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岩手県農業会議　　　　　　
会　長　佐々木　和　博

　ＴＰＰ交渉が、昨年10月5日に大筋合意に至り、
12月24日に「ＴＰＰ協定の経済効果分析について」
が示され、ＴＰＰ関連対策3,122億円を含む平成27
年度補正予算が、１月20日に可決成立しました。
　農林水産省では、農業者の不安を払拭し、希望
を持って経営できるようにするとして、１
月26日に、農政新時代キャラバン岩手県説
明会を開催し、「総合的なTPP関連政策大
綱」を踏まえた農林水産分野の対策の説明
をしました。
　私は、「ＴＰＰ協定の経済効果分析につ
いて」に疑問を感じています。
　これで示された「農林水産分野の評価」
では、「関税削減等の影響で価格低下による
生産額の減少が生じるものの、体質強化対
策による生産コストの低減・品質向上や経
営安定対策などの国内対策により、引き続
き生産や農業所得が確保され、国内生産量
が維持されるものと見込む」とし、農林水
産物の生産減少額を約1,300～2,100億円（う
ち農産物は約878～1,516億円）としている。
　さらには、食料自給率への影響について
は、今まで以上に低下することなく、平成
26年産と同じ、カロリーベース39%、生産
額ベース64%としている。
　本県では、これまでも、農業者はもとより、関係
機関・団体が一丸となって、農業・農村の振興に
精一杯取り組んできましたが、現実は、担い手の
減少・高齢化の急激な進行や、農業生産・所得の
減少など厳しい状況にあります。ＴＰＰが我が国の

農業の衰退の引き金になる恐れは無いのだろうか？
　国では、国内対策として、夢と希望のもてる農
政新時代～努力が報われる農業～の実現に向け、
「攻めの農林水産業への転換」のための予算を措
置し、更には、「経営安定・安定供給のための備

え」として、協定発効に合わせて、いわゆ
る牛マルキン、豚マルキン等の経営安定対
策の充実を図るとしている。
　攻めの農林水産業への転換のための対策
として掲げる、「次世代を担う経営感覚に
優れた担い手の育成」や「国際競争力のあ
る産地イノベーションの促進」、「畜産・酪
農収益力強化総合プロジェクトの推進」、
「高品質な我が国農林水産物の輸出等需要
フロンティアの開拓」は、本県農業にとっ
ても極めて重要な課題です。
　国の補正予算を生かしながら、本県農
業・農村の持続的な発展に取り組む必要が
あります。
　今後、引き続き、国会において、ＴＰＰ批
准について、議論されることになりますが、我
が国の農業の姿、国民の食の安全などを大き
く変えかねない極めて重要な政策の決定です。
　議論に当たっては、我が国農業のあり
方、国民に対する食料安定供給（食料安全

保障）や食料の安心・安全に対する姿勢、食料自
給率の向上など基本的な政策理念についての議論
が深められ、国内農業に対する国民の理解、特に
も消費者の理解と応援が得られるような政策が推
進されるよう期待しております。

農政新時代～努力が報われる農業の実現に向けて～
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「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：小原敏文岩手
県農林水産部長）主催の「いわて牛の集い」が、
１月21日、東京都品川区の東京マリオットホテル
で開催されました。この催しは、首都圏の食肉関
係者と産地関係者の交流の場として、毎年１月に
開催されているものです。当日は、東京食肉市場
の関係者や買参人、いわて牛取扱推奨店など約
130名を招待するとともに、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130名が参加しました。
　冒頭、達増知事から「岩手が誇る「いわて牛」
は、これまで長年に渡り築いてきた品質の良さ、
購買者の皆様方の御支持により、高い評価を頂い
ております。本集いを契機に、皆様にはますます
岩手県のファンになっていただき、今後とも岩手
の農林水産物を、御愛顧くださいますようお願い
いたします」とご挨拶がございました。
　また、昨年１年間において「いわて牛」のブラ
ンド化に積極的に貢献していただいた卸業者（１

