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岩手県農業農村指導士　　　  
遠野市　菊　池　登志子

　我が家は、「民話のふる里」で知られる遠野市
の小さな畜産農家です。菊池家の一員になった頃
より繁殖農家で、数頭の牛飼いはしていたものの、
数回の冷害や子牛価格の低迷による農業収入の減
少に、農業で生計を立てることの難しさを思い知
らされることが多かった38年でした。それ
でも家族で共に働き新鮮な食材で食事がで
きる農家の良さを年を増すごとに痛感して
います。
　今、繁殖農家にとっては、子牛価格の高
値が続いており、私自身毎日の飼いつけ作
業にも力が入り楽しく仕事をさせていただ
いています。しかし、子牛を購買している
肥育農家は、素牛価格の高値で経営を圧迫
しているとのことです。さらに、ＴＰＰ問
題で、先行き不安な状態です。だからこそ、
繁殖農家と肥育農家が共に歩むことが大事
だと思うこの頃です。平成20年より肉用牛
に携わる女性の集い（いわて肉牛モーモー
女性ネット）の研修会に参加し、何年牛飼
いしていても日々勉強・精進だと思い知ら
されます。もっと肥育農家のお母さん達と
交流の場を持ち、肥育農家に喜ばれる子牛
づくりに励みたいと思います。
　我が家では、平成19年より、年に数回ですが、
中高生の修学旅行による農家体験を受け入れてい
ます。子供達には、食べ物の生産現場である農家
を見て、私たちの話を聞いて、作った米や野菜を
食べて、食べ物ができるまでの大変さや農家の良

さをほんの一部でも感じとって欲しいと話していま
す。夕食には、我が家で育てた牛の肉をステーキ
にして食べていただいています。この時、命をい
ただいているから「いただきます」があることを話
して聞かせます。子供達はうなずきながら聞いて

くれ、感想文には食に関して考え方が変
わったと書いてくれました。こうしたこと
が食育につながり、子供達にプラスになる
ことを願って農家民宿を受け入れています。
　食育に取り組むことで、昨年の１月、遠
野地方Ｙ・Ｙ・Ｙ推進女性の会で行われた
事業があります。学校給食に料理メニュー
提案をしました。会員同士で「子供たちに
食べさせたい給食メニュー」と題して料理
コンクールをしたのです。その時私は、畜
産農家だから牛肉を取り入れたスープを作
ることで夫に話をしたところ、スネ肉を
使ったものがいいと、そしてネーミングは
「遠野っこパワースープ」と案を出してく
れました。そのスープがみごと学校給食に
利用していただいて、大喜びです。子供達
もおいしかったと好評だったと聞きまし
た。地産地消で、地元で消費してもらう事
が一番の消費です。今後も学校給食にメ

ニューの提案をすることを、遠野地方Ｙ・Ｙ・Ｙ
推進女性の会は事業の一つとして計画していま
す。私も会員として、畜産農家として協力してい
きたいと思っています。牛肉の消費拡大につなが
ることを期待して ．．．。
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　岩手県畜産協会の平成25年度臨時総会が３月12
日、盛岡市の「産業会館」で開催されました。ま
た、総会に先立ち、平成25年度第４回理事会も開
催されました。
　冒頭、田沼会長は「東日本大震災から３年経過
したが、本格的な復興は途上にある。加えて、配
合飼料や燃油高、近隣諸国で続発している口蹄疫
や鳥インフルエンザ等の家畜防疫、更にＴＰＰ交
渉も大詰めを迎えるなど、気の抜けない厳しい環
境が続いている。これらの直面する課題を踏まえ、
震災からの復興、畜産経営の向上、生産基盤の強
化等に関係機関・団体が一体となって取り組んで
いかなければならない」と挨拶しました。
　総会では、平成26年度会費及び徴収の方法、取
引金融機関の指定などが提案され原案どおり承認
されました。
　また、理事会において決定された、平成25年度
事業の追加及び収支予算の補正並びに平成26年度
事業計画書及び収支予算書が報告されました。平
成26年度は実施事業会計4,186,818千円、その他会
計193,487千円、法人会計22,902千円、合計4,403,207
千円の予算です。

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。
　一方、畜産を巡る環境は、配合飼料・燃料等生
産資材の高騰により収益性の低下や福島第一原子
力発電所事故の影響による草地の除染、汚染牧
草・堆肥の処理等への対応、飼養戸数・頭数が減
少傾向にあるなど厳しい環境が続いている。
　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・団体との緊密な連携の下、当協会の総力を結

