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一般社団法人岩手県畜産協会　　
　会長理事　藤　尾　東　泉

　去る6月30日に開催された一般社団法人岩手県畜産協会第84回定時総会で理事に選任され、その後の
理事会で、会長理事に選定された藤尾東泉でございます。会長理事就任に当たって、一言、ご挨拶を申
し上げます。
　私自身、一畜産農家でもあり、常日頃、農業の果たす役割の重要性、やりがいについて強く認識する
一方で、畜産を含めた農業全般を取り巻く環境の厳しさ、経営の難しさについても肌身にしみて感じて
いる者でございます。
　昨年度、我が国を含む12か国で、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）の合意・署名が行われま
した。畜産分野についてその合意内容を見ると、長期の削減期間を設けながらも、かつてない大幅な関
税引き下げが規定されてございます。
　国は、農政新時代と銘打って、このTPPの発効に備えた対策を打ち出してきているところではござ
いますが、私たち農業者は、未知の領域への不安を抱えながらも生産活動を続けているというのが、実
態ではないかと思うところでございます。
　そうした中で、畜産経営の安定や発展を目的とした多岐にわたる事業を実施している法人の代表とな
り、その責任の重大さに、身の引き締まる思いでございます。
　その上で、当協会の使命は、漠然とした不安を抱きながらの経営から脱却し、現状よりも足腰の強い
経営を確立するために、何が必要なのかを考えて実際に行動に移していく、そうした畜産農家の方々
に、各種事業を含めた有益な情報等を提供し、最大限に活用していただくことにあると考えるところで
ございます。
　こうした考えの下、畜産県いわての一層の発展に向けて、畜産経営の収益性の向上、生産基盤の強化
等に、役職員一同全力を挙げて取り組んで参る所存でございます。生産者をはじめ、関係機関・団体の
皆様から特段のご理解とご協力を賜るようお願い申し上げ、誠に簡単ではございますが、ご挨拶とさせ
ていただきます。

　　会長理事就任のご挨拶

【「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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　6月30日に当協会の第84回定時総会が開催され
ました。
　冒頭、田沼会長から、「TPPの合意により、畜
産分野でも大幅な関税率の引き下げが見込まれる
が、国に対して強力な対策を講じるよう継続的に
要望するとともに、経営力のある生産者の育成な
どに関係機関・団体がスクラムを組んで取り組
み、岩手の畜産を守り育てていくことが重要であ
る。この総会をもって会長職を辞するが、皆様方
の益々のご発展と本県畜産の末永い隆盛をご祈念
申し上げる。これまでのご支援に感謝申し上げ
る。」と挨拶がありました。
　議事では、第１号議案の「平成27年度計算書類
及び財産目録の承認について」が原案どおり承認
されました。また、第２号議案の「役員の補欠選
任について」では、３名の理事と１名の監事が新
たに選任されました。
Ⅰ　平成27年度事業報告と収支決算
　１　事業報告
　経営診断・経営技術指導に積極的に取り組
み、経営安定化を支援するとともに、国が
TPP 対策として力を注ぐ畜産クラスター事
業のうち、機械導入事業について、本県にお
ける窓口団体事務を受託し、事業の活用推進
に努めた。
　また、精液供給本数や生乳検査事業では、
前年度を下回ったものの、計画数量を上回る
実績となった。

　　【重点実施項目】
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事業等、
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

２　収支決算（正味財産経常費用）　
　⑴　実施事業
　　ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）

68,697千円
　　イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）

　1,388,931千円
　　ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）

206,616千円
　　　　　計� 1,664,244千円
　⑵　その他事業
　　ア　その他１（家畜人工授精用精液流通調整）

53,164千円
　　イ　その他２（家畜登録）� 32,984千円
　　ウ　その他３（生乳検査）� 82,440千円
　　エ　その他４（指導者の育成及び畜産団体の支援）

960千円
　　　　　計� 169,549千円

Ⅱ　補欠選任された新役員
　　理　事　　藤　尾　東　泉

（岩手県農業協同組合中央会 会長）
　　理　事　　中　村　輝　実
　　　　　　（岩手県中央家畜衛生協議会 代表幹事）
　　理　事　　高　橋　　　靖
　　　　　　（岩手県南家畜衛生推進協議会 代表幹事）
　　監　事　　佐　藤　克　則
　　　　　　（岩手県農業信用基金協会 専務理事）

　なお、総会終了後に第２回理事会を開催し、藤
尾東泉氏が会長に選定されました。

第 84 回 定 時 総 会
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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

「みなみよ～とん株式会社」
 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）

　計画の概要は次のとおりです。
Ⅰ　酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
１　担い手の育成と労働負担軽減に向けた対応
⑴　担い手の育成
◦　関係機関・団体と連携した就農相談の実施
や、農業法人等での雇用就農、技術習得の場
として酪農・肉用牛ヘルパーの活用等の促進
◦　就農支援資金の融通等による後継者の
経営継承や新規参入の促進

