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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。】

岩手県農業研究センター畜産研究所　
所長　菊　池　伸　也

   逆境の先には明るい 「夢」 がある！

　あれほど寒さが厳しく雪の多かったこの冬も終わ
り、県内もすっかり春の装いとなり、桜の季節を迎
えました。ここ、畜産研究所のある滝沢市砂込から
は、雪が解け山頂に大きな羽を広げたワシ形がくっ
きりと浮かび上がった岩手山、別名「岩鷲山」の見
事な景色を仰ぎ見ることができます。
　雪に覆われていた草地にも緑が甦り、間も
なくあちらこちらの牧野から開牧の便りが届
いてきます。
　２年目を迎えた新型コロナウイルス感染症
は、全国的には第４波と報道されるなど、依
然として衰えを知らない状況となっています。
　また、関西圏を中心に多発している変異型
のウイルスが、本県でも確認されるなど、引き
続き一人ひとりが最大限の注意を払いながら
感染しないよう慎重な行動が求められています。
　畜産情勢については、新型コロナウイルス
の感染拡大によりインバウンドを含む業務用
需要が減少し、昨年度前半は牛肉の枝肉価格
や子牛価格が大幅に落ち込んだものの、国の
経営安定対策など各種対策により現在は回復
しておりますが、飼料価格の高騰や今後の感
染状況等によっては再度の牛肉価格低下等が
懸念されるなど、不安定要因を抱えています。
　さて、丑年の2021年も既に四分の一が経過
しましたが、県では「うし」で岩手を盛り上げなが
ら各種事業を総合的に展開する「いわてモー！モー！
プロジェクト2021」を展開しています。産地支援、
消費拡大、体験・交流、ブランド強化を４つの柱に、
鹿児島全共への取組等も含めて、一歩一歩力強く取
り組み、県民の皆様とともに、元気よく「ふるさと
岩手」を盛り上げていきましょう。

　現在、畜産研究
所では、滝沢（滝
沢市砂込）、外山
（盛岡市薮川）、種
山（住田町世田米）

の３か所に
４研究室を
構え、職員
94名（技能
員、会計年度任用職員含む）の体制で、乳牛、
肉用牛（黒毛和種、日本短角種）、豚、鶏を
飼養し、家畜及び家禽の飼養管理や飼料生産
技術に関する試験研究、種畜や家畜人工授精
用精液の生産及び配布などを行っています。
　これまでの研究等により、本県畜産経営の
発展に寄与する産肉能力や肉質に優れた種雄
牛「安久勝晃」「菊勝久」等の作出、飼料自
給率向上のための飼料米を初めとする地域飼
料を活用した飼養管理技術の確立、堆肥を活
用した低コスト飼料生産、公共牧場における
草地及び家畜の効率的管理などの成果を上げ
ています。
　引き続き生産者の皆様の所得向上に向け
て、試験研究の立場から最大限の応援をさせ
ていただきます。

　生産者の皆様におかれましても、飼養管理技術及
び経営管理能力の向上に向けて、更なる精進をお願
いします。
　コロナ禍という逆境の中ではありますが、この先
には明るい夢があると信じ、「畜産県いわて」の確
立のために、生産者、関係機関・団体が一丸となり
頑張っていきましょう。

畜産研究所から望む岩手山
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令和２年度臨時総会の開催
　令和３年３月12日に、一般社団法人岩手県畜産
協会の令和２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３年度事業計画書及
び収支予算書等が報告されました。

小野寺会長挨拶要旨

　東日本大震災・津波の発生から、10年を経過し
た。改めて、津波により亡くなられた方々のご冥福
をお祈り申し上げる。この大禍を決して忘れること
なく、教訓として生かしていかなければならない。
　新型コロナウイルスの感染拡大により、昨年４
月には牛枝肉価格が前年対比で約３割もの大幅下
落となり、肉用牛肥育経営が危機的状況に陥っ
た。これに対して、国・県が、肥育経営の安定を
図るため、機動的に対策を打ち出し、当協会もそ
の事業の遂行に総力を挙げて取り組んだ。その結
果、年末には、前年同期を上回る水準に回復した。
この３月には、２回目の緊急事態宣言が解除され
たが、今後の感染動向によっては、再び肥育経営
に影響が出る恐れがある。
　令和３年度についても、新型コロナ対策関連事
業のほか、新型コロナ後の本県畜産の一層の発展
に向けた基盤強化について、関係機関・団体と緊
密に連携して取り組んで参りたい。
　「丑年は岩手の年」というメッセージを達増拓
也岩手県知事が発している。県農業算出額の約６
割を占める本県の畜産が飛躍することで、復興の
加速化にも寄与していきたい。関係各位の更なる
ご尽力をお願いする。

令和３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
出額の約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
戸数の減少等が続いており、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。
　そうした状況において、新型コロナ問題が勃発
した。令和２年３月には、世界保健機関が新型コ

ロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）を
宣言し、同年４月には国内においても緊急事態宣
言が発出された。
　令和２年度は、この新型コロナウイルス感染症
により、最も大きな影響を受けた肉用牛肥育経営の
安定を図るため、国・県が創設した事業に取り組
んだ一方で、感染防止のため、一部事業の中止又
は変更を余儀なくされつつも、畜産クラスター機械
導入事業、肉用牛肥育経営安定対策事業等、本県
の畜産振興に係る多岐にわたる事業を実施してきた。
　一時は、牛枝肉価格が前年対比で約３割もの大
幅下落となったが、新規事業や経営努力の結果、
令和２年の年末には前年を上回る水準にまで回復
するところとなっている。
　しかしながら、令和３年１月、急激な国内での
感染拡大により２回目の緊急事態宣言が発出さ
れ、その後、新規感染者数が減少に転じてはいる
ものの、今後の動き次第では、再び肥育経営等の
安定が損なわれることが懸念される。
　こうした状況を踏まえ、令和３年度においては、
継続される新型コロナ対策関連事業等の的確な実
施により、肉用牛肥育経営を安定軌道に乗せると
ともに、新型コロナ後の本県畜産の一層の発展に
向け、関係機関・団体との緊密な連携の下に、次
の重点事項を柱に掲げ、当協会の総力を挙げて各
種事業を推進していくものとする。
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
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等の安定供給及び適
正利用の推進
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12回全国和牛能力共進会に向けた県出品牛
の予備選抜と出品対策の推進
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Ⅰ　実施事業
⑴　継続事業１（77,275千円）
　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（488,957千円）
　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（225,547千円）
　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（64,737千円）
　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（36,706千円）
　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（109,659千円）
　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（1,885千円）
　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。

令和２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）

ゆとりある畜産経営の確立に向けた飼料生産組織の体制強化支援
宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター　技師　姉　帯　咲　桜　

１　取組の背景
　岩泉町では、（一社）岩泉農業振興公社（以下、
「公社」）が、粗飼料生産供給と飼料用とうもろ
こし収穫作業受託により、地域の粗飼料生産を
補完している。一方で、管内は狭小圃場が多く、
公社が所有する大型機械では対応が困難なこと
に加え、自社で飼料用とうもろこし等を生産す
る圃場が遠方にあることから、作業受託の要望
に対応しきれないことが課題であった。
　そこで、町内畜産農家が必要とする粗飼料の
供給率100％の実現と、作業体系の見直しによ
る作業受託面積の拡大に向けて、継続的な支援
に取り組んだ。

２　活動内容と成果（H20年～）
　飼料とうもろこしの供給量の増加と飼料用と
うもろこしの収穫作業の受託面積拡大を図るた
め、公社のオペレーター等に対し、肥培管理支
援や除草剤試験等による効率的な雑草防除支
援、狭小圃場に対応した収穫機械の導入提案と
利用農家に対する低コストバンカーサイロの設
置実証を実施した。
　その結果、自社生産の飼料用とうもろこしの
乾物収量は平成26年の782㎏/10aに対し、平成

28年には1,559㎏/10aと約２倍に向上するととも
に、狭小圃場の収穫作業時間が前年より約２割
短縮され、効率化が図られた。また、粗飼料供
給率は牧草・飼料用とうもろこし共に100％を
実現し、飼料用とうもろこしは平成27年度から
町外販売を開始している。併せて、飼料用とう
もろこしの作業受託面積は、平成21年度の
11.3haから令和２年度には35.5haと3.2倍の増加
となった。
３　新たな課題の解決に向けて
　公社の粗飼料生産システムの定着により、作業
受託面積と粗飼料需要が増加したことにより、適
期作業に向けた作業受託と粗飼料生産作業の両
立が新たな課題となった。そこで、公社の「ムリ・
ムダ・ムラ」の洗い出しによる課題の見える化を
行い、作業の効率化につながる支援を実施した。
４　活動内容と成果（H29年～）
　①ムリ：自社飼料畑の降雨時の作業の滞り、
②ムダ：作業稼働率の低迷、③ムラ：自社生産
の飼料用とうもろこしの収穫時期の集中による
収穫作業の長時間化について改善支援を実施した。
⑴�　ムリ：自社飼料畑の降雨時の作業の滞りの
改善に向け、排水（暗渠）対策に係る県単事
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業導入をコーディネートし、その結果、湿害
が解消され、収量向上へつながった。

⑵�　ムダ：作業稼働率の改善支援では、圃場管
理システムを活用し、飼料用とうもろこしの収
穫作業と運搬作業のバランスをとるため、運
搬車両台数を見直したことで、収穫に係る作
業時間が20％削減された。併せて、施肥体系
の見直しにより、堆肥運搬日数が24日間短縮
し、それに伴う運搬費用の約40％が削減された。
⑶�　ムラ：自社生産の飼料用とうもろこしの収
穫時期の集中による収穫作業の長時間化の改
善に向け、飼料用とうもろこしの極早生品種
の現地適応試験等により、自社飼料畑への極
早生品種作付けを誘導し、令和２年度から自
社飼料畑の全面積で極早生品種の作付けが開
始された。

　この結果、自社飼料畑において、適期収穫が
実現したほか、収穫時期が24～27日間前倒しと
なり、収穫作業時間の平準化につながった（表）。
５　今後の取組
　今後とも、安定的な粗飼料生産のため購入要
望の多い牧草について、公社管理の採草地の作
業計画見直し支援を継続するとともに、令和３
年度においては、収量向上に向けて、全圃場の
植生調査に基づく、肥培管理支援や草地更新に
係る技術支援を実施する。