社）及び長年「いわて牛取扱推奨店」としていわ
て牛の普及拡大に努めていただいた取扱推奨店
（１社）に対して、協議会会長から感謝状が贈呈
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・ほたて等の海産
物など、新鮮な岩手の食材を用いた料理が提供さ
れました。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）のステーキコー
ナーは長蛇の列ができる盛況ぶりで、首都圏ホテ
ルや外食関係者をはじめ、参加者は最高級のいわ
て牛を堪能していました。
　翌日、東京食肉市場で開催された「第26回いわ
て牛枝肉共励会」では、去勢牛が37頭、雌牛が23
頭の計60頭が出品され、うち、41頭が5等級（前
年39頭）に、19頭が4等級（前年20頭）に格付け
され、上物率は100％（前年98.3% ）と非常に優
れた成績を記録しました。出品牛の枝肉単価は全
て2,400円超え、枝肉平均価格は2,666円/kg（前年
2,344円/kg ）と前年を大幅に上回りました。今
回の取組を通じ、市場関係者や買参人に対し、改
めて「いわて牛」の品質の高さをアピールするこ
とができました。

【受賞者名簿】

受賞者 所属農協 性別 父 生後
月齢 BMSNo. 枝肉重量

（ kg ）
枝肉単価
（円/kg ）

最優秀賞 ㈲千葉畜産 岩手ふるさと 去勢 美津百合 31.6 12 612 3,156

優秀賞

畠山　正宏 岩手中央 去勢 光平照 29.5 11 494 2,923

石川　正好 岩手ふるさと 去勢 百合茂 31.3 12 513 2,951

後藤　久次 岩手ふるさと 雌 美津照重 30.9 12 415 3,047

感謝状を受けた方々と協議会長、純情娘たち 最優秀賞のロース断面
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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）

平成27年度 
岩手県獣医畜産業績発表会
　平成27年度岩手県獣医畜産業績発表会が１月19
日、20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、研究等の成果について発
表・討議を行い、広く情報を交換することによ
り、本県の畜産及び家畜衛生技術の向上を図るこ
とを目的として県が開催しているものです。
　発表会の開会にあたり主催者である小原敏文県
農林水産部長から、「東日本大震災による放射性
物質の除染対策など一定の道筋がついた。今後
は、本来の生産振興に舵を戻し、畜産農家のため
の畜産振興策を強力に進めていきたい。本日発表
される畜産の技術や新知見については、それぞれ
地域に持ち帰られ、地域の畜産振興に役立ててほ
しい。」とご挨拶がありました。
　獣医部門では、家畜保健衛生所が鳥インフルエ

ンザや牛白血病対策など15題のほか、NOSAI が2
題の合計17題の発表があり、畜産部門では、地域
における畜産振興の取組や繁殖農家の生産性向上
支援など9題が発表されました。
　このほかに、特別発表として、病性鑑定特殊講
習会の報告や県農業大学校酪農経営課の卒業研究
の取組、遠野地域の鳥獣害対策などの発表があり
ました。
　発表会終了後、農研機構の伊藤審査委員長か
ら、審査講評と各賞の受賞演題が発表されました。
各賞の受賞は次のとおりです。

■受賞者及び演題

表　彰　名 部門 氏　名 所　属 演　　　　題

岩手県知事賞
獣医 金子和華子 県北家畜保健衛生所 飼養衛生管理基準巡回指導を活用した全養鶏場防疫措置

データベースの構築

畜産 長澤　　亨 奥州農業改良普及センター 銘柄牛産地維持のための繁殖牛生産振興の取組み

岩手県獣医師会長賞 獣医 千葉　由純 中央家畜保健衛生所 殺鼠剤が原因の黒毛和種子牛のクマテトラリル中毒

岩手県畜産協会長賞 畜産 舘　　結香 県北振興局
二戸農林振興センター 乳質検査を活用した乳質改善の取組み

岩手県畜産技術連盟賞 畜産 佐藤　　真 中央農業改良普及センター
軽米サブセンター ビッグデータを活用した和牛繁殖農家の生産性向上支援

岩手県農業共済組合長賞 獣医 田村　倫也 NOSAI 岩手東南部地域
センター

第四胃変異整腹術における幽門部―大網共固定法の有用
性の検討

審査委員奨励賞 畜産 寺地　輝美 岩手県フリーストール・
フリーバーン酪農研究会

岩手県フリーストール・フリーバーン酪農研究会の活動
とその成果について

平成27年度いわて肉用牛 
生産性向上研修会

　肉用牛の繁殖管理技術や改良の手法、さらには、

規模拡大・経営の安定化を図るための技術等の習
得により本県肉用牛の生産性を向上させるための
研修会が１月28日（木）に岩手産業文化センターで
開催されました。
　冒頭、小岩一幸岩手県畜産課総括課長からご挨
拶をいただいた後に、㈱ひだかC.L.C の獣医師、
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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

