平成 17 年７月 20 日

（隔月１回発行） 第 214 号 （ 1 ）
発

行

所

仙台市宮城野区安養寺三丁目11番24号

電話 022−298−8473
編 集 発 行 人

木 村 春 雄
印

刷

所

㈱東北プリント

ソーラー電牧風景（写真提供 栗原地方振興事務所 畜産振興部）

も く じ

C

O

N

T

E

N

T

S

平成 17 年度畜産協会事業の概要 ……………………２

東日本和牛能力共進会出品牛について ……………９

誰でもどこでも簡単放牧
「ソーラー電牧」の推進 ……………………５

＜衛生便り＞

家畜の飼養基準について …………10

＜実践大学校生の抱負＞ ……………………………10
平成 17 年度畜産業振興事業について ………………６
New face ………………………………………………11
＜畜試便り＞ 新ランドレース系統造成
途中世代豚の配布について …………………８

平成 17 年度
宮城県総合畜産共進会のお知らせ …………12

第 41 回宮城県同志会
ホルスタイン共進会受賞結果 ………………９

みやぎの
畜産情報
発信基地

宮城県畜産協会ホームページ
U R L http://miyagi.lin.go.jp
Eメール mygchiku@mwnet.or.jp
PRINTED WITH

SOY INK ＴＭ
古紙配合率 100 ％の再生紙と、植物
性大豆油インキを使用しています。
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木村 春雄 氏
（社）
宮城県畜産協会会長に就任
平成 17 年７月 21 日付を持ちまして、社団法人 宮
城県畜産協会の大堀哲会長が退任され、新会長に木
村春雄氏（宮城県農業協同組合中央会会長）が就任
いたしました。前会長同様協会運営につきまして、
ご指導ご鞭撻賜りたく何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

平成 17 年度畜産協会事業の概要
平成 1 7 年度の事業計画が承認されました。計画
の主な考え方は、今日及び今後の日本農業、中でも
畜産にとって何が重要かということであります。そ
れは安全安心な畜産物を確実に供給し、消費者の信
頼に応えて日本の食糧生産の役割を十分に果たして
いくことに尽きると思われます。そのためには、担
い手の育成、生産性の高い畜産経営体の強化育成、
指導者の養成、経営体レベル向上のための支援指導
事業、家畜の精液供給による家畜改良、自衛防疫体
制の強化、家畜伝染病発生予防のための各種事業及
び家畜死体の適正処理、安全で高品質な生乳生産と
供給に欠かせない生乳検査、子牛・肥育牛に対する
価格補てん事業等々、一体的かつ総合的に推進する
必要があります。
事業の概要につきましては、以下のとおりですの
でよろしくお願い申し上げます。