⑵　女性の参画の促進
◦　女性リーダーのネットワーク化やグ
ループ活動等への支援

　　⑶　労働の負担軽減
◦　省力化に向けたコントラクター・ＴＭ
Ｒセンター等の外部支援組織の活用促
進、搾乳ロボット等の省力設備の普及、
公共牧場等を活用した放牧等の促進

　２　乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応
　　⑴　酪農

◦　TMRセンター等の省力体系を取り入
れたメガファームの育成

◦　関係機関・団体で構成する「いわて酪
農の郷サポートチーム」による濃密指導

　　⑵　肉用牛
◦　キャトルセンター等を活用した繁殖雌牛20
頭規模以上の経営体の育成や肥育経営にお
ける繁殖部門の導入による一貫経営化を推進
◦　関係機関・団体で構成する「いわて肉
用牛サポートチーム」による濃密指導

　３　国産飼料生産基盤の確立
　　⑴　飼料生産の省力化

◦　コントラクターやTMRセンター等の
外部支援組織の育成や、これらの組織を
核とした粗飼料の広域流通体制の構築

　　⑵　自給飼料の増産
◦　草地等飼料基盤の計画的な整備・改良
や飼料用とうもろこし等の作付拡大、水
田を活用した飼料用米・WSC の生産・
利用の拡大

　　⑶　放牧の推進
◦　公共牧場や水田、耕作放棄地等を活用
した放牧の推進

　４　家畜衛生対策及び畜産環境対策の充実・強化
◦　巡回指導の実施や家畜飼養衛生管理基
準順守の徹底
◦　土壌改良資材や化学肥料の代替資材と
しての堆肥の活用促進

５　畜産クラスターの取組等による畜産と地域
の活性化
◦　生産者、関係団体等が一体となった、
地域全体の畜産の収益性向上を図る「畜
産クラスター」の取組推進

６　畜産物の安全性確保、消費者の信頼確保、
ニーズを踏まえた生産・供給の推進

　　⑴　６次産業化の推進
◦　６次産業化を希望する生産者への支
援、生産者と企業が連携した新たなビジ
ネスを創出する取組などの推進

　　⑵　輸出の拡大
◦　アジア地域・アメリカ等をターゲット
とした品質・安全性の積極的なＰＲ等に
よる牛肉等の輸出拡大の推進

⑶　畜産物の安全性の確保と畜産等に対する
県民理解の醸成
◦　生産段階での衛生管理の徹底や農場ＨＡ
ＣＣＰ手法の導入支援
◦　学校給食を活用した食育や酪農教育
ファームでの体験活動、産地交流等の推進

　この計画は、「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和29年法律第182号）に基づき、本県
における酪農及び肉用牛生産の振興を図るために必要な施策展開の指針として策定されたものです。
　また、国の「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（平成27年4月公表）」及び県
政運営の基本的な指針である「いわて県民計画（平成21年12月策定）」に盛り込まれた農業施策の
方向との調和を図りながら策定されたものです。

新たな岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画の概要について

※平成28年７月１日付で「農事組合法人南山形養豚組合」は、「みなみよ〜とん株式会社」となりました。
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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

岩手県馬事振興会の定時総会

　岩手県馬事振興会第44回定時総会が、5月31日、
盛岡市で開催されました。
　冒頭、千葉伝会長から「馬産地である岩手の馬
の頭数減少は、危機的な状況にある。馬産農家の
後継者育成が急務となっているところであり、振
興会としても各種の事業を実施しながら産地維持
に努めて参りたい。」と挨拶がありました。
　総会では、地域馬産団体等が行う研修会の開催
支援や技術指導者養成講習会の開催、種馬登録の
推進による農用馬の改良、馬事文化の継承支援等を
内容とする平成28年度事業計画が承認されました。

Ⅱ�　生乳の生産数量の目標並びに乳用牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
　１　生乳の生産数量及び乳用牛の飼養頭数の目標

　２　肉用牛の飼養頭数の目標

岩手県養豚振興会通常総会
及び養豚経営研修会の開催
　岩手県養豚振興会（会長　遠藤啓介）第19回通

　また、任期終了に伴う役員改選では、新たに選
任された佐々木盛友理事以外は、全て再任となり
ました。
　なお、総会終了後に開催された理事会では、会
長に千葉伝氏、副会長に佐々木勲氏及び三浦賢良
氏、常務理事に髙橋喜和夫氏が選定（全員再任）
されました。

常総会及び第1回養豚経営研修会が5月12日に盛岡
市繋で開催されました。
　総会には、正会員（養豚経営者）及び特別会員、
賛助会員（関係機関、団体）など88名が出席し、
平成27年度事業実績として、会員が地域のイベン
ト等で行う県産豚肉消費拡大活動への助成、津波

