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公益社団法人　岩手県農業公社　　
　常務理事　沼　㟢　光　宏

　総じて温暖少雪だった冬が去り、みちのく岩手
にも春到来。野にも山にも色とりどりの花々が一
斉に咲き乱れ、まさに春爛漫。岩手が一番魅力的
な季節だ。川岸の柳が青みを増し、里山からは笑
みがこぼれる。雪に覆われていた草地にも緑が甦
り、間もなくあちらこちらの牧場から開牧
の便りが届き、農家も一番草の収穫準備な
どで忙しくなる頃。昨今のせわしない世情
ではあるが、そんなことには我関せずと季
節はいつもどおりに巡ってくる。
　さて、「あの日」から５年２ヶ月。被災
者の多様な思いに沿ったり交錯したりしつ
つ、復興の槌音は日々大きくなっている。
往来するトラックの土埃の陰で、世間全体
と同様に被災地や被災者間の格差拡大が気
に掛かるのは私だけではあるまい。
　東京電力福島第一原発事故を起因とする放
射能汚染も未だに、東北３県を中心に様々な
分野で暗い影を落としている。当公社が事業
主体として進めてきた牧草地再生対策事業
は、12千 ha 余の農地で耕起・砕土・播種な
どの作業を概成することができた。農家やＪ
Ａ、市町村及び県、そして作業に協力頂いた
方 な々ど多くの皆様のお陰であり、心から感謝
申し上げたい。結果的に、通常ならば数十年は掛か
るであろう大面積の草地整備を３年余で成し遂げたこ
とになる。再生された草地を有効活用し、一日も早く
「畜産王国いわて」の復活を遂げたいものだ。
　一方ここにきて、畜産農家そして当公社は大きな

問題に直面している。畜舎等の建設費の高騰であ
る。復旧・復興工事に加え、東京五輪への期待も
重なり、建設関係費用はうなぎのぼり。沿岸では住
宅が「坪当たり百万！」など、嘘のような話が飛び
交っていると聞く。影響は当然に畜舎等にも及び、

せっかく担い手や後継者が希望に満ち規模
拡大を目指している中、県内各地で冷や水
を浴びせられている。「牛も高い！えさも高
い !･･･。」農家の悲鳴が聞こえる。意欲の萎
えが経営に及び、ひいては地域の活力減退
につながりはしないか。不安や懸念は膨らむ
ばかりである。当公社でも工夫を凝らし、低
コスト化に知恵を絞っているものの、農家の
期待に応えるには至っていない。加えてＴＰ
Ｐや生乳流通制度改革など畜産を巡る内外
の情勢は厳しく、かつ一時も目を離せない。
　大震災津波という一大危機の中、漁師は
船や養殖棚を再建し、海との共生に再挑戦し
ている。耕種農家は農地を整備し、営農を再
開した。畜産農家だってここで負けるわけに
はいかない。「ピンチをチャンスに！」である。
　「疾

しっぷうけいそう

風勁草」。今こそ畜産関係者が手を携
え、英知を結集し、地に足を着けて嵐に耐え
忍び、来るべき明日に生き残ろうではないか。

　そのために当公社も、畜産公共事業等による草
地整備や畜舎等建設に加え、広域コントラクター
事業による飼料づくり、さらに老朽化した排泄物
処理施設の保全 ･補修（ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）などを通
じて畜産農家のお手伝いをしていきたい。

ピンチをチャンスに！

【「岩手の畜産」は、バックナンバーも含め協会のホームページでご覧いただけます。】
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TEL.0195－66－0555　FAX.0195－66－0511

乳製品の自宅宅配承っております。 風車が回る高原の焼肉レストラン

TEL/FAX.0195－68－2010TEL.0195－66－0030　FAX.0195－66－0031

ご宿泊･ご宴会にご利用下さい。

一般社団法人 葛巻町畜産開発公社 〒028－5402　岩手県岩手郡葛巻町葛巻40－57－125
TEL.0195－66－0211　FAX.0195－66－0755http://www.kuzumaki.jp

平成27年度臨時総会の開催
　平成28年3月10日に一般社団法人岩手県畜産協
会の平成27年度臨時総会が開催されました。
　冒頭、田沼征彦会長が「東日本大震災の発生か
らまる5年目を迎えようとしている。弛まざる復
興作業が進められているとはいえ、以前の賑わい
を取り戻すまでには至っていない。県は、平成28
年度を本格復興完遂年に位置付けて復興に取り組
むとしており、私どもも農業の振興を通して一日
も早い復興の実現に貢献して参りたい。平成27年
度は、環太平洋経済連携協定（TPP）が参加国
間で合意された後、署名式が行われるという、わ
が国農業史上重大な転換点となった。担い手の高
齢化や生産資材の高止まりなどによる生産基盤縮
小に歯止めをかけようと生産者、関係機関・団体
が懸命に取り組む中で、大幅な市場開放を内容と
する協定が締結に向けて大きく踏み出したことは
極めて残念である。当協会としては、関係機関・
団体と緊密に連携しながら、TPP 関連対策に積
極的に取り組み、本県畜産の振興に邁進したい。」
と挨拶を述べました。
　総会では、第4回理事会において決定された平
成28年度事業計画書及び収支予算書等が報告され
ました。