Ⅰ．畜産経営支援事業及び家畜改良事業
１．畜産生産基盤育成強化事業
畜産をめぐる情勢の変化に対応し、経営感覚
に優れた生産性の高い畜産経営体の育成強化を
図るため、畜産経営診断の支援、畜産経営情報
のデータベース化、畜産経営セミナー・研修会
の開催等の諸事業を実施し、経営実態に即した
総合的な支援指導を実施します。
（1）畜産経営支援指導研究会の開催
（2）畜産コンサルト団の設置
（3）個別経営体支援指導
（4）畜産経営技術研修会・交流会の開催
（5）地域畜産経営体相談窓口指導
（6）畜産経営技術指導用機器の整備
（7）情報提供体制整備
（8）地域情報データベースの構築
（9）研修事業への参加
２．肉用牛生産経営技術改善事業
肉用牛の合理的な国内生産による牛肉の安定
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供給を基本とした効率的な経営構造の確立と生
産性の向上を図るため、推進員（調査員）52 名
を委嘱し、県内各地域において、繁殖和牛、子
牛の調査を実施するとともに、肥育牛の枝肉情
報を集積し、電算機によりデータ処理を行い、
経営技術の改善と優良雌牛群の整備に資する。
３．生産経営技術普及事業
畜産経営に係る生産経営技術の普及奨励を総
合的に推進し、経営の安定合理化に資し、体質
強化を図るため、関係機関と連携のもとに先進
的畜産経営技術等実態調査事業を実施する。
４．畜産特別資金借受者指導事業
大家畜経営体質強化資金、肉用牛経営合理化
資金等の畜産特別資金借受者の経営改善を図る
ため巡回指導を実施し、経営の安定合理化に努
める。
５．大家畜経営改善支援指導推進事業
大家畜経営改善支援資金借受者の経営改善の
ため、支援協議会の開催、経営改善計画の作
成・見直し等のための指導を実施する。
６．改良増殖技術実態調査事業
家畜改良に必要な畜種について、２月１日現
在の飼養頭羽数調査を実施する。
７．畜産機械施設貸付調査指導事業
畜産近代化リース協会より貸付された機械施
設等の借受農家を対象に、適性かつ効率的な利
用を図るため調査指導を実施する。
８．畜産物安全・安定供給相互理解体制推進事業
牛海綿状脳症（BSE）の発生、食品の表示問
題等から消費者ニーズは食品の安全・安心への
志向が高まっているなか、畜産物に対する消費
者の信頼回復を図るため、J A みやぎ登米地区
をモデル地域として選定し、畜産物の生産、流
通及び消費の各段階における横断的な相互理解
を図る体制構築と安全で安定的な畜産物の供給
に資するため、検討委員会及び関係者による交
流会等を開催する。
９．全国低コスト肉用牛生産推進事業
みやぎ登米農業協同組合が実施する低コスト
肉用牛生産特別事業について、実証展示に係る
経営分析及び実証展示成果の普及啓蒙指導を実
施する。
10．宮城県総合畜産共進会の開催
家畜の改良増殖と飼養管理技術の向上を図る
ため、乳用牛、肉用牛、養豚（枝肉）を対象と
した総合畜産共進会を開催すると共に、消費者
に対し畜産に関する知識の啓発を図る。
11．教育ファーム体制整備支援事業
自然と生命との関わりを通した情操教育の場
としての体験牧場等受入れ体制の整備を図るた
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めの推進会議を開催するとともに、ホームペー
ジによる牧場の紹介並びに体験学習の連絡調整
等を実施する。
12．養豚経営技術改善推進事業
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
及び県内養豚農家の意向調査等を実施し、今後
の養豚振興策の検討に資する。
13．養豚経営動向等調査事業
豚肉の需給動向を把握することによって、自
主的な豚肉の計画生産を推進し、その需給均衡
を図るため、子取り用雌豚の飼養動向調査を年
１回（８月１日現在）実施する。
14．養豚基礎調査事業
養豚経営者のおかれている実態を把握して適切
な対応を検討するため、関係者の協力により県内
養豚農家を対象にアンケート調査を実施する。
15．高品質豚肉生産効率化
一貫経営農家等の集団化を促進し、集団を核
とした品質・規格の統一、人工授精への取り組
み等による飼養管理労力の軽減、受胎率の向上
による出荷頭数の平準化等、高品質豚肉の生産
性の向上を図るため、生産集団が実施する必要
な事業に対して補助を行う。
16．優良種豚生産利用推進
優良種豚の生産利用推進のため、自家検定推
進組合等が実施する必要な事業に対して補助を
行う。
17．地域肉用牛振興特別対策事業
肉用牛生産基盤の安定化と地域の自主性と創
意工夫を活かした多様な活動を行なうため、全
国肉用牛振興基金協会の補助並びに肉用牛生産
集団等の拠出金をもって｢地域肉用牛振興基金｣
を造成し、必要な事業を実施する肉用牛生産集
団等に補助し、肉用牛生産基盤の強化、拡大を
図る。
18．地域養豚振興特別対策事業
養豚の生産振興及び生産性の向上を図るた
め、農畜産業振興機構の補助並びに養豚集団等
の拠出金をもって｢ 地域養豚振興基金｣ を造成
し、必要な事業を実施する養豚集団に対し補助
し養豚の振興、発展に資する。
19．家畜人工授精用精液流通調整事業
家畜改良を円滑に推進し、優れた能力をもっ
た種雄牛の造成、商品性の高い乳牛・肉牛の生
産を拡大するため、県内７カ所にサブセンター
を設け、宮城県畜産試験場繋養の優良種雄牛を
主体とした凍結精液の供給と液体窒素の配送を
行うとともに、適正使用、計画交配を指導し、
家畜改良に係る関連事業の推進と畜産経営の安
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定と発展に資する。
20．種豚登録関連事業
近年の養豚生産構造の変化に対処するため、
登録関連制度の重要性を啓蒙し、質的向上を重
点に登録対象豚の選抜及び適正な登録事業を推
進するため、能力検定豚に対し助成を行うとと
もに、交配品種の多様化にともなう素豚の品質
低下を防止するため、一代雑種豚血統証明等を
含めた種豚登録関連事業を推進する。
また、補助事業並びに系統豚ミヤギノの積極
的な普及推進と銘柄豚の定着化を図るため、純
粋種豚生産供給の中核的担い手である指定種豚
場協議会の育成強化と安定した優良子豚の生産
改良に努めるとともに、自家検定の推進と繁殖
豚の登録、産子検定を推進し、経済性の高い能
力豚の生産確保を図り、種豚の改良意欲の高揚
と能力把握に努める。
Ⅱ．家畜自衛防疫支援事業及び生乳検査事業
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、専門委
員会及び、関係機関・団体による推進会議を開
催し、合わせて自衛防疫事業推進に大きな役割
を担う指定獣医師の指導体制強化を図るため、
定例会議、研修会を開催することによって、畜
産農家の家畜衛生に関する知識の普及並びに情
報の収集と伝達に努める。
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を実施し、疾病
発生による損耗防止に努める。
（1）豚丹毒病
（2）豚オーエスキー病
（3）牛炭疸病
３．家畜生産農場清浄化支援対策事業
豚オーエスキー病の防疫対策、清浄農場維持
支援対策、吸血昆虫媒介疾病等の発生・流行防
止対策を推進し、家畜の損耗防止を図り、本県
畜産の健全な発展に資する。
（1）豚オーエスキー病清浄化推進総合対策事業
（2）伝染病発生・流行防止対策事業
４．育成馬予防接種推進事業
最近における馬飼養形態の集団化、大規模化
及び頻繁な移動等の実態を踏まえ、競馬場入き
ゅう前の育成馬について予防接種（日本脳炎・
破傷風・馬インフルエンザ）の徹底を図る。
５．繁殖牝馬予防接種推進事業
生産地における馬飼養形態の集団化および頻
繁な移動等による馬鼻肺炎まん延の実態をふま
え、軽種繁殖牝馬について予防接種（馬鼻肺炎）
の徹底を図る。
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６．家畜防疫互助基金造成等支援事業
県域推進会議を開催し、生産者、関係団体等
に対する事業の普及、指導、連絡調整等を実施
する。
７．死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業
牛海綿状脳症（BSE）を早期に根絶し、生産
者や消費者の安心と信頼を回復するため、牛海
綿状脳症対策特別措置法に基づき、24 ヵ月齢以
上の死亡牛全頭検査に伴い、その適正な処理及
び輸送を円滑に推進するため、県畜産課、家畜
保健衛生所、県域団体、死亡牛収集業者等で構
成する宮城県死亡牛緊急処理円滑化施設整備事
業推進協議会を随時開催し、死亡牛の円滑な収
集及び処理のための取り組みと良好な家畜衛生
並びに環境の維持を図り畜産の健全な発展に資
する。
８．特定疾病自衛防疫事業推進事業
次の伝染性疾病に対する予防接種を実施し、
疾病発生による損耗防止に努める。
（1）豚死流産三種混合予防接種事業
（2）豚伝染性胃腸炎予防接種事業
（3）牛五種混合予防接種事業
（4）牛アカバネ病予防接種事業
（5）牛ヘモフィルス病予防接種事業
９．畜産環境清浄化事業
食品の安全性に関する消費者の関心の高まり
を踏まえ、生産農場におけるＨＡＣＣＰ的方式
による生産衛生の管理が重要な現状に鑑み、家
畜防疫の推進を図るため疾病多発農家を主に消
毒剤等を配布し、衛生環境の徹底指導により疾
病発生防止に努める。
10．畜産物衛生環境整備円滑化事業
県内で発生する死亡家畜の処理を円滑かつ効
率的に流通させるため、関係者と協議し、一時
保管する冷却保管施設及び冷凍運搬車の活用に
より家畜疾病のまん延を未然に防止し、家畜飼
養衛生環境の保全と輸送経費、農家負担の軽減
に努める。
11．生乳検査等事業
生乳等の広域流通に対処し生乳取引の公正化
を図るため、合乳取引の原則に沿ったローリー
単位の検査、生産者（バルク乳）単位の個乳配
分検査及び製品検査等を実施する。
（1）生乳等受託検査事業
（2）学校給食用牛乳品質検査事業
12．生乳取扱者技術研修事業
食品に対する安全・安心に関する消費者の関
心が高まっている現状を踏まえ、牛乳・乳製品
取扱に従事する者を対象に知識並びに検査技術
に係る研修会を開催する。
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13．牛群検定検査受託事業
宮城県ホルスタイン協会の委託により乳用牛
群普及定着化事業に係る生乳の受託検査。
14．乳牛改良事業
宮城県ホルスタイン協会からの業務並びに事
務委託。
Ⅲ．肉用牛価格安定基金事業
１．肉用子牛生産者補給金制度
牛肉の輸入事情の変化が肉用子牛の価格等に
及ぼす影響に対処するため、肉用子牛の価格が
低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産
者に対して生産者補給金を交付し、肉用子牛生
産の安定を図る。
２．肉用子牛生産者補給金制度適正化事業
補給金制度の適正かつ円滑な運用を図るとと
もに、全国統一電算システムに基づき、生産者
補給金交付業務の円滑な実施と家畜市場等情報
の迅速適正化を図る。
３．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
大する生産者に対し奨励金を交付し、肉専用種
繁殖経営における子牛生産拡大意欲の向上と肉
用牛資源の拡大に資するため、発動基準を下回
った場合、販売、保留された子牛１頭当たり奨
励金を交付する。
４．肉用牛肥育経営安定対策事業
肉用牛肥育経営は生産費に占める素畜費の割
合が大きく、素畜価格と枝肉価格の水準によっ
て経営収支の悪化が懸念される現状にある。こ
れを踏まえ中央畜産会補助金及び生産者積立金
をもって「肉用牛肥育経営安定基金」を造成し、
毎四半期の肉用牛肥育経営体の出荷牛１頭当り
推定所得が基準家族労働費を下回った場合、肥
育牛補てん金を交付し経営の安定と肉用牛生産
基盤の維持拡大に資する。
Ⅳ．その他の事業
１．専門委員会
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懸案事項につ
いて検討するため、各専門委員会を設置し、事
業の円滑な推進に資する。
２．褒賞の授与
畜産に関する各種共進会、共励会において成
績優秀な者に対し褒賞を授与する。
３．畜産普及広報活動