田原口貞夫氏による「牛から学ぶ牛の育て方」と
題した基調講演がありました。
　講演では、「繁殖牛の受胎が一日遅れると1,600
円～1,700円の損となり、次の発情までの3週間で
は35,000円程度の損となることから、１日3回の
観察により発情を逃さないようにすること。授精
後35日から42日には妊娠鑑定を行い妊娠していな
い牛を早く発見すること。」など、基本的な繁殖
管理の重要性が強調され、さらに、受胎率を向上
させるための分娩前後の飼養管理のポイントにつ
いて、お話しいただきました。
　また、2名の肉用牛の担い手の方から実践内容
について発表していただきました。
　まず、久慈市山形町の中屋敷稔さんからは、就
農当初は、短角の一貫経営であったが、平成23年
から黒毛の繁殖牛を導入。畜産に関する知識・技
能を高めるためAI や ETの講習会を受講し、発
情発見器「牛温恵」を導入。今後は、規模拡大と
併せ6次産業にも取り組みたい。」と発表しました。
　宮古市の高田泰義さんからは、「農業大学校の
実習助手を経て就農し、黒毛和種繁殖15頭規模の
経営を実践。北上山系の傾斜地を利用した放牧地
や飼料畑を活用し、牛舎は間伐材を活用し低コス
ト化を図るなどコストの低減に努め、繁殖牛の１
年１産を継続して実現。今後は、引き続き肉牛部
門を生産性の向上に努めるほか、新たな品目の導
入を検討し、地域の立地条件を生かしながら経営
を持続的に発展させたい。」と発表しました。
　また、発表後には、参加者との意見交換が行わ
れ、繁殖技術の向上に対する意識の高さが感じら

れた研修会となりました。

基調講演いただいた、㈱ひだか C.L.C 獣医師 田原口 貞夫氏

事例発表した久慈市山形町の中屋敷稔さん

事例発表した宮古市の高田泰義さん

「 平 成27年 度 家 畜 繁 殖 技 術 講 習 会 
（受精卵移植スキルアップ研修）」開催
　この講習会は、岩手県家畜人工授精師協会（会
長後藤太一）が例年開催しているものですが、今
年度は、当協会事業（畜産・生産力強化緊急事業）
との共催で県内の実務経験者等を対象に受精卵移
植に特化した内容で行われました。
　初日は、座学形式で愛知県の山本広憲先生と宮

主
催
者
挨
拶
を
す
る
後
藤
会
長
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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 ㈹　

平均値だけでなく、最頻値や中央値のデータを牛
群の管理に活かすことも重要である。
　検定データでは空胎日数455日以上の牛が平均
値を下げているので、繁殖成績を悪化させている
牛を早期に見つけて対策を講じることが大事であ
る。」とお話いただきました。

　繁殖管理のポイントは次のとおり。

　このほかに、乳量情報、体細胞数情報、乳成分

城県の菅原紀先生を講師として、それぞれ受胎成
績に関わる事例紹介や技術者が抱える課題解決に
向けての具体的な応用等、現場に即した内容の講
義が行われました。
　2日目は、生殖臓器を用いての実技研修と県立
農業大学校で飼養されている乳牛を用いて受精卵

移植の実践研修を行いました。
　県内では、ここ最近、繁殖用雌牛の減少や肥育
素牛価格の高止まり傾向が続いていますが、この講
習会に参加した技術者の方々が、それぞれの地域
で繁殖成績の向上に貢献され、本県畜産農家の経
営が一層安定することを期待したいと思います。

平成27年度牛群検定 
セミナー開催概要

　今年も昨年に引き続き一般社団法人家畜改良事
業団　情報分析センター次長　相原光夫氏を講師
にお招きし、2月15日には一関市千厩町で、16日
には滝沢市で開催されました。
　講師の相原氏は、家畜改良事業団の機関誌
「 LIAJNEWS」に「新しい牛群検定成績表につ
いて」を平成21年3月から継続して連載しており、
全酪新報や酪農ジャーナルにも牛群検定に関する
記事を連載しています。
　今回のテーマは、「乳用牛のベストパフォーマ
ンスを実現するために」で、酪農経営の生産性を
高めるためには牛群検定情報を正しく活用しなが
ら飼養管理を見直すことの重要性についてご講演
いただきました。酪農家が最も関心のある“繁殖
情報のクイックチェック”の部分では、「いろい
ろな繁殖成績があること、分娩間隔や空胎日数を
全国のデータでみると正規分布になっていない。

