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【「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。】

株式会社いわちく　　　　　　　　　
代表取締役社長　村　川　健　一

　当社は本年４月１日より社名を「株式会社いわ
ちく」に変更いたしました。
　振り返ると、昭和36年に本県畜産の発展と食肉
流通の近代化を図ることを目的に設立された岩手
畜産公社を前身に、昭和47年には県、市町村、農
業団体の出資のもと㈱岩手畜産流通セン
ターが設立されました。
　爾来、と畜処理・製造・加工から販売に
至る一貫した流通体制を構築し、付加価値
販売を行う産地食肉センターとして、岩手
の畜産振興の一翼を担う事業運営をして参
りました。
　この度は、新たな豚処理施設工場の整備
を契機と捉え、長年培ってきた安全・安心
という「いわちく」ブランドの一層の向上
と、基幹産地食肉センター機能を基本に、
産地に根ざした食肉総合企業を目指し、皆
様に広く認知されている「いわちく」へ社
名を変更したものです。
　この新たな豚処理施設は一昨年より整備
計画に取り組み、食品衛生管理の国際基準
HACCPに完全対応し、現在より約10万頭多
い35万頭の年間処理能力を備えた全国有数
規模の豚処理施設となり、平成32年４月に本
格稼働を致します。特に今年は、施設本体の建設着
工と目に見える形で進展する、当社にとって節目と
もいえる大事な年です。完成後は国内はもとより海
外輸出の展開も進める計画です。
　先に整備が完了している牛処理施設は、対米輸

出の他、香港、シンガポールなど現在まで11か
国・地域から輸出認定を取得しました。
　東北唯一の対米輸出認定施設として牛肉輸出は
順調に伸びており、今後も輸出国の拡大を図りな
がら海外に向けて、さらに岩手の牛肉のおいしさ

を発信して参ります。
　また施設や設備といったハード面の充実
だけではなくソフト面でも、絶え間なく製
造技術や衛生レベルの向上に取り組むこと
が必要です。
　平成32年の東京オリンピック・パラリン
ピックを契機に、国内、国外問わず高度な
食品衛生管理が求められている中、当社は
より信頼度の高い食品安全の国際規格であ
る食品管理システムＩＳＯ２２０００を取
得します。
　最後に、本県の生んだ偉大な先人、教育
者、思想家であり『武士道』の著者でもあ
る新渡戸稲造博士を思い起こさせる言葉
に、“架け橋”があります。
　帝国大学入試の面接試験のとき国際平和
を希求し「我、太平洋の架け橋とならん」
と答えたのは有名な逸話であります。
　「株式会社いわちく」も、この精神と同

様な考えである共存共栄を求め、生産者と消費
者、さらには岩手と諸外国を“安心で結ぶかけは
し”となるよう、事業に邁進して参ります。今後
とも引き続き関係各位のご指導と一層のご協力を
賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　　　　　～いわちく～生産者と消費者を“安心で結ぶかけはし”
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平成29年度臨時総会の開催
　平成30年３月13日に一般社団法人岩手県畜産協
会の平成29年度臨時総会が開催され、第４回理事
会において決定された平成30年度事業計画書及び
収支予算書等が報告されました。

久保会長挨拶要旨

　昨年は、８月の天候不順（低温と日照不足）の
影響で、残念なことに、本県産米が食味ランキン
グで特Ａを獲得できなかった。平成30年産米につ
いては、県を挙げた取組により、捲土重来を果た
したい。
　また、昨年は、国際的な通商ルール、すなわち
TPP11及び日欧EPAで重要な決定が行われた。
TPP11については、３月８日に署名式が行わ
れ、政府は、一年後の発効を目指している。
　国内の制度でも、米の生産調整の廃止や、加工
原料乳生産者補給金交付対象者の拡大など、大き
な見直しがあった。
　平成30年度は、こうした様々なルール・制度の
転換点又は初年度に当たっている。この環境変化
にしっかりと対応し、足腰の強い、競争力のある
本県農業、畜産を構築していきたい。
　本県の畜産は、平成28年度に県農業産出額の６
割を超えた。地域経済の活性化に大きな役割を果た
している。関係各位の更なるご尽力をお願いする。

