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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。】

全国農業協同組合連合会岩手県本部　　
畜産酪農部 部長　林　　伸　彦

　単なる思い込みか年を取ったためかは別とし
て、昔食べたものの味、特に素材の味を懐かしさ
とともに「美味しかった」との思いが頭をよぎる
ときがあります。時とともに品種改良等が進み美
味しくなっているはずにも関わらずなのです。ま
た、販売店等では「昔ながらの○○」と、
改良と逆行するようなポップでの販売も見
受けられます。
　一方で、日本人の発想力の豊かさから
か、器用さからなのかは分かりませんが、
巷には『もどき食品』があふれています。
例を挙げればビールみたいなもの（発泡酒）
やバターみたいなもの（マーガリン＝人造
バター）など様々ありますが、ついにはア
メリカの上流階級で流行っているらしい牛
肉みたいなものまで年内にアメリカから上
陸するとかしないとか・・・。
　元来、『もどき食品』は本物の入手が困難
であったり、高価なことから作られている
ことが多く、本物の味を知っているからこ
そ「○○みたい！」ということで、代用品
で消費者が自己満足していたのが現実です。
　ところが、近年子供の味覚障害が問題視
されてきました。「塩味」「甘味」「酸味」「苦味」
の４つの味のうち、いずれかの味覚を正しく認識
できない子どもが全体の約30％。なかでも「酸味」
については、21％の子どもが認識できなかったと
の報告がされています。このような状況が広がっ

ていくと、『本物』であろうが、『本物みたい』で
あろうが関係なく、食自体に無関心な人間が増え
てくるのではとの怖さを覚えます。今日まで日本
人は『食は文化』と言い、ユネスコからは『和食』
を無形文化遺産として登録していただいているも

関わらず、味覚に問題あるがために、極端
かもしれないが『食』≒『エサ（単なる栄
養源）』という突飛な時代が来やしないか
との不安がふと頭をよぎります。
　私たち生産者団体は、産地としての生産
基盤対策や生産物の流通は当然のことなが
ら、食育にも力を入れていく必要があると
思っています。生産流通過程についての学
習はもとより、実際に食してその本物の味を
若い柔軟性のある感性に記憶してもらうた
めにも、関係機関や関係組織と協力し、積
極的に取り組むことも重要と考えています。
その一環として酪農の出前授業（12〜13回/
年）や、いい肉の日（1129）の学校給食に
おけるいわて牛・いわて短角牛利用助成事
業などを実施しています。また、ビッグルー
フ滝沢やアピオ等で実施されるイベント出
展によるいわて純情豚の無料試食会や盛岡

駅前滝の広場で盆前に開催されたいわて牛無料試
食会等でも味の啓発を行っています。
　今後も県内で育まれた本物の味が、より多くの
人々に継承されるよう生産者と共に役職員一丸と
なって取り組んでまいります。

食 の 記 憶 と 継 承
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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31年度 農林水産部畜産課業務方針 その３

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

２　組織運営課題　

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

３�　放射性物質の畜産
被害への対応

⑴　放射性物質検査

⑵�　汚染牧草等の処分
と適正保管

○県産畜産物の安全性の確保
　　除染後等の牧草の検査：686点
　　牛肉中の放射性物質濃度の推計検査：758点
　　原乳の放射性物質検査：６施設／月

○汚染稲わら等は、焼却等の処理完了まで適正保管
　　牧草の処理必要（保管）量：1,464トン
　　稲わらの処理必要（保管）量：383トン
　　牛ふん堆肥の処理必要（保管）量：4,533トン

○�処理の長期化が見込まれる市町について、中長期保
管対策（一時保管施設の補修等）を実施

□放射性物質検査の計画的な実施
【放射性物質被害畜産総合対策事業（粗飼料・畜産物の放射性物質調査）（○）】

①�　除染後及び耕起不能（困難）箇所等の牧草検査を実施（採材から分析までの業
務を民間検査機関へ委託）

②�　原乳検査は、県産農林水産物の放射性物質濃度の検査計画に基づき計画的に実施
□汚染牧草等の処理の促進

【放射性物質被害畜産総合対策事業(利用自粛牧草等処理円滑化）（○）】
①�　各市町村とも、引き続き適正な管理が行われるよう、保管施設等の維持・管理を支援
②�　関係部局と協調しながら、処理の終了していない牧草1,464トン（平成31年３月
１日現在、以下、同じ）、稲わら383トン及び牛ふん堆肥4,533トンの焼却等を推進

畜政担当

畜政担当

⑶�　東電への損害賠償
請求

○放射性物質被害畜産総合対策事業費全額の早期受領
　　賠償請求額：9,503,962千円（第１〜10次）
　　合意済額　：9,495,822千円（見込含）
　　未払額　　： 8,140千円

○H31年度中に11次請求を予定（年１回）

□東電との損害賠償請求に係る協議の継続
【放射性物質被害畜産総合対策事業等（○）】
○　合意が困難な事業への対応
　　・�利用自粛牧草等処理円滑化事業については、H27年度実施費用のうち、一部

が未合意。
　　　�またH29年度実施費用のうち、汚染堆肥の維持管理に係る経費が未合意と

なっている。
　　・上記については、東京電力に対して早期支払いとなるよう協議を進めている。

畜政担当

４�　家畜排せつ物の良
質たい肥化と流通促
進

○家畜排せつ物法に基づく適正処理割合
　　H30：100％�⇒�H31：100％

□家畜排せつ物の適正管理とたい肥の利用促進
○　家畜排せつ物法に基づく適正管理
　地域協議会による巡回指導等（通年）、県内法施行状況調査（12月）の実施
□家畜排せつ物の適正処理に向けた施設整備の促進

【農山漁村地域整備交付金畜産環境整備事業（久慈市夏井地区）（●）】
○　老朽化施設の機能保全と長寿命化（久慈市堆肥センター）
　　実施設計、機械設備更新・補修、鉄骨補修・交換、屋根膜張替
　　　　※　平成31年度から平成34年度の計画

