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我が国の農業はWTO農業交渉の中で、農業の基
幹作目である米作の生産政策が変更されましたこと
は、今後の農業・農村に大きな変革をもたらすもの
と考えられます。
畜産においては、国内で初めて牛海綿状脳症が発
生して以来、食肉として供給される牛の全頭検査の
実施、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に
関する特別措置法の施行等による関係者一体となっ
た懸命の努力により、消費者の国産牛肉に対する安
全・安心の信頼を回復したところです。
しかし、昨年海外でのBSE、SARS、鳥インフル

エンザ等の発生は大きな社会問題となっており、安
全・安心な畜産物の供給が一層強く求められていま
す。
この現状を踏まえ、畜産経営の安定的発展、子
牛・肥育牛への価格補てん事業、自衛防疫体制及び
家畜死体処理の適正化、生乳検査事業並びに家畜改
良事業等を推進し、本県畜産農家の経営の安定と発
展に貢献していく所存です。各事業の概要につきま
しては、次のとおりです。

Ⅰ．畜産経営の支援事業
新規事業として地域肉用牛振興特別対策事業を実
施いたします。これは、肉用牛生産基盤の安定化と
創意工夫を活かした活動を行うため、生産者等によ
り「地域肉用牛振興基金」を造成し肉用牛集団等に
補助するものです。皆様の積極的な利用が望まれま
す。
また、畜産経営体の育成強化を図るため、経営診
断、セミナー開催等により総合的な支援指導を実施
します。
将来の機能分担検討のため、大学、県及び関係団
体による専門委員会を開催します。
畜産コンサルタント団を設置し、指導を実施しま
す。
窓口となる相談員により、支援指導を実施します。
コンピューター等関連機器を、整備します。
水準、実態、要請等に対応した指導、フォローア

ップ指導等の支援指導を実施します。
ネットワークの開設と各種情報のデータベースを

構築します。
情報・意見交換会、発表会・交流会を開催します。
情勢等理解のため、セミナーを開催します。
専門職員を派遣し、事業の円滑な推進に努めます。
肉用牛の安定供給と生産性の向上を図るため、推

進員を委嘱し、優良雌牛群の整備に貢献します。
担い手への各種データ提供、家畜排泄物処理技術

啓発普及のため、特別指導チームの編成等を実施し
ます。
畜産特別資金借受者の経営改善を図り、支援協議

会の開催、計画の作成・見直し等の指導を実施しま
す。
新体制家畜登録事業の指導事業の連携強化及び、

和牛飼養農家（婦人）の連携強化を図ります。
優秀事例の調査、全国表彰行事に参加します。
必要な畜種の定期的な飼養頭羽数調査を実施しま

す。
生産性の向上を図るため、機械の導入を促進しま

す。
畜近リース協会貸付対象農家の、調査指導をしま

す。
横断的な検討委員会及び、交流会等を開催する。
馬事関連の伝統行事の保存奨励を図ります。
総合畜産共進会を開催します。
公共牧場の再編整備、技術向上対策に助成します。
ミヤギノポーク生産技術確立のため、止め雄とし

て利用する「しもふりレッド」の産子調査を行い、
農家の意向調査等により養豚振興策の検討を行いま
す。
豚肉需給動向の把握による需給均衡を図るため、

子取り用雌豚の飼養動向調査を定期的に実施しま
す。
養豚実態把握のため、アンケート調査を行います。
一貫経営農家等の集団化促進のため、生産集団が

実施する必要な事業に対して補助します。
自家検定推進組合に対して補助します。
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種豚生産を担うブリーダーが後継豚生産のために
自家保留する種豚の確保に対して支援します。
｢地域養豚振興基金｣を造成し、助成します。

Ⅱ．家畜自衛防疫の支援事業
自衛防疫事業を円滑に推進するため、専門委員会、
推進会議、指定獣医師定例会議・研修会を開催しま
す。
予防接種により損耗防止に努めます。
清浄農場維持支援、吸血昆虫媒介疾病等の発生・
流行防止、牛海綿状脳症の防疫対策を推進します。
豚オーエスキー病対策協議会を開催し、陽性農場
にワクチン接種の対策を講じ清浄種豚流通を促進し
ます。
注射事故に対して、適正に手当金を交付します。
１～２歳の育成馬、軽種繁殖雌馬に対してそれぞ
れ効果的な予防接種を実施し、馬防疫の推進を図り
ます。
獣医師の技術向上のための研修会を開催します。
牛海綿状脳症の早期根絶のため、死亡牛の適正な
処理、検査を推進するため処理に係る経費を助成し
ます。
HACCP方式衛生管理、家畜防疫等のため疾病多