集して、畜産経営や飼養管理技術の指導、家畜改
良及び自衛防疫等の推進、安全かつ良質な畜産物
の生産のための検査、指導等を積極果敢に進め、
震災からの復興と畜産農家の経営向上、生産基盤
の強化等に努め、本県の畜産振興に寄与する。

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）、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（66,879千円）
　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の健康保
持に係る知識の普及啓発、畜産及び家畜衛生に
関する調査、研究及び広報並びに情報の収集提
供、家畜の改良促進及び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（3,868,956千円）

　肉用牛肥育経営の安定を図るために、肥育牛

本会平成25年度臨時総会並びに第４回理事会が開催されました
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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）

１頭あたりの四半期平均粗収益が四半期平均生
産費を下回った場合に、契約肥育牛を当該四半
期に販売した者に対し、肥育牛補塡金を交付し
て肉用牛肥育経営の安定に資する。

３　継続事業３（250,983千円）
　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。

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　52,721千円）

　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

等を安定的に供給し、もって本県の家畜改良増
殖に寄与する。
２　その他事業２（家畜登録事業　28,840千円）

　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り、もって改良基盤の拡
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　110,960千円）

　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（966千円）

　関係機関・団体が行う先進的な研修会等への
本会職員の派遣や地方公営競馬の支援等を行
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。

１　はじめに

　岩泉乳業株式会社は、平成16年８月に、６次産
業化に挑戦する目的で、岩泉町乙茂に設立されま
した。しかし、平成18年１月の操業時から、全国
的な牛乳の消費低迷や価格競争の激化により、企
業診断士から再建不可と評価されるほどの経営難
に陥りました。平成20年には、町からの融資が議
会において批判の対象となり、平成21年には一切
の融資が打ち切られることとなりました。
　そこで、会社の再建・経営存続のため、平成20
年の主力商品の変換を皮切りに、大幅な収益の改
善に取り組んだ事例を紹介します。

２　取り組み内容

⑴　経営戦略の見直し１〜主力商品の変換〜
　平成20年に、主力商品を牛乳からヨーグルト製

品に切り換えました。ヨーグルト製品は牛乳と比
較して差別化しやすく、大きな利幅が期待できる
うえ、当時、国内で需
要拡大の兆しがあった
ためです。
　当社では、「低温長
時間発酵」とアルミ容
器での「後発酵」を組
み合わせることによ
り、「徹底した味重視」
をコンセプトにオリジ
ナリティのある商品の
開発に努め、岩泉ヨー
グルト（図１）が誕生
しました。

図１　岩泉ヨーグルト　　

平成25年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

「酪農の郷づくり」に向けた岩泉乳業株式会社の６次産業化への取り組み

岩泉乳業株式会社　○下　道　　　勉、山　下　欽　也
岩泉町　　佐　藤　吉　晴、八重樫　泰　長

沿岸広域振興局農林部　宮古農林振興センター　　前　田　博　記、平　山　博　之
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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

⑵　経営戦略の見直し２　〜新規市場・販路の開拓〜
　次に、新たな市場の開拓に取り組みました。
　平成20年までは岩泉町内における牛乳販売が主
でしたが、町外、更には県外での販売に目を向けま
した。操業当初から行っていた試食・試飲会の範
囲を拡大し、首都圏地域での商品の認知を図ると共
に、試食・試飲会は工場従業員にも体験させ、社
員の意識改革やモチベーションの向上に努めました。
　また、販売会社の設立により、配送センターやチ
ルドセンターを経由する発送体系から、工場と販
売店・個人等を直接つなぐピンポイント発送に切り
替えました。その際、大手宅配業者との提携によ
り、配送時間や運送費用が短縮・低減され、物流
に不利であるという地域特性の解消を図りました。
　さらに、新たな発送体系を利用して、通販部門
の確立やドリンクヨーグルトの首都圏温浴施設で
の販売等、商品の提供・利用形態の多様化に努め
ました。
　その結果、現在では、岩泉町外での販売量が９
割以上を占めています（図２）。県外の販売先は
首都圏温浴施設
が主で、販売店
舗数は４年間で
350店舗へと拡
大しました。こ
うした販売店舗
数 の 拡 大 に 加
え、利用者の口
コミを通して人
気が全国に波及
しました。

