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　日本は少子高齢化が進み、すでに人口減少が始
まっています。2010年の1億2,806万人から、20年
後には１千万人以上減少、生産年齢人口（15～64
才）は1,400万人も減少し、高齢化率（65才以上
の割合）が23％から31％に上昇するそうです（「日
本の将来推計人口」国立社会保障・人口問
題研究所）。世界のどこの国も経験したこ
とのない状況下、私たちはどうやって社会
を維持していきましょう？
　このところの経済成長戦略では、「女性
の活躍」がキーワードになってます。ＯＥ
ＣＤ加盟国で、女性の活躍度が低いとされ
る日本は、それだけ女性の潜在力があると
言えます。人口推計を見れば、この先、日
本列島に住むあらゆる人が（女性も高齢者
も）、持てる能力を発揮するしかないのです。
　畜産農家では、これまでも多くの女性が
生産活動に従事し、経営を支えて来ました。
さらに、農業の６次産業化を意識し、畜産
物の加工・販売等で起業を目指す女性も増
えています。一方で、家庭と畜舎で大活躍
なのに、経営外の活動参加や、地域や団体
の意志決定の場に加わることはまだ少ない
ようです。
　私は、岩手肉用牛躍進運動の一環で開催
される「肉用牛に携わる女性の集い（モーモー女
性ネット）」のコーディネータを務めて来ました
が、回を重ねる毎に、女性生産者の可能性の大き
さを感じています。集いでは、関係機関からの情
報提供の後、参加者は各テーブルごとに意見交換、

そして討議内容を発表します。繁殖、肥育、一貫
と経営形態も規模も様々な参加者は、初対面でも
牛の話で盛り上がり、３時間ほどではとても足り
ません。一昨年の集いは、放射性セシウム汚染が
大きな問題となっていた時期でしたが、皆さんあ

くまで前向き。「岩手生まれ、岩手育ち」
をもっとアピールすべきとの提案があり、
県の肉用牛生産振興策にも反映されたと聞
きます。
　昨年９月の集いも、「元気に牛飼いを続
けるために」をテーマに、県南と県北の違
い、牛肉消費拡大の取り組み、各農家での
細かな飼養技術、肥育農家から望む子牛に
ついて等、様々な角度から活発な意見交換
が行われました。グループ討議の発表者の
堂々たる報告ぶりに、「能あるタカは爪を
隠せない・・」と感心しきり。彼女たちの
元気さと発想の豊かさに接し、「もったい
ない、もっと活躍の機会を！」と思います。
岩手県の高齢化率はすでに28％を超えてお
り、より一層「女性の活躍」を意識した取
り組みが必要ではないでしょうか。
　首相は、「全ての女性が、生き方に自信
と誇りを持ち、持てる「可能性」を開花さ
せる。「女性が輝く日本」を創り上げよう」

と呼びかけています。県内畜産界には、すでに花
が開き、りっぱな爪（比喩です）を持った女性が
沢山います。彼女たちの発言の機会を増やし、さ
らに活躍の場を広げるよう、畜産団体・組織の工
夫と実践を期待します。
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　 牛群検定データの活用 

　牛群検定データは牛群管理プログラムに取り込
み、帳票に加工して利用しています。牛群管理プ
ログラムでは個体ごとに様々な帳票が用意されて
おり、分娩や産乳に関わる情報が必要に応じて数
多く出力されます。

　 農家の課題把握と改善指導 

　経営診断で農家を訪問する際には、牛群検定
データにより、牛群全体の検定成績・繁殖成績を
まず確認します。その後、乳房炎や長期不受胎牛
等の問題牛がどの程度いるのかをリニアスコアと
空胎日数グラフ（図１）で確認しています。

図１　リニアスコア、空胎日数グラフ

この図表を用いて問題牛をピックアップ

　岩手県畜産協会では、経営診断等で酪農家を巡回する際には必ず牛群検定データを持参し、直近
の牛群の状況把握や問題牛をピックアップし、対応について聞き取りと指導を行っております。

　リニアスコア画面では個体ごとの体細胞数が直
近の成績から過去12か月分が時系列に表示されて
います。色の濃い（現物は赤）表示は体細胞が高
く、何らかの問題がある個体です。特に長期に色
が濃い場合は慢性乳房炎等の疑いもあります。空
胎日数グラフは受胎・不受胎牛に分かれており、
受胎までの期間と要した授精回数が一目で個体ご
とに確認できる便利な表です。