千
葉
会
長
か
ら
の
挨
拶

（単位：頭、㎏、ｔ）

総頭数 成牛頭数 経産牛頭数 経産牛１頭当たり
年間搾乳量

生　乳
生産量

現　在
（平成25年度） 44,600 29,600 27,100 8,193 222,040

目　標
（平成37年度） 40,500 26,900 24,300 8,750 212,625

（単位：頭）

肉用牛総頭数 肉専用種 乳専用種
繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計

現　在
（平成25年度） 91,620 33,600 22,400 19,500 75,500 4,620 11,500 16,120

目　標
（平成37年度） 90,800 33,900 22,200 19,800 75,900 4,000 10,900 14,900

注）その他：育成牛や販売用の子牛

　上記の項目のほか、「Ⅲ近代的な酪農経営方式
及び肉用牛経営方式の指標」、「Ⅳ乳用牛及び肉用
牛の飼養規模の拡大に関する事項」、「Ⅴ飼料の自
給率の向上に関する事項」などが計画に盛り込ま

れています。
　この計画は、岩手県のホームページ（ http://
www.pref.iwate.jp/nougyou/chikusangijutsu/
shinkou/004300.html ）に掲載しています。
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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 ㈹　

　総会では、ブロイラー価格安定対策事業の推進
のほか、鳥インフルエンザ防疫対策を徹底すると
ともに、農場・食鳥処理場の衛生管理対策の強
化、さらには、10月29日の「岩手とり肉の日」の
定着に向けた食育交流事業の継続実施など、平成
28年度事業計画が原案どおり承認されました。

英
常
務
か
ら
の
議
案
の
説
明

岩手県チキン協同組合の通常総会

　岩手県チキン協同組合（理事長：小山征男㈱オ
ヤマ代表取締役社長）の第44回通常総会」が、5
月19日（木）、盛岡市内においてを組合員全員の
出席のもとに開催されました。
　開会後、小山理事長から「円高で飼料価格が若
干下がっており、在庫の売れ行きも苦労すること
がなく、この流れが続くことを期待したい。一方
で、雇用の確保の課題は依然としてある。本日は
ご審議をよろしくお願いする。」とご挨拶があり
ました。

被災地の学校給食に県産豚肉を提供した被災地支
援事業などを報告し、平成28年度事業計画として
は、経営向上及び後継者育成を目的とした養豚経
営研修会の開催、県産豚肉消費拡大対策の実施等
が原案どおり承認されました。
　総会終了後に開催された養豚経営講習会では、
有限会社サミットベテリナリーサービス代表取締
役石川弘道氏（演題：投薬・早期離乳による
PRRS 及び豚胸膜肺炎清浄化事例）と岩手県中央

家畜保健衛生
所菊池普貴子
技術主幹兼中
小家畜課長
（演題：岩手
県における豚
流行性下痢の
発生状況と対策事例の紹介）の二人からご講演を
いただきました。

　4月29日に全農岩手中央家畜市場を会場とし
て、小雨模様のあいにくの天候の中、県下一円か
ら合計102頭の出品により開催されました。
　開会の後、主催者の岩手県ホルスタイン改良同
志会の中六角保広会長から、「はじめに、熊本地
震で被災された皆さまへ、心からお見舞い申し上
げます。本日のB&Wショウの開催にあたり、多
くの御来賓の御臨席を賜りありがとうございま
す。本日の100頭を超える出品牛の中には、一昨
年から県が支援している牛飼い女子グループのメ
ンバーや、県立農業大学校、盛岡農業高校からの
出品もありますが、雨模様の中の審査となります

2016岩手県B&Wショウ開催

ので、体調管理に十分に気を付けて大会を盛り上
げていただきたい。」とご挨拶がありました。
　審査員は、福島県ホルスタイン改良同志会会長
の今野剛氏が当たり、１部から12部までの審査終
了後に、チャンピオンの選考を行った結果、今年
のチャンピオンは表のとおりとなりました。
　審査後には、グランドチャンピオンとなった9
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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