⑶　経営戦略の見直し３〜差別化に向けた戦略〜
　平成23年度から、モンドセレクションへのエン
トリーを開始しました。その結果、３年連続で金
賞を受賞し、商品イメージの向上に成功しました。
更に、地元ラジオ番組やサッカーチームのスポン
サーになり、企業自体のイメージ向上を図りまし
た。それらに伴い、テレビ出演や新聞掲載の機会
を得て、企業名や商品情報の周知に成功しました。
　こうした取り組みにより、商品や会社自体に
様々な付加価値をつけ、同業他社との差別化を図
りました。

⑷　生産能力の改革　〜工場の増設〜
　ヨーグルト製品の販売量・販路の拡大に伴い、
工場の増設による生産能力の拡大に取り組みました。
　平成22年から平成23年に渡る過去３度の増設で
は、操業時に 1.4t /日であった発酵乳製造能力
を、7.8t /日まで増加しました。更に、平成26年
11月増設予定の工場は5.0t /日の製造能力を見込
めるものであり、完成した暁には、12.8 t /日の
製造が可能となります。
　一時減少した社員数も工場の増設に伴い順調に
増加し、現在、38名まで増加しています。平成26
年度には、増設に伴い更なる雇用の創出を計画し
ています。（図３　棒：従業員数、折れ線：１日
あたり製造能力）

図３　社員数と製造能力の推移

⑸　商品と技術力の改革
　　　〜コラボレート商品の展開と新技術習得〜
　これまでに、複数企業とのコラボレート商品の
開発を行ってきました。コラボレート商品の開発
は、新商品の開発と異なり、時間とコストを抑え
ることができるう
え、自社と他社と
の 技 術 融 合 に よ
り、話題性のある
商品づくりを可能
にします。
　また、今年11月
に完成予定の新工
場ではフレッシュ
チーズの生産を計
画しており、更な
る技術の習得を見
込んでいます。 図４　岩泉ヨーグルトドレッシング

図２　売上に占める割合
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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 ㈹　

⑹　生産者支援
　平成24年度から、地域酪農家における搾乳機器
事故の予防・衛生管理の改善を目的として、ミル
キングシステム診断費用の助成を行っています。
　平成24年度は、バルク診断料の全額助成を行いました。

３　取り組みによる成果

　図５に売上高の推移を示します。
　工場を増設した平成22年度からは順調な増加傾
向にあり、今年度は工場増設前の約３倍の売り上
げを見込んでいます。

　図６に経常損益の推移を示します。
　主力商品を変換した平成20年度から徐々に回復
し、工場増設後の平成23年度には前年度比63,563

千円プラスとなり、完全な黒字収支となりました。
その後も順調に利益をあげており、今年度は
95,000千円の利益を見込んでいます。

４　今後について

　今後は、試食会の拡大による販売強化、更なる
技術向上、酪農家支援の拡充（ミルキングシステ
ム診断費用・初妊牛導入費用助成、良質生乳生産
支援等）に努めつつ、更に魅力ある商品の開発に
取り組みます。
　また、将来的には、ヨーグルト・チーズ工場と
隣接し、体験農園や運動場等の複合施設である“ふ
れあいらんど岩泉”周辺への乳製品公園の設置等
により６次産業化を完結することで、岩泉町その
もののブランド化に取り組んでいく予定です。

ミルキングシステム診断に
よる酪農経営向上

――清潔な高品質生乳生産を目指して――

　ミルカーなど搾乳機具の適正な稼働や衛生状態
を点検するのがミルキングシステム診断です。搾
乳機器の作動に不具合があったりすると乳量低下
ばかりでなく、乳房炎の発生を誘発します。また、
部品等の汚れは生乳への細菌汚染を招くなど、酪
農経営を圧迫することになるので、大変重要な事
項です。
　そこで、（一社）岩手県畜産協会が事業主体とな
り、「ミルキングシステム診断事業」を実施し、
高品質乳の生産を支援しております。この事業で
は、「ミルキングシステム診断」と「バルククーラー

点検」を診断基準に基づき実施しております。

○　ミルキングシステム診断

　ミルカーは、酪農機械の中で最も稼働率が高い
機械です。真空圧や拍動に不具合が生じると乳房
に負荷をかけることになり、この結果、乳房炎の
原因にもなりかねません。常に清潔で、適正な状
態で搾乳することが、産乳量の増加や高品質乳生
産につながってきます。

