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仙台イーストカントリーは平成12年４月に設立さ
れ，稲わらの収集や農作業受託等を目的として稲作
農家５戸で構成された任意組合である。

昨年度は仙台市の七郷地区を中心とする稲作地帯
から約60ha分の稲わらを収集し，仙台農協をとお
し，県南部の肥育農家へ供給している。

設立の経緯については，第１点として，従来，稲
作農家が個々に稲わらを焼却したり，田へ鋤き込ん
で処理していたが，環境への配慮と未利用資源の有
効活用等の観点から稲わらを収集・供給することが
望まれたことにある。第２点として，当時，輸入稲
わら等の汚染が原因として疑われた口蹄疫が国内で
発生し，国産の良質で安全な稲わらの利用が求めら
れていたことが挙げられる。この結果，関係機関の
協力の下，短期間で組織を整備し，収集・供給シス

テムを構築することができた。
昨年度の収集については，リースで借り受けたロ

ールベール・ベーラッパにより稲わらを収集・梱包
し，組合員の納屋に一時保管し，注文を受ける都度，
畜産農家の庭先まで搬入する仕組みになっていた。
収集した稲わらの質等もまずまずの評判で口コミで
利用者が増えている状況にある。

この取り組みについては，始まったばかりで，試
行錯誤はあったものの今年度，国庫補助事業（畜産
振興総合対策事業）により一連の機械を導入し，新
たな保管庫を整備する等作業の効率化と供給体制の
充実を図り，より多くの稲わらの供給が可能になる
予定であり，地元稲作農家はもとより畜産農家の期
待も大きい。

（畜産課草地環境整備班　目黒　忍）
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仙台イーストカントリーの取り組み

宮城県畜産課

○供給体制

稲わら 
60ha, 300ｔ 販売 

販売 
（配達） 

販売 
（配達） 

仙台農協 

270ｔ 

畜産農家 
30ｔ 

畜産農家 

12戸 

○販売実績と計画

販売内容等 平成12年度実績 平成13年度計画

梱 包 形 態 ロール梱包 ロール梱包

数　　　　量 2,000個 2,000個

価　　　　格 2,600円/個 2,600円/個

受 渡 場 所 利用者の庭先 利用者の庭先



さまざまに革新する新世紀の産業社会。畜産経営
の分野でも新しい時代の経営技術や情報入手は不可
欠となっております。

今回ご紹介する酪農経営データベースシステム
は，従来個別に提供されていた経営技術，飼養管理，
家畜の能力など各種さまざまな情報を総合的に活用
し，経営者の皆様のための情報ステーションとなり
全国・各都道府県の動向や現状など，経営に関する
データと情報を取り入れることができるシステムと
なっております。

システムは，下記の３団体が提供するデータで，
全国展開を行うネットワーク（図１）を構築してい
ます。
１．（社）中央酪農会議
■酪農全国基礎調査
酪農全国基礎調査結果データは，検索も集計もす

ぐにアクセスして確認できます。またグラフによる
ビジュアル表示も実施。基礎データによる絞り込み
検索集計，レーダーチャート・散布図・折線グラ
フ・円グラフ，組み替え集計などあなたの経営に役
立つ情報が活用できます。
２．（社）家畜改良事業団
■牛群検定結果
あなたの経営の牛群検定成績（毎月），牛乳生産

量予測（四半期），乳期終了成績（産次毎），牛群改
良情報（年２回）をデータとして提供。パソコン側
に提供されたデータ分析ソフトを活用し，牛群管理
が行えます。また個体管理，繁殖管理，生乳生産予
測など，トータルな牛群管理プログラムを提供しま
す。
３．（社）中央畜産会は各都道府県畜産会
■経営実績
あなたの経営の財務データから，分析ソフトを使

って経営管理が行えます。経営分析結果や追加投資
の検討システム，短期・長期のシミュレーションシ
ステムなど，経営・財務に関する有益な情報が得ら
れます。
（経営分析結果……●月別産乳差益と牛検成績●

月別収支の状況●固定資産台帳●借入金台帳●生産
費用と損益●貸借対照表と負債の状況●収益性と生
産技術の分析●年間収支）

※お手元にある青色申告など，簡単な資料による
経営分析も実施しています。
４．３団体のデータによる総合ポジショニング
■中央酪農会議・家畜改良事業団・中央畜産会の
データ

