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本年度事業の推進につきまして、宮城県が打ち出
す農業・農村振興や食の安全・安心確保の実現に向
けた畜産関連施策と連繋し推進するとともに、担い
手の育成確保のための認定農業者制度への対応・教
育現場への食育推進等、県・会員・関係団体のご指
導ご協力を頂きながら一体的に事業を推進いたすこ
ととしておりますので何卒よろしくご指導ご協力賜
りたくお願い申し上げます。

Ⅰ．経営支援課事業
１．畜産経営技術高度化促進事業

畜産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する。
（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）優良経営発表会・経営者セミナーの開催
（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

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
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）が県
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．先進的生産経営実態調査事業
先進技術等を実践する畜産経営体（酪農、肉
用牛、養豚）の実態調査を実施し、生産経営技
術の普及奨励の総合的推進を図る。

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．全国低コスト肉用牛生産推進事業
農協等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。

７．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。

８．地域畜産ふれあい体験交流推進事業
ふれあい体験交流により畜産物の生産現場や

畜産の果たす役割等に対する消費者等の理解を
得るための会議並びに研修会等を開催する。

９．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。

10．地域養豚振興特別対策事業
種豚の改良及び肉豚の生産振興を図るため、

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。
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11．地域養豚振興特別対策事業（養豚振興推進指
導事業）
養豚経営者の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
を対象に優良種豚能力調査事業等を実施する。

12．種豚登録関連事業
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。

13．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、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。

14．家畜人工授精用精液流通調整事業
本県の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を実施する。

Ⅱ．衛生検査課事業
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、併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、研修会を開催し、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）豚丹毒病ワクチン接種事業
接種計画 100,000頭

（2）豚オーエスキー病ワクチン接種事業
接種計画 60,000頭

（3）牛炭疽病ワクチン接種事業
接種計画 15,000頭

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るため、
豚オーエスキー病清浄化推進総合対策事業、伝
染病発生・流行防止対策事業を実施する。

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）を実施する。

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、軽種繁殖雌馬を対象に鼻肺炎の予防接種を
実施する。

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、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
持を図る。

８．特定疾病自衛防疫事業推進事業
伝染性疾病に対する予防接種を下記のとおり
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9
月 

10
月 

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会  岩手競馬（盛岡・水沢開催）９・10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 
・第11回エルムステークス（9月18日　JRA札幌）・第21回ダービーグランプリ（9月18日　盛岡）・第53回日本テレビ盃（9月20日　船橋） 
・第10回シリウスステイス（9月30日　JRA中京）・第40回東京盃（10月4日　大井） 
・第19回マイルチャンピオンシップ南部杯（10月9日　盛岡）・第26回白山大賞典（10月10日　金沢） 
・第９回エーデルワイス賞（10月12日　旭川）・第33回北海道優駿（10月26日　札幌）・第11回武蔵野ステークス（10月28日　JRA札幌） 

金沢 船橋 兵庫 

金沢 愛知 北海道 金沢 荒尾 兵庫 
盛　岡 盛　　岡 盛　　岡 盛　　岡 盛　　岡 

盛　　岡 水　　沢 水　　沢 盛　　岡 盛　岡 

金沢 大井 金沢 荒尾 北海道 金沢 

金沢 荒尾 兵庫 金沢 荒尾 金沢 荒尾 

実施する。
（1）豚死流産三種混合予防接種事業

接種計画 3,200頭
（2）豚伝染性胃腸炎予防接種事業

接種計画 960頭
（3）牛五種混合予防接種事業

接種計画 21,000頭
（4）牛アカバネ病予防接種事業

接種計画 21,000頭
（5）牛ヘモフィルス病予防接種事業

接種計画 20,000頭

９．畜産環境清浄化事業
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．生乳等受託検査事業
生乳の広域流通に対処し、生乳取引の公正化
を図るため、個乳及び配分検査並びに学校給食
用牛乳品質検査を実施する。

12．生乳取扱者技術研修事業
生乳の安全・安心に資するため牛乳・乳製品
の原料となる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生乳集荷者・生
乳取扱者・委嘱生乳検査員の各研修会を開催す
る。

Ⅲ．価格安定課事業
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、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
を収集と提供に努める。

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。

Ⅳ．総務課事業
１．肉用牛肥育経営安定対策事業

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頭当り所
得が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。