表２：遠方圃場における飼料用とうもろこし収穫時期の早期化

年度 作付け面積
（ha） 相対熟度 黄熟中期

到達日
収穫時期
実績

Ｒ１ 23.1 RM105
（中生） 9/16 9/28～30

Ｒ２ 24.3 RM85
（極早生） 8/26 9/4～6

令和３年度 農林水産部畜産課業務方針令和３年度 農林水産部畜産課業務方針
Ⅱ　令和３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　　R2：� 97.2％�⇒�R3：100.0％
　　肉用肥育牛　R2：� 74.7％�⇒�R3：100.0％
　　豚　　　　　R2：� 57.6％�⇒�R3：� 60.0％
　　肉用鶏　　　R2：100.0％�⇒�R3：100.0％
　　配合飼料　　R2：� 51.4％�⇒�R3：� 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
　　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（△）

振興担当

【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（◇））

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
　　R1：22.4頭�⇒�R3：22.5頭

【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　生産性の向上
　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
短縮や子牛の事故率低減等の生産性向上に係る個別巡回指導等を実施（４～３月）

（地域経営推進費（○））
②　規模拡大志向農家に対する生産基盤の整備支援
　・牛舎：１戸２棟、３組織３棟、堆肥舎：１戸１棟、２組織２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
　・750頭導入見込み（４～３月）
　　　　　　　　　　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）（△）

畜政担当

振興担当

畜政担当
振興担当

振興担当

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒　　R4末：不足0人 ④　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）を支援（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（○）⑤　畜産公共事業の推進　・　新規地区における事業計画の策定支援　・　Ｒ４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（６月・１回）（再掲） 振興担当畜政担当

【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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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）

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

④　キャトルセンターの体質強化等への支援
　・�「いわて肉用牛サポートチーム」による新規キャトルセンターの整備

及び運営支援、既存キャトルセンターの体質強化に向けた飼養管理技
術の向上支援（４～３月）

（畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△））
⑤　畜産公共事業の推進
　・�Ｒ４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（６月・１回）

畜政担当
振興担当

畜政担当

　③　酪農 ○経産牛１頭当たりの年間生乳生産量
　　R1：8,245kg�⇒�R3：8,550kg

【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
牛群検定分析データを活用した農家への乳質改善指導や検定組合巡回指
導の実施（農家指導　４～３月、検定組合指導　７～３月）

（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：３戸11.12ha、牛舎：４戸５棟、１組織１棟、堆肥舎：

１戸１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（○）
③　生産性向上に向けた高能力牛の導入支援
　・100頭導入見込（４～３月）
　　　　　　　　　　酪農経営支援総合対策事業（◇）
　　　　　　　　　　生産基盤拡大加速化事業（乳牛の増頭奨励金）（△）

振興担当

畜政担当
振興担当

振興担当

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消
　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒
　　R4末：不足0人

④　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）を支援（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（○）
⑤　畜産公共事業の推進
　・新規地区における事業計画の策定支援
　・�Ｒ４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（６月・１回）（再掲）

振興担当

畜政担当

○子実とうもろこし生産量
　　R1：93,280kg�⇒�R3：146,850kg

【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（12月・１回）
②　水田を活用した子実とうもろこしの作付・利用の拡大
　・�子実とうもろこしの栽培面積拡大に向けた、水稲直播および子実用ト

ウモロコシ普及促進会※との情報共有
　　※�農場、関係町、全農岩手県本部、県農業研究センター、農研機構東

北農業研究センター等により令和２年４月設立
（畜産生産力・生産体制強化対策事業（△））

【生産基盤の整備支援（養鶏）】
　鶏舎：新規参入２戸15棟、敷料保管庫：１戸１棟　等

（畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（△））

畜政担当

振興担当

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 ○ＪＧＡＰ認証農場
　　R2：11戸�⇒�R3：14戸

【畜産ＧＡＰの推進】
①�　地域における指導体制の充実に向けた指導員の養成（指導者養成研修
会派遣17人）
②�　ＪＧＡＰ認証取得意向農場に対する個別指導の実施（２回/月×６か
月×13公所）、生産現場での研修会の開催（８農場×２回）
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

⑵　肉用牛 ○肉用繁殖牛農家の飼養規模
　　R1：8.3頭�⇒�R3：9.1頭

【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　生産性の向上
　・�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）、家畜市場通信の配布（12回）
　・生産者の技術向上を目的とした研修会の開催（12月 １回）
　・�飼養管理の平準化に向けた飼養管理マニュアルの改訂（５～12月）
②　指導体制の充実
　・指導者の育成を目的とした研修会の開催（７～10月 ２回）
③　関係者の連携強化
　�　市場開設者、出荷団体、生産者部会等と県有種雄牛を含めた種雄牛の
絞り込みに向けた検討の実施（５～12月　３回）

（いわて肉用牛躍進運動推進協議会の構成員所管事業）

振興担当

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒　　R4末：不足0人 ④　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）を支援（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（○）⑤　畜産公共事業の推進　・　新規地区における事業計画の策定支援　・　Ｒ４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（６月・１回）（再掲） 振興担当畜政担当