第19回全国闘牛サミットin

久慈大会記念闘牛大会

　全国闘牛サミット記念闘牛大会が、6月12日に
東北で唯一の闘牛の郷である久慈市山形町の平庭
闘牛場を会場として開催されました。
　オープニングセレモニーでは、大会実行委員長
の遠藤久慈市長から「当地域の闘牛の歴史は古
く、塩の道時代まで遡るといわれており、地域で
はこの伝統を守り育てきていました。今年は、こ
の「牛の角突き」が久慈市指定無形民俗文化財と
なりました。全国各地で『南部牛』や『赤牛』と
して活躍している闘牛が当地で生産された日本短
角牛であり、闘牛の素牛供給地として重要な役割
を担っています。本日の記念闘牛大会には、沖縄
や新潟からも参戦いただいていますので、注目し
てくさだい。」とご挨拶がありました。
　また、来賓としては、達増知事、長嶋復興副大
臣、鈴木衆議院議員、中平久慈市議会議長からの
祝辞のあとに、功労者表彰が行われ、東北唯一の
闘牛文化の継続・伝承等に顕著な功績があったとし
て、いわて平庭高原闘牛会の松坂義男会長のほか2
名に遠藤実行委員長から功労賞を授与されました。
　取組は、新潟県、鹿児島県、沖縄県などからの

参加牛も含めた16組32頭で行われ、闘牛場の中で
１トン級の牛がお互いの巨体をぶつけ合い、闘う
様は迫力満点でした。また、取組の合間には、闘
牛が行われている6県の9市・町から地域の紹介を
行うなど、青空の下、3千人近い観客が闘牛大会
を満喫していました。
　なお、平庭闘牛大会は、毎年3場所開催されて
おり、今場所は、これから8月21日（日）の「しらか
ば場所」、10月16日（日）の「もみじ場所」が予定さ
れています。いずれも午前11時開始とのことです。

大
会
実
行
委
員
長
の
遠
藤
久
慈

市
長
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ら
の
挨
拶
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部１席の牛は、体全体の力強さに加
え、乳房底面の高さ、付着の強さ、後
乳房の幅、並びに靭帯の鮮明さにおい
て素晴らしい牛であった。8部１席の牛
も素晴らしい牛であったが、体全体の
強さ、肋の構造の面でチャンピオン牛
に及ばず、リザーブチャンピオンに選
ばせていただいた。」と講評がありまし
た。
【2016岩手県 B&Wショウ受賞牛】

区　　分 名　　　　　号 地　区 出品者

グランドチャンピオン
経　産 セブンヘブン　BJ　セカンド　サンチェス　ET 花　平 鈴　木　　　稔
未経産 プロスペリー　ハーバード　ゴールド　ラッキー 遠　野 佐　野　茂　樹

リザーブチャンピオン
経　産 コイワイ　アイオーン　ゴールド　ラッキー 葛　巻 小 岩 井 農 場
未経産 クイーンビュー　８９　マッカチェン 遠　野 中　山　真　人

受賞後の記念撮影
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小ロットのオンデマンド印刷から
大量商業印刷まで 岩手県盛岡市鉈屋町15ｰ4　TEL(019)624ｰ1374 FAX(019)623ｰ6719

E-mail:mail@komatsu-gp.com　URL:http://www.komatsu-gp.com各種印刷・ドキュメント処理・アンケート調査支援

学校給食用牛乳を提供して 
分かったこと

～学校で食べる給食は誰のため、何のため～

岩手県乳業事業協同組合　　　　
理事長　溝　渕　郁　夫

　1889（明治22）年に山形県の小学
校で、貧困児童を対象に昼食を提供
したのが始まりの学校給食は、1920

（大正9）年には東京麹町小学校で、最初の牛乳
給食が実施された記録があります。1954（昭和
29）年に「学校給食法」が成立し、法的根拠が明
確になり、現在は小学校の99％以上、中学校の
85％以上で学校給食が実施されています。
　学校給食で提供される牛乳は、子供たちの栄養
バランスとくにカルシウムの供給に対して重要な
役割を持っています。給食のある日とない日で
は、カルシウムの摂取量が大きく異なり、図１の
とおり給食のない日は、ある日の60～70％ほどの
摂取量になっています。
　学校給食は、家庭で不足しがちな栄養素を考え
て細かく決められており、カルシウムもその一つ
として、給食１食で子供が１日の必要量の約1/2
を摂れるように工夫されています。食事を毎食
しっかり準備することは、忙しい家庭ではなかな
か難しいものです。栄養士の考えたバランスの良
い食事が、１日１食提供されていることは、保護

者にとって心強いことです。
　カルシウムを多く含む牛乳は、子供にとって将
来の骨の健康を作る役割があります。中学2年生
を対象に、踵の骨量を測定したところ、給食未実
施の学校の生徒よりも、完全給食（主食＋おかず
＋牛乳）又はミルク給食（ミルクのみ）が実施さ
れている学校の生徒の方が、骨量が多いという結
果が出ています。図2のように、骨量が増える二
十歳までの成長期には、カルシウム摂取が重要で
すが、学校給食がない高校生は、牛乳の飲用量が
極端に少なくなっています。このことは、カルシ
ウム摂取量が少なくなり、将来の骨の健康に深刻
な影響を与えることになるかもしれません。高校
時代にも、学校で牛乳だけは飲ませてほしいと思
います。