図１　分娩間隔と空胎日数の分布図

図２　分娩間隔を長期化させている検定成績表

図３　繁殖管理のポイント
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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27年度牛白血病 
防疫推進講習会開催

　平成28年１月29日に岩手産業文化センターにお
いて、市町村、農協等の担当者約50名を対象に牛
白血病防疫推進講習会が開催されました。
　講習会に先立ち、主催者である当協会の高橋常
務から「本県は、国内で最初に牛白血病の発生が
確認された県である。原因や感染様式が解明され
ているものの、対策を講じなければ感染拡大が続
く。本日の講習会を通じて、対策の実際を学びそ
れぞれの地域でできる対策に着手していくことが
重要である。国内で清浄化が最も早く達成できた
県となることを目指し、頑張ってほしい」と挨拶
がありました。
　講習会では、はじめに中央家畜保健衛生所主任
獣医師千葉由純氏から本県における発生と対策の
状況について、
１�　地方病性牛白血病は牛白血病ウイルスが関与
する届出伝染病で、県内における年間発生頭数
は増加している（平成26年には133頭の発生で
平成10年の6倍強）。
２�　白血病対策の柱として、①公共放牧場での分
離放牧とアブトラップの設置、②牛舎内での分
離と防虫ネットの使用、③母子感染予防のため
に早期離乳と初乳の加温又は凍結処理、④直腸
検査用手袋等の１頭ごとの交換が大事である。
と説明がありました。
　また、県農業共済組合家畜部診療課長下山茂樹

氏から、平成27年5月１日以降に改正となった牛
白血病による家畜共済事故の取り扱いの留意点に
ついて説明がありました。
　最後に、奥州市江刺区の広瀬八区生産組合の放
牧事業の取組と衛生対策について代表者安部文治
氏から、①抗体陽性牛と陰性牛の区分飼養、②人
の作業を介した感染の防止、③共同放牧地には陰
性牛のみの放牧などの対策が紹介されました。

（家畜衛生部）

高橋常務理事による主催者挨拶

講師の下山課長（左側）と千葉主査獣医師（右側）

情報、さらには、遺伝情報等に関するクイック
チェック法を、とても解りやすくご講演いただき
ました。
　牛群検定成績データの活用方法については、家
畜改良事業団のホームページで閲覧できるほか、
次の図書も発行されていますので、酪農経営向上
の参考にしてください。

「今日も明日も牛群検定が約束するあなたの酪農経営！」（デーリージャパン社発行）
「牛群検定クイックチェック～早わかり～」（一般社団法人全国酪農協会発行）【新刊】

講
演
中
の
相
原
氏
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畜産クラスター事業（機械導入事業）
説明会開催

　平成28年2月17日に、畜産・酪農収益力強化整
備等特別対策事業（以下「畜産クラスター事業」
という。）のうち機械導入事業に係る今後の対応
について、関係者を対象とした説明会を、岩手県
農林水産部畜産課と共催で開催しました。
　畜産クラスター事業については、国の平成27年
度補正予算で約610億円が措置されるとともに、
財源を基金化するなどの見直しが行われました。
これにより、複数年度にわたる事業実施が可能と
なりました。
　公募の結果、公益社団法人中央畜産会（以下「中
畜」という。）が基金管理団体（事業実施主体）
に決まり、中畜の会員である当協会は、機械導入
事業の岩手県における窓口団体として、事業実施
に係る関係書類の取りまとめや各種文書の伝達等
を担うことになりました。
　説明会では、県畜産課職員が、従来の事務の流
れとの相違点、畜産クラスター計画及び事業参加
要望書作成等のポイント、第１回要望書取りまと
めのスケジュール等について説明を行いました。
　第1回目の要望書提出期限は、平成28年3月18日

とされました。これは、事業の早期活用により、
効果の発現を早めることが狙いとされています。
当協会から、中畜への進達（郵送）は前日の17日
となります。クラスター協議会関係者の皆様に
とっても、年度末の多忙な時期に当たりますが、
スケジュールに沿った対応にご協力をお願いしま
す。
　なお、国は、新年度に入ってからも、事業参加
要望書提出の機会を複数回設けるとしています。
　第１回に間に合わなかった協議会については、
より中身を充実させた上で、チャレンジしていた
だくこととなります。
　県内各地では、畜産農家が個別に対応している
ように見えても、実は、地域の収益性向上に結び
ついている取組があるのではないでしょうか。こ
の機会にそのような取組を、畜産クラスターとい
う概念に当てはめて体系的に構築し、この事業の
積極的な活用につなげていただきたいと思います。