□バイオマスエネルギーの利活用促進に向けた支援
○　家畜排せつ物由来のバイオマス施設の運営等の情報収集
　［主なバイオマスエネルギー発電稼働施設］
　・葛巻畜産開発公社メタン発電施設
　・㈱バイオガスパワーしずくいし
　・十文字チキンカンパニーバイオマス発電所

畜政担当

畜政担当

畜政担当

【目指す姿】
　原発事故に起因する放射性物質被害を乗り越えた生産者が、経営の正常化とともに、新たに生産基盤の強化を行っている

【目指す姿】
　家畜排せつ物の適正管理等により環境に配慮した畜産経営が行われている

項　　　　　目
目　　　　標�

（いつまでに、どういう状態にするか）
具体的な取組 担　当

１－１　幹部職員のリーダーシップ　　　
　　　　（組織の役割とビジョンの共有化）

１－２　働き方改革

○�　課の業務方針を職員全員が理解し、業務目標の達成に
向けた進行管理がなされている。
○�　職員間はもとより、顧客やビジネスパートナーとの対
話等を通じ、相互理解のもとで、課題解決に向けた組織
活動が展開されている。
○　イクボス宣言どおり行動している。

○�　課内会議やスタンドミーティングによる業務報告等の
実施（１回/週）

○�　各担当における業務の進捗状況・課題・解決方策等の
検討・共有（６・９・12・２月）

○�　イクボス、イクメン、イクジョシを目指し、子供の行
事への参加の促進

所属長
担当課長
チーム長

２　組織と職員の社会的責任
　　�（法令遵守及び岩手県職員憲章等に基づ
く取組）

○�　職員がコンプライアンスを意識し、それに即した行動
が行われている。
○　常に、岩手県職員憲章を意識し、業務を推進している。

○　コンプライアンス確立の日の設定（毎月15日）
○�　総括課長・担当課長級職員が、コンプライアンスの実
践事例等を紹介し、課員全員の自覚を醸成（毎月１回）

全職員
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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）

１　目的
　（一社）岩泉農業振興公社は、粗飼料の生産供給
と飼料用とうもろこしの収穫受託により地域の粗飼
料生産を補完する組織である。近年、飼料用とう
もろこしの受託面積が拡大し、その作業の効率化
が組織運営上の課題となっていたことから、詳細
な作業データの収集が可能な圃場管理システム（Ｋ
ＳＡＳ）※を活用した作業効率の向上を目的とした。
※�　圃場管理システム（ＫＳＡＳ）とは、オペレーター
が圃場で専用端末（図１）を操作することで作業
時間をクラウド上に保存でき、従来よりも省力的に
詳細な作業データの収集が可能となるシステム。
２　活動対象
　（一社）岩泉農業振興公社（以下「公社」という。）
３　取組内容
⑴　収穫受託作業の現状分析
　下記の手順で作業データの収集と分析を行
い、収穫受託作業の改善事項を明らかにした。
①　収穫、運搬、調製作業等についてオペレー
ターが専用端末を操作し、作業時間を記録し
た。端末は３台体制で行ったが、不足する場
合は普及センターと農林振興センターで作業

時間を様式に記録した。
②　作業データの分析を行い、圃場条件に応じ
た各作業の効率（１時間当たりの作業量）を
数値化した。
③　数値化した作業効率をもとに全受託圃場の
改善事項を明らかにした。

⑵　改善提案・検証
　普及センターでは、明らかとなった改善事項
をもとに作業体系の試算を行い、公社に提案し
た。提案した改善事項のうち、直ちに実施可能
な体系について、改善効果の検証を行った。
４　成果
⑴　収穫受託作業の現状分析
　表１〜３のとおり、圃場条件に応じた各作業
の効率を数値化し、調製作業については、コン
ビラップ作業は圃場条件に左右されず一定の
19.2㎥/ｈ、バンカーサイロ踏圧作業はバン
カーサイロの大きさや踏圧機械等の様々な要因
に応じて変化するため、数値化が困難であり、
調製後の収容容積から圧縮係数を算出して確認
する必要があることが分かった。

平成30年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県畜産協会長賞受賞（畜産部門）

圃場管理システムを用いたコントラクターの作業効率改善実証
宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター　農業普及員　荒　谷　祐　介　

項　　　　　目
目　　　　標�

（いつまでに、どういう状態にするか）
具体的な取組 担　当

３�　県民（顧客）・社会環境変化の理解と対
応
　　（業務の視える化）

○�　対象となる顧客を的確に捉え、現状のニーズはもとよ
り、将来や潜在的な要求・期待を把握している。
○�　意見交換会等を通じ、顧客満足度を的確に把握してい
る。

○�　家畜市場開設時における生産者相談窓口や生産者研修
会等により、顧客ニーズを把握

○�　振興局や市町村、農業団体との協力体制を構築し、全
ての業務の満足度を把握

各チーム

４　政策・施策の策定及び展開 ○�　顧客ニーズや満足度の把握結果を踏まえた施策の立案
等が行われている。

○�　振興局等会議や関係団体との意見交換会等により、施
策に係る意見交換を実施（随時）

所属長
担当課長
チーム長

５　個人と組織的能力の向上
　　（業務分担の適正化、職員の能力開発）

○�　職員が自主性を発揮し、働き易い職場環境作りに向
け、様々な組織活動が展開されている。
○�　超過勤務の縮減や経費節減など、コスト意識を持ち業
務を推進している。

