぞれで類似
する傾向がみられ、酪農場では県外導入牛、肉用
牛農場では県内導入牛を介して農場に侵入したと
推察されました。59分離株の薬剤感受性試験で
は、第一選択薬や予防的に使用されているマクロ
ライド系抗生剤（タイロシン、チルミコシン）に

畜 産 の 研 究（88）

飼料用トウモロコシ栽培における効果的な堆肥施用
〜耕す前か、耕した後か〜

　今シーズンは、既にトウモロコシの播種を終え
られていると思います。生産者の皆さんは、播種
前の堆肥施用をどのようにされたでしょうか。ほ
とんどの方々は、まず飼料畑に堆肥を散布し、次
に耕起、整地、種まきという順番かと思います。
これに対して、一部ではありますが、耕起した後
で堆肥を散布し、その後、表層を撹拌整地して播
種をする生産者の方々がいます。こうすることで
化学肥料の使用量を減らすことができるのではと
考える方もおられます。
　そこで、どちらの方法が飼料用トウモロコシの
収量をより多くするのかを調べました。
　結果は、図１に示すとおりで、耕起前施用に軍
配が上がりました。試験では、牛糞堆肥（乳牛、
約１か月切り替えしたもの）を10ａ当たり３ト

対し、全株に耐性が認められました。さらに一部
の株では、エンロフロキサシンへの耐性も確認さ
れました。
　マイコプラズマ・ボビスは県内に広く浸潤して
いる可能性があります。様々な薬剤への耐性の獲
得も確認されたことから、牛の導入時には隔離飼
養を徹底し、感染の有無を検査するとともに、感
受性薬剤を把握し適切な治療を行いましょう。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

ン施用しました。収量に差が出た理由を探るため
に、土壌中の硝酸態窒素の分布を、日を追って調
べたところ、図２のとおり、耕起前施用の方が、
土壌深層（20〜30cm）に多く分布し、しかも長
期に持続していることが分かりました。このこと
から、硝酸態窒素の分布と量的な推移が収量と関
係しているものと考えられました。
　一定の条件の下で行った試験の結果ですが、参
考にしていただきたいと思います。

（岩手県農業研究センター畜産研究所）

耕
起
後
施
用

耕
起
前
施
用

図１　耕起前後の堆肥施用体系における収量性比較

図２　土層階層別のNO3-N分布
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※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
6/5
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 164 646,800 264,600 415,377 284 1,463

♂- 189 690,900 302,400 513,422 320 1,604
計 353 690,900 264,600 467,872 303 1,543

県南
6/6
㈭

磐　 井
♀ 152 742,350 207,900 416,152 276 1,510

♂- 204 651,000 319,200 483,432 310 1,558
計 356 742,350 207,900 454,706 295 1,539

中央
6/12
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
＊葛巻

♀ 200 622,650 157,500 405,746 276 1,471

♂♂ 1 427,350 427,350 427,350 320 1,335

♂- 304 661,500 274,050 484,409 307 1,576
計 505 661,500 157,500 453,143 295 1,537

中央
6/13
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 158 626,850 287,700 411,839 281 1,464

♂- 252 634,200 325,500 486,750 317 1,536
計 410 634,200 287,700 457,882 303 1,511

中央
6/14
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 165 596,400 305,550 423,385 275 1,539

♂- 219 729,750 286,650 477,448 302 1,580
計 384 729,750 286,650 454,218 291 1,564

合　　計

♀ 839 742,350 157,500 414,131 278 1,488

♂ 1 427,350 427,350 320

♂- 1,168 729,750 274,050 488,133 311 1,570
計 2,008 742,350 157,500 457,182 297 1,538

平成25年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成25年６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

ミズアオイとコナギ

　水田の雑草です。
夏に青紫色の花を付
けるミズアオイは、
古くはナギと呼ばれ
ていた。コナギは、
小型のナギ（ミズア
オイ）のことで、同

じような青紫色の花を付けるが穂は葉より
高く付かないので区別できる。
　ナギと言えば、南部牛追い唄の「今度来
るとき　持って来てたもれ　奥の深山の　
ナギの葉を」が思い浮かぶ。牛追い唄の「ナ
ギ」は暖地に自生する、マキ科の常緑喬木
で20mを超す高さにまで成長する。中国
地方以南に多く自生し、東京あたりが北限
とされている。水田雑草のナギ（ミズアオ
イ）に葉が似ていることが名の由来とも言
われている。
　さて、牛方がお土産にねだられたくらい
だから、ナギの葉は貴重品だったのだろ
う。ミズアオイやコナギの葉っぱを代わり
に持って行っても、すぐ化けの皮がはがれ
てしまう。本物の「ナギの葉」は弁慶の力
でも切れないくらい強いので、「ベンケイ
ナカセ」の別名もあるとか。１つの節から
向き合うように2枚の葉が出て、引っ張っ
ても容易に切れないので、夫婦のお守りと
し重宝されたようだ。また、ナギは凪に通
じるので漁師さんも人気があった。藩政時
代の盛岡は南方など全国の物資が集まり賑
やかな交易がなされていたのだろう。そし
て、全国の文化や産物が牛の背中に乗せら
れて地方に広がっていったことが想定され
る。
　話を戻そう。実は、ミズアオイは湿原の
減少等による環境の変化により、全国的に
は激減しているそうだ。環境省では絶滅危
惧種Ⅱ類に指定している。
　でも、岩手県では、あちこちの水田に侵
入している。特に、除草剤を使用しない水
田では大発生して、田んぼを華やかにして
くれている。自然が豊かということか。

（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
1,409

円
628,336,800

円
445,945

ホルスタイン種（雌を除く） 1 86,100 86,100

交雑種・乳 2 388,500 194,250

（注）：金額、価格は消費税込み