発農家に消毒剤を配布します。
死亡家畜の円滑処理のため、輸送保管経費の低減、
家畜飼養衛生環境保全に努めます。
豚コレラ、海外悪性伝染病による淘汰での損失に
対する生産者自主的互助制度へ、支援を行います。

Ⅲ．肉用牛価格安定基金事業
生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生
産の安定を図ります。
補給金制度の適正かつ円滑な運用、肉用子牛の個
体識別（牛トレサ法と一体的に推進）と生産者補給
金交付業務の的確な推進のための、会議を開催しま
す。
繁殖雌牛を飼育する生産へ、増頭実績に基づいて
奨励金を交付し、生産者補給金の財源不足時には、
特別納付金を徴収します。
平成16年度から3年間第2業務対象年間として、

「地域肉用牛肥育経営安定基金」を造成します。

Ⅳ．生乳検査事業
生乳取引の公正化を図るため、取引の原則に沿っ

た検査を実施します。また、乳等省令規格に基づき、
生乳品質の現況を把握して、生乳品質の向上を図り
ます。
各種受託検査事業、公正取引協議会成分クロスチ

ェック検査、学校給食用牛乳品質検査を実施します。
調査研究及び指導を実施し、HACCP方式による

生乳品質管理の検討を行います。
生乳の取扱に従事する者の知識並びに検査技術の

向上を図るため、必要な講習会を開催します。また、
高品質生乳の生産のため、畜舎環境整備普及に努め
ます。
測定器精度確保のため、校正検査を実施します。
宮城県ホルスタイン協会からの業務並びに事務委

託を受け、乳用牛群検定事業等の関連事業を行いま
す。

Ⅴ．家畜改良事業
凍結精液の供給と液体窒素の配送等により、家畜

人工授精技術普及事業の充実を図ります。
肉用牛の能力向上を図るため、育種改良に努めま

す。
肉用牛後代検定の推進のため、助成を行います。
種豚登録関連事業を推進し、系統豚ミヤギノ・銘

柄豚の定着化、指定種豚場認定の承認推進を図りま
す。

Ⅵ．その他
家畜衛生事業、生乳検査事業、和牛改良事業並び

に養豚振興事業の推進に係る各専門委員会を設置し
ます。
共進会、共励会で成績優秀な者に褒賞を授与しま

す。
「畜産みやぎ」、「畜産コンサルタント」、畜産技術
のビデオ・スライド（映写機）を作成配布、貸出し
ます。

（総務課長　板橋　一男）
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「畜産業振興事業」は、昨年まで農畜産業振興事業団が実施していた「指定助成対象事業」を、平成15年10
月１日に新たに発足した独立行政法人農畜産業振興機構が継承して実施しているものです。本事業は、「独立
行政法人農畜産業振興機構法」に基づき、①国の補助事業を補完するための事業、②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組みを助長することと
して実施されるものであり、機構がその経費を補助しています。
平成16年度は、環境対策、生乳・乳製品の需給安定対策、肉用牛経営対策、自給飼料生産対策、乳用牛対
策、養豚経営対策、食肉流通対策・せき柱対策、負債対策及びBSE対策他として実施されることとなりまし
た。
補助を受けることができるのは、全農等の農林水産大臣が定める全国団体がほとんどですが、その下部組
織である県域団体を通じて農協や畜産経営者も間接的に補助を受けることができます。
主な事業は、別表のとおりです。

平成16年度畜産業振興事業について

宮城県畜産課

項　　目 事　業　名 事業の目的 事　業　内　容
畜産環境対策 畜産環境緊急

特別対策事業
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　たい肥センターの機能の強化
たい肥センターが行うたい肥散布への助成（散布量の増加に対して

たい肥１トン当たり500円）、成分分析、たい肥の生産管理機器の整備
等に対して助成を行う。
また、たい肥センターの運営改善を図るため、良質たい肥生産技術、

たい肥施用技術について研修等を行う。
２　その他
(1)悪臭防止、浄化処理等の家畜排せつ物処理コスト低減のための技術
開発、情報の提供等を行う。

(2)畜産環境問題を解決するため、畜産会、農協等からなる特別指導チ
ームを設けて技術面、経営面等の重点指導を行う。また、家畜排せ
つ物処理施設の適切な整備・運転管理等の指導のための人材養成等
を行う。