【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

○県有種雄牛の凍結精液の供給販売
　　R2：6,590本�⇒�R3：19,000本

○黒毛和種基幹種雄牛の選抜頭数
　　R2：66頭�⇒�R3：69頭（累計）

○ゲノム解析による県有種雄牛造成頭数
　　R2：2頭�⇒�R3：4頭（累計）

【黒毛和種優良種雄牛の造成と利用促進】
①�　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）〕
②�　ゲノム解析技術により、県改良目標を上回る全国トップレベルの種雄
牛の早期造成を推進〔若雌牛及び種雄牛候補牛のゲノム評価（約500頭）〕
③�　県有種雄牛の利用拡大に向け、種山畜産研究室に、県有種雄牛のＰＲ
活動を行う専門職員を配置（たねやま営業部）
　・�凍結精液の配送業務に毎月随行し、凍結精液の販売促進活動を実施
　・�和牛雑誌に県有種雄牛の情報を広告掲載し、全国に情報を発信（２誌、

５月、９月）
�④�　「いわて牛」の評価向上のための県有種雄牛産子限定の枝肉共励会を
初開催
⑤�　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
のＰＲを実施
　　　　　　　　　　　　　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推進事業（◎）
　　　　　　　　　　　　　いわて県有種雄牛利用推進事業（○）
　　　　　　　　　　　　　いわてモーモープロジェクト推進事業（◎）

特命担当
（和牛改良推進）

【鹿児島全共「上位入賞」に向けた取組】
①�　県や市町村、農協等で組織する「鹿児島全共出品候補者支援チーム」（県
内10地域）による、出品候補者への個別巡回指導を実施
②�　出品候補牛の飼養者に対し、調教や粗飼料頻回給与等に係る掛かり増
し経費を支援
③�　出品牛を鹿児島県に輸送する「出品牛輸送ストレス緩和検証試験」を
行い、ストレス緩和や体重減少を抑制できる輸送方法を検討

（いわてモーモープロジェクト推進事業（◎））

特命担当
（和牛改良推進）

○日本短角種の生産基盤の維持
　　R2：2,518頭�⇒�R3：2,520頭
　　　※県飼養頭羽数調査

【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２年度59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

⑶　酪農 ○牛群検定加入戸数
（飼養規模20頭以上加入戸数/飼養規模20頭以
上戸数）
　　R1：277戸/469戸　⇒　R3：284戸/469戸
　　（R1：牛検加入戸数379戸）
○体細胞数50万／ml未満の割合
　　R2：95.2％�⇒�R3：95.0％以上
　　※R2年数値は、R2.４～R2.12

【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
牛群検定分析データを活用した農家への乳質改善指導や検定組合巡回指
導の実施（農家指導　４～３月、検定組合指導　７～３月）【再掲】
②　ミルキングシステム診断指導の実施（５～11月）
③�　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

⑷�　自給飼料の増産 ○飼料作物作付面積
　　R1：46,100ha�⇒�R3：46,600ha
　　※作物統計

【飼料基盤造成整備の推進】
①　飼料基盤の整備39.36ha、実施設計の実施
②　新規地区の掘起し
　　　　　　　　　　　　　　　　　農山漁村地域整備交付金（△）
　　　　　　　　　　　　　　　　　農業競争力強化農地整備事業（△）
【公共牧場の機能強化】
①�　公共牧場の草地・放牧管理の実態把握と改善方策等の検討や、県内公
共牧場関係者の情報交換（研修会）を実施（１月・１回）
②�　公共牧場の労働力の軽減等に向けたスマート技術の導入の支援
　・モデル実証牧場：５牧場
　・実証結果を体系化したマニュアルの作成（１月）

（いわてスマート共同放牧場実践支援事業（○））

畜政担当

畜政担当

○�コントラクター等による作業受託面積（飼料
収穫）
　　R1：3,766ha�⇒�R3：3,775ha

【コントラクター等外部支援組織の育成・強化】
①�　コントラクターと畜産農家等のマッチングや飼料作物生産技術の向上、
コントラクター間で機械（作業員）の稼働状況と収穫時期等を共有する
仕組みづくりを支援
　・�コントラクター組織の人材確保・育成（農大でのPR活動、コントラ

クター間の情報交換会、情報共有システムの整備（実証））
　・研修会の開催（１回）、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・施設の整備の支援

畜政担当

○飼料用米作付面積
　　R2：3,800ha�⇒�R3：4,488ha

○稲ＷＣＳ作付面積
　　R1：1,673ha�⇒�R3：1,786ha

【水田を活用した自給飼料の増産】
①�　飼料用稲（飼料用米、稲ＷＣＳ）の生産・利用の拡大の支援
　・�利用を希望する実需者と耕種側のマッチングの支援（12月・１回）
②　水田を活用した自給飼料の生産拡大
　・�稲ＷＣＳの高品質化、稲ＳＧＳや子実とうもろこし等（配合飼料の代

替飼料）の作付面積拡大の支援
（畜産生産力・生産体制強化対策事業（△））

畜政担当

○水田等における放牧面積
　　R1：475ha�⇒�R3：475ha
　　※�放牧利用実態調査（R2実績はR3.5月に判明）

【水田等を活用した放牧の促進】
　簡易放牧に係る技術指導、耐湿性の高い牧草品種導入等の普及

畜政担当

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒　　R4末：不足0人 ④　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）を支援（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（○）⑤　畜産公共事業の推進　・　新規地区における事業計画の策定支援　・　Ｒ４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（６月・１回）（再掲） 振興担当畜政担当
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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)