酪農全国基礎調査，牛群検定，経営実績など，３
団体からのデータを利用した総合ポジショニングシ
ステムを提供。概要・経済・技術に関する個別実績，
全国平均などを表示します。経営者の方々のポジシ
ョンを明確にし，今後の経営方針・戦略に役立てる
ことができます。

これらを，（社）中央畜産会が管理する中央デー
タベース内に常に最新のデータを蓄積し提供する体
制を整備しています。

必要な時，自らのパソコンを活用しデータをダウ
ンロードしていただき，分析ソフトを提供して経営
者の皆様が多面的な経営技術の診断が行えることも
可能にしています。

また，パソコン利用のため，本データベースはセ
キュリティの高い信頼性のあるNNCS網（下記費用）
により経営者，支援者が個人認証番号（ID）パスワ
ード等によってしっかりと管理されています。
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担い手集中経営支援体制整備事業の紹介
―酪農経営データベースの機能とサービス―

宮城県畜産協会

※お問い合わせ先
社団法人　宮城県畜産協会経営支援課
担当：山田，芳賀
TEL：022-382-8134  FAX：022-382-8135

また今後，酪農経営のみならず肉用牛経営，養豚
経営等，畜産経営のデータベース構築も予定してい
ますので，将来の経営プランを作り上げるためのサ
ポートとしてご活用ください。

なお，詳細については下記にお問い合せ下さい。

◆NNCS月別費用（平成13年９月27日現在）

プラン 

プラン 

プラン 

プラン 

1

2

3

4

プラン 

プラン 

プラン 

プラン 

5

6

7

8

参加するための費用はかかりません。 

ただし，酪農経営データベースからデータを 

ダウンロードする場合に，NNCSを利用する 

ための費用が発生します（NTT-PCと個別契 

約）。 

①NNCSダイヤルアップ加入費用 

　（初回のみ）　5,000円 

②NNCS請求書発行費用　300円／月 

③認証時固定ＩＰアドレス付与　100円／月 
※料金プラン8（無制限）をお選びの方はISDNをご契約いただきます。 

■別途アクセスポイントまでの通信料 

600円　1時間／月 

800円　2時間／月 

1,000円　3時間／月 

1,800円　5時間／月 

3,000円　8時間／月 

5,000円　20時間／月 

8,000円　30時間／月 

10,000円　無制限／月 

図１　Data  Base  Network



白石牧場は，平成10年４月に新たな役割を持って
再出発しました。その主な使命の一つは，宮城県の
肉用牛の振興方向（21世紀みやぎの牛づくり活性化
事業）に基づき，主に肉量型，繁殖雌牛の育種改良
群を造成し，繁殖素牛を県内に供給すること。二つ
めには，山間地を利用し，放牧を主体とした肉用牛
の子取り生産と，繁殖牛と肉用牛の産子の群管理飼
養技術を実証展示することです。再出発して３年間
を経過し成果を結び始めています。その，概要をお
知らせします。

白石牧場は，黒毛和種繁殖牛400頭を飼養し，１
年間に子牛320頭以上生産することとしています。
繁殖牛は，妊娠牛を周年放牧し，哺乳期間（約３月
半）のみ避難舎のあるパドックで飼養しています。
この間に人工授精によって，これで不妊のものは牧
牛により交配します。４月から11月までは放牧地で
分娩し，冬期間だけ牛舎内で分娩させます。離乳後
の子牛は，原則として雌雄を別にして発育に応じて
10～20頭で群飼します。良質の乾草をふんだんに
与え，濃厚飼料は，市販配合７に対してフスマ３の
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宮城県農業公社白石牧場の運営概要

宮城県農業公社

割合のものを，子牛市場出荷前まで，１頭１日当た
り最大４㎏程度に押さえて給与しています。

表に３年間の状況を示しました。生産頭数，事故
発生率ともに期待したものを上回った結果になって
います。子牛の発育も３年の間に改善が進み，県総
合市場の平均成績に近づいてきています。雌子牛の
発育がやや劣るように見えますが，牧場に保留する
更新牛に発育の良いものを選択している影響もあり
ます。価格は市場平均を下回っていますが，これに
は交配種雄牛の選択も影響していると思われます。

