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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。】

岩泉ホールディングス株式会社　　　
代表取締役社長　山　下　欽　也

　岩手県に多くある乳業メーカーの中で、最も新
しく誕生したのが、2006年に操業を開始した「岩
泉乳業株式会社」でした。
　後発の乳業メーカーであることから、他社との
差別化を意識した商品作りを目指し、85℃15分
間、パスチャライズ殺菌の牛乳を主力にそえよう
とスタートしました。
　しかし、当時は豆乳や青汁などの健康飲
料がブームで、牛乳の消費量は年々減少し
ていました。また、パスチャライズ殺菌牛
乳はコスト面で高温殺菌牛乳には勝てず、
会社はスタート直後から経営不振に陥りま
した。操業から３年目には大きな累積赤字
を抱えて、会社存続の危機となりました。
その様な状況の中、社長に就任した私に
は、まさに後がない状況で、不退転の決意
で前に進んで行くしかありませんでした。
しかしながら、がむしゃらに進んでも同じ
ことを繰り返すことになります。一度立ち
止まり、じっくりと、いくつかある進むべ
き道の中から、どの道を選ぶかが重要と考
えました。そして決断したのが、アルミパ
ウチ入りヨーグルトを主力商品に育てるこ
とでした。当時は、その様な形態のヨーグ
ルトは業務用としての流通こそあれ、一般
的なスーパーの棚で販売されていること
は、全国どこにもありませんでした。
　それでもなお、この商品を主力にする決
断をしたのは、品質に絶対的な自信があっ
たからです。地元産の新鮮な生乳を原料と
して、低温長時間発酵製法で２日がかりで作りま
す。また、凝固剤や香料等、添加物は一切使用し
ません。アルミパウチの中で発酵させることで完
成度が高く、生乳の香りが残る高品質なヨーグル
トであると自負していました。しかし、前段で述
べたように経営難に陥っていた会社には、この

ヨーグルトを広く認知してもらい、販路を開拓し
ていく力は残っていませんでした。そんな時に、
もがき苦しんでいる姿を見ていた酪農家の皆さん
や町民の皆さんが自発的に営業マンとなってくだ
さいました。
　「こんなに美味しいヨーグルトが売れないのは

おかしい！」と自ら購入して、遠くに住む
親せきや知り合いに送り、出かけるときの
手土産に使ってくれたのです。
　また、町内の事業所でも、お中元やお歳
暮に積極的に使っていただきました。この
様にして、徐々に認知度も高まり、その美
味しさも口コミで広がって行きました。量
販店での取り扱いも始まり、特異なアルミ
パウチ入りのヨーグルトということもあっ
て、マスコミにも多く取り上げられ、全国
的にも知られる商品となりました。振り
返ってみると、「岩泉ヨーグルト」は地域が
一体となって、販路開拓をし、全国ブラン
ドにまで育て上げた商品だと思っています。
　2016年の台風によって、当社の工場は壊
滅的な被害を受けました。その厳しい状況
から復活できたのも、地域の大きな支援が
あったからです。これまでの支援に深い感
謝の気持ちを忘れずに恩返しをしていく、
これが今の私の会社運営への姿勢であり、
商品開発の原動力となっています。
　地域資源を活用して新商品を生み出し、
全国ブランドに育てて行くことを通して、
足腰の強い持続可能な企業経営を確立する

だけでなく、地域経済に大きく寄与できるものと
確信をしています。
　地方にある小さな会社でも全国や世界に認めら
れる商品を作り出して行くことができるという信
念を持って、実践し続けて参りたいと思っていま
す。

　　　　地域と一体となったブランド形成を目指して
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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
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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

　令和元年６月28日に一般社団法人岩手県畜産協
会の第87回定時総会が開催され、上程の第１号議
案「平成30年度計算書類及び財産目録について」
及び第２号議案「役員の選任について」は、それ
ぞれ原案どおり可決承認されました。
１　会長挨拶要旨

　平成30年度は、当初に計
画した事業に加え、法制化
された肉用牛肥育経営安定
交付金制度への円滑な移行
に係る業務や、酪農経営に
おける労働負担軽減等の対
策など、国が新たに創設し
た事業等にも取り組み、概
ね所期の目的を達成でき
た。ご支援・ご協力をいた

だいた関係機関・団体の皆様に、心から御礼を申
し上げたい。
　一方、国際的には、TPP11や日欧EPAが発効
され、この４月からは関税が一段と下がり、４月
単月の輸入量では、牛肉・豚肉ともに過去10年で
最多の水準となるなど、我が国の畜産への影響が
懸念されている。
　また、４月からは、米国との間で日米貿易協定
交渉が開始されており、今後の動向を注視して参
りたい。
　当協会としては、厳しさを増す経営環境にも耐
え得る畜産経営の確立に向けて、所管する事業の
効果的かつ着実な実施に、鋭意取り組んで参りた
い。関係各位の一層のご支援・ご協力をお願い申
し上げる。
２　平成30年度事業実績
⑴　実施事業
　ア　継続事業１（畜産経営の改善指導等）

　74,827千円
　イ　継続事業２（肉用牛肥育経営の安定）

　1,565,794千円
　ウ　継続事業３（家畜自衛防疫）� 222,813千円

計　1,863,434千円

⑵　その他事業
　ア　その他１　家畜人工授精用精液流通調整事業

　59,537千円
　イ　その他２　家畜登録事業� 40,139千円
　ウ　その他３　生乳検査事業� 108,167千円
　エ　その他４　研修事業ほか� 10,234千円

計　218,077千円
３　新役員体制
○会長
　久　保　憲　雄【重任】

（岩手県農業協同組合中央会�会長）
○副会長
　高　橋　喜和夫【重任】（学識経験者）
○常務理事
　渡　辺　　　亨【重任】（学識経験者）
○理事
　高前田　寿　幸【重任】（（一社）岩手県農業会議�会長）
　畠　山　俊　彰【重任】
（全国農業協同組合連合会岩手県本部�本部長）
　佐々木　善　昭【重任】
（全国共済農業協同組合連合会岩手県本部�本部長）
　菊　地　一　男【重任】

