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平成13年４月１日，畜産５団体が統合して，宮城

県畜産協会が発足いたしました。

新協会は畜産農家の経営及び畜産団体等の運営に

対する指導，家畜の飼養管理，種畜の改良，畜産に

関する技術的な支援及び知識の普及，家畜及び畜産

物の価格安定対策，肉用子牛生産者補給金及び肉用

肥育牛補てん金の交付，自衛防疫の推進，生乳の検

査及び格付けによる生乳の品質改善並びに流通の合

理化による畜産経営の安定的発展と畜産の振興に寄

与することを目的として，多岐にわたる事業の推進

を図ることとなりました。

県及び県関係機関並びに関係諸団体と緊密な連携

のもとに各種事業を推進してまいる所存でございま

すので，一層のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。

主な事業は次のとおりです。

Ⅰ経営支援課業務（旧畜産会，養豚協会）

１．地域畜産総合支援体制整備事業

畜産をめぐる情勢の変化に対応し，畜産経営

体の生産性の向上と経営体質の強化を図るた

め，総合的な支援指導を実施する。

１）畜産経営支援指導研究会の開催

２）畜産コンサルタント団の設置

３）地域畜産経営体相談窓口指導

４）畜産経営技術支援指導

個別診断指導（20戸），経営管理技術指導

（50戸），フォローアップ指導（40戸）

５）畜産経営情報データベース化事業

６）優良畜産経営技術発表，交流会の開催

７）畜産セミナーの開催

８）各種研修会の開催

２．一般指導事業

１）畜産経営安定化特別指導事業

先進的経営体の調査並びに経営者協議会を

開催し，畜産経営体の体質強化を図る。

２）肉用牛生産経営技術改善事業

繁殖牛（4.5千頭），子牛（22千頭），肥育

牛（５千頭）の調査とデータ処理から産肉能

力を把握し，繁殖雌牛の整備に資する。

３）酪肉基本方針啓発普及事業

４）担い手集中経営支援体制整備事業

５）畜特資金借入農家診断指導事業

６）肉用子牛新制度業務データ整備事業

７）肉用牛生産基盤安定化支援対策事業

８）畜産環境保全指導事業

９）家畜敷料確保体制整備事業

10）畜産機械施設貸付調査指導事業

11）宮城県総合畜産共進会の開催

12）畜産基盤再編総合整備実施計画策定事業

13）畜産経営支援指導機能強化事業

14）家畜生産集団支援対策事業

15）畜産経営向上安定対策事業

イ）国産牛肉生産・消費対策強化事業

ロ）馬事畜産振興推進事業

ハ）畜産生産技術高度化機械リース事業

16）地域養豚振興特別対策事業

17）養豚振興体制整備総合対策事業

イ）養豚経営動向等調査事業

ロ）優良種豚生産利用推進

ハ）高品質豚肉生産効率化

18）養豚経営技術改善推進事業

19）種豚登録関連事業の推進

20）優良種豚確保対策事業
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21）養豚組織基盤育成強化事業