次に，改良への取組みについて述べます。白石牧
場は，県内の繁殖牛飼養者に，肉量の取れる肥育牛
を生産できる繁殖素牛を供給することが使命です。
そのためには，繁殖能力，子育て能力，生産子牛の
発育，肥育結果の産肉能力が優れていることが理想
ですが，大きな目標に向かって地道な努力を重ねて
きています。現在は，離乳時体重，分娩間隔，産肉
成績の遺伝的能力等をもちいて交配計画を作成，実
行し，優良な産子を生産しようとしています。また，
目標を実現するためにどの様な記録や測定値をもち
いて，具体的な交配，選択を行ったら良いかを検討
しています。

現在まで，生時体重，離乳時体重，販売時体重，
分娩間隔についてほぼ全繁殖牛の育種価の推定が終
わり，全和登県支部が公表する産肉能力についての
育種価は133頭が判明しています。今後は，繁殖，
発育，産肉各能力の相互の関係や特性を考慮して，
総合的に能力を高めていくための効率的な育種手法
を定め，実行し，その成果を県内利用者に活用して
いただけるよう図って参ります。

（畜産部次長　佐々木英一）

表１　子牛生産・販売状況

※13年８月出荷分まで　※価格は税ヌキ価格

年　度
生　産 死廃事故 離　乳　時 子牛市場販売　　　　　　　千円
頭　数 頭　数 事故率 日　令 体　重 頭　数 日　令 体　重 日令体重 セリ価格

Ｈ10 352 19 5.4％ 去　勢 107.0 95.2 147 328.2 266.2 0.811 337
雌 107.1 89.8 105 336.6 243.5 0.723 252

Ｈ11 334 7 2.1％ 去　勢 107.5 102.1 180 326.3 279.4 0.856 378
雌 107.4 92.1 118 325.2 245.0 0.753 277

Ｈ12 368 8 2.2％ 去　勢 109.6 108.3 ＊　92 307.6 287.1 0.933 381
雌 110.6 100.2 ＊　60 304.5 253.1 0.831 266
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「本吉町有機肥料センター」を核に環境保全型農業を推進

本吉町役場

○「本吉町有機肥料センター」の管理運営体制と
「もとよし有機」の販売
平成11年９月に稼動し，平成12年２月完熟堆肥

「もとよし有機」の販売を始めたところ時期的に春
の堆肥需要期とも重なり製品不足を生じるほど好調
な売れ行きを示しました。今年の３月から５月にか
けても前年と同様に順調な売れ行きであり，年間を
通して在庫を抱えその処理に困るような事は今のと
ころ生じておりません。このことは，本吉地域農業
改良普及センターの協力により，適正な施肥利用を
普及するため，家庭菜園等にも利用できる施肥資料
と専業農家向けに「もとよし有機利用マニュアル」
を作成していただき営農指導に力を入れているこ
と，更には広域合併したＪＡ南三陸の販売網を利用
し町外への販売戦略を展開したことなどから，農家
だけでなく家庭菜園を行っている一般家庭にも「も
とよし有機」が普及しているものと考えております。
また，下記図で示した管理運営体制が関係機関・団
体の協力によりその機能を十分に発揮していること
も大きな要因であります。

○今後の取り組み
「本吉町有機肥料センター」が稼動して１年間の

実績で評価はできかねますが，先日，ある畜産農家
の方が「肥料センター」が出来たお陰で糞尿の処理
を心配することなく規模拡大ができると話しており
建設効果の一面が出始めている思います。しかし，
運営上多くの課題を抱えていることも事実でありま
す。今後，課題を着実に解決しながら，全ての畜産
農家が肥料センターを利用し畜産環境保全に配慮し
た経営に取り組める環境づくりに努めると共に，生
産堆肥である「もとよし有機」を消費者が求める安
全で安心な農産物生産の有機肥料としてその利用を
定着させ，「本吉町有機肥料センター」を核に豊か
な自然を大切にする「環境保全型農業推進の町」を
目指して参りたいと考えております。