平成30年度事業計画書（概要）

１　基本方針
　各畜種において国内屈指の地位にある本県の畜
産は、平成28年度には県農業産出額の60.5％を占
めるに至り、裾野の広い関連産業を抱え、地域経
済の活性化に大きく寄与している。
　その一方で、家畜飼養者の高齢化等の全国的な
傾向の中で、畜産経営戸数の減少が続いており、
生産基盤の強化が喫緊の課題となっている。
　このため、本県においては、環太平洋パート
ナーシップ協定（ＴＰＰ）対策として国が創設し
た畜産クラスター事業等を活用した生産基盤の強

化が進められている。
　当協会は、平成27年度から畜産クラスター事業の
うちの機械導入事業を担当し、平成29年度までに、
27の畜産クラスター協議会を対象として、岩手県と
の緊密な連携の下に事務を取り進め、畜産農家の
機械導入における費用負担を軽減しつつ、経営の
近代化及び収益性向上を図ることに努めてきた。
　このように、畜産経営の体質強化を推進してい
る最中にあって、平成29年度には、我が国の農
業・畜産に大きな影響を及ぼす懸念のある動きが
あった。米国を除くTPPの大筋合意及び日欧
EPA交渉の妥結である。この二つの国際的な通
商協定が発効した場合の農業分野への影響につい
て、国は、生産額の減少が2,600億円にとどま
り、現在の農家所得は確保され、生産量も維持さ
れるとしている。各種の対策が有効に機能した場
合という前提での試算である。
　当協会としては、来たるべき環境変化にも耐え
得る畜産経営の確立に向けて、国や県の主要施策
との整合を図りつつ、関係機関・団体との一層緊
密な連携の下に、各種事業の的確な実施に努める
ものとする。

２　重点推進事項
⑴　将来を担う経営体を対象とした経営診断・経
営技術指導の実施
⑵　地域畜産をけん引する収益性の高い経営体の
育成推進
⑶　肉用牛肥育経営安定対策の的確な実施
⑷　家畜人工授精用凍結精液の安定供給及び高度
利用の推進
⑸　登録制度を活用した家畜の遺伝的能力の向上
⑹　自衛防疫意識の啓発と地域ぐるみのワクチン
接種推進
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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）

⑺　高い精度で安定した生乳検査の実施
⑻　第15回全日本ホルスタイン共進会出品対策の推進

３　実施事業
⑴　継続事業１（76,370千円）
　畜産振興を目的として、経営の改善指導・生
産技術の向上指導、経営体の育成啓発、家畜改
良の推進指導、家畜衛生の向上指導及び畜産物
の安全確保指導、調査並びに情報収集及び提
供、家畜生産・家畜改良意欲の増進啓発等に係
る事業を実施する。

⑵　継続事業２（2,015,123千円）
　肉用牛肥育経営の安定を図るため、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、差額の９割を補塡金として交付する。

⑶　継続事業３（245,028千円）
　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する。
⑷　その他事業
ア　家畜人工授精用精液流通調整事業

（56,091千円）
　本県の肉用牛及び乳用牛の改良増殖を推進
するため、家畜人工授精用凍結精液及び受精
卵等の供給を円滑かつ安定的に行う。
イ　家畜登録事業（37,005千円）
　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する。
ウ　生乳検査事業（114,991千円）
　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
実施する。
エ　その他事業（9,185千円）
　関係機関・団体が行う研修会等への職員
派遣を通じて、最新の技術・知識の修得と
業務遂行能力の向上を図る。

１　組織の目的・役割
　生産者が、生産基盤の強化等により一定の所
得を確保し、いきいきとした生活や生産活動を
行うとともに、消費者に安全・安心な畜産物を
安定的に供給するため、生産者をはじめ、畜産
物の生産に携わる関係者等への支援を通じ、本
県畜産業の安定的な発展を目指します。