　さて、学校給食は１年間に何日供給されている
かご存知でしょうか？
　表１の都道府県別学校給食費平均月額（公立
小・中学）≪抜粋≫をみていただくと、実施回数
は、全国平均が小学校で191回、中学校で188回と
なっており、都道府県の中で長野県が最も多く、
残念ながら最も学校給食の実施回数が少ないのが
岩手県となっています。学校給食は、牛乳を飲む
習慣を作るだけでなく、非常にバランスの良い食
事を提供しています。できれば、通学していると
きはいつも食べさせてほしいと思います。
　また、学校給食は地元の食材を積極的に利用
し、地域農業の活性化、生産者のやる気・本気を
引き出す大きな発信の場であると思います。学校

1日の推奨量
学校給食がこんなに

補ってくれているんですね。

児童生徒の食事状況等調査報告書【食事状況調査編】（平成22年）
独立行政法人日本スポーツ振興センター

1200
（mg）

1000

800

600

400

200

0
小学5年（男） 中学2年（男）中学2年（女）小学5年（女）

給食のある日

給食のない日

図１　１日のカルシウム摂取量

骨量

男性

女性

最大骨量
（ピーク・ボーン・マス）

しっかり骨貯金
しなくちゃ！

最大
成長期

骨粗鬆症

年齢（歳） 20 50

骨量が増えるのは成長期頃まで。
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将来の骨の健康につながります。

図２　年齢による骨量の変化（概念図）



平成２８年７月１日 岩　手　の　畜　産 隔月１日発行 第５３７号⑻

お届けします！　一歩すすんだ安全・安心

JA全農北日本くみあい飼料(株) 北東北支店 《牛の飼料は､すべて専用工場
・専用工程で製造し､専用車で
　生産者の皆様にお届けいたします｡》

〒020-0891
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目５番２号
TEL 019-638-7910 FAX019-638-7920

給食の実施回数は各市町村に任されているそうで
すが、食事のあり方が問われている今日において
学校給食の存在価値はますます大きくなっている
と思います。子供たちに岩手のすばらしい食材を
安心して提供できる絶好の機会であるはずです。
　給食回数が少ないのは、どうも午前授業に給食
を食べさせるかどうか、また、給食予算に起因し
ているらしいです。
　お昼に授業が終わって給食を食べて帰ってくる
のと、そうでないのと、どちらが親御さんにとっ
て望ましいでしょう。私は、食べさせてほしいと
思います。表２は学校給食の１食当りの単価（保
護者負担額）を表したものです。バランスの良い
食事を１食270～290円で食べれるようにした栄養
士の先生の渾身のメニューです。コンビニでパン
かおにぎり１個と飲物を買うと同じくらいの金額
になります。学校給食は子供の健康を守る砦です。
　学校給食に、岩手の食材をたくさん使って、岩

手のおいしさを発信する岩手
県人に育てていくことも学校
給食の大きな役割です。改正
学校給食法第2条（学校給食の
目標）が7項目に整理されてい
ますが、その一つに「我が国
や各地域の優れた伝統的な食
文化についての理解を深める
こと。」という目標がありま
す。学校給食の回数を増やす
ことは県予算を増やすことに
もなると思いますが、岩手の
食材の利用が増え、農業者や
漁業者のモチベーションアッ

プに大いにつながり、何よりも将来の子供達の健
康につながります。一石三鳥なのです。
　学校給食の牛乳の意義や学校給食の提供日数に
ついて、多くの県民の皆さんに事情を知って頂き
たくて筆を取りました。（一般社団法人Ｊミルク
の資料を参考にさせて頂きました。なお、乳にア
レルギーのある児童・生徒さんに牛乳を薦めるこ
とはできません。）

表１ 都道府県別学校給食費平均月額（公立小・中学校）《抜粋》�平成26年5月1日現在

都道府県

小学校 中学校 （参考）
夜間定時制高等学校低学年 中学年 高学年

平均月額 実施回数 平均月額 実施回数 平均月額 実施回数 平均月額 実施回数 平均月額 実施回数
（円） （回） （円） （回） （円） （回） （円） （回） （円） （回）

1 北海道 4,116 192 4,162 193 4,161 192 4,954 190 3,761 193
2 青森県 4,518 193 4,517 194 4,445 192 5,067 190 5,550 165
3 岩手県 4,177 177 4,182 177 4,182 177 4,588 170 5,646 182
4 宮城県 4,159 181 4,162 181 4,118 179 4,754 172 4,495 177
5 秋田県 4,706 192 4,733 193 4,714 192 5,343 189 3,991 186
6 山形県 4,584 192 4,602 193 4,591 192 5,119 185 6,234 188
7 福島県 4,479 182 4,499 183 4,454 181 5,101 177 5,830 186
19 山梨県 4,483 194 4,493 194 4,468 192 5,091 191 4,653 188
20 長野県 4,971 204 5,009 204 5,044 204 5,705 202 5,196 179
21 岐阜県 4,484 197 4,483 197 4,482 197 5,220 198 5,204 185
平均 4,251 191 4,271 191 4,277 191 4,882 188 4,601 179