　 暑熱ストレスによる飼料給与の課題 

　近年は県内においても猛暑の影響で分娩間隔が
長期化しており、産乳成績に大きく影響が出てい
ます。生産性を向上させるためには、分娩間隔を
短縮させることが重要なポイントで、対処法を牛
群管理プログラム帳票データと聞き取りの内容を
併せて確認しています。
　図２のグラフは、実際の経営診断事例で、平均
分娩間隔は14か月を超えていました。５月以降は
乳脂肪分・無脂乳固形分ともに低下し、10月まで
不安定な状況でした。農家からの聞き取りでは、
夏場の授精は受胎までに時間がかかる傾向にあり
ました。このため、受胎が10月～11月以降にずれ
こみ、分娩が翌年の夏場に集中しました。夏場の
分娩は、暑熱ストレスの影響からか、分娩時・後
の起立不能、その後の発情遅延等、悪循環に陥る
状況にあり、損失は多大なものとなっています。
図２　乳脂肪と無脂固形分の年間グラフ（実例）

リニアスコア画面

空胎日数グラフ画面

牛群検定データ活用によるコンサルタント活動牛群検定データ活用によるコンサルタント活動
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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）

５月以降の夏場に数値が急激に低下している事例

　 暑熱ストレス改善のためのデータ活用 

　夏場は暑熱ストレスによる飼料摂取量が減る中
で、分娩に伴う乳量増分の養分確保が必要になり
ます。それらを確認するには、乳量・乳成分のグ
ラフ（図３）を用います。この表は個体の乳量・
乳成分データを分娩後経過日数ごとに乳成分の状
態を示しており、飼養管理を判断する参考になり
ます。中でもＰ／Ｆ値は乾物摂取量、生殖器の回
復に関わる数値で、泌乳ステージごとの飼料管理
が適正に実施されているかを確認できます。
　前述のとおり、成分の動きとしては夏場に極端
な低下を示す事例が多く、暑熱ストレス解消と摂
取量確保のための飼養管理について指導しており
ます。

図３　乳量と成分のグラフ

　 牛群検定データを活用した給与飼料の検討 

　牛群管理プログラムでは、グラフデータ以外に、
数値で乳量・乳成分を個体データのリストで確認
する場合もあります。乳成分やＰ／Ｆ値が適正な
範囲内にあるかを個体ごとに確認し、泌乳ステー
ジに合わせた飼養管理を指導しております。さら
に、上記の帳票以外にも複数のデータを用いて、
よりきめ細かな飼養管理に利用することができます。
　体細胞数や細菌数によるロスを阻止し、空胎日
数の短縮に向け、各支援機関の協力を得ながら、
様々なデータを活用した中で生産性の向上に則し
た指導を今後も実施してまいります。

（一社）岩手県畜産協会　経営支援部

　

平成25年度岩手県
獣医畜産業績発表会

　平成25年度岩手県獣医畜産業績発表会が１月22
日、23日の両日、盛岡市内で開催されました。
　この発表会は県内の獣医・畜産関係者が日常
の業務に関連した調査指導や診療、試験研究等
の業績について発表討議を行うと共に、技術の
交換・交流を図ることを目的に県が主催し、本
会や県獣医師会、県畜産技術連盟それに県農業
共済組合連合会が協賛して開催、今年で44回目
（昭和45年から実施）を迎える歴史ある業績発表

会です。
　開会挨拶で、工藤昌男農政担当技監は、「獣医
畜産業績発表会は、新知見・アイデアを共有でき
る機会でもある」と業績発表会へ期待を寄せまし
た。
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氏
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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

　獣医部門は、家畜の保健衛生の企画推進に関す
る業務や臨床現場における保健衛生に関する試験
及び調査成績に関する業績が22題発表されまし
た。内訳は家畜保健衛生所から20題、NOSAI が
２題です。
　畜産部門は８題の発表がありました。内訳は農
業改良普及センター4題、新岩手農業協同組合２
題、花巻市１題、岩泉乳業㈱１題でした。今回は、
農家等の経営向上を図るために関係機関・団体が
チームを編成して取り組んだ演題が多いことが特
徴でした。
　審査は独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構動物衛生研究所東北支所動物衛生研究
調整監岩村祥吉審査委員長をはじめ、本会の佐
藤彰常務ら10名の審査委員で行い、下表の６題
が優れた業績発表として表彰されました。知事
賞は獣医部門が岩手県中央家畜保健衛生所福成