　（目指す姿）
①　生産者が、生産基盤の強化等により一定の
所得を確保し、いきいきとした生活や生産活
動を行っています。

②　消費者の支持が得られる、国内有数の畜産
主産地としての地位が確固たるものになって
います。

③　環境に配慮した岩手らしい畜産団地が形成
されています。

　【顧客】
　畜産業を営む生産者、畜産物の生産・流通に

携わる関係者、消費者
　【ビジネスパートナー】
　東北農政局、市町村、全農県本部、県畜産協
会、県農業公社、農業共済組合、農業協同組合
等の関係機関・団体、広域振興局、家畜保健衛
生所、畜産研究所、農業改良普及センター等の
県関係機関

２�　主要な価値提供先（顧客）ごとの提供すべき
価値
　【生産者及び生産者団体】
　生産者の所得向上、安全・安心な畜産物の安
定的な生産・供給体制の構築
　【畜産物の生産・流通に携わる関係者】
　畜産物の安定供給、生産方法や安全性等に関
する的確な情報
　【消費者】
　安全・安心で高品質な畜産物の安定供給、畜

平成30年度 農林水産部畜産課業務方針 その１

Ⅰ　組織プロフィール
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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

動物用医薬品・畜産用資材・器材・医療機器・医薬品

産物や畜産業に係る適時・適切な情報

３　組織や業務を取り巻く環境とその変化
　①　高齢化等による生産者や生産量の減少
・酪農及び肉用牛経営については、全国と比
べ小規模農家が多いこと等から、生産基盤
の強化などにより経営規模の拡大に取り組
んでいくことが必要。

・また、より一層の収益力ＵＰに向け、関係
機関・団体で構成する「地域サポートチー
ム」の濃密指導等により、生産性の向上を
図ることが必要。

　②　国際貿易交渉等による影響の懸念
・生産者、団体、畜産関係企業等が一体と

なって、生産コストの低減や生産物の高付
加価値化等、地域全体の畜産の収益性向上
を図る「畜産クラスター」の取組を推進す
ることが必要。

　③�　中小家畜における規模拡大と企業経営の加速
・養豚と養鶏は、価格下落時の粗収益と生産
費の差額を補填する畜産経営安定対策の継
続や、家畜衛生対策の励行と家畜伝染病発
生時の初動防疫体制の堅持に取り組むこと
が必要。

　④　優良県有種雄牛の早期造成への期待
・全国トップレベルの和牛生産に向け、関係
団体・生産者と緊密に連携しながら、和牛
の改良を推進することが必要。（次号へ続く）

【行動指針】　①　農家の目線に立ち、常に問題意識を持って業務を遂行します。
　　　　　　　②　情熱と信念を持ち、個性がキラリと光る仕事を心がけます。
　　　　　　　③　明るく、常に前向きに、スピード感を持って、全員プレーで行動します。
　　　　　　　④　ホウ（報告）・レン（連絡）・ソウ（相談）・テイ（提案）を徹底します。
　　　　　　　⑤　自己研鑽に努めるとともに、失敗を恐れず、常に変革に挑戦し続けます。
　　　　　　　⑥　社会人としてのルールを守り､ 良識と責任を持って行動します。
　　　　　　　⑦　健康に留意し、家族・仲間を大切にします。

【県民本意】�　現場主義を基本に、ビジネスパートナーとの意見交換の場を積極的に設け、課内での情報
共有を図ります。

【能力向上】�　各種研修会への積極的な参加により、自己のスキルアップに努めます。毎月曜日、プレゼ
ン能力向上のため、職員からショートスピーチを行います。

【明朗快活】　あいさつを励行し、明るく元気な職場環境づくりを進めます。
【法令遵守】�　毎月15日をコンプライアンス確立の日とし、総括課長等が法令遵守の考え方や事例発表を

行います。
【地域意識】�　地域活動に積極的に参加します。また、県庁全体での社会貢献活動には全員参加します。

「岩手県職員憲章」を具体的な行動に結びつける取組の視点

復興の推進に向けた課題解決の視点

組織スローガン、キャッチフレーズ　など

「産地の体質強化に向けて
　　　　　　　創意・工夫で収益力アップ！」

代表的な課題 課題を解決するための具体的な方策

利用自粛となった牧草
地の全面解除

牧草の放射性物質検査を行い、暫定許容値を下回った草地は、利用自粛を解除す
るとともに、未解除の草地は、早期解除に向け、適正な肥培管理等の指導を実施。
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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
　久慈市と野田村に跨る宇部川地区では、平成24
年度から津波被災農地15haを含む約80haで県北
広域振興局農村整備室のほ場整備事業を活用し
て、大区画化整備を実施した。
　ほ場整備を契機に、平成26年12月に（農）宇部川
ファームが設立され、栽培面積を平成27年の
21haから平成28年の48haに大幅に増えるのに際
し、栽培体系や機械の導入コスト等を検討した結
果、新たに籾米サイレージ（以下「籾米Ｓ」とい
う。）の取組を実施することになった。