平成28年度事業計画書（概要）

基本方針

　国内屈指の地位にある本県の畜産は、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る。
　しかしながら、飼料等資材価格の高止まりによ
り、経営が圧迫される中、家畜飼養者の高齢化に
加え、後継者の不在などの問題を抱え、全国と同
様に畜産経営戸数及び飼養頭数の減少傾向が続い
ている。
　そうした中、平成27年10月の大筋合意の後、平
成28年2月に署名式を終えた環太平洋経済連携協
定（TPP）については、今後、発効に向けた参

加各国の国内手続きが本格化する見込みとなって
いる。TPP は、国内の畜産にとって、既に発効
している日豪経済連携協定を超える大幅な市場開
放であり、国内の畜産に及ぼす影響が強く懸念さ
れている。こうした状況を踏まえ、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
化と担い手の育成を図り、生産基盤縮小に歯止め
をかけることが喫緊の課題となっている。
　このため、当協会としては、国や県の主要施策
との一層の整合を図り、また、TPP 対策等、新
たに打ち出される施策に積極的に対応しつつ、次
に掲げる重点事項を柱として、関係機関・団体と
の緊密な連携の下に各種事業を実施し、本県畜産
の振興に寄与するものとする。

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
２　地域が連携した収益性の高い経営体の育成支
援
３　肉用牛肥育経営安定対策の推進
４　経営向上効果のある家畜人工授精用凍結精液
の安定供給・利用推進
５　家畜改良増殖の推進
６　地域ぐるみの家畜衛生対策の推進
７　精度の高い生乳検査の確保
８　第11回全国和牛能力共進会出品対策の推進

Ⅰ 実施事業

１　継続事業１（74,341千円）
　畜産経営安定・改善のための診断・指導、担
い手の強化・育成、地域が連携した畜産振興、
技術研鑽・生産意欲増進、家畜改良の推進、家
畜衛生の普及推進、畜産の生産基盤強化等の対
策支援、畜産に係る調査、畜産情報の収集・提
供等に係る33事業を実施します。

２　継続事業２（6,226,709千円）
　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（231,468千円）
　家畜生産農場における家畜伝染性疾病の清浄
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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）

化支援対策並びに家畜伝染性疾病の発生及び流
行を予防するための地域ぐるみのワクチン接種
を推進します。

Ⅱ その他事業

１　家畜人工授精用精液流通調整事業
（52,950千円）

　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、安定的に家畜
人工授精用凍結精液の供給を行います。

２　家畜登録事業（29,545千円）

　本県で飼養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（98,692千円）
　東北地域の農業協同組合等からの委託又は依
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（990千円）
　関係機関・団体が行う研修会等の受講による
職員の業務遂行能力向上対策や、競馬場内での
畜産物の配布等による畜産への理解促進対策を
実施します。

新 し い 岩 手 県 家 畜 
改 良 増 殖 計 画 の 概 要�
　  岩手県家畜及び鶏の改良増殖計画書 　

１ 計画の趣旨
　この計画は、本県畜産の生産性向上による畜産
振興を目的として、家畜改良増殖法（昭和25年法
律第209号）第3条の3に基づき、おおむね5年ごと
に国が定める10年後の家畜の能力、体型及び頭数
を参考に、本県の家畜改良増殖の長期的な見通し
に立った基本計画です。

２ 計画の期間
　　平成28年度から37年度までの10年間

３ 乳用牛
〔改良目標〕
１　１頭当たり生産乳量は、平成37年度で
8,750kg ／年（年46kg 増）を目標とする。

２　泌乳期間中の乳量の変化の小さい泌乳持続
性が高い乳用牛への改良を進める。

３　乳成分は現状の高い水準を維持しながら乳
量の増加に取り組む。

４　繁殖性は、初産月齢の早期化や分娩間隔の
短縮、供用期間の長期化による平均産次の向
上を図る。

５　長命連産性との関係が明らかな乳器及び肢
蹄を重視した改良を進める。

６　飼料費の低減に向け、自給飼料基盤に立脚
した、飼料利用性の向上を推進する。

〔手　法〕
１　牛群検定成績の活用を促進するとともに、
検定手法が簡便なＡＴ検定法※１の導入によ
り牛群検定の普及拡大を図る。
２　後継雌牛の生産に、性判別精液や交配種雄
牛検索システム※２の活用を促進する。
※１　�ＡＴ検定法：検定員による乳量調査を毎月朝夜

