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農事組合法人　野田協業養豚組合　　
組合長理事　平　谷　東　英

　当組合は、昨年、40周年を迎えました。当時、
野田村農協が養豚振興を目的として支援し設立し
たのが当組合の始まりです。そんなこともあり、
これまで系統100% 利用で経営を続けてきまし
た。法人の事務処理も農協に委託してきました
が、近年、農協の合併が繰り返され、経営の独立
性が求められるようになり、40周年に合わ
せるように経理事務の委託を取りやめるこ
とになりました。また、PED が全国に拡
がり、防疫にも非常に気を使う毎日であ
り、農場ではワクチン接種や、石灰散布な
どの作業も増えるなど、法人の管理運営に
あたり大変な一年でした。幸いにも、現在
まで PED の侵入は防ぐことができてお
り、豚価が高値で推移した結果、経営的に
は一息つける良い決算となりました。
　前述しましたように、農協が設立に大き
く関わったこともあり、私の前任の組合長
は全員農協の理事が勤めてきましたし、養
豚組合の理事も生産者より農協推薦の理事
の割合が多く経営の決定権は農協が握って
いました。そんな状況では養豚農家の経営
意識は低くなり成績も上がらず、また、農
家が高齢化し、後継者も育たないことか
ら、徐々に生産規模が縮小し始めました。
こうした状況を打開するため、関係機関の
ご支援とご指導をいただき母豚280頭規模
の SPF 農場の建設計画が始まりました。
この計画の実施にあたっては、理事の担保提供や
保証人としての責任が求められたことから、年度途
中の臨時総会で私が組合長を勤めることとなり組織
の構成や、飼育料の改定や成績別の支払いといっ
た農家にも経営責任を持たざる得ない状況を作っ
てきました。豚価の低迷や飼料の高騰と行った状

況で運転資金の借入れや、手数料の値下げ交渉な
どを直接農家が行うことで、構成員全員が経営を
意識し成績を向上させるための取組を続けたことに
より40周年を迎えることができたと思っています。
　今、養豚農家に限らず地域農業には先が見えな
いTPP 交渉や食糧自給率の目標がダウンされる

など先行きが危惧されることばかりが多
く、農家と呼ばれる農業者は減少し、企業
の農業参入などによる大規模な農業経営が
生産の多くを占め、こうした経営体に勤め
る者が増えていくのだろうと思います。農
業の生産性を上げることだけを考えれば、
このことは良い点も有るのでしょうが、農
家が家族中心で経営が維持発展できる状況
を維持することが、農村景観がやすらぎの
空間として維持され、地域特有の食生活や
お祭り、伝統芸能などの農村文化が継承さ
れ、地域が豊かになると思います。
　また、畜産県岩手とよく言われてきまし
たが、岩手の畜産を守り育てていくために
は、まずわれわれ生産者が力をあわせて産
地を維持することは基本であると考える
が、海外との交流が増加する中での防疫体
制の整備や養豚に限らず畜産農家と耕種農
家が堆肥と稲藁の交換などを行う地域循環
型の農業への一層の支援をお願いしたいと
思います。
　野田協業養豚組合は、農家戸数こそ４軒

まで減ってしまいましたが、個々の工夫と相互の
研鑽を重ねていきながら、その時々に必要な改革
改善に取り組みながら50周年、60周年と歴史を刻
んでいければと思います。
　今後も関係各位のご指導、ご支援をよろしくお
願いいたします。

　　野田協業養豚組合40周年を迎えて
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平成26年度臨時総会の開催
　平成27年３月10日に、一般社団法人岩手県畜産
協会の平成26年度臨時総会が開催されました。
　冒頭、田沼会長から「東日本大震災の発生から
４年経過し、畜産については関係者の尽力により
草地の除染対策はほぼ終了の見込みとなってお
り、今後は本県の飼料基盤を最大限に生かし足腰
の強い経営が確立することが重要である。しかし
ながら、本県畜産は飼養戸数や飼養頭数の減少傾
向が続いており、日豪ＥＰＡやＴＰＰなど農畜産
物のグローバル化の流れに一層拍車がかかること
も予想され、さらには伝染病のリスクも増大する
など厳しさを増す環境下にある中で、本県畜産が
国内の主産地として発展し、地域経済を牽引する
役割を果たしていけるよう、当協会としても関係
機関・団体を緊密に連携しながら、本県畜産の振
興に邁進する。」と挨拶を申し上げました。
　また、来賓の県農林水産部工藤農政担当技監か
らは、「平成25年度の本県農業産出額は2,433億円
のうち畜産部門は過半を占めている。しかし、そ
の内容をみると中小家畜は増加しているものの、
酪農は１億円の減となるなど大家畜を中心に厳し
い状況にあり、県としても国の事業や県単事業を
推進するなどにより、再生産可能な畜産経営体の
育成等に取り組んでいくこととしている。本県畜
産振興のため、協会の益々のご発展と皆様の一層
のご活躍を祈念する。」と祝辞をいただきました。
　総会では、平成26年度事業の追加及び収支予算
の補正並びに平成27年度事業計画書及び収支予算
書が報告されました。