２　平成28年度の取組
⑴　籾米Ｓの調整
　籾米Ｓの調製作業は、籾米を破砕後、発酵を
良くするために加水（乳酸菌を添加）し、内袋
入りのフレコンバックに詰め込み、脱気処理
後、２か月間保管した（図１）。平成28年度は
85㌧分を500㎏バックで調製し、その後、一部

を200㎏バックに詰め替えて農家へ供給した。
⑵　畜産農家への利用に向けた取組
　短角牛肥育農家では、平成27年の短角牛子牛
市場の平均価格が過去最高の493千円となって
おり、肥育経営を圧迫しかねない状況であっ
た。籾米Ｓの利用により、短角牛肥育農家のコ
スト低減ができないか県内外での事例を収集
し、検討した結果、配合飼料の３～４割を代替
可能で、上限３㎏給与で肉質にも影響を及ぼさ
ないことを確認した。次に、短角牛肥育牛への
給与に向けた飼料設計するとともに、コスト削
減効果についても検証した。短角牛肥育農家へ
の説明を始め、試験的に給与をしてくれる農家
を見つけ、（農）宇部川ファームと短角牛肥育農
家とのマッチングに成功することができた。
　平成28年度の籾米Ｓは短角牛肥育農家９戸と
農協の肥育部会が運営する繁殖センター１箇所
の計10箇所で84㌧が利用された。
⑶　籾米Ｓの品質及び短角牛肥育牛への影響
　500㎏のフレコンバックの開封時の籾米サイ
レージの品質は、水分が40％程度乾物中の粗タ
ンパク質は8.9％。乾物中のＴＤＮ（可消化養
分総量）は77.7％。pHは500㎏で4.3程度、200
㎏で5.3程度となり、移し替えた際の影響が出
たのではないかと推測された（表１）。

平成29年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞（畜産部門）

久慈地域における籾米サイレージの生産・供給体制の確立～耕畜連携による震災からの復興～
県北広域振興局　農政部　○高　杉　　　亘

※現　農業研究センター畜産研究所

久慈農業改良普及センター　小　岩　央　幸
県北広域振興局　農政部　農村整備室※　千　田　拓　洋

※現　農林水産部漁港漁村課

破砕処理 加水処理 詰込作業

脱気処理

結束２か月間保管

図１　籾米Sの調整手順

表１　籾米Sの飼料成分及び発酵品質
水分（%） CP（%） TDN（%） pH V-ｽｺｱ（点）

500㎏平均 41.9 8.9 77.7 4.3 100

200㎏平均 29.7 9.2 78.3 4.3 100

トウモロコシ
サイレージ 72.8 8.5 67.9 − −
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創業110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

　籾米Ｓの嗜好性を調べるため、短角牛肥育牛
へ給与に立会い、食いつきや残飼を確認した
が、残飼もなく、嗜好性は良好だった。
　肥育成績については、給与数量が多かった農
家の４月～10月までに出荷された籾米Ｓ給与牛
９頭の枝肉成績は、県平均と比べても肉質に遜
色はなかった（表２）。

３　平成28年度の取組の課題
⑴　青かびの発生：開封時に、青かびの固まりが
できている部分が見られた（図２）。
⑵　水分：籾米Ｓの水分は30～35％が理想的とされ
ているが、高水分となっているものがみられた。
⑶　小容量への対応：夏場の変敗を防ぐため、一
週間程度で使い切れる数量の200㎏へ詰め替え

たが、暖かくなると変敗がみられた。

４　平成29年度の籾米Ｓ調製への対応
⑴　青かびの発生を無くするために、倒伏しない
栽培方法の検討や密閉を高めるため、内袋の厚
さや結束方法の改善を実施。
⑵　水分調製には水流計を設置し、水分30％を目
標に調製を実施。
⑶　通年での給与も考え、最初から200㎏バック
での調製を実施。