（農林畜産課　遠藤秀和）もとよし有機

所在地

本吉町有機肥料センター
〒988-0374
宮城県本吉郡本吉町角柄
15番地の４
TEL（0226）43-2630

管理運営体制図

本　吉　町 

本吉町有機肥料センター 
受託組織 

農事組合法人モーランド 

本吉町有機肥料センター 

管理運営委員会 

本吉町有機肥料センター 

利用組合（畜産農家） 

幹　事　会 
耕 種 農 家 

受託 委託 

製品販売 

原料 
搬入 

◎基肥の施用
苗の定植等の７～10日前に，土壌表面に基肥を全

面散布。その後，土を15㎝ぐらい掘り起こしながら，
土壌と混和してください。

地球にやさしい『もとよし有機』を使った

健康で安全な『家庭菜園』のための施肥目安

本吉町有機肥料センター管理運営委員会

監修：本吉地域農業改良普及センター

※ピーマンの追肥：燐硝酸安加里Ｓ604号

品　　　　　目 基　　　　　肥 追　　　肥
セロリ もとよし有機 ２袋

過燐酸石灰 １㎏
いらない

ピーマンのみ
0.5㎏

トマト，ピーマン
スイートコーン
なす，いちご，はくさい
にら，ほうれんそう
たまねぎ，ねぎ，葉ねぎ
じゃがいも，さといも

もとよし有機 1.5袋
過燐酸石灰 0.8㎏

（じゃがいもには，過燐酸石
灰をいれない）

かぼちゃ，ながいも
いんげん，にんじん
レタス，サラダ菜

もとよし有機 １袋
過燐酸石灰 0.5㎏

きゅうり，すいか，だいこん
キャベツ，ブロッコリー
にんにく，さやえんどう
なばな，つぼみな，こまつな

もとよし有機 0.7袋
過燐酸石灰 0.5㎏

ごぼう，さつまいも もとよし有機 0.4袋
えだまめ もとよし有機 0.2袋

過燐酸石灰 0.5㎏

◎施肥量（１坪当り現物施用量）……坪＝3.3�



昨年３月25日に宮崎県において，92年ぶりに口
蹄疫の発生が確認されて以来，最終的には，１道１
県，４農家での発生確認と患畜22頭，疑似患畜718
頭，合計740頭の殺処分，236,531戸にのぼる農家
での臨床検査，52,894頭分の血清検査，輸入飼料を
含めた疫学調査等が実施されました。

その間，全国の家畜防疫関係者は一致団結し，見
えない敵との戦いに全力をつくしてきました。発生
以来半年といった短期間での清浄化が達成されたこ
とは，世界的にみても快挙であり今後の防疫活動に
対しても大きな自信となりました。

世界的な口蹄疫の動きについてみると，2000年
２月21日に英国（グレート・ブリテン）で20年ぶ
りに口蹄疫の発生（1,992件）が確認され，現在ま
でに北アイルランド（４件），フランス（２件），オ
ランダ（26件）及びアイルランド（１件）でも発生
が確認されています。口蹄疫の発生が続いていた英
国では，軍隊も動員してすでに約380万頭が殺処分
されました。殺処分後の焼埋却にあたってはダイオ
キシン問題や地下水汚染などの環境問題発生の危険
性が危惧され思うように作業が進まなかったようで
す。英国への口蹄疫進入経路として一番疑われてい
るのが，中国→南アフリカ→英国のルートです。口
蹄疫にかかった豚肉の密輸が問題と疑われており，
昨年の日本で発生した口蹄疫も英国と同じＯ型で，
中国などからの輸入稲ワラが感染源として疑われて
います。国際化の進展で，ヒト，モノが自由に国境
を越えて移動する時代にあって，家畜伝染病の侵入
リスクはかつてないほど大きくなっていることを再
認識しなければなりません。

最近，英国で口蹄疫再燃の兆しがあるようです。
ここ数ヶ月間口蹄疫の症例が見つからなかった英国
中部のノーサンバーランドで，８月27日までに13
件もの口蹄疫が集団的に発見され，7,000頭の牛，
羊が処分待ちとのことです。もし，口蹄疫が冬まで
続く場合，伝染速度が速まることが予想され，輸出
再開への希望に満ちていたスコットランドの生産者
も今回の発病がスコットランドに飛び火するのでは
ないかと憂慮しています。農水省では，「口蹄疫が
再び猛威を振るい始めたということではなく，終息
しきっていないことの現れ」と分析しているようで
す。

以上のことからも，我が国に今後も新たなウイル
スが再侵入してくる可能性は否定できないことか
ら，家畜防疫関係者はもとより，生産者のみなさん
と一体となった防疫対応を今後も強力に推進してい
かなければなりません。

（家畜改良衛生班長　横山亮一）

本年で第19回を迎える宮城県牛削蹄競技大会が７
月６日，宮城県畜産試験場で開催され，岩出山町雨
生沢　鈴木清氏の牛舎を競技会場として県内３支部
より選手９名が牛削蹄判断（30分）牛削蹄競技