（岩手県農業共済組合�組合長理事）
　小　原　敏　文【新任】（（公社）岩手県農業公社�理事長）
　小　原　俊　英【重任】

（株式会社いわちく�代表取締役社長）
　本　田　敏　秋【重任】（岩手県市長会）
　中　居　健　一【重任】（岩手県町村会）
　佐々木　一　弥【重任】（（一社）岩手県獣医師会�会長）
　松　浦　利　明【新任】

（岩手県中央家畜衛生協議会�代表幹事）
　佐　藤　浩　光【新任】

（岩手県南家畜衛生協議会�代表幹事）
　山　田　一　徳【重任】

（岩手県北家畜衛生協議会�代表幹事）
　遠　藤　啓　介【重任】（岩手県養豚振興会�会長）
○監事
　菅　原　和　則【重任】
（岩手県信用農業協同組合連合会�代表理事理事長）
　佐　藤　克　則【重任】

（岩手県農業信用基金協会�専務理事）
　工　藤　定　幸【新任】
（学識経験者（岩手中央酪農業協同組合�代表理事組合長））

第 87 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）

平成31年度 農林水産部畜産課業務方針 その２

１　本年度の業務における主要課題【重点推進事項】　
　対策事業の凡例　：　◎県単新規　　○県単継続　　●国庫新規　　△国庫継続　　◇機構事業

Ⅱ　本年度の業務における主要課題

項　　目
（何を）

達成レベル・目標
（いつまでに、どういう状態にするか）

達成手段・方法
（重要なプロセス・チェック方法など）

担　当

２�　消費者に安全・安
心を提供する産地づ
くり

⑴　全畜種共通 〇ＪＧＡＰ認証取得に向けた指導農場
　　H30：16戸　⇒　H31：16戸

□畜産ＧＡＰの推進
【持続的生産強化対策事業のうち畜産ＧＡＰ拡大推進加速化事業（△）】

①　地域での指導体制を充実するため、県内での指導者養成研修会を開催
②　生産者を対象にした団体認証に係る研修会を開催
③�　ＪＧＡＰ認証取得意向農場に対して、個別巡回指導や生産現場での研修会を開
催し、ＪＧＡＰ認証取得の取組を支援

④�　ＪＧＡＰ認証取得意向農場への専門コンサルタント派遣や認証取得支援システ
ムに要する経費を支援

畜政担当

⑵　大家畜共通 ○牛飼い女子のグループ活動数
　　H30：15グループ　⇒�H31：15グループ

□肉用牛生産・酪農に携わる牛飼い女子の経営参画と就農促進
【幸せ創る女性農林漁業者育成事業（△）】

①　牛飼い女子ネットワーク会員等を対象とした、県域での牛飼い女子会を開催（２月）
②　経営力向上や高付加価値化等の取組を行うグループの活動を支援
③　消費者や就農希望女性等に向け、ＳＮＳを活用し、牛飼い女子の活動を情報発信

畜政担当

⑶　肉用牛 ○肉用繁殖牛農家の飼養規模
　　H29：11.2頭／戸�⇒�H30：12.0頭／戸
　　H30：19.9頭　⇒　H31：20.7頭
　　※H30数値は、H31年７月に確定

○県有種雄牛の凍結精液の県内シェア
　　H30：16％　⇒H31：30％

○黒毛和種基幹種雄牛の選抜頭数
　　H30：62頭�⇒�H31：64頭

○ゲノム解析による県有種雄牛造成頭数
　　H30：0頭　⇒　H31：0頭　⇒　H32：２頭

○日本短角種の生産基盤の維持
　　H29：3,176頭�⇒�H30：3,200頭
　　H30：3,200頭�⇒�H31：3,200頭
　　※H30：H31. ５月頃判明

□いわて肉用牛躍進運動の展開（いわて肉用牛躍進運動推進協議会）
【いわて肉用牛躍進運動推進協議会の構成員所管事業】

①　和牛子牛市場での生産者相談窓口の開設（５日/月×12か月＝60日開催/年）
②　後継者の飼養管理技術向上とネットワーク化を目的とした研修会の開催
③　繁殖・肥育農家が一堂に会した意見交換会の開催（生産意欲の向上、増頭誘導）
□黒毛和種優良種雄牛の造成と利用促進
【いわて和牛改良増殖対策事業（○）】、【いわて牛産地育成革新技術導入事業（◎）】

【いわて県有種雄牛利用推進事業（○）】
①　県有種雄牛の和牛雑誌への広告掲載や家畜人工授精師へのＰＲを強化
②　県有種雄牛の凍結精液の県外販売を開始
③　新規基幹種雄牛の生産者表彰（知事賞）や研修会等を活用した種雄牛ＰＲの実施
④　基幹種雄牛の選抜〔２頭（直接検定12頭、現場後代検定４セット）〕
⑤�　ゲノム解析技術により、県改良目標をさらに上回る全国トップレベルの種雄牛
の早期造成に着手〔若雌牛及び種雄牛候補牛のゲノム評価（約500頭）〕

⑥　次期全共に向け、肉牛の部の出品牛造成のための計画交配を実施
□日本短角種（いわて短角和牛）の生産推進

【日本短角種集団育種推進事業（○）】、【肉用牛経営安定対策補完事業（◇）】
○　日本短角種（いわて短角和牛）の地域内一貫生産の推進
　・優良種雄牛の造成と地域への貸付（平成29年度56頭貸付）
　・優良繁殖雌牛の導入支援
　・優良繁殖雌牛を放牧するエリート牧場の管理運営経費（肥料・土壌診断）の支援