（総務課）
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誰でもどこでも簡単放牧、「ソーラー電牧」の推進
栗原地方振興事務所 畜産振興部
栗原地域は古くから繁殖肉牛の産地ですが、近年飼養農家の高齢化に伴い、頭数・戸数とも減少していま
す。また、山間地では遊休化した農地も増加しており、営農の継続や景観保持の大きな課題となっています。
そこで、西日本で急速に普及している「ソーラー電気牧柵を利用した簡易放牧技術（以下ソーラー電牧と略
称）
」を導入すべく、昨年関係機関と連携しながら先進地調査や現地実証展示を行い、技術を検討しました。
ソーラー電牧とは基本的に従来の電気牧柵と同様ですが、近年のソーラー発電技術の進歩で手軽に電力を
供給できるようになり、場所を選ばず誰でも簡単に放牧できることから、次のメリットが得られます。
①場所を選ばず設置でき、施設投資が少ない
②放牧管理が省力的で、飼育経費を節減できる
③放牧により牛が健康になり、受胎率が向上する
④牛が雑草を食べて、手軽に農地を除草できる
昨年は実証の結果、多くの生産者が関心を寄せ、「草地畜産生産性向上対策事業（宮城県草地協会）」を活
用し、５戸の農家がソーラー電牧の導入に踏み切りました。
また、導入経費は基本的には専用機材は必要ですが、電牧支柱や碍子は廃用パイプや塩ビ管等で代用する
など、経費の節減に努めた結果、約 10 〜 20 万円の経費で設置することができました。
なお、ソーラー電牧の実施に当たっては、事前に次の項目に留意しています。
①ほ場の十分な飼料源、飲水場所と日陰を確認する
②放牧牛は２頭以上とし、種付け済み〜分娩前２ヶ月前の牛が最適とする
③放牧開始２週間前から、必ず「放牧馴致（運動や野草給与等で馴らすとともに、脱柵防止のため電牧線
の電気ショックを学習させる）
」を行う
ソーラー電牧の設置方法は、下図のとおりですが、特に、電牧線周辺の下刈りをして、雑草の接触による
漏電発生に注意します。また、ゲート部は牛の出入り、飲水や捕獲が容易にできるよう工夫しています。
今春は低温のため６月からの開始となりましたが、各農家とも支障なく放牧しています。栗原地域では、
手軽なソーラー電牧の普及を推進していますが、今後一層の遊休農地の利活用促進と、繁殖牛飼育管理の省
力化による繁殖牛経営の安定の一助となるよう期待されています。