農畜産物の「安心・安全」を未来につなぐ ＜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 ㈹　

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

⑸�　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　　　R2：� 75％�⇒�R3：100％
　　豚　　　R2：100％�⇒�R3：100％　
　　家きん　R2：100％�⇒�R3：100％

○特定家畜伝染病等の確定診断率
　　R2：100％�⇒�R3：100％

○口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの発生
　　R2：０戸�⇒�R3：０戸

○牛ヨーネ病清浄化対策農場（対象４農場）
　　R2：100％�⇒�R3：100％

○牛伝染性リンパ腫清浄化促進農場
　　R2：144戸�⇒�R3：160戸

○豚熱・オーエスキー病清浄度維持率
　　R2：100％�⇒�R3：100％

【事前対応型の家畜伝染病防疫体制の整備】
①�　家畜伝染病予防法に基づく、飼養衛生管理基準の遵守の徹底に係る農場の巡回指
導や、研修会の開催、防鳥ネットの整備支援など、家畜伝染病の侵入防止対策を強化
　※　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の実施（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、
豚熱〕に基づく国・県レベルでの防疫演習の実施

（家畜伝染病予防事業（△））
⑤�　豚熱の発生予防に係る速やかなワクチン接種に向け、ワクチン接種プ
ログラム（案）について国と事前調整を実施

（豚熱予防的ワクチン接種事業（△））
【家畜伝染病診断技術能力の向上】
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、豚熱、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（５～
12月、病理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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　家畜伝染病予防事業（△）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛海綿状脳症防疫対策事業（△）
【重要家畜伝染病等の防疫対策の推進】
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　豚熱対策のためのサーベイランスの実施（２年間で全戸）
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（508
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の実施（69農場）
④�　牛ヨーネ病の法定検査の実施（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�　牛伝染性リンパ腫の発生農場の清浄化の推進、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�　「岩手県豚熱及びアフリカ豚熱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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　家畜伝染病予防事業（△）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛海綿状脳症防疫対策事業（△）

衛生担当

衛生担当

衛生担当

○改善（目標達成）農場
　　R2：95％�⇒�R3：100％

○動物用医薬品及び飼料の使用に係る違反事例
　　R2：０件�⇒�R3：０件

○�産業動物獣医師及び農林水産分野公務員獣医
師数の維持

　　産業動物獣医師　R2：150名�⇒�R3：150名
　　農林水産分野公務員獣医師
　　　　　　　　　　R2：� 73名�⇒�R3：� 73名

【生産性向上対策の推進】
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、繁殖巡回指導等の生産性向上の支援（随時）
②�　農業共済組合及び開業獣医師との連携による生産性の阻害要因の特定
（病性鑑定）及び対策の実施（随時）

（家畜衛生技術指導事業（△））
【畜産物安全性確保対策の推進】
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の監視（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
による衛生管理の指導（通年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　家畜衛生技術指導事業（△）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　飼料安全対策事業（△）
【獣医師の確保対策の推進】
①�　獣医系大学等に対する就職説明会の開催（９大学：リモートによる開催・対応）
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40名程度、８～９月）
③�　修学資金貸付事業の実施（大学生12名：継続10・新規２、高校生１名：新規１）

（獣医師確保対策事業（○））

衛生担当

衛生担当

衛生担当

３�　放射性物質の畜
産被害への対応

⑴　放射性物質検査 ○県産畜産物の安全性の確保
　　牧草中の放射性物質濃度の推計検査：2,000点
　　原乳の放射性物質検査：６施設／月

【放射性物質検査の計画的な実施】
①�　利用自粛要請地域において、前年度に22bq/kg超過した圃場や、畦畔草、新
播草地等の検査を実施　

　�　「肥培管理不足圃場」のうち、令和２年度の検査対象から外れた県南・一関
地区で営農組合が管理する圃場の検査を追加で実施
②　県産農林水産物の放射性物質濃度の検査計画に基づく、原乳検査の実施

（放射性物質被害畜産総合対策事業（○））

畜政担当

⑵�　汚染牧草等の処
分と適正保管

○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

【汚染牧草等の処理の促進】
①�　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）を支援
②�　関係部局と協調しながら、一時保管中の牧草1,464トン（令和２年３月末現
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

（放射性物質被害畜産総合対策事業（○））

畜政担当

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒　　R4末：不足0人 ④　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）を支援（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（○）⑤　畜産公共事業の推進　・　新規地区における事業計画の策定支援　・　Ｒ４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（６月・１回）（再掲） 振興担当畜政担当

【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
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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

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：9,518,328千円（第１～11次）
　　合意済額　：9,495,822千円（見込含）
　　未払額　　： 22,506千円
○R3年度中に13次請求を予定（年１回）

【東京電力との損害賠償請求に係る協議の継続】　
　未合意となっている経費に係る東京電力との協議の継続

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
　　R2：100％�⇒�R3：100％

【家畜排せつ物の適正管理とたい肥の利用促進】
　地域協議会による巡回指導等（通年）、家畜排せつ物法施行状況等調査（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推進】
　老朽化施設の機能保全と長寿命化（久慈市堆肥センター）
　・機械設備更新・補修、鉄骨補修・交換、屋根膜張替