２．地域肉用牛振興対策事業（新規参入者等への
支援体制整備）
肉用牛経営等の新規参入者を含む地域畜産の

担い手を対象に、認定農業者の認定率向上に向
けた取組と、必要に応じて知事の特認に必要な
条件整備を推進するため、地域協議会、経営管
理の調査指導及び研修会を開催する。

（総務課）
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「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促進することとして実
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18年度は、生乳・乳製品の需給安定対策、肉用牛対策、自給飼料生産対策、環境対策、乳用牛対策、
養豚経営対策、食肉流通等対策、ＢＳＥ関連対策、その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。
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平成18年度畜産業振興事業について

宮城県産業経済部畜産課

項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　　　業　　　内　　　容
肉用牛経営対
策

自給飼料生産
対策

地域肉用牛振興対策
事業（拡充）

肉用牛肥育経営安定
対策事業

飼料増産受託システ
ム確立対策事業

肉用牛生産は、国産牛肉の安定供
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、地域の創意工夫を活かし
た肉用牛振興を図るための支援に加
え、新たに乳用雌牛の黒毛和種等受
精卵移植の借腹牛としての活用等の
肉用牛の効率的な生産を推進するこ
とにより、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。

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。

国際化や生産者の高齢化が急速に
進んでいることに対応し、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ことが
喫緊の課題となっている。
このため、地域の飼料生産の中核
を担いうるコントラクター（飼料生
産受託組織）の設立育成を図るとと
もに、その自立を促すことにより、
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　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、次の実証調査等を行う。
①　受胎率向上や分娩感覚の短縮等繁殖性の向上
②　乳用雌牛の黒毛和種等受精卵移植の借腹牛としての活用、最新の未受精
卵採取技術による肉用牛生産性向上
③　子牛等の事故率低下による生産効率の向上
④　放牧推進のための広域的な取組
２　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のため、農協等が飼養管理施設等の
整備を行い、新規参入者等に貸し付けを行うとともに、新規参入者等への支
援体制構築を行う。
３　肉用牛改良増殖強化対策
優良種雄牛の作出及び広域利用のため、優良な育種資源の確保・利用、集
中的な後代検定等を行う。
４　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。
５　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、集出荷計画の策定や放牧子牛流通促
進等のため機器の整備等を行う。
６　地域肉用牛振興特別対策
県団体が、地域の創意工夫を活かした肉用牛振興を図るための取組等の支
援を行う。
７　肉用牛振興推進指導
上記事業（２及び３を除く。）の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。
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、その水準に応じて四半期ごとに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ヵ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
地域の飼料生産の中核を担いうるコントラクターを育成するため、一定の要
件を満たすコントラクターが委託農家と連携して飼料収穫等の作業を受託した
場合に各作業の受託面積に応じて助成を行う。
１　コントラクターの要件
①　助成対象の規模
助成対象となるコントラクターの作業量（受託面積）
北海道：200ha以上、都府県：20ha以上

②　計画策定
ア　３年以上の長期受委託計画
イ　市町村等関係機関の支援体制の構築
③　組織
ア　既に法人格を有するか、助成期間の３年の間に法人格を有することが
確実と見込まれること
イ　90日以上の作業に従事するオペレーターが確保されていること

２　受託作業別助成単価
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
飼料作付作業 15,000 7,500
飼料作付作業 22,000 11,000
（長大作物に限る。）
飼料収穫作業 28,000 14,000
稲わら収穫作業 24,000 12,000
稲発酵粗飼料収穫作業 40,000 20,000
ＴＭＲ調整供給作業 40,000 20,000
堆肥処理・利用作業 32,000 16,000
堆肥切り返し作業 6,000 3,000
堆肥運搬作業 10,000 5,000
堆肥散布作業 14,000 7,000
液状きゅう肥散布作業 5,000 2,500
草地更新作業 30,000 15,000
放牧管理作業 10,000 5,000

３　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、コントラクター養成研修、コントラクター利用の普及啓発等を行う。
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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

