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飼料学 (65)

-II マメ類 1 大豆一

松木順子ネ・伊藤博史*ヘ熊倉克元*ネネ・石橋 晃ネ**

1 マ メ科撞物

館料原料として使用されるマメ科横物は，牛など

の反物動物用の殺飼料として重要である。いわゆる

マメ科牧草と呼ばれているもので，例えばアルフアル

ファやアカクローパ，シロクローパといったクローパ

類がこれに当たる。飼料原料としてはダイズ(大立)

のf也エンドウ(椀豆) ，ラッカセイ(落花生) ， 

ソラマメ(蜜豆)，インゲンマメ(隠元豆)などが

用いられる。一般に家蓄の噌好牲は良く，価格が

高くなければ穀類の一部代用になりうる。

マメ類には良質の蛋白質が豊寓に含まれ，飼料

価値は高く評価されている。マメ類の内，館料原料

として最も重要なものは大豆である。わが閣で栽培

されているマメ類としては，大豆以外に腕豆，

ささげ，銃豆，小豆，隠元，落花生などがある O

このようにマメ類の種類は多いが，生のままの状態

で飼料原料として用いられるものは少ない。油実類

もマメ類と向様にナタネ(菜種) ，ワタ(綿実) ， 

アマ(堕麻f二)など種類は多いが，館料に夜接手Jj用

されることは少ない。これらについては搾納後の

油粕類，主主体的には大豆油粕，菜穂油粕，綿実油粕，

堕麻f二油粕などが飼料原料(植物性油粕類)として

用いられる。

マメ類や油実類は蛋白質とともに脂肪含量も

多いため，搾油された油脂も飼料原料として使用

される。現在， s本の配合飼料工場では，植物性油脂

として大立総，産麻仁;阪の{也植物系の閉収納が

使F設されているが，イエローグリース，牛脂などの

動物性治指が多く使用されているのが現状である。

2005年における配，混合銅料の生産に使用された

大豆以外のマメ類の使用実績は 64，658tと大豆，き

な粉の 96，505tより 31，847tと少なく，使用都合も
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0.27%と低い。畜種別に見ると庄倒的に乳牛用が

多く， 2004年度の大豆，きな粉以外のマメ類の手LLJコ

舟飼料への使用実績は 43，034tであった。

2 盟の字義

「豆Jは象形である。漢音でトウ，呉音でズ，

甲骨文字で盟と舎かれ，蓋のついた脚の高い食器の

形を表す。~説文J に「古，肉を食するの器なり j

とあるが，もっぱら儀式の際などに欽食物を入れる

器として木や瓦で作られたという。これを木立，

瓦立などという。したがって，本来「まめj とは

無縁のものであるが，のちに，音の「トウj が，苔

(音トウヱあずき)と通ずるところからまめ」の

意味に用いるようになった。これが豆寂(トウシュク

口まめ)である。苔は，声符は合(ゴウ)であるが，

合lこ答(トウ)の声があり，これは拾(シュウ)の転音

と医される。(自)1静『字削)。また， ~説文』には

じj、栽なり Jとある。寂とは(まめ)あずきをいう。

『大漢和辞典Jによれば， ~演雅J の蒋主主の

栽なり，小立，苔なり(大豆とは裁である，小豆と

はあずきである)Jを引用している。これに従うと

いうことでは必ずしもないものと思えるが，わが障

においては，立の一般的意味として fまめ，特に

大立の稿J(~大漢和辞典j] )として通用している。

現存する f豆(とう)Jとしては，春秋期以後の

ものが殆んどである。それらに銘が刻まれている

ことが多く，例えば蒸陣立(じようそんとう)J 

であるとか f善蜜(ぜんほ)Jなどと刻されている。

ここで「箆(ほ)Jとは黍稜(しょしょく)つまり黍を

容れる器のことである。黍稜は，無論祭礼・儀礼の

ためのものであろう。 r立j には他にいかなるもの

が容れられたのであろうか。自)11静氏よれば，

塩物・ひたし物・飲み物などであったという(

通Jによる)。そしてそこにマメ額が容れられる

ことは無かったのであろうか。しかし，どうやら

その可能性は少ないようである。なぜならば，この後
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「豆(とう)Jは儀礼の形の変化などにより，その実

