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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　小　原　俊　英

　平素は、（株）いわちくをご愛顧いただき誠にあ
りがとうございます。
　さて、弊社にとりまして長年の念願でありまし
た「新豚処理加工施設」が、お陰様を持ちまして
無事に完成をいたしました。ご支援を賜り
ました国、県、市町村、農業団体等並びに
建設に携わっていただいた工事関係者の皆
様方を含め関わっていただいたすべての
方々に、改めて衷心より深く感謝を申し上
げる次第でございます。
　当施設は、海外輸出を前提に国際的な衛
生管理基準をクリアできる最新鋭のシステ
ムを導入し、これまでの処理能力を1,200
頭/日から1,600頭/日に約３割強増強し年
間約400,000頭を処理し、増頭計画が進む
県内養豚生産基盤に対応するものでありま
す。具体的には、現在シンガポールへの輸
出手続きを進めておるとともに、併せて国
際的食品安全レベルで最も高い基準である
FSSC22000 の取得に向け準備を進めてお
り、このことにより県産豚肉を国内外に広く発信
して参りたいと考えております。
　また、牛肉においても2009年から東北で唯一の
対米輸出認定工場として海外輸出をスタートし、
現在は香港、シンガポール、米国をはじめ12か国

に輸出するとともに、食品安全規格ISO22000を
取得し運用しております。
　このように、新工場完成により弊社より供給され
る県産食肉は、牛・豚ともにこれまで以上に国際

基準の安全レベルを保ちつつ、消費者の皆
様方に自信を持って供給できる体制が整備
されたこととなります。このことは、産地間
競争に打ち勝つための大きな強みであり、
この強みを最大限活用し、県内唯一の産地
食肉センターとして県内畜産生産者・企業
更には県民の皆様方のご期待に応えるべく
着実に前進して参りたいと考えております。
　結びに、今全世界は未曽有の新型コロナ
ウイルス感染症との戦いの真っ最中にあり
ます。国内においても感染拡大が止まら
ず、国は都市部を中心に「緊急事態宣言」
を発動し、活動自粛を余儀なくされ、いつ
終息するのか全く不透明な状況にあり、長
期化が懸念されております。こうした状況
下、地元の産業を守れるのは最後は地元の

方々だと確信しております。この機会に改めて県
産品（ MADE IN IWATE ）の更なるご利用を
お願いするとともに、特にも県産食肉についても
地産地消に徹して頂き、県内畜産生産者を「食べ
ること」でご支援して頂ければ幸いに存じます。

畜　産　春　秋
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新型コロナウイルス感染症対策へのご理解とご協力について