畜産環境対策

乳用牛対策

養豚経営対策

食肉流通対策

草地畜産生産性向上
対策事業

酪農飼料基盤拡大推
進事業（新規）

畜産環境緊急特別対
策事業

酪農生産基盤改善支
援対策事業

地域養豚振興特別対
策事業（組替）

家畜個体識別システ
ム定着化事業

大家畜生産の安定的な発展のため
には、国産粗飼料主体の生産構造へ
転換を進め、環境負荷の軽減や生産
コストの大宗を占める飼料費の低減
を図り、自給飼料生産基盤に立脚し
た経営を育成することが重要である。
しかしながら、雑草の混入や裸地
化・土壌硬化等により、劣化した草
地は、生産力の低下のみならず周辺
環境への悪影響が懸念され、改善が
必要となっている。
このため、生産性の高い飼料基盤
を拡大し、環境に配慮した高位生産
草地への転換を推進するとともに、
土地条件や自然条件等に適応した放
牧の促進、環境保全と良質な畜産物
生産を目指す草地畜産の普及等を総
合的に推進するものとする。

近年、規模拡大が進展している酪
農経営においては、個々の経営体が
「畜産環境問題に適切に対応し得る
飼料基盤」を有し、さらに環境保全、
飼料自給率の向上に資する取組を行
うことにより、自然循環機能の維持
増進を図る持続性の高い環境調和型
の酪農生産構造を確立する必要があ
る。
このため、飼料基盤に立脚した環
境調和型の酪農経営を実施している
生産者を支援する。

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する
家畜排せつ物処理施設の整備の推
進、たい肥の利活用・流通の促進等
の事業を緊急かつ総合的に実施し、
環境負荷の低減と資源循環の促進を
図り、環境と調和した畜産業の確立
を推進する。

我が国の国際競争力を強化し、国
民に高品質な牛乳乳製品を安定的に
供給していくためには、酪農におけ
る最も基幹的な経営資源である乳用
牛の生涯生産性や１頭当たり乳量等
の遺伝的能力を向上することによ
り、生産性向上を図ることが重要な
課題となっている。また、優良種畜
を高度に利用することにより酪農経
営における牛群遺伝的能力を向上す
ることと併せて、遺伝的能力を十分
に発揮させる飼料管理技術の向上が
大きな課題となっている。
このため、優良乳用牛群の整備に
資する種雄牛の効率的生産・利用のた
めの検討、生涯生産性の向上、高度な
繁殖技術の活用に向けた取組ととも
に、飼料給与技術、繁殖管理技術等
の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ものとする。
ＷＴＯ交渉等国際化の一層の進展
が予想される中、我が国養豚の安定
的な発展を図るためには、実需者の
需要に対応していくとともに、食品
の安全確保といった消費者の新たな
ニーズに即した高品質な豚肉の低コ
スト生産が不可欠である。
このため、本事業と養豚振興体制
整備総合対策事業の総合一本化を行う
ことにより、各地域における種豚の改
良や肉豚の生産振興等のための多様な
活動に対する支援を行い、国産豚肉に
対する需要の確保、国際競争力を備
えた養豚生産基盤の確立に資する。
平成13年度から進めてきた｢家畜
個体識別システム｣は、16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。

１　草地等生産性向上対策
（1）草地高位生産の利用普及推進

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

（2）環境調和型の高位生産草地への転換
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
地を、高位生産草地へ転換する場合に要する経費の一部助成
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（作業費、
資材費）の一部助成
イ　公社等活用更新型　30千円/ha
公社や農協等が単独で実施する草地整備事業等を活用し、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（資材費）の一部助成

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、総合支援プロ
グラムの作成及びＰＲ活動等に要する経費の助成

（2）放牧等振興推進
公共牧場や遊休農地等を活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、自給飼料生産及び専門指導者（放牧伝道師）の養
成等に要する経費の助成
環境と調和した酪農経営の確立に資するため、経産牛１頭当たりの飼料作付
面積が基準面積（北海道40a／頭、都府県10a／頭）以上であり、環境保全、
飼料自給率の向上に資する取組を実践している生産者に対し、飼料作物作付面
積に応じた奨励金を交付する。
①　環境保全、飼料自給率の向上に資する取組を実施する酪農経営への支援
（下記の取組のうちいずれか一つ）
・デントコーン・ソルガムの作付かつｽﾗﾘｰの土中施用の実
・不耕起栽培の実施かつｽﾗﾘｰの土中施用の実施
・無化学肥料栽培の実施
・無農薬栽培の実施
・緩衝帯の設置による環境保全
・その他都道府県知事が特別に認める取組の実施
＠7,500円／ha