○　バルククーラー点検

　搾乳した生乳は素早く冷却し、清潔なまま出荷
しなければなりません。バルククーラーが汚れて
いたり、性能が劣っていると冷却に時間を要し、
細菌の増殖や撹拌による成分分離が発生してしま
います。ミルカーとセットで点検し、問題箇所を
整備することが大事です。

図５　売上高の推移

図６　経常損益の推移
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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

○　平成25年度実施の概要

１　診断件数

２　診断結果の概要

⑴　ミルキングシステム診断
　診断基数428基のうち、適合基数は192基で45％
でした。主な不良部位は、プラント全体のエア漏
れ（196基、46％）、次いで、真空ポンプの能力不
足（138基、23％）が多くなっています。前年、
29％と多かった配管の勾配は11％に改善されてい
ました。機械的には問題が無い場合でも、洗浄不
良やライナーゴムの劣化などで適合しなかった件
数も多くありました。

受送乳系統のエアもれチェック（異音等の確認中）

⑵　バルククーラー点検
　不良部位は、タンクコック部分のゴムパッキン
の劣化（110基、29％）、洗浄不良（53基、14％）
が大きく、この他、コックの分解洗浄不良や温度
計誤差がありました。長期に使用している機械も
多く、冷媒量の減少や冷凍能力低下による生乳の
成分分離が発生している事例も見られました。

○　平成26年度計画

　２月下旬に事業推進委員会を開催して、平成26
年度事業の実施について協議しました。

⑴　繁忙期を避けて実施してほしいとの要望が
あったので、26年度は日程に余裕を持たせ
て、４月から診断を実施する計画です。

⑵　消費税の引き上げに伴い、診断料金を改定
します。

　ミルキングシステム診断項目

区　　分 点　　　検　　　項　　　目

真空ポンプ 排気量、オイル・ベルト・各部の状態や汚れ等、運転音

エアもれ プラント全体のエアもれ量

真空計 設置の状態、表示真空度

調圧器 真空配管・ミルク配管の標準計による真空度、汚れ・
作動の状況

真空パイプ 設置の状態・汚れ・詰り・パッキングの状態、ドレ
ンバルブの状態

ミルクパイプ
と受送乳系統

汚れ、設置及びパッキングの状態

バケットミル
カー

汚れ、パッキングの状態、ユニット各部の状態

ユニット ライナー、ミルククロー、チューブ類の洗浄、劣化等

洗浄 汚れの状態、洗浄ブラシ類・スポンジの状態、洗剤・
殺菌剤の使用状況

パルセーター 拍動数、拍動比、リンピング

　バルククーラー点検項目

区　　分 点　　　検　　　項　　　目

冷凍機関係 運転時の異常音、ファンボルトの締め付け、コ
ンデンサフィンのへこみ・目詰まり、冷凍機ガ
ス漏れ、停止乳温

撹拌装置 回転、ボルトのゆるみ、モーターベアリング異
常音、オイルシール

コントロールボッ
クス

パイロットランプ、ケーブル・マグネットス
イッチの損傷、ターミナル台端子のゆるみ

洗浄装置・温度計 作動状況、洗浄不良の有無、チューブ類劣化、
温度計誤差

コック状態 作動状況、汚れ、パッキンの劣化、コックの分解・
洗浄状況

環境衛生 洗剤・殺菌剤の保管、換気、バルク蓋・マンホー
ルパッキン、処理室の環境

平成25年度 備　　考

実施農協数 ７農協

ミルキングシ
ステム診断

428基
（生乳受託計画戸数1,018戸
のうち、428基を診断）
　前年比　90.5％

バケットミルカー　162基
パイプラインミルカー　260基
パーラー　6基

バルククー
ラー点検

375基
（生乳受託計画戸数1,018戸
のうち、375基を診断）
　前年比　86.6％

解放型　271基
密閉型　104基

合　　計 803基

①　ミルキングシステム診断料金（税込）
施　設　名 金　　　額 備　　　考

バケットミルカー 6,480円／１基
パイプラインミルカー 7,560円／１基
パーラー 別途見積もりによる
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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/

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21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。26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。
　今回の研究会では、しずくいし料理研究会（小
田幸作会長）が開発した「雫
石スープカレー」の取り組
みについての事例発表があ
りました。同料理研究会は
南部かしわのコクと旨みを
活かし、雫石の雪をイメー
ジした「ホワイトスープカ
レー」に仕立てました。スー
プカレーには、お米やジャ