の2回から、隔月で朝、夜を交互に実施する検
定法。専用のタイマーが必要。

※２　�交配種雄牛検索システム：乳牛の改良情報をも
とに、飼養牛群に対する最適な交配種雄牛を検
索できる家畜改良事業団のWeb システム。

４ 肉用牛（黒毛和種）
〔改良目標〕
１　種雄牛については、脂肪交雑、枝肉重量に
加え、繁殖性及び飼料利用性に関する遺伝的
能力の改良を推進する。
２　繁殖雌牛については、初産月齢の早期化、
受胎率の向上及び分娩間隔の短縮を推進する。
３　肥育牛については、肥育開始月齢及び出荷
月齢の早期化により、経営収支の改善を推進
する。

【泌乳及び繁殖性に関する能力の目標数値】

区分 乳量
乳成分 繁殖性

乳脂肪 無脂乳
固形分 乳蛋白質 初産

月齢
分娩
間隔

平均
産次

㎏ ％ ％ ％ ヵ月 日 産

25年度 8,193 3.9 8.7 3.3 25.1 445 2.3
37年度 8,750 3.9 8.7 3.3 24.0 420 3.0
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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

※３　�ＢＭＳ№：脂肪交雑の程度を示す指標で、ロースの
脂肪の割合で12段階に区分され、№12が最高ランク。

〔手　　法〕
１　優れた種雄牛を造成するため、遺伝的能力
評価などに基づき、基礎雌牛の整備と基幹種
雄牛による計画交配を推進するとともに、遺
伝子解析技術等による精度の高い選抜を行う。
２　繁殖雌牛は、生産性の向上を図るため、繁
殖管理の徹底、自給粗飼料や放牧の活用を推
進するとともに、ＩＣＴ技術の活用により分
娩間隔の短縮や子牛事故率の低減を図る。

３　肥育牛は、育成期の給与飼料等の見直しな
ど、肥育期間の短縮に向けた、効率的で生産
性の高い肥育技術の確立に取り組む。

５　豚
〔改良目標〕
１　種雄豚は、ロース芯面積と背脂肪厚につい
て、現状の高い水準を維持し、１日当たり増
体量の向上を図る。

２　繁殖雌豚は、繁殖性と産肉性に関する遺伝
的能力の改良を推進する。

３　肥育豚は、特色のある豚肉生産を推進する
とともに、発育性の向上と飼料要求率の低減
により肥育期間の短縮を図る。

〔手　　法〕
１　種豚（種雄豚と繁殖雌豚）は、繁殖能力に
も優れ、肉質に特徴のあるバークシャー種
（黒豚）の純粋種の改良に取り組む。
２　肥育豚は、適正な飼養管理の徹底を図るとと
もに、特色ある豚肉生産を推進するため、未利
用資源や飼料用米等自給飼料の利用拡大を図る。

６　馬・鶏
▪馬
〔改良目標〕
１　農用馬は、強健性の向上、粗飼料の利用性
の改善を図る。
２　繁殖雌馬は、繁殖開始年齢、受胎率、生産
率等の繁殖能力の向上を図る。

〔手　　法〕
１　ブルトン種、ペルシュロン種等の純粋種を
含む優良種雄馬の広域利用や人工授精技術に
よる改良を推進する。
２　技術研修会などの開催を通じて、繁殖技術
の改善・普及や、育成技術等の向上を図る。