②　①の取組に加え、飼養管理の変更による一層の環境負荷軽減、飼料自給率
向上に取り組む酪農経営への支援（下記の取組のうち、いずれか一つ）
・濃厚飼料給与率の低減
・経産牛飼養頭数の削減
・放牧の実施
＠15,500円／ha

１　畜産環境保全施設の整備
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るのに必要な機械施設の購入費の1/2を助成する。
２　資源循環型畜産モデルの確立
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、シンポジウム等の開催を通じた資源循環についての理解醸成を行う。
３　畜産環境保全指導事業
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。
１　優良種畜の高度利用による遺伝的能力の向上（能力の高い牛づくり）
ア　能力の高い種雄牛を効率的に生産するための地域段階での取組に要する
経費の一部助成。
イ　生涯生産性の向上に不可欠な体型に関する遺伝的改良に必要なデータ収
集経費の一部助成
ウ　高度な繁殖技術を活用した牛群の遺伝的能力の効率的な向上及び優良な
遺伝資源の確保のための取組に対する一部助成

２　遺伝的能力を発揮するための飼養管理技術の改善（丈夫で健康な牛づくり）
乳用牛の飼養管理技術の改善に取り組む際に必要な飼料給与情報、繁殖情
報等の収集、収集した情報に基づく指導に要する経費の一部助成。

１　地域養豚振興促進
①　豚改良体制再編整備推進
組織的な改良及び優良種豚の確保・効率的利用体制を構築するため、能
力検定の推進、多様な特性を有する育種資源（純粋種）の確保、不良遺伝
形質の排除等による肉質改善の推進、人工授精の普及、適切な飼養衛生管
理技術の普及等を行う。
②　地域銘柄化集団再編整備推進
種豚から肥育豚まで一貫した、生産性の高い組織的な肉豚生産を推進す
るため、生産方式の統一、地域的な銘柄化等を行う。
③　その他地域養豚の振興に資する対策
地域的な衛生対策や指導者研修等を行う。

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、畜産関係者へ提供し、管理するシステムの構
築・改善及び生産者の出生・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。

（畜産振興班　伊藤典法）



家畜診療研修所は、七つ森・舟形山を望む宮城県の中央、黒川郡大衡村にあり、獣医師４名、臨床検査技

師１名、事務職員１名で、ＮＯＳＡＩ宮城の家畜診療施設では県内で一番小さな所帯ですが、守備範囲は県

内一円となっています。

主な業務は、①一般診療（診療範囲は黒川郡と仙台市）の往診業務。②新規採用獣医師の研修と県内の獣

医師に対する疾病予防や生産性向上のための技術普及および学生実習や他団体の職員研修の受け入れ等の研

修業務。③畜産農家に対する「乳牛の健康検診」「肥育牛の生産性検診」「繁殖和牛の繁殖検診」等の実施に

よる損害防止事業の業務（これらは要請を受けた畜産農家の牛群の血液検査、検定成績、給与飼料を分析し、

農家経営への改善策を提供するものです）。④県内各家畜診療センターからの一般診療および損害防止事業の

血液生化学検査や細菌検査、ホルモンや特殊検査および要望に応じた各種研究検査等の臨床検査業務で、こ

れらを一手に引き受けてパワフルに業務を行っています。

職員は、日々馬の研究に余念のない沼津所長（年齢53）のもと、渡辺次長（51）、小野課長（45）、高畑技

師（秘密）、高橋課長補佐（内緒）、佐野事務員（･･？）で、平均年齢4？歳と高畑技師を除くとちょうど油が

のって働き盛りの年齢というよりも、老体に鞭打ってというほうに近い年齢かもしれませんが、日夜がんば

っています。

家畜診療研修所では、関係機関と協力のもと、毎日の診療業務はもちろんのことながら、生産性の向上と

牛の健康を両立させるために、農家への適切な情報提供ができるように、今後とも研鑽を重ね全力をあげて

頑張りますので宜しくお願いいたします。

（高　橋　千賀子）
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高畑技師、小野課長、高橋課長補佐、沼津所長、佐野事務員、渡辺次長