振興担当

特命担当
（�和牛改良
推進）

振興担当

⑷　酪農 ○牛群検定牛加入率（頭数割合）
　　H30：68.7％�⇒�H31：69.0％
　　（H30.12月末）

○体細胞数50万／ml未満の割合
　　H30：95.7％�⇒�H31：現状維持
　　※H30年数値は、H30. ４～H30.12

□産乳能力の向上と高品質乳生産の推進
【いわて酪農の郷総合対策事業（○）】、【酪農経営安定対策補完事業（◇）】

①�　関係機関･団体で組織する「いわて酪農の郷サポートチーム」による乳質改善指導等
の生産性向上支援と、乳用牛群検定成績等を活用した検定組合巡回指導の実施【再掲】
　・ミルキングシステム診断指導（５～11月）　
　・ポジティブリスト制度指導（10～２月）
②　牛群検定への加入促進に向けた乳用牛改良対策事業（お試し検定）の導入（３戸）

振興担当

⑸　自給飼料の増産 ○飼料作物作付面積
　H30：46,600ha�⇒�H31：46,800ha

○飼料作物作付面積
　H30：46,600ha�⇒�H31：46,800ha

□飼料基盤造成整備、草地更新等の着実な実施
【農山漁村地域整備交付金（△）】

【中山間地域所得向上支援事業交付金（△）】
①　新規地区の掘起し
②�　飼料基盤造成整備（一戸南部地区：22.4ha、葛巻第二地区：5.5ha、奥州金ケ崎
地区：11.1ha、長嶺地区：5.0ha、八幡平地区：84.1ha（実施設計））の推進

□公共牧場の機能強化
【県単事業（◎）】

○　公共牧場の機能強化に向けた取組（牧場間で機能分担、集約放牧の導入等）の支援
　・機能強化に向けた計画に基づく取組の実践（一関地域、２牧場）

畜政担当

畜政担当

【目指す姿】
　消費者から信頼を得ながら、国内有数の畜産主産地として本県の地位が高まっている
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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

項　　目
（何を）

達成レベル・目標
（いつまでに、どういう状態にするか）

達成手段・方法
（重要なプロセス・チェック方法など）

担　当

○コントラクター等による作業受託面積（飼料収穫）
　　H30：3,689ha�⇒�H31：3,850ha

○飼料用米作付面積
　　H30：3,986ha�⇒�H31：3,986ha

○稲ＷＣＳ作付面積
　　H30：1,620ha�⇒�H31：1,645ha

○水田等における放牧面積
　　H30：566ha�⇒�H31：600ha

□コントラクター等外部支援組織の育成・強化
【畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）】

【生産力・生産体制強化対策事業のうち飼料生産利用体系高効率化対策（肉用牛・酪農基盤強化対策（公共牧場活用型））（●）】
【県単事業（◎）】

①�　県内のコントラクターやＴＭＲセンター等で構成する「いわてコントラクター
等利用推進協議会」による活動推進

　・�コントラクター等の人材確保・育成に向けた調査・研究や自動操舵システムの
活用による非熟練オペレーターの高精度・高能率作業実証

　・研修会の開催（１回）や協議会会報の発行（１回/年）
②　コントラクター等の機能強化に必要な機械・施設の整備を支援
③　コントラクター等の活用による飼料用とうもろこし等の生産拡大を支援
□水田を活用した自給飼料の増産
【畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料資源生産利用拡大対策（国産濃厚飼料生産利用推進）（△）】
①　飼料用稲（飼料用米、稲ＷＣＳ）の生産・利用の拡大を支援
　・利用を希望する実需者と耕種側のマッチング支援
②　水田を活用した自給飼料の利用拡大
　・�稲ＳＧＳ調製や稲ＷＣＳの高品質化、子実とうもろこしの作付面積拡大など、
配合飼料給与量を低減させる取組を支援

□水田等を活用した放牧の拡大
○　肉用繁殖雌牛等の放牧支援
　５地区（盛岡市、奥州市、一関市、遠野市、洋野町）の取組支援

畜政担当

畜政担当

畜政担当

⑹�　家畜伝染性疾病の
監視･危機管理体制の
充実･強化

○飼養衛生管理基準を遵守する農場
　牛　　　H30：�70％�⇒�H31：�75％
　豚　　　H30：�98％�⇒�H31：100％
　家きん　H30：100％�⇒�H31：100％

○特定家畜伝染病等の確定診断率
　　H30：100％�⇒�H31：100％

○口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの発生
　　H30：０戸�⇒�H31：０戸

○牛ヨーネ病清浄化対策農場（対象４農場）
　　H30：100％�⇒�H31：100％

○牛白血病清浄化促進農場
　　H30：139戸�⇒�H31：175戸

○豚コレラ・オーエスキー病清浄度維持率
　　H30：100％�⇒�H31：100％

○改善（目標達成）農場
　　H30：90％�⇒�H31：95％
　　（慢性疾病対策23農場）

○違反事例
　　H30：０件�⇒�H31：０件
　　（動物用医薬品適正使用指導32農場、
　　　飼料適正使用指導28件）

○産業動物獣医師及び公務員獣医師数の維持
　　産業動物獣医師　H30：174名�⇒�H31:191名
　　公務員獣医師　　H30：126名�⇒�H31:132名

□事前対応型の家畜伝染病防疫体制の整備
【家畜伝染病予防事業（△）】

①�　家畜伝染病予防法に基づく、飼養衛生管理基準（侵入防止対策）遵守の指導強
化（農場の定期巡回、情報提供・研修会等による注意喚起）

　※　農場定期巡回：牛�１回/５年、豚�１回/年、家きん�２回/年
　　　注意喚起　家きん：各家保毎月１回以上（合計39回以上、研修会等参加者�90名以上）
②　家畜飼養状況の定期的な把握（定期報告受理とデータ更新）
③�　初動防疫体制充実のため、県民くらしの安全課と協力し、防疫作業支援班員等の動
員体制、協定及び所要マニュアル等の見直し、大規模農場での発生時の課題等を検討
④�　各種疾病対策マニュアル〔口蹄疫、高（低）病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ〕
が的確に運用されるよう、国・県レベルでの防疫演習の実施