和博さんの「毛根を用いた牛ウイルス性下痢ウ
イルス簡易検査法の確立」、畜産部門は岩泉乳業
㈱下道勉さんの「『酪農の里づくり』に向けた岩
泉乳業株式会社の６次産業化への取り組み」が
受賞しました。また、JA新いわて八幡平営農セ
ンターの飯野一真さんは「性選別精液を利用し
た生産性向上への取り組み」と題し、選別精液
の受胎率を上げる取り組みと経営向上への寄与
を試算した発表で岩手県畜産技術連盟賞を授与
されました。
　閉会の挨拶に立った畜産課渡辺亨総括課長は、
「今年は市町村やＪＡ、会社からの参加もあり、
活発な発表会であった。さらに多くの事例に取り
組み、本県畜産経営の改善に役立てて欲しい」と
総評しました。
　受賞演題は逐次、本誌で紹介して参ります。

■受賞者および演題名

表　彰　名 部門 所　　属 氏　名 演　　　　　題

岩手県知事賞 獣医 中央家畜保健衛生所 福　成　和　博 毛根を用いた牛ウイルス性下痢ウイルス簡易検
査法の確立

同上 畜産 岩泉乳業㈱ 下　道　　　勉 「酪農の里づくり」に向けた岩泉乳業株式会社
の６次産業化への取り組み

岩手県獣医師会長賞 獣医 県北家畜保健衛生所 菅　原　　　克 ２事例の牛ウイルス性下痢症清浄化達成

岩手県畜産協会長賞 畜産 中央農改軽米普及サブ 佐　藤　　　真 重点対象農家に対する経営検討会の開催

岩手県畜産技術連盟賞 畜産 JA新いわて
八幡平営農経済センター 飯　野　一　真 性選別精液を利用した生産性向上への取り組み

岩手県農業共済組合連合会長賞 獣医 NOSAI胆江 加　藤　惇　郎 分娩時の肋骨骨折が起因となる死亡・廃用の転
帰をとった子牛の４例

いわて牛の集い盛大に開催！

　いわて牛普及推進協議会（会長：東大野潤一
岩手県農林水産部長）が主催する「いわて牛の
集い」が、１月23日、東京都港区のグランドプ
リンスホテル新高輪で開催されました。本集い
は、首都圏の食肉関係者と産地関係者の交流の

場として、今年度で24回目の開催となるもので、
当日は東京食肉市場の関係者、買参人、いわて
牛取扱推奨店など約160名を招待し、地元からは
達増知事をはじめ、県選出の国会議員、県議会
議員、生産者、JA 等関係者約110名が参加しま
した。
　達増知事はあいさつで、「『いわて牛』はこれま
で長年に渡り築いてきた品質の良さ、購買者の支
持によりその枝肉単価は東京食肉市場の平均価格
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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 ㈹　

を上回る傾向にあり、来る２月には米国の流通関
係者等に対し『いわて牛』をはじめとする県産農
林水産物を PRし、更なるブランド化に努めてい
く所存で、今後とも『いわて牛』の支援をお願い
するとともに、本集いを契機として皆様に是非岩
手県のファンになっていただきたい」と参加者に
対して PRしました。
　また、今年度新規に取扱推奨店となった株式会
社 中一他３社に対し、達増知事から「いわて牛
取扱推奨店」の看板が交付されました。
　会場では、いわて牛をはじめ、県産黒豚や南部
かしわのほか、鮭・いくら・ほたてなどの海産物
など、新鮮ないわての食材を用いた料理が提供さ
れましたが、特に「いわて牛五ツ星」（いわて牛
のうち５等級に格付けされたもの）の鉄板焼き
コーナーは長蛇の列ができる盛況ぶりで、首都圏
ホテル・外食関係者はじめ参加者は最高級のいわ
て牛を堪能していました。
　翌日の「第24回いわて牛枝肉共励会」では、去
勢牛が36頭、雌牛が24頭の計60頭が出品され、５
等級が40頭（前年38頭）、４等級が19頭（前年15頭）
と上物率は98.3％（前年88.3% ）と非常に高い成
績で、枝肉平均価格は2,085円 /kg（前年1,941円 /
kg ）と前年を上回り、さらに震災前の平成23年
の枝肉平均価格（1,940円 /kg ）を上回る価格と