基本方針

　国内屈指の地位にある本県畜産は、県農業算出
額の過半を占めるとともに、裾野の広い関連産業
を抱え、地域経済の活性化に大きく貢献していま
す。
　しかしながら、家畜飼養者の高齢化に加え、資
材の高騰や原発事故等の影響を受けて、飼戸数及
び飼養頭数が減少するなど、生産基盤の弱体化が
進みつつあります。

　また、すでに締結された日豪経済連携協定や、
交渉が大詰めを迎えている環太平洋経済連携協定
など、農畜産物のグローバル化の流れに、今後一
層の拍車がかかることが予測されます。
　さらに、家畜衛生分野においては、近隣諸国等
において、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザな
どの重大な被害をもたらす伝染病の発生が頻発
し、国内への侵入リスクが増大しています。
　こうした中、本県畜産が引き続き、国内の主
産地として発展し、地域経済を牽引する役割を
果たしていくためには、経営の安定化を図り、
生産基盤縮小に歯止めをかけていくことが重要
です。
　このため、当協会としては、国や県の主要施
策・計画との連携と整合を図りつつ、畜産経営の
健全化を推し進めるための助言・指導、経営安定
化対策の円滑かつ的確な実施、家畜改良増殖の推
進、家畜衛生意識の普及強化等を柱として、関係
機関・団体との緊密な連携の下に各種事業を執行
するとともに、主要施策を補完する事業の活用に
も積極的に取り組み、本県畜産の振興に寄与して
参ります。

重点推進事項

１　将来を担う経営体を対象とした経営診断・経
営技術指導等の実施
２　肉用牛肥育経営安定特別対策等、経営安定対
策の的確な実施
３　家畜人工授精用精液の安定供給等、家畜改良
増殖関係事業の的確な実施
４　地域ぐるみの家畜衛生対策の推進及び東北地
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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）

域生乳検査業務の円滑な実施
５　全日本ホルスタイン共進会や全国和牛能力共
進会への出品対策等の実施

実施事業

１　継続事業１（70,542千円）
　畜産経営者に対する生産技術及び畜産経営の
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
衛生に関する調査及び情報の提供、家畜改良の
促進、家畜伝染性疾病の予防・まん延防止の推
進等を行います。

２　継続事業２（3,658,420千円）
　肉用牛肥育経営の安定を図るために、四半期
毎に、肥育牛１頭当たりの平均粗収益が平均生
産費を下回った場合、肥育牛補塡金を交付しま
す。
３　継続事業３（233,190千円）
　家畜生産農場における家畜伝染病等の清浄
化、及びまん延防止のため同居牛のとう汰や組
織的な予防接種等を推進します。

その他事業

１　家畜人工授精用精液流通調整事業

（49,672千円）
　本県の肉用牛及び乳用牛の改良増殖を推進す
るため、サブセンターを通じて、家畜人工授精
用凍結精液供給を安定的に行います。
２　家畜登録事業（28,952千円）
　本県で飼育される乳用牛及び豚の改良を促進
するため、家畜登録事業の活用を推進します。
３　生乳検査事業（93,502千円）
　東北地域の農業協同組合等からの委託及び依
頼を受けて、生乳取引等に係る生乳検査を実施
します。
４　その他事業（1,010千円）
　関係機関・団体が行う研修会等への職員派遣
を通じて、自らの技術・知識の向上を図るとと
もに、畜産経営に有益な情報提供を行います。
　地方競馬への支援を兼ねて、競馬場において
畜産への理解を促進するため、畜産物の配布等
を行います。

１．取組の背景

　近年、生産者の高齢化や放射性物質による自給
飼料の利用自粛などの影響により、一関地域の肉
用飼養戸数及び頭数は減少傾向にある。しかし、
一方では、規模拡大に意欲的な若手農家もいるこ
とから、和牛産地基盤の維持拡大のため、将来、
地域を牽引していく担い手のバックアップが必要
と考え、この課題に取り組むこととした。

２．取組内容

　期間は平成25年から３年間とし、現在も継続中
である。20〜30代の若手肉牛繁殖農家５戸を支援
対象として、月１回の巡回指導を実施し、繁殖指
導、衛生管理指導、飼養管理指導、施設改善、ラ
イフプランの作成支援などを行ってきた。また、
年１回の先進地視察研修も行った。
　関係機関の支援･指導の役割分担は、農林振興