○�　畜産クラスターの仕組みを活用して、平場・中山間地域など、地域の畜産関係者が有機的に連携・
結集し、地域ぐるみで収益性の高い畜産を実現しましょう。
○　この事業では、収益力強化や畜産環境問題への対応に必要な施設整備、家畜導入を支援します。

畜産クラスター事業の概要
（畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業）

中心的経営体の収益力の強化等
に必要な施設整備、家畜の導入
（貸付方式の施設整備の場合に
限る）を支援

畜産クラスター事業を基金化

施設と機械が
一体的に整備可能となるよう

運用方法を見直し

複数年度の事業実施を可能とする
など弾力的に運用を行う

＜畜産クラスター協議会＞

搾乳ロボット 飼料収穫機
家畜飼養管理施設

（※公社等が整備し、 中心的な経営体に貸し付ける場合も含む）

飼料調製施設

連携！
結集！

生産者

畜産コンサルタント
普及センター

JA

行政

ヘルパー組合

乳業・食肉センター

卸小売業

TMRセンター
コントラクター

飼料メーカー

機械メーカー

調査・実証・推進事業

機械導入事業 施設整備事業

検討会の開催、新たな取組に関する調査・実証、
取組をコーディネートする人材の育成等を支援

実証成果を
全国的に普及

中心的経営体の収益力の強化等に
必要な機械のリース導入を支援

・補助率1/2以内
・個別経営体も対象

・補助率1/2以内
・個別経営体も対象

法人（又は３年以内に法人
化）のほか、
　①　青色申告の実施
　②　後継者（又は本人が
　　45歳未満）がいる
　③　知事の特認
の全てを満たす家族経営を
対象に追加。

・補助率 定額
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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/

参考図書のご案内

平成27年度ミルキングシステム

診断事業推進委員会開催される

　このミルキングシステム診断事業は、ミルキン
グシステムの操作・点検・整備を推進するととも
に、正しい搾乳技術を徹底することにより高品質
乳の生産を推進し、もって酪農経営を発展させる
ことを目的として実施しているものです。
　この事業の円滑な推進を図るため、2月26日に
事業推進委員会を開催しましたので、その概要を
ご紹介します。
　
１　平成27年度実績と課題
　ミルキングシステム診断は、492基（受診率
52.8％）実施しており、その結果、適合率は
48.2％という結果でした。昨年より5ポイント上
昇しているとはいうものの、診断した農家の半数
以上が不適合という結果であり、今後も継続しな
がら適合率を高めていくことが重要です。
　不適合の内容は、次の表のように、チューブ類
の状況や、真空配管の管経・勾配が不良なもの、
プラント全体のエア漏れ、真空ポンプ能力不足な
ど、システムの欠陥を指摘されているもののほか
に、高い数値を示しているのは、ミルク配管や受送

乳系統の汚れやバケットミルカーの汚れなど、洗浄
や殺菌作業の不徹底によるものも多くありました。

　また、バルククーラーの診断では、コック部分
のパッキン類の劣化等により部品交換が必要なも
のが数件ありましたが、指摘された割合は昨年よ
り減少しました。
　なお、この診断を受診しなかった約半数の農家
でも、同様の傾向にあることが想定されますの
で、良質な生乳生産のためにも受診率の向上を進
めていくこととしております。

２　平成28年度計画
　28年度の実施計画件数は3月18日までに各農協
から畜産協会に報告いただき、4月上旬までには
診断日程表を作成し、日程を調整しながら4月下
旬から診断を実施する予定です。

森　剛一・志渡　和男　共著〔Ａ４判132ページ　価格・税別2,800円（送料340円）〕
　畜産経営の発展を図るためには、記帳に基づく経営管理の一層の改善および合理化
が求められます。本書は、好評を博した平成15年版、18年版、20年版、22年版、
25年版の改訂版で、各種奨励金・補てん金、肉用牛免税や共済金・共済掛金等の経
理処理といった最新の事業制度にも対応。畜産経営者・経営指導者必携の一冊です。
【主な内容】
第１章　青色申告の制度
第２章　畜産経営の簿記記帳実務
第３章　決算と確定申告
第４章　事業継承と法人化の税務