＜一般社団法人岩手県畜産協会からのお願い＞

　新型コロナウイルス感染症の国内における発生拡大を踏まえ、当協会では、次の３点を基本とし

て対策に取り組んでいます。

　当協会の職員がこの感染症に罹患すれば、「当協会が行う各種事業の継続に支障が生じる。そう

なれば、本県の畜産及び東北六県の酪農に、直ちに重大な影響を及ぼすおそれがある。」、これを避

けるための対策です。

　この取組の過程で、関係各位に、多少なりともご不便をおかけしたり、不快な思いを抱かれたり

することがあるかもしれません。その際には、どうか、現下の事情をご賢察の上、ご理解とご協力

をお願いします。

　なお、これらの対策については、国内における新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、必要

な変更を行って参ります。

１　職員に関する対策について

①不特定多数が過密な状態にある場所への立入を自粛すること。②人混みを避けられない場合

はマスクを着用すること。③外出先ではこまめに手洗いを行うこと。④帰宅時には直ちに手洗

いを行うこと。⑤朝夕二回、家族も含めて検温を行うこと。⑥37.5℃以上の発熱があった場

合、上司に連絡し、指示があるまで自宅等で待機すること。⑦県をまたぐ移動を自粛すること。

２　来訪者に関する対策について
　

　次に該当する方の来訪を自粛いただくこと。①過去一週間の間に、本人又は家族に37.5℃

以上の発熱があった方。②過去二週間の間に、「ラウンジ、ナイトクラブ、バー、ショーパ

ブ、キャバクラ、ライブハウス、マージャン店、カラオケボックス、ネットカフェ、フィット

ネスクラブ」に出入りされた方。③過去二週間の間に、特定警戒都道府県に滞在（居住、経由

を含む。）された方。④海外から帰国後二週間を経過していない方。

　また、上記に該当しない場合であっても、来県後二週間を経過していない方や事前連絡のな

い方の来訪は自粛いただくこと。

３　会議等に関する対策について
　

　会議等への出席又は開催の可否については、次の事項を考慮すること。

【会　場】�①出席者同士の間隔が概ね２ｍ確保できること。②不特定多数が触れる物（ドアノ

ブ等）の消毒が適切に行われていること。③出入り口等に手指用消毒薬が十分かつ

複数設置されていること。④施設側従業員において、１の「職員に関する対策につ

いて」に準じた対策が講じられていること。⑤会議出席者以外の施設利用者の中に、

特定警戒都道府県に居住・滞在（過去二週間の間）した方が居ないこと。

【出席者】�①会議開催日の前一週間の間に、本人又は家族に37.5℃以上の発熱があった方が含

まれないこと。②会議開催日の前二週間の間に、特定警戒都道府県との間を往来し

た方が居ないこと。③マスクを着用しない方が居ないこと。
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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）

令和元年度臨時総会の開催
　令和２年３月16日に、一般社団法人岩手県畜産
協会の令和元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令和２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

　昨年は平成から令和へと元号が改められた。また、
平成27年に策定された「食料・農業・農村基本計画」、

「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本
方針」（酪肉近）、「家畜改良増殖目標」など、計画期
間終了を前にしてその見直し作業が行われている。
　酪肉近については、生産基盤の縮小に歯止めが
かかりつつある畜産の現状や、「 TPP11」及び
「日EU・EPA 」に続き、令和２年１月１日に発
効した「日米貿易協定」など、畜産を取り巻く国
際環境の変化を踏まえたものとなる見込みである。
　令和２年度は、国際環境の転換点であり、こう
した新たな計画の初年度として、より的確な対応
が求められている。
　また、この節目に当たって、国は、総合的なＴ
ＰＰ等関連政策大綱を改訂するとともに、和牛・
乳用牛の増頭・増産対策（生産基盤強化）として、
増頭奨励金の新設や畜産クラスター事業における
規模拡大要件の緩和など、特に中小規模農家に手
厚い支援措置を講じたところである。
　当協会としては、こうした国・県の新たな施策
にしっかりと対応し、足腰が強く競争力の高い本
県農業・畜産の発展に寄与すべく、決意を新たに
しているところである。
　他方、震災から９年が経過した中、新しい「い
わて県民計画」においても、復興に取り組みつつ、
地域経済の活性化を図ることが掲げられている。
　県農業算出額の６割を占める畜産の発展は、即ち、
地域経済の活性化・復興の加速化に通じる。新年度
において、関係各位の更なるご尽力をお願いする。

令和２年度事業計画書（概要）

基本方針
　国内屈指の地位を誇る本県の畜産は、県農業算

出額の６割を占めるとともに、裾野の広い関連産業
を抱え、地域経済の活性化に大きく寄与している。
　一方、家畜飼養者の高齢化等により、畜産経営
戸数の減少が続いており、一層の生産基盤の強化
が喫緊の課題となっている。
　このため、本県においては、国の総合的なＴＰ
Ｐ等関連政策大綱にお基づく畜産クラスター事業
をはじめとする各種事業を積極的に活用した生産
基盤強化の取組が進められている。
　当協会は、平成27年度から令和元年度までの間
に、畜産クラスター事業のうちの機械導入事業の窓
口団体として、31の畜産クラスター協議会を対象に、
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
る中で、平成30年度におけるTPP11及び日EU・
EPＡの発効に加え、令和２年１月１日には日米
貿易協定が発効し、畜産経営への負の影響が一層
強まることが懸念されている。
　これに対して、国においては、総合的なＴＰＰ
等関連政策大綱を改訂するとともに、和牛・乳用
牛の増頭・増産対策（生産基盤強化）として、増
頭奨励金の新設や畜産クラスター事業における規
模拡大要件の緩和など、特に中小規模農家に手厚
い支援措置を講じたところである。
　こうした状況を踏まえ、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、国や県の主要施策との整合を図りつつ、
下記の重点事項を柱として、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。
重点事項
１　将来を担う経営体を対象とした経営診断・経

営技術指導の実施
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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

２　地域畜産をけん引する収益性の高い経営体の
育成推進

３　肉用牛肥育経営安定対策の的確な実施
４　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
５　登録制度を活用した家畜の遺伝的能力の向上
６　自衛防疫意識の啓発と地域ぐるみのワクチン