22）優良種豚確保対策事業

Ⅱ家畜改良課業務（旧畜産会）

１．肉用牛集団育種推進事業

２．家畜人工授精用精液の配布

３．和牛・乳用牛の登記，登録及び関連事業

４．乳用牛群検定普及定着化事業

Ⅲ価格安定課業務（旧肉用牛価格安定基金協会）

１．肉用子牛生産者補給金制度

１）肉用子牛生産者補給金制度

２）肉用子牛生産者補給金制度適正化事業

３）肉用子牛生産者補給金円滑化事務委託

４）子牛生産拡大奨励事業

５）中核肉用牛繁殖経営等育成対策事業

６）補給金制度推進事業

２．肉用牛肥育経営安定対策事業

肉用牛肥育経営安定基金を造成し，経営の収

益性が悪化した時に肥育牛補てん金を交付し，

肉用牛肥育経営の安定と肉用牛生産基盤の拡大

に資する。

Ⅳ家畜衛生課業務（旧家畜畜産物衛生指導協会）

１．自衛防疫推進事業

自衛防疫事業を円滑に推進するため，関係機

関による推進会議並びに指定獣医師の指導体制

の強化を図るための定例会・講習会・研修会の

開催。

２．特定疾病自衛防疫推進事業

伝染性疾病に対する予防接種と損耗防止。

３．豚コレラ撲滅体制確立対策事業

４．家畜生産農場清浄化支援対策事業

１）豚オーエスキー病清浄化推進総合対策事業

２）疾病発生・流行防止支援対策

５．家畜防疫互助基金造成等支援事業

６．衛生管理ガイドライン普及事業

７．生産地馬防疫推進事業

８．伝染性疾病の浸潤調査・抗体保有状況調査事

業

９．家畜飼養環境整備強化事業

10．家畜衛生環境整備円滑化事業

Ⅴ生乳検査課業務（旧生乳検査協会）

１．日本農林規格に基づく原料牛乳の格付検査事

業

１）合乳取引格付検査

２）個乳配分格付検査

３）集乳路線の品質検査

２．生乳及び牛乳・乳製品の受託検査事業

３．生乳品質改善研修事業

１）一種及び二種生乳取扱者技術研修事業

２）委嘱生乳検査員技術研修事業

３）乳質改善指導部会員研修事業

４．生乳検査技術研修事業

５．生乳品質改善指導事業

６．生乳検査機器精度管理事業

以上，協会の主要な事業を紹介申し上げましたが，

他の事業につきましても主要事業との関連も含め，

各課一体的に事業を推進して参ります。

（総務課長　高橋　正義）

平成13年７月20日 第190号 （ ）（隔月１回発行） 3



指定助成対象事業は，「農畜産業振興事業団法」に基づき，①国が直接実施する補助事業としてなじみがた
い事業，②国の補助事業を補完するための事業，③畜産をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行う事業に
ついて，民間における自主的な畜産振興のための取り組みを助長することとして実施されるものであり，農
畜産業振興事業団は，毎年度，指定助成対象事業についてその経費を助成しています。
この事業の財源は，平成２年度までは，輸入牛肉の売買差益を主たる財源としてきましたが，平成３年度
からは，牛肉等の関税収入を財源とした国からの交付金を主体に措置されています。
平成13年度の指定助成対象事業は，「新たな酪農・乳業対策大綱」等を踏まえ，昨年４月に取りまとめられ
た「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針」等を実現するための対策としての２年目として位
置づけられ，市場実勢を反映した適正な価格形成実現及び酪農経営の安定確保並びに生乳の流通対策，牛
乳・乳製品の加工・流通・消費対策，経営体・担い手対策（ゆとりある生産性の高い畜産経営の確立），畜産
環境対策の推進，自給飼料の増産，家畜改良の推進及び飼養管理技術の高度化，畜産経営対策，家畜衛生・
畜産物安全対策，食肉の加工，流通，消費拡大対策等の事業が実施されることとなりました。
助成を受けることができる団体は，全農等の農林水産大臣が定める全国連がほとんどですが，この団体の
下部組織である県域団体を通じて畜産経営者や農協も間接的に補助を受けることができます。主な事業につ
いては，別表のとおりとなっています。
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宮城県畜産課

項　　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　　　業　　　内　　　容
【経営体・担
い手対策】

酪農ヘルパー利用促
進特別対策事業

ヘルパー要員の安定的かつ円滑な確
保を図り，もってゆとりある酪農経
営の実現に資する。

農業大学校等を卒業後，酪農ヘルパーへの就業を希望する学生に対して，在学中
の修学資金（月額５万円，２年間）を交付する

酪農ヘルパー傷病時
利用円滑化特別対策
事業

病気・事故等傷病時に酪農ヘルパー
を利用しやすくするための互助制度
の円滑な実施と定着を図る

１　傷病時のヘルパー利用料金を軽減する互助制度を実施する利用組合に対し
て，軽減に要した費用の一部を助成する
２　傷病時のヘルパー利用の調査，検討を行う

飼料増産受託システ
ム確立対策事業（拡
充）

飼料生産に係る作業の効率化・低コ
スト化及び労働負担の軽減を促進す
るため，コントラクターの育成強化
を図り，効率的な飼料生産作業の受
託システムを確立する。

１　研修会の開催，コントラクターに係る情報の収集及び提供，コントラクター
利用の普及啓発，優良コントラクターの表彰等を行う
２　飼料生産受託組織が飼料収穫作業等を受託した場合に助成等を行う

新規就農円滑化モデ
ル事業

「日本型畜産経営継承システム」の
確立を図るため，経営体験農場の整
備，新規就農希望者等のデータベー
ス構築等を推進するとともに，肉用
牛繁殖経営の開始に必要な施設のリ
ース等を推進し，もって畜産におけ
る新規就農の促進を図る。

１　新規就農者育成対策
農協等が行う，新規就農希望者を対象とする先進経営研修のための研修生滞
在施設の確保，経営体験研修のための経営体験農場の整備，経営技術指導等に
対し助成する
２　新しい担い手確保対策
農協等が，肉用牛繁殖経営の開始に必要な簡易畜舎・機械の整備，家畜の導
入，農地の借り入れ等を行い新規参入者にリースするための経費を助成する。

家畜生産集団支援対
策事業

地域的な連携の下，複数の畜産経営
が集団的に取組む生産活動を助長す
ることにより，地域の活性化と畜産
の振興に資する

１　家畜生産集団活動支援対策
地域の畜産の生産振興を図るため，組織的共同活動を行う生産集団に対し，
その活動の支援を行う
２　家畜生産集団活動振興推進
地域計画策定会議の開催，集団活動の普及及び啓発，生産集団に対する技術
指導等を行う