□家畜伝染病診断技術能力の向上
【家畜伝染病予防事業（△）】、【牛海綿状脳症防疫対策事業（△）】

①　家畜防疫員・臨床獣医師等を対象とした特定家畜伝染病※等の診断技術研修の開催
　※�口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ、炭疽
②�　家畜衛生講習会・研修会への派遣によるスペシャリストの育成（ウイルス１名、
総合１名、基本１名、牛疾病１名、豚疾病１名、鶏疾病１名、獣医疫学１名、海
外悪性伝染病１名、病性鑑定研修４名）

□重要家畜伝染病等の防疫対策の推進
【家畜伝染病予防事業（△）】、【牛海綿状脳症防疫対策事業（△）】

①　口蹄疫に類似する症状を呈する牛・豚疾病情報の迅速な把握
②�　豚コレラ対策のためのサーベイランス（２年間で全戸）及び異常発見時の速や
かな病性鑑定の実施

③�　高病原性鳥インフルエンザ対策のための家きん飼養者への報告徴求の継続（520
農場）と、高病原性鳥インフルエンザウイルスのモニタリング（69農場）

④�　牛ヨーネ病防疫対策として、乳・肉用牛の法定検査の実施（５年間隔）、県外導
入牛及び県外預託牛検査の継続、発生農場における計画的自主淘汰の推進

⑤�　「岩手県牛白血病防疫対策実施要領」に基づく発生農家の清浄化の推進、発生農
場・公共放牧場・集団育成施設とその利用農場におけるまん延防止対策の継続

⑥�　「岩手県豚コレラ及びアフリカ豚コレラ防疫対策マニュアル」「岩手県豚オーエスキー病防
疫対策実施要領」に基づく防疫演習、清浄性確認検査の実施（２か年間隔で県内全戸を実施）
□生産性向上対策の推進

【家畜衛生技術指導事業（△）】
①�　関係機関・団体で組織する「いわて酪農の郷サポートチーム」による乳質改善
指導等の生産性向上の支援（随時）

②�　関係機関・団体で組織する「いわて肉用牛サポートチーム」による繁殖巡回指
導等の生産性向上の支援（随時）

③�　農業共済組合及び開業獣医師との連携による対象農場の抽出と、生産性の阻害
要因の特定（病性鑑定）及び対策の実施（随時）

□畜産物安全性確保対策
【家畜衛生技術指導事業（△）】、【飼料安全対策事業（△）】
①�　畜産物中の薬剤の残留防止を図るため、ポジティブリスト制度に基づいた動物
用医薬品販売業者に対する適正流通、農場に対する適正使用の指導（通年）

②　飼料安全法に基づく飼料収去・立入検査による適正な飼料の流通を監視（４～12月）
③�　鶏卵のサルモネラ汚染防止を図るための検査、ネズミ等有害獣駆除等の衛生管理指導（通年）
□獣医師の確保対策

【獣医師確保対策事業（○）】
①　獣医系大学等に対する就職説明会の開催（４～５月：９大学、11月：２大学）
②　県機関における獣医学生の職場体験研修の受入（延べ５大学50名程度）
③　修学資金貸付事業（大学生７名：継続５・新規２、高校生１名：新規１）

衛生担当

衛生担当
※�口蹄

衛生担当

衛生担当

衛生担当

衛生担当
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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 ㈹　

背景
　石灰資材は安価で、強アルカリによる消毒効果
があり疾病予防のため広く使われている資材であ
る。本県では毎月１日を消毒の日と定め、農場の
定期的消毒を推奨しているが、フィールドにおけ
る消毒の効果の持続性や適切な散布法等に関する
報告は少ない。そこで、①フィールドにおける石
灰の消毒効果の持続性並びに、②農場が簡便に消
毒効果を判定するためのpH測定法について検証
を行った。また、③実際の農場における石灰の効
果実態を調査した。
材料と方法
　①　消毒効果の持続性検証
　平成30年10月から11月、性状が異なる２種
の石灰について、５つの状況を想定（表１）
し、散布から４週後まで週一回、pH値を測
定した。石灰の散布量は１㎡あたり１㎏と
し、試験区毎に５ヶ所で測定した。

　②　pH測定法の検証
　pH測定は、卓上pHメータ（㈱堀場製作
所）、簡易測定器（Oakton社）、pH試験紙
で行い卓上pHメータ値を基準に比較した。

　③　農場実態調査
　平成30年10月から12月まで、肉用鶏５戸、
採卵鶏１戸の計６戸の農場で、石灰散布の実
態を調査し、散布された石灰のpH値を①の
手法で測定した。

成績
①　試験中は散布日の強雨を含め、延べ７日の
降雨（☂で示す）があった。鳥インフルエン

ザウイルスに有効なpH12以上は、ドロマイ
ト土壌区で4週後まで概ね維持した。
　ドロマイト及び粒状の全舗装区並びに粒状
の土壌区では1週後から約10～11と有意に低
下した。
　ドロマイトの土壌区と粒の土壌区の間に、
３週後で有意差が認められた（※p<0.05、図１）

②　簡易測定器及び試験紙の値は、pHメータ
との強い相関が確認された。しかし、統計解
析によりメータ値を下回る傾向があった。特
に試験紙は測定値にばらつきが大きいことが
確認された。（図２）

　③　農場調査結果
　調査した６農場すべてが粉状の石灰を使用し
ており、散布間隔は２ヶ月毎が５農場と最も多
く、散布量は0.07～1kg/㎡であった。屋外で約4
週経過した農場（a,b,d ）の平均石灰pH値は、