なりました。市場関係者や買参人に対し、「いわ
て牛」の品質の高さや、顔の見える信頼できる産
地「岩手」として認知していただき、一定の評価
を得ることができました。

■受賞者名簿

受賞者 所属農協 性別 生体重
（kg）

生後月齢 枝肉重量
（kg）

枝肉単価
（円/kg）

枝肉価格
（円）

最優秀賞 渡　辺　　　悟 岩手ふるさと 雌 700 29.0 469 3,095 1,451,555

優秀賞

高　橋　信　一 いわて花巻 去勢 794 31.3 524 2,403 1,259,172

松　本　哲　郎 岩手ふるさと 雌 575 30.6 377 2,462 928,174

佐々木　賢　治 岩 手 南 去勢 765 31.2 516 2,377 1,226,532

　平成22年に本県では100頭以上発生し、大き
な被害をもたらしました

忘れてはいけない

“アカバネ病”
１年の苦労を無駄にしないためにもワクチン接
種しましょう

　・年１回のワクチンで予防できます。　・年１回のワクチンで予防できます。
　・４～６月までに接種しましょう。　・４～６月までに接種しましょう。
　・地域全体で予防することが重要です。　・地域全体で予防することが重要です。
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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

日本短角種振興協議会
研修会を開催しました

　日本短角種振興協議会（事務局本会）主催の研
修会が１月28日に盛岡市内のホテルで開催されま
した。会場には短角牛の産地である北東北各地か
ら70名を超える短角牛経営者や関係者が参集し、
盛大な研修会になりました。
　協議会長を務める伊達勝身岩泉町長は、「短角
牛は文化を作ってきた。北東北が力を合わせて振
興し、人と牛が共に幸せにならなければならない」
と主催者挨拶しました。
　

　基調講演は「日本短角種の新たな肉質評価法に
ついて」と題して帯広畜産大学の口田圭吾教授が
行いました。口田教授は肉質の画像解析に関する
研究を駆使し、おいしくて生産効率の高い肉が評
価されるような審査基準を設定し、北海道日本短
角種枝肉共励会において実施した事例について画
像を用いて解説しました。
　また、岩手県農業研究センター畜産研究所の

鈴木強史主任専門研究員が「岩手県における日
本短角種の現状について」報告しました。鈴木
主任専門研究員は、岩手県では短角牛の産肉能
力検定や直接検定を実施して改良を促進してき
た。この結果、岩手県産種雄牛、繁殖雌牛とも
に登録得点が1980年には78点程度のものが81～
82点に上がってきている。血統は王将系、蓋世
系で9割を占めるようになっているので、地域で
の融通や人工授精の活用が望まれると報告しま
した。
　岩手県の日本短角種はピーク時の昭和60年代
には２万頭弱飼育されていましたが、現在は当
時の２割程度まで減少しています。しかし、H25
年度秋期子牛市場で短角子牛は１頭平均販売額
が314千円の高値になり、生産意欲が高まってい
ます。また、肥育については岩手県が日本短角
種肥育経営安定特別対策事業（短角マルキン）
を創設して肥育農家の経営安定を支援していま
す。
　おいしい赤肉が適正に評価されて、里山に短角
牛が戻ってくることを願います。

主
催
者
挨
拶　

伊
達
会
長

大勢の経営者、関係者が参集しました

いわて肉用牛生産性向上
研修会が開催されました

　「～つくろう！　ふやそう！　良い牛　良い経
営～」をテーマとした研修会が１月29日にアピ
オで開催されました。主催したのは、いわて肉
用牛躍進運動推進協議会及び岩手県です。主催
者を代表して、岩手県農林水産部畜産課渡辺畜
産課総括課長は、「岩手県が肉用牛主産県の地域
を維持していくためには、キャトルセンターを