※１　�各都道府県ごとの平均額に高低があるが、これは、各都道府県により給食内容や年間実施回数が異なるためで
あり、これを単純に比べることはできない。

　２　中学校には中等教育学校前期課程を含む。

くずまき高原牧場まつり開催

　第20回くずまき高原牧場まつりが6月11日・12
日の両日、緑豊かな同牧場で開催され、好天に恵
まれ、多くの来場者で賑わいました。
　干し草の中の「宝さがし」ゲームや牛の乳しぼ
り体験のほか、羊の毛刈り体験ではお母さんの手

表２　学校給食の１食当り単価（保護者負担額）
全国の公立学校において保護者が負担する学教給食の月額は、小学校
で約4,226円、中学校で約4,882円となっており、これらを１日当りに
換算しています。（月額×12ヶ月÷給食回数）

区　分
平成26年 平成25年

給食回数 給食１日
当単価 給食回数 給食１日

当単価

小学校
低学年 191 267 190 262
中学年 191 268 191 262
高学年 191 269 190 263

中学校 188 312 187 306

初めての羊の毛刈り体験
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家畜の保健衛生（106）

平成27年度岩手県内の監視伝染病 
発生状況について

　県内の平成27年度監視伝染病の発生状況は、
家畜伝染病では、ヨーネ病１戸2頭、届出伝染病
では、牛白血病118戸130頭、牛ウイルス性下痢・
粘膜病4戸5頭、牛丘疹性口炎１戸4頭、豚流行性
下痢１戸10頭、サルモネラ症は牛2戸2頭、豚１
戸12頭、鶏ではマレック病１戸6羽、伝染性気管
支炎5戸4,554羽の発生が見られました。
　この中で、牛白血病の発生頭数は、平成23年
度（96頭）から平成26年度（154頭）まで増加
傾向にありましたが、昨年度は減少に転じていま
す。なお、発生場所は、農場での発生が58％、
と畜場が42％でした。
　

県外導入牛はヨーネ病の検査を 
必ず受けましょう！

　昨年度のヨーネ病の発生は県外の預託施設より
帰舎した際の導入時検査で摘発されたものであ
り、検査結果が判明するまでの間、適切に隔離飼
養されていたことから、未然に農場内への侵入防
止が図られた事例でした。
　ヨーネ病は、慢性の水溶性下痢と削痩を主徴と
する家畜伝染病です。感染した母牛の糞便や汚染
された飼料が子牛の時期に口から入ると菌が腸内
でゆっくり増殖し、成牛となってから分娩などの
ストレスにより排菌します。発症すると治療に反
応しない激しい下痢を繰り返し、牛舎内をヨーネ
菌で汚染します。
　本県では、ヨーネ病の定期検査は、乳用牛は平
成10年度から、肉用牛は平成20年度から開始し
ており、患畜の摘発を進めています。その結果、

最近の発生は減少傾向にあるので、今後は農場内
に本病を持ち込まないよう県外導入牛の検査を徹
底することが重要となります。
　自分の農場の牛を守るため、県外から牛を導入
した際は、次のことに留意し、必ずヨーネ病の検
査を受けましょう。

・検査対象：�搾乳又は繁殖の用に供する目的

で飼養するために県外から導入

した牛（県外農場に一時的に預

託し帰舎した自家産牛も含む）。

・申し込み：�導入計画判明後（可能な限り牛

を導入する１週間前までに）、

下記の事項を最寄りの家畜保健

衛生所まで連絡願います。

　　　　　　①導入予定日　②導入頭数

・検査材料：糞便を使用します。採材は獣医

師又は農協等に依頼し、管轄す

る家畜保健衛生所まで送付又は

持参してください。

・検査料金：無料です（ただし、獣医師等に

よる採材に係る経費は自己負担

となります）。

・そ の 他：導入牛は、検査結果が判明する

までは、同居牛と分離しておく

など、隔離飼養をしてください。

万が一、導入牛検査で陽性と

なった場合、当該牛を処分（国

の手当金あり）する必要があり

ますが、適切な隔離飼養を条件

に、その後の同居牛の検査や移

動自粛の必要はありません。

（岩手県中央家畜保健衛生所　大家畜課）

を借りながら大きなハサミで真剣な様子で毛刈り
を体験するなど、来場した子供たちは牧場体験を
楽しんでいました。
　また、くずまき高原牛モモ丸焼きコーナーやく
ずまき高原チーズピザ、ソフトクリームコーナー
に長い行列ができたほか、場内の「もく・木ドー
ム」に設けられた岩手三陸復興支援ブースでのホ
タテ焼などの海産品も大人気でした。
　なお、今回のイベント以外でも、事前の申込みが
あれば週末には様々な体験ができるとのことです。 「宝さがし」ゲーム開始直前の様子
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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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