○�　担当内での業務支援体制の強化により、積極的に研修
に参加できるような雰囲気を醸成

○　職員の能力開発のための研修受講の強化
○�　放射線対応業務の一部について、民間等に外部委託す
ることなどにより、業務量を縮減

全職員

６　顧客価値創造のプロセス
　　（ビジネスパートナーとの連携強化）

○�　ビジネスパートナーとの情報共有や連携を密にし、効
果的な業務プロセスが構築されている。

○�　振興局等会議や各種協議会等を通じ、関係機関・団体
との情報共有と役割分担により、生産者の所得向上、畜
産物の生産・供給体制の構築を支援（随時）

全職員
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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

　上記の各作業効率を受託圃場ごとの条件に当
てはめ、作業を確認した結果、改善事項として
①運搬・調製機械の増台によるハーベスタ稼働
率の向上（51圃場）、②運搬車両の削減による
余分なオペレーターの解消（14圃場）の２つの
事項が明らかとなった。
⑵　改善提案・検証
①�　運搬・調製機械の増台によるハーベスタ稼
働率の向上（51圃場）
　運搬・調製量が不足し、ハーベスタ稼働率
が低下していた51圃場について、ハーベスタ
稼働率が100％となる作業体系の試算を行
い、公社へ提案した。しかし、農道の幅員が

狭く中型ダンプを活用できない、運搬車両台
数が不足する等の課題があり、作業体系の改
善には車両確保等を含め、継続的に検討する
必要があり、直ちに改善には至らなかった。
②�　運搬車両の削減による余分なオペレーター
の解消（14圃場）
　運搬車両が過剰である14圃場について、余
剰となっているオペレーター１人を解消した
作業体系の試算を行い、公社へ提案した（表
４）。台風による倒伏被害を受けた門地域（５
圃場）を除いた９圃場について、改善作業体
系を検証したところ、ハーベスタ稼働率は従
来の100％を維持したまま、余剰となっている
オペレーターを１名解消することができた。
また、延べ作業時間は5.8h短縮した（表５）。

５　今後の取組方向
　今後も引き続き受託作業に係る適正な機械配置
に向けデータを活用するとともに、不足する運搬・
調製機械の導入検討支援や公社が自ら生産管理す
る圃場の効率化に向けたデータ活用支援を行い、
コントラクターの作業効率改善に取り組んでいく。

表４　収穫調製作業体系の慣行と改善案の比較
地域

（圃場数） 収穫機械等 運搬車両 受託作業の
必要人数

慣行
小川（9） ３条刈りハーベスタコンビラップ

小型ダンプ２台
中型ダンプ１台 ５人

門（5） ３条刈りハーベスタ
バンカーサイロ 小型ダンプ２台 ４人

改善案
小川（9） ３条刈りハーベスタコンビラップ 小型ダンプ２台 ４人

門（5） ３条刈りハーベスタ
バンカーサイロ 中型ダンプ１台 ３人

表５　作業体系の改善効果
受託作業の
必要人数

ハーベスタ
稼働率

延べ作業時間
収穫 運搬 踏圧

慣行 ５人 100％ 5.8h 17.4h 5.8h
改善案の実績 ４人 100％ 5.8h 11.6h 5.8h

表１　収穫機械の作業効率
収穫機械

面積 ３条刈りハーベスタ 自走式ハーベスタ

10ａ 26.0㎥/h
50ａ 22.0㎥/h
100ａ 20.0㎥/h

100㎥/ｈ
150ａ 19.0㎥/h

※�　�H29年度は倒伏被害により、自走式ハーベスタの詳細な調査ができな
かったため、概算の数値を記入。

※�　�３条刈りハーベスタの体系ではトラクターが圃場内運搬も兼ねるため、
面積が大きくなるほど効率が低下する。

表３　運搬車両の作業効率（自走式体系）
運搬車両

移動時間 小型ダンプ 中型ダンプ

往復５分 37.5㎥/h 60㎥/h
往復10分 21.4㎥/h 34.3㎥/h
往復15分 15.8㎥/h 25.3㎥/h
往復20分 12.5㎥/h 20㎥/h

※　積込積降所要時間は小型ダンプ、中型ダンプともに４分。

表２　運搬車両の作業効率（３条刈り体系）
運搬車両

移動時間 小型ダンプ 中型ダンプ

往復５分 15㎥/h 18㎥/h
往復10分 12㎥/h 14.5㎥/h
往復15分 10㎥/h 12.5㎥/h
往復20分 8.5㎥/h 11㎥/h

※　積込積降所要時間は小型ダンプが15分、中型ダンプが21分。

日　　時：令和元年11月12日（火）午後１時から午後４時まで（参加無料）
場　　所：盛岡市つなぎ「ホテル 大観」
講　　演：①演題「みんなで守る食・農・暮らしの未来」
　　　　　　演者　東京大学大学院　教授　農学博士　鈴木 宣弘 氏
　　　　　②演題「価格や量とは別次元で未来をつくる」

～度重なる苦境をのりこえて～
　　　　　　演者　岩泉ホールディングス株式会社　代表取締役　山下 欽也 氏

主　　催：公益社団法人全国開拓振興会
　　　　　TEL 03 − 3586 − 5843　HP http://www.kaitakusya.or.jp/
後　　援：岩手県、（一社）岩手県畜産協会、
　　　　　岩手花平農業協同組合ほか
参加方法： 主催者のＨＰから申込書を入手し、岩手花平農業協同

組合に FAX（019 − 680 − 2212）
問合せ先：岩手花平農業協同組合（ TEL：019 − 680 − 2211）

お知らせ 　　「日本の“農”講演会 2019 in 岩手」の開催　　　　
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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 ㈹　

平成30年度に実施した 
経営診断の概要

《酪農部門》

１　平成30年度分析対象の内訳
　平成30年度の分析対象は、経営診断改善指導５
例及び経営管理技術指導他18例の計23例である。
⑴　目的別の内訳

⑵　振興局毎の内訳

⑶　経営の概要
　ア　全事例平均経営規模

　　ア　経産牛頭数規模別内訳
　　　　※計算の都合上、案分率計が100になりません

　　イ　労働力
　家族労働が主体であるが、50頭未満の
小・中規模階層では、ほとんどが定期的に
ヘルパーを活用している。50頭以上の規模
では、常時雇用により飼養管理・飼料生産
等の労働力を補っている。