接種推進
７　高い精度で安定した生乳検査の実施
８　第15回全日本ホルスタイン共進会に向けた県

出品牛の選抜と出品対策の実施
Ⅰ　実施事業
⑴　継続事業１（73,599千円）

　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（442,187千円）
　肉用牛肥育経営の安定を図るため、月ごとに
肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が標準的生
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（236,877千円）

　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

（64,812千円）
　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（38,566千円）
　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（100,076千円）
　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（2,079千円）
　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。

　４月に県畜産課総括課長に着任いたしました、
米谷と申します。
　本年度の県畜産課の業務方針を御紹介します。
①　畜産の担い手の確保・育成と経営安定支援

　畜産クラスター事業による施設整備、家畜導
入事業による増頭、畜産経営安定の推進などに
取り組みます。

②　消費者に安全・安心を提供する産地づくり
　畜産ＧＡＰの推進、ゲノム解析技術を活用し
た優良種雄牛の造成、ＣＳＦ（豚熱）ウイルス

等の侵入防止対策などに取り組みます。
③　放射性物質の畜産被害への対応

　牧草の放射性物質濃度検査の実施、汚染牧草
の処理の促進などに取り組みます。

　また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響
による牛枝肉価格等の下落を踏まえ、県内の肉用
牛農家が肥育素牛を導入する経費への支援などに
取り組みます。
　これらの取組を通じて、本県畜産の更なる基盤
強化に邁進して参ります。

令和２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

１　組織の目的・役割
　経済のグローバル化が進展する中、岩手県の畜
産の持続的な発展に向け、生産性・市場性が高
く、安全・安心で高品質な畜産物を生産する産地

づくりに向けた取組を進めます。
【めざす姿】
①　生産者が、生産基盤の強化等により収益力を

高め、いきいきと生産活動を行っています。
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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 ㈹　

②　消費者の信頼を得ながら、国内有数の畜産主
産地として本県の地位が高まっています。

③　原発事故に起因する放射性物質被害や、新型
コロナウイルス感染症による影響を乗り越えた
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ます。

２�　組織の主要な価値提供先（顧客）やビジネス
パートナー

①　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
②　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、県農業公社等

・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

３�　主要な価値提供先（顧客）ごとの提供すべき価値
①　畜産業を営む生産者

　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

②　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

③　消費者
　安全・安心で高品質な畜産物の安定供給、畜
産に係る適時・適切な情報の発信
４　組織や業務を取り巻く環境とその変化
①　本県の酪農・肉用牛は、飼養頭数・産出額に

おいて、全国トップクラスの地位にあるもの
の、一戸当たりの経営規模が小さく、生産コス
トも高い状況です。

②　養豚・養鶏は、経営規模の拡大が進み、地域経
済を支える産業として重要な役割を担っています。

③　ＴＰＰ11、日ＥＵ・ＥＰＡに続き、令和２年
１月１日には日米貿易協定が発効し、畜産業界
は、国際競争力を強化するための生産基盤の強
化が求められています。

④　令和元年９月には、中部地方を中心に発生し
たＣＳＦ（豚熱）が関東地方まで拡大し、事態
の切迫度が増しています。

⑤　新型コロナウイルス感染症の影響により、肉
用牛の枝肉や子牛価格が下落しています。

Ⅱ　令和２年度の業務における主要課題

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

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

１�　畜産担い手の確
保・育成と経営安
定支援

⑴　経営安定対策 ○畜産・酪農経営安定対策への加入率
　　肉用子牛※１　 R1：  97.4％ ⇒ R2：100.0％
　　肉用肥育牛※２ R1：  81.1％ ⇒ R2：100.0％
　　豚　　　　　 R1：  53.6％ ⇒ R2：  60.0％
　　肉用鶏　　　 R1： 100.0％ ⇒ R2：100.0％
　　配合飼料　　 R1：  51.2％ ⇒ R2：  55.0％

【畜産・酪農経営安定対策の周知と活用促進】
　広域振興局担当者会議等を通じた制度の周知及び関係団体を通じた加入
者への周知・活用誘導

和牛肥育経営安定特別対策事業（○）、ブロイラー価格安定対策事業（○）
肉用子牛生産者補給金制度（△）、肉用牛肥育経営安定交付金制度（△）　
肉豚経営安定交付金制度（△）、配合飼料価格安定制度（△）　　　　　　