５�　平成29年度籾米Ｓ利用農家のコスト削減効
果（試算）
　利用農家９戸が籾米Ｓを72㌧利用した時の飼料
費は合計216万円削減となる見込み（表３）。ま
た、12か月間、配合飼料を籾米Ｓに３㎏代替する
と約１㌧利用され、１頭当たり約３万円の削減効
果となる。

６　今後の取組
　短角牛肥育牛への通年給与をするために籾米サ
イレージ用の作付面積を拡大していく計画。ま
た、現在、水田にすき込んでいる稲わらと畜産農
家から出る堆肥を交換していくことも検討中。主
食用米などから出るモミガラについても畜産農家
へ供給することで、久慈地域での更なる耕畜連携
を推進していく。

表２　籾米S給与牛の肥育成績

表３　籾米S給与によるコスト削減効果

図２　籾米Sに発生した青かび

　この共進会は、本県における家畜の改良増殖促進と
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、今年度の開催日程は次のとおりです。
　総合開会式は、９月26日（水）９時から行われ、引
き続き黒毛和種の部が開催されます。
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

出品家畜 開催月日 会　　場

黒 毛 和 種 ９月26日（水） ＪＡ全農いわて中央家畜市場

ホルスタイン種 ９月27日（木） 　同　　上

日 本 短 角 種 ９月28日（金） 　同　　上

馬 ９月14日（金） 馬っこパーク・いわて

肉 牛 10月20日（土）（株）いわちく

お知らせ 第62回岩手県畜産共進会の開催について

利用農家 A B C D E F G H I 合計

利用予定
数量（t） 27 10 7 5 5 5 4 3 1 72

コスト
低減効果
（千円）

810 300 210 150 150 150 120 90 30 2,160

※コスト削減効果（配合飼料価格50円−籾米サイレージ価格20円）×利用予定数量

性別
枝肉
重量
（㎏）

胸最長
筋面積
（㎠）

ばらの
厚さ
（㎝）

皮下
脂肪
の厚さ
（㎝）

歩留
基準値

B
M
S
№

B
C
S
№

締
ま
り

き
め

B
F
S
№

肉質
等級

平均 448 47.2 6.5 2.4 72.1 2.0 4.1 2.0 2.9 3.0

県平均 449 50.7 7.2 2.9 72.6 2.1 4.7 2.0 2.4 3.5 H24-28
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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 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5
TEL 019-683-2450 FAX 019-683-1334 http://liaj.or.jp/morioka/

畜 産 の 研 究（112）

蹄耕法を取り入れた耕起困難
草 地 に お け る 更 新 技 術

　本県の放牧地は、原発事故に伴って利用自粛が
要請されたものの、除染作業の進展により利用再
開を果たすことができました。しかしながら、除
染作業ができなかった急傾斜の放牧地は、未利用
状態が続いた結果、草地の生産性が大きく低下し
ました。

　このような放牧地は、時間の経過とともに放射性
セシウム濃度が低下して利用自粛が解除された場
合であっても、機械による更新が困難であるなど自
給飼料確保に観点から対策が求められていました。
　そこで、荒廃した人工草地の更新方法として、
山林原野を放牧地化するための不耕起造成法とし
て古くから利用されてきた「蹄耕法」※を応用す
る技術の開発に取り組みました。
※…蹄耕法：重放牧により野草などの前植生を処理した後に、
施肥および播種を行い、その後更に放牧を重ね、播種床形
成と牧草の発芽・定着を促進する不耕起造成法（下図）。

１．蹄耕法の準備と施工の流れ

　蹄耕法の実施には強い放牧圧が必要であること
から、放牧頭数に応じて施工地面積を決めます。
放牧頭数15頭に対し10ａ程度が目安です。
　更新対象の放牧地は、予め区画する必要があり
ますが、これには電気牧柵を利用すると便利で
す。
　また、蹄耕法は完全更新に比べて牧草の定着が劣
るので、通常より多めに（1.3倍）用意します。肥料は
基肥（播種時の施肥）としてN：P：K＝7：14：