活用した増頭や一貫経営の取組みなどが必要に
なる。本日の研修会を活用願いたい」と開会挨
拶しました。
　基調講演は Japan Calf Clinic の矢田谷健院長が
「子牛の飼養管理について」と題して行いました。
矢田谷氏は、初乳の重要性、生菌剤の有効性や飼
育環境等から、健やかな子牛の発育のための飼養
管理について解説しました。
　次いで、３名から事例発表がありました。
　久慈市の小野寺源廣氏は、ロール草架、凍らな
い水槽やパドックの泥濘化対策などで省力低コス
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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/

畜 産 の 研 究（92）

お米育ちの豚肉は美味しい

　畜産研究所では、飼料用米を配合した飼料を
豚に給与し、発育や肉質などにどのような影響
がでるか、試験を実施しています。
　平成24年度までは、場内で飼養するバーク
シャー種（いわゆる黒豚）の肥育後期に、飼料
用米55％配合飼料（以下「米飼料」）を給与し、
一般配合飼料を給与した豚との間で、発育や肉
質などを比べました。結果は、発育に差はない
ものの、肉質などに違いがでました。米飼料を
食べた豚では、一般飼料を食べた豚より、皮下
脂肪に含まれる脂肪酸のうち、オレイン酸が増
加傾向を示し、リノール酸が明らかに減少しま
した。さらに、両者の豚肉を食べ比べたところ、
約８割の人が米飼料給与豚の方が美味しいと答
えました。
　そこで、平成25年度は、一般の養豚農家の豚
を使って同様の試験を実施しました。結果は場
内試験とほぼ同じで、３人に２人が米飼料給与
豚に軍配を上げました。米飼料給与による美味
しい豚肉生産が、現地実証できたことから、今
後は、この技術のマニュアル化を図って、県内
養豚農家に普及していきたいと思います。

（岩手県農業研究センター畜産研究所）

官
能
試
験
の
様
子

現地実証での皮下脂肪内層の脂肪酸組成

脂肪酸区分 一般飼料
給与豚

飼料用米代替飼料
給与豚

オレイン酸 43.18％ 44.02％

リノール酸 6.87％ 6.01％

美味しいと回答した割合

ト化を実現した和牛繁殖牛の周年放牧経営を紹介
しました。
　紫波町の畠山悦子さんは、稲WCS やもち米を
給与した「岩手しわ　もちもち牛」のブランド牛
肉生産を手掛けていますが、後継者の経営参入を
機に繁殖部門を導入し、一貫経営へのステップ
アップ計画を発表しました。
　JA江刺の佐藤一繁氏は JAが運営するキャト
ルセンターの概要や機能とキャトルセンターを利
用して増頭を図った事例を紹介しました。
　本県の肉用牛は放射性物質の影響や配合飼料価
格の高騰などにより平成22年度以降飼養頭数が減
少しています。今回の研修で技術と工夫が示され

ましたので、肉用牛主産県として飼養頭数拡大が
期待されます。

基調講演の様子

一般飼料
33％

飼料用米飼料
67％
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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

T E L  0 1 9 ‒ 6 5 1 ‒ 9 6 3 4  F A X  0 1 9 ‒ 6 2 4 ‒ 5 7 2 7
ホームページ：http : / / www. is op . n e . j p / iwn k ik in /