　イ　飼養・搾乳形態

２　分析結果の概要
⑴　生産技術指標
　【生産技術項目の数値（下段は標準偏差）】

　ア　平均分娩間隔
　14.6か月（標準偏差：±1.13か月、中央値
14.4か月）で、前年平均と同じ数値となった。
　事例全体の中央値は14.4か月であることか
ら、平均値との誤差はわずかであり、半数以
上が14か月を越える事例である。
　平均分娩間隔の最長は16.8か月、最短は
13.1か月であった。

　　【分娩間隔階層毎内訳】
　　※計算の都合上、案分率計が100になりません

　イ　経産牛1頭当たり産乳量
　8,461㎏（標準偏差：±1,007㎏、中央値
8.486㎏）で、前年より約80㎏増となった。
　９千㎏以上の階層は６事例で、全体の約
26.1％となった。
　６事例は全て牛群検定加入農家である。　

　　【経産牛１頭当たり生乳生産量階層毎内訳】

　ウ　乳質
　平均乳脂率は3.89％（標準偏差：±0.18％、
中央値3.90% ）、平均無脂固形分率は8.75％
（標準偏差：±0.07％、中央値8.74% ）となっ
ており、ともに指標値を上回った。
　年間平均成績では指標値を上回っている
が、ほとんどの事例で夏場の成分低下が見ら

融資後の経営状況把握 12例（52.2％）
所得向上のための改善点検討 ８例（34.8％）
施設整備に係る経営分析 ３例（13.0％）

振興局 盛岡 県南
本局

県南
花巻

県南
一関

県南
遠野

沿岸
宮古

県北
本局

県北
二戸

例数 9 3 1 3 1 1 2 3

飼養頭数 １頭当たり飼料基盤 労働力
97.8頭（内経産牛59.4頭） 150.8a 3.0人

20頭未満 20頭以上
30頭未満

30頭以上
40頭未満

40頭以上
50頭未満

50頭以上
80頭未満 80頭以上

２例
（8.7％）

２例
（8.7％）

７例
（30.4％）

２例
（8.7％）

３例
（13.0％）

７例
（30.4％）

つなぎ
バケット搾乳

つなぎ
パイプライン搾乳

フリーストール
パーラー搾乳

１例 17例 ５例

項　　目 平成29年度 平成30年度
例　　数 26 23

平均分娩間隔 14.6か月
±0.92

14.6か月
±1.13

経産牛１頭当たり産乳量 8,381㎏
±1,084

8,461㎏
±1,007

平均乳脂率 3.89％
±0.18

3.89％
±0.18

平均無脂固形分率 8.75％
±0.10

8.75％
±0.07

経産牛更新率 25.4％
±0.07

30.4％
±0.14

平均産次数 2.4産
±0.44

2.4産
±0.45

牛群検定加入比率 92.3％ 95.7％

〜14か月未満 ９例（39.1%）
〜15か月未満 ７例（30.4%）
〜16か月未満 ４例（17.4%）
16か月以上 ３例（13.0%）

〜７千㎏未満 ２例（ 8.7%）
〜８千㎏未満 ７例（30.4%）
〜９千㎏未満 ８例（34.8%）
〜10千㎏未満 ４例（17.4%）
10千㎏以上 ２例（ 8.7%）
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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

れており、暑熱対策や飼養環境改善の継続指
導が必要と考えられる。

　エ　経産牛更新率
　経産牛更新率は平均30.4%で、前年より
5.0%上回った。（中央値27.3% ）
　ほとんどの事例の更新率は18%から35%で
あるが、中には廃用事故の発生により、80%
を越えた事例もあった。

⑵　財務管理指標
　【財務管理項目の数値（下段は標準偏差）】

　ア　収益性
　　ア�　生乳１㎏当たり販売価格（補給金込みの単価）

　前年と同額の118.0円（標準偏差±3.89
円、中央値119.4円）となった。

　　イ　生乳１㎏当たり生産原価
　自家労働費を除いて約83.7円（標準偏
差：±19.5円、中央値82.7円）で、前年よ
り3.4円上昇した。

　　ウ　乳飼比
　前年より4.5％上昇し、45.2％となった（標
準偏差±12.6%、中央値43.0% ）。

　　エ　経産牛１頭当たり平均所得額
　169千円（標準偏差：±149千円、中央値
175千円）で、前年を9千円下回った。

　　オ　所得率
　15.6％（標準偏差：±13.0％、中央値
15.4% ）で、前年を0.6%下回った。

　イ　安全性（負債比率）
　売上高に対する負債比率の平均は84.3％
（標準偏差：±96.5％、中央値59.8% ）で、
前年との比較で32.7%近く上回った。設備投
資への新規借り入れにより、負債比率が大き
くなった事例も見られた。

　　【所得額階層毎内訳】

　　【生産原価（生乳1㎏当たり（家族労働費除く））階層毎内訳】

　　【負債比率階層毎内訳】

⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの平均投下労働時間は
155.7時間（標準偏差：±73.39時間、中央値
149.1時間）で、150時間以上200時間未満の階
層が８例と最も多かった。
　　【経産牛一頭当たり労働時間階層毎内訳】

３　考察
⑴　生産技術指標
　ア　繁殖管理
　平均分娩間隔は、平成30年度調査事例で
14.6か月であり、平成30年の牛群検定成績に
おける県内平均分娩間隔14.7か月とほぼ同じ
成績となった。（乳用牛群検定全国協議会から
令和元年６月発行された「平成30年度乳用牛
群能力検定成績速報」の数値を参考とした。）
　14.0か月を越えている事例は、14事例（約
60.9％）であり、最も長い事例は16.8か月であった。
　15か月を超過している事例は、経産牛頭数
が14頭規模から50頭以上の比較的飼養頭数の
多い事例も含まれており頭数規模の偏りはな
く、夏場の猛暑の影響による不受胎や、農繁期