去る６月12 日（月）、仙台市ダイエー仙台店前

（クリスロード商店街）において、東北酪農青年婦

人会議がメインとなり、東北生乳販売農業協同組合

連合会並びに宮城県牛乳普及協会他、酪農乳業関係

団体協力のもと、「おとうさんありがとう♪父の日

には乳（ちち）を贈ろう♪」と「家族みんなで、牛

乳を飲もう！リラックス＆快眠生活♪」の旗を掲げ、

牛乳の無料配布をするとともに「牛乳に相談だ！」

や「父の日には乳（ちち）を贈ろう♪」のパンフレ

ット等を配布し、牛乳の消費拡大と牛乳の良さを消

費者やマスコミに対しＰＲ活動を実施しました。

また、村井宮城県知事に表敬訪問し、「父の日に

はお父さんの健康のために牛乳を贈呈しましょう」

と、知事とともに牛乳で乾杯し、牛乳の消費拡大と

牛乳の良さをアピールしました。

皆様におかれましても、健康と美容の為に毎日牛

乳を欠かさず飲んで頂きたいものです。

（事務局　みやぎの酪農農業協同組合

佐々木　ひろみ）

牛海綿状脳症（BSE）は数年の潜伏期間の後、行
動異常、運動失調、起立不能などの症状を示す病気
で、発症後２週間から６か月で死亡します。BSEの
原因は十分解明されていませんが、BSEに感染した
牛の脳、脊髄等を含む飼料（肉骨粉等）を牛に与え
ることにより経口感染するといわれています。牛同
士の接触や空気を介して移ることはありません。
24か月齢を過ぎて死亡した牛は、家畜伝染病予防

法及び牛海綿状脳症対策特別措置法に基づきBSE
検査を受けなければなりません。宮城県では平成15
年4月1日から死亡牛のBSE検査を行っています。
大崎家畜保健衛生所は大崎市岩出山の死亡獣畜取扱
施設において検査材料の採材を担当しています。こ
の検査は平成18年4月末まで全国で254,680頭、宮
城県で7,448頭実施され、全国で6頭がBSE患畜と
確認されていますが宮城県では患畜は確認されてい
ません。（全国では5月にさらに2頭の患畜が確認さ
れ現在までの患畜は全国で8頭になりました。）
日々採材の業務をしていて時折困惑することがあ

ります。
まず、腐敗が進んだ個体が搬入されることがあり

ます。そのような場合採材が安全かつスムーズにで
きないこと、新鮮な検体が採れないこと等の問題が
生じます。牛が死亡したときは速やかに処理の手続
きをお願いします。
また、耳標（個体識別番号）の扱いが不適切な個

体も搬入されてきます。汚染・破損、脱落等問題の
ある頭数は少なくありません。耳標はいうまでもな
く法律（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）により両耳についていなけれ
ばならないものです。滅失や判読不能の場合は生前
に耳標の再交付申請をして下さい。死亡牛の検査で
は、耳標が装着されていないと死亡牛緊急検査処理
円滑化推進事業の事業対象外となり、運搬費・化製
費・検査料金を飼養者に全額負担して頂くことにな
ります。補助事業の書類に必要な生年月日等を正確
に記載できるよう日ごろから個体情報の記録・管理
をしていただくようお願いします。
この検査業務は、家畜保健衛生所の業務の中では

つらいもののひとつなのですが、まだ研究途上であ
るBSEの解明に、また安全・安心な畜産物の生産
に役立つと信じて行っております。皆様の御協力を
お願いいたします。

（防疫班　鈴木　歩）
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〈衛生便り〉
24ヶ月齢以上で死亡した牛の

BSE検査について
（スタートから4年目を迎えて）

大崎家畜保健衛生所

牛乳消費拡大キャンペーン
開催される

宮城県牛乳普及協会



ホルスタイン種の改良、普及奨励と育成技術の向上と会員相互の親睦を図り、本県乳用牛の改良増殖に資
するため、去る平成18年6月19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
裡に終了することができました。審査員は栃木県日光市プラントツリーファーム　植木 靖氏により出品頭数
60頭の審査が行われ受賞牛及び受賞者は下記のとおりです。

≪グランドチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
未経産 302 ベアーバリーラデュック　ルドルフ 栗 原 市 栗 駒 熊　谷　克　郎
経産 501 ビッグインピュア　L ヒロイン 伊具郡丸森町 荒　　　　　修

≪リザーブグランドチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
未経産 111 ベアーバリーズワルチェ　ダーハム　マグネット 栗 原 市 栗 駒 熊　谷　克　郎
経産 801 インディシブルリンディーアムポンダーハム 加美郡加美町 高　橋　　　真