▪鶏（地鶏）
〔改良目標〕
　本県独自の地鶏である南部かしわを、県の特
産品として普及するため、素雛の安定供給と産
肉性・育成率の改良を進める。

【種雄牛・繁殖雌牛に関する目標数値】

区分
種雄牛 繁殖雌牛

枝肉重量 脂肪交雑 初産月齢 分娩間隔
㎏ BMS№�※３ ヵ月 日

25年度 458 7.3 24.8 417

37年度 473 7.5 23.0 380

【肥育牛（去勢）に関する目標数値】

区分
肥育終了時

枝肉重量 １日当たり
増体量月齢 体重

ヶ月齢 kg kg kg ／日

25年度 30.3 781 488 0.74

37年度 27.0 756 473 0.82

【種鶏に関する目標数値】

区分
150日齢体重

産卵率 卵重
雄 雌

kg kg ％ g

25年度 3.4 2.3 74 57

37年度 3.5 2.5 88 58

【繁殖雌豚（母豚）の目標数値】
区分 生産頭数 育成率 分娩回数 離乳頭数

頭 ％ 回 頭

25年度 11.0 90 2.3 22.8

37年度 11.8 95 2.3 25.8

※数値は、ハイブリット豚（ＬＷ）の目標

【繁殖能力の目標数値】
区分 繁殖開始率�※ 受胎率 生産率

％ ％ ％

25年度 69.2 64.5 47

37年度 70.0 65.0 50

※繁殖開始月齢が、24ヵ月以内の割合

【肥育豚の目標数値】
区分 出荷日数 出荷体重 飼料要求率

日 ㎏

25年度 189 114 2.9

37年度 180 114 2.8
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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 ㈹　

１　取組の背景
　胆江地域はいわて前沢牛、いわて奥州牛、いわ
て江刺牛の産地ですが、素牛の産地でもあり、地
域内で生産された子牛を地域内で肥育して出荷す
る地域内一貫が確立している地域です。
　しかしながら、当管内の子牛の出荷頭数は年々
減少しており、子牛出荷頭数と肥育出荷頭数の割
合から推測した平成28年の肥育出荷頭数は約
2,500頭となり、平成24年の約3,500頭から約1,000
頭も減少することが予想されました（図１）。

　このまま出荷頭数の減少が続けば、銘柄牛の維

持が難しくなることから、子牛の出荷頭数の減少
に歯止めをかけるため、当普及センターでは、繁
殖牛の生産振興に取り組みました。

２　取組内容
⑴　子牛生産率の向上（総合支援班による定期巡
回の実施）
　子牛の生産率を高めるため、平成26年6月から
関係機関が役割分担し（表１）、繁殖農家８戸を
対象に月１回の定期巡回に取り組みました。

　定期巡回では、繁殖成績を改善するため、繁殖
台帳の整理、早期妊娠鑑定など繁殖検診の実施を
支援しました。
　併せて、飼料給与の見直しや牛舎環境の改善
（暑熱対策、牛舎内の消毒など衛生対策）を指導
しました。

〔手　　法〕
１　母系素材鶏であるロードアイランドレッド
は、体重、産卵率、卵重の向上を図る。

２　地域の生産者どうしの連携を強め、南部か
しわの知名度の向上を図る。

平成27年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

銘柄牛産地維持のための繁殖牛生産振興の取組

奥州農業改良普及センター� 〇長　澤　　亨　、茂　呂　勇　悦、新　井　勇　児
県南広域振興局農政部� 渡　邊　嘉　紀　　　　　　　　　　　　　　　　
県南家畜保健衛生所� 小　林　由樹子　　　　　　　　　　　　　　　　
奥州市農林部農政課� 千　田　拓　志　　　　　　　　　　　　　　　　
金ケ崎町農林課� 及　川　洋　平　　　　　　　　　　　　　　　　
岩手ふるさと農業協同組合� 渡　辺　成　幸　　　　　　　　　　　　　　　　
岩手江刺農業協同組合� 佐　藤　一　繁、小　原　淳　史　　　　　　　　
岩手県農業共済組合胆江地域センター� 渡　辺　　崇　　　　　　　　　　　　　　　　　

図１：子牛の出荷頭数から推測される肥育頭数の推移

表１：総合支援班の役割分担
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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

　また、労力軽減や規模拡大に向けて、簡易放牧
の導入や事業の活用を推進しました。
　こうした取組の結果、初回授精日数が10日、空
胎日数が19日、分娩間隔が24日短縮できました
（表2）。

⑵�　省力管理技術の導入、低コスト規模拡大（冬
期屋外飼養、簡易放牧の導入と普及拡大）
　規模拡大にあたり投資額を最小限に抑え、増頭
後も既存の労働力で管理できるよう、冬期屋外飼
養や簡易放牧を普及推進しました。
　冬期屋外飼養技術については、平成26年にモデ
ル実証を行い、当地域でも導入可能な技術である
ことを生産者の集会や戸別訪問の際に情報提供し
た結果、平成27年度には、新たに5戸が取り組み
を始めました（写真１）。
　簡易放牧については、農協が事業実施主体とな
り、国庫補助事業を活用した放牧地の拡大に取り