平成26年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

次世代を担う若手肉用牛繁殖農家への支援
〜 一関管内における巡回指導の取り組み 〜
一関農業改良普及センター　○小野寺　真希子、多　田　和　幸　　　　　　　　

県南広域振興局農政部　一関農林振興センター　　吉　田　　　登　　　　　　　　　　　　　　　　
県南家畜保健衛生所　　吉　田　恵　美、田　村　　　貴　　　　　　　　

いわて平泉農業協同組合　　村　上　重　敦、岩　渕　克　佳、武　田　祐　一
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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

センターが総括として全体調整や事業管理、普及
センターは繁殖台帳の整備と飼料計算などの飼養
管理指導、家保は消毒方法などの衛生管理指導、
ＪＡは担当者が農家との連絡調整及び生産管理に
関する技術指導、獣医師が妊娠鑑定や繁殖に関す
る技術指導とした。

（関係機関による巡回指導）

（１）繁殖指導
　巡回指導の最初には繁殖台帳の整備について
指導し、その後の巡回の都度、データを更新し、
巡回時にこの台帳の内容を対象農家も含め全員
が共有した。この台帳の特徴は、巡回時にチェッ
クすべき個体（分娩後60日を経過し初回種付け
を開始すべき牛、授精後50日を経過し妊娠鑑定
すべき牛、分娩まで２ヶ月を切り個体管理へ移
行すべき牛）に、エクセルの関数で自動的に※
印が表示されるようになっていることである。
これにより、農家も確認する個体が一目瞭然と
なる。また、この台帳は、巡回を重ねる段階で
関係機関や巡回対象農家からの意見を踏まえて
使いやすいように改訂してきた。
　この台帳を基に、妊娠鑑定を行い、さらに繁
殖成績改善に向けて、初回授精遅延牛や長期未
受胎牛などには、必要に応じ発情誘起処理を
行った。
　また、農家により発情発見に差が見られたこ
とから、２年目より発情発見のためテイルペイ
ント利用を取り入れた。最初は塗布する場所な
どコツがつかめなかったが、最近では上手く活
用し、発情発見に繋がった。

（台帳をみて対象牛を妊娠鑑定）

（２）衛生管理指導・飼養改善指導
　母牛の栄養状態の把握のため、血液検査によ
り尿素窒素（BUN）の測定、および飼料分析、
飼料計算を行い、適正なボディコンディション
（BCS）の維持ができるよう支援した。

（３）施設改善
　繁殖成績が良くない農家では離乳時期が５ヶ
月齢前後と遅かったことから、母子を分離して
管理できるよう牛舎改善を実施した。親子で
入っていた分娩房を壊し、連動スタンチョンと
子牛部屋を設置した。併せて、石灰塗布による
消毒も実施した。その際、消毒の実施方法等を
普及するため、他の巡回対象農家にも消毒の様
子を見ていただいた。

（４）ライフプランの作成支援
　巡回対象者の中には、近々結婚や住居新築の
予定がある人もいたことから、人生設計と営農
計画を合わせた長期的な計画作成が必要と考
え、それぞれ巡回対象農家にライフプランの作
成を提案した。
　内容は、家族構成や暮らしの変化の他、飼養
頭数や飼料基盤の変化、課題など自由に記載し
ていただくこととした。自ら実際に書くことで、
将来のビジョンや実施すべきことが明確になる
とともに、支援する関係機関としても巡回対象
農家の意向に沿ってどのように支援するのかを
検討する良い叩き台となった。

（５）成績検討会
　巡回指導開始後、定期的に成績検討会を行っ
ている。年度の中間及び年度末には関係機関で
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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 ㈹　

実績検討している他、26年度は４月と12月に巡
回対象農家も含め全員で互いの成績について検
討を行った。巡回対象者を含めた検討会は、成
績の思わしくない農家に対し、改善策を別の農
家が提案するなど、全員で成績を良くしたいと
いう雰囲気がつくられた。

（生産者も含めた成績検討会）

３．取組結果

　表１は繁殖雌牛の飼養頭数の推移を示す。巡回
指導開始前と比べ、５戸合計で11頭の増頭となっ
ている。また、分娩後150日を経過しても受胎し
ていない長期未受胎牛の頭数は、３戸が減少、２
戸はほぼ０頭で推移した。

　表１　飼養頭数の推移　　　　　　　　　　（頭）

　表２は予測分娩間隔※の推移を示す。５戸中４
戸で短縮となっている。５戸平均では、巡回開始
時点の442日から、現在の399日まで43日の短縮と
なった。
※�予測分娩間隔：受胎した牛の最終分娩月日と
予測分娩月日から推定する分娩間隔