平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県獣医師会長賞受賞（獣医部門）

石灰資材の消毒効果持続期間の検証
岩手県県南家畜保健衛生所　獣医師　鈴　木　勇　摩　

表１．試験区詳細

舗装 舗装
（水溜）

舗装
（車両） 土壌 対照

粉状ドロマイト
石灰 屋外 屋外 屋外 屋外 屋内

粒状消石灰 水捌け
良好

水捌け
不良

車両の通
行が多い

土壌
pH8.1

プラスチッ
クバット内

図１．試験区石灰pHの推移
　　　（測定値はpHメータによる５ヶ所の平均値）

図２．pHメータと簡易測定器の値の比較（上段）、
　　　pHメータとpH試験紙の値の比較（下段）
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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

岩手県養豚振興会第22回通常
総会及び養豚経営研修会開催

　岩手県養豚振興会（遠藤啓介会長）の第22回通
常総会及び令和元年度第１回養豚経営研修会が５
月22日に盛岡市つなぎで開催されました。
　総会の冒頭、遠藤会長から、「日本の養豚業界は、
豚コレラの発生で困惑している。いつ収まるのかと
いう思いでいる。JPPAの役員でも、ワクチン接種
の可否については意見が分かれている。日本の豚コ
レラは過去に全頭ワクチン接種で無くした経緯があ
るので、いずれ収まるだろうと考えているが、アフ

リカ豚コレラはそんなものでは無い。中国では、昨
年の８月までに全土に感染が拡大してしまった。中
国の豚の40％はいなくなるのではと言われている。
中国は世界の豚の飼育の50％を占めているので、世
界的には20～25％がいなくなるのではと思われる。
中国でもアフリカ豚コレラに対し、補償金の支払を

pH12以下に低下していた。屋内に散布された農
場（e,f ）では、約4週を経ても比較的高pHが
維持されており、試験の結果と一致した。（表２）

考察及びまとめ
　ドロマイト及び粒状の全舗装区と粒状の土壌区
のpH低下の要因は、散布された日の降雨の影響
と考えられた。ドロマイトの土壌区では、唯一高
pHを維持したが、これは土壌中の土壌コロイド
がアルカリ成分を吸着保持しアルカリ流出が抑え
られたものと推察した。土壌区において、ドロマ
イトが粒状より高値を示したのは、粒状は表面が
溶解した後に溶解度の低い炭酸カルシウムに変化
することで、粒内部の石灰が溶け出すことができ
ないためと考えられた。
　以上の検証結果から、屋外舗装では気象条件に
よりpHが低下しやすいため、少なくとも週１回程
度の追加散布が望ましく、土壌では、高pHが維持
される粉状石灰の使用が適していると考えられた。
　pH値の把握には、試験紙と簡易測定器は簡便で

安価かつ野外での使用が可能で、測定値も卓上
メータと強い相関があったことから現場での測定法
として十分有用と判断された。但し、測定値が低
値に出る傾向があること、試験紙では値のばらつ
きが大きいことを留意する必要がある。目視での判
定は客観性に欠けることから、測定後速やかに判
定し、毎回同一者が行う等の注意が必要である。
　農場における石灰散布頻度は入雛や廃鶏に合わ
せた作業性を考慮し、２ヶ月に１回散布している
農場が多く、単位面積あたりの散布量もバラツキ
がみられた。
　以上の成績を踏まえ、適切な石灰散布のための
リーフレットを作成し、農場で測定を行う際の留
意点を紹介した。（図３）今後、さらに雪や凍結
など様々な条件下でも検証を進め、フィールドに
還元していきたいと思う。
図３．�pH試験紙を用いた農場での石灰pH測定方法パンフレット

表２．農場石灰散布状況
◇測定値はpHメータによる5ヶ所の平均値

農場 区分 散布後
日数 散布間隔 立地 散布面 散布量

（㎏/㎡） pH値

a 肉用 31日 ２か月 屋外 舗装 0.50 9.7
b 肉用 29日 ２か月 屋外 舗装 0.07 9.2
c 肉用 １日 １週 屋外 土壌 0.70 13.3
d 肉用 27日 ２か月 屋外 舗装 1.00 11.3
e 肉用 30日 ２か月 屋内 舗装 0.13 11.9

f 採卵
１日

２か月 屋内 土壌 0.50
12.3

28日 11.8
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小ロットのオンデマンド印刷から
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し、将来の増頭計画を視野に入
れた成績改善のための投資、生
産システムの変遷等のご講演を
いただきました。
　また、㈱マイナビ農業活性事
業部東北企画営業課長の伊藤史
哉氏からは、「養豚業界におけ

る従業員確保について」と題し、人材の確保は「農
業分野」以外でも難しい。まず
は、求職者が知りたい畜産業界
の魅力や自社の魅力をＰＲし、
求職者にイメージしてもらえる
ような情報発信をすることが大
切といった趣旨のご講演をいた
だきました。

行っているが、満足に支払われていないので、死ん
だ豚を道路で販売しているし、冷凍庫に入れてたく
さん保管しているという話もある。今年の秋頃から
中国は豚を輸入し始めると予想されており、世界の
養豚相場が変動すると思われる。我々としては、自
分の農場の防疫を徹底して、絶対に病気を入れさ
せないことにするしか無い。とにかく、皆さん一
丸となって、万全な防疫体制を確保し、頑張って
参りたい。」という趣旨の挨拶が述べられました。
　総会では、平成30年度事業報告及び収支決算、
令和元年度事業計画及び収支予算等が原案どおり
承認されました。
　総会終了後に開催された養豚経営研修会では、
㈲コマクサファームの上野健太氏から、「経営継
承、コマクサファームの事業推進について」と題