項　　目 平成29年度 平成30年度
例数 26 23

生乳１㎏当たり販売価格 118.0円
±3.46

118.0円
±3.89

生乳１㎏当たり生産原価
（家族労働費を除く）

80.3円
±13.3

83.7円
±19.5

乳飼比 40.7％
±8.5

45.2％
±12.6

経産牛１頭当たり所得額 178千円
±138千円

169千円
±149千円

所得率 16.2％
±12.5

15.6％
±13.0

負債比率（負債／自己資本） 51.6％
±33.7

84.3％
±96.5

１千円未満 ４（17.4%）
１千円以上100千円未満 ４（17.4%）
100千円以上150千円未満 ２（ 8.7%）
150千円以上200千円未満 ３（13.0%）
200千円以上250千円未満 ４（17.4%）

250千円以上 ６（26.1%）

60円未満 ２（ 8.7%）
60円以上70円未満 ３（13.0%）
70円以上80円未満 ２（ 8.7%）
80円以上90円未満 10（43.5%）
90円以上100円未満 ２（ 8.7%）

100円以上 ４（17.4%）

110時間未満 ６（26.1%）
110時間以上150時間未満 ６（26.1%）
150時間以上200時間未満 ９（39.1%）
200時間以上250時間未満 １（ 4.3%）
250時間以上300時間未満 ０（ 0%）

300時間以上 １（ 4.3%）

20%未満 ７（30.4%）
20%以上40%未満 ４（17.4%）
40%以上60%未満 ４（17.4%）
60%以上80%未満 ２（ 8.7%）
80%以上 ６（26.1%）
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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/

等における観察不足も要因として考えられる。
　平均産次数は前年と同様に2.4産と、昨年と
同様に若齢での更新が多いことが窺われる。
　ここ数年同様の傾向が見られ、猛暑等の影
響が受胎時期及び分娩時期の偏りを生じさ
せ、夏季に分娩が集中することによる、分娩
事故が発生する事例も見受けられた。
　生産性を向上させるため、特に暑熱対策と
発情観察を的確に行い、事故率の低下と分娩
時期の偏り回避に努める必要がある。
　飼養頭数の多い経営体については、発情検
知器などのICT機器の活用についても検討す
る必要がある。

　イ　生乳生産
　１頭当たり平均産乳量は8,461㎏で、平成
29年平均より80㎏の増となった。
　なお、牛群検定加入農家（22戸平均）と非
加入農家（１戸）の平均乳量は、加入農家が
8,499㎏、非加入農家が7,623㎏で、その差は
876㎏の開きがあった。

　ウ　乳質
　ほぼ全ての事例で、夏季に乳成分が低下す
る傾向が見られ、指標値を下回る事例も多
い。収益性を向上させるためにも暑熱対策や
給水面の改良など、環境改善への対策強化が
必要と考えられた。

⑵　財務指標
　ア　収益性
　　ア　経産牛１頭当たり平均所得額

　30年度の調査事例における、生乳販売平
均単価は118.0円、中央値は119.4円となった。
　個体販売を含めた1頭当たりの平均の年
間所得は169千円と、29年平均との比較で
は９千円低下した。
　乳飼比は平均で45.2%と、29年より4.5%
上がった。

　　イ　生乳１㎏当たり生産原価
　生乳１㎏当たりの労働費を除いた生産原価
では、80円以上〜90円未満の階層が10事例と
最も多く、次いで100円以上の４事例となった。
　配合飼料や輸入粗飼料価格は安定してい
るものの、依然高止まりとなっており、重
ねて燃料価格の上昇や、雇用を含めた労働

費の上昇等もその要因と思われる。
イ　安全性
　経営の安全性（健全性）の指標となる負債
比率は、17事例で100％未満となっている。
　100％を超える6事例のうち、１事例は施設
整備に係る新規借り入れ等の影響から、
454%と大きかった。
　それ以外の事例については、200%を越え
る事例は見られなかった。

⑶　労働生産性
　経産牛１頭当たりの投下労働時間は、110時
間に満たないものから300時間を超えるものま
で大きな開きが見られた。
　110時間未満の平均経産牛頭数は101.1頭で、
労働時間が増えるほど平均経産牛頭数は減少傾
向となっている。
４　まとめ
　平成30年の酪農経営調査事例において、プラス要
因としては初生牛や廃用牛価格は一時期に比較する
と落ち着いたものの、高めの推移となっていることか
ら、生乳販売と併せて収入の確保に繋がっている。
　しかし、マイナス要素としては、燃料や生産資
材、特に配合飼料や輸入粗飼料価格の高止まりは
依然続いており、購入飼料に依存する経営体にお
いては、生産費の圧縮が課題となっている。
　また、労働力不足による労働賃金の上昇も、生
産原価の引き上げに影響を与えている事例も見ら
れている。
　労働力の確保については、大規模な経営体では
外国人研修生を受け入れるなどで対応している場
合もあるが、ハローワークに求人を出しても希望
者がいないため、労働力が確保出来ていない事例
もあり、規模拡大への大きな課題となっている。
　今後牛舎整備等による規模拡大を計画する事例
については、生産性の向上による償還金確保の方
策と併せて、労働力確保の方法についても事前に
検討する必要がある。
　生産技術指標としては、平均分娩間隔が前年と
横ばいであったが、経産牛１頭当たりの産乳量は
80㎏の増となっており、個体当たり乳量が増加傾
向となったことが、生乳販売での収入確保に繋
がっていると思われる。乳飼比は平均で45.2%
と、29年より4.5%上がっており、１頭当たり所得