【肉用牛経営
の安定対策】

子牛生産拡大奨励事
業

子牛価格低落時に，繁殖雌牛頭数の
維持・拡大者に対して奨励金を交付
することにより，肉専用種繁殖経営
における子牛生産拡大意欲の向上を
図り，もって我が国肉用牛資源の拡
大に資する。

発動基準と奨励金単価

子牛価格は，
肉用子牛生産
者補給金制度
において定め
られる指定市
場の平均売買
価格（四半期
ごと）とする

中核肉用牛繁殖経営
育成対策事業

新たな「酪肉基本方針」を踏まえ，
専業的な経営や複合経営の複合部門
としての規模拡大，酪農経営の多角
化のための繁殖部門の導入等肉専用
種繁殖雌牛の計画的な増頭及び経営
内一貫生産方式の導入・拡大を促進
し，我が国の肉用牛資源の拡大に資
する。

繁殖雌牛を飼養する生産者が，一定飼養規模への増頭計画（３年間）に基づいて
繁殖雌牛を増頭した場合，増頭実績に基づいて奨励金を交付する

肉用牛肥育経営安定
対策事業（新規）

肉用牛肥育経営の安定を図るため，
生産者の拠出と国の助成により基金
を助成し，収益性が悪化したときに
家族労働費を補てんする仕組みを新
たに創設する。

１　拠出割合　　　生産者：国＝１：３
２　事業実施期間　平成13年度～平成15年度（３年間）
３　発動基準　　　平均家族労働費の３年平均
４　補てん割合　　発動基準と四半期推定所得との差額分の８割
５　対象品種　　　肉専用種，交雑種，乳用種の３区分

【養豚経営の
安定対策】

地域肉豚生産安定基
金造成事業

都道府県段階で実施されている肉豚
の価格差補てん事業を資金面でバッ
クアツプし，もって豚肉の安定供給
と地域の養豚経営の安定的発展に資
する。

「地域肉豚生産安定基金」を造成し，各都道府県において，生産者等による積立
により実施されている肉豚の価格差補てん事業の安定的な運営の支援を行う
１　豚価が安定基金発動基準価格を下回った場合に，全国共通の指標に基づく額
を限度として，「地域肉豚生産安定基金」から補てん金交付の資金を供給する
２　平成13年度の「安定基金発動基準価格」は，400円／kgに据え置く

地域養豚振興特別対
策事業

輸入豚肉に対抗し得る生産性の向上
と高品質化を図るため，各地域にお
ける肉豚の生産振興・生産性向上の
ための多様な活動を支援することに
より，養豚の振興を図る。

１　地域養豚振興の推進指導
都道府県段階において，地域の養豚の生産振興，安定的な生産・流通体系の
確立を図るための計画等を作成する
２　地域養豚振興の促進
�肉豚の生産振興・生産効率の改善に資する器具・資材・簡易施設等の整備
�地域的な肉豚の銘柄化の促進
�高付加価値豚肉の産直体制の確立
�需給緩和時に力点を置いた地場消費の促進
�その他地域養豚の振興に資する対策

単価（子牛１頭当たり）
品種 発動基準 増頭者 維持者

拡大奨励金 生産奨励金
35万円を下回った場合 10千円 ７千円
34万円を下回った場合 20千円 15千円

黒毛和種 33万円を下回った場合 30千円 22千円
32万円を下回った場合 40千円 30千円
31万円を下回った場合 46千円 34千円

褐毛和種 32万円を下回った場合 25千円 －
29万円を下回った場合 － 16千円

その他の 23万円を下回った場合 19千円 －
肉専用種 21.1万円を下回った場合 － 12千円

３年後の目標頭数 増頭１頭当たり奨励金単価
①５～９頭規模 ６万円
②10頭以上規模 ８万円
うち30頭を超える増頭 ６万円
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（畜産振興班　市川　敦）

項　　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　　　業　　　内　　　容
【家畜改良の
推進及び飼養
管理技術の高
度化】

畜産新技術開発活用
促進事業（拡充）

畜産新技術の開発・実用化を推進す
るとともに，これら新技術及び新技
術を活用した畜産の普及・定着化を
推進し，我が国畜産の振興と発展に
資する。

１　畜産新技術の普及推進
畜産新技術を活用した畜産物等に関する普及定着のための啓発活動を行う

２　先進繁殖技術の確立
�受精卵利用肉用牛の生産集団を育成するため，推進会議の開催，地域におけ
る受精卵利用肉用牛の増殖計画の策定及び受精卵移植技術者の育成を行う
�優良雌牛からの採卵，受精卵移植等に対する奨励金を交付する