岩手県チキン協同組合第47回通常総会

　岩手県チキン協同組合（小山征男理事長）の第
47回通常総会が、組合員全員の出席の下に、５月
17日に盛岡市内で開催されました。

　冒頭、小山理事長から「昨年
まで好調だったサラダチキン
が、今年は低迷している。人材
不足で雇用も厳しい状況にあ
る。一次産業の中でも、精肉は
好調であり、本県農業算出額の
中で、チキン産業は米よりも多

くトップの座にあり、本県経済に大きく貢献して
いる。しかし、全国３位の生産県でありながら、
消費面では最下位となっている。時代が平成から
令和に変わったのを機に、我々もマンネリ化せず
に、新たな発想で頑張りたいし、盛り上げていき
たい。」と挨拶がありました。
　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の徹底、農
場・食鳥処理場の衛生管理対策の強化、10月29日
の「岩手とり肉の日」の学校給食事業の実施など、
令和元年度事業計画が原案どおり承認されました。
　また、任期満了に伴う役員改選では、新たに、
㈱十文字チキンカンパニー代表取締役の十文字保
雄氏が理事長に選任されました。

岩手県馬事振興会第47回定時総会

　一般社団法人岩手県馬事振興
会（千葉伝会長）の第47回定時
総会が、５月31日滝沢市の岩手産
業文化センターで開催されました。
　冒頭、千葉伝会長から「昨年
度、岩手県の馬産振興や馬事文
化の継承について、県議会議員

の方々に応援を呼びかけたところ、５人の県議会

議員さんが本会に加入していただいた。馬産地と
して頑張ってきた岩手は、現在、農用馬飼養戸数
が45～46戸、飼養頭数も110頭程度。チャグチャ
グ馬コも150～160頭だったのが、今は90頭を切り
つつあり、将来、本県の馬だけでは足りなくなる
のではと、大変厳しい状況にある。そのような中
にあっても、平泉の東下り、チャグチャグ馬コ、
流鏑馬等々、岩手の馬事文化は継続されてきてい
る。一昨年は遠野市で、昨年は滝沢市で開催され
た馬事文化シンポジウムは、関係者だけでなく、
馬に理解のある一般の人にも参加していただき好
評だった。今後もどの様な取組が必要なのか、皆
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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

料生産の場であり、消費者からの信頼が不可欠だ
と思い、ミルクハウス、チーズハウス、パンハウ
スなど、どの施設もガラス越しに製造過程を見て
いただくことができるようになっている。また、
乳搾りやアイスクリーム作りの体験学習にも力を
入れている。こうした牧場の取組や山村の持つ
力・魅力を皆さんに伝えるため、このまつりを継
続している。また、葛巻町は昨年、トヨタグルー
プとの間で、「町づくりに関する包括連携協定」
を締結した。今後も「ミルクとワインとクリーン
エネルギーの町」として、葛巻町の情報発信に努
めていきたい。」と挨拶がありました。
　会場内には、トヨタのブースや岩手三陸復興支

くずまき高原牧場まつり

　第23回くずまき高原牧場まつ
りが６月８日・９日の両日、葛
巻町葛巻の同牧場で開催され、
多くの来場者で賑わいました。
　開会セレモニーでは、主催者
である一般社団法人葛巻町畜産
開発公社の鈴木重男理事長（葛

巻町長）から、「この牧場まつりは、23年前に、
交流館プラトー前の駐車場で始めた。牧場は、食

岩手県乳用牛群検定�
推進協議会通常総会

　岩手県乳用牛群検定推進協議
会（会長・小野寺敬作新岩手農
業協同組合代表理事組合長）の
令和元年度通常総会が、６月19
日に滝沢市内で各牛群検定組合
及び関係農協出席の下に開催さ
れました。

　冒頭、小野寺会長から、「今年から乳価が４円アッ

プとなったが、実質は3.5円～3.6円。酪農家は乳価
が上がったことで一安心だろうが、東北生乳販連
とメーカーとの交渉内容を聞くと、酪農家の規模
拡大や生産乳量の向上が、乳価引き上げの前提条
件となっている。当協議会としては、農家にフィー
ドバックされた検定結果を活用して、乳量が増え
るよう指導して参りたい。」と挨拶がありました。
　総会では、後代検定事業による調整交配の推
進、生産状況調査、優先配布の取りまとめ及び牛
群検定実施率向上に向けたお試し事業等の継続実
施など、令和元年度の事業計画が原案どおり承認
されました。

令和元年度肉豚経営安定
交付金制度に係る説明会

　令和元年度肉豚経営安定交付金制度に係る説明
会が、５月14日に滝沢市の岩手産業文化センター
で、公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協
会（会長・久保憲雄岩手県農業協同組合中央会長）
の主催により開催されました。
　冒頭、工藤専務理事から、「TPP11と日欧EPA
が発効され、牛肉・豚肉の関税が10％以上削減さ
れた。牛肉の輸入は増加傾向にあるが、価格には
特に影響が出ていないように見受けられる。一方、

豚肉の輸入には、特に目立った
変化は無い。国はTPP11に対処
するため、豚マルキンを法制化
し、補てん率を９割に引き上げ
るとともに、積立金の生産者負
担を、1/2から1/4に引き下げた。
本県にとっての養豚業は、経営

体の数は少ないものの、県農業産出額の11％を占
める重要な産業である。この制度の活用により、一
層の発展を期待したい。」と挨拶がありました。
　会議では、肉豚経営安定交付金制度の概要、事
務手続、過年度の養豚経営安定対策事業に係る養
豚資金の無事戻しについて説明が行われました。

様からのご意見等をうかがいながら、活動して参
りたい。」と挨拶がありました。

　総会では、平成30年度事業報告及び計算書類等
が原案どおり承認されました。
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本 社
ホームガスセンター
（直売部門）
宮古営業所
県南営業所

岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割136番地
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TEL 019（641）3143
TEL 0193（63）4251
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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。