肉用牛経営
対策

地域肉用牛振
興対策事業

肉用牛生産は、中山
間地域の基幹産業とし
て地域経済活性化の一
翼を担うとともに、国
産牛肉の安定供給とい
う重要な役割を果たし
てきた。
しかしながら、近年そ
の生産基盤の惰弱化が
危惧されている。
そこで、新規参入や

技術指導、基金造成等
への支援を行い、生産
基盤の安定化を図り、
もって我が国肉用牛の
生産振興に資する。

１　新規参入円滑化対策
肉専用種繁殖経営への新規参入促進のため、農協等が飼養管理施設

等の整備、繁殖雌牛導入、農地の借入を行い、新規参入者に貸し付ける。
２　肉用牛改良増殖強化対策

優良種雄牛の造成と広域利用のため、優良な育種資源の確保・利用、
集中的な後代検定等を行う。

３　肉用牛繁殖雌牛能力評価等対策
繁殖雌牛等の能力評価の推進のため、枝肉情報の収集、分析、提供

等を行うとともに、候補種雄牛生産のための優良雌牛の確保、後代検
定推進のための普及啓発等を行う。

４　肉用子牛市場流通促進対策
肉用子牛の市場流通を促進するため、集出荷計画の策定、取引情報

の提供、機器の整備等を行う。
５　肉用牛生産性向上等対策

肉用牛の効率的な生産技術の普及等のため、効率的な肥育方式の改
善等のための実証調査、指導者研修等を行う。

６　地域肉用牛振興特別対策
地域の自主性と創意工夫を活かした多様な肉用牛生産の取組を実施

するための「地域肉用牛振興基金」の造成を支援する。
７　肉用牛振興推進指導

上記３から６の事業推進に必要な推進会議の開催、計画の策定、連
絡調整、調査、指導等を行う。

肉用牛肥育経
営安定対策事
業

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
り基金を造成し、収益
性が悪化したときに家
族労働費を補てんす
る。

都道府県ごとに肥育牛１頭当たりの推定所得が平均家族労働費を下回
った場合に、その水準に応じて肥育牛生産者に補てん金を交付する。
(1)拠出割合　　　生産者：国＝１：３
(2)事業実施期間　平成16年度～平成18年度（３年間）
(3)発動基準　　　地域の直近３カ年間の平均家族労働費（全国平均を上限）
(4)補てん割合　　基準家族労働費と四半期平均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

（必要に応じて褐毛・短角の設定も可能）
(6)生産者積立金　都道府県ごとに金額を決定

養豚経営対策 地域養豚振興
特別対策事業

輸入豚肉に対抗し得
るよう、生産性の向上
と高品質化を図るた
め、各地域における肉
豚の生産振興のための
多様な活動を支援す
る。

地域養豚振興促進
(1)養豚集団等が自ら行う基金造成に対して助成を行う。
(2)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
の計画等を作成し、その計画をもとに以下の取組を行う。
ア　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
イ　地域的な肉豚の銘柄化の促進
ウ　高付加価値豚肉の産直体制の確立
エ　需給緩和時に力点を置いた地場消費の促進
オ　その他地域養豚の振興に資する対策

養豚振興体制
整備総合対策
事業

FTA 交渉等に伴う
国際化の進展が一層予
想される中、我が国養
豚の振興を図っていく
ため、食の安全・安心
といった消費者ニーズ
に対応しつつ、輸入豚
肉に対抗できるよう、
国産豚肉の高品質化、
低コスト化を推進し、
国際競争力を備えた養
豚生産基盤の確立を図
る。

１　養豚振興体制整備推進
養豚振興協議会を開催し、国内養豚の振興方策に関する課題の検討

を行うとともに、経営・流通・消費動向等に関する調査・分析、消費
者との懇談会の開催、先進国の生産・需給動向等の調査等を行う。

２　高品質肉豚生産の推進
(1) 優良種豚生産利用推進
優良種豚の広域利用を推進するため、国内外の優良な種豚資源の確

保、遺伝形質の検査による肉質改善、優良種豚利用状況の調査・分析
等を行う。
(2) 高品質豚肉生産効率化
養豚生産の生産性向上と高品質化を推進するため、優良種豚の導入、

人工授精の普及、指導者の養成及び枝肉成績の集計・分析等を行う。
３　高品質豚肉生産体制の整備
(1) 優良種豚確保施設の整備
純粋種の育種資源を確保するため、能力検定を実施するための施設

の整備等を行う。
(2) 地域資源有効活用施設の整備
食品残さ等の活用を推進するため、飼料調製施設の整備を行う。
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項　　目 事　業　名 事業の目的 事　業　内　容
自給飼料生
産対策