令和元年９月１日 岩　手　の　畜　産 隔月１日発行 第５５６号⑻

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

ブロイラー価格安定対策事業

肉豚経営安定交付金制度

����������������������

����������������������

日本短角種振興協議会第34回通常総会

　日本短角種振興協議会（会長・遠藤譲一久慈市
長）の第34回通常総会が、８月27日に盛岡市内
で、北海道、青森県、秋田県、岩手県の産地関係
者出席の下に開催されました。
　冒頭、遠藤譲一会長から、「日本短角種を取り
巻く環境は、平成３年の牛肉自由化を境として厳
しさを増し、飼養戸数、頭数ともに減少の一途を
たどってきた。一方で、著明な料理人等からは、
自然味あふれるヘルシーな赤身肉という高い評価
をいただいている。各地域では様々な独自の取組

額は９千円低下した。
　財務指標では、生乳１㎏当たりの販売価格が上昇
し、乳飼比が6.0%低下し、生産原価も4.3円低下した。
　今後、経営者が継続して取り組むべき事項とし
て、次の２点を理由とともに掲げ、今回の分析の
まとめとする。
⑴�　夏季暑熱対策の強化
　　理由
　ほとんどの調査事例において、夏季の乳成分

低下は顕著に見られており、長期不受胎等によ
る分娩時期の偏りや、分娩間隔長期化の原因と
なっているものと考えられる。
⑵�　牛群検定事業への参加による飼養牛の能力把
握と牛群の整備
　　理由
　牛群検定加入農家と非加入農家とでは、経産
牛１頭当たり産乳量に876㎏の大きな差が見ら
れている。

岩手県牛削蹄競技大会開催

　令和元年７月25日に、岩手県立農業大学校を会
場として、岩手県装削蹄師会（嵯峨美紀会長）主催
の第12回岩手県牛削蹄競技大会が開催されました。

　開会式の冒頭、嵯峨会長か
ら、「この大会は、認定牛削蹄
師の技術向上を図る大会です。
基本に沿った正確な技術が身に
ついているか、基本から外れて
自己流
になっ

ていないかという自分の
技術を確認する場です。
上位入賞者は、８月下旬
に開催される東北大会に

進み、東北大会で上位６名に入れば、全国牛削蹄
競技大会への出場権を獲得します。全国大会出場
を目指して、基本に忠実な技術研鑽の場となるこ
とを期待します。」とご挨拶がありました。
　牛指導級の資格を持った３名の役員が審査に当
たり、その結果、上位入賞となった次の方々が東
北大会に出場となりました。
【岩手県牛削蹄競技大会入賞者】
　◇優　勝：髙　橋　勝　哉（八幡平市）
　◇準優勝：灰玉平　　　均（洋 野 町）
　○優良賞：嵯　峨　裕　紀（盛 岡 市）

を行っているが、産地によっては、必ずしも現状
を好転させるには至っていない。当協議会として
は、産地関係者の情報共有を一層進めるととも
に、課題解決に向けた施策提案についても検討し
て参りたい。」と挨拶がありました。
　総会では、平成30年度の事業報告及び収支決算
報告が承認された後、令和元年度の事業計画及び
収支予算等が原案どおり決定されました。
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○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

畜 産 の 研 究（121）

ドローンを活用したリモートセンシング
による大規模草地および粗飼料圃場
の効率的植生診断技術の確立

１　背景と目的

　大規模な草地や飼料畑においては、裸地や雑草
の偏在状況等の精密な把握に多くの労力を要する
ことから、その植生に応じた追播や更新などが計
画的に実施できていない状況にあります。そこで、
植生改善を要する地点（裸地等）を効率よく把握
する技術の確立を目的に、無人航空機（ドローン）
搭載の植生指数カメラによる空撮画像を用いて牧
草の被覆率を推定する方法を検討しています。今
回は、平成30年度に実施した更新利用初年度目の
草地の草被覆率推定調査の結果を紹介します。
２　方法

⑴　牧草被覆率等調査

　草地更新翌年度の研究所圃場の中で、裸地か
ら牧草被覆程度が連続的に変化している場所に
10m×10mの調査区を設置し、調査区内を更
に１m×１mに区切り、コドラート法により
100地点の牧草被覆率（基底被度）を４月20
日及び５月31日（１番草刈取後被度）に調査
しました。被覆率調査時に30点ほどの草丈調
査も行いました。
⑵　ドローンによる空撮と画像処理
　空撮は、植生指数カメラ（Yubaflex）を搭載
したドローンを用いて、高度25m、50m上空か
ら４月20日、５月６日及び５月31日（刈取前）
に撮影し、NDVI【正規化植生指数＝（近赤外領域
の反射率―赤色領域の反射率）÷（近赤外領域の
反射率＋赤色領域の反射率）×255】を撮影日毎、
撮影高度毎に、牧草被覆率調査の１m区画桝と
一致させて算出しました。
⑶　推定式の算出
　推定式は、撮影日、撮影高度、被覆率調査日
について、1m×1m桝のNDVI値（x）と牧草被

家 畜 の 保 健 衛 生（125）

鳥インフルエンザに備えて 
～渡り鳥シーズンが来る前に～
　昨シーズン、国内では、家きん（鶏、あひる、
うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥）
での鳥インフルエンザの発生はなく、野鳥からも
高病原性鳥インフルエンザウイルスの確認はあり
ませんでした。しかしながら、中国や東南アジア
諸国では、同病の発生が続いており、決して油断
はできない状況にあります。
　そこで、渡り鳥のシーズンが始まる前の「今」、家
きんへの鳥インフルエンザウイルス感染を防ぐため、
飼養衛生管理基準の再確認を行うことが重要です。
　確認するポイントは次のとおりです。
１　適切な衛生管理区域の設定
　家きん舎、飼料貯蔵庫、資材置き場及び鶏糞
置き場（堆肥舎含む）などのすべてを対象とし
て衛生管理区域として設定する。