⑶　事後サポート
　診断を実施した農家に、診断時と改善後の
データなどの情報等を提供します。
①　牛乳検査データの農協管内平均、農家毎

データの提供
　　体細胞、細菌数や乳成分データをグラフ

化して提供します。
②　改善後の乳質データの提供
　　希望により部品交換や調整などによる改

善効果が確認できるよう、乳質データをグ
ラフ化して提供します。

③　講習会の開催
　　各地域において、システム改善方法や乳

質改善等、生産性向上に向けた講習会を開
催します。

○　異物混入の少ない清潔な生乳生産は酪農家の

最も基本としなければならない事項です。細菌や
体細胞などの異物を発生させない、増やさないた
めにも適正な搾乳体系で臨まなければなりません。
　ミルキングシステム診断を受け、細菌数の少
ない生乳を出荷することにより、単価を高く販
売することが出来ます。さらに、乳房炎を撲滅
することで乳量アップと体細胞の減少で販売額
の増加も期待できます。
　高品質乳出荷と酪農経営の安定・向上を図る
ためにも、ミルキングシステム診断を活用しま
しょう。

診断結果を丁寧に説明

②　バルククーラー点検料金（税込）
施　設　名 金　　　額 備　　　考

バルククーラー点検 9,720円／１基 解放型・密閉型とも
＊通常の診断内容より高度な診断（北海道方式）を希望される
場合は、別途見積もりとなります

雫石スープカレー開発を説明する小田会長 雫石スープカレー

ガイモ、アスパラガスなど地元産の農産物をふん
だんに使っており、雫石をまるごとＰＲするよう
工夫されています。南部かしわを核とした地域興
しが期待されます。
　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、岩手県農業研究セン
ター畜産研究所が開発しました。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。雛は、畜産研究所が育雛し販売
譲渡しています。
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報情 （43）産畜 術技

トウモロコシ栽培のポイント

　トウモロコシは、エネルギーの高い子実と、

消化性の比較的高い繊維を含む茎葉から構成さ

れ、飼料価値が優れ、家畜の嗜好性も良く、単

位面積あたりの栄養収量が高い粗飼料です。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

　収穫時期に確実に黄熟期に達する品種を選択

し、収穫時期の作業分散と、気象変動の危険分

散を考慮し、早晩性の異なる数品種を栽培しま

す。

２　適切な施肥

　堆厩肥は10a当たり３t、炭カルで200kgを標

準とし、投入量に応じて化成肥料を加減します。

　生の堆肥はタネバエを呼び、発芽不良の原因

となるので、播種１ヶ月前に施用し土中で分解

を図ります。

　糞尿の多量還元は、植物体中の硝酸態窒素含

量を高め、硝酸塩中毒を引き起こす他、ミネラ

ルバランスが崩れ、家畜の栄養上も問題となる

ので、窒素とカリが過剰にならないよう注意し

ます。

３　適期の播種

　トウモロコシは湿害に弱いので、排水の良い

畑を準備し、早生は7,000本（畦間75㎝、株間

19㎝）、中生は6,500本（畦間75㎝、株間20㎝）

を標準とします。

　播種は霜が降りない時期で、平均気温が10℃

になる頃（５月中〜下旬）に行います。

　播種時にキヒゲン（チウラム剤）を粉衣する

と鳥害防止が期待できます。

４　雑草の防除

　圃場に発生する雑草の種類と発生程度を把握

し、適切な除草剤を選択し、散布時期、散布量、

使用回数を守り防除に努めます。

　砕土（播種床形成）〜土壌処理（除草剤）ま

で期間を開けすぎると雑草が芽吹いてきます。

５　害虫の防除

　早期発見が最も重要であり、発生の予想され

る時期は圃場をよく観察します。

　アカザ・タデ類などの幼植物はタマナヤガの

産卵を誘発し、発生源となるので、播種後から

生育初期にかけて雑草防除を徹底します。

（中央農業改良普及センター）

１歳農用馬共進会が開催されました

　九戸畜産農協（中村喜良代表理事組合長）主催
の第63回１歳農用馬共進会が４月12日、軽米町の
軽米家畜市場で開催されました。
　今年は７頭の出品があり、岩手県馬事振興会の
山下進馬事振興委員が審査に当たりました。審査
の 結 果、 久 慈 市 の 灰 玉 平 明 良 さ ん の 出 品 馬
「一若」（日本輓系種、雄）が発育、体型、肢蹄、
歩行、手入れも良いことが評価され１等賞に選ば
れました。
　共進会終了後は市場が開設され、100万円を超
える値が付いた馬もあり熱気に包まれていました。
　岩手県北地方は古くからの馬産地で畑作地域の