国産粗飼料増
産緊急対策事
業

大家畜経営の生産コス
ト低減と経営の安定を図
るため、畜産経営への粗
飼料供給を促進し、国産
粗飼料の増産を図る。
特に、口蹄疫等海外か

らの悪性疾病進入防止の
観点から、緊急に国産稲
わら等の飼料利用を拡大
するため、国産稲わら等
の安定的な供給体制を確
立するとともに、稲発酵
粗飼料の給与を支援する。

１　国産稲わら等確保促進型（継続地区のみ）
輸入稲わらを国産稲わらに置き換えるため、生産組織等が飼料用稲わら等

を収集・調製し、安定的な供給を行うのに必要な経費について助成を行う。
(1) 一般タイプ（契約期間３年以上）
初年度　15円／kg ２・３年度　10円／kg
(2) 特別タイプ（年間契約数量おおむね50トン以上）
ア又はイの選択方式とする。
ア　３年間30円／kg（契約期間３年以上）
イ　初年度30円／kg ２・３年20円／kg ４・５年度15円／kg
（契約期間５年以上）

２　稲発酵粗飼料給与技術確立型
稲発酵粗飼料の給与を行う畜産経営に対する助成（1万円/10a）を行う。

飼料増産受託
システム確立
対策事業

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
（飼料生産受託組織）の
育成・強化を図ることに
より、効率的な飼料生産
作業の受託システムを確
立することとし、もって
畜産経営の一層の労働軽
減と飼料自給率の向上に
資する。

１　飼料増産受託システム確立対策
コントラクター業務の平準化を図るため、飼料収穫作業等を受託した場合

に各作業の受託面積に応じ助成を行う。
なお、耕畜連携の一層の推進を図るため、堆肥散布の対象地を水田等に拡

大し、畜産経営の適切な家畜排せつ物処理及び堆肥利用の促進に資する。

２　飼料増産受託システム確立推進
全国協議会連絡会議及びマネージャー・オペレータ研修会の開催、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。

草地畜産生産
性向上対策事
業

大家畜生産の安定的な
発展を図るため、環境に
対する負荷を軽減し、飼
料費の低減を図ることが
重要であることから、国
産飼料主体の生産構造へ
の転換、及び自給飼料生
産体制の推進が必要とな
っている。
そこで、良質粗飼料の

生産性向上を進めるとと
もに、持続型草地畜産等
のPR活動等を総合的に
推進し、もって草地畜産
の拡大に資する。

１　草地等生産性向上対策
(1) 草地高位生産利用普及推進
環境に配慮した高位生産草地への転換を推進するための調査、分析及び技

術指導等に要する経費の助成を行う。
(2) 環境調和型高位生産草地転換
雑草種子の飛散等周辺環境への悪影響及び生産性の低下が懸念される草地

について、高位生産草地への転換を行う場合に要する経費の助成を行う。
ア　基本型　50千円/ha
（環境に配慮した高位生産草地への転換を行う場合に要する経費の助成）
イ　公社等活用更新型　30千円/ha
（公社等が単独で実施する草地更新事業利用農家を支援）
２　草地畜産拡大対策
(1) 草地畜産振興推進
草地畜産を推進するための、草地畜産コンクールの開催、担い手確保等の

総合支援プログラムの作成、PR活動等を行う。
(2) 放牧等振興推進
公共牧場等を利用した放牧を推進するための、入下牧時の家畜運搬、家畜

衛生対策及び自給飼料生産に共同で取り組む放牧集団に対する助成を行う。

土地利用型酪
農推進事業

家畜排せつ物の有効利用に
より、環境に対する負荷を軽
減していくことが強く求めら
れる中、我が国の酪農が安定
的に発展していくためには、
自給飼料の生産体制を推進す
る必要がある。そこで、飼料
基盤を有する土地利用型の酪
農経営を実施している生産者
を支援する。

指定生乳生産者団体ごとに、対象牛１頭当たりの飼料作物作付面積の水準に
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。
※留意点としては以下のとおり。
(1) 指定生乳生産者団体ごとの配分額については、前年度加工原料乳認定数量
に応じて決定する。
(2) 対象牛の頭数は実頭数とする。
(3) 事業対象者は、実際に飼料作物を作付けするものとする。

食肉流通対
策

家畜個体識別
システム定着
化事業

平成13年度から進めて
きた｢家畜個体識別システ
ム｣は、15年12月に「牛の
個体識別のための情報管
理及び伝達に関する特別
措置法」が施行されたこと
により、新法に対応させ
たシステムの定着化、的
確な運用に向けた取組の
推進が必要となっている。
そこで、システムの構