畜産近代化リース協会 
リ ー ス 事 業 の ご 案 内

　この事業は、畜産経営の近代化や規模拡大など
のために機械・施設を導入する場合に、低利で迅
速な貸付けが可能で、申請も農協等を窓口として
随時受付しています。
　リース事業の主な特徴は次のとおりです。
①　機械導入時に一定のリース料の負担だけで、
多額の資金を必要としません。
②　リースの対象となる機械・施設は、農家等が
利用目的により自由に選定でき、購入価格も販
売業者と直接交渉して決めていただきます。
③　リース期間中は、割安な掛金で損害保険（動
産総合保険）に加入されるので、火災、盗難、
破損、車両の衝突・接触等の偶発的な事故によ
る損害が補償されます。
④　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
えた額で借受者に譲渡されます。
⑤　リースに係る貸付利子附加貸付料は、一律
１％となっており、リース期間は６年となって
おり、９年まで延長できます。
⑥　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。

１　本県における貸付状況
　リースの利用件数は、平成23・24年には大幅
に増加しました。これは、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の貸付
が増加したことによるものです。
　リース機械施設を種類別に見ると、平成19年
以前はパイプラインミルカーやバルククーラな
どの生乳生産合理化施設の貸付け件数が多かっ
たが、平成20年以降は自給飼料生産利用機械施
設やバーンクリーナー、通風装置などの畜舎環
境改善施設も増え、種類が多様化しています。

２　主なリース物件

　リース事業の詳しいことについては、㈶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。

貸付機械施設名 主要なリース機械名

草地造成用機械施設 トラクター、ショベルローダー、バックホー、
プラウ、ライムソワー　等

自給飼料生産利用
機械施設

ダンプカー、フォークリフト、トラック、播種
器、ハーベスター、ロールベーラー、ラッピン
グマシン　等

生乳生産合理化施設
（搾乳施設、生乳冷
却貯蔵施設、生乳
検査機器）

パイプラインミルカー、ミルキングパーラー、
搾乳ロボット　等

バルククーラ、プレートクーラー　等

生乳成分分析装置、体細胞測定装置　等

精液保管等施設 凍結精液保管器、液体窒素保管器、補給器、
データ処理装置　等

畜舎環境改善機械
施設

バーンクリーナー、送風機、消毒機、給水器、
発電機　等

中小家畜管理機械
施設

自動給餌機、分娩豚ゲージ、鶏舎用カーテン巻
上げ機　等

食肉食鳥処理流通
施設

冷凍機、マイクロバス、ダンボール印字機、ボ
イラー、洗浄機　等

鶏卵又は生乳処理
流通施設

鶏卵選別機、集卵機、トラック、アイスクリー
ム製造機、冷凍庫　等

特認機械施設 協会理事長が特に必要と認めたもの。（これま
での例：成分検査分析機器、牛乳プラント等）

※　�上表以外の機械施設もリース可能ですので、リース希望の方は相
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。

※　�リース物件の維持管理費は、固定資産税その他租税公課も含め、
借受者の負担となります。

表−１　貸付件数の推移
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3-A-day 検索

１　チモシー１番草刈り取り後の施肥の重要性
（１）施肥が重要な理由
　チモシーは１番草刈り取り後に新たな分げつが発生し、それが２番草や翌年の１番草の収量を構
成します。１番草刈り取り後の施肥を省略した場合、新たな分げつ発生数が減少し、年を経るごと
に密度が低下していきます。
　チモシー１番草刈り取り後のチッソ施肥は、早春施肥と同様に収量を維持していく上で重要です。
　例えば、「チモシーは一番草しかとらないから、一番草刈り取り後は施肥しない」というのは、
その後の収量低下の大きな原因になりま
す。
　一方、２番草刈り取り後の施肥はチモ
シーの場合は新たな分げつ発生にあまり
効果がありません。

（２）施肥のタイミング
　１番草刈り取り後のチッソ施肥は、オーチャードグラスのように刈取り後直ちにではなく、新た
な分げつ発生の直前期である１番草刈り取り後７～10日ごろを目安に実施することが、新たな分
げつ発生促進と２番草の収量確保に効果的です。