【畜産環境対
策】

畜産環境緊急特別対
策事業（拡充）

家畜排せつ物の野積みや素堀りの解
消，低コストな家畜排せつ物処理技
術等の開発，たい肥の流通利用の促
進等の事業を緊急かつ総合的に実施
し，畜産環境問題の解決に資する。

１　畜産環境保全施設の整備
家畜排せつ物の野積み・素ぼり貯留の解消を図るため，（財）畜産環境整備
機構がたい肥化施設・浄化処理施設等をリースするのに必要な機械施設の購入
費の１／２を助成する
２　堆肥センターの機能の強化
堆肥センターが行うたい肥散布への助成，成分分析，散布運搬や広域流通促
進のための機械，ストックポイントの整備等に対して助成を行う。
たい肥センター運営改善のための良質たい肥生産技術，たい肥施用技術等に
ついて研修・人材育成を行う
３　その他
�悪臭防止，浄化処理等の家畜排せつ物処理コストの低減のための技術開発，
情報の提供を行う
�畜産環境問題を解決するため，特別指導チームを設けて技術面，経営面等の
重点指導を行う

土地利用型酪農推進
事業（拡充）

新たな酪農・乳業対策大綱並びに新
たな加工原料乳制度への移行を踏ま
え，畜産環境問題に適切に対応し得
る飼料基盤に立脚した酪農経営を実
施している生産者を支援する。

経産牛１頭当たり飼料作付面積の水準に応じてランク分けし，それぞれのランク
ごとに１頭当たり定額の奨励金を交付する

【負債対策】 大家畜経営改善支援
資金特別融通助成事
業
（新規）

負債の償還が困難な酪農及び肉用牛
経営に対し，既貸付金の条件緩和等
の措置とあわせて長期低利資金の融
通を行うことにより，経営の安定及
び後継者への経営継承の円滑化を図
る。

○貸付対象者
１　経営改善資金
�「経営改善計画」を作成し都道府県知事の承認を受けた経営
�借入金の償還が困難となっている経営
�酪農又は肉用牛経営を長期に継続し経営の体質改善に積極的に取り組む意欲
と能力を有する経営
�一定規模以上の経営
２　経営継承資金
上記１の用件に加え，比較的若年である後継者が経営を継承する経営
○貸付期間　平成13年度～平成17年度
○償還期間　�経営改善資金　15（特認20）年以内　うち据置３年以内

�経営継承資金　25年以内　うち据置５年以内
○貸付利率　�経営改善資金　1.3％以内

�経営継承資金　1.3％以内
（平成13年４月２日現在実際は貸付実行時の金利水準によって決定）

【低コスト化
の推進対策】

乳肉複合経営体質強
化事業

酪農経営の安定と牛肉資源の有効利
用を図るため，酪農経営の有するほ
育育成技術等を活用し，酪農経営等
による初生牛のほ育・育成，経産牛
肥育，受精卵移植技術の活用による
肥育素牛生産など，地域及び経営の
実情に応じた多様な形態での乳肉複
合化を推進する。

１　乳肉複合経営の体質強化
�乳肉複合経営促進型
①高品質初生牛生産奨励金 （おおむね１月以上のほ育） ７千円／頭
②乳用雄牛等育成奨励金 （６か月齢以上） 14千円／頭
③酪農家集団ほ育育成奨励金 （６か月齢以上） 12千円／頭
�地域内乳肉複合促進型
共同育成奨励金 （６か月齢以上） ４千円／頭

２　酪農経営における経産牛活用対策
�経産牛肥育促進型
経産牛肥育奨励金 （４か月以上肥育） 20千円／頭

�繁殖利用促進型
繁殖利用奨励金 （肉専子牛生産，双子生産） 43千円／頭

肉用牛生産基盤安定
化支援対策事業（拡
充）

優良雄牛の能力検定・評価の実施，
肥育成績の収集・分析体制の整備等
による改良増殖の強化，条件不利地
域等における繁殖基盤の改善，併せ
て，分娩間隔の短縮，肥育期間の短
縮等による効率的肥育体型の普及定
着を図り，肉用牛生産基盤の安定的
発展に資する。