（20分）の２種目について日頃鍛えた業を競い合っ
た。

当日は，福島県，山形県の削蹄師，会員など60名
が声援を送る中で，午前10時30分より東北牛削蹄
競技大会予選をかね２時間の激戦が行われた。

その結果，最優秀賞に志波姫町小野寺徳好氏，優
秀賞に色麻町橋本三学氏，栗駒町鈴木典之氏が選ば
れ，９月４日秋田県本荘市秋田しんせい農業協同組
合広域由利家畜市場で開催される第14回東北牛削蹄
競技大会に出場することになった。

本大会は認定牛削蹄師の削蹄技術研修を通じて，
会員総合の技術の向上を図るとともに若い削蹄師の
育成の場として毎年開催されている。

削蹄は，運動器疾病の予防ばかりでなく，牛群の
収益性向上の上からも重要である。

県内の乳牛の死廃事故でここ数年第１位を占めて
いる関節炎をみてもその背景には護蹄管理の失宜が
潜在しており蹄病予防の視点からも重要であるばか
りでなく繁殖の効率，乳量のアップ，枝肉重量の向
上にも大きく関与することから年２～３回の削蹄が
重要である。

（家畜部次長　武蔵昌文）

平成13年９月20日 第191号（ ）6 （隔月１回発行）

世界の口蹄疫の動きについて
（2001年８月現在）

宮城県畜産課

第19回宮城県牛削蹄競技大会報告

宮城県農業共済組合連合会



農林水産祭参加第41回仙台牛枝肉共進会を下記の
内容にて開催する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あげます。

１　主　　催
全国農業協同組合連合会宮城県支部

２　会期及び場所
� 会期　平成13年11月４日�～７日�
� 場所　仙台市宮城野区扇町六丁目３番16号

仙台市中央卸売市場食肉市場

３　出品区分及び条件

４　出品頭数及び屠畜販売日
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農林水産祭参加
第41回仙台牛枝肉共進会の開催について

全農宮城県本部

第８回全国和牛能力共進会の紹介
―第８回全共へ参加しよう―

全国和牛登録協会宮城県支部

部 品　種 区分 条　　　　件 生後月齢

第１部 黒毛和種 去勢 枝肉重量360㎏～500㎏ 30カ月未満

第２部 黒毛和種 去勢 枝肉重量360㎏～500㎏ 30カ月以上

第３部 黒毛和種 雌 枝肉重量300㎏～450㎏ ―

※ただし，瑕疵のある枝肉は審査対象外とする。

部 品　種 区分 頭　数 屠畜月日 販売月日

第１部 黒毛和種 去勢 50 11月６日 11月７日

第２部 黒毛和種 去勢 110 11月５日 11月７日

第３部 黒毛和種 雌 40 11月５日 11月７日

○第８回全国和牛能力共進会の概要
「若い力と育種価で早めよう和牛改良，伸ばそう

生産」をテーマに掲げ，産肉能力に関する育種価と，
新たに種牛能力に関する育種価を導入することによ
る総合評価の確立を目指す共進会であり，世代交代
を早めるため，出品牛の父牛に年齢制限を設けた出
品区や，若い種雄牛を父とする出品区が設定された。

改良速度を速めることにより，国際競争に打ち勝
つ和牛改良の方向性を検証するとともに，和牛生産
の向上につながる共進会を目指しています。
●主催 全国和牛登録協会
●参加 全国道府県