ソーラー
パネル

電牧器

電池
アース

電牧イラスト

（庄子真知雄）
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平成 17 年度畜産業振興事業について
宮城県産業経済部畜産課
「畜産業振興事業」は、独立行政法人農畜産業振興機構が実施している事業です。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 17 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。
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
簡易な措置により家畜 １ 畜産環境保全施設の整備
特別対策事業 排せつ物法管理基準に対
簡易な措置により家畜排せつ物法管理基準に対応した農家等に対して、家畜排せつ物処理
応した農家等に対する家
施設を整備するため、（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
畜排せつ物処理施設の整
るのに必要な機械施設の購入費の 1/2 を助成する。
備の推進、たい肥の利活 ２ 資源循環型畜産モデルの確立
用・流通の促進等の事業
農業者団体等が、たい肥の利活用を推進するために行うモデル的な取組みについて必要な
を緊急かつ総合的に実施
経費を助成するとともに、その成果を踏まえて、モデルの全国的な普及や、シンポジウム等
し、環境負荷の低減と資
の開催を通じた資源循環についての理解醸成を行う。
源循環の促進を図り、環 ３ 畜産環境保全指導事業
境と調和した畜産業の確
畜産経営における環境問題を解消するため、経営・地域条件に対応した家畜排せつ物処理施設の
立を推進する。
適切な運転・管理技術の普及、高品質なたい肥生産と適正な施肥の推進等の指導体制の強化を行う。
肉用牛経営対 地域肉用牛振
肉用牛生産は、国産牛肉の安
策
興対策事業
定供給という役割を担う一方、
中山間地域の基幹的な農業部門
のひとつとして、地域経済の活
性化に重要な役割を果たしてき
が、近年、小規模・高齢者層等の
離脱により、生産基盤の脆弱化
が危惧されるところである。
このため、新規参入、改良
対策、技術指導等の支援に加え、
計画的な繁殖雌牛の増頭による
中核的な担い手となる繁殖経営
の育成等地域の自主性と創意工
夫を活かした多様な活動を行う
ための「地域肉用牛振興基金」
の造成を支援し肉用牛生産基盤
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 新規参入円滑化等対策
肉専用種繁殖経営への新規参入の促進及び特定被災農家の経営再開の支援のため、農協等が飼養
管理施設等の整備、繁殖雌牛導入、農地の借り入れ等 を行い、新規参入者等に貸し付けを行う。
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
肉用牛肥育経営の安
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
営安定対策
定を図るため、生産者 応じて四半期ごとに肥育牛生産者に補てん金を交付する。
事業
の拠出と国の助成によ （1）拠出割合
生産者：国＝１：３
り基金を造成し、収益 （2）事業実施期間
平成 16 年度〜平成 18 年度（３年間）
性が悪化したときに家 （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)
族労働費を補てんする。 （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
輸入豚肉に対抗し得 地域養豚振興促進
養豚経営対策 地域養豚振興
特別対策事業 るよう、国産豚肉の生 （1）養豚集団等が自ら行う基金造成に対して助成を行う。
産性向上と高品質化の （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。
ため、各地域における
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
肉豚の生産振興のため
イ 地域的な肉豚の銘柄化の促進
の多様な活動を支援す
ウ 高付加価値豚肉の産直体制の確立
ることにより、我が国
エ 需給緩和時に力点を置いた地場消費の促進
養豚の振興を図る。
オ その他地域養豚の振興に資する対策
養豚振興体制
ＷＴＯ、ＦＴＡ交渉 １ 養豚振興体制整備推進
整備総合対策 等に伴う国際化の進展
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・
事業
が一層予想される中、
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。
我が国養豚の振興を図 ２ 高品質肉豚生産の推進
っていくため、食の安 （1）優良種豚生産利用推進（３戸以上からなる検定組合）
全・安心といった消費
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
者ニーズに対応しつ
よる肉質改善、優良種豚利用状況の調査・分析等を行う。
つ、国産豚肉の高品質 （2）高品質豚肉生産効率化（５戸以上からなる生産集団）
化、低コスト化を推進
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（純粋種）の導入、人工授精の普及、肉質等の評価方法の確立等を行う。
し、国際競争力を備え ３ 高品質豚肉生産体制の整備
た養豚生産基盤の確立 （1）優良種豚確保施設の整備
を図る。
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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事業の目的