１　肉用牛資源改良増殖強化対策
�優良種雄牛安定確保対策
優良な育種資源の収集・確保・利用，新技術由来の雄牛等を対象とした後代
検定の実施，広域改良の普及啓発等を行う
�肉用牛繁殖雌牛等能力評価推進
肥育情報や格付情報等を効率的に収集・提供・分析し，全国段階及び地域段
階での種畜の総合的な評価を行う
２　肉用牛生産基盤改善強化対策
�子牛流通活性化対策
市場調査，市場機能向上機器の整備，計画的な子牛流通の奨励，放牧・未利
用地利用等低コスト生産地域における短期集合育成施設の整備，特定市場等に
おける家畜取引情報システムの整備，肥育素牛の早期出荷奨励等を行う
�繁殖基盤強化対策
優良繁殖雌牛の導入奨励，特定種雄牛の交配奨励等を行う
�肉用牛ヘルパー組織支援対策
ヘルパー出役調整，要員確保活動，ヘルパー活動に係る研修，ヘルパー利用
のための互助制度の実施等
�肉用牛生産基盤安定推進
推進会議の開催，組織支援及び繁殖基盤強化に係る実態調査・検討，技術指
導，普及啓発等を行う
３　肉用牛等効率的生産体系普及定着化
省力的な繁殖方式の導入等による分娩間隔の短縮，肥育期間の短縮や粗飼料
の多給等による効率的な肥育の実証，科学的な分析に基づく飼養管理技術の実
証等を行うとともに馬の放牧肥育技術の確立のための実証調査等を行う

【家畜衛生・
畜産物安全対
策】

家畜防疫互助基金造
成等支援事業（拡充）

豚コレラ撲滅対策の円滑な推進を図
るため，ワクチン接種中止後の万一
の発生に備えた互助基金の造成，緊
急接種用のワクチンの製造・備蓄等
を支援するとともに，口蹄疫等海外
悪性伝染病発生時の経営安定を図る
ため，万一の発生に備えた互助基金
の造成等を支援する。

１　家畜防疫互助基金の造成
豚コレラの万一の発生に備えた互助基金の造成及び発生時の互助基金の交付
等発生経営の再建等に対する支援を行う
２　緊急ワクチン接種実施体制の整備
民間における緊急接種用豚コレラワクチンの製造・備蓄，ワクチン接種関連
資材の備蓄等を行う
（ワクチン備蓄量は常時100万頭分）

３　養豚の衛生管理
�講習会の開催，管理指導事例の検討等による獣医師の衛生管理指導水準の向
上を図る
�豚コレラワクチン接種中止養豚経営を対象とした獣医師による豚丹毒ワクチ
ンの接種を推進する

４　海外悪性伝染病防疫互助基金の造成
口蹄疫等の万一の発生に備えた互助基金の造成及び発生時の互助基金の交付
等発生経営の再検討に対する支援を行う



平成12年度の和牛登録実績は，登録件数で前年対
比約106.3％の3,127件となり，子牛登記件数は，
前年対比94.9％の22,452件となりました。また，
会員数は，前年対比94.9％の7,356名となり，減少
傾向が続いています。
和牛改良事業として進めている育種価推進事業に
ついては，枝肉情報収集件数5,402件・推定育種価
判明頭数12,394頭となりました。また，今年度から
肥育地の効果を農協から肥育者とし，精度の高い環
境要因を取り除くことから前回より正確度の高い育

種価を推定することが出来ました。尚，平成13年度
より登録登記証明書に育種価指標（左から，枝肉重
量・ロース芯面積・バラの厚さ・皮下脂肪厚・歩留
基準値・脂肪交雑の６形質をＡ，Ｂ，Ｃにて表示）
を宮城県内で飼養されているものに限り表示し，会
員が活用しやすい体制を進めてまいります。
また，平成14年度から本原登録資格条件に，育種

価資格条件が取り入れられることから，今後尚一層
の産肉能力の改良が期待されます。

（上野　新英）
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平成12年度和牛登録の実績について

全国和牛登録協会宮城県支部

登録事業 単位：件
Ｈ12年度計画 Ｈ12年度実績 計画対比 Ｈ11実績 前年対比

45 35 77.8% 35 100.0%
200 76 38.0% 286 26.6%
46 56 121.7% 57 98.2%
0 2 0

1,850 2,318 125.3% 2,031 114.1%
820 799 97.4% 792 100.9%
0 23 26 88.5%
0 0 0

825 899 109.0% 910 98.8%
440 447 101.6% 397 112.6%
0 8 9 88.9%
0 0 0

12,100 11,621 96.0% 12,117 95.9%
11,350 10,831 95.4% 11,241 96.4%

0 16 25 64.0%
0 2 2 100.0%
0 1 0

488 589 120.7% 476 123.7%
28,164 27,723 98.4% 27,965 99.1%
7,510 7,356 97.9% 7,752 94.9%

種 別
育 種 牛
高 等 登 録
高 等 移 動
高 等 再 交 付
本 原 登 録
本 原 移 動
本 原 再 交 付
本 原 書 換
基 本 登 録
基 本 移 動
基 本 再 交 付
基 本 書 換
子牛登記（♂）
子牛登記（♀）
子 牛 再 交 付
子 牛 書 換
能 力 証 明
血 液 検 査