畜産経営者のための青色申告の手引き
ー平成27年度制度改正対応ー

お問い合わせ・お申し込みは畜産協会へ

主なミルカー不良部位等の状況（不適合割合30％以上の項目）

診　断　項　目 指摘基数 割合（％）

チューブ類の状況 254 51.6

真空配管の管径・勾配不良 234 47.6

ミルク配管、受送乳系の汚れ 232 47.2

プラント全体のエア漏れ 216 43.9

バケットミルカーの洗浄、動作状況 183 37.2

真空ポンプ能力不足 160 32.5
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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。

１　牧草地の管理
（１）早春施肥
　牧草は平均気温５度から生育を開始します。一番草の収量を十分に確保するため、圃場にトラク
タが入れるようになったら早目に施肥しましょう。
　春の施肥の遅れは減収の割合が大きいので、早めの時期に速効性のある化学肥料を施肥し、その
後堆肥やスラリーを散布することも考えます。
　草地の維持管理の施肥目安は、表１のとおりです。昨年秋に除染を行った新播草地では、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。

（２）早春に施肥をする重要性
　イネ科牧草は草種に関係なく１番草の収量の多少が年間収量を決定し、特にチモシーはその傾向
が顕著に表れます。
　早春の施肥により越冬したイネ科牧草の茎が有穂茎（出穂茎、穂ばらみ茎）となる割合が増えま
す。有穂茎は無穂茎より６～７倍の重量があり、１番草でよりたくさんの有穂茎を確保すれば乾物
収量を増やすことができます（イネ科牧草は有穂茎と無穂茎の両方をもっています）。
　また、早春の施肥は時期はもとより、牧草にすばやく窒素
を吸収させることが大切です。
　上記の（１）において速効性のある化学肥料を堆肥やスラリー
と組み合わせて散布するように記述したのはそのためです。た
とえ施肥した時期が同じでも速効性に優れた肥料の方がイネ科
牧草のもつ有穂茎の数が増え、その結果収量が増加することが
報告されています。
　草地の安定多収を目指して、まずは早春の施肥に取り組ん
でみましょう！！� （中央農業改良普及センター）

報情 （53）産畜 術技

草地の管理を今一度関心をもって
見つめ直してみましょう！！

表１　牧草地の施肥基準（維持管理）

区分 草地種類 施肥時期
10a あたり施肥量（ kg）

窒素 リン酸 カリウム

採草地

オ－チャ－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－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
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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（104）

　家畜飼養者の皆様へ
～定期報告書を提出しましょう～

　家畜を飼養している方は、毎年、2月1日時点の飼養状況を県に報告することが、家畜伝染病予防法によ
り義務付けられていますので、決められた「定期報告書」に記入して、必ず期限までに提出をお願いします。

１　報告の対象となる家畜と提出期限

２　定期報告書（様式）の入手方法

　定期報告書の様式は、農協、家畜保健衛生所等から配布されますが、お手元に届かなかった場合に
は、市町村及び農協の畜産担当窓口からお受け取り願います。
　また、中央家畜保健衛生所のホームページからダウンロードすることもできます。

３　提出方法

　提出先は、管轄の家畜保健衛生所ですので、直接持参するか、郵送または FAXで提出してくださ
い。また、市町村及び農協の畜産担当窓口においても受付けています。

　≪報告にあたっての留意事項≫

・公共牧野や預託施設は、管理者が報告して下さい。
・…2月1日の飼養状況が、家畜の出荷・移動などにより不在あるいは通常より相当数少ない場合は、
常時頭羽数を記入して下さい（例：前年夏期の常時放牧頭数を記入）。

・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。
（中央家畜保健衛生所）

　連　絡　先　
中央家畜保健衛生所：TEL：019−688−4111　FAX：019−688−4012
県南家畜保健衛生所：TEL：0197−23−3531　FAX：0197−23−3593
県北家畜保健衛生所：TEL：0195−49−3006　FAX：0195−49−3008

対　象　家　畜 提出期限
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし 平成28年4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 平成28年6月15日
※ペット（愛玩用）として飼養している方も報告が必要です。

【参考】報告の内容

(1)…住所、氏名、電話番号等
(2)…家畜の種類、飼養頭羽数、畜舎の数
(3)…農場の見取り図
(4)…衛生管理区域や消毒設備の状況
(5)…家畜の飼養密度
(6)…埋却候補地の確保状況
(7)…担当獣医師の所属・氏名（大規模所有者の場合）
(8)…飼養衛生管理基準の遵守状況
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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