事

業

内

容

自給飼料生産 飼料増産受託 飼料生産に係る作業の １ 飼料増産受託システム確立対策
対策
システム確立 効率化・低コスト化及
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。
び労働負担の軽減を促
対策事業
助成対象面積当たりの助成単価(円／ ha)
受託作業
初 年 度
２・３年度
進するため、コントラ
クター（飼料生産受託
27,000
飼料収穫作業
17,500
−
堆肥散布作業
4,000
組織）の育成・強化を
14,000
耕起等作業
9,000
図ることにより、効率
−
堆肥利用作業
17,500
的な飼料生産作業の受
21,000
稲わら収穫作業
16,000
託システムを確立する
28,000
草地更新作業
17,000
こととし、もって畜産
5,000
液状きゅう肥散布作業
3,000
経営の一層の労働軽減
37,000
ＴＭＲ調整供給作業
29,000
25,000
堆肥処理・利用作業
23,000
と飼料自給率の向上に
5,000
堆肥切り返し作業
4,500
資する。
堆肥運搬作業
堆肥散布作業

8,000
12,000

7,500
11,000

２ 飼料増産受託システム確立推進
全国協議会連絡会議の開催及びコントラクターに関する情報の収集・提供、コントラクター利用の普及啓発等を行う。
草地畜産生産
大家畜生産の安定的
性 向 上 対 策 な発展を図るため、環境
事業
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を利用する農家を支援）
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。

家畜排せつ物の有効利用
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
土地利用型酪
により、環境に対する負荷を 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。
農推進事業
軽減していくことが強く求め
※留意点としては以下のとおり。
られており、我が国の酪農が
（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
今後とも安定的に発展してい
定する。
くためには、自給飼料の生産
（2）
対象牛の頭数は実頭数とする。
体制を推進する必要がある。
（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。
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。
食肉流通対策 家畜個体識別
平成13年度から進めてきた｢家 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。
システム定着 畜個体識別システム｣は、16年12月 ２ 個体情報を集計・分析し，畜産関係者へ提供し、管理するシステムの構築・改善及び生産者
化事業
に「牛の個体識別のための情報管
の出生・異動の届出の円滑な実施を支援するシステム（ソフト）を構築する。
理及び伝達に関する特別措置法」
が完全施行され、個体識別番号の
牛肉の流通・消費段階まで伝達が
開始されている。そこで、本シス
テムの構築・改善及び各種届出が
円滑にできるよう開発改善し、法
に基づく牛肉トレーサビリティ制
度の的確な実行と個体識別システ
ムの円滑な運用を確保することに
より我が国畜産の振興を図る。
乳用牛対策

酪農生産基盤
我が国の国際競争力を強化 １ 優良種雄牛の生産の推進（能力の高い牛づくり）
改善支援対策 するために乳用牛改良推進と
優良種雄牛の生産に不可欠な調整交配の推進及び生涯生産性の向上に不可欠な基礎データ
事業
ともに、遺伝的能力を十分に
である体型データ等の収集に対し、その経費の一部を助成。
発揮させる飼料管理技術の向
※調整交配の推進：１頭あたり助成単価 ４千円/頭
上が大きな課題となっている。 ２ 乳用牛の飼養管理の改善（丈夫で健康な牛づくり）
そこで、優良乳用牛群の整
改良集団（牛群検定組合）等が、乳用牛の飼養改善の改善に向けた様々な取組や、性判別
備に資する種雄牛の改良を重
受精卵を利用した牛群の改良等、高度な繁殖技術の利用による効率的な乳用牛生産を行った
点的に推進するとともに、飼
場合に必要な経費の一部を助成。
養管理技術の向上や、高度な
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。
繁殖技術の利用に向けた取組
※１組合当たり平均 200 万円
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。

（畜産振興班

伊藤

典法）

（ 8 ） 平成 17 年７月 20 日
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〈畜試便り〉

新ランドレース系統造成途中世代豚の配布について
宮城県畜産試験場
宮城県畜産試験場では、現在、ランドレース種系統豚「ミヤギノ」の後継系統を造成しています。本造成
に関する詳しい情報は、本誌第 211 号（平成 17 年１月 20 日発行）に掲載しておりますが、初めにその内容を
簡単に紹介します。
造成開始は平成 15 年度で、ミヤギノをベースとしてアメリカ及び国内系統豚、また民間種豚場からも素材
豚を導入しています。改良する形質は、発育能力や産子数に加え、社会的ニーズとして安全・安心な豚肉が
求められていることから、疾病（特に萎縮性鼻炎とマイコプラズマ性肺炎）に対する抵抗力を取り入れ、薬
剤依存から脱却した高生産性系統豚を目指しています。現在は第２世代の能力検定を実施しており、第１世
代の検定成績は、ＤＧが雌雄平均で 830 ｇ（体重 30 ｋｇ〜 105 ｋｇ間）、総産子数が 11.8 頭となっています。
完成豚では、ＤＧが 900 〜 950 ｇ、総産子数が 12.5 頭を目標に改良を進めています。完成は５世代、平成 20 年
度を予定しており、平成 21 年から本格的に配布に移る見込みです。
当場では、このように新ランドレース系統豚の造成を進めているところですが、近年、県内ではランドレ
ース種雌豚の供給が不足している状況にあります。そこで、本系統造成の途中世代豚を生産者へ配布するこ
ととしました。その概要は次のとおりです。
配布は雌のみで、次世代産子を分娩・離乳した「１産取り」に大ヨークシャー（ゼンノーＷ−０２）を交
配・受胎確認したものと、能力検定をして次世代を残す種雌豚としての選抜から漏れた「未経産（７〜８ヶ
月齢：種付けはいたしません）」になります。配布時期と価格については、「１産取り」が各世代５〜６月に
63,000 円、「選抜漏れ」が 10 〜 11 月に 105,000 円の予定（それぞれ税込み）で、今年度から配布を開始してい
ます。配布予定頭数は、「１産取り」が約 25 頭、「未経産」が約 30 頭を見込んでいます。時期、頭数とも充分
にご希望に添えないかもしれませんが、新系統豚を良いものにしていくため、よろしくご理解願います。
また、試験場内では収容能力に限りがあり、Ｆ１（ＬＷ）にしたときの繁殖性を中心とした能力や、更に
とめ雄（特に「しもふりレッド」）を交配した肉豚の産肉能力や肉質、疾病に対する強さなどを調査すること
が難しい状況にあります。そこで、配布いたしました皆様にお願いになりますが、来年度以降、配布種豚や
その産子の繁殖、肥育成績についての調査を行わせていただく予定です。成績以外にも、お気づきの点やご
要望等、ご意見賜りたくよろしくお願いします。その成績、ご意見を基に、よりよき系統豚を作っていきた
いと考えております。
なお、配布につきましては、需要どおりに供給できないことが予想されますので、あらかじめ希望調査を
行い、地域などを考慮して配分させていただくことになるかと思います。つきましては、配布希望がござい
ましたら、事前に最寄りの家畜保健衛生所、地方振興事務所畜産振興部へお申し込みくださるようお願いし
ます。