【畜産関連制度資金の周知と活用促進】
①　畜産関連資金の要望の取りまとめ（５月・８月・11月・２月）
②　融資に係る研修会等の開催、県ＨＰによる情報提供　等

（畜産特別資金融通事業（◇））

振興担当

畜政担当

⑵�　大家畜経営への
支援
　①　大家畜共通
　
　②　肉用牛 ○肉用牛農家1戸当たりの飼養頭数

　　H31：20.3頭 ⇒ R2：21.6頭
　　※H31数値は暫定値（ R2年７月頃に確定）

【飼養管理技術向上と経営高度化のための指導支援】
①　畜産コンサルタント団等による農家個別指導と地域研修会を開催
②　県ＨＰによる畜産関係情報の発信

（畜産振興総合対策推進指導事業（○））
【岩手県酪農・肉用牛近代化計画に基づく規模拡大・生産性向上への支援】
① 　関係機関･団体で組織する「いわて肉用牛サポートチーム」により、

分娩間隔の短縮や飼養管理指導などの生産性向上に係る繁殖巡回指導等
の取組を実施

（地域経営推進費（○））

畜政担当

振興担当

【目指す姿】
　生産者が、生産基盤の強化等により収益力を高め、いきいきと生産活動を行っている
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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　酪農 ○経産牛１頭当たりの年間生乳生産量（再掲）
　　H31：8,631kg ⇒ R7：8,750kg
　　※H31数値は暫定値（ R2年11月頃に確定）

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消
　　R1：専任ヘルパー不足人数14人 ⇒
　　R4末：不足0人
※ （ H31. ３聞取の数、R ２時点の不足人数を確

認中）

②　規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
　・牛舎：２戸７棟、２組織２棟、堆肥舎：１戸３棟、敷料保管庫：１戸１棟

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（○）
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）　

③　優良繁殖雌牛の導入支援
　・490頭（県：40頭、機構：450頭）導入見込み

　家畜導入事業資金供給事業（○）、東日本大震災農業生産対策交付金（△）
肉用牛経営安定対策補完事業（◇） 　　　　　　　　　　　　　　　
生産基盤拡大加速化事業（和牛の増頭奨励金）（◇）　　　　　　　

④　キャトルセンターの機能強化への支援
　・ キャトルセンターの利用促進による規模拡大や労力軽減を推進するた

め、「肉用牛サポートチーム」による飼養管理改善の支援を実施。
　・ 新規キャトルセンターの整備に向けた運営協議、事業導入支援（八幡

平、奥州）、既存キャトルセンターの有効活用のための運営支援（遠
野、二戸））

⑤　畜産公共事業の推進
　・ Ｒ３年度以降の新規地区掘り起しに向けた現地機関等担当者研修会の

開催
【岩手県酪農・肉用牛近代化計画に基づく規模拡大・生産性向上への支援】
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（随時）

（いわて酪農の郷総合対策事業（○））
②　規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
　・飼料基盤整備：10戸17.9ha、牛舎：５戸５棟、堆肥舎：３戸３棟　等

　農山漁村地域整備交付金（△）　　　　　　　　　
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△）　
いわて地域農業マスタープラン実践支援事業（○）

④　高能力牛・受精卵等の導入支援
　・受精卵：800個（和牛）移植見込み
　　新岩手：500個、岩手ふるさと：100個、いわて平泉：30個、岩中酪：50個、
　　花巻：30個、岩手江刺：10個、岩手花平：70個、大船渡市農協：５個

　酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（◇）　　　
畜産・酪農生産力強化対策事業（◇）　　　　　　
生産基盤拡大加速化事業（和牛の増頭奨励金）（◇）

⑤　外部支援組織の育成・強化
　・ 酪農ヘルパー要員の確保・定着化等に向けた取組（要員募集HPの開

設やインターンシップ、就業環境改善）の実施（14組合）
酪農経営支援総合対策事業（◇）　　　　　　　　
岩手県酪農ヘルパー人材確保定着化推進事業（◎）

⑥　畜産公共事業の推進
　・新規地区（田野畑地区）における事業計画策定
　・ Ｒ３年度以降の新規地区掘り起しに向けた現地機関等担当者研修会の

開催

畜政担当

振興担当

振興担当

畜政担当

振興担当

畜政担当

振興担当

振興担当

�畜政担当

⑶�　中小家畜経営へ
の支援　養豚・養
鶏

○子実とうもろこし栽培面積
　　R1：12.4ha ⇒ R2：13.0ha

【水田を活用した自給飼料の増産】
①　飼料用米の生産・利用の拡大
　・利用を希望する実需者と耕種側のマッチングの支援
②　水田を活用した子実とうもろこしの自給飼料の利用拡大
　・ 花巻地域における子実とうもろこしの栽培面積拡大に向けた、生産・