畜産春秋
年頭のご挨拶　（一社）畜産協会会長理事　田沼　征彦…１－１
第11回宮城全共に向けて
　全農岩手県本部畜産部長　小原　俊英…………………３－１
野田協業養豚組合40周年を迎えて
　（農法）野田協業養豚組合長理事　平谷　東英…………５－１
セーフネットの強化へ
　岩手県農業共済組合長　工藤　忠義……………………７－１
思いを形に　遠野市長　本田　敏秋………………………９－１
「反転攻勢」
　岩手県農林水産部畜産課総括課長　小岩　一幸………11－１

ご寄稿
戦後70年と農業・農政の歩み
　前岩手県農業会議会長　佐々木正勝……………………９－６

畜産行政・経営情報
平成25年度診断事例分析結果の概要（酪農部門）�………１－３
畜産近代化リース協会リース事業のご案内………………１－６
平成25年度診断事例分析結果の概要（肉用牛部門）�……３－２
新マルキン事業の補填金交付対象牛にご注意を…………３－４
肉用牛の遺伝的不良形質について…………………………５－７
死亡牛処理円滑化推進事業へのご協力について…………５－８
平成27年度県農林水産部畜産課業務方針（抜粋）�………７－３
平成25年度畜産経営事例調査結果（岩手県）
〈酪農経営・去勢若齢肥育〉�………………………………９－４
肉用牛経営安定対策補完事業のご紹介……………………９－９
平成26年度に実施した経営診断の概要（酪農部門）�……11－４
平成25年度畜産経営事例調査結果（岩手県）〈肉牛繁殖〉�…11－10

各種総会等
平成25年度臨時総会並びに第４回理事会�…………………５－２
第82回定時総会�………………………………………………７－２
各団体総会（岩手県養豚振興会）�…………………………７－８
各団体総会（岩手県チキン協同組合）�……………………７－８

岩手県獣医畜産業績発表会
平成26年度獣医畜産業績発表会の概要�……………………３－４
次世代を担う若手肉用牛繁殖農家への支援………………５－３
女性が輝く畜産経営の取り組み……………………………７－６
畜産経営へのIT機器（看視カメラ、発情発見器）
導入とその効果について……………………………………９－２

畜産技術情報
牧草地の管理…………………………………………………３－８
飼料用トウモロコシの除草剤選択のポイント、
ハリガネムシ対策……………………………………………５－10

暑熱の影響緩和対策（乳用牛）�……………………………７－11
夏の暑さの後遺症軽減、飼料用トウモロコシの収穫……９－10
カメラ設置でラクラク分娩看視……………………………11－11

家畜の保健衛生
牛白血病ウイルスの子宮内感染について…………………１－７
家畜飼養者皆様へ（定期報告書の提出）�…………………３－９
死亡牛の届出及びBSE検査対象月齢が48か月以上�………５－８
乳頭糞線虫による突然死の発生予防を！…………………７－９
豚流行性下痢（PED）の発生状況と防疫対策について�…７－10
地方病性牛白血病……………………………………………９－12
豚、鶏における冬期の飼養管理について…………………11－７
県外導入牛（６か月齢以上）はヨーネ病の検査を必ず
受けましょう！………………………………………………11－12

畜産の研究
県有種雄牛エースの底力！～第58回県畜産共進会肉牛の部～
　………………………………………………………………１－８
自給飼料でお肉の美味しさアップ！………………………３－７
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…………………………………………………５－９
経産牛用TMRを活用した乳用育成牛の早期育成技術�……９－８
高泌乳牛における乾乳期間の短縮が生産性に及ぼす影響
　………………………………………………………………11－８

共進会
岩手県畜産共進会全日程終了………………………………１－５
第59回岩手県畜産共進会の開催�……………………………５－９
2015岩手県Ｂ＆Ｗショウが開催されました�………………７－９
第59回岩手県家畜共進会開催状況�…………………………11－２