ランドレース途中世代豚配布計画（ H17 〜 H20 ）
１産取り

未経産

配布時期

５〜６月

10 〜 11 月

予定頭数

25 頭程度

30 頭程度

価格（税込）

63,000 円

105,000 円

（種豚家きん部

柴田知也）

平成 17 年７月 20 日
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第 41 回宮城県同志会ホルスタイン共進会受賞結果
宮城県ホルスタイン改良同志会
平成 17 年 6 月 20 日（月）みやぎ総合家畜市場において開催し、関係各位のご協力により盛会に終了するこ
とができました。社団法人ジェネティクス北海道 道東事業所 千葉義博業務課長により 60 頭の出品牛について
審査が行われ、上位入賞牛は下表のとおりです。
《グランドチャンピオン》
種別 出品 No.
名
号
未経産 304 ブラメリア ルーベンス アイ
経産
509 ハンザワランドデイー プリンセス

住 所 氏
名
丸森町 半沢 善幸
丸森町 半沢 善幸

《リザーブグランドチャンピオン》
名
号
住 所 氏
名
種別 出品 No.
未経産 104 エクセレントフアーム チャンピオン マーシアン 栗原市 一迫 鈴木 義博
経産
802 ブラメリア マーテイ ビー フタゴ
丸森町 半沢 善幸
《シニアチャンピオン》
種別 出品 No.
名
号
経産
802 ブラメリア マーテイ ビー フタゴ

住 所 氏
名
丸森町 半沢 善幸

《リザーブシニアチャンピオン》
名
号
種別 出品 No.
経産
804 インデシブル チーフ アデイダス

住 所 氏
加美町 高橋

《インターミディエイトチャンピオン》
名
号
種別 出品 No.
経産
509 ハンザワランドデイー プリンセス

住 所 氏
名
丸森町 半沢 善幸

名
真

《リザーブインターミディエイトチャンピオン》
種別 出品 No.
名
号
住 所 氏
名
経産
513 エクセレントフアーム マーシアン ダーハム 栗原市 一迫 鈴木 義博

《最優秀賞》
部 出品 No.
名
号
住 所 氏
名
104 エクセレントフアーム チヤンピオン マーシアン 栗原市 一迫 鈴木 義博
1
103 サウスムアーム アイガー チヤンピオン 丸森町 長谷部裕行
206 ブラメリアデイフエンド フアーストレデイ 角田市 佐藤
護
2
205 ビーチフイールド リステル バーバラ 古川市 浜田 賢志
304 ブラメリア ルーベンス アイ
丸森町 半沢 善幸
3
307 ベアバリーズ ワルチエ ジエフアーソン 栗原市 栗駒 熊谷 克郎
405 エクセレントフアーム ベグマン ジユド マーシアル 栗原市 一迫 鈴木 義博
4
誠
408 エイトロール マンハッタン スターエンジエル 古川市 八巻
509 ◎ハンザワランドデイー プリンセス 丸森町 半沢 善幸
5
513 エクセレントフアーム マーシアン ダーハム 栗原市 一迫 鈴木 義博
605 ◎スターフイールド ヒルペン アレス ロージー 栗原市 築館 砂金 篤孝
6
602 インデジブル リンデイー アムポン ダーハム 加美町 高橋
真
702 ◎ハンザワランド ビジヨン ボイス 角田市 渡辺 孝一
7
705 ブラメリア SW レッド マーカー
丸森町 半沢 善幸
802 ブラメリア マーテイ ビー フタゴ
丸森町 半沢 善幸
8
804 ◎インデジブル チーフ アデイダス 加美町 高橋
真
903 ◎ケーエツチ フレンド コラ
丸森町 半沢 一良
9
902 エクセレントフアーム ヘグマン ブローガ チヤールズ 栗原市 一迫 鈴木 義博
※名号の前に◎がついているものはベストアダーとなります。

（衛生検査課）

第５回東日本和牛能力共進会宮城県最終選考会結果
全国和牛登録協会宮城県支部
平成 17 年７月８日にみやぎ総合家畜市場において行なわれました標記共進会の最終選考会結果についてお
知らせいたします。
第１区
第２区
第３区
登米和牛
育種組合
第４区
みどりの
和牛育種
組合
第５区
登米和牛
育種組合
第６区
登米和牛
育種組合
古川農業
協同組合

104
108
112
117
131
135
136
138
174
177
187
195
191
192
193
210
211
214
221
224
228

名
号
たいよう
おくたき
あかね
なみかみ
おくまつしげ
かねおく
よねやま
おくちえ
ゆきなみ
まさなみ
あゆ
第２なみき
さわかつ
かつなみ
かつくに
奥稔
奥北次郎
奥北宗
繁輝
奥北国
平奥