組みました。普及センターでは事業導入にあたっ
て、放牧施設の設計や電気牧柵等の施工研修会を
支援し、18戸が放牧地の整備に取り組み、水田等
を活用した24カ所の放牧地が新たに誕生、又は拡
大しました（写真2）。
⑶�　外部支援体制の強化（公共牧野や周年預託施
設の利便性の向上）
　規模拡大にあたって、公共牧野や周年預託施設
等は労力の補完や投資の抑制などに重要な役割を
果たします。
　奥州市内には公共牧野が3つ（胆沢牧野、種山
高原牧野、阿原山牧野）、周年預託施設が2つ（胆
沢牧野、江刺ｷｬﾄﾙｾﾝﾀｰ）あり、県内でも外部支援
体制が充実している地域です。しかしながら、市
内には農協が2つあり、それぞれの組合員が利用
できる施設は限定されています（図2）。

　各施設の利用状況を整理したところ、受け入れ
頭数に余力のある施設と、利用率が高く、預けた
くても預けられない「待機牛」が発生している施
設が混在していました。そこで、余裕がある施設
が待機牛を受入れることで、農家の利便性が向上
するとともに、規模拡大にも結び付くのではない
かと考えました。
　しかしながら、各施設の運営体制は、市町村合
併前の体制で続いており、奥州市、各農協、運営

表２：H27定期巡回の結果

図３：各施設の設置主体と管理運営体制

図２：奥州市内の公共牧野と周年預託施設

写真１：放牧地に泥濘化対策を実施

写真２：電気牧柵施工研修会
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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/

協議会、畜産公社が複雑に関係しています（図3）。
　また、各施設の利用料金に差があり、相互利用
が困難な状況にあります。
　普及センターでは、規模拡大を進める上で、ま
ずは、農協の垣根を取り払った施設の利用が必要
と考え、「奥州市肉用牛振興のための外部支援機
能再構築に向けた検討の必要性」としてまとめ、
「畜産振興を進めるために、市がリーダーシップ
をとり、各組織がそれぞれ行っている事業の再構
築を進め、農家の利便性を高めるべき」というこ
とを奥州市に提案しました。
　この提案を受けて、奥州市では、各農協の課長
等を招集した検討会を4回ほど開催し、検討を重
ね、関係機関の意見を盛り込み、「肥育3,000頭出
荷のための繁殖牛確保」「多様な担い手の規模拡
大の支援」「公共牧野、周年預託施設等の外部支

援体制の強化」など、奥州市の肉用牛振興方針と
してまとめあげました。
　
３　今後について
　子牛生産率の向上については、今後も関係機関
と共に定期巡回を継続し、各農家の課題に対応し
た活動を行っていきます。
　省力管理・低コスト規模拡大については、冬期
屋外飼養技術の普及を推進するとともに、水田等
を活用した放牧地の拡大に取り組み、繁殖農家の
規模拡大を推進していきます。
　外部支援体制の強化については、奥州市がまと
めた意見を実行に移すべく、関係機関と具体策につ
いて検討、調整を重ね、支援を継続していきます。
　これらの活動により、胆江地域の子牛出荷頭数
の維持を図っていきたいと考えています。

春の風物詩「一歳馬せり 
共進会」、軽米で開催

　4月3日、軽米町の軽米家畜市場で、九戸畜産農
業協同組合主催の１歳農用馬の「せり共進会」が
開かれました。
　この共進会は今年で65回を数え、歴史のある共
進会です。農家が手塩にかけて育てた１歳馬の中
からみごと１等賞に輝いたのは軽米町の細谷地さ
ん出品の「小春姫」でした。山下審査委員からは
「発育、体型、肢蹄、歩行、手入れのいずれも良
好で胸幅があり体躯のバランスも良く繁殖雌馬と
して地域に残したい馬である。」と高く評価され
ました。
　共進会の表彰終了後に開かれた「せり市場」に
は、岩手県内はもとより、青森県や秋田県、遠く
は福島県から58頭が上場されました。
　以前には、農耕馬中心の「せり市場」でしたが、
最近では番外としてポニー等の小型種も多く上場
されるようになってきたとのことです。
　セリ場には、生産者や購買者のほかに、毎年開
催を楽しみにしている人たちも来場し、春駒のい
ななきとともに会場を賑わせていました。

競
り
人
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場
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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。

第３回 

牛飼い女子会の開催

　平成28年3月10日（木）に盛岡市中央公民館にお
いて第3回牛飼い女子会が、県内の牛飼い女子グ
ループ員を含めたネットワーク会員と関係者合わ
せて約170名の参加により開催されました。
　オープニングセレモニーで、行山流舞川鹿子踊
が披露された後に、達増知事から「平成27年度の

第3回の牛飼い女子会
に、このように多く参加
していただき非常に心強
く感じます。明日の3月
11日で東日本大震災から
5年が経過しますが、こ
の間、被災地の復興や風
評被害の払拭にご尽力い
ただき感謝申し上げま
す。県では、今年を本格