　表２　予測分娩間隔の推移　　　　　　　　（日）

４．まとめ

　飼養頭数は５戸合計11頭の増加、長期未受胎牛
頭数は５戸中３戸が減少した。また、予測分娩間
隔は43日の短縮となり、分娩間隔延長にかかる１
日の損失1,647円および１戸あたりの平均飼養頭
数を加味すると、１戸平均約216万円のコスト削
減に繋がった。
　数字として表れない効果としては、生産意欲
の増加、飼養管理意識の向上が見られた。また、
巡回対象農家同士、一緒に成績を良くしたいと
言う一体感が生まれ、仲間同士の連携も強化さ
れた。

５．今後の課題

　繁殖成績の改善はみられたが、さらなる改善を
図るため、巡回対象農家５戸全戸が県平均の分娩
間隔419日を下回ることができるよう、引き続き
支援していく。
　今回は示さなかったが、子牛出荷データをまと
めてみると、平均より小さい傾向が見られるので、
繁殖成績以外にも子牛の発育改善に力を入れて指
導していきたい。
　また、繁殖成績が良好に維持できるよう、繁
殖管理や飼養管理技術の定着を図り、巡回対象
農家が自己管理できるようになることが大切で
ある。
　巡回対象農家が和牛産地維持発展の牽引役とな
り、当地域における本当の担い手となるよう、引
き続き関係機関一体の支援を継続していく。
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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

２部門で本県酪農家が最優秀賞を受賞
−東北酪農青年婦人会議酪農発表大会−

　東北地域の優秀な酪農経営の成果などを発表す
る標記の大会が、平成27年３月24日（火）から25日
（水）にかけて、盛岡市つなぎ温泉ホテル紫苑で開
催されました。
　この発表大会は、経営発表と意見・体験発表の
２部構成となっており、経営発表の部では、『「気
が付く」ことの大切さ　〜そして、行動と検証』
と題して発表した岩手町の丹内良昭さんが最優秀
賞を受賞しました。

　丹内さんの経営
は、ご夫妻と昨春に
農業大学校を卒業し
た長男の３人で経産
牛28頭、育成牛22頭
を飼養し、飼料基盤
は草地21ha、飼料畑
３haで酪農農経営を
行い、岩手中央酪農
業協同組合の理事も

務めています。
　平成14年、当時33歳の時に父から経営を継承
し、カウコンフォートを重視した飼養環境改善を
実施し、一定の効果は得られていたものの、購入
飼料費の増加や繁殖成績の伸び悩みなどを抱えて
いました。長男の就農への意欲を確認したことに
より、全酪連DMS（酪農家経営管理システム）
を利用しながら経営改善を行うこととし、各専門
分野の指導者より酪農経営での課題克服への道筋
を提示され、経営を維持発展させることができま
した。これまでの取組を振り返り、経営者が「農
場の現状を把握すること」が重要であり、改善す
べきポイントの優先順位を決め、「まずは、やっ
てみること」の大切さを実感したとのことです。
また、行動に対して検証を行うことも重要で、牛
群検定情報が非常に有効とのことでした。
　また、近隣の酪農家と「作業軽減」と「効率的
な酪農経営」を目指してTMRセンターの立ち上
げを試みたものの、コスト高の試算となったた

め、これを中止して、「作業の軽減」に的を絞っ
た共同作業グループの再編を計画し、デントコー
ンのラップサイレージ化に関わる機械の共同購入
と新たな共同作業体系を構築しました。
　発表の演題である「気が付く」への思いは、酪
農経営での問題点や改善点に対する「気づき」、
地域酪農の未来を描きながら実現可能な範囲での
共同作業体系構築への発想の「気づき（築き）」、
人と人が日常生活を織り成す中での「気づき」を
大切にしているとのことで、相手方に関心を持
ち、相手を認めて気を配ることであり、この思い
をこれからも大切にしていきたいとのことです。
　引き続き行われた「意見・体験の部」では、『酪
農を楽農へ』と題して発表した滝沢市の桜井善さ
んが最優秀賞に選
ばれました。
　桜井さんは、酪
農後継者として㈲
山桜牧場の展望を
熱心に考え、行動
をしている青年で
すが、元来人見知りで、あまり外には出たくない
性分でした。それが、地域青年部長を務め、東北
各地の酪友と知見を交わすうち、自分の歩んでい
る酪農人生が「楽農」であることを実感したとの
ことでした。この思いを抱かせてくれた両親をは
じめ、酪農に関する様々な恩師への感謝の気持ち
に加えて、桜井さんが本当の目標と語る「お嫁さ
ん募集」が笑いを誘いながらも高く評価されまし
た。
　２つの部門で同じ県の酪農家が全国大会に出場
するのは珍しく、７月に行われる全国酪農発表大
会での御二方のご活躍に期待したいと思います。
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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/