築、定着及び円滑な運用
を確保し、もって消費者
の国産牛肉に対する信頼
回復に努めるとともに、
我が国畜産の振興を図る。

１　子牛等へ装着する耳標の作成・配布、個体識別情報の入力等を行う。
２　個体情報を集計・分析し、畜産関係者へ提供するシステムの構築及び生産
者の出生・移動報告について農協等が支援するシステムを構築する。

乳用牛対策 酪農生産基盤
改善支援対策
事業

交雑種子牛価格の上昇
や国際競争の激化等によ
り、酪農生産基盤の惰弱
化、乳用牛の改良推進が
懸念されるとともに、飼
養管理技術の向上が大き
な課題となっている。
そこで、優良後継牛の

確保を推進し、飼養管理
技術の向上に向けた取組
を支援することにより、
我が国酪農の生産基盤を
改善する。

１　優良後継牛の確保対策（能力の高い牛づくり）
優良な種雄牛と雌牛の交配に対し、その経費の一部を助成。
※一頭当たりの助成単価
(1)能力検定優良雌牛　４千円/頭
(2)能力検定牛　　　　２千円/頭
２　乳牛の飼養管理改善対策（丈夫で健康な牛づくり）
改良集団（牛群検定組合）が、乳牛の飼養改善に向けた様々な取り組みを行

った場合に必要な経費の一部を助成。
集団当たりの助成額は、改良集団の頭数規模等に応じて設定。
※１組合当たり平均200万円

受託作業
助成対象面積当たりの助成単価（円／ha）
初　年　度 ２・３年度

飼料収穫作業
堆肥散布作業
耕起等作業
堆肥利用作業
稲わら収穫作業
草地更新作業
液状きゅう肥散布作業
ＴＭＲ調整供給作業
堆肥処理・利用作業

27,000
－

14,000
－

21,000
28,000
5,000
37,000
25,000

17,500
4,000
9,000
17,500
16,000
17,000
3,000
29,000
23,000

5,000
8,000
12,000

4,500
7,500
11,000

堆肥切り返し作業
堆肥運搬作業
堆肥散布作業
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エコ・マックスせんだい

仙台家畜保健衛生所

平成16年２月にできたばかりの根白石有機肥料生産組合のエコ・マックスせんだいを紹介します。
場所は、NHK連続テレビ小説「天花」のロケ地のひとつ仙台市泉区にあります。仙台市郊外では、秋から
冬にかけて強い季節風が吹くことから、屋敷を風から守るために防風林が作られました。この防風林は居久
根（いぐね）と呼ばれ、古くから仙台市郊外に点在していました。
さて、そんな「天下」のロケ地から少し離れた泉ヶ岳スキー場に通じる県道泉ヶ岳公園線の途中、芳の平
にエコ・マックスせんだいがあります。その場所はJAの子牛哺乳育成センターとして根白石地区の酪農振興

のため活躍していましたが、今はその役目を終えて新たな活用の道
を探っていた場所でした。
エコ・マックスせんだいを運営する根白石有機肥料生産組合は、
仙台市泉区根白石地区の酪農家４戸による組合です。根白石地区に
はこの４戸のほか、仙台市近郊の住宅化の波にも負けずまだまだ多
数の酪農家が残っています。
この組合は、家畜排せつ物法による家畜ふん尿適正処理のため、
処理施設を整備運営する目的で作られました。ただ、以前から組合
員は、この地域の転作作業を請け負ってきた地域の中心的な農家で
もあったのです。
エコ・マックスせんだいの施設は、施設面積1,581㎡、事業費は
１億円です。畜産振興総合対策事業によって、国や仙台市、そして

宮城県（補助率の高い順）の補助を受けています。施設は一般に言
われます「深型ロータリー式攪拌機」ですが、片側のコンクリート
の壁が無く開放的な構造です。壁が無いため、ふんの出し入れはど
こからでも可能になっています。
また、乳牛のふんが主原料となることから、水分調整のため、同
じ長さの「浅型ロータリー攪拌機」も設置しています。
生産される堆肥は「泉のめぐみ」と命名し販売する計画です。も
ちろん特殊肥料として届け出たものです。
さらにここだけの特徴として、副原料として「給食残渣」があり
ます。生（なま）の給食残渣ではありません。学校には生ゴミ処理
機があり、給食残渣は日々処理されています。年に数回、生ゴミ処
理機から残渣を取り出さなければならず、それを副原料として利用
します。エコ・マックスせんだいの施設で、乳牛のふんは副原料と混合され堆肥ができます。この堆肥は学