雑穀文化を支えてきましたが、飼育者の高齢化な
どにより頭数が激減しています。しかし、近年は
機能性食品として雑穀が見直されてきていること
やホースセラピーが盛んになって再び馬が注目さ
れています。晴天に恵まれた共進会、市場には大
勢の人が集まり、馬のいななきを楽しんでいました。
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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。

畜 産 の 研 究（93）

新播草地で効果的な春の除草剤
〜エゾノギシギシ対策で収量性UPを〜

　春に収穫する一番草は、一年の中で最も収量
の期待できる牧草です。しかし、牧草が定着し
て間もない新播草地は雑草が混入しやすく、適
切に防除できない場合には、一番草だけでなく
その後の草地生産性の低下につながるため、更
新直後の春の雑草防除は非常に重要となります。
　そこで、当研究室では強害雑草であるエゾノ
ギシギシを対象とし、越冬後の新播草地で効果
的な除草剤の検討を行いました。オーチャード
グラスの新播草地に対し、４月下旬にアシュラ
ム（商品名：アージラン液剤）とチフェンスル

フロンメチル（商品名：ハーモニー75DF水和剤）
を処理して比較したところ、ハーモニー75DF水
和剤を１g/10a（希釈水量100L/10a）処理した
区で最も除草効果が高く、エゾノギシギシを無
処理区生草重量の１%程度に抑えることができ
たほか、ナズナにも高い除草効果が認められま
した（図１）。一方、アージラン液剤では
300ml/10a以上の薬量で牧草に著しい薬害が確
認され減収しました（図２）。注意点として、ハー
モニー75DF水和剤１g/10aの薬量では、実生
以外のギシギシに効果が劣る場合があります。
　春の雑草防除と適切な施肥管理で牧草の生産
性を高く長く維持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
　家畜飼養・飼料研究室　専門研究員　山形広輔）

生草重量（㎏/10a） 無処理区

チフェンスルフロンメチル（ハーモニー75DF水和剤）1g

アシュラム（アージラン液剤）100ｍｌ

アシュラム（アージラン液剤）300ｍｌ

アシュラム（アージラン液剤）500ｍｌ
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図１　１番草刈取時の収量（調査日：2013年５月31日）
*収量下段（　）内の数値は無処理区を100としたときの値。
その他の雑草はヒメオドリコソウ、ハコベ、イタリアンラ
イグラス、ヨモギ、スギナを示す。

図２　薬害の状況（撮影日：2013年５月20日）
　左：アージラン液剤　　　　　500ml/10a
　右：ハーモニー75DF水和剤　　　１g/10a

第58回岩手県畜産共進会の
開催について

　平成26年度の岩手県畜産共進会を右の日程で開
催します。
　この共進会は、それぞれの畜種ごとに、県内で
生産された地域の代表を一堂に集め、家畜改良の
成果を競うとともに、畜産農家の研鑽を図ること
を目的に開催するもので、本県の畜産振興に大き
く寄与しています。
　なお、総合開会式は９月３日（水）の黒毛和種の
部において開催します。

出品家畜 開催月日 会　　場

黒毛和種 ９月３日（水）ＪＡ全農いわて中央家畜市場

ホルスタイン種 ９月４日（木）同　　上

日本短角種 ９月５日（金）同　　上

馬 ９月12日（金）馬っこパーク・いわて

肉牛 10月25日（土）岩手畜産流通センター

主　催：（一社）岩手県畜産協会
後　援：岩手県、ＪＡ全農岩手県本部ほか
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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（93）

〜豚流行性下痢（PED）の侵入防止対策を！〜

　平成26年４月14日、本県でPEDが確認され
て以降、これまでに９例１）が発生しました。
本病は、平成25年10月に沖縄県で発生して以
来、全国的に感染が拡大し、これまでに１道
32県518農場２）（岩手県含む）での発生が確認
されています。本病は、平成８年に全国的な
流行があり、その後は散発的に発生していま
したが、平成18年以降は確認されていません
でした。
　PEDの症状は、水様性下痢及び嘔吐を特徴
とします。特に10日齢以下の哺乳豚では脱水
症状により、死亡率が100％に達する場合があ
ります。母豚は、食欲減退により泌乳減少又
は停止し、哺乳豚の死亡率を助長します。侵
入防止対策として、人や車両のと畜場や各農