復興完遂年とし、復興後の発展も視野に入れなが
ら復興に鋭意取組んでいるので、引き続き皆さん
のご支援ご協力をお願いします。さて、岩手発元
気な牛飼い女子応援事業を今年度にスタートしま
したが、これまでに多くの牛飼い女子の皆さんに
ご参加いただき、グループ活動や交流会、研修会
などに熱心に取り組んでいただいており、県内外

から高い評価を得ています。新年度は内容も拡充
し牛飼い女子の活動を一層支援していくこととし
ています。本日の集いが実りあるものとなり、牛
飼い女子の力が結集されることで、本県の畜産が
一層元気になることを期待します。」とご挨拶い
ただきました。
　今年度の活動支援対象となっている8グループ
から実績報告が行われ、その後に知事から「各グ
ループとも、技術研修や他のグループとの交流、
商品開発とその消費宣伝活動、さらには出前授業
を実施するなど、各グループとも工夫を凝らした
活動を行っており素晴らしい。」と講評をいただ
きました。
　また、基調講演では、岩手県農業共済組合北部
地域センター獣医師の田高恵さんから「女性の目
線で子牛を育てる～哺乳期の子牛管理のポイント
～」と題して、酪農と肉牛の牛飼い女子に共通す
る技術として、妊娠末期の母牛の管理と哺乳期の
子牛の管理についてご講演いただきました。

知事挨拶

知
事
講
評
を
聞
く
発
表
者
の
皆
さ
ん

実績報告後に達増知事を囲んで記念撮影
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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

１　飼料用トウモロコシの除草剤散布と追肥について
（１）土壌処理剤の上手な使い方
　土壌処理剤は、土壌表面に除草剤の皮膜（処理層）をつくり、これが雑草の防除に効果を発揮し
ます。この皮膜が均一であるほど、土壌処理剤の効果が高くなります。
　皮膜を均一に作るには、播種前のロータリー耕などによる播種床の砕土が重要です。細かく砕土
することで土壌
処理の効果も向
上します。ま
た、播種後に鎮
圧ローラーで土
壌表面を均一に
ならすことも有
効です。

（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、まだ広葉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）やシャドー水和剤（イチビに効果有）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）
　生育期処理でゲザ
プリムフロアブルを
使用するために別の
土壌処理剤を考える
のも一つの手段です
（表）。
　また、複数年、同じ除草剤を使い続けるとその除草剤に耐性のある雑草が増えてきます。
　多く発生する雑草にあわせて、除草剤を変更していくことも必要です。
　
（３）生育状況によっては追肥を行いましょう！！
　播種してから可能な限りこまめに生育を確認します。葉が黄化している場合は窒素成分が欠乏し
ているので追肥を行います。
　追肥は4～5葉期に行い、穂の元になる細胞が形成される7～8葉期に間に合うようにしましょう。
　追肥量は5kg/10aを目安にトウモロコシの葉色や生育具合を確認しながら量を増減させます。
　栽培初期の細やかな生育観察と4～5葉期までの追肥がポイントです。

（中央農業改良普及センター須藤主任）

報情 （54）産畜 術技

表　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2剤どれか）
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
モーティブ乳剤 バサグラン液剤（対タデ）

写真　播種後ローラーによる入念な鎮圧 図　土壌処理剤散布時の土壌表面図

２　土壌が不均一だと土壌処理剤の皮膜が不均一となり、雑草が出芽しや
すくなります

１　土壌を砕土し、細かく均一にすると、土壌処理剤の皮膜は均一になります

土壌処理剤の皮膜

土壌
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畜 産 の 研 究（103）

飼料用米及び大豆WCSを活用した 
飼料自給率の高い乳牛の飼料給与技術 
～TDNベース飼料自給率を80%程度高めることが可能～
１ 背景とねらい

　配合飼料原料の約9割を輸入に頼るわが国の畜産
経営は、海外での作柄や為替動向等により輸入飼
料価格が大きく変動することにより多大な影響を
受けています。この影響緩和のためには、国産飼
料資源を開発し、飼料自給率の向上を図っていくこ
とが必要です。そこで、輸入圧ぺんトウモロコシに
代わる国産でんぷん質飼料として注目されている
飼料用米と近年国産タンパク質飼料として栽培・
利用技術が開発された大豆WCSを活用し、飼料
自給率の高い飼料給与を実施した場合の乳牛への
産乳性への影響について検討したので紹介します。
２　調査概要