計
会 員
育種価事業
枝肉情報収集件数 推定育種価評価頭数
支所名 Ｈ11収集件数 Ｈ12収集件数 前年対比
仙南支所 207 0 0.0%
古川支所 1,102 835 75.8%
遠田支所 1,391 1,260 90.6%
栗原支所 474 1,029 217.1%
登米支所 1,013 2,278 224.9%
合　　計 4,187 5,402 129.0%

支所名 Ｈ11評価頭数 Ｈ12評価頭数 前年対比
仙南支所 860 972 113.0%
古川支所 2,548 2,709 106.3%
遠田支所 2,137 2,288 107.1%
栗原支所 2,561 2,486 97.1%
登米支所 4,042 3,939 97.5%
合計 12,148 12,394 102.0%



平成13年５月29日に東北地域飼料増産運動推進協議会現地検討会が開催され，東北６県から関係者約50名
が集まり，「大谷地堆肥センター」の現地事例調査が実施されました。その後，河北町のビックバンで東北農
業研究センターの堀末水田利用部長，名久井草地部長の講演がありました。東北農政局の渕上畜産課長，生
産組合の高橋組合長，遠藤会計及び河北町の伊藤産業課長を助言者に意見交換会も行われ，出席者から河北
町の「地域一体となった耕畜連携による取り組み」が高く評価されました。
「大谷地堆肥センター」は平成10年に環境保全型畜産確立対策事業により堆肥舎２棟，機械格納庫１棟，管
理棟１棟及び機械７台を整備しました。管理運営は畜産農家などが構成する「大谷地堆肥生産組合」が行っ
ており，組合員からの家畜排せつ物を良質堆肥に変え，水田や畑に還元するとともに，稲わらを飼料や敷料
として畜産利用することにより地域内での有機物のリサイクルシステムを構築しています。
当地域は畜産と米や野菜との複合経営が多く，当初は生産堆肥の大半を自家消費する計画でしたが，良質
な堆肥が口コミで評判になり，地元特産の菊やセリなどへ徐々にその用途が広がってきています。また，（集
団）転作組合などの集団も堆肥生産組合の構成員に加わり，地域内での有機物リサイクルの環がますます大
きくなることが期待されます。
搬入の際の水分調整に特に気を配ったり，経時的な堆肥の発酵温度測定を行うなどの努力が実り，堆肥の
評判は上々です。「使ってくれる人はここの堆肥の品質を信用してくれている。少しでも質を下げるわけには
いかない。」と組合長が一生懸命に語ってくれたことがとても印象的でした。
この堆肥センターのもう一つの特徴は「低コスト」というところにあります。シンプルな堆肥舎方式のた
め電気料・修理費などは機械撹拌タイプに比べて非常に少なくなっています。また，常勤職員を置かず，切
り返し作業等は組合員が行うため，人件費も低く押さえられています。これらの結果，平成12年度は利用料
金や堆肥の販売代金などにより減価償却費を含めた経費の大部分を賄うことができました。
この堆肥生産組合の取り組みはまだ始まったばかりですが，今後は有機農産物として付加価値をつけた農
産物販売も検討しており，これからの活動に非常に期待が寄せられています。 （指導班　平子　智子）
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東北地域飼料増産運動推進協議会現地検討会の報告と
河北町「大谷地堆肥生産組合」の取り組み

石巻産業振興事務所畜産振興部



近年，大型種を中心とする種豚の改良，雑種の利
用により産肉能力が飛躍的に伸びてきました。しか
しその反面脚弱，起立不能など飼養管理上問題のあ
る豚が増加してきています。脚弱の原因は骨格の異
常，関節の障害，飼養管理面等が考えられており，
その発生を抑制するためには飼養管理技術の改善と
あわせて肢蹄の強い種豚の改良を進めていかなけれ
ばなりません。脚弱は経済的損失が大きいため，現
在，種豚の改良の際には肢蹄の強健性が強く求めら
れています。そこで脚弱の一要因として考えられて
いる骨軟骨症に着目し肢蹄形状および産肉能力との
関連について検討しました。またあわせて骨軟骨症
病変の遺伝的パラメーターを推定しました。肢蹄形
状は図１に示した５段階評価および管囲を用い，選
抜試験第６世代の育成雄，育成雌，調査豚について，
骨軟骨症病変は調査豚についてと殺後上腕骨遠位
端，尺骨遠位端，大腿骨遠位端の病変を肉眼および
軟Ｘ線により０～＋＋＋の４段階に評価しました。
表－１に軟Ｘ線で判定した骨軟骨症病変の発症頻度
を示しました。中度以上病変の発症頻度はそれぞれ
28.7％，24.6％，13.7％と特に前肢での発症頻度が
高い傾向が認められました。
骨軟骨症病変と肢蹄形状，産肉能力の関連につい
て結果を表－２，表－３に示しました。前肢，後肢