最終審査
●会期 平成14年９月26日～平成14年９月30日
●会場 種牛の部　岐阜県大野郡清見村岐阜県畜産研究所

肉牛の部　岐阜県高山市　飛騨食肉センター
宮城県出品予定頭数（内はセット数）

《宮城県代表牛選抜日程（案）》

（上野新英）
（第１区・第２区については，畜産試験場にて代表牛を選抜する。）

第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区 第7区 第8区 第9区

1 1 1 1 （1）4 （1）3 （1）4 （1）7 （1）3

区　　　　　分 生後月齢（生年月日）

第１区（若雄の１） 15～19カ月未満（平13.  2. 27～13.  6. 26）

第２区（若雄の２） 19～23カ月未満（平12.10. 27～13.  2. 26）

第３区（若雌の１） 14～17カ月未満（平13.  4. 27～13.  7. 26）

第４区（若雌の２） 17～20カ月未満（平13.  1. 27～13.  4. 26）

第５区（若雌牛群） 17～20カ月未満（平13.  1. 27～13.  4. 26）

第６区（繁殖雌牛群） ３産以上

第７区（高等登録群） 16カ月以上（平13.  5. 26以前）

第８区
（総合評価群）

種　牛　群 17～24カ月未満（平12.  9. 27～13.  4. 26）

肉　牛　群 24カ月未満（平12.  9. 27以降）

第９区（若雄後代検定牛群） 24カ月未満（平12.  9. 27以降）

年月日 内　　　容 備　　　考

平成14年3月

平成14年4月

平成14年4月

平成14年5月

平成14年7月

宮城県出品申込締切

宮城県第１回選考会（種牛の部）

宮城県第１回選考会（肉牛の部）

全国和牛登録協会へ出品牛申込締切

宮城県代表牛選考会（種牛の部：肉牛の部）

みやぎ総合家畜市場（引付）

みやぎ総合家畜市場（引付）

みやぎ総合家畜市場（引付）

※なお，狂牛病関係の為，多少の変更も考えられま
すので，詳細につきましては下記にご連絡下さい。
○お問い合せ先

全国農業協同組合連合会宮城県本部畜産課
TEL 022-264-8450
FAX 022-264-8470

（畜産課　佐々木和明）
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本年度のナチュラルチーズフェアは，昨年度に引
き続き，県内の農林水産業者・製造加工業者・商工
関係団体等が一同に会して，これらの産業分野を横
断した県産品の展示即売等を行う「みやぎまるごと
フェスティバル」の共催イベントとして実施し，県
民に牛乳・乳製品についての正しい知識の普及を図
ることにより，牛乳・乳製品の良さを再発見して頂
けるような効果的な普及宣伝消費拡大を図ることと
なりました。

ナチュラルチーズフェア会場は従来どおり勾当台
公園となりますが，他に県庁１Ｆフロア，県庁前駐
車場，市民広場，四丁目商店街を使用し幅広い展開
をいたします。

ナチュラルチーズフェア会場では，牛乳料理大試
食会を始めとする牛乳・乳製品料理コーナーや県内
乳業メーカーによる牛乳・乳製品の試食・即売コー
ナー，国産ナチュラルチーズの展示・試食コーナー，
ふれあい動物ランド，アトラクションコーナー，各
種ステージイベント，更には，アンケートにお答え
頂いた先着200名様に乳製品のプレゼント等，食べ
て遊んで学べて得する様々なコーナーを設置してお
ります。また，宮城の食材（米・仙台牛・野菜・牛
乳等）をプレゼントとしたスタンプラリー大抽選会
他盛り沢山のイベントとなっておりますので，どう
ぞ皆様お誘い合わせの上，ご来場下さいますようお
願い致します。

◆開催日時 平成13年11月23日�・24日�
午前10時～午後４時

◆開催場所 仙台市　勾当台公園

（高橋弘美）

豚コレラ撲滅体制確立対策事業の進捗により，豚
コレラ予防接種が中止されましたが，最近，豚コレ
ラ撲滅の話題ばかりが先行して，豚丹毒やオーエス
キー病など，ほかの病気予防への注意がおろそかに
なっていないでしょうか？そこで，今回は，古典的
な豚疾病である豚丹毒について再考します。豚丹毒
は豚丹毒菌という細菌の感染により発生する伝染病
で，急性の敗血症（急性型）や慢性的な皮膚発疹

（じん麻疹），関節炎，心内膜炎（慢性型）を起こし，
人にも伝染する人獣共通感染症です。感染は主とし
て経口的に起こり，飼料や飲水・糞便・土壌などを
介して消化管に入り発病するものと考えられていま
す。一般に親からの移行抗体を持っている幼齢豚は
罹りにくく，移行抗体が消失した３～６ヶ月齢の豚
が罹りやすい傾向にあります。最近ではワクチン接
種率の向上などで急性型は見られなくなり，抗生剤
による治療も可能なことから，1998年からは法定
伝染病から一歩規制の緩い届出伝染病となりまし
た。しかし，県内では依然として本病の発生が続い
ており平成11年度は55頭の発生があり，そのほと
んどが畜場における慢性型の摘発（全部廃棄）でし
た。発生防止のためには農場でのワクチンの適正使
用が重要です。つまり繁殖母豚には，年に２回補強
注射を実施し，子豚への移行抗体を充分に与え，子
豚には移行抗体の低下する時期にワクチンを接種
し，善感反応と言われる発疹を確認出来ない無反応
豚には，補強注射を実施すること。感染歴のある母
豚から生まれた子豚はおおむね３ヶ月齢，通常では
２ヶ月齢が接種時期の目安です。接種洩れのない様
にチェックしましょう。また，豚舎及び周辺の消毒
に努め，部外者の立ち入りは極力制限しましょう。
異常豚が発生した場合には，獣医師か家畜保健衛生
所に早期に通報しましょう。また豚出荷時には，個
体のチェックを徹底し，異常の見られるものは出荷
しないようにしましょう。豚丹毒は，豚コレラ・豚
丹毒コンバインワクチンの普及により，生産者のみ
なさんが特に意識しなくても同時に予防されていま
したが，豚コレラ予防接種が中止になった現在，意
識して実施していかなければ本病の予防はできませ
ん。