用性を喪失して単なる祭器としてのみ使用される

ようになっていくからある。こうしたことから，豆

=たかっさ(高杯)と立ヱマメとの意味上の連関は

求め難し、と言える。むしろ，立の象形としての意味

的繋がりは逗，竪， ij豆，短，頭j などの文字に

みられる(~説明解字~ )。これらは音韻上も同系統

である。ここで，胞はうなじ，頭は主主のことである。

うなじの形は「立(とう)Jの形に似る。つまり，

これらに共通するのはみな太く綬い形や状態を

いっている点である。 r豆Jという学の象形として

の意味的・音韻的連鎖は，これらの文字のなかに

認められないようである。ここでまたしても，立=

たかっさ(高杯)と豆 z マメとの意味上の連関は

求め難し、という結論に至らざるを得ない。

それでは，安韻上の接点、はどうなのであろうか。

白川静氏の『常用字解Jによれば「のち苔(とう z

あずき)と通じて fまめj の意に用いるj とある。

答とは，ノN'立の豆，小豆，総立をし、う。苔字は，会意で，

草冠lこ「合Jを併せた形で，これは鞘の合わさった立

のことである。こうた音韻上の共通点を接点として

互の字へのイメージ添加が行われた訳である。これ

がいわゆる漢字成立の一形態である仮借(かしゃ)

と呼ばれるものである。いわば，同?去の他の文宇の

意味をその文に貼り付ける訳である。

同じく白川静氏によれば，豆の字はまた，苔の字

に通じ，豆寂をいう(~字通~ )とある。ここで

寂」の「寂(シュク)Jとは「まめ，まめ類の総称、J

とされるものである。この字の成立ちは，会意兼形

声で，くさかんむりに音符である f叔j が付いた

ものである。叔には小さい，粒」といった意味

があり，寂はそうしたらj、粒の実jの意を表すもの

であると同時に「まめ，まめの総称j とされるもの

である。今日，マメには， Rのとfこを充てている訳で

あるが，代わって寂の字充てるのも，こうした文字

の成立ちの事情を考えたとき，妥当と思われるので

あるo ~和名抄~ (注1)には大立，一名寂，末米(ま

め)Jとある。

(注1) W和名抄~ (わみょうしよう) 平安時代のi失事日鉾

会。lE式には『手11名類紫抄~ (わみようるいじゅうしよう)

という。承平年間 (931~938 ，;ド)i原資(みなもとのしたごう)