価格安定事業を通して
　　　畜産経営のお手伝い。

報情 (42)産畜 術技

牧草地の管理

１　牧草地の管理

⑴　早春施肥

　牧草は平均気温５度から生育を開始します。

圃場にトラクタが入れるようになったら、早目

に施肥し一番草の収量を十分確保します。

　維持草地の施肥目安は、表１のとおりです。

昨年秋に除染を行った新播草地でも、放射性セ

シウムの牧草への移行を抑えるため、硫安など

窒素成分だけの施肥ではなく、カリウムの施肥

も行ってください。

⑵　新播草地の雑草対策

ア　一年生、越年生雑草が多い場合

　ハコベ、ナスナ、ヒメオドリコソウなど

の一年生、越年生雑草が目立つ場合は、掃

除刈を行います。牧草草丈10㎝以上、雑草

草丈20～30㎝になるころを目安として、刈

高15㎝程度の高刈をします。

　作業機の刈刃を研磨し、新播牧草の引き

抜きを防ぎます。

　掃除刈草量が多くなる場合は、集草して

圃場外に持ち出します。

イ　多年生雑草（ギシギシ）が多い場合

　未実ギシギシが多い場合、掃除刈のみで

は抑草が難しいので、ハーモニー75DF水

和剤かアージラン液剤を用いた除草を行い

ます。

　維持草地で使用する場合と薬液量が異な

りますので、表２を参考に散布します。

（中央農業改良普及センター）

図　掃除刈のイメ－ジ

表１　牧草地の施肥基準（維持草地）

区
分

草地種類 施肥時期
10aあたり施肥量（㎏）

窒素 リン酸 カリウム

採
草
地

オーチャード
グラス主体

早春 10 5 10

刈取後
（最終刈後除く）

5 2.5 5

チモシー主体

早春 ＊10 5 10

刈取後
（最終刈後除く）

5 2.5 5

放
牧
地

早春
（牧草ほう芽期）

6 3 3

夏期（７月） 6 3 3

スプリング
フラッシュ抑制

初夏（６月中旬） 6 3 3

夏期（８月上旬） 6 3 3

「岩手県牧草・飼料作物生産利用指針」より

＊チモシー主体草地の窒素の施肥量について、利用初年度は倒伏
防止の観点から、5kg/10a程度に抑える

表２　新播草地の除草剤

使用時期 除草剤名
10aあた
り散布量

対象
雑草

使用
回数

留　　意　　事　　項

新播草地定着後

（ただしギシギ

シ類草丈20㎝以

下）、（採草21日

前まで）

ハーモニー

75DF水和剤

薬　剤

0.5～1g

希釈水量

100ℓ

ギシギシ類 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、他の用途の薬害の原因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

９月～５月

ギシギシ類の展

葉時期（採草14

日前まで）

ア－ジラン

液剤

薬液

100㎖

希釈水量

80－100ℓ

ギシギシ類

及びキク科

雑草

１回

１　気温が高いと薬害の恐れがあるので、地域の気温を考慮

して使用する

２　アルファルファ新播草地では200～300㎖を基準とする

３　散布後14日間は草地を利用しない

平成26年2月14日現在の農薬登録内容に基づくものです。表にもとづき防除指導や農薬使用を行う場合は、必ず最新の登録情報を確認下さい。
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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。

家畜の保健衛生（92）

家畜飼養者の皆様へ　　　　　　　　
　定期報告書を提出しましょう！

　平成23年４月、家畜伝染病予防法が改正され、
家畜の所有者に飼養家畜の衛生管理状況の報告が
義務付けられました。
１　報告の対象となる家畜と提出期限１　報告の対象となる家畜と提出期限

２　報告内容２　報告内容

⑴　住所、氏名、電話番号等
⑵　家畜の種類、飼養頭羽数、畜舎の数

⑶　農場の見取り図
⑷　衛生管理区域や消毒設備の状況　
⑸　家畜の飼養密度
⑹　埋却候補地の確保状況
⑺　担当獣医師の所属・氏名（大規模所有者の場合）
⑻　飼養衛生管理基準の遵守状況
３　提出窓口及び提出方法３　提出窓口及び提出方法

　管轄の家畜保健衛生所に直接提出（持参、郵送、
ＦＡＸ）してください。
　また、市町村及び農協を経由して提出できます
ので、それぞれの畜産担当窓口に提出（持参）し
てください。
≪報告にあたっての留意事項≫≪報告にあたっての留意事項≫

１　公共牧野や預託施設は、管理者が報告し、飼
養頭数の欄には、常時飼養頭数を記入して下さい。
２　家畜の飼養をやめた場合やご不明な点につい
ては、管轄の家畜保健衛生所までご連絡下さい。

（岩手県中央家畜保健衛生所）

　平成25年９月２日から９日に海外研修に同行し
ました。今年は53名、畜産学科からは15名の学生
が参加しました。カリフォルニア大学デービス校
（ＵＣＤ）を拠点としたこの研修は今年で25周年と
いうこともあり、出発前から期待が膨らみました。
　ＵＣＤのスタッフが研修プログラムを組んでく
ださり、一般では見られない農場や施設を見学す
ることが出来ました。カリフォルニアは地中海性
気候のため乾季には雨が降らないのですが、それ
を逆手にとって「100%灌漑農業」だから強いのだ、
という表現をしていました。実際、灌漑施設のあ
る採草地のアルファルファは５回刈りしていまし
たが、放牧地には灌漑施設は無く「雨季になれば
草が生えてくる」と粗放的な面もありました。牛
は暑さに弱いですが、日中に比べ夜温は低くなる
ため過ごしやすいように感じました。
　また、有機畜産も増えているようで、薬品の使
用制限や記帳などの規制が厳しいものの、乳価は