7kg/10aを使用します。
　施工手順は、①前植生処理、②播種・施肥、③
鎮圧の順に行います。播種時期は通常の牧草播種
適期（岩手県では８月下旬から９月上旬）に合わ
せて実施します。このため、前植生処理や播種後
の鎮圧時期はこの播種日を基準としてその前後に
設定します（図１）。
　なお、放牧牛は前植生の処理が進むにつれて食
べ物が少なくなるなど負担がかかるので、前植生
処理が終った後、１～２日程度休ませます。

蹄耕法の概念図

２�．前植生（既存牧草）およびリターの処理に要

する日数・放牧圧の検証

　図２に蹄耕法による前植生処理状況、図３に表
土露出率の推移を示しました。10ａ当たり15頭

の放牧では、約４日間（放牧圧約600ＣＤ※）の
重放牧で地上可食部がほぼ消失し、また、表土露
出率は播種後鎮圧期間２～３日（放牧圧約300～
450ＣＤ）で変化が見られなくなりました。

※　前植生処理の日数は、実際の残存量を確認しながら適宜調整（草丈10㎝未満となり、表土の露出が見られるまで放牧）

図１　蹄耕法による草地更新法の流れ（概念図）

前植生処理期間には放牧牛の採食量が大きく減少するので鎮圧前に1-2日程度、他牧区に転牧するなど牛群を休ませる。
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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 /

を通して
経営のお手伝い。

肉用子牛生産者補給金制度
肉用牛繁殖経営支援事業
養 豚 経 営 安 定 対 策 事 業
ブロイラー価格安定対策事業

春の風物詩「１歳馬匹共進
会・せり市場」、軽米で開催

３．施工翌年の草地生産性（草地更新効果）

　図６に蹄耕法施工翌年の牧草収量を示しました。
　播種適期に施工された区では、翌年の牧草収
量は3,000kgFM/10a、牧草の被覆率は70％以
上と、生産性の高い良好な草地へと改良されま
した。
　一方、播種適期を逸した時期の施工では、適
期播種に比べて草地の生産性は劣りました。

４．留意事項

⑴　蹄耕法による草地更新技術は、放射性物質
による汚染の恐れがない、もしくは原発事故
により利用自粛を求められた草地のうち、そ
の後、牧草中放射性セシウム濃度の低下によ
り利用再開が認められた耕起困難草地を対象
とします。
⑵　蹄耕法では雑草を防除することは難し
く、また、放牧の事前に雑草防除（除草剤
散布）を行うことができないことから、雑
草が優占する草地では利用しないこと。ま
た、雑草が発生した場合は施工翌春に防除
を行うこと。
⑶　放牧期間中、採食量が極端に少なくなるこ
とから、毎日牛の観察を行うなど放牧牛の健
康状態について随時留意すること。

図２　前植生の残存量の推移

図３　被覆率および表土露出率の推移

図４　入牧直後の様子

図５　前植生処理４日目

図６　蹄耕法による施工翌年の牧草収量（2016年）

　４月14日、軽米家畜市場で、九戸畜産農業協同組
合主催の第67回１歳馬匹共進会が開催されました。
　農家が手塩にかけて育てた７頭の出場馬の中か
らみごと１等賞に輝いたのは、軽米町上舘の細谷
地安美さん出品の日本輓系種「のぶ子」（雌馬）で
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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

した。
　共進会終了後に開かれた「せり市場」には、県
内外から、日本輓系種などの１歳馬やポニーなど
計58頭が上場され、こちらも県内外から集まった
25人の購買人によるせりが行われました。
　１歳馬匹共進会で１等賞になった「のぶ子」の

落札価格は130万円、最高額は３等賞になった雄
馬「初男」の137万円でした。
　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近隣の人達も多数来場し、
威勢の良い馬のいななきに春の訪れを感じている
ようでした。