実需者会議や検討会等の開催の支援
（畜産生産力・生産体制強化対策事業（△））

【規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援（養豚）】
豚舎：１戸３棟、堆肥舎：１戸 １棟、強制発酵施設・浄化処理施設：１
戸 10基

（畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△））

畜政担当

畜政担当

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
　　R1：16戸 ⇒ R2：９戸

【畜産ＧＡＰの推進】
①　地域での指導体制を充実するための、指導者養成研修会の開催
② 　ＪＧＡＰ認証取得意向農場に対する個別巡回指導の実施、生産現場で

の研修会の開催
③ 　ＪＧＡＰ認証取得意向農場への専門コンサルタント派遣、認証取得支

援システムに要する経費の支援
④　ＪＧＡＰ認証審査に合格した生産者に対する認証取得経費の支援

（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（△））

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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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

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

⑵　大家畜共通 ○牛飼い女子のグループ活動数
　　R1：15グループ ⇒ R2：15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】
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の開催（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の支援
③　消費者や就農希望女性等に向けた、牛飼い女子の活動の情報発信（ＳＮＳ活用）

（幸せ創る女性農林漁業者育成事業（○））

畜政担当

⑶　肉用牛 ○肉用繁殖牛農家の飼養規模
　　H31：8.2頭 ⇒ R2：9.3頭
　　※H31数値は、R2年７月に確定

○県有種雄牛の凍結精液の県内シェア
　　R1：16％ ⇒ R2：30％

○黒毛和種基幹種雄牛の選抜頭数
　　R1：65頭 ⇒ R2：67頭

○ゲノム解析による県有種雄牛造成頭数
　　R1：0頭 ⇒ R2：2頭

○日本短角種の生産基盤の維持
　　H31：2,618頭 ⇒ R2：2,700頭
　　　※県飼養頭羽数調査

【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）】
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）

（いわて肉用牛躍進運動推進協議会の構成員所管事業）
【黒毛和種優良種雄牛の造成と利用促進】
①　県有種雄牛の和牛雑誌への広告掲載、家畜人工授精師へのＰＲの強化
②　県有種雄牛の凍結精液の県外販売の継続
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（直接検定牛14頭、現場後代検定３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1,000頭）〕
⑥　次期全共に向けた、種牛の部の出品牛造成のための計画交配の実施

　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（○）　　

【日本短角種（いわて短角和牛）の生産推進】
　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（令和元年度53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

　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（◇）

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）
　　H30：68.5％ ⇒ R2：69.0％
　　（R1は７月頃に公表予定）

○体細胞数50万／ml未満の割合
　　R1：94.2％ ⇒ R2：95.0％
　　※R1年数値は、H31. ４～R1.12

【産乳能力の向上と高品質乳生産の推進】
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）
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（７戸）

いわて酪農の郷総合対策事業（○）
酪農経営支援総合対策事業（◇）　

振興担当

令和元年度岩手県獣医畜産業績発表会

岩手県知事賞受賞（畜産部門）

放牧地における野イバラ除去法の検証
県南広域振興局 花巻農林振興センター　技師　畠　山　紀　智　

１　背景
　宮古地域は広大な山地を活かした放牧畜産が発展
してきました。特に放牧適性が高い日本短角種が多
く飼養されており、日本短角種の主産地として長年
多くの公共牧場が放牧及び採草に利用されています。
　宮古地域の公共牧野を対象に、平成29年度に意
向調査を行ったところ、６か所の牧野から課題と
してノイバラ対策が必要という回答がありまし
た。特に岩泉町の駒ヶ沢牧野では、ノイバラの繁

茂により放牧地の１割程度が利用できず、年々増
加しているという状況でした（写真１）。

写真１　ノイバラが繁茂した放牧地
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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/

　そこで、平成30年度から令和元年度にかけて、
駒ヶ沢牧野において、放牧地におけるノイバラの
除去方法の実証を行いました。

２　実証手法及び結果
　「フォレストクラッシャーを活用した除去（手
法Ａ、平成30年度）」と、「グラップル・無線トラ
クタを活用した除去（手法Ｂ、令和元年度）」と
いう２手法について実証を行いました。
⑴　手法Ａ