演。地部より草木部に受りi英語を探出し，出掛Lを示す。 -T1Ti

の百科事典的性絡をもっO 台代文化の震姿研究資料である。

3 ダイズ 大豆 soybean

Glycine max (L) Merrill 

1)分類・程j館・伝播

ダイズ、はマメ手ヰFabαceαε ダイズ、属 GlycineのSoja

亜科に属する倍加 4倍体 (2n=40)の一年生革本で

ある。学名 Glycineはギリシャ語の Glykys(甘し、)に

由来する。ダイズ属は ScゲiaElliJ誌の他に Glycine直属

に区分される。 Glycine班属に分類される種は研究

者によって異なるが，熱帯の乾;燥地域に生育する

多年草で，主にオーストラリア東部に生育する。

Soja盟属には，栽培種であるダイズとその祖先種と

考えられているツルマメ G.sojaがある。ツノレマメ

はつる性の一年生草木で，染色体数はダイズと同じ

く211= 40である。 河原，土手，路傍，畑の跨辺，

荒廃地などに広く自生している。典型的なツルマメ

は茎はお1Iく，黒くて 100 粒重で 1~3g 程度の小さい

種子をつけ，種子の休眠は深く，爽から脱粒し易い。

一方ダイズは，茎は太くて直立し， 100 粒葉は 8~70g

にもなり，脱粒性は低い。種皮の色は貨，茶，赤茶，

ii表，薄縁，深縁，黒があり，さらにまだら模様を

持つものなど，多様である。ダイズとツルマメは

容易に交雑する。

野生型と栽培型の中間裂として，中国東北部で

発見され G.gracilisと名付けられた一群がある。

栽培植物と野生祖先種の中間型の雑種は，栽培植物

への進化の過程で重要な役割を巣たしたと考えら

れる。 G.gracilisが中国東北部などに半栽培や雑草

の状態で見いだされることから，ダイズ栽培の起源

地は中聞東北部であるといわれてきた。しかし，

後に中間型は韓国，日本でも見いだされた他，栽培

型の分化は中臨南部で最も著しい。現在では，中国

東北部説，華北・議中説，江南説，雲南説，朝鮮半

島説があり，起源、に関する定説はない。いずれも

形態形質，生態型， トリプシンインヒピターの遺伝

子頻度，核遺伝子変異，締胞質ゲノム型，文化人類

学的資料などを基に検討されている。

ダイズ、は数あるマメ科の有用植物の代表格であり，

アジアの国々の食生活や食文化を古くから支えて

きた。中国でi玄米，麦，粟，黍や稗と共に五穀の

1っとして，約 5千年前から栽培されたと言われ，

中国最古の本草書である「神農本主主経j に記述が

見いだされる。わが国では，縄文時代の遺跡、から
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ダイズの炭化物などが出土しているが，作物として