得点と大腿骨遠位端病変の間に負の遺伝相関が認め
られ，得点の高い個体は病変の程度が軽い傾向が認
められました。肢蹄形状・管囲の遺伝率については
0.24～0.40で中から高の遺伝率が推定されました。
次に骨軟骨病変と産肉能力との関連ですが，骨軟骨
症病変と一日平均増体量の間に負の遺伝相関が認め
られ，骨軟骨症病変程度の軽い個体は一日平均増体
量が大きい傾向が認められました。
骨軟骨症病変の遺伝率について表－４に示しまし

た。骨軟骨症の遺伝率は中から高の値が推定され，
上腕骨遠位端病変が0.46と最も高く，尺骨遠位端，
大腿骨遠位端の遺伝率はそれぞれ0.20，0.18であり
ました。
以上のことから骨軟骨症病変については比較的高

い遺伝率が推定され，改良が可能だと考えられます。
また骨軟骨症の改良によって産肉能力に悪影響をお
よぼすことなく，同時に肢蹄形状の改良も可能だと
思われます。
しかし，脚弱には骨軟骨症だけでなく他の要因も

考えられるため歩様や骨格の評価等も加えた総合的
な肢蹄評価が必要と考えられます。
今後は四肢骨格の評価や骨軟骨症病変の生体判定

技術を検討する予定です。
（門脇　宏）
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〈畜産便り〉

豚の骨軟骨症と肢蹄形状および脚弱との関連について

宮城県畜産試験場

表－１　第６世代骨軟骨症発症頻度（％）
軟X線

上腕骨遠位端 尺骨遠位端 大腿骨遠位端
発 正常 46.6 54.8 38.4
症 軽度 24.7 20.6 47.9
頻 中度 12.3 12.3 12.3
度 重度 16.4 12.3 1.4

表－２　骨軟骨病変（軟X線）と肢蹄形質の遺伝相関
上腕骨遠位端 尺骨遠位端 大腿骨遠位端 遺伝率（SE）

前肢得点 －0.10 －0.12 －0.80 0.24（0.03）
後肢得点 －0.13 0.00 －0.45 0.33（0.03）
前管囲 0.07 0.13 －0.06 0.31（0.03）
後管囲 0.20 0.18 －0.12 0.40（0.03）

表－３　骨軟骨病変（軟X線）と産肉能力の遺伝相関
105kg到達日齢 一日平均増体量 ロース断面積（1/2） 背脂肪厚 筋肉内脂肪

上腕骨遠位端 0.15 －0.43 －0.18 －0.03 0.23
尺骨遠位端 －0.07 －0.01 －0.18 －0.35 －0.31
大腿骨遠位端 0.28 －0.33 0.39 0.31 0.29
表－４　骨軟骨症の遺伝的パラメータ（軟X線病変）

RODH RODU RODF
上腕骨遠位端（RODH） 0.43 －0.32 0.65
尺骨遠位端（RODU） －0.15 0.27 －0.35
大腿骨遠位端（RODF） 0.10 －0.09 0.13
対角：遺伝率，上三角：遺伝相関，下三角：表型相関



農林水産祭参加平成13年度宮城県総合畜産共進会
は，下記日程で開催いたすこととなりましたので多
数ご参観くださるようご案内申し上げます。
１．肉豚の部
開催日　平成13年９月５日（水）～７日（金）
場所　宮城県食肉流通公社（米山町）
２．乳用牛・肉用牛の部
開催日　平成13年９月18日（火）
場所　みやぎ総合家畜市場（小牛田町）
３．出品頭数
・肉豚の部　150セット（同腹去勢２頭，雌１頭，
計３頭１セット）計450頭

・乳用牛の部　83頭
・肉用牛の部　73頭，16組（60頭）計133頭
４．付帯行事
・県学校農業クラブ連盟家畜審査競技会
・和牛婦人部審査コンクール
・乳用牛ジャッチングコンテスト
・牛乳・乳製品展示即売
・牛乳の料理実演及び試食
・地場産品展示即売
・家畜改良・家畜衛生相談コーナー

（経営支援課　山田文彦）

口から摂取される水分が，吸収されずに排泄され
てしまう，または，生体の内部から消化管へ必要以
上に分泌されてしまう。正常便に比べて，水分を多
量に含んだ便のことを下痢便といいます。子牛は，
体重の80％を体液が占め，それをコントロールする
役目を担う腎機能も未発達なため，必然的にダメー
ジが大きいのです。
子牛が下痢をする原因としては，①ロタ・コロナ