校の畑の肥料として還元されています。その畑から収穫された野菜
は、給食の材料として使われます。学校教育における資源循環の身
近な具体的教材としての役割も果たしています。
エコ・マックスせんだいは、ことしの２月にできたばかりの施設
です。副資材としてモミガラは冷害によって手に入れにくくなって
いましたが，新たな副資材を見つけ堆肥の水分調整を行っています。
何かと１年目は苦労が絶えないことと思いますが、組合員の皆さ
んの努力と関係者の支援によって、克服できるものと信じています。

（仙台家畜保健衛生所　大友　一博）
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イネ・麦ホールクロップサイレージの二毛作体系について

宮城県迫地域農業改良普及センター

近年、水田への飼料作物導入にあたり、飼料用イネホールクロップサイレージ（WCS）生産が広く行われ
るようになりました。南方町においては、平成14年度から飼料イネ栽培に大麦を導入したイネ・麦二毛作体
系でのWCS生産への取り組みが始まりました。
二毛作体系のメリットとしては、土地の利用効率の向上をはじめ、余剰労働力の解消、連作障害の軽減、
所有機械の有効利用等があげられます。また、水田状態（イネ）と畑状態（麦）の転換は、地力の有効利用
の面でも期待が寄せられます。
WCSという飼料生産を目的にした場合、収穫時期は糊熟期（麦）、黄熟期（イネ）と早まり栽培期間が短く
なるため、本県でもイネ・麦二毛作体系への取り組みが可能となります。取り組みにあたっては、播種（移
植）の遅れが生育・収量に大きく影響することから、収穫～ほ場準備・播種等の切り替え作業をスムーズに
行うことが課題となります。南方町の事例では、収穫～播種までに約一週間～10日ほど期間を要し、作業の
ピークを迎えました。
平成15年度の南方町における取り組みでは、乾物収量としてイネ：645㎏/10a、大麦：627㎏の収量結果が

得られました。水田においては、地力の維持を図りながらWCSの二毛作体系のメリットを活かし、より生産
性の高い飼料作物生産が期待されます。

水田飼料作物増産に向けた取り組み（イネ、大麦WCSによる二毛作体系の実証）

宮城県農業公社

農業公社では平成13年度よりイネWCS専用収穫機による収穫作業と公社牧場での給与実証試験など、積極
的な取り組みを行っています。
平成14年度からは、水田機能を維持しながら、優良な粗飼料の単位ほ場面積当たりの増産を図ることと、
WCS専用収穫機の有効活用等の観点から、イネWCSと麦類WCSによる二
毛作体系実証事業を南方町の公社保有地約２ha規模で実施しています。そ
の結果、大麦が反当1.8t、イネが1.5t程度の収量が得られました。
収穫調製作業は、大麦の場合、子実が脱粒しやすいため、従来の牧草体
系での対応は難しいですが、専用収穫機の対応は有効であると考えています。
大麦WCSは発酵品質も良好で、栄養価もイネWCSとほぼ同じであるこ
とから今後の取り組みが期待されます。
給与については公社牡鹿牧場等で実証試験を実施しており、イネWCSの
場合、茎葉よりも子実（穂先）を好んで採食しますが、大麦WCSの場合、
穂毛を嫌い、茎葉を先に採食する傾向が見られました。これに対しては、
茎葉と子実を混合して給与することで改善され、完全に採食することが確認されました。
去る６月７日に飼料増産運動の一環として東北農政局主催の現地検討会が南方町で開催され、二毛作体系
は飼料増産に有効であるとして注目を集めました。
農業公社では飼料増産の柱として、二毛作の普及を目指していきたいと考えております。

専用機による大麦収穫調製作業

H15.6月 
中旬 

イネ（品種：トヨニシキ） 

大麦（品種：シュンライ） 

移植 

移植 

育苗 

収穫 

収穫 播種 

中旬下旬 上～中旬 

10月 H16.6月 

～ イネ・麦WCSの二毛作体系 ～ 

（先進技術班　熊原　綾子）

（畜産振興班　佐藤　光美）



１．開催日程
１）肉豚の部
開催日　平成16年9月8日（水）～10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16年9月18日（土）
場　所　みやぎ総合家畜市場（小牛田町）