　ノイバラの一般的な対策方法として、グラッ
プルで抜根する手法が効果的ではあるものの、
施肥等牧野の機械作業に支障がないよう、放牧
地外への搬出など労力的な課題がありました。
　そこで、ノイバラを細断して除去できないか
検討を行い、手法Aとしてフォレストクラッ
シャー（写真２）を利用して実証を行いました。
　本機械は最大で直径30㎝までの木などを破砕
できるもので、実証では岩手県農業公社が耕作
放棄地対策で導入したものを利用しました。

⑵　手法Ａの結果
　本機械により、ノイバラの地上部と地下茎の
一部を破砕して（写真３）、草地から除去する
ことができました。
　実施後の状況について、翌年度に生産者に話
を聞いたところ、残った根からノイバラはある
程度再生しているが、放牧圧
の調整や刈払い等で対応でき
そうだという回答が得られま
した。一方、フォレストク
ラッシャーを利用すること
で、草地に細断されたノイバ
ラが残さとして残ってしま
い、残さが多い場所では牧草

の発芽・生育を阻害している
ケースが確認され、除去面積
が広い場合は、耕起等機械に
よる草地更新が必要です。
　また、本機械は通常のトラ
クタに装着して作業を行うた
め、農作業安全を考慮し傾斜
が緩やかな場所での作業が適
しています。

⑶　手法Ｂ
　平成30年度の実証後、除去方法の再検討を
行った結果、急傾斜地が多いため、通常のトラク
タが入れない場所があり、フォレストクラッ
シャーでは完全な対応ができないことから、急傾
斜地での草地更新の必要性が生じました。そこで
手法Bとしてグラップルによりノイバラを根ごと除
去し、急傾斜地でも作業可能な無線トラクタ（写
真４）による草地更新を実施することとしました。

　無線トラクタはコントローラーで操縦を行
い、作業機を付け替えながら、耕うん、土壌改
良資材・肥料散布、は種、鎮圧を実施しました。

⑷　手法Ｂの結果
　除去前（写真５）と比較して、除去後はノイ
バラがなくなり、ほぼ全面に牧草が定着してい
ることを確認しました（写真６、11月時点（は
種３か月後）の様子）。

写真３　破砕されたノイバラ写真２　フォレストクラッシャー

写真４　無線トラクタで土壌改良剤を散布している様子

写真５　駆除実証前の様子 写真６　駆除実証後の様子
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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

12－６－０－９

24－12－０－７

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

株式会社いわちく 
豚処理加工施設 竣工式

　株式会社いわちく（紫波町犬渕、小原俊英社長）
の新たな「豚処理加工施設」の竣工式が、令和２
年３月26日に開催されました。この施設は、シン
ガポールに豚肉を輸出する上で必要なＨＡＣＣＰ
認証（食品衛生管理に関する国際基準）に適合し
ており、今後、高品質な県産豚肉の輸出拡大への
貢献が期待されます。

　小原社長は挨拶の中で、「世
界水準の衛生管理下で処理され
た県産豚肉を消費者の皆様に提
供するとともに、輸出を通じて
畜産県岩手を積極的に発信して
いきたい。」と抱負を語ってい
ました。

　新型コロナウイルス感染症が国内で大きな問題
となっている中、出席者を最小限に絞り込んで開
催された竣工式でしたが、式終了後には、新施設
の見学が行われ、最新の機械装備が出席者の関心
を引いていました。
【施設の概要】

　鉄骨造り・一部二階建て、一日当たり処理能
力：と畜1,600頭、部分肉加工1,200頭、保管能
力：枝肉4,000頭、豚肉215トン

　実際に操縦した生産者に聞いたところ、操作
は難しくなく、慣れれば取扱いには困らないと
いうことでした。
　無線トラクタ作業時の留意点としては、ブ
ロードキャスタによる作業について、目視で散
布量を確認する必要があること、オーバーヒー
トしないようにある程度休止が必要なこと、急
傾斜地の場合、土壌流亡のおそれがあるので、
広範囲の同時耕起には注意が必要ということが
あげられます。
　本手法の課題として、無線トラクタ本体及び
作業機を合わせた価格が2,300万円と高額であ
ることがあげられますが、宮古地域は急傾斜地