イベント情報等
「ショウマナー及び毛刈り講習会」が開催されました…１－８
地域活性化を担う短角牛……………………………………１－９
いわて牛の集い盛大に開催！………………………………３－３
モーモー女性ネットが開催されました……………………３－５
いわて肉用牛生産性向上研修会が開催されました………３－６
今年も高値でスタート～和牛子牛市場～…………………３－７
ミルキングシステム診断で血の通わない機械に牛への
思いを込めて…………………………………………………３－９
２部門で本県酪農家が最優秀賞を受賞
―東北酪農千円夫人会議発表大会―………………………５－６
いわて発元気な牛飼い女子応援事業スタート！…………７－５
畜産現場でも「５Ｓ」を徹底しましょう！………………７－10
第40回東北馬力大会馬の里遠野大会�………………………７－12
岩手県立農業大学校畜産学科の活動紹介…………………９－７
第８回岩手県牛削蹄競技大会が開催されました…………９－11
新規選抜種雄牛の紹介………………………………………９－11
平成27年度いわて肉用牛若手・後継者技術向上研修会
が開催されました……………………………………………11－５
第27回南部かしわ研究会が開催される�……………………11－６
肥育農家による飼料用米生産の取組事例…………………11－６

岩手の畜産　平成27年度　総目次
右側の数字は、「（掲載月）－（ページ）」を示しています。
記事については、岩手県畜産協会のHPにも掲載されております。
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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
2/9
㈫

胆　 江
気　 仙

♀ 119 987,120 496,800 738,130 287 2,573
♂- 186 982,800 233,280 780,405 315 2,478
計 305 987,120 233,280 763,911 304 2,513

県南
2/10
㈬

磐　 井
♀ 124 1,661,040 179,280 710,300 278 2,551
♂- 164 1,080,000 443,880 795,920 314 2,536
計 288 1,661,040 179,280 759,056 299 2,542

中央
2/17
㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 162 876,960 506,520 674,220 281 2,400
♂- 205 1,004,400 222,480 770,783 313 2,461
計 367 1,004,400 222,480 728,158 299 2,436

中央
2/18
㈭

宮 古
北 部
奥中山
久 慈
改良Ｃ

♀ 152 826,200 419,040 677,160 278 2,437
♂ 1 595,080 595,080 595,080 328 1,814
♂- 212 1,083,240 525,960 797,269 309 2,578
計 365 1,083,240 419,040 746,697 296 2,521

中央
2/19
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 166 866,160 533,520 689,222 277 2,491
♂ 3 776,520 547,560 574,280 328 2,054
♂- 209 1,091,880 490,320 796,647 308 2,590
計 378 1,091,880 490,320 748,500 294 2,545

合　　計

♀ 723 1,661,040 179,280 694,990 280 2,483
♂♂ 4 776,520 654,480 328 1,994
♂- 976 1,091,880 222,480 788,132 312 2,529
計 1,703 1,661,040 179,280 748,275 298 2,509

平成28年２月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

※１　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）
※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。

農用馬飼養者講習会・ 
技術者講習会

　岩手県馬事振興会主催の農用馬生産技術指導事
業に係る講習会が１月21日と26日に、それぞれ軽
米町と滝沢市で開催されました。講師として帯広
畜産大学名誉教授の佐藤邦忠氏をお招きし、「ウ
マの生産率向上について考える」と題しご講演い
ただきました。
　講演では、馬の繁殖性を高めるために必要な、
基本的な馬の繁殖生理について確認したうえで、
授精適期の正しい判定の仕方などの繁殖技術や繁
殖障害の実態とその対応方法等についてわかりや
すくご説明いただきました。特に、「馬の排卵時
期は牛と異なり、発情発見から排卵までの期間が
長く、いつ排卵したかを特定することが難しいた
め、授精適期がいつなのか判断し難いため、飼養
者が普段から発情兆候等を注意深く観察すること
が、非常に重要である」と力説されていました。
　また、「分娩後にも感染症や子馬の下痢等に罹
患する危険性が高いため、注意深く観察するこ
と、その際には、病気等の早期発見のために体温
の計測も併せて行うようにしたほうが良い。」な
ど、飼養者への提案がありました。
　さらに、種付け期間の後半になってくると、精
子の数が期間始めより大幅に減少することが報告
されていることから、種雄馬を所有している方は
定期的に種雄馬の精子の数や活力等を顕微鏡で検
査すること進めます。」と助言がありました。
　講演の最後には、参加している飼養者から積極
的に質問が出され、大変活発で有意義な講習会と
なりました。

講演中の帯広畜産大学佐藤名誉教授

平成28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

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
1,184

円
867,364,200

円
732,571

日本短角種 3 1,080,000 360,000

交雑種・乳 2 662,040 331,020

（注）：金額、平均価格は消費税込み