家畜の保健衛生（117）

岩手県における動物由来サルモネラ
の疫学及び薬剤感受性について

　サルモネラは、自然界に広く存在し、人や動物
も保有する細菌ですが、食中毒や感染症の原因と
もなります。家畜のサルモネラ症の症状は、乳牛
では発熱や下痢を伴う乳量の低下、子牛や豚では
発熱、下痢及び脱水症状であり、重症例では死亡
します。本症は、夏以降の暑い時期に多発傾向に
ありますが、本県では、昨年４～６月に、豚と牛
での発生が確認されており、１年を通じて注意が
必要です。
　本症の原因として、Salmonella…Typhimurium
（ST）及びその単相変異株（O4:i:- ）が、近年、
本県を含む全国で増加傾向にあり、多剤耐性の傾
向にあります。そこで、平成21年～29年に本県
の動物から分離されたST及びO4:i:-について分
子疫学的に解析し、薬剤耐性の状況と併せて調査
したところ、次のことがわかりました。
　分子疫学的に解析した結果、野鳥を含む異なる
動物種（乳牛、肉牛、豚、野鳥）由来株や、同時
期に同一地域の複数酪農場、または同時期に同一
地域であるものの異なる畜種由来株が100％の相

同性を示しました。ST、O4:i:-はともに宿主域が
広く、家畜や家禽以外の野生動物も保菌する場合
があります。今回、野生動物並びに人及び車の往
来等の地理的な要因による菌の伝播が示唆され、
日頃の飼養衛生管理基準の遵守に加え、本症発生
時には畜産関係者へ早急に注意喚起を促し、農場
間の持込み防止対策を講じることが重要と考えら
れました。
　また、薬剤感受性試験の結果、2013年以降に
分離されたO4:i:-が多剤耐性傾向にあることが判
明しました。耐性のある薬剤を使用することは、
不要な出費による経済的損失をもたらすだけでな
く、サルモネラの増殖による症状の悪化につなが
ります。サルモネラ症を疑う症状（下痢、発熱を
伴う乳量減少や子牛の死亡）を見つけたら、速や
かに検査を受け、有効な薬剤による治療を行うこ
とが重要です。
　さらに、ST1株が人医療で重要な薬剤である第
３世代セファロスポリン系抗生物質に耐性を示し
ました。第３世代セファロスポリン系やニューキノ
ロン系抗生物質は、人の医療上も重要な抗生物質
であり、第二次選択薬として他の抗菌性物質製剤
が無効となる場合にのみ使用（いわゆる「慎重使
用」）するよう、畜産関係者へ注意喚起がされてい
ます。今後も、人と家畜の健康を守るため、第一
選択薬の適切な選択と慎重使用の徹底が必要です。
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滝沢市穴口203－13
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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。

畜 産 の 研 究（113）

飼料用トウモロコシ不耕起栽培
を活用したアレチウリ防除技術
　近年、外来雑草の発生が飼料用トウモロコシ減
収の要因となっています。中でもアレチウリ
（Sicyos…angulatus…L. ）は、除草剤の使用時
期を過ぎても発生がみられ、既存の除草体系では
防除が困難な状況です。アレチウリには①「夏生
一年生」、②「最大出芽深度15cm程度」、③「結
実後３年目以降は出芽率が低下する」、などの特
性があります。そこで、土壌を攪拌しない不耕起
栽培と除草剤を組み合わせた体系を継続すること
でアレチウリの発生数を減らす防除技術を検証し
ました。
　図１の体系により不耕起栽培を続けたところ、
不耕起１年目のアレチウリ本数は10本/㎡程度で
あったのに対し、２年目は４～６本、３年目は常
時２本未満で推移しました。一方、耕起栽培は、
６月までに２本以上に増加しました（図２）。
　さらに、不耕起栽培を３年間続けた圃場を耕起

し、耕起栽培を続けた圃場と比較したところ、前
者のアレチウリ本数は１本/m2以下、後者は最大
５本程度と大きな差がありました（図２）。これ
らから、不耕起栽培がアレチウリ防除に対し有効
であることを明らかになりました。
　また、出芽したアレチウリは、播種前の非選択
性除草剤と茎葉処理除草剤で制御可能です。茎葉
処理のトプラメゾン液剤はこれまでよりも遅い飼
料用トウモロコシ７葉期まで散布できることか
ら、後発アレチウリの殺草が可能となりました。
試験でも茎葉処理後のアレチウリ本数は、耕起栽
培、不耕起栽培ともに減少しています（図２）。
　不耕起栽培の収量は一般的に耕起栽培より１割
程度減収しますが、アレチウリが飼料用トウモロ
コシに絡みつき機械収穫できない被害を回避でき
ます。試験では、収穫時にアレチウリが絡んでい
た飼料用トウモロコシ割合を比較すると、耕起栽
培が21～29％であったのに対し、不耕起栽培は
約３％（表１）と収穫時のリスク回避ができ、不
耕起栽培が有利となりました。