が多いため、今後、広域利用を前提とした導入
が必要であると考えます。

３　今後の展望
　生産者からは、ノイバラだらけだった場所が草
地に戻ったということだけでなく、見晴らしが良
くなって牛が見つけやすくなったという意見もあ
り、草地更新による牧養力の向上とともに、放牧
看視の省力化にもつながりました。
　今後は、機械の広域利用を前提とした導入とと
もに、種子がより定着するための手法、牧野の効
率的な活用の仕方について検討が必要であると考
えます。

畜 産 の 研 究（125）

圃場管理システムのデータ活用例

　自給飼料の増産が目標として掲げられる中、県内
では飼養頭数の増加や人手不足で労働力の確保が
課題となっています。この対応策として、粗飼料生
産をコントラクターなどの外部支援組織に委託する

畜産農家が増加していますが、その外部支援組織
も近年人材確保が課題となっており、受託面積を拡
大するにはより効率的に作業することが必要です。
　そのような中、圃場管理を端末で容易に管理す
るシステムが販売され、圃場の位置や作業の進捗
状況が一目でわかるようになってきました。この
システムは作業時間なども記録され、労務管理に
使うことも可能です。
　畜産研究所では、コントラクター等が作業した
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滝沢市穴口203－13
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。

介して持ち込まれることが知られています。牛舎
に出入りする際には、踏込消毒槽等による長靴の
消毒や手洗いの徹底に努めるとともに、野生動物
の侵入防止対策を行いましょう。
　本症の発症誘因として、分娩や暑熱によるスト
レスのほか、濃厚飼料の多給による第一胃環境の
異常（ルーメンアシドーシス）などが考えられて
います。粗飼料を十分給与して第一胃環境を良好
に保つことが発生予防につながります。場合に
よっては、腸内環境を整える生菌剤を投与するこ
とで予防効果が期待されます。
　また、発生予防とまん延防止を兼ねて、定期的
に飼槽やウォーターカップなどの清掃や消毒を行
いましょう。サルモネラは、乾燥・熱に弱く、ア
ルカリ性環境（pH10以上）で死滅します。石灰
塗布は舎内を乾燥させ、牛床などをアルカリ性に
するため、牛舎消毒に効果的であり、他の病原体
対策としても有効です。
　本症による被害を少なくするためには、何と
いっても、早く発見することが大事です。日頃か
ら、牛の健康状態を観察し、元気消失、食欲不
振、発熱、下痢（悪臭のある泥状便、血便）など
の疑わしい症状がある場合は、速やかに獣医師に
相談してください。

68圃場を対象に、飼料用トウモロコシの収穫時間
を解析しました。この結果、１圃場あたりの面積
と自走式ハーベスタの稼働効率（圃場面積／ハー
ベスタの実稼働時間）は、図１に示すように、①
２haあたりまでは面積の増加とと
もに大きく上昇し、５ha以降は概
ね一定となると推測されまし
た。また、②５haの圃場は１時間
あたり1.5ha作業できるので、３
時間20分程度の収穫時間がかかる
と予測できます。さらに、③約２
haと同程度の面積であるa圃場と
b圃場で稼働効率に大きな差が存
在することから、a圃場とb圃場
の作業体系等を比較・検討するこ
とで、稼働効率を改善することが
できます。
　すでに県内各地で圃場管理シス

テムの導入・活用に向けた動きがみられます。得
られるデータを上手に活用することによって地域
課題が解決できる場面がありますので、試してみ
てはいかがでしょうか。

図１…１圃場あたりの面積と自走式ハーベスタの稼働効率
※自走式ハーベスタの稼働効率＝圃場面積／実稼働時間

家畜の保健衛生（129）

牛のサルモネラ症にご注意を！

　サルモネラは、環境中や野生動物に広く存在す
る細菌で、家畜に感染して下痢や敗血症を引き起
こすだけでなく、ヒトの食中毒の原因にもなるこ
とから、公衆衛生上も注意しなればならない病原
体です。
　牛のサルモネラ症は、乳牛では、発熱や下痢を
伴って乳量が低下し、多くは、分娩などのストレ
スが引き金になります。子牛では、脱水症状を伴
うと重症化して死亡することもまれではありませ
ん。過去には、集団飼育される子牛に多発する疾
病という位置付けでしたが、近年、搾乳牛での発
生が全国的に増加傾向となっています。
　本症は、夏場の暑い時期に多発する傾向があり
ますが、昨年度は冬場にも県内の複数の酪農場で
発生が確認されており、１年を通じて注意が必要
です。
　サルモネラは、一旦侵入し、牛群にまん延する
と、終息までに長い時間を要します。畜舎への侵
入経路としては、人が持ち込むほか、ネズミ等を
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１　飼料用とうもろこし栽培の基礎はご存じですか？