　　　　　　　（農山漁村地域整備交付金（△））
【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

○酪農ヘルパーの不足要員数の解消　　R2：専任ヘルパー不足人数10人�⇒　　R4末：不足0人 ④　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）を支援（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（○）⑤　畜産公共事業の推進　・　新規地区における事業計画の策定支援　・　Ｒ４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（６月・１回）（再掲） 振興担当畜政担当

令和２年度ミルキング 令和２年度ミルキング 
診断事業実績について診断事業実績について

　令和２年度は、新型コロナ禍により、種々困難
があった中で、関係の皆様のご協力の下に、無事
終えることができました。心から御礼申し上げま
す。診断実績及び結果については次に記載のとお
りです。受診された方には、診断の際に改善すべ
き事項等についてご説明させていただきました。
生産する生乳の安全・安心確保に向けて、適切に
ご対応ください。事情により、受診できなかった
方もいらっしゃるとは思いますが、主な指摘事項
をご参考にしていただければ幸いです。

１　ミルキングシステム診断
⑴　実施基数　　316基

⑵　内訳
　ア　バケットミルカー　　　　 88基（27.8％）
　イ　パイプラインミルカー　　222基（70.3％）
　ウ　パーラー・システム診断　    6基（  1.9％）
⑶　結果
　ア　適合　　165基（52.2％）
　イ　不適合　151基（47.8％）
⑷　主な指摘事項（複数指摘）
　ア　真空ポンプ各部の汚れ　　173基（54.7％）
　イ　プラント全体のエアー漏れ　164基（51.9％）
　ウ　ミルク配管の汚れ　　　　 93基（29.4％）
　エ　真空ポンプの能力不足　　 92基（29.1％）
　オ　真空ポンプベルトの状態　 91基（28.8％）

２　バルククーラー点検
⑴　実施基数　　308基
⑵　内訳
　ア　開放型　　181基（58.8％）

【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
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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/

春の風物詩「農用１歳馬共進会・
農用馬匹せり市場」、軽米で開催
　４月10日、軽米家畜市場で、九戸畜産農業協同
組合主催の第70回農用１歳馬共進会と農用馬匹せ
り市場が開催されました。
　「農用１歳馬共進会」では、農家が手塩にかけ
て育てた５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日本輓系種「光容」（雄）が
１等賞に輝きました。
　共進会終了後に開かれた「農用馬匹せり市場」
では、日本輓系種やポニーなど計90頭が上場（過
去５年間で最多）され、県内外から集まった39人
の購買人を前にした「手競り」が行われました。
　せり落としの最高額を付けたのは、遠野市の菊
池紹太さん上場の「ミッチャンの倅」で180万円（税
抜。過去５年間で最高額）でした。久々の高値に
会場は活気に包まれました。
　会場には、例年どおり近隣の人たちが集まり、

春の農作業安全月間春の農作業安全月間
　岩手県は、令和３年４月15日（木）から６月15
日（火）までを「春の農作業安全月間」として、農
作業事故防止運動を展開しています。
　今年度は「全集中　ゆとりの呼吸で　安全作業」
をスローガンに掲げ、関係機関・団体が一体となっ
て、事故防止の呼びかけ等を行っています。
　事故防止のポイントは次のとおりです。
　⑴　家庭・地域での安全管理
・　作業者以外でも農業機械のエンジンを停
止できるようにすること。

・　農業機械が作動中に、作業者以外は近づ
かないこと。

昔ながらのセリ風景を楽しんでいました。時折発
する馬のいななきが、北国に本格的な春の到来を
告げていました。

・　携帯電話を持ち歩くこと。
・　野焼きする時は、事前に関係機関への届
出等を行うこと。

　⑵　作業環境・農業機械の点検整備
・　農業機械の転落・転倒事故等を防止する
ため、ほ場、道路等の危険場所を確認し、
その改善を図ること。
・　点検整備を行った上で、農業機械を使用
すること。

　⑶　作業者の身を守る対策
・　安全フレームの装着、シートベルトの着
用、ヘルメットの装着などを怠らないこと。

　⑷　夜光反射材等の活用
・　暗がりでの事故を防止するため、反射シー
ル、反射材、低速車マーク等を活用すること。

••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••
「
光
容
」
号

せ
り
市
場

　イ　密閉型　　127基（41.2％）
⑶　主な指摘事項
　ア　ピーク乳量に対する容量不足

31基（10.1％）

　イ　コックゴム・パッキンの劣化・損傷
29基（ 9.4％）

　ウ　コックの汚れ  21基（  6.8％）
　エ　タンク内外の洗浄不十分  12基（  3.9％）
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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