自由に決められるとのことで、有機酪農農家はゆ
とりがあるように感じました。肉畜でも「グラス
ヘッド」と呼ばれる穀物を与えない肉はパックの
色を分けて販売されていました。研修では日本と
共通点、相違点を研修することが出来、有意義な
研修となりました。ご支援いただいた皆様に感謝
申し上げます。

　（岩手県立農業大学校　畠山公子）

現　地　情　報現　地　情　報　地域の話題をお届けします

農　業農　業
大学校大学校

アメリカで「総括的な農業」
を学びました

ナゲットマーケットにて

提出期限 対 象 家 畜

平成26年４月15日
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、
豚、いのしし

平成26年６月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、
ほろほろ鳥、七面鳥
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新鮮 安心 ヘルシー
岩手県産チキン！！

岩手県チキン協同組合
岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-47

TEL 019-624-2870　FAX 019-625-0486

１　岩手県における貸付状況
　岩手県の貸し付け状況は最近急増しています。
平成15年から22年にかけては概ね年間20～30件の
貸し付け件数で推移してきました。これが、平成
23年は43件、24年には59件に増加しています。
　内訳をみると、平成23年の大雪や東日本大震災
による停電に対処するための発電機（畜舎環境改
善機械施設）や配合飼料価格が高騰したために自
給飼料生産利用機械施設が著しく増加しています。
また、貸付件数が減少し続けていた生乳生産合理
化施設の利用が平成24年度は増加に転じています。
　表－１　貸付件数の推移

２　リース利用農家の状況
　本会では、平成20年度から25年度の貸付物件
100件について、貸付物件の利用状況等について
調査しました。利用農家からは次のような感想が
寄せられ、経営向上や労働改善に大いに役立って
います。
・リースを使用して機械を導入したことにより、
作業が楽になった。
・短縮できた時間を個体管理にまわしたことによ
り、生産性が向上した。
・労働に余裕ができ、規模拡大が可能になった。
・バルククーラを導入したことにより、乳質が向
上した。
・バーンクリーナの導入により、重労働から解放
された。
３　リースの特徴
　リース物件は利用者が使用目的に応じて自由に

選べ、購入価格も販売業者との交渉で決めること
が出来ます。そして、リース終了後は借受者に譲
渡されます。
⑴　リース料総額は、リース物件の取得価額に消
費税相当額、附加貸付料（畜産機械施設のみ）、
動産総合保険料及び信用保険料（畜産機械施設
のみ。加入は任意）を加えたものとなります。
⑵　リース物件は、借受者の経営規模や使用方法、
施設場所等を考慮し、借受者が自由に選択でき
ます。購入価額も販売業者との交渉で決めるこ
とができます。
⑶　草地造成用機械施設や自給飼料生産利用機械
施設で一定の基準を満たすものは、中古機械施
設もリースの対象となります。
⑷　リース物件の維持管理は、借受者の責任とな
り、これに要する費用は借受者の負担になりま
す。また、固定資産税その他租税公課は、借受
者の負担となります。
⑸　リース物件は、リース期間終了後、取得価格
の100分の10に相当する額に消費税相当額を加
えた額で最終借受者に譲渡します。
４　主なリース物件

　詳しいことをお知りになりたい方は、㈶畜産近
代化リース協会（℡03－3584－0899）又は、岩手
県畜産協会（℡019－694－1300）、最寄りの農業
協同組合までお問い合わせください。

　畜産経営の近代化や規模拡大を計画する場合、一定のリース料を負担することで必要とする機械
施設を導入できます。一時に多額の購入資金を準備する必要がなく、運転資金を有効に活用できます。