≪シニアチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
経産 801 インディシブルリンディーアムポンダーハム 加美郡加美町 高　橋　　　真

≪リザーブシニアチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
経産 805 ブラメリアSW レッドマーカー 伊具郡丸森町 半　沢　善　幸

≪インターミディエイトチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
経産 501 ビッグインピュア　L ヒロイン 伊具郡丸森町 荒　　　　　修

≪リザーブインターミディエイトチャンピオン≫
種別 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名
経産 704 ウッディランドインクワイアーリナ 角 田 市 佐 倉 渡　辺　孝　一

≪最優秀賞≫
部 出品 名　　　　　　　　号 住　　　所 氏　　　名

1 111 ベアーバリーズワルチェ　ダーハム　マグネット 栗 原 市 栗 駒 熊　谷　克　郎
104 エイトロールスカイフェーム　レインボー 大 崎 市 古 川 八　巻　　　誠

2 206 TSビューティーゼルデンラスト　ラデュック　ラスター 遠田郡美里町 佐々木　慎　一
202 エイトロールMM チャンピオンピアレス 大 崎 市 古 川 八　巻　　　誠

3 302 ベアーバリーラデュック　ルドルフ 栗 原 市 栗 駒 熊　谷　克　郎
304 ナガイファームダーハム　デコール 伊具郡丸森町 長　井　　　勝

4 408 エイトロールニーナ　チャンピオン　オリンピア 大 崎 市 古 川 八　巻　　　誠
406 エクセレントファームチャンピオン　マーシャン 栗 原 市 一 迫 鈴　木　義　博

5 501 ◎ビッグインピュア　L ヒロイン 伊具郡丸森町 荒　　　　　修
507 ケーエッチプリンセス　イトー 伊具郡丸森町 一　條　　　薫

6 602 ◎ジョイフルレミーレビニュー 遠田郡涌谷町 菅　原　　　潤
607 デ　コール　ジェスロ　エリック 遠田郡涌谷町 ㈲ 岩 崎 牧 場

7 704 ◎ウッディランドインクワイアーリナ 角 田 市 佐 倉 渡　辺　孝　一
702 ゴールデンファームダンカン　ジェスロ 栗 原 市 築 館 砂　金　篤　孝

8 801 インディシブルリンディーアムポンダーハム 加美郡加美町 高　橋　　　真
805 ブラメリアSW レッドマーカー 伊具郡丸森町 半　沢　善　幸

9 903 ◎サウスファーム　アディダス　ウェルキン 伊具郡丸森町 長谷部　裕　行
902 カントリーヒルアスター　メドー　クリス 加美郡加美町 高　橋　　　真

※各号に◎がついているものはベストアダーとなります。
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第42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