は弥生時代に中国から朝鮮を経て倍来したと考え

られる。古事記や日本書紀にも記録があり，その頃

には普及していたことがうかがえる。

ヨーロッパへは 18世紀に中国・日本から伝えら

れた。 1719年には民本のダイズが紹介され， 1739 

年にはや国のダイズがパリ植物園で初めて栽培さ

れた。続いてドイツ，イギリスでも試作されている。

米国へは 1765年に初めて中屈のダイズがイギリス

人により導入された。当時はもやし，醤油の原料，

飼料作物として利用されていた。アメリカ農務省は

1896年から試験栽培を開始， 1910年代のワタの

不作を契機に綿実j由の代詩としてダイズが注目

されるようになり，米国の主要作物となった。 南米

へは 1882年に導入されたとの記録がある。本格的

な栽培は 1960年代に入ってからで、あるが，ブラジル，

アルゼンチン，パラグアイでの栽培が急増している。

近年ではアフリカでも栽培面積が増加し，急増する

人口を賄う栄養源として期待されている。

2) 大豆の品種

わが国の大豆栽培の臆史は古く，主要なタンパク

質j断、として食生活，食文化の形成に寄与しており，

各地の環境や利用法に適応した多くの品種が農民

によって選抜されてきた。鶴の子，丹波黒，納豆

小粒などは現在でも栽培されている在来品種で

あるが，在来品種は一殻的に遺伝的には単一系統で

ない場合が多く，分離，選抜を経て現在の品種と

なっている。 1893年農商務省農事試験場が創設され

たのを機に，ダイズの品種改良は大きく発展する。

育種目標は一貫して安定，多収，良質となっている

が，その内容は時代，地域により変化する。戦後頃

までは安定生産に重点が置かれ，病害虫や不良土壌

に対する酎性が重視された。 1961年ーの輸入自由化を

機lこ，外国産との差別化を図るため，タンパク質

脂肪含有率の向上，粒焼格の標準化，冊、;病

どに重点が置かれるようになった。現在の

育種目標は，機械化適性品穂，高タンパク質で豆腐

加工適性の高い品種，複合病害抵抗性品種，地域毎

に栽培し易い色大豆品種があげられている。大豆

育種を支える基盤技術として，詳細な遺伝子地図の

構築，有用形質のマッどング，マーカー選抜技術

などの開発が進められている。 2010年にはダイズ

ゲノムの全塩基配列が解読された。

国慶大豆の品穏は，生育期間(極早生，

中生， I免生，極院生)，種皮色(黄，繰，褐色，黒，

鞍樹、)，へそ(あるし、は図とも言う)の色(白，褐色，

黒)，粒形(球，楕円，長持丹，扇球)，粒大(極大，

大，中，小短ノjすなどをもとに分類される。これら

の中では，豆腐，味噌用の中校黄大豆の生産量が

多い。また，普通大豆および特定加工朋大互に分け

られ，それぞれ規格があり，産地品種銘柄が指定

されて流通する。特定加工用とは，豆腐，II主揚げ，

醤油，きな粉など，製品の段階でダイズの原形を

とどめない用途に使用されるダイズのことである。

大粒大豆は煮豆用に適し，トヨムスメ，ミヤギシロメ，

オオスズなどが多く作られている。中粒に分接される

ダイズは立腐，味噌泊に適し，ブクユタカ，エンレイ，

タチナガハなどがある。小粒は主に納豆用に沼いら

れ，納豆小粒，スズマルが代表品種である。その他，

特徴的な品積として，丹波黒，玉大黒，イワイクロ

などの黒大豆，緑でへその周りが黒い鞍郷、などが

ある。自給率向上，新規用途開発の促進のため，

新たな特性を有する品種が開発されている。種皮色，

ともに縁色のキヨミドリ，育丸くんは，その

玉三を生かした縁服認などの食品に利用される。

のもとであるリポキシゲナーゼ、を完全に欠失した

エノレスター，すずさやかは，立乳や立乳デザート，

卵の代わりに大豆を汚いたマヨネーズタイプ調味

料などへの利用が期待される。食品のリスク低減の

見地から，主要アレノレゲンの αサブユニットを欠

失したゆめみのりは，アレルギーリスクの少ないダイ

ズとして注目されている。平成 20年度の大豆作付

面積の上位 5品種はフクユタカ，エンレイ，タチナ

ガハ，リュウホウ，ユキホマレであり，全作付面積

の 57%を占める。国内の大立の需要はほぼ 8割が

油糧Hl，残りが豆腐，味11段，しょう油，納豆などの

食品用で，国産大立の殆んどは食品用に利用される。

一般的に，国産大豆はタンパク質含量が高く，

食品用の適性が高い。外国産大豆は，産地で異なり，

米陸産，ブラジノレ産は脂肪含量が高く，中国産は

炭水化物含最が高い。食品用大豆の大半は米国から

の輸入で、あり，中でも 10M大豆，バラエティ

が多く輸入されている。 IOM大豆はインディアナ，

オハイオ，ミシガン州で生産された 2等級黄大豆の

総称で，本来は池糧尽だが，比較的タンパク質含量

が高いため，豆腐用にも利用される。国産大豆に
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ilIい品質のバラエティ大豆は，米国の大学や企業が

日本市場をターゲットに開発したもので，潟途月IJに

品種が異なり，豆腐沼の Vinton81， Beeson 80， 

納豆尽の MFS516， MFS 553などが知られている。

米国，ブラジル，アノレゼ、ンチンなどでは遺伝子

組み換えタγズが主流となっている。最も普及して

いる形質Eventは除草剤耐性で， 2008年の統計では，

米国のダイズ作付面積の95%，ブラジルでは65%，

アルゼンチンではほぼ 100%を除主主剤耐性大立が

占めた。現在までに，生産性向上を目指した組み

換え形質として，除草剤グリホサート耐性 (Event

番号 GTS40ふ 2)，除草剤グノレホシネート耐性(Event

A5547-127， A2704-12)，イミダゾリノン系除草剤耐

性(Event BPS-CVI27θ)，アセト乳酸合成酵素阻害

剤耐性およびグリホサート耐性(Event DP-356043)， 

高付加価値化形質として，高オレイン酸(Event

260ω05)が開発され， 日本でも食用・飼料用利用が

承認されている。また，チョウ尽害虫抵抗性，抵錨和

脂肪鞍，ステアリドン陵長室生，高オイルなどが開発

されている。食品用としては非遺伝子組み換えの需

要が高いため， IPハンドリング(分別生産流通管理)

された nOlトGMOダイズを輸入している。

は総て非組み換えである。

3)鰐料用大豆

館料用として使用される場合には青刈で粗鋼料

にする他に，大部分は種実を取り搾油した後に得ら

れる大豆油粕が配合飼料用原料として使用されて

いるが，種実をそのまま銅料にすることもある。

特に蛋白質源としての飼料価値が高く，穀類に次

要な銅料原料である。

由来の銅料原料として最も多く使用されて

いるものは大豆油粕(脱脂大豆)であり ，i自結合量

の高いマメ類や油実類から搾油した副産物である

植物性油粕類のうち最も代表的なものである。食品

関係などでは脱脂大豆と呼んでいるが，銅料関係で

は大豆油粕とし、う呼称が一般的である。

大豆油粕は各家畜の館料に広く使用されている。

その中でも採卵鶏用が最も多く，ゆこし、で養豚用，

ブロイラー用，乳牛用，肉牛用の)1慎である。

2005年度に配，混合館料に使用された主要原料の

使用量は 2，415万 1，141tで，前年度に比べ 100.8%

であった(表 1)。この内，大豆油粕の使用害IJ合は

14%の約 339万 tで， トウモロコシに次いで多く

使用されており，その割合は年々増加している。

(1)生産量 大豆の世界生産量はがn鰭 8，000万t

で，その内約 4害1)を米国が占めており，次いでブラ

ジル，アルゼンチン，中国が続く。近年では，特に

アルゼ、ンチンとブラジルが増産しており，これらに

米国を加えた3ヵ隈の生産が役界の大豆供給のカギ

を撮っている(表 2)。

-jj， 日本は大豆の多くを輸入に頼っている O

1990 年以降の田内生産量は 22~23 万 t で推移して

いるが，輸入量は 1990年以降 2003年まで年々増加

しており， 2002 fj三には 500万 tを超えた。

表 1 自己、混合飼料に使用された友な原料の使用最
(万 t、指狐内l土養奈¥JfJを除く使用者IJ合%)