　畜産協会では、家畜人工授精用精液供給調整事
業の実施に併せて、乳牛及び肉用牛、それぞれの
種雄牛における公表遺伝性疾患の保因状況を、随
時お知らせしてきました。
　今回は、今年１月に県畜産課を通じて農水省か
ら通知のあった「肉用牛の遺伝性疾患に対する対
応方針の改正等」の内容についてお知らせします。
　肉用牛遺伝的不良形質専門委員会（以下専門委
員会）では、遺伝的不良形質について、原因遺伝
子変異、遺伝様式、経済的損失の評価、留意点、
講ずべき措置等を整理したプロファイルを作成
し、公表することとしています。
　このプロファイルのうち、特に経済損失が大き
く、特別な対処が必要であると判断されたものを
指定遺伝的不良形質として指定し、遺伝子型検査
の実施に努め、検査結果を公表することとしてい
ます。
　専門委員会で作成、評価した遺伝的不良形質の
プロファイルは農水省のホームページ（ http://
www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_katiku/
index.html の下段）で見ることができます。
　対象となる遺伝的不良形質及び発生抑制に向け

肉用牛の遺伝的不良形質 
について

た取組は次のとおりです。

○対象とする遺伝的不良形質

　特徴的な外見的・臨床的症状を示し、かつ、遺
伝様式の関係が明らかで、遺伝型検査による特定
が可能なもの。（８症状）
【H26年12月４日付公表】
バンド３欠損傷症、血液凝固第13因子欠損症／
F13、クローディン16欠損症、チェディアック
ヒガシ症候群／ CHS、眼球形成異常症／
MOD、IARS 異常症／ IARS、モリブデン補酵
素欠損症／MCSU、前肢帯筋異常症／FMA

○遺伝的不良形質の発現抑制に向けた取組

　変異型遺伝子のヘテロ牛（以下保因牛）の種雄
牛は臨床的な異常が無いため、現在供給されてい
る黒毛和種の凍結精液にも保因牛が含まれていま
す。
　また、農家等が飼養する繁殖雌牛の保因状況に
ついては、遺伝子型検査（有料）をしなければ分
かりません。保因牛同士を交配した場合は25%
の確率で発症するとの報告があることから、仮に
保因牛であった場合でも、種畜利用するときは交
配に注意が必要です。交配リスクのイメージを図
にしましたので交配の際に参考にしてください。

　遺伝性疾患における遺伝的不良形質は、近年の

【遺伝性疾患牛交配におけるリスクのイメージ図】

「保因牛」と「保因牛」の交配

4分の1の確率で発症 発症牛は生まれない

「正常牛」と「保因牛」の交配

保因 保因 保因

保因 発症保因 保因 保因

正常

正常 正常 正常
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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。

死亡牛処理円滑化推進 
事業へのご協力について

　県南地域にあった化製場の操業停止に伴い、こ
れまで当該施設で死亡牛を処理していた牛飼養農
家の皆さんが、県外で処理しなければならない事
態に陥りました。県外処理の場合、他の地域の農
家より負担が大幅に増えることから、岩手県で

は、県内における死亡牛処理費用の平準化を図る
ため、平成26年度途中に緊急で標題の補助事業を
創設し、農家への補助を開始しました。
　死亡牛１頭当たりの補助対象経費は、牛の月齢
に応じて、24か月齢以上が12,800円、24か月齢未
満が12,000円で、県と市町村がそれぞれ３分の１
を負担する仕組みになっています。
　当協会は、事業実施主体として、この事業にお
ける補助金交付事務を行っています。公費が使わ
れる補助事業ですので、適正に行われていること

家畜の保健衛生（99）

死亡牛の届出及びBSE検査対象月齢
が48か月以上となりました。

　平成13年９月11日は、アメリカで同時多発テロ
が発生し、世界的に記憶に残る日となっています
が、日本国内では、同じ日に牛海綿状脳症（BSE）
の患畜が初めて確認され、畜産関係者を震撼させ
ました。対策として国は、消費者の食への安全性
を確保するため、１か月間ほど国内のと畜を停止
し、危険部位の除去及び21か月齢以上牛のBSE
検査体制を整えてからと畜を開始、併せて飼料利
用規制（BSE発生の原因となる肉骨粉の使用禁
止）、その後、牛の個体識別番号制度を導入し、
BSE検査済証明と番号を牛肉に表示して牛肉の
安全性を担保してきました。
　BSEの発生当初は、国産牛肉の消費停滞、肉
用子牛価格の暴落、肥育牛の出荷停滞を招き、畜
産振興を推進する本県においても影響が重大でし
たが、現在は、国施策の適正な推進、生産者の御
努力及び農業者団体等の協力、消費者の御理解に
よって、国産牛肉の消費は回復し、子牛価格も安
定しています。
　一方、国は、検査漏れ牛を防止するため、死亡