　作物の栽培にはポイントが
あります。飼料用とうもろこ
しの栽培は播種作業が重要で
す。ポイントを抑えて、収量
増を狙いましょう。
　播種準備・作業は下表のと
おりに行います。作業のポイ
ントは「鎮圧」です。鎮圧は、
出芽の揃いや除草剤の効きに
影響を与えます。播種は、霜
が降りない時期で、平均気温
が10℃になる頃にできるだけ
早く行います。

２　飼料用トウモロコシの除草剤散布について

　除草剤の効果を発揮させるためには、土壌処理剤の散布が重要です。
　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（写真）。
　基本的に土壌処理は
播種直後におこないま
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。
　除草剤散布を生育期
処理のみとするのは、
他の作業と競合してどうしても播種直後に散布できない場合か、生育期処理でしか枯れない雑草の
繁茂が考えられる場合です。天候などにより所定の時期に散布できなかったり、散布後の降雨など
で薬剤の効果が十分に得られなかったりすると雑草の繁茂が止められない状況に陥るので注意して
下さい。
　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。

報情 （78）産畜 術技

図　土壌処理剤散布時の土壌表面図

表１　とうもろこし播種作業の基本

写真　播種後ローラーによる入念な鎮圧
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⑿

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
4／8
㈬

胆　 江

気　 仙

♀ 110 1,656,600 288,200 606,820 287 2,112

♂♂

♂- 145 1,026,300 445,500 703,219 326 2,160

計 255 1,656,600 288,200 661,635 309 2,141

県南
4／9
㈭

磐　 井

♀ 134 853,600 275,000 598,737 285 2,100

♂♂

♂- 174 1,098,900 410,300 695,099 319 2,182

計 308 1,098,900 275,000 653,175 304 2,149

中央
4／15

㈬

宮 古

北 部

奥 中 山

久 慈

♀ 145 1,332,100 220,000 524,381 286 1,833

♂♂

♂- 207 984,500 381,700 614,432 313 1,965

計 352 1,332,100 220,000 577,338 302 1,914

中央
4／16

㈭

滝 沢
雫 石
八 幡 平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 186 959,200 291,500 516,231 272 1,901

♂♂

♂- 263 913,000 380,600 595,460 301 1,981

計 449 959,200 291,500 562,639 289 1,949

中央
4／17

㈮

紫　 波
盛　 岡
花　 巻
北　 上
遠　 野

♀ 132 990,000 352,000 491,508 285 1,726

♂♂

♂- 205 814,000 321,200 585,114 319 1,833

計 337 990,000 321,200 548,450 306 1,794

合　　計

♀ 707 1,656,600 220,000 543,019 282 1,925

♂♂

♂- 994 1,098,900 321,200 630,438 314 2,009

計 1,701 1,656,600 220,000 594,103 301 1,977

令和２年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

�お詫びと訂正�
　岩手の畜産第５５９号（令和２年３月１日発行）６ページ掲載の、「平成元年度畜産生産基盤
育成強化事業地域セミナー終了」については、「令和元年」の誤りでした。お詫びして訂正させ
ていただきます。なお、「もくじ」の欄も同様に訂正となります。

令和２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 1,073頭 616,088,000円 574,173円

褐 毛 和 種

日 本 短 角 種 8頭 1,835,900円 229,488円

ホルスタイン種（雌を除く）

交 雑 種・ 乳 9頭 2,423,300円 269,256円

（注）：金額、平均価格は消費税込み

春の風物詩「１歳馬匹共進
会・せり市場」、軽米で開催

　４月11日、軽米家畜市場で、九戸畜産農業協同組
合主催の第69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８頭の出場馬の中か
ら、軽米町上舘の細谷地安美さん出品のブルトン
種「春花」（雌馬）が１等賞に輝きました。
　共進会終了後に開かれた「せり市場」では、県
内外から、日本輓系種などの１歳馬やポニーなど
計42頭が上場され、こちらも県内外から集まった
28人の購買人によるせりが行われました。

　せり市場での最高値は1,221千円、最低価格は
561千円、平均価格は935千円でした。
　馬の生産者や購買者に加えて、毎年開催を楽しみ
に来場した近隣の人達の姿、そして元気な馬のいな
なきは、さながら春の風物詩といった光景でした。