父 牛
奥北茂
奥北茂
奥北茂
神勝福
奥北茂
奥北茂
奥北茂
奥北茂
第２波茂
第２波茂
茂糸桜
第２波茂
茂勝
第２波茂
茂勝
奥北茂
奥北茂
奥北茂
繁奥
繁奥
繁奥

母
牛
くにしげ
みやはる
うめたに
なみてつ
まつしげ６
きたかね
よしふく
ちえひかり
みなみ
まさみ
あずさ
第 37 かわやす
さわくに
さわかつ
かつなみ
くにみ
ふくじろう
ただむね
てるはな
くにおか
のぞみ

母 の 父
北国７の８
宮滝
福谷福
第２波茂
高栄
北国７の８
茂勝
安福 165 の 9
安谷
紋次郎
茂重波
南波竹
北国７の８
茂勝
第２波茂
北国７の８
紋次郎
茂宗
花桜
北国７の８
平茂勝

母母の父
茂重波
茂重波
菊照土井
宮滝
茂重波
安金
安福 165 の 9
茂重波
宮滝
寿高
秋重
波茂
菊谷
北国７の８
茂勝
安美金
茂重波
糸晴波
糸光
茂重波
神高福

出
石巻市
栗原市
小牛田町
松山町
登米市
登米市
登米市
登米市
南郷町
田尻町
田尻町
南郷町
登米市
登米市
登米市
登米市
登米市
登米市
古川市
古川市
古川市

品 者
佐々木勝作
高橋 一成
近藤
誠
久本 次男
守屋 慶市
佐々木昌典
尾上 正彦
千葉
啓
菅原 邦彦
山ノ内 功
後上 孝行
結城 英文
須藤
彰
須藤
彰
小野寺正人
千葉
敏
沼倉 郁夫
千葉英軍司
高橋
猛
菅原 清一
高橋
猛

東日本和牛能力共進会
開催

9 月 16 日
（金）
〜 19 日（月）

会場

山形県置賜家畜市場
出品頭数

種牛

130 頭

山形県米沢市食肉センター
肉牛

60 頭

（全国農業協同組合連合会
宮城県本部 上野 新英）
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〈衛生便り〉

第 214 号

〈実践大学校生の抱負〉

家畜の飼養管理基準について
宮城県農業実践大学校 畜産学部

大河原家畜保健衛生所
家畜の飼養管理基準が平成 16 年 12 月１日に施行
されて半年が経過しました。高病原性鳥インフルエ
ンザなど伝染病がたびたび発生する現在、改めて衛
生管理について考えていかなければなりません。
ＢＳＥ等の発生により、国民の食の安全を守るこ
とを目的として平成 1 5 年に「食品安全基本法」が
制定されました。この法律において食品の生産から
販売に至る一連の食品供給行程では、農業者及び販
売業者はそれぞれの持ち場において食品の安全性に
対する責任があるとされています。これに伴い、畜
産物の生産段階において、家畜（牛、豚、鶏）の所
有者が守らなければならない「飼養衛生管理基準」
が定められました。
人獣共通感染症を含め、家畜の伝染病は衛生管理
を適切に行えば発生を予防できます。病原体と家畜
の間で感染が成り立つには①病原体が存在する感染
源があること、②家畜までの感染経路があること、
③病原体に感受性の高い家畜がいることの３つの条
件が必要であり、これらを無くすことで伝染病の発
生を予防することができます。対策として、①の条
件には病畜の早期発見による治療や淘汰、畜舎内及
び周辺の清掃や消毒が重要となります。また、②の
条件には病原体を持ち込む可能性のある野生動物や
害虫の侵入防止や導入家畜の隔離観察、人や車両の
出入り制限及び消毒を行う必要があります。③の条
件には密飼いをしないなどの家畜へのストレス低減
や適切なワクチン接種により、病気に強い家畜を育
てることが必要となります。これら家畜の伝染病対
策の観点から家畜の飼養管理基準は 1 0 項目が定め
られています。具体的な内容については家畜保健衛
生所等で配布しているパンフレットを御覧になって
下さい。
家畜は食品であり、畜舎は新鮮でおいしい食品を
製造する工場であることを十分認識し、衛生管理を
的確に行っていただきたいと思います。
（防疫班

高森

広典）

自分は、現在農業実践大
学校で学んでいます。来年
度卒業したら即、就農した
いと考えています。我が家
でも繁殖牛を飼っています
が、家の経営を手伝うので
はなく新規に独立して繁殖経営を行いたいと思って
います。
また、人工授精師の資格を取得したいと考えてい
て、つい先日講習会受講のための選抜試験があり、
これには無事合格することが出来ました。夏休み期
間中に人工授精師資格取得のための本格的な勉強が
始まります。なんとしても合格し、人工授精師の資
格を取りたいと思っています。
将来、繁殖牛を 3 0 頭規模まで拡大して経営して
いきたいと思っています。また、人工授精師として
も地域の人たちに貢献していきたいです。

農業実践大学校では手代木君のようにやる気
のある学生を募集しています。推薦入試が 10 月、
一般入試が 12 月に行われます。
詳しくは農業実践大学校学生班 まで
TEL