牛もBSE検査対象と定めました。15年４月から
本県の家畜保健衛生所が生産者からの24か月齢以
上の死亡牛の届出受理とそのBSE検査（「牛海綿
状脳症対策特別措置法（平成14年６月14日、法…
第70号）を担ってきました。検査頭数は、42,357
頭（平成27年３月末）であり、全てBSEは否定
しています。
　今般、平成27年４月から、国は、死亡牛の届出
及びBSE検査の対象月齢を48か月齢に引き上げ
ました。背景には、①平成25年５月の国際獣疫事
務局（OIE）総会が我が国のBSE対策を評価し、
平成21年１月以降、発生が無い事を考慮して、
BSEリスクステータス（国際的なBSEの安全性
格付け）が最も安全な「無視できるリスクの国」
に認定し、②これを受け25年７月からと畜場での
BSE検査対象牛が48か月齢超としたことが挙げ
られます。なお、BSEに関する科学的知見・デー
タから検査対象牛の月齢引き上げによってBSE
摘発漏れは殆ど生じないと考えられています。
　当所では、今後ともBSE検査を継続して実施
し、県内の生産者が安心して肉用牛生産を継続で
きますように寄与してまいりますので、皆様のご
協力をお願いいたします。

（中央家畜保健衛生所）

遺伝子解析手法の進歩により、遺伝子レベルで分
析・解明され、保因状況が把握できるようになっ
てきています。産肉能力に秀でた種雄牛が遺伝性
疾患保因牛であっても、非保因牛の雌と交配すれ

ば発症が回避され、優れた産肉能力を活用するこ
とができます。一方で、次世代に種畜利用として
保因牛を残さないよう留意していく必要があります
ので、今後も引き続き情報提供を行って参ります。
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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

○カリ過剰対策に

草地NP260号
草地NP420号

12－６－０－５

14－12－０－６

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

　

　岩手県では、春の農繁期の４月15日（水）から６

月15日（月）までを「春の農作業安全月間」に設定
し農作業事故防止運動の取組を強化しています。
　今年度の農作業安全スローガンは、「無理する

な　疲れたときには　ＮＯ！作業」です。家族や
地域内で農作業安全の声かけを励行し、安全への
意識を高めながら農作業をしましょう。
　具体的には、次の取組みなどにより安全管理に
努めましょう。

春の農作業安全月間

第59回岩手県畜産共進会の 
開催について

　この共進会は、本県家畜改良増殖を促進し、畜
産農家相互の研鑽を図ることを目的として毎年開
催していますが、平成27年度は畜種ごとに右の表
の日程で開催します。
　ホルスタイン種については、10月23日（金）〜26
日（月）に北海道勇払郡安平町で開催される第14
回全日本ホルスタイン共進会の最終選抜を兼ねて
います。

①家庭での安全管理

◦万が一のために誰でも農業機械のエンジンを
停止できるようにしましょう。
◦シートベルト、ヘルメットを装着しましょう。

②作業環境の整備

◦ほ場、道路等の危険場所を確認し、その改善
を図りましょう。

③農業機械の点検整備

◦安全フレームの装着や整備不良による事故を
防止しましょう。

④反射材等の活用の促進

◦道路上での接触・追突等の事故を防止するた
め、反射シール、反射材、低速車マーク等を
装着しましょう。

　総合開会式は、９月２日（水）の黒毛和種の部に
おいて９時から開催されます。

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

（家畜改良部）

出品家畜 開催月日 会　　　　　場

黒 毛 和 種 ９月２日（水）ＪＡ全農いわて中央家畜市場

日本短角種 ９月３日（木） 同　　上

馬 ９月11日（金） 馬っこパークいわて

ホルスタイン種 ９月25日（金）ＪＡ全農いわて中央家畜市場

肉　　　牛 11月７日（土） 岩手畜産流通センター

過去10年間の事故発生状況をみると、高齢者（65歳以上）の事故の発生割合が高くなっています
ので、ご注意ください。

を確認するため、必要な書類を作成する必要があ
ります。
　その一つに、農家の皆さんに作成していただく
「死亡牛処理円滑化推進事業整理票」というのが
あります。これまでのところ、この整理票で一部
に記入漏れ等が見られています。お手数でも、記
入後に漏れがないかご確認くださるよう、ご協力
をお願いいたします。
　なお、この補助事業は、県南地域に死亡牛の一

時保管施設が整備された場合に、終了することに
なっています。一時保管施設があれば、死亡牛を
まとめて輸送することができるようになり、その
分費用の軽減につながるからです。
　一日も早く、県南地域に保管施設が整備され、
衛生環境が確保された中で、安心して畜産経営に
専念できるようになることを期待したいもので
す。

（家畜衛生部）
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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。