2005 

マイロ

338.6 (14.0) 

表 2 大豆の生産設の捻移(万七)

関 1970 1980 1990 2000 2005 

3067.5 4892.2 5241.1 7505.5 8282.0 
ブラジル 150.9 1515.6 1989.8 3273.5 5019.5 
アルゼンチン 2.7 350.0 1070.0 2020.0 3830.0 
中国 877.5 796.6 1100.8 1541.1 1690.0 
生産蚤 12.6 17.4 22.0 23.5 23.2 
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表 3 悶53IJ大豆および大豆粕(輸入最(万 t)) 

医ぞl

大豆 大 Ii粕

1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 

345.6 406.5 360.8 312.6 1.7 28.7 24.5 55.2 
ブラジノレ 85.7 362.2 751.2 56.3 9.3 16.0 12.2 

カナダ 4.4 5.8 23.9 30.5 

中国 28.4 19.5 13.9 18.4 62.0 30.0 1.2 49.1 

アルゼンチン 7.5 0.7 5.8 

ン

481.3 482.9 418.1 

日本の国別大豆輸入量を表 3に示した。輪入元は

米国が多くを占め，次いでブラジルが続く。 1995

年以降米閣の輸入量は減少傾向にあり，その代わり

にブラジノレ，カナダが増力Bしている。

飼料原料として多く使用される大豆油粕は国内

の搾油メーカーで大量に生産される他，米国，ヰ1国，

インド，ブラジルなどからの輸入も多い。米国産は

ほぼ全量が脱皮大豆油粕で、ある。この脱皮大豆油粕

はハイプロミール high縄 promealと呼ばれるもので

あり，通常の大豆油粕より CPが潟く，主蹴維が低い。

大豆治粕の輸入量は近年増加傾向にあり， 2005年度

における大豆油粕の輸入実績は 163，225tで，前年

度に比べ 138%と増加している。

( 2)価格 問 1に大立と主要穀物であるトウモロ

コシの国際価格の推移を示した。大豆の間際価格は，

2006年秋までは潤沢な期末在庫を背景として比較

的低水準で推移したが， 2006年 9月の小麦高騰を

受け，大豆の国際悩格はトウモロコシと同様に上昇

基調に転じた。これ以降， トウモロコシ，小麦の

作付面積拡大による大立作付面積の減少，中関や

インドなどの柔IT興国の経済発展による食料需要の

20 

コ
き15
・、
H 

'ミ 10
'f¥ 

〉5
~ 

O 
2000 2003 2006 2009 

関 1 大変・トウモロコシの間際価格捻移
ロイター .ES=自寺弓i

設; 大豆、とうもろこしは、シカゴ商I23取引所 (CBOT)の価絡
a:lブッ、ンェノレl土、大豆は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