【2019岩手県ブラックアンドホワイトショウ受賞牛】
◇グランドチャンピオン（５歳以上経産牛）
　セブンスヘブン�ＢＪ�ゴールドウイン

花平地区・鈴木　　稔
◇リザーブチャンピオン（４歳以上５歳未満経産牛）
　ミス�ＰＶ�レーガンクレスト�スパーク

葛巻地区・酒多　利明
○ジュニアチャンピオン
　（生後６か月以上９か月未満未経産牛）
　サンライズ�ＬＭ�ブラツク�ソロモン�ナツコノコ

　奥中山地区・西舘　友紀
○ジュニアリザーブチャンピオン
　（生後20か月以上24か月未満未経産牛）
　ミス�ＰＶ�クラツシユ�スパーク

葛巻地区・酒多　利明

2019岩手県ブラックアンド 
ホワイトショウ開催

　平成31年４月26日、ＪＡ全農いわて中央家畜市場
で、岩手県ホルスタイン改良同志会主催の2019岩手
県ブラックアンドホワイトショウが開催されました。
　開会式では、八幡勝幸会長から、「このブラッ
クアンドホワイトショウは、昭和の時代に、東北
ブラックアンドホワイトショウという名称で、小
岩井農場において開催されたのが始まりと聞いて
いる。その長い歴史を持つブラックアンドホワイ
トショウも今年は、平成最後の開催となった。こ
れからも、このショウを乳牛改良と仲間づくり、
そして、後継者づくりの場として、盛り上げて参
りたい。」とご挨拶がありました。
　審査員には、福島県ホルスタイン改良同志会顧問
で、東北地区ホルスタイン改良協議会役員の足利秀
忠氏が当たり、審査の結果、第１部から第10部まで
の計87頭の中から、次の牛が上位入賞となりました。

家畜の保健衛生（124）

外国人観光客の農場への受入・
海外渡航時の注意事項

　昨年８月に、アジアで初となるアフリカ豚コレラの
発生が中国で確認されました。その後も発生は続
き、中国の広い範囲で本病が確認されています。ま
た、我が国においては、空港の動物検疫所で中国か
らの旅客が携帯品として持ち込んだ豚肉製品（輸入
禁止品）からアフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が検
出され、その後生きたウイルスが分離されています。
　一方、口蹄疫については、我が国では平成22年
の宮崎県における事例以降確認されていません
が、中国や韓国をはじめとした近隣諸国において
は散発的に発生が続いています。

　このような中、訪日外国人旅行客数は年々増加し
ており、我が国の畜産現場へのアフリカ豚コレラ、
口蹄疫等の病原体の侵入リスクが高まっています。
　畜産関係者は、口蹄疫等が発生している国への
渡航を可能な限り自粛して頂くとともに外国人観光
客を農場に受け入れる際には、下記の事項に注意
し、アフリカ豚コレラ、口蹄疫等の発生予防に万全
を期すようお願いします。また、万が一、これらの
疾病を疑う症状を認めた際は、直ちに最寄りの家
畜保健衛生所に連絡するよう併せてお願いします。
●�畜産関係者の海外渡航の自粛及び渡航する場合

の留意事項

１　農場の従業員も含めた畜産関係者は、口蹄
疫等が発生している国への渡航を可能な限り
自粛してください。
２　やむを得ず口蹄疫等が発生している国へ渡
航する場合には、以下の点に注意して下さい。

援、地元産直品・特産品の屋台販売などの各コー
ナーが設けられたほか、大道芸や多彩なステージ
ショーも繰り広げられ、家族連れが芝生やベンチ

でくつろぎながら、くずまき高原チーズやピザ、
ソフトクリーム、海産物等を堪能していました。
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3-A-day 検索

ルーメン発酵がうまくいかなくなると、ＢＵＮが
さらに上昇する恐れもあるので、粗飼料を十分摂
取させることが重要です。

畜 産 の 研 究（120）

黒毛和種去勢牛の育成期における
高蛋白質飼料給与が発育等成績に
及ぼす影響

【背景と目的】

　黒毛和種肥育経営において、肥育期間を短縮さ
せることで収益性向上が期待できますが、慣行的な
肥育方法と同等以上の枝肉重量を確保するために
は、育成期から増体を促進させる必要があります。
　そこで、育成期での良好な発育を確保するため
の試験を実施したので紹介します。
【方法】

　黒毛和種去勢牛の育成期（３～８か月齢）に、
表１に従って、配合飼料の一部を大豆粕で代替
し、飼料中の粗蛋白質を増加させた高蛋白区と一
般的な飼養方法である対照区を設定し、体重、体
格（体高、胸囲、腹囲）、飼料摂取量、血中尿素
態窒素（ＢＵＮ）、飼料費を比較しました。
【結果】

　高蛋白質区は、飼料費がやや高い傾向にあるも
のの、８か月齢時点の日増体量や飼料要求率は有
意に優れ、１㎏増体に要する飼料費や体格に差は
ありませんでした。（表２、体格データは非記
載）。ＢＵＮは、正常範囲内でしたが、高蛋白区
で高めに推移しました。繊維質の不足等により、

⑴　渡航に当たっての注意事項
ア　農場やと畜場などの畜産関連施設に立
ち入らないこと。

イ　動物との不用意な接触は避けること。
ウ　肉製品等を日本に持ち帰らないこと。

⑵�　外国人観光客の受入又は帰国後の留意事
項
ア　帰国後一週間は、衛生管理区域に立ち
入らないこと。

　　農場主、従業員等必要のある者がやむ
を得ず立入る場合は、洗髪・入浴、更衣
等適切な処置を講じた上で立入ること。

イ　過去４か月以内に海外で使用した衣服

及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこ
と。やむを得ず持ち込む場合には、事前
に洗浄、消毒その他必要な措置を講ずる
こと。