２．出品頭数
・肉豚の部100セット(同腹2頭1セット)計200頭
・乳用牛の部80頭
・肉用牛の部73頭、20組（60頭）計133頭

３．付帯行事
・消費拡大イベント・抽選会
・和牛婦人部審査コンクール
・県学校農業クラブ連盟家畜審査協議会
・畜産物・地場産品展示即売
・家畜改良・家畜衛生相談コーナー
・堆肥処理・情報処理相談コーナー
・畜産資材・器具展示コーナー
参加予定
東北ティー・シー・エム株式会社、エム. エス.
ケイ東急機械株式会社、コマツ宮城株式会社、
全国農業協同組合連合会宮城県本部 生産資材
部 農業機械課、谷口産業株式会社、昭和パッ
クス株式会社、藤森工業株式会社

（家畜改良課）
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平成16年度宮城県総合畜産共進会開催のお知らせ
（社）宮城県畜産協会

日 
1

月 
2

火 
3

水 
4

木 
5

金 
6

土 
7

日 
8

月 
9

火 
10

水 
11

木 
12

金 
13

土 
14

日 
15

月 
16

火 
17

水 
18

木 
19

金 
20

土 
21

日 
22

月 
23

火 
24

水 
25

木 
26

金 
27

土 
28

日 
29

月 
30

火 

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 

31

８
月 

９
月 

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会  岩手競馬（盛岡・水沢開催）８・９月　開催予定表 

・上段　岩手競馬開催日　　・下段　場外発売開催日 

※開催期間中の重賞レース 
・８月16日（月）サマーチャンピオンGⅢ佐賀　・８月24日（火）サラブレッドチャレンジカップGⅡ金沢　・９月８日（水）さきたま杯GⅡ 
　　　※詳しい開催日程及び場外発売日程情報はテレトラック三本木まで Tel 0229-53-2999

盛岡 

盛岡 盛岡 

水沢 水沢 
荒尾 荒尾 

浦和 荒尾 荒尾 金沢 荒尾 金沢 名古屋 

金沢 佐賀 金沢 

盛岡 盛岡 

水沢 水沢 

農林水産祭参加平成16年度宮城県総合畜産共進会は、下記日程で開催することとなりましたので、多数ご
参加下さるようご案内申し上げます。
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はじめまして。平成16 年４

月より宮城県農業共済組合連合

会に就職し、県南家畜診療セン

ターに赴任いたしました堀越絵

利子と申します。

高校生のころから大動物獣医

師に憧れ、今年３月に北海道にある酪農学園大学を

卒業して参りました。大学では獣医内科学教室に所

属し、牛や馬と毎日接してきたので慣れていたつも

りでしたが現場へ出てみるとやはり大学とは異な

り、先輩方や農家の方々にお世話になることが多く、

臨床現場に立つということの厳しさを実感する毎日

です。

今はまだまだ未熟者ですがあらゆることを日々の

仕事の中で少しずつ勉強して自分の肥やしにしてい

こうと思っています。そして、早く一人前の獣医師

になり、宮城県の畜産業、酪農業を盛り立てていき

たいです。精一杯がんばりますのでどうぞよろしく

お願いします。

＜New face＞

NOSAI 宮城
堀越　絵利子

はじめまして、実践大２年の
渡邊一憲です。入学して２年目
の夏を迎えました。現在、バイ
テクチ－ムの先生方のもとで肉
用牛一貫経営をテ－マに卒論の
指導を受けています。大学校に
入ってから毎日が充実している
せいか、思ったより時間が早く
過ぎて、最近進路のことや卒業
論文のことですごくあせりを感
じています。最近は、とにかく

やるべきことを毎日確実に行うように心がけていま
す（つもりです）。
私の家は、南方町で肥育牛130頭、繁殖牛30頭の
一貫経営を行っています。近い将来、両親の経営と
は独立した繁殖経営を開始したいと考えています。
当面の目標としては、自分の経営として繁殖牛を30
頭に増頭し、将来的には100頭まで規模拡大をした
いです。この目標達成後に一貫経営に切り替えたい
です。また、人工授精師と受精卵移植師の資格を取
り、採卵から移植まで全部自分でやってみたいと思
います。そして、飼養管理技術のレベルを上げて年
１産を目標とした経営を行っていきたいと考えてい
ます。
私は、農業科のない高校の出身で、中学校、高校
と部活動中心の生活を送ってきました。また、高校
生活も家から離れて生活していたため牛と接する機
会が少なく入学後は牛の知識がなく苦労しました。
２年の現在も知識と経験が不足していると強く感じ
ています。実践大で真剣に牛のことを勉強し、１日
でも両親に追いつける知識を身に付けたいと思って
います。
大学生活は非常に楽しく、特に寮生活は笑いが絶
えず楽しい毎日です。このような学生生活は今年で
終わりなので充実した生活を送り、これから社会に
出る者として、学ぶべきことをしっかり学び、後悔
のないように過ごしていきたいです。
親からは「しばらく外で給料を貰ってから就農し
なさい。」と言われます。入学当時はそのつもりで
したが、最近はすぐに就農することを考えています。
規模の拡大や技術の習得に時間がかかるからです。
町では社会人野球チ－ムの一員になっていて実践
大の寮から自宅に戻っても張り合いがあります。こ
れからも卒業しても一人前の畜産農家になるための
の研鑽と充実した生活を続けていければと思います。