場への入退場時の消毒などの侵入防止対策が
重要です。また、母豚へのワクチンの活用も
現在流行しているPEDウイルスに対して効果
的です。
　伝染性が疑われる下痢症状を確認した際は、
速やかに管理獣医師に相談し、家畜保健衛生
所へのご連絡をお願いします。

１）平成26年４月30日現在
２）…沖縄県、茨城県、鹿児島県、宮崎県、熊本県、
愛知県、青森県、高知県、岡山県、佐賀県、
大分県、鳥取県、福岡県、長崎県、埼玉県、
千葉県、三重県、香川県、愛媛県、栃木県、
群馬県、新潟県、静岡県、石川県、富山県、
山形県、福島県、岐阜県、北海道、福井県、
岩手県、秋田県、宮城県

（平成26年４月30日現在）

（岩手県中央家畜保健衛生所　病性鑑定課）

春の農作業
安 全 月 間

　岩手県では、「豊作を無事故で迎える
いわての農業」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。
　昨年度も関係機関・団体が一体となっ
て農作業事故防止を呼びかけましたが、
残念ながら過去10年間で２番目に多い６
件の死亡事故が発生しました。
　今年は残雪のため圃場に入るのが遅れ
たことなどから、気持ちに焦りが生じ、
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　点検・作業時はエンジンストップ
・農業機械の始業点検により、ベストコンディショ
ンで快適作業ができます
・作業の途中で詰まった物を取り除く時など、必ず
エンジンを停止する習慣を身につけましょう
２　そのひと声で事故防止
・家族に声をかけてから、作業に出かけましょう
・どこで、どんな作業をしているか分かるようにし
ていきましょう
３　相手からの見える化
・夕暮れ時に道路を歩行又は農業機械で走行する際
は、身に着けるものや農業機械に夜光反射材を付
けましょう
・特に堆肥や牧草運搬時は追突される危険が増しま
す。注意してください
４　焦りは禁物　無事故が一番！
・無理は禁物です。作業の合間に適度な休息を取り
ましょう
・急がず、あせらずに運転しましょう
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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。

岩手県の牧草種子播種基準が改訂されました

①　イネ科基幹草種、補助草種の組み合わせ

　多数の草種を混播しても草種構成を適正に維持することは困難なため、組み合わせる草種は少なくし、
または単播草地を準備してください。
②　早晩性の品種組み合わせ

　同一草種にあっても、早晩性が異なる品種を同一圃場に混播しないよう留意してください。
　なお、収穫適期の拡大を目的に、利用時期の異なる品種を導入する場合には、圃場毎に早晩性を統一
する必要があります。
③　マメ科牧草の混播について

　イネ科牧草とマメ科牧草の混播は、マメ科牧草によるタンパク質やミネラル等の飼料品質の向上、空
中窒素の固定による地力の向上が図られるなどの利点があります。
　ただし、マメ科牧草においても、草種・品種により利用場面が異なることに留意してください。

【牧草種子播種基準】 （改訂：平成26年３月24日付け畜第1238号）

区　　分 草　　種 播種量
（kg/ha） 品　種 備　　考

採
草
地

オーチャードグラス
主体草地

オーチャードグラス 20 アキミドリⅡ、ポトマック、バッカス ①�乾草利用が主体の場合
は、乾燥し難いペレニア
ルライグラスを削除する。
②�アカクローバは、永続性
に乏しく乾燥し難いこと
から、高タンパクな飼料
の確保の場合などを除
き、適宜削除する。

ペレニアルライグラス 4 フレンド

シロクローバ（大葉型） 2 カリフォルニアラジノ

計 26

チモシー主体草地

チモシー 15 クンプウ、ホライズン、ノサップ、クライマックス

ペレニアルライグラス 4 フレンド

シロクローバ（中葉型） 2 フィア

アカクローバ 3 マキミドリ

計 24

アルファルファ

アルファルファ 15 ［マキワカバ］、［ヒサワカバ］ アルファルファ単播の場合
は、播種量を20kg/haとす
る。

オーチャードグラス 5 バッカス

計 20

採
草
・
放
牧
兼
用
草
地

オーチャードグラス
主体草地

オーチャードグラス 20〜25 アキミドリⅡ、ポトマック ①�必要に応じ播種量を調整
すること。
②�メドウフェスクは、夏か
ら秋の草量確保のための
補助草種として利用する。