２　衛生管理区域内で使用する衣類や長靴の設置と利用
　衛生管理区域内外で使用する衣類及び長靴の

置き場を分離して設定する（交差汚染の防止）。
３　家きん舎等と資材の清掃及び消毒
　定期的に、家きん舎ごとに設置している消毒
槽の清掃及び消毒液の交換も行う。
４　他の畜産関連施設等に立ち入った者への対応
　立ち入った場所と着用衣類の洗濯、経過日数
（７日間程度）を確認して農場の専用衣類に着
替える。
５　野生動物を介した病原体の侵入防止
　農場周辺の除草による野生動物の隠れ場所の
除去、衛生管理区域を囲む防護柵等の設置に努
める。
６　家きんの健康観察による早期発見・早期通報
　毎日、既存の飼養家きんの健康観察とともに、
導入した家きんの隔離及び健康観察も行い、異常
を発見した場合は、家畜保健衛生所へ通報する。
７　飼養管理記録と保存
　飼養している家きんの羽数、飼料摂取量、産
卵数、出荷数、死亡等を記録し、保管すること
で「病気の見える化」を行う。
８　家きん舎等の確認
　施設の破損場所を確認し、早めの修繕に努める。
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覆率(y)とからy=ax＋bの直線回帰を求め、決
定係数が最も高い回帰式としました。
⑷…　空撮画像に対する牧草被覆率の階層別マッピング
　空撮画像全体について…⑶…の推定式を用い、
概ね10m×10m区画の平均NDVIからその区画
の牧草被覆率を推定し、被覆率50%未満、50
～70%未満、70%以上の３段階の色分けマッ
ピングを試みました。なお、画像の区画ごとの
NDVI算出や階層別マッピング等は、フリーの
画像処理ソフトGIMPを利用しました。

３　結果の概要

⑴　牧草被覆率
　４月20日の１m区画100地点の牧草被覆率は
59.4±26.2%、５月31日は67.8±9.6%であ
り、４月20日の草丈は6.9㎝、５月31日は
57.9㎝でした。
⑵　NDVI
　調査日、撮影高度別のNDVIは、測定値幅が
91.3～137.7、各測定区分の平均値は112～
126にありました（表１）。

⑶　牧草被覆率とNDVIの回帰式
　撮影高度25m及び50mにおいて、４月20日

の被覆率については、５月６日のNDVIとで決
定係数が0.76、0.75と最も高いことから、圃
場の被覆率を推定する式として高度50mでの
回帰式を用いることとしました（表２）。圃場
の被覆率を診断するための撮影時期は、草丈が
適度に伸長している（伸長しすぎていない）４
月下旬から５月上旬ころが望ましいのではない
かと推察されました。

⑷　被覆率の階層別マッピング
　５月６日の高度50mの空撮画像（図１）に、
４月20日被覆率と５月６日高度50ｍ画像
NDVIから得られた回帰式を用いて、圃場全体
を10m×10m区画に分割し「要更新（被覆率
50％未満）」（白）、「更新検討（被覆率70％未
満50％以上）」（灰色）及び「更新不要（被覆
率70％以上）」（黒）の色分けしたマッピング
画像を試作しました（図２）。
⑸　今後の予定等
　平成31年度には、経年草地におけるNDVIと
草地被覆率の関係を調査し、草地診断のための
適切な撮影時期・撮影方法や診断のための関係
式について検討することとしています。

図１　萌芽期（5/6・高度50m ）のNDVI画像

注①…草の被覆率が高いほど白色に裸地率が高いほど黒色に見える。
注②10×10mの調査区域は４つの白点で囲まれた部分。

図２　マッピング画像【被度：白＞灰＞黒】

表１　調査日、撮影高度別のＮＤＶＩ

高度 調査日 平均値 最大値 最小値

25m
４月20日 126.8±5.0 136.4 117.6
５月６日 122.0±11.9 137.7 97.7
５月31日 123.2±5.4 132.3 110.2

50m
４月20日 119.4±3.5 127.5 113.5
５月６日 112.6±11.2 128.8 91.3
５月31日 126.0±5.0 134.1 114.2

表２　各調査時期の被覆率とＮＤＶＩの回帰式及び決定係数（ｘ＝ＮＤＶＩ）

被覆率調査日
高度/撮影日

４月20日 ５月31日
回帰式 決定係数 回帰式 決定係数

25m
４月20日 0.1394x+118.55 0.5325 0.2554x+109.52 0.2425
５月６日 0.3954x+98.47 0.7609 0.7207x+73.117 0.3430
５月31日 0.1442x+114.60 0.4872 0.2897x+103.53 0.2667

50m
４月20日 0.0988x+113.51 0.5443 0.1740x+107.64 0.2244
５月６日 0.3729x+90.44 0.7543 0.6884x+65.935 0.3487
５月31日 0.1331x+118.14 0.4852 0.2621x+108.28 0.2554
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１　飼料用トウモロコシの収穫が始まります。
⑴　収穫適期について
　 　収穫は、飼料用トウモロコシ全体の乾物率が28％以上になった時に行います。この時期は、排汁が

ほぼなくなるので、収穫時の栄養分ロスを低減できます。
⑵　サイレ－ジ調製作業
　ア　理想的な作業は下記のとおりです。
　　ア　降雨直後には刈らないようにします（露付きは最悪です）。
　　イ　一般的に切断長は約10㎜程度に調整します。
　　ウ 　サイロは１日１本が原則。２日にまたがるときは、品質劣化を防ぐために、原材料を堆積する繋

ぎ目にプロピオン酸やギ酸を添加します。
　イ　収穫・調製作業の細かい要点は以下のとおりです。
　　ア　ハ－ベスタの刃は予めよく研磨し、切断面を鋭利にしましょう（図１）。
　　　 　作業中にも収穫物の切断状況を確認し、こまめにハーベスタの刃を研