〈実践大学校生の抱負〉

農業実践大学校畜産学部２年
渡　邊　一　憲
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はじめまして、平成16年4月

より宮城県農業公社白石牧場に

配属になりました吉田健輔と申

します。

私は今年の3月に宮城県農業

短期大学畜産課を卒業し、江原

淑夫学長と内田宏学生部長の紹介を受け、働くこと

になりました。宮城県農業短期大学在学中は乳牛、

和牛、豚、鹿、山羊、鶏といった畜産実習の他、動

物の生態や生理、栄養や利用、経営と幅広く学習し

てまいりました。

現在、白石牧場での私の仕事は主に牧場内の巡視、

子牛の飼料給与、子牛の調教、人工授精、雌牛検診

の助手をやっており、毎日が勉強で多くの事を学び、

吸収することが出来ております。白石牧場で働くこ

とは、私にとって非常に楽しい反面、苦しい仕事も

ありますが、充実した日々を過ごしております。

社会人になって早いもので4ヶ月が経ちました。

今後は自分の出来る仕事の範囲を広げ、多くの事を

学び経験したいと考えています。今のこの気持ちを

維持出来るよう積極的に仕事に対して取り組みたい

と思います。まだ、力不足を感じることは多く、職

員の方々の指示や指導がないと不安を感じます。今

後も職員の方々の指示や指導ののもと、共に協力し

ながら、宮城県農業公社や畜産業の発展に貢献でき

る力を持つ人間になりたいと思いますので、ご指導

の程宜しくお願い致します。

＜New face＞

社団法人宮城県農業公社
吉田　健輔

はじめまして、平成16 年３

月に宮城県農業短期大学を卒業

し、４月より宮城県畜産協会に

勤務致しております伊藤利樹と

申します。職場では生乳検査課

に配属となり、成分検査や細菌

検査などを行っております。

農業短期大学在学中は家畜育種学研究室に所属

し、食肉市場成績からみた黒毛和種の遺伝的能力に

関する研究を行っておりました。また、実家では黒

毛和種の肥育を営んでいるということもあり、和牛

に関する知識は少しばかりあるものの、ホルスタイ

ン種や生乳に関する知識は短期大学で学んだ知識し

かありませんでした。その為、入社以前は検査課で

の業務をやっていけるのかと不安でいっぱいでした

が、先輩方の親切なご指導により精一杯仕事をさせ

て頂いております。

新社会人となり三ヶ月あまり経ち、仕事の内容や

学生時代とのライフサイクルの変化にも次第に慣れ

てまいりました。しかし、まだまだ知識不足は否め

ず力不足を感じる場面が多々あります。責任の大き

い検査課の業務にやり甲斐を感じるとともに日々努

力している次第です。

入会したばかりで半人前にも満たない私ではあり

ますが、多くの業務をこなし、知識と経験を積み重

ねることで一日でも早く一人前と呼ばれるよう日々

努力していく所存ですので御指導、御鞭撻のほどよ

ろしくお願い致します。

社団法人宮城県畜産協会
伊藤　利樹

＜人の動き＞
宮城県農業共済組合連合会

宮城県畜産協会

平成16年７月１日付け

平成16年６月１日付け

新 旧 氏　　名

家畜診療研修所指導課長補佐兼中央家畜診療センター勤務

県南家畜診療センター診療課長補佐兼損防課長補佐

中央家畜診療センター診療課長補佐

県北家畜診療センター診療課長補佐

県北家畜診療センター診療課長補佐

家畜診療研修所技術主査兼中央家畜診療センター勤務

県南家畜診療センター技術主査

中央家畜診療センター技術主査

県北家畜診療センター技術主査

県北家畜診療センター技術主査

小野　秀弥

高橋　孝幸

我妻洋太郎

木村　喜正

蓬田　信一

新 旧 氏　　名

家畜衛生課　嘱託 新規採用 吉岡耕三郎