（事務局宮城県畜産協会　衛生検査課）

未経産グランドチャンピオン
栗原市栗駒　熊谷克郎氏所有

経産グランドチャンピオン
伊具郡丸森町　荒　　修氏所有



昭和57年度に農林水産省の施策として開始された都道府県が事業主体になる牛の受精卵移植（以下ET）関

係の事業は24年経過した平成17年度で国庫補助が終了しました。今後新たな展開を求められる中で、技術の

展開普及が期待されそうな胚の性判別について紹介します。

平成15年度の統計によると全国の乳用牛の採卵および移植頭数は2,435頭と9,071頭ですが、性判別をされ

て希望の性（雌）の子牛が産まれている数は181頭（7.1%）に過ぎず、これは国内に経産牛が約100万頭いる

とすると産まれてくる子牛の0.02％程度であり、まだまだ少ないのが現状です。産子の性を制御する技術は２

つに分けられ、雄と雌の精子を分離し希望する性の精子のみを集めて人工授精する方法と胚の性を判別した

後に受卵牛に移植する方法があります。精子を分離する技術は米国等では既に商業化され、国内でも人工授

精事業体が試験を実施しており、性判別済精子の販売も遠い未来の話ではないかもしれません。胚の性判別

技術の開発は当畜産試験場においてET事業に取り組んでまもなく開始されました。初期においては切除した

胚の一部を培養して細胞分裂を促した後スライドガラス上に固定し、顕微鏡により性染色体を観察して雌雄

の判定をするというもので、この方法により昭和63年に県内第１号のホルスタイン雌子牛の生産に成功しま

した。その後、細胞内のDNAを増幅するPCR法が開発され、これを利用して性染色体を識別することが可能

になりました。この方法により平成６年に雌子牛を生産しています。さらにより簡略にDNAを増幅し判定す

ることができるLAMP法が開発され、平成15年には牛胚の性判別用のキットと測定用機器が販売されました

（図１）。胚の一部を金属刀により切除するところまでは従来の方法と同様ですが、反応用チューブにサンプ

ルと試薬を混合し測定器にセットして結果が出るまでに要する時間は検体数にもよりますが１時間程度で済

むようになりました。当場で平成17年度に行った成績を紹介しますと４頭のホルスタイン種雌牛から採卵を

行い43個の正常胚が得られ、このうち形態が良好な39個の胚を性判別したところ、判定できなかった３個を

除くと雌が16個、雄は20個でした。得られた雌胚すべてを16頭の受卵牛に移植したところ８頭が受胎し、受

胎率は50%でした。今年の１～２月には３頭の雌子牛が誕生し残る５頭も妊娠継続中です。性判別の技術が以

前に比べて簡略化されたこと、経膣採卵・体外受精の技術が確立され、これまで過剰排卵処理をしても安定

した成績を得ることが難しかった一部の乳用牛からも胚の生産ができるようになったことから、受精卵移植

技術を活用した雌産子の増頭が期待されます。

（酪農肉牛部　バイオテクノロジー研究チーム　早坂駿哉）
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最近の牛胚における性判別について

宮城県畜産試験場

図１　牛胚の性判別 １度の採卵で同時に生産されたホルスタイン３姉妹

登米市東和町　千葉敏幸氏宅
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本年度よりＮＯＳＡＩ宮城

（宮城県農業共済組合連合会）

に勤務しております吉田裕貴

と申します。出身は牡鹿郡女

川町で、石巻西高校を経て青

森県十和田市の北里大学獣医

畜産学部獣医学科を卒業し、この春獣医師免許を取

得して宮城に帰ってまいりました。地元はもっぱら

漁業が中心で、畜産が盛んな地域ではありませんが、

なぜか幼少期より牛や馬といった体の大きな動物に

心惹かれ、獣医を志しました。

現在は登米市迫町の県北家畜診療センターに配属

となり、日々先輩方の往診に付いて回らせていただ

きながら、臨床獣医師としての基礎を学んでいると

ころです。病気の診断や治療だけでなく、病気の発

生を減らすための予防衛生や、高品質な畜産物をよ

り効率良く生産していくための飼養管理など、学ば

なければいけない事柄は多岐にわたっており、また

それぞれの分野での研究もどんどん進んでおります

ので、大変な部分もありますが、改めてこのＮＯＳ

ＡＩ獣医師という職業にやりがいを感じ、充実した

毎日を送っています。

初心と好奇心を常に忘れないようにしながら、研

修期間中にしっかり必要な技術と知識を身につけ、

早く生産者の方々に信頼していただける一人前の獣

医師となって畜産界に貢献できるよう、努力してい

きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいた

します。

〈実践大学校生の抱負〉
「私の目標」
宮城県農業実践大学校

2年 山下　幸佑

我が家では和牛繁殖牛２頭
と小規模ながら経営を行って
おり、私は学業と同時に管理
の手伝いや子牛市場などを見
学して日々和牛繁殖経営の知
識と技術向上に努めていま
す。
幼い頃から動物好きだった

私は、自然に畜産という職業に興味を持ち、将来、
確かな技術と知識を持って畜産を生業としたいとい
う思いから農業実践大学校に入学しました。学校で
は飼養管理や家畜改良といった基本的知識だけでな
く、毎日行っている管理実習や農家での体験学習な
ど経営に必要な技術もカリキュラムに盛り込まれて
おり、充実した学習生活を満喫しています。また、
在学中に取得できる資格も数多くあり、人工授精師
や削蹄師など経営に活かせる資格の取得を目指した
いと思います。
大学校卒業後は、岩出山牧場で研修を行い、より
技術の向上に努めた後に就農したいと考えていま
す。特に力を入れたいことは、牛がより自然に近い
形で生産活動を行える環境を作るということです。
牛自身が草を食べたい時に食べ、休みたい時に休め
る環境で飼育することが牛の健康や発育にとって重
要だと思ったからです。そして優良な母牛を整備し
てその母牛に適した宮城県基幹種雄牛の選定や精液
の使用も勉強して宮城県の牛の特色を守り、次の世
代へと継承できる農家になりたいと思ってます。
また、品質の高い粗飼料を効率的に生産するため、