（平成30年３月時点のFAMIC農薬登録情報確認済み）
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１　飼料用トウモロコシの除草剤散布（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）を作り、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。
　基本的に土壌処理は播種直後に行います。あまり遅れると土中に発芽しはじめた芽がトラクター
に踏まれることで出芽や生育に問題が出る可能性があります。

２　暑熱対策
　今年の夏も暑くなることが予想されます。本格的な暑さは例年６月下旬以降ですが、暑熱対策は
暑くなってから行っても意味がありません。暑くなる前に牛舎環境の整備を図りましょう。
（１）輻射熱の遮断、遮光
　トタン屋根など断熱効果の低い牛舎では、屋根裏に断熱材の
取り付けまたは吹き付け、屋根表に白色のセラミック塗装や石
灰資材の塗布などを行い、屋根から牛舎内に伝わる高熱を遮断
します。また、寒冷紗等により、牛舎への直射日光の侵入を緩
和します。特に西日が入り込まないように設置します。
（２）換気・送風
　牛体の周辺を空気が確実に流れることは、体感温度の低下に大きな効果があります。換気扇の増
設や送風量の大きい換気扇への交換などを検討します。また換気扇の取り付け位置、ダクト送風の
ダクトと送風口の設置位置を点検し必要に応じて変更します。
　古い換気扇の羽根やフ－ドの埃を掃除した場合、風速が約2倍に向上した事例があります。ま
た、消費電力の節約にもつながりますので、暑くなる前に掃除を行いましょう。

報情 （66）産畜 術技

写真１　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

掃除前の換気扇 １台分の埃 換気扇からの距離

遮光ネットで日光の遮断
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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
4/11
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 128 924,480 464,400 688,551 292 2,355

♂♂

♂- 152 1,289,520 552,960 849,910 330 2,577

計 280 1,289,520 464,400 776,146 313 2,482

県南
4/12
㈭

磐　 井

♀ 134 976,320 521,640 706,723 292 2,424

♂♂

♂- 153 1,405,080 483,840 867,981 323 2,687

計 287 1,405,080 483,840 792,690 308 2,571

中央
4/18
㈬

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 153 902,880 386,640 673,518 292 2,303

♂♂

♂- 211 1,192,320 276,480 829,737 322 2,578

計 364 1,192,320 276,480 764,073 310 2,469

中央
4/19
㈭

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 150 972,000 289,440 711,598 292 2,437

♂♂

♂- 186 1,202,040 465,480 837,017 319 2,620

計 336 1,202,040 289,440 781,026 307 2,542

中央
4/20
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 196 1,129,680 417,960 675,452 277 2,438

♂♂

♂- 248 1,305,720 522,720 867,153 312 2,778

計 444 1,305,720 417,960 782,528 297 2,638

合　　計

♀ 761 1,129,680 289,440 689,897 288 2,394

♂♂

♂- 950 1,405,080 276,480 850,317 320 2,655

計 1,711 1,405,080 276,480 778,967 306 2,546

平成30年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

平成30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
1,039

円
767,145,600

円
738,350

褐 毛 和 種 1 335,880 335,880

日本短角種 1 330,480 330,480

交雑種・乳 8 2,755,080 344,385

（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30年４月15日
（日）から６月15日（金）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、

「農作業　こころのゆとりで　事故防止」

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、作業者以外でも農業機械のエ

春の農作業安全月間
ンジンを停止できるようにしましょう。

　・�農業機械操作中は、作業者以外、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行って、万が一に備え、
けがの防止対策を講じましょう。

（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。

　死亡事故の半数近くが乗用型トラクターによる
事故で、特に、65歳以上の方の事故発生割合が高
くなっていますので、ご注意ください。