　試験区は、濃厚飼料中の圧ぺんトウモロコシを
代替する目的で、飼料用米を飼料乾物中23％混合
した米有区、及び飼料用米を含まず圧ぺんトウモ
ロコシを32.3％含む慣行飼料の米無区の2区とし
ました。供試飼料用米は、デリカ社製「飼料米粉
砕機 DHC-4000M」によ
りローラ間隙0.2mmで破砕
処理したものを用いました。
　供試牛は泌乳後期牛6頭
（平均産次2.7産、平均泌
乳日数…283日）を利用し
て、試験区、対照区各3頭
を配置し、１回の試験を13
日間（予備期10日間+本期
3日間）として、2回の試験を実施しました。
　供試飼料は、飼料原料を発酵ＴＭＲに調
製したものを給与しました。なお、発酵Ｔ
ＭＲは各飼料成分が同程度となるように飼
料設計し、乾物構成割合は表１のとおりと
しています。どちらの区においても、大豆
WCSを飼料乾物中24%程度混合し発酵

TMR調製しました。大豆WCSは大豆栽培にお
いて登録農薬がないため、イタリアンライグラス
を利用したリビングマルチによる無農薬栽培を
行ったものです。大豆WCSの成分含量は表2の
通りで、ルーサン並みのタンパク含量です。
３　調査結果

　飼料用米を発酵ＴＭＲ原料として乾物中23%
程度混合したものを乳牛へ給与しても産乳性に有
意差がなく、給与飼料の圧ぺんトウモロコシに由
来する TDNの75％を飼料用米の TDNで代替す
ることができました（表3、4）。
　また、デントコーンサイレージ、グラスサイ
レージ、大豆WCSといった自給飼料と組み合わ
せて飼料調製することにより、TDNベース飼料
自給率を80%程度までに高めることが可能とな
りました（表3）。
４　考察

　今回の試験では、飼料乾物中23％程度の飼料
用米給与は産乳性に影響を及ぼさないという結果
になりましたが、給与に際しては玄米であっても
粉砕等の処理をしなければ消化性が低いことや、
組み合わせる飼料や給与量によってはルーメンア
シドーシスの危険性が高まり産乳性の低下の危険
があるので、注意が必要です。
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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。

家畜の保健衛生（105）

黒毛和種子牛の早期母子分離 
による牛白血病対策

　本県の牛白血病の発生頭数は年々増加傾向にあ
り、平成26年度は154頭と過去最多となりまし
た。この大部分は牛白血病ウイルス（BLV）感
染によるもので、BLV感染防止が喫緊の課題と
なっています。BLVは注射針や直検手袋の使い回
し、アブ等の吸血昆虫、乳汁等により感染します。
特に、幼いときに感染した牛は、周囲の牛に感染
させやすい状態になることが多いため、子牛の感
染防止対策が重要です。子牛への感染経路は、主
に母牛の子宮内での感染と乳汁の摂取による感染
がありますが、そのうち初乳の摂取による感染の
リスクははっきりしていません。また、黒毛和種
の場合、母子同居飼育が一般的であり、その期間
は1週間から6か月と幅があります。そこで、黒
毛和種繁殖農場において、母子分離時期と子牛の
BLV感染との関連について調査したところ、次
のことが解りました。
　母子分離時期が1週齢、2か月齢、4か月齢の黒
毛和種繁殖農場（各2戸計6戸）で、BLV感染母
牛の産子が1歳の時にBLV検査を実施しました。
その結果、母子分離時期1週齢と2か月齢の農場
では、産子が感染していませんでしたが、母子分
離時期4か月齢の農場では、多くの産子が感染し
ていました（表）。つまり、母子分離時期1週齢と
2か月齢の子牛は、感染母牛の初乳を飲んでいた

にもかかわらず感染していなかったことから、初
乳の摂取による感染リスクは非常に低いと考えら
れました。初乳にはBLV抗体が含まれており、
この抗体によって感染が防がれたと考えられま
す。また、初乳から子牛へ移行した抗体（移行抗
体）は、3か月齢以降に徐々に消失しており、母
子分離時期4か月齢の子牛は、BLV移行抗体が消
失したためBLVに感染したと考えられました。
　以上のことから、黒毛和種の場合、“２か月齢
以内に母牛から分離させること”が子牛のBLV対
策に有効であることが確認できました。また、牛
白血病対策には、感染牛と非感染牛を分離して飼
育することが重要です。なぜなら、非感染牛から
生まれた子牛は、BLV抗体を持たないため、感
染牛の常乳を飲んだ場合、感染することが予想さ
れるからです。子牛が母牛以外の牛と接触しない
環境を整備し、早期母子分離させることで、
BLVから子牛を守りましょう!!
☆まとめ：黒毛和種子牛の牛白血病対策のポイント
・幼いときにBLV感染した牛は、周囲の牛に感