高まりとそれに伴う輸入増加， tを界的なノくイオ燃料

の生産拡大に伴う食料以外の需要拡大，さらに地球

規模の気候変動の影響など，中長期的に継続する

要阪を背景に， {ufi{名は徐々に上昇し， 2007年夏には，

大立の主要生産，輪出国である米国とブラジルの乾

燥懸念から急11殺した。加えて，輸出匿の輸出規制，穀

物市場への投機資金流入，原油価格の高騰，需要拡

大，作付面積減少見込みなどから，さらに上昇した。

大互の過去最高価格(ブッシェル当り)は 2008年

7月の 16.6 ドル，因みにとうもろこしの過去最高

倒格は 7.5ドルで、ある。その後は，世界金融危機に

よる商品市場からの資金流出， 1立界的な不況による

穀物需要の減退懸念などから大幅に低下したもの

の， 2009年の大豆価格の水準は依然 2006年秋頃の

1.5倍程度で推移している。

( 3 )格付けと流通 臼本は大立の多くを輪入に

頼っている。日本へ輸入された大豆はトウモロコシ

詞様荷揚げ港のサイロに収容される。このサイロに

保管された状態のものが米選品といわれ，一般大立

については米掴産黄大豆米選品(出港地が米臨または

カナダのものであって，遺伝子組換え大立を分別

または不分別のもの)， Non-GMO大豆について

は米国政黄大豆未選品(出港地が米国または

カナダのものであって，非遺伝子組換え大豆を

分別したもの)が，穀物商品取引所の標準品と

して格付けされるものである。 Non-GMO大豆は，

遺伝子組換えされている大豆とは分別して流通

されたことを証明する IPハンドリング・マニュ

アノレの証明書が添付された米国産黄大豆米選品

が標準品として取引きされる。近年では輸出品:

が潜加しているブラジル産大豆が，供用品として

受渡しされている。
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製油用大豆の場合はばら積みのまま工場に輸送

され，食用大立は荷揚げ港サイロで選別される。

選別される大豆は，サイロからベルトコンベアー

で大豆選別工場に運ばれ，製品である大豆と爽雑物

に分けられ，食品大豆として流通する。

{農業畜産情報]

福鳥県で畜産経営を始めてみませんか (2)

福島県二本松市，伊達郡川俣町地内では現在，

後継者不足等により農場継承(売却)を希望してい

る，または一緒に経営を行ってくださるパートナー

を募集している畜産農場があります。

首都固からも近く，交通の使も良い当地域で寵政

経営を始めてはし、かがでしょうか。

当地域で畜産経営を行うことのメリット

7 窟jzt~JLjt!J条洋

①阿武隈川の支流が近くを流れており， '(争化処湖

水の放流が可能です。

②首都圏から 200km閣内に佼置しています。また，

100ヌ王者[¥$である仙台市に近接しています。

③高速道賂へのアクセスに鐙れています。

④地下水の利用が可能です。

⑤磐越自動車道の活用により東京を経由しない

で関西方面へ直接アクセスできます。

@3万トン級の船柏が接岸できる，重要港湾小名

浜滋や相馬港が近くにあります。

2 fif:ilIt.主民の王草原手

①当地域は農村地帯であり，これまでも斎産経営

が営まれてきておりますので，付近住民の方々

からの理解が得られやすい条件にあります。

②水稲，野菜，果樹等全聞に誇る産地が近くに存

在し，堆肥の需要が見込まれることから，家畜

ふん尿のリサイクル体系を構築しやすい環境

にあります。

3 Jeld.'.-lJ芳度再7J72控
①首都機能移転先候補地に「栃木・福島地域Jが

選定されており，今後，一閣の発展が見込まれ

ます。

②常磐自動車道等高速交通網の整備が進んで

おり，首都Wl等への交通アクセスが一隠向上

すると見込まれます。

0パートナーを募集している農場

現在後継者がし、ないため、現夜の牧場主と一緒lこ

麟農経営を行守ってくれるパートナーを募集してい

ます。今まで酪農を経験された方、また、新規に

酪農経営を行ってみたい方はご連絡ください。

経営者の考え

1. 放牧中心の山地酪j長=が麟鹿本来の姿で、あると

いう考えのもと経営を行っております。したがし、

まして、乳量重視等の利主主追求型の離農経営とは

異なります。

2.夫婦で経営を行っておりますが、後継者がし、な

いことから、麟践に対する考え方(山地酪j長等)が

合えば一緒に経営を行ってくださるパートナー

を探しているという状況です。

所在地福島県伊達郡川俣町111木屋地内

飼養頭数経産牛頭数 18.0頭

(うち搾乳頭数 10.6頭)

育成牛頭数 15.0頭(子牛も含む)

土地面積

i自 ロ 地積

宅地 5，740.07m2 

牧場 289，398.00m2

言十 295，138.071112 

施設

若手舎 1棟 物置 1棟

居宅 i棟 サイロ i練

家族構成本人(62歳)、妻、母

農場に係る詳しい資料が必要な方や農場見学を

希望される方は、下記までご連絡ください。

問い合わせ先

福島県fJ!k1*7)<:j主部農村J反輿談、
千960-8670 福島県福島市杉妻IUT2番目

話 024521 741 6 

FAX 024-521 7545 

U R L http://www.pref.fukushima.jp/nosanson/ 

ιmai1 nosonshin知 @pref.fukushima.jp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