などのウイルス，②毒素原性大腸菌・サルモネラな
どの細菌，③クリプトスポリジウムなどで知られる
原虫や真菌などの感染性要因。また，④中毒，不良
飼料の給与，⑤種々の外的ストレスなどの非感染性
要因などがありますが，ここでは，伝染性下痢症の
原因となる病原体のうちウイルスによるものをいく
つか紹介します。
ロタウイルス：１～２週齢の新生子牛に多く発

生。初乳中に含まれる免疫グロブリンでは感染防御
に十分ではなく，農場内で常在することにより被害
を大きくしてしまう。
コロナウイルス：軽い発熱の後，突発性の水溶性

下痢をおこす。単独感染の場合，下痢は３～５日間
で回復する。乳牛では下痢の他泌乳量低下もおこす。
カリシ様ウイルス：'78年に英国で子牛の下痢便

から最初に検出されたウイルス。培養が困難なため，
その検出は電子顕微鏡による。
子牛の下痢に関与する病原体は多種類で，また，

多くの場合複合しています。複数の病原体が感染す
ることで，症状は重篤となり，死亡率も高くなりま
す。下痢症が発生した際の適切な治療は，もちろん
重要ですが，原因究明とそれにあった対策が損耗防
止に大きな役割をもちます。伝染性下痢症が発生し
た場合，すぐに，かかりつけの獣医師，もしくは最
寄りの家畜保健衛生所までご相談ください。

（病性鑑定班　技師　小寺　文）
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平成13年度宮城県総合畜産共進会
開催のお知らせ

�宮城県畜産協会

〈衛生便り〉

ウイルスによる子牛の感染性下痢症

仙台家畜保健衛生所
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早いもので，平成２年に
農業実践大学校の畜産学部
を卒業してから，11年が過
ぎてしまいました。
しかし，就農してからは，
まだ８年しか経っていませ
ん。実を言うと卒業と同時
に就職し，３年間ほどサラ
リーマンをしてしまいまし
た。畜産とは全く無縁の職

種で，当時は家業の肥育経営をすることなど全く頭
にありませんでした。
しかし，父の怪我による入院をきっかけに家業を
継ぐことになってしまいました。今まで，休日に手
伝い程度しかしたことのなかった私にとって，発育
段階に応じた飼料給与など出来る訳もなく，とても
辛く大変だった思い出しかありません。幸い，地域
の肥育農家の方々や獣医さんの指導のおかげで，父
が退院するまでの数ヶ月間を乗り切ることが出来ま
した。
また，サラリーマンの３年間の経験が，経営感覚
等を身につけ，頑張りの原動力となったことから，
有意義な体験をしたと思います。
現在では，肥育部門は１人で任せられ，60頭規模の
肥育経営をやっています。子牛の導入，飼養管理，出
荷まで自分の判断により行っています。自分では一
人前のつもりでも父から見れば，半人前以下でしょう。
最近は堆肥の処理問題，子牛の減少による価格の
高騰，枝肉相場の低迷など厳しい状況下におかれて
いますが，つい先日，小学校２年生になる息子に
「ぼく大きくなったら，パパと牛飼いするよ。」と言
われ，ちょっと嬉しくなったと同時に，もっと頑張
らなくてはと気が引き締まりました。
今後は，規模の拡大を図りつつ，経営内容を充実
させ，もっともっと魅力のある畜産経営を目指して
行きたい，人に誇れる経営をやっていきたいと思っ
ています。

今年の四月にNOSAI宮
城に就職し，県北家畜診療
センターに赴任いたしまし
た。出身は岩手県一戸町で，
岩手大学を卒業しました。
大動物臨床に携わりたいと
思い獣医を志したので，希
望通りの仕事に就けたこと
は非常に幸運だと思ってい
ます。仕事を始めてから３

か月が過ぎ，先輩や農家の方々から様々な事を教え
ていただく毎日です。
私の実家は普通のサラリーマンの家庭でしたが，

祖父母の家では昔，繁殖和牛を飼っていましたので，
牛と接する機会はありました。農業や畜産，酪農な
どはそれを営む人々の生活と密接に関わっているこ
とを知り，一生懸命働く姿を見て，自分もそれに関
係のある仕事に就きたいと思うようになっていまし
た。大学では，獣医になるための基礎的なことを学
びました。臨床の現場に出てみて，まだまだ学ぶこ
とがたくさんあると感じています。また，家畜の頭
数が年々減少していくなか，大動物臨床獣医師に求
められていることは非常に多く，やりがいのある仕
事だと気持ちの引き締まる思いです。獣医師として
はまだまだですが，宮城県の畜産と酪農の発展のた
めに精一杯頑張りたいと思いますので，皆様の御指
導と御協力を宜しくお願い致します。

「私のきっかけ」

宮城県農業実践大学校畜産学部
12期生　鈴木貴弘

実践大学校OBの抱負 〈新人紹介〉

宮城県農業共済組合連合会

県北家畜診療センター
高畑幸子