染させやすい状態になることが多い

・2か月齢以内に感染母牛から分離させること

・子牛が母牛以外の牛と接触しない環境を整えること

（岩手県中央家畜保健衛生所　病性鑑定課）

表　母子分離時期と BLV感染との関連性

母子分離
時期 農場数 農場の感染牛

の割合
検査した
産子の頭数

BLVに感染した
産子の頭数※

1週齢 2 39% 27 0
2か月齢 2 46% 16 0
4か月齢 2 48% 33 11

※…1歳齢時に検査

　飼料用米は、現在、鶏や豚での利用が先行して
いますが、国の助成制度の充実に伴う生産量の増
加が見込まれ、乳牛等への利用拡大が予想されま
す。大豆WCSについても、収穫にコーンハーベ
スタを利用できるので、雑草対策の省力管理が可

能になれば、栽培面積の拡大が期待できます。今
後、これらの自給飼料が乳牛で本格的に利用が進
むことにより、過度な輸入飼料の依存から脱却
し、安定した経営の実現に貢献することが期待さ
れます。… （県農業研究センター畜産研究所）
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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
4／6
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 121 1,284,120 555,120 705,963 289 2,439
♂- 155 1,137,240 581,040 834,777 320 2,612
計 276 1,284,120 555,120 778,304 306 2,541

県南
4／7
㈭

磐　 井
♀ 151 881,280 346,680 692,423 278 2,490
♂- 164 1,029,240 235,440 835,966 312 2,682
計 315 1,029,240 235,440 767,157 296 2,595

中央
4／13
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 157 882,360 456,840 707,826 271 2,615
♂ 6 928,800 739,800 836,460 294 2,843
♂- 274 996,840 389,880 827,434 302 2,738
計 437 996,840 389,880 784,587 291 2,698

中央
4／14
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 158 858,600 473,040 685,875 280 2,449
♂ 1 582,120 582,120 582,120 303 1,921
♂- 238 1,045,440 280,800 833,138 315 2,649
計 397 1,045,440 280,800 773,898 301 2,573

中央
4／15
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈
改良Ｃ

♀ 164 1,137,240 426,600 685,484 285 2,408
♂- 231 1,034,640 541,080 801,949 312 2,573
計 395 1,137,240 426,600 753,594 300 2,508

合　　計
♀ 751 1,284,120 346,680 694,932 280 2,480
♂♂ 7 928,800 800,126 295 2,708
♂- 1,062 1,137,240 235,440 825,558 311 2,653
計 1,820 1,284,120 235,440 771,559 298 2,586

平成28年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

※１　平成28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。

平成28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
1,229

円
927,222,120

円
754,452

日本短角種 6 3,333,960 555,660

交雑種・乳 4 1,361,880 340,470

（注）：金額、平均価格は消費税込み

　岩手県では、春の農繁期の平成28年4月15日

（金）から6月15日（水）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を展開しています。
　今年度は農作業死亡事故「ゼロ」を目指し、

「気を付けて！互いに声かけ　農作業安全」

の農作業安全運動スローガンのもと、事故発生防

止に細心の注意をし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。
（１）家庭・地域での安全管理

◦…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。

◦…機械作業中は、作業者以外は農業機械に近
づかないようにしましょう。

（２）作業環境・農業機械の点検整備

◦…ほ場、道路等の危険場所の改善を図り、転
落・転倒事故を防止しましょう。

（３）安全作業のための基本動作の励行

◦…安全フレームの装着、シートベルトの着
用、ヘルメットの装着をしましょう。

（４）夜光反射材等の活用の促進

◦…道路上での接触・追突等の事故防止のた
め、反射シール、反射材、低速車マーク等
を装着しましょう。

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、ご注意くさだい。

春の農作業安全月間

お 知 ら せ

出品家畜 開催月日 会　　場
黒 毛 和 種 7月28日（木） JA全農いわて中央家畜市場
ホルスタイン 9月1日（木） 同　　上
日 本短角種 9月2日（金） 同　　上

馬 9月9日（金） 馬っこパーク・いわて
肉 牛 10月22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

 第60回岩手県畜産共進会の開催について 
　この共進会は、本県の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開催
するものであり、今年度は畜種ごとに次の日程で
開催します。
　総合開会式は、7月28日（木）の黒毛和種の部に
おいて9時から開催します。

 第20回くずまき高原牧場まつりについて 
　今年は、6月11日（土）・12日（日）にくずまき高原牧
場で開催されます。牛の乳搾りや羊の毛刈りなどが体
験できます。また、くずまき高原牛モモ丸焼きや高原
チーズを使った石窯ピザなどの販売コーナーもありま
す。みんなで楽しめる高原にぜひ出かけてみませんか。