畜 産 の 研 究（131）

オーチャードグラス経年採草地に
おけるフェストロリウム追播技術
　県内で多く使われているオーチャードグラスは
耐湿性が弱く、局地的大雨の増加などにより減収
や品質低下がみられるようになってきました。一
方、比較的新しい牧草品種のフェストロリウムは
耐湿性や栄養成分、さらに初期生育に優れること
から、生産性が低下したオーチャードグラス草地
に追播することで、収量と品質の補完が期待でき
ます。そこで、効果的なフェストロリウムの追播
技術を明らかにしつつ、実際に現地圃場に追播し
てその効果を調査しました。
【方法】
　追播技術試験は、平成30年９月中旬の３番草収
穫後に試験区を設置しました。播種量（３㎏
/10aと６㎏/10a）及び播種機（作溝式播種機と
播種機付きディスクハロー）の違い、堆肥散布有
無の３項目について牧草の乾物収量を比較しました。
　現地実証では、追播なしの区とフェストロリウ
ムの播種量を２、３、10㎏/10aに設定した３区
の牧草乾物収量を比較しました。なお、追播は作
溝式播種機を用いて平成30年９月20日に実施し
ました。
【結果】
　追播技術試験の結果、播種量の比較では、特に
利用２年目において３㎏/10aより６㎏/10aの
牧草乾物収量が多くなりました。播種機の比較で
も２年目に播種機付きディスクハローが多収とな

りました。堆肥の有無では堆肥ありが１年目、２
年目ともに多収となりました。（表１）。

　現地圃場では、追播した３区の収量が追播なし
の収量を30～154％上回っています（表２）。播
種量３㎏/10aは２㎏/10aの収量を下回ってしま
いましたが、これは既存の地下茎植物により、フェ
ストロリウムの定着にばらつきが生じたためです。
　採草地の状態によっては、播種量３㎏/10aで
も十分な効果が得られる場合があります。県の
HPにも試験研究成果を公開していますので、参
考にしていただければ幸甚です。

　なお、本研究は農研機構生研支援センター「革
新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プ
ロジェクト）」「気象リスクに対応した安定的な飼料
作物生産技術の開発」の支援を受けて実施しました。

表１　播種量、堆肥施用、作業機械別の牧草乾物収量（㎏/10a）

項目 利用１年目 利用２年目 合計１番草 再生草 １番草 再生草
播種量
　3㎏/10a 345 361 276 245 1227
　6㎏/10a 427 415 403 437 1680
播種機
　作溝式播種機 365 404 295 294 1357
　ディスクハロー 407 372 383 388 1550
堆肥散布
　あり 439 446 365 398 1649
　なし 333 329 313 283 1258

表２　現地実証における牧草乾物収量（㎏/10a）

FL播種量
利用１年目 利用２年目

合計 なし比※

１番草 再生草 １番草 再生草
なし 119 48 108 51 326 （100）
２㎏ 113 170 141 129 553 170
３㎏ 128 108 100 87 423 130
10㎏ 209 74 247 298 827 254

※「なし」の牧草乾物収量を100とした場合の比

家畜の保健衛生（135）

牛ウイルス性下痢（BVD）の
予防はワクチンで！！

　牛ウイルス性下痢（BVD）は、BVDウイルス
が原因の伝染病で、毎年県内でも発生が確認され
ています。免疫を持たない牛がBVDウイルスに
感染すると、一過性の発熱や呼吸器症状、下痢、
泌乳量の減少等を引き起こし、子牛では死亡する

こともあります。
１　妊娠牛は要注意
　妊娠牛がBVDウイルスに感染した場合、流死
産や奇形等の異常産を引き起こしたり、正常に分
娩しても持続感染牛（PI牛）と呼ばれる子牛が
生まれることがあります。
　PI牛は通常、生まれつき虚弱であったり、発
育不良だったりしますが、中には、生後に異常が
確認されず、出産を繰り返す牛もいます。しかし、
外見上正常に見えても、終生体内にウイルスを保
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報情 （84）産畜 術技

１　飼料用とうもろこし播種作業のポイントについて

　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・作業は下図のとおりに行
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
果に影響を与えます。播種は、霜が降
りない時期で、平均気温10℃になる
頃を目安として集中的に行います。

２　飼料用トウモロコシの排水対策について

　トウモロコシ畑では、プラウやロータリーによる耕起で下
層土が練りつぶされたり、大型の機械による踏圧で硬く締まっ
た土層（硬盤層）が形成されます。
　硬盤ができると、下層まで根を伸ばすことができず、大雨
が降ると作土層に滞水します。一方、少雨の時には、地下水
の利用が妨げられます。サブソイラなどで硬盤層を破砕する
ことにより、トウモロコシは根を下層まで伸ばすことができ
るようになり、収量の安定確保につながります。
　サブソイラなどの作業は、土壌が十分に乾燥している時に
行いましょう。畑の表土が乾いている状態で、手で土を掘り
取って握り、手を開いて「水滴がたれず、土が２、３個の塊
に崩れる」程度が作業のタイミングとされます。

耕 起

土改剤散布

砕 土

播種 ・ 施肥

鎮 圧

除草剤散布
土壌処理

除草剤散布
生育期処理

５月中旬

この間の日数を空けない！
雑草が芽吹く前に
（極力、間を空けない5日以内）

５月初めまでに（堆肥の投入と同時）

雑草がリセットされます

散布後３日以内には砕土を開始し、７～１０日後に播種

土壌処理は原則播種後直ちに
この間は
一気に！

①雑草の生育状況 ②トウモロコシの生育状況の順に判断

 