報情 （48）産畜 術技

１　飼料用トウモロコシの除草剤選択ポイント

（１）土壌処理＋生育期処理が鉄則です！！

　土壌処理で雑草が残れば、その雑草の種類に応じて

生育期処理を実施します。

（２）生育期処理でゲザプリムフロアブルを使うと広葉雑草に効果大！！

　ゲザプリムフロアブル使用後に、まだ雑草が出てくるようであれば種類に応じてバサグラン液剤（タ

デ類に効果有）、シャドー水和剤（イチビに効果有）、ワンホープ乳剤（イネ科に効果有）を使いましょう。

注意：�土壌処理にゲザノンゴールド（よく使用されていると思います）を散布してしまうと生育期処

理でゲザプリムフロアブルは使えません！！

（同じ成分アトラジンが含まれているのでどちらか１回しか使えません）

　ゲザプリムフロアブルを使用するために次の表１のように別の土壌処理剤を考えるのも一つの手段です。

（３）期待の高いアルファード液剤！！

　生育期処理の除草剤として昨年から使用されはじめ、高い除草効果が確認されています。イネ科雑草

はもちろんイチビやイヌホウズキといった厄介な広葉雑草にも除草効果があります。飼料用とうもろこ

し７葉期（ただし、収穫45日前まで）まで使用可能であり、雑草の発生具合を確認してから使用できる

のも特徴です。

２　飼料用トウモロコシのハリガネムシ対策

（１）なるべく早く播種する

　ハリガネムシは２〜５葉期程度の飼料用トウモロコシの茎を食べ、倒し

てしまいます。

　しかし、飼料用トウモロコシがある程度生長すると、食害は少なくなり

ます。

（２）被害予防に殺虫剤「クルーザー ＦＳ30」を使用する

　キヒゲンと同じように播種前の種子に塗沫処理します。その種子から発芽

した飼料用トウモロコシを食べた虫は死に、虫害を最小限にとどめることが

できます。

　特に牧草地から飼料用トウモロコシ畑に転換した２年目に大きな被害が出

やすいので、その場合は前もってクルーザー FS30を使用したほうが無難で

す。� （中央農業改良普及センター）

写真１　土壌処理＋生育期処理で除草する

写真２　ハリガネムシ

写真３　被害にあったトウモロコシ

表１　除草剤の組み合わせ例

土壌処理
（下記３剤のうち１剤）

生育期処理

基本剤 （雑草に応じて下記の３剤のうちどれか）

エコトップ乳剤

ゲザプリムフロアブル

シャドー水和剤（対イチビ）

ラクサー乳剤 バサグラン液剤（対タデ）

モーティブ乳剤 ワンホープ乳剤※（対イネ科）

※�トウモロコシの品種によっては感受性を示すことがあるので、使用にあたっては作付けする品種の特性を把握することが必要
です。
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畜 産 の 研 究（99）

耕起による除染をしない放牧地の
利用再開後の施肥管理について

　放射能汚染された草地の除染は耕起による更新
を実施しておりますが、石礫や急こう配等により
耕起できない放牧地でも、牧草中の放射性セシウ
ム（RCs）濃度が暫定許容地未満の場合は、更
新作業を実施することなく利用を再開することが
できます。
　ただし、このような草地では、無施肥で管理し
た場合に牧草中の放射性セシウム濃度が夏季に上
昇するが、放牧地用の県標準の施肥管理により放
射性セシウムの濃度を抑制することが確認されま
したので、その結果をお知らせします。

１　成果概要

⑴　耕起による草地更新を実施していない放牧地
では、無施肥の場合、夏季に牧草中RCs 濃度
が上昇しますが、放牧用の県標準量の施肥（春
及び夏に N：P：K＝６：３：３㎏ /10a ）を

行うことにより、無施肥に比べ牧草中RCs 濃
度の上昇が抑制されます（図１、２）。
⑵　県標準量の施肥と併せて、春に土壌中交換性
カリ含量を40㎎ /100g に矯正する量の塩化カ
リを表面施肥した場合は、土壌中交換性カリ含
量が増加し（表１、２）、牧草中RCs 濃度の上
昇がさらに抑制されます ( 図１、２) が、牧草
中ミネラルバランスが崩れ、テタニー比が高く
なる場合があるため（表３）、放牧地では県標
準量の施肥管理とします。

２　留意事項

⑴　窒素のみの施肥は、無施肥よりも牧草中
RCs 濃度が上昇する場合があるので避けてく
ださい。
⑵　本試験では牛の放牧をしていませんが、放牧
した場合は糞尿からのカリ供給により、さらに
牧草中RCs 濃度の上昇抑制ができると考えら
れます。
⑶　牧草中RCs 濃度抑制のために土壌中交換性
カリ含量の矯正を行う場合は、土壌の石灰苦土
比を６以下（当量比）、苦土加里比を２以上（当
量比）となるよう、石灰と苦土を塩化カリと併
せて施用してください。
⑷　黒ボク土での結果です。
⑸　RCs 濃度は Cs134と Cs137の合計値で、
土壌は乾土換算、牧草は水分80％換算で表し
ています。