２　今年も暑熱対策の徹底を
（１）リレー換気の場合は換気扇の設置間隔、角度に注意しましょう！！
　換気扇の設置間隔は換気扇直径の約10倍が目安です。吊り下げタ
イプでは、換気扇の角度を床面に対して45～60度で設置します（写
真１）。牛体に風を当てることを重視するのであれば角度を小さく
し、牛舎内に空気の流れを作りたい場合は角度を大きくします。換気
扇の角度が大きすぎると牛の上の空気だけが動いて、牛体付近の空気
は動かず、換気扇の効果が十分に発揮されません。

（２）パドック、放牧地等には庇陰物を設置しましょう！！
　パドックや放牧
地での放し飼いで
は、日中の日差しの強い時間に直射日光を避け
ることができるよう庇陰物（日除け）を設置し
て暑熱ストレスを軽減しましょう。特にホルス
タイン種は暑さに弱いので注意が必要です。単
管と寒冷紗を用いて簡単に設置したものでも十
分効果が期待できます（写真２）。

（中央農業改良普及センター）

報情 （55）産畜 術技

写真２　単管と寒冷紗をつかった日除け

写真１　換気扇角度に注意

図１　チモシーの新分げつ発生のタイミング
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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
6/8
㈬

胆　 江
気　 仙

♀ 135 865,080 442,800 732,248 291 2,520

♂- 159 1,084,320 97,200 839,697 325 2,587
計 294 1,084,320 97,200 790,358 309 2,558

県南
6/9
㈭

磐　 井
♀ 146 1,199,880 441,720 716,018 280 2,557

♂- 160 1,032,480 646,920 862,549 320 2,695
計 306 1,199,880 441,720 792,635 301 2,634

中央
6/15
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 168 1,033,560 516,240 731,874 281 2,603

♂ 3 841,320 657,720 766,800 323 2,372

♂- 259 1,190,160 387,720 858,508 312 2,754
計 430 1,190,160 387,720 808,393 300 2,696

中央
6/16
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 154 923,400 501,120 722,611 289 2,499

♂- 216 1,072,440 567,000 850,250 325 2,620
計 370 1,072,440 501,120 797,125 310 2,573

中央
6/17
㈮

宮 古
北 部
奥中山
久 慈
改良Ｃ

♀ 139 948,240 369,360 733,833 293 2,505

♂- 189 1,314,360 531,360 858,189 314 2,729
計 328 1,314,360 369,360 805,489 305 2,638

合　　計

♀ 742 1,199,880 369,360 727,266 207 2,538

♂♂ 3 841,320 766,800 323 2,372

♂- 983 1,314,360 97,200 854,247 319 2,681
計 1,728 1,314,360 97,200 799,570 305 2,623

平成28年６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６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
1,082

円
840,754,080

円
777,037

交雑種・乳 7 2,540,160 362,880

（注）：金額、平均価格は消費税込み

牛マルキンにおける日本短角
種の地域算定実施について

　平成28年度から肉用牛肥育経営安定特別対策事
業（通称「牛

うし

マルキン」）の日本短角種について
は、本県独自の地域算定に移行しました。
　これまで、日本短角種は、黒毛和種と同じ肉専
用種区分に含まれていましたが、今後は、より日
本短角種肥育経営の実態を反映した算定が実施さ
れるようになります。
　地域算定方式への移行後初となる平成28年４月
期の補塡金単価は、１頭当たり5,100円であり、
全国で唯一の補塡発動となりました。
　本県の特産品種とも言える日本短角種は、近
年、飼養戸数・頭数ともに減少していますが、牛
マルキン地域算定の実施により、日本短角種肥育
経営の安定に繋がることが期待されます。
１　牛マルキンの事業概要
　肉用牛肥育経営体における粗収益が生産コスト
を下回った場合に、差額の８割を補塡金として交
付するもの。岩手県を含む10県で地域算定を実施
している。
２　補塡金交付状況（平成28年４月期概算払）

（総務部総務課）

区　分 日本短角種
（岩手県） 肉専用種 交雑種 乳用種

補塡金単価 5,100円/頭 − − −

新人紹介コーナー

　今年度採用となった３名の職員を紹介します。
　どうぞよろしくお願いします。

　　　　　伊藤慎知恵（山形県山形市出身）

　　　　　◦所属：家畜改良部
　　　　　◦担当：人工授精用精液流通に関する業務など
　　　　　◦趣味：スポーツ観戦・釣り
　　　　　【ひとこと】いつも笑顔を絶やさず頑張ります。

　　　　　髙橋　　彩（盛岡市出身）
　　　　　◦所属：経営支援部
　　　　　◦担当：畜産クラスター機械導入事業など
　　　　　◦趣味：読書
　　　　　【ひとこと】早く一人前になるよう頑張ります。

　　　　　田子　好枝（盛岡市出身）
　　　　　◦所属：総務部
　　　　　◦担当：経理、庶務など
　　　　　◦趣味：ハイキング、こぎん刺繍
　　　　　【ひとこと】畜産用語が難しく、早く慣れたいです。