　外国人観光客の受入時等、ご不明な点は、最寄
りの家畜保健衛生所までご相談下さい。

　 連絡先
　中央家畜保健衛生所　電話　019−688−4111

（休日・夜間：090−8926−2732）
　県南家畜保健衛生所　電話　0197−23−3531
　県北家畜保健衛生所　電話　0195−49−3006
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畜産現場の“今”を映像でお届けします

各種研修会やセミナーにも！

農場HACCP/JGAP/天皇杯受賞事例　など お問合せ：（公社）中央畜産会　TEL：03-6206-0846

がんばる 畜産！ ！

暑熱の影響緩和対策（乳用牛）
　今年の夏も暑い夏がやってきます。牛は、ルーメン（第一胃）という発酵タンクを持っているた
めに、エサを食べることにより体温が上昇します。一方、汗腺があまり発達していないので、皮膚
の表面から総熱生産量の30％前後しか放熱できません。それ以外は鼻端からの放熱に限られてい
ます。そのため、牛は呼吸数の増加、流涎、舌を長く露出するなどによって体熱を放出し、体温調
節を行っています。

１　こんな牛には注意が必要

　高泌乳牛、分娩前後、肥満、基礎疾患（乳房炎、肺炎、腸炎等）があると重篤な熱射病を起こし
やすくなります。これらのハイリスクの牛は、特に涼しい場所へ移動しましょう。また、暑熱スト
レスを受けた乾乳牛は次泌乳期の乳生産が低下するという報告がありますので、乾乳牛への暑熱対
策も必要です。

２　初期症状は朝に確認

　通常より残餌が多い、飼槽が濡れるほどのよだれを出している、口を開けて速い呼吸をしている
等の牛を見つけたら、診察を受ける、冷水を飲ませる、四肢から胸へ徐々に水をかけてやる、送風
して冷やすなどの対策をします。

３　体感温度を低下させる対策

⑴�　畜舎外から畜舎内に伝わる熱さを緩和します。屋根裏への断熱材取り付け、屋根表面の石灰塗
布やセラミック塗装、遮光ネットの設置による日光の遮断などを行います（写真１、２）。

⑵�　牛舎内に気流を作ることで、牛の体感温度を下げることができます
（風速２ｍ/秒で８℃体感温度が低下）。換気扇を設置していない場合や
台数が不足している場合は、新たな設置も検討しましょう。
　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
３）。牛体に風を当てる場合は角度を小さくし、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。

報情 （73）産畜 術技

写真１　遮光ネットで日光の遮断 写真２　牛舎屋根への石灰塗布

写真３　換気扇角度に注意
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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
6／5
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 127 977,400 486,000 714,552 289 2,473

♂♂

♂- 173 1,199,880 265,680 768,841 320 2,404

計 300 1,199,880 265,680 745,859 307 2,431

県南
6／6
㈭

磐　 井

♀ 123 1,297,080 412,560 681,849 289 2,359

♂♂

♂- 188 1,242,000 452,520 759,435 322 2,358

計 311 1,297,080 412,560 728,750 309 2,358

中央
6／12
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 180 868,320 441,720 664,890 273 2,434

♂♂

♂- 252 1,031,400 540,000 775,976 307 2,530

計 432 1,031,400 441,720 729,690 293 2,493

中央
6／13
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 160 1,004,400 511,920 671,051 287 2,341

♂♂

♂- 215 997,920 541,080 762,269 318 2,398

計 375 1,004,400 511,920 723,349 305 2,375

中央
6／14
㈮

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 148 1,156,680 255,960 663,208 281 2,357

♂♂

♂- 193 996,840 430,920 745,178 312 2,391

計 341 1,156,680 255,960 709,601 298 2,377

合　　計

♀ 738 1,297,080 255,960 677,261 283 2,392

♂♂

♂- 1,021 1,242,000 265,680 763,013 315 2,421

計 1,759 1,297,080 255,960 727,035 302 2,410

令和元年６月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和元年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 1,148頭 809,245,080円 704,917円

褐� 毛� 和� 種 − − −

日本短角種 − − −

交雑種・乳 5頭 1,840,320円 368,064円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移

�������������������������������������������������

谷地 うらん さん（17歳・盛岡農高3年）

・花巻市の非農家の娘さん
【うらんさんからの一言】牛の搾
乳作業を行いたくて盛岡農業高校

に入りました。将来は飼育員になりたいので、北海
道のＥＣＯ動物自然専門学校に進学する予定です。
【右京先生からの一言】心配性で弱気な性格なの
で、今日は、その性格を打ち破るために牛を引い
てもらいました。
※…向河原家と上野家の関係（上野勝俊さんからの聞き取り）
・…向河原の奥さんと私の妻が同級生で友達（部落はかなり離れてい
る。町中の方）

・…小さかったころ、大和君がなかなか泣き止まないので、酪農家に
嫁いだ上野家に来て、牛舎に連れて行き牛を見せたら泣き止んだ。

・…その後、大和君が母に連れられて、チョクチョク牛を見るために
遊びに来た。

・…小学生の高学年になった頃から、たまに、一人でバスに乗って遊
びに来るようになった。

・…その頃から、少しづつ手伝いもしてくれるようになり、共進会で
牛を引いたりしてくれるようにもなった。

向河原 大
やまと

和君（13歳、中学２年生）

・葛巻町葛巻の非農家の息子さん
【大和君からの一言】葛巻一の酪
農家になりたい夢は変わってい

ません。まだ先の話しですが、盛岡農業高校に
入って、もっと酪農を勉強したいです。
【上野勝俊さんの奥さんからの一言】私の友達の
子どもですが、小さいときから牛が好きで、遊び
に来ては牛舎作業を手伝ったり、共進会等では積
極的に牛を引いてくれるなどして、本当に好きな
んだと思っています。

平成31年４月26日･2019岩手県ブラックアンドホワイトショウ

芽 き ー ー吹 コ ナ

⑿