（病性鑑定班　國井　洋）

ナチュラルチーズフェアの開催について
―第15回みやぎミルクランドフェア―

宮城県牛乳普及協会

豚丹毒を再考する！

仙台家畜保健衛生所

肉用牛肥育経営安定対策事業（新マル緊）補てん金単価の確定について
（社）宮城県畜産協会

肉用牛肥育経営安定対策事業補てん金単価について第１四半期（４～６月分）の補てん金単価が下記のと
おり交付されます。

事業の問合せ先
（社）宮城県畜産協会　担当：鈴木

TEL 022-382-8134 FAX 022-382-8135

品　種　区　分 肉　専　用　種 交　　雑　　種 乳　　用　　種
補　て　ん　金　単　価 22,900円 0円 0円
算　　　　定　　　　者 農林水産省生産局長 （社）宮城県畜産協会長 農林水産省生産局長
算定に用いた生産費調査 平成12年全国 平成12年東北 平成12年全国
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牛における体外受精技術は食肉処理場で得られる
未利用資源としての卵巣を有効利用する目的で発展
してきました。これは卵子を大量処理することによ
り受精卵作出の低コスト化につながる技術であり，
また核移植等の発生工学研究において重要な技術で
あります。体外受精による移植可能胚への発生率は
通常20～30％であります。しかし，食肉処理場由
来の卵巣は雌側の情報が得られないという欠点があ
ります。最近，超音波診断装置を用いた経膣採卵に
よって生体内の卵胞卵子を直接吸引する生体内卵子
吸引（OPU）が行われるようになりました。これ
により採取された卵子は個体毎に培養―体外受精す
ることが可能であり産子については登録が可能とな
ります。体外受精では，ある一定の精子濃度を必要
とするため，通常は凍結精液１本を使用しますが，
OPUで採取される卵子は10～20個程度であるので
凍結精液１本を用いるのは効率が悪いことになりま
す。そこで最近，新しい体外受精方法として顕微授
精技術が注目されています。

顕微授精とは精子が卵子の透明体を通過しやすい
ように機械的に補助する技術であり，卵細胞質内に
１精子または精子核を直接注入する卵細胞質内精子
注入（ICSI）が主流となっています。ICSIはヒト男
性不妊治療の究極の受精方法として発達してきたも
のであり，体外受精を行っている不妊クリニックで
は一般的な治療方法となっています。しかし，ウシ
における顕微授精は技術が安定せず確立されていな
い現状であります。今までに顕微授精により産子が

得られた研究機関は鹿児島大学で３頭，家畜改良事
業団で10頭であり，我々の報告はそれに次ぐ３例目
であります。

牛における顕微授精の意義として畜産分野におい
ては凍結精液の利用効率を増加させることが最大の
目的であり，貴重な精液あるいは高価な精液を効率
よく利用することができます。また最近アメリカで
はＸ，Ｙ精子の分別も可能となってきたことから，
あらかじめ性のはっきりした受精卵の作出が期待さ
れています。これまでの方法では顕微授精卵子の移
植可能胚への発生率が４～７％と低いこと，再現性
が低いこと（高度な技術を要するため特定の研究者
のみしか実施できない）が障壁となり，実用的な技
術となっていない現状であります。我々は広島県立
大学生物資源学部堀内助教授との共同研究で，簡易
で技術者が利用しやすく再現性のある方法を開発し
ました。また生存精子を利用することにより移植可
能胚への発生率が20～30％と通常の体外受精程度
まで改善しており，複数の雄精子を用いて胚の発生
および産子の生産を実現しています。平成10年11
月からレシピエント牛への移植を開始し，平成11年
８月21日に世界で始めて生存精子を用いた顕微授精
による子牛の生産に成功し，これまでに15頭が生産
され，現在13頭が生存しています。さらに平成13
年４月19日には経膣採卵卵子由来の顕微授精産子が
世界で初めて誕生しています。