（農業研究センター　畜産研究所　家畜飼養・飼料研究室）

※施肥日…標準施肥区：Ｈ26年５月16日、８月28日
　　　　　標準＋カリ矯正区：Ｈ26年６月５日、８月28日
※土壌中交換性カリ矯正はＨ26年６月５日に実施

※施肥日：Ｈ26年５月27日、８月12日
※土壌中交換性カリ矯正はＨ26年５月27日に実施

図１　フィールド試験牧草RCs濃度

図２　ポット試験牧草RCs濃度
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23年

24年
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子 牛 価 格 の 推 移

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
4／8
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 128 922,320 70,200 569,717 282 2,022

♂- 162 864,000 314,280 664,320 313 2,121
計 290 922,320 70,200 622,564 299 2,080

県南
4／9
㈭

磐　 井
♀ 131 864,000 91,800 559,382 274 2,043

♂- 189 933,120 503,280 685,931 309 2,223
計 320 933,120 91,800 634,125 294 2,155

中央
4／15
㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 183 652,320 384,480 536,311 279 1,921

♂- 199 847,800 417,960 679,353 314 2,163
計 382 847,800 384,480 610,828 297 2,054

中央
4／16
㈭

宮 古
北 部
奥中山
久 慈
改 良 C

♀ 151 923,400 376,920 562,272 275 2,047

♂- 211 879,120 315,360 678,291 304 2,232
計 362 923,400 315,360 629,897 292 2,159

中央
4／17
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 169 801,360 110,160 572,208 271 2,109

♂ 1 598,320 598,320 598,320 337 1,775

♂- 255 923,400 480,600 688,040 302 2,281
計 425 923,400 110,160 641,769 290 2,216

合　　計

♀ 762 923,400 70,200 558,995 276 2,025

♂♂ 1 598,320 598,320 337

♂- 1,016 933,120 314,280 680,140 308 2,210
計 1,779 933,120 70,200 628,204 294 2,135

平成27年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

※　平成27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）
注） 平成27年度も全農和牛改良Cは２日目の上場となりますが、前年実績は３日目に

含まれております。（４月のみ前回実績も３日目に含む）

統計からみた岩手の畜産

１ 本県農業産出額に占める畜産部門

　平成25年の岩手県の農業産出額は2,433億円
で、前年（2,476億円）に比べ野菜や豚、鶏の産出
額は増加したものの、米や果実等が大きく減少し
たことから全体では43億円減少（対前年比98.7％）
している。
　都道府県の中では第11位の生産額となってい
る。
　平成25年度の畜産部門の算出額は1,352億円と
全体の55.6％を占めており。前年に比較して18億
円増加している。
　畜種ごとの算出額の内訳は次の表のとおり。

２ 家畜の飼養頭羽数

■岩手の畜産部門の畜種毎の農業産出額の推移
（単位：億円、％）

年　次 H19 H22 H23 H24 H25 H25/H19

乳用牛
217 228 214 234 233

107.4％
（▲4.8）（▲2.6）（▲6.2） （9.3）（▲0.4）

肉用牛
233 208 194 209 200

85.8％
（10.4） （8.3）（▲6.8） （7.7）（▲4.5）

豚
220 238 261 268 274

124.5％
（7.8） （17.8） （9.6） （2.7） （2.1）

鶏
585 641 616 616 639

109.2％
（1.6） （1.3）（▲4.0） （0.0） （3.5）

合　計
1,265 1,325 1,293 1,334 1,352

106.9％
（3.0） （4.2）（▲3.1） （3.2） （1.3）

※　農林水産省　平成25年農業総生産額
※　（　）内数値は前年比増減率である。各年次の合計値は端数も含む。

■家畜飼養頭羽数（平成26年２月１日調査）
（単位：戸、頭・千羽）

区分

畜種
戸数

全国
順位

頭羽数
全国
順位

一戸当たり頭羽数 全国
順位岩手県 全　国

乳 用 牛 1,140［ 2］ 44,600［ 3］ 39.1 75.0 ［41］

肉 用 牛 5,660［ 3］ 91,600［ 5］ 16.2 44.6 ［47］

豚 123［14］ 450,200［ 7］ 3,600.2 1,809.7 ［ 2］

採卵鶏成鶏 27［33］ 3,765［16］ 139.4 52.2 ［ 2］

ブロイラー 333［ 3］ 21,794［ 3］ 65.4 57.0 ［ 9］

資料）農林水産省「畜産統計」

平成27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

区　　分
指　定　肉　用　子　牛

頭 数 金　　　　額 平均価格（１頭当り）

黒 毛 和 種 頭
1,262

円
782,121,960

円
619,748

日本短角種 5 2,207,520 441,504

交雑種・乳 1 298,080 298,080

（注）：金額、平均価格は消費税込み