地域の農家で生産組合を作り、粗飼料生産活動を強
化することはもとより地域内外で協力し、技術や知
識を高め合って産地間競争で打ち勝つような農家に
なりたいです。
牛をよく見てよく知り、宮城県の特色を活かし、
牛の能力を最大限に引き出せるような大規模専業農
家になるため、これからも日々学習や作業に努力し
ていきたいと思います。

〈New face〉

NOSAI宮城　県北家畜診療センター
吉田　裕貴
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はじめまして、平成18 年

３月に東京農業大学を卒業

し、４月より宮城県畜産協会

価格安定課に勤務しておりま

す早坂翔太と申します。出身

地は米どころ・大崎市古川で

す。幼い頃から宮城県で盛ん

な第一次産業に携わる仕事をしたいと考えておりま

したので、今回の就職を大変嬉しく思っています。

大学時代は農学科に所属し植物育種学を専攻して

おりました。そこでは、農業生産を支援するために、

高品質で安全、かつ高付加価値をもつ植物品種の育

成を目標としコムギにおける遺伝学的改良について

学んでおりました。一方で畜産学科が同じ学部にあ

りましたが、畜産に関しては接する機会が少なかっ

た事もあり、職場では初めて耳にする用語に悪戦苦

闘し、勉強の日々が続いています。しかし、農作物、

家畜、土壌の栄養源の家畜糞尿等が再利用サイクル

となる有機的循環型農業は、土壌肥料学、植物栄養

学的な観点から大学で学んだ知識を畜産の場でも活

かせると考えております。

現在私は肉用子牛生産者補給金制度に関する業務

を担当しています。この制度は、子牛の平均売買価

格が保証基準価格を下回り合理化目標価格を上回っ

ている場合は機構、県、生産者の積立金を財源とし

て生産者補給金を交付し、子牛生産経営の安定化を

図る事を目的としているものです。

入会して三ヶ月が経ち少しずつではあるものの仕

事にも慣れてまいりましたが、半人前の私は先輩方

に迷惑を掛けてばかりで力量不足を痛感しておりま

す。しかし、周りの方々から沢山の事を吸収し、知

識や経験を積み重ねて一歩でも近づけるよう精進し

たいと思っておりますので、今後ともご指導の程よ

ろしくお願い申し上げます。

〈New face〉

社団法人　宮城県畜産協会
早坂　翔太

はじめまして、平成18 年

４月からＮＯＳＡＩ宮城（宮

城県農業共済組合連合会）に

獣医師として勤務しておりま

す坂井靖と申します。4月に

大衡村にある家畜診療研修所

にて1ヶ月間の研修を受け、

5月から白石市にある県南家畜診療センターに配属

となりました。出身は岐阜県岐阜市で、大学は北海

道にある酪農学園大学を卒業しました。

大学では生産動物医療学教室に所属し、大学に搬

入される大動物（主に牛）の診療や近隣農家への往

診の随行を毎日行っていました。雨が降ろうが吹雪

であろうが、毎日牛と触れ合うという日々でした。

そうした環境で大学生活を送ってきたため、自然と

大動物の獣医師を志すようになっていました。

現在私は先輩獣医師の往診に随行させていただ

き、患畜の疾病の診断や治療を学んでいる日々です。

診療に関しての知識も技術もまだまだ未熟で、これ

からどんどん習得していかなくてはいけませんが、

何よりもまず宮城の方言や地理といったことを覚え

なくては農家の方々との会話もできませんし、往診

にも行くこともできないので、こちらの方も早く習

得しなければならないと思います。覚えることが多

く、頭が混乱してしまいそうな時も多々ありますが、

農家の方々や牛に触れ合える日々は、非常に楽しく

充実もしています。

よって、方言や地理、さらには診療に関する知識

や技術を1日でも早く習得し、農家の方々の役に立

てるような一人前の獣医師になりたいと考えていま

す。そのためには私個人の努力の他に、先輩獣医師

や畜産関係者の方々のアドバイスが必要です。精一

杯頑張りますので、今後ともご指導ご鞭撻をいただ

きますようにどうぞよろしくお願いいたします。

〈New face〉

NOSAI宮城　県南家畜診療センター
坂井　　靖