生まれた産子の平均生時体重は30.1㎏，平均妊娠
期間は282.4日であり，体外受精による場合と同様
の傾向がみられ，今後さらに産子を増やして検討を
行っていきたいと考えています。また最近では，野
生動物や動物園での種の保存に顕微授精を含めた生
殖補助技術が適用され期待されています。

（バイオテクノロジー研究チーム　及川俊徳）

〈畜産便り〉

新しい牛の体外受精（顕微授精）技術を用いた子牛生産について

宮城県畜産試験場

写真：経膣採卵―顕微授精由来産子
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はじめまして。今年の４

月に迫地域農業改良普及セ

ンター，技術指導班に配属

となりました熊原と申しま

す。出身は県南・角田市で，

大学時代は盛岡で４年間過

ごしました。県北での生活

は今回が初めてですが，地

理や慣習，方言の違いから，

改めて宮城県という地域の広さを実感しておりま

す。

現在私は改良普及員として，直接農業者に接し，

技術・経営の指導等の普及活動を行う仕事に携わっ

ております。しかし，大学を卒業したばかりの今の

私には現場で見るもの聞くもの全てが新鮮で，むし

ろ農家の方をはじめとする関係者の方々に教えられ

ることばかりの毎日です。また，現場には学問とし

ての畜産にはない生活手段という重みがあり，「営

む」とはどういう事なのか改めと考えさせられます。

普及という仕事にあたっては，よく先輩方に「自

分がその地域の畜産，農業をどうしていきたいのか，

夢やビジョンをもって動いてほしい」と助言を頂く

ことがあります。私の中でそれはまだはっきりとし

た形を成してはいませんが，より多くのことを自分

自身の経験，知識として積み重ね，自分なりの形に

していけたらと思います。

この仕事に就いてから半年が経とうとしています

が一人前の普及員へ速く到達するためにも努力を重

ね，そして日々の経験を糧として，少しずつでも農

家の方のお力になれるよう頑張っていきたいと考え

ておりますので，今後とも御指導の程，宜しくお願

い致します。

「いくら高校で３年間，
畜産の勉強をしてきても，
自分の家で畜産経営をして
いる人達には技術や知識な
ど全くかなわない」という
コンプレックスがあった。
他の人達は，生まれてから
19年間畜産農家という恵ま
れた環境の中で育ってきた
というのに，私が畜産と関
わったのは高校の時の３年

間だけ。しかも，ほとんどが座学で，実習は週に数
回程度しかなかった。たいして実習をしなかった結
果，実大に入ってからの畜産実習は，何をやってい
いのかわからなかった。こんな状態で９月から始ま
る50日間の先進農業体験学習がやっていけるのか!?
という不安と焦りの気持ちが増大した。そのことに
ついて先生に相談したら「夏休み中，岩出山牧場で
勉強しながら実習してみたらどうだ？」と言われた。
多少は迷ったが，これは『自分のため』になると思
い，３週間という約束で受けた。

夏休みに入り，岩牧実習が始まった。岩牧の職員
の方々は，皆とても優しく，私の家が非農家という
こともあり，畜産の基礎・基本からみっちりと詳細
に教えてくれた。また，子牛の治療や去勢など，補
助されながらだったが，実際にやらせてくれた。家
畜以外でも，トレーラーやローダーなどの運転操作
方法も教わった。はじめは難しく危ない運転をして
いたが，何度も使うにつれて次第に上達していった。
自分でも成長したなと実感できるくらいだった。岩
牧での実習は，一つもムダではなかった。家畜だけ
でなく機械や人との付き合い方も教わり，その上，
私自身にも自信をつけてくれた。結局，私の夏休み
は少なくなったが，この体験が私を大きく変えてく
れた。これも全て，自分のためだったから。

最後に，岩牧の平間場長，高橋和浩さん，高橋久
男さん，上田さん，小野さん，庄司さん，加藤さん，
山田さん色々とありがとうございました。

「自分のために！」

宮城県農業実践大学校畜産学部
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