作土

硬盤層
根を伸ばせない

大雨：滞水する

干ばつ時：水の供給ができない

持し、糞尿、唾液、鼻汁に大量のウイルスを排泄
するため、農場での感染源となります。そのよう
な牛は、いずれ血液や粘液の混じった激しい下痢
や呼吸器症状を示し、しまいには死に至ります。
残念ながら、PI牛として生まれた子牛の治療法
はありません。
２　経済的被害は甚大
　県内で、ワクチン未接種農場や放牧場等の集合
施設において、PI牛が確認された事例や、PI牛
が存在しなくても血液検査の結果から、過去に本
病の流行があったと推察された事例が散発してい
ます。
　牛群内に、１のような症状がみられた場合、
BVDウイルスの侵入が疑われます。また、この
ような症状が継続的に現れている場合には、農場
内にPI牛が存在し、農場経営の足を引っ張るこ

とになります。
３　ワクチンで予防しましょう
　本病はワクチンで予防できます。
　酪農場や和牛繁殖農場はもちろんですが、特に、
公共放牧場や預託施設等、不特定の牛が集まる施
設を利用する場合には、必ず事前にワクチン接種
をお願いします。
　BVDウイルスには１型と２型があり、本病の
予防のためにはその両方が入ったワクチンを接種
してください。また、ワクチンには生ワクチンと
不活化ワクチンがあります。ワクチンの使用に当
たっては、獣医師にご相談ください。
　ウイルスの侵入・まん延を防ぐためには、ワク
チン接種に加え、農場内外の消毒や導入牛の検査
を行い、異状を感じたら直ぐに獣医師の診察を受
けるなどの対策が重要です。
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中央オリオン株式会社 岩手営業所　滝沢市穴口203番地13 TEL019‒641‒4545
給飼を変える⬆
経営が変わる

給飼管理・繁殖管理・育成管理・環境管理・飼養管理
　　　　　　オリオングループはお客様と共に未来を創造して参ります
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⑿

第65回岩手県畜産共進会の 
開催について

　岩手県畜産共進会（以下「県共」という。）は、
本県における家畜改良増殖の促進と畜産農家相
互の研鑽を図ることを目的として開催するものです。
　昨年は、新型コロナの影響により中止しまし
たが、今年については、感染防止対策を徹底し
た上で、開催することとしています。
　それぞれの地域で、県共出品家畜の選抜を行
う際においても、十分な対策を講じていただく

ようお願いします。
　今年度の開催日程は次のとおりで、総合開会
式は、９月１日（水）９時から黒毛和種の部の審
査開始前に開催する予定となっています。

出品家畜 開催月日 会　　場
黒 毛 和 種 ９月１日（水） JA全農いわて中央家畜市場
ホルスタイン種 ９月２日（木） 同　　上
日 本 短 角 種 ９月３日（金） 同　　上

馬 ９月９日（木） 馬っこパーク・いわて
肉 牛 11月20日（土） 株式会社いわちく
主催：（一社）岩手県畜産協会
後援：岩手県、JA全農いわてほか

お知らせ
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子 牛 価 格 の 推 移令和３年４月和牛子牛市場成績〈税込〉
（全農岩手県本部）

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
4/7
㈬

胆　江

気　仙

♀ 111 943,800 515,900 735,841 291 2,526

♂
♂- 141 1,105,500 577,500 830,633 329 2,522
計 252 1,105,500 515,900 788,879 313 2,523

県南
4/8
㈬

磐　井

♀ 127 1,047,200 289,300 736,654 286 2,580

♂
♂- 159 1,114,300 567,600 827,809 324 2,554
計 286 1,114,300 289,300 787,331 307 2,564

中央
4/14
㈬

紫　波
盛　岡
花　巻
北　上
遠　野

♀ 172 850,300 333,300 658,056 284 2,313

♂
♂- 206 994,400 541,200 777,294 318 2,446
計 378 994,400 333,300 723,038 303 2,389

中央
4/15
㈭

宮 古
北 部
奥中山
久 慈

♀ 151 914,000 515,900 728,717 284 2,563

♂
♂- 179 1,007,600 335,500 794,304 307 2,585
計 330 1,007,600 335,500 764,293 297 2,575

中央
4/16
㈮

滝 沢
雫 石
八幡平
玉 山
岩 手
葛 巻

♀ 166 1,046,100 385,000 672,173 278 2,414

♂
♂- 265 1,097,800 337,700 744,210 305 2,439
計 431 1,097,800 337,700 716,465 295 2,430

合　　計

♀ 727 1,047,200 289,300 701,562 284 2,468

♂
♂- 950 1,114,300 335,500 787,642 315 2,500
計 1,677 1,114,300 289,300 750,325 302 2,487

県内家畜市場における指定肉用子牛取引実績
公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会

区　　　分
令和３年３月 令和３年４月
頭 数 平均価格 頭 数 平均価格

黒毛和種 1,043頭 736,265円 1,074頭 724,470円
褐毛和種
日本短角種 2頭 265,650円
ホルスタイン種
交雑種

（母がホルスタイン種） 3頭 294,067円 8頭 271,700円

※�　指定肉用子牛とは、肉用子牛生産者補給金制度における、平均売買価格
算定の対象となる牛（区分ごとに体重の範囲が定められている。）
※　平均価格は消費税込み