磨しましょう。ボソボソの状態は採食量低下や排汁による栄養分ロスを
招きます。

　　イ 　サイロ内の空気を排除し詰めこみ密度を高めるため十分に踏圧します。バンカーサイロやスタック
サイロにサイレージ原料を詰め込む時のポイントは、図３のように緩やかで長いスロープをつくり、
材料を薄く広げて踏圧することです。この場合、材料拡散厚はできれば20㎝を目安とし、最大でも30
㎝以内で十分に踏圧することが重要です。次に搬入するダンプを待機させても踏圧を優先するように
しましょう。このことは作業に関わるメンバー全員が共通意識として持っていることが求められます。

　　ウ　サイロへ土壌の混入を防ぎます。
　　　 　バンカーサイロではエプロン部分を整備する

ことや、バンカーの奥まで運搬車を入れないこ
とが土壌の混入防止になります。

　　エ 　詰め込み終了後、速やかにサイロを密封して
嫌気状態を作り、乳酸発酵を促します。

⑶　台風対策
　ア 　飼料作物を作付している圃場で、滞水している場合は速やかに排水するよう努めます。飼料作物の

収穫時には、飛来物が混入しないように注意します。
　イ 　強風により、とうもろこしの折損や倒伏が懸念されますが、子実の登熟初期までに倒伏した個体

は、折損していなければ立ち直る場合があるので、そのまま　の状態にしておきます（手で直すと
茎・根などが折れることが多く、この場合の被害は逆に多くなります）。

　ウ 　倒伏したとうもろこしの収穫は、ハーベスタの収穫方向をよく考え、作業機の運行速度を控えめ
にし、高刈りとするなど収穫時の土壌などの混入を避けます。また、切断長が粗くなりやすいことか
ら、詰込み密度を確保するために、十分な踏圧と早期密封に努め、発酵品質の低下を防ぎます。

２　牧草の刈り取り危険帯に注意しましょう。
　オ－チャ－ドグラス等の寒地型イネ科牧草は、短日で
日平均気温が5℃以下になる約30日間前から刈り取り危険
帯が開始になります（表１）。この時期の刈り取りや施肥
は控えましょう。刈り取り危険帯の時期は、牧草が越冬
と翌春の萌芽・再生に備えて根への養分の貯蔵を始めま
す。この時期の刈り取りや窒素施肥（堆肥の多量施用も
含む）は、牧草の再生を促し、根に養分が十分に蓄積し
ないため、越冬株数や翌年の収量が減少します。

報情 （74）産畜 術技

図１　切断の状況

図２　踏圧のポイント

表１�　地域別刈り取り危険帯の時期の目安と平均気温
が５℃以下となる日（平年値）

アメダス
地点

刈り取り危険帯
開始時期の目安

参考
平均気温が５℃以

下となる日
奥 中 山 10月上旬～中旬 11月10日
盛 岡 10月中旬～下旬 11月19日
久 慈 10月中旬～下旬 11月23日
江 刺 10月中旬～下旬 11月21日
一 関 10月下旬～11月上旬 11月26日

*アメダスより

ギザギザ

材料拡散厚
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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！ ！
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１月 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

万円
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７５
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８５

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年
30年

31年

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
8／7
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 101 955,800 446,040 697,049 287 2,428

♂♂ 1,198,800 434,160 796,727 315 2,530

♂- 114 1,198,800 434,160 796,727 315 2,530
計 215 1,198,800 434,160 749,902 302 2,484

県南
8／8
㈭

磐　 井

♀ 107 963,360 504,360 704,200 287 2,450

♂♂
♂- 117 1,179,360 314,280 799,366 317 2,525
計 224 1,179,360 314,280 753,908 303 2,491

中央
8／21
㈬

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 126 895,320 361,800 694,286 274 2,531

♂♂
♂- 216 1,005,480 432,000 759,685 302 2,512
計 342 1,005,480 361,800 735,591 292 2,519

中央
8／22
㈭

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 121 891,000 442,800 684,765 286 2,396

♂♂
♂- 169 1,054,080 542,160 783,741 318 2,462
計 290 1,054,080 442,800 742,444 305 2,436

中央
8／23
㈮

宮 古

北 部

奥中山

久 慈

♀ 114 1,447,200 504,360 703,298 284 2,477

♂♂
♂- 175 1,122,120 405,000 780,673 313 2,494
計 289 1,447,200 405,000 750,152 302 2,488

合　　計

♀ 569 1,447,200 361,800 696,422 283 2,458

♂♂
♂- 791 1,198,800 314,280 780,676 312 2,502
計 1,360 1,447,200 314,280 745,426 300 2,485

令和元年８月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

令和元年８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 945頭 684,713,520円 724,565円

褐� 毛� 和� 種 － － －

日本短角種 － － －

交雑種・乳 5頭 2,068,200円 413,640円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

子 牛 価 格 の 推 移
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⑿

更から連れて来ます。来ればすぐに牛舎に行って
牛を見ています。牛が好きだと言ってくれるの
が、嬉しいです。

山崎 青
あおば

葉 さん（7歳・小学2年生）

・山﨑克法（岩手町）さんのお孫さん
【青葉さんからの一言】牛は大好
きです。共進会では、強く引っ張

らないといけないのでチョット苦手です。
【山崎克法さんからの一言】姉妹揃って、牛が好
きだと言ってくれています。

澤瀬 壮
そうすけ

良 君（7歳、小学2年生）

・武村東（滝沢市㈱エニー.TF代
表取締役）さんのお孫さん
【壮良君からの一言】牛は大好きで

すが、引くのは初めてだったので、少し恐かったです。
【武村東さんからの一言】休みの日に、長女が大

令和元年8月24日･第48回岩中酪ホルスタインショウ

芽 き ー ー吹 コ ナ