022 − 383 − 8138

平成 17 年７月 20 日
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〈New face〉

〈New face〉

宮城県農業共済組合連合会

県北家畜診療センター

宮城県農業共済組合連合会

県南家畜診療センター

金澤 朋美

福田 達也

はじめまして。平成 1 7 年

はじめまして、平成 17 年４

４月に宮城県農業共済組合連

月より宮城県農業共済組合連

合会に入会致しました金澤朋

合会に獣医師として勤務して

美と申します。４月に家畜診

おります福田達也と申しま

療研修所で研修を受け、
現在、

す。私は３月に日本大学生物

県北家畜診療センターに勤務

資源科学部獣医学科を卒業

しております。出身は千葉県松戸市で、大学は日本

し、４月の１ヶ月間を大衡村の家畜診療研修所にて

獣医畜産大学を卒業しました。

同期の２名とともに研修を受け、５月より白石市の

大学では獣医放射線学教室に所属し、小動物のＭ

県南家畜診療センターに配属となりました。現在は

ＲＩ・ＣＴ検査を行い、犬猫の神経病学を専門に研

センターの先生方の往診に同行させていただきなが

究していました。そのような私が大動物臨床の道に

ら診療技術を習得するための研修を受けております。

進もうと決意したのは、２年前に県南家畜診療セン

私は神奈川県出身で家庭は普通のサラリーマン家

ター・家畜診療研修所で実習した時でした。

庭ですが、幼少の頃からずっと大動物の獣医師にな

大学が都内にあるため学内で牛を飼育しておら

る事を夢見て一所懸命勉強してきました。大学では

ず、牛に触れることがほとんどありませんでした。

医動物学研究室に所属しており、寄生虫について勉

しかし、宮城県での実習中に、先生方の診療に対す

強していました。主に、牛の寄生虫について勉強し

る熱意、そして、自然の中、草の匂いのする中で農

ていましたが、実験室での勉強が多く牛と触れ合う

家の方々の家畜に対する思いやりが新鮮に感じられ

ことが出来なかったため、牛と毎日触れ合える現在

たことが決定的理由として挙げられます。

の研修は覚えることも多く大変ではあるものの、非

現在、諸先生方に同行し研修を受けておりますが、

常に楽しい日々を過ごしています。しかし、診療に

特に、農家の方々との触れ合いと患畜に対する診療

ついて学ぶ以前に、宮城県の気候・風土・言葉など

に、毎日充実しています。小動物臨床との違いに戸

覚えなくてはいけない事が山のようにあり一人前の

惑いを感じておりますが、大動物臨床獣医師として

獣医師への道は険しい限りです。

早く社会的に貢献できるように頑張っています。

経験豊富な連合会の先輩方や関係機関の方々にご

今後は、一日でも早く一人前の獣医師となり、患

指導ご鞭撻いただき、宮城県の畜産に少しでも貢献

畜の治療はもとより、家畜の飼養管理技術の指導を

できるように頑張りますのでどうぞよろしくお願い

通し、農家の方々の「生産性の向上」にお役に立ち

いたします。

たいと思っていますので、今後ともご指導の程よろ
しくお願い致します。

（12） 平成 17 年７月 20 日

（隔月１回発行）

〈New face〉
宮城県農業共済組合連合会

中央家畜診療所

平成 17 年度
宮城県総合畜産共進会のお知らせ

加納 茂太
初めまして。平成 17 年 4 月
よりＮＯＳＡＩ宮城に入会、

第 214 号

社団法人 宮城県畜産協会
農林水産祭参加平成 1 7 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。

大衡の家畜臨床研修所におけ
る 1 ヶ月間の研修期間を経
て、5 月より古川にあります
中央家畜診療所に勤務してお
ります、加納茂太と申します。
私は茨城県水戸市に生まれ地元の高校を卒業した

１．開催日程
１）肉豚の部
開催日 平成 17 年９月７日
（水）
〜９日（金）
場 所 宮城県食肉流通公社
（登米市米山町）
２）乳用牛・肉用牛の部
開催日 平成 17 年９月 23 日
（金）
場 所 みやぎ総合家畜市場
（小牛田町）

後、岩手大学農学部獣医学科に入学し、家畜病院研
究室に在籍中は牛群検診や大動物診療を勉強してお
りました。卒業研究はイベルメクチンの免疫への作
用についてでした。宮城県を選んだ理由は、大学時
代に東北に愛着が湧いたこと、結婚した姉が宮城に

２．出品頭数
１）肉豚の部

100 セット（同腹２頭１セット）
計 200 頭

２）乳用牛の部

80 頭

３）肉用牛の部

73 頭、20 組（60 頭）
計 133 頭

住んでいることなどです。
現在は中央家畜診療所において先輩の獣医師に同
行させてもらい、畜主さんの家を回りながら主に牛
をはじめとする産業動物の診療を勉強しています。
診療以外にも道を覚えることや、言葉に慣れること
など達成すべき目標がたくさんあるため、一日の短
さをうらめしく思いながら毎日を送っています。
まだまだ今は獣医師として力不足で、できて当た

３．付帯行事
◎消費拡大イベント・抽選会
◎婦人和牛審査競技会
◎県学校農業クラブ連盟家畜審査競技会
◎畜産物、地場産品展示即売
（お楽しみ抽選会 同時開催）
◎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

り前の診療業務もおぼつかない私ですが、将来は飼
養管理や護蹄管理、搾乳管理、繁殖管理などを勉強
し、総合的な農家指導ができる獣医師になれたらと
思っています。これからたくさんの経験と知識を積
み、早く一人前の獣医師として働きたいので、皆様
よろしくご指導下さいますようお願いします。

参加予定
日環エンジニアリング株式会社東北営業所
東北 TCM 株式会社 仙台支店
株式会社 ヤンマー農機東日本
コマツ宮城 株式会社
スター農機 株式会社 仙台営業所
株式会社 ヰセキ東北 宮城支社
全農みやぎ 生産資材部 農業機械課
谷口産業 株式会社