畜産近代化リース協会リース事業のご案内

貸付機械施設名 主要なリース機械名 リース期間

自給飼料生産利用
機械施設

トラクタ、ロータリ等管理機、ＦＲＰ
サイロ、自動給餌機 ６年

ダンプカー ５年

搾乳施設 パイプラインミルカ、ミルキングパーラ、
搾乳ロボット ６年

生乳冷却貯蔵施設 バルククーラ、プレートクーラ ６年
精液保管等施設 凍結保管器 ６年
畜舎環境改善機械
施設

消毒機、消毒用自動車（特殊自動車は
５年）、発電機、哺育機 ６年

中小家畜管理機械
施設

自動給餌機、豚分娩ゲージ、鶏舎用カー
テン巻上げ機 ６年

特認機械施設 アイスクリーム・チーズ製造用機械 ６年
※　この表にない機械でリース希望のものは相談下さい。
※　リース期間は、通常のリース期間６年を４年から９年の範囲で変更することができます。
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５５
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３５

１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円

17年←

23年

24年

25年
26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
2／5
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 138 802,200 155,400 467,379 279 1,675

♂♂ 2 173,250 115,500 144,375 306 473

♂- 150 789,600 191,100 528,983 308 1,719

計 290 802,200 115,500 497,016 294 1,690

県南
2／6
㈭

磐　 井

♀ 152 748,650 89,250 480,831 273 1,762

♂- 176 765,450 172,200 573,342 312 1,838

計 328 765,450 89,250 530,471 294 1,805

中央
2／12
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
＊葛巻

♀ 176 766,500 150,150 480,852 274 1,755

♂- 250 693,000 262,500 583,598 299 1,953

計 426 766,500 150,150 541,149 289 1,875

中央
2／13
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 168 687,750 302,400 462,519 282 1,642

♂- 241 696,150 202,650 584,044 308 1,898

計 409 696,150 202,650 534,127 297 1,798

中央
2／14
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 158 618,450 249,900 459,003 268 1,710

♂- 183 747,600 341,250 541,714 299 1,814

計 341 747,600 249,900 503,390 285 1,768

合　　計

♀ 792 802,200 89,250 470,253 275 1,709

♂ 2 173,250 144,375 306

♂- 1,000 789,600 172,200 566,043 305 1,858

計 1,794 802,200 89,250 523,285 292 1,794

平成26年２月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成25年２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

ク　ズ

　マメ科のつる性植
物なので生育はとて
も旺盛だ。大きな葉
を有し10mにも伸び
る。あずき色のレブ
ンソウに似た端正な
花を咲かせ、秋の七

草に入っているくらいだから、古くから日
本人にとってはなじみ深い草であった。山
や土手に自生し、馬や牛の飼葉、ロープの
代用それに根からはくず粉を取って利用し
ていた。また、子供たちにとっては、ター
ザンごっこに欠かせない遊び道具でもあっ
た。
　明治以降、鎖国が解かれてから様々な海
外の植物が日本に侵入してきた。岩手でも
イチビ、エゾノギシギシやアレチウリなど
が強害雑草に変貌して大問題になってい
る。クズは逆に日本から海外に渡り、あち
こちではびこり厄介者になっているそう
だ。観賞用とか緑のカーテン、飼料用とし
て日本から種子を導入したようだが、野生
化し、旺盛な繁殖力であちらの在来種を抑
圧しているらしい。
　さて、アメリカなどで大暴れしているク
ズ、本籍の日本ではあまり見られなくなっ
た。里山の代表的な植物であったが、人間
が山に入らなくなると、間伐が行われず、
光が林内に入らない。さらに、下草に笹や
イバラなどが侵入してクズは追いやられて
しまった。
　里山は栗や山菜などの食料の他、薪や木
炭、温床の熱源としての落ち葉などエネル
ギー供給源として大切に守られてきた。こ
れが、昭和40年代後半に急変する。コン
ピュータ付きブルドーザによって里山が切
り開かれ、日本列島は改造されてしまった。
また、便利な化石燃料は人が山へ入る必要
を無くした。人間が山に入るときは、ゴミ
や廃棄物を捨てるときくらいだ。
　里山は現代国語辞典からは消えて古語辞
典でしか引けなくなった。　　　　　（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
1,303

円
678,269,550

円
520,545

褐 色 和 種 1 343,350 343,350

（注）：金額、価格は消費税込み
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