メドウフェスク 5〜8 ［リグロ］、［ハルサカエ］

シロクローバ（中〜小葉型） 3 フィア、［リベンデル］

計 28〜36

チモシー主体草地

チモシー 20 ［なつさかり］

メドウフェスク 5〜8 ［リグロ］、［ハルサカエ］

シロクローバ（中〜小葉型） 3 フィア、［リベンデル］

計 28〜31

放
牧
地

オーチャードグラス 20〜25 アキミドリⅡ、ポトマック

ペレニアルライグラス 5 フレンド

メドウフェスク 5 ［リグロ］、［ハルサカエ］

シロクローバ（小葉型） 3 ［リベンデル］

計 33〜38

※１　［　］は県奨励品種でない。
※２　早晩性を考慮し、現地に適した品種を選択すること。
※３　現地の状況に応じ適宜変更すること。



平成２６年５月１日 岩　手　の　畜　産 隔月 １日発行 第５２４号⑿

21年

19年

４０

４５

５０

５５

６０

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26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　中央市場の売買対比及び増減については、上記※１に準じて算出いたします。
注）　平成26年３月以前開催分については消費税５％で算出いたしております。
　　　※売買対比および増減については消費税率に違いがございます。

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
4／9
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 131 761,400 328,320 521,187 280 1,859

♂- 166 726,840 150,120 617,305 312 1,978

計 297 761,400 150,120 574,909 298 1,929

県南
4／10

㈭
磐　 井

♀ 121 740,880 353,160 522,872 275 1,905

♂ 1 359,640 359,640 359,640 357 1,007

♂- 184 731,160 367,200 623,477 312 1,998

計 306 740,880 353,160 582,833 297 1,960

中央
4／16

㈬

宮 古
北 部
奥 中 山
久 慈

♀ 147 714,960 363,960 514,367 274 1,879

♂- 215 733,320 270,000 611,797 304 2,010

計 362 733,320 270,000 572,233 292 1,960

中央
4／17

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 203 933,120 248,400 515,756 273 1,889

♂- 249 745,200 108,000 627,081 304 2,061

計 452 933,120 108,000 577,083 290 1,988

中央
4／18

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 183 626,400 388,800 492,061 288 1,706

♂- 219 730,080 398,520 607,098 319 1,902

計 402 730,080 388,800 554,730 305 1,808

合　　計

♀ 785 933,120 248,400 511,975 278 1,840

♂ 1 359,640 359,640 357

♂- 1,033 745,200 108,000 617,451 310 1,992

計 1,819 933,120 108,000 571,790 296 1,930

平成26年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成26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

オオバコ

　この草が生えてい
るところは、必ず人
が通っていると言っ
てよい。山で道に迷っ
た人が、オオバコを
目印にして歩き、遭
難を免れたとの話も

ある。
　オオバコの種子は乾いているときはさら
さらしているが濡れると粘つき、靴や車輪
にくっ付いて移動し、増殖する。そして、
地面にへばりつく様に生えている。このた
め、周りに背の高い草が生えていると日光
が遮られ、生育できない。人が通って他の
草を踏みつけて丈が伸びないような環境を
作ってやらないと生きてゆけない。車前草
はオオバコの別名。人や車の通るところに
生えるためにこの名が付いたと言う。だか
ら、オオバコに沿って進むと人が居る所に
たどりつけるのだ。
　オオバコの名前の由来は、大きな葉っぱ
からきている。この大きな葉を引っ張った
だけでは退治できない。葉っぱだけ千切れ
て根際にある生頂点は残り、再生する。引
き千切られて残った方の葉っぱには太い管
が付いている。この管は、水や養分の通り
道だ。そして、オオバコの管は他の植物と
違ってとても丈夫にできている。これが、
踏まれても生き続けられる業のようだ。小
子の血管もオオバコくらいに丈夫だと少々
コレステロールが溜まっても動脈硬化には
ならなかったろうに。
　でも、この頃、オオバコがあまり目につ
かない。原因は人間にある。歩かなくなっ
た。移動する時は車を使うが、道路はほと
んど舗装してしまった。種子は運んでくれ
ないし、周りの草も押し倒してくれない。
第一、土が見当たらなくなった。
　オオバコは人間に寄り添って進化してき
たのだろうが、ここまでは予測できなかっ
た。特定の人にだけ頼っていると、その人
の気まぐれでひどい目に合うこともある。

（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
1,283

円
722,142,000

円
562,854

日 本 短 角 種 15 4,861,080 324,072

交 雑 種・ 乳 4 1,110,240 277,560

（注）：金額、価格は消費税込み


